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ペガを活用した
各国行政機関における
デジタル改革への
取り組み
実績とベストプラクティス
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それでは、不利な状況で真の刷新を実現するには、何が必要なのでしょうか。世界中の行政機関との対話を通じて、きわめて鮮明
になったことが1つあります。それは、成功事例の背後には常にデジタル変革を支える立役者がおり、市民や職員により良い成果
をもたらすために、粉骨砕身の努力をつぎ込んでいるということです。

Pegaは、成果重視のテクノロジー、そしてリスクを最低限に抑えつつ価値を最大限に高める刷新ソリューションとして一貫した高
い評価を得ていることを非常に誇りに思っています。しかし私たちは、優れたテクノロジーが、デジタルによる刷新というより大き
なパズルの1つのピースにすぎないことも知っています。真の変革には、共有ビジョンを定義し、チームの熱意を引き出し、安定し
た力を維持できる先見者が必要です。

ここでご紹介する成功事例はどれも、その中心に「デジタルリーダー」がいます。どの成果も、大胆なビジョンを強力な新しい現実へ
と変えるチェンジメーカーから始まりました。こうした成功事例が、皆様の組織での刷新に向けた取り組みのきっかけになることを
願っています。成功事例とデジタルリーダーについての詳細情報をご希望の場合は、メール（PegaJapanMarketing@pega.com）
にてお問い合わせください。または、pega.com/ja/industries/governmentをご覧ください。

敬具

ダグラス・アベリル

Pegasystems  
グローバル行政機関担当マーケティング部門 リーダー

過去10年間に行政の指導者が何かを学んだとすれば、それは「組織の刷新に関し
ては、簡単な処方箋などない」という事実です。

注目に値する失敗、不十分な予算、セキュリティ侵害は常にメディアを賑わしていま
すが、民間企業ではこうした問題は比較的少なく、行政機関では数か月から数年か
かるような導入を、たったの数日でこなしています。組織全体での刷新には困難を伴
うのは当然で、シンプルにいくものではありません。

はじめに

デジタル改革のリーダー
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行政機関の実績と 
ベストプラクティス
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行政による 
ヘルスケアと 
ソーシャルプログラム

行政による社会サービスは社会福祉プログラムとも呼ばれ、市民や住
民の保護や支援のために重要です。これらのプログラムは、さまざまな
個人やグループが貧困、病気、障害、経済的・身体的困難に立ち向かえ
るよう支援することを目的に設立されています。サービスは多様なも
のがありますが、一般的には助成金や福祉などのプログラムが含まれ
ます。	

行政によるヘルスケアモデルとは、緊急時などに社会を支援し、市民
に適切なヘルスケアと福祉を届けるプログラムのことで、国によって異
なります。	

私たちはテクノロジーによって、社会福祉と行政のヘルスケアプログラ
ムを結びつけ、住民がどの窓口に相談しても適切なサービスが受けら
れるようにする試みを行っています。情報技術の進歩により、行政機	
関の職員も適切な情報を適切なタイミングで利用できるようになり、
住民に提供するサービスの改善に役立っています。
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VA全体でデジタル変革を実現
VAは、行政機関全体でプロセスの変革を行い、これまで紙ベー 
スで行っていた手作業のシステムをデジタルに転換し、効率、 
透明性、正確性を高め、顧客体験を向上させるために、Pega 
Platformを選択しました。 

• VA債務管理センターは、これまで手間も人員もかかっていた
債務回収のプロセスを、将来性のある共有サービスの運用に
変えました。これにより、全体的なプロセスサイクル時間を短
縮し、退役軍人のケース情報をより迅速に透明化し、顧客体
験を向上させました。

• VAの一元化された患者会計センターでは、Pega Platformと
FSC文書管理システムを組み合わせて使用して700万件を超
える履歴文書の保管と抽出を自動化し、さらにVAの7つのサ
イトに含まれる文書を年間80万ページのペースで処理してい
ます。文書保管サイクルが数日から数時間に短縮され、物理
的な保管スペースのコストが不要になりました。

• VA調達・資材管理部は、VA全体で未承認コミットメントの認
定プロセスを変革するためにPega Platformを選択しました。
新たなプラットフォームには優れたユーザーインターフェイス
と柔軟なワークフローが用意されており、透明性、サイクルタ
イム、レポート機能が向上しています。

• VAファイナンシャルサービスセンターでは、現在、Pega 
Robotic Process Automation™（RPA）の4つのユースケース
をステージごとに開発中で、2020年内に展開することを予定
しています。これらはすべて人間による手作業に代わるもので
あり、最大50%のコスト削減と、短機関での投資回収が期待
されます。

米国退役軍人省

概要

米国退役軍人省（VA）は、退役軍人、その家族、そして生存者を支 
援するプログラムの管理を担当しています。最大の国防総省に次 
ぐ規模のVAは400,000人を超える従業員を抱え、米国内に2,000 

を超える医療施設、診療所、福利厚生事務所を所轄しています。 
Pegasystemsは2010年からVAと提携を結び、VAがサービスを継続
的に改善し、国家に献身した軍人が可能な限り最高のケアを受けら
れるようにしています

数百万ドルの公費を節約し、急速に変化す
る請求ニーズに適応
退役軍人のケアとして最先端の医療機器とサービスが利用できる 
よう、VAファイナンシャルサービスセンター（FSC）は、Pega Platform™
を活用し、請求支払処理システム（IPPS）を導入しました。IPPSは、 
VA FSCが全国の医療施設に代わって院内機器購入の支払い処理を
行うための、統一オンライン請求認証システムです。 

以前は、複数の縦割り型のシステムをつなぎ合わせていたため、 
システム間の通信は遅く、保守に高額な費用がかかっていました。 
VA FSCはIPPSを使用して運用を簡素化し、正確性を改善し、請求処
理コストを33%削減しました。 

IPPSは急速な変化に対応できるため、VAはアプリケーションの既存
の機能を活用し、他の領域で使用されている特別な支払いタイプを
処理することができました。IPPSは現在、退役軍人健康管理局、退役
軍人給付管理局、国立墓地管理局の3つすべての行政機関にサービ
スを提供している企業向け商用支払いプラットフォームです。また、
将来のVA統合財務および役務管理システムの支払ソリューションと
しても使用される予定です。

IPPSを使用して、VAは以下を達成しました。 

• 年間請求処理数が前年比66%増しの200万件に（前年は 
120万件）

• 支払処理金額が前年比33%増しの210億ドルに（前年は 
140億ドル）

• 件数が66%増加したにもかかわらず、支払い処理の担当者数
は増加していない

• コストは累計40%減の見通し

• パフォーマンス指標（延滞率、割引など）の記録的な結果

Pega Platformを導入してから10年がたちますが、以来、当
組織のデジタル変革アーキテクチャーの中核となっています。
現在、Pega Platromはかつてないほどその意義を増し、この
傾向は今後も続いていくでしょう。製品ロードマップに追加さ
れる機能については、ますます良いものになってきています。
すでにRobotic Process Automation（RPA）やArtificial 
Intelligence（AI）などの機能がPegaに統合されており、すぐ
に使用できることは、将来の戦略的方向を決める際にも非常
に役立ちます。

クリント・ローザー氏 
米国退役軍人省 
金融サービスセンター	
金融事業部長

“

”
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キーポイント

• 米国の行政機関で2番目に大きい機関。全国に40万人以
上の従業員と2,000以上の医療施設、診療所、福利厚生
事務所があります。

• VAファイナンシャルサービスセンター（FSC）の請求書支払
いおよび処理システム（IPPS）は、業務の簡素化、正確性の
改善、請求書処理コストの33%削減を達成しています。  

• IPPSは現在、VA内の3つの行政機関すべてにサービスを
提供する企業向け商用支払いプラットフォームです。

• IPPSによる達成内容：
• 職員の増員なしに、年間請求数が前年比66%増の

200万件に（前年は120万件）
• 支払い処理金額が前年比33%増の210億ドルに 

（前年は140億ドル）
• コストは累計40%減の見通し

• Pega Platformを使用してVA全体でプロセスを変革し、 
これまで紙ベースで行っていた手作業のシステムをデジ
タルに転換しました。

• VAの一元化された患者会計センターでは、700万件を 
超える履歴文書の保管と抽出を自動化し、さらに文書を
年間80万枚のペースで処理しています。

• Robotic Process Automationにより、最大50%のコスト
削減が期待されています。

• 新しいCRMでは、これまで手作業で行っていた登録プロ
セスを、リクエスト1件あたり平均3分からわずか30秒に
まで短縮しました。

より優れた顧客体験を用意 
顧客の要求をより「見える化」し、ばらばらのコールセンターを統 
合し、顧客体験を改善するために、VA FSCはエンタープライズレベ
ルのPega Customer Serviceアプリケーションを実装しました。 
2019年の時点で、Customer Relationship Management（CRM）と
も呼ばれる顧客サービスは、支払いサービスや現地の給与サポー
トを含む12の製品ラインに実装されており、この数はさらに増える
予定です。CRMスイートには、2つの顧客セルフサービスポータル、
コールセンターの職員のためのコアCRMインタラクションポー 
タル、そしてバックオフィスポータルが含まれており、顧客の要求を
最初から最後まで完全に「見える化」できます。 

CRMの重要な機能の1つは、カスタマーエンゲージメントポータル
（CEP）で、VAの商用供給業者と医療プロバイダーはこれを利用 
して、請求・医療請求ステータスや支払い情報に24時間年中無休
のセルフサービスでオンラインアクセスできます。この新しいポー 
タルにより、時間のかかっていた手作業の登録プロセスをリクエ 
スト1件あたり平均3分から30秒未満にまで短縮しました。また、 
手作業でFAX送信されたフォームをWebフォームに変換し、FAXに 
よる受付プロセスを廃止しました。顧客が自身のリクエストのス 
テータスをより便利に確認するための重要な第一歩です。この機
能により、FSCはRobotic Process Automation（RPA）を活用して
Webフォームからデータを取得しているので、従来のデータ入力プ
ロセスを行わずにフォームにデータを読み込むことができるように
なりました。   

さらに、FSCは顧客データを使用して顧客のニーズと問題点を理 
解し、プロセスとシステムの改善を進めることができます。Pegaを
活用した新しいCRMでは、サービスが顧客のニーズに合っている 
かどうかの評価、問題の迅速な特定、大局的なトレンドと影響の 
評価、長期的なプロセス改善の決定が行えます。

米国退役軍人省（続）

上：バージニア州クアンティコ（2015年6月28日）米国海軍退役軍人第3級下士官レティモンド・ラモス兵曹が、男子200メートル短距離走で力強いスタートを切る。国防省の戦士ゲーム（Warrior Games）は、負傷者、 
疾病者、傷痍軍人、および退役軍人のための適応スポーツ競技会です。陸軍、海兵隊、海軍、空軍、特殊作戦司令部、および英国軍のチームを代表する約250人のアスリートが、アーチェリー、サイクリング、陸上競技、 
射撃、シッティングバレーボール、水泳、車椅子バスケットボールで競います（米海軍写真、ジョー・スキャンネル少尉撮影／公開）。

右：サンディエゴ（2011年7月16日）サンディエゴ退役軍人村のスタンドダウン2011で、退役海軍大尉ウェイン・ラペトダ博士がホームレス退役軍人の抜歯にあたる。このスタンドダウンでは、1,000人以上のホームレ 
ス退役軍人に、医療と歯科治療、薬物乱用カウンセリング、法的支援と雇用支援、食料と衣類の配布などの無料サービスを提供しました（米海軍写真：マスコミュニケーションスペシャリスト3級ドミニク・ピネイロ氏 
撮影／公開）。
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TCDRS テキサス州 
退職制度 
概要
テキサス州退職制度（TCDRS）は、テキサス州の29万4千人の職 
員が将来の計画を立てられるように、退職、障害、遺族給付金を提
供しています。これらの職員は、水道、病院、鑑定、救急などのサー
ビス別に組織された700以上の郡と地区で雇用されています。 
TCDRSは、これらの郡と地区が民間企業に負けず競争力のある 
退職給付金を適切な内容で提供することで、有能な職員の雇用と
定着を支援しています。TCDRSは、ミレニアル世代から退職者まで
幅広い世代の人を対象にさまざまなサービスを提供しています。 
TCDRSはPegasystemsと提携することで、対象者のエクスペリエン
ス改善や、変化の激しい行政規制や金融規制に迅速に対応できる
ようになりました。

Pegaを活用することで対象者を中心に据え、退職者 
へのセルフサービスの質を高めたり、内部ユーザーへの 
サービスの改善などを図ることができました。

クリス・バレンタ氏 
テキサス州退職制度	
チーフ戦略オフィサー

TCDRSが、Pegaとともに卓越した満足度を
オムニチャネルの給付対象者に提供
テキサス州の職員に最高のサービスを提供し、効率を改善する 
ため、TCDRS（テキサス州の郡と地区の退職制度）には4段階の戦
略的イニシアチブを導入しました。これにより、対象者からの請求
はすべてオンラインで送信でき、請求は自動的に、またはPegaワー
クフローを介して処理されるようになりました。さらに、雇用主は
費用対効果の調査をわずか数秒で行えるようになったので、申請
者の待ち時間が数週間も短縮されました。これは、年間20,000件
以上の受給者更新を処理するTCDRSにとって大きな助けとなって
います。さらにTCDRSは、コストの高いシステム5つを廃止しました。

新しい、給付対象者中心のエクスペリエンス
これらをすべて達成するために、TCDRSはPega Customer Service
アプリケーションを使用してサービスを刷新し、対象者向けの 
シームレスなオムニチャネル体験とセルフサービス機能を用意し 
ました。TCDRSはオムニチャネルを使用して、ミレニアル世代から退
職者までの幅広い年齢層に向けた対象者中心のモデルを作成し
ました。さらに、このアプリケーションを使用することで、組織内外
の対象者への給付金支給にかかる時間を短縮できるため、職員は
適切な退職給付金をすぐに受け取れます。

セルフサービスにより給付対象者や職員の生産性を向上
TCDRSのセルフサービスモデルは、最終的に生産性とサービスを
向上するために、TCDRS職員の負担を軽減し、結果として給付対象
者にとって効率を向上しています。顧客は通常の営業時間に制限
されることなく、都合のいいときに給付金にアクセスできます。

再利用によるコストと冗長性の軽減
TCDRSはPegaを活用してコストの高いシステム5つを廃止すること
により、機関全体でコンポーネントやプロセスを再利用することも、
必要に応じてカスタマイズすることも可能になりました。さらに、 
このアプリケーションですばやく俊敏な開発を行うことで、透過的
な共通のプロセスをデジタル化して導入できるようになりました。

“
”

• 受給者のアカウント更新を100%オンラインで実施

• コストの高い5つのシステムを廃止

• 費用対効果の調査がほんの数秒で行えるようになり、
対象者の待ち時間が数週間短縮

• 組織内外の対象者サービスを改善

• 294,000人以上の受給対象者

• 760人以上のTCDRS職員

キーポイント
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ACSO（オーストラリア  
コミュニティ支援組織）  

概要

オーストラリア地域支援組織（ACSO）は、オーストラリアのビクトリ
ア州、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州にサービス 
を提供する非営利団体です。ACSOは、刑務所から出所した人々、 
犯罪者、または犯罪者になるリスクがある人々のために、幅広いプ
ログラムを提供しています。同組織は犯罪を減らし、再犯を防ぎ、 
公共の安全を向上させることを目標とし、精神衛生や障害プログ
ラム、薬物とアルコール依存の治療、住居、雇用サービスなど、あら
ゆるサービスを管理して支援対象者を独立へと導いています。 
ACSOの支援対象者の多くは同組織に直接コンタクトをとりま 
すが、刑事司法制度、保健省、その他の行政機関など関連組織を
通じて紹介される支援対象者もいます。

各支援対象者の案件を管理するには、複雑なビジネスプロセス 
チェーンが要求されます。ACSOは、要件の変化に応じてプログラ 
ムを順応させることができる、柔軟性が高く、より効果的で効率 
的な管理やケースマネジメントのプログラムを開発するために、 
Pegasystemsを選択しました。最終的な目標は、ACSOのケース 
ワーカーや職員が支援対象者との時間をより有意義に使えるよう
にすることです。

ビジネスプロセスの変革による生活の改善
ACSOが既存システムをPega PlatformTMに移行し始める前は、事例
管理プロセス（各支援対象者の取り込み、評価、紹介、治療プログ
ラム）は煩雑で非効率的でした。ケースワーカーと管理職員は、 
組織内外の異なるソースからデータを取得する必要があり、メール
やスプレッドシートからコピーして貼り付けたり、FAXや紙のフォー
ムからのデータ起こしが必要なこともあり、レポート作成は時間の
かかる複雑な作業でした。現在では、ケースワーカーは高度にカス
タマイズされたレポートとケースノートの作成・編集ができるよう
になっています。また、リアルタイムのダッシュボードビューのオプ
ションもあり、特定の支援対象者とのやり取りを任意の時点ですべ
て表示できます。

またACSOはPegaを活用することで、評価レポートプロセスの一 
部を自動化しました。ケースワーカーは各支援対象者について300
件以上の質問から成る包括的な評価を実施します。これまでは評
価者が回答に基づいてレポートを数時間かけて作成していました。 
今では、人工知能（AI）を使用してレポートを自動的に生成するだ
けでなく、必要に応じて評価者がレポートに文脈と詳細を追加して
カスタマイズすることもできるようになっています。かつては3～4時
間かかっていたプロセスが1時間たらずでできるようになったので、
評価者は地域に影響を与え、支援対象者と向き合う作業により多
くの時間を費やせるようになりました。 

柔軟性が高く連携しやすい結果重視の 
開発プロセス
ACSOの業務担当者とITスタッフは、Pega内のDirectly Capture 
Objectives（DCO）機能を使用し、連携しながらプログラムを迅速に
設計・反復することで、関連組織のニーズを完全に満たす成果物を
可能にします。Pegaを使用し始める前は、アプリケーションを設計
するために業務担当者とITスタッフが何度もやり取りする必要が 
ありましたが、現在は、ITスタッフが業務担当者にプログラムのライ 
フサイクルのデモを現場で見せることで、プログラムの仕組みを理
解し、リアルタイムでフィードバックできるようになりました。プログ
ラムの要件が変わったり、将来的に新しい機能が必要になった場
合も、ITスタッフは業務担当者と連携して必要な変更を簡単に加え
ることができます。

私たちがPegaでプログラムを開発してからは、関連組織、 
支援対象者、投資家たちにどうすればより多くを還元 
できるかという点について考えはじめました。それはIT 
だけの話にとどまらず、事業に関するディスカッション 
にも発展しています。

ゾラン・ブルザコビッチ氏 
オーストラリア地域支援機構（ACSO）	
最高情報責任者

“

”
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キーポイント

• 3～4時間かかっていたレポートの作成時間を1時間 
に短縮

• 年間20,000人の支援対象者にサービスを提供

• 薬物乱用、精神衛生と障害サービス、司法、雇用と住居
サービス、調査とアドボカシーを含む20件以上の複雑
なプログラムに対応

• 業務担当者とITスタッフのリアルタイムでの連携に 
より、関連組織のニーズを完全に満たす成果

公共安全の未来：予測型アナリティクス
ACSOは将来的にPega PlatformTMを使用して予測型のアナリティ 
クスと意思決定を実装し、支援対象者の再犯リスクを最小限に抑
えたいと考えています。こうしたプログラムでは、特定の支援対象
者の案件にあるさまざまな要素（薬物乱用、精神衛生、刑事司法の 
経歴、受けた治療やプログラムなど）を確認し、同じ要素の組み合
わせを持つ他の支援対象者の経過に基づいて、その支援対象者の
これからの経過を予測します。その予測に基づき、クライアントに 
とって最も有益なサービスと介入を推奨できます。  
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交通 

行政の全レベルが、交通システムとインフラストラクチャの開発と維持
に関与しています。道路、航空、鉄道といった交通を所轄する機関は、
自動車、トラック、列車、船舶、航空機による人々の安全な移動をサポー
トするための計画立案を担っています。	

テクノロジーは、道路での事故管理や旅行者情報、交通管理、データの
収集や旅行者への情報提供を含め、交通事情を全面的に改善するた
めに使用されています。テクノロジーは交通関連機関の任務で極めて
重要な位置を占めており、安全で持続可能、効率的な統合輸送システ
ムを促進し、顧客体験と経済を向上させるために役立ちます。
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ニューサウスウェールズ 
交通管理センター  

概要
オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の交通管理センター

（NSW TMC）は、NSW交通網における顧客体験の改善に取り
組んでいる州の行政機関です。NSW TMCは18,000 kmの道路と
5,000か所以上の橋やトンネルにおける車両、鉄道、フェリー、バス
の運行を管理しています。NSW TMCは、遅延を最小限に抑え旅行
者のために正確な情報をタイムリーに提供するために、交通調整
サービスとNSW道路網の監視・管理を強化しています。同機関は
Pegasystemsと提携することで、数千人のユーザーのために、既存 
の道路センサーネットワーク、インテリジェントな交通輸送システム、 
電子メッセージボード、看板を組み込んだプロアクティブなインシ
デント管理システムを開発しました。

私たちはPegaと共同開発した障害管理ソリューションにより、
たった4か月でエンジニアリソースの有効活用や障害処理の
優先順位付けによる応答時間の短縮といった大きな成果を得
ることができました。

クリス・ルウォルト氏 
ニューサウスウェールズ州（オーストラリア）交通管理センター	
交通事業システム主任マネージャー

移動の体験を4か月で改善してコストを削減
ニューサウスウェールズ州での移動の体験をポジティブなものに 
するために、シームレスな意思決定ベースのインシデント管理ソ 
リューションである障害管理サービス（FMS）を開発しました。 
FMSは無数の交通関連イベントの追跡、管理、対応を効率的に 
行います。アジャイル手法とPegaの機能を活用し、同機関はたった
4か月で成果を上げました。 

“
”

交通とインシデントの迅速な管理
同機関はFMSを活用することで、電光掲示板メッセージや速度制
限標識、信号機、監視装置など20,000台以上の遠隔装置から報告
された障害を動的にルーティングして解決しています。このソリュー 
ションによりNSW TMCの職員は、Pegaのビジネス規則を使用して
優先順位付けとエスカレーションを自動化し、現場技術者への動
的なプロセスフローを促進することで、インシデントをより迅速に
解決できます。

市民サービスの向上とコスト削減
NSW TMCは、より正確なコミュニケーションとよりスムーズな移動
を実現して市民サービスのレベルを改善し、運用の効率化によって
コストを削減しました。改善のための活動と優先順位付けにより、
イベントの評価と対応にかかる時間を短縮しています。FMSプロ 
グラムを導入した結果、オーストラリアのシドニーで毎年開催され
るガートナー社主催BPM Summit 2013で「最優秀BPMテクノロ 
ジー」賞を受賞しました。

今後の変化への準備
現在、同機関には、高度でインテリジェントな対応を可能にするア
ジャイルなインシデントとケースマネージメントのシステムがあり
ます。同機関がPegaを選択した理由は、それが現在の要件に対応
しているだけでなく、同機関と関連組織内で将来的に変更があっ
た場合にアジャイルな基盤を提供するためでした。NSW TMCは 
時間の経過とともに、データに基づくプロセスの精度が高まるに 
つれ、応答時間を短縮できることが期待されています。具体的には、 
共同インシデント管理を導入し、サポートスタッフと業務スタッフの
間の連携を向上させていく予定です。

キーポイント

• 4 か月で本格稼働

• ニューサウスウェールズの旅行者にスムーズな体験を実現

• デバイス障害に迅速に対応

• ネットワーク全体でシームレスかつ透明性の高い障害管理
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司法、公安、防衛

防衛、公安、国家安全

各国の防衛、公安、国家安全保障機関は、行政の最も重要な任
務のひとつである、人、国境、重要なインフラストラクチャの保護
を行います。これらの分野にまたがる機関は、国内の脅威と国際
的な脅威から国家を安全に保つために密接に連携して情報やそ
の他の手段を使用する必要があります。テクノロジーは、さまざ
まな分野にまたがってこれらのコミュニティを支援しています。	

今、こうした重要な情報は、バイオメトリクスなどの新興分野や	
進化の著しい分野から取得されており、大量のデータセットを分
析して人を特定し、結論を引き出すのに役立っています。調査ケー	
ス管理の進歩により、調査と研究の実施にかかる時間をます	
ます短縮できるようになり、より正確な結果、簡素化された情報	
フロー、より適切な情報に基づいた意思決定が可能になってい
ます。 

司法

司法制度は、裁判所制度とも呼ばれ、法律の解釈、法律の適用に
よる紛争の解決、適切な刑罰の判定を行いします。通常、裁判所
の構造は階層化されており、特定の重点分野や地域を管轄する
下級裁判所から始まり、最上層には下級裁判所の控訴案件や	
重大な訴訟案件を扱う上級裁判所があります。裁判所システム
には、関係者、法執行機関、弁護士、裁判官など、幅広い利害関
係者が関与しています。	

テクノロジーを活用することで、刑事および民事ネットワークは
さまざまな情報源から得た情報を共有し、リスク評価を促進し、
実行すべき適切なアクションを決定できます。また、総合的な	
ケース管理と国家エコシステム統合のためのツールを利用でき
るため、各機関の意思疎通が改善し、より適切な情報に基づいた
意思決定が可能になり、調査と研究の向上が図れます。
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米国空軍研究所
概要
米国空軍研究所（AFRL、Air Force Research Lab）は、米国の空軍、
宇宙軍、サイバー軍のために、戦闘技術の発見、開発、統合を率いる
グローバルな技術組織です。AFRLは世界中の9つの技術部局をは 
じめ、その他40の拠点に12,000名以上の人員を擁し、さまざまな科
学技術分野で研究開発を行っています。

AFRLは、従来のITの刷新と、組織全体での情報の再利用を改善する
ことを目指していました。AFRLは正確で関連性の高いデータを活用
することで、組織全体の管理、パフォーマンス、意思決定の最適化に役
立つプラットフォームを探し始めました。AFRLにとっては、組織全体に
わたるさまざまな部門が各部局や地域の条件のニーズに応じ、アプ 
リケーションやプロセスの作成、共有、適応が手軽に行えるプラット 
フォームの選別が重要でした。AFRLは、広範な市場調査と厳しい絞り
込みプロセスを実施後、さらに厳しいOther Transaction Agreement 
for Prototyping（プロトタイプ作成のためのその他の取引契約）の評
価を経て、Pega Government PlatformTMを選択しました。

課題：煩雑なコードベースのツール 
2006年以来、AFRLは市販の（COTS）システムを使ってきました。この
システムは、AFRLが科学技術プログラムの管理を行うため、長年に
わたって大幅にカスタマイズされてきました。しかしカスタマイズに
は問題がありました。コアCOTS製品をアップグレードする必要が生
じるたびに、AFRLはそのカスタマイズを元に戻すために膨大な費用
をかけなければなりませんでした。しかも、このツールは業務に適し
ていなかったので、組織全体としては十分に活用されていませんで
した。最も重大な問題は、AFRLがインテリジェントなビジネスプロセ
ス管理スイート（iBPMS）を特に必要としていたときに、そのツール
がデータの収集しかできなかったことです。

AFRLの既存のITソリューションのもうひとつの大きな弱点は、さまざ
まな部局がアプリケーションを共有できないことでした。AFRLには
各部局と本社にIT部門があり、その部門には異なるプラットフォーム
とテクノロジーがあります。このため、組織内のある部局のアプリ 
ケーションを別の部局で使用しするときには、その部局に固有の環
境や要件に合わせてアプリケーションをコーディングし直す必要が
ありました。これには費用も時間がかかり、非効率的な作業でした。

組織全体と各部門の両方のニーズを満たす
柔軟でオープンなプラットフォーム
AFRLは、組織全体のプロセスのニーズを満たし、組織内のさまざま
な部門の多様なニーズと条件に合わせて構成できる、柔軟でオープ
ンなソリューションを見つけました。このプラットフォームは、組織全
体でのアプリケーションを継承しつつも、各部門の条件にも合うよう
に構成できること、統一された設計体験を開発者に提供すること、
意思決定を最適化すること、および防御型サイバー保護要件を順守
すること、というAFRLの4つの主要な選択基準を満たしていました。 

現在、AFRLは4つの異なるアプリケーションのプロトタイプを作成
しています。1つ目は、組織全体にまたがって広く使用できるタスク
管理アプリケーションです。残りの3つは、科学技術プログラムを管
理するためのもので、POM（予算要求の提出）の計画アプリケー 
ション、コスト、スケジュール、パフォーマンスごとの管理を行う作業 
ユニット管理アプリケーション（すべて国防総省への報告に使用 
可能）、およびプログラム管理アプリケーションです。AFRLは現在、 
100以上のアプリケーションを使用しており、AFRLの特定部門専用
のものもあれば、複数部門で使用されるものもありますが、最終的
にはすべて同プラットフォームに移行する予定です。 

データ品質を改善して意思決定を強化
ARELは広義的な目標として、新しいプラットフォームへの移行によ
りデータ品質の改善を目指しています。従来のシステムでは、必要
なデータを見つけるにあたり、チームやリーダーはシステムそのも
のを見るのではなく、スプレッドシートやプレゼンテーションを使用
しなければならないことがよくあります。データの改善、そして最終
的にはデータの視覚化ツールや高度なレポート機能により、部署、
支部、本部のどのレベルでもプロジェクトの「見える化」が高まり、
リーダーはより適切な情報に基づいた意思決定が行えるように 
なります。一方、過去の研究やプロジェクトから蓄積された正確な
データは、将来のプロジェクトですぐに活用できる状態になってい
ます。この高度なレベルの機能、俊敏性、再利用により、AFRLは防
衛ITの刷新のイノベーターとしての実績を重ねています。

キーポイント

• 防御型サイバー保護要件に準拠
• 組織全体でのアプリケーションを継承し、各部門の条件

も満たす構成を可能にする
• 意思決定を最適化する
• 業務を改善し、企業全体で余分なコストを排除する
• 開発者向けの統一された設計体験
• 直感的なユーザーインターフェイス
• 世界10,000人のAFRL職員に合わせて拡張可能
• 統合開発のためのオープンで柔軟なプラットフォーム
• アプリケーションの共有やカスタマイズが簡単にできる

機能

この新しいプラットフォームに移行することで、アプリケーショ 
ンを働き方に合わせることができるので、データ品質が向上し 
ます。可視性が高まることで、データの呼び出し回数を減らし、
兵士を支援するため情報に基づいた意思決定をより短時間で
行えるようになります。

 
チャドウィック・プフッツ氏 
米国空軍研究所	エンタープライズビジネスシステム部	副部長

“
”
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米国アルコール・タバコ・
火器及び爆発物取締局 

概要
アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局（ATF）は、米国司法省
内の法執行機関であり、暴力犯罪からコミュニティを守ることを任
務としています。同機関は、火器の違法な使用と輸送、爆発物の違
法な使用と保管、放火、爆撃、テロ行為、アルコールやタバコ製品
の流用などを行う犯罪者と犯罪組織を法のもとで裁くという使命
があります。ATFは、火器および爆発物産業の認可と規制も行って
います。

ATFはこうした業務を執り行うため、National Field Office Case 
Information System（NFOCIS）と呼ばれる一連のアプリケーショ
ンを使用していました。特別捜査官、産業経営調査員、インテリジェ
ンススペシャリスト、その他のATF職員は、これらのシステムを使用
して、犯罪捜査、規制検査、証拠管理のさまざまなデータの入力、
追跡、蓄積を行います。2015年ATFは、ビジネス刷新の取り組みを
完了し、4つのレガシーNFOCISシステムを、犯罪捜査と規制検査

を処理するための単一の簡素化されたソリューションに統合する
プラットフォームを用意するために、スパルタンプログラム管理部門

（Spartan Program Management Division）を立ち上げました。そ
の目標を達成するために、ATFはPega Platformを選択しました。 

最新の統一されたケース管理システムの必要性
NFOCISアプリケーションが開発・導入されたのは1998年でしたが、 
1つの例外を除き、クライアントサーバーアーキテクチャーを基盤と
しています。しかしこのアプリケーションは次第に古くなり、インフラ、 
機能の欠如によって、次のような課題が生じていました。

• アプリケーションがカスタムコードで構築されているため、変
更や更新が煩雑で時間がかかる。

• ユーザーは、ケースデータの収集、追跡、蓄積を行うために、
手書きのメモ、紙のフォーム、スプレッドシート、メールなど複
数の手段を使用しなければならない。

• アプリケーションが分断化されており、構造もインターフェイ
スも異なるため、アプリケーション間でデータを共有したり、ス
イート全体からデータを蓄積することが非常に難しく、犯罪行
為の検出、阻止、対応を行うときの妨げとなっていた。

ATFは、従来のシステムから、Webベース、モバイル対応、プロセス
ベースの最新のITツールを活用して業務要件をすばやくより正確
に効率よく満たす単一の最先端システムに移行することを求めて
いました。

そこでATFはPega Platformを使用し、Accenture Federal Services
と連携して、統一されたケース管理システムを作成しました。以降、 
ATF職員は、データの入力、アクセス、編集をオフィスでも現場でも
行えるようになりました。すべてのデータは、異なるアプリケーショ
ンに閉じ込められているのではなく、システム全体で瞬時にアクセ
スできます。また、この新しいシステムによって、行政機関の重要な
分野である犯罪捜査と規制検査の両方のプロセスを自動化でき 
ます。スパルタンプログラムは、地理情報システム（GIS）、オフライン
での使用、カメラなどの堅牢なモバイル機能を備えています。

私たちは、IT部門を中心としたアプローチではなく、業務部門
を中心としたアプローチを取ることができました。ATFのプロ
ジェクトチームにはさまざまな事業分野の専門家を迎え、アジ
ャイルなベストプラクティスを活用・連携し、現場捜査官の 
ニーズと役割を最も効果的にサポートし、公共安全を向上さ
せるシステムを作成しました。 

 

A.J. フライ氏 

米国アルコール・タバコ・火器及び爆発物取締局	
監督特別捜査官

”

“
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アジャイル手法による速度と効率の達成
ATFは、行政におけるアジャイル手法の文化的および組織的採用
の先駆者です。この新しいプラットフォームを使用すると、業務部門
とIT部門が連携し、現場のミッションクリティカルなニーズを満たす
最終ソリューションを編み出すことができます。その結果、規制検査
アプリケーションは効率的に開発され、予定より1か月早く導入さ
れました。続く数か月で、ATFは週に1～2つの更新プログラムを展
開しました。従来のシステムではこのような頻度で変更を加えるこ
とは不可能でした。 

ATFは現在、規制検査アプリケーションを完全に導入しており、 
現場での爆発物および銃器の検査を一括してサポートしています。
スパルタンでは、マッピングとリンクの機能を使用し、承認履歴を
追跡し、ドキュメントを接続して保存します。同機関がこの新システ
ムを使いこなし、ATFの特別捜査官や調査員のニーズが変化する
につれて、エンド・ツー・エンドのアジャイルスクラム開発により機
能の反復、実装、変更がすばやく行えます。

スパルタンは、Amazon Web Services GovCloudでホストされてい
ます。クラウドのオンデマンドの拡張性により、ATFは主要なセキュ
リティ事象によって引き起こされる予期しないニーズに対処でき 
ます。また、2週間の開発スプリントを完了するたびに、ATFはソフト
ウェアの新しいリリースを迅速に展開できます。 

キーポイント

• アジャイル開発プロセスの十分な活用

• 最初のアプリケーションを予定より1か月早く導入 

• 更新プログラムを週1～2件導入（従来のシステムでは不可
能だった頻度で更新）

• 4つのレガシーシステムを、データの入力、アクセス、コンパイ
ルを行える単一の新しい統一ソリューションに統合

司法を支える速度、正確性、利便性を提供
ATFは逃亡者データベースの管理にPegaを使用しています。この 
データベースには指名手配者や関連する逮捕状のリストが含まれ
ています。このリストは、逃亡者が発見されたときに、ATF本部の 
ジョイントサポート＆オペレーションセンター（JSOC）が全国の 
連邦、州、地方の法執行機関との調整を行うために使用してい 
ます。これにより、ATFはその人物を逮捕するために有効な令状が
あることを数分以内に確認できます。誤りや遅延があると、犯罪者
の身柄を拘束できるか、取り逃がすかの分かれ目となることもあり
ます。スパルタンを使用することで、ATFは正確で信頼できる情報に
常に効率的かつ確実にアクセスできるため、全国の法執行機関の
連携の効果が向上します。

ATFは現在、犯罪捜査を支援するための新しいシステムを導入しよ
うとしています。新しい法執行アプリケーションは、現場で特別捜
査官がメモ、写真、その他のデータをモバイルデバイスに直接入力
できるようにすることで、犯罪捜査に役立ちます。その後、特別捜査
官はデータを簡単に収集して堅牢な調査ケースを作成するなど、 
ATF全体で連携作業が行えます。

• ATFスタッフが正確で信頼できる情報にリアルタイムでアクセス

• 現在、地方事務局75か所にいる1,000人のATF職員が使用
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米国連邦捜査局
概要
米国司法省内の連邦捜査局（FBI）は、インテリジェンスと法執行機
関の責務を担う、インテリジェンスに基づいた脅威監視のための国
家安全保障組織です。FBIは捜査官、アナリスト、その他の専門家な
ど35,000人を擁し、世界中で24時間体制で活動し、テロ、スパイ、
サイバー攻撃、大規模犯罪の脅威から米国を守り、同盟国にサー
ビス、サポート、トレーニング、リーダーシップを提供しています。 

その任務の一環として、FBI国家簡易犯罪歴確認システム（NICS）
は、銃器が不適格な人物の手に渡らないようにすることで、人命を
救い、人々を危害から守るのに役立てられています。また、適格な
銃購入者の手に適切なタイミングで火器が渡るようにします。連邦
司令の一環として、連邦銃器ライセンシー（FFL）は、見込み客に火
器または爆発物を購入する資格があるかどうかを瞬時に判断する
ためにNICSを使用します。FFLは火器や爆発物の販売時にFBIに問
い合わせ、顧客がそうした物品を購入する資格要件をすべて満た
しているかどうかを確認します。拡張性を高め、将来の法律変更に
対応するため、FBIはAccenture Federal Servicesと提携しました。
同社は、Pega 7 Case Management Platformを使用してNICSプロ
グラムを刷新し、安全管理を一層強化し、変化し続ける市民の要求
に対応しました。

FBIは刷新を行うことで銃器法と購入量に対応

人々を危害から守る
拡張性を高め、将来の法律変更により迅速に対応するために、 
FBIはPega 7 Case Management Platformを導入してNICSを刷新
しました。同局は、ルールを使用するバックグラウンドチェックをサ
ポートするために、レガシーシステムを廃止し、全国的な記録シス
テムとの強力な統合に移行しました。バックグラウンドチェックは
毎年2500万件以上に上るため、大量のチェックや突然の件数増加
に対応できるよう、システムを効果的に拡張できることが期待され
ています。さらに現在FBIは、ウェブサイトとNICSコールセンターを
通じて、統一されたオムニチャネルエンドユーザー体験を提供して
います。

キーポイント

• 年間2500万件のバックグラウンドチェック

• ルールを活用した複雑なケース処理

• 銃器法の変更に対する迅速な対応

• 手動プロセスから自動プロセスへ

• オムニチャネルユーザー体験

• 銃規制法の施行と米国憲法の遵守

変化する市民の要求に対応する
政治環境が移り変わり、危機が発生すると、米国では銃の購入が
急増します。FBIは、すべてのバックグラウンドチェックを正確に行 
いながら大量の注文を処理できるシステムを実装することにより、
こうした要求に応えてきました。法律では、バックグラウンドチェッ
クは依頼から3営業日以内に完了することが求められています。 
この要件は、既存の銃規制法を適用しながら、米国市民の修正第2
条の権利を保護するのに役立ちます。FBIは、新しいシステムを使用
することでこの要件を満たすことができています。

ソリューション
FBIは、すべての登録済み銃器販売店のインターフェイスとなる公
開型のウェブサイトをPegaを使用して作成しました。個人が銃器を
購入しようとすると、認可を受けたユーザーは安全にログインし、
バックグラウンドチェックの依頼をすばやくFBIに送信できます。 
オムニチャネルのアプローチを使用すると、認可を受けたユーザー
はFBI NICSコールセンターに電話することもできます。Pegaは、必
要な場所に適切に要求をルーティングするワークフローエンジン
として機能します。要求が拒否されると、別のシステムにルーティン
グされます。Pegaの実装前は、バックグラウンドチェック要求を手動
で処理していたため、待ち時間が長くなることがありました。Pega
を使用すると、調査員とコンタクトセンタースタッフ間のケースルー
ティングが自動化され、正確になります。コンタクトセンターへの通
話量が大幅に軽減されるため、FBIスタッフは、限られたリソースで
も多数のバックグラウンドチェックを処理できるようになります。
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ニュージャージー州裁判所は刑事司
法制度改革を先導する
法執行機関と裁判所の効率と自動化の改善

ニュージャージー州裁判所（NJC）の犯罪や交通情報に関する申請書
には、地方裁判所の職員2,500人と法執行機関の職員40,000人がア
クセスします。NJCは、警察官と裁判所管理者の司法プロセスを簡素
化するために、3つのレガシーアプリケーションを廃止し、9か月足らず
で統一訴状入力（UCE）システムを開発しました。開発が短期でできた
理由は、NJCが明確なビジョンを持ち、アジャイルなPega PlatformTMを
活用したからです。UCEを使用して、40,000人のニュージャージー州警
察官全員が、交通違反や逮捕などの訴状や違反切符をモバイル統一
苦情入力システムに直接入力しています。このシステムは、最初の入
力から各ケースを自動的に管理し、被告の裁判所出頭日を生成し、 
ケースのライフサイクル全体を管理します。Pega PlatformTMにより、 
NJCはビジネス規則を実行し、ビジネスプロセスを自動化し、ケースの
ライフサイクルを管理して、情報がすべての司法関係者に効率的かつ
正確に渡されるためのフローを作ることができます。 

公判前サービスでは、投資対効果が即座に表れています。NJCは、 
指紋採取から裁判官による釈放決定まで公判前拘禁プロセスのデ
ジタル化に成功しました。同組織は現在、すべての事象、プロセス、
意思決定ポイントをPega PlatformTMに取り込んでいます。NJCの職
員は、被告人に関するプロセスを20分たらずで処理できます。 
以前は、裁判所がこのプロセスを完了するために3時間かかってい
ました。これには、面接、裁判官への推薦、リスク評価のプロセスが
含まれます。年間8万人の被告を処理するこのプロセスだけでも時
間を大幅に短縮しています。刑事司法改革には他にも多くのメリット
が期待されています。たとえば、公判前に釈放を決定する場合により
公正かつ客観的にアプローチすること、州の矯正施設を管理するた
めのコストを大幅に削減することなどです。 

ニュージャージー州裁判所 
概要

裁判所と法執行官は、法制度の最前線に立っています。裁判所に
持ち込まれない法的問題や紛争は多数ありますが、それでも 
ニュージャージー州の裁判所には毎年約700万件の新しい訴訟 
が提起されています。これらの訴訟で裁判官は、刑法、交通違反、
離婚、家族に関するその他の問題、遺言、契約、欠陥製品、基本的
人権などの案件についての争議を解決するよう求められます。 
市民はこれらの訴訟を通じてニュージャージー州裁判所（NJC）の
課題が浮き彫りになり、裁判所はこれらの訴訟を通じて市民に影
響を及ぼします。ニュージャージー州は、従来の裁判ケース管理シ
ステムを刷新する一方で、2014年11月に画期的な刑事司法改革
法案を可決しました。この改革により、市民にとってより公正な刑
事司法手続きが策定され、公共の安全が向上しています。立法上
の責任を果たし、組織を改革するために、NJCは以下を行いました。

• アジャイルアプローチにより、統一訴状入力（UCE）プロジェク
トをはじめとする複数のアプリケーションを開発 

• 裁判官が、実証済みの統計モデルに基づいて社会に対する被
告のリスクをリアルタイムで判断し、被告が裁判所に出頭する
可能性を評価できるようにするための公安評価（PSA）アプリ
ケーションを開発

• 逮捕から裁判までの司法制度の効率と生産性を高めるた 
めに、裁判の方針変更を迅速に実施

• 3つのレガシーアプリケーションを廃止し、モバイルを使用す
る40,000人以上の法執行官のために訴状入力を簡素化する
統一システムを開発

• 裁判所システム全体でケース管理アプリケーションを刷新し、
機能を再利用して進行中のプロジェクトの開発コストを低減

• 公判前サービスの職員が公判前に被告人を監視し、被告人
とコミュニケーションを取るためのモバイルアプリケーション
を開発 

Pegaを活用したエンド・ツー・エンドの刑事司法自動化プロセ
スにより、ニュージャージー州の法執行官40,000人や地方裁判
所の職員2,500人は、入手した処理能力を最大限に活用できる
ようになりました。

 
ジャック・マッカーシー氏 
ニュージャージー州裁判所CIO

“
”
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裁判官の意思決定をリアルタイムで支援しながら、市民の
生活を改善する 
公共安全と財政責任を改善するために、NJCは被告のリスクを評
価する公安評価（PSA）アプリケーションを開発しました。PSAは、第
三者が定義するビジネスルールと承認済みの行政方針を使用し、
犯罪歴などの要因に基づいて、社会に対する被告のリスクを評価
するスコアを生成します。PSAはまた、被告が法廷に出頭しないリ
スクを評価するスコアを裁判官に提供します。こうしたリスクスコ
アにより、裁判官は、被告人の公判前に適切なネクスト・ベスト・ア
クションを判断するにあたり、より適切な情報に基づいた決定をリ
アルタイムで下すことができます。

ケース管理によって公費を節減しながら、裁判を迅速に受
ける権利を保証 
保釈金を支払う余裕がないため、刑務所で裁判を待つ米国の被告
は10人中9人にも上りますが1、刑事司法制度の改革により、リスク
の低い被告は公判前には家族のために仕事を続けることができま
す（リスクの高い被告は拘留されたままです）。これにより、刑務所
の過密状態の問題や、それにかかる公費を節減します。pretrial.org
の調査によると、公判前の収監には年間90億ドルの公費がかかっ
ています。これは1泊1人あたり60ドル～200ドルに相当します2。 
収監コストを削減し、司法手続きの効率を高めるために、被告は 
逮捕後48時間以内に起訴し、90日以内に裁判にかける必要があ
ります。NJCは、自動化されたビジネスプロセスとビルトインのケー
スライフサイクル管理を使用してコンプライアンスを遵守し、逮捕
から裁判までの司法プロセスを簡素化できます。

効果的かつ効率的な公判前監視 
裁判所にとっても被告にとっても、公判前出頭でより良好な結果を
得るために、NJCは公判前監視（PTM）アプリケーションを実装しま
した。公判前サービス担当官は、電子監視を使用して、裁判所から
釈放された被告を効率的に監視し、次の出頭日と他の裁判所命令
をリマインドできます。ケースライフサイクル管理は、公判前サービ
ス担当官が公判前プロセスを円滑かつより適切に管理し、被告が
裁判所命令を遵守するために役立ちます。

地方自治体の自動裁判所システム 
 
アプリケーションの再利用によるケース管理の簡素化 
裁判所システム全体を一元化し、複数の記録システムを統合して
プロセスを自動化することにより、個々のケースのライフサイクル
を容易に管理できるようになりました。NJCは現在、市営自動化裁
判所システム（MACS）アプリケーションにより、数々のケース管理
サービスと、将来のすべての新しいリリースでアプリケーションを 
最大限に再利用できるようにするフレームワークを備えています。 
NJCは冗長なプロセスとシステムを排除し、さらにスケジュールと
カレンダーの作成、告発と法令、支払い処理、保釈と文書管理を 
含むすべての裁判所機能のための統一された入力システムを用 
意し、効率を高め、リアルタイムの決定を可能にしています。

ニュージャージ州裁判所は、再利用により公費の使用を
500万ドル節約
ニュージャージー州裁判所（NJC）は、一般的なユースケースを18
件特定し、統一されたプラットフォームを使用してすべての裁判所
システムでそのプロセスを再利用することで、500万ドルを節約し
ました。このため、地方裁判所、刑事裁判所、保護観察裁判所、 
民事裁判所、家庭裁判所で使用されるスケジュール作成や支払い
処理などの一般的なプロセスを再利用できるようになっています。
その結果、NJCはアプリケーションを再利用し、Pega PlatformTMの
俊敏性を活用することで、開発時間を6,000時間短縮し、500万ド
ル以上の開発コスト削減を果たしました。また、統一されたプラット
フォームでは変更が柔軟に行えるので、NJCは将来のメンテナンス
コストを大幅に低減することを期待しています。 

NJCの成功の鍵として以下のようなものが挙げられます。

• 業務改革とデジタル化の方針

• Pega 7 Platformについての研修を職員75人以上に実施

• アジャイルによるアプリケーションの開発

NJCは進化を続けており、法律やビジネスニーズの変化に合わせな
がら、デジタル変革を完了する態勢が整っています。

キーポイント

• 年間約700万件の新規ケースを申請
• 年間80,000人の被告を処理
• ニュージャージー州法執行機関職員40,000人がモバイル

で訴状申請
• 3時間かかっていた被告の処理時間を20分に短縮（削減

幅89%）
• 訴状入力の効率は87%増
• 裁判所全体で機能を再利用することで、500万ドル以上の

コスト削減

• 開発時間を6,000時間短縮
• 被告の電子監視によって96%のコスト削減
• 9か月で新しい訴状入力アプリケーションを開発し、3つの

高価なレガシーアプリケーションを廃止
• アジャイル手法を採用してリスクを軽減し、処理速度を向上
• プロジェクトを進めながら、Pega 7 Platformについての研

修を職員75人以上に実施

1.  https://www.washingtonpost com/posteverything/wp/2015/07/20/ theres-never-been-a-better-time-for-bail-reform/        2.  http://www.pretrial.org/the-problem/

ニュージャージー州裁判所（続）

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/07/20/theres-never-been-a-better-time-for-bail-reform/?noredirect=on&utm_term=.d85f7b67c3bc
http://www.pretrial.org/the-problem/
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農業と環境  

農業や環境に関する行政機関は、自然環境の保護を任務としていま
す。これらの機関は、食糧や農業に関するリーダーシップ、安全、栄養教
育を提供するとともに、大気、土地、水の回復、維持、改善を目的に設
立されました。農業機関は農村開発と栄養に関する公共政策を支援
し、環境機関は自然界を保護するために施行されている規制の確実
な遵守を支援します。

テクノロジーはさまざまな方法でこれらの機関に役立てられています。
モバイルテクノロジーの進歩により、行政職員は現場における住民と
の対話により多くの時間を費やすことができるようになりました。また、
住民は機関とオンラインで対話できるようになったため、官公庁に足
を運ぶ数が年間何千回も減っています。地理空間テクノロジーは、環境
機関と農業機関が土地と水の使用量を監視して追跡するために役立
ち、これにより政策の分析が可能になります。
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ezFedGrantsは総合的で最新の助成金管理ソリューション
であり、USDAはこれを使用して積極的な顧客サービス、運
用効率、可視性、コンプライアンスの目標を達成できます。た
とえば、SAP FinancialsとCRMにPegaを統合することで、平
均6～8か月かかっていた支払いプロセスを簡素化してわず
か3営業日に短縮しました。

 
クリス・コッペンバーガー氏 
USDAシニアポリシーアドバイザー

米国農務省 主任財務官室
概要
アブラハム・リンカーン大統領は1862年5月15日、米国農務省

（USDA）の設立法案に署名しました。その2年半後、リンカー
ンは議会への最後のメッセージの中で、USDAを「The People’s 
Department（人民の省）」と呼びました。USDAは以来150年にわ
たり、公共政策、利用可能な最高の科学、効果的な管理に基づいて、 
食品、農業、天然資源、農村開発、栄養、その他の関連問題に率先
して取り組み、何世代ものアメリカ人の生活に影響を与えてきま
した。  

現在、USDAは29の機関と省で構成されており、100,000人近い職
員が国内外の4,500か所で米国民にサービスを提供しています。 
米国農務省主任財務官室（OCFO）は、USDA組織全体の財務リー
ダーシップを担い、約2,208億ドルの資産と1,430億ドルの年間支
出を管理しています。 

OFCOの行政指針は長年にわたり、また多数の行政命令に応える
形で発展し、連邦政府全体の財務管理と人事管理の両方を司る 
認定連邦共有サービスプロバイダーとなりました。そのため、財務、 
人事、給与サービスはサービス品質保証に基づいて定義され、 
顧客である機関に費用回収ベースで提供されています。OCFO
の権限のもと、ナショナルファイナンスセンター（NFC、National 
Finance Center）は、費用効果が高く、標準化され、相互運用可能
な金融および人事管理ソリューションで戦略的目標をサポートす
ることにより、他の連邦行政機関を支援しています。 

食糧・栄養サービス（Food and Nutrition Service）は最近、700億
ドルの助成プログラムを立ち上げました。これによりUSDAのCFO
は他のUSDAや非USDA機関とともに、USDAの助成金管理ソ 
リューションであるezFedGrantsの活用を目指す協議を開始しま
した。EzFedGrantsは、アメリカの農家や牧場主の支援で毎年発生
する1,000億ドル近くのUSDAの貸付、保証、保険を最初から最後ま
で管理できる包括的な助成金管理ソリューションですが、その他の
外部連邦行政機関の助成金要件に応じて拡張できるように構築さ
れています。この目的を達成するために、USDAは助成対象者向け

USDAの包括的助成金管理ソリューション 
により、効率、可視性、コンプライアンスを向上 

自動プロセスにより、顧客満足度も職員の生産性も向 
上し、業務コストを低減 
USDAは、文書化されていなかったプロセスをキャプチャして標準
化し、Pegaに統合できたため、Foreign Agriculture Service（FAS、
外国農業サービス）を最初に導入した時点で、運用効率とコスト
を大幅に削減できました。食糧・栄養サービスはその後まもなく、
本稼働への移行に成功し、ezFedGrantsソリューションを通じて
1,000億ドルを超えるポートフォリオを処理しました。このソリュー
ションの前は、これらの機関の助成金プロセスは多くが紙ベース 
で行っており、取引に数か月かかることもありました。USDAには 
個別の自治助成金団体が17もあったため、効率は下がるばかりで
した。USDAの職員は、助成金と支払いの状況を追跡するために、
毎日大量の電話に対応していました。職員は電話対応に追われ、
より重要な付加価値のある仕事に集中できませんでした。

”

“

のセルフサービスポータルとコアテクノロジーとしてPegasystems
を選択し、助成金管理ライフサイクルで発生する多数の複雑なプ
ロセスを多数の異なる組織にわたって自動化を目指しています。  
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PEGAの導入前：

• 支払いを行うのに手作業による14件もの処理が必要

• エンド・ツー・エンドの支払い処理に平均6～8か月 
かかっていた

• 助成金の対象者に対する給付と支払いのステータスを追
跡するために従業員が費やす時間は適切でなかった

PEGAの導入後：

• 手作業による処理は1件のみ

• 支払い処理の時間は3営業日に短縮。うち1日は 
電子振込の処理

• 助成対象者はPegaポータルでオンラインで給付と支払い
の状況を確認可能

17あるUSDAの組織すべてへの共有サービス助成金ソリューション
の展開を完了した後、USDAは部門全体の助成金を取り扱う1つの
統一されたソリューションを持つことになります。同ソリューションで
はUSDAの無駄のないシックスシグマ助成金管理プロセスが基盤と
なるため、USDAは、Pegaの反復的なアジャイル手法を使用して組
織全体の助成金プログラムの97%がezFedGrantsで自動化される
と確信しています。個々の組織で多数のシステムが不要になったこ
とによるコストダウンは膨大です。外部機関がexFedGrantsへの移
行を開始した後、同システムは今後2年間で5,000億ドル以上を処理
する見込みです。

完全に統合されたソリューションにより、データの冗長性が
排除され、何百件もの規制と法的要件へのコンプライアンス
が可能となり、ステークホルダーに対する完全な透明性が実
現します。 

USDAは、最善の技術プラットフォームを選択し、それらを統合して
1つの総合的な助成金管理ソリューションを作成しました。その 
結果、USDAはPegaのセルフサービスポータルを活用して外部ユー 
ザーと対話し、Pegaの堅牢なインテリジェントビジネスプロセス管
理機能を使用して、部門全体でさまざまな助成プログラムプロセス
を標準化しました。SAP CRMに統合されたPegaソリューションは、
取引契約とSAP Financialsを管理し、連邦政府の財務管理とレ 
ポート要件を満たしています。矛盾する点が見つかると自動アラー
トが外部組織に送信されるため、信頼できる単一情報源である総
勘定元帳と照合し、プログラムのライフサイクルを通して財務部門
で助成金を調整できます。さらに、このソリューションで契約条件を
明らかにし、抑制と均衡が保たれていること、そして職務の分離を
証明する監査証跡が揃っていることを確認できます。   

この他にも、転記を簡単に行い、納税者への透明性を最大限に高
めるため、Grants.govやUSAspending.govなど数多くの統合が可
能です。さらにezFedGrantsは、米国のSAM（System for Award 
Management）供給業者登録ソリューションに統合されているため、 
USDAはベンダータイプやステータスなどの重要な指標を追跡す
ることも、財務省の「Do Not Pay Effort」（不適切な支払いを排除
するための取り組み）を管理することもできます。この総合的なソ 
リューションにより、USDAは最初の提案リクエストから完了までラ
イフサイクル全体を通じて助成金を管理できます。USDAはこのソ
リューションの機能を使用して、範囲の変更、払い戻し、標準的な
支払い方法による給付、前払い、または電子引出支払いに対応で
きます。複雑なワークフローにより、USDAは連邦、部門、機関、プロ
グラムの多数の規制要件を遵守できます。また、USDA内外両方の
ステークホルダーは、取引の状況を完全に把握できます。USDAの
管理チームは、簡単に構成できるダッシュボードを使用してプログ
ラムをリアルタイムで全角度から見渡せるため、業務効率が向上
するとともに、視認性、追跡性、透明性の向上により潜在的な不正
を軽減できます。さらに、単一の統合ソリューションではデータの冗
長性と非効率性を排除できるため、ステークホルダーは、データの
正確性におけるユーザーの承認と信頼を飛躍的に改善できてい
ます。

SAP CRMに統合されたPegaソリューションは取引契約とSAP Financialsを管理し、連邦政府の財務管理とレポート要件を満たしています。

米国農務省（続）

助成金の 
ライフサイクル

Core CRM（内部） •	 制度の開始（調査）
•	受給者の管理

•	案件管理（調査・	
ワークフロー）
•	 Grants.gov統合

•	 Grants.gov統合

•	申請（調査・	
ワークフロー）

•	電子署名 •	受給のモニタリング
•	請求（AP）（調査・	
ワークフロー）
•	進捗報告の提出

•	受給対象者の決定	
（調査・ワークフロー）
•	受給対象者の決定	
（調査・ワークフロー）

•	助成金申請

•	助成金の支払い請求（調
査・ワークフロー）
•	進捗報告

•	助成金制度の	
終了手続き

Core CRM（内部）

Core CRM（外部）

助成金制度 
の開始 

（受給者）
申請 審査（ARP） 受給対象者 

の決定 助成金支給期間 受給終了
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コンポーネントを再利用して拡張できるように構築された
アジャイルなソリューション
標準化によって1つのソリューションに統合し、プロセスを再利用で
きるようにすることで、USDAは数百万ドルのコスト削減を実現でき
ると予測しています。ezFedGrantsの機能は単一のモデル開発パ 
ラダイムから派生した1つのコードベースを基盤として構築されて
いるため、このソリューションは特殊な助成金要件や変化する要 
件を満たし続けると同時に、コンプライアンス目標も達成します。 
職員は、細かな管理作業に忙殺されずに重要な任務に集中でき、
助成対象者からの期待に応えることができます。このようにUSDA
は、将来のための堅牢で持続可能なソリューションを確実に備え 
ているのです。

キーポイント

• USDAの使命をより効率的に達成するために 

• サービスの提供と満足度を向上

• 職員の生産性の向上と改善、助成金の管理コストの 
削減

• 連邦、部門、機関、プログラムのコンプライアンス 
要件を遵守

• 説明責任と透明性を向上
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米国農務省 天然資源保護
サービス  
概要
米国農務省の天然資源保護サービス（NRCS）は、農業にも環境に
もメリットとなる自主的なファームビル（Farm Bill）保護プログラ 
ムを含め、米国の民間土地所有者を技術的・財政的に支援してい
ます。ファームビルプログラムを通じてNRCSと連携するクライアン
トは、土壌の生産性の向上、水質の改善、灌漑の効率化により優先
的に保全を行い、農業経営を改善しています。NRCSプログラムの
目標は、現世代から次世代のために、農業、牧場、私有林、野生生
物を保全することです。

ファームビルプログラムの参加者を含め、技術的・財政的支援を受
けている民間の土地所有者の全体的な顧客サービスを改善する
ために、NRCSは保全活動の合理化イニシアチブ（CDSI）プログラム
を導入しました。NRCSはPegaと提携して、統合された保全デスク 
トップ（CD）アプリケーションを開発し、ビジネスプロセスの簡素化、 
情報技術（IT）サービスの改善、財務管理と説明責任の強化を実現
しています。 

保全活動のための単一の 
インターフェイス
統合された保全デスクトップアプリケーションができあがる前、 
NRCSの職員は、顧客から技術的・財政的な支援の要求があった 
場合に、複数のシステムと複数のデータベースへのログインに大
量の時間を費やしていました。Pega Platformを使用して構築した
保全デスクトップ（CD）アプリケーションでは、これら複数のレガ 
シーシステムを1つのインターフェイスに統合し、すべてのプロ 
セス、ワークフロー、機能を1つのポータルに一元化しています。 
これによりNRCSの職員はよりすばやく正確に民間の土地所有者に
オプションを提示し、サービスの効率化を図っています。CDの主な目
標は、フィールドオフィス（FO）の職員に1つの統合インターフェイス
を提供することです。さらにNRSIとFPACビジネスセンターは、CDSI
を配信するシステムインテグレーター、ASRC Federal Systemsの
支援によりアジャイル手法を採用することで、提供のリスクを低 
減し、速度を向上させました。

統合CDアプリケーションにより、技術と財務の支援要求処理のラ
イフサイクル全体を通じて、FOの職員にドキュメント管理、タスク
管理、監査履歴などの基本的なサービスを提供します。CDは、強化
された地理空間レイヤーとツールを備えた地理空間マップ駆動プ
ロセスを作成することによって構築された科学ベースの保全計画
の作成を通じて、技術支援も行います。

フィールドオフィス（FO）の職員はCDSIプログラムにより、 
お客様のサポートや保全にきわめて多くの時間を費 
やすことができ、事務手続きや管理作業にかかる時間を 
短縮しました。

 
ジョージ・W・クリークIV	
米国農務省農業生産・保全（FPAC）ビジネスセンター情報	
ソリューション部門保全セクションチーフ

”
“
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自動化されたタスク管理と地理空間マッピングによる手作
業の削減
新しい統合CDシステムの主な目標のひとつは、FOの職員が土地
の案件に費やせる時間を増やし、サイト特有の保全計画を策定す
ることでした。保全デスクトップシステムに搭載されているタスク管
理機能により、承認を受けたNRCSの職員はタスクから解決までの
作業を自動化でき、スペシャリストやサポートスタッフ間でより効果
的にコラボレーションを行い、現場での時間を増やして保全計画と
顧客サービスを強化できます。システムの自動化により、USDAはい
つでも作業をリアルタイムで見られるため、マネージャーは進捗状
況を追跡しながらリアルタイムデータを提供し、より適切な情報に
基づいたタイムリーな意思決定のサポートを行えます。

Pegaがもたらした新しいシステムのもうひとつの重要な機能は、
地理空間レイヤー構成です。NRCSはこれを使用して、承認され保
護されたサードパーティの地理空間技術をCD内のマッピングツー
ルスイートに組み込んでいます。これにより、土地区分のレイアウト
と管理、計画、応用保全慣行など、NRCS保全計画の効率的な開発
が可能になります。保全計画担当者は保全計画の作成と顧客との
対話により多くの時間を費やすことができ、複数のアプリケーショ
ンを行き来する時間が少なくなります。 

職員にも顧客にも時間を大幅に節約
CDSIプログラムを完了すると、NRCSは、非効率的な管理作業に費
やしていた年間延べ1,523人分の労働力をクライアントの土地に
おけるより価値の高い業務に割り当てられるだろうと推定してい
ます。つまり、職員を現場での保全計画と顧客の直接サポートに割
り当てることができるのです。CDSIは新しいプロセスとツールによ
り、NRCS内の職員の効率を改善するだけでなく、年間75万時間以
上を節約できるとしています。 

キーポイント

• 年間延べ1,523人分の職員に相当する労働力を、 
非効率的な管理業務からより価値の高い業務に割り当
てる予定

• 手作業を自動化し、効率を改善

• 土地所有者や職員による保存活動の簡素化が可能

• 財務管理と説明責任を強化

• 顧客やNRCS職員の移動時間を最適化

• アジャイル手法を採用してリスクを軽減し、処理速度 
を向上
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複数の州に及ぶ災害からの
復旧：ニューオーリンズ
Deepwater Horizon 
Economic Claims Center

概要
史上最大の海洋原油流出事故として記憶に新しい2010年の
Deepwater Horizo  n原油流出では、何十万リットルもの原油がメ
キシコ湾に放出され、広範な業界の企業や市民に深刻な経済的・
生態学的困難が及びました。結果としては、DHECC（Deepwater 
Horizon Economic Claims Center）による和解調停で、湾岸南部
その他の原告側に補償が支払われ、ルイジアナ州、テキサス州、フ
ロリダ州、ミシシッピ州、アラバマ州の市民をはじめ世界中の被害
者の救済が行われました。 

2012年までに数十万件もの訴訟が行われましたが、処理の速度、
透明性、正確性の欠如といった点で広範な批判を受けました。そこ
で2012年初めに、和解調停の一環としてDHECCが設立されたの
です。さらに2014～15年には、Pega Platformを使用して訴訟シス
テムが刷新され、ワー  クフロー、不正、分析、レポートが利用できる
ようになりました。以来、DHECCは100億ドル以上の賠償金を南湾
地域に給付し、結果として前例のない経済的・生態学的開発が可
能となったのです。

進行中の訴訟プロセスの刷新
DHECCは、簡素化された新しい訴訟システムを作成する過程で、 
1,000ページにも上る和解文書、訴訟タイプが24件もありそれぞ
れ複数のバリエーションがあること、ルールと方針が絶え間なく変
化し続けていることなど、さまざまな難しい課題に直面しました。 
DHECCの設立時にはすでに数十万件の訴訟案件が処理中だった
ため、新しいシステムではこれまでの原告者とメキシコ湾岸請求
施設（GCCF）の一環としての訴訟を処理し、給付済みの訴訟が重
複しないようにする必要がありました。最後に、不正と悪用の防止
ソリューションを含む12を超える外部システムや、それぞれの訴訟
と関連文書を手作業でレビューして調整した上で結果を文書化 
しなければならない4つの主要供給業者と統合する必要がありま
した。 

ニューオーリンズを拠点とする裁判所監督下の和解プログラムと
して、プログラムが法的基準を満たすよう徹底するために、引き続
き堅牢な文書が必要でした。また訴訟管理プロセスに関わるさま
ざまな問題から、このプログラムには市民からのきわめて鋭いの
目が向けられました。

変更のための構築と複数システムのシームレスな統合
DHECCは広範な調査の結果、Pegaと提携を結んで新たな訴訟管
理システムを開発することにしました。開発チームはPegaのビジネ
スプロセス管理フレームワークを完全にカスタマイズし、不正の分
析、完全なライフサイクルとチケットシステム、変更管理プロセスを
ワークフローに組み入れました。

DHECCが最初に訴訟プロセスを開始してから、訴訟処理にかかわ
る規則と方針の変更は500件以上にのぼりました。Pegaでは変更
が影響するすべてのインスタンスの更新・文書化が自動的に行わ
れるため、次々と行われる変更を手動でコーディングをせずに組
み込むことができるようになりました。新しい訴訟システムでは、そ
れぞれのルールセットが完全に記録されたログが自動的に保持さ
れるため、完全な監査証跡と支払額の正当性を証明できます。

DHECCのもうひとつの強みは、Pegaのオープンなシステム統合と
柔軟なアーキテクチャーです。訴訟プロセスは複雑で多数の階層
があり、複数のシステム、アプリケーション、テクノロジー供給業者
で構成されています。DHECCは、1つの統一プラットフォーム上で 
シームレスに簡素化されるシステムを構築することができました。

複雑さ、スケール、変更の扱いにおけるPegaの仕組みは、システム
の成功にとって非常に重要でした。500件以上の主要な規則が変
更される中、すばやく簡単に変更を反映できるプラットフォームは
不可欠でした。

 
クリストファー・リード氏 
DHECC（Deepwater Horizon Economic Claims Center）CIO

”
“
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大規模な訴訟管理 
DHECCの訴訟システムによって、すべての法的要件とセキュリティ
要件に準拠しながら、効率を大幅に高め、提訴から解決までの時
間を短縮しました。訴訟アプリケーションには1日あたり、弁護士、
弁護士を持たない原告、石油関連企業、集団訴訟の弁護士、およ
そ2,000人の検閲者を含む数万人ものユーザーがアクセスします。 
DHECCは、数百か国、米国50州すべて、および複数の業界にから
の訴訟を処理しており、その文書数は2千万件を超えます。総数
500,000件以上もの案件が提訴されたDeepwater Horizo  nは、 
現在、最後の訴訟を処理しており、今後1年以内に完了する予定 
です。

キーポイント

• 史上最大の集団訴訟
• 1,000ページに及ぶ和解文書
• 100億ドル以上の給付金支払
• プロセスを通して和解規則と方針に500件以上の 

変更を反映
• 訴訟プロセス全体を通して、訴訟アプリケーションに 

毎日数万人のユーザーがアクセス
• 2012年以降、500,000件を超える訴訟を処理
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ニューサウスウェールズ州 
計画産業環境局 
 
概要

ニューサウスウェールズ州 計画産業環境局（DPIE）は、オーストラ
リアで最も人口の多い州に、計画、ゾーニング、建設、保全に関連 
する幅広いサービスを提供しています。部門の規模が膨らむにつ 
れて、プロジェクト、システム、手順も複雑になります。そこで同 
局は、Pega Platform™を導入し、市民、不動産デベロッパー、地方
自治体、専門家団体がNSW計画システムに申請書を提出してやり
取りを行う仕組みに変革中です。

プロセスを簡素化して顧客体験を向上さ
せる必要性 
これまでの計画プロセスでは、さまざまな評議会と部門にまた 
がって膨大な数のオーダーメイドアプリケーションを使用していま 
した。これらのアプリケーションは、実行に費用がかかるだけで 
なく、完全に運用し続けるためには高レベルの労力とリソースを必
要としました。さらに、対面でのやり取りを頻繁に必要とする煩雑
で手間のかかる紙ベースでのシステムに大きく依存していました。

同局は、法的要求を満たし、業務効率を向上させ、地方自治体と州
政府による計画プロセスの負担を軽減し、市民の申請プロセスを
改善するために、抜本的な変更を行う必要があることを把握して
いました。これらの問題に対処するため、計画プロセスのデジタル
変革を開始しました。目標は、紙ベースのプロセス撤廃、申請期間
の短縮、透明性の向上、すべての関係者の説明責任の強化です。 

顧客体験の改善、高速化、透明性の向上

同局は、Pega Cloud®上のPega Government Platform™を使用
してNSW計画ポータル（Planning Portal）を用意しました。州政府
と地方自治体はこのポータルにより、コミュニティや業界が法的手
続きを24時間年中無休でいつでも利用できるようにしました。 
申請プロセスはデジタル化され、単一のデジタルプラットフォーム
に統合され、以前は業務時間内に対面でしか行えなかったさまざ
まな手動プロセスをシームレスに代替手段に移行できています。 

また、この新しいシステムでは、NSW全体の空間情報をほぼリアル
タイムで統合します。申請者が開発を提案する場所を入力すると、 
申請プロセスで要求されるものが同時に表示されるので、プロセ
スについて明確に理解することができます。計画情報がこのよう
に透明であるため、提出されたアプリケーションの品質も向上し
ます。 

効率と柔軟性を高めるためのアジャイルで協調的な 
アプローチ

同局は、組織の規模とプロジェクトの幅広さを鑑みて、段階的で 
俊敏なアプローチで新しいアプリケーションを展開したいと考え 
ました。もうひとつの考慮事項は、同局と地方自治体が法規制の
変更、ユーザーのニーズ、および消費者のフィードバックに応じて
変更を行うために必要な時間でした。拡張性、柔軟性、アプリケー
ションの再利用についても、同局で優先順位の高い項目でした。 
Pegaは、こうした要件をすべて満たすプラットフォームでした。

Pegaにより、地方自治体は設計・建築プロセスに参与できるように
なったため、アプリケーションがプロセスとワークフローのニーズ
を確実に満たせるようになりました。ePlanningのデジタルサービ
スを採用した自治体では、数日から数週間かかっていた人材研修
を数時間で終え、即日即戦力に変えることができています。 

“
”

計画産業環境局は、Pegaを使用することで、自治体、州政府、
業界などのステークホルダーの小グループと効率的に連 
携し、完全に統合されたデジタルソリューションを設計するこ
とができました。顧客体験の向上は最優先事項であり、当機
関の設計手法の中心となるものでした。

ジノ・カヴァッラーロ氏 
ニューサウスウェールズ州	計画産業環境局	
ePlanningエグゼクティブディレクタ
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キーポイント

• ニューサウスウェールズ州全体で、市民、不動産デベロッ
パー、地方自治体、専門団体が年間100,000件以上の申
請書を提出

• 申請プロセスの一元化、合理化、簡素化のために
ePlanning Portalを作成

• これまで40日以上かかっていた申請の平均処理時 
間が、20日未満に短縮

• 審査時間を50%以上短縮
• 計画システムの使用登録したNSW市民の顧客体験 

が向上

すばやく導入でき将来的な拡張性も備える

ePlanning Online DAサービスには2018年12月の開設以来、 
2,000件を超える開発申請が提出されています。すでに600件以 
上が処理され、効率は50%以上も高まりました。 

さらに同局は、開発申請に関する州の行政機関への相談を効
率化するためのオンラインサービス、Online Concurrence and 
Referral（オンライン同意・照会）サービスも2019年1月に導入し 
ました。この新しいシステムでは、40日以上かかっていた平均処理
時間が20日未満にまで短縮されました。新しい申請を短時間で実
装できるようになったため、同局は急速に進化を続けています。 
Online DAサービスと同意・照会サービスを開始した時点で、サー
ビス利用登録を行っていたのは、ニューサウスウェールズ州にある
128の地方自治体のうち、ほんのわずかでした。現在、50%以上の
NSW自治体がサービスを使用しており、年末までに100%になる見
込みです。
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米国メイン州
概要
住民130万人以上のメイン州では、14か所の行政機関で職員
13,000人以上がサービスを提供しています。これらの機関は、交通
輸送、失業手当、医療・福祉、免許など、さまざまな市民サービスを
提供しています。メイン州は市民中心のサービスをさらに向上させ
るために、Pegasystemsと提携しました。メイン州は州全体で複数
のITシステムを統合する計画など、IT改革を実施した結果、効率と
市民満足度が高まる効果が表れています。

手動プロセスを行っていた場合、40時間はかかるでしょう。 
職員たちは2年、3年、4年かかるプロジェクトの実施に対する
不満を抱えていたため、それを非常に歓迎しています。

 
ジム・スミス氏 
メイン州CIO

メイン州の将来計画：生産性を高め、 
市民サービスを変革する 
メイン州は、市民サービスを変革し、職員の生産性を向上させるた
めに、複数の事業部門にわたって、統一ITプラットフォームに堅牢
なクラウドソリューションを実装しました。その結果、同州では、開
発の生産性が90%向上し、プログラム開始当初から効率が10%も
向上しました。Pega Cloud上に導入したソリューションは、同州が
多数の縦型業務の壁を取り除き、14の行政機関の間でより効率的
で透明性のある俊敏なプロセスを展開するビジネス計画の一環
です。

 
生産性と正確さの向上
メイン州は、職員が複数の担当者に書類を回覧する紙ベースの市
民サービスプロセスを排除しています。同州では、生産性の向上、
コストの削減、手作業によるミスの余地をなくすために、主要なIT
システムとプロセスのデジタル化を進めています。  

“
”

重複を排除し、市民体験を簡素化
メイン州は、州全体のプロセスを洗い出し、無駄を省いて14の機関
で再利用できる共通のプロセス基盤にまとめることにより、コスト
と重複を減らすことを目標としています。メイン州は、コンポーネ 
ントの再利用を進めることでアプリケーションの開発を一本化し、
すべての機関で一貫したルックアンドフィールを作り出し、より円滑
な市民体験を提供できるようになります。また、同州は不要な開発
労力を排除し、重複するプロセスとアプリケーションを作成する場
合にかかるコストを削減することを目指しています。

アジャイルな自動化された機関
さらに同州は、各機関の特定のニーズに合わせてアプリケーション
を迅速に開発できるようにするために、新しいアジャイルな自動シ
ステムを使用する予定です。メイン州は市民が行政サービスに簡
単にアクセスできるように、1つの同じユーザー名、パスワード、デー 
タセットでどの行政サービスも利用できる一貫したユーザーイン 
ターフェイスにシステムを統合することを最終目標としています。 
これにより、行政サービス全体の市民にとっての体験の一貫性が
向上することでしょう。

数か月かかっていたプロセス時間を数時間に短縮
メイン州は、これまで40日もかかっていた一部のプロセスをほん
の4時間でこなせるようになり、行政機関の職員の効率と市民の満
足度を大幅に向上しています。目標は、各機関を変革することで、す
べてのプロセスで同じ効率と生産性を達成することです。  

キーポイント

• 作業効率を40日からわずか4時間へと改善

• 初期開発の生産性を最大90%向上

• 数年かかっていた導入期間が数時間に短縮

• 数か月かかっていたシステムのセットアップ時間を 
数時間に短縮



37



38

収益と規制

行政は、課税や規制といった歳入管理を通じて公共サービスに資金を
提供しています。税金は、個人所得税、商品サービス税、法人税など、	
いくつかの方法で徴収されます。公共サービスの財源は税金です。この
ため、税の徴収と支払いはタイムリーかつ正確に行われなければなり
ません。規制は行政機関によって定められた規則であり、遵守しなけれ
ばなりません。規制機関は、行政が義務付けたこれらのコンプライアン
ス規制と規則の適用および監視を行います。	

税法違反が増加すると、「タックス・ギャップ」が生じます。税の徴収と	
コンプライアンス方針を業務自動化により改善することで、タックス・	
ギャップを減らす上で大きな役割を果たします。Pegaは、一貫性のある
プロセスの自動化と実行、分析、認定、許認可を含む、行政の規制プロ
セスに対応できます。Pegaアプリケーションは、システムのプロビジョ
ニングをはじめ、税制やプロセスのコンプライアンス強化を支援する基
本的な役割を担っています。こうしたテクノロジーにより、より適切な情
報に基づいた意思決定、生産性とセルフサービスの向上、納税者向け
のオンラインガイダンスが可能になります。
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米国国勢調査局
概要
米国国勢調査局は、国民および国の経済に関する高品質なデータ
を提供します。国勢調査データは、議会の議席配分からコミュニ 
ティ計画、6,750億ドル以上の連邦給付金の配分まで、さまざまな
社会的、経済的、政治的決定を行うために使用されます。

同局はこのデータを収集するため、人口と世帯に関する十年人口
調査（10年ごと）、経済調査（5年ごと）、行政調査、アメリカ社会 
調査、およびその他の現状の調査とプログラムを含む、一連のデー
タ収集・調査を実施しています。

データの収集と処理業務を刷新して効率化するために、米国国勢
調査局は国勢調査企業データ収集および処理（CEDCaP）プログラ
ムを開始しました。CEDCaPは将来を見据えた同局全体のイニシア
チブであり、標準化された統合エンタープライズソリューションを活
用して、すべての国勢調査とその他の調査にわたってデータの収集
と処理を共有できるようにするものです。このソリューションの目 
的は、すべての国勢調査とその他の調査で業務の複雑さを軽減し、
大幅なコストダウンを図ることであり、目標を2020年国勢調査に
置いています。 

Pegaは、米国国勢調査局のCEDCaP構想の実現において重要な
役割を果たし、CEDCaPのいくつかの重要なコンポーネントの実装
を担っています。2020年の国勢調査では、CEDCaPにおいてPegaは 
インターネット自主回答システム、調査員用モバイルアプリケー 
ション、現場および調査業務制御システムとして利用されています。 

国勢調査では、統合型のPega Government PlatformTMを使用し 
て国勢企業調査業務を行っています。このテクノロジーによって、 
2020年から始まる10年間の国勢調査でこの機能を導入すること
ができました。今後も国勢調査を重ねるにつれて徐々にその機能
を拡張していくことで、経済や人口統計をはじめ、その他数々の方
法やチャネルにまたがる調査に対応できるようになるでしょう。 

2017年の国勢調査テスト
自主回答式テストを米国内の8万世帯に実施
2020年から始まる10年間の国勢調査では、国内の各世帯から 
データを収集するにあたり、これまでは主に紙ベースだったプロセ
スをデジタルベースに大幅な転換を図りました。2020年の国勢調
査実施計画では、「国勢調査局から通知を受け取る地域の世帯の
45%はインターネットを利用して回答するものと見込まれており… 
前回の10年調査ではインターネットによる回答は利用できなかっ
たことから、これは極めて重要なイノベーションである」としてい
ます。

2017年の国勢調査テストでは、2020年の国勢調査に先駆けてオ
ンライン調査に必要な運用とシステムの統合について、参加した
世帯を対象に評価が行われました。やり慣れた方法を好む人がい
ることも考慮して、テストでは電話や従来のアンケート用紙による
回答も利用できるようにしました。このテストの一環として、Pega 

Government Platformによって構築されたEnterprise Censuses 
and Surveys Enabling (ECaSE) Platformを使用して8万世帯にサ
ンプルの自主回答式テストが配布されました。2017年の国勢調査
テストと、さらに詳細なパフォーマンスおよびスケーラビリティテス
トの結果に基づき、2020年国勢調査の推進委員会は、Pegaのアプ
リケーションをISR（Internet Self-Response）ソリューションとして
2020年の国勢調査に使用することを決定しました1。

2018年のエンド・ツー・エンドテスト
自主回答式テストを米国内の26万世帯に配布
2020年に向けた次の準備段階として、私たちは2018年にエンド・
ツー・エンドテストを実施しました。2018年の国勢調査テストは、各
人が適切な場所で1回だけカウントされるようにするという2020
年の国勢調査の目標の達成を支援するものでした2。2018年のテス
トのエニュメレーションフェーズは、ロードアイランド州プロビデン
ス郡で実施され、2020年の国勢調査で利用できる3つの自主回答
方法であるインターネット、電話、回答用紙について厳格なテスト
が行われました2。

国勢調査局や業界パートナーとの緊密な連携により、Pegaは、
国勢調査用の初期モバイルフィールドアプリケーションを含めた
2018年のエンド・ツー・エンドテストのために必要な機能を、2020
年までの国勢調査ロードマップで要求されている厳しいスケジュー 
ル内に提供しました。Pega Platformのモバイルドリブンのテクノロ
ジーは、アジャイルスクラム方式と組み合わせることによって、アプ
リケーションが要件を満たすためにプロダクトオーナーが積極的
な役割を果たすための極めて直感的で効率的なコラボレーション
プロセスを可能にします。

プラットフォームの重要な要件の1つとして、マルチチャネル対応が
ありました。国勢調査局は、2020年の国勢調査から新しい回答方
式を加える一方で、国勢調査の完全性と正確性を確保するため、
依然として全国で数千人の国勢調査員を採用する必要があり 
ます3。

2020年の国勢調査では、回答者各人と訪問調査員の両方がモバ
イルデバイスを使用してアンケートに回答できるようになります。 
プロビデンス郡では、国勢調査員が担当分の受け取り、最も効率
的な世帯訪問順序の管理、勤務時間の報告、各回答者の情報のセ
キュアな記録、暗号化、送信といったすべての業務にiPhoneを使用
したテストを実施しました4。

もう1つの重要な要素がセキュリティです。2018年のテストでは、 
クラウド環境に初めて展開されたセキュアITシステムを導入しま 
した5。すべての連邦要件を満たすセキュアで堅牢な運用環境を提
供するという国勢調査の目標に向けて、Pegasystemsのセキュリ 
ティアーキテクトが、国勢調査局のセキュリティ専門家や業界トッ
プクラスのクラウドサービス、セキュリティ、モバイルデバイスソ 
リューションプロバイダーと緊密に連携しました。



40

2020年へ向けた準備
2018年の国勢調査テストの主な活動は、2018年夏の終わり頃
に完了しました。プロビデンス郡の調査対象世帯の過半数となる
52.3%からテストへの回答が寄せられ、これは想定を3ポイント上
回るものでした。また、自主回答の61.2%をインターネット経由で
回収することもできました6。さらに、最新テクノロジーと業務自動
化を採用することで国勢調査員の生産性が大幅に改善されたこと
も確認されました。2010年には1時間あたりの回収件数は1.05件
でしたが、2018年のテストでは1時間あたり1.56件になり、48.57%
の生産性向上となりました7。 

2020年の国勢調査に向けて、国勢調査局は、テストの結果に基 
づき、モバイルテクノロジー、管理記録、地理空間分野のイノベー 
ション、インターネットや電話による自己回答の利用方法を改善 
しようとしています8。技術パートナーとの緊密な連携を通じて、 
2020年の国勢調査で最大限の成果を上げられるようにシステム
を改良、チューニングしています。

2018年のエンド・ツー・エンドテストの成果、ならびにシステム
とテクノロジーの実績によって、2020年の国勢調査では市民
の皆さんが確実なセキュリティにより安全に回答できることに
よりいっそう自信を深めました。 
 
2018年9月5日（水）付けの国勢調査責任者のブログ9

“
”

米国国勢調査局（続）

1. 	「2020 Census Program Management Review (PMR) - January 26, 2018（2018年1月26日の2020年国勢調査プログラム管理検討会議（PRM））」（https://www.census.gov/
library/video/2018/2018-01-26-2020-pmr.html）におけるDecennial IT Directorate（DITD）責任者Atri Kalluri氏の発言、議事録（73ページ）（https://www2.census.gov/
programs-surveys/decennial/2020/program-management/pmr-materials/01-26-2018/transcript-2018-01-26-pmr.pdf）

2. 国勢調査責任者のブログ（https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2018/09/final-census-test-proves-successful.html?CID=CBSM+DirBlog）

3.  プレスリリース（https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_
medium=email&utm_source=govdelivery）

4. 国勢調査責任者のブログ（https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2018/09/final-census-test-proves-successful.html?CID=CBSM+DirBlog）

5. 国勢調査責任者のブログ（https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2018/09/final-census-test-proves-successful.html?CID=CBSM+DirBlog）

6. 	プレスリリース（https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_
medium=email&utm_source=govdelivery）

7.  責任者のブログおよびプレスリリース（https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_
medium=email&utm_source=govdelivery）

8. プレスリリース（https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2018/09/final-census-test-proves-successful.html）

9.  https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/program-management/planning-docs/2020-oper-plan3.pdf（8ページ）、プレスリリース（https://www.
census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery）

10. 国勢調査責任者のブログ（https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2018/09/thank_you_providenc.html）

キーポイント

国勢調査局は、来たる2020年の国勢調査に向けたデザイン 
イノベーションを達成し、次のようなメリットを実現するため、 
Pegaを利用しています。
• 約1億3,700百万世帯のうち、最大45%からインターネッ

ト経由で回答を回収する10

• デザインイノベーションは次のようなものです。
• 自主回答の61%をインターネット経由で回収する
• 国勢調査員の生産性を48.57%向上する（1時間あた

りの処理数を1.05件から1.56件に増加する）7 

https://www.census.gov/library/video/2018/2018-01-26-2020-pmr.html; Atri Kalluri, Chief, Decennial IT Directorate (DITD), at 2020 Census Program Management Review (PMR), January 26, 2018, Transcript (Page 73): https://www2.census.gov/programs-surveys/dece
https://www.census.gov/library/video/2018/2018-01-26-2020-pmr.html; Atri Kalluri, Chief, Decennial IT Directorate (DITD), at 2020 Census Program Management Review (PMR), January 26, 2018, Transcript (Page 73): https://www2.census.gov/programs-surveys/dece
https://www.census.gov/library/video/2018/2018-01-26-2020-pmr.html; Atri Kalluri, Chief, Decennial IT Directorate (DITD), at 2020 Census Program Management Review (PMR), January 26, 2018, Transcript (Page 73): https://www2.census.gov/programs-surveys/dece
https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2018/09/final-census-test-proves-successful.html?CID=CBSM+DirBlog 
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery 
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery 
https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2018/09/final-census-test-proves-successful.html?CID=CBSM+DirBlog 
https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2018/09/final-census-test-proves-successful.html?CID=CBSM+DirBlog
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
 https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
 https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2018/09/final-census-test-proves-successful.html 
 https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/program-management/planning-docs/2020-oper-plan3.pdf
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2018/census-demonstrates-readiness-for-2020-census.html?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.census.gov/newsroom/blogs/director/2018/09/thank_you_providenc.html
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バーモント州専門職規制室
 
概要
バーモント州専門職規制室（OPR、Professional Regulation）の任
務は、職業免許の交付と効果的な職能向上を通じて公益を保護
することであり、建築家からタトゥーアーティストまで、バーモント
州内の50の専門職を対象とする200種類以上の免許を含め、毎年
60,000件の免許証の交付の案内と管理を行っています。 

OPRでは、約10年間にわたって免許交付と職能向上業務の管理を
行うために市販のアプリケーションを使用していました。その間、
規制の変更頻度は増し、免許交付に伴う新たな責務も拡大しま 
した。それだけでなく、ハードコードされたレガシーアプリケーショ
ンはコストがかかり、柔軟性に欠けるため、OPRは変化に対応する
のがほぼ困難な状態となっていました。 

OPRは、変化する業務環境に容易に対応できる現代的な新しいク
ラウドベースのプラットフォームが必要であると認識し、広範な調
査と評価を行った末に、ニーズを満たすのはPega製品以外にない
という結論に達しました。 

すべての処理を自動化し、効率化・ 
変革を図る 
OPRは、次世代ライセンシングプラットフォーム（NGLP、Next 
Generation Licensing Platform）の設計と導入に成功し、現在で
はすべての処理をオンラインで行えるようになりました。免許の管
理から、規制準拠のための更新、機能強化まで、ワークフローの全
面的な自動化・効率化を行いました。 

以前のソリューションでは職員が使用している数千の作業プロセ
スを自動化するための機能が限られていたため、大量の業務が手
動で行われていました。手続きは職員だけでなく利用者にとっても
時間がかかり、非効率的で、面倒なものでした。しかし、新しいソ 
リューションがOPRの業務の流れを完全に変えました。 

• 以前は郵便や面談によって行っていたプロセスを、今やオンラ
インで行えるようになりました。

• 高度なセルフサービス機能とケースマネジメント機能を利用
して、免許の申請と承認プロセスを迅速化しています。 

• 免許取得者が地域住民に最高のサービスを提供できるように、 
改善されたセントラルデータベースによって免許取得者の更
新履歴とステータスが可視化され、職員はそれらの情報を確
認できるようになりました。 

• 職員は、システムにログインすればどこにいても担当案件を
処理できるようになったので、仕事場所の選択肢が大幅に広
がりました。 

• モバイルアプリケーション提供の計画もあり、導入されれば、
申請者も職員もより柔軟にアプリケーションを利用できるよ
うになるでしょう。

迅速で重点的な変更が自由にできる
OPRにとって、Pega製品の主なメリットの1つは、規制上の理由であ
るか運用上の理由であるかにかかわらず、必要に応じてアプリケー 
ションの変更、更新、強化ができることです。ワークフローが担当職
員にとって役立つものでなければ、エンハンスメントキューにリク
エストが入れられ、改善されます。たとえば、最近ではNGLPの強化
モジュールを再設計することが決まりました。プロセスの責任者が
ITチームと連携しながらアプリケーションを改良し、職業免許所有
者に対する個々の苦情をリンクしたり、クローンの作成や関連付け
ができるオプションも加わりました。このように新たな柔軟性が加
わったことで、より効率的に苦情を調査できるようになりました。 

このようにPegaのおかげで生産性を向上させ、プロセスを改
善するとともに、他に類をみない優れたサービスをバーモント
州の人々に提供する州認可システムを構築するという目標を
達成できました。

 
ジム・コンドス氏 
バーモント州州務長官

“
”
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キーポイント

• バーモント州専門職規制室（OPR）では、50の専門職を
対象とする200種以上の免許を含め、年間60,000件の
免許を処理

• 必要に応じた調整や機能強化が難しく、コストのかかる 
レガシーソリューションから移行

• 現在は処理の100%オンライン化を実現
• 新しいソリューションを利用し、管理、更新、規制準拠、 

指導など、OPRにおけるすべてのプロセスを自動化・ 
効率化

• データの透明性によって運用と市民擁護の面でのメリッ
トを実現

• 新たに設けた公証人免許への申請13,000件をわずか6
週間で処理

• 看護師3,000名に対する免許交付を1件あたり平均45
分で処理

新しいデータ分析機能を利用して人員配置を最適化し、 
利用者の信頼を得る
OPRは、新しいソリューションを利用して、各種の申請や苦情の処
理時間、特定の免許保有者や個人に関する苦情の件数、よく寄せ
られる苦情など、以前は得られなかった指標やデータを分析して
います。そうすることで、業務効率が改善され、監督者がリアルタ 
イムの指標に基づいて職員の作業負荷を調整し、再配分できるよ
うになりました。また、それらのデータを利用できるようになったこ
とは、顧客体験や利用者擁護にも役立っています。たとえば現在 
では、申請者に推定所要時間を伝えることができ、OPRの効率が実
証されています。

優れた実績は統計値に表れています。たとえば最近、新しい職種と
して公証人が追加されましたが、OPRの職員9名が約13,000名の
公証人からの申請をわずか6週間で処理しました。さらに、緊急時
に看護師3,000名に至急で免許を交付しなければならなかったと
きは、平均で1件あたり45分という早さで処理を完了させました。 

Pegaにより、地方自治体は設計・建築プロセスに参与できるように
なったため、アプリケーションがプロセスとワークフローのニーズ
を確実に満たせるようになりました。ePlanningのデジタルサービ
スを採用した自治体では、数日から数週間かかっていた人材研修
を数時間で終え、即日即戦力に変えることができています。 
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Pegaの製品なら、俊敏性と柔軟性が実現され、将来におけ
る利用者の要望にも対応できると思いました。

 

ロブ・ボラード氏 
IPオーストラリアCIO

IPオーストラリア
概要
IP（Intellectual Property）オーストラリアは、商標、特許、工業意匠、
育成者権という4つの主要分野の知的財産権を所轄するオースト
ラリアの行政機関です。この機関では約1,100名の職員が拡大する
知的財産関連業務への要望に対応しているほか、行政への法律制
定についての提言や、知的財産に対する認識促進を行っています。

IPオーストラリアは現在、ビジネスインフォメーションとコミュニケー
ションテクノロジーの改革プログラム、RIO（Rights-In-One）を実施
しています。Pegaを利用してケースマネジメントテクノロジーを複数
のレガシーシステムから1つのアプリケーションにまとめるという改
革を通じて、知的財産権の申請処理の迅速化を図っています。

2016年、意匠に関する独自のPegaアプリケーションの設計・開発・
導入を初めて行って以来、2018年には商標業務プロセスもカバー
できるように拡張しました。

業務と利用者向けサービスの大幅な改善
 
品質保証を怠らずに承認時間を短縮
近年、アイデアエコノミーの成長を反映して、IPオーストラリアの業
務に対する要望がますます拡大しています。IPオーストラリアにお
ける利用者向けサービス対応は毎年約85万件に上り、そのうち 
16万件ほどが知的財産権の新規申請で、同機関全体で約2億
1,000万オーストラリアドルの収益をもたらしています。 

拡大する要望に対応し、申請者への対応方針を改革するため、 
IPオーストラリアは意匠の管理と審査プロセスのデジタル改革に
着手しました。現在ではPega Platformを使用して申請の出願と処
理のためのデジタルプロセスを導入し、プロセスを効率化してい 
ます。約175万件のデータレコードを移行してフロントエンド処理コ
ンポーネントをアップグレードし、組織内の意匠管理システムを全
面的に刷新しました。

”“

より広範にわたる改革プログラムを支援
IPオーストラリアにおける改革の柱は、アジャイルな開発環境を整
えることです。Pegaをはじめとする幅広い技術ソリューションの実
装に先立ち、IPオーストラリアは職員や利用者のため、また法規制
の変化に対応するための新しい機能を6か月で展開しました。現在
は継続的なサービス提供に関するより広範な業務改革プログラム
の一環として、ほぼリアルタイムで変更を加え、問題を解決するこ
とができます。

IPオーストラリアは、この新しいアジャイルな環境で、システムを他
の分野に拡大できるようになりました。改革の次のステップとして、
プロセスの効率化のため、Robotic Process Automationが導入さ
れました。以前は7つもの異なるシステムにアクセスしてデータを
移動しなければなりませんでしたが、自動化によって定型的なデー
タ入力業務が迅速化・効率化されました。その結果、現在、職員は
知的財産の審査や管理のためのより高度な業務に集中できるよう
になっています。

Pegaの協力を得て、IPオーストラリアは、5億件のレコードをメイン
フレームにある旧式のAdabas NaturaデータベースからRIOに移
行することができました。デジタル改革の主な成果の1つは、技術
的負債を減らし、複雑さを緩和したことです。レガシーシステムか 
ら単一の動的システムへの移行により、35のシステムを廃止して、
年140万ドルものライセンスコストを含むICTコスト削減に成功し
ました。新しいシステムの耐用期間全体では8,700万ドルの節約を
見込んでいます。



45

キーポイント

• オンライントランザクションを12%から99.6%に引き上げる
• 意匠データレコード約1,750万件と商標データレコード5億

件を移行
• 年16万件の新規申請を処理
• 効率化したデジタルプロセスによって承認に要する期間を

短縮

• 品質保証を行いながら処理可能なトランザクション量を 
拡大 

• 既存のシステムと手動のプロセスから複雑なケースを移行
• 変更をすばやく簡単に反映できるアジャイルな環境を整備
• Pega Robotic Automationを利用してデータ入力業務を 

自動化
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オランダ経済省
概要
オランダ経済省（DICTU）のITサービスセンターは、オランダ中央政
府内の査察機関、省庁、監視組織など複数の公共機関にITサービ
スを提供する役割を担っています。DICTUは1,500のアプリケーショ
ンをホストしており、そのうち800は極めて重要なプロセスのため
にカスタマイズされています。DICTUでは1,300名以上の職員が働
いています。

ITサービスは最近までオランダ政府内の独立した機関が担当して 
おり、40か所のデータセンターによりサポートされていました。その
ため、プラットフォームやアプリケーションのシステムが著しく分断
化されており、政府内の個々の省庁や部署同士でアプリケーション
を共有したりアプリケーションの重複を避ける機会がほとんどあり
ませんでした。オランダ政府はこうした状況を変え、コストと時間の
効率を改善したいと考えていました。そのプロセスにおいてDICTU
は、Pega Government PlatformTMを活用しながら、重要な役割を果
たしています。

目標：行政のための標準化ソリューション
DICTUの目標は、経済省内のさまざまな種類の独自機関を対象と
する単一の共有ケースマネジメントサービスを確立して、許認可、
公共サービス、査察のための重要なプロセスをサポートすること
です。そのようなことは、これまで政府内では行われていませんで
した。 

既存のレガシーシステムはハードコードされ、大幅にカスタマイズ
されているため、新しい法律、セキュリティ規則、手続きに合わせた
更新や順応、アップグレードが困難でした。そればかりでなく、各機
関内のさまざまな部署でアプリケーションを相互に複製・共有し、
必要に応じて調整することも不可能であり、資料、メール、スプレッ
ドシートを手作業で処理することも頻繁にありました。

そこでDICTUは2016年に、独自のケースマネジメントアプリケーシ
ョンを開発するため、以下の要件をすべて満たすクラウドベースの
プラットフォームについて調査を始めました。

• 行政調査や行政機関のためのターンキーIT

• ビジネスの継続性と俊敏性の向上

• 迅速な導入

• 少人数で多くのことに対応できる

• 再利用と独自化（レイヤーケーキ方式）

• 顧客満足度の改善

• 行政の厳格なセキュリティベストプラクティスに準拠

Pegaは、すべての要件を100%満たします。DICTUは、すぐに 
Pegaのプラットフォームを利用して、まずは健康衛生調査、電気
通信省、鉱物調査探鉱総局、青少年保護諮問委員会（Council 
for the Administration of Criminal Justice and Protection of 
Juveniles）を対象とし、オランダ経済省内の機関のための共有ケー
スマネジメントシステムの開発に着手しました。

業務の効率性の向上と連携の強化
新しいプラットフォームへの移行には、開発と定型業務の両方につ
いて省庁のマインドセットの切り替えが必要でした。アジャイルなス
クラム方式の段階的なアプローチは、ほとんどの関係者にとっては
馴染みのないものでしたが、そのメリット（つまり、迅速化と連携の
改善）が明らかになるにつれて、まもなく受け入れられるようにな
りました。同様に、以前のタスク視点のアプローチとは異なり、新し
いプラットフォームのケース視点のアプローチは、行政利用者にと
っての連携、効率性、精度、サービスの品質の向上につながること
がわかってきました。

将来の展望：プラットフォームとしての行政
（GaaP） 

現在は、最初の4つの機関のためのシステムの実装が完了したか、 
まもなく完了する段階です。今後DICTUは、サブスクリプションベー
スのサービスRijksZaakを通じて、他の機関が新しいケースマネジ
メントプラットフォームに移行するのを支援することになります。 
DICTUのソリューションを利用して、職員と行政利用者のためのデ
ジタル改革が順調に進んでいます。

キーポイント

• オランダ政府内の中小機関のための単一のケースマネジ
メントプラットフォームを実現

• ワークステーション14,000台とモバイルデバイス13,000
台を含め、オランダ国内240の拠点でサービスを提供

• 行政査察の監督機能の品質と有効性を改善
• ビジネスの継続性と俊敏性を向上し、納税者のコスト負

担を軽減
• 職員と利用者のためのデジタル改革を主導

“
”

新しいプラットフォームでは、ある利用者にとって免許交付など
の特定のプロセスが有効に機能すれば、別の利用者にとっても
有効であり、納税者の時間とコストを節約できます。そのような
スマートテクノロジーを政府内で利用者に提供できるのはすば
らしいことです。 
 
ウィム・ファン・デア・リンゲン氏 
DICTUエンタープライズアーキテクト	
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スコットランド土地登記局
概要
スコットランド土地登記局（RoS、Registers of Scotland）は、世界
で最も歴史の長い土地登記局で、2017年に設立400年を迎えま 
した。RoSは、国が保証する所有証明書の発行によって、土地取引
や土地所有の透明性の欠如に起因する詐欺や金銭的損失から市
民を保護しており、土地、資産、司法関連の18種類の登記簿の管理
を担当しています。

RoSが乗り出した業務改革のうち、Pegaは、利用者への対応方針
の刷新と効率性・即応性の改善を行い、RoSをスコットランドにお
ける登録管理の中心機関として位置付ける上で重要な役割を果
たしています。  

RoSは、Pega PlatformTMを導入して新しいケースマネジメントアプ
リケーションの使用を開始し、これまで紙ベースで行っていたスコ
ットランドの土地所有権の初回登記のシステムを置き換えました。
ソリューションの初期導入では所定の標準的な登記プロセスパス
にも対応しており、例外的な登記手続きのためのアプリケーション
を強化し、他のプロセスをデジタル化するさらなる取り組みも進ん
でいます。

効率性と利用者対応の改善

規制に準拠しながら紙ベースのプロセスを刷新・自動化
RoSは、土地所有権登記のための非効率的な紙ベースのプロセス
を刷新する必要があり、これまでの土地所有権の登記手続きをデ
ジタル化するとともに、オンラインでの登記と不動産譲渡を可能に
するというスコットランド行政の要求に対応しなければなりません
でした。またこれに伴い、変化する経済状況、特に資産市場の多様
性にもプロセス、システム、職員が柔軟に対応できるようにするこ
とも求められていました。 
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400年の歴史を持つスコットランド土地登記局は、世界的
に極めて高い評価を受けています。利用者の要望に完全
に応えるデジタルサービスへの業務改革では、Pega Case 
Management Solutionの導入によって重要な要素を得るこ
とができました。

 
チャールズ・キーガン氏 
スコットランド土地登記局	
登記・業務改革責任者

”
“

キーポイント

• 世界で最も歴史の長い土地登記機関（設立400年）。

• 年間約40万件の土地登記を処理、そのうち41,000件ほど
が初期登記。 

• CMSの初期利用の結果、基本的な案件の平均処理期間は
以前の紙ベースプロセスの17.7日から8.9日になり、さら
なる短縮も可能であることが判明。 

土地の登記を迅速化し、旧式の紙ベースのレコードをすべ
てオンライン化
RoSのケースマネジメントシステム（CMS）は土地所有権の登記を
迅速化し、すべての土地譲渡証書のデジタル化への移行を支援す
るソリューションです。このPegaのソリューションでは、「初回登記」、
つまりその時点では登記情報がデジタルデータとして保存され 
ていない資産の初期登記を処理します。また、書類のスキャン、 
見直し、関連付け、登録、品質保証、申請代理人への案件に関す 
る書類の最終返却を含めた、登記案件の作成を自動化します。

従来の紙ベースのプロセスについては、基本的な申請については
20日間、複雑な申請については130日間のSLA（サービスレベル
契約）があります。処理にかかるほとんどの時間は、さまざまな関
係者が手続きのために案件に関する書類を物理的に受け渡すこ
とに費やされていましたが、新しい案件処理システムのおかげで、
すべての状況において基本的な案件は1日で解決でき、担当者は
以前よりも多くの案件を処理できるようになったことが確認され
ました。 

CMSの初期リリースで4つの主要な価値を提供
1. デジタルケースルーティング ― 望ましいルーティングを決定す
るビジネスルールに従って、業務の移行が従来よりも迅速にできる
ようになりました。

2. 案件に関する書類のデジタル化 ― 提出書類をスキャンしたデ
ジタルコピーを案件に関連付けることで、書類の物理的な受け渡
しが不要になり（プロセスの迅速化）、譲渡証明書の原本をRoS内
で受け渡すときに伴うリスクが減りました。

3. ビジネスインテリジェンスの改善 ― ワークフローの定量分析に
よって効率性を確認し、優先順位を決定できるようになりました。

4. 品質保証 ― 品質保証の見直しと、品質の問題に関する業務の
自動サンプリングが可能になりました。 

価値を提供するその他の分野：
•  案件のステータス監視の強化。案件処理の所要期間がSLAの

保証期間を超えると、RoSの評判が損なわれ、罰金が発生する
可能性があります。

•  現在手作業で行われている手続きのハンズフリー化（自動化）。

•  アーカイブや将来における再利用のためのデジタルの案件文
書の管理。

•  従来の紙ベースのレコードをデジタル化してセキュリティを確
保することにより、紛失や破損のリスクを回避し、監査能力を
改善。

•  人員数を減らしながら案件処理全体を通じて効率を向上させ、
変化する経済環境に応じて財政の持続性を確保。

•  個人情報を含まない保管データは、関心を持つ第三者機関へ
の販売機会があり、それらのデータによって他の公共部門全体
の付加価値を高めることも可能。

利用範囲の拡大と考慮事項の増加に対応
RoSは、土地の初期登記に関する緊急課題への取り組みが求め
られていることのほかに、エンド・ツー・エンドのデジタル改革へ
のニーズが拡大していることも認識していました。そのような改革
のために、Pega PlatformTMでは段階的なアジャイル手法が活用
でき、初期登記に関する投資回収期間を短縮するだけでなく、 
ソリューションコンポーネントを例外的な方針として切り替えるこ
とも可能になりました。既存のIT環境に容易に統合できることは、 
Pegaのエンタープライズプラットフォームの利用範囲を拡大する
ための長期展望における重要な要素です。それだけでなく、 
RoSの内部チームは、技術移転やトレーニングによって、既存のソ
リューションへの変更や新しいソリューションの実装に十分に対
応できるようになりました。
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米国財務省 
概要
米国財務省は、経済の繁栄を促進し、国内の経済的な安定を保証
する役割を果たしています。省内では財務局が多数の会計、財務、 
徴収、納付、共有サービスを通じて、同省の任務を支援しています。 
ACH（Automated Clearing House）、FEDWIRE、および国の行政機
関によって支払われる政府小切手の支払い後のライフサイクルを
すべて管理するため、米国財務省では5つのレガシーアプリケーシ
ョンと複数の異なるプロセスを使用しています。それらのシステム
には、70億件のレコードを含む7年分に相当する政府の支払い 
データが蓄積されていました。2013年、財務管理局と国際局の統
合機関である財務局は、省内の会計処理の刷新と効率化を図り、
利用者サービスを改善するために、Pegasystemsを選びました。 

連邦政府による安全で正確な 
期日どおりの支払いを保証
支払いの正確さと国の行政機関のためのサービスを改善し、会
計機能を効率化するため、米国財務省財務局は、決済後システム

（PPS）の刷新プロジェクトに着手しました。このPPSの目的は、す
べての支払い活動に関する会計処理の基盤となり、支払いが間違
って行われた約100万件の案件管理を促進することです。 

刷新の範囲は、レガシーアプリケーションの機能を拡張すること、
および支払い情報の確認、問い合わせ、支払い停止要求、換金済
み小切手のスキャン画像の表示のためのWeb対応アクセスを利用
者に提供することです。このプロジェクトによって、すべての支払い
後のライフサイクル管理（電子決済と小切手決済）を単一のデジタ
ルシステムにまとめ、職員が支払いに関する問い合わせや特別な
要望に対応できるようになります。米国財務省はPPSを利用して、
例外案件の管理を改善し、支払いプロセスの格差を緩和し、利用
者サービスの向上を図っています。さらに、納税者にとっての朗報と
して、このプロジェクトによって運用コストが年間1,000万ドルも節
約できるようになります。 

厳格なセキュリティ要件に準拠
米国財務省は、ミッションクリティカルな案件の優先順位設定と管
理の改善のため、Pegaのアジャイルな自動化プラットフォーム上に
PPSを実装して、年間20億件の支払いの管理に利用することを選
択しました。同省が取り扱う案件には高いレベルのセキュリティを
必要とする機密財務情報が含まれていますが、Pegaの自動化機能
とセキュリティ機能は連邦政府の厳格なセキュリティ要件にも準
拠しています。実装されたその他のセキュリティ機能としては、機密
情報のデスクトップスキャニング、セキュアなドキュメント管理、 

金融機関がACH（Automated Clearing House）の各種例外案件 
を確認して対処するためのセキュアなポータルなどがあります。 
ACHは、米国内の金融取引のための電子ネットワークであり、信用
取引やデビットカードでの取引のバッチ処理に使用されます。 

支払いの正確性と透明性を改善
行政機関による支払いが正確に行われるようにするため、米国財
務省はPega製品を利用して、行政機関における小切手と交換違算
金の訂正の例外処理を管理することにしました。小切手と交換違
算金の訂正のための電子プロセスを導入することにより、支払い
の正確性が確保されるだけでなく、支払いミスを速やかに発見し
て修正するためのメカニズムにもなり、その結果、優先案件により
多くのリソースを投入できるようになりました。

さまざまな分野での重要なメリット 
PPSは、実稼働後、3回のリリースによって、不渡りや複数の受取人
IDによる複雑な案件に関する機能を強化しました。 

システムの導入により、以下のことが実現されました。

• 文書化に使用されていた100万枚の紙を節約

• 内部と外部（他の省庁や金融機関）の両方の 
コミュニケーションを改善

• ACH関連、小切手の換金、未払い請求の処理を刷新

• すべての支払い後業務のレコードを単一のシステム 
にまとめてデータの信頼性を確保

• レポート、現金管理、調整を簡素化

PPSは、最終的には行政機関と金融機関向けのワンストップの包
括的な支払い後サービスを提供することを目標としており、展開完
了時には、多種多様なユースケースに対応するようになります。 
PPSの完全リリース版では、以下のメリットが提供される見込み 
です。

•	 プロセスの強化・制御を行い、年間120億ドル以上の 
税金を徴収

•	 約300の国家行政機関の支払いの正確性と利用者 
サービスを改善

•	 11,000社を超える金融機関との相互処理を効率化

•	 連邦政府の厳格なセキュリティ基準に準拠

•	 年間20万件以上の受取人と利用者のエンゲージエクスペリ
エンスを強化 

•	 支払い詐欺の発見と特定を強化し、それに伴う返還要求や 
犯人の告訴のための案件の文書化を促進
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年間13億件、総額3兆ドルに上る支払いを処理する米国
財務省の支払い管理部門では、大量のセキュアなトラン
ザクションを処理できる独創的なソリューションが必要
でした。刷新された支払い後プロセスを当省独自の画
期的なシステム設計に統合することにより、支払いに関
する整合性、可視性、効率性、利用者サービス、ならびに
国民に提供される価値が大幅に改善されました。

ウェス・ジョンソン氏 
Philadelphia Financial Center 
エグゼクティブディレクター代理

”

“
キーポイント

• 年間130億件、総額3兆ドルに上る支払いと会計を処理

• 年間1,000万ドルの運用コストを節約して税金を節約

• 100万枚の紙を節約

• 連邦政府の厳格なセキュリティ要件に遵守

• 約100万件の特別案件の管理の促進

• レコードを単一のシステムにまとめてデータの信頼性 
を確保

• レポート、現金管理、調整を簡素化

• プロセスの強化・制御を行い、年間120億ドル以上の 
税金を徴収

• 支払い詐欺の発見、特定、告訴の手続きを強化

• 約300の国家行政機関の支払いの正確性と利用者 
サービスを改善

• 11,000社を超える金融機関との相互処理を効率化

• 支払いに関する整合性、可視性、効率性、利用者サービス、
ならびに国民に提供される価値を改善

米国財務省（続き）
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カリフォルニア州税務局
概要
カリフォルニア州税務局（FTB）は年間1,600万件以上の個人所得
税申告と100万件の法人税申告を処理しており、米国内では2番 
目に大きい税務機関、世界的には8番目に大きな経済組織です。 
FTBは、納税者が期限内に州税申告を正確に行い、適切な額の税
金を支払えるようにサービスと情報を提供しています。個人所得税
は州の市民サービスの主な財源となっているため、FTBは市民が
負担すべき税と申告によって自主的に支払う税の差を埋める必要
があります。こうした目標を達成するために重要なのが、複雑で変
更されることの多い税法と州全体の納税申告をすみやかに照らし
合わせることです。州の納税申告を正確に検証するため、FTBはコ
アテクノロジーとしてPegaのソリューションを選択しました。Pega
のアプリケーションはEnterprise Data to Revenue（EDR）プロジェ
クト構想に組み込まれ、エンタープライズオペレーションとシステ
ムの刷新に役立てられています。

利用者サービスを改善して税収を20億 
ドル拡大
顧客体験を改善し、コストを削減するため、FTBはEnterprise 
Data to Revenue（EDR）プロジェクトを開始しました。Pega for 
GovernmentプラットフォームをEDRに組み込み、まずは紙ベース
の処理を自動化しました。その後、そのプラットフォームを利用して
2016年の個人所得税申告1,600万件を処理し、1日あたり最高で
96万件を処理しました。プロセスの改善と自動化の結果、税収を
20億ドル以上も拡大することができました。 

さらに、EDRプロジェクトでは、納税者のための安全なセルフサー
ビス型オプションが提供され、納税申告が検証され、手動プロセス
の自動化と標準化を図りました。納税者は、メール、電話、テキスト 
メッセージなどのオプションを選択できるようになり、質問への回
答や税還付が迅速化されました。

また、想定できるあらゆるシナリオで納税申告プロセスがインテリ
ジェントに自動化され、市民への税還付と州への納税の両面で処
理時間が短縮されています。システムを利用することで、税金逃れ
の可能性や追徴課税が発生する場合など、申告の異常を簡単に見
つけて処理することができます。 

2016年は過去最高の確定申告シーズンでした。Pegaの活用
をはじめとする改善により、1,600万件以上の納税申告を4か
月未満で処理しました。先週だけでも400万件の申告を処理
し、問題やサービス要求は1つもありませんでした。

 
キャシー・クリーク氏 
カリフォルニア州税務局 CIO

“
”

職員の生産性を改善し、内部的なコストを削減 
回避可能な納税申告のミスにかかる作業時間を短縮するため、 
FTBはPegaを活用して精度検証システムを実装しました。不正確
な納税申告のおよそ20%は、納税者の申告漏れや申告用紙の間違
った使用など、例外的な状況によるものです。FTBの目標は、例外
的な状況を減らし、自動的にルールを検証し、申告をより正しく効
率的に行うために納税者を教育するというものでした。新機能を
利用して納税申告が分析され、自動的に検証されるようになった
ため、処理コストが削減され、職員の生産性が改善されました。 
Pegaの導入前は、検証を手作業で行っていました。

紙ベースからデジタルへ
EDRは、非効率的な紙ベースのプロセスをほぼ全廃し、デジタルと
紙ベースを合わせて約100万件の納税申告処理を自動化する予
定です。書類を読み取り、Pega PlatformTM上のアプリケーションが
種類を特定すると、適切な担当者や部門に自動的に回されます。
これまでは大量の書類を手作業で仕分けし、保管庫に収めていま
した。

キーポイント

• 州全体で税収を20億ドル拡大
• 1か月で1,600万件の納税申告を処理
• 1時間あたり24,000件の納税申告を処理 
• ピーク時には1日あたり960,000件の納税申告を処理
• 1週間で400万件の納税申告 

• 個人所得税に関する24時間年中無休のセルフサービス型
問い合わせ

• 確定申告のための平均コストを削減
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私たちは年間60万件の医療関連の許認可を処理している
ので、大量のデータに対応し、カリフォルニア州全体でス 
ケーラビリティを提供できるアプリケーションが必要でした。 
Pegaを利用することで、手動プロセスを減らし、数か月かか
っていた免許交付プロセスを数日に短縮することができま
した。

 
ゲイリー・ノディーン氏 
カリフォルニア州公衆衛生局CIO

カリフォルニア州 
公衆衛生局
概要
米国内で最大規模を誇る医療組織、カリフォルニア州公衆衛生局

（CDPH）は、世界で6番目に大きな経済地域に住む3,900万人に
医療サービスを提供しています1。およそ8,000名が在籍する10の
組織から構成され、カリフォルニア州住民の安全衛生を確保する 
とともに、公衆衛生関連のデータと統計情報を管理しています。 
CDPHは、地域の健康管理、健康衛生関連の教育とアウトリーチ、
医療健康施設の評価、医療関連の許認可など、幅広いサービスを
提供しています。現在、CDPHのプログラムでは、環境、食品、処方薬
など、年間60万件の許可証を発行しています。 

CDPHは複数の業務単位とサービスにわたって、許認可サービス 
と監視サービスの効率化と統合を行うために、Pegaを利用してい
ます。かつては、許認可の取得には数週間から数か月を要してい
ました。申請書をレガシーメインフレームシステムに手作業で入
力し、申請書を郵送したり、申請者と直接面会して処理を行ってい
たので、手続きに時間がかかっていたのです。Pegaのソリューション 
を導入して許認可手続きを自動化してからは、申請はオンラインで
行い、自動的に作成された資格証や許認可証を簡単に受け取れる
ようになり、数か月からほんの数日で済むようになりました。 

改革のために構築された免許交付 
プログラムによる顧客体験の改善 

将来へ向けた俊敏性の強化
Pega製品は、Clinical Laboratory Professional 
Licensing、Electronic Laboratory Field Services、New Online 
Licensing Application、そしても最も新しいNational Cannabis 
Licensing ServicesというCDPHの4つの部門で、エンタープライズ
ライセンスプログラムのコンポーネントとして使用されています。 
CDPHでは、局全体でライセンスプロセスを刷新するため、さらなる
プロジェクトを計画しています。 

規制変更にリアルタイムで対応
カリフォルニア州は、医療用大麻の販売を合法化した最初の州で
あり、2018年1月1日には嗜好用大麻の販売免許を初めて発行し
た州の1つとなりました。複数の種類の許認可にわたって新しい
免許への要望が急速に拡大し、それらに対処するための効率的
なシステムが必要になりました。CDPHは、Pegaを活用した新しい
テクノロジーインフラストラクチャを構築し、一般的に複雑で時間
がかかるそれらのプロセスを減らし、資格の有無を迅速かつ正確
に判断して承認を与える、ユーザフレンドリな一元管理型のシス
テムに刷新しました。この新しいシステムの設計と実装は、Pega 
PlatformTMを利用することでわずか数か月で完了しました。

現在では、効率的に免許を発行できるようになっています。複数の
データソース、部門、その他の行政機関と連携して、申請者の経歴
調査を行い、公衆の安全の確保も簡単になりました。またCDPH
は、新しい種類の許認可をすみやかに追加し、（外部ベンダーのも
のを含めた）他のシステムやアプリケーションと統合し、規制変更
にリアルタイムで対応することも目指しています。最終的には、新
しいシステムは、「種から販売まで」にわたる大麻製造を監視する、
公衆の健康と安全のために重要な追跡システムに組み込まれる
予定です。  

“

”

キーポイント

• 処理期間を数か月から数日に短縮
• 手動プロセスを自動化して廃止
• 職員の生産性を改善
• 開発と導入を迅速化
• 規制変更へのリアルタイムでの対応が可能

1https://www.forbes.com/places/ca/
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クイーンズランド州教育省
概要
オーストラリアのクイーンズランド州教育省は、州全体で80万人以
上の児童・生徒と初等幼児教育サービスに登録している30万人の
児童にサービスを提供しています。クイーンズランドは、面積では
国内2位、人口では3位の州であり、文化面と地理面での多様性で
知られています。 

毎年、クイーンズランド州教育省には、政策や手続きから同省の 
決定事項、さらには生徒を対象とする計画のコストなどの課題 
に関する苦情が、親、生徒、その他の関係者から寄せられます。 
2017～18年度に受け付けた苦情は7,000件未満でした。 

最近同省は、Pegasystemsに依頼して、これまでより効率的・効果
的に利用者のニーズに対応し、自らの報告義務と準拠義務を果た
せるようにするため、新しい苦情管理システムを開発しました。 

以前は、スプレッドシートを利用してビジネスユニットごとに苦情を
追跡・管理していたため、データの収集とレポート作成には大量の
手作業が必要でした。また、苦情に関して入手できる情報が限られ
ていたので、傾向、課題、改善の機会を見極めるために苦情を効率
的に確認・分析するのが困難でした。 

 

苦情管理のためのシームレスなエンター
プライズソリューション
新しいCCMS（Customer Complaints Management System、利用
者苦情管理システム）は、利用者の苦情を収集・保管・分析するた
めの包括的なエンタープライズソリューションを提供します。自動
通知とCCMS内でのエスカレーションは、要求される期間内に苦 
情解決を完了させることに役立つとともに、簡素化されたワーク 
フローとビジネスプロセスによって最前線に立つ苦情担当職員の
効率が改善されます。

Pega Government Platform™（PGP）は、内蔵のケースマネジメン
トフレームワークを利用して、シンプルで使いやすいインターフェイ
スとアプリケーションを迅速に構築・展開するための機能を備えて
います。また、他のシステムと簡単に統合して、将来、別のユース 
ケースをサポートするように拡張することもできます。 

苦情データを収集し、レポートを作成・分析するために必要だっ 
た手作業を減らすため、CCMSには苦情データのための信頼でき
る一元管理型のリポジトリを備えています。ユユーザーは、苦情と
課題の両方のレベルで追加情報（苦情のサブカテゴリなど）を取得 
して、プロアクティブな管理のために傾向を特定することができます。 

迅速な導入と将来への対応
クイーンズランド州教育省では、Pegaのアジャイル方式を利用して、 
プロジェクトをわずか4か月で軌道に乗せることができました。 
CCMSは使いやすく、現在の状況に即しているだけでなく、将来拡
張が可能な苦情管理システムにもなっています。 

キーポイント

• 導入を4か月以内に実現
• すべての利用者からの苦情を保存する信頼性の高い 

一元管理型リポジトリを作成
• より効率的・効果的な苦情管理、プロセス、機能
• 意思決定の改善ため、レポート機能と分析機能を強化
• 苦情管理に関するオートラリアの最新の基準に対応
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Pega for Government 
カスタマーエンゲージメント
インテリジェンスと俊敏性を備えた最高レベルの包括的カスタマーエンゲージメントソリューション

Pegaデータシート

インテリジェンス、透過性、顧客中心
Pegaは世界各国で、大規模・複雑な行機関における政策目標の達成と、市民生活の向上のための取り
組みを支援しています。当社の業界最先端の戦略的アプリケーションと統合プラットフォームが、すべて
のチャネルにわたって行政関連機関と有権者をシームレスにリアルタイムで結びつけています。

もっとも重要なのは、Pegaならコスト効率に優れた効率的な方法で、今日の変化の激しい要件にソフトウェ
アを対応させることが可能なことです。Pega for Government Customer Engagementソリューションは、構
成可能な統合プラットフォームにより、他に並ぶもののないアジリティと以下のメリットを提供します。

• インテリジェンスやあらゆる利用者対応への適応性を、強力なナレッジやプロアクティブなアウト 
リーチと組み合わせて、利用者への継続的な情報提供を可能にします。

• オンプレミスでもクラウドでも導入ができ、堅牢なモバイル機能とソーシャルエンゲージメント機能
を実現します。完全にポータブルなPegaなら、利用者も行政組織の現場担当者も時と場所を選 
ばずに使えます。

• 豊富な分析機能とレポート機能によって可視性、説明責任能力、制御を実現し、公共部門の指導者
に適切かつ実用的なリアルタイムの情報を提供できるようになります。 

• プロセスを自動化し、パフォーマンスとコスト効率を改善して、業務を最適化します。 

• 既存のシステムとの統合が可能であるため、それぞれの行政組織に合ったペースで改革を進 
められます。 

弊社は、ケースマネジメント、モバイルアプリケーション開発、ビジネスプロセス管理、リアルタイムの意
思決定管理、デジタルプロセスオートメーションの各分野におけるトップ企業であり、弊社に肩を並べる
企業はほかにいません。 Pegaの統合製品は、これらの分野だけでなく、クロスチャネルキャンペーンマ
ネジメント、CRM顧客サービスおよびサポート、エンタープライズCRMスイートの分野でも最高レベルの
製品であるとみなされています。Pegaの独自性は、すべての機能を単一の統合プラットフォームで提供す
ることによってもたらされています。

課題 
利用者と行政組織の職員が期待
するのは、チャネルを問わず、最初
から適切なサービスがすばやく簡
単に提供できることです。しかしほ
とんどの行政組織では、システム
を進化させたり、職員をトレーニ
ングしたりすることで価値を最大
化するのは時間的に難しいこと
が明らかとなっています。そのよう
な状況では、刷新のための取り組
みが、複数のサイロにまたがるレ
ガシーシステムのメンテナンスコ
スト、予算の削減、リスク回避、	
協力態勢の潜在的な欠如によっ
て妨げられています。		

ソリューション
世界中の行政組織が	Pega 
for Government Customer 
Engagementソリューションを利
用して、レガシーアプリケーション
を刷新し、プロセスを効率化し、	
常に進化する利用者の要望に対
応しています。Pegaは、迅速な価
値提供、極めて短時間での導入、
効率的な再利用、エンタープライ
ズレベルのプロセスの共有を実
現する能力に関して高い評価を
受けています。AIに基づくリアル	
タイムの意思決定機能を利用す
れば、任意のチャネルでパーソ
ナライズされたネクスト・ベスト・
アクションをガイドに従って行え
ます。

“Pegasystemsは、利用者の行動のモデル化と予想およびネクスト・ベスト・ 
アクションの提示に関して最も優れており、それらの機能について最も高い 
スコアを獲得している” 
Gartner 2017 Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement 
Center, 2017CRMの第一人者

BPM/DPAの第一人者 案件の第一人者 リアルタイム意思決定 
の第一人者

社内モバイルアプリ 
の第一人者

https://www.pega.com/gartner-crm-cec-cc-2017
https://www.pega.com/gartner-crm-cec-cc-2017
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シームレスなカスタマージャーニーのための機能
Pega for Government Customer Engagementソリューションは、顧客体験の強化、ユーザーの生産性改善、顧客満足度の向上を目的
とする豊富な機能セットを備えています。私たちのソリューションは柔軟であり、各組織の固有のニーズに対応するように設計されてい 
ます。主な機能は、以下のとおりです。

• オムニチャネルインタラクション：Pegaは、デスクトップ、モバイル、チャット、IVR（Interactive Voice Response）、電話、ソーシャルメ
ディアなど、あらゆるチャネルで一貫したユーザー体験を提供します。チャネルはモデルベースの設計によって管理されるので、設計
したアプリケーションは任意のチャネルやユーザーインターフェイスに反映できます。

• Pega Intelligent Virtual Assistant™：PegaのAIに基づく仮想アシスタントは、自然言語処理（NLP）とテキスト分析を利用して、
セルフサービスインタラクションのためのパーソナライズされたインテリジェントなエンゲージメントをもたらします。会話、アクショ
ン、コンテキストなあらゆる情報がデータとして取り込まれ、それらのデータをPegaの機械学習アルゴリズムにフィードバックして、
管理型と非管理型の両方の学習モデルが提供されます。それらによってNLPが改善され、将来、同じような要件をもつ顧客がいた場
合のネクストベストアクションの予測の精度が向上します。さらに、センチメント分析とリアルタイム分析を利用すれば、継続的な最
適化が可能になります。

• Pega Social Engagement for Customer Service：ソーシャルチャネルを監視して、利用者のセンチメントを分析し、プロアクテ
ィブに対応します。

• Pega Chat™：顧客サービス担当者はウェブサイトでチャットを使用して顧客と対話ができ、テキストによる会話を通じて問題を解決
します。Pega Chatは、プラグインもダウンロードも不要です。

• Pega Web Mashup：既存のセルフサービスエクスペリエンスにPegaの機能を組み込みます。Pega Web Mashupなら、複数の場
所にアクセスしてそれぞれのプロセスを変更しなくてもプロセスを1か所で更新できるので、一貫した顧客体験が提供できます。

• Pega Co-Browse™：複数の人が同じウェブページをワンクリックで共有できます。

• Pega Knowledge™：コンテンツの作成から公開までのライフサイクル全体を管理して、利用者のウェブ上でのやり取りと職員のア
クティビティに基づいて適切でタイムリーな情報を提示します。

• Pega Robotic Automation™：テクノロジーやプロセスをデスクトップ上で手軽に簡素化、自動化、統合して作業方法を最適化し、
業務の処理量と時間を改善します。

• 複合ビュー：レガシーシステム、インタラクションデータ、顧客サービスへのリクエストから関連している顧客情報を顧客関係の統合
ビューにまとめます。ここには、アカウント情報、すべてのチャネルのインタラクションの履歴、顧客サービスへの未解決および最近の
リクエストを提供し、顧客の状況と現在の状況に基づいて、それらのデータを動的に表示します。ガイド機能に沿ったインテント駆動
型の処理：インテント駆動型の処理は、あらゆる顧客インタラクションでユーザーにガイドを提供して、トレーニング時間を減らし、 
サービスの一貫性を確保します。顧客や状況に合わせてサービスプロセスをカスタマイズできるので、効率性を損なうことなく、顧客
サービスをパーソナライズすることが可能になります。

• Pega Call™：シームレスなエクスペリエンスを提供するため、利用者管理ソリューションをテレフォニーシステムと関連付けます。

詳細については、pega.com/ja/industries/governmentをご覧ください。

http://pega.com/government
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柔軟性、イノベーション、制御を確保しながら刷新を図る	
Pega Government PlatformTM（PGP）とは

コーディング不要のソリューションであるPGPは、ビジネスユーザーやITユーザーがモデルベースの設計を利用して
連携しながらアプリケーションを構築することを可能にして、最終的なソリューションがエンドユーザーのニーズを
確実に満たすものとなるようにします。

PGPでは、階層型アーキテクチャーによって組織の複雑な構造を取り込み、共通の資産を再利用できるようにして、 
各部門の独自性を確保しながらコストの大幅な節約を実現します。これは、Situational Layer Cakeと呼ばれる
Pega独自の特許取得済みアーキテクチャーです。

PGPには、以下のメリットがあります。

• 品質と効率性の改善

• リスクの低減 

• 組織のサイロ化の解消

• 市民サービスの向上 

• 激しく変化する状況への対応力の確保

これまで、行政業務の刷新に関しては、行政機関とシステムインテグレーターには以下の2つの選択肢しかありませ
んでした。

1. カスタム開発：開発にもメンテナンスにもコストと時間がかかるため、カスタムアプリケーションや
GOTS（Government Off The Shelf）アプリケーションは、実際に提供されるようになった段階ではすでに機能
が古くなり、ビジネス要件を満たさなくなります。  

2. COTS（Commercial Off The Shelf）：アプリケーションが柔軟性に欠け、十分な機能を備えていないことがある
ので、カスタマイズに余分な時間がかかり、提供開始までの期間が長くなるだけでなく、将来における運用とメ
ンテナンスのコストが上昇します。

しかし、今では、コスト効率に優れ、革新的な刷新のための選択肢があります。Pegaが提供している業務改革のた
めの極めて優れたソリューションは、Gartner1やForrester Wave™2などの調査では常に最高レベルとして評価され
ています。

実績を積んだPega Government Platformを利用すれば、カスタム開発のわずか数分の1の時間とコストで、大幅に
自動化されたアプリケーションをモデル化して導入することができます。しかも、アプリケーションを常に完全に制御
することもできます。プログラミングの修正が必要になるたびにベンダーやIT担当者に頼らなくても済みます。した 
がって、政策や要件が変更された場合は俊敏性を発揮して迅速に対応し、常に最新の状況に後れをとらないように
することができます。 

課題 
行政機関は、市民重視のサービス
を速やかに提供しながらレガシー
システムを刷新するという難題を
抱えています。税金を財源としてい
るため、絶えず変化する政策に対
応すると同時に、イノベーションに
基づく刷新を図ることが求められ
ています。

ソリューション
Pega Government 
PlatformTM（PGP）は、アジリティと
セキュリティを備えた統合ソリュー
ションであり、既存のシステムを「リ
ップアンドリプレース（全面刷新）」
することなく、改革のためのツール
を提供します。PGPを利用すれば、
業務への影響を最小限に抑えな	
がら、無理なく刷新のための戦略を
段階的に実施することができます。 

Pega Government Platform
イノベーションに基づくレガシー環境の刷新：低リスク、コーディング不要

Pega Governmentデータシート
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1. Gartner Critical Capabilities for Mobile App Development Platforms 2017、Gartner Magic Quadrant for BPM-Platform-Based Case Management Frameworks 2016、Gartner Magic 
Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites 2016、Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center 2017、Gartner Critical Capabilities for BPM-
Platform-Based Case Management Frameworks 2016

2. The Forrester Wave™：Digital Process Automation Software, Q3 2017、Real-Time Interaction Management, Q2 2017、CRM Suites For Enterprise Organizations, Q4 2016、 
Cross-Channel Campaign Management, Q2 2016、Customer Service Solutions For Enterprise Organizations, Q4 2015

3. https://www.pega.com/jp/faster

低リスクでコスト効率的かつ実用的な刷新 

PGPは、既存システムを維持しながら刷新するという低リスクの選択肢を提供
して、今日のレガシーモダナイゼーションに対応します。古いコードやシステム
を無理のないスケジュールで段階的に廃止して、リスクを緩和しながら、業績
を速やかに改善することができます。

継続的なイノベーション

ビジネスとITのコラボレーションを促進するモデル駆動型のアプリケーション
開発を使用して、開発プロジェクトが最初から最後まで組織のミッションに沿
うものとなるようにすることができます。Pegaは、柔軟性を欠いたツールやプ
ログラミング言語にとらわれずに、独自の事業方針や目標を管理するのに必
要な柔軟性があります。

アジャイルアプローチのメリットの活用 

Pegaのインテリジェントなアダプティブテクノロジーを活用することで、極めて
短期間にアプリケーションをイテレーティブに提供できるようになり、システム
を停止させずに業務運営を維持しながら、継続的に刷新が行えます。

開発者にとっての利便性、行政対応、価値提供の迅速化

• PGPは、行政向けのデータモデル、案件の種類、ポータル、ダッシュボー
ド、ビルディングブロックアクセラレーターなどの非常に有効で使いやす
いイノベーションツールと、Pega Expressを利用して簡単に実用化でき
るプロセスを開発者に提供します。 

• PGPは、Pega Expressと組み合わせることにより、行政アプリケーショ 
ンの迅速な構築に役立つ組立形式のツールをもたらします。さらにモデ
ルを構築し、プロセスをモックアップするための簡単な方法と、ビジネス
ニーズに基づくドラッグアンドドロップ機能を開発者に提供します。 

• 行政機関向けに用意されたこれらの機能とソリューションフレーム 
ワークは、ソリューション提供の迅速化に役立ち、全体的な総所有コスト

（TCO）を改善します。

アクセシビリティとコンプライアンス  

• Pegaは、The Carroll Center for the Blindなどのパートナーとの連携を
通じて、PGPアプリケーションが国際的なアクセシビリティ基準を満たす
ことを確認しています。

• セキュアなアプリケーションの設計、構築、実行を可能にする製品の提供
に努めています。また、アプリケーションの悪用や不正アクセスを防ぐ幅
広いセキュリティ機能も用意しています。 

• Pegaは、外部の独立セキュリティ機関に依頼してPega® Platformのセ 
キュリティの脆弱性評価を継続的に行っており、行政組織がプライバシー
やデータに関する国際的な規制に準拠できるよう取り組んでいます。

あらゆるデバイスでエンド・ツー・エンドのコネクテッド環境を実現

• PGPは、顧客が直接利用するフロントエンドのテクノロジーをバックエ 
ンドのレガシーシステムにシームレスに結び付けるので、迅速な設計に
よってモデルを一度だけ作成し、選択したチャネルに展開するだけで済
みます。

• 内蔵のウィザードでは、構成を必要とせずに既存のシステムとすばやく統
合できるウェブサービスを利用します。 

クラウド・チョイス

• PGPでは、オンプレミス、任意のインフラストラクチャ上のクラウド、ハイブリ
ッドの中から有効と思われるアーキテクチャーを選択することができます。 

現在の行政機関は将来にも対応するテクノロジーの導入が求められている 
ので、イノベーションを積極的に取り入れています。大きな変革の時代の中で、 
Pega Government Platformによって刷新と構築を進めることで、低リスクで、
任務をより効率的に果たせるようになります。

第三者機関の調査から、PegaがJavaと比べて 
以下の点で優れていることが確認されています。
• モバイル開発期間は40分の1短縮
• 分析および設計期間は8分の1短縮
• 変更への対応に要する期間を8分の1短縮3

https://www.pega.com/faster


マーケットリーダー 

• モバイルアプリ開発プラットフォーム（MADP）1 

• エンタープライズローコードアプリケーションプラットフォーム2

• モバイルアプリ開発プラットフォームの重要機能3 

• BPMプラットフォームベースのケースマネジメントフレームワーク4 

• インテリジェントビジネスプロセスマネジメントスイート5 

• CRMカスタマーエンゲージメントセンター6 

• BPMプラットフォームベースのケースマネジメントフレームワーク
の重要機能7 

• インテリジェントビジネスプロセスマネジメントスイートの重要
機能8 

• CRMカスタマーエンゲージメンセンターの重要機能9 

• マルチチャネルマーケティングハブ10 

• ロボティックプロセスオートメーション11

• エンタープライズローコードアプリケーションプラットフォームの
重要機能12

• セールスフォースオートメーション13 
 
 

• デジタルプロセスオートメーションソフトウェア14 

• リアルタイムインタラクションマネジメント15 

• エンタープライズ向けCRMスイート16

• クロスチャネルキャンペーンマネジメント17

• エンタープライズ向けカスタマーサービスソリューション18

• クラウドベースのダイナミックケースマネジメント19

• デジタル意思決定プラットフォーム20

 
実績：

• 12か月の投資回収期間で321%のROI

• 開発コストを75%節約
• エンドユーザーの生産性を75%改善
• 導入までの期間を50%短縮

認定と準拠 

この図は、ガートナーの調査資料の一部として公表されているものであり、原典全体の文脈におい
て解釈する必要があります。ガートナーの資料は、Pegasystemsからの要請に応じて提供されます。
ガートナーは、自社の調査資料に挙げた特定のベンダー、製品、サービスを支持することはありま 
せん。また、最高評価やその他の表彰を受けたベンダーのみを選ぶようにユーザーに推奨すること
もありません。ガートナーの調査資料は、自社の調査機関の意見のみを記載するものであり、事実の
表明とみなされるべきではありません。ガートナーは、明示または黙示を問わず、商品性や特定の目
的に対する適合性を含み、調査内容に関するすべての保証を放棄します。
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Pegaでデジタル改革をスタート
詳細および顧客事例については、 
pega.com/ja/industries/governmentをご覧ください。

詳細については、ペガトラストセンター（pega.com/ja/trust）をご覧ください。

FDA CFR Title 21 Part 11

http://www.pega.com/government
http://pega.com


Pegasystemsについて
Pegaは、カスタマーエンゲージメントおよびオペレーショナルエクセレンスを実現するクラウドソフトウェア分野におけるリーダー
です。世界有数の優れた数々のブランドが、PegaのAIドリブンのソフトウェアを基盤として、ブランドの信用を確保しながら、あらゆ
るチャネルですべての顧客対応を最適化しています。Pegaのローコードアプリケーション開発プラットフォームは、顧客や従業員
のニーズに合わせてアプリを迅速に構築および進化させ、世界規模でデジタル改革を推進するのに役立ちます。35年以上にわた
り、Pegaは顧客満足度の改善、コストの削減、製品寿命全体を通じた価値の向上を実現してきました。
Pegasystems（NASDAQ：PEGA）の詳細については、www.pega.com/ja/industries/governmentをご覧ください。

© January 2020 Pegasystems, Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.

Pega Infinity
カスタマーエンゲージメントとデジタルプロセスオートメーションを統合する革新的なソフトウェア

カスタマー 
エンゲージメント

カスタマー 
エンゲージメント

エンド・ツー・エンドの 
オートメーションと 

ロボティクス

ジャーニー 
を重視した敏速な 

デリバリー

クラウドの選択

業界トップのテクノロジー 迅速なスタートと展開 投資の将来性を固める

デジタルプロセス
オートメーション •	 ケースマネジメント

•	 ノーコードアプリ開発
•	 モバイル

http://WWW.PEGA.COM/GOVERNMENT
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成果を出す刷新


