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1.1　業務分析・設計のイメージ　─事例を通して─

本節では、導入として、簡単な事例を使って業務分析・設計の全体像をとらえてみ

たいと思います。OJTで現場に割り当てられて、しばらく様子を観察しているような

つもりで読んでみていただければと思います。

国内中堅の日用雑貨関連製造業、株式会社ジアースの情報システム部に勤務してい

る海野は、最近主任になったばかりである。月曜日の週次定例ミーティングの席上、

上司の山川部長から新しいプロジェクトの担当を命じられた。

「海野君、君も知っていると思うが、うちの受注システムは�0年以上も前に作った

もので、相当老朽化している。最近は、取引先も増えてトランザクション量が予想以

上に増えており、また、取引形態が、卸経由から小売直販に変わってきたこともあっ

て、そろそろ受注システムの刷新を行おうと思っているんだ。そこで、君にその担当

者として、まず業務分析・設計を行ってもらおうと思っているのだが…」

山川部長の突然の話に、海野はどう答えていいのかわからなかった。

「…ギョウムブンセキ・セッケイ…ですか」

これまで、情報システムの部分改修などの折、要件定義は何度かやったことがあっ

たが、業務分析・設計については、名前を聞いたことがあるくらいで、どのように行っ

ていいのかまったくわからなかった。言葉に詰まっている海野を助けるように山川部

長は続けた。

「はじめてのことで戸惑うのもわかるが、ネットとか本とかで調ベてみてくれない

か」

海野は、週次定例ミーティングが終了すると、山川部長にいわれるまま、早速ネッ

トで「業務分析」という言葉を検索してみた。すると、どこかのITコンサルタント

が記述した記事を検索することができた。
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「なになに、業務分析とは、組織体内、あるいは組織体間での業務について、内容、

性質などを明らかにするために…」

なにやら面倒くさそうな説明がでてきた。

「定義はいい…、どうやったらいいんだ…」

調ベていくと、どうも業務分析・設計が、現状業務分析、問題分析、施策立案、新

業務設計の4つの要素から成り立っていることや、それぞれの要素の進め方、事例な

どが書いてあった。一通り読むとなんとなく概要はわかったが、文字数の制約からか

詳細は記述されていなかった。

「これだけだとわからないなあ…」

ぼやいてみたが、内心、概要がわかっただけでもよかった。早速、この知識をもと

に業務分析・設計のスケジュールを考えてみたが、慣れていないだけにすぐに行きづ

まってしまった。仕方なく、もう一度さっきのサイトに戻って、著者名を調ベて、書

籍を検索してみた。すると案の定、同様なタイトルの本が出版されていた。

数日後、海野は届いた書籍をもとに、業務分析・設計のスケジュールを立てていた。

部長からは�ヵ月ぐらいでなんとかしろといわれているので、とりあえず、現状業務

分析�週間、問題分析を�週間、施策立案を�週間、新業務設計を�週間行うことにした。

こうして作業内容のイメージも固まり、海野は早速作業に取り掛かった。

海野はまずは手始めに、社内の業務・問題を把握するため、関係者についてインタ

ビューを実施した。今回の受注システムの刷新は、情報システム全体からするとある

一部分になるが、重要な位置づけにあることには違いないため、経営者、管理職、現

場の担当者にインタビューをする必要があった。海野は部長に、まず始めるにあたっ

て社長へインタビューしたいと相談した。

「社長にインタビューしたいって…。おれは受注システムの刷新のために業務分析

しろって言ったんだぞ。社長は関係ないだろう」

これが部長の答えだった。

「いや関係あるのです。老朽化した情報システムの刷新とはいえ、情報システムは

もともと業務を支援するものではないですか。そしてその業務も会社の経営上のミッ

ションを実現するために行っているものなので、どのような情報システムにしたいか、

もしくはどのようなビジネスを行いたいかを、社長にお聞きしておきたいのです」

「お前はあまり見ていないかもしれないが、経営のことが知りたいのなら、中期経

営計画でなんとかならないのか…」
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「そうですね。当然参照させていただきたいのですが、直接お話をお伺いすること

も必要かと思います…だめでしょうか」

「まあ、うちもそれほど大きな会社ではないから、言えばなんとかなるが…社内の

人間がいまさら会社の方針を社長に聞くというのもおかしなものだろう。俺の管理能

力が問われかねないじゃないか」

「そこをなんとか、うまく説明していただけないでしょうか」

「う…ん、わかった、とりあえず、質問したい項目を俺に挙げてくれ。それを見て

から、社長にアポイントしてみるよ」

このようなやりとりのあと、山川部長の尽力もあって、数日後、社長インタビュー

を実施することになった。

海野にとってもインタビューをするなど初めてのこと、緊張しないはずもなかった。

しかし、あらかじめ中期経営計画に目を通しておいたことと、部長と相談の上インタ

ビュー項目を決めていたこともあって、インタビュー自体は思いのほか順調に終わっ

た。社長と話してわかったことは、以下の�項目だった。

■　今後予想される取引量の増大に、今の人員で対応したい

■　�これからは小売との直接取引が増えることが想定される。納期回答や欠品防止な

ど小売からの要求には極力対応できる情報システムにしてほしい

■　�上記は、ハード面での信頼性も関連する。情報システムの障害で受注が滞るといっ

たことは、絶対に、発生しないようにしてほしい

■　�また、需要予測や今後の企画などにも利用したいので、売れ筋情報や可能な限り

の顧客情報も取れるようにしたい

■　情報システム刷新にあわせて、業務改革も実施したい

ついでの話にはなるが、社長からは、「若いのに会社のことをよく勉強している、

期待している、がんばってほしい」とお褒めの言葉までいただいた。

社長インタビューのあとは、管理者、あるいは現場担当者に、現状の業務モデルの

作成、問題の抽出のためのインタビューを実施した。社長インタビューの成功で勢い

づいたせいか、各者へのインタビューに関しては社長のときほど緊張はしなかった。

しかし、作業を開始してすぐに問題があることがわかった。インタビュー結果から、

現状業務モデルを作成することと、問題分析のための問題を抽出することについて、
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思いのほか作業工数がかかることが予想されたのだ。海野はすぐに部長にお願いして

もう�人メンバーを追加してもらうことにした。

要員追加に関しては、作業工数以外にも、もう�つ理由があった。以前、簡単な要

件定義を行ったことがあったとはいえ、全社レベルでの現状業務モデルの作成は、ど

のような構造、粒度でモデルを作成するのか、要素としてなにを使ったらよいのかな

ど考えることがたくさんあり、結構難しいことがわかったためだ。今の自分の実力で

は、与えられた期間で完結させるのは不可能に思えた。

こうして、追加してもらった谷は、最近入社したばかりの中途採用だったが、前職

では米国で開発されたDilemma※4という手法のビジネスプロセスモデリングをかじっ

たことがあるとのことだったので、インタビューの進行と問題の抽出は海野、業務モ

デル作成は谷が行うことにした。

谷の参加によって作業は順当に進みはじめた。しかし、作業量は予想以上に多く、

予定の�週間はあっという間に過ぎてしまい、なんとか全業務についてのビジネスプ

ロセスモデルをまとめるのに3週間かかってしまった。

スケジュールの遅れを取り戻すため、現状業務分析のあと、すぐさまインタビュー

で抽出した問題から問題分析を行った。全社分の問題は�00項目もあり、これをまと

めていくと困ったことが起こった。社長からの要望は別としても、管理者層の問題の

認識と現場担当者の認識がかなり違っていることがわかったからだ。

例えば、現場側は仕事が恒常的に忙しく残業も多いため、人員の増加をしてほしい

という意見が多かった。一方で、管理者側は、生産性が悪いので人員を減らして�人

当たりの生産性を上げたいと言っていた。

「こうやってインタビューをしてみて改めて思うのですが、いろいろな意見が出て

いますねえ…」

深夜のオフィスで海野がぼやくと、谷も宙を見ながら、

「そうだなあ、ビジネスプロセスモデルを書いていても同じような状況だね。現状

の業務についての認識も人によって全然違うもんなあ…」とつぶやいた。

「これから先、施策立案、新業務設計と、より難易度が高い作業になるけど、本当

にうまくいきますかねえ…」�

※4　�ここでは、経営・業務と ITの間の�Dilemma（ジレンマ）を解消するということで架空の手法名
を用いました。
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�人はしばらく途方にくれた。

「そうそう、この本によると、自分たちがやっているのはボトムアップ型の進め方

になるよね」

しばしの沈黙のあと、谷が、急に椅子の背にもたれかけていた身を起こしながらいっ

た。

「ボトムアップ型…ってどういう意味ですか？」

聞きなれない言葉に海野は思わず聞き返した。

「現場の意見や問題を吸い上げて、それをまとめていってあるベき業務を作り上げ

ていく方法みたいだね。もう�つの進め方としてはトップダウン型といって、これは、

経営層の考えをベースに展開していく方法があるそうだ」

「なるほど、うちの組織だと、どちらかというとボトムアップの進め方のほうがあっ

ていますね。現場の人たちけっこううるさいし。社長はわりと民主的というか、みん

なの意見を尊重する方ですしね」

「でも、ボトムアップ型で進める場合、注意しないと問題が発散してしまって、収

拾がつかなくなってしまうようだね」

「そうですね。そういう場合、トップダウン型の考え方を取り入れて…社長の話を

ヒントに少しまとめ直すとよいのではないですか。この話もトップダウン型とボトム

アップ型をうまく組み合わせるとよいというようなことが書いてありますよ」

谷から業務分析本を渡された海野が、該当ページを見ながら言った。

「なるほど。ええっと、それじゃあ社長のご意見をもう一度考え直してみると、�

つめは、取引量…経営者視点の問題、�つめと3つめはともに、取引先についていっ

ているから、まとめると取引先視点の問題、また同じように考えると4つめは顧客満

足度の向上につながるから顧客視点、�つめは社内の改革…経営者もしくは従業員視

点ということになるかなあ」

「そうか…誰の視点を重視するかということでも目的が明確にわかってきますね」

「優先度としては顧客視点のほうが高いだろうから、さっきの社員が忙しいとかは、

今回の問題としては優先度が下がることになるね」

「そうかなあ…社長の�つめの問題とはつながっているような気がしますけどね…」

このようなやりとりをしながら、最終的にはインタビューで集めた問題は大項目で

�0前後、小項目だと30近くにまとまった。

現状業務分析と問題分析が終わると、次は施策立案を行った。例の業務分析・設計本
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によるとまずは、問題を「…できない」という表現から「…実現する」という形に裏

返していくのだそうだ。

「例えばこの、『仕掛かり在庫が増加傾向にある』というのは、『仕掛かり在庫を減

少させる』ということになりますね」

海野が言うと、

「そうそう『減少させる』はもう少し具体化させると、『仮に�000万円以下にする』

ということになるね」

と谷が返した。

「なるほど、そうすると次は、どうすれば仕掛かり在庫を減らせるかということに

なりますね…」

「What-How展開だね。まずは、タイムリーに仕掛かり在庫がどれくらいあるのか

を知る必要があるね。それになぜ、仕掛かり在庫がでてしまうのを調ベるとか…」

「そうですね…」

このような流れで施策を展開して結果を施策一覧、施策詳細としてプレゼン資料に

まとめていった。

約3週間かけて、一通り問題分析と施策立案が終わると、最後は新業務設計を行っ

た。この作業では、現状業務分析の結果の業務フローを出発点として、今回抽出した

問題に対する施策を当てはめていった。そして連夜の深夜残業を繰り返しながらも�

週間後には、新業務モデルが完成した。

このように紆余曲折を繰り返しながら、最終的な成果物として、現状業務モデル、

問題一覧・詳細、施策一覧・詳細、新業務モデルを作成した。スケジュールは当初の

計画から大幅に遅れ、3ヵ月が経過してしまった。途中山川部長は、進捗の遅れを気

にして、何度かスケジュールの確認をしていたが、海野たちが熱心に作業しているの

と、予想以上の成果物がでてきたことから、今回は大目にみてくれた。

作業結果について、部長報告も終え、ほっと一息ついたある日、なにげなく雑談を

していると、山川部長はこんなことを言った。

「今回の業務分析・設計は十分な成果が得られたよ。とくにこれまで俺もずいぶん

苦労していた、社長や現場の意見の相違をうまくまとめてくれた。今、これをベース

に社内で計画を立てているので、社内稟議が通れば、いよいよ情報システム開発の要

件定義を開始するよ」
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「そうですか、それはよかったですね」

海野たちもほっと胸をなでおろした。

「それはそうと、実は、君たちが作った成果物を、最近設置した内部統制委員会の

担当役員に見せたら、このやり方は利用できるとうれしいことをいっていただいた。

それから、今回は受注システムに関しての業務分析だったが、一方で�SCM導入プロ

ジェクトも発足することになっている。うちでは業務分析にかけては君たちがスベ

シャリストだし、これも業務分析・設計は情報システム部が主体で行っていくことに

なるから、よろしく頼んだぞ」

「いやあ、それはうれしいお話ですが、改めて、襟を正して取り組まないといけま

せんね」

山川部長の励ましというかプレッシャーというかどちらともいえない言葉に海野が

答えると、

「そうですね、今回やってみてわかったのですが、業務分析・設計というのは、ビ

ジネスプロセスモデルが作成できるだけだとだめなんですね。ビジネススキルとして

問題を解決する技術みたいなものがないと、さまざまな利害関係者から上がってくる

問題に対応して新しい業務モデルを作り上げていくことができないんですね」

谷も呼応した。

こうして海野たちにとっての初めての業務分析・設計作業が終了した。

1.2　業務分析・設計の定義

前節では、架空の事例を用いて、業務分析・設計についてのイメージをとらえてみ

ました。本節以降では、詳細な説明に入る準備段階として、前節での事例と対比しな

がら、業務分析・設計の全体概要について説明していくことにします。

最初に、業務分析・設計の言葉による定義から始めます。そのために、業務分析・

設計という言葉を「業務」、「分析」、「設計」という3つの言葉に分けて考えてみます。
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「業務」とはなにか

まず手始めに、「業務」という言葉について、国語辞典で調ベてみると、「毎日継続

して行う、職業・事業・商売上の仕事」『新明解国語辞典�』（三省堂）と書いてあり

ました。次にインターネット上の国語大辞典で調ベてみると「職業や事業などに関し

て、継続して行う仕事」『大辞泉�』（小学館）とあります。辞書的な意味としては、

継続して行うことが業務の意味として重要なようです。

これらの言葉をとりかかりとして、もう少し細かく噛み砕いてみることにします。

まず、業務の目的はなんでしょうか。業務は株式会社などの事業体や公共団体など

の組織体が持っているミッションや事業目的を実現することです。例えば、小売業は、

お客様に商品を販売してその利益を得ることを目的にしています。また市役所などは、

市民に対してさまざまな行政サービスを提供することを目的にしています。

次に業務の機能的な側面に着目してみましょう。業務はあるインプットを加工して

なにかしらのアウトプットを算出します。アウトプットはその業務における顧客に

とって、価値のあるものにならなければなりません。これを細分化すると、�つの業

務のインプットに対して付加価値をつけたアウトプットが別の業務のインプットにな

り、別の業務ではさらに別の付加価値づけをするという具合に、インプット、付加価

値づけ、アウトプットの工程を繰り返すことになります。※�

また対象範囲に着目すると、この付加価値づけのプロセスはある事業目的実現のた

めに、事業体内外を問わず連続しているはずです。

これらの考察から、本書では、「業務」を以下のように定義するものとします。

「組織体内あるいは組織体間で、ある目的を実現するために日々継続して実施する
インプットの付加価値づけ作業またはその作業の一連の繰り返し過程」
ものごとの言葉による定義は単純なものほど難しいものです。一度は必要な考察で

あることには違いありませんが、これ以上あまり深入りすることは避けることとして、

今後は、単に業務という言葉を使うものとします。

なお、本書では、業務の集合体を「ビジネスプロセス」、さらにその集合体を「事業」

ととらえ、その機能や性質などを議論するときは、業務、ビジネスプロセス、事業と

いう言葉をあまり区別することなく用いるものとします。

※�　この定義はハマー、ダベンポート、ケリーなどが考察しているビジネスプロセスの定義です。［�］
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