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超上流工程における業務プロセスのモデル化手法 PReP model 

 

 

要旨 

ITシステム開発の超上流工程では，ビジネス要件から

システム要件を定義する必要がある．その過程で，ビジ

ネス要件とシステム要件とをつなぐ業務プロセスのモデ

ル化を適切に行うための方法が求められていた． 

超上流工程における業務プロセスのモデル化手法と

して，成果物観点によるプロセスモデルである PReP

（Products Relationship Process）モデルの適用を行った．

その結果，超上流工程における業務プロセスのモデル

化方法として適用可能であることが数多くの実業務への

適用を通して確認された．本稿では，超上流工程におけ

る業務プロセスのモデル化方法に関して，実業務への適

用経験から得られた知見を報告する． 

1. はじめに 

現代のさまざまな産業，そして社会の基盤の中で，重

要な位置を占めているのが情報（IT）技術である．IT 技

術は，企業の経営基盤であるばかりでなく，サービスや

商品を顧客へ提供するための重要な媒体でもある．それ

ゆえに，IT 技術への投資は経営基盤としてだけではなく，

企業が取り扱う商品やサービスの品質にも大きく影響を

およぼす． 

企業の ITシステムを中心とした業務改善を目的に，ビ

ジネス・プロセス・リエンジニアリング（BPR）や，ビジネス・

プロセス・モデリング（BPM）といった取り組みが，90 年代

から続けられている．企業がシステム構築に投資をする

目的はビジネスゴールを達成することであり，システムは

それを実現する手段である．ビジネスゴールを達成する

ためには，ビジネスゴールの視点から業務を理解し業務

要件を問い直すことが重要である．企業で利用されるシ

ステム，すなわちエンタープライズ系 IT システムの開発

では，ビジネスと業務の視点から IT システムに対する要

件を定義する必要がある．IPA（独立行政法人 情報処

理推進機構）は，このプロセスを「超上流[1]」と呼び，そ

の重要性を訴えている． 

超上流工程において，ともするとビジネスと業務の視

点から定義されなければならない IT システムの要件が，

システムの実現方法，すなわち設計・構築の視点から見

た仕様の改良案にすりかわってしまう場合がある．さらに，

そもそも，システム要件がユーザ企業内のステークホル

ダ間で合意されたビジネス要件から導出されるものであ

るという前提が，現実には成立しておらず，後工程にお

ける要件の変更や，スコープの変更や拡大，ビジネス視

点，業務視点との乖離という問題が起こる[2]． 

ビジネス要件とシステム要件との乖離原因のひとつに，

両者をつなぐ業務要件の定義の困難さがあり，業務要件

の定義に必要な業務プロセスのモデル化を適切に行うた

めの方法が求められていた[2]．筆者は，株式会社日立

製作所と共に，ソフトウェア開発のプロセス改善のための

プロセスモデル化方法として開発した PReP（Products 

Relationship Process）モデル[3]を業務プロセスのモデル

化へ適用し，その有効性を確認した．さらに，エンタープ

ライズ系システム開発の超上流工程における業務プロセ

スのモデル化手法として，さらなる最適化と高度化とを図

っている．本論文では，超上流工程において業務プロセ

スをモデル化し改善することの意味やその方法に関して，

PReP モデルの適用経験を通して得られた知見をもとに

報告する． 

2. 超上流における業務プロセスモデルの役割 

超上流工程における要件開発の目的は，Barry 

Boehmが「Are you building the right thing?」と問いかけ

ているように[4]，企業の顧客にとって真に価値のある商

品やサービスを提供するためである．では，企業が顧客

にもたらすべき価値の定義から，IT システム構築までの

橋渡しはどのようなものになるべきであろうか． 

2.1. 逆 Vモデル 

システム開発のVモデル[5]は，システム要件定義から

受け入れテストまでの活動の抽象度を表すモデルである

といえる．従来のシステム開発は，構築する ITシステムに

対する要求を受け入れ，解釈し，IT システムの要件とし

て定義するところがスタートであった．システム要件定義

よりも前，すなわち，システムに対する要件を導出するま

でのプロセスは多くの場合，エンジニアリング領域の外に
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置かれていた．しかし，顧客価値を生み出す業務プロセ

スこそが企業の根幹の技術であり，IT システムはそれを

支援し実現するための手段であることを考えれば，システ

ム要件を導出する前の工程は，技術化すべき重要な領

域であると言える．IPA は，システム要件定義よりも前の

工程を「超上流」と名付け[1]，また CMMI では，「要件開

発プロセス」として，エンジニアリングプロセス領域の中に

取り込んでいる． 

超上流の工程における業務プロセスモデルの役割を，

筆者が考案した「逆 V モデル[6]」を使って説明する．逆

Vモデルは，Vモデルへつながる超上流工程を，図 1に

示すようにVモデルを上下反転したプロセスとして表現し

たプロセスモデルである． 

ソフトウェア工学のレイヤモデル[6]では，技術を，A 

quality focus – Process – Methods – Toolsの抽象度で区

分している．レイヤモデルに対応づけると，超上流工程で

定義される ITシステムの要件は，業務を実行するための

特定の方法を支援するためのツールであり，それぞれの

業務の実行方法は業務プロセス上で定義される．そして，

業務プロセスは，企業のビジネスゴールを実現するため

のものとなる．逆Vモデルでは，企業のビジネスゴールの

定義から ITシステムの要件に至る超上流のプロセスを，3

階層の抽象度で次のように定義した． 

 「モノ」のレベル: 業務プロセスを支援する IT システ

ムのレベル 

 「コト」のレベル: ビジネス要件を実現するための業

務プロセスのレベル 

 「カチ（価値）」のレベル: 企業が顧客に提供する価

値を定義するレベル 

 

逆Vモデルでは， 逆Vの右側（ライフサイクルの後半）

は，顧客価値から業務プロセスの設計を経てシステム要

件定義へとつながる Design（設計）のプロセスである．一

方， 逆 V の左側は，現行のシステム，業務プロセスから

価値に至る理解のプロセス，すなわち， Reverse 

Engineeringのプロセスである．Reverse Engineeringのプ

ロセスは，現在の IT システムがどのような業務プロセスを

支援するために作られているか，また，顧客に対してどの

ような価値を提供するために設計されているか，すなわち，

“業務の設計思想（意図）”を理解するためのプロセスで

あるといえる． 

 

 

図 1. 逆 Vモデル．変更対象の理解は左側のリバースエン

ジニアリングになる．何に変えるかは，右側の設計プロセスと

なる．どのように変えるかは，業務プロセス（コト）とシステム（モ

ノ）それぞれ（aと b）で定義される． 

2.2. 逆 V モデルから見た現状の業務プロセスのモデル

化の問題 

逆 V モデルで示したように，業務プロセスモデルは，

システム要件と顧客価値とをつなぐものとなる．これらの

各抽象度レイヤはお互いに独立しており，上位のレイヤ

は下位レイヤへの要件となる．多くのBPRやBPMで見ら

れる問題は，業務プロセスの“モデル化”と，業務の流れ

から見た“システム仕様の記述”とが独立せずに混合して

しまっていることにある．システムへの要件として定義され

るべき業務プロセスが，業務の処理とシステムの機能とし

て並列に記述されてしまう場合が多い．その結果，「なぜ

システムの仕様がそのようになっているか」という，おおも

との要件としての顧客価値や，顧客価値を実現するため

の業務プロセス要件を管理可能な状態に置かずに，シス

テムの仕様を検討してしまうことが起こる．その結果，業

務プロセスの改善や，顧客価値の戦略見直しに対して，

対応するシステム要件へのトレイサビリティが取れない状

態になってしまう．さらに，システム利用者からのシステム

改善要求に対して，問題を引き起こしている根本原因と

なっている業務プロセスや顧客価値に立ち戻らないまま，

個別の要求に対応するする個々のシステム仕様の改善

を行うことになってしまう．このように，いわば不具合に対

するパッチ当てのようなシステムの改修が積み重なること

によって，システムの利用性が低下してしまうといったこと

も起こってしまう． 
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3. 業務プロセスのモデル化 

ところで，「業務プロセス」とは何だろうか．そして，何故

モデル化が難しいのであろうか．図 2 に示すように，企

業というシステムにおいて，企業の有する機能，すなわち

業務を実行するプロセスは常に存在している．問題は，

それが容易に描けないこと，そして意識的に語られてい

ないことにある．逆に，組織を語るときに最も一般的な方

法は，組織の構造を述べることである．例えば，組織には

名前があり，それぞれの役職には肩書きが付いている．

このような組織や役割の構造は意図的であり，意識的で

ある．一方，プロセスはたいていの場合，目に見えない．

そして，意識的に名前がつけられていない場合も少なく

ない．しかし，企業を機能させるプロセスは必然的に，そ

して実際のところ多くの場合は発生的に存在する．なぜ

なら，人と人とが協力すること以外に，顧客に約束した成

果を提供する手段は無いからである． 

 

 

図 2. 組織や役職，機器は見えるが，プロセスは目に見え

ない．しかし，常に存在している． 

業務プロセスは，顧客にサービスを提供するために企

業内で行われる一連の活動として定義される．James 

Martin は，このような業務プロセスを”Value stream（価値

の流れ）”と呼んだ[7]．業務プロセスのモデル化とは，企

業価値を生み出す活動を描き出し，意識的に適用するこ

とができ，そして，プロセスの改善を含め，管理可能な状

態にすることである．このように，業務プロセスのモデル

化は超上流工程を進める上で中心的なものとなる．その

一方で，業務プロセスは，それが発生的であり目に見え

ないがゆえにモデル化，すなわち視覚化が難しいと言わ

れている． 

4. プロセスのモデル化 

プロセスのモデル化に潜む困難さの要因はどこにある

のであろうか．Humphreyらは，プロセスモデルの要件とし

て下記の 3項目を定義している[8]． 

1. 現実に行われている，または行われるべき活動

をモデル化できること 

2. プロセスのモデル化と改善を行うために十分で

あるとともに柔軟で理解が容易であること 

3. 必要とする粒度でのプロセスの洗練が可能であ

ること 

筆者らが適用したプロセスモデル化手法の位置付け

を説明するために，プロセスのモデル化について述べる

とともに，業務プロセスのモデル化方法に対する要件を

整理する． 

4.1. プロセスとは 

プロセスとは，「目的的に捉えることのできる意味を持

つ一連の活動」として定義することができる．人は，活動

を目的的に捉え，それに名前をつけ，対象が持つ機能と

して認識すると言われている[9]．すなわち，プロセスとは，

組織やシステムが持つ機能のことである． 

I. Jacobson が定義しているビジネスユースケースは，

企業というシステムが持つ機能のことであり，企業の機能

として意味のある一連の活動を指す[10]． 

プロセスは，図 3に示すように，プロセスからの最終成

果物を出力として他のプロセスと関連する．この意味から，

プロセスの本質は，その出力であり，プロセスの最終成果

物は，プロセスの目的そのものに対応する． 

 

 

図 3. プロセスの本質は，その出力であり，プロセスの最終

成果物は，プロセスの目的そのものに対応する． 

プロセスは，図 4 に示すように，適用される技術とリソ

ースによって規定される．適用される技術やリソースが変

われば，プロセスも変わる．例えば，熟練者が進める場合

と，未熟練者中心の場合では，最適なプロセスは異なる

ものとなる．さらに，適用される技術が変わることによって

も，プロセスは大きく変わる． 
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図 4. プロセスは，適用される技術とリソースによって規定

される． 

4.2. モデル化とは 

モデル化とは，目的に合わせて現象から本質を際立

たせるように描き出すことである．何を描き，何を描かな

いかが重要な視点となる．現在の業務プロセスをモデル

化する際に描きたいものは，「システムの振る舞い（仕様）」

ではなく，人がシステムと関係しながら進めている業務プ

ロセスの実態である．対象とする業務プロセスが，トップ

ダウンで設計されたにしろ，もしくは，さまざまな経緯の結

果であるにしろ，現在，まさに動いている業務プロセスか

ら，その意図を読み取ることである．つまり，業務プロセス

のモデル化作業は，実態から読み解くという“理解の過

程”である． 

4.3. プロセスのモデル化が難しい理由 

Davenportが「組織の階層構造が，もっぱらある時刻の

断面から責任の所在と報告関係をとらえようとするのに対

して，プロセスの構造は，いかにして組織が価値を提供

するかという動的な視点に立つ」と述べているように[11]，

プロセスのモデル化とは，価値の提供という目的に対し

て，組織を構成するリソースがどのように動的に変化する

かを描くことである．ところが，システムの動的変化を記述

しようとして，多くのモデル化手法が「ビジネスを”ある価

値を持つものを生み出すことを目的としたアクティビティ

（活動）の列”として見るという立場（ワークフロー的視座）」

を持ってプロセスを記述しようとする誤った視点に陥って

しまっている[12]． 

Keen が「人間社会の営みの根幹は活動の調整である」

と述べているように [13]，活動は常に変化する．C. 

Chaplin がモダン・タイムスで描いた固定化された活動は，

人間性を阻害し生産性を引き下げることになった．変化，

すなわち活動の調整こそが人間の柔軟性の現れである． 

現在みられる，もしくは用いられているプロセスのモデ

ル化方法の多くはタスク視点でのモデル化方法である．

タスク視点では，プロセスを描くために，変化する活動を

いかに固定化してとらえて描くかという視点をとることにな

る．そこでのモデル化は，Keen の言う，活動の調整的視

座と対立し，また，人の活動を正確に描こうとすると，「す

べての場合（変化）が描けているのか」という問題に突き

あたってしまう．その結果，多くの業務プロセスモデルで

は，人の活動ではなく，“固定化されたものとしてのシステ

ムの仕様”を記述することになる．活動の本質は“変化す

ること”であり，すべての活動をタスクの視点で描くことは

困難である． 

Keen は続けて「調整は言語に依り，言語は要求と約

束に依る」と述べている[13]．武谷三男が「技術は客観的

法則性の意識的適用」であると定義しているように[14]，

言語化することによって，プロセスを目的的に理解し，意

識的に適用することができるようになる．そしてプロセスが

言語化されることによって，コミュニケーションが，「その人

が果たすべき（プロセス中での）役割に対する期待によっ

て変わる」ことになる[15]．つまり，プロセスを描くことの重

要な側面は，プロセスを“言語化する”ということである．

多くのモデル化手法がそのノーテーションの定義に多く

のページを割いているが，重要なことはプロセスを言語

化する際の“視点”であり，しばしばプロセスモデリングの

中心議題となるモデル化のためのノーテーションは，極

論を言えば副次的な問題なのである． 

4.4. プロセス記述の視点 

プロセスをモデル化する際の視点には，構文視点と，

構造視点の 2 通りの方法がある[16]．構文視点でのプロ

セスのモデル化とは，作業（タスク）に着目してモデル化

する方法であり，プロセスを手続き的な順序関係や時間

的な前後関係によって記述するものである．プロセスが

適度なサイズでかつ固定的であれば，変動の無いプロセ

スモデルとして記述が可能である．一方で，現実の活動

は複雑かつ変動するものであるため，手続きの順序関係

の記述は，複数のタスクが関係し合った複雑さを持ってし

まう．構文視点に対応する構造視点とは，プロセスの中

で作成される作業成果物に着目したモデル化の方法で

あり，Entityベースのプロセスモデル化方法と呼ばれてい

る．Entityベースのプロセスモデル化方法では，一般に，

作業成果物間の関係を記述する．作業が変化しても，構

造の変化が無く，理解性や再利用性などにおいて有効

である．一方で，Entity ベースのプロセスモデル化方法

では，「何を Entityとするか」の定義が重要となる[17]． 
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人は，プロセスを一連の時系列の活動として認識する

ことが容易であるため，多くの場合，タスクに注目した構

文視点でのモデル化の方法が選択される場合が多い．

一方で，現実の活動は状況に応じて変動するため，4.3

で述べたように，構文視点でモデル化を行おうとした場

合，すべての状況を考慮しようとして複雑なモデルになっ

てしまう．さらには，モデル化する際の作業粒度が大きく

ばらついてしまい，例えば，「画面上の一項目を選択する」

といったようなシステム操作の単位と，「受付をする」という

ような目的的なレベルとが混在されて定義されてしまう場

合が多い． 

4.5. 構造視点の特徴とメリット 

上記のような構文視点に対して，プロセスの中で現れ

る実体に着目した構造視点のモデル化は，下記の特徴

を持ち，Humphrey の定義するプロセスモデルの要件の

満足性が高いとされている[17]． 

普遍性 

例えば，Aという中間成果物の生成のために中間成果

物 B が必要であるという中間成果物とそれらの関係は，

そのプロセスに適用される技術と，プロセスを実行するリ

ソースの能力によって決定されるため，技術とリソースが

定義された条件において定義されるプロセス構造の普遍

性は高くなる． 

 

再利用性 

技術とリソースが定義された条件において定義される

プロセスの普遍性は，定義されたプロセスモデルの再利

用性につながる[18]．また，プロセスの再利用は，逆の意

味で，適用技術やリソース能力パターンの再利用につな

がる． 

構造欠陥の発見 

技術とリソース能力を反映しているプロセスモデルから

は，適用されている技術や方法の改善課題発見の高い

容易性が期待できる[19]． 

5. PRePモデルによる業務プロセスのモデル化 

PReP モデルはソフトウェアの開発プロセスの改善と管

理のために開発したモデリング手法である[1]．本手法の

特徴として，下記の 3点があげられる． 

 

1. プロセスモデルを 3 段階の抽象度のレベルで定義

していること 

2. プロセスモデルの基幹をなす中間の抽象度のモデ

ルにおいて，目的指向による Entity base（成果物視

点）での構造モデルを取り入れていること 

3. 理解しやすさに重点を置いていること 

 

以下に，PReP モデルの業務プロセスへの現段階での

適用方法に則して，そのモデル化方法を述べる． 

5.1. 抽象度の定義 

PReP モデルは，図 5 に示すように，概念レベル，実

体レベル，作業レベルの 3段階の抽象度に分けてプロセ

スを記述することを第一の特徴としている．通常のプロセ

スのモデル化手法では，様々な粒度や抽象度の要素が

ひとつのプロセス上に混在して定義されてしまう場合が

多い．このような，粒度や抽象度の混在は，プロセスを正

しく理解し，改善を考える際の阻害となる．PReP モデル

においては，プロセスモデルの抽象度レベルを表 1 のよ

うに定義している． 

 

 

図 5. PReP モデルでは，概念レベル，実体レベル，作業レ

ベルの 3段階の抽象度で定義される． 

 

抽象度 内容 

概念レベル 

ビジネス視点から見た業務プロセスの目的的

定義． 

業務を実行する際のリスク低減の観点から見

た業務プロセス内のサブプロセスの定義． 

実体レベル 
Entity 間の関係によって定義される業務プロ

セスモデル． 

作業レベル 
個々の Entity を生成するための，出力側の

Entityオーナーの作業手順の定義． 

表 1. PRePモデルにで定義している各抽象度レベル． 

概念レベル	

実体レベル	

作業レベル	

ビジネス視点から	
目的的に見た業務	

実体の関係	

作業手順	
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5.2. Entityの定義 

Entityベースのプロセスモデルでは，何をEntityとして

定義するかが重要なポイントとなる．PReP モデルでは，

実体レベルのプロセスモデルで取り扱う Entityを「成果物」

と呼び，図 6 に示すように下記の条件を満足するものを

実体レベルでのプロセスモデルに現れる成果物として定

義している． 

Entity条件 

 他の成果物への入力となる 

 業務プロセス実行の観点から意味のあるチャンク 

 当該プロセスを実行する関係者間で共有され，管

理されている 

 

 

図 6. PRePモデルの実体レベルでのプロセスモデルに現れ

る成果物の定義（実体レベルで取り扱う Entityの条件）． 

5.3. 成果物の種類 

PReP モデルでは実体レベルに表れる成果物（Entity）

に，以下の 3種類を定義している． 

 

成果物種類 内容 

中間成果物 
プロセスモデル内で定義される成

果物 

マイルストーン成果物 

上記の中間成果物のうち，業務を

実行する際のリスク低減の観点か

ら業務プロセス中のマイルストーン

となる成果物 

最終成果物 

業務プロセスからのアウトプットとな

る成果物 

業務のビジネス目的に対応する 

表 2. PReP モデルの実体レベルのモデルの中で定義する

成果物の種類． 

5.4. 成果物間の関係 

実体レベルで定義する成果物間の関係は，表 3 に示

す入力関係と同期関係の 2 つのみである．ノーテーショ

ンを図 7に示す． 

 

成果物間の関係 内容 

入力関係 
成果物間の入出力関係． 

入力側の成果物が確定後に入力される． 

同期関係 

相互に影響（擦り合わせ）をしながら調整さ

れる複数の成果物間の関係． 

変更が相互に影響する． 

表 3. PRePモデルにおける成果物間の関係 

上記の関係によって定義されるプロセスは，プロセス

の静的な構造のモデルである．ノーテーション図 7 で示

される矢印はあくまでも成果物間の構造的な関係である．

一般的なタスク観点による構文モデルで用いられる矢印

が時間的な因果関係を表している（もしくは多義に使わ

れている）点との違いに注意しなくてはならない． 

 

 

図 7. Entity 間の関係には，入力関係と同期関係がある．

入力関係は矢印，同期関係は点線の両側矢印，3 つ以上の要

素の同期関係は点線で囲んで表現する． 

5.5. PRePモデルによる業務プロセスモデルの表記構成 

PReP モデルによる業務プロセスモデルの構成を図 8

に示す． 

 業務プロセスは，組織が有する機能であり，概念レ

ベルモデルとしてビジネス視点から定義される 

 組織内の業務プロセスは，アウトプットとしての最終

成果物の関係によって，他の業務プロセスもしくは，

組織の外部との関係を持つ 

個人	

組織／チーム	

個人で管理される中間成果物、	
共有され管理されていない中間成果物は、	
実体モデルには現れない	



成果物	

成果物	

• プロセス内で他の成果物の入力となるもの	
• 業務プロセスに関係する組織や人の間で共有され、
管理されているもの	

• ひとまとまりの意味のある情報のチャンク	

成果物として定義される	

成果物として定義されない	
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 業務プロセスの最終成果物は業務目的と対応する 

 業務プロセスは，業務を実行する際のリスク低減の

観点からマイルストーン（MS）となる成果物が定義さ

れ，マイルストーン成果物を区切りにサブプロセスが

定義される 

 サブプロセス内のマイルストーン成果物は，同じ業

務プロセス内の他のサブプロセスへの入力となる 

 各成果物は，作業レベルのモデルを持つ 

 

 

図 8. PReP モデルによる業務プロセスの表記構成（作業レ

ベルのモデルは、PRePのスコープ外である） 

6. PRePモデルによる業務プロセスのモデル化

と評価方法 

PReP モデルによる業務プロセスのモデル化の基本的

な手順と，プロセスの評価方法に関して，適用事例から

の知見を合わせながら述べる．ただし，実際のモデル化

の手順は，逐次型ではなく，反復的に進められる学習の

プロセスとなる．また，引き合いの事例は，実際の適用事

例を大幅に抽象化している．また，プロセスモデルの図

は，説明のために簡略化している． 

6.1. モデル化手順 1: 最終成果物の特定と業務プロセ

スの目的と理由の認識 

一般的に，プロセス能力がその目的を満足しているか

どうかは，出力物（プロセスからのアウトプット）と，出力物

の完了基準（Exit-criteria）とがプロセスの目的に照らして

評価される．業務プロセスの定義において最も重要で，

はじめにやるべきことは，対象業務プロセスのビジネス視

点からの目的を理解することである． 

モデル化： 

対象業務プロセスの目的を確認するための効果的な

方法は，「この業務プロセスの最終成果物は何でしょう

か」，「何故，それが最終成果物なのでしょうか」という質

問を投げること，それと同時に「この業務プロセスの（最終）

顧客は誰でしょうか」という質問を投げることである．5.3お

よび，5.5 において述べたように，最終成果物は，ビジネ

ス視点から見た業務プロセスの目的に対応する．つまり，

「要するに何のためのプロセスであるか」ということである．

業務プロセスはその目的を含めて正しく認識されていな

い場合が多い．そのため，具体的に見える実体である最

終成果物が何かを特定し，ビジネス的視点からの意味を

考えることによって，対象の業務プロセスの目的と理由を

理解することが重要である． 

プロセス評価： 

プロセスの評価視点から見ると，最終成果物が，なぜ

最終成果物であるのか，そしてそれを受け取る顧客は誰

なのかを問うことは，モデル化の対象としている業務プロ

セスのビジネス上の意味とその理由の検証になる．最終

成果物とその理由を問い直すことによって，そもそもの業

務プロセスの目的が再認識され，あるべき最終成果物の

定義が変わる場合もある．例えば，商品を顧客に渡すと

いう一般的な業務を考える．このような業務を分析すると

多くの場合，図 9 に示すように，最終成果物は顧客に渡

実体レベル（サブプロセス構造）	

実体レベル/作業モデル	

業務プロセス	

概念レベル	

組織	

業務プロセス	
=	Business	use	case	

業務プロセス	
=	Business	use	case	

業務プロセス	
=	Business	use	case	

customer	

customer	

MS* 
entity	

entity2	

entity4	entity3	

entity1	

業務遂行リスク低減	

サブプロセス	

概念レベル	

組織	

業務プロセス	

業務プロセス	

業務プロセス	

サブプロセス	

MS 
成果物	

成果物2	

成果物4	成果物3	

成果物1	

作業レベルモデル	

最終成
果物	

最終成
果物	

最終成
果物	

最終成
果物	

対応	

サブプロセス	
MS成果物	

外部プロセス	
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すべき「商品」であり，業務プロセスの目的は，「商品をそ

の商品を受け取る顧客に確実に渡すこと」であると定義さ

れる． 

 

 

図 9. 一般的に，最終成果物は顧客に渡すべき「商品」で

あり，業務プロセスの目的は，「商品をその商品を受け取る顧

客に確実に渡すこと」であると定義してしまいがちである． 

一方，ビジネス視点から考えてみた場合，最終成果物

は果たして「商品」であろうか．ビジネスリスクという視点か

ら考えた場合には，商品を「その商品を受け取るべき顧

客に確実に渡した」という「証憑」が重要な最終成果物で

あると考えられる．その証憑を管理することによって，顧

客からのクレームというようなビジネスリスクに対応できる．

つまり，ビジネスリスクを低減するという視点に立った場合

は，図 10 に示すように，受領書といった証憑が最終成

果物になり，業務プロセスの目的も「商品を確実に渡し，

その証憑を管理すること」と定義される．極論を言えば，

ビジネスリスクのみを重視する企業においては，商品が

顧客に渡ったかどうかは重要ではなく，その証憑を手に

入れることが重要となる． 

 

 

図 10. ビジネスリスク（のみ）を重要視する企業では，「証

憑」が最終成果物として考えられる． 

さらに，CS 重視の企業では，証憑はビジネスリスクを

回避するための成果物という意味ではなく，その後のビ

ジネスを継続するための顧客とのつながりと考えることが

できる．最終成果物は「この顧客は，いつ何を商品として

購入いただいたのか，そしてそのときの満足度はどうであ

ったのか」という記録が重要となり，図 11 に示すように，

顧客の「商品受領書」と「サービス満足度評価」が最終成

果物として考えられる． 

  

 

図 11. CS 重視の企業では，「この顧客は，いつ何を商品と

して購入いただいたのか，そしてそのときの満足度はどうであ

ったのか」という記録が最終成果物として考えられる． 

このように，業務プロセスの最終成果物の理由をビジ

ネス視点から評価することは，モデル化対象の業務プロ

セスの正しい理解，さらには，あるべきプロセスの検討に

つながる． 

6.2. モデル化手順 2: マイルストーン成果物の発見とサ

ブプロセスの定義 

業務プロセスは，意識的にも，また無意識的にも，リス

クを管理するために，表 4 に示したリスク度が大きく変化

する箇所にプロセスゲートとなるマイルストーンが設けら

れ，プロセスの実行が管理される．プロセスモデル化の 2

番目の手順は，プロセス中のマイルストーン成果物を見

つけることである．  
リスク観点 内容 

ビジネスリスク 
投入資源の変化や回収リスクなどの経

営的視点からのリスクが変化する場所． 

業務プロセス 

実行リスク 

業務プロセス目的達成に関わるリスクが

変化する場所． 

業務プロセスを実行する際のリスクに

は，主に下記の 4項目がある． 

 技術リスク プロセスに適用される技術のリスク． 

 

 

リソース能力リスク 
プロセスを実行するリソース能力から発

生するリスク． 

コミュニケーション 

リスク 

業務プロセス実行関係者間のコミュニ

ケーションに関係するリスク． 

法的制約 
業務プロセスが関係する法的制約に関

わるリスク． 

表 4. マイルストーンが設定される可能性があるリスク度の

変化要因 

商品	

目的：商品を確実に渡す	

商品	
受取客	

商品	
商品	
受取客	

受領書	

目的：商品を確実に渡し、その証憑を管理すること	

受取証憑	
管理プロセス	

商品	
商品	
受取客	

受領書	

目的：商品を確実に渡し、その証憑とサービスの評価	
を管理すること	

受取証憑	
管理プロセス	

サービス 
評価	

CS管理プロセス	
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モデル化： 

モデル化対象の業務プロセス中の成果物，すなわち，

5.2で定義された Entity条件を満足する成果物を洗い出

したあと，どれがマイルストーン成果物であるかを検討す

る．マイルストーン成果物は，サブプロセスのゲートとなり，

続くサブプロセスへの入力となる．サブプロセス内は，マ

イルストーン成果物への一連の中間成果物群の関係か

ら定義される．そして，マイルストーン成果物が定義され

る理由が，対応する定義されたサブプロセスの目的と理

由となる．図 12 に示したように，表 4で定義されたリスク

観点から，マイルストーンとなる成果物が特定され，定義

されたマイルストーン成果物を作成するためのプロセスが

サブプロセスとなる． 

 

 

図 12. 業務プロセスのリスク観点から，マイルストーン成果

物が定義され，定義されたマイルストーン成果物を作成するた

めのプロセスがサブプロセスとなる． 

プロセス評価： 

サブプロセスは，サブプロセスから出力されるマイルス

トーン成果物によって説明される．定義したサブプロセス

から他のサブプロセスへの入力となる成果物はマイルスト

ーン成果物である．業務プロセスが定義される場合，す

でにある組織や認識されている作業単位をもとにモデル

化が行われ，その中で業務プロセス中のサブプロセスに

相当するプロセス単位が定義される場合が多い．しかし，

業務プロセスを正しく理解するためには，定義されたサ

ブプロセスが正しいものであるかの評価が必要である． 

業務プロセスは，「管理すべき成果物は何か」，「リスク

を管理するためのマイルストーンは何か」という Entity 視

点から定義され，定義された成果物とサブプロセスを要

件として，IT システムの配置，もしくは開発が行われる．

業務プロセスは，作業の視点から定義されるものではなく，

成果物の視点から定義され，定義された成果物の意味を

考えることによってプロセスの妥当性が評価される． 

例えば，図 13 に示すような一般的なサービスの提供

プロセスの場合，ビジネス上のリスクの観点から，“顧客に

よって確定された申し込み”が，続くサービス実行のサブ

プロセスへのマイルストーンとなる．すなわち，サービスを

提供する側で申し込み内容を確定しては行けないという

ことである． 

一般的に，「受付」プロセスと呼ばれるサブプロセスは，

その目的をマイルストーン成果物から考えると，例えば，

図 13 に示すような，申し込みを顧客によって確定しても

らうプロセスになるものがある．同じ「受付」でも，契約処

理系のプロセスでは，来客した顧客の実在性を確認し，

顧客の既契約情報を特定することが“受付”である場合も

あるし，そのあとに続くサービスの種類に応じた顧客の分

類を「受付」と言っている場合もある．このように，すでに

認識されている作業名称からプロセスを定義するのでは

なく，マイルストーン成果物を特定し，その意味を考える

ことによって，プロセスの正しい理解が可能となる． 

 

 

図 13. サービス提供プロセスの場合，ビジネスリスク観点

から，顧客により確定された申し込みがマイルストーンとなる． 

6.3. プロセス化手順 3:業務プロセスのモデル化と理解 

モデル化： 

業務プロセスモデルを完成させるために，5.2で定義し

た Entity条件を満足する成果物を 5.4で定義した成果物

間の関係で接続し，構造化する． 

プロセス評価: 

プロセスの評価視点には「構造的視点によるリスク評

価」と，「意味的視点によるリスクの評価」がある．実際に

は，両方の視点を組み合わせ，作成した業務プロセスモ

デルの全体構造の妥当性を評価する． 

作成した業務プロセスモデルの全体構造の妥当性を

評価するための効果的な方法は，“後ろから前に”成果

物間の関係性とその意味を見て行くことである．最終成

果物から関係をさかのぼり，入力となっている成果物の

理由や意味，妥当性を評価していく． 

構造的視点によるリスク評価には，同期関係で発生し

サービス提供プロセス	

顧客	

企業	

申し込み	

サービスの	
実行プロセス	

申し込み 
内容	

目的：顧客から申し込みを受ける	
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やすいコミュニケーションリスクやボトルネックの評価など

がある．図 14 に示す例では，ひとつの成果物に入力が

集中していることによって，当該成果物がプロセス全体の

ボトルネックになる可能性があることが予測される． 

 

 

図 14. ひとつの成果物に入力が集中することによって，当

該成果物がプロセス全体のボトルネックになる可能性がある． 

意味的視点によるリスクの評価は，「何故，その成果物

が入力として必要なのか」を“後ろから前方向に”検討す

ることによっておこなう．例えば，図 15 に示す例のように，

B を生成するプロセスにおいて，熟練者では A を入力と

して B を生成するが，未熟練者では，Aから B を生成す

る際のリスクが高くなる場合がある．このような場合，リスク

管理の観点から A から B への中間状態をとる成果物 C

が，Bへの入力として定義されている場合がある．このよう

に，リソース能力や適用技術の視点を持って入力関係と

なっている成果物の理由を考えることにより，何故その成

果物が必要とされているかがわかる． 

 

 

図 15. 未熟練者においてAからBを生成するリスクが高い

場合，リスク低減として中間状態としての Cが定義される． 

7. 業務プロセス改善の意味と今後の課題 

業務プロセス改善の目的には２つある．ひとつは，「プ

ロセス（生産的過程）の安定性を高めること」．もうひとつ

は，「より高い品質のものを作ることができるようにするた

め」である．企業というシステムの継続可能性を高め，社

会に対して価値のあるものを提供し続けることができるた

めには，「組織」や「役職」と言った“目に見えるもの”では

なく，業務プロセスに視野を置いて，企業の機能を評価

し吟味する必要がある． 

株式会社日立製作所との適用研究をふまえ，今後，

モデル化の方法と評価，そして改善方法をさらに洗練さ

せ，プロセスモデルの視覚的な理解のしやすさ，わかり

やすさ，理解し考えることの楽しさといった表現方法の洗

練化を検討している．また，プロセスの定量的評価や，形

式的評価，シミュレーション機能のツール化なども検討し

ている． 
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