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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

 

 

このコラムは、「ビジネスアナリシスとは何か」をその本質からやさしく理解してもらうことを目的

として 2012 年 6 月から 2014 年 12 月にわたり IIBA 日本支部のホームページに 68 回にわたり

連載されたものを、このたび集約再編集して公開するものです。 

ビジネスアナリシスという言葉は難解な印象を与え、わかりづらいという多くの声をうけ、わかり

易くその本質を説明しようとするのが本コラムの目的です。その原点は日常生活におけるいろい

ろな課題解決の思考方法と類似であって何ら難しい理論も技術も必要としないことであり、その事

実を分かり易く説明することを試みています。日常のビジネス課題解決の現場での思考方法とし

て誰もが容易に活用できるものであることを理解して頂けることを期待しています。 

執筆してから時間が経っていますが、内容はビジネスとビジネスアナリシスの基本的な概念に

関するものですから、本質的な思考概念は変わっていませんので敢えて原文のままにして再掲し

ます。高度情報技術の普及や社会のデジタル化が進んでいますが、その中の課題解決において

もビジネスアナリシスはあらゆる分野で思考と行動の品質と生産性を高める効果的な概念です。 

 

文章には専門用語を避け、日常の言葉で表現し、理解を容易にすることに努めています。内容

は平易で理解は容易ですが、ビジネスアナリシスの本質を深く説明しています。これからビジネス

アナリシスを理解しようとする方々だけでなく、ビジネス経験の深い人達にも真のビジネスアナリ

シスの認識を深めて頂けることを期待しています。同時に、ビジネスアナリシスの概念は日常の

あらゆる課題解決の対応に活用できる無限の可能性を持っていることを認識して頂きたいと思い

ます。 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. はじめに  

 

・日常の生活において、私たちはいろいろな課題や問題に直面し、それらを解決しながら暮らして

います。 ビジネスの世界においてもその状況は同じです。 日常の生活とビジネスの世界では、

問題の性格は全く異なるように見えますが、課題や問題の基本的な現象、その発生原因、それら

の解決策などは本質的にほとんど同じなのです。 このようなどこにでもある課題や問題の解決

方法がよく整理された一連の形であるならば、効果的に課題や問題を処理できるはずです。（続

きを読む→） 

 

・ビジネス上のいろいろな課題や問題を分析し、その解決方法を検討するための手法として「ビジ

ネスアナリシス」と言う概念が注目されていますが、なにか専門的で難しい問題解決の手法であ

るかのような印象を受けますが、日常生活での課題や問題における解決の判断や行動と本質的

になんら変わらないということを理解してしまえば、身近な問題解決の方法だと理解できるのでは

ないでしょうか。 事実、ビジネスアナリシスは難しいものではなく、日常どこにでもある問題解決

の方法であって、その多くは誰もが無意識のうちに日常の生活や仕事の中で実行しているのです。 

そのような方法や考え方を利用に便利なように体系的に纏めたものであると考えてください。 

・課題や問題というとなにか問題が発生した時への対応だけなのかというイメージがあるかもしれ

ませんが、今後の計画の構築、ビジネスの戦略や変革、変化への対応など、いろいろな課題や

ビジネス上のいろいろな課題や問題を分析し、その解決方法を検討するための手法として「ビジ

ネスアナリシス」が注目されています。 ビジネスアナリシスというと専門的で難しい問題解決の手

法であるかのような印象を受けますが、日常生活での課題や問題解決の判断や行動と基本的に同

じであるということを理解してしまえば、身近な方法だと理解できると思います。 事実、ビジネスア

ナリシスは難しいものではなく、日常どこにでもある問題解決の方法であって、その多くは誰もが無

意識のうちに日常の生活やビジネスの中で実行しているのです。 ビジネスアナリシスとはそのよう

な方法や考え方を体系的に纏めたものであると考えてください。 この方法を、ビジネスのあらゆる

場面に適用することによって、効果的かつ効率的に課題や問題を考え、解決することができます。 

このコラムは、ビジネスアナリシスとは何か、どのように活用すればよいかをわかり易く説明し、読

者の皆さんと一緒に議論し、考えていくことを目的としたものです。 ビジネスアナリシスを実際に活

用していく視点から、その考え方、適用方法や課題などを広くカバーしていきたいと思います。 



2 

 

計画を考えるときにも積極的に活用できます。 そのような対象となるテーマを纏めて「課題や問

題」とよぶことにします。 自宅を新築しようとするとき、新しい製品や事業を開発しようとするとき、

経営に変革を起こそうとするときなどにも、その計画から実行まで同じ方法で考え、実行できるの

です。 

・このコラムは、このようなビジネスアナリシスの基本をわかり易く理解していただくためのヒントで

す。 ビジネスアナリシスの原点と本質に焦点を当てて説明してゆきたいと思います。 断定的な

表現を避けて、読んでくださる皆さんと一緒にビジネスアナリシスとは何かを考えていく材料を提

供していきたいと思います。 内容に対して自由に議論し、反論していただいて構いません。 読

者の皆さんに自分なりのビジネスアナリシスの概念をしっかりと持っていただくことができれば、こ

のコラムの目的は達成したと思います。 ビジネスアナリシスとはそんな柔軟なものであってよい

というのが私の考え方です。 経営やビジネスの実務に役に立つことが目的であって堅苦しい定

義や約束や境界や限界を作る必要は全くありません。  

・ビジネスアナリシスは柔軟に利用できる課題や問題解決、ビジネスの変化への対応、改革や変

革の立案から実行までの一つの手段であって、その利用方法は使う人の自由な選択に任せられ

ています。 ただ、ビジネスアナリシスを実践すればすべての問題が解決できるとは思わないでく

ださい。 ビジネスアナリシスはあくまでも方法論です。 利用する人の知識や経験、能力やアイ

デア、分析や判断、そして何よりも実行しようという意識と努力によってその結果は決まります。 

視点を変えて見れば無限の可能性をもっていますが、その結果は実行する人に大きく依存します。  

・このコラムが対象とする読者は、ビジネスアナリシスに関心を持たれるトップマネジメントから、ビ

ジネスアナリシスを実践しようとする現場の人達までのすべてを含みます。 ビジネスアナリシス

の概念を戦略的に経営に活用しようとするトップマネジメントの方々、事業やマネジメントの効果

的な課題解決を展開しようとする事業部門や管理部門のマネジメントの人たち、全社の業務革新

や改革を立案しようとされる企画や戦略部門の人たち、経営情報システムの再構築や革新をは

かろうとされる情報担当役員からシステム部門のマネジメントの人たち、顧客や利用者のために

効果的なシステム開発とサービスの提供をしようとされるシステムエンジニア、その他ビジネスの

システム改革を意識されているあらゆる人たち、そして日常生活におけるいろんな課題や問題を

解決しようとする人たちすべてがビジネスアナリシスの理解を深めるために役立つことを考えてい

ます。 また、企業に働く人たちだけではなく、行政機関、公共団体、非営利組織、教育機関、研

究機関、病院、介護施設、組合、クラブ活動、ボランティア活動、地域活動、各種プロジェクトなど

あらゆる組織で活躍する人々の活用を期待しています。  

・そのような広範囲な層の方々に容易に理解していただくために、記述はできるだけ分かりやすく

することを心がけます。 専門用語の使用をできるだけ避けますが、よく使われる言葉は説明をつ

けたうえで使います。 優しい表現に心がけますが、記載内容についてはビジネスアナリシスの

本質を理解するために妥協をせずに基本的な内容をできるかぎり織り込みますので、ビジネスア

ナリシスの概念を理解し、実務への適用における必要事項は十分にカバーされると考えてくださ

い。 ビジネスアナリシスを専門とする人たちがビジネスアナリシスの本質を考えるときの参考に
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もなり、チェックリストとしても役立つと思います。  

・ビジネスアナリシスに関する記事や書物の多くはその手法や技術を中心に書かれていますが、

ここではビジネスアナリシスとは何かということの理解、ビジネスそのものの正しい把握、ビジネス

を取り巻く環境の認識、ビジネスアナリシスを実行する人の意識や認識、そして実行能力の育成

などがビジネスアナリシスを実践するうえで大切であることを述べたいと思います。 専門的技術

体系や特定分野への適用などに興味のある方はそれぞれの専門書を研究してください。 

・ビジネスアナリシスを活用しようとする人たちには情報システムの開発や運営にたずさわる人た

ちが多いと思われます。 そのような人たちのために、情報システムに関する課題や問題の発生

とその背景や解決についてビジネスアナリシスの視点から少し詳しく後半に述べたいと思います。 

情報システムを使う人とシステムを作る人の両者の視点からいろいろと課題の議論をしたいと思

います。 どちらの立場にいる人々も相手の立場から課題や問題を認識することが大切だからで

す。 ビジネスアナリシスでは最後は人と人との関係と理解が鍵になります。 

 

・このコラムの構成はおおよそ次のような内容を考えています。 システム概念や技術は常に変

化していますので、途中でより良い概念やアイデアがあれば変更をするかもしれません。 コラム

全体を構造化して、部分的に読んでも理解しやすいように、また順次蓄積していけば一つのまと

まった概念のテキスト、あるいはガイドラインとして利用できることを考えています。 時折、関係

する話題を反映したトピックの挿入も考えます。  

 

■記載内容の構成 

・このコラムの記載内容は大きく次の内容から構成していく計画です。 

 

１． はじめに 

２． ビジネスアナリシスとは何か 

３． ビジネスの現状とその環境を正しく認識する 

４． ビジネスアナリシスを推進する環境の構築 

５． ビジネスアナリシス実行の全体計画 

６． ビジネスアナリシスのプロセス 

７． ビジネスアナリシスの手法と技術 

８． 情報システムとビジネスアナリシス 

９． 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

１０． 経営情報化意識の育成と適応能力の向上 

１１． ビジネスアナリシスとＢＡＢＯＫ®（注１） 

 

次回から具体的な議論にはいって行きましょう。 
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◇◆◇ 

 

(注 1)：上記の「記載内容の構成」は本コラム開始時点での予定で、最初の計画では、ＩＩＢＡ® 

(International Institute of Business Analysis)が出版している知識体系ガイドであるＢＡＢＯＫ®

（Business Analysis Body of Knowledge)（Version 2）の概要を紹介する予定でしたが、その改訂

版(Version 3)が公開されることがわかり、記載内容にも大きな変更があることが判明しましたの

で、ここで取り上げることをとりやめました。その結果「11．ビジネスアナリシスと BABOK®」は記載

できませんでした。 

ビジネスアナリシスの手法や構成要素の知識体系を理解したい方は、現在ガイドブックとして

BABOK®(version 3)（日本語版）が IIBA 日本支部により翻訳出版されていますので、そちらをご

覧ください。 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２回） 

 

2. ビジネスアナリシスとは何か  

2.1 ビジネスアナリシスの原点は日常生活における課題解決  

 

・ビジネスアナリシスとは何かということをこれから議論し、理解していきたいと思います。 ビジネ

スアナリシスとは何かという概念についての明確な定義はこれまでにはないと言ってよいと思い

ます。 利用する人や場面や目的によって、またとらえる視点によって種々な定義がされています。 

ビジネス上の課題や問題についてその対象と目標を明確にして、どう解決するかを決め、どう実

行するかという一連の手法の体系概念であると言えばよいでしょう。 ここでビジネスという言葉に

ついてもその対象は、企業の経営活動でも、公的な組織の運営でも、学校や病院の運営でも、ス

ポーツチームの活動でも、あるいは地域活動でも、家庭内の課題や問題でも、なんでもかまいま

せん。 構わないというのは、その解決に同じ考え方や手法が利用できるということです。 （続き

を読む→） 

 

・その実行対象について、何をしようとしているのかを明確にし、現実はどうなっているのかを調

べて理解し、どうしたいのかという目標を設定し、その解決の戦略を考え、実行計画を立て、処理

の方法や手順を選択するなどいろいろな実行内容がありますが、その具体的な手法や技術の選

択や組合せは全く自由です。 その中には、組織を再編成したり、業務プロセスを変更したり、実

行ルールを変えたり、情報システムを構築したり、内容は千差万別です。 ビジネスアナリシスの

対象とする範囲については、計画の策定からその実行、結果の分析や評価、必要な場合にはそ

の修正までを含むこととします。 アナリシスという言葉のニュアンスから、現状分析や実行計画

の構築と計画の妥当性の評価までという考えもあるようですが、計画を策定しても実行してその

成果を確認しなければ意味がありませんので、計画から実行までの一連の行動とその結果の評

価までのすべてを含むと考えることが妥当だと言えます。 

 

■ビジネスアナリシスの原点は日常生活における課題や問題の解決 

・ここでは、ビジネスアナリシスは何ら難しい概念ではないことを示し、その基本を理解するために、

私たちの日常生活における課題や問題の解決はビジネスアナリシスそのものであることを説明し

たいと思います。 日常生活における種々な課題や問題解決の方法と、ビジネスにおける課題や

問題解決の方法とは基本的にはほとんど同じなのです。 

 

■日常生活では課題解決の連続 
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・日常の生活において、私たちはいろいろな課題や問題に直面しそれらを解決しながら暮らして

います。 ビジネスの世界においてもその状況は同じです。 日々の生活とビジネスの世界とでは、

問題の性格は全く異なるように見えますが、規模や複雑さは異なるかもしれませんが、問題の基

本的な現象、その原因、それらの問題の解決方法などは本質的にほとんど同じなのです。 

・具体的に言いますと、日常生活における課題や問題が発生した時、まず何をしようとしているの

かを認識し、何が起こっているのかを理解し、その現状はどうなっているのかを調べ、その原因は

何なのだろうか、解決の目標をどこに置くか、どうやって解決しようか、誰が実行するか、いつまで

に完了しなければならないか、実行の結果としてうまくいったのだろうか、などを家族と一緒に考

え、議論しながら進めています。 家族の誰かがすべてを決めて全員がそれに従う場合があるか

もしれませんが、その判断には同じような論理的なプロセスが潜在的に実行されているはずです。 

場合によっては、解決のために試行錯誤を繰り返していることもあります。 課題が簡単な場合に

は頭の中でかなりの部分を処理しているので表面にはこのような詳細は見えないことが多いでし

ょう。 これらの一連の思考や実行の手順や手法はビジネスの世界においても全く同じです。 

・例えば、家庭における次の休日の行動計画、夏休みの旅行計画、家具や備品の購入、自宅の

建て替え計画、子供の教育とその費用計画、スポーツの上達、自治会の活動など、どれをとって

も一つ一つが課題解決テーマです。 

・これらの課題をビジネスの世界に置き換えてみれば、業績の向上計画、海外事業所の訪問、設

備や材料の購入計画、新しい工場の建設、従業員の能力向上教育、生産技術の向上、業界活

動の支援などどれも類似の行動があります。 

・このような計画型の問題ではなく、家庭において、家計の収支バランスが悪くなった、子供の学

校の成績が思わしくない、趣味のスポーツの調子が悪い、体調がすぐれない、など徐々に問題が

蓄積する課題に対する対応策を考えなければならないことも数多くあります。 また、怪我をして

入院しなければならないなど緊急な問題が発生することがあります。 

・ビジネスの世界でも同様に、収益が悪化している、売り上げが低迷している、製品シェアが低下

しだした、業務効率が悪くなった、新製品の開発が遅れている等々の顕在化した問題への対応は

常に発生します。 また、納入製品の不具合、生産設備の故障、労働災害などのような緊急処理

が必要な問題が発生することがあります。 このように日常生活においても、ビジネスの世界にお

いても、毎日が課題や問題の連続であって、それらの形態や具体的内容は極めてよく似ています。 
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      図 2-1 日常生活とビジネスの類似性 

 

■日常生活の課題とビジネスにおける課題や問題の基本形態は同じ 

・課題や問題はその発生現象の形態によっていくつかのパターンに分けて考えますと現象の理解

や解決の議論が容易になります。 そのようなパターンも日常生活とビジネスにおけるパターンと

はほとんど共通です。 日常生活での課題や問題とビジネスにおけるそれらとは規模や複雑性が

異なることはありますが、基本的には人間関係がからむ問題、組織が関係する問題、金銭が関

係する問題、知識が関係する問題、実行能力が関係する問題、習慣や規則が関係する問題、あ

るいは長期的な問題、短期的な問題、相手との競争の問題、環境に影響される問題、等々いろ

いろなパターンに分けて考えるとその原因もきわめて類似であることがよくわかります。 ビジネス

においては、これらの要因が複合的に絡むことが多く、規模と複雑性は異なりますが、問題の本

質を見つけることにおいては同じパターンの中では類似であると考えることがよいでしょう。  こ

の本質、すなわちここでは起こる現象の本質的な形態が同じであるということが理解できれば、無

数にある課題や問題を、典型的なパターンにおける課題や問題に集約できる類似性の利点を生

かし、解決の手法を汎用的に利用することによって、ビジネスアナリシスの効率的な実践に活用

できることがわかります。 

    

■課題の背景環境や問題の発生原因も類似 

・日常生活における課題や問題がビジネスにおける課題や問題と本質的内容で同じであるという

ことは、その発生背景や原因もきわめて類似しているということは容易に想像できます。 発生す

る課題や問題をその特徴からパターンに分類するとその類似性が理解しやすくなることを述べま

したが、類似の課題や問題は類似の背景環境や原因をもっています。 問題解決にはその発生

原因や背景を知ることがまず必要ですが、類似のパターンから頻度の高い発生原因を知ることに

より、原因追及のプロセスが効果的に実行できることは大きな利点です。 逆に利用するならば、

問題となる事象を発生させないためには、予防策として事前に原因をつぶしておくことができます。 

ただ、注意するべきことは、パターンから得られた原因を先入観として固定概念としてしまい、原
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因追及の柔軟性を失わないことです。 とんでもない原因が隠れていることも少なくありません。 

 

■課題や問題の解決の手法も類似 

・ビジネスアナリシスに利用される分析、評価、解決などの手段や手法は特有なものは何もなく、

すべて一般ビジネスの問題解決に用いられている手法そのものか、それらの組み合わせです。 

ビジネスアナリシスとは、どこにでもある方法をどう選択し、どう組み合わせて使うかのエンジニア

リングでもあります。 

・ビジネスの世界ではより複雑な要素が絡み合っていて、問題解決を難しくしていると言えますが、

解決においては同じ手段をどう適用していくかという応用問題にすぎません。 大きな問題や複雑

な問題は、部分に分けていけば単純な問題の組み合わせです。 それらが原因や結果となって

絡み合っています。 問題の現象とその解決のメカニズムは類似なのですが、そこでは簡素な手

法もあり高度な手法もありますが、なかなか解けない問題もあります。  

・ここ理解しておくべきことは、ビジネスの課題や問題解決には日常の問題解決と比べて難しい特

別な手法があるのではないということで、あるとすれば規模の差、複雑性、多くの組織や人が関

係することの差でしょう。 その差が重大なのだと考える人があるかもしれませんが、問題を解決

するというプロセスの本質は同じだということを理解してください。 その上で各場面に応じて適用

する具体的な手法や技術の使い方が規模や複雑性に応じて異なるだけです。対象とする課題に

対して課題解決のための典型的な手順を実行し、見落としがないかを確認し、発生が予想される

障害を回避したり事前に処理したりしておくなど、経験されたパターンに照らして実行していくこと

を、ビジネスアナリシスで有効な種々の手法に従って考えればよく、その中には何ら難しい思考

方法があるわけではありませんから、易しく考えればよいのです。 易しく考えるということは安易

に考えるということではありませんので誤解のないようにしてください。  

・日常生活での問題解決ではビジネスで実行するのと同じ現状認識や分析評価を無意識のうち

にやっていることが多いので簡単に見えるのです。 食卓で家族全員が夏休みの計画について

話し合うことは立派な課題解決のための議論です。 家族旅行の日程計画の作成には、まずど

んな旅行をしたいのかに始まり、目的地の選択と概略日程から凡その計画を描き、交通機関を調

べ、ホテルを検討し、具体的な日程計画とそれぞれの旅先で何をするかの計画を組み、必要によ

っては宿泊先との交渉をして旅行全体の費用計画を作成したりしますが、ビジネスにおけるプロ

ジェクトの工程計画作成と基本的には同じことを実行しており、その背景にはいろいろな調査と検

討結果による判断、あるいは議論の結果の裏付けがあります。 日常生活における問題では紙と

鉛筆、あるいは表計算ソフトで処理できたものが、大規模なビジネス上の課題では、大量のデー

タを大きなソフトウエアを動かさなければならないことがありますが、そこにある違いは、量的ある

いは複雑性の相違からくる処理方法の差であり、基本的な問題解決の考え方には大きな違いは

ないと考えて構いません。 

・ビジネスにおいては大きな問題に対して取りまとめていく能力を持った人材が要求されますが、

問題の大小によらずその解決の基本思想は同じであって、それらをいかに理解し実行できる能
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力を持っているかが鍵です。 基本的で規模の小さな問題で本質を理解しておくことや、基本的な

課題や問題解決の経験の蓄積が大きな問題への対応能力の基礎になりますがそのような人材

の育成は、日常生活において親の計画を手伝いながら子供たちが能力を身につけていくのと同

じです。 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３回） 

 

2. ビジネスアナリシスとは何か  

2.2 ビジネスアナリシスにおける「課題」と「問題」  

 

・ビジネスアナリシスを考える上で、その対象となるテーマや現象、あるいは実行目標とする対象

などを明確にしなければなりません。 それらには大きく分けて二つのパターンがあります。 その

一つは、こんなことをしたいとか、こうしなければならないというような将来に対する希望や願望、

もっと積極的に言えば戦略、方針、計画、などです。 もう一つは、すぐに何とかしなければならな

い現象への対応です。  

・これまでに定義をしないまま「課題や問題」という言葉を使ってきましたが、このような二つの現

象のうち前者を「課題」、後者を「問題」、その両者を含めて「課題や問題」と呼ぶことにします。 こ

れらの二つの現象は、その対応への方法が異なるように思われますが、これから述べていくビジ

ネスアナリシスに関しては、基本的には同じ考え方の組み合わせで対応できますので、敢えて分

けることはしないで「課題や問題」としてひとくくりにして議論したいと思います。 ただ、実行される

機能要素、すなわち一つの作業のかたまり、の組み合わせと重要性の重みや要求される実行の

スピードが具体的な対象となる課題や問題によって異なるだけであると考えてください。 場合に

よっては機能要素の実行順序が変わることがありますが、要素の内容は同じだと考えて構いませ

ん。（続きを読む→） 

 

■「課題」 

・日常生活においても、ビジネスにおいても、こんなことをしたい、実現したい、またはこのように変

えてみたいというようなテーマや目標がいろいろとあります。 それらは概念であったり、行動であ

ったり、具体的な物であったり、その形態はまちまちです。 例えば、家庭において将来はこんな

生活をしたい、こんな家を建てたい、あるいは家族でこんな旅行をしたい、子供たちはこんなこと

を学んで将来こんな仕事をしたい、等々の夢や計画があります。 同じようにビジネスにおいても、

経営計画、事業計画、業務革新、新しい製品やサービスの開発、海外事業の充実、組織計画、

新しい分野への参入、新らしい工場の建設、システムの開発、人材の育成、などいろいろな計画

や実行テーマがあります。 それらの中には、行動的にはネガティブなものも多くあります。 例え

ば、事業の縮小や撤退、部門の売却、製品の廃止、組織の縮小、人員の削減、などですが、それ

らは経営上のポジティブな結果を得るための手段であることが多く、昨今ではむしろ積極的に活

用される手法と言えます。 その他に、企業統合や買収、部門事業の独立分離、他組織とのアラ

イアンス、技術提携、事業委託などの形態もありますが、いずれも高度な戦略による経営上の可
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能性や機会を実現することを目標にしています。 

・このような企業規模で実施するもののほかに、もっと具体的な「課題」テーマが日常のビジネス

には山積されています。 具体的には、売上拡大、原価低減、間接費削減、在庫縮減、回転率向

上、納期短縮、顧客サービス強化、生産性向上、流通コスト削減、省エネ、環境対策、などは典

型的ですが、これらを実現するためにさらに具体的な種々の「課題」が組合せられます。 

・これらのテーマはこんなことをしたいという基本的な思想から直接設定される場合と、何らかの

目的を達成するための手段として設定される場合とがありますが、設定の経緯に関係なく対応の

方法は基本的には同じです。 

 

■「問題」 

・「課題」に対して、短期的で緊急性を持って対応しなければならない対象を「問題」と呼ぶことにし

ます。 「課題」の中にも緊急性の高い課題もあり、その境界は不明確であって、課題が問題に変

化する場合もありますが、その違いはあまり厳密に考える必要はなく、柔軟に考えてかまいませ

ん。 

・典型的な「問題」は、予期しないで突発的に起こる事象でその多くはいわゆる事故の類ですが、

昨今では急激な経済変動や市場の変化に関連して起こる事象も多々あります。 いずれにしても

短期的に判断し対応をしなければならないことが共通点です。製品の故障や事故は典型的なも

のですが、自然災害による被害や事故などもこのカテゴリーに属しますが、その対応策は短期的

なものと新たな「課題」となる長期的なものとがあります。 

・「問題」において特徴的なのは現象がまず観測されることです。 現象は兆候をもって徐々に表

れる場合もありますが、顕著な現象が突然観測されることが多いと言えます。 兆候が観測され

た場合には即時にその対応策を検討して拡大の防止策や悪化の回避策を講じることが必要にな

ります。 

・「問題」における特徴は何らかの原因があり、急激に変化していることです。 あるいは、長期間

潜在しながら蓄積していた原因がその限界を超えた時点で突発的な現象として現れる場合もあり

ます。 原因は複数であることや原因が階層的に存在して複雑に因果関係が絡まっていることも

多く、それらの相互作用が結果として現象として現れます。 「問題」への対応はこの原因を突き

止めてその根源を断つことが必要ですが、原因がなかなか掴めないこともよく起こります。「問題」

の解決には即時的に解決することが困難な場合が多く、拡大防止や応急処置的な当面の解決と、

再発防止を含む恒久処置的な解決策との二段階の対策が取られることが多いと言えます。 ここ

での恒久処置的な解決策は新たな「課題」の対象になることがあります。災害発生後の復旧と復

興の問題は、最終結論に至るまでにはリスク評価と判断を含むさらに多くの課題や問題から構成

される大規模な事例の典型例です。 

・課題を解決しておけば問題の発生を回避できることと、課題を放置すると問題に発展することが

あることをよく認識しておくことが大切です。 
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            図 2-2 課題と問題 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４回） 

 

2.  ビジネスアナリシスとは何か  

2.3 ビジネスアナリシスとは「課題や問題を解決すること」  

 

・ビジネスにおける課題や問題の解決は専門的で難しい概念ではなく、日常生活での課題や問

題解決での判断や行動となんら変わらないということを述ましたが、事実、ビジネスアナリシスは、

日常どこにでもある問題解決の方法であって、その多くは皆さんが日常生活の中で無意識のうち

に実行しているのです。 

・「ビジネスアナリシスとは何か」ということについては、いろいろな視点からの意見があって、定ま

った定義はないように思われます。 それらの中にはビジネスアナリシスとは要求のエンジニアリ

ングであるとするもの、組織に変革を可能とする解決策を与える手法とするもの、計画と管理の

方法であるとするもの、問題解決策の策定と評価と検証であるとするもの、問題解決法を関係者

の間で理解や共有するための手法や技術の集まりであるとするものなどいろいろな解釈がありま

すが、いずれもビジネスアナリシスの一つの視点からみた表現であって、全体の機能概念の一部

を表しているにすぎません。 ビジネスアナリシスはあくまでも課題や問題を解決するための手段

であって目的ではありません。（続きを読む→） 

  

・簡素に理解するために、ここではビジネスアナリシスとは「課題や問題を解決すること」あるいは

「課題や問題を解決する一連の行動」だと考えたいと思います。 先に述べましたが、「課題や問

題」とは何かという議論があるかもしれませんが、「課題」や「問題」を持つ対象であれば、何でも

構いません。 解決するべき目的があるものならば何でもよいのです。 ビジネスアナリシスの目

的は「課題や問題を解決すること」であってそのためには現状を知り、分析し、議論をしてその場

面や目的に適した方法を選べばよいのです。 難しい技術はなにもなくてもかまいません。 日常

使用しているいろいろな方法の組み合わせでも十分に実行可能です。 日常生活においても、ビ

ジネス活動においても同じように遭遇する課題や問題を解決するための一連の活動をビジネスア

ナリシスと呼ぶことができます。 高度な手法や技術を利用できれば実行の選択肢が増えますが、

高度な手法がより良い結果を生むとは限りません。 

・どうやって課題や問題を解いていくかをこれから議論してゆきます。 議論の中からアイデアが

生まれ、より良い解決方法が見つかるでしょう。 このコラムはビジネスアナリシスの入り口である

と同時に終着点でもありたいと思います。 終着点は読者の皆さんそれぞれが自分のビジネスア

ナリシスの概念を作っていただきたいのです。 
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        図 2-3 ビジネスアナリシスとは何か 

 

■なぜビジネスアナリシスなのか 

・このように課題や問題を解決することは日常に行われているのならば、なぜ敢えてビジネスアナ

リシスと呼ばなくてはならないのかという疑問を持たれるかもしれません。 いつもやっている易し

い方法であればわざわざ難しい議論をする必要はないだろうという意見もありそうです。 確かに

自由な発想で実行してさしつかえありませんが、課題や問題の解決方法は無数にありますから、

それらをまとめて、経験の蓄積に基づいた方法によって一つの体系化した概念を構成して活用す

ることにより、効果的に多くの知識やノウハウを共有することによって効果的に実行できる利点が

あることがわかります。 

・発生する課題や問題の形態はいろいろな形がありますが、それらを解決するための手順や手法

はほぼ類似の行動や処理要素の組み合わせでできています。 必要な都度その処理方法を考え

ることは容易ではありませんが、解決方法をビジネスアナリシスの手法として体系化して処理要

素をその利用手順と共に纏めておけば、それらの組み合わせにより実務への対応が容易になり

ます。 問題ごとに過去の実例や経験から類似な問題を参照してゆけば容易に解決策がみつか

ります。 ビジネスアナリシスはそのような手法や知識や技術のかたまりですから、その利用によ

り課題や問題解決の手順の構築が容易になるばかりではなく、計画上の見落としがなくなり、原

因の追究や対応策の構築も容易にできるようになります。 また、ビジネス上のあらゆる課題や

問題の処理を誰もが標準的な概念や手法で実行できるようになりますし、異なった分野の人たち

が同じ言葉で議論できるようにもなります。 さらに、ビジネスアナリシスを実行する人たちが持っ

ている知識、能力、手法、経験などを共有することにより、ビジネスアナリシスに携わる人たちの

議論をし易くすることもできます。 また、知識を共通化することによって、専門家としての知識や

認識の評価基準とすることも可能であって、能力認定の制度を設けることや、客観的な個人の能

力判断の基準としても有効です。 
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図 2-4 なぜビジネスアナリシスなのか 

 

■ビジネスアナリシスのもう一つの効果 

・ビジネスアナリシスは課題や問題を解決する身近な方法であるということを意識しますと、身の

回りのいろいろな課題や問題に興味がわいてきます。 これまでならば見過ごしていた現象、ある

いは日頃常識と思っていた事象に関心を持ち、何かおかしいとかもっと良くなるはずだという意識

をもって業務プロセスや業績結果を見るようになります。 これは、ビジネスアナリシスの習慣が

身につくことでものの見方が無意識のうちに疑問をもって考えるように変わるのです。 その対象

は、経営の状況に関することもあり、ビジネスのプロセスに関することもあります。 このように常

にビジネスの現場や状況に関心を持つ習慣が育成されますと、それが組織の文化となり、問題

の発生を予防し、更なる業務効率の向上が進むなど、業務改革のための計画をあらためて立ち

上げなくても自然に改革が進んでいく経営文化が定着します。 このような文化は、教育として目

的を定めて育成しようとしても難しく、ビジネスアナリシスの習慣を身につけることで自然に定着す

るものであって、ビジネスアナリシスの実践に伴う大きな隠れた効果です。 

 

■ビジネスアナリシスはあらゆる問題解決の原点 

・ビジネスアナリシスを「課題や問題を解決すること」と定義しましたが、ビジネスにおける課題や

問題は無限にあり、それぞれの発生環境や解決目標などによって具体的な解決方法や手段が

選択できます。 対象となる課題や問題がどのような環境にあっても、どのような形態であっても、

ビジネスアナリシスの基本となる手法は何らかの課題や問題を解決するという概念において同じ

であって、その解決のプロセスや手段はどこでも共有できるということが理解できます。 

・ビジネスアナリシスは体系化された手法として今後さらに洗練されたものになると思われますが、

ビジネスにおけるあらゆる課題や問題の解決に活用できるだけでなく、あらゆる分野の課題や問

題の解決における普遍的な解決プロセスの原点になる手法だと考えてよいでしょう。 

・先に、ビジネスアナリシスの手法は、「企業に働く人たちだけではなく、行政機関、公共団体、非
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営利組織、教育機関、研究機関、病院、介護施設、組合、クラブ活動、ボランティア活動、地域活

動、各種プロジェクト、などあらゆる組織で活躍する人々の活用を期待しています」と述べました

が、その理由はその普遍性にあります。 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５回） 

 

2. ビジネスアナリシスとは何か  

2.4 ビジネスアナリシスの概念と特徴を正しく理解する  

 

・ビジネスアナリシスは日常生活における課題や問題の解決方法と本質的に同じであることを述

べてきましたが、ビジネスにおける適用にはその概念と特徴を正しく認識することが重要です。 

それにはいくつかの視点があり、ビジネスアナリシスとは何であるか、どこへ適用できるのか、ど

のように利用するのか、だれが実行するのか、構成技術は何か、そしてなぜビジネスアナリシス

が必要なのか、などの理解と認識です。 「ビジネスアナリシスとは何か」「なぜビジネスアナリシ

スが必要なのか」についてはすでに述べましたので、ここではその他の項目について議論したい

と思います。（続きを読む→） 

 

■ビジネスアナリシスはどこでも利用できる 

・ビジネスアナリシスは方法論として基本的な理解をしてしまえば、どのような課題や問題に対し

ても同じように応用できますので、多くのビジネスの場面、あるいは行政や非営利事業、その他あ

らゆる組織的な活動においても全く同じように適用できるという汎用性があります。 日常の課題

や問題からグローバルな組織の問題までを同じ考え方でカバーできる方法論だと考えてよいでし

ょう。 

・このような手法は、使い慣れることが大切であり、対象の大小、単純性、複雑性によらず活用し

ていくことにより、適用上のノウハウを蓄積し、より効果的な適用方法を見出していくことができま

す。 

・適用方法は柔軟であり、対象の性質あるいは問題発生や解決の環境により種々な適用方法が

可能ですから、適切な手法と技術を柔軟に組み合わせれば、その適用性と効果は無限です。  

・ビジネスアナリシスは使いこなすことが成果を確実にする鍵です。 ビジネスアナリシスには課

題や問題の内容や条件により解決の定型はありませんが、課題や問題の現象や原因、解決の

典型的なパターンがありますので、日頃からビジネスアナリシスの意識をもって課題や問題解決

を考えることによって、類似のパターンや経験から適切な先行事例を見つけることは容易になる

でしょう。 それらのパターンはビジネスにおけるほとんどの課題や問題解決の基本になります。 

経験の蓄積により類似の問題に出会う機会は多くなりますので、どのような場合にはどのような

方法が効果的であるかの判断が容易にできるようになります。 ただ注意しなければならないの

は、発生する課題や問題は外見上類似であっても、その発生背景や取り巻く環境が同じであるこ

とは殆どありませんから同じ解決法が同じ効果を生むかどうかはわからないという認識が必要で
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す。 課題や問題発生の原因や背景の分析により解決の類似性を判断していくことが必要になり

ます。 

 

■ビジネスアナリシスの範囲と境界－どのように利用するのか 

・ビジネスアナリシスは決められた固定概念ではなく、利用者が自由に対象、範囲、機能、プロセ

スを選択し、実務での必要に応じて柔軟に適用することができるものです。 したがって、いろいろ

なビジネス上の問題解決概念と共存し、全体を纏める総合的な概念になったり、他の手法による

問題解決の部分を構成したり、目的に応じて柔軟に利用することができます。 

・ビジネスアナリシスとは何かという議論の中で、他の概念との位置関係、すなわち上位概念であ

るとか、他の概念を含むとか、どこからどこまでというような議論がよくおこなわれます。 さらに機

能的な範囲、即ち、このようなことを含むとか、このようなことは含まない、などという議論もありま

すが、そのような範囲の議論は全く無意味であって、柔軟に適用することが大切であり、むしろど

う適用すれば効果的であるかを考えることが重要です。 

・よく例に出されるのがプロジェクトマネジメントとの関係です。 プロジェクトマネジメントはビジネ

スアナリシスの実行面で利用できる手法であって、ジネスアナリシスのほうが上位概念であるな

どの議論が聞かれますが、そのような位置関係を論じても意味がありません。 プロジェクトマネ

ジメントの中にも問題解決の場面が多々ありますが、有効であればビジネスアアナリシスの手法

をその中で効果的に活用すればよいのです。 また、BPR(Business Process Reengineering）のよ

うなビジネス計画の手法や分析のモデルなどとの関係を指摘する人もありますがそれも同様に無

意味です。 有効であればそれらのモデルをビジネスアナリシス実行の手段として利用したり、逆

に、それらのモデルの実行の中でビジネスアナリシスの手法を利用したりすればよいのであって、

適用面での境界や上下関係、さらには優劣関係を定めることには全く意味がありません。 

・ビジネスアナリシスに範囲や境界を求めようとする意識は、ビジネスアナリシス本来の目的を理

解していないために起こる発想であって、限定された範囲での目的解決手法ととらえているので

はないかと思われます。 ビジネスアナリシスを「課題や問題を解決すること」ととらえることは、対

象とする課題や問題の全体を解決することですから、部分解決ではなく必要なことは境界を設け

ないで最後まで追究しなければなりません。 課題や問題解決の追及をしているときに、境界領

域を越えてしまったのでここから先は私の責任ではないということになれば問題解決はできませ

ん。 社会現象や、他の組織の境界内に入った時に、さらに外部組織との連携のもとに課題や問

題解決を図るか、そこを境界条件として解決策を構築するかはその時の状況判断ですが、自分

たちの組織内での越えてはいけない境界はないと考えるべきです。 トップの方針は天の声とい

う議論がよく聞かれますが、トップの判断が常に正しいとは限りません。 ただ、何らかの目的の

もとに戦略的に出された方針の場合にはその是非に関しては冷静な議論と判断が必要でしょう。 

・アナリシスと言う言葉は日本語では一般的には「分析」と訳されるでしょうが、辞書によりますと、

分析、分解、解析、検討、解明、分析結果などの訳が見られます。 それではそれらのどれかに

該当するのかと言えば、そのうちの一つではなく、それらすべてを手段として用いた一連の問題
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解決のプロセス全体なのだと考えればよいと思います。 さらに、その実行と成果の評価を含み

ます。 分析のみを実行しても、行動を起こさなければ何も変化は起こりません。 行動を起こして

もその結果を確認しなければ評価ができません。 課題や問題解決の結果の確認をもって初め

てビジネスアナリシスの効果が認められるのです。  

・もっとも、そのためには「課題や問題」を明確にしなければなりません。 正しく問題を把握する

必要があります。 場合によっては問題を見つけなければならないこともあります。 ビジネスアナ

リシスの原点はそこから出発するのです。 

 

■誰がビジネスアナリシスを実行するのか 

・ビジネスアナリシスは誰が実行するのかという議論がよくありますが、それはビジネスアナリシス

とは何だろうかということを考えると自ずと理解できると思います。ビジネスアナリシスは「課題や

問題を解決すること」と定義したのですから、いろんな場面で課題や問題を解決するテーマを持っ

た人それぞれがビジネスアナリシスを実行する権利があるということです。 その範囲や規模は、

それぞれの課題や問題の範囲や規模に依存します。 場合によっては、個人あるいは少数の人

たちだけで活用することもあり、あるいは組織全体や国のプロジェクト全体に適用することも可能

です。 それぞれの場面で、その実行責任者が自ら、あるいは専門家を指名して実施することに

もなるでしょう。 したがって、トップマネジメントであったり、プロジェクトマネジャーであったり、特

定の専門家であったり、内部組織の長であったり、小グループの責任者であったりしますが、ビジ

ネスアナリシスの明確な意識をもって担当する限りにおいて、どのような人が実行しても構いませ

ん。 ただ、組織として実行する場合には実行の権限を与えられていることが必要です。 

・ビジネスアナリシスを専門的に職務とする人をビジネスアナリストと呼んでいます。 ただ、 ビジ

ネスアナリシスの対象はあらゆる分野にわたりますから専門的なビジネスアナリストだけがビジネ

スアナリシスを実行しているわけではありませんから、ビジネスアナリシスを実行する人の一部分

であると理解したほうがよいでしょう。 ビジネスアナリシスを実行するには多様な実務をしなけれ

ばならないので、いろんな人たちがビジネスアナリストだともいえます。 それらの人はビジネスア

ナリシスの機能を実行しているときだけビジネスアナリストだと呼んでもよいかもしれません。 狭

義のビジネスアナリストという解釈もあります。 ビジネスアナリシスを主とした業務をする専門家

であり、ビジネスアナリストであることの認定試験をパスしてその認定資格を持っている人たちが

あります。 欧米ではこのような資格保持者が増えつつあり、専門職としての地位を築きつつあり

ますが、我が国ではまだ始まったばかりであり、そのような専門家の地位が確立されるかどうか

は不透明です。 また、認定資格を持ったビジネスアナリストがすべてのビジネスアナリシスに長

けているわけではありません。 ビジネスアナリシスに関する基礎的な広い知識を持っていること

と、その人の得意分野を持っていると考えてよいでしょう。 医師や弁護士などが専門分野を持っ

ているのと似ています。 資格認定の制度も広がっていますので、今後はこのような専門家は増

加していくでしょうが、どのような形で資格として定着し、どのように評価されるかは現在では未知

数です。 
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・ここでお気づきと思われますが、専門職種としてのビジネスアナリストであっても、特定の組織に

属し、その組織のメンバーとしてビジネスアナリシスを実務的に実行する立場の人と、独立したコ

ンサルタントのようにビジネスアナリシスのサービスを提供することを職業として、依頼された顧客

向けにビジネスアナリシスを実行する人とがあります。 ビジネスアナリストはまだ普及段階であ

って、現在このような形態が定着していませんが、ビジネスコンサルタントの一部では類似のサー

ビスを実施していると言えます。  

 

■ビジネスアナリシスとその要素技術 

・ビジネスアナリシスを実行することは、「課題や問題を解決すること」ですから、そこに適用される

手法や技術はそのための道具です。 利用される手法や技術のほとんどは一般によく知られてい

る汎用的なものですから、どのような場合にどのような手法や技術を利用するべきかという知識と

その利用能力が効果的なビジネスアナリシスを実行する鍵になります。 高度な手法や技術を知

っていれば高度なビジネスアナリシスが実行できるかというとそうではなく、むしろ簡素な方法を

徹底して利用できる能力が必要です。  

・ビジネスアナリシスを実行するにはいろいろな手法や技法を利用しますが、ビジネスアナリシス

に特有な手法や技法というものはないと考えて構いません。 日常利用している基本的な考え方

や手法、要素技術を組み合わせれば実行できます。 新しい分析法や評価法、ビジネスモデルな

どがあればそれらを適用することも自由であって、実行者の知識と能力に応じて効果的に利用す

ることが可能です。 

・このように、ビジネスアナリシスの実行計画では多様な手法、技法、要素技術を使ってその実行

プロセスを組み立てますが、どのような手法を利用するかは、対象となる問題の性質や解決の目

標、あるいは実行計画や実行者の経験などにより大きく異なりますし、その答えは一つではあり

ません。 実行計画の構築はどのような手法や技術をどう組み合わせるかの問題ですから、いわ

ば問題を解くための設計図の作成であり実行戦略でもあります。 

・ここでお分かりと思いますが、それぞれの手法や技術だけではビジネスアナリシスは実行できな

いのであって、それらの手法や技術をどのように組み合わせて実行するかの戦略による設計図

である実行手順の組み立てが不可欠なのです。 すなわち、ビジネスアナリシスを実行するため

には、どのように実行するかのプロセスの構築が重要であって、プロセスの構築と、その実行で

結果がきまります。 

・ビジネスアナリシスの手法や構成要素の知識体系のガイドブックとして BABOK®（Business 

Analysis Body of Knowledge)がビジネスアナリシスの非営利推進団体である IIBA®(International 

Institute of Business Analysis)から出版され、その日本語版(Version2.0)（注１）が IIBA 日本支部

により翻訳出版されています。 BABOK®はビジネスアナリシス実行のための知識体系としての

基本的な要素技術が網羅されています。 プロセス構築を設計図とするならば、いわばそれを構

成する手法や要素技術の道具箱です。 

（注１）：その後(Version3.0)が出版されています。 
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■ビジネスアナリシスは汎用的な手法や技術の組み合わせ 

・日常生活における課題や問題とビジネスにおける課題や問題の類似性を強調しましたが、これ

ら両者への適用手段としての手法や技術は同じであり、日常生活向きの課題や問題の解決手法

と、ビジネス向きの課題や問題の解決手法とが個別にあるのではなく、それらは同じであってそ

の適用先が違うだけであると理解してください。 

・このようなことを敢えて説明しますのは、ビジネスアナリシスの概念は日常生活で実施している

ことと同じように、単純であることを理解して、あらゆる問題に柔軟に適用することができ、難しい

論理は何もないということを理解してほしいという願いからです。 さらに言うならば、どのような手

法や技術も、ビジネスアナリシスの道具として役立つところには自由に適用できるということをも

理解してほしいということです。  

・ビジネスアナリシスと言う特殊な技術は一つもありません。 課題や問題の解決をどう進めるか

という効果的なプロセスの構築と実行をビジネスアナリシスと呼んでよいでしょう。 それらの実行

を助ける手法や技術が身の回りにたくさんあり、これまで利用してきた常識的な手法はすべて活

用できますし、そのような手法や技術を集めたガイドブックはビジネスアナリシスの知識体系とし

て役立ちます。  

・ビジネスアナリシスに適用できる手法や技術は非常に幅が広く、ビジネスモデルや処理モデル

のような概念的なものも利用できますし、分析方法や評価方法などの手法、もっと基礎的な議論

の仕方、意見の抽出法、表示方法などもあります。 これらを目的に応じてどのような技術をどの

ように組み合わせるかがビジネスアナリシス実行の鍵です。 先にも述べましたが、高度な技術

が良い結果をもたらすとは限らないこと、むしろ単純な手法を駆使することが大切であることを理

解してください。 

・手法や技術と言いますと、論理や処理技術などを想定される場合が多いのですが、そのほかに、

考え方、検討の視点、伝統や習慣に基づく拘束、政治、経済、文化、など課題や問題の解決に関

わる事象すべてを含むことと理解してください。 それらのあらゆる要素をどのように組み合わせ

て問題を解決するかがビジネスアナリシスなのです。 その中にはどのようにして規制を回避し、

危険を避け、障害を排除し、競争に勝ち、困難を克服していくかのストーリーを作ることが重要な

解決策構築の鍵となっています。 
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図 2-5 ビジネスアナリシスの認識 

 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第６回） 

 

2.  ビジネスアナリシスとは何か 

2.5 ビジネスアナリシスの基盤は人と意識と実行力 

 

・ビジネスアナリシスの対象となる課題や問題には、長期的な課題解決から、緊急を要する問題

処理まで広い範囲にわたり、いろいろなパターンがあり、それによって対応する実行手順は外見

上異なりますが、その基礎となる実行内容はほとんど共通です。 

・もっとも大切なことは、対象となる課題や問題の本質を理解してどのように解決するかのストー

リーを描くことです。 まず、課題や問題の現状を捉え、認識し、真の原因を追究し、解決の目標

を定め、その目標を最も効果的に達成できる解決策を構築し、それを実行し、最後に成果を検証

し評価するという極めて常識的なプロセスを具体的に組み立てることにあります。（続きを読む→） 

 

■ 基本的な四つの能力 

・このようなビジネスアナリシスの実行に関して、基本的な四つの能力が大切です。 その第一は、

対象とするビジネス上の現象の現実を正しく捉えて認識し、分析、評価して原因をビジネスの視

点から冷静に判断できる能力です。 その第二は、このような現実の認識に基づいて、解決の目

標を定め、現状の環境と組織の能力を判断して、可能な手段や技術を理解、駆使し、その解決策

を構築して、実行できる能力です。 第三は、これら一連の行動に必要な一般社会やビジネスに

共通する広い知識と見識の能力を有すること、第四は問題解決の根底には人間関係の問題が

重要であることを認識し、人と人とのコミュニケーションを含む人間関係のマネジメント能力が欠

かせません。 

・これらの四つの能力の総合されたものがあれば、ビジネスアナリシス実行の基盤となり、これら

が融合されたときに真のビジネスアナリシスが効果的に実現できるのです。 実行責任者一人の

能力でカバーできない場合には補佐をする専門家に依存してもかまいませんし、実行責任者を中

心としてそれぞれの能力を持つ人たちでチームを構成することも可能です。 
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図 2-6 基本的な４つの能力 

 

■ビジネスアナリシスの行動の原点は人間にある 

・ビジネスアナリシスの原点は日常生活における課題解決にあると述べましたが、日常生活と同

様、ビジネスアナリシスにおける行動は人の意思や行動によって行われますが、それらの行動の

原点は人間にあります。 ビジネスのモデルや概念の議論においては多くの場合その方法論や

利用する技術が話題になりますが、方法論を現実の形にして利用できる形にするのは人間であ

り、技術を具体化して使うのも人間です。 方法論や技術は効果的に目標を実現する上で欠かせ

ませんが、それらはあくまでも手段であって使う人の能力に依存してその結果は大きく異なります。 

特に、ビジネスにおいては多くの人たちが関与し、それぞれの人たちはそれぞれ異なる立場にい

て、異なる視点や意見、概念をもっていますので、現実の現象の把握においてもそれらの人たち

のフィルターを通して現実が観測され、体験として語られますので、同じ状況もそれを報告する人

によって内容が異なることは少なくありません。  

・課題や問題の解決においては、このように視点の異なる多くの人たちの意見を正しく理解し、調

整して一つの手段を決めなければなりません。 一般的には多数の人たちの合意の上に決定す

ることが原則ですが、結論がまとまらない場合には責任者の権限で決めることも必要になります。 

このような問題はすべて人に依存するものであって、そこには、論理的あるいは技術的に正しい

というだけでは決まらない、思想的、心理的、感情的な要素が多く含まれてきます。 それらは時

には問題を複雑にして解決を遅らせたり決定を阻止したりすることがありますが、そのような問題

を回避するためには、推進者の人間関係の対応能力や説得力に大きく依存することがあります。 

このようにビジネス上の問題解決は概念や技術だけではなく、人のマネジメント能力やリーダーシ

ップ、人間性や意思決定に大きく左右されることの認識が大切です。 

・人間関係のマネジメントにおける種々な能力は、実行のリーダーや主な実行メンバーの背景とし

て実務行動に反映されるものですが、短期間の教育やトレーニングでその能力が育つものでは

なく、日頃の認識と行動に裏付けられる部分が大きいと言えます。 それらには、人間性、人格、
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信頼性、倫理観、理解力、分瀬力、協調、チームワークなどの人間的能力、問題意識、実行意識、

責任意識、追究意識などの意識能力、ビジネス知識、一般常識、社会知識、法律、規則、習慣、

権利、技術、経験などの知識能力、さらにマネジメント、リーダーシップ、指導力、判断力、意思決

定、対話力、調整力、交渉力などの行動力などです。 これらの能力は、特に多岐にわたる問題

や多くの組織が関係する場合には調整能力として大きな影響を与えます。 

 

図 2-7  ビジネスアナリシス実行の基本は人 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第７回） 

 

3. ビジネスの現状とその環境を正しく理解する 

3.１ 課題や問題の正しい理解  

 

 ・課題や問題の解決をしようとする場合には、その対象の現状とその環境を正しく理解すること

がまず出発点としての基本です。 現状を正しく認識するためには綿密な調査をして理解しなけ

ればなりませんので、何を知りたいのかという明確な意識を持って焦点を絞って現状の認識を効

果的にする必要があります。 何らかの戦略的課題があるならば、それらに関する周辺状況の調

査と現状理解は特に重要です。 対象の現象はいろいろな形態がありまちまちですが、目に見え

るものとその課題や問題の本質とは必ずしも一致しませんから真の姿を捉えることが大切です。 

直接調べることができる場合には十分な計画のもとに調査が可能ですが、第三者を介してなど間

接的にしか調べることができない場合には途中で実際との乖離が生じることは多く、本当の姿を

捉えることが困難な場合もあります。 そのような場合には誤りがある可能性を認識するかどうか

により後刻の判断に大きな差異が生まれます。 また、提起された課題や問題が誤っていたとい

うことすらあります。 このように同じ情報を捉えるにも、その認識の仕方により重大な差が生まれ

ることがあることは注意しなければなりません。（続きを読む→） 

 

 
      図３-１ 課題や問題の正しい理解 

 

 ■ 課題や問題の特定 

 ・ビジネスアナリシスの出発点は対象とする課題や問題は何であるかを明確にすることから始ま
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ります。 「課題や問題」は明確にわかっていることもありますが、何が課題や問題なのかわから

ない場合もあります。 それでも、何をしたいのか、あるいは何をしなければならないのかという漠

然とした目的のようなもの、あるいは今我々はこのような事態に直面しているが何とかしなければ

ならないというような場面にあることなどがあります。 そのような中から真の「課題や問題」を見

つけることが大切であり、場合によっては試行錯誤の結果当初考えていたことと全く異なることが

真の課題や問題であることが判明するかもしれません。 いずれにしても、何かを着眼点として、

真に解決しなければならない対象を特定することがスタートラインに立つことになります。 非常に

大きなテーマの場合には真の課題や問題を見つけること自体が一つのビジネスアナリシスになる

ことすらあります。 

 

 ・経営トップから与えられたテーマや、事業推進上の戦略議論から生まれた具体的テーマのよう

に、非常に明確な目標を持った課題も多くあります。 そのようなテーマについては、その現状を

正しく理解することが重要です。 現状の認識を誤りますと、その後の分析や評価がすべて異な

る条件のもとで議論されることになりますので、正しい解決策と違う方向へ行ってしまう可能性が

あります。 また、テーマが決められた背景や経緯を知ることは非常に重要です。 課題解決のプ

ロセスにおいては多くの選択肢があり、意思決定が必要になりますが、対象とするテーマの議論

の背景を知ることにより、どのような手段の選択をすることが好ましいかの判断材料になることが

多いからです。  

 

         図３－２ 課題や問題の特定 

 

 ・「問題」の特定は比較的明確です。 一般的には現象が可視的で判断しやすいからです。 た

だ、注意しなければならないことは、目の前に現れている現象が本当の問題ではなく、その裏に

もっと重要な問題が隠されていることが多いということです。 物理的現象は直接観察できますの

で比較的理解が容易です。 日々の業績のように逐次集計され報告される情報は、その変化量

を監視することにより現象を捉えることが可能であり異常値の発見も比較的容易です。 隠された
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現象を把握するためには直感にたよらないで、起こっている現象の源を追跡し、その変化を認識

し比較する視点が大切です。  

 ・いずれにしても対象となる課題や問題を明確にすることがビジネスアナリシスの出発点になり

ます。 

 

  ■ 我々はどのような状態にあるのか 

 ・課題や問題解決をするときにはまず自分たちはどのような位置にいて、どのような状態になっ

ているのかを正しく認識することが必要です。 そのためには三つの視点から状況を認識すること

が必要であって、それらは絶対値、相対値、傾向です。 まず、経営数値、あるいはその他の運

営指標の絶対値がどのような位置づけにあるのかを正しくとらえて経営上、あるいは運営上どの

ような注意が現在必要であるか、あるいは余裕があるのかを認識することが必要です。 一般の

企業であれば、毎月の経営数値は集計されていますから、それらの状況を定期的に監視し理解

することで現状認識が可能なはずです。  

 ・次には、種々の数値を相対的に比較することです。 同じ企業内の事業月別の比較や、事業

部門間の比較、競合組織の情報があればその比較も有効です。 業界別の速報値なども入手可

能と思われます。 少し情報は遅れますが、種々の数値が公的に報道されるものもあります。 相

対的な比較は、自分たちの状態は、世の中の状態に対してどのような位置関係にあるかを理解

するためです。 競争企業の状況との比較は特に重要ですが、同じ事業を比較するだけでなく、

関連する事業、あるいは関係しないと思われる事業を較べることもまた重要です。 どこでどのよ

うな現象が起こっているかを知ることは、自分の事業の位置づけとその変化の背景を理解するた

めに役立ちます。 事業業績だけでなく、種々の経済指標や物価指数、為替レートや金利など、

あるいは新しい材料の開発、新製品の動向、価格などがどのように自分たちの事業に影響してく

るか、最終製品の需要と材料価格への影響、材料の逼迫による最終製品への影響などの相関

関係を絶えず監視する習慣があれば、多くの先手管理が可能です。 これらの監視はサービス事

業においても、非営利事業においても同じです。 

 ・もう一つの視点は傾向の監視です。 多くの指標の絶対値も相対値も必ず変化します。 その

変化の傾向を常に監視し、常時認識し異常を読むことが大切です。 急激な変化は誰もが気が付

きますが、もう少し小さな予兆を捉えることで変化を事前に感知できます。 これは危険回避に非

常に有効です。 変化の傾向は二つの変化量の関係であって、一般的には時間変化の傾向を捉

えますが、処理量に対するコストの変化、負荷率に対する歩留りなどいろいろな視点から見ること

ができますから、自分のビジネスにおける大切な視点を日頃から研究しておくことは大切です。 

製品やサービスの売り上げに対して、季節性のあるものは多く、変化の傾向は時期によって異な

りますので通常の季節変化を日頃から理解しておくことが正しい評価のためにも不可欠です。 さ

らに、関連する製品の需要動向を早期に捉えて供給調整をすることが可能です。 最終製品の需

要が減少すればその材料製品の需要が減少することは自明であり、製品の在庫状況と共に、最

終製品の需要監視は基本的な行動です。 先行して変化する指標を見つければ異常発生の事
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前察知が可能であり、問題回避に大きく役立ちます。 情報取得にどのような情報網を活用する

かは重要な戦略です。 

 

■ ビジネスを取り巻く環境はどうなっているか 

 ・ビジネスアナリシスを進めていくためには対象とする課題や問題の現状を正しく理解するととも

に、関連するビジネスの環境や競合する状況などを正しく理解しなければなりません。 解決しな

ければならない課題や問題の多くは、外部の環境に左右され、影響を受けて日々変化しています。 

課題や問題を解決するということはそれらとの関係のゲームでもあります。 ビジネスをとりまく環

境は、広くは世界の政治や経済であり、少なくとも国内の経済や市場の変化により動いています。 

最も直接的には、直接の顧客のニーズや嗜好により敏感に影響を受けると同時に、同じ製品や

サービスを提供する他社の動向に日々影響され、変化しています。 

 ・取り巻く環境をよく観察することは、解決策をどこに落としこめばよいかの重要な判断の根拠に

なります。 現状における自分たちの地位や位置、環境における自分たちの評価、何が強く、何

が弱いのか、その程度はどうか、それらを可能な限り定量的に捉えることが役立ちます。 今後、

どれだけの努力が必要か、どれだけの投資やその他の資源の投入が必要か、あるいは、市場の

シェア構成から考えて、自分たちはその市場を回避したほうが良いかという判断もあるでしょう。 

そのような判断の基礎になるのがビジネスを取り巻く環境の情報であって、ビジネスアナリシスの

行動の重要な判断材料です。 

 

 ■ ビジネスの環境はこれからどう動くだろうか 

 ・ビジネスは常に流動的ですから、解決策を構築するにはビジネス環境がどのように変わるで

あろうかを予測していかなければなりません。 関係する環境の変化の方向によっては、解決策

が反対方向になる場合もあり得ます。 長期にわたる解決が必要な課題においては、解決策を完

了した時点で環境が変わってしまっていて役立たない場合もあります。 

 ・環境の変化には世界的な政治や経済、国際間の力関係、財務力や経済力の変化を含むグロ

ーバルな動き、その中には、為替の変動や国の力関係や動的な変化、経済力の盛衰、資源競争

や技術開発など昨今急激な環境変化がみられ、予測が容易ではない現象が殆どだと言えます。 

一方、市場別の競争では企業間競争は激しく、国際的な人件費の変化や原材料の資源確保と価

格変動を反映しながら生産地が流動するなどここでも予測は非常に困難になっています。  

 ・このような現状の中でのビジネスアナリシスは、流動的で柔軟な解決策を求めなければならな

いことになり、発想の転換が必要であり、変化は日常の常識だと考えた施策、すなわち変化に柔

軟に対応できる施策が必要になります。 

 

 ■どうしなければならないか 

 ・このようなビジネス環境の認識の中で、課題や問題を解決するためには、どうしなければなら

ないか、あるいはどうするべきかの思考が重要になります。 上に述べたようなグローバルな環境
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変化における直接的な課題解決でなくても、昨今のあらゆるビジネス上の問題は何らかの形でグ

ローバルな影響を受けるようになっています。 地域の小さな企業のビジネスがその先で世界の

先端事業に繋がっていることは、災害による部品提供の途絶によるグローバルなサプライチェー

ンへの大規模な影響でもわかるとおりです。 

 ・このような環境の連携を考えますと、今やあらゆる政治、経済、自然現象、国際紛争などが小

さなビジネスにも影響するということを認識して、どうするべきかを考えなければなりません。 どう

しなければならないかの具体策はビジネスアナリシスの結果として解決策を得ることになりますが、

ビジネスアナリシスの着手時点からグローバルな視点での課題や問題を見ていくことは極めて重

要です。 例えば、小さな組織の運営システムにおいても、グローバルな対応機能が必要になる

ことは常に可能性のあることだと認識していなければなりません。 

 

 

    図３－３ 我々は環境の中にいる 

 

 ■解決策を実行するにはどのような障害があるだろうか 

 ・課題や問題の解決が一つの組織の中だけでなく、地域を超えたグローバルな問題になってい

る現在、何らかの解決策を実施しようとすると多くの障害に突き当たることが予想されます。 ま

ずは自分の組織内の障害から始まりますが、組織内では文化や伝統、従来の手法への執着、変

化の拒否、他組織からの抵抗、などの精神的障害が多く見られます。 さらに、人材の提供、作

業の増加、その他資源の支援に対する消極性、あるいは必要な支出に対する拒否など、本来推

進するべきマネジメントによる障害も発生することがあります。  

 ・外部組織や環境に関する障害は組織内の問題と異なり、戦略的な問題が多く、正面から対応

するのか回避するのかの選択、あるいは可能な場合は条件交渉もあり、アライアンスにより他の

勢力に対抗する場合もあり、障害としての形態は多岐にわたります。 

 ・能力が障害になる場合もあり、資金力の不足、実行能力の不足や、技術力の不足などがあり

ますが、いずれの場合も、パートナーを探して協力を求めたり、ライセンスにより技術を購入したり
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することもあり、業務そのものを委託することにより解決することもあります。 

 ・その他、障害としては法規や規制、あるいは権利や認可の問題もあり、回避が可能なのか、あ

るいは交渉が可能なのかにより、ビジネスとしての必要性に応じてその対応と選択を判断するこ

とが必要になります。 

 ・ビジネスアナリシスを実行するには多くの障害が想定されますが、ビジネスの現状と環境の認

識のフェーズにおいて十分に理解し、想定しておくことが必要であり、全体計画を立案する時点で

その対策案を認識しておくことは円滑な推進のために不可欠です。 予想される最悪のケースを

想定してその回避策や対応策を考えておくことは、計画実行の種々な局面で判断の柔軟性を可

能にすることから役立つ場面が多いと言えます。 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第８回） 

 

3.  ビジネスの現状とその環境を正しく理解する 

3.2 課題や問題をパターンに分類して理解する 

 

・日常の生活やビジネスにおける課題や問題は、その現象の形態を種々な形のパターンに分類

して理解しますと、問題の解決を考える上で非常に有効です。 新たな課題や問題を解決するに

は、その対象となる現在の状況を正しく理解することが実行の開始点ですが、どのようなパターン

に属する課題や問題なのかを知ることにより、解決の方法を一般化された原則に従って計画して

いくことができますので効率的な実行案の作成と実務処理ができます。 課題や問題の現象の形

態が類似であれば、その原因や根拠も類似であることが多く、効果的な解決策も多くの場合類似

であると言えます。 表面的な現象は異なっていても、発生事象の本質的な現象が同じである課

題や問題も多いのですが、そのような類似な現象は同じパターンであると理解して類似の解決策

が適用できる場合が多いのです。（続きを読む→） 

 

・「課題」か「問題」かの分類も一つのパターンであると考えてかまいません。 その特徴は既に説

明したとおりですが、解決の緊急性の視点から分類して考えますと異なる特徴をとらえることがで

きます。 このような種々なパターンはビジネスアナリシスの計画と実行において効果的に活用す

ることができます。 特徴的な現象によってパターンを整理しておいて、発生した課題や問題がど

のパターンに属するかを判断することにより、現状の分析、原因の追究、問題解決の方法策定、

困難な問題の想定、関連して起こる課題、推進上の障害など、パターンの類似性から多くの知識

を得ることができると同時に、検討の範囲を限定することができますので、計画策定や実行上で

さらに深掘りすることができ、見落としがなくなり、問題発生を回避できるなど、大きな効果をもた

らし、実行ストーリーの策定にたいへん役立ちます。 パターン分類に事例を積み重ねていけば

経験の蓄積と共にビジネスアナリシス実行の貴重なライブラリーになります。 我々は無意識のう

ちにこのような知識の積み重ねとそれらの再利用をやって経験を活かしているのです。 

・パターンにより分類された事例は計画立案を容易にしますが、いずれの場合においても、ビジネ

スアナリシス実行の原則は、原点に戻って現実を認識し、ステップを踏んで分析し、判断すること

であって、特別な解決の妙薬はないと考えることが基本です。 パターンによって効率的なビジネ

スアナリシスの実行計画は策定できますが、問題解決の正しい回答が得られるわけではないこと

を理解しておくことが必要です。 パターンにどれほど類似しているか、あるいはどこが異なるか

の判断はパターンを利用する技術でもあります。パターンから少しずれたところに重要な解決の

鍵があることもあります。  
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■課題や問題解決の緊急性からみたパターン 

・ビジネスアナリシスの対象となる課題や問題はその解決に要求される時間的余裕、すなわち解

決の緊急性から分類することができます。 その第一は比較的長時間をかけて実現するいわゆ

る中長期的計画の策定と実行であり戦略的であると同時に基本的な計画や方針の実現を対象と

します。 具体的には、中期経営計画、新事業開発、地域開発、新製品開発、経営システムの全

面的刷新、経営システムの革新、などが典型的な例であり、 一般的には一つの計画の中に連

携をもって実現しなければならない多種の課題が含まれていて種々の問題を複合的に解決した

り、独立した個々の大きな目標を組織間の連携を取りながら同時に達成しなければならないこと

があります。 昨今ではビジネス環境の変化が速くなっていますので、長期的計画のタイムスパン

はかなり短くなっているという認識が必要です。 

・第二は課題に属する対象の中で比較的短期に解決する必要があるテーマであり、明確な戦略

的目標を持った対象であって、複雑性は少ないが確実な成果を求められる対象で、迅速な変化

や改善が求められる場合です。 経営における何らかの傾向や兆候が表れた場合に早期に解決

しなければならない場合などによく見られますが、組織の内部要因による場合と、外部環境の変

化に対応する場合とがあります。 これらの課題を放置すると問題事象となり緊急な対応を必要

とする事態に発展する可能性が高いと言えます。 業務改革、新製品の投入、サービスの充実、

競争力強化、原価低減、特定システムの開発などはこのカテゴリーに入る典型的なテーマです。 

・第三はいわゆる突然発生する問題であり、一般的には可能な限り迅速に解決しなければなりま

せん。 何らかのトラブルや事故への対応などはこれに属します。 急激な市場変化への対応や

経営効率の急激な悪化などの問題の多くはここに属すると言えます。 このパターンの問題は、

問題現象を止める応急処理的対応がまず必要であり、その後恒久的な対応策を講じることがよく

おこなわれます。 まずは第三のパターンのテーマとして迅速に解決しておき、そのフォロアップと

して第二あるいは第一のパターンのテーマとして本質的な問題解決をすることもあります。 

・これら三つの形態に対するビジネスアナリシスの方法は基本的には同じプロセスと手法の組み

合わせで実行可能なのですが、要求される対応スピードの違いからくる処理の迅速性と即効性、

あるいは課題の規模と複雑性が解決手段選択の判断基準になりますが、第一のパターンのよう

に課題の中に別の課題が存在して総合的に解決していかなければならない場合も多くあります。 

 

■課題や問題解決の解決環境によるパターン 

・課題や問題のパターンをその解決の周囲環境から分けると次の三つの大きな特徴のあるパタ

ーンへの分類が考えられます。 

・第一は最も基本的であり現実のテーマとしても最も多いのですが、実行すれば必ず目的が達成

できる形態です。 具体的には、どこにでもある課題である業務の合理化、簡素化、システム導入

などのようにその成否は組織の実行力に依存すると言えます。 この形態では、その効果は実務

上の適用程度に比例して実現でき、成果の多くは携わる人たちの実行意識と能力に依存します。 



34 

 

問題解決の多くはこの形態のものが占めており、実行すれば結果が得られるのですが、現実に

は現場レベルで実行されない、あるいは種々の内部問題が障害となって完成していないという基

本的な問題が多くみられます。システムとしては完成しているが利用されなかったり、実行面での

進展が進まなかったりする場面がよく見られます。 

・第二のパターンは、競争相手があり、こちらの行動に対応して相手も対抗手段を仕掛けてくると

いうものです。 このようなパターンでは無限の競争になることが多く、消耗戦になりますので、相

手に対して絶対的に有利な解決策を仕掛けることが必要であって、徹底的に競争する意思のな

い場合には早期に別の方向へ戦略を転換して直接対決を避けるなどの判断も必要です。 新製

品の投入競争、価格競争、あるいはシェアの取り合いなどが典型的な例ですが、劣勢が明らかな

場合には深入りしないで退却することも賢明な解決方法の一つでしょう。 最近では、事業を競争

相手に売却してリスクを回避したり、投資の回収を図ったりすることも頻繁に行われています。 

・第三のパターンは、外部環境が大きく変化する場合の課題や問題の処理です。 外部の変化に

対応するための努力を次々と打ち出すにもかかわらず変化が激しく、または早く、あるいは能力

を超えるために対応が間に合わない場合です。  新規参入者による市場のかく乱や開発途上

国の競争力向上などは第二のパターンの場合もありますが、為替レートの変化、グローバルな原

材料の値上がり、希少材料の入手困難、市場嗜好の変化などを原因とするグローバルな環境要

因が背景にある場合はこのパターンの例です。 実際の課題や問題においては、これら三つのパ

ターンが複雑に絡み合っている場合が多くみられます。 

 

■二つの視点の組み合わせで考える  

・上記した緊急性と解決環境の二つの視点のパターンは基本的ですからこれらのパターンを組み

合わせたマトリックス上で対象とする課題や問題はどのカテゴリーに属するかを考えるとその位

置づけを認識することができますので、どの領域の問題かにより、その解決策の戦略を選択する

ことが可能です。 複雑で大きな課題は、主課題の中にそれを構成する多くの部分課題が存在し

ますからこのマトリックスの上で、その構成要素である部分課題がどのように分布しているかをさ

らに分類して対応戦略を構築することが有効です。 
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 図３－４  課題や問題の二つの視点からみる分類 

 

■現象、原因、解決策としてのパターン  

・これまでは課題や問題の現象として発生背景や位置づけを視点としたマクロなパターンを取り

上げましましたが、パターンという考えを取り上げたのは、課題や問題の類似性からその特徴を

理解すると、解決策を構築するのに効果的に役立つからです。 課題や問題の解決においては、

現実の現象からその発生原因、あるいはニーズを明確にしたうえで解決策を構築しますが、現象

と原因、原因と解決策はそれぞれ表裏の関係にありますので、少しミクロな視点から個別な課題

や問題を、現象、原因、解決策の 3 つを連携させて相互の関係を考えながらパターンに分類して

いくと、相互の関連を保持しながら検討していくことができて効果的です。 類似の問題は類似の

原因があり、類似の原因には類似の解決策が適用できるということに同じです。 現実の問題とし

ては、具体的な課題や問題をその事象形態によりパターンに分類して、それらを体系的に集約し

て整理しますと、パターンごとの典型的な原因が見え、さらに問題解決の階層的な体系化ができ

ますので、原因追及や解決策の策定が効果的にできます。 

・パターンの分け方にはどのような視点から分類するかによって多くの選択肢があり、課題や問

題のテーマごとに分類することは基本的ですが、例えば現象とその原因に注目して、マネジメント

の意識や認識に関する課題、技術的能力に関する課題、組織や人材に関する課題、製品やサー

ビスの品質に関する課題、市場の変化に関する課題、資金に関する課題、コスト競争力に関する

課題、グローバル組織の連携に関する課題、ブランドに関する課題、等々その分類は限りなくあ

りますので、それらを体系化して利用しやすくする工夫が重要です。 自分の組織に関連の深い

問題分類をしてみるのも問題発生の構造の理解を高める上で有効です。 ただ、分類はあくまで

も課題や問題の構成を知る上での手法であり、あまり厳密に考える必要はないでしょう。 実例を

分類する場合には、どちらの分類に入れてもよい問題はたくさんありますし、どちらに入れてもか

まいません。 また、利用のルールを決めておけば、複数のパターンに同時に入れてもかまいま

せん。 分類の目的は、課題や問題の性質を理解しやすくすること、それにより類似の対応策を

見つけ易くして課題や問題の解決策を選択するための支援にあるのです。 ただ、パターンの利
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用のためにはどの分類から検索しても、関連する典型例にたどり着ける工夫が必要です。 

・日常、意識をもってビジネスシステムを考えている経験者ならば、現実に経験した問題を容易に

集めることができるはずですから、それらをパターンに分類していくことはビジネスアナリシスの基

本を理解する基礎になります。 自分の視点からパターンを作ってみることはよいトレーニングで

す。 一つの視点から分けることが難しければ、二つの視点からの分類法を考えてマトリックスを

作成して、課題や問題をはめ込んでみてください。 さらに多くの視点から分類することも可能で

すが、課題や問題の整理をどのようにするか、あるいは課題解決にどのように活用するかにより

分類の構造を考えることが有効です。 分類をあまり細かくするとパターンにならずに個別事象に

なってしまいますので適切な分類の粒度が大切です。 どのように利用するか、利用しやすいか

が目的です。 

 

 図３－５ 現象、原因、解決策とパターンの類似性 

 

■ パターンの利用による問題や課題解決の一般化 

・ビジネスの現場における問題や課題の形態は千差万別ですが、よく分析してみますと多くの事

象がいくつかの典型的なパターンに集中していることがわかります。 このことはビジネスで発生

するいろいろな事象はどのような組織においても類似であることを示していますが、その事実をビ

ジネスアナリシスの実行面で活用するのがパターン化です。 発生する事象を分析して、その特

徴を捉えて分類していけば典型的なパターンの構造を体系的に構築することができます。 また、

対象とする課題や問題がどのような事象パターンに属するかを見出せば、事例を基に効果的に

解決策を構築できます。 ビジネスアナリシスでは、基礎となるプロセスとそこで利用される多くの

手法や技術がありますが、さらにパターンを特定することによりプロセスや手法の選択を基本から

考えなくても解決策の基本構想を効率的に構築することができるだけでなく、実行上の関係先の

認識、効果的な処理、誤りの回避、あるいは障害の事前処理、外部資源の利用など多くの利点を

活用することができ、その手法は一般的にどのような場面でも共通して適用することができます。 

・このようなパターン化された分類による分析や評価の手法に慣れることは、日頃のあらゆる問
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題にもそのような視点で現状を観察する習慣が育ちますので、いろいろな複雑な問題の整理に

効果的に役立つものです。 

・このように発生する課題や問題をパターンにより分類し事例が蓄積されますと、パターンによる

原因の一般性が明確になり、課題や問題解決における判断の有力な手掛かりになりますので、

類似の問題に対して容易に対応計画が作れるばかりか経験により問題点の発見も容易になりま

す。 さらに、発生頻度の高いパターンを常に認識することにより、類似の問題を事前に回避する

意識が働くようになります。 注意するべきことは、過去の事例に基づく先入観を持って原因追及

や解決策構築の判断をしないようにしなければなりません。 

 

◇◆◇
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第９回） 

 

4.  ビジネスアナリシスを推進する環境の構築  

4.1 ビジネスアナリシス実行のための三つの認識 

 

・ビジネスの課題や問題を解決する多くの手法がありますが、いずれにおいてもそれらを理解し、

論理的あるいは技術的に実行しただけで良い結果が得られるかというとそう単純ではないのが現

実です。 多くの機能を持ち、柔軟な適用が可能で、限りない効果が期待できるビジネスアナリシ

スにおいても同じであり、その手法や適用技術を理解することは基本であり重要ですが、効果的

にビジネスアナリシスを実施するためには、実施するための環境の構築が必要です。事前の理

解と準備がないままに着手すれば、途中で困難にぶつかったり、計画が遅延したり、最悪の場合

には計画が頓挫したりする場面に遭遇する確率は高くなります。 ビジネスアナリシスとは何かを

理解しておくこと、対象とする課題や問題そのものの現状とその環境を理解しておくこと、そして実

行する環境と関連する組織や人々の意識を向上し、合意と協力を取り付け、必要な資源の投入

の可能性を確認しておくことにより、そのような失敗を回避することができるばかりでなく効果的に

計画を推進することができます。 これらは技術的に難しい問題ではなく、ビジネスアナリシスを実

行するという明確な意識をもって対応すれば誰でも適切なレベルで実施できることです。（続きを

読む→） 

 

■ ビジネスアナリシスとは何かの認識 

・すでに「ビジネスアナリシスとは何か」については詳しく述べましたが、その真の意味を認識し実

行の計画を進めることが大切であって、まず、ビジネスアナリシスによって何を達成したいのかを

明確に意識しなければなりません。このようなビジネス改革の手法は、今流行しているからやって

みようというきっかけで着手されることもよくありますが、そもそも何のために実施するのかという

こと、その結果何ができるのかということを明確に意識し、理解していなければ十分な効果を得る

ことができません。計画時点では、何ができるのか、どこへ適用できるのか、なぜビジネスアナリ

シスなのか、実行するためには何が必要なのか、というような概念的理解がまず必要で、それら

は今やろうとしている目的に合致するだろうかという判断、あるいはどう使えば効果的だろうかと

いうことを整理しておくことが重要です。さらに、ビジネスアナリシスはどのような手順で実行すれ

ばよいのか、その中にはどのような実行要素があるのか、その組み合わせにはどのような選択

ができるのか、というような実行のプロセスに関する理解が必要です。 さらに、それらの実行プ

ロセスを実現するための技術的な手法にはどんなものがあるのかということを処理モデル、シス
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テム技術、それらを支援する要素技術などの面から理解することが効果的な実行のための基礎

になります。 

 

■対象とするビジネスとその環境の正しい認識 

・繰り返しになりますが、解決しようとしている課題や問題を正しく捉えると同時に、それらを取り

巻く環境をできる限り正しく把握しておくことは、ビジネスアナリシスの推進と、その中での具体的

手法選択の基礎になりますから非常に重要です。 具体的に言うならば、解決しようとしている課

題や問題に関して、今何が起こっているのか、それを取り巻く組織内外のビジネス環境はどうなっ

ているのか、どうしなければならないのか、また、どうしたいのか、解決策の実行にはどのような

障害があるだろうか、解決にあたっての自分たちの実行能力はあるだろうか、関連するビジネス

はどのような方向に動くだろうか、そして解決の目標をどこにおくのかなどを意識をもって認識して

おかなければなりません。 解決するべき対象が設定されますとその詳細を理解しないままいき

なり解決のための行動を始めることがありますが、着手時の現状認識は問題理解のための基礎

ですからそれがわからなければ実行の計画ができません。  

 

■実行のための環境整備の認識 

・ビジネスアナリシスの実行を決める時点で最後に確認しておかなければならないことは、実施す

る組織や人の意識と認識の問題です。 意識のないところには何も始まらないと考えてよいと思

います。 その最も基本的なのは実行しようとするトップマネジメントの意識と認識であり、そのリ

ーダーシップです。 トップの明確な意識が実行においてどのように重要かはその後の種々の意

思決定にも影響してゆきますし、全体の実行効率にも大きく影響します。 

・まず、トップの意思表示の一つとして、課題や問題解決の実行に必要な資源の投入がなければ

何も進みません。 資源とは人材、費用が典型的ですが時間も重要な要素です。 特に有能な人

材の投入は全体の推進を効果的に進める上でも鍵となります。 実行の決定をしたが、必要な資

源や投資が決まらないために推進が停滞するようなことを避けなければなりません。 

・ビジネスシステムの多くは組織で行動しますのでそこには多くの組織や人々が関係してきます。

それらの人々の理解と協力を得ることができなければ新しい仕掛けやシステムを作り実行するこ

とは殆ど不可能です。 それらの組織や人たちが理解し、納得できるような説明と議論が大切で

あり着手後の推進を潤滑にする基礎になります。 それらの内容は、経営にとってなぜやらなけ

ればならないのか、どのような効果があり、どのような負荷がかかるのかということであって、ビジ

ネスアナリシスの手法や技術の議論ではありません。 このような理解を得るには関係する組織

や人たちとの日頃のコミュニケーションが重要であって、必要に迫られて早急な理解を求めようと

するならば逆にマイナスの効果にもなりかねません。 日頃の経営やビジネスのシステムに関し

て一緒に考える文化の背景があることが好ましいのです。 緊急事態における迅速な協力の理

解も日頃のコミュニケーションの延長上に成り立ちます。 



40 

 

・関係者の理解、あるいはその他の人たちの協力を得ようとしてもどうしても推進の障害となる組

織的あるいは人的問題が発生することは少なくありません。 伝統への執着、新たなことへの抵

抗、負担の増大、組織的特殊性の主張、など多くの抵抗理由があります。 このような問題は事

前に予知、予測して排除しておかなければ推進上の障害になる危険性が高いと言えます。 この

ような障害の排除はトップマネジメントの責任で行わなければなりませんが、必要な場合には組

織の変更や人の入れ替えが必要なこともあります。 

・積極的な改革の推進に組織全体が賛成し立派な計画が立案された時に、その計画を実行する

能力を持っていることが必要です。 着手をしたが遅々として進まない、システムはできたが実務

への投入が進まない、システム利用の信頼性が低い、という例は多く見受けられます。組織とし

ての能力、人材の能力の確保と維持は基本的です。 もし、高い目標の達成が困難であれば部

分的、あるいは段階的に着実に進めることの方が効果的であることは常識的です。 

・ビジネスアナリシス実行のための種々な環境整備の項目を掲げましたが、これらはできる限り事

前に処理されていることが好ましく、推進途中での合意形成はその議論に多くの時間と労力を消

費するばかりか、担当者の長期間の拘束を伴います。 そして最後に重要なのは組織全体と全

員の推進意識と重要性の認識です。  

 ・ビジネスアナリシスを成功に導くのはその論理手法や技術の問題だけではなく、それを実行す

る環境の構築が重要であることを最初に述べましたが、その中でも、推進する人たちの実行意識

が結果を大きく左右することになります。 特に、トップマネジメントの意識とリーダーシップ、全員

の意識と実行の能力、組織全体の合意は基本的ですから、「マネジメントの課題」「意識と適応能

力」「組織全体の理解とコンセンサス」を取り上げてさらに詳しく説明します。 

 

  図４－１ ビジネスアナリシス実行のための三つの認識 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１０回） 

 

4.   ビジネスアナリシスを推進する環境の構築 

4.2  トップマネジメントの課題  

 

・ビジネスアナリシスの実行には、推進の組織体制と手法や技術能力が必要ですがそれだけで

は効果的に進めることはできません。 多くの場合実行される複雑な環境があり、その環境にお

ける推進の受け入れ状態を整理しておく必要があります。 これをしておかないと着手してからあ

ちこちで障害に遭遇して推進どころか頓挫してしまうことさえあります。 ビジネスアナリシスは組

織や人の合意に基づく行動であるという基本的な認識が必要です。 実行には技術的な問題は

基本的で重要ですが、組織や人との関係が多くの部分を占めます。 関係する組織や人が実行

の目的を認識し、理解して一体となって協力することができれば問題解決は無駄な調整等の作

業から解放されて本来の目的に向けて前進出来ます。 また、一部の問題解決の停滞のために

その他の部分が長時間待たされるということも少なくありません。マネジメントや推進のリーダー

シップ、関連する組織の理解と納得、障害の事前排除、必要な資源の確定と投入、実行内容の

妥当性評価などを着手前に処理しておくことがビジネスアナリシス実行の効率を上げ、計画工程

を守り、実行コストを下げる上でも不可欠です。 何よりも、当初の目標を確実に実現できる支援

になります。（続きを読む→） 

 

■ トップマネジメントの課題  

・ビジネスアナリシスにおける推進の原点はトップマネジメントにあります。 推進する上で最も重

要なことの一つはトップマネジメントの意識とリーダーシップです。 トップが絶対に成功させるの

だという意思表示をして、日常からそのリードをすることにより実務チームの意識は高まり効率的

に推進でき、良い成果に結びつく確率は高くなります。 プロジェクトの成否は有能なプロジェクト

マネジメントと参加者全員の意識に依存する場面が多いのですが、それをリードするのはトップマ

ネジメントの意識であることを認識していなければなりません。 推進の現場にトップマネジメント

が定期的に参画し、適切な指示と議論をするプロジェクトと、現場に任せっぱなしにしているプロ

ジェクトとの進捗と結果の差異は明確です。 

 

■ トップマネジメンとは誰か 

・トップマネジメントというと組織の最高責任者だけをイメージする人が多いと思いますが、対象と

する課題や問題の責任者であれば当該テーマのトップマネジメントだと考えてください。 特定の

事業部門における問題であれば、事業部門長、ローカルな問題であれば課長や主任レベルでも
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立派なトップマネジメントです。 ただ、それらのトップマネジメントならば自由に何をやってもよい

わけではなく、その組織の上位組織、あるいは影響を受ける関連組織の合意の上で進めることが

原則であって、組織の最高責任者とは明確な認識のもとに合意と理解をもって、繋がっていること

が必要です。 

 

■ トップマネジメントの意志表示とリーダーシップ 

・組織において何事を実行するにも最も大切なのはトップのリーダーシップであることは誰もが理

解しています。 ボトムアップの意思決定組織では、それを許容する文化が背景にありますが、組

織内部の合意から生まれたテーマであっても実行の承認と推進の意思表示はトップマネジメント

の責任です。 周りの意見により決められたテーマであっても、その意図と概念を理解し、自分の

意見として推進の意思表示を明確にしなければ組織全体を動かすことはできません。 実行に対

するトップの意思表示は実行メンバーに対してそのくらいの強いインパクトを持つものです。 現

場の要望により採用したテーマであるから自分には責任はないというような態度を示すならばトッ

プとして失格です。 特に大きな改革や問題解決をする場合にはトップのリーダーシップは不可欠

な条件です。 日常の問題や、小さな組織においては意思決定をする人はその現場の責任者に

限られていますので、特にリーダーの強い意思表示や方針、実施上のリードが結果の成否を決

めますので、曖昧な指示や意見表現は避けなければなりません。 

・トップのリーダーシップと言っても、その組織の文化、規模、背景、対象とする問題の性質や複雑

さによって千差万別ですが、少なくとも実行の強い意思表示が第一に必要です。 それはすべて

の行動の基本になるからです。 時に概念的な意見を述べるにとどまり、あとは担当部門に適切

に処理をするように指示を出し、実務では関与しないトップがありますが、これは権限委譲ではな

く意思表示の責任不履行にすぎません。 少なくとも、目的や目標に対する明確な意思表示と基

本的な問題点の指摘や実行に関する必要な支援の意思表示、現場での決定事項の明確な承認

は欠かせません。 

・トップといえどもその能力には限界があり、実行の明確な意思表示は最大の責任ですが、戦略

的な詳細において、あるいは専門知識の必要な判断においてはそれぞれの部門の責任者や専

門家に相談したり委ねたりすることは構いません。 ただし、それらの人たちの意見を取り入れる

ことに対しては、トップ自身がその内容を理解し、可能性とリスクを判断して承認することにより、

自分が責任者であることを認識し、危機感を持ってリードし、監視することが必要です。 担当者

が決めたことであって私は知らなかったという発言がよく聞かれますが、これはトップとして失格で

す。 

・そのほか重要事項の意思決定、外部との調整、障害排除、実行予算の獲得などトップとしての

積極的な交渉やプロジェクトの推進状況の把握に努めて全体の意識の集中を目指すことも重要

なリーダーシップです。 
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図４－２ トップマネジメントの課題 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１１回） 

 

4.   ビジネスアナリシスを推進する環境の構築 

4.3  実行の意識と適応能力  

 

・ビジネスアナリシスを推進するためには適切なプロセスの構築とその実行体制や手法が鍵にな

りますが、それを支えるのは参加する人たちの実行の意識、適応能力、そして実行力です。 先

に、ビジネスアナリシスの行動の原点は人間にあると述べましたが、意識のあるところには推進

力があります。 問題の発生を排除する力が生まれます。 目標に向かって問題を解決する協調

力が生まれます。 あらゆる可能な資源を集約し活用することは大きな推進力になります。（続き

を読む→） 

 

■意識の育成と適応能力の向上 

・日常の意識向上の訓練として、課題や問題解決、すなわちビジネスアナリシスの視点で常にも

のごとを見る習慣をつけることが大切です。 日常の行動に常に改革意識をもって対応していると、

次々と問題点が見えるようになります。 発生する問題が予測できるようになります。同時にその

解決方法が浮かんできます。 多くの場合問題解決は、他の組織やシステムと関連しますので、

それら関連する問題の現状にも興味を持つようになります。 そうなると問題発見と問題解決の

ポジティブなサイクルが回りだし、問題が大きくなる前に予防的に修正されてゆきます。 システ

ムは使い方で効果が決まると言えますが、新たなシステムを作ることなく、既存システムの使い方

でどんどん問題解決が進むことにもなります。 常に意識を持っていれば、システム改革を実行す

る場合にも問題発生の経緯が自ずと理解できますので対応策も容易に見いだせます。 

・意識の改革はトップマネジメントから始めなければなりません。 トップマネジメントは、組織全体

の意識改革をリードしなければなりません。 日常の業務を常に改革の視点から見て、考えること

を習慣づけるようにすることが大切です。 それが組織全体の意識の向上と確立に結びつきます。 

このような日常の問題意識が常識になりますと、組織全体の対応力が飛躍的に向上します。 要

求をしなくても現場からは問題点の指摘が上がってきますし、特定のテーマに対して意見を求め

ると、多くの建設的意見が提案されます。 さらに、思いもよらない良い提案が現場担当者から自

主的に出てくることも少なくありません。 常に何が問題であってどうしたいのかという意識を持つ

ようになります。 担当者たちはシステムの上で仕事をし、システムを育てることが自分たちの仕

事の効率を上げることだということを体で感じるようになります。 このような状態になるとそれが

組織の文化になり良い改革のサイクルになって回ります。 

・このような文化を育てることはトップの簡単な意思表示の行動から始めることができます。 トッ
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プは多くの情報をその構成組織のメンバーから報告を受けて理解します。 その機会に部下との

コミュニケーションが必ず生じます。 その機会に、単なる現状の形式的な報告だけではなく、課

題や問題点、改善するべき点、自分たちの欠点、あるいは伸ばすべき長所を聴く習慣をつけ、同

時にどうすればよいかの意見を聴くことを常に行います。 さらに積極的な質問をして議論をする

ことは有効です。 それにより、報告者は常に問題意識をもって現状を観察し、改善や改革の意

識を持つことが常識化します。 このような日常の行動が 大きな改革行動へ自然に繋がってゆ

きますので、自然のうちにビジネスアナリシスが実行されてゆくことになります。 

 

■ 人と組織とプロジェクトを動かす能力－人間的基礎能力 

・ビジネスアナリシスの総合的な実行の能力は、推進する人あるいは人の集まりである組織の行

動力です。 この能力は「人間的基礎能力」、「知識力」、「行動能力」、の三つの視点から評価す

ることが良いでしょう。 リーダーになる人の個人的な能力が推進の鍵になりますが、実施内容の

規模が大きくなれば、ビジネスアナリシス全体を動かす組織能力が行動力になります。 これは、

基本的には組織を構成する人たちの個人能力に大きく依存しますが、それらをどのようにして行

動力にまとめていくことができるかが鍵になります。 

・まず、人間的基礎能力はリーダーの素質を決める指標として、人間性をはじめとして、信頼性、

倫理性、配慮、理解力、分析力、チームワーク、などの基礎的、人格的要素が該当し、人や組織

を纏めていくための基本要素です。 これらの能力がなければ実行組織をリードしていくうえでチ

ームメンバーとの関係で何らかの支障を生じることが懸念されるだけでなく、チームの人たちがつ

いていかなくなることも心配されます。 

・知識力とは、ビジネスにおける一般常識、個別ビジネスの知識、政治や経済に関する見識、国

際問題における理解、一般社会常識、法律や法令、・規制や権利、技術知識、などに及び行動の

判断の基礎になりますが、これらの知識は経験によりその具体的価値を増し、それらを知ってい

るだけではなく、理解して応用できることが条件です。 また、これらの知識はその利用場面と使

い方の判断が重要であり、誤って利用することは重大な結果を引き起こすことさえあります。 

・行動力とは、リーダーシップ、マネジメント力、意思決定力、問題解決力、指導力、調整力、交渉

力、コミュニケーション力、などが含まれますが、ビジネスアナリシスを実現するための実行の判

断力と推進力の源です。 どのような知識を持っていても行動を起こさなければ何も前進しません。

行動により現状は変化して行き元へ戻ることはできなくなります。 そのような重要な視点に立っ

て、責任をもって意思決定をするには、自分が持っているあらゆる知識と経験に照らして冷静な

判断が必要になります。 これらの三つの視点からの能力は相互に関係して全体の能力としてビ

ジネスアナリシスの推進力として行動に反映されます。 

・これらの要素を結び付けて現実の問題解決を起こさせるのが「意識」だといえます。 意識が総

ての行動の引き金になりビジネスアナリシスの現実の行動の源になります。 
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    図４－３ 人と組織とプロジェクトを動かす能力 

 

■ ビジネスシステムを構築する技術能力 

・技術的能力はビジネスシステムを構成する基礎技術と、それらを駆使して実務システムを構築

する能力の二つの視点から捉えることができます。 ここでも基本になるのはビジネスシステムと

してどのような構造にするのかという実務上の戦略が重要で、技術指向に走らないことが大切で

す。 基礎技術は、ビジネスアナリシスで一般的に活用される多くの手法や技術の全般を理解し、

適用する能力です。 そのためにはビジネスはどのような機能要素からできていてどのような特

徴があるかを知ることが基本になります。 同じ課題や問題の処理においても、その特徴によって

複数の解決方法があります。 システム構築能力は、課題や問題の解決手段の最適な構造を計

画し組み立てる能力であって、種々な手法や技術の知識や実施に伴って発生すると予想される

多様な問題の想定とその解決あるいは回避の方法を策定できることが求められます。  

・技術的能力が自分の組織内では不足すると思われる場合には外部組織の支援やサービスを

受けることは賢明ですが、その場合にも構築する基本的なシステム概念は自分たちの戦略と構

想に基づいて自分たちで構築し、明確に支援者に伝えることが基本です。 新しい処理モデルな

どは専門家の指導を得て最適な適用を図ることが効果的でしょう。 

 

■外部の技術と能力の活用 

・問題解決には多岐にわたる組織や人材の支援が欠かせません。 他の組織の真の実情は当

事者でなければ理解できないことが多く、第三者が無理に理解しても適切な判断をすることは容

易ではありません。 最も大切なのは、問題解決に関連する組織や人々にどのような影響を与え

るかを分析し、その利害関係を正しく認識して、さらにそれらの人たちと意思の疎通を図ることで

す。 これらの行動は事前に調整をしておけば容易に解決できる課題について、事後になって調

整する場合の多大な労力を避けるためにも重要です。 

・さらに、自分たちの処理能力を超える能力を持った組織や、自分達より高度な技術を持っている
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組織や人材が外部にはたくさんあります。 そのような能力や技術集団を活用することは全体の

推進バランスの中で効果的に考えることが必要です。 新しいシステムの運営においても同じで、

今後経営上の処理そのものを委託する計画があれば、そのシステムの構築に将来の委託先を

参加させることは意義があります。 ただし、委託する場合の条件を明確にして、委託した内容に

対して将来においても自分たちにブラックボックスにならない仕掛けが必要です。 

 

図４－４ あらゆる機能、能力、資源の活用 

 

・最近、いろいろなかたちの業務処理サービスが提供されています。 自分たちが直接処理する

必要がない業務、あるいは自分たちが処理しても付加価値があまり生じないような業務は、外部

のサービスを積極的に活用することを検討するべきでしょう。 ただ、外部との関係は、長期的視

野に立ってお互いがプラスになる関係がなければ長続きしないことを認識していなければなりま

せん。 顧客とサービスサプライヤーという取引関係ではなく、あくまでも相互に利益を追究する

善良なパートナーである意識が必要です。 それと同時に、リスク回避のために、場合によっては

撤退時のシナリオの準備をしておくことも必要です。 

 

■ 変化を受け入れる現場の能力 

・課題や問題の解決にはビジネス現場での業務プロセスや処理システムの変化を受け入れて新

しい仕掛けを実行しなければなりません。 先に、組織の変化に対する理解を求めることが大切

であることを述べましたが、その変化を実務上で実現しなければなりません。 新しいシステムは

実行して初めて価値が生まれるのであり、どのように実行されるかのレベルによってその効果に

は何倍もの差が生じます。 最後に効果を実現するのは現場の人々の実行力です。 新しい仕掛

けが完成されるまでに現場の人たちの受け入れ能力を高めておくことが大切です。 それは、新

しい仕掛けに対する理解と、実務上の行動の変化への順応性であって、変革への投資に対する

最大限の効果を生むための重要なプロセスです。 

 

◇◆◇
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１２回） 

 

4. ビジネスアナリシスを推進する環境の構築 

4.4 組織全体の理解とコンセンサス  

 

・トップの意思表示と共に大切なのは組織全体の合意と推進の強い意志です。 課題や問題解決

の実行には組織全体にかかわる問題が多いのですがその潤滑な運営には組織全体の理解や合

意がなければなりません。 部分的な問題である場合にはその関連組織の合意がなければ推進

することは不可能です。 基本的にはプロジェクト推進の意義や目的の理解、人材やその他の資

源の提供や負担への協力、さらにプロジェクトの実行メンバーとして積極的に参画を求める場合

には推進内容に関する要求や議論への参画要請などの形をとりますが、それらすべてに対する

合意形成は容易ではないことが多いのです。 ビジネスの形を変えたり新しい経営思想を持ち込

んだりするときにはそれにより利益を得る部門と逆に負担が増えたり消滅する機能部門さえあり

ます。 全員が利益を享受できるとは限りません。 このような場合に、組織全体が二つに割れて

争っていたのでは問題解決は進みません。 組織全体の意思決定として全体が理解することが

必要です。 負担が増える部門やマイナス効果のある部門に対しては適切な補強や何らかの形

の補償などが必要です。 あるいは全体最適化の視点からの理解を求めることもあります。  

・負担の増大や手法の変化のような量的あるいは技術的問題の場合は比較的その対応策の実

施は容易ですが、文化的あるいは心理的変化に対する補償は難しい場合が多いと言えます。 

それらの問題は合理的な説明により納得を得るしかなく、合意が得られない場合にはトップの方

針として実行するか、抵抗の大きい人や組織の配置転換も考えなければなりません。（続きを読

む→） 

 

■実行に関するトップの意思は組織全体に理解されているか 

・プロジェクトの実行そのものに対する基本的な方針はトップの意思表示により表明されなければ

なりませんが、それには実行の目的とその理由、実行戦略と内容の概要、必要な投資や組織全

体に対する負担の説明、完成時の姿、現状からの変更の内容、成果目標、などに及びます。 こ

れらの内容が組織全体に理解されなければ、各部門や組織の協力が得られないばかりか、参画

意識が低下し、推進プロジェクト自体が宙に浮いたものになってしまう恐れがあります。 確実な

活動にするためには、トップ自らの実行内容に関する明確な意思表示と、それらの組織全体での

協力が約束されていなければなりません。 

 

■実行上の組織や人を計画に巻き込む 
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・新しいシステムの実行には期待と不安とが入り混じります。 決められた行動はいかに効率よく

迅速に軌道に乗せるかが重要です。 実務上の移行を効果的に進めるにはその準備に工夫が

必要です。 プロセスや技術的変更は決められた通り着実に実行することが基本ですが、組織間

や人的な障害が残っていると、推進のスピードを落とすばかりか推進の障害にもなります。 最終

移行時期までにこの問題は解決しておかなければなりませんが、それにはいくつかの手段があり

ます。  

・最初の手段は常識的でありかつ最も基本的ですが、なぜ新しいシステムへの移行が必要であ

るかの背景をきちんと説明し理解を求めることです。 問題解決のプロジェクトなどは意外と現場

の担当者レベルに話が伝わっていないことが多いのです。 さらに、その効果やどう変わるのか

をその現場の実務を使って、わかり易く説明し理解を促します。 他所における効果事例が説明

できれば参考になり理解しやすいでしょう。 

・人は他人の決めたことに従うことを好みません。 類似のものがあってもまた同じものを作りた

がることと同じです。 第二の方法は、問題解決の基本が決まった時点で、主要な担当者を巻き

込んで、新しいシステムをどう利用しどう活用していくかの戦略チームを作りその利用定着を自ら

考えるようにして改革の当事者に加えます。 組織間の調整が必要な問題があれば同じように両

者が参画したチームを作り調整をはかります。 調整が難航する場合には上位組織が参画して

調整役を務めます。 それをベースに議論をまとめて最終的な適用ルールを作り上げます。 こう

することにより、担当者は自分たちが決めたルールであるとの自負から積極的に運用面の定着

に努力をしますし、問題点があれば自ら解決してゆきます。 本当の問題点を知っているのは現

場の担当者なので、それらの人たちが合意した内容は実行面での具体性があります。 これらの

人たちを計画の初期段階から重要なステークホルダーとして参加を求めることはさらに効果的で

す。 

 

■実行体制と資源の投入 

・課題や問題解決は多くの組織や人材の協力なくしては実行できませんが、組織や人材以外にも

必要なものは多くあり、それらが欠けた場合には著しく推進の効率を妨げることがあります。 トッ

プマネジメントは実行の意思を示すだけでなく、率先して実行に必要な問題の解決をしなければ

なりません。 その中でも特に重要なのは、プロジェクトの実行に必要なリソースの承認、具体的

には必要な予算の承認、人材の提供、活動期間と環境の認可です。 人材、特に実行の責任者

には有能な人材を充てなければなりません。 有能な人材は少なく、必ず何らかの重要なポジシ

ョンについていることが多く、多方面の責任をもっていて、現状の業務ラインから外すことが難しい

状況にあるのが普通ですが、実行の重要性を考えて、そのラインから引き抜かなければなりませ

ん。 その代替え人材を含めて適切な人材を任命することが必要です。 

・課題や問題解決の規模が大きくなった場合には、実行のための体制の確立と必要な資源の投

入が課題になります。 大規模な改革などの場合には推進責任者としてトップ自らがリーダーとな

る場合もありますが、実質的な運営組織とその責任者の選任が不可欠です。 解決する課題の



50 

 

範囲が広い場合にはそれぞれの分野の責任者や専門家が必要になりますが、できる限り専従者

でなければなりません。 計画の規模にもよりますが兼任組織の場合にはどうしても日常業務が

優先されて、課題解決プロジェクトへの関与が弱くなります。 やむをえず兼任者を充てる場合に

は、上位の専従責任者から、強い指導のもとに兼任者の実務状況を監視する必要があります。 

プロジェクトの進め方によっては期間を区切って専任体制を組むことも可能ですが、いずれにして

も業務の優先度や重要性、全体の業務負荷の状況によって決めなければならない問題です。 

・実行管理の責任者はその管理の連続性が必要ですから専任である必要がありますが、特別な

知識や技能が必要な場合には専門家をパートタイムや委託形態によって支援を求めることはよく

行われますし、種々な専門家を活用できることやコスト面でも効果的です。 

・人材の投入においては、必要な能力を持つ人を当てるべきであり、ただ空いているからという理

由で人を任命することは避けなければなりません。特に中枢になる責任者には有能な人材を任

命することが鉄則であり、責任者のマネジメント能力で全体の成果が左右されることを理解しなけ

ればなりません。 有能な人材は常に多忙であり、他の仕事から引き抜けないといいう状況をよく

見かけますが、適切な人材がいないならば着手をやめるべきとの判断も必要です。 

・人材以外の資源で重要なのは資金であることは明白ですが、人材も人件費として結局は資金に

含まれます。 社内のプロジェクトであると人件費は別途支払われていて当該プロジェクトへ直接

賦課されないことがありますので人件費の認識を忘れていることがよくありますが、外部の人材

資源を活用した場合には最も大きな支出は人件費であることを理解しておく必要があります。 人

件費は、人材の能力とコストとの関連で評価するべきであり、単価の低い人材を利用することは

多くの場合失敗します。  

・設備等の投資に資金が必要な場合には、プロジェクトの初期に、必要な投資の全体的承認を得

ておき、進捗に伴って必要な時点で支出できる形態をとることが必要です。 納期の長い設備を

投入する場合には余裕をもって計画的に実行しなければなりません。 エンジニアリングフェーズ

が終わり設備投入フェーズになった時点で計画していた予算が下りない、あるいは計画の縮小を

要求されたという状況がよく見られますが、その要因は何であるにせよ、状況の確認と予測を常

に行い、不安定な時期の投資には代案を用意しておくことも必要です。設備投資だけでなく、外部

へ委託するエンジニアリングやシステム開発などについても同じ問題がありますので、長期にわ

たるプロジェクトでは投資の認可とタイミングは重要な課題です。なお、自組織の計画だけでなく、

外部委託先の受け入れ状況を把握しておくことの必要性も同じく重要です。 

 

■実行における障害の排除 

・トップのリーダーシップは実行の意思表示にとどまるものではありません。 新しい構想を実現に

移す場合には、多くの障害に直面します。 投入資源の不足などは常に起こりますが、その解決

は何を優先するかの判断とトップマネジメントの意志が重要になります。 それら障害の排除はト

ップの重要な役割であって、担当部門にその排除を押し付けてはいけません。 必要な場合には

自らが進んでその調整に乗り出すことは、短期に問題解決する上で重要です。 
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・もっとも一般的で、解決が困難なのが組織や人の間の意見の相違です。 視点を変えれば組織

の歴史や伝統や世代間の認識の相違における縦の問題と、事業間や地域や組織の相違に関す

る横の問題があります。 縦横の意思を統一して全体の合意を形成できるのはトップマネジメント

のリーダーシップです。 停滞しているプロジェクトにおける主要原因が部門間の調整や一部反対

者の抵抗であることは珍しくありません。 待ちによる時間の浪費は最も効率を低下させ、担当者

の意気を低減させます。 実行担当者は何とか自分で解決しようと努力する場面も多いのですが、

限界を早期に判断して、解決をトップに依頼することも重要です。 その他、トップのリーダーシッ

プは、プロジェクトの推進における日程やコスト、あるいは手法の選択や技術上の問題など種々

の意思決定のためにも必要です、重要なステークホルダーとしてのトップの責任を果たすことが

解決策推進の原点になります。 

・ここでも鍵となるのは人と人との問題です。 縦の問題も横の問題もトップのリーダーシップがあ

れば比較的容易に調整できます。 これはトップマネジメントの重要な任務であって、担当者に任

せてはいけません。 時間ばかり経過します。 危急の問題や組織が危機的状態にある時など、

危機感を持った時点での意見の統一は、縦横を問わず比較的容易ですが、時間的余裕がある長

期的課題の実行における計画策定などでは組織間の主張が多く、対立意見の調整に多くの労力

を要することが多いと言えます。 このような場合にもトップの明確な意思表示が期待されます。 

・目的と基本的方針の合意が得られ、参加組織全体の意志が統一されれば実行は比較的スム

ースに進みます。 意思のあるところには知恵が生まれます。 リソースの不足は工夫でカバーさ

れます。 優先順位の見直し、実行方法の合理化、簡素化、絞込みなどいろんな手段があります。 

これらの判断はすべて人々の能力です。 

 

■実行のタイミングと工程の選択・・・時間を考える 

・課題や問題の解決で考慮しなければならない重要なものに時間があります。 時間には２つの

側面があり、一つはいつ実行するかというタイミングの問題と、どのくらいの時間をかけるかという

期間の問題とがあります。 課題や問題解決におけるタイミングが結果に与える影響は大きく、と

くに緊急な解決を要する問題においては時機を逸した場合には価値がなくなるばかりか、致命的

な打撃を与えることすらあります。 長期的な計画や戦略的計画においても、実務への投入時期

は競合相手との競争や社会環境への対応との関係において致命的な影響を与えることもありま

す。 問題の緊急性によりそれらは大きく左右されますが、すべて早期に短時間で実行すればよ

いというものでもありません。 

・実務への投入時期と同じく、計画された工程は期待効果の実現時期と共に各方面に与える影

響を考えると時間計画は維持しなければなりません。 工程の遅延は、その効果実現の遅延だけ

でなく、関係する諸方面の計画の遅延と、その間に必要なコストの増大の面からも大きな損失を

招きます。 時間はすなわちコストであるという意識を常に持って計画を推進しなければなりませ

ん。機会損失を含み、関連して影響を受ける先々のコスト増加を考えるとその影響は想像以上に

なることすらあります。タイミングにせよ期間にせよ、適切な実行時期と期間があり、さらにその実
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行内容の品質レベルとのバランスを考えることも必要です。 一般にかける時間と品質とは相反

すると言われています。 

・長期計画のような課題は実行時期の選択に余裕がありますが、最終的な目標に至るプロセス

にはいろいろな選択があります。 大きな改革を３か年かけて構築し、３年目に一度に実務に投

入しようという場合と、１年ごとに中間目標を作り、１年ごとに段階的に実行に移し、３年目に集大

成しようという場合もあります。 どちらが良いかは種々の環境判断によりますが、後者のほうが

段階ごとの検証と実績の確認ができることと、変化に伴う軌道修正ができることから言えばリスク

が小さいでしょう。 段階ごとに効果が回収できる利点もあります。 

・緊急を要する問題であっても、とりあえずの対策をしておいて原状復帰し、運用しながら根本的

な対策をするというのが一般的ですが、これも緊急性と、現場の状況と、投入できる能力と、コス

トとのバランスで決まります。 

・場合によっては、プロトタイプを作って試行し、確認、修正をしてから本格システムの構築にとり

かり、大きな問題の場合は、先ず先行してフィージビリティースタディーを実施して課題の妥当性

を評価し、実行上の問題の摘出と実行コストの算出、実行計画の展開をすることがあります。 

 

 

      図４－５ 組織全体の理解とコンセンサス 

 

■実行の価値と効果の評価 

・緊急課題においては議論の余地なく即時実行しなければならないことが多々ありますが、中長

期的計画や戦略的計画においては、投入する資源コストと期待効果とのバランスを評価しなけれ

ばなりません。 着手時の投資対効果は外部環境の変化を想定して算出する必要があり、効果

の評価指標とその目標値を設定しなければなりません。 直接的効果だけではなく、間接的効果

を算入することが大切です。 間接的効果の方がはるかに大きくなる場合は珍しくありませんが、

算出が困難であるという理由から目先の可視的な効果だけを算定効果とすることがよくおこなわ

れています。 テーマによっては負の効果になる指標もありますので、関連する組織や機能の評
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価はプラス、マイナスの両面から幅広く検討することが必要です。 よく指摘されることは、投資効

果はプラスであるのに、経営指標や事業実績は改善されていないという現実です。 このような評

価を避けるためには、プラス効果とマイナス効果の両者を明確にして、プラス効果は従来のマイ

ナスのどこを補ったのかということと、総合的効果を説明できるようにすることが必要です。 更に、

プラス効果を新たな何かに投資したのであればその規模を明確にするべきです。 プラス効果が

全く異なる分野に投入されることはよくあります。 悪化の阻止という名目の改革や投資がよくお

こなわれますが、ここでも具体的にどの程度の悪化が予想され、それをどこまで阻止したのかを

可能な限り数値化する必要があります。 阻止したその先をどうするのかという戦略がなければ、

再び悪化に陥りますし、対策ばかりで終わってしまいます。 

 

◇◆◇ 



54 

 

ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１３回） 

 

5. ビジネスアナリシス実行の全体計画  

5.1 対象とする課題や問題の原点と本質をとらえる  

ここまでは、ビジネスアナリシスとは何かを理解するための概念の理解や、ビジネスアナリシスを

実行するための環境の整備などについて述べてきましたが、ここからはビジネスアナリシスの実

行の手順や技術について具体的に議論していきたいと思います。 その最初に、まず今やろうと

しているビジネスアナリシスの対象に関して全体の概念と実行課題の構造を描くことから始めま

す。 その目的は全体概念をラフに描いて、基本的な実行の戦略を考えることにより必要な人材、

体制、必要な費用、時間、関係ある組織、制約、関係先、予想される障害、実行可能性の検討な

どを考え具体的計画の基礎とすることです。 対象が小規模な場合は頭の中で考えることで構い

ませんが、規模の大きな課題では、必ずこのような概念計画をされることを薦めます。 ここで計

画される内容は予備的な検討であり、実行計画において修正することは構いません。 この段階

の検討プロセスは実行段階で繰り返されますので重複すると思われるかも知れませんが、まず

全体を捉えることで実行内容の全体を認識すること、何が問題になりそうかということの把握によ

る事前対策の可能性と、再度検討することによる思考の前進の効果は大きいものがあります。さ

らに大切なことは、課題や問題に関係するすべての組織や人びとを見落としなく認識してその意

見や要求を理解することです。（続きを読む→） 

 

■原点に戻って考える 

・いろいろな課題や問題を解決しようとする場面では、何をしたいかを明確にしたのち、何をする

べきかを考えなければなりませんが、その原点は、現状の認識です。 

・なぜ現状認識が原点なのかと言えば、問題解決のすべての出発点だからです。 正しく現状を

確認することにより現在の状況がわかります。 それがすべての出発点になります。 その出発

点を起点として、問題発生の背景を調べ、原因を追究し、解決の目標を設定し、具体的な対策と

その実行計画を構築するという一連の問題解決のプロセスを進めることになります。 ここで、最

初の現状認識が間違っていたとすれば、その後のストーリーはすべて間違った基礎の上に計画

されることになり、努力をすればするほど本来の目的から離れた誤った方向へ進んでいくことにな

ります。 現状認識がいかに大切かということが分かると思います。 

・現状の認識により、課題や問題解決の原点となる条件が定まります。 現状認識ができたところ

でその背景を捉えることと原因を知ることが必要ですが、このプロセスにおいても思い込みや一

部の情報に惑わされることなく客観的観測に徹することが大切です。 どうしても声の大きい人の

意見や権威ある情報に注目しがちですが、本当の現場の情報をどうとらえるかが重要です。 そ
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のためには関連する組織や人々、あるいは関連する社会現象を見落とさないようにすることです。 

不自然な情報は一度疑ってみることも効果的です。 情報を論理的につなげてみると、どこか連

続性のない現象や不整合な情報がよくあります。 そんな情報には何かの誤りの原因や問題解

決の鍵があるか、間違いであるか誤解しているかのどれかです。  

・解決の具体策を策定していくといろいろと意欲がわいてきて、あれもしたいこれもしたい、あるい

はかなり難しいことを短期間で実現するなどの計画が織り込まれていくことがよくあります。 注意

しなければならないことは実行組織には実行可能な能力の限界があるということです。 時間的

制約もあります。 どんな高度な計画を立ててもそれが実現できなければ何の意味もありません。 

可能範囲の対策を十分に実現したほうがはるかに効果的です。 原点に戻って計画した案につ

いて、実行能力に対して現実的であるかの評価をして、実行不可能であれば可能な計画への内

容変更をすることが必要です。 ここでいう実行能力とは、実行組織の推進能力やシステムの構

築能力だけではなく、適用組織の運用能力や利用者の実施能力を含むことを理解しなければな

りません。  

・問題解決のすべての段階において、基本となる情報を捉え、認識し、分析し、それらに基づいて

基本的な行動計画を立てることが原点に戻って考えることの基礎です。 思いつきでいろいろな

試行をくり返すことは成功することがあっても偶然性が大きく、一般的には検討プロセスの効率が

悪く、環境が変化した場合に連続的に対応していくことが非常に困難です。 

 

■本質をとらえる 

・原点に戻って考えることと同じように重要なことは、本質をとらえることです。何かを実行しようと

するときには必ず本来解決するべき問題と、それを補助する処理とがあります。 あるいは、同じ

目的を達成するにもいろいろな方法がありますが、どの方法にも共通した基本的な処理内容があ

ります。 また、全く異なる方法を採用しても、その問題解決の論理的背景は同じであることが見

いだされます。 そのいずれにも共通した基本部分が本質だと考えてください。 問題解決をしよ

うとして本来の原因でないところを一生懸命に修復しようとしても正しい答えは得られません。 課

題や問題の根底にある真の要因が課題や問題の本質です。 

・課題や問題の本質を見つけたならば、問題発生の環境や解決の要求条件に従って最適な解決

方法を選ぶことが課題になりますが、そこでも解決の本質を見抜かなければなりません。 解決

の目的と異なることをしようとしていないかを常に監視することが必要です。 

・解決における本質は問題を取り巻く環境や条件によって影響を受けることがあります。 例えば、

一つのコンピュータプログラムの開発を複数の人が同じ条件で同時に自由に実行することを想定

した場合を考えてみます。 システムの入力と出力、その間の処理内容のみを与え、プログラム

の構成は自由とした場合、各開発者は自分の経験や技術を背景として各自が異なるプログラム

を作成すると思われます。 このケースでは与えられた条件の本質をとらえた人は合理的な処理

構造を考えることができるでしょうし、そうでない人は回りくどい構造を考える可能性が高いでしょ

う。 さらに開発の条件として、利用上の環境条件が与えられるとすると、その条件によって問題



56 

 

解決の本質は影響されます。 例えば、処理の迅速性、大容量情報の処理、信頼性の確保、ある

いは利用条件としての広域利用、モバイル利用、などがクリティカルな条件として要求されますと、

それらが拘束条件となって解決の本質的条件へ影響を与えます。 このように本質はいろんな場

面で行動の基本になり、与えられた環境により変化することがあります。 本質を外れた解決策

は与えられたテーマに対しては正しい回答を与えているとは言えません。 

 

■ステークホルダーと情報、要求の取得 

・課題や問題の現実を捉えようとすると、現状認識のために客観的な公式情報やデータの調査の

他に、それらに関連する主要な組織や人からの情報の取得が必要になります。 関係する組織で

最も直接的なのは実行の当事者である組織の現場などですが、経営上の上位マネジメント、シス

テム的に間接的に影響を受ける業務上や指導上の上位組織、業務の流れを通して下位に位置

する組織、直接業務の流れには関係しないが、全体の中で監視や基準等を管理している組織、

実行予算等の認可権をもつ組織、システム的に連携を持つサプライヤーや外注先などの外部組

織、業務の一部を担当するパートナー、流通経路としての外部組織、など多岐に及びます。 問

題によっては官公庁、顧客、株主、などに及ぶこともあります。 さらに顧客が重要な関係者であ

る場合も少なくありません。 

・これらの関連組織からすべての情報を取得することは限界がありますが、課題や問題解決に何

らかの重要な関係を持つ場合には優先度を考慮の上対応する必要があります。 

・問題解決をしようとすると、その関係組織や関係者の間の意見の調整に苦慮することが常に付

きまといます。 これらの原因の多くが自分たちのこれまでの常識や制度の変化に対する抵抗感

から発生していることが多いといえます。 また、当事者たちの意見が無視されたままにものごと

が決まってしまっているという不満もよく見られます。 このような場合には、決定内容の妥当性や

技術的内容に対する不満や反対ではなく、感情的な問題が解決を難しくしている原因であること

が少なくありません。  

・この種の問題を避けるためには、対象となる問題解決に関係する組織や人たちを洗い出し、意

見をよく聴取することが不可欠です。 これらの関係者をステークホルダーと呼んでいます。  

・これらのステークホルダーから出された種々の要求は正しく理解しなければなりませんが、要求

をすべて受け入れることは不可能ですし、言われたことをすべて実行することが正しいとは限りま

せん。 要求の中には正反対の意見もあり、全体の方針に反する主張もあります。 異なる意見

に対しては、議論や説明の上なぜ受け入れられないのかを明確にして、運用上可能な代案を提

示することも必要ですし、不合理な要求に対しては明確な理由を付して拒否することも必要です。  

・ステークホルダーが主張する提案には、よく議論してみると一般的な手法と基本的にはなんら変

わらない内容であることがよくあります。 表面的な相違で異なる提案だと主張される場合の多い

ことに注意しなければなりません。 そのような場合には本質的に同じであることを説明して、集

約して処理することが問題解決を簡素にします。 問題解決も新しいシステムもプロセスをいかに

簡素にするかが大切です。 また、理解能力の不足、先入観による解釈、単なる思い違いなどに
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起因するいろいろな誤解が発生しますが、最終的に要求された内容と異なる決定をする場合にも、

要求内容の正しい理解がまず必要です。  

・ステークホルダーの見落としがないかどうかを確認するためには、業務に関連する上下左右の

組織と内外の組織の関連図を描いてみると良いでしょう。 システム的に間接的に繋がっている

組織も注意することが必要です。 ステークホルダーの適切な選択は実行に関する組織全体のコ

ンセンサスを得る上でも重要な課題です。 

 

■課題や問題解決の三つの環境パターン 

・経営の現状、課題の背景、問題発生の原因が判明し、解決の目標が設定されると目標達成の

ための実行計画に移ります。 実行のための戦略と実行の方法、そこに使われる技法は多様で

あり選択肢は無限にあるとも言えます。 その中でどのようなアプローチを選ぶかはその後の実

行計画を決める上での基本になるだけでなく、プロジェクト実行の効率と成否の鍵を握ることにな

りますので、問題解決環境を理解の上よく検討して選択しなければなりません。 

・実行の戦略は、問題の対象とプロジェクトの持つ能力や経験に基づいて異なりますが、どのよう

なパターンの問題解決かにより大きく異なります。 先に、課題や問題解決の周囲環境による三

種類のパターンを説明しましたが、第一のパターンとして、意識があれば実行可能なもの、すなわ

ち実行すれば必ず成果が得られるパターンの場合には、実績のある手法、わかり易く簡素なもの、

必要な資源投入の少ないもの、とくに内部システムの改革などには参加者全員にわかり易いこと

が重要な要素になります。 ただ、他の経営システムとの連携や業務のインタフェースが必ず発

生しますからそれらとの相性の良い組み合わせが好ましいとも言えます。 それらの判断は、何

を優先するかにより決定される問題です。 また、新たなコンセプトや新技術を利用する場合には、

その実行に実績のあるリーダーや推進者、技術者が必要であり、いかに効果的であると予想され

ても、いきなり新らしい手法を適用することは慎重にしなければなりません。 小規模の実験をし

てから実際の問題に投入することが好ましいと言えます。 外部コンサルタントに支援を求める場

合には、現場をよく理解して分析評価し、現実的な判断ができる人が良く、論理的理想に走る人

は避けるべきでしょう。 このパターンの問題では、比較的静的な改革、即ち組織や運営システム

の改革、プロセスの改革、システムの再構築などが主な解決手段になります。 

・二つ目のパターンである、こちらの動きに対応して相手も反応行動するタイプの問題解決では、

技術というよりも戦略が重要な要素になり、さらに相手に先行する素早い行動を必要とします。そ

のような動きに自分たちの背後の組織や体制、あるいは能力がついていけるかどうかの判断と

実行能力が伴わなければなりません。 このようなケースでは勝つか負けるかの勝負にもなりま

すから柔軟な戦略を考えるとともに、相手の動向を読み切る情報戦でもあります。 圧倒的に相

手を凌駕する対策が実行できれば有利に進みますが、状況に応じては代替案や撤退の戦略を

準備する必要があります。 

・第三のパターンである外部環境の大きな変化への対応が必要な場合には、多様な戦略と、

種々な手法を活用して、柔軟なシステムを構築することを考えなければなりません。 経営システ



58 

 

ムであっても情報処理システムであっても常に取り巻く環境の変化があることを前提として対応を

考えることが必要です。 ここでは、変わるものと変わらないものとを分類して対応の戦略とスキ

ルを考えることが重要です。 変わらないもの、すなわち経営の基本的基盤システムと、変わるも

の、すなわち周囲環境の変化により変化する部分とを分けて考えることが変化への対応を容易

かつ迅速にします。 

・一般にはこれら三つの形態が複雑に絡んだ問題が多く、このように明確な分類はできない場合

が多いのですが、環境の変化は常に発生することを前提にして日頃からシステムの全体構造を

考える習慣をつけることが、ビジネスアナリシスにも柔軟に対応できる鍵となります。 

 

 
      図 5-1 課題や問題の原点と本質をとらえる 

 

◇◆◇
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１４回） 

 

5. ビジネスアナリシス実行の全体計画  

5.2 ビジネスアナリシス実行のストーリーを作る  

・具体的行動の最初は、実行のストーリーを作ることから始まります。 対象とする課題や問題に

対して詳細な計画を策定する前に、全体の概念的実行ストーリーを描くことにより実行内容や目

的を明確にすることにより、その後の計画推進の基礎になります。 ストーリーは形式を問いませ

んが、実行する内容に関して基本的な内容を明確にすることが大切であり、必要な資源に関して

は、おおよその必要量を数量的に示すことがその後の具体的計画作成に役立ちます。 作業の

進捗に従って判明する諸課題を反映して変更して構いません。 ストーリーとして書き出すことに

より、実施しようとしていることが具体的に見えてきます。 

・問題処理が緊急を要する場合や問題発生の因果関係が明確にわかっていて問題解決の範囲

が限られている場合には、直ちに行動計画や推進日程、担当部門や適用手法などの具体的設

定に進んで構いませんが、そのような場合においても、問題の周囲環境を冷静に再確認すること

は大切です。 緊急時などには先入観により結論を急ぐあまり重要な事実を見落としたり、本質

的な問題を忘れたりしがちです。 

・一方、大きな課題の場合には実行のためのフィージビリティースタディーを実施することもあり、

特に全体の時間計画や必要経費の見積もりの精度を上げるためにも欠かせません。（続きを読

む→） 

  

■ 課題や問題の全体を描く 

・取り上げられる課題は、それまで解決できなかった対象や新たに発生した課題ですから、周囲

の環境のすべてが見えていないと思われますので重点的に実態をつかむことから始めることが

原則です。 そのような場合には、問題の全体をつかみ、対象とする問題を中心とした環境や関

係する組織、システムなどの総合的関係を図や表によって可視化することが効果的です。 高度

な表記法や図式を使う必要はなく、わかり易ければどのような図でも構いません。 多くの人が議

論するためにはわかり易い表示法が大切です。 同じ図を異なる視点から表現した複数の図を作

成することは理解のために役立ちます。 図を描く場合には関係するステークホルダーとその位

置づけを明記するとともに、問題に直接因果的関係のないと思われる通常業務の周囲組織など

もできるだけ書き込むほうがよいでしょう。 全体の中で、対象とする問題が関係する領域の位置

づけを明確に見えるようにすることが解決のヒントになることが多いのです。 当事者の気が付か

なかったところに本当の問題が発見されることがあります。 この図で重要なのは、関連する組織

や人々がどこにどのような関係でいるかということです。 ここまでの準備はこれからの問題解決
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プロジェクト実行の判断の基礎になりますから十分に内容の理解と確認をして頭の中に叩き込ん

でください。 

 

■何をしなければならないかのストーリーを作る 

・問題解決のプロセスでは、対象とする問題ごとにその発生環境が異なりますので、解決手順は

それぞれ異なりますが、ほとんどの場合標準的な手順で対応できます。 何か特殊事情があれ

ばその周囲を注意深く計画してください。  

・課題や問題はその性格から大きく分けて二つのケースに分かれます。 その一つは、組織や当

事者が意識を持って計画するテーマであり、中長期の事業計画、現状分析や長期的な傾向に対

する対応策、あるいは経営戦略的な行動計画や改革などです。このような問題は目的や目標は

初めから比較的明確です。 もう一つは、突発的な問題、あるいは緊急を要する対応策などで急

激な環境変化や突発事故、あるいは市場変化への緊急対応、幹部からの緊急な指示などです。 

・前者の場合は、時間的にも比較的猶予があり、順次計画を準備する余裕があることが多く、トッ

プからの経営方針による意思表示や、計画のドラフトが作成されていたり、ある程度の分析も進

んでいたりする場合が多いと言えます。 そのような場合には、課題設定が正しいことの検証から

始めることになるでしょう。 後者の場合には、極端な場合には何が起こっているのかの現実さえ

わからないということもありますので、ます現在の実態の確認と認識から始めなければなりませ

ん。 また、プロセスの中では種々な障害の発生も想定されますので、それらの予測や対応方法

の準備をしておくことが必要です。 また、実行途中にいろいろな障害が発生することがあります

ので常に代案を考えていることも必要です。 

・いずれの場合においても大切なのは、本当の事実は何なのか、何が起こっているのか、関係者

は誰なのか、問題の原因は何なのか、などの認識と関係する組織や人々からの正しい情報の収

集、さらには客観的な外部環境の認識、解決の目標をどこに置くか、そのためには何をしなけれ

ばならないかということの総合的な理解と認識であって、その中には何らかの戦略的手段がある

はずです。 

 

■事例を参考にして問題解決を考える 

・課題となるテーマ、発生する問題はほとんどの場合類似した前例があります。 事業計画の策

定ならば毎年繰り返されますので前年度の計画があります。 改革プロジェクトは目標テーマが

異なりますがたびたび類似の計画がされます。 新しい課題や問題が発生した時には多くの場合

前例からスタートして全体計画を構築するのが常です。 前例を参考にすることは計画作業の合

理性からも一般に行われていますが、新鮮さに欠ける内容にならないように新しい視点からの発

想を加えたり担当メンバーを変えたりする工夫も必要です。 全く新しいテーマであっても、その実

行内容は参考になる類似なものがどこかにあります。 事例から最も参考にしたいのは実行にお

ける不具合や失敗、障害事項などですが正しく記録されているかどうかの問題があります。 
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・問題解決の計画作成において対応処理の類似性というのはテーマ内容の類似性だけではな

く、問題構成の類似性であって表面的にはまったく異なる問題であるかのように見えることがあり

ます。 そのような問題は、背後に隠された類似の解決対応策が適用可能です。 

このように過去の事例から問題解決の方法を見つけて実行ストーリーの構築を容易に進めること

は効果的であり、良い事例はよい解決のテンプレートになります。 課題や問題は同じことを繰り

返しているのです。 

・さらに、発生する課題や問題はいくつかのパターンに分類できることはすでに述べました。 そ

れらのパターンに分類して事例を整理しておくとさらに有効に活用できます。 過去の事例を参考

にすることにより問題解決全体のストーリーを容易に組み立てることができます。 

 

 

      図５－２  実行のストーリーをつくる 

 

◇◆◇
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１５回） 

 

5. ビジネスアナリシス実行の全体計画  

5.3 課題や問題解決の手順や方法を考える  

・新たな課題や問題を解決するには、その対象とする問題の現実を正しくとらえ、現在の状況を

正しく理解することがスタートポイントですが、解決の方法をゼロから考えるよりは、これまでの

種々の事例を参考にすることは効果的に実行するうえで重要です。 多くの人は自分の経験か

ら、このような問題はこのような手順で解決できるはずであるという知識をもっているでしょう。 分

類された事例があれば、参照することによって計画立案を容易にしますが、解決のプロセスを検

討するためには、一般化された原則に従って計画していくことにより効率的な立案と実務処理が

できます。 課題や問題解決においては、どのような手順で実行するかという課題と、どのような

手法や技術を利用するかという二つの視点があります。 いずれの場合においても、その原則

は、基本に戻って考え、ステップを踏んで分析し、判断することであって、特別な特効薬はないと

考えることが正解です。（続きを読む→） 

 

■ どのような手順で実行するかを考える 

・ビジネスアナリシスの実行において、何をしなければならないかが明確になった時点で、どのよ

うな手順で推進するかの選択は、その後の推進の効率を決める重要な要素になります。 決めら

れた手順を一つずつ追いながら実行する場合もあり、課題全体を分割して複数の行動を並行に

処理していく場合もありますが、課題の大きさ、緊急性、実行能力によりさまざまです。 一般的に

は標準的な手順に沿って実行することで効果的に処理できますが、関係先や環境の複雑性によ

っては、推進途中で相互の状況と現状の整合性の確認が必要になり、新たな課題が発見された

ときには相互にフィードバックしなければなりません。 全体計画のストーリー作りではそのような

問題発生の可能性を認識することも一つの目的です。 対象とする課題や問題が何か特殊な問

題を抱えているときや、解決の難しい障害が予想される場合には、その部分の解明と対策のプロ

セスを重点的に付加することも必要であって、最も難しい問題を見つけて、どう処理するかの戦略

を考えておくことがこのフェーズの重要な課題です。  計画した手順どおりに進む場合は少なく、

段階ごとに発生する新たな課題をフォードバックしながら前進することは珍しくありません。 ま

た、くり返しながら計画を詳細化していく方法もあります。 このような性格の問題解決では、計画

時点で繰り返しの手順を組み込んでおくことが時間計画の上でも必要です。 
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    図５－３ 解決の手順や方法を考える 

 

■ どのような手法や技術を利用するかを考える 

・プロセスの実行には多くの作業が必要ですが、それらに適切な多くの理論、手段、手法などが

利用できます。 それぞれの場面でどの手段を利用することが適切かは取り纏め責任者や担当

者の経験と知識によるところが多いので、計画時に多くの人たちと処理方法に関する議論を尽く

すことは有効です。 問題の性質や対象により適切な技術は異なります。 特殊な手法について

は必要に応じて専門家の指導を受けることも効果的です。 同じ目的ならば、簡素で一般的、実

績のある手法を選ぶべきでしょう。 

・適用する手法は大きく二つの面があります。 その一つは解決する問題全体の分析評価により

問題の本質を見つけて解決手法の焦点を絞ることです。 課題や問題には必ず解決の鍵になる

テーマや原因がありますので、それを見つけることにより、そこから派生する問題をつぶすか、そ

こを中心として戦略を展開するかです。 例えば、組織間の境界が業務の円滑な推進の障害にな

っているならば、それを破壊し新たな仕掛けを構築する仕組みを、処理プロセスの変更、組織の

統廃合や構成変更、人材の入れ替え、責任と権限の変更、情報共有、など種々の手法を活用し

て集中的に対策します。 即ち、対象となるような問題が発生しないような仕組みにしてしまうこと

です。 第二は問題を整理し、共通の理解を構築するという行動や手法の適用であり、問題の摘

出の方法、議論の方法、問題や論理の表示方法、現状の可視化、分析方法、評価方法など多く

を組み合わせて、相互理解を進めて問題を解消する方法です。 合意の上で組織やシステムを

変更することもあります。 そのような手法が定着することにより、常に活用され、議論や分析が

日常的に実施され、組織の文化に育つと同時に議論が潤滑に回るようになり、技法としてさらに

ブラッシュアップされます。 

・プロジェクトでは多くの人たちが情報を共有しなければなりませんので、いろいろな場面で情報

を伝えるための表現方法は特に大切です。 情報共有のための多くの表記方法がありますが、

内容表現は厳密であっても専門性が高く理解に専門知識が必要なものは一般の議論向けには
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避けるべきでしょう。 表現の厳密性や論理性とビジネス上の課題解決のプロセスとは同じでは

ないことを理解する必要があります。 論理的な記号や記述方法がいろいろとありますが、利用

する場合には分かりやすい説明が必要です。 課題解決に参画する現場の人たちの殆どは論理

表現の専門家とはほど遠い仕事をしています。 これらの手法は、対象の条件により適宜使い分

けることが重要で、問題の性格によって効果はまちまちです。 議論の結果を専門的な論理表現

方法で整理しておくことは、結論の論理的矛盾がないかを確認し、結論を厳密に定義しておくた

めには価値がありますが、この作業は専門化に任せることが良いでしょう。 

・適用技術は旧来からある一般的な方法が大いに役立つばかりでなく、参加者全員にわかり易い

こともあり、特別な目的がない限り敢えて新しい手法を用いる必要はありません。 参加メンバー

全員が情報を共有する目的からは単純で一般的な方法が効果的です。 

 

■視点を変えれば異なる答えが見えてくる 

・視点を変えると問題の真実が見えてくることと同じように、視点を変えると異なる解決策が見え

てくることがあります。 何らかの解決策が見つかった場合でも、その代案は必ずありますから視

点を変えて比較評価することは価値があります。 解決策の欠点を見つけることはより良い解決

策を見つける鍵になります。 例えば、立体形状は見る角度によりその形状はさまざまで、表面に

ある一点は凸面である限りあらゆる方位から見ればどこからか見えるものですが、入り組んだ凹

面や内在するものは表面を剥がして内部を展開しなければ見えません。 特殊な解決策の長所

を認識してそれを失わないようにすることは大切ですが、最終的な選択は種々な方法の総合的

判断で決めます。 解決策の選択は、緊急性のある場合には対応時間が優先されますが、長期

的には解決目標との整合性、必要なコストと結果のバランス、技術的可能性、そして実行の能力

と信頼性などを評価して決めることになります。 

 

     図５－４ 視点により見え方は多様 

 

◇◆
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１６回） 

 

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.1 ビジネスアナリシスプロセスの概要  

 

・ここからは本コラムの中心課題であるビジネスアナリシスを実践するためのプロセスについて詳

しく述べてゆきます。 これまでに説明してきましたビジネスアナリシスの原点や本質が基本とな

っています。 重複して説明する記述も出てきますが重要な事項ですから再確認してください。 

ビジネスアナリシスの実行にはどのような流れがあって、どのような注意が必要であるかを議論し

てゆきますが、ここに示す問題解決のプロセスは典型的な流れであって、課題の性格によっては

実行順序が変わることもありますが、それぞれの実施要素は一連の流れのどこかで実行されな

ければならない項目です。 

・ここで大切なのは、ビジネスアナリシスは、知識や経験、技術や技法だけでなく、実行のマネジメ

ントの問題、参画する人々の意識や認識の問題、さらには関係する人たちの人間性や人間関係

の問題までもが結果に大きく影響すること、場合によっては実行の成否を分けることにもなること

です。 どんな立派な計画があっても、それを実行するのはそこに参加する人の問題であることを

理解しなければなりません。  

・ビジネスアナリシスは課題や問題を解決することが目的であって、その実行形式や適用技術は

自由であり、その場の状況によって柔軟に判断し、対応していくべきものであることを理解してくだ

さい。 高度な手法や技術の適用がよりよい結果に結びつくとは限らないことの認識も必要です。 

実行環境と実行組織の能力に応じた適切な手法を選ぶことが大切です。（続きを読む→） 

 

 ■ ビジネスアナリシス実行の流れ  

・ビジネスアナリシスを実行するためには初めにその対象とするテーマに関して、「何をしたいの

ですか」という明確な意思表示から始まります。 この意思表示が原点となって全体の実行計画

が開始されます。 実行プロセスは全体として、三つの部分、即ち、①対象とする課題や問題の

現在の状況の正しい理解と認識、②対象とする課題や問題の解決目標の設定と、どうやって解

決するかの戦略と具体的方法の選択、そして③その実行と結果の確認と評価、から構成されま

す。 繰り返しますと、何がしたいのかという意思表示と３つの実行部分から構成されます。 

・この 3 つの部分をさらに分割して、それぞれ 2 項目ずつ、合計 6 つの項目から構成します。 そ

れらは、「課題や問題の特定」「現状認識と原因分析」、「解決目標の設定」「解決戦略と実行計

画」「解決システムの構築と適用」「評価とフィードバック」と呼ぶことにします。 各項目はさらに複

数のテーマから構成されていて、 各テーマは詳細な実施項目から構成されます。 実施項目の
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実行には種々な手法や技術がありますので、その場の判断から最適な方法を組み合わせて実

行することになります。 ここでは、ビジネスアナリシスを実行する上での全体の流れの概念や考

え方、実施に際して注意するべき事項について主に述べることにします。 項目とテーマの構成

は次の通りです。 

 

＜意思表示（原点）＞ 

「何をしたいのか？」 

＜対象と環境の現状認識＞ 

「課題や問題の特定」－課題や問題の認識とテーマの確認 ・課題や問題の全体構造の認識 

「現状認識と原因分析」－現状認識と状況把握 ・状況分析、原因分析、評価と認識 

 ＜解決目標と実行戦略＞ 

「解決目標の設定」－解決目標の設定 ・完成時の評価指標設定 

「解決戦略と実行計画」－問題解決の戦略と実行手段 ・実行計画策定・計画の妥当性評価 

 ＜実行と評価＞ 

「解決システムの構築と適用」－解決システムの構築 ・実務への適用 

「評価とフィードバック」－効果の評価 ・必要なフィードバックと修正 

 

   

     図６－１ ビジネスアナリシスの基本プロセス 

 

・ここで大切なのは、このプロセスの上流過程の認識や判断を誤るとその後の工程が誤った方向

を向いて進んでしまうことです。 各段階の判断の妥当性を確認しながら推進することが重要で

す。 この基本プロセスの概念はこれからの議論のベースになりますのでよく理解しておいてくだ

さい。 

 

◇◆◇ 

ビジネスアナリシスを考える 
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－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１７回） 

 

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.2 出発点の重要性－課題や問題の明確な理解と認識  

 

 新しいことを始める場合にはその出発点の理解と認識が非常に重要です。 今どこにいるの

か、何をしたいのか、その行く先はどこなのか、という三つの視点が定まらなければなりません。 

ビジネスアナリシスにおいてもこれら三つの視点が明確になっていなければ誤った方角を向いて

無駄な努力を続けてしまう危険性があります。 自分が今どこにいるかの認識を誤ることも少なく

ありません。 自分たちはどのような環境の中のどの位置にいるのかの正しい認識はとても重要

です。 自分たちの能力の正しい認識も同じです。 自分たちは何をしなければならないのかとい

うこと自体を誤って理解していることもあります。 なぜそうすることが正しいのかという冷静な判

断が必要です。（続きを読む→） 

 

■何をしたいかの認識がビジネスアナリシスの原点  

・ビジネスアナリシスの着手は、まず何をしたいのかという意思表示から始まります。 目の前の

問題は何であって、何をしようとしているのか、どのような問題が発生しているのか、その原因は

何であるのか、どのような形で解決したいのか、などを明確に理解して参加者全員が意識を共有

することが大切です。 場合によっては実際に起こっていること自体が見えないことがあります

が、その確認を疎かにしたまま解決策を実行しようとしても正しい回答に行き着くことは難しいば

かりか、間違った条件によって設定された目標に向けて進んでしまい無駄な努力をするばかりで

す。 本当の問題は何かということを確認することは出発点での鉄則です。 

 

■課題や問題の明確な認識と追究 

・日常生活の出来事においても、何かをするときにまず「何をしたいのか」という意識が明確でな

ければなりません。 新しい住まいを建てたい、夏休みに海外旅行をしたい、日曜大工で犬小屋

を作りたい、資格試験に合格したい、などの「何がしたいのか」という目的が明確でなければ計画

も行動もスタートしません。 

・ビジネスにおいても全く同じであって、売り上げを伸ばしたい、製品原価を下げたい、海外拠点を

強化したい、品質を向上したい、などの課題がいろいろとあります。 もう少し詳細に、Ａ事業部の

売り上げを伸ばしたい、Ｂ製品の製造原価を下げたい、Ｃ地域の海外拠点を増やしたい、Ｄ製品

の品質を向上したい、などと具体的に絞られるとさらに課題が明確になります。 目的の絞り込み

は、「何をしたいのか」の中での検討目標そのものになることもありますし、明確に当初から指示

されることもありますが、それらは、「何のために、何をしたいのか」という問題提起の背景によっ

て決まります。 
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・ビジネスにおいては実行するテーマが比較的明確になっている場合が多いと言えます。 例え

ばトップや幹部からの指示や経営会議などによる決定事項、事業計画で議論になった実行しなけ

ればならない改善や改革、あるいは経営目標の達成のための具体的戦略などがあります。 そ

の他、製品の不具合への緊急対応などは殆ど明確に決められたテーマです。 

・一方では、場合によっては明確な対象がわからないこともあり、何をすればよいのかを発見する

ことがテーマになることもあります。 そのような場合には「何をしたいのか」は「テーマの発見」そ

のものが目的になります。 ただ、目的はほぼ決まっていてそのためには何をすればよいのかの

議論の結果がテーマの決定になる場合があります。 例えば、「最近売上高が落ちてきたがその

原因は何か」という課題に対してその分析をすることが「何をしたいのか」であり、そこで発見され

た問題に対して具体的に「競合他社製品に勝てる新製品を市場に投入する」というテーマが次の

「何をしたいのか」になります。 このように「何をしたいか」が階層的につながっていくことがありま

す。 

・このように、実行テーマがほぼ決まっていてそれをどう実現するかが次の課題になりますが、そ

のテーマが決定された背景、あるいは実行の条件などを確認し理解していることが大切です。 

解決策の実行途中で種々な判断が必要な場面が多々発生しますが、背景を知っていれば正しい

判断に役立ちます。 計画を実行した結果、指示者や依頼者が期待していたことと異なる問題を

解いていたという事態の発生は少なくありません。 背景を知っていれば実行の途中で何かおか

しいと気付く可能性が高くなります。 

 

 

        図６－２ 出発点の重要性 

 

・このように「何をしたいのか」が具体的に決まり、その背景が明確になれば、その後の対応策す

なわち問題解決の出発点になります。 行く先が明確でなければどちらを向いて進んでよいのか

もわかりません。 やみくもに進んでも目標からどんどん離れていく可能性があります。 目標が

明確でなければ、全体の計画も、どのような手段を使ってどうすればよいのか、どのような時間と
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費用を使い、いつどこに着けばよいのかもわかりません。 要するに具体的な解決の行動が始ま

らないのです。 

 

 

      図６－３ 何がしたいのですか？ 

 

・問題の性質によっては少し進んでみて状況を判断して方向を変えることもありますが、その場合

は、模索しながら進むことが手段の一つであって、目的が不明確な場合とは異なります。 模索と

いう目標を持って、それに照らして途中で軌道修正をしていくことも一つの方法です。 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１８回） 

  

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.3 課題や問題の認識とテーマ内容の明確化  

 

・「何をしたいのか」が決まりますと、これからビジネスアナリシスを実行するための基礎となる明

確な実行概念の設定が必要です。 この時点では、解決の具体的方法を議論することではなく、

「何をしたいのか」が引き出された背景を考えて、その目標はなにか、そのためには何をしなけれ

ばならないか、あるいは何をすればよいのか、または何ができるのか、どんな形の成果が期待で

きるのかを考えることを目的とします。 ここでの議論では、詳細を詰めることよりも、種々な可能

性や実行上の問題点、あるいは目標に対する期待などを多くの視点から引き出すことが大切で

す。 それらの種々なアイデアを基にして、「何をしたいのか」のイメージを具体的な形として定義

づけるとともに、解決策の実行にはどのような可能性があり、どのような課題が予想されるかを概

念的に捉えることによって、今後の実行の基本にする概念的企画を作ることが目的です。（続きを

読む→） 

 

 ■テーマが取り上げられた背景と経緯を理解する 

 ・「何をしたいのか」について、その「何」を取り巻く環境を詳しく調べて、これからの解決の基礎

にしなければなりません。 同じ「何」であっても、それが取り上げられた背景や経緯によって、具

体的な内容が大きく異なる可能性があるからです。 特に、なぜそのテーマが取り上げられたの

かを理解することは実行目標を達成する必要からも重要です。 例えば、新製品の開発をしたい

という課題において、どのような製品を開発するかは、対象とする市場、市場の嗜好、想定される

競合製品、想定価格、開発に利用可能な資源、参加する人材、期間、そのほか多くの要素により

左右されますが、なぜ新製品の開発が必要なのかという理由を正しく理解することが重要であ

り、その理由を解決する回答が必要です。 ここで、新製品を開発しなければならない理由の多く

は、自分たちの現在の製品の弱みに対する対応問題であることが多いのですが、製品機能の問

題、信頼性の問題、デザインの問題、コストの問題、などであればそれぞれの問題、場合によっ

ては複数の問題を同時に解決できる解決策を実行しなければなりません。 このように、対象とす

るテーマが取り上げられた経緯には、課題や問題解決における基本的な要求が含まれています

ので、それらを理解することは実行途中での諸問題の判断の根拠としても重要です。 逆にテー

マが取り上げられた経緯を知らないでただ目的だけを追究するならば、課題を解決できない普通

のシステムや製品が開発されてしまいます。 
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 ■どのような成果を期待するのか 

 ・「何がしたいのか」が明確な場合には、具体的成果と目標はほとんど想定されていると思われ

ますが、具体的目標が決められていてその実現のための具体策が実行の着手点になる場合もあ

ります。 多くの場合には具体的目標や目標値は議論による可能性の中から組み立てていくこと

が一般的です。 「何がしたいのか」が明確になるということは、その決定過程である程度の成果

の期待値が既に形成されているとも言えますが、議論により期待値が構築されていくことも少なく

ありません。 また、目標があってその実現のためにやるべき「何」が設定される場合もあります。 

いずれの場合においても、期待できる結果や効果は多岐にわたり、それらがさらに他の効果に及

ぶこともありますので、全体を理解すると同時に、その中のどの成果を重点的に実現することが

全体を効果的に推進するかを判断しなければなりません。 

 

 ■問題の周りにある隠れた問題を見つける 

 ・「何がしたいのか」が具体的にわからない場合は意外と多いものです。 それには二つの場面

があり、その第一は、何かがおかしいとか、どうもうまくいかない、何とかしたい、というような漠然

とした対処の必要性を感じる場合です。 第二は、事業を拡大したい、もっと効率を上げたい、な

どの意識を持っているのですが、何をやればよいかの対象が明確でない場合です。  

・前者の場合には問題点を見つけることが課題であり、種々な現象や兆候をベースとしてその原

因を捉えることが課題解決そのものです。多くは種々な視点から現状を分析することにより、過去

の状態や外部の状況との比較によって何らかの異常な傾向や特異点の発見によりその原因を捉

えることができるはずです。 特に競争相手の種々な行動や実績の比較と分析は基本的に重要

です。 

・後者の場合は何かの対策が必要であるが、それは何であるかが明確ではない場合です。 緊

急に解決しなければならない特別な問題は何もないが、次の戦略として何かをしておきたいとい

う場面もあります。そのような場合には「何か」を見つけなければなりません。私たちに気が付く課

題や問題はどちらかと言えば目に見えた現象が殆どであって、一般にはその裏に隠れた多くの

問題を抱えています。 目に見える問題は裏側の問題の結果として顕在化した部分であると考え

るとよいでしょう。 そのような視点から言えば課題や問題の裏には多くの課題や問題がありま

す。 それらの問題を見つけることは問題が大きくならないうちに悪化を阻止したり新たな問題の

発生を防いだりすることに役立ちます。 また、問題の原因を見つけるための手段にもなります。 

気がついた問題の周りには気が付かない多くの問題があり、それらが複雑に絡み合っています。

種々の視点からの経営数値を分析し、運営上の課題を現場から引き出し、良好な経営数値にす

るためにはどのような問題点を解決すればよいかを摘出し、戦略的な仕掛けを考えることや積極

的な改革を計画することにより目的が定まります。 更なる経営の成長、あるいは事業の持続性

のためには何をするべきかというビジネスアナリシスを実行することになるでしょう。 

 

■実行の対象を明確にする 
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・いずれの場合においても、「何をしたいのか」のテーマとその基本的内容をこのフェーズで明確

に決めることがその後の計画推進の一貫性を維持するためにも大切です。 先にも述べました

が、出発点における明確な意思表示と課題や問題実行の対象の明確な定義と認識がその後の

実行を円滑に進める基本になります。 

・ただ、昨今のビジネス環境の変化はめまぐるしく、設定したテーマを実行途中で変更しなければ

ならない状況が発生する可能性は少なくありませんが、そのような変化への対応については別途

議論しますので、ここでは設定したテーマを明確にすることの重要性を認識してください。 

 

 

      図６－４ 課題や問題の認識とテーマ設定 

  

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第１９回） 

  

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.4 課題や問題の全体構造の認識  

 

・何をしようとしているかを明確にする過程でもいろいろと現実の姿が判明してきますが、調査を

進めていくと、自分の組織において現実に起こっている課題や問題の姿が詳しくわかってきます。 

社会における活動は、自分とその周りの環境との関係の中にありますので、内部の問題とそれら

の問題の外部との比較においてその状況が判明してきます。 ここでは、解決しなければならな

い課題や問題の現実の姿を正しく捉えることにより、その後の解決の実行策の判断の基礎とする

ことによって、行動の基本をぶれないようにして実行効率を高める上にも役立ちます。 

・ビジネスアナリシスのような問題解決では、環境の変化に伴って現状の認識に変更が生じること

を理解して、変化の可能性を理解しておくことは後刻の対応のためにも重要です。（続きを読む

→） 

 

■  問題の解決環境を知る 

・すでに述べましたが、対象となる課題や問題にはその解決環境から見ると三つのタイプがある

ことの理解は大変重要です。 その第一は、自分たちの努力により解決でき成果が約束されるタ

イプ、第二は競争相手があり、こちらの行動に対応して相手も行動を変更するタイプ、第三は取り

巻く環境が変化し、その環境にどう対応できるかが解決の鍵になるタイプです。 これらのタイプ

が複雑に絡んでいることもありますが、直面している課題や問題がどのような環境にあるかを理

解していなければその対応戦略を考え、効果的な実行プロセスを構築することは殆ど不可能で

す。 

 

■ 内外の関連組織全体を理解する 

・ビジネス上の殆どの行動は何らかの形で多くの人や組織が関係してきます。 しかもその多く

は、それらの人や組織の意思で動いていることが普通であって、規則の範囲内ですが任意性が

あり、こちらの思惑通りには動きません。 意思決定の内容、業務の期限、費用の発生、サービス

の品質、などどれをとっても許容範囲内であってもゆらぎがあります。 時には何らかの理由によ

り範囲を逸脱することもあり全体計画に影響を与えます。 これら対象となる人や組織が、内部組

織であれば事前の情報の取得が比較的容易ですが、外部組織の場合には情報の取得が困難で

すから突然予想外の変化に悩まされることがあります。 ビジネスアナリシスの実行においてもこ

のような状況は同じであり、いかにして計画通りに進めるかが最大の課題ですが、実行のプロセ
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スにおいて、どのような人や組織が関係してくるか、どのような組織の行動がクリティカルになる

であろうかの予測をもって計画を立てることが必要です。 関係する人や組織はどのような特徴が

あるかという情報は可能な限り入手し理解しておくことが望まれます。 プロセスの中に何らかの

障害が推測される組織が含まれる場合にはできるだけそのプロセスを回避する計画を作成する

ことは当然です。 実行の概念計画においてはこのように関連する組織全体を事前に理解してお

き問題の発生を回避することは重要です。 

 

■ 関係する人や組織を正しくとらえる 

・課題や問題の正しい認識の過程で、いろいろな周囲環境との関係がわかりますので、それらが

どのような影響を与えるであろうかの理解が進んでいるはずです。 ここで大切な問題は、どのよ

うな組織や人々が具体的にどのような形で関わっているかの理解が必要です。 ここでの作業

は、できるだけ客観性を重視して現実の周囲環境を捉えることです。  

・ビジネスアナリシスを実行する上で対象となる課題や問題に関係する多くの組織や人たちがあ

ります。 それらの人たちをステークホルダーと呼びます。 関係者が誰なのかを正しく把握するこ

とがまず出発点になりますが、 ここでいう関係者とは人だけではなく組織や関連する運営システ

ムなども対象にすることが適切であって、さらに問題に関係する規則や法令、習慣などの拘束条

件になるものも関係者と考えたほうがよいでしょう。  

・最終的な実務の実行者や現場の責任者などはステークホルダーとして最も重要な位置にいる

人たちです。 トップマネジメントが方針的に実行するプロジェクトなどでは、そのような人たちの

基本方針が重要な関係者になります。 

・問題の対象によっては自分の組織内だけの関係ではなく、外部組織との関係が重要な場合が

多くあります。 購入先や顧客、パートナーや外注先などとの関連は特に重要です。 株主の意向

も対象になることもあります。 

・これらステークホルダーの状況や要求はできるかぎり直接発生現場から取得することが必要で

す。 企画計画部門が取りまとめた計画によりプロジェクトを着手することがありますが、企画計

画部門がどのようにしてその計画を作成したかを確認する必要があります。 企画部門では経営

環境や論理的発想から自分たちの知識を背景として改革モデルを構築し、現場の状況、意見、

要求を詳しく確認しないまま、あるべき論から計画をする場合がありがちです。 そのような場合

には実施段階になってから現場との意見の相違による混乱や場合によっては大規模な修正をし

ないと現場が受け入れないような事態になる危険性すらあります。  

・重要なステークホルダーの見落としがないかの注意が必要です。 見落としにより重要な要件が

抜けていたり、見落とされた部門は自分たちが無視されたという心理が働いたり、その結果シス

テムの更改に抵抗を示したりすることがあります。 人や組織は声をかけられたかどうかにより関

心や認識の程度が大きく異なります。 協力的になったり非協力的になったりします。 すべての

ステークホルダーからの意見をすべて取り上げることは困難であっても、利害関係者の意見は基

本的にはすべて聴くべきであって、判断の上で取捨選択することが原則です。  
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・関係者が誰なのかを見極めることはそれほど重要なことなのです。 ただし、関係者を網羅した

からと言っても、着手条件がすんなりと決まるわけではありません。 場合によっては大議論があ

り、思い切った意思決定が必要になることも珍しくありません。 ステークホルダーの中には正反

対の意見の持ち主もあり、すべての意見を聞き入れることは不可能ですからどのように調整する

かはリーダーの手腕によるところですが、最後は基本的な方針に照らして合理性と実行可能性を

加味して最適と思われる内容に絞り込むことになります。  

・ステークホルダーを正しくとらえるためには、関係先を体系的にとらえることが効果的です。 組

織内部と外部、自部門と他部門、上長と部下、仕事の上流と下流、サプライヤーや顧客、規制や

法律、さらに対象とする問題の関係者などの視点に分けてチェックリストを作っておくとよいでしょ

う。 問題の関係先を調べていくと思いもよらないところにステークホルダーを発見することがあり

ますが、そのような組織が意外な問題の原因を握っていることがあります。 

 

■ ビジネスの現状と環境認識 

・実行の全体構造を認識するために、対象とするビジネスの予備的な現状認識とその環境の理

解が必要です。 詳細な計画に入る前の概念的な認識の整理です。 組織内の問題であれば通

常利用されている事業や部門の月次報告書などから、あるいは業界の情報やその他外部の資

料も役立ちます。 関係組織やステークホルダーからの状況聴取は重要な情報源です。 対象と

するテーマにより、どのような情報を整理しなければならないかの判断が必要です。 対象となる

テーマを中心に、自分たちの現状はどうなっているのか、外部との比較においてどのような位置

にあるのか、世の中の動きはどうなのか、自分たちの弱みと強みは何か、今後どの方向に動いて

いくだろうか、解決の目標はどの方向に置くべきか、などをそのテーマを取り上げた問題意識を背

景としてストーリーの概要を描きます。  

・問題が緊急を要する場合には、対象が絞られていることが普通であり、概念的検討の時間的余

裕もありませんから、具体的な詳細プロセスに直接着手することが必要でしょう。 ただ、問題発

生の周囲環境を客観的に観察し判断することは重要です。 

 

■何をしなければならないかの状況判断 

・現状の環境認識ができれば、課題や問題解決のためには何をしなければならないかの認識が

必要です。 その問題解決がどのくらい難しいだろうかという認識、どのような障害があるだろうか

という予測も必要です。 そのためには、着手時点で判明している情報に従って、何をしなければ

ならないかの予測を立て、プロジェクト全体でどのような手順で実行しなければならないかを判断

しなければなりません。 可能な限り現場を確認して正しい情報を得ることが大切ですが、そのた

めには関係する組織や人たち、必要な場合にはそれらに関連する運営システムを含めて調査確

認することから始まります。 範囲を限定しなければ作業が膨大になってしまいますので、 見落

としがない範囲で先入観を捨てて対象範囲を絞り込むという難しさがあります。 時間が限られて
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いるときには、まず主要事項と思われるところから出発して作業を進めながら調査を広げてゆき

ます。 

 

■問題はどこにあるのかを突き止める 

・何をしなければならないのかを見つけ出すためには、問題はどこにあるのかを見極めなければ

なりません。 初めは漠然とした考えでも構いません。 そこから本当の問題を見つけ、本当の原

因を追究し、問題解決に結びつけるのです。 それがビジネスアナリシスです。 問題の焦点がな

んとなく見えているときはその点を中心に検討を広げます。 何も見えない時はいろんな視点から

問題を見つけに行きます。 例えば、意思決定のメカニズム、方針や戦略自体を疑ってみます。 

障害になる組織や人がいないか、ビジネスプロセスはきちんと動いているか、業務処理の効率は

どうか、何か滞留していないか、技術的欠陥はないか、購入品の入荷遅延はないか、品質と納期

は守られているか、現場の混乱はないか、誤った指示や情報が流れていないか、ボトルネックな

工程はないか、顧客へのサービスが悪くなっていないか、顧客のクレームは放置されていない

か、市場に混乱が生じていないか、競合他社が何かを仕掛けていないか、取引先に何か問題は

発生していないか、新たな規制や基準が制定されていないか、そのほかにもいろいろとあります。 

これらをやみくもに調べるのではなく、現状分析により、何らかの兆候があるはずですから、それ

らを手がかりに進めます。 ただ、先入観は危険です。 データが記録されているならば何らかの

異常値やトレンドが見えるはずですから分析してみてください。 問題は隠れていることが多いと

理解してください。 通常監視している指標があればその絶対値、時間変化、変化の傾向、競争

者との相対的な比較などに何らかの変化や異常が現れていないかを注意して見ることがまず必

要です。 どこかに何かの手がかりが見えるはずです。 傾向が突然変わったり、異常値が現れ

たりした場合には何らかの問題があります。 関連する現象やデータに論理的な矛盾があるとこ

ろは怪しいと考えてください。 

・現象は一つとは限りませんし、いくつかの要素が原因と結果になっていることもあります。 何ら

かの問題が特定されたならば、その中の詳細に入っていけば本当の現実がわかるはずです。 

・大切なことは、可能性のあるものはすべてを疑ってみることです。 真実を現場で確認すること

です。 担当者の報告は鵜呑みにしないでその結論に至るストーリーを確認してください。 論理

を詰めていけば、ここがおかしいはずだということが見えてくることがあります。 ここは大丈夫だ

という先入観は捨てなければなりません。 

・基本的な方針が間違っていることもあります。 それが判明したならば修正しなければなりませ

ん。 トップの方針は絶対だという議論がありますが、明らかに誤りが認められる場合には指摘し

なければなりません。 間違っている方向にいくら努力を払っても、ますます正しい目標から離れ

ていくばかりです。 

・ここでは対象とする課題や問題の現象を正しく捉えることが目的です。 全般的な概念を捉え

て、この先の現状の正しい把握や分析評価、原因追及で具体的な問題解決へ進みます。 
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 ■ ビジネス環境の変化の認識 

 ・ビジネス環境は常に変化しています。 解決策の実行中にも変化しています。 解決に時間を

かけていればその間に役立たないものになっている可能性もあります。 ビジネスアナリシスの実

行においては常に時間変化を意識の中において判断し、計画し、実行することが基本です。 一

歩先回りした解決策や方向を変えた解決策が必要と言えます。 現状分析においても、次はどう

なるのかを配慮した判断を出すことが必要です。 計画の策定においても長時間をかけて大きな

改革をすることのリスクはできるだけ避け、小さな改革を段階的に投入する工夫、途中で必要な

修正を加える方法などを考えるべきでしょう。 さらに、変化に柔軟に対応できる仕掛けが望まし

いと言えます。 社会環境の変化への対応は、正面からの解決だけでなく、異なる問題に振り替

えたり、回避したり、撤退したりすることも立派な解決策であることを認識していることが大切で

す。  

 

      図６－５ 課題や問題の全体構造の認識 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２０回） 

 

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.5 状況を正しく把握して現状を確認する  

 

・課題や問題を正しく認識し、その周囲環境との関係や位置づけを概念的に捉えることにより、ビ

ジネスアナリシス実行の準備が整いますと、対象テーマに関する詳細な現状把握と認識、さらに

は現状分析と評価によりその特徴を捉え、解決策を構築するための現状認識に進みます。 その

ためには、対象テーマに関する多角的視点からの情報収集が必要です。 情報は集め方にも依

存しますが、あらゆるレベルのものが混在していますが、集める段階で先入観を持って取捨選択

をすると、重要なものを捨ててしまう恐れがありますので、まずは集めることに徹します。 但し効

率を考えて収集する情報カテゴリーの一覧表を作成して、効果的かつ重点的に実行することは必

要です。 経営の状況や傾向、市場の動き、内部管理の問題、将来への要望、などを経営の公

式情報と関係者からの聴取などにより集め、収集された情報を次の段階の分析や評価に容易に

利用できるように内容を分類し整理します。 類似意見や相反する意見や要望なども整理し認識

します。 情報の集められたプロセスによりその信頼性の分類をしておくことも重要です。 これら

情報の分析評価は次の段階で実施しますのでここでは情報の収集と整理に集中します。（続きを

読む→） 

 

■  客観的情報の収集 

・課題や問題を認識したならば、認識した問題を中心として正しい現在の姿をとらえることが必要

です。 課題や問題の現状とその置かれている環境を正しく捉えることはビジネスアナリシスの出

発点ですが、それらの情報を捉える方法には二つの視点があります。 その第一は、公式な情

報、例えば経営上の問題であれば事業の業績報告や財務状況の報告書やその背後の内容の詳

細、月次報告書など、さらには公開されている経済情報や業界情報、その他の調査機関の報告

などです。  第二は、課題や問題に関わるステークホルダーからの情報です。 ステークホルダ

ーからの情報は異なる立場の情報がありますので、反対の情報が存在することもありますが、ど

ちらの情報も正しく把握しなければなりません。 状況や意見の引き出しには、自由な意見の聴

取のほかに、設定質問への回答や議論による誘導など多くの異なる視点からの手法があります

ので、客観的な状況把握に努めます。 

・よくあることですが、情報収集において調査に赴くので準備をしておくようにとの予告を与えて実

施すると、整理された報告が用意されていたり整然とした説明が実施されたりすることがあります

が、整理された報告は管理者の意図により編集されていることが多く重要な部分が隠されていた
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り抜けていたりすることがあります。 このようなことを避けるためには、調査するドキュメントは管

理上日常使われている書類や帳票、それらの直接的な集計などを見ることを基本として、準備さ

れたドキュメントは参考としてみる程度にすることが望ましいと言えます。 そのためには、調査を

実施する担当者は通常のマネジメントにおいてどのような帳票が利用されているかを理解してい

る必要があります。 

・これらの二つの視点からの情報を正しくとらえることが、その後の問題解決の一連の計画と実行

の基礎になる最も重要な行動の一つであって、この方向を間違えるとその後の作業が目的と異

なる方向を向いて進むことになる危険性を含んでいます。 

 

■  収集情報の整理 

・上記した状況の収集では、現状の情報を正しく集めることに集中しましたが、どのような視点か

らどのような情報があるかを整理し認識することが必要です。 状況確認においてはその客観性

が必要であり、特別な視点からだけの状況把握では事実を誤認する恐れがあります。 そのため

には、公式情報であっても、恣意性のある情報の利用は注意しなければなりません。 都合の良

い情報だけを集めて事実を反映していない結果を報告する誤りはよく見られることです。 現状の

正しい情報を理解するためには、関係するあらゆるステークホルダーからの情報を平等に処理し

なければなりません。 同じ問題に対しても異なる意見を持つ人たちもありますので可能な限り同

じ環境から複数の人たちの意見を求めることが望ましいと言えます。 集められた情報の解釈に

おいても、客観性の維持のためには複数の人の解釈と理解と議論が必要です。 

 

■  情報の価値評価と内容構成 

・課題や問題の現状を捉えることはその先の計画の基礎になりますので、可能な限り状況発生の

背景を含み詳しく実態をとらえます。 情報はその信頼性が大切ですが、現象は、見る人の経験

や知識によって感じ方が異なります。 定性的な現象は人による感じ方の相違が強く、反対の意

見を述べる人もあります。 情報は事実に基づく情報なのか推測による情報なのかによりその価

値は大きく異なります。 情報が観察された時の環境も正しくとらえる努力が必要です。 情報は

客観的にとらえることが大切ですが、人の経験を通して述べられる場合が殆どですからどうしても

主観的になります。 したがって意見を述べた人の思想や背景を知ることも重要です。 場合によ

っては組織間の関係や人の関係も知らなければなりません。 特に感情的問題がないかを知るこ

とは大切です。 組織外の情報は、どのような経路で得られたどのようなレベルの情報であるか

がわからないと情報の価値が評価できません。 それらの情報を基にして正しいと思われる情報

を整理します。 情報源と情報の内容による組み合わせで整理するのがよいでしょう。 利害関係

がある場合には、その両者の比較がわかるように表示することが効果的です。 顕著に相反する

情報があれば注意する必要があります。 情報は、定義を明確にしなければなりません。 どのよ

うな環境でどのように取得された情報であるかの確認が必要です。 また、現状における将来予

測値が必要な場合がありますが、そのような場合には予測の前提条件と設定根拠と背景を理解
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しておくことが必要です。 可能であれば予測の上限値と下限値を知ることも必要です。 多くの

統計値が利用可能ですが、統計値や確率的数値の利用にあたっては、調査対象範囲、サンプリ

ングの方法や統計処理の方法や定義など十分な統計処理の知識がないと利用を誤ることがあり

ますので注意が必要です。 

・新しいシステムや仕掛けを構築する場合には、要求や希望、意見は重要な情報です。 それら

はどのような立場の人から出されたどのような背景に基づくものであるかが重要さの判断の指標

になります。 なかには推測からの要求もあり、要求事項の信頼性も判断しなければなりません。 

声の大きい人の意見に引きずられないように注意が必要です。 問題の正しい現状とはこのよう

な情報から整理され正しいと判断される状態です。 

 

■  ビジネスと対象課題の状況理解 

・特定の課題や問題は日常の経営状況から見えてきますが、何かおかしいが何が起こっている

のかわからないというケースもよくあります。 そのような場合を含めて、問題となるテーマを中心

に何が起こっているのかを正しく理解しなければなりません。  

・取得、収集し整理された情報は正しく理解しなければなりません。 いろいろな視点から集めた

状況を分析し、現状の真の姿を見出すことがこの作業です。 この時に、直接関係するステーク

ホルダーの視点からの情報は重要です。 管理者層からは見えない現場の情報は多々あり、そ

れらは問題の核心を突くことが少なくありません。 

・トップマネジメントからの情報は重要で多くの課題解決の方向を決めることがありますが、トップ

マネジメントとその他管理者、あるいは現場とのコミュニケーションが日常どのように行われ、どの

ように情報が伝達されているかを知ることは大切です。 さらに、トップマネジメントの個性や信念

も重要な情報です。 

・情報の理解力が求められます。 先入観を持って情報を読んではいけません。 得られた情報

の議論により新たな事実が連鎖的に出てくることがあります。 裏に隠されている何かを取り出す

ことができます。 いろいろな情報の中で矛盾する情報が必ずあります。 どちらかが間違ってい

るかを見極めることが必要ですが、情報の背景条件が異なることがよくあります。 異なる情報は

何か重要な問題を含んでいることがありますので無視してはいけません。 どうしても理解できな

い情報は必要に応じて追加調査による確認が必要な場合もあります。 相違の原因を突き止め

るまで追及が必要です。 そこが問題の核心であるかもしれません。 

・情報に疑問を持つ能力が求められます。 疑問はいろいろな形で現れます。 情報間の不整合

もその一つです。 日常体験していることと異なる内容もあります。 他の報告と反対の場合もあ

ります。 組織の発表と異なる情報もあります。  ここでは状況把握に関するいろんな手法や技

法を駆使します。 特に真の情報を引き出すためのいろいろな手段は重要です。 

・正常と思われる情報を整理集約して、現在の正しい状態を認識するまで続けます。 そこまで状

況の整理が進めば、問題の原因が見えてきます。 問題は時に複雑で相互干渉しています。 そ
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の相互関係を整理して、主たる原因と従たる原因を明確にします。 表面に現れる原因の裏に本

当の原因があることが一般的です。 それらの情報は今後の問題解決の基本になります。 

 

 

       図６－６ 状況把握と現状認識 

 

■  今後の期待と要求 

・ここまでの作業で、現在何が起こっているかを認識することができますが、ステークホルダーに

は今後どのようにしたいかという要望や期待がありますのでそれらを同時に捉えて理解すること

が必要です。 それには二つの視点があり、その第一は今後どのように解決をしたいかということ

に関して現場の意見を知ることであり、もう一つは、期待する要望が働いて、現実から離れた理

想的な意見を述べている可能性がないかどうかを知ることです。 要求に関しては、基本的な背

景を持った重要なものから、思い付きや理想を述べたものまでありますので提案の背景を知るこ

ととその重要さの判断が必要です。 具体的にどのようにしたいかは改めて要求として公式な意

見を引き出して、あるべき姿としての論理的計画との調整を含めた議論を重ねることが必要です

が、おおよその希望を知っておくことは今後の計画立案に役立ちます。 

  

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２１回） 

 

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.6 問題を分析、評価し、原因を究明する  

 

・ビジネスアナリシスとは、現在の状態を正しく理解し、これからどうするかを議論、決定しその解

決策を実行するプロセスでもあります。 そのためには捉えた現状を正しく分析、評価した上で理

解し、問題の原因を追究するとともに、今後どのような状態にもっていくかという目標を決めなけ

ればなりません。 可能な限り客観的な現状を捉えた次には、それらの状況を認識し、分析評価

することによって、現状に至った過程や原因を突き止める段階になります。 戦略的な課題解決

の実行においては競争相手との差はどこにあるのか、差別化をするためにはどこを攻めればよ

いのか、組織内部の問題点はどこにあってどの程度なのかなどをできるだけ定量的に分析し評

価してゆきます。 緊急問題においては、その事象が発生した背景を短時間で分析評価しなけれ

ばなりません。このような作業の中で、現在の状態に至った本当の原因が明確になりますので、

それらの分析と評価は今後の解決目標の設定や解決策策定の基礎になります。 ビジネスアナ

リシスの具体的活動はここから開始されます。（続きを読む→） 

 

■現状を分析評価する 

・現状を理解するための多くの情報を集めた後にはそれらの情報を分析、評価して正しく理解しな

ければなりません。 そのためには二つの側面からの分析が必要です。 その第一は対象となっ

ている課題や問題の状況についての現状の理解、第二はそれに関係する種々の環境や状況の

理解です。 現実に起こっている現象の正しい情報を集めることと、それらをどう解釈し理解する

かは異なる問題です。 同じ情報から異なる判断は容易に引き出せます。 集めた情報は複数の

視点から分析しなければなりません。 分析に基づく評価も視点が異なると違った評価が生まれ

ます。 異なる分析結果や評価が出た場合には、相違の原因を調べてより論理性や合理性のあ

る判断を選択して最も確かと思われる結論を選択しなければなりません。 

・分析評価において注意しなければならないのは先入観です。 予想している要因があるとその

方向へ結論をもっていこうという意識が働きます。 類似の前例がある場合には、同じ結論に導こ

うとする傾向が強いのですが、注意が必要です。 結論が同じであることは当然多いのですが、

同じであることの検証をしなければなりません。 論理的根拠を持った推定と、先入観とは異なり

ます。 誤った分析や評価は情報の相関を見ていくとどこかに矛盾が見つかります。 矛盾のある

ところには何か間違いがあります。 原因が判明するまで追及することが必要です。 ここで判断

を間違うと、すべての前提条件や実行作業が間違った条件の上に構築されてしまいます。 
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・まず、いろいろな情報源やステークホルダーから集めた情報を整理します。 整理の方法はいろ

いろありますがまずは常識的な分類や因果関係の整理などの方法から始めることが基本です。 

最も確からしいと想定される現状認識のストーリーを作って、それを中心に整理してみるのが効

果的です。 そのためには、常識的な情報を並べてみます。 例えば、事業業績に関する課題が

対象であれば、まずは一般的な経営指標について、絶対値、時間変化、その傾向、他部門や他

組織との比較などを確認するでしょう。 事業収益についての問題ならば、売上高、損益、原価、

在庫、回転率、人員、などの数値や変化を見ることは基本です。 さらに具体的には、これらの指

標について事業部門別、製品別、地域別、などの詳細を見ることになるでしょう。 売り上げに関

する課題であれば、売上高、市場規模、製品シェア、競合企業の状況、新製品の状況、購買層の

変化、等々の指標があるでしょう。 常時これらの指標を見ているマネジメントならば、何らかの変

化に即座に気付くはずです。 どこかに急激な変化や特異点、あるいは、目立って増加または減

少している指標があればそこに何らかの原因が存在するはずです。 いろいろな指標の変化の

関係を頭の中で理解するには高度な経験が必要ですから、共通の時間軸の上にいろいろな指標

の変化をプロットすることにより変化の相関を容易に見ることができます。 このように、まずはマ

クロにみて、さらに対象とする問題に応じてミクロに分析していくことは常識的ですが、特異点、変

化と比較に注目することが基本です。 業績のプラスとマイナスとが打ち消しあって、それらを合

計したマクロでは何も見えないことがありますから何かおかしい部分は細部までをきちんと個別に

理解することが原則です。 

 

■分析評価の視点は対象により異なる 

・分析や評価の視点は課題の性質により異なります。 したがって現状確認のための情報収集も

その視点から鍵となる情報を重点的に集める必要があります。 

・事業業績に関する課題は最も典型的なものですが、それらは経営指標やその構成要素の詳細

実績、あるいは市場情報を収集分析していくことによりほぼ状況確認ができるはずです。 このよ

うな問題では、異常値の有無、傾向の状態と変化、他との比較などが問題発見の着眼点です。 

・量産製品の故障や事故が課題であれば、事故発生の状況、故障や事故の技術的状況、類似

現象の発生、利用経緯などの事故状況に関する状況確認の他、設計、生産記録、部品、材料、

供給者、外注先、製造場所、生産時期、生産ロット、検査記録、の他に生産後の保管状況、流通

経路、販売者、納入後の取り扱い、使用方法の妥当性などの多岐に及びます。 どのような不具

合が起こっているかを鍵として連携して追及してゆきます。 これらも製品分野、例えば電子機

器、機械設備、衣料品、食品、システム製品、車両、化学製品、建築物、等により対象となる情報

が異なります。 

・最近頻繁に話題になるソフトウェア製品の不具合に関しては、構成するコンポーネントの個別機

能の不良もありますが、システム上の構成部品として利用されることによる相互連携や干渉、利

用環境上発生する負荷集中、保守に伴う設定値の誤りなど原因が多岐にわたり、現象を複雑に

しています。 再現性のある不具合事象であれば問題の追及は比較的容易ですが、ソフトウエア
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システム製品の場合には、不具合事象の再現性を得るのが困難なことが多く、問題解決を難しく

しています。 

・サービス業における問題は、サービスを製品ととらえれば、製造業における問題に共通するとこ

ろが多いのですが、特にサービスの品質レベル、価格、立地、人材、周囲環境における競争など

は特徴的です。 これらは流通業などとの共通点も多く見られます。 ここでの問題の特徴は、サ

ービスの提供側と利用側との価値観の相違や評価視点の相違による不整合が原因になることが

多く、絶対値で評価できない側面が多いことです。 

・非営利組織での問題は、サービス業と類似の面が多いのですが、行政などの運営組織の背景

のある組織と、運営体制や資源の問題を常に抱える非営利法人やボランティア団体などでは課

題発生の対象背景が異なる側面も多いと言えます。 

・交通、エネルギー、通信、医療、教育機関などは提供側と利用側との関係としてサービス事業

に類似のところがありますが、提供するサービスレベルや品質と運営コストとのバランスの問題

が大きく、ここでも公的機関と私的機関との差もあります。 ただ、公的機関においても昨今では

運営効率の追求は厳しく、営利企業的な問題の追及はテーマの多くを占めるようになっていま

す。 医療や教育における課題では個人情報に関する機密管理の側面があり、組織を越えた情

報の共有などには特殊な配慮が必要です。 倫理的に可能であるかという問題と技術的に可能

であるかということとの相違が絡みます。 

・このように異なる事業分野においては異なる環境があり、それに伴う異なる情報やデータがあり

ますので、それらに適した分析と評価が必要ですが、課題や問題が発生する原点は類似してい

ますので、課題や問題の本質的パターンを理解すればどのような対象であっても分析評価の方

法は基本的には同じ手法で対応することができます。 ここで大切なことは、どのような対象であ

っても、どのような事業形態であっても、そこに関係する組織と人々の意識が課題や問題の発生

と解決に深くかかわっていることです。 

 

■現象の追跡による原因の追跡 

・何か問題が起こった時に、その原因をいきなり考えることは難しい場合があります。 いろいろ

調べていくとだんだんと原因が判明していきますが実際には何をしているかというと、現象を遡っ

て調べていることなのです。 問題になる現象が発生するとその裏には何らかのその元になって

いる現象が起こっているはずです。 それがわかれば、さらにその裏に他の現象が起こっていま

す。その追跡を続けていけば一連の現象が発生した最初の現象にたどり着くことになります。  

・このプロセスは原因を追究していることと同じです。 現象として現れる範囲では現象の追跡は

原因の追跡と同じだと言えます。 多くの問題ではこの手順により原因の基本部分を追究するこ

とができます。 原因は、あるところまで行くと現象としてつかまえることが難しくなり、なぜその現

象が起こるのかという思考の領域すなわち原因追及の分野に到達します。 そこからは本格的な

原因追及の分析が必要になります。 問題によっては可視化できない人間の精神面に至ることも

少なくありません。 
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・注意が必要なことは、一つの現象の異常では説明がつかない場合があることと、個々の現象は

問題ではなくても他の現象の異常と同時に発生すると問題を起こすような複合現象があることで

す。 このような現象は頻繁に起こりますので、単一の現象で原因が突き止められない場合に

は、同時に起こっている他の現象との複合現象を考えてみることが必要です。 他の現象が異常

の発生を加速したり増幅したりしていることがあります。 

 

■問題の原因を階層構造的に追究する  

・問題には必ずその発生原因があります。 それは単純な場合もあり、多数の要因が同時に混在

する場合、またはいくつかの原因が階層的に影響しあってその結果として観測される現象に至っ

ていることもあります。 時間的にも、徐々に蓄積された問題であって、どこかに兆候が現れてい

たのに気付かなかったり、突然発生した問題であったりその現象はまちまちです。 原因を追究

する場合にはこれらの関係を手繰っていくことが必要ですが、構造的に分解して考えると分析が

容易になります。 また、解決策の構築にも同じ構造が使えます。 

・まず、問題が発生した直接原因は何かを考えます。 次にその原因となった間接原因を追究し

ます。 次々に原因を遡っていけば原因の鎖が出来上がります。 これを逆にたどれば、問題の

解決要素になります。 間接原因は一つとは限りませんので、それぞれの間接原因がどのように

関係しているかの相関を理解しなければなりません。 また、二つ目の要素がなければ問題とし

て認識されない場合もあります。 

・例えば、ある製品が急に売れなくなったという場合を考えます。 状況分析より、競合他社から

性能の高い類似品が安価で発売されたことが分かったとします。 この場合、売れなくなったこと

の直接原因は、競合製品が出現したことであり、その間接原因は安価であること、さらに高性能

であることです。 この場合、安価で且つ高性能という一つの原因にしないで、安価であることと高

性能であることとを二つの並列な原因と考えたほうが、問題解決への対応が明確になりますし、

複数の解決戦略を考えやすくなります。 価格と性能とを別の要素として考えることができるから

です。 他社から競合製品が発売されても、高価である場合や、品質が低ければ競争に負けてい

ないか、競争の形態が異なっていたでしょう。 販売量低下のもう一段遡った原因としては、自社

製品の改善が遅れたこと、さらにその原因は製品動向への注意を怠ったか、製品開発が遅れた

ことなどがあげられます。 あるいはもっと広くマーケティング力が弱かったと言えるかもしれませ

ん。 さらにその原因を考えれば、マーケットを考える組織的な体制や意識ができていなかったこ

とになります。 もっとも、組織体制はできていたが当該製品を見落としていたのかもしれません。 

そのような場合には、なぜ見落としたのかという原因追及になります。 あるいは、技術的な基礎

能力や意識が欠けていたかもしれません。 この分析の途中から全く別の原因として市場嗜好が

全く変わってしまったという現象が複合的に起こっていたという場合もあります。 このように、直

接原因を構成する背後の間接原因を構造的に描いていくと問題解決の構図が見えてきます。 

・問題の原因を追究する場面でのこのようなパターンは後刻類似の問題が発生した時の参考に

なります。 経験した問題をパターン化して蓄積し整理しておくと知識と経験のライブラリーとして
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役立ちますし、問題解決トレーニングの材料としても役立ちます。 このようなパターンは具体的

には無限にあるように思われますが、問題の基本的な視点から分類整理していけば、限られた

数しかないはずです。 原因追及のパターンはその対象が上記したような市場の問題であって

も、システムの不具合であっても、設備の故障であっても、ほとんど同じ追跡方法の適用が可能

です。 むしろ、本当にそうであったのかという検証や、確認のための再現性が難しいと言えま

す。  

 

■課題発生の要因や背景を考える 

・対象とする課題が、緊急処理性の問題ではなく、検討時間をかけて解決する中期的あるいは基

礎的な戦略的課題である場合には、「問題の原因」よりは「課題発生の要因や背景」という捉え方

をすることになります。 なぜ、そのような課題を考えなければならないのかという要因を掘り下げ

ることです。 当然そのような課題が指摘された過程で多くの議論があったはずです。 

・課題テーマの発生点は、トップダウン、経営会議等の幹部議論、事業推進上の課題、改革プロ

ジェクト、企画部門の提案、コンサルタントの指摘、現場からの指摘、パートナーなど外部からの

要求、実務上の不具合、顧客からのクレームなど多岐に及びます。 多くの場合にはこのような

課題は経営方針や事業計画などに盛り込まれますので、その実行案はトップが重点的に認識す

るテーマになりますし実行案に関しては多くの議論がされます。 

・そのような課題に対してもビジネスアナリシスの視点から段階を追った議論を詰めていくことによ

り課題の取り上げから実行案の策定、実施までを一貫した考えで迅速に構築していくことができ

ますので、推進上の後戻りの可能性を避けることができます。 

・手法的には、問題の原因を追究する場合より柔軟かつ積極的な改革や戦略的仕掛けを組み込

むことが可能になりますが、経営の周囲環境の認識、必要に応じて社会環境や国内外の政治、

経済環境、あるいは市場動向、技術動向などを幅広く認識していかなければなりません。 その

中で自分たちが置かれている立場、自分たちの強みと弱みを認識してそれらが現在の状態にど

のように影響しているかを理解することが必要であって、その判断はその後の実行において大き

な差として影響します。 そのような積極的な意識をもって、次の目標の設定につながる背景を確

立することが望まれます。 

 

■要求の整理集約と現場ニーズの評価選択  

・原因や要因が明確になったならば、問題をどのような形で解決するかという目標を決めなけれ

ばなりませんが、その前に、課題や問題をどのような形に解決するかという議論と要望を纏めな

ければなりません。 それにはトップダウンの概念的あるいは戦略的方針が示されることがありま

すが、現状分析や評価を実施してきたこれまでの種々の議論や判断は基本的な問題解決の参

考目標になります。 そのほかに、多くの関係者、特にその問題の発生に関連したステークホル

ダーからの問題解決に対する要求や意見の反映を図る必要があります。 特に実行計画が現場
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と遊離した状態で決められていないかの確認が必要です。 さらに実行組織における実行能力の

確認は不可欠な問題です。 

・要求は整理しその妥当性を分析して重要性と実現可能性により優先度をつけて採否判定の評

価をしなければなりませんが、立場と視点が変わると相反する提案が見られることも少なくありま

せん。  直接の利害関係者の要求は重要ですが一時的な現状に左右された意見や要望でない

かの判断も必要です。 要求には業務の改革、改善の形態的な内容のほかに、改革推進上のプ

ロセスに関するものや新しいシステムへの移行に関するものもありますので、実現の可能性と容

易性の評価など妥当性の判断も必要です。 また、一時的な要求と恒久的な要求とがありますの

で、その重要性の判断に考慮する必要があります。 このようにして集約された要求は、実行目

標の中に組み込まれなければなりません。 

・第三者に委託するシステム開発においては、実務上の現場の要求とそれらを取りまとめる組

織、さらに取りまとめた要求を第三者に構築依頼するための内容伝達という二段階のコミュニケ

ーションがありその間にギャップが発生する可能性があることに注意しなければなりません。 現

場の実務者が直接システム開発者に開発要求をすることは稀であり、その取り纏め者と現場との

ギャップ、取り纏め者とシステム開発者とのギャップの二つが存在することが、その間のトラブル

発生の要因として指摘されます。 

 

   図６－７ 問題の分析、評価、原因究明と要求評価 

 

■要求の妥当性評価 

・要求は提案した人たちの背景思想が異なると相反する性質のものが出てきますので、その採否

に関しては本来の問題解決との整合性を判断して妥当性を評価しなければなりません。 対象と

する問題の性格にもよりますが、要求の採否は要求が提出されたステークホルダーの当該問題

への関与の重要性と本来の目的からの妥当性から判断されるべきですが、要求の必要レベルや

実現の可能性も妥当性評価の主要な指標になります。 要求には問題解決の本質的機能に関
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わる内容から、運用性や操作性に関するものまでいくつかの段階がありますので、どのレベルま

での要求を取り入れるかの判断は重要です。 総ての要求を取り入れた結果システムが複雑に

なりすぎて利用に耐えないという失敗もあります。 

・要求は機能にしても性能にしても本質的なレベルにとどめるべきであり、特殊な場合を除き、あ

まり細かい要求を条件とすると実現のための無駄が増加することが懸念されます。 要求の妥当

性評価は目標設定にも重要な影響を与えます。  

 

       図６－８ 要求の妥当性評価 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２２回） 

 

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.7 解決の目標を設定する  

 

・課題設定の背景や問題の原因が明確になり、課題や問題解決に対する関係者の期待と要求が

明確になりますと、解決の目標を設定しなければなりません。 これまでの検討では概念的な目

標を持ってきましたが、それを明確な形で定義することが必要です。 課題や問題解決の実行の

ためにはその明確な目標が必要であって、目標のない解決はその計画も策定できません。 目

標はこれからのすべての行動の原点になります。 目標は初めからある程度のイメージが設定さ

れている場合が多いのですが、現状の確認によりよりさらに明確になり、現状分析によって当初

の考えから異なる目標を設定することもあります。 目標は現実的でなければなりませんがあまり

容易に達成できるレベルでは十分な成果が得られません。 高い目標を追究せよと言われます

が高すぎても机上の空論に終わりますし、やる気を失わせるような理想論でも困ります。 もちろ

ん課題や問題の本質を解決しなければなりません。 過小な目標は小さな効果しか望めないの

で、実行意義が薄れますが、過大な目標による未達成はこれも効果を阻害します。 課題や問題

解決の具体的な目標値の設定は大切な課題です。 一度に達成することが困難な大きな目標の

場合には段階的に達成するようにフェーズを分けることも重要な戦略です。（続きを読む→） 

 

・目標は定性的な場合であってもできる限り具体的な達成状態の明示や可能な数値化をすること

が望まれます。 実行経過の確認や効果の評価にも役立ちますので、何らかの方法で数値化を

することが好ましいのです。 サービスの向上などは数値にならないのではないかという議論がよ

くありますが、なぜサービスの向上をしたいと思ったのかの理由があるはずです。 顧客からのク

レームが増えた、売り上げが伸びない、問い合わせが多い、顧客とのコミュニケーションが少な

い、評判がよくない、競合他社と比較される、等々いろんな背景があるはずですが、これらはいず

れも何らかの数値化ができるはずです。 現象は複合的なものですから改善策の要素ごとの成

果の評価は難しいかもしれませんが、評価指標を決めておけばその変化から要素ごとの効果は

ある程度判定できます。 数値化は必ずしもその絶対値が必要ではなく、常に同じ定義で測定を

続けることによって変化の状況が比較できることが大切です。 

・目標としての評価指標は計画進捗の評価指標としても必要です。 計画の実行に必要な投入資

源はすべて費用として換算できます。 目標指標達成時の全体効果を成果として、投資に対する

リターンの評価とすることができます。 さらにその成果を通して他の効果が派生的に得られる場
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合も多くそれらも効果算定に寄与します。 投資効果の算定を通してそのプロジェクトの実行適否

の判定材料としても重要です。 

・目標が曖昧な問題解決のプロジェクトは推進力が弱体です。 努力目標がありませんから、ただ

やっているという雰囲気が充満します。 成果に対する達成感も半減します。 目標の達成に対し

て何らかのインセンティブを与えることが有効な場合もあります。 成功への意欲がわきます。 

・ある組織のトップマネジメントに何かをやりたいが何をやってよいかわからないという相談を受け

たことがあります。 何を目標にすればよいかも明確にはわからないとのことでしたが、ただ、業

績をもう少し改善したいのだということでした。 実は唖然としたのですが、何かをやらなければな

らないという意識があることは幸いであるとの判断と、業績を改善したいという認識を目標として、

その組織の基本的な経営分析から始め、経営上の課題と問題点を洗い出し、具体的目標を定め

て改革案を構築し、結果的には成功に導きました。 漠然としてはいましたが業績を改善したいと

いう目標が推進の唯一の手がかりであり、何かをしなければならないというトップの意識がしっか

りしていたことがよい結果につながった例です。 トップマネジメントのこのような何をしてよいかわ

からないという認識レベルは意外に多いのです。 ただここで「業績を改善する」とはどういうこと

であるかという目標を明確に定義し認識することがまず必要です。 

・ある統合ソフトウェアを導入したいので相談したいという依頼を受けた時のことです。 目的は何

ですかと聞くと、競合他社が同じシステムを導入して効果を上げているようなので自分たちも導入

したいとの返事です。 それでは何をしたいのですかと聞くと、そのシステムでできることがしたい

とのことでしたが、よく聞いてみるとその中の一部の機能しか認識されていないことがわかりまし

た。 それならばそんな大げさなものを導入しなくても表計算ソフトを加工する程度の簡単なもの

で十分であり、コストもほとんどかからないと説明しましたが納得されないのでそのままになりまし

たが、その後その話が進んだということは聞いていません。 

 

■目標の二つの視点  

・目標には二つの面があります。 一つは経営者の視点からの課題や問題解決の要求であって、

経営戦略を背景とした高い思想や概念を対象とします。 もう一つは実務レベルの要求であって、

具体的なプロセスの改善や業務効率の向上、システム機能の高度化など個々の業務の目標で

す。 それらの中間に戦略レベルの目標がありますし、実務レベルの目標の積み上げが経営レベ

ルの目標に結びつく構造であることは多いのです。 目標は、どのレベルでとらえるかによって表

現が異なりますが、概念的な目標ではそれを達成するための具体的目標に落とし込むことが必

要です。 高度な目標を直接達成することは難しく、実務上はそれを構成する部分的な目標を積

み重ねることが必要です。 高機能なシステムの構築のような高度なシステム刷新を目標にする

ことがありますが、そのような場合においても、そこに必要なシステム技術や運営上の環境整備、

システムの構築者と利用者の能力の向上などの実務レベルでの目標の積み重ねが必要である

ことを認識しなければなりません。そのためには目標の体系を目標ツリーのような構造に表現し、

経営レベルの目標から実務レベルの目標までを階層的かつ一元的に捉えることは効果的であり
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わかり易いアプローチです。 言い換えれば目標を構造化して効果の構成を図式化することによ

り最終目的までの道のりが明確に理解できるとともに、実行においてその進捗状況を塗りつぶし

ながら確認できることが効果的です。 

 

■目標の形態 

・具体的効果目標としてよく利用されるのは、人員削減、コスト低減、時間短縮、在庫削減などで

す。 これらの目標は分かりやすく、数値化が容易なので目標として人気がありますが、本当の事

業の目標は人員を減らすことやコストを低減することではなく、経営効率を向上させることです。 

例えば、人員は増えてもサービスを強化して顧客を増やして事業を拡大して効率が向上すればよ

く、製品コストは上昇しても、デザインや信頼性を向上させて社会に受け入れられる新製品を投入

することによって事業業績が向上すれば成功だと言えます。 市場競争を避けるために製品価値

を異なる概念に移すことも可能です。 このような視点で目標を捉えることにより、最終目標として

の事業目標とその構成要素としての目標構造を明確にすることにより、目標の内容構成が分かり

やすくなりますので、解決プロセスの実行策の選択も容易になります。 これは、先に述べた経営

レベルの目標、戦略レベルの目標、実務レベルの目標との連携を明確にすることでもあります。  

 

 
        図６－９ 目標の階層化 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２３回） 

  

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.8 実行計画の策定－問題解決の方法を選択する  

 

・これまでに課題や問題の認識、環境の認識、目標の策定など対象とするテーマに関する問題認

識の徹底をしてきました。 ここからは現実に課題や問題を解決するための手法の選択や実行計

画の策定に進みます。 これまでに検討してきた内容がすべて基本になります。 通常どのような

解決方法をとるかは計画時点で基本的な構想はできていることが多く、あまり議論されないで通

り過ぎてしてしまうことが多いのですが、基本に戻って種々の方法を比較検討することで、より良

い方法を選択する機会として活用するべきです。 昨今は新しい論理モデルや手法が紹介されて

いますので、効果的なものがあれば試してみる良い機会でもあるでしょう。 ただ、初めての方法

をいきなり大規模なシステムに投入することはリスクもあり、一度小規模なもので検証してみるこ

とを薦めます。 なお、情報システムの構築においては技術や利用環境の変化が早いので、長期

的視点からの技術の選択など、今後の変化を読み取ったアプローチが必要です。 またシステム

のグローバル化は避けて通れない問題ですから適用地域ごとの特殊性や制度、システムや技術

の選択などの理解と同時に、グローバルな視点からの共通化や運営を考えた技術やインフラの

選択を忘れないようにしなければなりません。（続きを読む→） 

 

■ 課題や問題解決の戦略を定める 

・課題や問題解決にはいろいろな対象があり、経営システム改革、組織統合、事業分離、企業間

アライアンス、グローバル分散、国際標準化、システム開発、情報管理、外部委託、新事業開発、

新製品開発、グローバル調達、人材育成、等々、その形態はあらゆる分野に及びます。  

・このような環境の中で、ビジネスアナリシスの視点から問題解決の戦略を定めると言ってもあま

りにも漠然とした問題のように聞こえるかもしれません。 ただ、対象とするテーマが絞られ、目標

が設定されたならば、その課題や問題に対してどのようなプロセスで実行するかは自ずと絞られ

てくるはずです。 ここで認識しなければならないことは、解決を必要とする課題や問題はどのよう

なパターンの問題なのかということです。 すなわち、自分達の組織内の努力で実行できるのか、

競合相手との競争になるのか、変化の多い外部の経営環境に対応していかなければならない課

題なのかという判断です。 このどれであるかを理解しただけでも、課題解決の戦略はかなり絞ら

れます。 
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・また、対応しようとしている課題や問題は、自分たちだけで解決できるのか、外部の支援やサー

ビスを活用しなければならないのか、あるいは多くを外部へ委託して自分たちはそのマネジメント

に徹するのかなどの実行体制の選択も必要になります。 

・さらに絞り込んでいくとどのような構造の問題なのか、どのような原因構成で生じている問題な

のか、実行の上で障害となる問題の推測などがわかればどのような手法を用いれば解決が容易

なのかなどの問題解決の戦略も絞られてゆきます。 現在の状況を従来の正常な形に戻すの

か、それとも積極的に新たな方法で攻撃を仕掛けるのか、あるいは撤退して集約するのかなども

重要な選択肢です。 

・課題や問題のこのような特徴、背景、環境を理解しながら、どのような方法で解決することが最

も適切であるだろうかという戦略を考えなければなりません。 戦略に最も大きく関係するのが、

先に掲げました対象になる課題や問題の三つのパターンのどれか、すなわち、自己努力型、競

争型、環境対応型、のどれかということでしょう。  

 

        図６－１０ 実行計画の策定 

 

■具体的手法を選択する 

・課題や問題解決の戦略や基本的な方向を決めると具体的手法の選択になりますが、これも多く

の可能性があります。 注意すべきことは高度な手法、最新の解決モデルが必ずしも高度な問題

解決に適しているとはかぎりません。 対象となる課題や問題を理解した上でまず実績のある簡

素な方法の選択を検討することが賢明です。 誰にもわかり易く、柔軟性があり、実行コストも実

行リスクも小さいからです。 解決する問題の複雑さによりさらにどのような手法を適用するかの

判断をしなければなりません。 

・課題や問題によっては、計画の実行によって着実に結果が伴う問題、関連先の動きによって繰

り返し修正の必要な試行錯誤型の問題、解答が複数あってどれが最適なのかわからない最適化

の問題、もっと細かく言えば、論理的あるいは解析的に最適解の存在する問題もあれば、知識処

理のようにだんだんと正しい方向に回答を詰めていくようなパターンもあります。 最適化型の問
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題は多いのですが、最後の数パーセントの精度を上げようとすると非常に大きな努力や投資が必

要になりますので、どの程度で良いとするかの判断が重要です。 定性的な問題解決では効果の

評価をどう測定するかの問題もあります。 競争型の問題ではリスクを伴う解決策が多く、相手や

環境の変化をどのように読み切るかが解決策選択の重要な鍵になります。 相手や環境の変化

を見て柔軟に解決策を変更できることも大切な戦略です。 

・問題解決の実行においては、当初の計画通りにすべてが進むことは稀であって、必ず何らかの

変更や軌道修正が生じます。 無理に当初の計画を維持しようとすれば、場合によってはだんだ

ん目的に対して軌道がずれていく可能性もあります。 もともと、最初から完璧な計画など作れる

ことはないと思ったほうがよいかもしれません。 最も確からしい計画を作っているのが現実だと

思います。 実際には計画の推進中に外部環境や内部ニーズが変化してくることは日常的に起こ

ります。 過去の安定した経営環境の中では、十分に検討された計画を立ててその通りに実行す

ればシステムが構築できたのですが、現在の環境は作る速度より変わる速度のほうが早いことさ

えありますので、変化に耐えるプロセスを利用することが不可欠な問題になってきています。 

・具体的手法の選択においては、このような環境変化やニーズの変化にできるだけ対応可能な選

択をすることが効果的な方法です。 最近は概念的にも変化の多発するプロジェクトの進め方

や、システムの構築方法があります。 変わりそうなところは事前に想定しておくことも推進責任

者の能力です。 「変わるものと変わらないもの」とを区別しておく習慣が必要です。 さらに「良く

変わる」という範疇を定義して、システムを変えないで運用方法を変える、というアプローチが適し

ている場合もあります。 

・自分たちが有効な手段や手法、あるいは実行能力を持っていない場合には適切なパートナーを

選んで実行を依頼することや、指導のコンサルタントを選ぶことも有効な選択肢です。 そのよう

な場合には、依頼先の組織や個人の実力を自分たちの目標に照らして事前に調査し評価するこ

とが必要です。 過去の実績は一つの目安ですが、第三者の意見を求めることも有効な方法で

す。 新しい手法への挑戦も必要ですが、新しい手法を適用する場合には、判断の評価基準を決

めて自分の判断能力に頼るしかありません。 自分が内容を理解し納得することが大切です。 

従来の方法と何が違うのかを明確に理解し納得したうえで適用してください。 目先の効果にとら

われない長期的視野での判断も必要です。 自信過剰な態度や我田引水型の外部からの提案

には注意が必要です。 
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          図６－１１ 手法の選択 

 

■問題解決の体制を確立する 

・課題や問題解決の計画が具体的手法を含めて完了すると具体的な実行体制を構築します。 

計画作成時点から実行体制は想定されている場合が多く、その主要メンバーは計画時点から参

画していることが多いでしょう。 実行内容に即したマネジメントや対象内容に精通したメンバーあ

るいは技術的専門家の参画が必要です。 これらの人たちは専従者であるか非専従者であるか

はその必要性と重要性によって判断されるべきです。 

・規模の大きな場合はプロジェクト組織が組まれるのが一般的ですが、組織内で主体的に実務を

処理するのか、多くの部分を外部に委託するかによって組織の構成は大きく異なりますが、全体

のマネジメント、特に進捗の管理責任は明確にして必要な権限を与えることが基本です。 少なく

とも責任者は専任でなければきめ細かな管理は不可能でしょう。 責任者の人選に当たり、他の

業務に影響を与えないための配慮からその時空いている人材を任命することがありますが、中心

となる責任者には判断力と行動力のある人材を任命することが不可欠です。 全体の士気に影

響を与えるような人選では、推進能力を低下させるばかりでなく、問題解決の意識を低下させま

す。 

・外部組織の参画が多い場合には、組織間のコミュニケーションの維持が最大の課題になります

ので、その面での管理体制と管理システムの充実が欠かせません。 特に距離的に離れた場所

での推進には現場間の連携維持が障害にならないようにコミュニケーションに考慮した組織づくり

が必要です。 実行の支援を第三者から受ける場合でも、最終責任者は自分であることの認識は

不可欠です。 依頼先に丸投げをすることは論外です。 

・忘れがちなのは、新しいシステム導入時の実務の移行体制です。 早期に定着させるためには

多くの移行作業とその確認業務が山積します。 移行過渡期においては多くの業務上のインタフ

ェースがあるために、この時期においては必ず何らかの不具合が発生しますので、トラブル発生

時の処理機能を事前に明確にし、訓練しておくことが混乱を避けるためにも重要です。過渡期に
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おいては新旧二つのシステムを並行して利用しなければならない場合もあります。 着手から移

行完了までの組織全体の変遷過程をその部門責任者と共に一元的に監視できるように整理して

おくと役立ちます。 

 

■ 問題解決の実行計画を作成する 

・計画の最後は実行計画の詳細展開です。 ここで中心になるのはスケジュールの展開と必要な

資源の配分計画です。 スケジュールの展開は、着手時点と完成時点の間の期間をどのように

時間配分するかの問題ですが、その計画により投入する資源が大きく影響されます。 スケジュ

ールは実行プロジェクトの規模によりますが、全体工程、中間工程、詳細工程、など 3 段階程度

の構成が一般的で、詳細工程では、実行分野ごとに展開します。 重要なのは分野間のインタフ

ェースで、相互に無駄なく連携できることが原則です。 実行の部分工程や担当部門別の工程な

どが全体計画と整合性を持って展開されているかの確認が必要です。 

・資源配分の主要なものは、人、物、金、といわれてきましたが、課題や問題解決においては、能

力ある人材の投入が最も重要な要素だと考えてよいでしょう。 計画実行の間に種々な問題が発

生しますが、それらを判断し、効率よく処理できるのは能力ある人材です。 人材に付属します

が、技術やそれに伴う行動や成果の品質も重要な資源であるという認識が必要です。 資源のほ

とんどは工程に連携して展開されなければなりません。  

・計画の展開は業務間のネットワークやクリティカルパス解析などいろいろな手法を用いて初期展

開することができますが、論理的な最適化手法は計画時点では効果的に活用できますが、プロジ

ェクトが動き出すとともに状況が複雑に変化しますので、現場の状況を論理的に反映することは

初期計画のように整然と実行することはできなくなります。 計画との乖離の是正方法も現場の複

雑な事情が影響しますので、机上の理想的な論理は成り立たないことを承知の上で管理すること

が必要です。 資源の消費計画は、実務推進上で容易に確認ができるように配慮しておくことが

実行時の管理を容易にします。 実行中の効率評価や問題の発見にも役立ちます。 

・外部組織との連携による推進においては、実行状況の確認は特に重要であり、外部の行程遅

延が全体へ致命的打撃を与えることも少なくありませんので、実施状況の監視確認と遅延が発

生した時の修正処置の対策は特に大切です。 委託先からの報告だけに頼ることは危険ですか

ら、必ず何らかの形の自らの確認が必要です。 進捗管理の指標は計画時に明確に定義し、具

体的値を配分し、判定基準を設定しておくことが必要です。 これらの計画ではプロジェクト管理

の手法が多岐にわたり役立ちます。 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２４回） 

 

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.9 実行計画の妥当性を再確認する 

 

・一つのテーマの課題や問題解決といっても、その捉え方によって規模と複雑さの幅は広く、どこ

に焦点を置くかによって解決の方法も千差万別です。 ここまでに計画されてきた課題や問題解

決のための方策は無限にある回答から選ばれた一つの組み合わせにすぎません。 手法の選定

によって解決に必要な期間とコスト、その他の必要な資源も大きく異なりますし、適用する技術や

管理方法なども同様です。 状況確認から始まり、分析評価、原因の追究、目標の設定、解決策

の構築など、これまで個別に検討してきた計画全体が総合的に判断して妥当であるかどうかの再

確認をすることは極めて重要であって、不適切な個所が見つかった場合には必要な計画の修正

をしなければなりません。 再確認は三つの視点から検討することが必要であり、その第一は着

手時の状況背景の理解によるテーマ選定と解決目標の妥当性の確認、第二は解決方法の妥当

性の確認、第三は実行能力の妥当性の評価です。（続きを読む→） 

 

■ テーマ設定の妥当性を再確認する 

・ビジネスアナリシスの着手時点で、出発点の重要性について議論し、「何をしたいのか」を明確

にすることから始まることを述べました。 ここまでのプロセスの説明は、設定されたテーマに基づ

く実行計画の構築プロセスを議論してきました。 今、この時点においてその「テーマの設定は本

当に正しいのだろうか」ということを再確認する意味は何でしょうか。 

・テーマを設定して目標を定め、実行計画を立ててきた段階でいろいろな調査、確認、議論、など

が実施されますが、その過程で、着手時には見えなかった問題や背景の多くが判明してきます。 

その中には見えなかった環境、隠されていた事実、理解していた現象と異なる真実、判断の誤り

や誤解、内外の圧力による歪曲化された意見や見解などの他に新たな障害や能力の限界の発

見などが明らかになることは少なくありません。 また、片寄った視点からの判断であったり、一部

の組織の強い意見であったり、客観的事実や要求を正しく理解していなかったことが判明すること

もあります。 

・もう一つの基本的事項は、主要なステークホルダーの意見や要求が適切に反映されているかの

確認です。 ただ、すべての要求を反映することは不可能ですから採用しなかった事項に関しては

明確な説明ができることが必要であって、後刻論争にならないようにしておくことが必要です。 

・このような新しく判明した状況事実が、当初設定されたテーマに与える影響を分析してその妥当

性を再確認することは重要であり、無視して実行することは危険です。 当初設定のテーマに大き
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な変更が必要なことが判明した場合には計画全体の修正や再構築が必要になりますがテーマ設

定への影響が小さな場合には解決策の小規模な修正や実行面での対応で済むことが多いでしょ

う。 

・設定されたテーマに対する解決目標の設定も同時に影響を受けますから新たに発見された事実

に対応して解決目標変更の要否を確認する必要がありますが、目標に関しては後で述べる実行

能力との関係もありますので総合的に判断しなければなりません。 

 

■解決方法の妥当性を評価する 

・解決方法の戦略から具体的な施策までを選択した後に、即時実行に移したい意識が働きます

が、もう一度選択、設定が妥当であるかどうかの評価をすることは、着手後の問題発生を避ける

ためにも大切です。 そのような評価は、計画者と異なるチームによって実施することが理想です

が、新たな組織による検討経緯の理解の困難さ、異なる視点からの評価が出てきて調整がつか

ない恐れがありますので、主要なステークホルダーを入れた実行案のレビューが好ましい形と言

えます。 ただ、主要なステークホルダーの意見がすべて反映されているとは限りませんし、相反

する主張もありますので、要求復活の議論が繰り返されることが懸念されますが、実行のリーダ

ーは選択判断の説明を明確にして一つの妥当な方法に絞らなければなりません。 

・妥当性の評価にはいくつかの側面があります。 その基本的事項はトップマネジメントをはじめと

する実行の意志と意識の共有です。 その中には、必要な実行環境の整備や資源の準備などが

含まれますが、それらは当然のこととして、次の三つの視点からの確認が必要です。 

・その第一は、選択した解決手段が本当に実施可能なのかの評価です。最も重要な点はトップマ

ネジメントを中心とした幹部の改革と実行のリーダー意識を持ち続けているかということの確認で

す。 実現の困難な実施体制や環境整備の要求、 実現の困難な手法や可能性の低い手法が主

要な部分を占めていることがないかの確認は欠かせません。 さらに、現在の組織体制や全体の

マネジメントの中で能力的に適切なのかという判断や実施のための資源投入が可能であるかは

重要な問題です。 また、実行に対する組織的な障害がないかの判断が必要であり、危惧される

状況が想定されるならば、事前に組織や人的な対応も考えなければなりません。 

・第二は、実行能力の評価であり、実行プロジェクトのマネジメント、技術的な能力の両者を含み

ます。 これまで社内で処理していたことをすべて外部へ依頼することがあるかもしれません。 い

わゆるアウトソーシングです。 そのような場合には、委託先パートナーの実行能力の評価と、委

託契約条件の妥当性の評価は非常に重要な問題です。 また、アウトソーシング先との連携に関

するマネジメントができるかどうかの能力も不可欠です。 委託先とのコミュニケーションとリードを

常に保ち、密接な連携をもって推進することが基本です。 

・第三には新しいシステムへの実務レベルでの移行の方法と、完成後の実務運営能力の評価で

す。どんな立派な改革も、最後の実行力がなければ何も役立ちません。 最終段階に至るまでの

間に、現場レベルまでの意識改革と実行上の教育やトレーニングが有効です。 これらの妥当性
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の評価を行い必要な修正をしたうえで実務に投入すれば、実行時の問題は大幅に少なくなるは

ずです。 

 

■解決方法は目標に対して間違っていないか 

・課題や問題の解決方法は高度な考えであればよいというものではありません。 基本はできるだ

け単純でわかり易いということから方法の選択をスタートするべきです。 いろいろと新しいビジネ

スの方法論が提案されていますが、よく検討してみると表面的な表現や説明を変えただけで、基

本的には従来の方法となんら変わっていないものも多くありますから実績のある伝統的な手法か

ら検討してみることが原則です。 問題解決の方法に突然変異的なうまい方法があるはずはない

のです。  

・総合的なシステムや規模の大きな仕掛けを導入すれば多くの問題に対応できると考えたり、高

度な問題解決ができると誤解したりすることがありますが、適材適所といわれるように、それぞれ

の問題に適切な規模と方法があります。 一般に規模が大きければ導入に時間とコストがかかり

ますし、関係先への影響も多大です。 定着までの調整や自分たちの文化の変換の作業も必要

です。 その間に世の中はどんどん変化します。 柔軟に対応できる簡素な手法を外部の変化に

対応しながら迅速に適用していく選択肢もあります。 

・注意することは、世の中で流行しているモデルを導入するときの判断です。 自分たちの経営手

法は遅れているから世界標準のシステムやベストプラクティスを盛り込んだ管理システムを導入し

ようという発想ならばそれも一つの選択肢ですが、自分たちのやりたい目標に合致しているか、詳

細をよく検討し納得した上での決定することが原則です。 莫大な時間とコストをかけて導入した

が期待外れだったとか、自分たちの要求を実現するために多くの変更が必要だったというケース

が無数にあることはご承知のことと思います。 本当にほしいものはその中のほんの一部でしか

ないことが多いのです。 ここでも、何がしたいのかを明確にして、その目標を単刀直入に解決で

きる簡素な道を選ぶことが問題解決の早道です。 世の中で流行しているモデルを遅れて導入す

ることは、完成し、定着した時点ではすでに過去のものになっている可能性が強いことを理解して

ください。 改革は他との有意な差別化を目標とするものですが、流行しているものはどこにでも

あるありふれたものであることの認識も必要です。 

・何かを変更しようとするとそれに関連したあらゆるものに影響を与えます。 システムが大きくな

ればなるほどその範囲は拡大します。 影響を与える関連先のシステムへの配慮ができているか

の判断がされているかの確認も怠らないようにしてください。 また、新しいシステムに移行するに

は膨大な労力と努力、そして時間とコストが必要です。 

 

■解決方法のレベルは組織の能力にとってふさわしいか 

・課題や問題解決の方法は対象とする課題や問題の性質や規模、あるいは緊急性や重要性によ

り決めなければなりませんが、もう一つ重要なのは適用する組織の実行能力を評価判断すること
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です。 これには、解決策構築の能力と、解決後の運用面の対応能力の両面からの判断が必要

です。  

・解決の推進担当者は一般に問題意識が高く、解決の目標を高く持ち、その実行手段も高度な方

法を選ぶ傾向があり、現実に推進実行する現場の能力を過大評価する可能性があります。 改

革意識を持った人たちは周りの人たちも自分と同じレベルの能力があると理解して計画を進める

ことが多く、着手してみると多くの場面で行き詰まります。 実行に必要な資金や資源が不足する

場合もありますが、そのような心配がある時には、必要な見積もりを提示して事前に支出可能で

あることを確認しておくことにより着手後の問題を回避し、計画変更を防ぐことができます。 また、

計画が不適切であると感じた場合には代案を提示するか、当面の実施を中止するかの判断が必

要になります。 

・現場の実態として注意するべきことは、現場の要求や目標を聴取すると、非常に高度な意見が

出てくることがあります。 現場の人たちは何らかの学習により高度な手法や技術の知識を得て、

それらを自分たちの目標として提案してきた結果なのですが、現場の実態はそのような高度な変

化に耐える体制や能力にほど遠い場合があります。 高度な意見を持っているのであるから高度

な対応ができるであろうという誤った判断で改革を進めると、使いこなせないシステムが残るばか

りか弊害になる場合すらあります。 このような状況を見抜くことは大切ですが、議論をしてみると

論理の背景が不確かであり容易に判断できるものです。 

・同じような問題は顧客との連携システムやサービス提供システムにおいて、非常に高度な機能

やサービスを提供しても利用者が使いこなせないために利用が低迷することがあります。 オプシ

ョンが多くあまりにも複雑なシステムも同様です。 

・問題なのは、着手してみないとわからない場合です。 現場の担当者は、日常の業務処理以外

にはシステム計画などに携わったことがなく、調査や調整、要求や意見の取り纏め、システム構

築などの作業が不得手なために遅々として進まないことがあります。 内容の理解に多くの時間

がかかることもありますので、そのような場合には、やろうとしていることを現場に優しく説明し、現

場が真に期待していると思われる意見をうまく引き出すリードが必要であり、概念が理解できた時

点でプロトタイプを作成して確認することは有効です。 

・また、完成したシステムが使い切れないことにより業務が停滞したり、入力された情報の多くが

誤っていたり、新しいシステムを無視して従来の方法で実施したり、システムの上で仕事をするこ

とが理解されないことも珍しくはありません。 

・このような問題を回避するためには、事前に実施現場の実行能力を分析し、必要な教育とトレー

ニングの実施が欠かせませんが、計画時点で組織の能力をよく見極めて妥当な機能にとどめる

か、段階的に問題解決の手段を投入していくなどの方法が必要です。 技術的にも利用者に優し

いシステムを提供できることが必要であって、使いきれない高度な機能は何の効果も生みませ

ん。 
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       図６－１２ 実行計画の妥当性確認 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２５回） 

  

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.10 計画の実行－解決プロジェクトの実行と総合力の結集  

 

 実行計画が終わり、その妥当性の確認が済むと実行のフェーズに移ります。 綿密な実行計画

が立案されている場合にはそれに従って実行すれば順調に進捗することが期待されますが、実

務においてはいろいろな問題が発生することが常です。 計画の実行とはその過程で発生する問

題のマネジメントであるとも言えます。 そこでは、発生する課題の状況を判断し柔軟に対応する

能力が求められます。 推進のマネジメントは計画と実行状況との整合性を監視し、状況に応じ

た判断と是正を促すことにあります。 発生する課題の多くは、工程の遅延、インタフェースの不

整合、資源の過大消費、資源の不足、能力の不足、納期の遅延、などが予想されるパターンの殆

どですが、それがどこでどのような形で発生しそうかを捉えることが大切です。 計画時点で不安

のあるものに関しては、対応策を準備しておくことも必要です。 推進責任者の積極的な準備と判

断が求められます。 また、推進の状況を注意深く監視することにより、何らかの不具合が生じる

兆候を事前に把握して防止策を講じることは重要であり基本的です。 いずれにおいても参加す

る人たちの意識と協力が基本であり、推進責任者の積極的なマネジメントとチームを構成する人

たちの総合力の結集が成功のカギを握ります。 （続きを読む→） 

 

■ 実行のマネジメント 

・すべての準備が整うと実行に移ります。 緊急の場合には、準備と実行を同時進行することもあ

り、場合によっては基本事項を決めただけで着手し、実行しながら次の段階の計画を詰めていく

こともあります。 実行の方法や手順は解決する問題の性質、問題が置かれている環境、緊急

性、などによりさまざまであってどの方法が最善であるかという問題ではありません。 重要なの

は、どの形態においても、最終的に何を実現しようとするのかという目標を明確にしてぶれないこ

とです。 また、自分たちがどのような手段で問題を解決しようとしているかを認識し、実行上の確

定事項と未確定事項を理解して、変わるかもしれない実施内容の予想とその時の代案を頭にお

いておくマネジメントの能力が必要です。 計画段階でできるだけ明確な戦略を立てておくことは、

実行を効率的に進める鍵ですが、戦略の中には進捗状況を見ながら戦略を柔軟に変えていける

という判断力も含まれます。 

・プロジェクトの実行には多くの組織や人々の協力が不可欠です。 一つの計画には実行しなけ

ればならない多くの要素があります。 それらは、一人の能力や一つの組織の能力の限界をはる

かに超えています。 あらゆる可能性を活用することが必要です。  
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・同じ問題を異なる視点から見ると別の答えが出てくることがあります。 当初考えていたアプロー

チより優れた答えが発見されることは珍しくありません。 一部のアイデアを入れ替えると素晴らし

く効果的なこともあります。 特殊な組織や人材でなければ実行できないこともあります。 はるか

に効率よく実行できる手段が発見されることがあります。 それらの総力を結集することが課題や

問題解決実行のプロジェクトの推進には大切です。 

・多くの異なる能力を集結することは重要ですが、それらがバラバラでは混乱のもとになります。 

計画時点で、多くの異なる意見を調整して、目的に向かってベクトルを合わせることが大切です。 

議論を尽くし、互いに納得することが基本ですが、最後に意見が分かれた場合には取り纏め者の

責任で決定し、参加者の理解を得ることが原則です。 決定されたことはプロジェクトメンバー全

員の合意として守らなければなりません。 

・もう一つ大切なのは、そのような多くの力を結集して運営する能力です。 実行の統率力がなけ

れば、単なる人々の集まりにすぎないので、問題解決どころか問題の発散になる危険性がありま

す。 これは、計画段階から明確に意識して、どの能力をどこへはめ込んでどう使うかというジグ

ソーパズルです。 完成されたジグソーパズルのように隙間なく出来上がれば成功です。 パズ

ルの一片が欠けてしまうと、同じ穴を異なるもので埋めることは至難の業です。 

・課題や問題の性質、規模、複雑性によりますが、特に規模が大きな計画の実行における管理や

実行の手法はプロジェクトマネジメントの手法を適切な形で利用することが効果的であることはお

分かりと思います。 ただ、ビジネスアナリシスの実行におけるプロジェクトの推進では、日々動い

ているビジネスの現場と並進して実行されることが多く、実行途中に条件の変化が伴うことも多

く、変化への柔軟な対応が重要な課題となります。 

  

■プロジェクトのリードと推進の管理  

・プロジェクトの着手において重要なことは、トップマネジメントの積極的な実行意識と関与、実行

管理と情報管理の集約一元化、状況監視と計画からの乖離の迅速な判断と是正方法の意思決

定、対応策の策定と実行、実行内容の品質の維持、などがありますが、特に計画からの乖離の

判断と柔軟な対応能力が求められます。 実行中の問題の発生は何らかの兆候があるのが常で

すから常時の監視、特に進捗状況の傾向の管理は問題発生の事前回避のためにも効果的で

す。 突発的問題も多々発生しますが、どのような問題が発生するかの予想はつきますので過去

の実績や事例を参考にして、予想される対応の準備をしておくことが混乱を最少に抑えるために

も、また効果的処理にも結びつきます。 

・工程遅延はプロジェクト推進には常に発生しますが、部分的な現象を早期に捉えて迅速な対策

を施し、影響の広範囲な伝搬を防止することが基本です。 また変更時の管理における自動的な

再計画手法の適用は、現場の実態反映が難しい場合が多いので、どのように利用するかの知恵

と経験が必要なことをよく理解している必要があります。 いずれにしても実行フェーズでは変更

は常に起こるということを前提に考え、柔軟な対応を心がけることが基本であって、最後に信頼で

きるのは、経験ある有能なマネジメントの判断力と実行力です。 
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■推進状況のモニタリング 

・問題解決の推進において、工程と資源の消費、計画からの乖離管理、是正、変更管理、などの

実行状況のモニタリングは常時行うことが必要です。 何らかの変化が現れた時に早期にキャッ

チして問題の拡大を阻止することは非常に大切です。 進捗状況は工程の計画からの乖離を監

視することによりわかりますが、工程と同時にそれに関連する資源の消費が順調に進んでいるか

の判定が必要です。 また、計画工数や経費の消費状況も工程との関連で常に監視することが

必要であり、費用の発生が抑えられていることを喜んでいたら工程が遅延していたということはよ

くあります。着手からの経過時間に対する進捗率や、時間に対する資源の消費状況などいわゆ

る効率の指標を常に監視することが基本です。 進捗率を定量的に計測することが難しい作業も

多くありますが、計画時点でそれらの計測方法を決めておくべきです。作業の進捗に伴う成果物

の詳細な計画を立てておけばその着手、完了で測定することができます。 

・推進状況のモニタリングは累積値の計画からの乖離を監視することが基本ですが、問題は傾向

の変化や異常値の発生などの中に隠されています。 問題の発見を容易にするためには、グラフ

などの活用による状況の可視化が有効ですが、異常値の自動判定や警告表示なども問題発生

の見落としを避けるために効果的です。 

 

 

         図６－１３ 計画の実行 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２６回） 

 

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.11 新しいシステムの試行と実務への投入  

 

・新しい業務プロセスや新しいシステムの構築が終わると、実務への投入フェーズになりますが、

その前に実務での試行をして問題の有無を確認しなければなりません。 新たなビジネスプロセ

スや、新製品の市場投入、あるいはシステム開発においても、試行は実務上の限定された一部

でしか行うことができないことが一般的ですが、実務上での試行が不可能な場合には、模擬的な

実務のシミュレーションで代行する場合もあります。 試行では実務上のあらゆるケースを模擬で

きませんので、基本的な部分に限ることはやむをえません。 部分的に試行の可能なプロセスや

機能は、事前に試験をしておきますが、部分的に機能しても、システム全体を結合した場合にうま

くいくとは限りません。 業務プロセスや運営のシステムにおいては、他のシステムとのインタフェ

ースは最も慎重に確認を必要とするところです。（続きを読む→） 

" 

■試行にはいくつかの目的がある 

・試行ではプロセスやシステムの機能や性能を確認するだけでなく、担当者や利用者のトレーニ

ングを兼ねて行います。 大規模な改革においては、トレーニング計画を組んで実施します。 多

くの場合は構築されたシステムを総合的に試行しながら全面的な実行へと誘導します。  

・試行においても、課題や問題の三つのパターンによりその観察と判断が異なります。 自己努力

による成果型の場合には実行の徹底と定着を確認することが目標になりますが、競争型では試

行しながら相手の反応を観察しなければなりません。 明確な反応があれば対応処置も必要にな

り、試行後に手法の変更が必要になることもあります。 環境対応型の場合には、環境変化への

順応状況の確認をしながら対応性を観察しなければなりません。 この場合にも適切な効果がな

ければ方法の変更も必要です。 

・試行期間には、システムが論理的に問題なく動くことの確認だけでなく、システム構築時に計画

した多くの要求機能が実現されているかの確認をしなければなりません。試行期間では対象とす

る規模が小さいので性能上の問題を指摘することは難しいこともあり、試行期間で問題が発生し

なかったから完全であるとは言えません。 機能上の問題においても試行期間にすべての問題を

発見することは困難であるということを理解していなければなりません。 新しい市場への参入や

新製品の開発においては、定着するまでに時間を必要とする場合がありますが、その経緯を見な

がら修正が必要かどうかの緻密な分析と判断が必要な場面も生じます。 
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・既存の他のシステムや外部組織とのインタフェースに関わる試行は相手側の協力が必要です

から十分な連携の下で行うか、インタフェースのシミュレーションによって確認することになりま

す。 外部との連携においてシステム的に問題なくつながっていることを確認することは当然です

が、運営方法、タイミング、情報の定義、様式の互換性、コード体系などの整合性など形式的に

はつながっているように見えるが全くつながっていないという問題も多く、完全性の検証はあくま

でも全数検査を基本として、きめ細かく慎重にしなければなりません。 

 ・可能な場合には、新旧両システムによりしばらくの間並行処理して両者の一致を確認すること

ができれば好ましいのですが、処理能力や処理環境など多くのリソースが必要であり、投入資源

の状況と重要性の判断から決めることが必要です。 また、試行中あるいは実務投入段階におけ

る障害発生の対策として、あらゆる想定をしておく必要がありますが、最悪の場合には障害発生

前の状態に原状復帰できることが重要です。 

・このように試行はあくまでも試験的な実務への投入であって実務での完全性を保証するもので

はありませんが、試行の方法をできる限り工夫して、実務上で起こる現象の多くをカバーすること

が大切です。 

・最後に大変重要なことは、システムを実務に投入した後に起こる予想外のトラブルへの対応準

備です。 予想外ですからどのような不具合が発生するかは想定するのが困難ですが、過去の

経験や事例から想定して、不具合発生時の対応手順を準備しておくことが必要です。 冷静に対

応するために、不具合発生時の対応訓練をしておくことは価値があります。 

 

■新しいシステムの実務への投入 

・問題解決の成果を決めるのは新しく構築されたシステムの実務への投入です。 システムの構

築プロジェクトの中で並行して運営につなげることもありますが別組織や外部との関係がある場

合には整合性の問題が常に発生すると理解しておいたほうがよいでしょう。 何も起こらなけれ

ば、どこかに確認の漏れがないか逆に疑ってみることも必要かもしれません。  

・経営や業務システムとして論理的に問題がないことが試行で確認されたとしても、実際の業務

における担当者の視点からは問題があることも多く、利用能力として実務に定着させることも大き

な課題です。 新たなシステムは馴染むまでに時間がかかりますので、その間には従来の方法よ

りもビジネスの効率が落ちることは珍しくありません。その過渡期を短期間に通り抜けてその後の

本当の実績に早期に結びつけることが大切です。そのためには試行段階で行われる組織全体や

最終担当者への新しいシステムに対する事前のトレーニングが効果的であり、問題解決最後の

最も重要な段階と言えます。 システムは使い方でその効果が決まるということを認識しなければ

なりません。 どんな高度なシステムも使いこなせなければ意味がありません。 そのためには、

システムはわかりやすく、使い易いことが条件です。 また、新たなシステムへの切り替えにおい

て、逃げ道を作ってはいけません。１００％そのシステムの上で業務が処理されることが基本で

す。 
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     図６－１４ 試行と実務への適用 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２７回） 

  

6. ビジネスアナリシスのプロセス  

6.12 結果の評価とフィードバック－結果の確認と評価、残された問題の修正  

 

・実務に投入された解決策は、即刻効果が表れることもありますが、一般的には利用部門の習熟

の問題があり効果が測定できるまで時間を必要とします。 利用者も新しい仕掛けに慣れて新た

な機能の活用も軌道に乗り、だんだん定常状態に移行してゆきます。その間にいろいろな問題が

発生しますが、利用者の不慣れに起因する問題とシステム上の不具合の問題とがあり、可能なも

のはその都度修正してゆき、残された問題は大きな支障がなければ次の全体的な修正時へ宿題

として引き継いでもかまいません。 

・新しい施策や制度が定着したならばその時点で効果の評価をしなければなりません。 計画時

に設定した効果指標に伴い効果の測定を行います。  

・効果が見られないか指標が改善されない場合にはその原因を追究しなけなければなりません。 

その要因は、まだ定着していないための過渡期の現象かもしれませんし、何らかの問題があるか

もしれません。 時間的に連続して変化を測定すると他の指標の傾向とも関連して原因の追究に

役立ちます。  

・明らかに何らかの不具合や障害がみられる場合には早期に適切な是正処置が必要です。 業

務の流れが悪化したり、滞留が生じたりしている、あるいは競合相手が別の戦略を投入してきた

などの場合には、その状況をよく観察して原因を突き止め、あるいは対抗処置を講じなければな

りません。 指標の異常が見られたならば、現場を確認することが重要です。 今回の変更箇所

ではなく、連携された従来のシステムが機能しなくなっている場合もありますので、先入観にとら

われずにあらゆる可能性を追究することが必要です。（続きを読む→） 

 

■成果の評価と計画との乖離の評価 

・成果の評価は、当初の計画目標に対して確認することにあります。 まずは試験的規模から実

務への投入が始まりますが、実際には試験ができない場合もありいきなり全面的適用を実行する

こともありますが、その場合には、初期段階での十分な機能の確認が不可欠です。 段階的に適

用を拡大する場合には、ビジネスシステムの改革であれば実務上で期待通りの機能と性能があ

るか、新製品の投入であればテスト市場での実施、情報システムであれば限定分野への適用な

どの形態がとられます。  

・限定的施行により基本的問題がないことを確認したならば本格的な適用に移行しますが、立ち

上げ時の効果や効率は一般には低く時間と共に改善されるのが一般的です。 当初設定した指
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標に従い実務での状況を測定し、その変化の状況を評価してゆきます。 適用規模が拡大するに

したがって問題が生じたり、効率が低下したり、あるいは急激な適用増加のためにシステムが追

従できなかったりすることが見られますが、そのような問題に順次対応できなければシステムに

何らかの修正が必要になることもあります。 

・移行過渡期における効果の時間変化を記録していくことができれば有効です。 これは、当初の

計画における効果評価の目的だけではなく、その後の問題の発見に役立ちますし、新しいシステ

ムの欠点を見つけることにも役立ちます。効果の測定はできるだけ簡単で明確な指標がよいので

すが、これは計画時点に決めて指標が観測できるようにしておかないと、測定のために新たな仕

掛けと労力が必要になります。  

・新しいシステム投入後定常状態までの時間は問題の対象により異なりますが、定常状態になっ

た時点を当面の成果として評価の結論とします。 その時点での当初計画との乖離の有無や状

態を参考にして、修正を加える必要があるかどうかの判断をします。 システム自体の問題では

なく、利用上の未熟に基づく運用方法の問題であることが多いことを理解しておいてください。 そ

れらの結果は、投資に対する効果の検証でもあります。 成果の評価は直接的な指標の改善だ

けでなく、関連する種々の派生効果もありますのでそれらも確認してください。 想定外の大きな

効果を生むこともよくあります。  

・想定しなかった急激な効果のために新しいシステムでの処理が追いつかなくなる現象も起こりま

す。 人的処理であっても機械的処理であっても新たな連鎖的な問題を起こさないようにしなけれ

ばなりません。 変化の状況を注視し、思わぬ傾向が現れた場合には早急な対策が必要です。 

適用を一時的に抑えることは、混乱を発生させるより有効であることを理解しておくべきでしょう。 

 

■成果の経営への寄与 

・評価の結果は投資に対する効果として経営指標へ影響を与えるはずです。 限定した目的や機

能の改革においてはその成果は直接的に測定できることが多いといえます。 一方、投資規模の

大きな問題解決では、確実に経営指標に効果が出るような計画が望ましいのですが、経営指標

は多様な効果の複合的結果ですから、当該解決策がどの程度寄与したかの判定の難しい場合

が多いと言えます。 効果が出たというのに経営指標全体では何も変わらないと指摘されること

は良くあります。 他のマイナス要素と相殺されることも多く、また、当該問題が全体に占める割合

が小さく効果が顕在化しないことも多い場合や定性的な効果をどう評価するかの判定も必要で

す。 

・いろいろな課題や問題解決は本来戦略的目的を達成することが大切なのですが、どうしても評

価対象を目に見える形の指標にしてしまうことが多く、その典型例が人員削減、コスト削減、時間

短縮、などです。 もちろんこのような指標は基礎として重要なのですが、経営品質そのものの効

果を求めるようなもう一段上位の概念を目標にするような戦略を追究したいものです。 人員は減

らないが良質のサービスを充実して事業を拡大し、結果として業績の向上を図るというようなシナ

リオが評価されてよいはずです。 
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■新たな問題の有無を確認する 

・新たなシステムを導入するとどこかに歪が生じたり効率が低下したりすることはよく起こります。 

このような問題はシステム上の本質的な欠点がない限り時間と共に解消されるものですが、何ら

かの障害が発生している場合には積極的に不具合を修正することが必要です。 与えるインパク

トの大きさにより判断することになります。  

・全く新たな問題が発生することも少なくありません。 それらは、新しいシステムが本来持ってい

た潜在的欠点である場合もあり、新しいシステムが既存システムとの連携で問題が顕在化する場

合もあります。 いわゆる相性が悪いシステムです。 従来と全く異なるシステムを既存の文化の

中に導入したことによる問題の発生かもしれません。 一方での常識が他方での非常識であるこ

ともあります。 組織の併合や異なる分野の事業統合などでよくおこる問題です。 一つの概念で

長期間運営してきた経営に他の概念を持ち込んだ時にはシステムとして融合するのに時間を要

することはよくあります。 職位の責任範囲の大幅な変更をすると、自分の専門外だと受け入れな

い人があります。 そのような場合の対策をどうするかは担当者の能力や意識により上位職責者

が判断することが必要ですが、このような問題の多くは個人が経験してきた業務の常識に関する

問題や業務文化がその背景にありますので、まずは適切な教育や指導が必要と考えられます。 

人に関する問題は、技術的問題よりも解決が難しいことが多く、与える影響も複雑です。 組織の

文化や人の習慣に基づく実行上の障害が解決されない場合には、組織や人の変更をも考慮しな

ければならないこともあります。 

 

■必要な修正と次の改革のための課題を整理する 

・問題解決における新たな問題の発生に関していろいろと議論してきましたが、それらの課題を修

正するのか、しないのか、またいつ修正するのかという問題が残ります。 これはケースごとの状

況判断によりますが、明らかに新しいシステムの構築上の間違いであれば即時修正することが

求められます。 特にシステム構築における契約上の問題がある場合には検収の対象となります

ので問題は比較的明確です。 ただ、責任元が不明確であったり、解釈の相違であったりする場

合における問題は水掛け論になり解決に無為な時間を費やします。 そのような状態になること

を防ぐためには、これまでに議論してきた各段階での基本動作を確実に実行し確認することがき

わめて有効です。 

・当初予想していなかった新たな問題への対応はその後の運営への影響と期待する完成度から

決めることになります。 すべてを完全にしておきたいならば、その時点で修正する選択をします。 

運用でカバーできるのならば次の機会までそのままでもよいでしょう。 

・問題解決ではどのように完全なマネジメントをしても、このような問題は必ず残ると考えておいた

ほうがよいでしょう。 対象とする問題の性格と、残された問題の性質によりますが、運用しながら

修正していくことも可能ですし、今後発生する課題や問題を一定期間後にまとめて対応することも

賢明な選択肢のひとつです。 どのような改革も一度で完結するものではありません。 
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・いずれにしても残された問題は、その内容と関連して起こる不具合などを明記の上次の修正機

会のために整理して引き継ぐことが基本です。 

 

 

       図６－１５ 結果の確認と評価 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２８回） 

  

7. ビジネスアナリシスの手法と技術  

7.1 ビジネスとビジネスプロセスの構造 

 

・ビジネスアナリシスの考え方や実行のための環境整理や実行プロセスについてこれまでに述べ

てきましたが、プロセスを実現するのに必要なのは具体的な手法です。 どのような手法をどのよ

うに使うかによってビジネスアナリシス実現の効率ばかりでなく、その成果へも大きく影響します。 

ただ、高度な手法を用いればよい結果を得られるかと言えば、それは全く別の問題です。 どこに

でもある手法や技術を駆使することによって、複雑な課題や問題を解くことは可能です。 それぞ

れの場面で、最も適した手法とそれらの組み合わせがあります。 もう一つ大切なのは、それらの

手法をどのように使うかによって結果が生まれるのだという認識が必要です。 手法や技術は使

う人によってその結果が決まります。 手法は知識としてではなく、実務として理解し実践を積ん

でその本当の意味を経験し理解することが最も大切です。 これをビジネスアナリシスの実行の

構造と考えます。 どのような構造を構築するのが最適であるかを認識して、ビジネスアナリシス

の手法と技術を議論したいと思います。（続きを読む→） 

 

■ 課題や問題と関連するビジネスの構造と環境 

・ビジネスアナリシスに適用する手法や技術は汎用的なものが殆どですから、多くの課題や問題

の解決に柔軟に活用できますが、一方では具体的な課題や問題に対しては特殊な手法や技術

の適用が効果的なこともあります。 したがってビジネスアナリシスを考える前に、対象とするビジ

ネス自体がどのような構造になっていて、どのような課題や問題が発生し、どう解決しなければな

らないか、解決の障害は何かを、課題や問題の構成要素から構造的に理解しておくことが非常に

役立ちます。 すなわち、課題や問題のどのような要素はどのようなビジネス環境と関連している

かを認識しておくことです。 そうすることによってどのような解決手法を適用すれば効果的かが

容易に判断できるようになります。 そのためにはビジネス自体の構造がどのような構成要素か

ら成り立っているかを分析し、分解しておくことが有効です。 対象とする課題や問題の解決にお

いて最も困難なところはどこかを考え、そこを乗り越える手法や技術に焦点をあてて検討すること

は効果的な解決方法です。 

・課題や問題の発生形態は千差万別ですので、それらの解決方法も多岐にわたります。 ビジネ

スアナリシスは多くの手法や技法、ビジネスモデルや要素技術を組み合わせて実行しますが、目

的に対してどのような手法があるかを整理し理解しておくとビジネスアナリシスのプロセスを構築

するときに、どのような技術の選択肢があるかを検討するために役立ちます。 
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・どのような手法を利用するかは、課題や問題の性質、実行される環境、解決の目標、問題の複

雑性、規模、さらに関係するステークホルダーの構成など種々な条件により適切な手段を組み合

わせる判断が必要ですが、それらは利用する人の知識や経験により異なります。 特殊な問題に

対しては、専門的な技術やノウハウを持っている外部の組織や人たちを活用していくことも効果

的な選択肢です。 手法や技術はそのものに価値があるのではなく、使った結果により価値が生

まれます。 高度な技術も簡素な技術も使い方で価値が決まります。 ビジネスアナリシスによっ

て、手法や技術を価値に変えることができるとも言えます。 

 

■ ビジネスの構造とビジネスプロセスの構造 

・ビジネスをその存在環境や形態から分類してみますといろいろな形に分類できます。 それらの

分類の視点も種々ありますが、例えば非常にマクロな問題領域の視点から見ますと、行政、経済

活動、国際問題、企業活動、などという分類ができます。 それらには各々特徴的な機能的ある

いは行動的な構成要素があるでしょう。 もう少しミクロな視点にすると、ビジネスの業界別の分

類ができます。 例えば、金融、製造、サービス、流通、交通、農業、漁業、などという分類で、さら

に、医療、教育、その他公的団体や非営利組織の活動なども入れることができます。それらの

各々の活動は固有の環境があり、その中での目的に沿った特有な行動があります。 もっとミク

ロにしていくと、これらの組織の中で行われる、財務、経理、人事、営業、購買、生産、物流、品質

管理、研究開発、などという分類が可能です。 このレベルになりますと、業界の相違を越えて、

かなり共通なビジネスとしての処理機能をもっています。 ビジネスの処理機能をさらに分類して

いくと、多方面で利用される一般的な処理行動になります。 例えば、方針決定、計画策定、戦略

立案、処理プロセス実行、組織変更、実行体制構築、人材育成、実行力養成、基礎技術確立、分

析、調整、意思決定、コミュニケーション、などがあります。 これらの処理レベルの機能をさらに

整理していくと、議論、意見聴取、表現、文書、分類、判断、検索、など行動の基礎要素になりま

す。 このようにビジネスの行動は基本的に同じ機能の基礎要素を組み合わせたものであること

がわかります。 それぞれの業務は、この組み合わせの段階で特有な意味を持ち特別な価値を

持ったビジネス機能のモジュールを構成しています。 その構成をビジネスの構造と考えて、この

プロセスを分析していくとビジネスにおける処理プロセスの共通的な構造が見えてきますので、実

務に即して分類していくと、代表的なビジネス処理のパターンの構造が見えるようになります。 

それらをビジネスプロセスの構造モデルとして考えますと、現実の課題や問題はどれかのパター

ンに類似であり、課題や問題の発生やその原因、解決の方法を類似のモジュールパターンから

考えることができますので、対策を容易に構築することが可能です。 課題や問題解決のプロセ

スで何らかの問題が発生するのは、これら機能モジュールのどれかがうまく機能していなかった

り、誤って利用したり、モジュール間の連携に問題があったり、対抗する競争組織が存在したりす

るからです。 システムとしては適切なのですが、利用者の理解や実行力に問題がある場合も少

なくありません。 
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・ビジネスの構造とはこのように、そのビジネスが存在する環境と、その環境との関係と、それら

の関係をどのように維持または変えていくかの実行方法の組み合わせであると理解してくださ

い。 関係には、静的な関係（＝位置的関係）と、動的関係（＝協力的関係や競争的関係）、あり

ます。 ビジネスアナリシスはこの構造を変えることですから、その実行プロセスを構造的に考え

ることがビジネスアナリシスを考える上で役立ちます。  

 

■ ビジネスアナリシスプロセスの構造 

・ビジネスアナリシスによってビジネスプロセスの構造を変えていくことが必要ですから、そのため

にどのような手法や技術を適用するか、それらをどのような手順でどのように利用するかがここで

の課題です。 即ち、最適なビジネスアナリシスプロセスの構造を選択することです。 基本的構

造は先に説明しましたが、特定の対象において具体的にどのような構造を選択するかが最も重

要な課題の一つです。同じ目的や機能を達成するにも多くの手法や技術があり、 その組み合わ

せは無数にあります。その中から、今解決しなければならない課題や問題の環境や条件、あるい

は目標に最も適したものを見つけだし、組み合わせていくことがビジネスアナリシスの効率と効果

を高める方法です。 そのためには、経験を重ねてできるだけ多くの手法や技術を習得することと

同時に、先行事例を研究して知識とすることが有効です。 

 

 

図７－１ ビジネス、課題や問題、アナリシスプロセスの構造 

 

・実際のビジネスアナリシスにおいては、対象とする実務上の課題や問題の構造は単純ではな

く、種々な部分的構造が複雑に絡み合っていることが一般的ですから、それらの構造をどのよう

に解きほぐしていくかが解決策選択の重要な要素になることがしばしば起こります。 その結果求

められた手法の組合せがビジネスアナリシスの最終的な構造です。 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第２９回） 

  

7. ビジネスアナリシスの手法と技術  

7.2 ビジネスアナリシスを構成する手法と技術 

 

・多様な課題や問題を解決していくにはそれぞれの目的に応じて有効な解決プロセスとそれを構

成する最適な手段を選ばなければなりません。そのような手段は広くビジネスに共通な手法、技

法、技術などであって、ビジネスアナリシス特有な手段というものはないと考えて構いません。 多

くの手法を知ることは適用手段の選択肢を広めることから大切ですが、ただ知っているだけでなく

実務での利用経験を積んで、どのような場面でどのような効果があるのかを理解していくことが

望まれます。 

・これらの手法、技法、技術などを理解するには、それらの特徴を理解して、位置づけを分類し整

理しておくことが重要で、自分の知識の整理にも、適用時の検討にも役立ちます。 手法は、日常

利用されている技術から、高度な手法までを含みますが、目的や機能に応じて使い分けることが

大切です。 このような概念や手法や技術を整理したものは知識体系と呼ばれ、ビジネスアナリシ

スを対象とした例としてＢＡＢＯＫ®（Business Analysis Body of Knowledge)がありますが、これは

ビジネスアナリシスを専門とする人たちを支援する目的を強く意識して作られたもので、ビジネス

アナリシスの知識体系の標準化を目指しています。 このようなものを基本として、自分なりのア

イデアで体系を作り整理していけば自分の財産にもなり適用戦略としても有効に利用できます。

（続きを読む→） 

 

■ビジネスアナリシスを構成する機能モジュールと技術 

・ビジネスアナリシスを構成する技術を考える前に、ビジネスアナリシスの基本構造を再度認識し

ておきたいと思います。 すなわち、解決しようとする課題や問題とその周辺環境の現状認識を行

い、解決の目標を設定して、最適な解決プロセスとその手法、技術を選択し、実行に移すことで

す。ここで、どのような手法や技術を選択するかがビジネスアナリシスの実行効率に大きな影響

を与えます。 
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     図７－２ ビジネスアナリシスの基本構造 

 

・ビジネスアナリシスで実行しなければならない目的行動、例えば現状確認や原因追及などの業

務などは機能モジュールの集まりとして考えると実行プロセスを考えるために分かりやすく有効で

す。 モジュールの構成は二つの視点から見ると整理がしやすくなります。 

・その第一は作業を一つの塊として何らかの結果を得ることを単位として考えることです。 例え

ば、情報を集める、現状を調査する、調査情報を分析する、現状を理解する、原因を追究する、

関係者を抽出する、工程を管理する、結果を評価する、などという単位です。 このようなモジュー

ルを拾い上げていくと、ビジネスアナリシスで実行しなければならない業務プロセスの機能の全体

を構成することができます。 

・第二の視点は、それらのモジュールの部分を構成するサブモジュールともいうべき単位です。 

複数のモジュールの構成要素としてどこでも利用できる単位機能の方法だと考えれば分かりやす

いでしょう。 単純な例では「議論する」という機能がありますが、それではあまりに一般的ですか

らそれに特徴のある方法をもった、ブレーンストーミング、ＫＪ法、などというように具体的な手法を

集めます。 このような機能は第一の塊のあちこちで利用されます。 他に、フローチャートを作

る、スケジュールを作る、分類する、グラフ化する、など多くの基礎要素があります。 

・このような行動の要素、モジュールとサブモジュールの関係を考えて、それらをどのように組み

合わせていけば効果的なビジネスアナリシスができるかの構成を考えてゆきますが、その前に典

型的なビジネスアナリシスのプロセスを目的行動の組み合わせで描いておくことがその後の作業

の基本になります。 

・そのプロセスは、ほとんどどのようなビジネスアナリシスの実行をもカバーするような一般化され

た業務要素、即ち業務モジュールの組合せです。 その中のモジュールは、必要に応じて順序を

変えたり、利用しなかったりしてもかまいません。 そのような、標準的なプロセスをひな形として

もっていることにより、その後の計画を潤滑に進めることができます。 さらにこのような標準的な

プロセスを、課題や問題の現象のパターンによっていくつかのモデルに分類して複数作成してお
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くことも有効です。 類似するパターンの課題や問題の解決手順は類似しているからです。 この

ようなパターン化により、いろいろなビジネスアナリシスを実施していく積み重ねとして、どのような

パターンがあるかが判明してきます。 

 

図７－３ ビジネスアナリシスを構成する手法と技術 

 

■ビジネスアナリシスの手法と問題解決の手法 

・ビジネスアナリシスの実行において少々混乱するのは、ビジネスアナリシスを実行するための手

法と、課題や問題を解決するための手法との混在です。 例えば、ビジネスアナリシスをどのよう

な手順で実行しようとするかという計画を作成し、それらを具体的に展開し表示したりする手法

は、ビジネスの現場での課題や問題解決の直接の手法としても利用できます。 もっと具体的に

言えば、プロジェクト管理の方法は、ビジネスアナリシス実行のプロジェクト管理手法として利用で

きると同時に、解決をしようとしている実務の具体的手法としても利用されます。 

・このような視点からビジネスアナリシスの手法や技術をとらえますと、ほとんどの手法や技術

は、ビジネスアナリシスの実行と、実務への適用の両者の側面をもっています。 

 

■ビジネスアナリシスに利用可能な技術 

・ビジネスアナリシスの実行に特有な技術的手法があるわけではないことを繰り返して述べてきま

したが、ビジネスアナリシスには多様な問題解決の手法が必要であって、適用可能な技術は多岐

にわたります。 それらの手法や技術は一般的に利用されているあらゆるものが利用できると考

えてください。 古くから利用されているだれでも知っているような基礎技術の利用は基本的であ

って、それらの組合せだけでも十分にビジネスアナリシスが実行可能です。 要するに難しい手法

を使うことではなく、簡素な方法をどう使いこなすかです。 

・いろいろなビジネスの分析手法やビジネスモデルが提案されていますが、それらは一般的な思

考方法の組合せや、視点を変えた解釈などが多く、本質的な問題解決の側面からは古くから一

般的に実施されていることと大きく変わることはありませんから、それら手法の性質を判断しなが
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ら利用可能な場面でうまく利用していくことによりビジネスアナリシスの効果的な実践が可能で

す。 

 

■手法と技術は目的と必要性から選ぶ 

・数多くある手法や技術からどの手法や技術を利用するかは、目的と必要性から選ぶことが基本

です。 その中でも、単純なものから選ぶことがよいでしょう。 技術ありきで新しい技術をどこへ

使おうかということではなく、ビジネスアナリシスの各段階の目的として、何をしたいか、その時の

周囲環境や実施条件は何か、結果として何が得たいのか、などから最も適した方法を選ぶことが

原則です。 もちろん、必要な負荷や能力的な適用性の判断が必要ですから目的に合った手段

の中から最も目的に適した実行しやすい手法を採用するすることがよいでしょう。 実行組織の能

力を超えた難しい手法や規模の選択は避けるべきです。 

 

■手法や技術の関係構造を考える 

・ビジネスアナリシスを実行するときに、対象とする課題や問題に対して、やみくもにその手順を

考えたのでは全体の推進における相互連携の整合性が取れないうえ、状況の把握もできません

し、検討事項に見落としが生じます。 したがって、実行プロセスを何らかの形で体系化して考え

ることが必要になります。  

・システムや要素技術の体系的整理に用いられる構造には、階層型構造とネットワーク型構造と

があります。 組織構成の体系は一般に階層型であり、コミュニケーションの拠点間の関係は一

般にネットワーク型であることはその典型例です。 そのほかに何かを中心としたハブ・アンド・ス

ポーク型などもありますが、同じ対象でもこれらを複合的に使うことも可能です。 このような考え

は、ビジネスアナリシス全体のプロセスを考える上で、どのような形で問題解決をしていくかという

判断構造を考えるためにも基礎になる方法の一つです。 

・ここでは、ビジネスアナリシスを構成する手法や技術の体系化が対象ですが、その目的や機能

を中心においた階層構造で考えることが分かりやすいと思います。 最上位にはビジネスアナリ

シスの推進という目的を設定し、その次の階層にそのために実行すべき業務領域の構成を置き、

さらに次の階層にそれらの業務領域を実行するための手段、その次の層に実行手段を実現する

手法、そして最後の階層にそれら手法の実行のために利用される種々の要素技術があるという

階層です。 ここで、下位の階層に現れる具体的な手法や要素技術は上位層のあちこちで利用さ

れることがありますので、その意味では、階層構造だけでなく、ネットワーク構造をも含んでいま

す。 ビジネスアナリシスの実行においては、作業の上流の結果をもって次の段階の条件とする

ことが多いので、全体を階層構造で考えることは合理的です。 

・これらの構造に付随して、まとまったビジネスモデルや、経営評価モデルなどを利用することも、

あるいは組織外のサービスやパートナーの利用など問題解決の一つの手段として利用すること

もありますので、問題解決の構造は柔軟に考えることが必要です。 なお、実行者の基礎能力、

例えば知識、経験、判断力、指導力、人間性などに関する条件は重要な構成要素の一つです
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が、これらは階層構造の中に入れないで全体に影響する要件として別途分類したり、管理面の手

法の階層を考えたりするのがよいでしょう。 

 

■手法と技術の体系的理解 

・ ビジネスアナリシスのプロセスを構成する種々な業務領域、例えば、ビジネスアナリシスの全

体実行計画策定、環境や現状の調査、分析評価、要求の収集分析、解決手段の選定、プロジェ

クトの実行管理、成果の測定、などでは それらの業務領域の実行には、具体的な手法を組み合

わせますが、それらには種々な分析法、評価法、解析法、モデリング技法、などが含まれ、多くの

汎用的な要素技術を活用します。 特定の経営分析モデルやビジネスモデルを適用することも可

能です。 それらの調査方法、分類法、表記法、議論の方法などは日常利用する汎用的な手法

や技術が殆どです。 利用される手法や技術をこのように階層的に考えて整理しておきますと理

解しやすく、どのような手法や技術がどのように利用できるかの理解が容易にできます。 

・ビジネスアナリシスにおける手法や技術の体系は、実行プロセスの業務領域を第一階層に選択

して、階層展開をしていくと分かりやすいと思いますが、下位層になりますと適用先が重複します

ので、適用先と要素技術の関係をマトリックス表示すると効果的です。  

・別の視点から見れば、業務内容により必要な処理機能、すなわち業務処理フローの体系と、処

理機能に関する体系的処理、すなわち類似な処理機能を持つ処理方法の体系との二つの視点

からの体系的整理をしておくことが利用面からも効果的です。 

 

■ 人間的基礎能力  

・最後に、そして最も重要なのは、実行リーダーと主要メンバーの人間的基礎能力です。 業務や

技術に関する知識、理解力、意思判断の妥当性と迅速性、問題解決力、コミュニケーション能力、

調整力、などの他に大切なのは人間関係のマネジメント能力です。 ビジネスアナリシスは人と人

との関係のマネジメントが非常に大切な要素です。 

・ビジネスアナリシスにおける課題や問題解決の方法は一つではありません。 多くの手法や技

術を組み合わせて、最も適切と思われるプロセスを組み立てなければなりません。 一つの方法

でうまくいかなければ他の方法を試みることも必要です。 そのためには発生した問題の正しい

背景や状況を捉え、真の原因を追究し、実行組織の解決能力を理解して、考えられる手法の適

合性や妥当性を評価しなければなりません。 プロセスが同じであっても、そこで適用できる技術

には自由度がありますので、最も適した方法であることを判断して、実行技術を選択する必要が

あります。 同じプロセスであっても、実行者の能力によってその結果には大きな差異が生まれま

す。 ただ、論理的に高度な技術を用いればよい結果が得られるということではないという理解が

大切であり、いかにして簡素な方法を駆使するかが実行の効率を上げ、成功に導く鍵であること

の認識が必要です。 実行する人たちの人間的基礎能力は、手法や技術を活かす要です。  

 

◇◆◇
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３０回） 

 

7. ビジネスアナリシスの手法と技術  

7.3 問題解決の手法や技法をどう使うか  

 

・ビジネスアナリシスの実行には多くの手法や技法が利用されますが、対象をみる視点を変える

と異なる解決手法の組み合わせが見えてきます。 問題のとらえ方や分析方法の視点を変えると

異なる現状が見えてきますので それによって異なった回答が得られるかもしれません。 特に複

雑な問題は裏に隠された真の原因を見つけることが大切です。 単純な問題も先入観を持たない

で分析し評価する心がけが必要です。（続きを読む→） 

 

■真実を知るために視点を変えてみる習慣が必要 

・問題を解決するには、まずその問題の真の姿を捉えなければなりません。 問題の姿とは、まず

は起こっている現象であり、何が起こっているのか、それはいつもとどう違うのか、どのような傾向

があるのか、どう変化しているか、どこを向いているか、同じ現象は他部門、他組織ではどうなの

か、などであり、その原因や周囲環境の把握などいろいろな問題のとらえ方の視点があります。 

特異な現象や異常状態を見逃さないようにしなければなりません。 変化の傾向を捉えることは

有効です。 

・同じ問題のとらえ方でも、経営環境からの見方、社内システムからの見方、事業戦略からの見

方、技術的問題からの見方、市場動向からの見方、競合関係からの見方、人材能力からの見

方、など問題の現象により視点を変えてとらえ方を固定しないでみることが先入観を破るために

必要です。 

・いろいろな情報で数値化できるものは可能な限り数値的に把握し、変化の様子を時間軸でとら

え、他の要素と相関的に比較して眺めてみますと、意外な発見があります。 分析手法はいろい

ろありますが、情報をさまざまな形に可視化して眺めてみることは基本であり、有効です。 どの

ような軸で情報を整理するかが可視化の鍵であって、情報整理の軸の取り方により見えてくる現

象が異なります。 情報の可視化においては、工夫によって２次元平面上に多次元の情報を比較

表示することが可能です。 人間の情報理解の能力は、複数の画面上の情報を同時に比較理解

することには困難を伴いますが、同一画面上に関連情報を同時表示した場合には、かなり複雑な

関係までを読み取ることができます。 

・このように多角的にものを見るための手法は多々あります。 現状認識のためには、情報の引

き出し方、調査、アンケート、観察、議論の方法、提案、投書箱、コミュニケーションの方法、など

日常実行している方法はすべて利用できます。 このようにして集めた情報を整理する方法も、分
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類、頻度分析、相関関係、統計処理、分布、それらの可視化には種々の図表やグラフ表示が可

能です。 グラフの描き方により思わぬ発見をすることや理解を容易にすることは珍しくはありま

せん。 業務の流れや責任部門の表示などの表記法には論理的完全性を求めるものもあります

が、多くの人たちが容易に議論するためには簡素な方法が役立ちます。 解決したい課題は、専

門家の間の議論ではなく、広く実務にかかわる人たちの間の合意と納得を確立することであるこ

との認識が必要です。 専門家の間の議論には、目的に応じた専門的用語と表示法、必要に応

じては法律的厳密性も含めた表現を用いればよく、基本的なビジネスアナリシスの概念はそれら

によって何も変わるものではありません。 

 

■視点を変えれば異なる手法が見えてくる 

・視点を変えると問題の異なる側面が見えてくることと同じように、視点を変えると異なる手法の

有効性が見えてくることがあります。 何らかの問題解決のための手法が見つかった場合でも、

その代案は必ずありますから視点を変えて比較評価することは価値があります。 見つかった手

法の欠点を見つけることはより良い手法を見つける鍵になります。 もちろん長所を認識してそれ

を失わないようにすることは大切ですが、最終的な選択は種々な方法の総合的判断で決定しま

す。 手法の選択は、緊急性のある場合には実行時間が優先されますが、長期的に必要なコスト

と技術的可能性、実行の信頼性、変化への対応性などを評価対象にしなければなりません。 

・どの方法が効果的かは問題の現象から判断することになりますが、例えば緊急事象の発生に

おいては、まずは原因となる要因を排除することが基本ですが、問題事象の進行のために元へ

戻すことができない場合には進行を止めることにより結果としての被害や影響を最小限に止める

処置がとられます。 問題事象の発生原因の排除、進行の防止、結果の修復、対抗処置の実

施、新たな戦略の実行、など、阻止、回避、防衛、修復、反撃、攻撃、防止などの行動を、発生し

ている問題に応じて迅速に手段を選択して実行することが問題解決に結びつきますが、これらは

時間軸上での緊急性と実施可能性の判断が必要です。 緊急処理を急ぐばかりに拙速で対処し

てさらに状態を悪くしたり新たな問題を起こしたりすることがありますから、迅速処理にも注意が

必要です。 このような事態においては、どのような手段をもっているかの知識と、迅速な適用性

の判断、そしてそれらの手法の適用経験があれば、多くの選択肢があります。 

・長期的な課題の解決に対しては、現状認識やその分析により自分たちの戦略と周囲の経営環

境とのバランスを認識して条件を設定し、異なる解決方法のシミュレーションをしてみることも可能

です。 さらに周囲環境はどのように変化していくかの予測を立てて先を見た対応策を講じること

も重要です。 目標を定めて基本的なプロセスを設定して、段階的に試行と修正をしながら最適

方法を構築していくことも可能ですが、いずれの方法も、当該課題解決の時間的余裕と経営環境

により判断する問題です。 課題解決を構築している間にも世の中は変化しています。 利用でき

る技術的手段は常に複数の選択肢があると考えられますが、手段の選択と共にどのように利用

するかによりその結果は大きく異なります。 手法の適用はその本質を理解して、基本的概念を
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活用することにありますので、いろいろな応用ができることを認識していることが重要です。 概念

のうちの効果的な部分のみを利用することも効果的な方法です。 

 

■問題の大きさや複雑さにより適した方法は異なる 

・対象とする問題の大きさや複雑性により適した解決方法は異なりますが、解決の緊急性も大き

な要素です。 時間の余裕がある場合には、どうしても将来の対応への可能性を含んで多目的、

多機能なシステム選択がなされることが多いのですが、変化の激しい環境では比較的短い将来

への予測すら不透明であることを考えると、現在の目的に絞って解決策を選択し、早期に実行す

ることが有利であると言えます。 小さな問題であれば、その問題の規模に応じた対応策ならば

すぐに実行できますし、コストもかからないはずです。 

・複雑な問題においては、一つのシステムでの一括した対応を考えるより、複数の問題に分離し

て対応することのほうが問題解決を易しくする可能性がありますし、途中や将来における変化へ

の対応も容易です。 複雑な問題は関係先も多く、それらの個々の行動と関連しますので、可能

な範囲で分離しておくことが有利です。 

・システムによっては、適用する問題の大きさや複雑さによって解決方法を選択できるように複数

の手法を準備しておくことも有効な場合があります。 必ずしも答えが一つではない最適化問題に

おいては解決のニーズにより手法を選択することが可能なように、複数の解法を準備しておくこと

は有効です。 生産設備において、必要とする精密度によって、加工機械を選択することと同じで

す。 また、最短時間での解決、最低コストでの解決、最少リソースでの解決、など条件によって

異なる選択を可能とする方法もあります。 

 

■手法は単純なほど使い易い 

・複雑な問題は単純な問題の組み合わせです。 それらを構成する単純な問題間に相互作用が

働いて問題を複雑にしているのですが、現実のビジネス上の問題ではそれぞれの対応には時間

差があり、即時性をもって同時に解決するような問題は、リアルタイムな対応問題を除き、比較的

少ないと思われます。 リアルタイムな応答性を必要とする問題の多くは、その時点で個々に完

結する問題が殆どであって、判断に必要な背景環境があっても比較的単純な処理で対応可能で

あって、高度な処理技術が必要なことはあまりありません。むしろ利用者の即時の判断を必要と

する問題が多いと言えます。 

・このように考えますと、システムは単純なほどよく、使い易いということがいえます。 複雑なシス

テムは単純なシステムに分解してそれらの単純な結合で実行することをまず考えてみることが大

切です。 複雑なシステムとは何かということを考えてみますと、今述べたように、単純な処理の

組み合わせが殆どです。 しかもその組み合わせは単純であって非線形な結合はほとんどありま

せん。 

・ビジネスにおいてそれ以上に複雑だという問題は、解けない問題です。 こちらが戦略をもって

動けば相手もそれを見て動くという問題です。 そのような問題は、それぞれの時点で次の動きの
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方向を示すことは可能かもしれませんが、それを行動に移せば相手は再度それに反応しますの

で、解が収束しません。 このような予測問題や最適選択の問題は多く存在し、それが経営の最

も難しい判断課題になっています。 大きくは世界政治や経済、外交問題はすべてこれらの駆け

引きが複雑化したものですが、身近なところでは価格競争、シェア争い、新製品競争などはこの

型の典型例です。 これらは現象の動きや流れを分析し、最も確からしい方向を見定めて経験か

ら意思決定をしているのが現状であって、そこに使われている手法は単純であり、自動的に回答

が得られるような手法はありません。 これらの問題への対応は、自分たちの経験から論理を構

築し、ルール化して適用し、結果を評価しながら修正していくようなきわめて人間依存な方法が一

般に行われています。 相手の動きに対してどのように動けばさらにどうなるであろうかというシミ

ュレーションを作成することは可能ですが、その場合においても、互いの行動は全くの仮定にすぎ

ません。 そのような対応モデルのために種々な経営分析の方法が用いられたりしますが、あくま

でも参考であり、絶対的な回答を得る手法はないことを認識すべきです。 ある手法で成功した企

業が現れますと同じ手法が流行しますが、あくまでも成功した企業の環境や判断の背景があって

のことであって、全く同じ環境を持ち、同じ判断基準を持つ組織はほとんどあり得ないということを

理解しなければなりません。 

 

 

       図７－４ 手法と技術をどう選ぶか 

 

◇◆◇



124 

 

ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３１回） 

 

7. ビジネスアナリシスの手法と技術  

7.4 技法や技術は使い方で価値が決まる 

 

・適用できる手法や技術はビジネスアナリシスのプロセス全体にわたる概念の構築から個々の処

理手法に至るまで多岐にわたりますが、それぞれの手法や技術には目的とする機能と価値があ

ります。 手法や技術はそれ自体の高度性には関係なく、適用する問題への必要性と適用性で

価値を評価するべきです。 概念や技術はそれらをどう組み合わせて使うかで価値が決まります

が、その方法は利用者の知識、知恵、経験などにより無限の組み合わせがあるといえます。（続

きを読む→） 

 

■技法は組み合わせて新たな技法を生む 

・ビジネスアナリシスを構成する手段には、業務機能、実行手法、要素技術などいくつかの階層に

分けることができますが、それらの例は、計画の方法、情報取得の方法、情報整理の方法、分析

の方法、評価の方法、管理の方法、などで分けてみると分かり易いでしょう。 

・これらは単独で利用される手法もあり、組み合わされて利用される技術もありますが ある目的

に対して決まった方法があるのではなく、目的を達成するための最も良い方法を見つけることに

あります。 また、技法を組み合わせれば新たな技法が生まれますので、組み合わせることによ

って限りなく可能性を拡大します。 新たな技術に追従することもひとつの方法ですが、既存の技

術だけでも課題や問題可決に必要な機能の構成は十分に可能です。 技術に対する実行者の理

解、分析、評価、知識、知恵、経験によってどのように利用するかが決まります。 

・真の状況を確認したり、原因を見つけたり、要求を取り出すことがビジネスアナリシスの出発点

ですが、そのような情報をどうやって得るかは単に技術的な問題だけではなく、多くは人と人との

対話から生まれます。 情報を引き出す人間関係の能力は重要な技法のひとつです。 

 

■同じ手法も使い方で種々の効果がある 

・手法や技術はその利用方法が決められていることはほとんどなく、利用者のアイデアによってど

のようにでも活用できます。 例えば、ネットワーク図は、通信網の接続関係の図式化が本来の

利用目的であったと言えますが、業務の構成関係、事象発生の因果関係、などの表示によく利用

されています。 手法や要素技術はあくまでも手段であってそれらをどのように使うかによってそ

の価値が生まれます。 他の典型的な例では、表計算ソフト、いわゆるスプレッドシートは一般に

は、数値の取り纏めや集計や統計、さらにはそれらの結果のグラフ化された表示に利用されるこ
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とが本来の利用方法ですが、表計算ソフトには強力な分類、並べ替え、検索の機能があることを

利用して、アイデアの整理、概念の構造化、文書の編集などに広く利用できます。 表計算ソフト

による文書作成を駆使しますと文書作成の効率化、迅速化の他に、アイデアを纏めたりすること

に非常な大きな力となります。 議事録の作成とその編集にも大きな効果があります。 アイデア

や議論を発生した順番にどんどん記録してゆき、適切な分類ラベルを付けておけば、必要な項目

を集めたり、必要なレベルに絞ったり、発言者別に整理したり、検索と並べ替えの機能を応用す

れば、面倒な作業が一瞬にして処理できます。 さらにマクロなどのプログラム機能を利用すれば

利用範囲は無限に広がります。  

 

■新しい方法を実務に適用する 

・問題解決や業務改革などの推進に活用できる新しい手法や技術はいろいろとあります。 適切

なものを積極的に活用することによって新たな効果や効率向上が得られる場面も生まれます。 

特に、論理的な考え方や概念的な手法は新たな投資を必要としないばかりか、実行方法を変え

ることにより新たな効果が得られるという面からも貴重です。 必要なのは種々な利用方法の基

本的な概念の理解と実行力です。 実行のためのアイデアがあればさらにプラスです。 

・ビジネスアナリシスの概念自体もその一例であり、体系的にその手法を活用すれば種々な効果

を得られることが期待されます。 効果の可能性は活用方法次第であって利用者の柔軟性に依

存するところが非常に大きいと考えてください。 

・ビジネスアナリシスの具体的活用は概念やシステム、実行スキル、情報処理などの無形物が多

く、ハードウェアに依存する部分はあまり多くありません。 一種のマネジメントの手法ですから当

然ですが、同じ概念がそのままいろいろな対象に応用できることを考えますと、その価値は無限

に広がります。 

・一方、問題処理には古くから使われてきた常識的な方法があって、現在でも多用されています。 

それらの方法は単純でわかり易く、誰もが理解できます。 単純であることは大勢の人たちが同

時に使うためには大きな利点です。 基礎的な方法は常に解決方法の原点ですから、伝統的手

法で対応することは本来の姿です。 そこへ情報処理的な支援をすれば多くの場合立派なシステ

ムとして機能します。 

・昨今のビジネスにおけるマネジメントは情報のマネジメントでもあります。 多くの情報から関係

する情報を選び出し、並べ替え、分析し、どう判断してどう動くかというゲームの世界ともいえま

す。 情報の抽出と整理と分析はビジネスアナリシスの原点でもあります。 新しい問題処理の手

法であっても基本は現場の情報です。 情報処理のいろいろな新しい手段が続々と出てきます。 

情報の検索、分類、統合、集計、発信、連携、画像、音声、どれも容易に利用できます。 それが

机上でできるのです。 さらに高速、自動的な処理、分析して図表やグラフで示すことができま

す。 これ等の機能を使い込み、意思決定の支援として活用するのは人間の能力です。 問題に

直面した時にいろいろな機能をどう組み立ててどう使うかを考えれば、このようなシステムのメカ

ニズムが助けてくれます。 
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     図７－５ 手法や技術は使い方で価値が決まる 

 

◇◆◇
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３２回） 

 

7. ビジネスアナリシスの手法と技術  

7.5 要素技術をどう利用するか  

 

・ビジネスアナリシスに限らず、問題解決の多くは論理的には階層構造になっています。問題の

発生自体がいきなり起こるのではなく種々の原因が積み重なって結果的に目に見える形になる

のであって、原因の多くは直接原因から遠因である間接原因に至るまでの多くが関係しているこ

とから、その解決策の多くが階層構造であることは自然です。 まず問題の発見に始まり、その現

状の確認、集まった情報の分析評価、それらから原因の追究をして、解決の目標を設定し、解決

策の計画の立案の後、実行に移し、成果の確認とその評価が終われば一連の問題の解決は終

わります。 これらの手順は場合によっては一部順序が入れ替わったり並行して実行されたりす

ることがありますが、基本的な実行内容は類似です。 また、いくつかの階層構造で徐々に詳細

な対象に移って行きますが、それぞれの処理階層の中で同じような内部構造をもって実行される

と言えます（フラクタル構造）。（続きを読む→） 

 

■技術の適用は適材適所で使う 

・ビジネス上の課題や問題を解決する手法や技術は数多くありますが、それらはビジネスアナリ

シスのために開発されたものではなく、ビジネスのいろいろな場面で活用されてきたものの集まり

です。 問題を解決するという行動は、ビジネスによらず、政治、経済、国際問題、技術、産業、研

究、サービス、スポーツ、娯楽、日常生活など何においても常に発生し処理される問題であって、

具体的内容は異なりますがそこに利用される手法や技術はほとんど同じです。 技術とは可能性

であって、それらをどう使うかで結果が生まれるのです。 

・したがって、どのような手法や技術があるかということと、ビジネスアナリシスにどの手法をどう

使うかということは別問題であって、どのような手法や技術を選択し使いこなすかがビジネスアナ

リシスを成功させるか否かの分かれ目です。 ビジネスアナリシスの方法についても、何をしなけ

ればならないかを説明しますが、どの手法や技術が適しているかは課題や問題、実行される現

場の環境と、実行する人の能力や経験によって異なります。 事例の理解や経験の蓄積が大きく

関与します。 どのような場合にはどのような手法や技術が有効であるだろうかを過去の事例の

理解や自分の経験、あるいは新たな実験としての可能性から判断することが必要です。 

・また、問題解決の多くはその解決手段が階層構造になっていますがその各階層における処理

プロセスの構造は類似であって、同じ一般的な検討プロセスが適用できます。 例えば、問題解

決の主要テーマがあったとしますと、その問題を分析することにより構成するいくつかの問題要素
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が明確になりますが、その要素をさらに分解していくとさらに細かい問題要素に分解されます。 

これらの各段階における検討プロセスは、どの階層においても基本的に同じ構造をもっていると

言えます。 

 

  

 図７－６ プロセス構造と処理の類似性(フラクタル構造) 

 

■ビジネスモデルもビジネスアナリシス実行の手段になる 

・何らかの課題を解決しなければならない場面において、現状の認識や原因の追究によって解く

べき方向が明確になった場合に、あるビジネスモデルが解決手段の決め手になりそうなことが発

見されることがあります。 ビジネスモデルの範囲は広く、複数のモデルを組み合わせて実施モデ

ルを構築することもできます。 ビジネスの世界で発生する課題や問題は共通していることが多い

ので、多くのテーマに対して活用できるビジネスモデルが存在します。 我々の課題を整理してい

けばいくつかの典型的パターンに分類できることも容易に理解できます。 ビジネスモデルという

とビジネスの方法を変革する大きな仕掛けであるというイメージでとらえられるかもしれません

が、もっと小さな単位の業務処理のモデルであると考えてかまいません。 例えば、ジャスト・イ

ン・タイムという概念は誰もが知っている手法であって、流れを清流化して在庫をなくすためによく

使われますが、生産プロセスの合理化、在庫削減、流通システムの簡素化、標準化の推進、原

価低減、など、この概念は多くの目的のために形を変えて利用されます。 

 

■システム技術はグローバル展開と長期的視野で選択する 

・基本的なシステム概念や構成技術はビジネスシステム全体の今後の基盤となり全体に影響を

与えますのでその適用は広い視野から判断しなければなりません。 これからのシステムはその

適用範囲はグローバルですから、国際的に通用する概念を基本として選択の必要があります。 

例えば、国際的な標準化、慣習、法令、規格、規準、用語、など多くがありますが、国際標準規格
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であっても、地域や国別に特例を認めているものも多いので、標準部分と特例部分との分離をし

てどの地域に対しても容易に変更対応できることを考慮しておくことがシステムを柔軟に利用する

上で大切です。 特にどの場面でも必要な情報システムインフラとの相性なども含めてグローバ

ルに対応できる技術の選択が大切です。 また、システムの寿命中は使い続けることになります

から、時間的にも長期的に適用されると思われる技術の採用が基本です。 特殊な基盤技術の

上でのみ稼働するシステムは、特別な戦略性がある場合を除き、避けることが賢明です。 

 ・これからの時代は、クラウドのような情報系のシステムが一般化されると思われますので、一

般利用者は、電気や通信のように使うことに専念すればよいという時代になることも考えられます

が、その時に最も大切なことはグローバルな標準化、共通化への配慮です。 

 

 

      図７－７ 要素技術をどう利用するか  

 

◇◆◇
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３３回） 

 

7. ビジネスアナリシスの手法と技術  

7.6 多様なリソースの活用  

 

・問題解決は多様な概念とシステム技術が必要ですが、すべての技術に精通していることは困難

であって、自ずと自己能力の限界があります。 それらは外部の組織が種々な形で持っていて、

利用できる形態はまちまちですが、多くの場合何らかの専門的な組織やサービスによって提供さ

れますので適切に利用すれば可能性が大きく広がり、新しい概念を容易に利用したり効果的に

処理したりできるほか、開発時間を短縮できること、投資を抑えることや、負荷に応じて柔軟にリ

ソースを増減することなどが可能になります。 場合によっては業務そのものを委託することも可

能です。 また、実行のリスク分散やリスク回避のために外部の資源を活用することも可能です。 

（続きを読む→） 

 

■専門家の活用 

・経営状態の分析やそれに基づく経営改革案の作成、あるいはビジネスアナリシスの実行指導な

どをコンサルタントや専門家に依頼することはよく行われます。 その目的は調査分析、計画の立

案、実行指導のほかに、第三者的立場からのリコメンデーションとして組織内の意識改革徹底の

手段とすることも少なくありません。 場合によってはプロジェクト推進のサポート役として実行の

マネジメントチームへの参画を要請することもあります。 

・社外のコンサルタントや専門家を活用する場合には対応する社内の責任体制を作り、明確な目

的と目標を設定し、必要な議論ができる体制を準備して対応することが必要です。 コンサルタン

トを利用して調査を依頼し、レポートを入手した結果、自分たちが考える以上のものは何もなかっ

たという結果をよく聞きますが、コンサルタントに対しては問題点や要求を明確に伝え、経過にお

いてはよく議論し、必要に応じては反論も必要であり、一般論ではなく具体的方法や評価による

結論を求め、その後の実行に結びつく具体的リコメンデーションを求めることが重要で、受け取り

側として納得できる内容を確認しなければなりません。 コンサルタントからの提案や指導により

決定したという判断ではなく、あくまでも内容を納得した上で自分達の意志により決定する意識が

必要です。 決定はあくまでも理解し、納得の上での意思決定であって、著名なコンサルタントの

リコメンデ―ションであるからという理由で意思に反する決定をする必要は全くありません。 コン

サルタントに高額な費用を払ったのに得るものは何もなかったという話をよく聞きますが、依頼者

側の積極的なアクションがなければまずは一般的な分析とそれに対する常識的なリコメンデーシ
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ョンを報告するしかないということを理解しておくことが必要です。 依頼したテーマのレポートをた

だ受け取るというような利用の仕方は最も避けなければならない利用方法です。  

・その他の領域の専門家は多くありますが、その形態は調査や分析あるいは特殊な概念や手法

の指導者としての専門家、専門技術を用いた業務の実行者としての専門家があります。 前者で

は製造業でよくおこなわれる生産技術指導や管理技術指導であり具体的には、生産技術の導

入、生産ラインの最適化、エネルギー消費削減、品質管理、環境管理、国際規準の導入、などが

典型的な例です。 また、経験のない地域や外国への進出における計画や指導、現地調査など

はよく行われます。 後者では、次に述べるサービスの提供になりますが、製造業における特殊

加工、資材の集中購買、精算業務委託、給与計算委託、コールセンターなど広範囲の形態があ

りますが、大規模な適用になりますと依頼者側には同様の組織を持たない完全な委託サービス

としての形態が強くなります。 

 

■サービスの利用 

・自分の組織内での実施能力を超える場合や、社会的に標準化が進んでいる日常業務、組織内

で実施する付加価値が認められない対象を外部のサービスに委託することは広く行われていま

す。 重要ではあるが外部委託によるコスト上の利点を求める場合も増えています。 最近では

情報システムインフラの設備と運営を外部に委託あるいは外部から借用する形態での運用が広

く行われるようになりました。 このような形態は、高度運営技術を外部の専門能力に依存するこ

との利点、特殊な専門家を持たなくてよい利点、設備資産を自らが持たないことの利点、設備管

理が不要であり負荷変動に応じた柔軟なリソース利用の可能性による利便性などを活用している

と言えます。 設備リースなどは古くから広く利用されていますし、活用が活発になりつつあるクラ

ウドサービスによるサービス形態が今後のビジネスインフラの基盤になることも考えられます。 

・その他、生産技術における特殊技術の活用、大容量生産によるコスト低減と投資負担の低減、

専門集団によるきめ細かなサービス、集中購買による低コスト購入、など種々の形でのサービス

のほか、複数の機能を集約して同時実現するサービスなど新たな方向へ広がりつつあります。 

このような形態は委託者と受託者の利益形成ができるかぎりますます拡大していくものと思われ

ます。 

・特殊な分野としてはセキュリティーの維持に関する外部サービスの活用があります。 セキュリ

ティーと言ってもその分野は広く、入場者の監視チェック、物理的防護、機密保持、サイバー攻撃

に対する防護、などいずれも専門技術を必要とすることが多い反面、組織や組織情報の保護とい

う基本的問題に関連しますので、外部との連携は微妙な問題を多く含みますので、依頼先との相

互信頼が重要になります。 

・サービスの利用が定常化しますと、自己処理とサービスとが一つになって全体の事業運営が成

立しますので、その間の円滑なインタフェースの構築が重要な課題になります。 特に外部利用

に関しては日常のコミュニケーション、相互のタイミングの問題、負荷変動の問題、コストの問題

等が常に顕在化しますので、両者の緊密な連携システムと信頼が不可欠です。 このような事項
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は長期的視野に立って相互理解をもって推進しなければなりません。 何かの問題が発生した場

合には、社会に対しては依頼者側の責任とされることが一般的であることを理解していなければ

なりません。 

 

       図７－８ 外部リソースの活用 

 

■外部組織の利用とリスク管理 

・自社の事業は、本質的部分に集中し、中核業務以外の業務を徹底して外部組織を利用する傾

向も増えています。 サービスの利用と類似ですが、この場合には、外部専門組織へ委託した部

分は自社内にはその機能を持たない形態をとります。 これまでに自社内に持っていた機能を独

立した組織として分社し独立企業として分離することは多く、さらに同業他社へ事業として売却す

ることも珍しくはありません。  

・このような形態において注意するべきことは、外部組織を利用する部分に対する管理能力や専

門性をどうやって継続的に維持し続けるかです。 当初はこれまで自分たちで実施してきたノウハ

ウが保持されますが、時間の経過とともに知識と経験が薄れてゆくと同時に現場では新しい技術

やノウハウが発生し続けますので、現場と乖離していく危険性があります。 これは人材や技術

の育成の問題でもあり、組織の高度なパフォーマンスを維持するうえで重要な問題です。 

・一方では、委託先の災害や何らかの障害により事業継続ができなくなる事態のリスク、品質や

能力の低下リスクもありますので、リスク管理への考慮は重要であり、とくに一極集中によるコス

トメリットと、安全性から見たリスク分散とのバランスをどう判断するかの問題があります。 いず

れにしても最悪の事態を想定した緊急対応プランを用意しておくことが大切です。 

 

■真のパートナーを見つける 

・すべての機能を同一組織内に維持することはこれからの経営ではますます困難になりますから

外部組織の活用の機会は増え続ける傾向にあります。 マネジメントや技術が分化していくに従

いその内容は細分化されてゆきます。 自分の組織内にそれぞれの分化された機能の専門家を
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維持することも困難になってゆきますので、外部の委託先との良好な関係をどのように維持する

かが非常に重要な問題になります。 すなわち真のパートナーを見つけ維持し続けることが必要

になります。 互いに独立した企業であれば利益の追求は避けることはできませんが、その中で

も相互の信頼関係を維持し、相互に利益を上げる体質を構築し維持し続ける努力のみがそれを

可能にします。 単なる発注者と受注者という意識になった時、或いは単に低コストのみを追求し

続けた場合には、その関係は終わる恐れがあります。 

・最近では、従来の競争企業どうしが個別の事業部門では協力関係を築いて、事業の強化を図

るケースは非常に多くなっており、独立会社として事業部門を分離させていく傾向も強くなってい

ます。 これからのビジネスアナリシスはその解決策の選択の多様化が無限に広がってゆきま

す。 

 

           図７－９ 外部資源の形態 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３４回） 

 

7. ビジネスアナリシスの手法と技術  

7.7 変化への対応  

 

・世の中は常に変化していますが、その中で暮らしている私たちの生活やビジネス環境やそのニ

ーズも変化を続けています。ビジネスシステムはそれらの変化に対して最も適切に対応していくこ

とが必要です。 すなわち、変化に対して対応方法は変化していくことが求められます。 これらの

変化にいかに容易に対応できるかがビジネスシステムおいて非常に大切です。  

・変化の中にも変わるものと変わらないものがあります。 多くの場合、基本や本質は変わりませ

ん。 また、何が変わったのか、本当に変わったのかを見極めることが大切です。 外部の変化や

ニーズの変化に対して対応方法を変更しなければなりませんが、その変更の妥当性を評価しな

ければ、無駄な変更をすることになります。 このような変わり続けるビジネス環境に置いて、ビジ

ネスシステムは変化することを前提として考えておくことが重要です。 経営のシステムは適切な

変化と利用によって、より良いシステムに成長していくことを認識することが大切です。 （続きを

読む→） 

 

■変化と変更 

・私たちが生活している環境は常に変化しています。 世界の政治や経済は休むことなく変化して

います。 自然現象も常に変わります。 それらの変化は日常生活に影響を与え、企業の経営に

影響を与え、そして世界の政治や経済にまた変化を起こします。 自らが環境に対して変化を与

えることもあります。  一方、頻繁に起こる変化は予測することが可能でもあります。 

・私たちのまわりの変化に対して、関連するシステムを変更するかどうかはそれに関わる人たち

の判断によります。 変更を強制されることもあります。 従わなければならないルールが変更さ

れることがあります。 

・課題や問題解決の実行中に経営環境や内部事情の変化による計画の変更が起こることも頻繁

に起こります。 従来計画の変更は悪と言われ、当初の計画は絶対に守るように教育されてきま

したが、変わったことを変わらなかったと言い続けることの弊害のほうがはるかに大きいと考える

べきでしょう。 これまでは変わらないのではなく変えないマネジメントが行われていたのです。 

ただ、これまでは世の中の変化が緩やかだったり小さかったこともあります。 これからは、変わ

ることに関しては柔軟に対応していくことが大切であり、変えないでストレスを貯めることは後刻へ

の影響が大きくなるばかりか、それによって発生する問題の解決がより困難になる可能性があり
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ます。 変化は常に起こるのが社会現象であり、現在のビジネスにおいては変わることを前提に

考えることが自然です。 

 

図７－１０ 変化と変更 

 

■変更への対応 

・日常実行しているビジネスプロセスにおいては時間の経過とともに、また、プロジェクトの推進や

その後の適用期間において種々の変更への対応が発生します。 変更の原因は種々あり、その

評価や判断も必要ですが、それらの対応については基本計画の確定前、プロジェクト推進中、試

行および適用後、などの段階に分けて考えるとよいでしょう。 

・基本計画確定前の変更は可能な限り早期に修正して後刻の影響を避けるように努力します。 

この段階での十分な検討により、変えるべきところは変えてしまったほうが後刻変更を発生させる

よりも賢明です。 全体のスケジュールが遅れるからという理由で変更を抑えることは避けるべき

でしょう。 むしろどのようにして当初予定期間内に完成するかの検討を進めるべきです。  

・プロジェクト推進中の変更は実行上の制約や実行環境の現実との調整、新たな問題の追加な

ど外部からの要求と内部の実行上の新たな問題の両者があります。 変更に伴う新たな費用と

時間の消費の評価も必要です。 試行および実務への投入後の変更は、実務上の必要な変更で

あって、長期にわたるプロジェクトでは、その期間に外部環境の変化や規制の変更などが発生す

ることも多く、むしろ時間経過による修正と言ってもよく、判明した時点で重要性の判断と共に、可

能なものはきちんと修正しておくことが好ましいと言えます。 いずれにしても、変更をすることの

影響と変更をしない時の不都合とのバランスの問題で判断するべきです。 

 

■変化の想定と対応策 

・どのようなプロジェクトにおいても変更の発生は常識的であり、無理に変更を抑え込もうとすると

却って問題を先送りする可能性が強いといえます。 変更のない完全な計画書を作ることは変化

の激しい現在の社会環境においては殆ど不可能であり、また、計画を推進していくと種々の問題



136 

 

が生じるのは自然です。 むしろ変化に強い問題解決法を選ぶことが条件になるでしょう。 シス

テム構築においてはこの問題は特に大切であって、変更が想定される部分は事前に取り換えら

れる構造にしておくなどの配慮により、変更時の負荷を軽減する対策の組み込みは基本的な対

応策です。 なお、組織の統廃合のような変更は日常的に起きることを想定してシステム構築に

は組織依存性を避ける構造にするなどの考慮をしておくことは常識と言えます。 

・手法上の問題から実行の目途が立たずに計画を変更しなければならないことがあります。 こ

のような問題は本来変更の妥当性の評価で検討されていなければなりません。 採用する解決

策において、戦略性から思い切った方策をとることは価値がありますが、思い付き的なアイデア

の採用などは、十分な評価とリスクへの対応を考えて取り入れることと、不成功時の修正処置を

考慮しておくことが後刻の変更への影響を低減します。 

 

■変化は常におこることを前提に考える 

・それでは自由に変更してよいのかといえばそれは全く違います。 問題解決のようなプロジェクト

は多くの組織や人々が協力して実行しますので、一部に変更が生じますと、その影響を多くの関

係者が受けることになり広範囲な修正が必要になりそのために発生する労力とコストは無視でき

ませんし、実施工程への影響も与えます。 変更の正しい情報が必要な関係者全員に伝われば

よいのですが、影響を受ける人がどこにいるのかわからないことも起こります。 変更を知らない

で仕事を進めた人たちは誤った条件で作業を進めることになります。 そのような意味でも変更は

可能な限り抑えることが必要です。 

・他への影響が考えられる変更に関しては、変更の申請、変更の影響評価と可否検討、変更に

関する議論と評価、決定した変更の通知などのルールをきちんと設定し、その手順に従わなけれ

ばなりません。 

・安易な計画とそれに伴う安易な変更は許されませんが、やむを得ない、あるいは変更の利点が

大きい対応可能な変更は柔軟に取り入れることがその後の問題発生を抑えるために必要です。 

なかには戦略的な変更もあります。 

 

■変わるものと変わらないもの 

・変更の有無にかかわらず、ビジネスシステムには本質的に変わるものと変わらないものとがあ

ります。 計画の立案においてはこれらを認識して変更への容易な対応策としてシステムを構成

する機能を構造化しておくことが有効です。 変わらないこととは、処理やそのプロセス本質的な

部分であって、どのような方法をとるにしてもかならず必要となる部分です。 変わるものとは表面

的な表現、補助作業、枝葉の処理、帳票の形式などです。 処理の流れを変えることや責任組織

を変更することなども変わるものに分類されます。 

・変更とは何かという認識もきちんとしておくことが必要です。 上記における変わるものの変更は

変更ではなく、単なる修正であるという考えもあります。 プロセスや処理の本質的な部分が変わ
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る時に変更であると考えることが妥当ではないかと思います。 言い換えれば、それ以外の変更

は、容易に対応できるシステム構造にしておくことです。 

・本質的に異なると主張される担当者やユーザーの要求をよく聴いてみると単なる表現上の問題

や承認の手順などであることが多く、それらは基本的な処理の部分的改造でほとんど処理できま

す。 何が本質で何が枝葉なのかを見抜く能力により無駄な変更を減らすことも可能です。 

 

■変化に耐えるプロセス構造 

・避ける努力をしても変更が起こることは避けられないことを先に述べました。 また、変更は抑え

込むよりは可能な限り柔軟に反映することが後刻のストレスを貯めないためにも良いことであると

述べました。 安易な変更は許すべきではないことは、変更が発生すれば一般的には多くの修正

作業や作り直し、あるいは他のシステムや処理制度への影響が伴うことからも自明です。  

・このような変更にできるだけ容易に対応できるようにするにはその仕掛けを事前に考慮しておく

ことが効果的です。 その方法はいろいろありますが基本は、機能を分割して独立な構造にして

おくことです。 また、システムの機能と扱う情報とその流れとを分離しておくことです。 この方法

は、変更の発生が多く課題の多い情報システムの開発においても基本的な手法です。 変更部

分だけを差し替えること、あるいは実行の順序をいれかえることで要求される変更を実現すること

です。 システムは一つのシステムで広範囲をカバーできるように汎用化し、組織ごとの対応シス

テムを作らないことです。 不要な部分は使わないという発想です。 全体が大きくなるという心配

があるかもしれませんが局所的に異なる多くのシステムの維持管理を回避することの方がはるか

に重要であることを理解するべきです。 

・現実問題としてはシステムの変更をしないで運用でカバーすることも可能であり、変更に対応す

る方法でもあります。 ただ、同じシステムで異なる使い方をすることを標準化の視点から見た場

合には限界もあります。 場合に応じて臨機応変に対応できる能力が本当のマネジメントだといえ

ます。 

 

■変更要求の妥当性判断と変更のマネジメント 

・変更はシステム開発においては悪だと言われることがありますが、世の中は動いていてビジネ

ス環境は変化の連続です。 このような環境の中で変更は悪だという発想は正しいでしょうか。 

変更をしないことのほうが悪ではないかという発想もあり得ます。 悪であるかどうかの賛否はと

もかく、変化や変更は一般社会、ビジネス世界の常であることは変わらないばかりか現在では急

激、急速な変化が起こり、さらにその規模や影響はグローバルレベルに拡大しています。 

・変更のないようにプロジェクトの初期定義をするということは不可能であるという条件で考えた時

に、起こった環境の変化やニーズの変化に対して問題解決の方法の変更をするかしないかで

す。 基本的な考えは必要な変更はするべきだということです。 変更をしなければ誤った条件や

目標に対して問題を解こうとすることになります。 変更の諾否による影響の大きさと重要性によ

り判断するしかありません。 変更しないで運用面で問題処理ができればその可能性を追究する
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ことも可能ですが、どこかで運用の限界がくるでしょう。 場合によっては変更の要求内容を変え

る検討も必要です。 本質的でない変更を求めている場合もよくみられます。 まず求められた変

更の真の意味の理解、妥当性と重要性を評価してください。 

 

■ 利用と変化によりシステムは成長する 

・新たなビジネスシステムができあがった時にそれをどう使いこなしていくかにより、その効果すな

わち新しいシステムの価値は大きな差を生みます。 システムを作る時は熱心であっても、実務

に日常的に利用されだすと、積極的な活用を忘れてしまうことがよくあります。 新たな仕掛けに

よる事業業績の変化を日々フォロアップしていくことにより事業の変化や成果が目に見えるように

なり、そこから発生する新たな問題や効果を次々と解決していくことの基礎にもなります。 そのよ

うな実務実行のサイクルになると新たな改革のアイデアがどんどん派生してゆき、さらに良いサイ

クルの回転を始めます。 システムは変化していくことにより成長していきます。 ここでも、最後

の価値は人に依存し、使い方により評価が分かれることになります。 完成されたシステムも、必

要に応じた変更を加えることによりその有効な利用寿命を延ばし続けることができます。 

 

 

図７－１１ 変化への対応によりシステムは成長する 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３５回） 

 

8  情報システムとビジネスアナリシス  

8.1 ビジネスアナリシスの視点から情報システムの課題や問題を考える  

 

・ビジネスアナリシスの適用対象として最も大きな期待が寄せられている分野の一つに情報シス

テムの構築や運用に関する課題解決があります。 現在、情報システムの多くは利用者と開発者

の二者の関係によってシステムの構築や運用がされていますが、システム開発におけるこの二

者の間に多様な課題や問題が生じていてその解決に多大な努力と時間を費やし、あるいは訴訟

問題さえ発生している現状があります。 そのような問題の発生を回避し、あるいは軽減するため

の解決策としてビジネスアナリシスの一連の手法が注目されています。 

・その理由は、この二者間で発生する課題や問題の多くは、発注者と受注者という視点で見たビ

ジネス構造における問題発生とその回避のメカニズムがビジネスアナリシスの手法の適用により

効果的に処理できるという期待によるものです。 

・多くのビジネスアナリシスの適用課題と同じように、情報システムの構築における適用も、技法

や技術だけではなく、人と人との関係が重要な要素であることの理解が必要です。 また、ビジネ

スアナリシスの手法を着実に実行していけば多くの課題や問題を解決する有力な手段になること

は間違いありませんが、関係する人たちの相互理解と、問題発生回避に対する明確な意識がな

ければなりません。（続きを読む→） 

 

■ 情報システム開発における基本的課題 

 ・情報システム開発において、発注者と受注者との間に多様な課題や問題がありますが、その

背景には一般的な商品や工業システム製品とは少々異なったソフトウェアのシステム製品という

特殊な環境があることは否定できません。 ハードウェアの場合には、対象が可視的であること、

機能や性能の確認が容易にできることが多いのですが、ソフトウェアの場合には要求表現の難し

さ、要求理解の多様性、成果評価の多様性、など解釈の相違が非常に幅広く、主観的な任意性

があることが特徴的です。 さらに、利用者と開発者という立場の相対する人たちの間における契

約であることが、多くの理解の主観的相違を生む原因になっています。 

 ・情報システムの開発における基本的な課題としては、「機能」「性能」「品質」「納期」「コスト」な

どが主な対象です。 それらの典型例は、要求された機能が満足されない、要求された性能が得

られない、不具合やシステム停止が起こる、納期が過ぎても満足に稼働しない、計画コストを大

幅に超過しても完成しない、などの要素に集約されます。  
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 ・それらの発生原因は、利用者側の課題としては、要求を正しく記述し、開発者側に伝えること

ができないという誤り、開発者側の課題としては利用者側の要求を正しく理解することができない

という誤りの他に、適切なシステム構造と適切な技術の適用ができないという能力の問題とがあ

ります。 特に、利用者と開発者とは異なる背景環境にある場合が多く、利用する言葉の意味解

釈すら異なることがありますので、要求の説明とその理解に関しては、両者の緊密なコミュニケー

ションが基本的に必要であって、文章、図面、言葉での説明では不十分な場合には、プロトタイプ

を作成して確認することや、構築過程で繰り返し確認をしながら進めていくことなどが基本となり

ます。 

 ・このようなシステム開発の場面では、ビジネスアナリシスの手法を適用していくことは非常に有

効ですが、利用者と開発者とが異なる組織に属しているときには、両者が緊密な一つの接点を持

ちながら、それぞれが独立したふたつのビジネスアナリシスのサイクルを回すことが有効です。 

すなわち、利用者側はシステム開発を必要とすることに至るまでのビジネス改革等の検討サイク

ルにおいてどのようなシステムがなぜ必要なのかの検討をして、システムに必要な要求を作り上

げること、開発者側はその要求を開始点としてその真のニーズを理解して要求を最適に実現する

システムを構築するためのビジネスアナリシスのサイクルを回すことです。 利用者側は構築され

たシステムの実務への試行によりその効果を評価し、不適切な部分があれば開発者側にフィード

バックすることまでを含みます。 また、開発者側が要求を理解するためには、利用者側が要求を

作り上げる過程の背景を知ることは非常に重要でありかつ効果的です。 文章で書かれた同じ表

現であっても、その背景で期待されていることはかなり異なることがあるからです。 相互の理解

の補足だけではなく、開発プロセスにおける理解の補正、新たな発想や変更などもあります。 こ

れらの連携されたプロセスは一度で済むことは殆どなく、必要な場合は繰り返して実行することが

効果的です。  

 

 図８－１ 情報システムの開発における典型的課題 
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■ 情報システムの課題は典型的なビジネス上の問題の一つ 

・情報システム構築や運営におけるビジネスアナリシスのプロセスや手法の適用は、これまでに

述べてきたプロセスや手法を活用すればよく、特別な方法があるわけではありませんが、情報シ

ステムの開発や運営における利用者と開発者という関係における問題発生の特徴を理解して、

その回避が特に大切であるという点を意識して適用することが重要です。  

・情報システムに関する諸課題は、一般的なビジネスにおける問題発生の典型的なパターンの一

つであると理解すれば、そのモデルを理解することによって、同じ考え方の適用により容易に問

題発生の回避に活用できます。 そのパターンとは、利用者と開発者との合意に基づき商品の開

発や運営を委託するという形態であって、当事者間のコミュニケーションによる相互理解とその理

解の誤りに基づく問題発生が特徴的です。 具体的に言えば、発注者の要求に対して、受注者の

理解または実行結果が一致しないことに起因する問題です。 単純に言い換えれば、製品を注文

したが仕様書通りの製品に仕上がっていないというパターンですが、その発生要因が単純ではな

いところにこの問題の複雑さがあります。 簡単に言えば、相互の理解の相違という問題ですが、

ここには、環境と立場の異なる発注者と受注者がともに協力し理解しなければならない課題が

多々存在します。 

 

■ 情報システムにおける課題や問題のパターン 

・課題や問題解決の環境形態から言えば、条件を明確にして目標を決めて実行すれば成果が約

束される最も取り組みやすいはずのパターンです。 第三者である競争相手との駆け引きや、社

会環境の変化に対する追従の必要性などの影響は少なく、計画に従って実行すればそれに伴っ

て成果が伴うパターンに属します。 類似の問題では、個人住宅の建設を建築業者に発注するこ

とに似ています。 施主と設計者あるいは建築業者との関係があり、設計概念の打ち合わせから

始まり、詳細仕様の確認に至るまで多くの打ち合わせと確認を重ねて基本的な設計の合意に至

ります。 その設計仕様に基づいて建築図面が作成され建設されるのですが、完成時の検査によ

って、仕上げや使い勝手など施主の当初の期待と異なる部分が発見されます。 当初の両者の

合意に基づいて可能な修正は実施されますが費用のかかる大きな修正は施主と建設業者との

議論になります。  

・住宅建設との比較において情報システム構築における相違は、直接目に見えない部分が多く、

具体的レベルでの確認に曖昧さが残ること、同様に対象の範囲と周囲の環境とのインタフェース

があり、その関係対応が不明確になりがちであることです。 これらの問題は、システム技術の専

門家である技術者の能力と相互理解により可能な限り可視的状態まで合意しあえる状況を作り

上げることが基本になります。 

・もう一つの問題は主として受注者の技術面の問題に起因し、主にシステムの性能面や品質面に

現れます。期待した処理性能が出ない、処理上のトラブルが発生する、使いにくいという問題で

す。 当初予想した負荷を越えることにより発生する問題もありますが、利用環境と条件の読み違

いや対応する処理技術が不適切であったりすることが多く見られます。 
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・ビジネスアナリシスの実行プロセスからは、これまでに延べてきたとおりのプロセスを踏むことに

何ら変わりはなく、そこに利用者としての責任と開発者としての責任を明確に意識して守ることが

基本です。 ここでは、特に人が中心であることを忘れないようにして、利用者としてはまず何をし

たいのかを明示し、要求の詳細の提示とそれらを相互に理解する努力、目標の提示、実行環境

と能力の評価、開発者としては利用者の要求の完全な理解、要求を実現する技術的判断と利用

者の環境の理解、高度なシステム技術に基づく実システムの開発を実行することです。そして最

後に完成されたシステムの徹底利用による価値の創造が一連のプロセスの最終形態です。 

 

■利用者と開発者との関係 

・情報システム開発がビジネスアナリシスにおける課題や問題解決の最も容易なパターンである

にもかかわらず、多くの問題が発生するのは、本来緊密な協力者でなければならない利用者と開

発者を利害関係者にしてしまっていることによります。 利用者と開発者とは相対する関係だとい

う考えがあります。 利用者と開発者が別組織に所属することを前提とするならば、同じ企業内の

別部門であっても、同じグループ内の別企業であっても、独立した外部企業であっても、発注者と

受注者という関係意識が生まれます。 受注者は、発注者からの要求を満足して受注者としての

責任を満たしたという考えが強調され、発注者の表面的な要望を満たすことに没頭してその中に

ある本質的な問題に気づかないまま過ごしてしまうことが多いという問題が観測されます。 その

ようなことがこの二者間の問題の重要な要因のひとつになっています。 システムの機能や性能

に関する相互の要求と理解は、物理的厳密さをもって定義や評価判定することが困難な部分が

多く、もともと不確定な要素を含んでいることと、形式的な契約関係を満足することに注力し、無

意識のうちに本質的な問題解決の意識が忘れられるという二つの面がこの問題の背景になって

います。 

・さらに、昨今のシステム開発においては、利用者との仕様の議論に関わったシステムエンジニア

リングにより展開されたシステム仕様は構成要素に分解され、要素ごとに開発部門に分散され担

当部門では部品としての単位しか見えない状況になっていて、開発者レベルでは部品としての完

全性を追求することが目標になってしまいます。 開発部品の検収は自ずと部品レベルの機能と

性能の確認に集中されますので、システム全体としての評価が反映されるには部品の組合せ後

のシステムとしての評価の工夫が必要です。 完成した部品群はシステムとして組み合わせられ

全体システムとして構築されますが、その時点においてもシステム的な機能と、性能の完全性を

確認することに集中して実行されますので、利用の立場から見た問題の発見に及ぶ機会は少な

いと言えます。 また、機能と性能から完全性が確認された部品群を組み合わせてシステムとし

た場合でも、その総合された機能や性能が実現できないことはよくあり、表面的な構築や接続性

に満足していると性能が伴わない場面に遭遇します。 これらの問題は、利用者の実務上の機能

や性能との評価で判断されるべきことですが、システムの形式的構築に集中するあまり、実務環

境における機能と性能との整合性のシステムエンジニアリングが疎かになってしまいます。 物理
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的あるいは論理的な完全性が必ずしも利用環境における完全性と一致しないという現実は良く発

生します。 

・この様な問題を避けるためにも、システムインテグレータとしての取り纏め組織が主体となって

受注側の責任者となるのが一般的ですが、場合によってはその中がさらに発注者と受注との関

係になっていて調整に困難を伴ったり、場合によってはシステム本体と関係するネットワークが個

別に発注されていて性能問題の原因究明に苦慮したり、或いは稼働インフラとしてのハードウェ

アシステムとの整合性の問題が処理できないなど多くのパターンが存在しますが、これらは基本

的には開発者側の責任で解決しなければなりません。 

 

■ ビジネスアナリシスのプロセスから見る 

 ・先にビジネスアナリシスの一般的なプロセスを説明しましたが、情報システム開発においても

このプロセスをそのまま活用することができます。 その場合、対象とする情報システム開発を総

合的に一つの課題として認識すると同時に、先にも述べましたように、利用者側のプロジェクトと

開発者側のプロジェクトという二つの視点でそれぞれビジネスアナリシスを実行すると問題が明

確になります。 すなわち、利用者はビジネス上の課題や問題解決に焦点を絞り、その解決には

どのような仕掛けが必要かを追究することに目標を定め、開発者はそれを受けて、利用者から示

された意図をいかに正しく理解し、その実現を最適化するシステム構築の追究に焦点を絞りま

す。 各プロセスにおける両者の責任と義務とそれらの相互連携を明確に認識することが必要で

す。 これら二者の間には意思疎通のための緊密な連携が必要であって、一般には利用者が作

成する要求仕様が提出され、開発者が内容を確認、理解するという形で行われますが、最も重要

な場面ですからさらに積極的な方法によって相互の理解を深めることが望まれます。 開発場面

における利用者による事例の提示や、開発者によるプロトタイプによる確認などは有効な手段で

す。  特に、「課題、問題の特定」「現状認識と原因分析」「解決目標設定」「解決戦略と実行計

画」の各フェーズにおいて、利用者、開発者それぞれの立場での課題や問題を明確に意識して実

行計画を立案実行することになりますが、同じフェーズにおいても、その実行内容は利用者と開

発者では大きく異なり、たとえば「課題、問題の特定」フェーズにおいて、利用者ではビジネスの現

実から解決するべき課題や問題を明確にすることであり、開発者では、利用者から与えられた要

求を正しく理解することになります。 開発者においては利用者の要求を実現するための情報シ

ステムを実現するためのシステム的、技術的戦略や実行が主体となり、「解決システム構築」フェ

ーズはその最も重要な部分になります。 

・このように基本的運営主体が異なる複数の組織に分かれて実務が実行される場合には、異な

る管理下にある組織間を一つの管理体制で考えることには無理がありますので、それぞれの組

織のビジネスアナリシスとして分離して実行し、そのインタフェースとして全体の相互関係を確認

しながら連携を維持していくことが現実的です。 ただ、ここに説明しましたように、二つの組織

各々がビジネスアナリシスを実行すると同時にそれらを結ぶ連携により全体のマネジメントを誰が

どのような形で主体的に実行するかの認識が必要です。  
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 図８－２ 課題解決の二つのサイクル 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３６回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.2  情報システムの発展過程から見る問題発生の背景  

 

・情報システム開発における利用者と開発者との種々の問題を解決するために、情報システム発

展の経緯を理解しておくことは、その中に問題解決のヒントを見出せる可能性もあり、ここで振り

返っておきたいと思います。 

・ビジネスや技術的課題解決の多くの場面でコンピュータの利用が始まった初期には、利用者が

自分の問題としてシステムを考え、自分でシステムを計画し、開発していました。 当時、汎用シ

ステムは殆どなく、必要に応じて自分たちで計画し、自分たちでシステムを作成しなければなりま

せんでした。 そのような形態の開発では利用者と開発者の多くは同じであり、または同じ組織に

属していて、利用者と開発者という組織間にまたがる問題はほとんどありませんでした。 また、

システム技術は単純であり、一人の技術者が全体を理解できる範囲にありました。 その後、情

報処理技術の高度化が進むにつれて、多様な技術が導入され、システムが複雑になるに従い、

情報処理技術者は専門家となり、利用者から独立するようになりましたが、しばらくはまだ同じ組

織内にあって利用現場との意思の疎通は良好でした。 大規模な組織では、利用現場ごとの担

当専門家がいて、現場の問題を正しく理解し、現場システムの情報化への強力な支援者となって

いました。 さらに技術の高度化が進むと、情報処理部門は完全に独立し、システム開発を専門

とする組織や事業者になってゆきました。 この時点で情報技術者は利用現場と組織的に分離さ

れ、利用者と構築者という構造の原点ができたといえます。 技術構成も多様化してソフトウェア、

ハードウェア、システムプログラム、データベース、ネットワーク、アプリケーション開発環境などの

技術分野から、さらにそれらを効果的に構築したり運営したりする背景として多くのミドルウェアを

構成する特殊な技術分野、通信との融合によるモバイル環境などが構成され、それらは現在も発

展段階にあります。 インタネットの普及は利用環境への変革をもたらしました。 利用環境も変

化を続け、個別企業によるシステム運営から、データセンター、さらにはクラウドサービスのような

形態に進みつつあります。 その結果、情報システム技術者も多岐にわたって専門化し、すべて

の分野をカバーできる技術者はなくなり、技術分野別の専門家に分かれる一方、それを補足し利

用者と構築者との連携機能としてシステムをまとめるシステムインテグレーションのサービスが提

供されるようになりました。 実務面での適用においては、種々な目的に対応する多くの標準的な

パッケージシステムが提供されるようになり、利用者がすべてを開発、構築しなくてもそのような

一般化されたシステムを導入することによって多くの業務処理システムが構築できるようになりま

した。 このような状態が現在の姿ですが、さらに日々進化し続けています。（続きを読む→） 
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■専門化による理解の困難化 

・情報システム技術の高度化に伴い、技術者集団は一般業務から独立し、技術の多様化によりさ

らに分化され、現在では利用者が情報技術の詳細を理解することは極めて困難になっています。 

パソコンの普及による個人単位の処理機能の普及と一般化、携帯端末や電話との融合による個

人端末の普及、インタネット、電子メール、その他の社会メディアなどにより一般利用者の情報利

用は身近になっていますが、情報利用の日常化が進んだ結果、利用者は利用面の操作を除いて

は、技術に触れることはほとんど不可能になってしまっているのが現状です。 特に、スマートフォ

ンやタブレット型の利用端末の普及により、利用者は情報を利用することに徹し、簡単なものであ

ってもシステムを作る機会はほぼなくなってしまいつつあると言えます。 ビジネスシステムとして

の情報利用はこれら新しい機能の組み合わせ利用が中心となり、本質的な問題処理の道具とし

て何ができるのかを理解することが却って困難になってしまったのではないかともいえます。 ま

た、ビジネス関係の多様な統合ソフトや汎用ソフトの出現によって、与えられたシステムを使うこと

が常識化した結果、ビジネスにかかわる人たちは自らが新しいシステムを開発するという思考を

破棄してしまったのではないかとさえ感じられます。 

・一方、経営やビジネスシステムも社会環境の変化によって複雑になり、従来の伝統的な管理方

法からの変化が進み、多様なビジネスモデルの発生と共に種々の専門化が進んで、情報処理技

術者にとってビジネスシステムの理解を困難にしています。 組織形態の変化、企業間の統廃

合、グローバル連携、国際規準、業界標準化、事業別の企業間連携、など組織の壁を超えた統

合と専門化によりビジネスサイドの人間においてさえも自分の担当分野を超えたビジネスシステ

ムは理解が難しくなり、情報技術者から見たビジネス世界のメカニズムは理解が非常に困難にな

っているのが現状です。  

 

■システムと要求の複雑化 

・ビジネスシステムの複雑化に伴い、情報システム構築と利用における要求の複雑化が顕著にな

っています。 従来は、多くのシステム情報は限られた範囲での利用が殆どであり、システム間の

連携や情報の共有が理想形態として要求されてはいましたが、技術的にも限界がありました。 

現在のシステムでは、情報の一元化や共有、システム間連携、あるいは外部システムからの情

報取得や情報提供、企業の境界を越えた業界内の情報の共通化、さらには事業のグローバル化

に伴う世界規模の情報連携などシステム上の要求が複雑化しています。 また、同一組織内のシ

ステムにおいても、一つの情報が同時に複数のシステムで共有されて即時処理されるなど、情報

利用面の複雑化が進んでいます。 また、情報処理と通信との融合によるシステム要求の複雑

化や情報機器の多様化、それらの機能を活用した利用者からの機能要求も実現が可能になりつ

つあり、システム技術者としての適用技術の領域は拡大され続けています。 

・このような利用面での要求の複雑化は、情報技術分野の拡大と共にさらに広くなると思われま

すが、一方では利用者からの要求は、従来のような具体的処理技術を想定した提案ではなく、こ
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んなことをやりたいという新しい機能の構築など、ビジネスモデル的な概念的要求形態をとる傾向

があります。 そのような要求に対して、システム構築側は最も適したシステム技術を組み合わせ

て要求されたシステムを構築することになりますが、ここには競争の原理があり、多くの類似のシ

ステムが多々開発され、システム統一の機運が熟すまで競争が繰り広げられると予想されます。 

・一方、標準的な処理機能を組み合わせた統合システムの開発が現実的になりつつあり、利用

者はそれら個別の機能を選択し結合することによって、個別の処理機能を開発することなく新し

いシステムを構築利用することができるようになりつつあり、システム構築の複雑化から新たな単

純化に向かう方向も見えつつあります。 

 

■発注者と受注者の意識と相互関係 

・システムを使う人と作る人との関係は、相互に独立した組織間の関係でいえば発注者と受注者

という関係です。 同じ組織の中にあって契約という形態がなくても、内部組織が独立していれば

同じく発注者と受注者と同様の意識が働きます。 独立意識が強くなりますと、自組織の責任と義

務を果たそうとする認識が生まれ、成果により組織や個人が評価されるという認識が顕著にな

り、自己防護の自衛本能も働きます。 

・一方では、契約を守るために受注者は契約文書に記載された要求の実現のために努力します

が、記載された事項を忠実に具体化することに没頭して、形式的な完成が目的になってゆき、本

来の利用者の立場からのシステム機能が忘れられてゆきます。  

・組織の独立心が強くなりますと自組織を守ろうとする意識が顕著になり、組織運営の効率を向

上させようと努力します。 営利組織であると利益の確保が目的となり、発注者も受注者もできる

だけ出費を抑えて利益を確保しようとします。 この関係が顕著になると、発注者は要求の中にで

きるだけ多くの内容を盛り込み、受注者は契約で取り交わされた内容を最小限のコストで達成し

ようという意識が働きます。 これらの意識は効果的な経営という側面から見れば当然なことです

が、無意識な中で働くことも多く、契約の合意に至る過程でぎりぎりの交渉が行われたのち、実行

場面では自己防衛本能が働きます。 

・個々の問題発生の要因は、発注者にある場合、受注者にある場合、両者にある場合などさまざ

まですが、問題発生後の議論では互いの自己主張を中心とする水掛け論になりますから問題の

発生を事前に回避する努力がまず必要です。 問題発生を回避するためには両者の協調と信頼

関係が不可欠であって、論理的あるいは技術的な対策を実行しただけでは問題の発生を軽減す

ることはできても完全に解決することはできません。 このような状態が顕著になりますと、時間

内、予算内で完了することが目的となり、時には感情論も加わり、良いシステムを作ろうとする意

識から離れてゆき、利用者の立場に立ったシステムから離れたものになっていくおそれが生まれ

ます。 

・このような問題解決の基本は、実行内容を明示したドキュメントの信頼性と理解を高めることに

ありますが、組織と組織、人と人との関係に近く、その解決策は相互の理解をいかに深めるかに

あり、互いに相手の問題を理解し予測し確認することが重要な要素になります。 互いの権利と
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自己主張をしあっていたのでは問題の解決にはならないことを認識しなければなりません。 これ

らは、ビジネスアナリシスにおいて重要性が認識されつつある人間関係のマネジメントを含む基

礎能力である人と人との関係のエンジニアリングの重要性を示しています。 

・よいシステムを作るには、利用者と開発者が発注者と受注者という関係ではなく相互に信頼を

持ったパートナーとして、ウィン・ウィンの関係を目指すようにならなければなりません。 ネガティ

ブ指向の議論や行動は決してプラスになる結果を生むことはなく、そのエネルギーをポジティブ指

向の議論や行動に振り向けることが両者がともに利益を享受できる結果になることを理解しなけ

ればなりません。 

 

■変化に対する相互理解と対応 

・システム構築における利用者から出される種々の要求は時間と共に変化する可能性がありま

す。 大規模なシステム開発においては開発期間中における構築側の技術環境の変化もありま

す。 当初計画の設定背景の変更もありますが、着手時点と完了時点の時間差が長い場合には

その間に経営環境の変化がありシステムの変更につながることも少なくありません。 これまでは

当初決定した要求や仕様は変更するべきではないという思想が強くありましたが、現在では条件

は変化するものという前提でシステムの構築を考えることが常識的だと考えるべきです。 現実の

ビジネス環境が変化していくのに変更を許さなければ完成時には役立たないシステムを作ること

になります。 

・契約ドキュメントの相互の誤認を仕様変更として後刻処理する問題が発生しますが、この場合

は両者の主張の妥協点を見つけることに時間を費やすことが多く見られます。 

・このような変更に付随する利用者と開発者の間の課題や問題も多いのですが、変更は発生す

るものとの前提で事前に両者が変更発生時のマネジメントについて合意しておくことにより問題の

複雑化を軽減します。 そのためには、三つの視点からの認識が有効であり、その第一は変更と

は何かということをそのコスト負担のルールを含めて両者で明確にしておくことであり、第二は想

定される小規模な変更は運用面の設定などにより吸収できるシステムにすることであり、第三

は、変更に対応できるシステム構造すなわち容易に交換が可能な機能モジュール構造にして、迅

速かつ容易に変更に対応できるようにしておくことです。 そのようなシステム構造を採用するた

めには、利用者側と開発側との高度なビジネス上の処理機能の構造化が必要です。 

・変更に関しては事前の取り決めをしておいても個別事項に関しては調整を必要とすることが常

ですが、発生するコストと必要な時間については両者の信頼と協調的解決が基本になります。 

情報システム構築の手法も変化し、計画から完成までを一気通貫に実行するのではなく、計画時

点の内容に対して、確認と必要な変更を加えながら順次完成させていく手法をとっていくことがシ

ステム構築の主流になりつつありますが、そのようなシステム構造は、完成後の変化に対しても

容易に対応できる機能を有しているはずです。 
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図８－３ 情報システム発展過程からの問題発生の背景  

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３７回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.3  経営システムと情報システムの認識と関係－四つの視点から見る  

 

・経営やビジネス情報システムに関する利用者と開発者の関係という視点からの種々な課題や

問題点を述べてきましたが、実態を分析してみますと利用者組織や開発者組織の内部にも種々

な課題や問題があることが明確になります。 それは、ビジネスにおける方針、戦略、意思決定、

基本的手法などの概念的側面と、実務現場の理解、判断、問題解決力、実行能力、技術力など

実務面とのコミュニケーションと整合性の問題です。 これらの中間的な問題も多くありますが、情

報システム開発や運営における諸課題や問題をこのようなビジネス側と情報システム側、概念や

戦略側と実務や技術能力側との四つの視点に分けて配置してみますと問題の発生とその原因や

解決策の理解が容易かつ明確になります。 

・システムという言葉は情報システムに関係する多くの人たちにとってはビジネスの業務を処理す

る情報システムのことと理解されることが多いようですが、ここでは、「経営システム」や「ビジネス

システム」などのような経営やビジネスのプロセスや手段を表すメカニズムと「経営情報システム」

や「ビジネス情報システム」のような経営やビジネスの情報の処理を支援する手段としてのシステ

ムとを明確に別けて考えることが基本です。 

・経営システム、あるいはビジネスシステムは、経営またはビジネスそのものをどのような手順や

方法で実行するかという実行方法を意味します。 どのような手順でどのような行動を起こしてど

う処理するかということであって、経営戦略や組織の運営方法などを含みます。 

・一方、経営情報システムやビジネス情報システムは、経営システムやビジネスシステムの実行

を効果的に推進する、あるいは実現する支援のための情報処理技術を活用したシステムであり、

従来人手で処理していた作業の機械的処理から、大量情報の処理、分類、分析、迅速な情報伝

達、遠隔地とのコミュニケーション、情報の共有一元化や可視化、予測、統合的な経営情報処理

など、情報技術を駆使し、組み合わせることによって可能な処理機能を経営者やビジネスの実行

者に提供することを目標としたシステムの全体を含みます。 

・基本的なことは、「経営システム」、あるいは「ビジネスシステム」は、あくまでも経営者あるいは

ビジネス実務者が経営の実現のために構築する経営やビジネスのプロセスであって、その基本

的な構築責任は経営者やビジネス実務者にありますが、「経営情報システム」や「ビジネス情報シ

ステム」は、経営者やビジネス実務者側の要求内容に基づいて構築された経営やビジネスの支

援システムであるということです。 この二つのシステムの相互関係と連携、インタフェースの認識
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などが経営情報システムやビジネス情報システム構築上の課題や問題発生の基本的な要因に

なっています。（続きを読む→） 

 

■ビジネス視点、情報システム視点を四つの領域で見る 

・ビジネスに関する情報システム構築上の課題や問題の発生の要因は利用者側と開発者側、す

なわち、ビジネス側と情報システム側両者それぞれに種々な原因がありますが、利用者と開発者

との間には対立構造があることが明確ですし、両者が複合して関係している場合も多く見られま

す。 いろいろな課題や問題をその要因から利用者側すなわちビジネスの実行側に起因する問

題と構築側すなわち情報システム技術者側に起因する問題とに分けて整理すると相互の関係も

含めて問題点が見えるようになります。 

・さらに、この両者においてそれぞれ基本的な概念、方針、戦略などと、事業運営、現場作業、具

体的方法や技術などに関わる機能とがあります。 すなわち、ビジネスの実行側としては経営概

念、経営文化、伝統、トップマネジメント、経営方針、戦略、計画などの経営の基本的側面と、運

営実務システム、現場システム、行動、技術、作業、などの運営実行側面との二つに分かれ、情

報システム構築側についてもシステム概念、システム構造、システム設計などの基本的概念の計

画側面と、構築実務を中心とする情報技術、構築実務、運営などの技術的側面の二つに分かれ

ます。 

・このようにして四つの領域ができますので、ビジネスに関する情報システムを開発構築する上で

の課題や問題をこれらの領域上に配置してゆきます。 各領域において、類似の事項をさらに要

因テーマ別にまとめることができます。 

・このように分類して表示しますと、四つの領域に分けて問題の現象面、発生要因、解決策などを

四つの視点から認識することができるばかりでなく、四つの領域それぞれに属する組織や人の義

務と責任、機能、または相互に何が問題であるかの関係が可視化され、問題の全体像を整理表

示することができます。  

・この表示方法の目的は、ビジネス側と開発側が果たすべき義務と責任との関係を明確にして、

その間に発生する多くの問題の関係構造と原点を見つけるための分類表示を提供することであ

って、じっくり眺めていると発生する問題の種々な構造が見えてきます。 

 

■表示方法と領域の理解 

・この関係の表示方法は、画面の中央に原点をとった一般的な直交Ｘ－Ｙ２次元表示です。 基

本的には、画面上方（Y 軸のプラス側）をビジネス領域、画面下方（Y 軸のマイナス側）を情報シス

テム領域とします。 ビジネス側、情報システム側ともに右側（X 軸のプラス側）を基本概念、文

化、基本方針、戦略などの領域、左側（X 軸のマイナス側）を実務、実行、技術、運用などの実行

領域とします。 このようにして４つの領域（象限）が構成されます。 

・基本的なモデル図の構成はこれだけですが、もう少し詳しく説明しますと、右上の領域（第一象

限）は経営概念や経営戦略、左上の領域（第二象限）はビジネスの実務システムで業務機能や実
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務、右下の領域（第四象限）は情報システムに関するシステム概念やシステム戦略、左下の領域

（第三象限）はシステム開発実務や構築技術などの表示領域です。 

・情報システム構築プロセスに限っての流れから言うならば、第一象限で経営における経営概念

や事業戦略、情報利用の基本方針などを明確にし、第二象限で、ビジネス実務のプロセスと情報

システムとの関連やシステムニーズを明確にして第四象限へビジネス側の要求として提示し、第

四象限ではシステム構築の基礎構造や適用システム技術を計画して開発のプロジェクトマネジメ

ントを実行し、第三象限でシステム開発の実務を実行するという流れになります。 この流れは右

上から左上へ、さらに右下へ移って左下へ行くアルファベットの「Z」の左右を逆にした、形になりま

す。 何を強調したいかによって象限の上下左右の位置関係は変更してもかまいませんが、経営

の基本概念がビジネスの原点であることからその領域を第一象限(右上)においてあります。 

 

 図８－４ 四つの視点からの分析 

 

■この表示モデルをどのように使うか 

・この四領域への分類は、非常に簡単な表示方法ですが、単に問題を分類するだけでなく、各領

域での個々の問題パターンにおける基本事項すなわち義務や責任の不履行、知識や能力の不

足、あるいは障害に関する原因などを明確にすることにより、問題解決の方法や手順構築の分

析に役立てるほか、種々な問題発見の目的に利用できることです。 さらに、意思決定の流れ、

各領域の義務や責任、業務の上流や下流との関係、各領域で決めるべき事項など、いろいろな

視点からの課題や問題の発生領域を明確にすること、それらと他の領域との関係を可視的に表

すことなどによって問題の理解や整理、解決の議論を容易にすることができます。 各領域での

情報の表示方法を工夫することによって多様な問題解決の関係を可視化することができます。 

・この表示モデルの利用目的は、それぞれの領域にある組織や人たちの概念や、やるべきことを

限定したり、責任の範囲を明示したりすることだけではなく、自分たちの実行責任の対象事項は

他の領域の組織や人たちにどのような影響を与える恐れがあるかを理解し、ネガティブな影響を

回避し、ポジティブな影響を強化するために努力するべき対象を認識することにあります。 
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■自分の立場と相手の立場の関係を理解する 

・四象限のそれぞれの領域の組織や人の自己責任機能と他の領域に対する責任関係を認識す

ることが何よりも重要です。 経営情報システムはこれら四領域の相互関係により構築されます

から、この四つの領域の組織と人たち相互の義務と責任の流れがバランスして整流となっていな

ければ何らかの阻害要因が存在するはずです。 特に上段の経営システムと下段の情報システ

ムとの間の連携、具体的には第二象限のビジネス実務での業務処理の機能要求と第四象限の

情報システム基本構造計画との関係が最も重要なところです。 この関係では自分の領域の責

任、すなわち何を明確にして何をしなければならないか、それにより関係する次の段階の相手に

何を正しく伝達しなければならないかを認識して、正しい情報を下流すなわち次の業務領域へ渡

さなければなりません。 また、下流側では上流側の意図する情報をいかに正しく理解して対応し

なければならないかの責任がわかります。 

 

■各領域での責任と義務の認識 

・多くの問題発生の原因は、それぞれの領域における組織や人の意思決定や行動や作業の誤

り、伝達の不適切さ、伝達された情報の誤解や不適切な解釈などである場合と、意思決定の誤り

や遅延が他の領域の組織や人に与える影響の結果である場合とがあります。 また領域間の意

思疎通の失敗による誤った行動である場合が多くみられます。 これらの問題発生の原因をなく

すためには、各領域の組織や人たちそれぞれの義務と責任の実行が基本です。 いろいろな問

題発生の原因を調べてみますとその主な原因は、いくつかの典型的な原因に集中的に起こって

いることがわかりますがその典型的なものは、第一象限では、トップの意思決定の不明確、改革

意識の不足、着手評価の誤り、プロジェクトマネジメントの能力、などに関連し、第二象限では組

織間障害、経営やビジネス手法の不備、現場ニーズ把握の誤り、利用意識・能力の不足などに

関連し、第四象限では、ビジネス実務の理解不足、要求の理解の誤り、システム構造や構成技

術の失敗、利用環境の理解不足などに集中し、第三象限では、システム技術の適用失敗からくる

性能上の問題が圧倒的に多く、高度処理技術適用の未熟さによる要求機能実現未達成のトラブ

ルが続いています。 利用し易さに関する配慮もシステム構造に関する場合は第四象限の責任

になりますが、画面構成などの表現力や応答性の課題は第三象限の問題といえます。 このほ

かにも多くの典型的パターンがありますが、上記した対象においても領域間にわたる問題も多く、

発生する問題が相互に遠因になっていることが多くみられます。 これらの問題発生の要因を見

ますと、自分たちの組織の持つべき責任と義務の認識と実践が問題解決に非常に重要であるば

かりでなく問題回避のための最善の方法であることがわかります。 

 

■境界を越えた相互の領域の理解と認識 

・領域組織間の相互理解を追及しますと、自分たちの領域の境界を越えて相手の領域の問題を

理解していれば回避できたであろう問題が多くみられます。 情報システム構築における要求理
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解のためのビジネスプロセスの理解はその典型であり、この場合にはシステムを構築する領域の

業務の基本を理解していることはシステムエンジニアとしての必須条件です。 さらに、業務の上

流と下流の関係においても、下流側で間違いやすい事項の定義を明確にしておくなどの配慮は、

利用者がシステム開発技術者の特性や能力を理解していれば容易に配慮できる問題です。 

・システムは稼働しだしてからの負荷の変化があり、負荷の増加や集中負荷により多くの障害の

原因が発生していることを理解していれば、将来の予想を含めて、要求の中に負荷変化の予測

を盛り込んでおくことは利用者自身を守るためにも不可欠な条件であって、利用者自らが要求と

して明示しておくべきことですが、開発者はその状況の程度を確認することは基本です。 この場

面で、利用者には利用負荷の変化がシステム上にどのような影響を与えるかの技術的判断はで

きませんので、その責任は開発者にあるのですが、新しい技術適用を含めて、利用者の立場か

ら研究しておけば、どのような利用上の負荷変動が起こり、問題発生の原因になり得るかの予想

ができるものです。 

・利用者も技術者も構築中のシステムに関しての想定できる量的な限界を相互に明示し共有して

おくことが大切であり、それを超える状況になれば何らかの不具合が起きる可能性があることを

認識していることは重要です。 必要な場合には何らかの自動的なチェック機能や警告の表示が

できれば利用場面における不具合を回避することができますが、どこにどのような監視機能を持

たせるかはシステム構成との関係で高度な判断が必要でしょう。  

・利用者しか知らない、あるいは開発技術者しか知らない過去に起きた障害の例などは重要な知

識であって、相互の情報共有によって両者が認識することにより問題の発生を回避することは、

システム要求を理解することと同様に大切です。 

 

    図８－５ 四つの視点における責任 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３８回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.4  相互の立場を理解する－互いに相手を知る 

 

・情報システムとビジネスアナリシスについて述べるには、先に記載したビジネスアナリシスのプ

ロセスに沿って具体的な説明をしていくことが理解しやすいと思いますが、情報システム開発にお

ける問題の多くは、利用者と開発者の相互理解の不足や誤解が原因となっていますので、これ

からの説明は、利用者と開発者の相互理解の不足や誤りを避けるためにはどうすればよいかと

いう視点から両者の理解、意識や努力、あるいは相手への配慮について述べることにします。こ

れから記述する内容の多くはビジネスアナリシスのプロセスの視点からは「現状認識、状況把握」

と「状況分析、原因分析、評価・認識」のフェーズに関係しますが、いずれもビジネスアナリシスの

原点である人に関する問題です。 （続きを読む→） 

 

■ 真意を理解する努力 

・システム開発においてシステム利用者と開発者との間に発生する多様なトラブルを分析してみ

ますと多くの場合両者の相対する立場からの理解の相違にその原因があります。 利用者側の

問題、開発者側の問題、両者の間の解釈の相違、誤解の存在です。 利用者と開発者とはともす

れば相反する立場の契約者になります。 そのような考えを持つと利害関係の意識が生まれ、自

己防衛的になりがちです。 情報システムの開発ではその逆でなければなりません。 両者がとも

にウィン・ウィンの関係になることが成功なのです。 そのためには互いの努力、相手への思いや

りの精神をもって自ら研究し、相手の本当の期待と願いを理解する努力が問題を解決します。  

・利用者が新しいシステムの構築を計画するときには、そのシステム構築を担当する組織の人た

ちは、同じ組織内の他の部門であったり、同じグループ企業の専門家であったり、外部のシステ

ムインテグレータであったり、コンサルタントが仲介役になったり種々な形態があります。 また、

利用側の組織にも、単なる取り纏め者がいる場合から、システム計画全体を取りまとめる機能を

持つ組織まで、まちまちです。 システム開発の歴史の中で、利用者とシステム開発者がほとん

ど固定されていた時期には、利用者側と構築者側との関係は長期に及びますので意思の疎通は

よく、相互の状況理解は深く、能力の程度は理解され、厳密なドキュメントの記載がなくても、ほと

んど誤解なく要求を伝達することが可能でした。 さらに、我が国特有の文化でもありますが、ドキ

ュメントの記載事項が曖昧でも、そこで必要とされる機能や性能を想定して要求内容を理解する

ことがされてきました。 また、利用者においても、どのような技術が利用されて、どのような形の

システムが提供されるだろうということは、自然と理解できたのです。 
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・しかし、組織の分化と多様化と専門化が進むと、利用者と構築者との旧来の関係が崩れ、引き

合いや入札による契約形態が進みますと、新たに参入した構築者は利用者の指示であるドキュ

メントに依存することが要求内容を理解する唯一の手段となります。 一方、利用者においてはシ

ステム技術は理解が困難となり、期待する要求として、機能あるいは性能という表面的な形で要

求を提示するようになります。 このような現象は、情報技術の高度化が進み、それらの技術を活

用した高度な機能の期待が増しますとさらに概念的要求へと進みます。 

・このような状態において発生する相互の理解を進めるためには、あらゆる手段を利用して相手

の意思を知ることが欠かせません。 ドキュメントに記載された内容を読むことだけではなく、その

結論に至った経過や背景を知ることが理解を高めるために非常に重要です。 なぜそう決められ

たかを知ることは要求の本来の意味を理解して適切なシステムを構築する目的だけでなく、他の

より良い方法のリコメンドや誤りの発見にも役立ちます。互いに相手の中に入っていくことが基本

であって、待っていては真の要求を理解することはできません。 

 

■相互に相手に踏み込んで理解する  

・利用者から概念的な要求表現が多くなる状態が進むと、利用者の要求ドキュメントに記載されて

いる内容だけでは具体的な要求の理解ができなくなり、確認のためのコミュニケーションが非常

に大切になります。 記載されている内容を基本に話を詰めていったら全く異なる機能が期待され

ていたことが判明することがあります。 利用者とシステム構築者とは異なる文化領域で仕事をし

ていて、利用する言葉の意味が異なることもよくあります。 

・開発者側のエンジニアは利用者のビジネスと処理プロセスについて踏み込んだ理解が不可欠

であるばかりか、それらをどこまで熟知しているかがよいシステムを作るための貴重な財産になり

ます。  

・一方、利用者にとっても、できるだけ優位なシステムを手に入れるためには、現状のシステム技

術の基本的な理解を深めることが大切になります。技術の詳細は専門家に任せておけばよいの

ですが、その技術はどのようなことができて、どのような特徴があり、どう使えば効果的なのか、

あるいはどのような欠点があるのかを知ることにより新たな技術の可能性を理解することもできま

す。 新しい技術でできることを理解できれば、その活用によって新しい効果的なビジネス処理を

競争者に先行して利用することができます。 このように相互に相手の領域に踏み込んだパート

ナーが相互に連携することによって、相手を知り問題の発生を回避しながら効果的なシステム構

築を優位に進めることができます。 

・新しいシステム技術の利用について、利用者に対して「難しい技術ですから説明してもわからな

いでしょう、安心してお任せください」、というシステムエンジニアがいますが、これは親切ではなく

相互理解のチャンスを放棄しているにすぎません。 そのようなエンジニアには技術の本質を理

解しないでただ形式的に技術を利用しているだけのことがよく見受けられます。 技術を熟知した

エンジニアは優しく、かつ易しくその本質を説明できるものです。 
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■業務の本質の理解による問題の想定と誤解の排除 

・開発者が利用者のビジネスシステムの本質と真に実現したいことの背景を理解し、利用者がシ

ステム技術の本質を理解することによって新しい技術で何が実現できるのかを理解していれば、

相互に交換したドキュメントに記載されている本当の意味と背景がわかります。 そのような状態

が維持され、さらに対象とするシステム開発の本質の理解が進むと相互の誤解の回避に著しく貢

献できるとともに、計画の中にある難しさや実務への投入後に想定される課題の事前の発見など

思わぬ効果が次々と現れてきます。 場合によっては、計画に潜在する部分的誤りの発見に結び

つくこともあります。 このような相互の理解が確立されますとシステム開発は円滑に処理される

ようになり、推進工程も順調に進みます。 

・システム開発者が開発するシステムの適用業務の本質的な機能を理解することは開発者の基

本です。 形式的にドキュメントに描かれているプロセスを構築していくだけではシステムを作ると

いう行為の半分しか満たしていないと考えるべきです。 業務の本質を理解していれば、どのよう

な状態でどう利用されるかを想定できますから、それに適した処理方法を利用できますし、起こる

と思われる障害を想定し、回避する論理の組込みの必要性も発見できます。 ドキュメントに書か

れている内容の誤解を避けるためにも有効です。 さらに、何を確認しておかなければならないか

の理解も容易に可能となります。 

・利用者はビジネス上の課題や問題はわかっても、それらがシステムとして構築されたときにどの

ような技術的問題を潜在的に持っているかはわかりません。 そのような潜在的問題を見つけて

信頼性の高いシステムを構築することはエンジニアの重要な責任であって、有能なシステムエン

ジニアにのみ実行できる能力です。 開発者にとっては、業務の本質を理解するということはそれ

ほど重要であり基本なのです。 

 

■技術以外の人間的問題 

・構築者が利用者の業務を十分に理解し、かつ利用者の経営や課題の現状を理解した上で最適

と思われる提案をしたとしても、利用者の期待に合わないことが多々あります。 そのような場合

には、議論により互いに納得することが必要ですが、問題の確認を容易にするために、プロトタイ

プを作成して、事前に実システムに近い形で確認することはよく行われます。 ただ、プロトタイプ

は入力や出力のような可視的な問題や、処理プロセスの確認や利用上の動作手順などのような

機能的部分の確認が主であって、実務性能上の問題を確認することは難しいところがあります。 

可視的な部分は、利用者組織の文化的伝統や、担当者の好みによるところも多く、本質的機能で

はないのですが、非常に有効な解決策であっても利用者の意図に合わなければ、評価は低く、最

終的には人間の相互理解の問題に帰着してしまいます。 このような習慣や文化に基づく感覚の

相違をこじれた問題にしないためには日頃のコミュニケーションによるきわめて人間的な側面が

あることを理解しておく必要があります。 特に利用者組織における好ましくない習慣や伝統の改

革を提案する場合においては納得の得られる説明を注意深くおこなうことが必要とされます。 
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■一つの分野を熟知する 

・利用者の要求が多様になりますと、あらゆる問題に精通することは困難になってきますが、異な

るビジネスにおいても基本となる処理と発生する課題や問題は極めて類似であることがわかりま

す。 例えば、外見上全く異なる、行政、製造、医療、金融を考えてみますと、そこに含まれる処理

機能と発生する課題や問題は外見上全く異なるかもしれませんが、多くの場合それらの業務を構

成する業務機能と処理技術は本質的レベルで類似しており、その対応方法も多くの共通点をもっ

ています。 むしろ同じだと言える部分が多いともいえます。 業務ごとの相違はそれらの業務名

称や言葉の違いであって業務的な処理と利用される基礎技術は同じです。 さらに発生する問題

も類似であると言えます。 

・このような認識を背景に考えますと、開発のマネジメントやエンジニアリングは、何かの事業やマ

ネジメント機能に精通していれば、そこからの類似性により多くの問題に対応できる能力を養うこ

とができます。 具体的な相違は利用者との直接の対話で知ることができますし、既知の知識や

経験から容易に相違を理解することができます。 潜在する問題の所在などは分野を超えても共

通性が高く、経験の蓄積により処理能力がさらに育成されます。 さらにプロジェクトの実行には

多くの当該分野の専門家たちが参画しますので、実務上の問題はそれらの専門家に確認するこ

とで処理できますし、問題の発生を回避することも可能です。 一つの分野に精通することによ

り、そこからの理解能力の延長によって、異なる分野における異なる処理内容を容易に類推する

能力が備わります。 一つの分野を熟知することはそれほど価値があるのです。 ただ、このよう

な対応ができる人材になるためには意識をもって常に問題を見つめ、知識を蓄積し、柔軟に考え

る習慣を持った人だけが可能であることを理解してください。 

 

  

   図８－６ 依頼者と開発者の相互の理解 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第３９回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.5 要求の背景と本質を読む  

 

・利用者と開発者との関係はいろいろな形態があります。 同じ企業組織内であれば簡素な方法

で相互に基本事項を決めたのちは、担当者ベースでの直接的なやりとりによって完成までを実施

することもありますが、同一企業内においても、組織がコストセンターであってもプロフィットセンタ

ーであっても、責任と評価を明確にするために契約形態をとる場合もあります。 同じ企業グルー

プ内の独立した事業組織である場合には、一般的な事業会社と同じ契約形態をとることが多いと

思われます。 一般の情報システム事業会社であれば、取引上の責任を明確にするためにも、法

的な責任までを明確にした契約形態がとられます。 いずれの場合にも関係が深まるにしたがっ

て意思の疎通が深まり、契約書類記載事項の背景がわかるようになりますが、一方ではそれに

つれて仕様書類の記載内容が概念的になり、あるいは具体性が低下することもあります。 契約

を忠実に実行するためには、契約書類に明確に記載するべきですが、書ききれないことは多く、

記載内容から、真の要求を想定して読まなければならないことはどうしても避けられない課題に

なります。（続きを読む→） 

 

■仕様書の背景を読む 

・仕様書は契約の基本となる文書であって、作成される時期や目的によって、提案要求仕様書、

見積仕様書、契約仕様書などがありますが、発注者と受注者が相互に守るべき内容を詳細に記

載した契約の基礎資料でもあります。 仕様書を基本として、契約が設定されますので、理解に

誤りはないか、実行可能であるか、納期は守れるか、コストは許容範囲にあるか、品質は確保で

きるかなどを検討し、判断しなければなりません。 考え方を変えると、仕様書は発注者と受注者

の意思表示の集約された文書であり、発注者からみればこんなことをしたいという要望の書類で

あり、受注者から見ればこんな事ができるという約束の表示です。 ただ、仕様書は人間が書くも

のですから努力しても主観的な表現が残ることがありますし、本当の期待が書ききれないこともあ

ります。 

・契約という厳しい条件は別として、利用者が真に要求するシステムを開発者が理解するには、

仕様書に書かれていることの背景を読むことが大変重要であり役立ちます。 なぜこう書かれて

いるのか、どのような場面で利用されるのか、本当はこんな機能を要求されているのではない

か、このように書かれているがこうすればもっと良いシステムになるのではないか。 そんなことを
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考えながら仕様書を読むと書かれている背後の本当の姿が手に取るように見えてくるのです。 

不明確な個所は質問し、議論して確認します。 

 

■要求の本質を知る 

・仕様書の背景を読むことと同じかもしれませんが、仕様書に書かれている要求の本質的意味を

知ることができればシステムの全体像が見えてきます。 書かれていることの本質は何か、要求

が求めている機能は何を実現するための機能なのか、それはどのように使われ、どのような効果

があるのだろうか。 システムとして実現する機能の基本はどこで、それを補助する部分はどこな

のだろうか、自分がそのシステムを使う立場だったならばどのような要求を書くだろうか。 そんな

思いで仕様書を読んでみると視野が広がり、新しい理解が生まれてきます。 それらを基にもう一

度書いた人と話をしてみてください。 余計な提案をすると負担が増えるという心配より、互いにプ

ラスになる話になるでしょう。 相手の記載内容の誤りを発見することもあります。 本質でないシ

ステムを作ってしまって後で修正することのほうがずっと負担が大きいことを想像してください。 

ましてや要求を自己流に解釈して、記載通りにシステム構築をしたのであるから責任は仕様書の

作成者にあるのだというような論争を繰り広げることなどは何の成果にもつながりません。 

 

■詳細を聴かなくても概要を想定できる能力を養う 

・明確な意識や知識を持っているかどうかの個人差によりますが、システムエンジニアとしての経

験を積むにしたがって利用者の要求に関するドキュメントや説明に対してその背景を想定する能

力が高くなってゆきます。 本当に必要なことは書面に書かれていることの本当のニーズなので

す。 システム開発を日頃の業務としている人たちにとっては発注者のドキュメントを理解する能

力は日常業務の基礎常識ですが、日頃はビジネスの現場で活躍している人にとっては自分の要

望や期待していることを文書に表現すことは日常の仕事ではなく、慣れない作業であり、不安でも

あり、非常に難しいことでもあるということを理解しなければ要求の本質を理解することはできな

いでしょう。 利用者の人たちが何を期待して書いたのかを理解できる人が本当のシステムエン

ジニアといえるでしょう。 そのような視点で考えるならば、何をしたいのかという利用者の要望を

聴いたならばその概要を即座に頭の中に描き、予想される要求とその問題点が浮かぶ能力を持

つことがすぐれたエンジニアです。 頭の中に浮かんだ構想概念と利用者の要求とを較べてゆけ

ば、全体構造が容易に理解できますし、特徴や相違点が明確になります。 定義されていない部

分もわかりますし、注意しなければならい課題もわかります。 ただ、想定できたと言ってもそれは

あくまでも想定であって、あくまでも利用者の確認をとることが基本であって、自分の想定だけで

開発を進めることは絶対にしてはならず、とんでもない誤りをすることに繋がることさえあります。 

 

■相手の見落としや誤りを指摘する能力を持つ 

・与えられた要求を正しく理解し、それらを反映したシステムを構築するということは易しいことで

はありませんが、依頼されたことを正しく実行するということからは当然のことです。 これは受注
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案件であれば契約上の必要な履行義務です。 ただ、システム開発のような柔軟性のある対象

に対しては記載された内容を１００パーセント正確に記述、伝達、理解をすることは難しく、当事者

どうしの理解の不確定性が残りますので、システム構築の着手前には、要求ドキュメントの解釈

に関して、利用者側と構築者側との詳細な確認作業が不可欠です。 そこで重要なのは、利用者

の要求の本質を理解することが必要になりますが、さらに経験を積んだシステムエンジニアなら

ば論理の不整合があれば、何らかの要求の見落としや要求の誤りがあるのではないかと気づく

はずです。 そのような気付きは利用者に再度確認をとる必要があります。記載の誤りではなくて

も曖昧な表現は誤解発生の大きな要因ですから、明確な意味確認が欠かせません。 可能な限

り両者が合意した内容に書き直しておくことも必要です。 一般的に発注者に対して論理ミスや誤

りの可能性を指摘することは遠慮される傾向がありますが、それを見過ごすことは、さらに大きな

問題をあとに残す原因になることを認識して、疑問は積極的に確認する態度が重要です。 指摘

が間違いの場合の可能性があっても、納得できない事項は勇気をもって確認することが必要であ

り、それらが経験の蓄積になります。 さらに重要なことは、いろいろなことを指摘しあえる関係の

確立こそが、誤解のない良いシステムを構築できる基盤であることの理解です。 

 

■本質を熟知すれば特例処理の理解は容易 

・システム要求には何らかの特例処理が含まれていることがよくあります。 一般的、常識的な処

理からはずれる処理です。 企業特有の文化や歴史的背景からの特例的処理が行われることが

ありますが、コンプライアンスの視点からは問題を起こすような処理内容が含まれているような場

合には、倫理的観点から正しく判断することが必要です。 実務上では、システムの問題ではなく

どのように利用するかの問題が大きいと言えます。 一方、問題を起こす可能性のある処理を自

動的に拒否するシステムも多くあります。 企業競争はぎりぎりの戦いに迫られています。 その

ような処理を要求された場合にはどうすればよいのでしょうか。 処理の本質を知れば、どのよう

に利用できるかは容易に判断できます。 明らかに正しくない処理につながるプロセスは採用す

るべきではありません。 微妙なものは発注者に注意を促し、信頼関係で判断するしかありませ

ん。 システム完成後の運用は利用者組織の判断により決められますが、重要な処理において

は、利用者や利用承認者の記録を残す機能を組みこむことも一つの方法です。 

・もう一つの特例処理があります。 基本的には標準的な処理なのですが発注者は特例だと信じ

て要求に加えてきます。 単なる特別な承認経路の設定や特別な帳票の作成などです。 これら

の問題は、処理の本質を理解していればシステム上の特例処理ではなく単なる処理のバリエー

ションの一つにすぎませんから、選択オプションをつけたり運用面でカバーしたりできることが殆ど

です。 特例処理は認めだすときりがありませんので最小限にするべきであって、可能な限り排

除することが利用者にとっても実務管理上有効であることを説得することが必要かもしれません。 

・システム導入の初期においては、システムを利用しない特例処理を許可するようなオプションを

求めたり、特別な職位者の権限で自由に優先処理や異なる処理を可能にするような選択を要求

されたりすることがあります。 システムとは、すべての処理が同じ規則によって処理されて初め
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てその機能が有効なのであって、特定個人の意思や判断によって特別な処理をすることは一般

には許されません。 どうしてもそのような特例処理が必要な場合には、特例処理を適用したとい

う記録を残すとともに、論理的にシステム内に正しく反映される仕掛けが必要です。特例処理が

システムの外部で処理されてしまうことがあれば、そのシステムで経営を一元的に管理すること

はできませんから、すべてを包含する一つのシステムが全体をカバーしなければならないという

原則の認識が必要です。 

 

 

     図８－７ 要求の背景と本質を読む 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４０回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.6  利用者が認識するべき課題－開発者の立場を理解する  

 

・情報システム開発における利用者（発注者）と開発者（受注者）との間の課題や問題は多くの場

合は開発者側の責任として捉えられることが多いのですが、利用者における責任も多いと認識す

る必要があります。 システム開発における問題発生の原因は、当初要求の理解の誤り、着手後

の変更、開発者側の技術不足などに起因する工程遅延、コストアップ、機能や性能不足などです

が、これらの問題発生に関して利用者側に起因する問題のほとんどは明確な意思表明の不足や

説明不足です。 利用者は発注者として契約上の優位な立場にあり受注者は要求内容を理解す

るべきであるという意識があるかも知れませんが、そのような意識を捨てて対等な視線で開発者

の立場を理解しなければ真の問題解決は容易ではありません。さらに、システム開発者側は受

注を獲得するために過大な、あるいは曖昧な機能や能力説明をすることが多く、依頼者側はそれ

らを鵜呑みにして開発者は当該ビジネスシステムについてよく知っていると錯覚することが少なく

ありません。多くの場合、できるということに関しては何らかの条件が付いていると理解することが

必要です。 ここでは利用者が認識するべき課題について述べます。（続きを読む→） 

 

■発注者の意識を捨て開発者との問題解決の意識を 

・利用者と開発者の関係は発注者と受注者の関係を生みますが、発注者有利の意識を持ってい

たのでは信頼関係は生まれません。 開発者に対して明確な意思表示をすることは基本ですが、

何がしたいのか、伝えたいことは明示されているか、どのような情報を提供することが効果的なの

か、何が役立つのか、誤解されやすい表現をいかにして避けるかなどに配慮することが必要で

す。 開発者が容易に開発を進めることができれば利用者にもその効果は大きく還元されます。 

その他に、開発者の適切な能力評価が欠かせません。 開発者にも得意分野や適切な開発規模

があります。 それを越える開発依頼をしてはいけないのですが、引き合いを出すと多くの場合対

応可能である旨の回答が来ますので十分な評価をしないで発注してしまいますと、結果は両者を

不幸な状態にします。 開発者の能力評価をきちんとすることはパートナーシップの基本でもあり

ますが、開発者の真の実力を知ることは容易ではありませんから、必要に応じてコンサルタントや

外部のアドバイザー、或いは利用した経験のある組織などの第三者の意見を聞くことは有効で

す。 

   

■利用者が認識するべき三つの視点 
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・情報システム構築において利用者組織、または利用者が認識しなければならない基本的な課

題には三つの視点があります。 その第一は、利用者組織内部におけるシステム開発とその内

容や目的に関する意思統一ができているかということです。 基本的には新たなシステム開発そ

のものの必要性と、どのようなシステムを構築するのかという問題ですが、詳細な構築内容に関

しては基本方針に基づく利用現場の要望を正しく捉えて反映することです。  

・第二は、システム開発の実行に関する環境の整備と確認です。 環境とは、実行規模にも依存

しますが、推進体制の確立、人材の任命、必要な時間と費用の承認、実施上の障害の排除、そ

の他必要な情報基盤の投資整備などですが、利用者としての意識や利用能力の向上を含めるこ

とも必要です。 実行は決めたが予算の承認が得られず大幅な工程遅延に至るというプロジェク

トをよく見かけます。  

・第三は、開発者への明確な意思表示と詳細な仕様など、必要な情報の提示、効果的なコミュニ

ケーションです。 利用者側の明確な要求の提示が開発者の効果的な推進の基本になります。 

 

■利用者側の開発体制と意思統一 

・システム開発における利用者側の組織体制はいくつかのパターンがあります。 大きな改革プロ

ジェクトなどにおいては、専任の開発体制が構築され、基本的方針の提示から具体策に至るまで

一つの思想に基づくシステム構想が階層的に提示されます。 その実行体制は、責任者としての

トップマネジメントを長として、プロジェクトマネジャー以下、各関係部門が階層構造的に構成され

ることが典型的で、末端の利用者につながります。 限定的な戦略テーマにおけるシステム開発

では、そのテーマの担当事業部門、あるいは、企画、計画部門が中心になって推進し、情報シス

テム部門が参画して全体計画を推進することが一般的ですが、情報システム部門の機能と権

限、さらに技術力やマネジメント能力などにより、具体的には種々の運用形態があります。 ま

た、ボトムアップ体制によるシステム構築においては、現場の取り纏め者が中心となってシステム

計画を行い、情報システム部門がこれを支援する形態が多く見られます。 これらは実行におけ

る資源利用の権限を誰が持っているかに大きく依存します。 なお、情報システム部門の機能、

権限、能力、組織内部にあるか外部にあるかなどにより、実行上の体制は多岐にわたりますし、

発生する問題は異なります。 

・このように開発体制一つにおいても多くの形態がありますが、システム開発は経営視点の戦略

あるいは現場実務の改革を実現するために実行するものであり、何を目的として何を実行したい

のかの意思表示を明確にできることが基本であることを認識しなければなりません。 テーマと目

標を与えて、情報システム部門に任せてしまうという方法は避けなければなりません。 

 

■真の目的とニーズの把握 

・システムは経営者を含む利用者が実務で利用するためにあるのであって、利用内容をいちばん

よく知っているのは実務の当事者です。 ところがシステム開発において、大規模な開発で専門

的なプロジェクトが組織される場合は別として、その必要機能の概要や必要能力の詳細などを取
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りまとめるのは、実務とは別組織である計画部門や企画部門であることが多く、それらの部門で

は現場部門での本当の要求を理解していないことが起こります。 一方、実務の担当者は、シス

テムの要求をドキュメントにするという作業は経験が少なく、要求の表現方法にも慣れていません

ので、取り纏め部門に任せてしまいますし、レビューをしても必要内容が正しく記載されているか

どうかの判断力に欠けることもあります。 計画部門や企画部門は取り纏め部門ですから、担当

者からの実務内容や要求の聴取をしますが、自分たちは専門家であり詳細を知っているという先

入観から概要を聴く程度の一般論で理解してしまい、直面している重要な課題や特徴、強調すべ

き事項の認識が不十分なまま、ドキュメントにまとめて開発部門に要求として渡すことが起こりま

す。 この時点で、現場ではシステム上何が重要で、どこに特徴があり、何が不可欠かという重要

な情報が脱落してしまい、真の目的とニーズの把握が崩れます。 ここが誤りの発生点で、その

まま開発者に伝達されてしまいます。 

・一方、現場業務の担当者が直接要求を記載した場合は、表現方法や情報伝達方法の不十分さ

に起因する問題が生じる可能性があります。 取り纏め部門は現場のニーズを先入観なく理解し

て明確に記述することに心がけなければならないと同時に、基本的な方針との整合性のチェック

も必要です。それができて本当の取り纏め部門であることの認識が必要です。 

・規模の大きな組織では情報システム部門の中に利用者に密着した情報システム開発の企画計

画機能をもっている場合があります。 そのような場合には、常に全体のシステム計画をもってい

ますので比較的利用者の現場との距離が近く、真の要求を捉えやすいのですが、実務への参画

がないためにどうしても間接的に要求を捉える形にならざるを得ないところがあります。 多忙な

実務者に対して問題点を聴取することの遠慮があり、真の要求を捉えることの難しさが残ります。 

組織が大きくなると、このような調整部門は開発側の組織として分離されてしまう流れが顕著で

す。 このような組織では実務担当者との人事的なローテーションを計画的に実施することが重

要な解決策のひとつですが、利用者の真の実務状況やニーズを引きだす論理的手法も開発され

進歩していますので取り纏め者がそのような技術を習得することは効果的です。 

 

■必要資源と利用環境の準備 

・必要な資源として最も重要なのは、実行の組織体制とその全体をコントロールできる最適な人

材の任命と権限の付与です。 プロジェクトの推進はこの責任者の能力で決まると言っても過言

ではありません。 開発に必要な時間と共に最も大きな課題は必要な費用の承認です。 開発す

るシステムに対してその開発費の妥当性をどのように説明できるかが大きな鍵になります。 この

開発費の総額がシステム規模や機能構成を決めることにもなります。 費用の承認には、変更の

発生に伴う予備費をどのようにとるかなど、基本的な問題であるにもかかわらず見落とされてい

ることが多いと言えます。 また、発生すると思われる障害の事前排除をしておくことは円滑な実

行のために不可欠な問題です。 

・さらに、実行内容の妥当性の評価で忘れがちなのは、利用組織における環境整備の問題です。 

実施組織における実行意識の程度や実行能力は最も重要な課題ですが、組織で利用できるシス
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テムインフラの整備、システムの外部連携の能力、組織内の教育やトレーニング能力などが備わ

っていないと構築されたシステムが十分に機能しません。  

・一度に高度な目標に到達することが無理と判断される場合には、段階的に時間をかけて推進す

るのが次善の策ですが、その場合に重要なのは、人材の育成です。 システム改革推進の意味

と必要性が認識されますと、自ずと推進環境は充実されるものです。 実行に必要なシステムイ

ンフラなどは推進しながら増強していくことができますし、情報処理設備などは外部のインフラを

必要に応じて利用していけば、無駄な投資を避けながら順次充実していくことも可能です。 

・大規模なシステム投入を計画する場合での問題は、システム計画のまずさから想定を超える設

備能力や容量を必要としたり、過負荷による処理能力の低下を招いたりすることは珍しくありませ

ん。 また、急激な利用の増加や運用対象の増大により、システムインフラの機能破綻をきたす

問題をよく起こします。 生産設備であっても情報システムであっても急激な利用の増加に追従で

きなくなることを避けるために、需要予測は十分に検討しながら投入を順次進めることが必要で

す。 特に設備増強に時間を必要とする場合には、その間の効率低下を招き、時には健全な運

営ができなくなることがあります。 このような状況への対応策として、始めから外部リソースの活

用や外部委託などの手段を選ぶことはシステム構築の方法の一つです。 リスク回避のために

は、設備が充実するまでシステム投入を抑制することも選択肢ですが、そのような事態にならな

いように当初の計画を立てることが必要です。 必要なシステム設備容量は、システム構築の技

術力によっても大きく変化しますので、参考事例による事前の調査と構築者の能力の評価も可能

な限りしておくことが望まれます。ただ、必要な設備容量は利用者が予測することは極めて難し

く、結局は経験のある信頼性の高い開発者と組むか、外部の専門家に評価してもらうなどの方法

をとる必要があります。 

 

■明確な意思表示－何をしたいかの明示－ 

・ビジネスアナリシスの開始時点での重要事項として指摘したことと同じように、利用者は要求の

すべてに関して、何がしたいのかを明確に意思表示することがシステム開発の原点です。 一般

的な業務システムの場合には、経験のある開発者ならば、何をしたいのかの概要を聴けば、どの

ようなシステムが要求されようとしているのかを想定できますし、そこで発生すると思われる問題

の予測もできるはずですから、特徴的な処理について重点的に説明することが中心になります。 

担当する開発側のシステムエンジニアの経験が少ないと思われる場合や前例のないシステムな

らば、全体概念から機能構成、入出力、他システムとの関連に至るまでの概念の詳細な説明が

必要です。 開発するシステムへの要求の詳細に関しては、提示するドキュメントのフェーズによ

り異なりますし、システムの基本設計を誰がするのかによっても異なります。 開発者側の能力に

もよりますが、上流設計までもできる場合には、利用者は開発者にたいして期待する目的概念を

説明するだけで、業務分析から、必要なシステム構成や詳細要求に至るまでの上流工程のすべ

てを依頼するケースもあります。 コンサルタントに要求内容に至るまでの一連の作業を依頼する

こともよくおこなわれますが、基本的な要求は利用者自らが提示するのが原則です。 いずれの
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場合においても、利用者はできあがったドキュメントの要求内容を理解して、自分の意志として開

発者に要求の明確な意思伝達をすることがシステム開発を依頼することの基本です。 他人に依

頼したからといって、詳細は自分の責任ではないということは許されません。 開発責任者として

専門的内容の判断ができない場合には、組織内外の専門家に内容の確認を依頼して組織として

の意思表示をしなければなりません。 

 

■ニーズの背景を説明する 

・開発者に対して精度の高い要求内容を提供することが必要ですが、それだけでは開発者は要

求されたままを形式的に実現することしかできません。 有能な開発者であればニーズの背景が

わかれば自分たちの経験や技術に基づく種々なシステム上の考慮をしたり提案をしたりできる能

力が高いとと言えます。 場合によっては要求の誤りを見つける可能性もあります。 開発者はた

だ与えられた仕様内容に従ってシステムを作るだけでなく、その背景環境を知ることによって自信

を持ってより良いシステム作りができるのです。 システム開発をしていくと途中でいろいろな疑問

や判断が必要な場面にぶつかりますが、その時に要求事項の背景がわかれば、どう理解すれば

よいのかの判断が容易にできます。 発注仕様に書かれている通り作ればよいのだという意識が

あるようでしたら構築途中の問題の発見はありふれたレベルのものにしかならないでしょう。 開

発者に良いシステムの構築を期待するならば、発注者は要求の背景を詳しく説明することが望ま

れます。 この時に、開発者が要求の背景に興味を持たないようでしたら、その能力に疑問をもつ

べきでしょう。 開発者が優れた人材であれば要求の背景には当然興味を持つでしょうし、優れた

発注者ならば会話をしていれば開発者の能力の判断ができるものです。 

 

■優先度を明確に 

・すべての要求を満足することは困難な場面がよくあります。 なかには論理的に矛盾することを

同時に要求されていることを発見することさえあります。 ちょっとした要求を満たすために高度な

処理とコストをかけなければならないことも少なくありません。 システムも複雑になります。 利用

者は要求を実現するための技術上の難しさを判断することはあまりできませんが、容易に可能で

あるか、かなり複雑な問題になるだろうという推測はできるはずですし、詳しく知りたければ、開発

者に見積もりを依頼することが可能です。 利用者は、要求する機能の重要性と開発の容易性、

あるいは困難性を考慮して要求の優先度を開発者に伝えることにより、無駄なコストの回避、単

純化による処理性能の確保、投資の重点化とシステム構築上の資源配分の最適化を図ることが

可能になります。 

 

■妥当な許容限界を設定する 

・人には要求をするときには最大限の要求をしようという意識が働きます。 ただしその時にコスト

がかかることを忘れています。 したがってシステムにおける機能要求をするときにはできるだけ

実務上高度な処理条件を要求する傾向があります。 システム構築の技術レベルの低いところで
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は性能はかけたコストに比例して向上しますが、高性能になるにしたがって等比級数的にその達

成コストは高くなる傾向があります。 最後の１％を達成しようとしたならば１００倍のコストがかか

るかもしれません。 例えばシステムの信頼性の確保のために種々のチェック機能を付加すれば

それらの論理的構造は非常に複雑になりますし、多重のバックアップをつければそれだけのシス

テム容量が必要です。 これらのチェックやバックアップは通常の利用においては、実質的な処理

は何もせず、処理上の負荷の増大につながります。 このような事実を認識して利用上の適切な

限界値を設定することが必要です。 類似の問題として、処理容量なども運用により適切な容量

に限界値を設定することが必要です。 想定できる最大値をいつも準備しておくならば大容量の

設備能力を必要としますが、ほとんどの場合それらの能力は利用されないで空回りしているかも

しれません。 過大な記憶容量も同様です。 本当に必要な情報だけをリアルタイムなメモリ上に

おいて、ほとんど使われない情報はオフラインにおいて必要に応じて呼び出せるようにすれば必

要なリソースは大幅に縮小することができる上、処理負荷を軽減することができます。 処理や応

答性とコストとのバランスの問題、さらにどのような頻度で起こるかの判断も重要です。 これらは

情報処理技術上の問題であって、利用者には直接の判断は困難ですから、担当する開発技術者

によく確認して必要な場合には見積を要求して比較検討し、利用者として過大な要求をしない習

慣が大切です。 一方では、このような問題に対して適切な回答と見積もりを提示できる開発者が

どれだけいるかの問題もあります。 演算装置やメモリコストが安くなったのでふんだんに使えば

よいという考えを持つならばエンジニアとして妥当な判断かどうかを考えてください。 高度な安全

上の冗長性や、バックアップシステムを組み込みながら、合理的なコストで実現することのできる

エンジニアが本当のエンジニアでしょう。そのような指摘ができるためにも、利用者としても、本質

的なシステム技術の知識を持つことは重要です。 最終利用者が開発者と直接このようなレベル

の会話をすることは殆どなく、利用者の取り纏め部門が対応しますので、かなりの専門的議論と

その判断は可能なはずです。 昨今の処理技術の進化により、処理コストの構造も変化を続けて

いますので技術革新の流れに注視することも大切です。 特に、クラウド型など外部リソースを利

用するサービスにおいて、契約時のコストのほかに予期しなかった運用コストが発生することがあ

りますので、契約のコスト構造には注意が必要です。 また、契約後の時間経過とともに単価を引

き上げてくるサービスがあり、システムの基幹部分として利用されている場合などには逃げられな

い状況になっている場合や、定期的なバージョンアップなどにおいて多くのコストが発生するなど

の外部システムが多々ありますので、このような問題に対してはシステム構築時にコストアップの

回避策を考えておくことは大切ですが、一般利用者には難しい課題であって、良識のあるアドバ

イザーやコンサルタントの力を借りることも必要です。 

 

■先行技術の利用戦略と導入リスク 

・システムを高機能、高性能にすることは競合企業との差別化のために多くの組織が競争する場

面ですが、過大な要求はシステムの不必要な巨大化や複雑化、過度な技術的要求をする場面に

繋がる可能性があります。 コストやリスクをかけてもそれを戦略とする場合には方針として納得
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した上で実行することに問題はありませんが、その中での技術的最適化は当然可能です。 一般

的な技術の限界を知って、それを超える場合には過大な負担とコストを必要とすることを認識する

ことは大切です。 情報処理技術はどんどん進化し、性能の向上も急速に進んでいますので、複

雑な情報処理であっても殆ど実現可能であって、次世代の技術を先取りすることによりさらに高

度な処理が実現できる場合が多くありますが、ある限界を超えると急激な高度技術の適用やそれ

に付随するコストの増加が伴うことを理解しておくことが大切です。 技術の適用においても通常

の常識の範囲内では要求性能に比例してコストは増加しますが、一般には閾値があってそれを

越えると適用コストは急激に増加します。 逆に言うならば、かけたコストに比例して性能が向上

するわけではありません。 逆に、利用容量の増大と共に単位利用コストが低減するこ場合もあり

ます。 

・新技術やそれに伴う導入コストはいわゆる先行利用者がその利点による利益を享受している期

間を過ぎると急激に技術が普及し、コストが低下しますが、その期間は技術開発の加速とともに

短くなっていくのが現実です。 一方では、先行利用者が導入してもなかなか普及せずに技術市

場から消えてしまうリスクもあることを承知していなければなりません。 これらの問題も、開発者

との連携のもとに利用者が技術変化の現実を理解してくことにより、より効果的な計画や投資をし

てくための基本的な課題です。 

  

■システムの効果は利用者で決まる 

・システムは使って始めてその効果が具体化されることは何度も述べてきました。 同じシステム

でもその使い方によって利用価値は何倍にもなります。 簡素なシステムでも使い方によっては

大型の投資を越える価値を生むことも珍しくありません。 効果が利用量に比例して現れる場合

には累積になりますので膨大になります。 簡単な手作りのシステムで１００人を超える人員の削

減を実現したことがあります。 何を作るかは重要ですが、どう使うかはさらに重要です。 使い方

は工夫によって多方面にわたります。 効果のあるシステムはさらに新しいアイデアを生み、新し

いシステムを生むという良いサイクルを導きます。 せっかく作られたシステムを最大限に利用す

ることは利用者の任務であり、責任でもあります。 

  

■長期的なシステムの構想を持つ 

・ビジネス環境は常に変化していますが、情報技術も変化を続けています。 システムを構築して

いる間にも変化は続いています。 長期を必要とするシステム開発は終了したころにはニーズも

技術も変わってしまっているかもしれません。 考えておくべきことは、ビジネスシステムはどう変

わるか、情報技術はどう変わるかを予測し可能な限りの変化の先取りをしておくことが大切です。 

利用者としては、想定できるビジネスシステムへの変化とそれが情報システム上にどのような影

響を与えるであろうことを開発者に伝えておくことは、稼働期間における修正や陳腐化を防ぐとと

もに、変化に容易に対応するためにも重要です。 ビジネスシステムの変更においては、背景に

大きなビジョンを持ち、その中で部分的、段階的にビジネスシステムの変化を考えていくことがで
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きれば、それを支援する情報システムへの影響を最小限に抑えることが可能です。 常に発生す

る組織の改変や統廃合、権限の変化、業務プロセスの変更や承認行為の変化などはシステムを

変えることなく運用情報を変更するだけで対応できるようにしておくことは常識的ですが、開発者

と共に長期的な視野における変化と最適化の議論をしておくことはシステム運用を柔軟にし、シ

ステム寿命を長くする上でも大切です。 変わるものと変わらないものの区別が必要であることを

先に述べましたが、長期的視点からも本質的な視点からも変わらないものを分離して確立された

一つのシステムにしておくことは有効です。 機能コンポーネントの概念を活用して、変わるものと

変わらないものとをコンポーネント機能の組み合わせで構築できるシステムの構造化を考えるこ

とは有効です。 さらに、ビジネスにおける情報の共有化の概念が進んでいますので、情報とそ

の処理プロセスとを分離することは昨今のシステム構築では常識的です。 

・発想を変えるならば、変化に対応するために組織の内部ではシステムを持たないで、すべて外

部のリソースとサービスを利用していくことは一つの選択肢であるかもしれません。 ただ、ビジネ

スにおける情報は自分たちの中から生まれ、かつ活用されますので、それら情報のマネジメント

をどのようにしていくかは逃れることができない課題です。 

 

 

    図８－８ 利用者が認識するべき課題 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４１回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.7  開発者が認識するべき課題－利用者の立場を理解する  

 

・利用者側の課題に対して開発者側の課題も多岐にわたりますが、利用者は何を考えていて何

を期待しているか、利用者のビジネス上の戦略は何であるのかを理解すること、利用者の業務と

その特徴、課題や問題点を知ること、自らのシステム技術の能力を向上すること、いかに使い易

く効果的なシステムを利用者に提供できるかなどが主なテーマです。 利用者の期待にはシステ

ムの機能と性能があり、環境や時間の変化と共に性能は変化します。 システム利用における情

報の品質をどう確保するか、利用者がストレスなくシステムを利用できる使い勝手や心理的配慮

など、多様な期待に応えることは開発者が認識するべき問題であり、問題発生回避の方法でもあ

ります。 利用者は日常のシステム利用において何を悩んでいるかを理解し、システム技術を駆

使する意識が問題解決の鍵です。（続きを読む→） 

 

■利用者の業務を理解する 

・システム開発は基本的に利用者が目的を達成するための手段の提供です。 したがって、利用

者のニーズを完全に満たすことが条件になります。そのために利用者の業務を可能な限り理解

することはビジネスに関する情報システム開発の基本ですが、そのすべてを理解することは容易

ではありません。 ただ、経験と思考の柔軟性のある人ならば、業務の本質的な処理を理解して

いればそれに付随する機能は容易に想定できるうえ、不安があれば確認すれば理解できます。 

・まず、利用者のニーズはドキュメントに書かれていて、それが要求として開発者に示されている

と想定した場合に二つの問題があります。 その第一は、ニーズは正しく書かれているかというこ

とと、第二は書かれているニーズを正しく理解できているかということです。 

・要求を書く人は当然正しく書く努力をしているはずですし、それを読む開発者は正しく理解する

努力をしているはずです。 ここでの問題は、利用者と開発者が同じ文化の上、環境の上で要求

を書きそれを読んでいるかどうかということです。 同じ文化とは利用する用語の意味とその用語

に関してその背景行動が同じであるかということです。 また、ビジネス用語には類似する表現や

略語が多用されています。 略語は全く異なる意味を表すことも多く理解を混乱させています。 

完全に用語や関連する行動を理解することは難しいかもしれませんが、長期間一緒に仕事をして

きたパートナーであればほぼ相互に理解できると考えられます。 すなわち互いに同じ文化を理

解できる立場にいます。 要求定義のドキュメントには用語定義を含むことが望ましいのですが、

記載されたとしても正しく伝わらないことがあります。 また、表現方法の差もありますからそれら
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も誤解の原因になります。 昨今ではパートナーとの長期的関係が著しく崩れつつあり、相互理

解の継続性に大きな障害となっていますが、それを乗り越えるグローバルなプロセスやシステム

の標準化、認定制度などが一方では進んでいるとも言えます。 ビジネスアナリシスで基礎技術

を統一しようとする動きには、同じ言葉で議論をすることで相互の理解を容易にして、誤解による

誤りを避けようとする目的があります。  

・さらに重要なことは、一般的には、開発者は利用者の業務の専門家ではありませんので、要求

の真の内容を理解できないことも頻繁に起こります。 事業領域ごとの業界には特殊な用語や処

理が多くあり、開発者は利用者のビジネスをできる限り理解する努力が望まれますが、現在のよ

うに業務が多岐にわたりますとすべてに精通することは困難であり、可能な限り利用者の業務が

容易に理解できる分野ごとの専門家を育てることが望まれます。 これは、コンサルタントや弁護

士、あるいは医師においてもそれぞれの専門分野をもって活動していることと類似の問題です。 

利用者の業務の本質を理解することにより、詳細な要求の記述よりも、その裏にある本質的な要

求内容を理解することができます。  

・業務の本質とはその一連の業務で、何が処理されるかということです。 その一連の処理は、ど

のような機能から構成され、どのような情報が必要で、どのような目的のために、どのような処理

が行われ、何が得られて、処理された情報はその後どこで利用されるかという基本的な流れで

す。 

・このような理解力を身に着けるには、その業務を学習し研究することが基本的ですが、他の何ら

かの業務に精通していれば、かなりの想定が可能であって、その多くは理解できます。 何かひと

つの業務に精通していることは重要で、多くの業務の構成要素はその中に共通に含まれていま

すので、異なる業務における処理も類推できます。 これは経験の蓄積から生まれます。 経験を

積みますと、その業務における種々の処理のバリエーション、発生するトラブルなどが容易に想

定できるようになり、提示された要求に対してさらに良い提案を提示したり、間違いを見つけ出し

たりすることも可能になります。 

 

■機能と性能 

・求められる要求には大きく分類すると機能と性能とがあります。 機能は処理の内容や方法で

あって情報が加工されるプロセスやその結果です。 システムには一般に入力情報があり、出力

情報があり、その間に情報をどう加工処理するかの問題があります。 処理の全体はプロセス的

には、入力－処理－出力 と考えればよいでしょう。  

・入力は人間とシステムとの直接の接点であり、いかに分かりやすく、使い易いかにより情報の品

質維持と利用効率に影響する部分であって、可能な限り利用者による数値や文字などの直接的

な入力操作を避ける方法が好まれ、表示画面からの選択などを多用する傾向にあります。 選択

においても直感的に選択できる絵柄や記号と操作法の標準化が進みつつありますが、日々その

方法が変化しているのが現状です。 
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・処理には処理方法が定義されている場合と、与えられた目標を満足すればその処理方法は任

意な場合とがあります。 処理方法は一般的には複数あり、規定された条件を満足していればど

のような方法を選んでもかまいません。 処理情報の規模や複雑性、処理設備の能力によって最

適な選択をすることができます。 解析的な答えが求められる場合には同じ答えであっても演算

精度が異なる場合がありますが、そのような場合には算出の条件に従って手法を選ぶ必要があ

ります。 簡単な例では小数点以下の数値の切り捨て、四捨五入、切り上げなどの選択がありま

すが、場合によっては重要な問題になることがあります。 

・出力は、利用者に結果を伝達する手段、あるいは生成された情報を次の段階へ伝達するインタ

フェースですが、利用者に表示する場合には理解の容易性が求められます。 昨今では、出力を

利用者のニーズに応じて自由に編集できるツールが普及しており、多量の出力情報をそのような

編集ツールを通して、作表、グラフ、などの可視化処理をする機能も普及しています。 出力に関

しては、文字や数値情報ばかりでなく音声や画像に変換することや、種々な端末機器を通しての

伝達表示も一般的になっていますので、その形態はますます多様化しています。 

・このような機能についてはシステムに後刻追加することは比較的容易であって、当初から段階

的に機能を拡張するシステム計画のもとに、当初からそのインタフェースの計画をしておけば機

能追加はさらに容易になります。 機能をモジュール化することにより、追加、変更にも容易に対

応できます。 ただし、当初からシステム全体の構造を追加変更が容易なモジュール化を前提と

した構造にしておくことが効果的です。 利用者の計画に流動的な部分がある時には、追加処置

が容易なシステム構造を考えておいて、基本部分から先行着手することも効果的です。 このよう

な手法は変更への対応策としても有効です。 

・昨今の情報システムは利用環境が多角化し、従来の演算を中心としたデータ加工処理の世界

から通信との結合、モバイル環境での利用など種々な利用形態に発展しています。 そのような

各種利用端末からの利用方法や多種の利用環境から同じシステムの利用を実現するための機

能要求が広がっています。 このような機能は使い勝手としての性能としての評価もあり、機能と

性能の両面から利用面の便宜性を考える必要があり、今後ますます複雑かつ重要な問題となり

ます。 

・他方基本的な処理性能は、システム構造の設計により大きく異なることがあり技術者の能力が

最も顕著に表れる部分です。 大規模なシステムにおいてはその影響は重大な業務効率の問題

に発展することがあります。 また、利用状況や設備環境に応じて負荷が大きく変わる可能性が

ありますので、関係する多くの要素を考慮して決めなければなりません。 基本的には、情報と処

理の論理的関係やシステム構造に依存しますが、推定した負荷に対して、どのくらいの余裕を持

って考えるかは重要な判断が必要です。 性能の多くの問題は、処理速度であって、特にリアル

タイムな応答を必要とするシステムでは応答時間が最大の課題です。 利用組織でどのくらいの

利用者がどの程度の頻度で利用するか、利用集中はどのくらい予想されるか、利用機能によりど

のくらいの利用負荷がかかるか、他のシステムとの連携でどのくらいの待ち時間が生じるか、ま

た設備インフラがどの程度の能力があるか、他のシステムの稼働による基盤上の処理能力は大
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丈夫か、など多くの要素があります。 これらはほとんど処理速度に影響しますが、新しいシステ

ムの投入では、利用者側にも十分な予測が立たない場合もあり問題の設定を困難にします。 さ

らに注意が必要なことは、開発中のシステムが稼働しだしたときに、同じ設備環境下で稼働して

いる他のシステムへの影響を回避しなければならないことです。 

・利用者側から提示された利用予想が正しかったとしても、システムの構造や関連する情報量と

その処理方法によって、処理速度は著しく異なりますので、最終的には想定される利用環境を基

本として、開発者側で処理論理、技術、設備能力、などすべてを検討する義務があります。 この

ような検討には、他のシステムとのインタフェースやその応答性など、対象システムの構築範囲を

超える判断が必要です。 性能はいろいろな周囲の処理環境に関連しますので、運用に入ってか

らの性能の改善は、非常に困難であることを理解していなければなりません。 着手時の性能設

計がいかに重要であるかが理解できると思います。  

・性能の一つとして、利用しやすさがありますが、上述した応答性の良さの他にわかり易さ、操作

性、可視性、など機能要求に近いものがあり、利用者の利用能力により種々な要求が発生します

ので柔軟に対応できる仕掛けを組み込んでおくことが対応を容易にします。 

・その他、信頼性や、安全性、セキュリティーなどがありますが、これはシステム全体の運営や管

理の問題と関連しますので専門的判断が必要であって、利用者の判断の能力を超えますので利

用者から技術的な具体的指示を得ることは一般的には困難ですが、対象とするシステムがどの

ような信頼性と安全性を要求される対象であるかは利用者からの十分な確認が必要です。 ２４

時間、３６５日、停止することができないのか、あるいは定期的な点検作業がどのような頻度で可

能なのかなどのほかに、サービス提供中には瞬間的停止も許されないのかなどの利用環境の確

認は、システムの冗長性と設備の二重性などはコスト的に負担が大きくなるだけでなく高度な技

術を必要とすることも考慮しなければなりません。  

・セキュリティーの問題は、情報システム個別の問題というよりは、システム全体の総合的問題で

もあり、企業の基本的ポリシーに関係する問題であると考えるべきです。 特に、昨今では情報が

多目的に利用されることが多く、また個人情報の管理問題、機密情報の様々な形の漏えい問題

があり、個々のシステムで考える範囲を越えていると判断するべきでしょう。組織全体のセキュリ

ティー管理と、個々のシステムベースのセキュリティー管理との組み合わせになりますがそれらを

一元的に連携をもって処理しなければなりません。 セキュリティーに関しては技術的に不十分な

場合には適切な専門家をパートナーとして協力を得ることはリスク回避とのバランスで検討する

べき重要な問題です。 機密維持の問題は、技術的側面のみならず、運営管理面、人間的問題

であることも多く、完全な防護を困難にしています。 

 

■性能は環境、時間とともに変化する 

・性能、特にシステムの応答性に関してはその利用環境の変化により大きく影響を受けますの

で、システム投入後の時間経過により徐々に負荷が増大して応答性が悪化することを認識してい

なければなりません。 その要因は、システムの普及による利用者の増大、機能の追加、利用に
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伴う情報の蓄積、利用の多様化による利用時間の増加、外部インタフェースの増加、利用集中の

増加、携帯型機器の増加による負荷集中、など多岐にわたります。 これらの多くは情報化の進

展を示すものであって、どの時点までの負荷を想定して当初の計画から個々の要因が時間と共

にどのように変化していくかを予測してその限界を設計することになりますが、利用計画と実情の

乖離を監視しながら状況判断していくことが必要です。 既存システムとの関係など未知の部分

が多く、予測には注意が必要です。  

・顧客対応のオンラインシステムなどでは利用量の増大による応答性の悪化を避けなければなり

ませんが、社内システムなどでは許容範囲内の応答性の変動を許す場合もあります。 いずれに

してもその原因になる無駄な情報の蓄積を常時削除していく基本的な処理をきめ細かく考慮して

いかなければなりません。 低頻度の利用情報を分離し、分散処理、並列処理、先行処理などの

技術的な対応方法は多くありますが、あくまでも利用者に対して応答性の許容範囲に設定するこ

とが課題です。 応答性は利用者の心理学の問題でもありいかに待ち時間を感じさせないかの

手法も次善の策として活用の価値があります。 

・また、他のシステムの稼働中には応答が悪くなることがありますが、時間帯によって業務効率が

低下する現象などを予知しておくことも大切です。 当該システムだけでなく、同一情報基盤上の

システム全体の負荷増加を常に予測し、監視していくことが大切です。 利用拡大による負荷増

大に対応できるようにシステム基盤増強の必要性を計画時点から利用側組織に注意を与えてお

くことが不可欠です。  

・このようなシステム基盤の能力不安のある場合には、システムインフラ全体を外部に委託して、

大規模なシステムインフラの上で稼働することによって、設備能力上の問題を避ける基盤環境を

利用することが可能になりつつありますので、外部施設の活用は有効な検討対象です。 通信技

術と処理論理の発達により、設備が遠距離にあることによる応答性の遅延はほとんど問題になら

ないレベルにすることが可能です。一方ではシステム負荷は増加の一途をたどりますので、可能

な限り簡素なシステムの運用と情報負荷の軽減を心掛けることは重要です。 

 

■情報の品質と重要性 

・最後に残る課題は情報そのものの取り扱いです。 情報の源は多様であって、公開されている

情報、外部システムから自動的に提供される情報、取引などの外部システムとの連携、顧客の操

作など外部からの入力が基本となる情報、社内のシステム間の連携情報、直接入力情報、モニ

タリングなどの自動記録、などそれぞれの情報の品質はまちまちであって、その品質維持手段が

異なります。 情報システムの原点は情報そのものであり避けて通れない問題です。 情報シス

テムに限らず、システム全体の品質はその要素の最も低品質な要素によって決まるということを

認識していることが大切です。 

・情報の品質維持は直接的には利用者の責任ですが、システム構築における工夫、運用面の工

夫などにより、品質向上や品質を阻害する行為の防止手段が考えられ、システム構築者が支援

できる範疇です。 入力情報の判定や妥当性検定など情報技術による多様な支援方法がありま
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すが、桁数や数値による形式的判断、知的処理による論理判断、先行入力の学習効果による判

断、などは基本的な手法であり、その他に情報の自動生成が可能な場合もあります。 さらに、 

情報自体の定義の標準化、情報コードや ID 番号の統一など組織内での運用面の努力も大きな

効果を上げます。 

・常時使われるシステムでの入力は利用方法に関して慣れが生まれますが、利用頻度の低い場

合、あるいは１年に一度しか使わないようなシステムにおける入力方法は、記憶していることは少

なく、利用のたびに利用方法を理解するだけでも困難な場合があり、誤りを防ぐ方法、入力情報

の品質を維持する方法、特に人為ミスを防ぐための仕掛けは今後の研究課題でもあります。 ま

た、日常情報システムを利用している人たちと、ほとんど利用しない人たちとの格差は広がるば

かりですから、社会問題としてもこれらの人たちの適応性の向上をどのように対応するかの検討

は欠かせません。 例えば、タッチパネルを利用した入力が普及していますが、項目の選択を進

めていくと次の選択に行き詰まる場面によく出会います。 情報システムの利用に慣れている人

においてさえ困惑する問題ですが、日常の情報を自然な形で入力すればシステムが必要な形に

変換してくれる「人に優しい仕掛け」が情報の品質を向上するこれからのシステムになります。同

様に、入力情報の自動的な誤り判断を可能な限り付加することが効果的です。  

・情報入力における個人の能力は大きく異なりますので、場合によっては入力方法の選択ができ

るようにすることも必要です。 メニューから選択するような初心者用の方法はベテラン利用者に

は却って煩雑であり作業効率を落とすこともあります。 

・ここに掲げました諸課題は利用者が認識するべき課題でもあり、同じ課題を利用者と開発者が

どのように対応し解決していくかの協力がシステム全体の性能と品質を向上させる鍵となります。 

利用者にとって入力の妥当性の評価は情報品質を維持するためにも重要な課題です。 

 

■システムは使うことがすべて、心理的問題を想定する 

・システムは使うことが目的であって、システムの本当の価値はどのように使われたか、どれだけ

使われたか、その結果殿強化実務上の効果があったかによって決まります。 どんなに技術的に

優れているシステムであっても、高度なビジネス要素が組み込まれていても、使われなければ何

の価値もありません。 徹底して利用するには、事前の利用者の意識改革に始まる教育やトレー

ニングによってシステムの有効性を認識することが重要ですが、ビジネスでは強制的に利用しな

ければならない場面が殆どでしょう。その時に利用者の心理的ストレスをいかに軽減するかは極

めて大切な問題です。 一般国民が利用する行政や社会システムにおいても全く同じであり、利

用する人たちの心理的問題をどう解決するか、逆に言えば利用すればこんなに効果があるのだ

ということを自然な形で認識させしかも操作の容易な仕掛けが必要です。さらに言うならば、通常

情報システムを利用する環境にない人たちをどのようにして利用環境に導くかは解決しなければ

ならない重要な社会問題です。 

・新たなシステムの導入に対する心理的不安はどこにでもあり、従来からの仕事の仕方との差異

をいかに感じさせないかは大きな問題です。 このような問題、特に利用者の利用能力の育成や
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向上などは最終的には利用者組織が解決するべき課題ですが、技術者の提供する使い方の容

易性や画面の美しさなどが大きく影響します。また、不安を解消するだけでなく好んで利用するよ

うになる目に見える効果の作り込みはさらに効果的です。 業務の高度処理は問題解決の多くの

目的ですが、利用上の心理的効果を利用することも手段のひとつです。 子供や若者たちがゲー

ムやブログを主とした会話に没頭し、社会問題にまでなっている現状を、どうしてそんなに魅力的

なのかという視点から研究してみると、ビジネスシステムを活性化する何らかの回答が潜んでい

るかもしれません。 それは遊びの世界の問題であってビジネスにおいては異なるのだと考える

ならば、大きな判断の誤りを犯すかもしれません。 

・もっとも課題の多い、リアルタイムなシステムにおける応答性や待ち時間は利用者の心理に影

響を与え、限界を超えた応答性の悪さは業務効率を著しく阻害することさえあります。 さらにシス

テムの利用を避けることにも結び付きますので重大な問題です。 応答性に関する問題は許容範

囲や利用者のストレスを含めた心理学的な研究がありますから参考にして現実的な処理時間と

の関係を考えて応答性の最適化をすることは大きな意味があります。 

・美しい画面、わかり易い利用誘導、理解の容易な言葉使いなど形式的な面ですが、利用者を心

理的に安心させる重要なポイントです。 美しい画面、魅力的な色彩などの利用促進に対する影

響は特に大きく、導入初期における効果は見逃せません。 色彩の利用は、情報の結果表示画

面でも有効で、グラフや図形の利用と共にシステムの利用効果を上げる効果があります。 美し

いプレゼンテーション画面や衝撃的な表現は理解を容易にするということはスライドショーなどで

も見られますが、同じ原理です。 一方、色彩に関する識別能力の弱い人がありますので、利用

に関して色彩に頼ることには注意が必要です。 これからの高齢化社会における理解と操作の容

易性は今後の大きな課題です。 また、社会のグローバル化が進む中で、利用方法においても、

グローバルに一般化されたアイコンや表示方法が普及していますが、交通標識にみられるような

利用者の文化背景に影響されない普遍的な利用上の簡素な操作方法の開発が望まれます。 

 

■システム技術を活かしきる本当のエンジニアリング 

・ビジネスシステムの改革において、業務を効果的に支援するのはシステム技術です。 ここにす

べての成果が凝縮されます。 システムを知っている人はたくさんいますが、それをビジネス上で

有効な形に仕上げることができる人は多くありません。 その中でも本当に利用者の期待するシ

ステムを作れるかどうかはその専門家としての能力にかかわっています。 ただ、手先の器用さ

の技術ではありませんし、高度な知識だけではありません。 本当に使う人たちの心になってどの

ようなシステムがよいのかを考えて実現する能力です。 文書に書かれた要求を実現することで

はなく、そこに書かれている背景を理解して本当に何が期待されているかを推し量ることができる

かどうかです。 システム技術には古く懐かしく優しいものから、生まれたばかりの先端技術まで

ありますが、その中のどれが本当に役立つかには何の差もありません。 古いものには本能的な

易しさと分かりやすさの利点があります、新しいものには概念の良さや高度な処理能力がありま
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す。 すべての技術を組み合わせると本当に良いシステムが生まれます。 その最適な組み合わ

せで高度なシステムを構築する能力が本当のエンジニアリングです。 

・システムエンジニアリングに期待したいのは、ビジネスシステムの構造を分析し、恒久的に変化

に対応できるシステムの構想です。 多くの組織において類似のシステムが無数に作られており

これらの開発力を集結し、変化に耐えるシステム構造を完成させるならば、情報システムは常に

成長していくものになり高い信頼性を維持できるものになっていくはずです。 特にビジネスの世

界で利用されるアプリケーションにおいてその効果は顕著だと思われますが、それを支えるシス

テムのミドルウェアにおいても、情報の基礎的な構造やプロセスのコントロールなどの扱いにおい

ても同じ効果が期待できるはずです。  

   

■利用しやすさの配慮 

・システムを使うのは人間です。 繰り返しますが、システムは使われなければどんな素晴らしい

ものであっても何の価値もありません。 現場でシステムを使う人はシステムに対して謙虚です。 

こうしてほしいと明確に伝えることができない人がたくさんあります。 でも、使い易いことを期待し

ています。 システムを作る人は、どんな人が使うのか、その人たちは何を期待しているかに思い

を込めて使い易さの極限を追究することがシステム開発者の使命です。 そうすれば、期待を超

える効果が生まれるはずです。 これは仕様書には書いてありません。 使い易さとは何かを考

えて、使い易さのエンジニアリングを創造してください。  

 

   図８－９ 開発者が認識すべき課題  

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４２回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.8  環境は変化する  

 

・ビジネスの視点から見ますと情報システムが利用される環境は日々変化しています。 それに

従ってシステムに要求される内容も日々変化しています。 我々が構築し、使っているシステムは

ある時点で切った断面での経営環境における必要性を反映したものにすぎません。 開発してい

る間、使っている間に、どんどん変化が続きます。 情報システムに対する要求は常に変化すると

いう前提でシステムを構築するという発想が必要です。 そのような視点でシステムの現状を理

解しますと、常に変化していく要求にどのように対応していくかの知恵が必要です。 常に変化す

る環境の中にも、変わるものと変わらないものがあります。 変わり方にはパターンがありますの

で真の変化なのか、表面上の変化なのかの判断により対応が異なります。 変化への対応はビ

ジネスシステム的対応とシステム技術的対応とがありますが相互の組合せの判断がひつようで

す。 システム完成後も種々な対応が必要です。（続きを読む→） 

 

■システム要求は常に変化する 

・システム要求の変化の要因は、経営環境の変化にともなう経営戦略の変化、内部業務プロセス

の変化、外部システムとのインタフェースの変化、法規や制度の変化、などのほかに、緊急時の

対策としての一時的変化など種々の要因があります。 緊急時の対応策は一時的と考えて運用

面で考えるか、変更に容易に対応できるシステム構造にしておかない限り時間的に対応が間に

合わないかもしれません。 その他の原因に伴う変化はある程度の事前の想定ができたり、傾向

が現れたり、予兆があったり、常識的な経営環境変化などのどれかである場合が多く、ある程度

の予測と時間的余裕があります。 大規模なものでは国際規格が変わるようなものは数年前から

その準備が始まり、具体的内容が順次決定されて行くという手順が見られますが、最終結論から

運用開始までの時間が十分でない場合が多く、結果的には対応には時間的困難が見られます。 

・大きな制度上の変化は、ビジネスシステムそのものの再編が必要であったり、管理プロセスの

大規模な変更が要求されたりする場合がありますので、その改変が終わらないと情報システムへ

の変化のフィードバックができませんが、概要が判明した時点で対応準備を始めることは可能で

す。 最終決定が施行間際まで決まらないという問題も多く、システムへの反映に苦慮するケー

スは多くみられるのが実態です。 

・制度の変更のような大きな変化は、システム全体の再構築が必要な場合も多く、その対応自体

が一つのプロジェクトになることがあります。 ただ、このような場合にも、同じ環境変化に対して
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も、経営情報システム視点からの対応判断は組織によってそれぞれ異なり、運用面だけで対応で

きるとする企業から、全面再構築という企業までさまざまです。 これは組織ごとの経営方針の判

断や、情報システムの構築概念、既存システムの柔軟性、システム構造の変化への対応性など

にも大きく依存するところです。 

・もう一つの変化への対応は、システム構築着手後の変化の発生です。 その原因は、急激な経

営方針や組織管理の変更、外部環境の変化への対応、要求自体の誤りの発見、外部システム

の接続仕様の変化、などさまざまですが、その対応方法は変更に伴うコストと時間、問題の重要

性などから判断しなければなりませんが、緊急を要しない問題は、次のバージョンまで変更を保

留することもあります。 システム構築中の変更への対応は基本となるシステムの構造概念に大

きく依存します。 システム構造が変更への対応が考慮されている場合にはその機能を利用する

ことにより比較的容易に対応できる可能性があります。 一方そのような機能がない場合には、

変更提案に対する採否の決定からその方法と影響までの検討が必要です。 これはシステム完

成後の変更の要請についても同じです。  

・いずれにしても、変更は常に発生するという発想をもって、典型的な変更パターンに対する対応

が可能なシステムの構造と機能を事前に組み込んでおくことが柔軟な対応を可能にします。 

  

■変わるものと変わらないもの 

・先にも述べましたが、システムには変わるものと変わらないものとがありますが、この考えは情

報システムにおいても大切です。 これらの見分けはシステム構造を簡素にするためにも、変化

への対応を柔軟にするためにも重要です。 情報処理を情報と処理に分けて考えてみてもその中

に変わる部分と変わらない部分とがあることは明確です。 利用者からのシステム上の要求とし

て考えた場合、何が変わる可能性があり、何が変わらないかの分類をしてみるとわかります。  

・情報が変わる場合には、新たな情報が付加される、削除される、または情報の中身が変わる、

情報の定義が変わるかのいずれかでしょう。 情報の属性が加除、または変更されるかもしれま

せん。 本来情報は変わるものですから情報の内容が変わってもそれはシステム上の変化では

ありません。 情報の構造のパターンが変わった時、あるいは新しい情報が必要になった時にシ

ステム上の情報が変わったと認識すればよいでしょう。 情報の属性が変わったのはシステム上

の変化ではなく情報の変化です。 例えば組織改革により事業部門の構成が変わったとします

と、その組織間の位置関係や、組織名、あるいは新しい組織の発生や廃止などがありますが、そ

れらは最終組織から見ますと所属に関する組織属性が変わっただけだと考えることができます。 

階層構造であったものが、ネットワーク構造に変わるかもしれませんが、これはシステム構築上

の処理論理をどうするかによりますので、組織構造の認識の中で処理できる問題です。 むしろ、

組織構造が変化するような場合には情報の入れ替えだけで済むようなシステム機能にしておくこ

とが賢明です。 そのように考えるとビジネス上で全く新たな種類の情報が発生するケースは多く

はありません。 すなわち本質的に変わる情報は少ないのです。 殆どの情報はシステム的には

変わらないものとしてシステムの基盤を構築することができます。 ただ、計画時点でどのような
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変更はどう対処するかを体系的に認識しておく必要があります。また、情報の変化があってもシ

ステムへの影響を与えないような工夫をしておけば、システム構造的には変わらないものにする

ことができます。 

・変わるものの多くは処理です。 ただし、ここにも本質的には変わらないものは多々あります。情

報システム上の処理の変化があるかどうかは、現実のビジネスの処理の変化が起こるかどうか

によります。 現実のビジネスにおいても全く新しい処理が生まれることは少なく、処理の組み合

わせが変わる、処理の順序が変わる、あるいは処理の方法が変わることが多いのです。 処理を

モジュール化しておくと処理プロセスが変わった場合にはモジュールの実行順序を変えればよ

い、あるいはモジュールの内部処理を変更することで対応できることになりますので、変化への対

応が容易になります。 処理が変わる場合には同時にそこに使われる情報も変わることが普通で

すから処理と情報は常に連携して考えなければなりません。 

 

■ 変化への対応を考える－ビジネスシステム的考慮 

・現実のビジネス視点から変化を考えると、環境の変化はダイナミックです。 組織がなくなる、新

たな企業が加わる、事業部門がなくなる、新しい事業が増える、関係先がグローバルになる、処

理を外部へ委託する、運営を統合する、新しいサービスを始める、内部管理システムを刷新す

る、組織を改編する、権限構造を変える、人事・評価制度を改革する、給与体系を変える、勤務制

度を変える、購買・発注制度を変える、販売制度を刷新する、経理システムを刷新する、計画・企

画・制度を変える、生産拠点を再編成する、環境管理を強化する、などの例のほかに、最近では

国際基準の変化に伴う変更、法令の改正、規制ルールの変更などによる大きな変化がありま

す。 

・このような変化においては、関連する実務上の管理システムとそれを支援処理する情報システ

ムの変更が伴います。 ビジネスシステムにおいて新たな組織や機能を開発することは新しい経

験であることから見ると多くの困難に直面することが多く、異なる組織を統合して新しい制度を作

る場合には両者の連続性の維持や、変化に対する抵抗などがあってやはり困難を伴います。 

組織を統合する場合のシステムは、統合前組織規模の差あるいは主導権を持った組織の制度

やシステムを採用するケースが多いのですが、全く新しく理想とする体制や手法を導入する場合

もあります。 また、統合後しばらくの過渡期には両者を併用する場合も少なくありませんが、そ

の間の両システム間の連携だけでも多くの課題を解決しなければなりません。 

・制度や経営システムは、いずれは統一しなければならないことを考えますと、早期に最適な統

合の姿を描き推進することが有効ですが、そのための移行プロセスが重要です。 ビジネス視点

から見ますと、既存システムの改変や統合などの場合には、プロセスの詳細は既存システムのど

ちらかを採用するか、両者の折衷案をとるか、またはそれらを改変していくか、あるいは全く新し

い発想で新たなシステムを構築するかですが、これまで統合前の組織で実施されてきた実績が

ありますのでシステム仕様上の意思決定は実績の中からのプロセス選択の判断であり、要求機

能上の決定は比較的明確であると考えられます。 大規模な組織の統合においては実務上のシ
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ステム移行は容易ではなく、多くの障害を発生しており、社会的な影響の大きな場合にはその移

行に数年を要する場合も珍しくはありません。 変革を機会に、海外事業を含むグローバルな標

準化を採用する場合もよく見受けられますが、マネジメントの連続性や地域特有の制度の対応に

工夫が必要です。 

 

■ 変化への対応を考える－システム技術的考慮 

・システム技術的視点からの変化はビジネス的視点よりミクロであって具体的な処理プロセスの

変更、情報の流れの変化、あるいは情報モデルの変更などが主体となります。 このような変化

への対応を容易にするためには、情報と処理の分離が基本的ですが、機能のモジュール化によ

る部分機能の差し替えが効果的です。 どのような変化が起こるのか、どのプロセスがどう変わる

かは事前には予測できませんのでシステムの全体構造の計画時点で構造自体の機能モジュー

ルを基礎とした形に構成しておくことが必要です。 これは広く適用されている機能のサービス指

向の構造化という概念に類似しています。 ビジネスプロセスをよく分析してみますと、変化が起

こる可能性の高い業務パターンが見えてきますので、それらには特に注意し、可能な部分におい

てはパラメータの設定変更によりプロセスが変更できるような手法を取り入れることも有効です。 

そのような手法においても処理効率を維持するために、システム変更に容易に対応できるシステ

ム開発の支援環境を準備して、実装レベルでは迅速な処理が可能な方法へ変換する手段を利

用することが効果的です。 

・その他の変化への容易な対応は技術的には種々な可能性がありますが、そのためのシステム

の複雑化とのトレードオフであり、変更という概念自体をなくして必要な機能コンポーネントを標準

しておき、システムはコンポーネントの組み合わせで必要に応じて組み上げるという概念も現実

のシステムとして試行されています。 

・このような概念の実現においても基本となるのは、現実のビジネスにおけるプロセスの構造的

認識とそれらの分析、さらにどのような処理のパターン化をするかの日常の意識と研究です。 あ

まり汎用化を狙うと却って複雑になりますので、まずは限られたビジネス範囲の中で適用するだ

けでもかなりの効果があること検証されています。 

・現実問題としての大規模組織の統合による情報システム統合では規模の大きさからくる複雑性

があり、多くの障害発生の原因が潜んでいますがこのようなシステム統合は一般論からの議論で

処理できる範囲を超えていると考えたほうがよいので、ビジネスアナリシスの思想に基づいて、課

題解決の手順を踏みながら統合方法の最適化と問題発生回避の分析と確認をしていくことが大

切です。 システム運営上に発生している大規模な障害の原因は、基礎的な問題の見落としや設

定誤り、あるいは想定を超える集中負荷によるシステム障害が多いことの他に、単純な人為的設

定誤りなどが意外に多いことを理解しておかなければなりません。 システムの中にフェールセー

フの思想をどのように組み込むかの判断、障害が発生してもシステム全体に伝播しない仕掛けな

どが課題です。 さらに、情報漏えい等に関するセキュリティーの維持に関する対策は、相手が人



183 

 

間であり、高度かつ前例のない論理で攻めてくる構造もあり、どのような対策を講じるかは、技術

面と運営面の両者から対策を講じる必要があります。 

・昨今のシステムは単独で稼働していることは少なく、多くの周辺システムと連携していますので、

変更におけるそれら周辺システムとのインタフェースにおける誤りを防ぐことは基本的かつ重要な

課題です。 他のシステムに誤った情報を流すことによって連鎖的にどのような障害が起こるか

わからない危険性を含みます。 

 

■完成後の変化とバージョンアップの概念 

・情報処理システムにはバージョンアップという概念がありますが、これはシステム運用開始後の

課題事項をその都度修正しないで、ある期間蓄積し、まとめて同時に修正しようとするものです。 

あるいは、新しい概念でシステム全体を組み替えるときにも用いられます。 そのためにはしばら

くの期間は機能や性能上の課題を抱えたまま利用しなければならないという潜在的問題も存在し

ます。 

・現在でも、一部汎用プログラムなどでは、明らかな間違いやセキュリティーに関する問題などで

は、放置することにおける危険性がある場合には、必要に応じて修正プログラムを配布して逐次

安全上の対策をしていくことが行われていますが、ビジネスシステムにおいても問題発生後迅速

に修正できる構造を組み込むことによって必要な改変を連続的に実行できる機能を組み込むこと

は重要な課題です。 そのような形になれば、システム変更は要求に対して連続的に追従するこ

とができ、バージョンという概念がなくなるとともに、部分的な改変を続けながら常に成長するた

め、長期的に利用し続けることができます。 今後、クラウドのような利用環境が普及しますと、汎

用システムの共同利用という場面においてはバージョンアップという概念自体の実行が困難にな

ることが予想されます。 ビジネス上のシステムは連続性が要求されますし、異なる利用者が共

通に利用しているシステムを変更することによる個々の利用者への影響は予想できないものが

あります。  

・一方、アプリケーションシステムはコンピュータのオペレーションシステムの上で稼働するという

構造になっていて、オペレーションシステムの変化によりその間の連携が崩れていくという厄介な

問題があり、オペレーションシステムとアプリケーションシステムとの中継的機能を持つミドルソフ

トウエアの機能を含めてシステム基盤に依存しないシステム構築は今後の重要な課題です。 

・情報処理システムの資源基盤に関してよく電力供給と比較した議論がされ、発電事業者が供給

する電力を利用者が自由に利用できるように、情報処理資源が提供され、利用者はそれを自由

に利用するという構図が説明されますが、電力の場合には、交流電力では電圧と周波数、さらに

変動の安定性などが決まればほとんどの適用条件が決まりますが、情報処理においては、プロ

セスの処理機能の他に情報の利用や保管、さらには通信との関係などはるかに複雑な環境が必

要であり、さらにそれらのシステムが総合的な連携をもって運用されなければならないという複雑

な現実があります。 これらの問題の一部はクラウドのような形態での解決が始まっていますがま

だ過渡的な段階であり、機能の任意な変更の可能性を含めて、将来人間の英知が解決してくれ
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るであろうと期待されます。 現実のビジネスシステムではそのような汎用化の方向を意識しなが

ら課題や問題の処理をモデル化していくことが変化への対応の解決策であると考えられます。 

  

    図８－１０ 環境の変化と変化への対応 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４３回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.9  環境と時間変化による要求の変化  

 

・ビジネス環境の変化に対応してビジネスシステムへの要求も変化します。 それらをどの時点で

どのようにして情報システムへフィードバックするかはビジネス上の必要性とその影響の重要性

を考慮した個別の判断が必要になります。 

・また、新しいシステムの投入によりビジネス上に新たな問題が発生することもありますが、その

ような折には緊急性が低ければ,まとめて次のバージョンアップの機会に必要なシステムの修正

や対応方法の構築をすることになるでしょう。 新たなシステムの導入によりさらに新しい発見が

あることもめずらしくありません。 

・情報は多角的に利用することによって、異なった判断を生む可能性があります。 視点を変えれ

ば異なるものが見えてきます。（続きを読む→） 

 

■環境変化による要求の変化 

・システム開発が長期にわたる場合には着手時と完成時の時間差がありますので、ビジネス環境

の変化による要求の変化が生じます。 また、企業の事業戦略の変化が生じることも珍しくありま

せん。変化がビジネスの基本的問題に及ぶ場合は基本的なシステム構成からの見直しが必要に

なるかもしれませんが、部分的な変化であってビジネス上への影響の程度によっては機会を見て

反映することも可能ですが実務現場との検討と合意が必要です。  

・変更が容易なシステム構造であれば対応も容易になりますので、変更への基本的な対応方法

を、開発時の計画に織り込んでおくことは有効であり大切な課題です。 変更への対応方法がシ

ステム技術的に確立していれば、完成後の変更に関しても効果的に利用できることは明らかで

す。 

 

■システム投入による新たな要求の発生 

・新たなシステムを投入するとそれに関連して新たな問題が発生し、その対策のための新たなシ

ステムｊ上の要求が発生することがあります。 他のシステムとの連携が複雑になり新たな問題が

発生する場合もあります。 例えば、あらゆるコード体系を統一する必要があるかもしれません。 

それらは利点となる場合もあり、欠点となる場合もあります。 コード体系の統一により、異なるシ

ステム間の情報比較が容易になることを評価する人もいれば、過去の情報との比較、整合性が

わからなくなると思う人もあります。 情報入力の労力が増えたと考える人もあれば、情報の利用
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者は状況がよく見えるようになったと思うでしょう。 処理の自動化が進むと便利になったという人

があれば途中経過が見えなくなったという人があるでしょう。 これらの意見のギャップを埋めるた

めに、種々の新たな要求が生まれます。 多くの場合、慣れてしまえばあまり気にならなくなり、定

着した文化になってしまいますが、ビジネスアナリシスの視点から言えば、何をしたいのかという

原点に戻って、要否、良否の問題意識を持って判断することが大切です。 これまでの習慣に拘

束されることなく、変化が結果的に効果的であったかかどうかは、当初の目的が何であったかに

より判断されます。 変化は、さらに新たな成果の発見につながる場合もあります。新たな仕掛け

は定着するまでに時間がかかりますので、必要な利用教育やトレーニング等により効果的な導入

推進策をとることが有効です。 

・新しいシステムの運用により、さらに新しい発想が生まれてくることはよくあります。 今まであま

り活発に情報システムが使われていなかった分野では新鮮さがあり連鎖反応的現象は大きく、そ

んなことができるのならこんなこともやりたいという発想が次々と生まれます。 

 

  図８－１１ 環境と時間変化による要求の変化 

 

■多角的な情報利用 

・一つの情報はできるだけ多角的に利用するべきです。 情報のシステム間連携が利用効果を増

大します。 ビジネスにおいて同じフェーズの情報で判断するためには情報の同期化が大切で

す。但し、情報が多角的に利用されるに従い情報の品質と変更に対する管理性、同時性が重要

になります。 重要な適用先においては、どの情報のどのバージョンを利用したのかの追跡がで

きる必要があります。 情報の変化を的確に反映する方法も必要です。 すべての情報がどこで

どのように利用されているかの管理ができれば理想的ですが、容易ではないといえます。 

・ 情報は視点を変えて見ると異なるものが見えてきます。 情報を異なる視点で見せるための戦

略も考えられます。 例えば、数表だけでなく、種々のグラフ、特に視点の異なる軸によって見せ

ることなどはその例です。 時間軸による状況変化の表示により問題を発見することもできます。 
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新たな発想は連鎖的に生まれます。 これらはビジネス現場と利用技術との緊密な連携の結果

実現可能な機能です。 

 

◇◆◇
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４４回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.10 システム性能は時間と共に変化する  

 

・システムの性能は時間と共に変化します。 このことを忘れていると大きな失敗を招きます。 原

因はいろいろとありますが、システムの計画時には理想的な状態を想定していることが多く、余裕

をもって計画しても運用するとその限界や範囲を超えてしまうことがあります。 完成後に性能の

改善を図ることは非常に困難を伴います。 システムの基本的な処理構造に原因があることが多

いからです。 処理の論理構造を作り直すことは困難を伴いますから、最後は処理速度の速いプ

ロセッサやメモリに頼るようなハードェエア依存の解決しかない場合もありますが、再投資のコス

トが必要なうえ、そのような手段で解決される性能の範囲は限られています。 これらの原因に

は、利用規模の変化による性能変化、情報の蓄積、インタフェースの増加、稼働基盤上での他シ

ステムとの干渉などがあります。 （続きを読む→） 

 

■利用規模の変化による性能の変化 

・システムは利用が進むと性能に変化が現れます。 それらで最も顕著なものは利用者には応答

性の悪化という形で現れます。 その原因は、負荷の増加による処理機能への負担の増加が基

本的ですが、処理情報の蓄積、負荷集中による極度な能力不足が生じることもあります。 システ

ム計画時に利用者の最大規模と利用パターンを想定して設計しますが、計画時の利用負荷の設

定は理想的な環境設定が多く、複雑な処理が集中したり、他のシステムが同時に稼働したりして

いることなどが過小評価されていることが多いのです。 規模の小さな多くのシステムの存在が障

害の原因になっていることも少なくありません。 急激な立ち上げによる負荷集中は、処理装置へ

の接続能力の不足による場合もありますが、内部処理能力の不足、特に内部データ参照の論理

構造が原因になることが多く見られます。 また、最も厄介なのは、処理の途中で他のシステムと

連携した処理による情報の取得が必要な場合です。 連携したシステムのインタフェースの待ち

時間や能力を超える要求を必要とした場合には容易には対応できません。 

・負荷集中によるシステム停止などのトラブルを避けるための防護策としてアクセス制限を設ける

ことも可能ですが、必要な仕事ができないなどの問題が生じますので、最終利用者への影響を考

慮の上どのような回避策をとるか、あるいは十分な余裕を持ったシステム構成とするかなど構築

上の判断が重要です。 顧客の目の前で遠隔利用をしている利用者のアクセスが拒否された場

合の光景を想像してください。 
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・単なる処理基盤の容量不足は別として、性能上の問題は基本的な処理論理の構造に起因しま

すので、完成後に改善することには多くの場合困難を伴いますからシステム計画時の最も重要な

判断事項の一つです。 外部からのアクセスで、いつも応答性の悪い窓口は利用者のストレスを

蓄積するばかりでなく、その結果誰も利用しなくなるでしょう。それが顧客の利用するシステムなら

ば致命的です。 

 

■無駄な情報の蓄積による性能への影響 

・システムは利用が進むと情報が蓄積されます。 それらの情報は後刻の利用のためにオンライ

ンあるいは高速な検索が可能な状態で運用されなければならないことが多くみられます。 新し

いシステムでも、過去に蓄積されたデータを整理して多量のデータを保持しながら運用する場合

も同じです。 過去の情報検索が必要なこれらのシステムでは利用者は情報検索の即時性を好

むので、膨大なデータが常時検索可能な状態で運用されますが、現実の問題としては、ほとんど

の必要なデータは頻繁に利用される２０％の中に含まれていると言われています。 きめ細かく分

析して整理すれば保存中の１０％のデータで殆どの必要データをカバーするようにすることも可

能かもしれません。 このような処理により無駄な情報をオフラインあるいは 2 次的なシステムに

移してリアルタイムな処理の負荷を減らすことにより、処理性能を飛躍的に向上できます。 オフ

ラインといっても、先行処理や並行処理などの手法により、技術的には短時間で呼び出すことが

可能な仕掛けはいくらでもあります。情報処理装置の実行速度は人間の思考や判断の反応速度

に比べて非常に早いのですから、対話型システムにおいては一瞬の人間の反応の待ち時間のう

ちに予測できる先行処理をしてしまうことも可能です。 もっと知的な準備処理も多々考えられま

す。 このような対策により、処理資源の有効利用を図り利用性能を向上できることの認識は重

要です。 現場利用者の要求の真の問題を捉えかつシステムとして最適解決することがビジネス

アナリシスであり、本当のシステムエンジニアリングです。 このような問題の分析と解決はシステ

ム技術者だけでなく、不要な情報を廃棄するメカニズムなど、ビジネス現場の利用者が一緒にな

って考える実務面の協力が不可欠です。 

 

■インタフェースの増加による影響 

・システムの利用が進むと多くの関連するシステムとのインタフェースが増えます。 システムの

基本構造にも依存しますが、情報の連携と処理プロセスの連携とがあります。 情報と処理を分

離することが進み、大量の情報を個別システム間相互に直接受け渡しをすることは少なくなりまし

たので情報授受のための個々のシステム間の負荷影響は比較的少ないのですが、処理の上流

における結果情報の下流処理への迅速な提供が不可欠です。 また、システム間の情報共有が

進みますので、情報定義や信頼性の維持、変更管理、バージョン管理などの高度かつ複雑な管

理が必要になります。 

・インタフェースの増加は、同じ情報のシステム間共有が進んでいることを意味していて好ましい

のですが、情報の特定のための識別機能が完全でなければなりません。 情報の共有は定義上
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同じ情報でなければなりませんので情報の特定管理が欠かせません。 直接データベースと連

結するシステムならばこのような問題は起こりませんが汎用性は低下します。 

・プロセスインタフェースの増加は、昨今のシステムではリアルタイム処理による連携の重要性が

増しており、多くの処理が直接的に処理されるだけでなく他の処理からの情報の取得や提供、処

理状態の確認をはじめ、変更、取り消しなどの操作への対応が常識化しています。 このような問

題は単なる負荷増加ではなく精度の高い論理的処理と信頼性が最も大切な問題になります。 ビ

ジネス実務上起こる情報の発生や取り消し、変更や修正など論理的関係や処理の優先度など非

常に複雑なロジックになりますので、処理の論理性矛盾がないかどうかのチェックはシステムの

生命です。 

 

■他システムとの関係と干渉 

・新しいシステムを既存の情報基盤インフラの上で稼働させるか、新たな基盤、あるいは専用の

基盤上で稼働させるかにより、問題は異なりますが、情報基盤上にはいろいろなシステムが動い

ていますのでそれらとの負荷の干渉が種々の問題を起こす可能性があります。 主要なシステム

の稼働の多くは、計画時点でわかっていますが実務に投入してみないとわからなかったり、気が

付かなかった他のシステムの負荷が意外と大きかったりして新たなシステムの性能に影響するこ

とも多々あります。 このような問題は個々のアプリケーションが処理する問題ではなく、システム

全体の基盤インフラの規模や性能の計画や設計、あるいはシステム運用に依存しています。 こ

れら複数処理システムの負荷分散を含み、処理システム基盤のシステム管理機能が処理する機

能ですが個々のアプリケーションはそのような影響を受けることがあるという認識を持っているこ

とは重要です。 

・他のシステムの稼働状況によって応答性に大きな影響がある時には、それらと分離するか、シ

ステム基盤を増強するしかありませんが、業務上への影響を勘案して判断することになります。 

他のシステムが負荷変動によるリソース占有の問題をもっている場合もありますので、十分な運

用監視と分析による判断が必要でしょう。 複数の処理システムの連携により自動的に負荷バラ

ンスをとる運用システムにおいてはその影響の程度を認識しておく必要があります。  
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  図８－１２ システム性能は時間と共に変化する 

 

ここに述べましたように、情報システム構築においてはビジネスの変化に基づくシステムへの負

荷が及ぼす影響をあらゆる可能性から検討しておくことが必要であって、それはビジネスアナリシ

スの重要な一つの側面です。 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４５回） 

  

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.11 利用状況の監視  

 

・システムは利用して初めて効果が出ることは重ねて述べてきました。 どのように利用され、ど

のような効果が生まれたかを知ることは今後の計画推進の基礎になります。 効果の評価は経

営の問題ですが、利用状況の監視はシステム技術者と運営者の協力が不可欠です。 何のため

に何を監視するのかを経営視点とシステム管理視点の両者から、最終利用者や管理者の人達と

共に目的を明確にして計画することが必要です。 稼働しだしてから監視のための仕掛けを組み

込むことは困難を伴うことがありますので、計画段階からどのような状態をどのように監視するか

の機能をシステムに組み込んでおくことが大切です。（続きを読む→） 

  

■システム負荷の監視とボトルネックの摘出 

・システム適用の定着と拡大には日常の信頼性の高い運用が基礎になります。 少なくともシス

テムは利用者が使いたい時にいつでも気持ち良く利用できることが基本です。 そのためにはシ

ステム運営上の負荷の状況や一時的な処理遅延や停滞の監視が必要です。 何らかの不具合

が発見された場合には即時原因を追究して修復することが求められます。 不具合の兆候を事

前に発見してトラブルを回避する努力は一層の効果があります。 通常システム基盤は適切な余

裕をもって運営されますが、問題発生の未然防止や、予防保全のための監視を自動化してシス

テムの健全性を維持することは効果的です。 重要なシステムではシステムの二重化により機能

停止を回避していますが、すべてのシステムに適用できるわけではありません。 システム負荷を

監視し記録することは後刻の状況分析のためにも基本的に重要です。 少し詳細なデータを監視

すれば、問題発生に至るプロセスとボトルネックを捉えることも可能です。 このようなシステム信

頼性の技術は、利用者からの要求の有無にかかわらず開発者の責任で基本的な提案をして利

用者の意識を喚起していくべき問題です。 問題発生時の原因追及には欠かせない機能です。 

問題が発生してからその原因の追究方法を検討するのでは遅すぎます。 

 

■システムごとの利用状況の分析 

・構築されたシステムの利用状況を把握することは、システムの活用度、業務負荷、利用効果の

判定や利用上の問題などの把握に役立ちます。 また、システム利用の時間分布によって、業務

実務の時間負荷分布なども判明し、業務分析や人員配置の計画にも役立ちます。 ビジネスアナ

リシスの効果検証上の貴重な情報を提供します。 
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・システムの利用状況を監視することによって、ビジネスに携わる人たちの生活分析が可能にな

り、更なるビジネスプロセスの効率化や資源配分の最適化、あるいは問題点の発見などのため

の重要な基礎情報になります。 システム監視によるこのような状況把握は問題意識があれば計

画時点から積極的な活用機能の組込みは可能であり、それらの情報をビジネス活動の分析にま

で利用していくことにより新たなビジネスアナリシスの有効な分析情報を提供できます。 

・監視情報はその絶対値と共に、時間軸における変化の様子を意識をもって見ることが大切で

す。ビジネス上の問題であっても、システム上の問題であっても、何かの不具合が起こる場合に

は何らかの変化の異常が現れます。そのような変化を監視情報から読み取ることによって問題の

発生を事前に防止することが可能です。 情報システムの戦略的利用はこのような場面にもある

ことを認識できます。 

・利用状況の監視は単なるシステム負荷の把握だけではなく、ビジネスの状況を知る重要な手段

でもあります。 システムの集中負荷があれば業務上の何らかの特別な現象や不具合が発生し

ているか、システム上の不具合や実務上の問題が発生している可能性があります。 

 

 

      図 8-13 利用状況の監視 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４６回） 

  

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.12 利用環境の整備と利用意識  

 

・どんな高度なシステムも利用されなければ何の価値もありません。 システムはどのように使わ

れるかでその価値が決まります。 使われないままに廃棄されたシステムは数えきれないでしょ

う。 効果的に利用されるためにはその利用環境の整備が大切です。 完成したシステムが効果

的に利用できるためには利用環境が大きく関係します。 計画時点で確認されているはずです

が、システムが運用される基盤情報インフラの構成と能力は十分であるかを実際の稼働状況で

確認する必要があります。 同じ基盤上で動く他のシステムが予想以上に増加していることはよく

あります。 計画時点の予想より利用が増大していることは常に起こります。 利用環境とは利用

するインフラの整備だけでなく利用のための種々なサポート、利用負荷の増大に対する性能低下

への対応、機能のニーズ変化への対応、それらの状況の監視など総合的な判断を含みます。 

システム構築をした人たちは、利用環境とその利用状況までを見届けることが本当のシステム構

築の姿です。 

・利用が定着するためには利用者の意識や能力も大きく影響します。 それらの充実も利用環境

の整備といえるでしょう。 さらに大きな課題はシステムの使い易さの問題です。 使い易さは利

用環境と密接な関係があり、利用者が心理的に不満を感じることなく利用できる環境であり、自

然な形で理解でき操作できる使い易さ、あるいは見易さ、理解のしやすさです。 利用マニュアル

をきちんと整備せよと言われますが、むしろマニュアルを読むことは苦痛であり、マニュアルがなく

ても利用方法が自然に誘導され理解できることが理想であるといえます。 必要な場合にのみマ

ニュアルを参照できればよいでしょう。 技術的には必要に応じてオンラインで画面上にマニュア

ルや質問事項の表示をすることは難しくはありません。 必要な利用上の支援、ヘルプデスクなど

は使い易さの対象でしょう。（続きを読む→） 

 

■インフラの能力整備 

・利用環境の多様化が進み、構築されたシステムの利用者は同じシステムをさまざまな場面で利

用するようになっていますので、それぞれの利用環境での使い勝手に注意を払うことが必要で

す。 異なる環境で利用する場面でも、その場面のシステムインフラの能力により応答性の限界

を超えたりしないようにしなければなりません。 利用場所により他のシステムの負荷との関係で

著しく性能が落ちたりすることがあります。 システムを中央の処理装置に置いて共通利用する場

合には、通信環境の影響により場所によっては著しく遅延することも起こります。 頻繁に利用さ
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れるデータは高速なメモリ上に常駐させ、利用頻度の低い情報はオフラインに落とすこともインフ

ラの有効活用として重要です。 

・幹部の支援システム、重要な会議の場での情報表示や検索、あるいはシミュレーション実行な

どの場面において応答性の悪さは致命的です。 顧客先や重要な場面での遠隔利用などモバイ

ル環境での利用には特に配慮が必要です。 利用支援の充実も大切ですが、セキュリティーのた

めにあまりにも管理や操作が厳重になると利用上の不便が利用の障害になりますので、セキュリ

ティーレベルの適切な設定は重要です。 これらの利用環境における想定は技術者の責任です

が、その設定には最終利用者の協力が不可欠です。 

 

■実行のしやすさと使い勝手 

・システムの使い方はさまざまですが、操作性とわかり易さはもちろんのこと、システムの立ち上

げの迅速性、応答時間の短縮、見易さ、画面変遷の応答性などは利用者の心理面への影響とし

て大切です。 モバイル環境で利用される機能についての配慮は特に重要です。 遠隔地での利

用では、ビジネス管理の中枢との唯一の業務上での接続点ですから、信頼性と迅速性と使い易

さが非常に重要な要素になります。  

・情報検索やシミュレーションなどがリアルタイムな状況での利用が多くなっていますので、必要

な情報が即時得られないとビジネス場面自体が成り立たなくなります。 これは一般利用者を対

象としてシステムすべてに共通した課題です。 利用者の慣れも必要でしょうが、人間の自然な行

動で利用できるメニューの設定や必要情報の表示などが利用上の鍵になります。 これらは利用

にかかわる問題ですが、システムの計画時点から利用場面のシナリオを描き、現場の意見を十

分に理解してシステム設計に織り込んでおかなければなりません。 

・タッチパネル画面を用いたシステムがあらゆる場面で利用されるようになりつつあり、利用者層

もトップマネジメントから現場担当者まで皆が自ら操作する環境になってきました。 特にモバイル

環境では、利用者が直接対話する表面的な表示の優しさと、その裏の高度な技術処理とのバラ

ンスが重要になります。 キーボードから離れた利用文化が作られつつありますが、専門的なシ

ステムにおいては、操作速度にみられるキーボードの長所も多く、対象により最適な選択がされ

るべき問題です。 また、知的処理によって利用者をサポートする種々な入力方法の簡素化や効

率化がますます必要になります。  

・利用者とのインタフェースは可能な限り簡素であって理解しやすく、その背後で先端情報技術の

駆使による高度な処理が実行されるという構図が今後のビジネスシステムの姿であり、それによ

りあらゆる人たちへの利用普及が進むことが想定されまれます。 情報利用における人による利

用差異をいかに解消するかは情報システム技術者に与えられた大きな課題です。 

 

■利用者の意識と能力とその効果 

・構築されたシステムがどのように使われるかは利用者の意識と能力、利用の戦略性などに依存

します。 意識と能力の育成は利用環境の一つの対象と考えるべきです。 利用意識が進めば、
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利用拡大が進み機能や内容の充実がさらに進み相乗効果をもたらします。 利用者の能力が高

ければシステムの計画者が意図した以上の高度な使い方を生み出していくことは珍しくありませ

ん。 投資に対する効果も増大しますので、新た投資も容易になります。 利用者が積極的に活

用しますとその中から建設的な思考や要望が多数出てきますのでシステムはさらに充実されま

す。 これらは本当の現場の声として重要であり、システム開発と利用が良いサイクルで回り出す

原点です。 このようなシステム利用の文化が定着しますと、意識が能力を生み、システム改革

の特別な行動プログラムを組まなくても、日常の業務からどんどん新たな提案が出てくるようにな

ります。 

・営業の支援システムを全国の営業拠点で利用できるように整備した時のことです。 ある営業拠

点ではシステムの一部機能の不足や応答性の不足を理由に利用に消極的でした。 他のある営

業拠点では、拠点トップの提案ですべての営業情報をそのシステム上で共有して積極的に活用し

ようという方針が出されました。 当面の機能や能力の不足は、利用方法を工夫して利用効率を

上げ、不足とされた機能や性能の改善要求が提案されました。 数か月後には、積極利用を進め

た拠点では多くの情報がシステム上にあり、顧客に関するリアルタイムな情報を共有することによ

って営業活動の効率化と顧客サービスの向上をはかり、事業予測や案件課題の管理、実績のレ

ポートなどが即座に可視化されるようになっていて、その結果として業績も著しく向上していまし

た。 利用者の意識の持ち方次第でこのような具体的効果が顕著に現れることは珍しくはありま

せん。 

 

   図 ８－１４ 利用環境の整備と利用意識 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４７回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.13 適用技術の妥当性  

 

 システムはその構築技術と稼働する基盤環境の選択が、利用性能や利便性、さらには将来の

拡張性などに大きく影響を与えます。 ビジネスは変化への対応のマネジメントであると言われる

ように、ビジネス環境の変化は多様であって、想定される変化のパターンにどのように対応できる

かを考えておくことがシステム技術や環境基盤選択の鍵になります。 システム技術の変化も激

しく、その中で長期的視点から変化する技術をどのように捉え選択するか、さらには変化に耐え

る汎用システムの選択、変化への対応が容易な基盤技術とシステムアーキテクチャーの選択が

必要ですが、発生する変化にどのように対応するかのシステム的判断と戦略の意識をもつことが

大切です。 そこでは、変化に対するシステムの永続性、汎用性、柔軟性、などがキーワードにな

ります。 （続きを読む→） 

 

■長期的視点からの技術の選択 

・情報システムの構築ではその適用技術の選択が注目されますが、情報技術はどんどん変化し

ていくのが現実です。 新しい情報システムを構築する場合の技術選択の妥当性を評価するに

は、そのシステムが長期的にどのような位置づけにあるかを認識することが必要です。 例えば、

今後長期的にビジネスシステム支援の中心になるシステムであるか、短期的、緊急処理的な問

題処理システムであるか、他の既存システムとの連携が多いか、ネットワークを介した多地点や

海外との連携が多いか、モバイル環境による多目的システムであるか、顧客との重要な連携機

能であるか、あるいは特殊な技術を用いた戦略的システムであるかなどの認識です。 システム

技術は変化が急速ですから、選択する技術の永続性の判断が重要であり、高度な機能があって

も何らかの理由により市場からすぐに消え去ってしまう技術さえあります。 また、グローバルに

は一部の地域にしかサービスされなかったり、使用言語に制限があったり、主要システムと連携

が困難であったり、特殊なインタフェースが求められたり、使用コストが大きかったり、セキュリティ

ー上の課題があったり、種々の拘束条件があります。 また、システムの利用者が非常に広範囲

である場合には利用方法をたびたび変更することは好ましくありません。 このような問題を明確

に意識して判断することにより、採用後思わぬ利用上の制限に遭遇したり、短期間で利用不可能

になったり、思わぬ費用が発生したりする問題を回避することができます。 新しい技術にはこの

ような選択上の注意が必要ですが、長年利用されてきた基本的な基盤システムには安心感、安
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定感、信頼性があります。 基盤となるシステムに関してはこのような視点からの技術選択上の

注意が欠かせません。 

・システム技術は、ビジネス上の要求事項を最も効果的に実現することを目標として選択されます

が、新たに構築するシステムは全体システムの一部であることが殆どですから、総合的なシステ

ム構成を最適化する共通な基盤技術の中から選択しなければならないという制約もあります。 

また、昨今の種々な新しい技術の出現により、特定の技術を基盤としたビジネスモデルなどが現

れることがあります。そのような場合には、技術優先でシステム技術が選択されることになります

が、このような技術の中にも永続性のないものが少なくありませんので技術選択の判断は非常に

難しい課題です。 新しい考え方や飛躍があっても、基礎概念がしっかりした技術を選択すること

がひとつの判断材料です。 優れた技術であっても、商業的理由により世の中に普及しないもの

もありますし、基盤技術であっても独占的サプライヤーがバージョン変更を繰り返すものなどは導

入後の保守の労力と費用に課題を残します。 先行的利用者になって先行者利益を狙うのか、後

発的利用者であっても確実性をとるのかは、適用するシステムの目的と、リスク管理を含んだ戦

略性とのバランスで判断することになります。 

 

■汎用システムの選択における課題 

・情報システムの導入においては汎用システムの採用、特にビジネスシステムにおける汎用アプ

リケーションの活用が進んでいますが、その選択においては自分達の導入目的に対する適応性

や処理規模などいろいろな視点からの妥当性の評価が必要です。 

・その第一は必要な機能の評価です。 まずは例題によるデモンストレーションにより全体概念と

機能を理解することが必要ですが、その場合システムの特徴的な部分を理解することと、自分達

が必要な機能がどのようにカバーされているかを見極めることが重要です。 その後必要な処理

項目を一覧表に書き出して逐一機能の有無の確認を行うことが必要ですが、まずは書面での回

答を求めます。 一般的には、項目ごとに、機能の有無、条件付き可能、修正が必要、作り込が

必要、対応不可、などの区分に分かれますが、常識的な処理は別として、特殊な処理に対して処

理可能という回答に関しては注意が必要です。 具体的にどのように処理されるのかの内容を確

認する必要があり、必要な場合には試験データを与えて実行内容を確認することが望まれます。 

処理可能という回答にはどのような条件において、どのように可能なのかについての確認は欠か

せません。 要求に対してあまりにも何でも可能であるという回答が多い場合には特に注意が必

要です。 期待する機能がない場合には、作り込みで対応するのか、業務の方法を変えるのかの

判断が必要になります。 汎用システムはできる限り修正を加えないで利用することが原則であ

ると言われますが、自分たちの処理概念やビジネス処理の方法を汎用システムに合わせるかど

うかの判断は重要です。 情報処理システムはあくまでも目的を達成するための道具であって、

処理の合理性を受け入れることは大切ですが、ビジネスの戦略を優先するべきだと考えることが

妥当です。 
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・汎用システムの実行基盤、すなわち必要なシステム構成、処理装置や設備容量なども導入コス

トを大きく左右します。 さらに、導入システムは単独で利用されることは殆どなく、既存システムと

の情報授受がありますので、そのインタフェースの容易性も大きな課題であり、将来の拡張性に

も影響します。 導入システムへの移行時の問題と、その後の日常の運営における問題との両面

からの評価が必要です。  

・多くの人が利用するシステムにおいては、システム全体の処理性能と利用のし易さはビジネス

の実行効率に大きな影響を与えるばかりか、利用者のトレーニング、機能の使い込みや利用の

定着にも影響します。  

・最後に重要な問題は導入と運営に関わるコストの評価です。 汎用システムは利用者数や機能

の組み合わせなどによりシステムサプライヤーと利用者とのいろいろな契約形態があり、契約形

態をよく研究することが必要です。 導入後の保守費用やバージョンアップの費用など様々な経

費が発生しますので、導入時のコストとランニングコストの両面から評価が必要です。 また、運

用基盤の大きなシステムでは利用環境設備導入コストも大きくなりますのでそれらのバックアップ

なども考えますと簡素な基盤で運用できるシステムが好ましいと言えます。 標準的なシステムへ

の機能付加や修正の費用は膨大になることがあり、特に注意が必要です。 さらに、システムの

バージョンアップなどにおいて再度費用が発生することを考慮する必要があります。 汎用システ

ムは、修正しないで利用することが原則であると言われる理由はそこにあります。 標準システム

から修正するという方法ではなく、多くの機能コンポーネント群を提供してそれらの中から必要な

機能を選択し組み合わせて処理システムを構築するという手法もあり、選択の自由度は大きくな

りますが、組合せ技術やその基盤技術の長期的対応性などの評価が必要です。 

 最近、サービスとして充実してきたクラウド上でシステムを利用できるようになりつつあり、その

利点は多々ありますが、一概にクラウドと言っても多様であり、利用上の必要機能の整合性、利

便性、コストなど実際の導入においては多くの検討が必要です。 

 

■ 基盤技術とシステムアーキテクチャ 

 ・技術の選択において基礎的な影響を与えるのは、情報システム全体の構成基盤技術とその

システムアーキテクチャ、言い換えればシステムの基本的構造です。 昨今のビジネス情報シス

テムは、単一機能の独立したシステムは少なく、種々な目的を持ったシステムが連携して混在し、

それらの間で相互に情報や機能を共有したり連携したりしますので、全体が一つのシステムであ

るかのような構造であると考えることが妥当ですから、システム全体の効率を左右するという観点

からその選択は非常に重要です。 汎用のビジネスパッケージソフトを中心にして全体システムを

構成する場合には、そのパッケージソフトが中心になって、関連するシステムとインタフェースを

持って運用されることも多く見られますが、個別に開発されたシステムでは種々の処理機能と、デ

ータベース、それらを連結する機能基盤などをどのように構築するかがシステム全体の構築効率

と運用効率の両面で重要な影響を与えることになります。 現在のビジネスシステムは全体を構
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成する個別システムが変更を繰り返すという環境であり、情報の一元化や共有が進むとシステム

構造の重要性はさらに増すものと考えるべきです。 

 ・ビジネス上の処理のかたまりを一つのサービスと考えて、ビジネス全体はそれらサービスの集

合体であるという概念によって、多くのサービス機能を組み合わせて全体システムを構成する手

法が広く用いられるようになりつつあります。 ビジネス実務のコンポーネント化とそれら実務の変

更における処理システムの差し替えの容易性、さらにはどのような対象にも適用できる一般性か

らも今後の中心概念のひとつになると思われます。 ビジネスの処理機能だけではなく、必要な

情報の共有や処理手順の制御技術なども種々な形で解決されつつあり、今後標準化が進むもの

と思われます。 今後、グローバルな標準化には時間がかかると思われますが、自分たちの組織

内における標準化を進めるだけでも、大きな効果が期待できます。 

 ・これまでは有力な汎用システムの提供者が自分の技術を中心とした世界へ誘導しようという

意識がありましたが、今後はあらゆるシステムと連携できるという汎用性が主流になり標準化が

推進されるものと考えられます。 自己開発する場合にも既存のシステムをはじめとして、多くの

システムとの連携が容易であるシステムの基盤構造を採用することが必要であり、少なくとも自

分たちのグループ内においては共通基盤として設定することは不可欠でしょう。 すでに、取引な

どにおいて、業界ごとの標準化が進みつつありますが、業界間の連携などは今後の問題として解

決されなければなりません。 このような処理機能のコンポーネント化は、変化に対する対応策と

しても強力な手段となります。 

 ・基盤技術としては、処理機能の構造化だけではなく、用いられる情報の構造化や標準化が重

要です。 多くのシステムでの情報共有を実現するためには、情報の定義が同じでなければなり

ません。 すでに電子取引などにおいて標準的な情報定義がされている部分や、業界分野別の

標準定義が提案されているものもありますが、業界や組織を越えた情報定義の管理には課題が

多いと言えます。 公的な標準化には時間がかかるのが常ですから、すでに利用可能な環境に

あるものは利用し、最も標準的であろうと考えられる手法に近いものを中心として、自分たちの組

織内の標準化を進めることが妥当と思われます。  

 

 ■ 変化への対応 

 ・ビジネスとは変化のマネジメントであるともいえます。 その支援をする情報システムは、変化

にどう耐えることができるか、または変化にどう対応できるかが重要な課題です。 変化はビジネ

ス上の常識であり、変化を止めることはできませんが、それらにはいくつかのパターンがあり、そ

の特徴を捉えて利用することにより、容易に変化に対応できる方法を見つけることは可能です。 

それらのパターンは、ビジネス上の処理概念、論理、制度が変わるもの、処理プロセス、流れが

変わるもの、評価指標、表示、利用方法などが変わる場合などに分けることができますが、これら

の中間に属するものや、混在する場合など明確な区分はできない場合が多く、分けることが目的

ではありません。 第一のパターンであるビジネス上の制度など基本的概念が変わる場合には、

処理論理そのものを変えなければなりませんので比較的根本的な改変が要求されますが、その
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発生頻度は多くないと言えますし、その対応方法も千差万別です。 例えば、国際会計基準の制

定はこのパターンに属すると言えますが、組織によってその対応方法はまちまちであって、これを

機会に会計システムを全面的に再構築するというところから、現行システムの運用で対応できる

というところまであります。 そのような判断は、自分たちの現行の経営システムに照らして、規格

の変更を戦略的にどのようにとらえ、どのように対応するかという視点と、現在の処理システムの

中に、変更に対するどのような機能が考慮されているかという視点とから選択できます。 いずれ

にしても、何が変わるのかということと、その影響は何か、どうすれば対応できるのかを自組織の

現状に照らして冷静に評価し、判断することが適切な対応策の選択に繋がります。一般的には全

く新しい情報が発生することは殆どなく、既存情報の組み合わせにより新たな管理情報が制定さ

れたり、それらが評価基準になったりすることが多いので、基本情報の属性定義や分類という情

報管理の概念を持っていれば多くの要請に比較的容易に対応できると言えます。大幅な制度変

更があってもその中に変わる部分と変わらない部分があることは先にも述べたとおりであって、何

がどう変わるのかを冷静に分析することにより、変更への影響を最小限に抑えることが可能で

す。 

 ・変更の最も多いのは、第二のパターンである処理プロセスや流れが変わる場合であって、多く

の業務改革や合理化における変化は殆どこの部類に属します。 このレベルにおおける変更は

技術的に困難であることは少なく、むしろその変更による他への影響の有無や、何らかの影響が

発生する場合の対応策などの方が重要である場合の認識が必要です。 情報システムにおける

実務の処理は、情報、処理、手順、の三つの要素の組み合わせであってどのような情報をどこか

ら持ってくるのか、あるいは入力するのか、それらの情報をどのように処理するのか、その処理の

条件と順序はどのようにするのか、という要素が基本ですからその三つを明確に区分しておくこと

により変更が発生した場合にも容易に対応できる論理が構築できます。 特に第二のパターンの

変更に対しては有効です。 

 ・変更の第三のパターンである指標、表示、利用方法の変更は、ほとんどの場合がシステムの

表面的な入出力の編集で処理できます。 単なる適用料率や区分の変更などはこのパターンに

属します。 システムの変更ではなく、データの変更として対応できるものも多々あります。 利用

者からの要求として比較的多い変更要求であって、開発コストの算出に画面数を加味している場

合にはその影響は小さくありませんが、むしろ画面表示上の変更などは、自由に設定できる機能

の提供を考慮するべきであり、すでにそのようなシステムも多々存在します。 出力表現と同時に

入力方法や形式も利用者レベルで設定できることが望まれます。 出力の編集や表示に関して

は、主要処理システムに結合して種々な分析機能までを包含する表示編集の専用システムが利

用可能ですが、異なるシステム間でさらに汎用的に連携利用できるためには、情報定義の普遍

的な標準化などの問題を解決しなければなりません。 いずれのレベルにおいても変更への対応

の技術的妥当性は今後のシステムの重要な課題であり、その方法は処理機能のコンポーネント

化を実務レベルから実行し、汎用化して、情報システムに反映することによって、必要な部分だけ

の組み換えだけで実現することが現実的な手段です。  
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     図 ８－１５ 技術選択の妥当性 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４８回） 

 

8.  情報システムとビジネスアナリシス  

8.14 仕様書はだれが作るべきか  

 

・情報システムの構築における技術的視点と、利用者と開発者との関係や連携について議論をし

てきましたが、ここでは視点を変えて、システム開発における利用者と開発者との関係において

種々の課題発生の基になっている仕様書について考えてみたいと思います。 

・情報システムの構築において、利用者と開発者をつなぐ約束として種々の仕様書があります。

仕様書にはいくつかの異なる目的や段階がありますが、一般的にはまず利用者が開発者に対し

て出す提案要求仕様書や引き合い仕様書があります。 引き合いは複数の開発者に対して出さ

れる競争入札と、指定された開発者だけに出される特命発注があります。 引き合いには開発し

ようとするシステムの機能や性能に関する要求や実施上の諸条件が記載されています。 それに

対して開発者は見積書を提出して入札に応じます。 見積書は見積条件を記載した技術仕様と

見積価格との二つの部分から構成されているのが一般的です。 提出された見積仕様はまず技

術審査によって内容の確認がされ、不十分が認められた場合には修正を要求されますがそれが

終わるまで見積価格は評価されません。 見積書の中で要求仕様に対して実施不可能な事項に

対しては対象外の意思表示は許されますが、評価の対象になります。 本来見積要求の仕様書

は客観性を保つため発注者が作成することが原則ですが、コンサルタントなど第三者の支援を受

けて作成されることはよくあります。 見積評価に関しても同様ですが、決定権は発注者にありま

す。 大規模な案件に関しては、見積要求のための概念的な全体計画作成のためのエンジニア

リングが先行して発注されることがありますが、その後の発注に関する公平性の維持のために、

仕様書作成に参画した開発者は、システム本体の受注に参加できないこともあります。 特に公

的機関での引き合いに関して厳しく管理されますので、システムの構想や概念レベルの設計のよ

うな上流から、実際の構築までを手掛けるシステム開発者にはどの時点から参画するべきかの

微妙な問題があります。 このような流れとは別に、開発者が自主的に利用者に対してシステム

提案を行うことは良くあります。 

・このような計画の初期における仕様書は基本概念を決める基礎になりますが、詳細見積や実際

のシステム開発における仕様書などの契約上の拘束条件の基本になりますので、その記述と解

釈が後刻の多くの契約上の理解と解釈の基本となります。 基本的には、発注者である利用者が

要求仕様書を作成し、受注者である開発者がそれに対応する見積仕様書を作成すればよいので

すが、現実問題として両者の間の意思の疎通と理解の相違により発生する種々の問題を回避す
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るためには、誰がどのようにして仕様書を作ることがよいのかを考えたいと思います。（続きを読

む→） 

 

■利害関係者ではなくパートナーとしての立場が必要 

・公共機関による情報システム構築の発注は多くの場合競争入札の形をとりますが、一般企業で

の発注では特命発注の場合も多く、技術の継続性や連携の緊密性などの利点がありますが、一

方、マンネリ化による非効率や技術の固定化などの欠点も指摘されています。 競争入札と特命

発注とでは発注者と受注者との関係のありかたには自ずと微妙な違いがあります。  

・競争入札では、見積もり回答が同じであれば、より安価な提案へ発注されるのが一般ですが、

最も判定が困難なのは開発者の技術力や実行力などの能力と製品の品質や性能、そして信頼

性です。 特にシステムやソフトウェアの場合には組織能力としても、製品品質としても使ってみ

なければ判定できないことが多く、組織能力は開発中のコミュニケーションでわかってきますが、

製品の品質に関しては検収条件で検査しても測定しきれないものが多くあります。 さらには、運

用してみないとわからないもの、利用を始めて初めて分かる不具合もあります。発注者側に技術

力がある場合には重要なシステムの構造や手法に関して設計レビューを実施し、承認事項とする

こともありますが、そのような能力を持つ発注者は限られています。 不具合が発見されたところ

で修正すればよいという考えもありますが、性能などは修正が困難な場合も多く、利用に耐えな

いシステムになることさえ見受けられます。 問題の発生によっては対外的なシステムでは外部

利用者に与える影響は計り知れない問題を含みますので、品質に対する信頼性は限りなく重要

です。 

・競争入札での発注者の決定後と特命発注での利用者と開発者との関係形態は似ていると言え

ます。 システム開発の実行仕様は見積仕様書が基本になりますが、契約書で詳細を決めなけ

ればなりません。 利用者は開発者に対してどのように協調し、協力すればよいかが課題です。 

発注者と受注者という立場で、利害意識を強く持つならば相互に信頼のあるシステムを開発する

ことは困難であると考えるべきでしょう。 あくまでも長期的にシステムを育て、運用していく善良

なパートナーであるという意識が必要です。 信頼あるシステムを構築すれば両者にとって利益

が生まれ、さらに次の段階への進展が期待されます。 

 

■仕様書の共同開発と共同責任を考える 

・歴史的経緯を遡ってみますと、大型計算機の時代には利用者とシステムの提供者はほとんど固

定していて、それに伴うソフトウェアもほとんどがハードウェアにリンクしていました。 この状態は

技術の継続性や長期的視点からの計画性からは大きな利点でしたが、考え方や技術の固定化

や互換性の障壁に保護された競争排除による効率低下などの欠点もみられました。 処理システ

ムの分散化が進むにしたがってこの形態は崩れてゆき、新たなシステム提供者が自由に参入す

ることができ、システム基盤に依存しない汎用プログラムが普及しますと利用者は好みに応じて

それらを選択することができるようになりました。 このような利用者と提供者との関係になります
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と、システムの開発や選択は利用者主導になり、利用者と提供者との間は要求と契約という関係

が顕著になりましたが、一方では、新しい企業によって新しい概念による汎用システムが多数出

現し、システムに多くの革新をもたらしました。 一方では、導入したが期待した効果が得られない

ままその後の保守もされずに短命に終わり、捨てられるという現象が新たな問題として浮上しまし

た。 そのようなシステムは、もともと利用者と開発者との関係は希薄でしたから利用上の長期的

支援が得られる関係ではありませんでした。 

・このような契約形態になりますと、強固な計画やエンジニアリング力を持った利用組織はよいの

ですが、計画力の弱い組織では要求の作成能力が十分ではなく、開発者が期待するものと異な

るものができあがってくるという現象が起こります。 これが利用者と開発者の間の不信の要因と

なって多くの問題を起こす原因になったと言えます。  

・情報システム普及の初期においては、利用者と開発者とは近くにいて、互いに相談しながらシス

テム開発をしていましたので開発者は業務の本質を理解できました。 不具合はすぐに修正でき

ました。 ビジネスの現場の人間より業務プロセスに詳しいシステム担当者も多く、新しい技術を

すぐに業務に反映したり、試験的に利用したりすることも容易にできました。  

・システムが高度化あるいは複雑化して利用者と開発者が分離された現在、利用者と開発者とが

一緒に働くという原点に戻ることはできないのでしょうか。 利用者がシステム技術の総てを理解

することも、開発者がビジネスの総てを理解することもそれぞれの高度化と複雑化のために非常

に困難になっています。 

・システム計画の初期から、利用者と開発者が一緒になって議論し、研究して、長期総合的視点

から最適なシステムを構築することは一つの理想であり、その原点は昔も今も変わっていないは

ずです。 ビジネスシステムが複雑になり、情報技術の多様化と高度化が進み、すべてを一緒に

議論することは無理だという意見もあります。 両者が最適な回答を持ち寄り、合意の上で着手す

ることが一つの手段かもしれません。 少なくとも、両者の理解の相違に起因する誤りは避けられ

るはずです。  

・開発内容を合意した最終ドキュメントだけは両者が共同で作成して、共同責任であることを約束

できないでしょうか。 それでも小さな問題は日常的に起こりますがそれらはやはり共同責任で解

決することです。共同の実行監視組織を作り、推進状況の監視と課題の調整にあたることは、問

題発生の回避や早期解決のためにも効果的です。 問題が大きくなってから争っても何も得るこ

とはありません。二つに分かれてしまった組織を実務の上でもう一度一つにすることはできないの

でしょうか。 分かれていることで無駄な境界問題が起こります。 本来不要な摩擦が起こります。 

それらは建設的ではなく無駄なエネルギーの消費です。 

・契約の透明性やコスト削減のための競争見積もりの原則が強調されるあまり、本来のシステム

開発の姿、利用者と開発者の信頼という形が崩壊してしまったのではないかと危惧されます。 

契約上のコンプライアンスという視点からの監視も強くなっています。 それらの問題を克服した

上で両者の信頼の構築は可能なはずです。 
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・残された問題は、開発者はシステム開発によって適切な利益を得なければならないことです。適

切な開発コストの合意は見積価格の評価になりますが、対象の難しさ、適用技術、能力、納期、

その他条件など多様な要素の相互の評価による合意しかありませんが、少なくとも前提となるシ

ステムの要求仕様の理解問題は解消されているはずです。 システムの価格必要コストの積み

上げではなく、開発システムの価値から評価することが望ましい、と言えますが、この問題の解決

は今後の課題と言えます。 

 

■利用者にとって目標はシステムを作ることではなく経営目標を実現すること 

・利用者にとってはシステムを構築することは効果的な業務処理をするための手段を得ることで

あってシステムそのものは目的ではありません。 本来の目標は経営の目標を達成することにあ

ります。 もちろん、良いシステムができればその活用によって経営目標に容易に近づくことがで

きるでしょう。 言い換えれば、それを目標としてシステム構築を計画してきたのです。 システム

構築を事業とする人たちにとってシステムを構築することは目的であり、利用者にとっていかに良

いシステムを作り上げるかが目標であることは本質的な目的であるはずです。 そのシステムを

通じて利用者が成果を得ることです。 良いシステムとは付加価値の高いシステムであり、事業

貢献度の高いシステムでしょう。 システム事業者が発注者のことを考えた時に、何を目標として

そのシステムを構築するかという理解によって、発注者にとってのシステムの価値が作りこまれま

す。 利用者はどのように使うのだろうか、どんな人達が使うのだろうか、どうすれば使い易いの

だろうか、利用が進めばどんな問題が起こる可能性があるだろうか、次の技術の変化はどんな影

響を与えるだろうか、利用者にとって最も効果的で、信頼性があり、コストの低いシステム構築の

方法は何であろうか、また信頼性が高く運用の容易なシステムとはどんなものであろうか、という

意識をもって考えれば多くの課題が浮かんできます。 そこまで考えられる構築者ならば、利用者

とのトラブルは生じないはずです。 両者の目的は同じなのです。 

 

■利用者によるシステム要求の明確な表現 

・ビジネス概念の高度化と複雑化、そしてそれらの変化は著しく、当事者においてさえも正しく現

状を捉えることが困難な場合さえあります。 このようなビジネスシステムの支援のための情報シ

ステムを構築し維持するためには、利用者は情報技術者に対してその要求をいかに正しく伝達で

きるかが鍵になりますし、それは利用者の重要な責任です。 システム要求に対する情報技術者

の理解不足が多々指摘されますが、理解不足を生まないような要求の明確な説明表現能力を養

うことが利用者にとって非常に重要な課題です。 利用者と作成者の相互の正しい理解は両者の

努力と信頼の中で解決される問題であることを深く認識しなければなりません。 

 

■契約の本当の精神を理解する 

・発注者と受注者との関係は契約関係ですから、契約を守ることは当然の義務です。 では、契

約を守れば十分かというと、契約の本当の精神を守ることと理解しなければなりません。 それは
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当事者同士の信頼関係の構築になります。 システムはほとんどの場合完成後の保守が必要で

す。 システムのライフサイクルにおいては構築時の１０倍の努力とコストが必要であるとも言わ

れています。 それらの期間における問題解決を少しでも軽減するためには、契約書に書かれて

いる事項の本質的内容への配慮が役立つでしょう。 構築システムに対する利用上の不具合の

修正も必要でしょう。 長期的な関係を維持しようとするならば本当の契約の精神を守るという発

想でなければなりません。 それが利用者にとっても開発者にとっても将来にわたってプラスにな

るのです。 それが本当のビジネスアナリシスではないでしょうか。 

 

 

  図 ８－１６ 契約仕様書の共同作成と実行監視 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第４９回） 

 

９  情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える  

９.1 情報システムとビジネスアナリシスプロセスの概要  

 

・情報システムの開発における諸課題や問題をビジネスアナリシスの手法を用いて解決しようと

いう多くの試みがされていますが、対象が情報システムであるからという理由で通常業務のビジ

ネスアナリシスと異なるプロセスや手法を用いる必要はありません。 通常のビジネスに適用する

手法をそのまま実行すればよいのですが、実行要素の順序を変えたり実行内容を取捨選択した

りして必要な機能のみを利用することなど、目的に応じて柔軟に組み替えて実施してかまいませ

ん。 要は、ビジネスアナリシスの手法によって、より効果的な問題解決の結果が得られることが

目的です。 ただ、情報システムの開発における諸問題の処理対象は、発生した問題を解決する

ことよりも、問題の発生を事前に回避することに最大の努力を払うべきです。 もし、問題が発生

してしまったならば、その解決には一般的なビジネスアナリシスの問題解決プロセスを適用するこ

とによって効果的に解決することができるはずです。（続きを読む→） 

 

■発生する課題や問題の二つのパターン 

・情報システムに関して発生する課題や問題は大きく分けると二つのパターンがあります。 その

一つは、新たなシステムを開発する場合の利用者と開発者との存在と、その間の意思の疎通に

起因する問題発生であり、もう一つの対象は、日常のビジネス上の種々な課題や問題解決と同

様、あるいはシステム構築上の問題であって、業務に関する判断の誤り、実行力の不足、種々な

障害の発生、技術力の不足、マネジメントの失敗などの一般的な問題です。 前者は情報システ

ム開発における典型的課題であり、その解決や発生回避はビジネスアナリシスに期待されている

最も注目されている対象の一つであり、後者は一般ビジネスにおける課題や問題と全く同様なテ

ーマです。 システム構築の技術的選択に関する課題や問題解決に関しても、対象とする技術分

野は異なりますが、その判断プロセスとして同じ手法を適用することができます。 

 

■実行プロセスの流れ 

・システム開発に例をとってそのプロセスをビジネスアナリシスの一般的な手順によって再度記載

してみます： 

（１） 「何をしたいのか」・・・どのようなシステムを開発しようとしているのかを明確にすること。 

（２） 「課題や問題の特定」・・・開発しようとしているシステムの具体的な内容を理解し、さらに

その周囲環境をできるだけ詳しく調査すること。 
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（３） 「現状認識と原因分析」・・・開発しようとしているシステムのビジネス上の背景と現状を理

解し、なぜそれが必要なのか、どのような課題を解決することを目的としているのかなどの理解と

認識、さらに関連する情報技術上の課題の特定やシステム構造の問題などの状況を認識し理解

すること、さらに開発されるシステムはどのような環境で、どのような人たちによって利用されるの

か、利用する人たちの利用意識や利用能力はどうであるかを見極めることも大切です。 

（４） 「解決目標の設定」・・・どのような機能と性能をそなえたシステムを構築するのか。 どの

ような状態が実現できれば成功とするかの評価目標を設定すること。 

（５） 「解決戦略と実行計画」・・・どのようなシステム構造にして、どのような技術を適用する

か、誰が開発するか、どのようなリソースや手段を用いて開発するか。 

（６） 「解決システムの構築と適用」・・・どのような体制でどうやって開発するか、そのプロセス

のマネジメントをどのようにするか、また。完成したシステムをどのように運用するのか。 

（７） 「評価とフィードバック」・・・完成したシステムを実務に適用した結果を評価し、新たに発生

した課題があればそれらに対するシステムの修正をはかる。 

 

・これらの各項目を、対象とする課題に従い、さらに細分化して対応していくことが必要になりま

す。 

 

 

図９－１ システム開発におけるビジネスアナリシスプロセス 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５０回） 

  

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える  

９.２  出発点の重要性－課題や問題の明確な理解と認識  

 

・何かをするときにその出発点は重要です。 特に、何かの問題解決をしようとするときには出

発点の方向が間違っていれば、解決するどころかかえって悪い方向へ進んでしまうことさえありま

す。 まず、自分は何がしたいのかということを明確に意識するとともに、本当にその目標でよい

のかという確認が不可欠です。そのためには、自分の置かれている立場、環境を理解し、その中

でなぜそれでよいのかという検証をしてみることが必要です。 情報システムの構築においても全

く同じであり自分が何をしたいのか、開発を期待している相手は何をしてほしいのかということを

十分に理解し納得することから出発点が決まります。（続きを読む→） 

 

■何をしたいかの認識がシステム開発の出発点 

・ここからの議論では、システム開発において、その利用者あるいは利用組織と、システム開発

者あるいは開発組織があって、利用者あるいは利用組織が開発者あるいは開発組織に対象とす

るシステムの開発を依頼するという関係があることを前提とした議論をします。 

・一般のビジネスアナリシスと同じように、情報システム開発においても「何をしたいのか」を明

確にすることが出発点になります。 システム開発の依頼者は、自分は今何がしたいのか、なぜ

そうなのか、その目標は何か、などを整理して可能な限り明確な表現方法により開発者に伝えな

ければなりません。システムの開発はその要求が出発点になります。 システム開発者はその内

容を正しく理解することが最初の最も重要な課題です。 

・このように利用者の要求内容がシステム開発の基本になりますが、ドキュメントとして書かれ

た要求には種々の問題が含まれています。 まず、それは正しく書かれているかという問題です。

利用者が書いたのであるから正しいはずだという論理はありますが、記述した人の意図は正しか

ったとしても、文書として正しく記述されているかどうという問題が残ります。また、書いた人と読む

人の文化や背景の違いにより同じ文面でも異なった理解が生じることがあります。特に専門用語

が含まれているときには、用語の解釈の相違もあります。 また、書かれていることを読者が正し

く理解できないこともあります。このように文書にはその記載と理解の両方に種々の課題がありま

すので、可能な限り書かれた文章を基にその真意を確認する会話が不可欠です。 それにより、

何をしたいのかを正しく認識することが出発点として欠かせません。 

・「何がしたいのか」に関して一つ厄介な問題があります。 それは「何がしたいのか」自体が間

違っていることがあるということです。 特に、利用者側の対応組織が現場から離れた部門であっ
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て、真のニーズが反映されていなかったり、トップの意向が直接伝えられただけで、実現可能性

の検討がされていなかったり、或いは意思表示をした人が現状や背景を誤って理解していたりす

る場合に起こります。 これらを見抜くことは易しくありませんが、要求の詳細を聴いていくうちに

何らかの違和感が感じられたり、現実との相違を感じたりすることで発見することが多いと言えま

す。 このような着手時点での誤りに気付かないでいますと、完成した時点で期待していたものと

違うという評価になってしまいます。 着手時点で、システム開発の目的を納得のいくまでその背

景と共に理解することがこのような問題を回避するための基本です。 

    

■課題や問題の明確な認識と追究   

・何がしたいのかという概念的な目標に対して、それを構成する具体的な対象とその周囲環境を

明確に認識し、理解していくことが必要です。 この段階ではシステムに期待する機能や性能、現

在どのような課題や問題があるのか、新しいシステムによってどのように解決をするのか、どのよ

うな人たちがどのように関与し利用するのかなどを明確にします。 また、どのような経営環境や

社会環境があって目標とするシステムはどのような効果を期待されているのかの理解も重要で

す。 このような内容は、当然利用者が設定するのですが、開発者は開発テーマの背景を理解す

ることによって、その後のシステム開発における種々の疑問点の判断に役立ちます。 システム

開発における失敗の多くは、この時点での問題認識や理解の誤りに起因することが多く見られま

す。 着手時点で、間違った方向に理解が向いていたならば、その後のプロジェクトの進捗と共に

誤りの誤差は増すばかりですから、出発点における相互の理解の重要性が理解できます。 

 

 

        図９－２ 出発点の重要性  

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５１回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

９.３ 課題や問題の認識とテーマ内容の明確化 

 

・情報システムを構築するということは、そのシステムを必要とするに至ったいろいろな経緯や背

景があります。 真のシステムの目標、本当のシステム要求はその中に存在するはずです。 利

用者が開発者に対して提示する仕様は、どちらかと言えばシステムが持つべき機能や性能を中

心に形式的に記述されることが多いのですが、その仕様に至った背景を説明することにより本当

の要求を明確にすることができます。 これは、システムを要求する側にとっても、自分たちが要

求していることが正しいかどうかを確認する上でも効果的です。 また、要求仕様とその背景説明

の不一致を見つけることにより、要求仕様の間違いを発見することも可能になります。 システム

構築者にとっても要求仕様の背景を知ることにより、記載されている要求の本当の意味が理解で

き、理解を助け、誤解を避ける上でも非常に重要なばかりでなく、さらに高度なシステム上の機能

や実行内容を実現することに繋がります。（続きを読む→） 

 

■テーマが取り上げられた背景や経緯を理解する 

・開発しようとするシスを取り上げた背景や経緯を理解することは、システムに期待される機能や

性能を間接的に理解するだけでなく、本当のニーズを知ることができ、システム開発における詳

細な機能設計においても有効に利用することができます。 要求された仕様書の文面からだけで

は判断できない内容はこのような背景状況の理解により容易に、かつ正しく理解することができ

る場面が多々あります。 場合によっては要求内容自体が適切でないことが発見される場合もあ

り、背景や経緯の理解は大きな意味を持っています。 

 

■どのような場面で利用され、どのような成果を期待するのか  

・システムの要求仕様は利用者がシステムの承認を与える前提条件でもありますが、開発者はそ

の内容を正しく理解して成果物としてのシステムがそれ以上の成果を得られるようにしなければ

なりません。 実際には利用者がどのように利用するかにより成果は決まるのですが、同じ機能

を持つシステムにおいても、使い易さの効果は重要な問題ですから形式的な機能を構築するだ

けではなく、どのような人たちがどのような場面でどのように利用するシステムなのかをよく理解し

た上でシステム構造と適用技術を選択することが利用者への配慮であり良いシステムであると言

えます。 
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■問題の周りにある隠れた課題を見つける 

・システム開発においては利用者が記述したシステム要求の正しい理解の他にもいろいろな課題

があります。 システム開発者は、明確に記載されていることだけを忠実に実現すればよいかとい

うと、それは最低限の義務であり、責任であって、そのほかにいろいろな課題があります。 記述

内容から当然類推される機能や性能、あるいはそのシステムを使う上で発生すると思われる

種々の問題、利用者が気付いていない隠れた問題などもあります。 さらに、具体的にはどのよう

な機能構成にすることが最適かという利用者には判断ができない開発者に課された技術的な問

題もあります。 隠れた課題を見つけるためには、システムを多角的に眺めて問題がないかを考

えることが基本です。開発者としては、利用者の真の開発意図を理解して、適切なリコメンドを与

えて、本当に望んでいるシステムを実現することが本来のシステムエンジニアリングです。 

    

■着手後の変更の理解にも有効 

・どのような場合においても、着手時におけるシステム開発の目標とその背景を明確にして理解

することがその後のシステム開発の一貫性を図り、利用者と開発者との相互の理解を進めるた

めの基礎であることを認識することが必要です。 情報システムの開発では、途中での変更が生

じることが珍しくはありませんが、変更における変化を明確に理解するためにも、着手時の基礎を

明確にしておくことは重要です。 

 

 

図９－３ 課題や問題の認識とテーマ内容の明確化 

 

◇◆◇
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５２回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

９.４ 課題や問題の全体構造の認識 

 

・情報システムを構築する上で最も重要なことは、いきなり要求仕様の詳細を理解しようとするこ

とではなく、問題が提起された背景や周囲状況を認識することです。 なぜ、そのようなシステム

が必要になったのか、何を解決しようとしているのか、どのような組織でどのように利用されるの

か、どのような組織や人達が関与しているのか、それらの組織や人たちの実行能力はどうであろ

うか、どのようなビジネス環境にあり、利用組織はどのような状況にあるのか、問題や障害はどこ

にあるのか、何をしなければならないのか、そしてどのような変化があるのだろうか、などの全体

像をマクロに捉えることが必要です。 システムは利用者とのバランスが必要であり、高度なシス

テムであれば良いということではなく、利用者が使いこなせることが重要です。 また、システムを

構成する各機能部分は全体構成の中の一部であって、システム全体のバランスが必要ですから

一部分だけ優れていてもシステム全体の機能の向上は望めません。一方、どこか非常に弱い部

分があれば全体の性能は弱い部分で決まってしまいます。 いずれにしても、システムが利用さ

れる環境を良く理解して、それに見合った適度な高度性を持ったシステム構築が望まれます。（続

きを読む→） 

 

■問題の解決環境を知る 

・システムを開発する場合にどのような機能と性能を持ったシステムにするかは、対象とするビジ

ネスの環境との関係で決められることが多いと言えます。 競合他社のビジネス機能を凌駕する

システムを構築したいというのは経営者ならば誰もが考える目標ですが、そのためには自分たち

の能力や利用できるリソースとの関係を理解しなければなりません。システムを構築したが実行

能力がなければ役立ちません。 競争関係になった場合には徹底して競争していくのかあるいは

ある程度の範囲で止めるのかという判断も必要です。 システムはその利用方法で効果が大きく

変わりますので、システムの不足分は利用技術や能力でカバーすることも考えられます。 このよ

うな問題は利用者と開発者が協力して対応する解決環境の理解とその戦略によって決まります。 

 

■内外の関連組織全体を理解する  

・システムは限られた組織範囲で利用されるものからグローバルに利用されるものまでその範囲

は多様ですが、昨今のシステムでは情報の共有が常識化されてきており、その利用限界は限り

なく広くなっていく傾向にあります。 当面はローカルに利用していくが将来はグローバルに展開し
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ようとするシステムもあるでしょう。 これらの問題は、限定された組織内部のシステムであるか、

一般社会に公開された不特定多数の人たちが利用できるシステムであるかによっても異なります

が、いずれにしても、その利用者像を想定して理解する必要があります。 把握できる範囲の組

織で共通に利用する場合には個々の組織のシステムとのインタフェースを維持するなどの配慮

が必要になりますが、一般社会へのオープンなシステムになれば標準的なインタフェースにより

連携するなどの機能を考えなければなりません。 また、自分たちのシステムのインタフェースを

公開して相手側に接続を任せる場合もあります。 運用に入ったのちの変更に対する影響なども

関連する組織の性質や規模に応じて大きく異なります。 このような機能は、システムが運用され

てから変更することは極めて困難になりますから、事前の理解と判断が重要です。 

 

■関係する人や組織を正しくとらえる   

・開発されたシステムの利用や運営に関して、いわゆるステークホルダーと呼ばれる関連する組

織や人を正しく捉えることが必要です。 多くの組織で共通して利用するシステムを強制的に全員

が利用するようなシステム開発の場合には、関連する組織のすべての運用システムが含まれな

ければなりません。 関連する組織が多くなれば全てを満足することは困難であり、どこかで妥協

点を見つけるか、標準的なシステムを構築して総てがそれにシフトするなどの戦略が必要です。 

一般には、それまでに組織で運用されてきた方法を変えることは大きな心理的な抵抗と労力を伴

う上、非常に困難なインタフェースの構築が必要になる場合があります。 新しいシステムへの総

ての現場の要求をまず拾い上げることは基本であり、そのためには関係するあらゆる組織や人を

正しくとらえることがまず基本です。そこから引き出されたあらゆる要求の中からどの機能を選択

するかは次の段階の課題になります。 組織間の調整には、技術的側面だけではなく、人と人、

組織間の理解と協調という課題が重要な要素を占めることも珍しくはありません。 

   

■ビジネスの現状と環境認識   

・情報システムを構築するということは、その背景にそのシステムを必要とするビジネスそのもの

があります。 汎用的なシステムでは現実のビジネス個々の問題点だけではなく、世の中の一般

的課題の集約されたモデルを対象にシステム開発をすることになりますが、いずれにしても、想

定されるビジネス背景があります。 その背景を正しく認識して、その場面で最も適切な処理シス

テムを提供することが課題です。 同じ問題を解くことにおいてもその背景環境によって、利用で

きる資源は大きく異なることがあります。また、戦略的に問題解決の背景環境を設定する場合も

あるでしょう。例えば資源の利用を最小限に抑えるシステムや、グローバルな連携を優先するシ

ステム、あるいはセキュリティーを第一にしたシステム、変更に柔軟に耐えるシステムなど環境認

識はシステム開発の基本に重要な構造的影響を与える可能性があります。ただ、そのような種々

の条件においても、普遍的に共通な機能と目的に応じた特定な技術を必要とする部分があること

を理解しておく必要があります。 
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■何をしなければならないかの状況判断   

・システム開発の基本的な環境認識ができますと、具体的にどのような構造のシステムをどのよ

うな手法で構築するかの判断が必要になります。 その時には理想を追究することではなく現実

的な問題としての判断が重要です。 高度なシステム技術を目指してもその構築能力があるかど

うかの判断、必要なリソースの利用が可能かどうかの判断、あるいは新しいシステムの運用能力

など種々な状況判断が必要です。 また、関連する現存のシステムが必ず存在しますので、それ

らとの関係、インタフェース、あるいは利用文化などいろいろな障害になる課題もあり、それらをど

う調整し、あるいは排除していくかの整理として事前にしておかなければならない状況判断が

多々あります。 システム構築は、利用者側のニーズとその利用能力、開発者側のニーズに対す

る理解とそれに対する最適なシステム構成と機能の計画力、さらにシステムの構築能力とのバラ

ンスで決まります。 

 

■問題はどこにあるのかを突き止める   

・新しいシステムを構築するということは、これまでのシステムの機能や性能が不足であったり、ビ

ジネスの変化によって新しいビジネス環境に合わなくなっていたり、組織の統廃合による新たな

統一システムであったり、経営改革のための新たな戦略的システムであったり、します。 いずれ

の場合においてもそれまでのシステムやシステム運営、あるいはシステム利用文化などに何らか

の変化や課題があったものと思われます。 そのような問題点を多角的な視点から洗い出し、新

たな計画に反映することが必要です。 多角的な視点としては、最も重要なことはビジネスプロセ

スそのものから始まり、それを運営する情報システムとしての機能や性能、システム利用の方法

と文化、種々なシステムとの連携と統合性、利用されているシステム技術、運用コスト、変化への

対応能力、セキュリティー、利用者の支援とバックアップ、利用者とのインタフェース、使い勝手、

など多様です。 これらに関して、どのような新たな課題が発生したのか、これまではどこに課題

があったのかを突き止め、新たなシステムにおける対応戦略を明確にしていくことが基本になりま

す。 これらの課題への対応においては多くのステークホルダーや現場利用者からの意見を吸い

上げることが重要であり、システム構築の基本課題として反映することが重要です。 

 

■ビジネス環境の変化の認識 

・情報システムはビジネスの世界を情報システムの世界に写したものであり、基本的にはビジネ

スが変われば情報システムが変わるという性格があります。 ただ、情報システムは利用面での

任意性があり、能力のある利用者はシステムを使い方によって多様に使い、多角的な利用方法

によって変化に対応しています。 しかし、ビジネス環境はめまぐるしく変化しているのが常であ

り、それを反映したビジネスシステム、さらにそれを反映した情報システムはその変化に追従しな

ければなりません。 その意味では、情報システムは変化することを前提とした対応が可能であ

るようなシステム構造を持つことが大切です。 具体的には変化の規模を包含する種々の機能を

コンポーネント化したモジュール構造であると言えますが、詳細な議論は別の機会に譲ることにし
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たいと思います。 ただ、すべてのものが変わるかと言えばそうではなく、変わるものと変わらない

ものとがあり、ビジネスの本質にかかわる部分ではそんなに変わるものではないと理解すること

が正しいでしょう。 いずれにしても環境の変化に対応できる情報システムはこれからますます重

要になることは間違いありません。 

 

  

図９－４ 全体構造の認識 

 

◇◆◇
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５３回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

９.５ 状況を正しく把握して現状を確認する 

 

・情報システムの構築においては、利用者から提供されるシステムの要求仕様がありますので、

利用者が期待する主要な要求はその中に記載されているはずです。 しかし記載内容の解釈を

めぐっての誤解やトラブルが多く発生していることを考えますと、記載された要求仕様の真の意味

は何かということを、利用者と開発者との間で、可能な限りの議論や確認作業を通して相互理解

を深めておくことが重要です。 ここでは、利用者から提供される種々のドキュメントの他に、関係

するその他多くのステークホルダーからの情報を収集して整理し評価することの重要性について

述べます。 重要なのは、利用者は開発者に提供する要求情報の編集において、利用者の組織

内部、或いは開発システムに関する関連組織の人たちの要求をいかに正しく抽出し、正しい表現

で要求仕様として記載するかということです。 （続きを読む→） 

 

■客観的情報の収集   

・情報システム構築における、最初の重要な行動は、必要な情報を客観的立場に立って収集する

ことです。 情報システム開発における客観的情報には利用者の立場と開発者の立場の二つの

場面があります。 利用者組織のシステム取り纏め者の立場から見れば、どのようなシステムを

現場が必要としているかを理解するための情報収集ですから、これは一般ビジネスにおけるビジ

ネスアナリシスそのものであって、それを情報システム構築のための要求として整理することにな

ります。 すなわち、ビジネスの現状から見た課題や問題点の整理とそれらに至った背景や原

因、そしてこれからどうしたいのかという情報を集めることにあります。 ただ、情報システムという

側面を意識して情報の流れやそれらがどこでどのように利用されるかなどを意識した視点から情

報の収集にあたることが必要です。  

・開発者の立場から見た情報収集の場面では、利用者組織にはこれまでどのようなシステムがあ

ってどのように利用されていたか、また、どのような課題や問題があったのかなどかの情報を集

めることです。 これらの情報は、利用者組織の内部へ入っていかないと分からない情報ですか

ら、できるだけ関係組織の現場から直接情報を収集することが必要です。 これまでのシステム

が広範囲に利用されていた場合には、できるだけ多くの現場からの課題を抽出することが望まれ

ます。この作業は当然のことながら利用者組織の協力がなければできませんが、より良いシステ

ムを構築するためには非常に重要な課題です。 開発者において、利用者から提供されるドキュ
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メントに記載されている事項さえ満足すればよいという意識があるならば、大きな失敗をする可能

性があります。 

    

■収集情報の整理   

・利用者側で収集された情報は課題や問題解決の基礎情報として整理され、システム構築の基

本的な要求仕様に編集されてゆきます。開発者の立場からの情報はシステム構築時の注意点と

して、技術上の課題、システム機能、利用勝手の問題、利用者の文化への対応などに分類し整

理してシステム開発に反映してゆきます。 適用範囲の広いシステムにおいては、関連するステ

ークホルダーも多岐にわたり、その意見も広範囲であって、中には相反する意見も少なくありませ

んが、客観的事実として整理しておくことが大切です。 

 

■情報の価値評価と内容構成   

・システム開発においていろいろな要求を整理していきますと、現場の実務からの要求と、計画部

門からの要求とがあることがわかります。このような情報は収集する過程でどのような人たちから

集まった情報であるかを注意して分析していく必要があります。 計画部門からの要求は想定に

基づく理想論に近いことがあり、現場の人たちの要求と異なることはしばしば起こります。完成し

たシステムを前にして、こんなシステムは実務には利用できないという現場からの批判が生まれ

ることさえ起こります。また、あまりにも完全を狙ったシステムで、あらゆる入力のチェックがあっ

て、それらを満足する入力情報をすべて揃えることが困難であり、結果として利用できないという

ことさえあります。過度な要求は現実の利用を不可能にするか、非常に利用効率の悪いシステム

にしてしまうことがありますので、要求は適切であることが必要であって、集めた情報の利用にお

いては適正な価値評価が必要であることがわかります。社会性の強いシステムにおいては、厳格

な内部要求をある程度犠牲にしても社会の習慣に従わなければならないこともありますが、要求

としての情報は明確に整理し記録しておくことが大切です。 

 

■ビジネスと対象課題の状況理解 

・情報処理の対象となるビジネスを理解すること不可欠な課題です。集められた情報が多いほど

種々なものが含まれていますが、それぞれの情報に対して、どのような場面でどのような人たち

がどのように利用するかを理解した上で、収集された情報が適切に集められた正しいう情報であ

るかの判断力が求められます。そのような能力は、対象とするシステムの利用場面を想定してみ

れば判断がつくもので、不自然な情報が含まれている場合には何かおかしいという疑問を持つ能

力が生まれてくるものです。何か特殊な要求があるならばなぜなのかを追究することにより、本当

の要求であるかどうかの判断ができます。情報は常にその場面において妥当なのかという状況

理解をすることにより正当性を判断することが必要です。 

 

■今後の期待と要求   
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・利用者側の多くの情報により開発システムの現状がよく見えるようになり、利用者の要求の真

の背景が読めることは相互理解の上で大きな役割を果たします。 さらに利用者は今後どのよう

なシステムを開発しようとしているのか、あるいは期待しているのかを知ることは全体システムを

どう構築するか、今後のシステムをどう誘導するかを判断する上で効果的です。 システム開発

の途中で判断を必要とする種々の課題に遭遇しますが、将来を考えた判断ができるということか

らも有効です。 また、利用者は機能や性能の要求において期待を込めて現実に必要なレベル

以上の内容を要請してくる傾向がありますので、どこまでが現状の要求であり、どこからは将来の

期待であるかの判断材料にもなります。 

  

 

      図９－５ 状況把握と現状確認 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５４回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

９.６ 問題を分析、評価し、真のニーズと発生問題の原因を究明する 

 

・開発者は、利用者組織から提供されたシステム構築に関する要求やその背景情報から、真

の要求は何なのかを理解しなければなりません。 利用者は何を求めているかの視点から現状と

要求を分析し、その背景を知ることにより、より正しくニーズを理解します。 問題解決や新たな計

画の策定においても、何が起こっているのか、そこに至った原因の追跡、なぜ起こったのかを追

究することが重要です。 直接観察できる原因の裏に、多くの場合発生現象の基になった真の原

因である間接原因が存在することが一般的です。運用中のシステムの問題発生においても、何

が起こっているのかの正しい把握と、なぜ起こったかをその背景の理解と共に追究することが重

要です。（続きを読む→） 

   

■現状を分析評価する 

・これまでに集められた情報を基本として、求められているシステムの真の内容は何かという現

状分析をすることが必要になります。 システム開発は、その利用者が何らかの課題や問題をも

っていてそれを解決するための支援あるいは処理をするシステムを構築することが目的ですか

ら、まず情報システムを離れて、解決しようとしているビジネス上の課題や問題の現状を知ること

が基本です。それが理解できなければ要求仕様をただ表面的に処理するだけのシステムになっ

てしまいます。利用者が期待しているのは、処理システムを構築することではなく、課題や問題を

解決することが究極の目的であることを理解しなければなりません。 

 

■分析評価の視点は対象により異なる   

・利用者の現状を分析し評価するには種々の視点があります。 異なる視点から見れば異なる

分析や評価が生まれます。利用者が開発しようとしているシステムにおいて何を期待しているか

を理解することでその視点が決まります。例えば、経営状況のリアルタイムな状況の推移を表示

するとともに分析を加えながらマネジメント層の人たちに情報を可視化して提供することを目的と

するならば、そのような機能に対して、現状のシステムがどのようになっていて現在の利用者の

評価はどうなのかという視点から見なければなりません。 また、生産の流れを監視し、生産ライ

ンの最適負荷配分と在庫の最小化を実現したいと期待するならばそのような視点からの現状の

状況評価が必要です。また、不特定多数の人たちが利用する銀行端末や券売機などのシステム

であれば、どのような人たちがどのような使い方をするであろうかという視点を考えなければなり
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ません。どのような利用上の誤解や誤りが発生する可能性があるかの視点は非常に重要です。 

利用者がどのような立場にいるか、どのような利用能力があるか、という利用環境に関する情報

は、構築しようとするシステムとの関係によって分析と評価をして適切な判断をしなければなりま

せん。 

 

■ 策定経緯の理解による要求の背景認識 

・システム開発においては全く新たなシステムの構築は比較的少なく、既存システムの欠点を

解決するため、処理能力の不足を補強するため、あるいは新たな戦略や機能を追加実現するた

めなどのシステム再構築が多く見られます。 そのような場面においては、既存のシステムはど

のような環境下で構築されたのか、どのような過程をたどって機能や性能が不足していったの

か、その現象の裏には要因となるどのような事実が存在したかなど状況変化の連鎖を追跡する

ことがシステム再構築の真の原因を知ることに繋がります。 種々な現象が絡み合って、最後に

可視的な現象になっていることも少なくありません。 また、全く新たなシステム構築であっても、

どのような課題解決のために何が必要になったかを理解することにより、要求システムの真のニ

ーズがわかります。 

・一方、システムの技術的な課題では、システムを構成する種々な技術の干渉によって何らか

のボトルネックが発生して、一部の機能の性能が出ない、あるいはシステム全体の性能が出ない

というような性能上の問題が頻繁に発生します。 或いは業務効率を向上させるために使い勝手

を改善する必要性があるかもしれません、。 

・ビジネス上の問題と、システム技術上の問題とは、相互に関係していることも多く、ビジネスア

ナリシスの観点から見ればその原因追跡と問題解決の検討プロセスは類似しています。 

 

■問題の原因を追究する － 何が起こっているのか 

・システム上の問題解決においては、問題現象の追跡をすることによって原因に到達できるこ

ともありますが、システム上に何らかのトラブルが発生する場合には当然その原因があります。 

原因には現象を発生させた直接的な原因と、その裏には間接的な原因が存在することが常で

す。特に大規模なシステムにおいては複数の要因が複合的に作用していることが多く、原因を特

定することは困難を伴うことが多いと言えます。 例えば、システム投入後の時間経過とともに

徐々に性能が低下していくという現象が観察されることが多いのですが、その原因がどこにある

かを追究するには、時間と共に何が変わっていったのかを追究することが必要です。時間経過と

共に利用者が増えた、集中負荷が発生する、情報が蓄積した、関連するシステムのインタフェー

スが増加した、などという現象は常識的ですが、関連するシステム以外に、他のシステムの増加

により運営基盤の負荷が当該システムの動作を圧迫していることも少なくありません。  

・何の前兆もなく突然システムがダウンすることも起こりますが、その寸前の種々の負荷の状

況などを分析することにより原因が判明することがあります。そのために常時一定時間の処理や

負荷状況を自動的に記録、保持していくことも行われています。 システムのオペレーションに関
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係する何らかの変更、例えばオプションを変えたりパラメータを変更したりした場合の影響の確認

は特に重要です。 

 

 ■課題発生の要因や背景を考える － なぜ起こったのか 

・問題の現象としての原因が判明しますと、なぜそれが起こったかの発生要因や背景を知るこ

とにより問題解決における基本的な要素を捉えることができます。原因が判明した場合にも安易

に一般的な判断をしますと、全く別の要因によって発生している場合もあり、解決にならないこと

がありますので、先入観を持たないで、観測された問題に至った経緯が論理的に納得できること

を確認することが必要です。 

・問題が発生した背景の理解は非常に重要であり、背景が異なれば問題が起こらなかったかも

しれませんし、あるいはもっと異なる現象が起こったかもしれません。背景とは現場環境の組合せ

だと考えるとわかり易いでしょう。 システムの運用方法、システムが稼働している情報基盤の構

成、システムミドルウエアの機能と性能、利用者の利用パターン、あるいは関連システムとのイン

タフェース負荷、他のシステムの稼働状況、などいろいろなものがあります。 さらにそれらが複

雑に絡み合って問題を起こしていることが多々あります。 問題が生じた時と全く同じ背景条件を

再現することは一般には非常に難しいので、単純な現象を除き、再現性から原因を判断すること

はかなり困難を伴います。 

 ・システムは定常状態で利用しているときには問題は起こりにくいものです。何らかの異変が観

察される場合には、通常と異なる運用やオプションを利用しなかったかを確認することが原因究

明のヒントになることがよくあります。 

 

 

図９－６ 背景を理解する 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５５回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

９．７ 要求の妥当性評価 

 

・情報システムの開発において、利用者の要求を正しく理解するために要求書が作成された背

景や、構築されるシステムへの経営的意義の理解が大切ですが、もう一つ重要なのは利用者か

らの要求の妥当性の評価です。 要求の妥当性の評価は、システムの開発と導入の本来の目標

に合致しているかの視点、システムの完成時における利用者組織のシステム運営と活用能力の

視点、そして開発システムの技術的な実現可能性の三つの視点からの判断が必要です。 シス

テム開発においてはとかく多くの機能を盛り込みたくなるものですが、明確な目標のもとに焦点を

絞った簡素で効果的な機能に集約することが必要です。（続きを読む→） 

 

■要求の整理集約と現場ニーズの評価選択  

・システムを構築するということは利用者の期待する要求を満足することでもあります。構築す

るシステムの機能が限定的な場合には要求は比較的単純であり明確である場合が多いのです

が、システムが大きくなり、関連する組織や機能を提供する分野が広くなりますとシステムに期待

される要求が多岐にわたり、要求の構成が複雑になりますので、全体としての要求を整理集約し

最適化しなければなりません。相反する要求が含まれる場合すらあります。このような場合には

まず、主要なステークホルダー全体からの要求をすべて拾い上げたうえで分類整理すること、特

に要求された機能や性能の背景や理由を同時に記録しておき妥当性の判断の材料にします。 

・要求の整理において重要なのは、どの立場の人の要求なのか、どのような根拠に基づく要求

なのかということです。常識的な要求は容易に理解できますが、特殊な要求はそれが必要な何ら

かの背景になる概念や業務運営の特徴などがあるはずですから、開発システムの思想に合致す

るかどうかと照らし合わせて評価することが求められます。 

・利用者が期待するビジネス機能を実現することが情報システム構築であることから考えます

と、利用者が想定する条件では機能的、あるいは性能的に不足する場合があります。そのような

条件でシステムを構築した場合は実務では十分な能力を発揮できないことになり、構築システム

自体の評価を得られないばかりか、システム修正の要求が発生することにもなります。このような

要求に対して、不足する機能や性能を利用者に対して事前に判断してリコメンドできる力があるこ

とが優れたシステムエンジニアに期待される能力でもあります。 

  

■要求の妥当性評価 
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 ・利用者からの要求を整理した後に最終的にシステム構築に採用する機能と性能の仕様を決

めなければなりません。この作業は本質的には利用者側の責任であって、構築システムの概念

を中心にして利用者組織の要求の中から選択しなければなりません。利用者からの要求の他に

も、経営目標を実現するためのトップダウンのシステム機能の要求がある場合にはそれらも考慮

しなければならない重要な要素になります。 

 ・ここで大切なことは、多くの機能を持てば優れたシステムであるという発想を捨てることが必要

です。機能は簡素にして利便性に配慮することが基本です。特に多くの人達が日常利用するシス

テムにおいてはこのことは重要です。開発コストと運用コストの配慮も必要です。今後変化すると

思われる機能には変化への対応戦略も必要です。 

 ・要求の妥当性を評価判断するには三つの側面があります。その第一は、当該システム導入の

目標に合致しているかの評価であり、その第二は利用者の運営、利用能力の評価であり、第三

は、技術的な実現可能性の評価です。 

 ・利用者として新しいシステムを構築する立場に立つと、あれこれと多くの機能を欲しくなるもの

ですが、システムは目的とする焦点を絞りその目的を最も効果的に実現することに集中すること

が大切です。 多くの機能を付け加えても、システムを複雑にするばかりで、結局は利用されずに

終わっている機能がどれだけあるかを考えてください。焦点を絞るためには開発しようとしている

システムで何を実現しようとしているかを明確にすることがまず必要です。新しいシステムですか

らその特徴とする機能は何であるかを認識しそれを実現するための要求としての妥当性を評価し

判定しなければなりません。単純な目的ならば直接その必要機能をシステムが包含すればよい

のですが、一般にはビジネス上の種々な処理は複雑に関連していますので最終目的を達成する

ために関連する諸機能の構造を解明しそれらの機能の一つ一つを選択し構築しなければなりま

せん。それらの機能の構成要素が要求として提案されますので、それらの要求の妥当性を目的と

照らし合わせて判断することが必要です。さらに、要求の取捨選択ばかりでなく、総合的な目的を

実現するために不足している機能がないかどうかの評価もしなければなりません。ここでは、提

案者に義理立てすることなく純粋にかつ合理的に必要かどうかの判断をすることが必要です。 

 ・二つ目の課題として、システム利用者は理想を求めて高度なシステムを構築しようとします

が、現実のビジネスの状況、組織の知識力、理解力、処理能力として実務上で使いこなせるかど

うかという視点での妥当性の判断が必要です。多くの経営情報はリアルタイムで動かなければな

りません。システムに与えられた情報の品質を維持しなければなりません。処理された情報を理

解し、判断し、反応する能力が必要です。情報は流れることによって、その経路でいろいろな反応

を起こさなければ意味がありません。高度なシステムを作って情報を処理しても、その結果がた

だ記録として保存され、眠っているのでは何もしないことと同じです。このような視点から見ます

と、システムに対する要求はそれを利用する組織の実行能力に適切であるかということが妥当性

の重要な判断基準になります。利用者の能力が不十分である場合には、システムの完成までに

関係する組織のシステム利用能力向上のトレーニングをすることも対応策の重要な選択肢です。

利用者が容易に理解し活用できる形でシステムを構築することも一つの方法です。 業務の流れ
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を変えて、新しいシステムが自然に流れるような業務プロセスに組み替えることが有効な場合も

あります。 

 ・上記した二つの課題は主として利用者側にその判断責任がありますが、第三の課題は利用者

の要求を開発者がどのように実現するか、どのような技術を適用しその可能性はどうかという開

発者に主要な責任がある問題です。昨今の情報技術を利用しますと、ほとんどの要求は技術的

に実現可能と考えられますが、適切な技術の組み合わせ、利用条件や環境を十分に考慮したシ

ステム構造を用いないと処理性能が得られない、あるいはインタフェースに支障をきたしたり、膨

大な処理基盤を必要としたりする可能性があります。これらの問題は、実務の論理とその利用形

態を十分に分析理解しなければならない問題であり、単に技術的な処理能力の問題であると安

易に考えると危険です。膨大な情報の中から必要な情報をどうやって抽出するか、利用者に負担

をかけないで適切な情報をどのように選択するか、処理の集中負荷をどうやって避けるか、蓄積

し続ける情報をどのように保存又は廃棄していくか、関連するシステム間の情報連携と情報の一

元化をどのように維持するかなど、大きな問題に発展する課題が多々ありますので、システムの

構成とその運用方法の妥当性判断は非常に重要な課題です。また、技術的な機能を実現するた

めに、人間がその条件設定をしなければならないような場合には設定条件の論理構成がボトル

ネックになることがあります。例えば、知的処理による必要な情報の抽出は、摘出条件が設定さ

れれば設定されたルールに従ってシステムが回答を抽出することは可能ですが、摘出条件の設

定が容易にはできないことが起こります。複数の関連システム間のコード体系の統一や互換性な

どにも基本的かつ論理的に難しい問題があります。利用者の利便を考えた種々の支援システム

での処理パラメータの設定などは選定を誤ると異なる結果を得ることもあり、気が付かないまま長

期間利用されていることさえあります。これらの問題は、技術の選択にとどまらず、利用環境や利

用の条件という実務上の姿を理解していなければ適切な判断ができない問題であり、従来多くの

トラブルの原因となっている分野です。 

・要求の妥当性の評価という課題は、このように計画、設計段階での条件設定の重要な場面で

あって、計画段階のデザインレビューという位置づけで考える重要なフェーズであると認識するこ

とが大切です。 
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        図９－７ 要求の妥当性評価 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５６回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

９.８ 解決の目標を設定する 

 

 ・これまでにビジネス上の課題や問題の解決のための現状の確認と分析、発生原因の追究、利

用者の要求評価などを通してこれから構築していくシステムの背景の整理を進めてきました。 こ

こからはそれらの課題や問題解決の基礎となる目標を明確にすることの議論になりますが、経営

やビジネスのための情報システムの構築においては二つの目標段階があることを認識すること

が必要です。すなわち、情報システムの完成度としての目標とそれを利用した実務上でのビジネ

スシステムの完成度としての目標の二つです。これらは、利用者側の要求の明確化としての完成

度とその要求に対する情報システム構築としての完成度とに分けて評価することができますが、

さらに最終的なビジネスへの寄与が実現されて初めてシステム全体の完成と考えるべきであり、

この二者は不可分な問題ととらえることが必要です。そのためには、利用者と開発者とが一体と

なってシステム全体の目標を認識しなければなりません。（続きを読む→） 

 

■目標の二つの視点 

・情報システムを構築する上での最終的な目標は経営やビジネス上の目的を達成することにあり

ます。一方、開発者にとっては与えられた要求に対して、適切な情報技術を用いて最適なシステ

ムを構築することが直接の重要な目標です。 これらの二者のバランスが取れて初めて良いシス

テムが構築できます。 

・第一の視点として、利用者はまず構築しようとしているシステムにおいて何を実現しようとしてい

るのかを明確に提示し、それをできるだけ具体的に目標として表現することが必要です。その

「何」をできるだけ定量的に表現することが望まれます。経営やビジネスサイドから見た目標は時

として概念的、定性的で、その目標達成のためには多様な要素が入り混じっていて、現在開発し

ようとしているシステムがビジネス上の目標達成のどの部分にどのように貢献するのかが不明確

な場合が多く見受けられます。そのような状態で、システム開発を推進しても、新しいシステムが

どのように貢献したのかの定量的な評価ができないことになります。そのような曖昧さを避けるた

めに、実行しようとしている目標に対して、着手しようとしているシステムの寄与の範囲を明示し、

更に現在の状態を最終的にどのように改善することを目標とするのかという状態の変化を明確に

示すことが必要であって、できる限りその状態の変化を定量的に表すことが望まれます。 

・このような目標設定において、基本となるのはビジネスプロセスとしての変化や改革の効果が鍵

となり、情報処理システムはそれを実現する手段であるという位置づけになります。あくまでもビ
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ジネスプロセスの改革が主役であることを理解することが必要です。大量の情報をリアルタイム

に処理するというシステムにおいてもその目標の主体はそれを必要とするビジネス上の処理構造

の改革のニーズによるものです。 

・これらの目標は達成した場合の実務上の状態をシミュレーションによりその可能性を確認し、現

実の目標として設定されますが、その達成時のビジネス効率と現在との差が効果であると考えら

れます。このような数値は、システム開発の投資における費用対効果算出の根拠にもなりますの

で目標の設定は重要です。また、目標は直接的に可視化できる効果の他にも、関連する業務の

変化をもたらしますので、効果の算定にはそのような関連する影響を十分に考慮する必要があり

ます。 ただ、新たなシステムの適用により、従来よりも負荷が増加する業務や、新たな作業など

が発生することもありますのでそのようなネガティブな要素の取り扱いを認識しなければなりませ

ん。また、効果の評価にはシステムの機能的側面の他に性能的側面も大きく影響しますので適

切な性能設定の目標も必要です、 

・システム構築の範囲が広い場合には、目標を一つの指標で表すことは困難でありかつ概念的

になってしまいますので、目標の構成要素を構造的に図示すると理解が容易になります。最終目

標を基幹とするツリー構造表示などがわかり易いでしょう。各枝葉が全体目標を構成する部分目

標であるように表示することができます。その中にはネガティブ効果を表示する工夫も必要です。 

  ・第二の目標の視点として、情報処理システムとしての目標があります。それらは上記したビ

ジネス上のシステム目標をどのように支援できるかに焦点が置かれます。目標は大きくは機能的

目標と性能的目標に分類できますが、単にシステムの最終的形態だけでなくその開発プロセスに

おける種々の要素や適用技術、更には完成後の変化への対応や保守の容易性などの問題も含

まれます。 

  ・システム開発における目標には、システム自体の技術的側面に関する機能や性能、それら

を実現する技術、システムを稼働させるシステム基盤としてのインフラ、関連するシステムとのイ

ンタフェース、大量な情報のマネジメント、開発プロセスにおける期間とコスト、システムニーズの

変化に対応できるシステム構造、技術変化に対応できるシステム構成、開発プロセスの管理、開

発スキルと人材、など多くの構成要素がありますが、これらはそれぞれ連携して存在しますので、

全体を包含したマネジメント上のシステムインテグレーション能力が要求されます。 

  ・システムは完成した時からすでに変更が始まっていると考えることがこれからの社会環境へ

の対応の原点であると理解することが妥当だと言えます。そのような中での種々な問題に対する

目標を設定していくことは目標自体が流動的であるという難しい問題を包含しています。言い換え

れば、流動的な環境変化に耐えていくことができるシステムとは何かということを目標の中に反映

することがこれからのシステム開発の目標設定の重要な要素です。 

  ・システムの中には変わるものと変わらないものがあるということを認識してこれらの分離をし

て、変化の少ない基幹部分には堅固な基盤を構築すると同時に、変化するローカルな部分の柔

軟な構造を考えるという目標を設定することが効果的でしょう。情報システム構築における目標も
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全体の構成図を可視的に作成して参画者全員が同じ認識の上で開発を進めることが効果的で

す。開発のマネジメントの視点と、システムの構成技術の視点の二つが大きな幹になるでしょう 

 

■目標の形態 

 ・目標の設定においてはどうしても直感的、可視的な対象が評価対象として取り上げられる傾

向があります。これは投資効果としての成果の評価対象としての目標設定の性質によるところが

多いのですが、成果や目標はもっとグローバルな視点から設定することが必要であり、現実的で

あると言えます。 ここでも、ビジネス視点とシステム視点に分けられますが、基本的な考え方は

同じであり、新しいシステムの構築を単一目標に絞らず全体的改革の部分として常に考える習慣

が必要です。具体的に言うならば、人員削減、コスト低減、時間短縮、の規模をもって効果算定の

根拠とし目標を設定することが多いのですが、定量化がしやすいという側面から考えると納得で

きますが、現実の効果はもっと総合的であることを理解するべきです。効果の数値化が難しい定

性的な改革を通して企業の経営品質の向上をはかるというストーリーを構築することがビジネス

改革の本当の視点です。 

・新しいシステムによる目標は新たなビジネスの投入により事業の品質を変えてさらに発展すると

いう戦略ストーリーが重要なのであって、このようなシステム構築を積極的システム、あるいは総

合的システム構築と呼ぶならば、単なる人員削減、コスト低減、時間短縮、などは基礎的システ

ム、あるいは局所的システム構築と呼ぶべきでしょう。もちろんこれらの低減努力は可能な限りの

追究をしなければならない基本的分野であることには変わりはありません。 

 ・このような視点を情報システム開発の場において考えるならば、目標とするビジネス全体をど

のように情報化するかという問題を将来の時間軸を含めたスパンで考えることになります。危急

の問題で対応しなければならないシステム、組織統合で早急に結合しなければならないシステム

など緊急性の高いテーマは多々ありますが、基盤となる企業組織全体のシステムは長期的視野

からの判断で全体構成の目標を設定することが多くの側面から有効です。新たな技術は常に開

発されていますがその中でも変わるものと変わらないものとがあることを判断して、堅固な基盤を

構築することと、柔軟に変化に対応していくことができるシステム構造との融合で全体システムを

考えることが重要になります。情報システム利用に関する社会インフラも変わりつつあり種々なサ

ービスが出現しますのでそれらを長期的な視野で利用することも有効な選択肢です。一方では、

新たな技術が彗星のように現れ、そしてまた彗星のように消え去ることも珍しくありません。その

ような環境の中でどの技術が今後の基幹技術になるであろうかという判断の能力を持つことは大

切です。ビジネスの重要な基本部分の情報と処理とは頻繁に変わるものではないという信念をも

って、新たな技術の出現に惑わされることなく堅固な基本部分を構築することは正しい選択であり

目標です。その場合に変化する部分とのインタフェースの概念をしっかりと設定して柔軟に対応で

きるメカニズムを持つことが鍵になるでしょう。堅固な基盤があるならば、頻繁に出現する外部の

サービスを適宜利用していくことや乗り換えていくことも容易になります。特に変化の激しい通信

手段や情報端末はサービスの変化に柔軟に対応できるようにその基盤部分を明確に切り離して
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おくことは大切です。情報システムの基本は情報であるという原点を理解しておくことは重要で

す。 

 

 

 

          図９－８ 解決目標の設定 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５７回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

９.９ 実行計画の策定－問題解決の方法を選択する 

 

 ビジネスシステムの構築は、ビジネスの現場が何を達成しようとしているかを実現するための支

援システムですから、その目的に沿った機能や性能、運用環境、保守の方法などへの配慮など

をすべて考慮して技術の選択と構築をしなければなりません。同じ技術であっても利用方法やシ

ステムへの組み込み方によってその機能と性能は大きく異なります。 さらに、システムの構築に

大切なのは優れた技術能力を持つ人材と構築マネジメントの能力です。 これらが揃ったところで

具体的な実行計画を作成しますが、実行においては組織の内部だけでなく、利用可能なあらゆる

外部の能力を活用する事により、より柔軟な計画を策定することを心がけます。計画は実行過程

において発生する課題を修正しながら柔軟に変更を重ねていくことにより、より現実に即したシス

テムとなって完成してゆきます。 （続きを読む→） 

 

■課題や問題解決の戦略を定める  

 ・規模の大小によらず、システム開発においてはシステムの全体構造や技術構成の良否によ

り、構築の容易性、構築期間、稼働インフラ基盤、信頼性、利用性能、保守性、変更に対する柔

軟性、構築コスト、などあらゆる面で大きな差が生じます。情報システムは利用される環境により

その総合的な性能と評価は大きく異なりますので、利用背景の十分な理解と要求に対する対応

レベルの適切な判断が必要です。新たなシステムを構築する場合には利用者が実務上で解決し

たい目標を達成するシステムを提供することですからどのような技術を用いてどのように解決す

ることが最適かという戦略を立てなければなりません。同じ情報処理の方法であっても、利用され

る業務の特徴により適用された技術の効果が性能上に大きな差異を生じることは珍しくありませ

んので、実務上で処理される情報の特殊性、処理頻度、処理量、アクセスの頻度、利用形態など

を十分に理解して最も適した技術構成を選択しなければなりません。例えば、リアルタイムなシス

テムでは、応答性が最も重要であり、利用者は待つということを実際以上に敏感に感じるという心

理的側面を知っていなければなりません。多くのシステムで情報の検索が必要ですが、情報の特

徴やデータの構造により適切な検索方法は異なります。多量な情報のマネジメントの機会は増え

ていますが、適した処理方法を駆使することにより利用者への負荷を感じさせないようにすること

も可能です。個々の機能は最も適した技術を選択すると同時に、システム全体の構造としての最

適化をしなければなりません。最適化においてもシステムの単純性は重要な課題です。 
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・システム構築に関する戦略は、最後の姿としてシステム構造と適用技術にすべて集約されます

が、その検討プロセスでは、開発の容易性と開発のマネジメントに関する課題、利用環境インフ

ラ、利用と保守に関する課題、などの視点から総合的に検討されなければなりません。開発の容

易性とマネジメントに関する課題は開発期間、開発体制と人材、可能な資源とコスト、などのプロ

ジェクトマネジメントの側面と、完成された技術の選択や普及状況などの二面があり、これらをど

のように組み合わせるかの戦略を考えなければなりません。利用環境インフラにおいてはどのよ

うな情報基盤を構築しどのように運用するかの戦略であり、完成されたシステムの稼働基盤のニ

ーズに大きく左右されます。利用と保守に関する戦略では、どのような環境でどのように利用する

かの戦略であり運用コスト、利用の柔軟性、保守の容易性、変化への対応性、システムの信頼性

などが重要な要素であって、利用者の利用能力の高度化、利用スキルの育成なども含まれま

す。 

 

■具体的手法を選択する 

・ビジネスシステムではその利用目的が限定されていることが殆どですから、目的とする処理が

最も効果的に実行できる技術と手法を選択することが鍵になります。先にも述べましたように、同

じ情報処理の形態であっても、情報の形や構造により処理性能は大きく異なり、また選択できる

処理プロセスも多様です。例えば、情報を検索する場合に、その情報が文章の中に埋もれている

のか、整理された表の中にあるのか、限定された領域にあるのか、どこにあるのかを探さなけれ

ばならないのか、何らかの関連情報があるのか、などによりその検索技術とプロセスは大きく異

なります。ウェブ上の情報のようにほとんど無限の中から情報を探すためには高度な論理構成が

必要ですが、組織内に限定された情報では比較的容易に目的を達成できますが、適切な処理プ

ロセスを講じていないと情報の増大に伴い処理性能は悪化してゆきます。情報の検索に限らず

多くの機能において条件により最適な処理方法が異なりますのでその特徴を知ることは効果的な

システムを構築する上で不可欠な知識です。 

・また、一つの技術だけでなく種々の技術が関連する処理においては、多様な技術の組み合わせ

がありますが、そのような場合においても、解決する問題の形態により最適な技術の組み合わせ

の選択により処理効率は大きく異なります。例えば、情報検索においては検索手法と情報データ

ベースの構造とは強い関連があり、さらに情報の形態によっても対象とする情報構造の選択は重

要な要素です。 技術的な計算において解析的に解けない問題において近似的な解法を用いる

場合には得られる結果の精度が異なりますので、必要精度を理解して手法を選ばなければなり

ません。 

・類似の問題として、単純な統計処理や集計処理において有効数字の最小桁に誤差が出る桁落

ちの問題が生じて、合計が合わない場合や、四捨五入や切捨ての問題も単純ですが重要な問題

です。 

 

■問題解決の体制を確立する 
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 ・情報システムを構築する場面を問題解決と捉えますと体制の確立には二つの側面がありま

す。その一つは構築するシステムに関係する技術を熟知し構築力を持った人材を確保することで

す。その中には、個別技術の専門家と、個別技術を最適結合するシステムインテグレーションの

能力がある専門家の両者が必要であって、その両者が協力できた時に効果的なシステムが構築

できます。この両者には適用されるビジネスを理解する能力が不可欠であることは明白です。 

・二つ目は開発のマネジメントの組織体制です。システム規模が大きくなればなるほどその重要

性は増し、マネジメントの良否で開発期間とコストに大きな影響を与えますが、システム開発の工

程管理はその中でも最も重要な部分です。特に、形の見えにくいソフトウェアの進捗状態の確認

と品質の判断は最も技術と経験の必要な分野であり、スケジュールとコストの管理の基礎となり

ますので、有能な人材をリーダーとする体制の確立が求められます。これら一連の機能はいわゆ

るプロジェクトマネジメントの技術です。 

 

■問題解決の実行計画を作成する 

 ・解決手法の選択や実行体制の確立ができれば、具体的なシステム構築の実行計画を作成し

ます。この実行計画の全体工程は必要性の条件や目標日程により決められますが、詳細は実行

体制組織のメンバーにより策定するべきです。適用する技術、そのスキルの専門家、マネジメント

の組織体制により能力が異なりますので、実行の当事者が自分たちの能力を認識して実行計画

を作成することが必要です。システム構築への参加者の参画可能な時間調整も欠かせません。 

 ・システム構築に必要なすべての行動要素に分解し、作業手順に従ってネットワークとして結合

していくことが基本であり、行動要素ごとの必要時間を割り当て、全体時間の調整をしていくこと

はプロジェクトマネジメントの手法です。ここで重要なことは、行動要素ごとの処理に必要な人材と

コスト、参画可能な期間を含むすべてのリソースの確認と割り当てです。 

 ・システム開発をどのような手法で実行するかは基本的な課題ですが、当初作成した設計に従

って一気に完成させることは少なくなり、開発を進めながら利用者を含めて調整確認していく方法

が一般的になっています。重要な機能確認においてはプロトタイプを作成して詳細を確認しなが

ら進めることもよくおこなわれる方法です。 

 ・このようなプロジェクトの実行には何らかの不具合や障害が必ず発生しますので、事前に予測

をして対策を講じておくことが着手後の混乱を避けるために必要です。人材や外部委託先、ある

いはシステムを稼働させるシステム基盤の投資などは事前に見積もりをしておかなければなりま

せんが、着手後に予想外の課題が発生することは常ですからその対策が迅速に処理できる余裕

と準備も重要です。 

 ・実行計画においては、全作業の作業要素へのブレークダウン、作業要素の関係ネットワーク、

それぞれの作業の担当、時間、コスト、必要なリソースの配賦、全体日程と詳細日程、などが作

成され、実作業推進の基礎になります。 
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      図 ９－９ 実行計画の策定 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５８回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

９.１０ 実行計画の妥当性を再確認する 

 

・着手時点から一貫した概念や目標をもって推進してきた計画を、実行に移る前に内容の妥当性

を再評価することは重要です。 多くの議論を重ねてきたので計画内容には間違いはないという

自信を持つものですが、全体計画が完成した時点で初めて判明する内容相互の不整合などが判

明する可能性もありますし、検討過程での思考の変化もあります。 その評価の視点は、真の問

題解決が可能なシステムになっているかという本質的な問題に始まり、具体的なシステム構成や

構築行動のバランスは取れているだろうか、不適切な技術が含まれていないだろうか、構築者の

技術能力は適切であろうか、利用者の適応能力は適切であろうか、など、多くの視点からの妥当

性の再確認であり、着手後の修正や変更を防ぐ上からも非常に大切なレビューです。 （続きを読

む→） 

 

■解決目標とその方法の妥当性を評価する 

 ・一連の実行計画の策定においては、各計画の段階ごとに最適な結果を期待して手段や技術

が選択されてきましたが、着手前に再度解決方法全体としての総合的な妥当性を確認することは

重要です。今、何を解決しようとしているかという基本事項の妥当性を再度認識することは意義が

あります。 そして、計画された実行内容は真にその目的を達成できるだろうかという評価と、各

部分の解決手法が全体的な最適解決になっているかという妥当性を確認することはシステム全

体のバランスを確認する意味においても重要です。計画者が、実行計画の総合的な目標に対し

て適切な手法の選択をしているか、計画上の重要な要求や環境を見落としたり誤解したりしてい

ないか、選定した手法や実行方法は現実的であるか、など総合的な視点からの評価と判断をし

て着手後のトラブルの発生や実行の行き詰まりなどの混乱を回避することに寄与します。 

 ・計画の策定においては作業の進捗に伴い、種々の問題が発見されたり理解が深まることによ

って、当初の理解を変更しなければならなかったりすることはよく起こることであって、特に個別に

検討された実行プロセスの各部分を総合的な検討の場において第三者を交えて再度評価、確認

することは大切であって、より良い解決策を構築し、より良い実行計画を構築するためには時間

を惜しまないで実施するべきです。 

 

■解決方法は目標に対して間違っていないか 
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 ・実行計画の基礎であるシステム開発の目標に対して、構築されるシステムは問題を解決でき

るかどうかの評価は基本的ですが、それを決めるのは選択されたシステム技術の妥当性です。 

利用者の要求を再度確認し、与えられる条件は何であって、どのような処理をして、その結果ど

のような結果が得られるかという試行を計画されたプロセスと機能によって試験的に実施してみ

ることは有効であって基礎的な確認の方法です。 当初の目標に従って計画を策定してきたので

間違いはないと信じたいのですが、計画の詳細が決まってくると、当初の目標や計画手段から外

れたところに本当の解決点を見つけることもあります。 このような場合には目標自体を修正する

必要性さえ生まれてくることがあります。 

 ・この評価においては、利用者が要求している本質的な機能や目標を理解して本当に目標とし

ている課題や問題が解決されるのであろうかという視点で評価しなおしてみることは最後の重要

な課題です。時として、システムとしては非常によく計画されているにも関わらず、目標とする課題

や問題の解決からずれているような、あるいは機能的に不十分であるようなシステムを見受ける

ことがあります。 よく起こる問題としては、システム技術者が自分の得意とする技術に思い入れ

が強く、ぜひ適用したいという期待に引きずられて本当の最適な技術選択からずれてしまうことが

起こります。このような場面を避けるためには、目標を達成するためには何が必要か、それに適し

たシステム技術は何かということを客観的立場に立ってシステム全体の絵を描いてみることが有

効です。その中に最適な技術であっても自分たちの技術の中にない場合には、外部の協力を求

めることは賢明な選択です。 

 

■解決方法のレベルは組織の能力にとってふさわしいか 

  ・与えられた目標に対する解決の方法はさまざまですが、目標に対する達成レベルをどこに置

くかは重要な問題です。一度にトップレベルの目標を狙うこともあれば、段階的に高度な解決レベ

ルを目指すこともあり、場合によっては取りあえずのレベルで実務での効果の様子を見ようという

こともあります。トップレベルの目標を掲げることが常に良いことであるかどうかは、システム開発

者の能力と、利用者の利用能力の現状をよく理解して選択するべき問題です。例えば、多くの人

達が利用する社会システムにおいて、特殊な利用技術を必要とするようなシステムは、普及の段

階で理解が困難なために挫折することは多くの事例が示しています。技術的に高度なものや、広

域での利用などを狙ったものでは、構築者の技術不足や、利用環境インフラの未整備のために

定着しないまま消え去るものも少なくありません。 

  ・このように、理想と現実との乖離は常に存在しますので、このギャップを少なくしながら高度

な方向へ誘導していくことがシステム構築に求められる良い方法です。ただ、戦略的に、高度なシ

ステムを急速に立ち上げようとする場合もありますが、そのような場合には利用者側においては

必要な教育やトレーニング、構築側においては必要な高度な技術の習得や外部の協力を得るこ

とが必要です。また、利用環境の整備は不可欠ですから、必要な環境への設備やシステムへの

投資が欠かせません。 
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  ・システムはその使い方により利用効果には大きな差異が生まれますので、段階的に高度に

していく場合においても、高度な利用機能を加味したシステム計画を内在したシステムにしてお

き、利用面では初期的な段階から徐々に高度な利用機能を開放していくというアプローチをとる

ならば、システム構築の投資面での経済性からも非常に有利になります。このようなシステム開

発アプローチは、実務を熟知した構築計画の立案と、実務への展開のマネジメントが必要です

が、これも段階的にその技術を育成していくことが可能です。 

 

 

      図 ９－１０ 計画の妥当性確認 

  

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第５９回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

9.1１  計画の実行－解決プロジェクトの実行と総合力の結集 

 

・すべての実行計画が終わりますとシステム構築に入りますが、このフェーズで最も大切なこと

は、計画通りのリソース投入の維持とスケジュールの維持です。 ここではプロジェクト推進のマ

ネジメントが成否を決めることになります。 システムが大きく、複雑になるほどシステム構築全体

の機能分離が必要になりますが、分離された各機能の品質と整合性の維持が鍵となります。 さ

らに、既存システムとの連携は複雑であり、それらシステムの変化とも関連して、細心の注意が

必要であって、複雑多様なシステム技術に経験の深い技術者と優秀なプロジェクトマネジメントが

欠かせません。 実行に当たっては、その進捗状況のモニタリングをはかり、状況監視を維持し、

異常の発生時には迅速な対応処置が必要です。 （続きを読む→） 

 

■プロジェクトのリードと推進の管理 

 ・すべての計画が整い、計画の妥当性が確認されたならばシステム構築の実行に移りますが、

このフェーズで最も重要なことは、いかにして計画通りのスケジュールを維持し、計画されたリソ

ースの範囲内で完遂するかということです。これらは開発コストの維持に直結しています。 基本

的にはシステム構築のプロジェクトマネジメントの問題であって、マネジメントの中心でありかつ最

も困難な課題は、全体を構成する個別システム機能の計画通りの完成と品質維持、相互の整合

性と開発スケジュールを維持することです。新たに開発するシステムの他に既存システムとのイ

ンタフェース、過去の蓄積情報の継続的連携は不可欠ですが、その関連部分での不具合が発生

することが多く注意が必要です。昨今のシステムは、単一のシステムが独立して存在することは

殆どなく、多くのシステムが相互に関連して存在しますので、それらの間の連携と共に、絶え間な

く発生する変更に対しての注意が欠かせません。 

 ・個別機能の進捗は構築された開発数量に依存するだけでなく、それらがシステムとしての機

能を目標通りに達成しているかどうかの完成度が重要であり、部分的な機能と性能の可能な範

囲での確認の積み上げが必要です。さらに組み合わされた部分システムの機能確認が必要であ

って、部分機能を満足しても組合せ機能の性能が出ないことや全く機能しないこともあり、組み合

わせが複雑になるに従いその完全性の検証と問題発生時の原因の追究は難しくなります。 

  ・システム構築の課題や問題を避けるためのビジネスアナリシス的視点からのアプローチは、

構築要素である個別機能をどのように独立させて機能の確認を容易にするかということと同時

に、発生した誤りが他の部分に影響することをどう防ぐかという方法です。 これらの問題は、情
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報システムとしての論理構造だけでなく、実務における情報処理の論理構成を同時に考慮するこ

とにより、不具合の伝播が実務面で波及しない論理を明確にしておくことが大変重要になります。 

  ・システムが巨大化し、グローバルに稼働するようになりますと、単純な演算処理装置内の処

理だけでなく、多くのデータベース間の情報の相互交換、ネットワークを介した情報授受など異な

るタイミングの機能要素が複雑に絡んできますので、その実行環境下での稼働の検証は一層難

しくなります。さらに多種の利用端末からのアクセスが絡み合う昨今のシステム構築は、情報の

論理的処理とは異なる多くの課題へ対応しながら進める必要があり、その構築マネジメントには、

あらゆる視点からの課題に気を配り対応できる有能なプロジェクトマネジメントとそれぞれの要素

技術に長けたシステムエンジニアとの協調がなければ完成することができないとも言えます。 

 ・これらの内容からわかるように、プロジェクトの推進には、高度なマネジメントの能力と、品質を

確保するための適切な技術能力の両者が必要なことです。 

 

■推進状況のモニタリング 

  ・システム開発の複雑性はますます増加していますので、その開発プロセスにおける推進のモ

ニタリングにも十分な計画性が必要です。その基本となるのが、着手時の計画であり、その中に

は、構築作業の分割構造と分割された要素の相互関係、開発におけるそれら要素の時間関係と

その結合試験計画などの詳細を含みます。推進状況のモニタリングにおいては、その観測指標

を明確にして常に進捗状況の管理をするとともに、発生した遅延に関しては早期に捉えるとともに

その原因を追究して必要な支援、あるいは修正を加えた必要な場合には影響する連携先への修

正も加えることが必要です。 

  ・作業の進捗状況と発生した実績コストとの整合性の管理は最も基礎的な管理の一つです

が、この二者に不自然な差異が発生した場合には何らかの問題が含まれていると考えなければ

なりませんが、定量化の困難なシステム開発においては作業途中での進捗評価は多くの場合に

は難しく、単独に試験ができる機能単位での評価の完了をもって計測することが望ましいと言え

ます。システムは、量的に作業が進捗しても、システムとしての信頼性を持った構築物が完成しな

ければ意味がありませんから進捗の評価には十分な注意が必要です。 

 ・進捗管理をビジネスアナリシスの視点から見るならば、可能な限り定量的な測定方法を選び、

多角的に評価をすること、測定の指標に不自然な傾向が現れたならば即座にその現象分析をし

て原因の追究と補正のためのアクションをすることです。発生した現象の原因が第三者の影響で

あることも多く、進捗のモニタリングは個々の進捗状態を監視するだけでなくトラブルの発生状況

とその相関関係を監視する重要な役割があります。  

 ・これらの一連の管理手法はプロジェクトマネジメントの管理技術であって、多様な技術と手法

がありますから、それらを理解して適切な適用をはかることが求められます。 

 



241 

 

 

           図 ９－１１ 計画の実行 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第６０回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

９．１２ 新しいシステムの試行と実務への投入 

 

・システムの構築が進みますと、部分機能の試験、機能の組み合わせ試験、そして全体を構築し

ての総合試験と各段階の確認試験が実施されます。 総合試験では実務にできるだけ近い状態

で実施されることが理想ですが、複雑な利用環境を考えるとその設定には限界があります。 一

連の試験を終えますと、実務上での試験利用に入りますが、試験環境の設定が困難な場合には

直接実使用に入らざるを得ない場合もあります。 これら一連の試験や試行において認識しなけ

ればならないことは、実行された試行は、新たに構築されたシステム単独の環境、または限られ

た実務環境での確認に過ぎないということです。 実務での無限にある環境の組合せの中でどの

ような状態が発生するかの予測とその環境をどのように想定して模擬し、健全性を確認するかの

重要かつ困難な課題があります。（続きを読む→） 

 

■試行にはいくつかの目的がある 

  ・システムが完成に近づきますと、機能別試験、機能の組み合わせ試験、そして全体の総合

試験が順次行われます。試験の組み合わせ範囲が広がるにしたがって個々の機能試験ではわ

からなかった種々な問題が発見されるようになります。当初の目標に対するシステムとしての総

合的な機能確認が終わっても、多くの場合には実務における多様な環境での試験の一部あるい

は典型的な利用形態での限定された規模での機能や性能が確認されたに過ぎません。実務で

の利用においては想定できないような種々な利用形態が発生することを理解していなければなり

ません。この段階では部分や組合せモジュールの機能確認と、限定された部分の高負荷におけ

る性能確認などが主になります。 

  ・試験工程上の総ての試験が終了すると、実務での試行に入ります。多くの場合には、限定さ

れた一部の組織や利用者での利用や、新たに開発されたシステム機能の一部のみの運用から

始めることがリスクの軽減からも良いと言えます。その場合においても、可能な場合には、旧シス

テムとの併用によって比較しながら新システムを投入したり、リスクを回避したりすることが一般

的です。 大規模なシステム、あるいは社会的な影響の大きな基幹システムにおいては十分な時

間をかけて検証していくことは言うまでもありません。 

 ・ここでの試行には、システムとしての機能、すなわち要求された機能と性能が実務上で実現で

きるかどうかということと、実務上で実際に運用できることの評価、すなわち性能と使い勝手、との

少なくとも二つの目的があります。この両者とも、利用環境により影響を受けますから、実行環境
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は実際に利用される環境にできるだけ近い場面の設定が必要です。 この段階においてはある

程度の実務環境での性能の確認ができますので、可能な場合には種々な過負荷をかけてのシス

テムの処理効率などの確認をしておくことが望まれます。 

 ・システムはそれが稼働する情報基盤の上で利用されます。 新しいシステムがどのようなシス

テム基盤上で利用されるか、そのハードウェア、ソフトウェア構成がどのように影響するかの確認

が必要です。 システム処理装置は遠隔地にあって、利用者はインタネットを通して利用端末上で

のみ利用する形態が一般化してきましたが、該当する場合にはそのような利用環境上での稼働

確認が欠かせません。 アプリケーションが何らかの特別なミドルウェアの機能を利用している場

合には特にその機能確認とパフォーマンスの確認が必要です。 

 

■新しいシステムの実務への投入   

  ・新しいシステムを実務に投入する場合にはシステムの規模、利用範囲の規模によりその手

順は異なりますが、まず利用者のトレーニングが欠かせません。 システムの利用方法以前に、

業務処理のプロセス自体がどのように変化するのかを正しくかつ十分に実務担当者が理解する

ことが必要です。 可能な場合には、新旧両システムを並行して運用し、処理結果の同等性を確

認しながら徐々に切り替えていくこともありますが、これらは試行段階でどこまで確認されている

かにもよります。 初期の運営範囲を限定できる場合には、適用する機能領域、あるいは適用事

業領域、または適用地域を限定して順次投入することは順次定着させるためには効果的です。 

最も、慎重に実行されなければならないのは、全システムを同時に切り替えなければならない大

規模システムの場合です。 大規模なシステムにおいて不具合が発生するのは、ある程度利用

が進んだ時点で、利用負荷の増大によりシステムの許容値を越える場合や保守における何らか

の設定誤りなどが多く、投入初期には発見できない要因です。 実務への投入の方法の判断は、

試行期間での確認状況の程度、不具合発生時の影響、時間的余裕、利用者の実行能力、などと

の関係により総合的に判断されなければなりません。  

 ・新しいシステムの投入においては、事前の多くの試験にもかかわらず、何らかの不具合が発

生することは常識的ですから、想定される対応策を事前に準備しておくことは効果的です。 良く

発生する不具合のパターンは過去の経験からその現象と対応策とを理解しておくことは必須です

が、その発生原因を追究して、再発させないことは重要です。 不具合の中でも機能的な不備や

不足は原因の追究が比較的容易であり修正も容易なことが多いのですが、性能に関するものは

一般に原因の解明に困難を伴いますし、その修正にはシステム構成の見直しが必要になることさ

えあります。 特にシステムと外部システムとの関係やネットワークやデータベースとの関連が絡

むものは対応に複雑な分析や論理的判断を必要とする場合が多く高度な対応が必要な場合が

多いと言えます。  
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  図 ９－１２ システムの試行と実務への投入 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第６１回） 

 

９ 情報システム構築をビジネスアナリシスのプロセスから考える 

９．１３ 結果の評価とフィードバック －結果の認識と評価、残された問題の修正 

 

・新しいシステムの構築とその実務への投入により期待される効果は、ビジネスの処理性能の向

上による成果と、経営変革への寄与との二つの面があります。 これらの効果は新しいシステム

そのものの機能と性能によるばかりでなくそれらを利用する人の意識と利用能力に大きく依存し

ますから、効果の評価もそのような視点からの観察が必要です。  

・また新たなシステムは効果と同時に他所への影響を与えますのでそ新たな課題や問題が発生

することがあります。 負の影響に対しては適切な認識をもって観察し、影響への適切な対応も必

要です。 自分たちの合理性のために負荷を第三者に負担させることは関係の永続性が維持で

きません。 新たなシステムの運用による種々な課題や問題を回避するためにも、計画の初期段

階でのビジネスアナリシスの実行による十分な分析と判断が望まれます。 

（続きを読む→） 

"    

■成果の評価と計画との乖離の評価   

  ・新たに構築されたシステムの目的とシステムの特徴にもよりますが、システム投入による成

果には二つの側面があります。 その第一は、処理性能の向上にみられる処理効率の変化や利

便性から得られる人的負担の軽減あるいは高度処理にともなう効率の変化であり、第二は、新た

な経営上の戦略の実現による経営面からの効率化です。 第一の処理性能の向上に関しては、

計画された要求機能が実務上で実行されたのか、それは計画と乖離していないかという評価をし

なければなりません。もう一つは処理性能が計画された目標に対して達成されているかの判断で

す。ただ、処理性能に関しては、利用が進んでシステムに十分な負荷がかかった時点での判断

が必要ですから利用の初期では判断できないことが多いので、まずは、初期性能の評価を十分

にするべきです。 

 

■成果の経営への寄与   

  ・成果の評価で最も重要なのは、経営への寄与の効果です。一般的に、ビジネス環境とシステ

ムは常時変化していますので、新たなシステムだけの成果を取り出して評価することは難しい場

合が多いのですが、なんらかの戦略的システムが効果的に動くようになれば、これまでにできな

かった機能や処理による経営的効果が顕著なトレンドとして見えてくるはずです。このような評価

を基準とする効果は計画時点で目標値としてきちんと設定しておくことが必要であって、システム
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開発着手の評価に関する投資効果の判定に用いられているはずです。このような効果は、システ

ムの投入時点から徐々に増加していく性格がありますから、ある程度の長期的観測が必用であ

り、さらにシステムの使い方、あるいは担当者の利用意識により効果が大きく異なる性格がありま

すから運用方法の研究と実務プロセスのトレーニングが重要になります。 一方、新たなシステム

の投入により、思わぬ方向に効果が現れることも少なくありません。 そのような効果を見逃さな

いために、システム投入後のビジネスの変化を常に監視し、効果の見えないものにおいてはその

原因を追究して修正し、良い結果をさらに効果的に活用する意識を持つことが大切です。 

 

■新たな問題の有無を確認する   

・新しいシステムを投入しますと、それに伴ってこれまでの処理プロセスとの関連で新たな課題や

問題を発生することは珍しくありません。 それらは計画時点に十分に検討されているべきです

が、新たな実務を体験しないと判明しない場合も多々あります。また、新しいシステムが当初計画

通りに構築されていないことや運営できていないことが原因になることもあります。また、関連する

他のシステムや利用環境が変更されていることもあります。いずれの原因にしても、そのような新

たな問題の有無を確認し、どのように対処するべきかを早期に判断しなければなりません。シス

テムを修正するのか、運営方法を変えるのか、の選択がありますが、内容の重要性と修正の容

易性などにより判断されることになります。  

・自分たちの新たなシステムの投入により影響を受ける、関連する第三者への影響を知ることも

大切です。自分達には大きな合理化が得られた反面、関係するパートナーに大きな負荷がかか

っていることも珍しくありません。 また、自組織内の業務負荷のアンパランスが発生することもあ

ります。このような場合には、組織間の力関係でその対応が決まることが多いのですが、可能な

限り両者の合意の上での最適な解決を採用しない限り長期的関係の維持は難しくなります。 こ

のような環境に対する影響の観察と判断もビジネスアナリシスにおける重要な課題です。 

 

■必要な修正と次の改革のための課題を整理する 

・単純な構築上の誤りと新たに発生した問題の両者に関して、どのように対処するのかを明確に

して今後の対応策を決めなければなりません。単純な誤りは当然早期の修正が必要でありかつ

容易な場合が多いと言えますが、複雑な問題の発生においては修正処置が容易にはできないこ

ともあり、戦略的な判断が必要な場合があります。 当初から予想されていた内容であっても、機

能的内容の修正は比較的容易ですが、性能的修正はシステム構造の根本に及ぶことが多く、そ

の修正は容易ではないことが多々起こります。場合によっては修正のために根本的構造変更が

必要で、大きな追加投資を必要とすることも珍しくはありません。そのような場合には利用の許容

範囲であるかどうかにより、当面利用しながら長期的な対応を計画することや、利用方法で問題

を回避したり、種々の対策を考えたりしなければなりません。 新しいシステム投入後のこのよう

な課題をすべて解決するための整理が必要です。 むしろこのような課題の発生を回避するため
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に、ビジネスアナリシスを計画のできるだけ上流時点において妥当性の評価を通して十分に実行

し、完成後の問題発生を回避することが望まれます。 

 

      図 ９－１３ 結果の認識と評価 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第６２回） 

 

１０ 経営情報化意識の育成と適応能力の向上 

１０．１ 情報利用の意識と認識に関する教育 

 

・現在のビジネスシステムのほとんどは情報システムとの深い連携があり、経営における情報シ

ステムの活用はすでに経営システムの効果的構築や運営と不可分の関係になっています。 もっ

と積極的に言うならば情報システムの中に経営があるとまで言っても良いかもしれません。 ここ

までに、情報システムとビジネスアナリシスに関して議論してきましたが、経営システムと情報シ

ステムとの連携意識を育て、向上させることは非常に重要な問題であると言えます。 ここではビ

ジネスアナリシスにおける情報システム意識の重要性とその意識の育成、情報システムに対する

適応能力の向上についての認識を深めたいと思います。  

・経営の情報化、ビジネスの情報化の推進はトップマネジメントから現場担当者までの意識と意

思統一がなければ進みません。 情報化の意識はその必要性を認識することと実務上での効果

の体験の両者の相乗効果で育ちます。 すべての職務の人たちがそれぞれのレベルで情報シス

テムの必要性と重要性を認識し、その効果を体験することで組織全体の情報システム認識のレ

ベルが向上し、その結果がまた新たな全体の意識の向上を加速します。 情報化意識はシステ

ムを実務で体験することによって本当の理解が育ち、適応能力が向上します。（続きを読む→） 

 

■情報利用の意識と認識に関する教育 

・情報と情報技術の利用はビジネスの世界だけでなく生活のあらゆる分野で進んでいますが、そ

れを効果的なものにするためには使う人の意識と認識がなければなりません。  最初は、ある

程度の教育や利用練習が必要かもしれませんが、常に使い続けることで自然に習慣として身に

付きます。 新たなシステムの導入時期や新しい情報処理概念が導入されたときに学習コースを

設けることによって皆で早期に慣れる努力をすることは効果的で、同時に新しい手法などの知識

の習得をすればさらに次の発展に結びつきます。 大切なのは、専門的な情報技術の習得が目

的ではなく、経営に、ビジネスに、そして日常の生活に、情報やシステム技術がどのように役立つ

かを知ることです。即ち、情報システムを利用することによって何ができるかを理解することです。 

システムを構築することは専門家に任せればよいのであって、どんなことができるのかという関心

を持ち、それならばこんなことがしたいという意識を持ち、新しい機能や可能性を訴える力を育て

ることが大切です。 

 

■情報システム上での経営に徹する 



249 

 

・多くのビジネスの処理が情報システム上で処理されるようになりましたが、システムの完全性や

利用方法などから見ると、まだにその過渡期のものも多いのが現状だといえます。 情報システ

ムを効果的に活用するためには、構築したシステムを徹底して利用することであると述べてきまし

たが、過渡期においては、面倒である、あるいは慣れないからという理由で利用しようとしない人

が見受けられますが、そのような行動は組織全体の情報化の障害や断絶になりますので、速や

かに理解を深めるための教育やトレーニングが必要です。 また、システムの上で業務が完結す

るような仕掛けを構築することが必要であって、そのためにはシステムを利用しないと業務が完

結しない仕掛けにすることが基本です。 利用が面倒な場合に、何か他の抜け道があったり、他

の人に頼んでしまったりするような環境を断ち切ることが必要です。 このようなことを経営の文化

として強制的に実行することが必要です。 ひとたびシステム上で業務が完結するような環境が

整備されますと、その組織のビジネス文化となりあらゆる場面へ普及してゆきます。 ただ、強制

的に実行するとはいえ、過渡期において利用者が興味を持ち、好んで利用するような仕掛けを織

り込むことは必要です。 単なる強制ではなく、なぜ必要なのかという理解と、利用による効果を

体験できるシステムが理解を深めます。  

 

■あらゆる経営情報をシステムから得られる環境作り 

・経営システムの情報化で重要なことは、必要な情報はすべてシステムの中にあるという環境を

整えることです。 一連の業務の中で必要な情報の一部がシステム上にないとそこで業務の流れ

は中断され、全体の利用効率を大きく下げることになります。 欠落している情報があるならば、

それはどこからどのようにして入手するのか、その情報の形態や様式はどう決められているのか

ということを確認して、早期に一連のシステムに組み込むことが必要です。情報の一部が欠落し

ていると、システム全体の情報の一貫性がなくなるとともに、元の情報から別途書き写すという作

業が発生し、誤り発生の可能性と管理の二重性が生じます。 さらに、情報全体の時間的整合性

の維持が困難になり、システムの信頼性が下がりますので利用率が下がります。 このような状

態から早期に脱却するためにも、あらゆる情報はシステム上にあるという環境を早期に完成する

ことが重要です。  

・逆に、システムの中に必要なすべての情報があれば、情報が一元的に管理でき、システムの信

頼性は高まり、あらゆる目的に対してシステムを利用する文化が生まれ、そのシステムを中心と

して経営環境が確立されます。 さらに、情報はそのシステムを使うことで見えますので、個別の

問い合わせの必要はなくなり、共有された同じ情報を通して組織全体で意思決定ができるばかり

でなく、種々な分析やレポートを自動的に編集し共有することにもつながりますので、トップマネジ

メントにおいても、日常の報告をさせることなく自由な時間に状況判断ができますので問題の早期

発見や予測にも役立ち、会議では本質的議論に集中することができます。 

・但し、このような文化を構築し確立するためには、情報の品質をいかに高めるかという大きな課

題がありますが、これは基礎的なフェーズを確立し、段階的に積み上げていくことが必要です。 
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情報の品質とは、情報の定義と正しさと、リアルタイム性の二面がありますが、基礎となる情報定

義などの基礎背景があって初めて可能です。 

 

■経営上の問題をシステムで考える習慣 

・あらゆる情報がシステム上にあるという課題と同様に、経営上の問題をシステム上で考えるとい

う習慣を確立することが重要です。 すべての公式情報がシステム上にあれば、経営者層が個別

の報告を待つことなく常に同じ情報を背景にして現状認識ができ、関連部門との状況比較も即時

に可能であって、組織全体の現状を見ながら種々の判断をすることができます。 経営者層にお

いても、自分の所掌組織以外の状況を報告させることは躊躇されることが多いのですが、全情報

が共有されるとそのような問題はなくなるとともに、事業分野間の動向把握や比較など、経営判

断に役立つばかりでなく、他部門の問題発生の影響の発見などによる横の議論の活性化も幅広

く期待されます。 また、情報はリアルタイムに自動的に共有されていきますので、都合の悪いこ

とを報告しないというようなことは不可能になるばかりか、発生した現象は即座に誰かの目にとま

ることになり問題の早期発見が可能になります。 組織全体の情報共有と情報管理の一元化が

できますと、それらの情報を基礎にして、経営分析や評価も組織全体が同じシステム環境の中で

考えることができますので、実績の集計や報告が迅速、容易に作成できるばかりでなく、問題分

析や将来の予測なども同じ基盤の上で議論できます。 そのような習慣が確立されますと、すべ

ての経営判断が統一された情報の中で実行できるようになり、それにより同じ条件のもとですべ

ての判断を実施するという基本に忠実な経営が実現できます。 

・このような効果は、経営者層だけではなく、業務現場におけるシステム文化が定着しますと、効

果的に働き、現場の担当者レベルまでがシステムに依存した判断をするようになります。 営業

部門における地域別の売り上げ状況、商品の動き、売れ筋商品の動向、在庫状況、クレームの

有無など、生産現場では負荷調整や、材料調達、工程管理から在庫管理、さらには歩留りや不

良統計などに至るまでの総てをシステム上の情報を分析し、議論しながら作業を進めることが当

然となります。 担当部門を越えた情報の共有により、営業部門が生産状況を理解することにより

商談の判断を容易にすることなど、マネジメントによる指示以前にこのようなことが自然に行われ

るようになります。 そのような文化がひとたび確立されますと、それが基盤となってさらに利用を

発展させる良いサイクルが回りだします。 現在はこのような多岐にわたる情報提示はシステム

化され自動化されていますので、必要な情報自体が分析され直接可視化されることが一般的に

なっていますが、このような経営情報分化の確立が基礎基盤となります。 

 

■人間の意識がもっとも大切な鍵 

・このように、情報システムの上での経営が構築され、あらゆる経営情報をシステムから得られる

環境が完成されたとしても、経営上の問題をシステムで考える習慣が育成され、構築された環境

を本当に活用して情報化された経営ができるかどうかは、利用する人間の意識がなければ実現
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しません。 ここでももっとも大切なのは人間の意識です。 利用する人たちの意識によってはそ

の効果は半減することも倍加されることもあります。 

 

 

  図１０－1 情報利用の意識と認識の育成 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第６３回） 

  

１０ 経営情報化意識の育成と適応能力の向上 

１０．２  システムの利便性と適用の完全性 

 

・経営の情報化に関する日頃の基本的な知識や方法は、日常のシステム利用の中で蓄積してい

くことが好ましいのですが、特に新しいシステムが導入されるときにはそのための導入教育やシ

ステムの利用教育がその後の早期定着に影響します。 大規模なシステムの場合にはシステム

実施上のテストランを兼ねて綿密な計画のもとに大規模に利用教育を実施することがあります。 

新しいシステムを導入する場合には、業務上の処理自体の変化に関する理解と、それを実行す

るための情報システムの変更の両者について理解を深めなければなりません。 新たなビジネス

概念のシステムを導入する場合には、表面的な利用方法だけでなく、その背後にある概念や論

理を説明して、なぜそうするのかをビジネス実務との整合性において説明することが理解を助け

るためにも大切です。 利用におけるわかり易さ、利便性、使い易さなどが鍵になりますが、すべ

ての処理をシステム上で実行し、システム利用を迂回するような例外的処理の排除が不可欠で

す。（続きを読む→） 

 

■わかり易さ、利便性、使い易さの徹底 

・従来の業務形態と大きく異なるシステムを導入する場合には、業務プロセスの変化の意味をよく

理解できるような教育とトレーニングが必要であって、情報システムの使い方だけに過度に集中

しないようにしなくてはなりません。 なぜそのシステムを使うのか、そのシステムがどのような意

味を持っているのかが理解されますと利用上の誤りや、間違った使い方が発見されたりする可能

性があります。 利用上の問題の発見も可能になります。 その意味で、高度なシステムの中に

も、処理プロセスや利用の方法はわかり易さが必要です。  

・新しいシステムの利用には心理的な抵抗が伴いますが、使うことの利便性、使い易さと共に、結

果の効果が目に見えて理解できると早期に実施上の抵抗はなくなるばかりか、積極的な利用が

加速されます。 効果を実感することは難しい説明よりはるかに説得力があります。 管理者層に

対しては経営上、ビジネス上の効果を具体的、論理的に理解できるようにすることにより価値を実

感させることが効果的です。  

・昨今、銀行端末の利用は生活の中の常識になっていますが、装置の前に立って自分の口座か

ら現金を引き出したい場合には自分で端末を操作するしかありません。 自動券売機で乗車券を

買う時も同じです。 そのような端末には分かりやすく使い易いシステム、特に利用者との優しい

対話画面を提供することが大切です。 しかも間違いをなくし、機密を含む安全性を維持しなけれ
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ばなりません。 日常よく使う機能は理解していても、たまにしか使わない機能はわかりにくいも

のです。 場合よっては、自分が求めている機能がどこにあるかさえわからない画面が表示され

ることがあります。 誤った入力や操作によって入力を中断させる場合には何が誤りなのかを分

かりやすく表示し操作を戻すことが必要であり、操作に困った場合には容易に理解できる画面に

戻したり、助けを出したりすることが必要です。 これは、多くのビジネスシステムにおいても同じ

であり、入力を誤ると何の説明もなくただ初期画面に戻ってしまうシステムに遭遇することがあり

ますが、これは利用者に不安を与え、利便性を無視したシステムというほかありません。銀行端

末では最後の手段として設置されている電話機により会話により助けを求めることが多いようで

すが、このような補助的は方法は利用者の心理的側面からの安心策としては賢明な方法と言え

ますが、周りに多くの人がいる中で機密に関する電話をすることの問題があります。その前に、利

用者に優しい、分かり易いシステムを提供することが必要です。 

・類似な事例として、鉄道やバス各社は共同で電子乗車券の利用を進めています。 従来は目的

地までの運賃を路線図から確かめたうえ、自動券売機で乗車券を購入していたのですが、電子

乗車券を改札ゲートで読み取り機にタッチし、目的地の出口ゲートで再度タッチすれば自動的に

その間の料金が引き落とされます。 利用者は面倒な情報入力の操作が不要になるという視点

からは使い易さを考慮したシステムの典型例とも言えます。 ただ、現在の電子乗車券は一種の

プリペイドカードであって、そこへの金額のチャージが必要になります。 その不便を避けるために

自動チャージのオプションがあり、クレジットカードへの自動振り替えが可能ですが、現在では入

場時に一定額以下になれば自動チャージされますが出場時に不足であっても自動チャージされ

ないという問題があります。 これはプリペードの性質上からくる問題ですが、残額以上の運賃区

間を乗車しますと、出場時に料金不足でゲートを通過できないことになり、その時に現金を所持し

ていないという問題が発生します。 このようなシステム上の問題は今後解決されるでしょうが、

技術上の問題だけでない金銭取扱上の安全性からくる条件が絡んでいることが理由です。銀行

端末における振込機能においても、安全上の問題からくる利用限度額の設定や種々の拘束条件

があり利用上の不便さはまだ多いようです。 利用者への処理結果の表示不足のため、送金した

はずの金額が振り込まれていなかったことがあります。 現金に関わるシステムは安全上の視点

から種々な拘束ができることはやむをえないかもしれませんが、それが利用者に明確に伝達でき

る仕掛けが必要です。 操作を誤った場合には明確な警告とどうすればよいかの親切な説明が

必要です。安全ということを理由に利用者が困ることへの配慮をせずに、ただ機能を遮断すること

で自己防衛をはかるシステムが多いことも目につきます。海外旅行中に運営会社のシステムの

論理判断のミスによりクレジットカードの利用が遮断され支払いができず困惑したことがありま

す。 利便性と安全性との両立はまだ今後の研究が必要な分野といえます。 

 

■例外処理の排除 

・誰もが理解しやすいシステムと同時に重要なのが、すべての処理が同じシステムの中で実行で

きるということです。 そのためには、システムには例外処理を作らないことが基本です。 どうし
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ても避けられない特別な処理があった場合にも、何らかのオプションを与えてシステムの中で処

理し、記録を残すことが基本であって、システムを通さない処理ルートを許さないことが原則で

す。 システムの外を通る処理があると、全体の整合性がなくなるばかりか、それらを通して非正

常な処理がされる危険性もあります。 また、特別な優先権を与えたり、優遇処置を与えたりする

オプションは極力避けるべきであり、その利用に関しては許可条件を厳しく設定することが必要で

す。 よくある事例は、優先処理のオプションで安易に多くの人々がそのオプションを利用するた

めに優先処理ばかりになってしまって、優先の意味がなくなるばかりか、優先の中の更なる優先

処理が必要になってしまう例です。 その他種々の例外処理がありますが、適用条件をルール化

して自動判定できる範囲までとし、いかにして例外処理を排除するか、一般処理の中で済ませる

かを工夫することが必要です。 例外処理では一般にその利用に承認を必要とするなど人的な判

断プロセスが必要になりますので、可能な限り標準処理にすることが効果的運用の基本です。 

例外処理の記録を保持して、例外処理の常用者に注意を喚起したり、あるいは常用しなければ

ならない業務システム上の欠陥を修正することは、例外処理の削減に役立ちます。 

・例外処理には、優先処理の他に、限度を超えた利用、権限を越えた利用、承認プロセスの特

例、例外適用、優遇処置、などいろいろとありますが、例外処理はすべて記録を残し、権限者の

承認と一括した報告を行い、不正な行為に結びつかないようにコンプライアンスの立場からの監

視が必要です。 

 

 

図１０－２  システムの利便性と適用の完全性 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第６４回） 

 

１０ 経営情報化意識の育成と適応能力の向上 

１０．３  システムの目的は使うこと 

 

・利用者にとって、情報システムは使うために存在するのであって、作ることが目的ではありませ

ん。 システムの価値は使い方できまることは何度も強調してきました。 どんな高度なシステムも

どんな高価なシステムも、使いこなさなければ価値が生まれません。 同じシステムでも使い方に

よってその価値には大きな差が生まれます。 使えば使うほど新しい価値が生まれ、使うことによ

ってまた新しい発想が生まれ、システムが生まれます。 

・新しい経営概念や高度な処理モデルなどを駆使したビジネスシステムの導入が情報化の最先

端であるかのような議論を見かけることがありますが、それは全く事実と異なります。 自分たち

が持つ問題を解決できるシステムが最も貴重なのであって、そこに使われている技術やモデルの

新しさや技術的高度性とは関係ありません。 システムの目的は使うことであり、それによって問

題を解決する、または問題解決の支援ができることです。 システムは利用者にとって使い易いこ

とが重要です。 使い易いということは、人間の自然な思考や判断によって容易かつ柔軟に使え

ることであり、多様な利用が可能なことです。 利用者のやりたいことが容易にできること、必要な

情報が即座に入手できること、必要な情報の必要な加工を即座に実行できること、必要な情報を

必要な相手に即座に伝達できることなどです。（続きを読む→） 

 

■使い方でシステムの価値は決まる 

・システムにはその当初の構築目的がありますが、使い方によりその用途は広がり、その価値は

拡大できます。 単純な機能のシステムでも一部の人が使うのと全員が使うのではその相乗効果

を考えると利用者の人数比率をはるかに超えた効果があります。 多目的なシステムならば人に

よっていろいろな使い方の工夫をするでしょう。 使い方は使う人の能力をさらに成長させます。 

いろんな能力へと発展させてゆきます。  

・机上のコンピュータは想像以上の可能性をもっています。 １秒間に１億回を超える演算が可能

です。 記憶装置は１兆個のデータを記憶します。 １秒間に何百万個のデータを伝達することが

できます。 この能力はまだ成長し続けています。  

・誰もが利用している表計算ソフトが多くの机上の計算機に備わっています。 数値の集計に使う

人が殆どかもしれませんが、それらのデータを基に統計を作り、分析し、結果を図表に表し、理解

を容易にすることができます。 それらの処理を構築できる数百を超える関数があります。 少し

努力すれば簡単なプログラムを組んで処理を自動化できます。 図表や資料を編集することもで
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きます。 数値だけでなく文書情報の作成や整理や管理にも使えます。 数百の情報の並べ替

え、検索などは一瞬にして完了します。それによって、議論や思考の整理に威力を発揮します。 

その機能はさらに増え続けています。 使う人の知恵と能力によって、無限の可能性を持ってい

ると言っても過言ではありません。皆さんの目の前にある簡単な道具だけでもこれだけのことが

できるのです。 その使い方は極めて簡単で、誰もがすぐに覚えることができるのです。 しかも

新たなコストはほとんどかかりません。このような表計算ソフトの利用価値は他のシステムとの連

携動作も含めて無限とも言えます。 

 

■良いシステムはさらに良いシステムを生む 

・システムの利用が定着すると、それは組織の文化となり全員が同じ環境や条件の中でシステム

について考えるようになります。 システム機能や利用方法についての議論も活発になり、良い方

向への改善や修正が進みます。 それらは組織の常識になり、さらに新しいシステムの開発へと

展開されます。 このような良いサイクルが生まれますと、敢えて改革プロジェクトを起こさなくても

自発的にシステムの改善が進みます。 外部からの新たな要請や規制が発生しても柔軟に対応

策がとられていくビジネス文化が生まれます。 そうなれば成長するシステムへの軌道に乗りま

す。 そのような組織では、マネジメントからの要求がなくても、現場から新しい提案や要望が生ま

れますし、現場の担当者が情報システムの上で業務を完結する習慣が完成されます。 その裏

には情報システムとは何かという本質の理解が無意識の中に育っていて、課題が発生した時に

はその解決策をシステムの中で考えようとする意識と行動が働きます。 現場の作業者からいと

も簡単に本質を突いた問題解決のロジックを指摘されたことがあります。 良い文化はさらに良い

文化を生みます。  

 

■利用者がシステムを考える習慣 

・業務処理におけるシステム利用が進むと、利用者のシステムに対する意識が高くなりますの

で、利用者はシステム上の問題の指摘や改善についての認識を持つようになります。 当初開発

されたシステムを基盤として、その後システムは機能的に成長してゆきますがこれは利用者の意

識に依存するところが殆どであって、常にシステムについて考える習慣が大きく貢献します。 シ

ステム利用について現状に満足して考えることをやめてしまわないように常に課題を発見し、より

良いシステムを考える習慣を育成することが、さらに高度なシステムを考える基盤になります。 

・昨今、標準基盤とされるようなビジネスのパッケージシステムが多く利用されていますが、それら

は世の中のベストプラクティスを採用しているとうたっていますが、基本的には変更を加えないか

ぎりそれ以上の機能は実行できません。 ビジネスは競争の時代ですが、ベストプラクティスとは

過去をベースとした最適解です。 競争相手に勝つためにはその先を攻めなければなりません。 

ただ、システムの価値は利用方法で決まると言うことを考えれば、同じシステムでも利用方法を工

夫すれば差別化は大いに可能だと言えます。 さらに、ビジネス処理の機能モジュールを提供し

てそれらを組み合わせて自由にシステムを組むようなパッケージシステムもあり、そのような機能
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をクラウド上で提供しようとする試みもあります。 利用者がシステムを考える機会は多様化して

いて今後増えるかもしれません。その時にはこのような機能モジュールの組合せでシステムを構

築することを含めて、最適なシステムを自由な発想のもとで構築することが期待されます。 

 

■ 成長するシステム 

 ・利用者の意識と認識によって、システムはその機能を増し、あらゆる問題解決ができるように

なってゆきます。 そこには現場利用者の知恵とアイデアが詰め込まれていて、机上の議論では

ない真の問題発見とその解決策があります。 システムは完成から時間が経過すると概念が古く

なったと言う理由で廃棄されることが多いのですが、利用者の意識によってその機能が更新され

続けることによってシステムは成長してゆくことができます。 このようなサイクルに乗るならばシ

ステムは捨てられることはありません。 昨今の高度化した情報技術を駆使するならば成長して

いく機能を容易に入れ替えていくようなシステムを実現することは容易です。 このような成長す

るシステムは、現場で必要とする本当のニーズを捉えてシステムに反映していくというビジネスア

ナリシスの精神にも共通するものです。 システムを成長させる情報技術はいくらでもあります。 

 

 

  図１０－３ 利用による価値の創出と新たな発想 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第６５回） 

 

１０ 経営情報化意識の育成と適応能力の向上 

１０．４ 利用者の支援と問題の発見 

 

・構築されたシステムを徹底的に利用して最大限の利用効果を引きだすためにはまずは利用者

の利用意識が不可欠ですが、効果的な利用の研究と、高度利用のための利用者の支援が欠か

せません。システムを担当者が自由に使いこなすことは大切ですが、利用の中で発見される効果

的な利用方法は可能な限り利用者間で共有されるべきであって、その中からまた新しい発見が

生まれてきます。 ビジネスシステムと情報処理システムとの間にはある程度の考え方や処理方

法の相違はどうしても生じますし、利用者間の技術面の理解レベルの差は避けにくいので、その

間の相互理解のための利用者の支援は非常に重要な課題です。 新しいシステム投入の初期は

全体的な教育やトレーニングによってその間のギャップを埋めることを徹底できますが、利用が定

着した後も問題や疑問は定常的に発生するものです。 新たなシステム投入の初期では基本的、

初歩的な疑問や質問が多いのですが、利用が進むにつれて認識される問題はだんだんと高度な

あるいは詳細な内容になっていくのが一般的です。 このような質問や疑問に対応することは利

用初心者の能力向上と、高度な利用支援として大切であるとともに、その中に業務上あるいはシ

ステム上の本質的な問題が発見されることは珍しくありません。 利用者を支援するヘルプデスク

は利用者の支援であるだけでなく、課題や問題発見の重要な機会でもあります。（続きを読む→） 

 

■高度利用は実際の利用から学ぶ 

・新たなシステムの投入により新しいビジネスプロセスが導入されますが、その真価は使ってみて

初めて検証され実感できるものです。 計画時点で十分な検討が実施されているはずですが、実

務に投入されますと当初の計画と異なる種々な側面が現れますし、期待通りにいかないこともあ

り、思わぬ効果が発見されることもあります。システムの効果的利用は現場の利用者によって育

てられると言えますが、そのためには利用者が好んで利用するシステムでなければなりません。 

積極的に利用されるシステムはさらに新しい利用方法を生み、更なる効果をもたらしますので、そ

れらの利用方法を集約して真に効果的なシステムの運用方法を利用者に徹底することにより全

体の運用効果を向上させることができます。 

・システムは構築すれば終わりではなく、本当のシステムの価値はその利用から生まれますので

さらに高度な利用によりシステム価値を倍化することが期待できます。また、計画時点では気が

付かなかった利用上の種々な効果が発見されることは珍しくありません。 このようにシステムの
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高度利用は実際の利用から学ぶことができます。 ここにおいても、利用者の高度な利用意識が

大きく貢献します。 

 

■ヘルプデスクにより利用促進をはかる 

・新しいシステムを投入した場合の利用者が抱える質問や疑問は、当初は初歩的な問題が多く

ほとんどは形式的な説明で対応できます。 それらの問題は「よくある質問」集を充実することに

よりかなりの範囲まで対応できますが、利用初心者には何がわからないのかが分からない、どう

利用すればよいかがわからないという場面も多く、充実した質問集があってもそれらを使いこなせ

ない場面が多く、理解をあきらめてしまい、初心者の利用意識と効率を著しく低下させることがあ

ります。 ヘルプデスクのようなある程度の人的な直接支援は不可欠であって、それにより早期に

初心者の利用レベルを向上させるとともに、全体的な利用効率の向上をはかることもできます。 

ヘルプデスクといってもいろいろあり、専従の支援組織を作ることばかりでなく、利用者の中に利

用促進のリーダー役を作り利用者全体のサポート役をつとめることは利用促進に効果的です。 

そのような人は、自身も業務に精通していますので、問題の理解が的確であり、指導も適切で

す。ヘルプデスクといってもシステムの利用方法にとどまらず、結果の分析方法やビジネス上の

処理に関する高度な利用方法、あるいは事業分析に至る複雑な問題などシステム利用の本質に

至る課題などの支援までを含むことが理想的です。 ヘルプデスクを事業とするサービスもありま

すが、可能な限り自分たちの組織の中で対応することによって、ビジネス上の問題点を自ら発見

し実務に反映していくことは、その後の問題解決や問題発生の回避のためにも重要です。 

 

■利用上の問題を発見して後のシステム開発に活かす 

・システム利用が進むと利用者の質問や指摘事項は高度な内容になってゆきますが、その中に

は、ビジネスシステム上あるいは情報処理上の本質的問題に関わる課題が発見されることがあ

ります。 その他、利用の利便性に関する指摘は非常に多いのですが、その中にも開発者が机

上で考えただけでは気付かない指摘があります。 これらの問題を的確にとらえることが次の高

度なシステム開発につながるだけでなく、システム開発と利用に関する本質的な問題を見つける

ことができます。 簡単な問題で多くの人が問い合わせてくる質問は、利用上の利便性あるいは

基本的な理解に欠ける問題として注意する必要があります。 質問事項は分析により、後の問題

解決に反映するための貴重な情報になります。 ヘルプデスクやクレームを受け付けるコールセ

ンターを新製品開発のための重要な情報源として活用している企業は多く、そのような企業の中

でも、きめ細かな対応をする開発者の製品やサービスは現場の意見を反映した優れたものであ

ることは多く見受けられます。 

・定型的な業務を日常処理する汎用的なシステムも多々ありますが、一方では常に処理機能や

能力を向上させていく戦略的なシステムがあります。 前者においては処理効率の向上が求めら

れますが、後者においては利用上の経験から新たな知見を得て高度なシステムへと変化成長し
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ていきます。 このような成長するシステムは机上の計画では限界があり、現場の利用による発

見が成長のための貴重な原点になります。 

 

 

図 １０－４ 利用者の支援と問題の発見 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第６６回） 

 

１０ 経営情報化意識の育成と適応能力の向上 

１０．５  ビジネスアナリシス人材と文化を育てる 

 

・ビジネスアナリシスを経営の戦略として活用するためには、ビジネスのトップマネジメントと、現

場の人たちの両者の意識と認識が必要であることは重ねて述べてきました。 ビジネスアナリシ

ス人材を育成するという課題に対して、意識と認識をもつという視点は基本であり、日常業務に常

にビジネスアナリシス思想が大切であるという信念をもって対応していく習慣を育てることが人材

育成の目的達成に結びつきます。 

・組織外部の支援を含めてあらゆるビジネスアナリシスの能力を活用する事は大切ですが、ビジ

ネスアナリストという専門家だけではなく、ビジネスにかかわるあらゆる人がビジネスアナリシスの

部分を担っているという意識が大きな推進力であることの理解が必要です。 少人数の専門家よ

りも、全員の意識の総合力ははるかに大きいことを理解すればその効果がわかります。 ビジネ

スアナリシスに関わる人材を育成するという発想ではなく、トップマネジメントから現場の担当者に

至るまで、経営に関わる人たちすべてがビジネスの改革を目標として持ち、ビジネスアナリシスを

背負っているという意識を持つことがビジネスアナリシス文化定着の早道です。（続きを読む→） 

 

■ トップマネジメントがビジネスアナリシストになる 

・経営の効率的、効果的運営は組織の全員が常に意識をもって何かを変えなければいけないと

言う認識の下で日々の業務を推進すると同時に、トップをはじめとするマネジメントのリーダーシッ

プがすべてを牽引することが鍵となります。 その実行内容はビジネスアナリシスによる意識改革

であると言い換えてもよいでしょう。 最初に述べましたように、我々のビジネスの日常は、いろい

ろな課題や問題の連続であり、それらを解決しながら暮らしています。 その解決のメカニズムは

すべてビジネスアナリシスの概念の中にあり、それを実践できる能力を持ったトップマネジメント

が真のリーダーであると言えます。 これまでに述べてきましたビジネスアナリシスの思想、概念、

実行プロセス、技術、を理解し行動することによって企業革新のリーダーの責任を果たすことがで

きます。 そのプロセスや技術には何ら難しい手法はなく、一般的に行われているビジネスの慣

習的行為の集まりです。 日頃漠然と考えていたビジネス上の行動をビジネスアナリシスの体系

化された意識をもって実行することによってビジネスアナリストとしての責任を果たすことができま

す。 ここでトップマネジメントと呼ぶのは、組織を運営しリードする上位マネジメント全員であり、

それらの人たち総てがビジネスアナリシストになり、その認識をもって行動すことがビジネスアナリ

シス組織の確立に結びつきます。 
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■ あらゆる機能を活用する 

・ビジネスアナリシスを効果的に実行するには、多くの技術や手法を活用する事が必要です

が、簡素な方法であるとはいえそれらの総てに精通することは容易ではありません。 同じ技術で

も効果的な利用によりその効率は倍加することもあります。 外部の組織を含めて、そのような能

力を持ったいろいろなサービスや能力を活用ずることは大きな効果があります。いろいろな経験

の持ち主、種々な分野の分析の専門家、組織間コーディネーションの得意な人、財務や人事や法

律の専門家など、あらゆる分野の課題が関係してきます。 どこにどのような機能や人材がある

かを知り、それらを有効に活用することは、ビジネスアナリシスを効果的に推進する能力でもあり

ます。外部の力を利用することによりその手法を学んで次回は自分たちで実行する能力を養うこ

とにもなります。異なる経験を積むことは人材を育て、能力を育てる上からも大切です。 自分た

ちの内部機能や能力だけに頼る必要は全くありません。自分たちは何をしなければならないのか

という明確な目標と意識、そして実行の意志をもって、その実行の方法にはあらゆる可能性を活

用する事が有効です。 

 

■ ビジネスアナリシスは現場から成長する 

 ・優秀なリーダーがあっても、実務を推進するのは現場の人たちです。 高度な問題解決の論

理や手法を展開してもそれを実行できなければ意味がありません。 理路整然とした計画を作成

してもその実行過程では種々の問題が発生することは常に起こります。 それらを柔軟に判断し

ながら対応することによって解決のプロセスは進行し、その経過や結果が経験となり次の機会に

役立ちます。 そのようにしてビジネスアナリシスのサイクルは成長し高度化されていきます。これ

らを実際に支えるのは現場の力であり、 ビジネスアナリシスは現場の意識と認識の成長と共に

より高度なものに成長してゆきます。トップマネジメントの明確な意識とリードと現場の認識と能力

が一緒になった時に、高度なビジネスアナリシスが構築され定着してゆきます。 

 

■ 組織全体をビジネスアナリシス文化にする 

 ・マネジメント層のビジネスアナリシス意識の定着と同時に、ビジネスの現場で活躍する全員が

ビジネスアナリシスの思想と概念を理解することにより、組織全体のビジネスアナリシス文化が構

築できます。 高度なマネジメントのもとで高度な実務を実行する現場の人たちとのチームワーク

によって変化を生みどのような変化にも対応できる組織が生まれ、その結果は全く異なったもの

になることができます。 その方法は、これまでに述べてきた内容、特に適切なプロセスを選択し

て着実に課題や問題解決を実行していくことにより実現することができます。 言い換えるなら

ば、ビジネスアナリシスに関わる特定な人がいるのではなく、トップマネジメントから現場の担当者

に至る組織の総ての人たちがビジネスアナリシスの基本的概念を理解して行動することにより組

織全体をビジネスアナリシスの文化にすることができます。 
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 ・ビジネスアナリシスに関する概念や手法を一度は教育コースやトレーニングとして学習するこ

とは効果がありますが、実務上の課題解決において実践することが最も確実な訓練であり、体験

として知識と能力形成に役立ちます。 構築された新たな仕掛けやシステムによる効果を経験す

ることによりさらに新しい課題を発見し、それらの解決に取り組んでいくサイクルが起こり、組織全

体としてのビジネスアナリシス文化が確固としたものとして定着します。 それらの基盤となるのは

ビジネスアナリシスを推進する組織全体の力なのです。 

 

 

  図 １０－５ ビジネスアナリシス文化の定着 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第６７回） 

 

１１ 人とビジネスとビジネスアナリシス 

１１．１  ビジネスの主役は人－すべては人で決まる 

 

・これまでビジネスアナリシスについていろいろと考えてきましたが、最後にビジネスにおける主役

は人であると言うことをもう一度認識したいと思います。 ビジネスのいろいろな場面で、問題に直

面し、それらにどう対応するか、課題をどう解決するかを考え、それらを実行するのはすべて人で

す。 経営の改革を考えるのも、社会の新しいシステムを作りだすのも、新技術や新製品を生み

出すのも、総て人なのです。 人には個性があり、それぞれ異なった能力をもち、異なった価値を

持っています。 ビジネスにおいてはそれらの人々の特徴を組み合わせて、事業を推進し、課題

を解決してゆきます。 そのような能力の組み合わせによって最も効果的な実行計画や課題解決

の方策を構築することがビジネスアナリシスです。 ビジネスアナリシスの方法の中には多くの優

れた考え方や技術がありますので、それらを使って効果的な実行策を組み立てることができます

が、そのためには意識をもって構築する人がいなければ何も生まれません。 ビジネスアナリシス

実行の成否はすべて人に依存しています。 （続きを読む→） 

 

■ ビジネスの主役は人 

 ・日々何事もなく流れているように見えるビジネスの殆どは、常に変化し、何かの課題を内在し、

対応しなければならない問題を含んでいます。 それらに対応できなければ存続することができな

くなる危険性をも含んでいます。 このような現実においてビジネスを日々運営し、問題を発見し、

その対策を考え、それらを実行することはすべて人に依存しています。 ビジネスの主役は人で

あることは誰も疑うことはできません。 ビジネスアナリシスは日々発生するこのようなビジネスの

問題を捉え、考え、解決していく支援をする重要な役割を持っていますが、どのように利用し、効

果的に活用するかを決め、目標に向かって実行するかを判断するのもまた人なのです。 言い換

えるならば、ビジネスとその変化に新しい価値を与えるビジネスアナリシスの実行は人の能力に

深く依存しているのです。 ビジネスをリードし、変革を追究する人の意識と能力によってビジネス

アナリシスは大きな成果を生むことができるのです。  

 

■ 人には最も効果的に実行しようとする本能があり能力がある 

 ・ビジネスに限らずに人は何かを実行するときには最も効果的に目標を達成しようとする本能的

能力があると思われます。 例えば、現在地から目的地へ行く場合に、最も効果的な方法を瞬時

に考えます。 二つの地点間を歩く場合には、広場ならば直線上を歩くでしょうし、道があれば最
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も近い道を選ぶでしょうし、道の状況を観察して迂回することもあります。そこでは、状況や環境に

応じた最適解を求めています。 間に山があれば、越えていくか距離はあっても平地を迂回する

かの選択も考えます。 交通機関が利用可能な場合には、早さ、利便性、コストのバランスを考え

てさらに選択肢が増えます。このような判断は教えられることはなくても本能的に人の能力の中に

あります。 このような単純な行動の中でも多くの認識、観察、比較、評価、判断などが本能的に

実行されているのです。 

 ・ビジネスにおける行動では、対象とする課題は多様、複雑になり、取り巻く環境も多様であり、

人の本能的観察や判断の領域を越えてきます。 そこで役立つのがビジネスアナリシスにみられ

るような思考や判断を支援する概念です。 複雑な問題になりますと必要な知識も多くなり、未知

の領域の知見も少なくありません。 知っていても見落とすこともあります。 それらをさまざまな

視点から効果的に支援するのがビジネスアナリシスです。 ビジネスアナリシスを活用しようとす

る人は、直接自分で観察し、評価し、判断するほかに、ビジネスアナリシスの概念と手法を通して

考え、実行することになります。 人の本能的能力に、どのように解決すればよいかの構造と手法

を考える能力を加えることが大きな効果を生みます。 多様な視点からの様々な条件の中で、状

態を分析し、判断し、最適な解答を引きだす能力に変えることであるとも言えます。 そこでも主役

はやはり人です。 

 

■ トップマネジメントとしての人 

 ・ビジネス上のマネジメントにおいて最も影響が大きいのはトップマネジメントであることは当然

のことですが、その意思決定の内容によりその後の組織の運営は大きく左右されます。 トップマ

ネジメントは組織のリーダーとしてあらゆる状況を理解し、評価、判断しなければなりません。そ

のような場面でビジネスアナリシスを理解している経営者ならば必要な状況や情報の収集や分

析、評価、妥当性の判断などの行動を遅滞なく進めたり、必要な意思決定による具体的な対応の

指示を出したりすることが容易に可能です。 マネジメントとして当然と思われることを迅速に判断

して意思表示し、行動することを常に意識として備えているかどうかは人に依存しています。 迅

速な判断が必要な場面で、自らの意志を明示できずその判断や行動を他人に依存している組織

の責任者を見かけることは少なくありません。自分の判断の限界を超える現象においては、それ

を得意とする第三者に明確な意識をもってアドバイスを受けることは重要な選択肢です。 そのよ

うな場合においても、最終判断の責任は組織のトップマネジメントにあることを忘れてはなりませ

ん。 意思決定の影響する範囲と重要性によっては、トップマネジメントとは、組織の事業部門や

機能部門の責任者であってもかまいません。 実務では責任範囲においてその推進方針を明確

にすることが求められます。 但し、関係部門への影響がある場合にはそれらの調整、合意が必

要であることは原則です。 このように、それぞれの組織の構成階層にいる責任者である人それ

ぞれがトップマネジメントの認識をもって、相互に連携を持ちながら活発に行動することにより、組

織の活動を活性化し続けることが可能です。そこでもビジネスアナリシスの活用による判断と行

動の基盤が有効に効果を生みます。 
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■ 「人」の３つの視点 

 ・人には様々な性格や特徴や能力がありますが、ビジネスとビジネスアナリシスへの適応性は、

意識、能力、人間性の三つの視点から評価しますと良く判断できます。 これらの総てを理想的な

レベルで持ち合わせている人はまずありませんから、理想に近い人材を育成していくことが重要

になりますし、場合によっては複数の人たちによってチームとして補完しあっていくことも必要で

す。 この三つのどれが最も重要かはビジネスの場面によって異なります。 

 ・ビジネスの現場においてまず大切なのは、明確な目標をもって、自分のビジネスが今どのよう

な状況にあるかを常に監視し、分析し、どのような問題があるかを発見し、あるいは何をしなけれ

ばならないか、次には何が起こるであろうか、などを認識する意識と態度です。対応しなければな

らない課題に対してどのような方法で計画し実行するかをビジネスアナリシスの概念をもって判断

し実行する意識が大切です。新しい戦略を計画したり、業務革新をしたりすることは、明確な意識

がないと着想できませんが、さらにそれを効果的に実現するためにビジネスアナリシスの概念を

徹底して活用する事においても意識が大切です。 意識にも多様な要素が含まれますが、業務革

新の意識、問題発見の意識、問題解決の意識、実行の意識、などのほか、マネジメント層におい

てはトップマネジメントとしての実行の意思表示、推進のリーダーシップ、実行に必要なリソースの

認可、実行におけるリスクの予測と障害の排除などすべての具体的な意識が必要です。 これら

の処理が意識をもって迅速に実行されるならば推進を加速し、良い結果に到達する大きな効果と

なります。 

 ・二番目の能力に関しては推進の基盤となる重要な要素となります。大きく分けるならば、判断

力、行動力、知識、の三つに分けることができます。 判断力は現在の状態と環境の判断と共に、

計画過程における諸計画の構築に関わる諸事情や条件の理解、判断、分析、理解、想像、など

の複合的能力としての柔軟な判断による意思決定が、実行の迅速性と共に重要な要素となりま

す。 行動力においては、積極性を伴う諸事項の実行、推進する牽引力や指導力などは推進力と

共に迅速な行動を実現する上で欠かせません。知識は広い分野にわたりますが、ビジネスの一

般業務処理知識、事業運営や業界に関する知識、マーケティング、購買、生産管理、品質管理、

プロジェクト管理、財務、人事、法務、情報管理、などの業務知識やそれらのシステムメカニズム

から多くの機能の運営方法に至るまで広範囲にわたります。 これらの知識の多くは、必要に応

じてその分野の専門家に協力を依頼することができますが、基本的概念はマネジメントとして理

解していることが基本といえます。 

 ・三番目の人間性については、本人の性格や態度に関連する部分もありますが、公平性、倫理

性、などは基本的であり、柔軟性や思考の明確さなども大切な要素です。 これらの総合されたも

のが人の信頼性に結びつきます。 これら人間性に関する事項は特に組織内部の意思統一や相

互信頼による合意などに大きく寄与することがありますが、困難な交渉などの多い外部との調整

などにおいても、個人の信頼性などは柔軟性や思考や発言の明確性などと共に効果の大きい要

素となります。論理的、技術的議論を越えて、人間性に関する問題は複雑なビジネス環境におい



267 

 

てはその重要さを増していて、とくに人と人との信頼関係とコミュニケーションは技術的には解決

できない環境を乗り越えて問題解決に結び付くことも少なくありません。いわゆる人格があると評

価される人は理論や技術を越えた説得力をもっています。 

 ・いかに優れた環境にあってもそれを利用する意志がなければその効果の実現は不可能であ

り、また、高度なシステムを構築しても、その実用の意志がなければ実務での効果を生むことが

できません。これらの判断は総て人の意識や行動に依存する問題です。 このように、ビジネスア

ナリシスの実現に向けて、「人」 が最も基本であることを認識することが大切です。 

 

 

 図 １１-1 すべては「人」で決まる 

 

◇◆◇ 
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ビジネスアナリシスを考える 

－あらゆる課題や問題解決を実現する効果的なアプローチ－ 

（第６８回） 

 

１１ 人とビジネスとビジネスアナリシス 

１１．２  ビジネスアナリシスの無限の可能性 

 このコラムの最初に、ビジネスアナリシスはあらゆる課題や問題に対して適用できることと、

日々の生活における課題解決の行動はビジネスにおける課題解決と類似であると繰り返して述

べました。 ここまでにそれらの詳細についていろいろな場面における考え方を取り上げて、ビジ

ネスアナリシスとは何かについて議論してきましたが、その機能はビジネスに限らず、あらゆる日

常の場面で応用できることを理解されたことと思います。 日常生活をはじめとして、日々の活動

のあらゆる場面では常に何らかの課題に直面し、それらを解決していかなければなりませんが、

その課題の対象が何であっても、その対応の基本的な手順とそこで利用される種々の手法は殆

ど共通なのです。 ビジネスアナリシスではその構成概念や実行要素が日常の業務の中から抽

出され、一般化されていますので、日常のあらゆる現象に対して共通であることは当然だといえ

ます。  

 ビジネスアナリシスは他のいろいろな思考方法や概念構成の方法と競合しません。 相互に補

間することができます。どのような手法や概念をも構成要素や実行の適用部品とすることができ

ます。 自らが他の思考概念の構成部品になることもできます。 ビジネスアナリシスはあらゆる

課題や問題解決思考の基本になります。 ビジネスアナリシスを組織の文化にすることができれ

ばその効果は計り知れません。 

 これまでに繰り返して述べてきましたが、再度ビジネスアナリシスの概念と思想、その構成機

能は、ビジネスに限らずあらゆる行動の場面で活用できることを認識して、その利用の無限の可

能性に挑戦され、あらゆる場面での活用を期待したいと思います。（続きを読む→） 

 

■ ビジネスアナリシスを構成する基本行動はあらゆる現場から集まったものである 

 ・ビジネスアナリシスを構成する概念、手法、技術、などの総ては、あらゆる実務の現場から集

まった事実です。 理想的な行動を論理的に作ったものではなく、日常のどこにでもある概念や手

法の集まりですからわかり易く、なじみがあり、どこにでもでてくるものばかりです。 実務の中か

らいろいろな行動を起こす場面のパターンやルールを見つけて体系化したモデルだとも言えま

す。ビジネスの行動は全て小さな行動の組合せや集まりからなっていることがわかります。 

 

■ ビジネスアナリシスの概念は一般化されている 

 ・ビジネスアナリシスの構成概念は、ビジネスの実務における実際の思考方法や意思決定の背

景、行動の形態などをモデルとして、どこにでも適用できる要素に一般化されたものです。 従っ
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て、机上で論理的に構築したものではなく、実際に行われている行動で構成されているために自

然であり、分かり易く、当たり前のことばかりです。 我々が何か一連の行動を計画する場面を考

えますと、その構成部分はどこかで経験したことのある行動要素のつなぎ合わせであり、全く新し

い行動は殆どありません。そのような行動要素の組合せですから、その結果として構築できる一

連の業務もまたありふれたものばかりです。このようにビジネスアナリシスの構成要素はビジネス

実務から取り出されたものをいろいろな部面で利用できるように一般化したものばかりなのです。 

ビジネスアナリシスではこれらの行動要素を体系化して、場面に応じて選択し、組み合わせること

によって目標達成の行動の最適化を図ろうとするものです。 

 

■ ビジネスに限らず、日常課題への対応構造は類似 

 ・外見上全く異なる課題に対して、その解決策を考えるときに、どのような解決プロセスと具体的

な方法を選ぶかという問題において、その思考の内容はほとんど同じです。 ただ、直面する課

題によってその具体的な実行手順や実行内容が異なるだけであり、解決策構築のための思考概

念は殆ど同じです。 具体例をあげるならば、ビジネスにおける業績向上のための方策の構築

と、スポーツにおける成績向上のための方策の構築とは、同じ検討概念やプロセスを適用するこ

とができるのであって、具体的行動の内容が異なるにすぎません。もっと細かい課題では、製品

の原価低減の戦略を考えることと、人材育成の実行計画を作成する事とはその思考概念は同じ

なのです。いずれも、現状の確認、分析と認識、到達目標の設定、課題の解明、行動案の策定、

可能性の評価、リスク評価、代案の準備、実行体制の構築、リソースの配分、実行監視、等々が

必要ですが、その実行手順や対策の具体的行動の選択が対象により異なるにすぎないと考える

ことができます。ビジネスアナリシスとしての一連の思考概念は同じなのです。 

 ・このように考えますと、社会のあらゆる領域、例えば、一般企業経営、行政機関、公共団体、

非営利組織、教育機関、研究機関、病院、介護施設、組合、クラブ活動、ボランティア活動、地域

活動、各種プロジェクト、などで発生する多様な問題を同じビジネスアナリシスの思考概念で総て

考えてその解決策を構築できるのです。 

 

■ 他の手法と共存し、補間し、競合しない 

 ・よくビジネスアナリシスの位置づけに関して、他の概念との上下関係や、他の概念を包含する

かという質問を受けることがあります。 ビジネスアナリシスはあらゆる形態や規模の課題を検討

することが可能であり、また適切な範囲を選択することにより他の概念の部分機能になることもで

きますので、どのような範囲の課題に対しても対応でき、どのような位置づけにも置くことができま

す。 具体例として、ビジネスアナリシスとプロジェクトマネジメントの比較が良く議論されますが、

全体が明確でないような漠然とした時点での課題に対しては、ビジネスアナリシスではその方向

性や全体概念を決めることが得意ですが、境界や目標が明確になった課題において、その中で

の最適な実行マネジメントをする場面ではプロジェクトマネジメントの手法を効果的に活用する事

ができます。プロジェクトマネジメントの中で複雑な問題が発生した場面では、ビジネスアナリシス
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の機能を活用して新たな方策を求めることも可能です。 他の種々な手法や概念に関しても同様

の関係があり、必要な場面においてそれぞれが他方を互いに包含して機能させることが可能であ

り有効であって、上位や下位概念という位置づけは全くありませんし、相互に共有する機能がそ

のほとんどであると言っても良いでしょう。 特徴的なのは、ビジネスアナリシスではその外部境

界がないと言うことです。使う人の考えによって自由に範囲を定め、どこまでも拡大して展開する

ことができるのです。  

・ビジネスアナリシスは物事を考えるときに活用できる部品と使い方が詰め込まれた道具箱で

あって、そこから必要な部品と工具を取出して自由に利用できると考えればわかり易と思います。

ただ、部品や工具の使い方や使う人の能力により適用範囲や結果は大きく異なりますし、意図的

に一つの方向の結論に誘導することも可能です。 答えは一つではなく、利用する人の意志と目

標によってどこへでも導くことができます。 

 

■ どんな手法も構成部品になる－機能は相互に内蔵できる 

 ・ビジネスアナリシスはビジネス上の課題や問題を解決したり新たな価値を求めて戦略をたてた

りするための方策を構築する手法であって、その構成要素はあらゆる機能の行動を含んでいま

す。 ここで利用される機能はビジネスアナリシスのために開発された手法というものはなく、どの

ような機能要素も利用できます。 目的に応じて最も適した機能要素を選び、最適な実行プロセス

に従って組み立てればよいのです。 問題の置かれた環境を分析して、その環境に適した手法を

選択することが鍵となります。 利用される機能は、あらゆるレベルがあり、例えば、簡単な情報

の収集方法や集めた情報の分析法、結果の表示方法などから、問題の整理方法、あるいはビジ

ネスモデルのような概念的手法に至るまで広い階層の手法をすべて含みます。 これらの手法要

素は、目的に応じて単独で利用されることもありますが、部品として多くのビジネスシステムに組

み込まれ、相互に共有され、内蔵されることができます。 ここで大切なことは、ビジネスアナリシ

スの実行において手法の選択と同時に、実際にどう使うかという利用の方法と利用者の能力によ

り得られる結果が大きく左右されると言うことです。 例えば、同じ形態の討論においても、その司

会者の会の運び方によって、結論のレベルや品質に大きな差異が生まれるのと同じです。従っ

て、手法はその利用方法と一体となって価値があるといえます。利用方法は問題の置かれた立

場や環境により異なりますので、その適切な選択の判断をすることはビジネスアナリシスの重要

な機能です。 

 

■ ビジネスアナリシスはあらゆる問題思考の基本である 

 ・ビジネスアナリシスの基本的な考え方について繰り返し述べてきましたが、ビジネスに限らず

日常の課題解決を考える助けとなる一般的な思考方法の基本であると理解することが良いと考

えます。 ビジネスアナリシスとは、与えられた課題の現状を認識し、それに対してどう対応すれ

ば最も効果的に実行でき、かつ最も大きな成果を得られるかということを、多様な視点から分析

的に思考して最適解を構築していく分析的思考の方法論であると思います。 この思考の方法が
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身につきますと、日常発生するあらゆる課題に対して、解決までの必要な検討内容とそのプロセ

スが容易に浮かんでくるようになります。 そのような能力が組織全体の活動の基礎になります

と、組織の全員が同じ思考概念をもって迅速に必用事項を抽出し、議論の上、結果に結びつける

ことができますので、組織の行動効率は大きく向上します。 議論や評価の標準化も進みますの

で、さらに実行効率は倍加してゆきます。  

 

■ ビジネスアナリシスを組織の文化にする 

 ・ビジネスアナリシスの概念を組織全員が習得して組織共通の文化にすることにより、組織戦略

の構築やあらゆる環境変化への対応において、迅速に、効率的に対応可能な思考的に高度な組

織の文化を構築できます。 そのためにはビジネスアナリシスに関する組織トップの高い意識が

欠かせませんが、同時にトップを支える実務実行者の意識と実行スキルの向上をはかり、両者の

協調のもとにビジネスを推進することを組織の文化とすることが望まれます。 これからの急激な

変化と厳しい競争の時代に、あらゆる環境に柔軟に対応でき、飛躍できる組織文化の基盤になる

ことは間違いありません。 

 

 

  図 １１－２ ビジネスアナリシスの無限の可能性  

 

◇◆◇ 

 

□ 最後に： 

 

 ・このコラムは、我が国におけるビジネスアナリシスの普及に腐心されたＩＩＢＡ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉ

ｎｓｔｉｔｕｄｅ ｏｆ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ａｎａｒｉｓｙｓ）日本支部の初代代表理事:福嶋義弘氏のご提案もあり「ビ

ジネスアナリシスとは何か」ということを実務面からわかり易く紹介しようとする目的で書き始めた



272 

 

ものです。 IIBA 日本支部のホームページへの連載的な掲載についての福嶋氏のご理解と、ご

支援がなければこのコラムは生まれてこなかったものであり、ここまで掲載を続けられましたこと

に感謝いたします。 ビジネスアナリシスをビジネス実務の上でどのように適用していけばよいの

かをわかり易く解説することを目的とし、同時に読者とともに一緒に考えていくことを考えて「ビジ

ネスアナリシスを考える」 というコラムのテーマとしました。執筆者独自の実務現場経験の視点

からみた意見も少なくありませんが、「ビジネスアナリシスの心」を紹介したつもりです。  実務の

視点から見たビジネスアナリシスの本質的な姿を紹介できたのではないかと考えています。 

 

 ・さらに、このコラムを IIBA 日本支部のホームページに連載することに関して、日本支部コミュニ

ケーション担当理事である庄司敏浩氏の掲載に関する適切なご判断とご支援を頂き、さらに掲載

のために毎回多大なご努力を頂いたことに感謝し、御礼を申し上げたいと思います。庄司氏のご

努力がなければ、この掲載を続けることは不可能でした。 このコラムを読まれた方々が、自分の

ビジネスアナリシスの概念を構築し、このコラムを議論の種として、他の多くの人たちへ伝達して

いただければ、さらにビジネスアナリシスの裾野が広まるものと期待しております。執筆者自身も

このコラムの執筆により、ビジネスアナリシスの概念をさらに深く理解し、より明確な理解ができま

したことを感謝しますと同時に、さらなる普及のために努力したいと思います。  

 

・このコラムを書き始めてから、３か年ほどの時間が経ち、その間にビジネス環境は大きく変化

し、ビジネスアナリシスの定義や概念構成も変わりつつありますが、その目的と目標は変わって

いないと思います。 記載内容は、掲載のつど見直してきましたが、時間と共に少々の表現の不

整合や変更も発生しました。 最初の計画では、ＩＩＢＡ®が出版している知識体系ガイドであるＢＡ

ＢＯＫ®の概要紹介を最後に記載する予定でしたが、その改訂版(Version 3) が近く公開される予

定で、 記載内容にもかなりの変更があるようなので、ここで取り上げることをとりやめました。 

必要な方は今後出版される時点で改訂版の本文やその他の解説書などを参照していただきたい

と思います。 長期にわたり読んでいただきました皆様に感謝いたします。 

 

２０１４年１２月    

上田靖之      

 

◇◆◇ 
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【執筆者略歴】 

上田 靖之（うえだ やすゆき） 

■1963 年日立製作所入社。■研究所にて原子力プラントの研究開発に従事。■1968 年工場に移りプ

ラント設計、プラント建設、プロジェクト管理などを担当。この間に■情報化を中心とした業務改革を推

進し設計システム、CAE、CAD、プロジェクト管理、経営支援、原価管理、文書管理など諸システムの

開発、適用と運用に携わる。■ＣAD センター長、原子力プラント建設部長、ソフト技術開発部長、情報

システム部長などを歴任。■1993 本社に全社情報システム管理を統括する情報システム管理本部の

設置にともない本部長を担当。 

■1998 年日立化成工業に転属。■BPR 推進室長、IT 推進室長を担当し業務改革、経営情報システ

ム構築と運営に従事。■常務取締役(経営企画、情報システム担当)、常勤監査役、特命顧問を歴任。 

■2004 年退任後、コンサルタント支援、営業支社顧問、情報事業顧問、NPO 法人理事など。 

■2008 年 12 月 IIBA®日本支部発足時より会員として参画。 

 

◆自分の業務のために多くのプログラムを自ら作成したことから、情報技術の適用の広さと無限の可

能性を感じ、あらゆる「もの」や「こと」の変革への適用を考え続けるとともに、現場に密着したビジネス

システムの開発と情報技術の融合を推進してきた。 


