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Challenges 
emerging from the 
global pandemic

世界的なパンデ
ミックがもたら
す課題
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教育と学びの変化

デジタルとトランスフォーメーションの
仕方の進化

文化とビジネスの進め方
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Critical trends where business 
analysis is essential 

ビジネスアナリシスが不可欠な

クリティカルなトレンド



One Change and digital transformation is now normal
チェンジとDXはもはや当たり前
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“The pandemic’s most 
enduring impact will be as 
an accelerant.”
"パンデミックの最も永続

的な影響は、促進剤として
の影響である。"

Scott Galloway
New York University

“… the role of the business 
analysis professional … 
thrives in greater 
uncertainty, uses 
techniques that augment 
the pace of change and is 
equipped to bring 
consensus on the direction 
of change …”
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“...ビジネスアナリシス専
門職の役割は...より大きな
不確実性の中で成功し、

チェンジのペースを増大さ
せるテクニックを使用し、
チェンジの方向性について
コンセンサスをもたらすた
めの能力を備えている..."

Foundations of Enterprise 
Agility
IIBA Global Research (to be 
published in 2022)



Digital transformation 
needs

DXのニーズ
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Systems must satisfy customer needs
システムは顧客ニーズを満足

させなければならない

Data must be the foundation of decisions

データは意思決定の基礎とならなけれ
ばならない

Speed is essential
スピードが命

Technology must reduce ‘friction’
テクノロジーは「摩擦」を
減らさなければならない



One Change and digital transformation is now normal
Two Corporate purpose matters

企業の目的が重要

6

“There is a longing in each 
of us to invest in things 
that matter.”
“重要なものに投資するこ

とへの憧れが、私たち一人
ひとりの中にある。"

Peter Block
Stewardship (1993)

“The urgency of business 
recognising its 
responsibility to society is 
arguably greater today 
than ever before”

「企業が社会的責任を認識
することの緊急性は、かつ
てないほど高まっている。

Alex Edmans
Grow The Pie (2020)
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One Change and digital transformation is now normal
Two Corporate purpose matters
Three Hybrid work is real

ハイブリッドワークが現実に
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“… given the astonishing 
speed with which 
companies have adopted 
the technology of virtual 
work, and the extent to 
which most employees 
don’t want to revert to past 
ways of working, they’re 
seeing a once-in-a-lifetime 
opportunity to reset work 
using a hybrid model – one 
that, if we can get it right, 
will allow us to make our 
lives more purposeful, 
productive, agile, and 
flexible…”

Lynda Gratton
Harvard Business Review 
(2021)
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「企業がバーチャルワーク
の技術を導入するスピード
が驚くほど速く、ほとんど
の従業員が過去の働き方に
戻りたくないと考えている
ことから、ハイブリッドモ
デルを使って仕事をリセッ
トする千載一遇のチャンス
だと考えられている。う

まくいけば、私たちの生活
をより目的意識の高い、生
産性の高い、アジャイルで
柔軟なものにすることがで
きるだろう..."

Lynda Gratton
Harvard Business Review 
(2021)



One Change and digital transformation is now normal
Two Corporate purpose matters
Three Hybrid work is real
Four Business data literacy is essential

ビジネスデータリテラシーが必須
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“The place where most 
[analytics] projects go off the 
rails is not knowing what the 
business requirements are.”
“ほとんどの（アナリティク

ス）プロジェクトが軌道に乗
らないのは、ビジネス要求を
把握していないからです。"

Achieving More With Data
IIBA Global Research (2021)

“Ninety percent of business 
leaders cite data literacy as 
key to company success, but 
only 25% of workers feel 
confident in their data skills.”
"ビジネスリーダーの90％が

データリテラシーを企業の成
功の鍵としているが、自分の
データスキルに自信があると
感じているワーカーはわずか
25％である。"
Rasheed Sabar
Harvard Business Review (2021)

“Every 1% in BA-led 
[analytics] activity returns 
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“Every 1% in BA-led 
[analytics] activity returns 
2% in ROI.”
"BA主導の（アナリティク
ス）活動の1％ごとに2％の
ROIが得られる。"

Achieving More With Data
IIBA Global Research (2021)
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Data analytics
“Business analysis 
professionals bring [this] 
focus and intention to data 
and analytics. They ensure 
that data and analytics 
investments and activities 
are directed at solving 
problems …”

300 Survey respondents

Self rated maturity level from far behind
peers to best in class

Return on investment from negative to
75%+

High Performers: Exceed and best in
class with ROI over 50%

Achieving More With Data
IIBA Global Research (2021)

「ビジネスアナリシス
専門職は、データとア
ナリティクスに焦点と
意図をもたらす。彼ら
は、データとアナリ
ティクスへの投資と活
動が、問題解決に向け
られていることを確実
にする..."
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Critical 
Capabilities

クリティカルな
ケイパビリティ

Achieving More With Data
IIBA Global Research (2021)

権威ある
データの
確立

ビジネス
背景と期
待の明確
化

データの
信頼性を
向上

継続的な
変化への
対応

プロセス
とデータ
の効果的
な連携



One Change and digital transformation is now normal
Two Corporate purpose matters
Three Hybrid work is real
Four Business data literacy is essential
Five Agility is critical

アジリティが命
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“Customers want companies 
to be responsive and human, 
socially responsible and 
environmentally aware. They 
want innovation and delight 
delivered to a world-class 
standard. They want security 
and privacy, as well as 
openness and transparency. 
They want the feel of a small 
local business with the 
capabilities of a global giant.”

「顧客は、企業に応答性、人
間性、社会的責任、環境への
配慮を望んでいます。また、
世界水準の革新と喜び。また、
セキュリティやプライバシー
だけでなく、開放性や透明性
も求めています。また、地元
の中小企業のような細やかさ
と、世界的大企業のケイパビ
リティも求めている」。

Erich Joachimsthaler
The Interaction Field (2020)
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“Business analysis is the 
practice of enabling change...”

「ビジネスアナリシスと
は．．．にチェンジを引き起
こすことを可能にする専門活
動」

IIBA
BABOK v3 (2016)
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Business agility
“… being nimble – the 
persistent capability of 
an organization to 
change – and the sub-
capability of business 
analysis required within 
organizations which 
choose to change with 
both precision and 
speed … Nimble

Agile

Fast

IIBA Global Research (to be 
published in 2022)

“...ニンブルであるこ
と -組織が変化するた
めの持続的な能力 -そ

して、正確かつ迅速
に変化することを選
択した組織内で必要
とされるビジネスア
ナリシスのサブ能力 ...



HOW BUSINESS ANALYSIS SUPPORTS BEING NIMBLE
ビジネスアナリシスはどのようにNIMBLEをサポートするか

全体への戦略的整
合性の評価

意思決定を加速さ
せるデシジョンイ
ンパクトの明確化

尊敬の念を持って
成長に挑む

価値があり、やる
価値のあるものを

定義する

スキルセットがう
まく機能するよう
にダイナミックに
アサインする

プロジェクトでは
なく、ビジネス成
果に資金を提供す
るようにする

厳格性と柔軟性の
バランスで企業の
ケイパビリティを
進化させる

テクノロジーの開
発と採用の効率化

IIBA Global Research (to be 
published in 2022)
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IIBA’s Priorities IIBAの重点施策



Vision
Shape the practice of business analysis 
to achieve better enterprise outcomes.
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Mission
Lead the global business analysis 
community and professional standards 
so every person achieves more.
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グローバルなビジネス・アナリシス・コミュニ
ティとプロフェッショナル・スタンダードを
リードし、すべての人がより多くのことを達成
できるようにします。
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Strategy

戦略

Global Reach
グローバル

We have moved from being international to being global.
国際的からグローバルに移行しています。

Domain Leadership
BA分野でのリーダー

We are the leading voice in business analysis.
ビジネスアナリシスのリーディングボイスです。

Effective Networks
効果的なネットワーク

We support connected and effective communities across 
all stakeholders.

すべてのステークホルダーがつながる効果的なコミュニ
ティを支援します。

Robust Content
しっかりしたコンテンツ

We co-create and disseminate content as the definitive 
voice for standards and an authoritative voice for practice.
BA標準のための決定的な声、実践者のための権威ある声と
して、コンテンツを共同制作し、発信します。

Meaningful Engagement
有意義なエンゲージメント

We have clear customer value in every area where we 
engage, especially with our members and enterprise 
partners. 
すべての関連分野、特にIIBAメンバーや企業パートナーに
対して、明確な顧客価値を提供します。

Processes & Platforms
プロセスとプラットフォーム

We are lean, scalable and customer-centric in all 
processes, tools and systems.

すべてのプロセス、ツール、システムにおいて、リーン、
スケーラブル、そして顧客中心主義を貫きます。

Culture & Organization
文化と組織

We are one team with common direction and mutual 
dependence, both internally and with our chapters and 
volunteers.
IIBA本部、日本を含む各支部、ボランティアは、共通の方
向性を持つ、相互に依存し合うワンチームです。



18

Business analysis 
at scale

BAの拡張

Japanese Translation 
Progress
日本語化の進展

1. Agile Extension to BABOK 
v3 (2020)

BABOKガイドのアジャイル拡
張版（2020年発行）

2. Guide to Business Data 
Analytics (soon!)1

BDAガイド（まもなく発行）

3. ECBA Exam (soon!)

ECBA日本語試験（もうすぐ開
始）



Thank you!

delvin.fletcher@iiba.org

19


