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製品サービス開発2010.11.21

ワークフロー中で淘汰されるアイデア達
組織として良いアイデアをコンスタントに生み出すには、どうしたら良いのだろうか？

そもそも「思い浮かんだアイデア」の大多数は大したこと無い。アイデア達の多くは、進化論的に淘汰されるべ

きだ。（ジェノサイド！）

こんな時には、あえて「プロセスを

滞留させる事」を前提にしたワー

クフローも考えられる。つまり『ア

イデアの概要』を沢山書きためて

おき（ネタ帳？）、多数のアイデア

概要の内で、「もっとも良いアイデ

ア／タイムリーなアイデア」を詳

細化して行くワークフローだ。

つまり『2. 企画書作成／アイデア破棄』で多くのアイデアが滞留する。例えば「80点 - 展示会用ノボリを作成

する」の様にアイデアのタイトルにも「評点」を加筆しておけば、滞留タスクを一覧するだけで、企画として実

施すべきアイデアが分かり良い。

ちなみに、「公式Webサイト原稿」

のネタ管理に適用するなら、翻訳

やHTML化などのタスクを後置

しても良い。
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製品サービス開発2010.11.07

ふと思いついたアイデアもワークフローに！
「こ・こ・こ・コレ、すごいアイデアかも」　誰でも、自分を『天才』と思った瞬間がある（決めつけ）

大便器に座ってて、「絶対イケル広告コピー」 を思いついた研究開発部員は多い？？　営業の帰路「この機能

を追加しさえすれば」と自社製品

についての機能アイデアを考え

ついた営業マンは多い！！　今、 

この瞬間も、社内には沢山のアイ

デアが生まれているハズだ。だ

が、その大多数は『孤独死』してい

く。まずは「アイデアが記録され

る仕組み」を考えたいところだ。

ん？　「社内の多種多様なアイデア」を企画部が一元的に管理できるとは思えない…。ちょっと面倒だが、アイ

デア投稿者には「何処の部署に回答してもらいたいアイデアなのか」を、チェックボックスで入力してもらお

う。複数の部署への「一括投稿」もかかってこい。

100 人までの組織規模なら、複

数部署に一括投稿（OR 分岐）し

た場合に、各部署の回答文を全員

が読める様にしておき、部署横断

的な議論を誘導したい。「アイデ

アを大切にする会社」は、「変化に

対応できる会社」なんだよ、キッ

ト。

2

http://ja.workflow-sample.net/2010/11/blog-post_07.html


製品サービス開発2010.11.03

誰も企画書作成を引き受けてくれないぞ

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.

次の企画会議までに、チームで 5本の企画を持ち寄らないといけない。

企画のテーマは決めているので、その内容を入力してメンバに企画書作成をオファーした。

ひとつ、ふたつと企画書のレビュー依頼があがってきたが、後が続かない ... 企画会議は、明後日だというのに。

プロセスの状況を確認してみると、残りの 3つは、オファーされた状態のままだった。

どうやら、メンバ同士が「お見合い」状態にあったようだ。まぁ、実態は「誰かがやるだろう。」と考えていたに違

いない。

担当者を明確にしなかった依頼者側の責任もあるので、プロセスモデルを変更することにした。

「1. 作成依頼」を「1. 作成指示」に変更して、「担当者」を指名できるようにデータ項目を加える。

これで、「担当者」に指名したメンバに、「2. 提出」タスクが『割り当て』られる。

作業担当者を明示的に指名できる、という訳だ。

http://ja.workflow-sample.net/2010/11/blog-post_03.html
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マーケティング販売2010.10.28

日々進化する問い合わせ回答ワークフロー
社外からの≪問い合わせ≫に対して、キッチリと素早く回答できる会社は成長する！？！

各種「回答系業務」の王道は「FAQを整備して専任部署が回答する」と言う形だ。しかし、ちょっと複雑な質問

がくると、メーリングリスト内を質問が飛び交う…。「あれ、今、誰が対応しているんだっけか？？？」

ワークフローシステムを導入するにしても、どんな業務フロー定義が良いのやら…。

を～なるほど、Webからの問

い合わせも、対面営業時の質問

など、カスタマーサービスが的

確に回答文を作成し、顧客に回

答する事ができる。

が、しばらく運用するに、「回答

文作成チームに対する素早い

指導」や「ベストプラクティス

の共有」も気になってくる。そ

んな上昇志向のアナタには、こ

んなワークフローを試して欲

しい。
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マーケティング販売2010.11.09

正式な見積書はキッチリと管理されるべきだ！
「今、提出中の見積書は何枚あるんだ？」「今、提出中の見積書の総額はいくらなんだ？」

≪見積書作成フロー≫と言えば、ワークフローの最大の見せ場！？　業務プロセス管理活動（BPM活動）のメ

インターゲット！！

でも実際、セールスにとって『見

積書』は、結構どーでも良かった

りする。（だって『注文書／契約

書』がスベテだし…。だって『絶対

受注できそうにない事』が分かっ

ている見積書を作る事もあるし

…）

という事で、≪セールス負荷が低

くかつ経営層満足が高い業務フ

ロー≫（ただの夢？）を考えたい。

う～ん、これでは≪見積書郵送の

手間≫がセールスから経理に

移っただけだ。セールスチームの

笑顔は少ない。どうせなら注文処

理までつなげて、≪注文時の入力

手間≫を省力化できるようにし

よう！（もちろん見積書が無い注

文にも対応）これで経理も受注情

報を素早く入手できる。（見積書

との関連把握もカンタン）

ちなみに、新人の営業マンは、よほどの急ぎでない限り「チェック希望」を onにしなければならない。また『与

信チェック』タスクは、「新規取引フラグが onの場合」あるいは「見積金額が 100万円超の場合」に実行され

る。

5

http://ja.workflow-sample.net/2010/11/blog-post_09.html


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.

http://ja.workflow-sample.net/2010/11/blog-post_29.html

マーケティング販売2010.11.29

翻訳フローは役割が明確だから定義しやすいね
「翻訳フロー」って、ちょっと地味だがワークフロー化すると効果テキメン。

普通の業務フローと違って『役割』が明確で、設計も改善もしやすい。在宅勤務スタッフや外部委託先スタッフ

のタスクも把握しやすい。

業務フロー設計において「役割分担がダイジだ」とは、Questetra の著作物『ビジネスプロセスモデリングの鉄

則』の第 3話にも書いてある！

ただ現実問題として「急ぎの依頼でレビューを飛ばしたいケース」や「翻訳依頼者がレビュー者も指名したい

ケース」あるいは「翻訳者Ａがレビュー者を指名したいケース」などが頻発する。
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マーケティング販売2010.12.05

リマインダメールをモレなく送信するワークフロー
マンションや車の販売店は、あの手この手の「キャンペーン企画」を考えている。

「見学会」や「試乗会」なんて良くある話。その申込を如何に効率よく受け付け、イベント当日にちゃんと来させ

る事ができるか？　事務作業のミスやモレをゼロに！

すなわち、メール送信先を間違える事だけは避けたい。ただ、一人ひとりの参加者に対して、キッチリとメール

文章を書きたい。

申込者数や商品単価にも依存する話だが、「申込者データ」が大量にある場合、全てをセールスチームに伝達す

るとセールスチームも困る。「見込度の高い顧客」や「即時対応が必要な顧客」の情報だけは、早く正確に届ける

ようにしたい。
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マーケティング販売2010.12.09

「イレギュラーな事態」の発生件数を計測しよう
「リマインダメールをモレなく送信するワークフロー」。

なるほど、「見学会」や「試乗

会」への申込者様が、忘れず

に参加して頂ける様に『前日

などにメールを再送する』の

は良いサービスだ。

ただ、どこの世の中でも「例

外」と言うモノが存在する。

どうしてもイベントに来れ

なくなったお客様、何かノッ

ピキならない事情で御礼

メールすら送れなくなった

お客様…。

そういう時の為に、適宜「手

順をスキップ」できるような

定義にしておいて、全体で

何％程度で「例外」が発生し

ているかをモニタリングす

る事も大切だ。
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マーケティング販売2010.10.31

「見積書」は、確認だけでなく作成指示も
次々とやってくる「見積書」の確認依頼。案件が多いのは、メンバが頑張っている証拠。

メンバ主導でどんどん見積書が提出されていくのは良いのだけれど、チラホラと宙に浮いた案件が気になる。

自分で見積書を作成しても良いのだが、最終的に自分で確認するのはイケテナイな。

役割分担が大切なので、「見積書」の作成は、メンバに任せることにしよう。

ということは、宙に浮きそうな案件については、見積書作成を「指示」できるようにすれば良いだろうか。

メンバからもリーダからも開始できるハイブリッド型の業務フローの完成だ。

クルマもワークフローもハイブリッドが主流！？
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マーケティング販売2010.11.27

資料請求引合を、誰が一番セールス実績に繋げているの？

「BPMって、何から着手すべき？」

超 FAQながら、ナカナカ難しい。「そりゃ会社によって違うよ」「貴方の会社のボトルネックから！」な～んて

答えたくなるが、それぢゃー質問している人の期待を裏切る事になる。

あえて断言すれば、『A: 組織外部からの何らかの問い合わせに返答するフロー』と『B: 注文入力に始まる製品

サービスを提供する手続き』だ。今日はA系の「資料請求対応」の事例を紹介したい。

単に資料請求に対して資料を

送るだけでなく、セールス側か

らも売り込みを行うわけだ。会

社ポリシーとしてセールスア

プローチをしない会社もある

が、ほとんどの会社で実施して

いるだろう。ワークフローシス

テムで運用すれば、「誰が、何件

アプローチし、何件売上に繋げ

たか」や「今、何件の資料請求が

来ているか」等が簡単に把握で

きるようになる。

資料請求の件数が多い会社な

ら、資料請求者に対して「定型

の自動メール」を（Sales を CC

に入れて）送るのも悪くない。
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マーケティング販売2010.11.30

３言語に翻訳するなら、どの順番？
「『翻訳フローは役割が明確だから定義しやすいね』

良く分かりました。でも、ウチでは３カ国語に翻訳し

てるんです…」（アイ、スイマセン）

まず、多言語への翻訳は、同時（パラレル）に行うべき

か、順番（シーケンシャル）に行うべきか、が悩まし

い。「英語⇒日本語、英語⇒スペイン語、英語⇒中国

語」の３業務であれば、同時に走らせるのだろう。す

なわち、およそ用語に「揺らぎ」は出ない。

しかし、「日本語を、英語・スペイン語・ドイツ語」に翻訳する必要があるなら話は違う。プレスリリース等の

原稿作成現場でも「日本語⇒英語、英語⇒スペイン語、英語⇒ドイツ語」の３業務になる。

ま、そんな時には『翻訳フローは役割が明確だから定義しやすいね』で「日本語⇒英語」をこなした後に、「英語

⇒スペイン語、英語⇒ドイツ語」の２業務を同時処理すればよい。
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マーケティング販売2010.12.02

ホントに公正な「厳正なる抽選プロセス」
『１名様に世界一周旅行をプレゼント』の抽選なら、風車型の抽選マシーンを回して、大勢の面前でワイワイ楽

しい抽選会を実施する。でも『100 名様に iPad をプレゼント』となれば、そうも行かない。

まずは「厳正なる抽選」である事を、誰にでも説明できる様にしておきたい。例えば「コンピュータで自動抽選」

と説明したところで、やはり「転記ミスはないの？」「２～３人で密室処理してたりしない？」など、小市民は何

かと質問したくなる。

出来る事なら「社内不正の発生確率が低い」あるいは「ミスや手戻りが発生しない」、そんな業務手順を考えた

い。

Web フォームで受け付け

る事が多いコノ世界、やは

り応募者一覧はエクセルで

管理する。まず、明らか 0 に

デタラメなメールアドレス

や、重複登録などを削除し

「応 募一覧 Sheet」を確定

させる (1 ～ 3)。その後、エ

クセルの使い手でもある経

理部に「応募総数と当選人

数」だけを伝えて「当選番号

リスト」を作成 (4) してもらい（乱数関数を使う）、当選番号を確定させる。当然、経理部は「応募一覧 Sheet」を

閲覧できない。要するに経理部と、マーケティング部 の部長がケッタクしない限り当選者を恣意的に決める

事は出来ない仕組みだ。

ちなみにシステムを活用する事で、各タスクの操作が時刻とともに記録される。すなわち「やり直し」などのズ

ルも防げる。

全当選番号を全て加算する

「マジックナンバー」を社長

に決めさせて（最終当選番

号は剰余値）、更に恣意的な

抽選を困難にするワークフ

ローも考えられる。
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マーケティング販売2010.12.07

実機貸出状況の把握を兼ねた貸出ワークフロー
携帯電話、ハンディーターミナル、複合機、センサー、各種事務機器…。

営業事務さんは「ウチは図書館ぢゃないんだ！」、と叫ぶものの「実機貸出」の状況って、営業のみんなが知りた

い情報。

実機の個体数が少ないケースなら、「カレンダーの設備予約」で管理している会社も多いが、その場合、≪返却

された事を確認するスベ≫がない。

このワークフローは「消し込み作業」（2. 返却確認）を滞留させておく仕組み。営業のみならず、郵便物受け取り

をしている営業事務も『2. 返却確認』の処理を行えるようにしてある。

ちなみに「貸し出した営業本人が、必ず返却確認も行う」と言うルールにするなら、以下の様な「ひとりプロセ

ス」になる。（でも、最初の貸出先入力をしないヤカラが発生する様な気がする…）
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マーケティング販売2010.12.21

セールス品質を高める提案書作成フロー
「営業マンが提出する提案書品質が上がらない…」　そんな悩みを持つセールスマネージャは少なくない。さ

て、ヒトが悪いのか？、業務プロセスが悪いのか？

単純な話、『過去のベスト提案

書』をブラッシュアップし続け

れば、確実に『ベスト提案書』が

できあがる。セールスチーム全

体で「提案書作成業務フロー」

を遵守して作成すれば、相互助

言が実現できるだけでなく、成

果物としての提案書が様々な

コメント付きでデータベース

化される。（再利用性向上＝組

織力）

ちなみに、「レビューしてもら

う時間が無いケース」は少なく

ない。そもそも書類と言うヤツ

は、締切間際に完成するもの

だ。

と言う事で、提出済みの提案書

を登録するだけのフロー（レ

ビューを受けないフロー）も想

定しておく方が現実的だ。
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マーケティング販売2010.12.23

提案書提出を中心にしたリード管理プロセス
個別の顧客に対して、提案活動とその後の電話フォローをモレなく実施したい。もちろん専用のSFAシステ

ムを導入して『リード管理』をしても良いのだが、コストをかけずBPMワークフローシステム内で構築した

い。

以下の事例は、「セールス担当が提案書雛型に対して大きな編集をしない」を想定しつつ、その後の「提案ス

テップ」を着実にこなすワークフロー。

見込顧客リストを活用したテレアポから始める事も想定するなら、以下の様になる。
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マーケティング販売2010.12.27

見積書作成の所用時間を可視化するワークフロー定義

「ビジネスプロセス改善事例！」だの、「実践ワークフロー改善！」だの・・・、近年 BPM 関連のセミナーやイ

ベントが急増している。

そこで語られる事例の多くは「組織外部からのリクエストに対応するプロセス」に類するものだ。やはり『見積

書対応』や『問い合わせ対応』などの顧客へのレスポンス改善は、売上に直結するプロセスであり、どの企業も

モチベーションが高い。

さて「特定のタスク群」（プロセ

スモデル）の対応時間を計測し

たい場合、あえて単純なプロセ

スモデルとして独立させ、そこ

を通過する所用時間を計測し

たくな る。そんな場合、前後の

タスク群（プロセスモデル）と

は、メッセージ送信中間イベン

ト等でプロセスモデル同士を

接続するのが良い。

上図の見積書作成フローでは

『受注失注報告』後の下流タス

クを定義していない。

すなわち「どうしてもある程度

時間が経過（滞留）してしまう

『受注失注報告』以降のタスク

群」は別プロセスモデルとして

定義し、別途所要時間を計測す

る様にしている。（上図の「メッ

セージ送信中間イベント」が下

図の「メッセージ開始イベン

ト」を自動起動する仕組み）
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製造生産サービス提供2010.11.06

緊急時にチームワークを発揮するためのワークフロー定義

「滅多に起きない業務なんだが…」 とは言うものの、例えば≪障害対応フロー≫は整備しておくべきだ。

賢明なる読者諸兄に、その理由を説く必要はあるまい！ キーワードは「コンティンジェンシープラン」だ！？

（コマカイ事は Google 様に聞いてくれ） 当エントリでは『サーバ障害』を想定してみる。

トラブルが発生したとき、営

業や広報は≪お客様への情

報提供≫を心配するが、片や

エンジニア達は≪目の前の

障害対応≫にアドレナリン

を出している。営業が、 盛り

上がっている様子を偶然み

つけて、恐る恐る復旧作業中

のエンジニアたちに「どう

なってるの？」と聞こうもの

なら、何やらコムズカシイ技

術用語が返って くる。「ダメ

だ…、お客さんにどう伝えた

らイイんだ…」。「ホームペー

ジには、何と掲載すればイイんだ…」。

こんなフローなら、障害を検

知した時点で、営業や広報も

≪障害の発生≫を自動的に認

知できる。またエンジニア達

の対処状況を把握しながら外

部報告を行う事だって可能

だ。そしてその逆に、営業や広

報が行った外部への報告内容

をエンジニア達がチェックす

る事も可能になる。

17

http://ja.workflow-sample.net/2010/11/blog-post_06.html


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.

http://ja.workflow-sample.net/2010/12/blog-post_15.html

製造生産サービス提供2010.12.15

企業間プロジェクトにおける仕様書確定プロセス
ワークフローは『企業内に閉じたもの』と思いがち。ただ、「頻繁に発生する定型の業務」は企業内に限った事で

はない。

例えば「仕様書」の『企業間やり取り』をメールで行うと、やり取りしている当事者同士ですら、結局どれが「最

終的に確定した仕様書」なのか分からなくなる。このようなケースでは、『企業間やり取り』を可視化し、その進

捗を委託側・受託側それぞれの多数関係者がいつでも確認できる様にしたい

（そもそもメールやり取りは、会社記録に残らない可能性があるので避けたい）

以下の業務フローは、両社権限者の仕様書策定活動（と仕様書修正活動）をオープンに進捗させるためのフ

レームと言える。

（「SaaS ワークフロー」であればプロジェクト期間中だけの利用も出来て便利）

もちろん「メール」を完全に無くす事は容易ではないだろう。ただ「メーリングリスト」に委託側・受託側それ

ぞれの全関係者が参加し、みんなで全ての通信を読む…という不毛なやり方は改善できる。

仕様が修正された場合にのみ全関係者にメールされる様な仕組みも良い。
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製造生産サービス提供2010.12.16

要望対応フローで、検収時の修正要望をキッチリ管理

受託事業において『検収報告書の獲得』は最優先事項だ。Web サイト制作にせよ、システム制作にせよ、『検収

報告書』をもらう為に頑張ると言っても過言ではない。

プロジェクト全体では、『企

業間プロジェクトにおける

仕様書確定プロセス』で紹

介したように、最終的に『検

収完了』のステータスに

持っていく必要がある。し

かし多くのケースで、すん

なり『検収完了』になる事は

ない。

すなわち納品物に対して

「修正要望」が出てくる。そ

れが２～３箇所なのか、10 箇所なのか、50 箇所なのか…。いずれにせよ一つ一つの「修正要望」をキッチリと

把握し、消し込んでいく必要がある。

委託側社内の検収担当チー

ムが修正要望をWebフォー

ム（Google SpreadSheet 

Form）に入力できるワーク

フローにすると、委託側の

プロジェクトマネージャは

非常にラクチンになる。（大

幅な業務改善！）

「SaaS 型」の BPM/ ワークフローなら「プロジェクト期間中だけのシステム稼働」で非常に経済的！！
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製造生産サービス提供2010.11.02

発注ワークフローを極めると企業間取引システムになる？

「ウチの≪チョータツ≫は剛腕だよ～」なんて言われると、売り手としては戦闘モチベーションがチョッピリ

下がる。

しかし購買側からすると、頻

度の高い調達業務は一元化し

た方が良い。単純に『規模の論

理』でコストダウンが実現で

きる。製品の原料調達ともな

れば、会社の利益に大きく影

響する。（あたりまえ）

ちなみに発注先が２・３社し

かない場合、ワークフローシ

ステムのユーザとしてログイ

ンしてもらえば良い。「発注書

＆納品書」と言うだけのアイ

ダガラではなく、もう少し複

雑なコミュニケーションも記

録できるようになる！
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製造生産サービス提供2010.11.12

契約書締結をワークフローで管理しよう！
組織同士の約束は契約書で行う。

メンドウだが仕方無い。受託事業

をしている会社であれば毎日の

ように契約行為が発生する。秘密

保持契約 (NDA) なんて日常茶飯

事だ。

ベテラン営業マンなら、個々の契

約書内容にあわせて「適切な根回

し」をし、あっという間に契約書

が出来あがるのだが、社内コンセ

ンサスを取るワークフローのあ

るべき姿ってドンナだろ？

契約書締結フローを大別するに

「先方雛型を使うか、当方雛型を

使うか」によって、コンセンサス

を得るべき範囲が変わる。当方雛

型を使っているのに、毎度法務

チェックをしていてはコスト高

だ。この業務フロー定義では、当

方雛型を使っている場合は、

Step5 から始める事になる。法務

部門への事前回覧は発生しない。

取締役のガバナンスを利かせる

なら、以下の様なワークフローは

どうか。

ちなみにこの手のワークフローを導入した場合の利点は『蓄積データ』だ。すなわち特定の会社と「過去にどの

様な契約をしているか／どの様な契約をしようとしたか」を、いつでも検索できるようになる。
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製造生産サービス提供2010.12.20

ソフトウェア開発におけるテストフローを可視化する

ソフトウェアや情報システムの開発では「テスト工程」がつきもの。「要件と一致しているか」を確認するだけ

でなく、その確認行為を記録しておくことが大切だ。

機械テストを多用する事になる

のだが、最後は人間によってレ

ポートされる必要がある。以下

の例は、一つの「テスト仕様書」

に対して、二人のテスタが「テス

ト報告書」を完成させる業務フ

ローだ。

「不具合バグの発生確率」、「想

定するテスト仕様書の分量」に

よってあるべき業務フローは

変わってくるが、テスタからの

個別問い合わせにも対応しや

すい業務フローは以下の様に

なる。
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代金請求2010.11.10

ちゃんと入金されてるか、可視化するワークフロー
素早く出荷した。請求書も発行した。でも・・・入金が無い・・・。

「注文を受けて、請求書を発行して、入金を確認する」　ビジネスをする上で何とも基本的な事ながら、商売の

規模が大きくなるにつれズサンなってしまう。特に『請求書の消し込み』って、意外と面倒。

うん。これなら、どの会社の、どの注文の入金が滞っているか、一目瞭然。『4b. 入金確認』が未処理滞留してい

ないか、みんなでチェックすれば良い。あ、「入金が無いと出荷しない」と言う会社ルールなら、こんな感じにな

る。
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代金請求2010.11.28

受注プロセスは「最上流タスク」次第で大きく変わる
会社全体を「一本の木」に喩えよう。

貴方は、「葉」だろうか、「枝」だろうか、「幹」だろうか？

あるいは「外敵からみんなを守る樹皮」かも知れない、あるいは「みんなに色々なモノを届ける管」かも知れな

い。いずれにせよそれぞれミンナ、役割がある。業務プロセス管理（BPM）の第一目的は「効率良くタスクをや

り取りする事」だ。そこに停滞は無いか？、そこに過負荷は無いか？、誰の成果が多いのか？　可視化なくして

改善なし！　（イカン、前ふりが長すぎる）

営利組織として一番大事なのは

やはり『売上』だ。どの会社でも

「注文が入ってからの業務フ

ロー」だけは改善し続けなければ

ならない。そして業務フロー自体

を「競争力の源泉」にしたい。

「綺麗に流れそう」ではある。すなわち「ミスの発生」は少ないだろう。また「引当解除率」や「返品率」も正確に把

握できるだろう。

ただ仮に『納期提示の上で注文を

受け付けるシステム（在庫管理シ

ステム連動）』があれば、一気にシ

ンプルになる。（そしてセールス

の仕事内容が変わる…）

対面でのカタログ注文、Webで

のオンライン販売、色々な形態が

あるが、最上流の『注文』部分（プ

ロセスの開始部分）を工夫すると

プロセス全体が大きく変わる。
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代金請求2010.12.18

請求書発行フローは、部署横断に助け合うべきワークフロー

請求書の「発行遅延」は、かなりイケてない。

請求書の「発行モレ」は、究極にイケてない。

組織にあわせた請求書発行プロセスを模索し続け、「遅延」や「モレ」を撲滅したい。

そもそも「請求書発行プロセ

ス」は、どの部署から開始さ

れるべきか、会社によって異

なる。すなわち『顧客に対峙

しているセールス部門』、『完

成納入を把握し ている業務

部門（製造部門）』、『受注を把

握している経理部門』のいず

れも考えられる。以下の例

は、業務部門（製造部門）自身

が（完成納入後に）請求書発 

行を開始するワークフローサンプルだ。

しかし完成納入後の「満足感

／達成感」で、『業務部門 （製

造部門）による請求書発行申

請タスク (1)』は滞る可能性

も少なくない。そんな場合に

は、完成納入前（完成納入月

の月初など）に、経理部門が

業務部門 （製造部門）に対し

て、ToDo タスクを追加して

おいてあげると良い。

ちなみに、請求書発行の進捗可視化は IR 上の問題もあって、全面的・全社的な見える化には難しい面もある。

しかし、やはり少しでも多くの社員の目に触れる様にする事は大切だ。
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代金請求2010.11.13

入金拒否？の際に粛々と対応するワークフロー
「ビジネス上のトラブル」なんて経験したくない。特に「債権回収」なんて聞くと取立屋っぽくてイヤだ。

しかし「トラブルの無いビジ

ネス」なんて無い。「支払いた

くない」と言われる事もある。

…絶対にある。( そんな時はテ

ンションが下がる…。うん、下

がればいい。そんな経験をせ

ずに『大人』になったヤツは居

ない )。

ただ、そんな時にこそシュク

シュクと手順 ( ワークフロー )

に従って対処したいものだ。

「100 万円以上の債権遅延」

は、発生日に取締役会報告が

必要だ。「取締役会への報告」

は特にテンションが下がる。

「どうやって言い訳しよう…」

「朝は機嫌がイイかな…」なんて考えていると報告自体がズルズルと遅れる。そこで、このワークフロー定義で

は遅延の発生を、担当営業ではなく経理部が登録するルールになっている。

＃『債権金額』が 100 万円以上の場合に≪取締役会≫に情報が流れる仕組み。

それでも担当営業が『2. 遅延

所見』を書かないと会社とし

ての対処が遅れる可能性があ

る。取締役会の状況認識を急

ぐ組織（このような事態は滅

多に発生しない組織）なら、以

下の様なワークフロー定義も

アリだ。
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代金請求2010.11.26

契約期間中は、利用状況レポートを週次メール送信！

スーパーコンピュータ、誰でも使えるわけではない。限られた利用者が「適切な申請」を経て「一定期間」だけ使

う。ただ「アカウント作ったので、勝手に利用しておいてください」と言うわけにもいかない。それぞれの『利用

者』につき『サポート担当』が付いて、様々な支援を行う。

以下のワークフローは、ある意味で「セールス」でもある『サポート担当』の業務を整理したものだ。すなわち、

利用者の利用日程等を出来るだけ早く確認し、利用申請に迅速に対応する。「見積書～発注」の流れにも近い。

とある日、『利用ログ』や『残り利用期間』などの情報と『ちょっとした利用のヒント』を、週次でメールレポート

（利用者＋サポート担当宛）してもらうように変更（追加タスク「0. 週次報告」）してみた。これが結構、喜ばれて

いる。
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代金請求2010.12.19

請求書発行フローの開始を自動化したワークフロー
請求書発行の遅延やモレを防止すべく、経理部門が ToDo タスクを追加しておくワークフローは昨日紹介し

た。（『請求書発行フローは、部署横断に助け合うべきワークフロー』）

このワークフロー例は「人間

系タスク」の集合としての

「請求書発行プロセス」に

なっている。

システム連携による「機械的

な業務処理」を目指す事で、

更に請求書発行の遅延やモ

レを防ぐ事ができる。すなわ

ち『0. 請求書発行指示』を「自

動化」する事を考えたい。

例えば、案件情報を Google 

SpreadSheet で管理し、そ

れぞれの「請求発行予定日」

を日次で検出し、『前日に請

求書発行を指示する』という

スクリプトを組めば、業務が

スムーズに回る様になる。

28

http://ja.workflow-sample.net/2010/12/blog-post_19.html


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.

http://ja.workflow-sample.net/2010/11/blog-post_25.html

カスタマーサービス2010.11.25

クレーム対応フローはスピード勝負？
「クレームなんて、来ないよ」（言ってみたい）

「クレーム？、沢山きますよ」（自慢するな）

しかしクレームは『製品やサー

ビスの改善チャンス』だ。きっ

ちりと記録し『個々の原因分

析』や『全体の俯瞰した分析』に

つなげたい。いまどきであれば

Web フォームを用意して、い

つでも、誰からでも、受け付け

られる仕組みを用意し、かつク

イックレスポンスを目指した

い。

Web フォームは Google Docs Form で構築し、自動起票されたクレームをワークフローで対処しよう。

実は、クレーム内容は得てして

専門的なので、一次回答は単に

「お受けいたしました」とだけ

返事して、専門部署に聞いて歩

く事が多い。

ならば、最初から助言をしてく

れそうな人に『助言タスク』（以

下の 2b）を割り当てさせても

らうと効率良い。

『受け付けたクレーム』がその発生時刻も含めて綺麗に表計算データ（Spreadsheet）として格納される 

GoogleDocs Form はホント便利。

でも『受け付けたクレーム』だけでなく『回答文／回答者／回答時刻』や『回答に要した時間』なども一緒に管理

できる Questetra BPM Suite は超便利。
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カスタマーサービス2010.11.16

個々人の専門知識に差があるカスタマーサービス部門

『タスクのパスワーク、司令塔が

居ればミンナが楽になる？』の第

２定義は「指示度が高い業務フ

ロー」だ。「リーダーシップ理論」

(SL 理論 ) に照らし合わせるま

でもなく、組織の成熟に支障をき

たしかねない。最悪ケースでは、

問い合わせ回答を量産しつつも、

同時に『指示待ち族』を量産しか

ねない。（ちょっと心配性）

そこで「司令塔の指示もある」し、

「自発的なタスク引受もできる」

し、「同僚に割り当てる事もでき

る」という、何とも都合のよい問

い合わせ回答フローを考えてみ

る。この業務フロー定義であれ

ば、「あ、この問い合わせ回答は、

知識レベルから言ってＡさんが

やるべきなんだけど、この質問者

の前回訪問時の状況は伝えてお

こう」といった回答担当者に対す

る助言を付記できるようになる。

「知識ベースの役割分担」が進んでいるカスタマーサービス部などは、このようなワークフロー定義が良い。
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カスタマーサービス2010.11.24

ぐるぐるループ中、毎回ダブルチェックは要らんよ
記事、論文、ニュース配信…。

何度も何度も書き直しが発生するライター稼業。ナンギな商売だ。二カ国語発表、しかも原文も訳文もダブル

チェック体制ともなると、かなりナンギ。

この形はチェックをしてくれるラ

イターＢや翻訳者が、十分な

チェック機能を果たせばよいのだ

が、3や6などの「遠い下流タスク」

からライターに指摘を伝えるには

時間がかかる。

教育的視点を踏まえて考えると躊

躇するが、プロセス所要時間の短

縮のためには、タスクをループさ

せる時に柔軟に「中抜き」出来る様

なワークフロー定義を考えればよ

い。
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人材開発2010.12.04

事務ミスが絶対に発生しない人事採用フローを！
いまどき「新卒採用のインターネット活用」なんて当たり前。「自己ＰＲ」や「入社したら何がしたいか？」等、お

決まりの質問も Web フォーム入力だし、「資格」の欄はチェックボックス式ですよ、お父さん！・・・（誰？）

とは言っても「採用までのプ

ロセス」は本当に多種多様。

100 社あれば 100 通り。採用

人数や業種によっても全く異

なる。以下は「エントリ数想

定：500 人」「採用予定：20 人」

の採用プロセス例だが、この

会社では「書類選考合格者

100 人のエントリーデータ」

を面接前に各部門長に全て評

価してもらい、そこでの高評

価者がグループ面接（一次面

接）で集中しない様にグルー

プ分けを行っている。（400 人に書類選考での不合格通知！）

このワークフロー、一人ひと

りの応募者に「正確な合否結

果が自動的に届く」ところが

ポイントだ。メールアドレス

入力を手作業で行うことは無

い。「3-a. 書類合格通知」や

「3-b. 書類不合格通知」などの

通知系タスクは、（誤植の

チェックもしているが）、実質

のところ発表タイミングを制

御しているに過ぎない。

内定辞退が多いなら、最後に「11. 内定辞退処理」のタスクを付けて、そこで滞留させておくのもアリ。（内定式

まで）

あ…、ちなみに社長面接は、よほどの事が無い限り「全員合格」なので、タスク分岐がない。
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人材開発2010.12.25

新人さんが入社した時に実施すべき一連の手続き
新人社員を迎える際には「決まった手続き」がある。

カードキーを発行したり、名刺を

作成したり、アカウントを発行し

たり。もちろん会社によっては他

にも様々な手続きがあるだろう。

そんな一連の手続きをヌケ・モ

レが無くこなす事は意外と難し

い。そんな場合に「分岐機能があ

るワークフロー」は便利だ。

特に情報システムのアカウントは、それぞれの新入社員によって必要なシステムアカウントが違う。『1. 新社

員登録』である程度の「必要手続」は入力できるが、やはり配属部署の部長にチェックしてもらうのが良いだろ

う。すなわちプロセスデータ『必要手続き』は、チェックボックス型で「カードキー /名刺 /グループウェア

/ERP/CRM/SalesML/CustomerServiceML」の様なリストを表示になろう。

ちなみに、入社後時間を置いて行

われる手続きもある。例えば、初

回の給与振込までに通勤経路を

確定させたり、３カ月後に試用期

間が終了した旨を伝えたり…。そ

んなタスクは締切日まで、しばら

く滞留させておくのが常套手段

だ。
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人材開発2010.12.26

退職者を送り出す際にも色々と手続きがある
新入社員を「受け入れる際」の一連のタスクをモレ無く実施するビジネスプロセスを定義したが、「社員退職の

際」の一連のタスクについてもサンプルを例示しておこう。

※参考：『新人さんが入社した時に実施すべき一連の手続き』

入社手続きの場合は『人事部』

が起点となってワークフロー

が開始されたが、退職手続きの

場合は、その事実を最初に把握

する（であろう）『所属部長』が

起点となるべきだ。

しかし現実問題として、配属部

長はドタバタして対応が遅れ

る事が多い。つまり、ワークフ

ローがスムーズに回らない可

能性がある。やはり、ワークフ

ローに「本人」を関与させてお

く方が無難であろう。
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人材開発2010.10.29

パスワードを忘れたヤツを軽く締めるワークフロー
「だ・か・らぁ、パスワードは忘れるなよ」

まぁ、人間だれでも忘れてしま

う事はあるのだが、よりによっ

てパスワードとは…。なんてボ

ヤイテいる管理者は世界中に

５万人いる (？ )。利用者が同

じオフィス内にいれば、仮パス

ワードを付箋に書いて「犯罪

人」のオデコに貼りに行けるの

だが…。

≪張本人≫がパスワードリセットを申請したい所だが、この状況では「ログイン」すら出来ないので申請でき

ない。パスワードリセットの申請は友人同僚に頼むしかない。

しかし、残念ながら≪心の許せ

る同僚≫が居ない社員も、中に

は居る (居ないよ )。そんな場

合、誰でも入力できるWeb

フォームを用意しておくと、素

早くシステム管理者の元に申

請が届くようになる。（口頭で

申請しにくる場合も対応して

いる）

ちなみに、このワークフローの形は「目安箱型」なので、≪セクハラの訴え (匿名 ) に対処するフロー≫と同じ

だったりする。
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人材開発2010.11.04

業務フロー成果物を「採点」すると再利用性が高まるかも

会員 100万人サイトなどユーザ人数が多いシステムなら『パスワード再発行機能』を装備する。「パスワード

を忘れた方はコチラ」と言うヤツだ。（登録メールアドレスに『仮パスワード』が自動送信）

ただ、数百人程度のユーザ人数

で、かつ≪キメの細かいサービス

≫をウリにしているシステムな

ら、キッチリと対応したいもの。

（そしてキッチリと記録に残した

い）

ぶっちゃけ、カスタマーサービス

の業務は地味。リーダの仕事は増

えるが、≪ベストプラクティス≫

を表彰してカスタマーサービス

社員のモチベーション向上を図

る仕組みも組み込みたい。（自ず

と再利用性が高まる）

ちなみに、電話越しに≪本人認証≫をどうやって実現するか…は意外と頭の痛い話だが、登録電話番号に発信

電話（アウトバウンド）をして『生年月日を確認・秘密の質問を確認』くらいが妥当な所か。（システムが取り扱

うサービスの内容による）

36

http://ja.workflow-sample.net/2010/11/blog-post_04.html


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.

http://ja.workflow-sample.net/2010/11/blog-post_18.html

人材開発2010.11.18

忌引休暇の申請があれば、弔電も送るべきでしょ
『休暇申請フロー』は意外と奥が深い。

それが単なる有給休暇なのか、バケーションなのか、

長期療養の休暇なのか、育児休暇なのか…、入力項目

や回付ルートが違う。忌引休暇であれば、会社として

何らかのアクションが必要かもしれない。ま、いずれ

にせよ、まずは「無駄なやり取り」を減らすために、

・申請フォームには『出来るだけ親切な注意書

き』を明記しておくこと

・『汎用的な申請フォーム』にしておくこと

に注力したい。

ところで管理部門内でも社員からの休暇申請に対応

して発生するタスクの実施タイミングが違う。つまり

人事では発生タイミングで逐次処理するが、経理では

翌月の給与支給日までに全員の休暇申請の消し込み

を行う。また『休暇種類』で「慶弔出産」や「育児介護」が

選択された時には、総務にも通知すべきだ。総務部は

申請内容に応じ、行政手続きの助言や弔電の手配な

ど、きめ細かい社員サービスを行う。

ちなみに、『代理申請』を上司に認めるワークフロー定

義は、結構ムズカシイ・・・でも、利用するのはカン

タン
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人材開発2010.12.11

アカウント発行の一週間後「仮パスワード変更」を確認

社内情報システムのアカウント発行は丁寧に行いたい。何より綺麗に記録に残したい。

そんな時にも、ワークフローの出番だ。

データ項目設計は悩ましい所だが、「グループウェア、ERP、CRM」の３システムを運用しているケースであれ

ば「G-ID(text)、G- 仮パスワード (text)、E-ID(text)、E- 仮パスワード (text)、C-ID(text)、C- 仮パスワード

(text)」の６項目で管理しよう。複数の申請を同時に受け付ける事もできる。

更に、アカウント発行の一週間後に「ちゃんとパスワード変更を行っているか」をチェックするタスクを加え、

セキュリティポリシーの順守を徹底する事も大切だ。

38

http://ja.workflow-sample.net/2010/12/blog-post_11.html


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.

http://ja.workflow-sample.net/2010/12/todo.html

人材開発2010.12.12

ToDoリストに出てくると「申請」もガンバル
残業／休日出勤の申請ってメンドウ。申請書のほとんどが『事後申請』のアリサマ。と言うか督促しないと出て

こない人、多数。これでは月次の給与計算に手間 がかかって仕方が無い。本来的には『事前申請』のインセン

ティブを与えたい所だが、せめて督促せずとも『事後申請』が出てくるような環境にしたい。

さて。上司が怒る・・・。経理がクレームを言う・・・。他人に申請してもらう・・・。うーむ、いずれも現実

味が無い。

まず大切なのは認知させる事だ。そしてソコは、やはり『自動化』が必要である。

そこで「入室・退室・タイムカードシステムでのログ」があると、そのユーザのタスク一覧（Worklist）に『申請

タスク』が自動的に表示される様にしたい。（HTTP プロトコルでプロセス開始）
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情報管理2010.10.27

メールニュースの原稿チェックフローを考える！
≪メール配信業務≫って言ったって、原稿書くのは所詮ヒト。たまにはミスもする。

モチロン「緊張感を持って原稿を書け」「気合が足りん」など精神論に打って出るのも悪くないが、業務フロー

視点で、ミスを減らす方法は無いものか？

まー原始的で恐縮だが、≪ダブルチェック≫と言う手法は悪くない。しかし部長が全ての原稿をキチンと

チェックしているかどうかはハナハダ疑問である。特に原稿執筆者が５人以上いると、「部長チェック」も、

はっきり言って「ザル」だ。

そ・こ・で…、部長にチェックさせるのではなく、「同僚同士でチェックする体制」に変えてみた。部長が不在

時にもタイムリーにメールニュースを配信できる。実際ミスが減って、部長もニコニコ顔だ。

ただ「重要な配信は、オレにも事前チェックさせろ」と。（どうせ見ないくせに…）。で結局、重要フラグが付いて

いる原稿は部長もチェック（2b.Review）する事になった。
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情報管理2010.11.15

タスクのパスワーク、司令塔が居ればミンナが楽になる？

「見えている仕事」が 10 個なら 10 個しか処理しないが、もし 20 個来たら 20 個やってしまう。そんなもんだ。

ところで、割り当てられたらやる

けど、自分から積極的に引き受け

るのは気が引ける・・・なんて

考える人が増えた場合、例えば

『日々進化する問い合わせ回答

ワークフロー』の「未回答状態の

問い合わせ」は増加の一途をたど

る。

「未回答状態の問い合わせ」を増やさない方法…、結論から言って、仕事をドンドン割り当ててしまえば良い。

コムヅカシク言えば

a. そのタスクは誰が実行するか決まっている「Allocated 状態」（貴様の仕事だ）と

b. そのタスクは引受者募集中である「Offered 状態」（誰かやってー）

という『未処理タスクの２状態』の内の後者「Offered 状態」をドンドン撲滅すればよい。

Questetra BPM Suite をはじめ

として『強制割当機能』が標準装

備されているワークフローシス

テムは少なくないが、割り当てる

行為自体をタスクにして、「誰か

やってー」の無いフローにしてみ

よう。問い合わせの難易度／各自

の仕事量／向き不向き…等が考

慮され、意外とスムーズにまわ

る。（ただし、リーダ職が全員休暇

を取ると流れが止まってしまう

点に注意）
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情報管理2010.11.20

「公式ブログ投稿」を自動化するフロー
「Blog や Twitter で情報発信したい。でも、原稿のチェックは、しっかり行いたいな」　そんな会社さんは非常

に多い。

最近「ワークフローシステム（※）で承認された原稿」を Blog や Twitter へ自動投稿する仕組みが、ちょっと

したブームだ。

つまり「Blog や Twitter の

メールで投稿できる仕組み」と

「プロセスのデータを『メール送

出』できるワークフローシステ

ム」（※）を連携させるわけだ。

（メール送信部分が、システム連

携のツボ）

※ 『メッセージ送信中間イベン

ト』（BPMN 用語）が実装されて

いるワークフローシステム： 

Questetra BPM Suite 等

ただ、この手の業務プロセスを

設計する時、≪最終成果物≫は

「Blog 原稿」と分かり易い反面、

≪キッカケ≫を誰に設定すれば

良いのかは非常に悩ましい。こ

の例では、マーケティング部の

メンバが投稿原稿を作成する事

になっているが、う～む、「誰も

書かない」と言う結果がカンタ

ンに想像される。（もちろん積極

性のある組織であれば、この業

務プロセス定義で運用すれば良

い）

そこで更に「上流」にネタメモを登録できる仕組みを考えた。社員達は「プチ機能を作成したよ」「デザインを

ちょっと変えたよ」など、ちょっとしたニュースを気軽にマーケティング部に伝える事ができる。これでマー

ケティング部メンバも、ネタを集める手間が省ける。（社内ミニブログツールと連携させるのもオモシロイ）

ちなみに、当サイト (workflow-sample.net) も Blogger で構築されているが、精査された原稿が自動的に予

約される仕組みになっている。
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情報管理2010.11.22

稟議フローでは、柔軟に承認者を増やしたいね
キャンペーン企画がまとまって来た。斬新なアイデアが満載。マーケティングチーム、渾身の自信企画だ。

「あ、この稟議書って、セールスチームの合意も必要でしょ・・・」

意外な話だが『承認部署の柔軟な追

加や変更』を許容する業務フロー定

義は難しい。

『マーケティングチーム起案ながら

も、セールスチームの同意が必要な

稟議』を回せるようにするには、以下

の様な定義になる。

ちなみにこの定義では、社長や取締

役会からの『差戻』ができない。すな

わち「否決」と言う結果が返ってくる

事になる。しかし「否決」の記録を残

しておく事も会社にとっては大事

だ。
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情報管理2010.10.25

部長から開始する稟議書ってあるの？
『稟議書（りんぎしょ）』って、日本企業にしかない独特な風土。

そもそもは「会議を開く手間を省

く為のもの」らしいが、要するに

「ミンナで承認して、ミンナで責任

を共有しようよ…」と言う農耕民

族の美しい文化だ。意思決定に時

間はかかるが、確かに不正抑止力

はある。

≪決裁権限者≫は『支払金額』によって決まるのが相場だが、起案者と決裁権限者の間の管理職者が全員≪承

認役≫になる。

「あれれ…、良く考えたら、『社長』

とか『部長』って稟議書を書けない

の？」

困った話です。そんな時は、会社の

階層構造を定めてしまって、「どこ

からでも稟議を開始出来る様にす

る」のもアリです。
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情報管理2010.10.26

日報の報告漏れをなくしたい！
メンバが主体的に報告を行う日報プロセスでは、「外出先から直帰した」「メンバが報告しない」場合などに、そ

のまま報告が漏れてしまうことがある。

また、そのような場合に、複数のメンバを抱えるリーダは、報告漏れ自体に気付かない場合もある。

漏れなく、確実に日報を提出してもらう術はないものか ?!

プロセスの開始方法をメンバによる「手動開始」から、タイマーを利用した「自動開始」に変更してみた。

毎日、業務時間終了前に自動的に日報プロセスが開始され、メンバのタスクとして割り当てられる。

割り当てられたタスクは、処理されるまで残り続けるので、報告漏れを防ぐことができるし、リーダは、報告が

滞っているメンバを容易に発見できる。

「自動開始」だけでは、休日出勤などタイマーが設定されていないときに報告できなくなるので、「手動開始」と

のハイブリットにするとさらに良いな。
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情報管理2010.11.11

オンラインでピリピリする論文審査ワークフロー
『組織の規律は、トップの資質次第』　

て、コトは・・・不正が起きた時は「トップの資質に問題があった」と考えればイイんだ（？！？！）

「ヒトが悪いのか？　フロー自体が

悪いのか？」は組織にとって永遠の

テーマ。下らない言い訳を考えるよ

り、不正の起きないワークフローを

考え続けたい。≪大型案件の発注≫

や≪発生した不祥事の隠蔽≫、公的

機関なら≪人事の採用≫など色々

と想定できるが、本稿では≪論文の

審査≫を取り上げてみる。（受け付

けた論文全てに合否判断をするフ

ロー）

このワークフローでは、査読者に著者情報を伝達しない事はもちろん、他の査読者達の「4. 評価＆コメント」は

閲覧できない様にしておくこと、加えて他の査読者が誰なのかを伏せておく事がポイントである。（査読者グ

ループには、30人位登録してあると負荷分散も容易に実現できるのだろう）

ちなみに、理事長（事務局長の上席

／査読者達の恩師）による〔3. 指名

査読者の承認〕や〔7. 理事長感想〕

が、「ガバナンス倍増」に繋がるかど

うかは、やはり理事長の『資質次第』

だ。
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情報管理2010.11.14

「次に来た時にはアレしてね」と予約できる日報フロー

「日報」とは、感じた事、困った事などを毎日上司に報告する行為。特にセールス部門、経営企画部門、研究開発

部門など、個々人が自身の裁量で自由に活動している部門などで有効。「今日の結果」と「明日の予定」を箇条書

きでキチンとまとめておくと、自分自身の活動指針になるだけでなく、周囲の助言も得られる。

まぁ、わざわざワークフロー化する事もないかも知れないが、毎日自動的にタスクリストに出てくるので「報

告漏れの防止」になって便利だ。プロセス開始のプロパティ設定は「全員／平日毎朝 9時」としておこう。（国際

標準記法BPMNでは『タイマー開始イベント』と呼ばれる）

ちなみに、アルバイト管理に日報を活用する場合などでは、「次回作業」を予約しておける業務プロセスも有効

だ。

このフローを回せば、アルバイトは出社時に「上司がやって欲しいと思っている事」を確認する事ができる。
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情報管理2010.11.23

事後承認フローって、権限が無いだけぢゃん
『事後承認』って何とも複雑な言葉。もし『承認』されなかったらドウするの？

もし権限が移譲されているなら『事後承認』なんて言葉はイラナイ。あれ…？　そもそも権限が移譲されてい

ないのに、ナンデ承認する意味があるの？（愚痴ってみる）

ほとんど用無しの『事前の承認』はコンナ感じか。（現実には良くあるワークフロー）

そうか！

『一次承認』『二次承認』と≪必ず二段階の手続きを踏むワークフロー定義≫と、決裁者の休暇などの場合のみ

止むを得ず二段階になる≪必ずしも二段階にならないワークフロー定義≫があるのだ。

ちなみに、標準機能で管理権限を行使し『強制割当』や『移譲』ができるワークフロー製品もある。（Questetra 

BPM Suite 等） 
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情報管理2010.12.01

独りで始める「お悩み相談室」のワークフロー？
「≪一人で完結する業務プロセス≫もタスク種に分割して管理したい」なんて言う人は極めてまれだ。そんな

のメーラの「スターマーク (★印 )」で代用すればよい。

あえて言えば、スターマーク (★印 ) の on/off だけでは管理しきれない「３ステップや４ステップから構成

される業務プロセス」であれば、まぁ、ワークフローシステムで管理しても良いとは思う…。今回紹介する事例

は「お悩み相談室」を一人で運営している方の業務プロセス。

最初に入力されるデータは『氏

名・メールアドレス ( 必須 )・

電話番号・質問文』で、最終的

に『回答文』がメール送信され

る。気になる案件はメール送信

後、電話などでフォローする。

実際は、Web フォームから入

力された情報を見て、スグに回

答して終了するケース（「1. 問合内容確認 ( 回答文を書く )」→「通常終了」）もあれば、一旦、優先度や締切日を

設定し後日回答するケース（「1. 問合内容確認」→「2. 回答文入力」→「3. フォロー」→「フォロー終了」）もある。

こうする事で、

・午前中は主に「1. 問合内容確認」に時間を使い、

・午後からは主に「2. 回答文入力」、

・夕方は主に「3. フォロー」

と言った形でタスクを処理する事が出来る。すなわち、一つの問い合わせに掛りっきりにならなくてすむわけ

だ。ちなみに、ワークフローシステムの統計機能で、回答時間や回答数の計測が出来るのはアリガタイ。

ところで「≪一人完結業務≫も

ワークフローシステムのタス

クリスト（Worklist）に掲示し

ておきたい」と言うニーズは実

は意外とある。特に、常に締切

時刻欄とニラメッコしながら

業務をしている方にとっては

便利。
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情報管理2010.12.03

「作ったファイルは見てもらう」と言う習慣って大切
『ファイル管理』を中心機能とするシステムにも、簡易なドキュメントワークフロー機能が付いている場合が

ある。気楽にレビューしてもらえるのは便利。それ に慣れていると、「流れ定義」にこだわる BPMS（業務プロ

セス管理システム）でファイル回覧するのは、ちょっとメンドウに感じる事も。

しかし、 もし既に回覧文化が組織にあるなら、汎用的な回覧プロセスを定義しておく事をオススメしたい。一

週間もすれば「どの様な類のドキュメントが社内を回覧して いるのか？」が見えて来る。すなわち「管理すべ

き業務プロセス」が見えてくるのだ。（最初は「滞留の可視化」や「所要時間の計測」と言ったムツカシイ事は 意

識しない）

イマドキのワークフローシステムや BPMS であれば、ループ設定や分岐設定が簡単にできるし、ファイル添

付やチャットも可能だ。

レビューするのも仕事、そこでコメントするのも仕事だ。『組織力』と言う観点から、特に企画書／提案書／発

表スライド等は、完成したら誰かに見てもらうと言 う文化を形成したい。ちなみに、レビュー指名される人は

やはり集中してしまう。そこは人事考課に反映したい。もし他者へのコメントを書くケースが少ないと 予想

されるなら、コメントの有無によって「4. 確認」タスクが発生しないワークフロー定義の方が良い。
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情報管理2010.12.06

締切が無きゃ、レポートなんて書かない！
展示会、学会、セミナー。

「イベント参加レポート」なんてメンドウなだけ。何かに役立っている気がしない。メーリングリストで共有し

ても、みんな忘れるし。

ただ…もし、過去に同じイベン

トに参加した人のレポートを

「気軽に参照」できるのなら、イ

ベント参加前に閲覧するだろ

う。「どうやって行ったのか (交

通手段 )」、「行く意味があった

のか」など、ちょっとした情報で

も有り難い。組織として簡単な

メモでも良いので「イベント参加レポート」を蓄積して行く事に大きな意義がある。

しかし残念な話だが、この手の

ワークフロー定義は、多くの組

織で「流れない」と言う結末に至

る。

すなわち、主たる業務ではない

レポート提出と言うタスクは、

後回し後回しになってしまうの

だ。人間「書け」と言われないと

書かない…。

そんな時は他人が事務的に締切

日を設定してあげるだけで「提

出率」がグンとあがる。
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情報管理2010.12.10

いつもは１人たまに２人からレビューをもらうワークフロー

「あ、その原稿なら、オレ、書いておくよ」　そして、あの原稿は今…？

「書く」と一度口に出したなら、原稿タイトルだけでも宣言しておいてもらいたいものだ。（タスク『1. 原稿概

要』で宣言）

レビューを依頼するパターンであれば、タスク『2. 原稿完成』でレビューを依頼する人を指名する。

「コノ原稿だけは、若者視点とベテラン視点の両方の視点でチェックせねば…」

『場合によっては二人からレビューをもらう事も出来る』と言うワークフロー定義にするには『OR分岐』(ゲー

トウェイ記号が○)を用いる。

その定義は、安易に『2. 原稿完成』にループバックさせる事は出来ない。色々な書き方が考えられるが、分かり

やすさを重視すると以下の様になる。

52

http://ja.workflow-sample.net/2010/12/blog-post_10.html


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.

http://ja.workflow-sample.net/2010/12/10spreadsheet.html

情報管理2010.12.13

10人以上の回答はSpreadSheet 受付でワークフロー！

「GoogleDocs の SpreadSheet Form」 と Workflow の連動ニーズは極めて多い。『顧客情報の管理』から

『社内宴会の出欠管理』まで、様々なデータ収集フォームを簡単に作成できるからだ。

例えば「100 人を相手にしたコミュニケーション」を考える。最初の質問は同報メールで全員に投げかけるに

しても、その回答については Web フォームに投入してもらう方が良い。

宴会の幹事をやった気分になって頂けば良い。全員からバラバラと返事が来ても困る…。

うん、これで「回答しなきゃならない仕事リスト」が明確に把握できる様になる。必要あれば上司相談に回す事

もできる。

ん？　そうなると「回答させなきゃならない仕事リスト」をドンドン他人に依頼できるようになりたくなる。

ちなみに Google Apps Script の書き方は、サンプル『仕事依頼は Web フォームに投稿してね、全部処理す

るから』を確認して下さい。
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情報管理2010.12.17

新サイト公開時のトラブルに冷静に対応する業務フロー

どれだけ周到な準備やテストをし

ていても、Web サイトを新規公開

する瞬間は緊張が走る。

現実問題として「テスト運用環境」

と「本番運用環境」を 100％完全に

同じ条件にする事は不可能であ

り、公開してみて初めて発覚する

『不具合』もある。

大切なことは『不具合』の発生時

に、着手優先順位を付け、しかるべ

き手順で、冷静に対応する事だ。

Web サイトを新規公開直後から、

テスタ達から『不具合登録』を受け

付ける訳だが、同じ不具合ばかり

を発見登録されても困る。ディレ

クタが『2. 優先順位設定』にて不具

合を認定したら、テスタ達に不具

合が登録された旨のメールを送る

のが良い。

また以下の例では、テスタ以外に

も、社員有志 ( 臨時テスタ？ ) が不

具合を Web フォーム経由

（Google SpreadSheet Form）で登録できる仕組みになる。

※ 『要望対応フローで、検収時の修正要望をキッチリ管理』に業務フロー図の形がソックリ。 
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資源管理2010.12.31

発注申請フローに検収ワークフローも合体させよう
調達（購買）の申請ワークフローについては『オフィス用品の総務購買ワークフローも工夫が必要』を例示し

た。と、なれば、その後の納入検収のステップも一元的に管理しておきたい、と思うのが人情というものだ。つ

まり「購買申請ワークフロー」と「検収ワークフロー」を合体させたい。（もちろん「紙管理」を含めて、別システ

ムで管理される場合はある）

ちなみに「どの『調達申請』が納品待

ち状態なのか」を誰でも把握できる

事の意味は大きい。すなわち、例え

ば「トナー切れ」を発見した時に「既

に他の誰かが申請して、今は納入

前？」を調べる事が出来る。

社内の会計システム（基幹システ

ム）への再入力作業を無くしたい場

合は、検収後に「メッセージ送信中

間イベント」で外部システムに伝送

する仕組みを構築するのが吉だ。
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資源管理2010.11.19

大企業での消耗品調達申請フロー
「プリンタのトナーが切れた…、けど、見なかった事にしよう」

貴方もこれまでに４回位（？）は見なかった事にしたハズだ。（決めつけ）。それでも、心ある誰かが予備トナー

と交換し総務に報告してくれる。（助け合い？？）

総務としては、効率良く情報を集めて、効率良く外部発注したい。トナーに限らず、蛍光灯／ホワイトボードの

ペン／伝票といった共用のモノから、名刺や作業服といった個人が占有してしまうモノまで、ホントに多種多

様な発注をしているのだ。

目立たない作業だが、結構タイヘンなのだ。

このワークフローでは「社員が必

要と思った物品」について申請を

あげる。他方管理部門は、在庫が社

内にある場合はすぐに対応する

(4-6 の経路 ) が、外部発注が必要

な場合には「4. 発注 or 在庫払出」

に滞留させておく。すなわち『急ぎ

の発注申請が到達した場合』や『毎

週末』に滞留している申請を絞込

検索して一括発注し、発注や納品

検収の手間を低減させる。

良くある話だが、決裁された時点

で『当事者』と『その上司』、あるい

は『同じような申請を上げそうな

人（欠品に気付くであろう人）』に

対して自動でメール通知される様

にしておくと、不毛な問い合わせ

を減らす事につながる。

ちなみに、多くの場合「申請データ」は何度も再利用される事になる。
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資源管理2010.12.30

オフィス用品の総務購買ワークフローも工夫が必要
申請系ワークフロー（ビジネスプロセス）として頻出の『調達購買』は、「支出総額の抑止」が大きなテーマ。

まずは「小さな支出」の削減の積み

重ねが大切だが、その為にも「購買

一元化」と「交渉力強化」を推進した

い（SRM: Supplier Relationship 

Management の王道）。

すなわち各部署からの申請は、極力

「商品名」に対して必要数量（希望

数）を申請してもらう形で行っても

らいたい。この例では、プリンタ用

紙やトナーなどの消耗品から、ソフ

トライセンス、チラシやカタログなどの販促ツール等まで、幅広い調達業務が想定されている。

ちなみに、全体予算の都合などから

総務部門によって「申請した数量」

が変更されて調達された場合は、そ

の事実を明示的に知りたい。その場

合は、「雛型が異なるメール文」が自

動的に（しかも CC 決裁上司で）届

く仕組みにしておきたい。（フロー

最下流に「メッセージ送信中間イベ

ント (Email)」）
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財務会計2010.12.28

立替金申請のワークフローは、新入社員にも分かりやすく！

「立替金申請フロー」は申請系ワークフロー（ビジネスプロセス）の中でも４大アプリケーションの一つだ。

※ 立替金精算（旅費経費）、人事労務（勤怠）、調達購買、稟議

スムーズな業務処理の為には「入

力フォームの注意書きの分かり易

さ」が欠かせない。業務フローの

「流れ方」を工夫するよりもよほど

効果がある。「申請者想定は社員全

員」など利用者が大人数の場合に

は、ナオサラだ。

注意すべきは『1. 立替金申請』と

『2. 上司承認』。すなわち『1. 立替

金申請』は新入社員でも正確に入

力できる画面、『2. 上司承認』は承

認すべきガイドラインを認識でき

る画面、が望ましい。

ちなみに Questetra BPM Suite では「タイマー開始イベント」を活用し、毎月 25 日に全従業員の ToDo と

して申請タスクを割り当てる事も可能だ。
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財務会計2010.11.08

ユーウツな月末処理を、ラクチンにするワークフロー？

立替経費申請を『月次一括申請』から『逐次申請』にする会社が増えてきた。「いつでも申請できる」と言うのは

従業員にとってアリガタイ。何より「申請忘れ」が減る・・・様な気がする！

この『逐次申請型』には、実は他

にも色々と≪隠れたメリット≫

がある。

全員の申請が集中する毎月末に

「無心」で承認を連打していた部

長も、立替経費の中身を日々の

空いた時間に見る様になった。

稀に、無駄な支出に対する指導

も 行ったり・・・（経理部感動）、更には「今月の経費」を毎週把握し予算オーバーが見えてきた段階で支出に

ブレーキをかけたり・・・（経理部失神）。

ただ・・・、

やっぱり・・・、

従業員口座への振込精算は月に

一度にしたい。つまり、立替経費

登録や承認は月に何度でも行

え、他方それらを精算する処理

は一括して月に一度行うような

ワークフローを考えたい。

（月次１社員１トークンとする。「いつでも申請」の制約から、社員に分離トークンを一つ以上持たせ続ける必

要あり。その中で「折々に承認」させるために上司にも分離トークンを流す・・・。 

むむむぅ、コノあたりは Workflow エンジンによって定義が変わる）

月中は〔2. 立替経費追記〕において『当月 終入力フラグ (select)』が選択されている場合にのみ、〔3. 承認〕は

〔4. 立替金月次精算〕に流れる仕組み、悪くない。
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財務会計2010.12.29

立替金申請が決裁＆承認されたら自動的にメールしてね

決裁者を指名して立替金申請するワークフローは『立替金申請のワークフローは、新入社員にも分かりやす

く！』のエントリで例示した。

しかし≪申請した社員≫の気持ちに

なって考えるに、「オレの立替金申請

は、ちゃんと受理されたのだろう

か？？」だ。そこで決裁と経理確認が

済んだ時点で自動的にメールされる

仕組みを組み込んでおきたい。

（フロー 下流に「メッセージ送信中

間イベント (Email)」）

ちなみに経理部として「今回は認め

るけど、次回からはコンナ申請ぢゃ

ダメだよ」と言うメッセージを送り、

さらに本人から反省文を取りたい場

合がある。新入社員が次々と入って

くるような組織の場合、そんな「教育

プロセス」も重要だ。
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その他2010.11.17

仕事依頼はWebフォームに投稿してね、全部処理するから

「人間は受け身な存在である」（哲学？！）

『組織の外から仕事が飛んでくる仕組み』があれば、その対処の組織内プロセスは日々改善される。あえて難解

に言えば (??)、『外部システムからのプロセス起動』こそが『組織の外部環境適合進化』を促進するのだ。（社外、

部外、チーム外、隣人…）

これは Google Docs の Spreadsheet Form に入力された問い合わせ（仕事）が、自動的に流れるワークフ

ローだ。途中の分岐は、どうしても経理部門に聞かなければ分からない事を聞くための分岐になっている。

んっ？　良く考えれば、口頭、メール、…問い合わせ（仕事）と言うヤツは、Web フォーム以外からも色々な形

で飛んでくるんだった…。

参照「添付：Google Spreadsheet Form と Questetra BPM Suite の連携設定例」
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その他2010.12.08

ワークフローの変更を承認するワークフロー？？
「『業務フロー定義』は改善し続けなければならない」　（それは分かる）

「でも、ナカナカ変えられない」　（ガンバレ）

荷が重い、気が重い、メンドウ、今のままでも何とかなる…。そう言う仕事は「締切」を決める事が大切。アパレ

ル業界も、ケータイ業界も、(ソフトウェア業界も？ )、「2011年モデルは何か？」を決める前に、「2011年モ

デルの発売日」が先に決まっているから仕事が完了するのだ。

ワークフロー定義（プロセスモデル）も、定義名やカテゴリ名で「2011年第１四半期モデル」と決めておけば、

1月 1日までにキット完成する。(!?)

（ルーティーンは強し）

やはり「業務改善」はトップダウン指示に限る。例えば部長が「次の改善は何を目指すべきか」と言った大まか

な指示を出し、プロセスオーナーとメンバで議論するのが良いだろう。

メンバ達が、いつでも、誰でも、プロセス改善の議論に参加できるようにするには、プロセスモデル改善期間中

ずっと常駐するタスク (9) を定義しておくのが望ましい。
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その他2010.12.22

場合によっては「レビュー依頼先」を追加指名したい
「外出の多いセールスマン」や「在宅勤務者（テレワーカ）」にとって SaaS 型の業務システムは『ワークプレイ

ス』だ。

彼らのビジネスプロセス（ワー

クフロー）を整理し続け、組織

全体の生産性向上を図りたい。

必ず同僚レビューを受ける形

の『セールス品質を高める提案

書作成フロー』では、「レ

ビュー」と言うステップ（タス

ク）で停滞しがちだ。それでも

誰かのレビューを受けられる

ようにしたい。

そこで「２人目」のレビュー者

を『追加指名』できるビジネス

プロセスを考えてみる。

ちなみにこの様な業務フロー

定義は、一人目のレビュー者の

意見に納得がいかない場合に

も使える。医療の世界で言えば

「セカンドオピニオン」だ。
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その他2010.11.01

タイマー起動タスクと自由を求める人間
ボランティア団体の業務フローは、ナカナカ回らない。（だって無給なんだもん）

特に「月次報告」なんてタスクは、他に本業を抱えている幹事さん達にとって苦痛以外の何物でもない。でも会

計幹事は活動経費の精算をしなければならない。（あー回らなさそう）

そんな時には、毎月１日に自動的にタスクが発生する『タイマー開始イベント』が便利だ。（BPMNを考えた

人、エライ！）

あ、でも…、ごくまれに「機械に言われて仕事するなんてイヤだ」と奇特な方が居る！？

そんな時には「自分のタイミングで月報を書き始める事ができるバイパス」を用意しておくと使いやすくな

る。
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その他2010.11.05

非定型業務依頼のワークフロー化
電子メールは便利なのだが、「返信しなければならないメール」と「ただの報告メール」が混在してしまう。

特に厄介なのは「一カ月以内に対応して下さい」と言った締め切り猶予が長期間なメール。おおよそ、受信メー

ルの中で、埋没してしまう。（さようなら、メーテル！？）

非定型な業務依頼も、ワークフローの「Work List」に追加される仕組みを考えたい。

「至ってシンプルな業務フロー定義」ではあるが、コレが結構便利！　毎日見る自分の Work List に「依頼」が

存在し続けるので、締切を守った回答ができるようになる。

「ん？　拒否権が無い…」（タスク 2 と 3、無限のピンポン卓球！）

ま、仲の良い仲間同士で『無駄なピンポン』を繰り返す事は無いと思うが、ムカツクあの人からの依頼は抹殺し

たい場合もある！？

真面目な話、「依頼を取り下げたい」と口頭で言われた場合など、タスク 3 経由の記録を残したくない場合に有

効だ。
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その他2010.12.14

作業担当を明確に割り当てる事に意味が無いタスクは？

企業セミナーや出展イベントを行う場合、事前申込者に対して、１か月前／１週間前／直前…と案内メールを

送る。『Push メール』とも呼ばれる。

≪口コミ集客≫ 「ちゃんと来てね」、「友達にも紹介してね」、「ナンなら連れてきてね」…。

≪事前再告知≫ 「こんなコトするよ」、「あんなコトもするよ」、「こんな URL も見といて」…。

その回数や文面は各企業の『ノウハウ』だ。取扱商品やサービスによっても全く異なるだろう。過去にも『リマ

インダメールをモレなく送信するワークフロー』や『「イレギュラーな事態」の発生件数を計測しよう』で「マン

ションの見学会」や「自動車ディーラーの試乗会」の例を紹介した。

『スイムレーン』の用法は標準表記

（BPMN）でも曖昧。しかし 

Questetra BPM Suite をはじめ

とする多くの業務プロセス管理

（BPMS）では、「スイムレーン内の

第一業務オペレーション（※）を処

理した人が、同一スイムレーン内

の後続タスクも担当する」と言う

ルールが標準で適用される。（※タ

スク：角丸四角形で表現される）

つまり、Ａさんに「受付御礼文」を送った事務員Ｂさんは、「Ａさん宛の直前案内文」や「Ａさん宛の参加御礼文」

を送るタスクも担当するルールになる。この様な業務担当の考え方は『精通者維持／ Retain Familiar』と呼ば

れる。（ Workflow Patterns ）

もちろん、各タスクで毎回「事務

チーム」全員に『オファー』する設定

も可能だが、Questetra の場合、

「割当担当者を決めるステップを踏

まない特殊なスイムレーン」である

『Team Swimlane』で運用する事

もできる。「事務チーム」全員に " 割

り当てられた状態 " になるが、同一

事務所内の３～４人で適宜相談し

ながら作業する様なケースでは、効

率が良い。

※ 『Team Swimlane』上のタスクは、アドホックなタスク群（詳細手順までは事前に定義しづらいタスク群）

の包括定義に極めて有効。
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その他2010.12.24

「個人ToDo」もBPMS内で一緒に管理する方法
『ToDo リスト (Tasks)』と呼ばれる「自分用の仕事メモ」を活用する人は多い。

Gmail メニューにも『連絡先 (Contacts)』にあわせて『ToDo リスト (Tasks)』が標準で用意されている。もち

ろん『ToDo リスト (Tasks)』は Google Calendar にも表示される。（『ワークリスト (Worklist)』と呼ばれる

場合もある）

今回は、BPMS やワークフロー内で自分の『ToDo リスト (Tasks)』を管理する方法を提案したい。そうする

と、他のワークフローのタスクと一緒に管理できるだけでなく、締切日を管理したり、途中作業のログを記録

したり、参考ファイルを添付したり、更には同僚に閲覧権限を与えて見えるようにしたり…、と『ToDo リスト 

(Tasks)』には出来ない色々な事ができる様になる。

ワークフロー定義でプロセスデータの閲覧権限を組織内に付与する事は意外と大きな意味がある。すなわち

「各自が自主的に取り組んでいる事」を組織内に可視化でき、上司報告手間を削減できたり、助言を得られたり

する。

ちなみに、メール送信機能 (※) を使って「仕事成果」を任意の誰かと共有する事もカンタンだ。

（※メッセージ送信中間イベント）
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その他2010.10.30

当番に割り当てるけど、やってくれない時は自分でやっちゃう（涙）

『当番制』と言う言葉。聞くだけで、メンドウ！

でも現実、多くの会社に当番制の業務がある。朝礼スピーチや掃除などの≪準備が要らない当番≫もあれば、

勉強会講師やブログ投稿など≪準備が必要な当番≫もある。

とある日、社長の御乱心…。「より

広くより深く当社を知ってもら

う為に【当番制のBlog】を発行す

るぞぉ！」

「オレは今、モーレツに忙しいん

だ～」　この手の話で、勝手な事

を言い出すのは営業部と相場が

決まっている。そして、締切日を

過ぎても『執筆タスク』が終了し

ないケースが続出。確かにホント

に忙しい時もある。失注続きで、

精神的に執筆するモチベーションが湧かない時もあるのだろう (？ )

と言う事で、一応「指名」はするも

のの、締切時刻を過ぎてしまった

場合はBlog 管理部署で投稿しプ

ロセス全体を強制終了する仕組

み（全終了）に変えるに至った…。

（残念）

ちなみに「強制終了」のパターン

は、様々なワークフローで応用可

能だ。
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添付2010.11.17

Google Spreadsheet Form と Questetra BPM Suite の連携設定例

Questetra BPM Suite SaaS Edition での設定例

1. [ データ受信側の設定 ] 外部起動できるワークフローを作成する
メッセージ開始イベントのあるプロセスモデルを作成する。

今回は上述のプロセスモデルを作成する。

2. [ データ受信側の設定 ( テスト )] 作成したワークフローの受信テストをする
（必ずしも実施する必要はない）

アクティベート後に『バージョン詳細』から「外部システム連携用の URL」を確認する

例）
https://s.questetra.net/XXXXXXXX/System/Event/MessageStart/start?processModelInfoId=ZZ&nodeNumber=WW&ke
y=YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

今回は data[0] （TimeStamp）、data[2] （Name）、data[3] （Email）、data[4] （Inquiry） の 4 要素が入力値なので、例えば、
https://s.questetra.net/XXXXXXXX/System/Event/MessageStart/start?processModelInfoId=ZZ&nodeNumber=WW&ke
y=YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY&data[0].input=2010-11-01&data[0].time=12:45&data
[1].input=Barack+Obama&data[2].input=barack@example.com&data[3].input=Can+we...Yes+we+can

と言うアクセスを受けると新規プロセスが一つ生成されるはず。そこで試しに、コノ長い URL をブラウザに入力してみる ( 真っ白画面
で成功 )。すると、タスク一覧にタスクが一つ出現する。

( 参照 ) マニュアルのパラメータ定義方法
( 注 1)「XXXXXXXX」と「YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY」は ID とパスワードみたいなモノなので、各自で置き換え。（公
開しちゃダメ）
( 注 2)「ZZ」と「WW」は利用環境によって数字が異なる。

3. [ データ送信側の設定 ] Google Docs で「フォーム」を作成する
Google Docs にログインし『新規作成＞フォーム』で新規ファイルを作成する。

（サイトデザインも選べる）

ファイル名「INQUIRY」
データ項目として「Your Name」「Your Email」「Inquiry」（段落テキスト）の３つ作成
するとＡ列に「タイムスタンプ」、Ｂ列に「Your Name」Ｃ列に「Your Email」Ｄ列に「Inquiry」のスプレッドシートが出来上がる。

4. [ データ送信側の設定 ] 「フォーム」に入力された内容が送出されるスクリプトを書く
ファイルを開いた状態から「ツール＞スクリプト＞スクリプトエディタ」を選択しスクリプトを作成する。

function myFunction() {
}

とある記載を、（極力何も考えず？）、以下の内容に書き変えて保存する。
（XXXXXXXX、YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY、ZZ、WW は各自で置き換えが必要です）
（日本以外の方は JST も置き換えが必要です）

function startWorkflow(e) {
var longurl = "https://s.questetra.net/XXXXXXXX/System/Event/MessageStart/start";
var payload = "processModelInfoId=ZZ&nodeNumber=WW&key=YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY";
payload += '&data[0].input=' + encodeURIComponent(Utilities.formatDate(new Date(), "JST","yyyy-MM-dd"));
payload += '&data[0].time=' + encodeURIComponent(Utilities.formatDate(new Date(), "JST", "HH:mm"));
payload += '&data[1].input=' + encodeURIComponent(e.values[1]);
payload += '&data[2].input=' + encodeURIComponent(e.values[2]);
payload += '&data[3].input=' + encodeURIComponent(e.values[3]);
var params = {
method: 'post',
payload: payload
};
UrlFetchApp.fetch(longurl, params);
}

5. [ データ送信側の設定 ] 「フォーム」入力時に作成したスクリプトが起動する設定にする
スクリプトエディタを開いた状態で「トリガー＞Current Scripts Triggers」を選択する。

スクリプト「startWorkflow」が「From spreadsheet」「On form submit」を選ぶ。
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Appendix : BPMN超入門

BPMN超入門
Introduction to BPMN

BPMN がわからなくても、読むだけで業務プロセスの作成が可能に？！

業務改善に取り組みたいあなたのための超入門編！

１．BPMN とは何者だ？

1-1. BPMN はビジネスプロセスの「記法」らしい

1-2. タスクは「角丸四角形」で表現するらしい

1-3. 他にも記法があるらしい

1-4. 歴史は浅いらしい

２．BPMN を 1 分で書ける様になるか？

2-1. 1 分で書けるようになる！

2-2. 二者択一が書ければほぼ制覇！

2-3. 分流させるとヤヤコシイ！

2-4. では、課題です

３．BPMN 練習に適したビジネスプロセスは何か？

3-1. 登竜門、ドキュメント作成プロセス

3-2. まずは、テレワーカやアルバイトさんの業務

で活用すべし

3-3. 課題が明白なプロセスで活用すべし

3-4. BPMN によるビジネスプロセス定義では分

からない情報

４．BPMN 図だけで業務システムが構築できるか？

4-1. 各タスクの定義が各入力画面に！

4-2. 何種類のアイコンを覚える必要があるか？

4-3. BPMN を学ぶ目的

4-4. 最後に

BPMN 超入門
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Appendix : BPMN超入門

１．BPMNとは何者だ？
11-3. 他にも記法があるらしい

業務の流れ図（ビジネスプロセス）は、BPMNでないと書けない・・・
訳ではありません。有名どころでは「EPC」（event-driven process 
chain）（図３）やアクティビティ図があります。有名と言っても、街行く
ビジネスパーソンの認知率は「今朝、恐竜に踏まれる夢で起きた人
の割合」と同じくらいです。 （編注：どのくらい？）

サンプルを見て分かる様に、情報量や流儀に違いがあります。し
かし書いてある内容・本質に大きな違いは無く、乱暴に言ってしまえ
ば「違いは、趣味の違いだけ」です。

ただ、小さな違いかも知れませんが、直観的可読性の高いBPMN
は、「ビジネスプロセスの議論」に適している記法だと言えるでしょう。

1-4. 歴史は浅いらしい

BPMNの歴史は非常に浅いモノです。しかし世界最大規模の標準
化団体によって管理されているグローバルな仕様でもあります。

2009年現在、BPMN1.2が策定されています。そして近い将来、
「Business Process Modeling Notation 1.2」から、「Business Process 
Model and Notation 2.0」に出世(?)する予定ですが、今のところ気に
しないでください。 （編注：気になる）

1-1. BPMNはビジネスプロセスの「記法」らしい

『記法』（Notation） と言われて、何が思い浮かぶか？ （自問）
１分考えて何も出てこないので、Googleさんに聞いてみました・・・。

ふむふむ、「Wiki“記法”」。
・・・アルと思います！ （編注：ぱくるな）
アスタリスク（*）やコロン（:）を駆使して、HTMLタグを意地でも書か

ないとする書き方です。（Wiki Notation）

ふむむ、「ポーランド記法」。
・・・ナイと思います！ （編注：作るな！）
確か、ポーランド記法は（逆ポーランド記法も）、ともにポーランド製

で、「1+2+3」をわざわざ「(+1 2 3)」と書く「書き方」です。前世紀の一
部プログラマが信奉している流儀です。（Polish Notation）

さて、BPMNも記法です。「Business Process Modeling Notation」の
略で、ビジネスプロセスの記述記法です。もっとも特徴的な事は「図
の描き方」を定義していると言う点です。 「BPMNとは、ビジネスプロ
セス“図”の描画記法である」と言えば分かりやすいかも知れません。

逆に言えば、HTML、XML、あるいはWiki記法やポーランド記法など
の様に、「テキストの書き方」を規定している訳ではありません。

1-2. タスクは「角丸四角形」で表現するらしい

BPMNは「描画記法」です。XMLやWikiに対しては、ついつい吐気を
もよおしてしまう人でも「絵の描き方」と聞けばどうでしょう、少しは学
習意欲が湧くのではないでしょうか。

さて、ナンダカンダと説明する前に、まずはBPMNで描いたビジネス
プロセス図のサンプルを見て頂きたいと思います。

「なんだ、簡単そうぢゃ無いか！」
そうなんです。カンタンなのです。文章にすると長くなってしまう内

容も、容易に認知できてしまいます。何の予備知識もいりません。
「直観的に読める」、ココが非常に大事なポイントです。

ちなみにご覧になって分かる通り、タスクは角丸四角形で表記し、
業務の流れは左から右へと進みます。これもBPMNの「記法」です。
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２．BPMNを1分で書ける様になるか？
22-3. 分流させるとヤヤコシイ！

複雑なビジネスプロセスの第一歩に「分流」、つまり二者択一では
なく「両方を選択（全選択）させる流れ」があります。

全選択は、明確な役割分担に基づいた「同時処理」を実現したい
場合に定義され、BPMNでは普通に「矢印」を複数つないで表現しま
す。たとえば以下の例では、「A:宿予約」と「B:旅券購入」が同時に処
理される事になります。 （編注：AND分岐ですね）

ちなみにビジネスプロセスは「ワークフロー」とも呼ばれますが、
「実際に流れるモノ」を想像しながら「流れ方の定義」する事は意外と
難しいものです。特に複雑なビジネスプロセスを描く時には、「川の
水」や「道路と車」をイメージするのではなく、「線路と列車」をイメー
ジしながら描くのがお勧めです。列車は車両を分割させて複数の道
を進む事も出来れば、再度連結して一編成として進む事も出来ます。

実際、分離した一方で何らかの事故が起きた場合（図３：宿に空室
が無い）、再連結時に連結し難い状態になっている場合（図３：宿代
と旅券代で予算超過）など、想定エラーケースが増えます。可能な限
り、全選択（AND分岐）、複数選択（OR分岐）の使用は控え、単一選
択（XOR分岐）のみで記述したい所です。

2-4. では、課題です

当然の話ながら、ビジネスプロセスの管理活動（BPM活動）は、改
善する所に意味があります。例えば図２のプレスリリースの場合、
「起案」の品質が高く、その頻度も十分なものであれば問題ありませ
ん。しかし言い換えれば、担当者の起案に依存している状態です。

リーダ主導のプロセスを書いてみましょう。 （編注：うぇ）

ちなみに多くの場合、BPMNのスイムレーンには部署名が記載され、
配置されたタスクは「その部署所属の誰か」が実行します。ただ、個
人名あるいは特定人物を指す役職名を記載しても問題ありません。

2-1. 1分で書けるようになる！

BPMNの極意は以下の4カ条です。 （編注：極意？）
1) 「横長四角形」を書き部署名で区切り （スイムレーン）
2） 「角丸四角形」を並べ （タスク）
3） 「矢印」でつなぎ （シーケンスフロー）
4) 開始を「細円」、終了を「太円」につなぐ （開始/終了イベント）
基本はこれだけ。用語も覚える必要ありません。厄介な「ひし形」や

様々なマーク（マーカ）も存在するのですが、 初は無視しましょう。

この図が示す所は、改めて説明する必要はないかも知れませんが、
・広報担当者が起案し、
・広報リーダがレビューし、
・法務部署が審査し、
・役員が承認し、
・広報担当者が発表する

と言うビジネスプロセスです。 後は“まぁるく”終わります（終了イベ
ント）。ただ、条件分岐もなければ、差し戻しもありません。でも書け
ました、1分で！ （編注：どうだか・・・）

2-2. 二者択一が書ければほぼ制覇！

差し戻そうとすると、「進む」か「戻る」かの「運命の分かれ道（分
岐）」に差し掛かります。

社内のビジネスプロセスを沢山書いていると気づきますが、多くの
場合は単一選択、しかも二者択一です。複雑な選択が迫られる事は、
滅多にありません。もっとも多い分岐は「OK/NG」です。

分岐の極意は以下の2カ条です。 （編注：なんで極意？）
1) 普通の道に「ヒゲ」を付ける （デフォルトフロー）
2) 普通じゃない道に「小さなひし形」を付ける （制御フロー）

「小さなひし形」は「条件式の存在」を意味します。ただし、図中にそ
の条件式自体を書きこむ必要はありません。また「ヒゲ」はどの制御
フローも選択されない場合に進むべき道を表します。なお、気が向
いたら（？）、選択する道の上にコメントを書きましょう。さらに可読性
が上がります。

実はここまでの極意4+2カ条で、社内の9割以上のビジネスプロセ
スを描けてしまいます。是非、色々と挑戦してみて下さい。

ちなみに、二者択一の場合「ヒゲ」と「小さなひし形」を入れ替えても
全く同じビジネスプロセス定義になります。
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３．BPMN練習に適したビジネスプロセスは何か？
3-3. 課題が明白なプロセスで活用すべし

当然の話ながら、その取り組みが何かを改善するならやるべきで
すが、改悪するならすべきではありません。

BPMNでビジネスプロセスを描画するにしても、対象とするビジネス
プロセスに課題が少なければ、その取り組み自体の効果が低くなり
ます。慣れてくるとBPMNで描く事自体が楽しくなってくるのですが、
作図自体が目的になってはいけません。

では久々に（？）、回答が遅い問合対応プロセスを見てみる事にし
ます。

上流も下流もなく、誰から誰に流れるでも
なく、すでにビジネスプロセスとは呼び難い
レベルです。BPMNで描画するまでもなく
多くの問題を抱えていますが現実に良くあ
る状態です。メールソフトが「タスクの墓場」
になるパターンです。

如何でしょう。「技術部門の助言」や「リーダの差し戻し」に耐えなが
ら回答文を書き上げるビジネスプロセスを描いてみました。タスク放
置を許さないビジネスプロセス定義は管理職の重要な責務です。

「開始アイコン（開始イベント）の中に手紙があるぞ！」
あ、はい。自主的な開始以外にも、外部からのメッセージをきっか

けにプロセスが開始される場合もあります。

「開始アイコンが二個あっても良いのね！」
例によって「線路と列車」をイメージしてもらえれば良いのですが、

始発駅や終着駅が複数存在しても問題ありません。

「黒い手紙と白い手紙があるぞ！」
目ざといです。詳細は、BPMN初級で説明します。基本的に、円の

中の手紙が黒いものは黒ヤギさん、白い手紙は白ヤギさんが書い
たものです。 （編注：しばくぞ）

3-4. BPMNによるビジネスプロセス定義では分からない情報

これまで説明した様に、BPMNは現実のビジネスプロセスを簡易表
記するための記法です。しかし良く考えれば、いくつか重要な情報が
欠落しています。たとえば、上流タスクから下流タスクに受け渡しさ
れるデータフォーマットは全く分かりません。更に言えば、上流タスク
を実施した人によっては、下流タスクの実行者を制限するのが効率
的ですが、BPMNそのものはそこまで限定できません。

BPMNは基本的に、全体骨格情報だけを描画し、詳細にはこだわ
らない流儀です。

3-1. 登竜門、ドキュメント作成プロセス

BPMNを書けるようになった貴方は（編注：早っ）、早速活用の場を
求めることでしょう。まずは騙されたと思って、BPMNの登竜門「ド
キュメント作成プロセス」を描画してみて下さい。日報なり、企画書な
り、会議資料なり、何でも構いません。ただ、上司の笑顔を想像しな
がら、上司に提出するフローを描いて下さい。

色々なパターンが考えられますが、模範解答はコンナ感じです。

「をぉ！同僚のレビューとな！」
テレビドラマでは、「例の書類、出来ました」のセリフに、上司が「う

む。ところで田中君」などと言ってますが、世の中そんなに甘くないで
す。完成原稿を見せたら、「 （聞いていなかった）趣旨の追加説明」
を聞き、再提出したら「レイアウト修正要望」を聞き、さらには「誤植
指摘」を受け・・・。そんな“３往復が基本”の組織は多く実在します。
そこで、自信が無いときには同僚レビューを得て、過去の知見を活
かしたい所です。少なくとも上司笑顔の可能性は増すでしょう。

ちなみに、レビュー募集に誰も反応しないケースは想定していませ
ん。そんな人徳が無さ過ぎる人を想定すると、一気に複雑なBPMN
図になります。そんな図を描くくらいなら、レビューしないプロセス図
の方が良いです。

「ぬぬ！、見た事ないアイコンがある！」
そうです新キャラです。でも何となくわかります。要するにメールが

送信されるのです。コレ、結構使えマス。ここでは「レビュー絶賛募集
中」のメールを同僚に送る事を意図していますが、アイコンだけでは
「誰が誰に送信するのか」は明確ではありません。でもモデリングな
んてそんなもんです。ちなみに「メッセージ送信中間イベント」と呼ば
れますが、正式名称も覚える必要はないです。

自然言語やプログラミング言語でも同じですが、BPMNでもまずは
色々と挑戦してみる事が大切です。細かい文法や名称は無視して
下さい。お暇な方は、開始イベントは円、終了イベントが太円だった
のに対し、中間イベントは二重円で書かれる事だけ確認しておいて
下さい。BPMNな人は、アイコン（イベントやタスク）の総称をフローオ
ブジェクト（Flow Objects）と呼びます。要警戒です。 （編注：？）

3-2. まずは、テレワーカやアルバイトさんの業務で活用すべし

一般的なルールやマニュアルでも言えることですが、BPMNで書か
れたビジネスプロセス図もベテラン社員さんはあまり見たがりません。
と言うより従いません。所詮、モデル図と呼ばれるものは全て、現実
世界を簡易模式化しただけなので、知っている人にとって興味がわ
かないのも当然です。また、自分独自のやり方を持っている（従いた
くない）場合もあるでしょう。

しかしBPMN図にしても、日の目を見ることなくただファイリングされ
るだけでは浮かばれません。 （編注：死んだ？）

一生懸命描いたものなら尚更です。 （編注：やっぱり死んだ？）
BPMN図が活躍するのは、「多くの人が同じやり方で取り組む業

務」で、かつ「役割分担が明確な業務」です。具体的には、翻訳プロ
セス、品質チェックプロセス、テクニカルサポートプロセスなどがおス
スメです。
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４．BPMN図だけで業務システムが構築できるか？
44-3. BPMNを学ぶ目的

前述の通り、BPMNはデータの取扱いは定義できません。また業
務を実施する組織員の地位や権限を定義する事もできません。プロ
セスの流れについても、曖昧な表記を認めています。さらに打ち明
ければ、一つのビジネスプロセスを、様々な方法で記述することがで
きてしまいます。また、ビジネスプロセスの詳細な定義をするには、
別途文章等で詳細に記述する必要があるでしょう。場合によっては
ビジネスプロセスがかかえるリスクについての考察も別途まとめて
おく必要があります。

しかし、BPMNによるビジネスプロセス図は、「多くの閲覧者に直観
的にビジネスプロセスを理解させること」ができます。

さらに「BPM Suite」等のソフトウェアを活用する事で、今この瞬間
の現状や一定期間の結果など、現実の処理状況が把握できるよう
になります。

何を目的にBPMNを学ぶのかは人によって異なりますが、まずは
例えば上記のいずれを目的とするのかを決めてから学習を進めた
い所です。

もちろん、同じ目的意識を持ってチームで学習を進めるに越した事
はありません。

4-4. 最後に

最後の章になりました。感動の涙で、ここまで読んで下さっている
貴方の顔が見えません。 （編注：元々見えるものではありません）

企業の競争力の源泉は業務プロセスです。
企業はビジネスプロセスを変化させ続けなければなりません。
そしてまた、企業は変化し続けるビジネスプロセスを把握共有し続

けなければなりません。

ベテランスタッフの知見にばかり頼るのではなく、BPMNを活用した
ビジネスプロセス管理（Business Process Management）を推進して
は如何でしょうか。

[BPMN超入門、完。BPMN初級に続く]

＜課題の解答例＞

4-1. 各タスクの定義が各入力画面に！

ソフトウェアの進化は恐ろしいモノで、BPMNでビジネスプロセスを
描けば、「業務システム」が出来上がる時代になりました。特に
「BPM Suite」と呼ばれるソフトウェアでは、角丸四角のタスク毎が自
動的に入出力画面になります。早い話、上流からプロセスが到着す
ると、担当者は情報入力を求められます。

ちなみに「ワークフロー」と呼ばれるソフトウェアと目的とする所に
大きな違いはありません。概念的に「BPM Suite」に内包されるので、
ハマチとブリの違いみたいなものです。 （編注：ん？）

ただ、ビジネスプロセス定義が「描画設定」できる為、ループや分
岐と言った複雑なルール設定や、あるいは定義そのものの変更管
理が容易に実現できます。

4-2. 何種類のアイコンを覚える必要があるか？

BPMNには、意外と多くの、意外と細かい表記規定があります。し
かし他方、「BPMNを認識理解する」と標榜している「BPM Suite」でも、
実はその9割を理解できません。そしてソフトウェア製品によって理
解できる範囲が異なります。

ビジネスプロセス図を壁に張り出して周知徹底させたい場合や、あ
るいはオーダーメイドの情報システムを発注するために仕様定義し
たい場合などには、多くの規定を学習しても良いかも知れませんが、
「BPM Suite」への入力を前提とするなら、最初から「理解してくれる
規定」だけを学べば良いです。

各ソフトウェア製品のサポート範囲詳細は各販売社からの情報に
任せるとして、総じて言える事は以下の通りです。
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＜アクティビティ（マーカー5種）＞
多くのソフトは、通常タスクのみを理解し、いずれのマーカも非対応。

＜開始/中間/終了イベント（マーカー10種）＞
メール等を外部から受信しプロセスを起動させる事（メッセージ開始）は

多くのソフトが対応。一部ソフトでは、プロセス途中でのメッセージ送信
（メッセージ送信中間）、プロセス終了時のメッセージ送信（メッセージ終
了）に対応。途中で特定時刻を待てるもの（タイマー中間）、特定時刻に自
動的にプロセス開始（タイマー開始）出来るものも一部あり。
＜ゲートウェイ（マーカー5種）＞

データによる単一選択（Exclusive-Data）[XOR分岐]と全選択（Parallel）
[AND分岐]は多くのソフトが対応。一部ソフトでは、1つもしくは複数選択
（Inclusive）[OR分岐]に対応するものも。イベントによる単一選択
（Exclusive-Event）[イベントベースXOR分岐]は多くが非対応。

＜統制＞
標準化（属人的独自手法の排除）、不正防止（業務ログ）

＜生産性向上＞
滞留監視（エラー早期復帰）、成果物再利用性向上

＜人事考課＞
個人別グループ別生産量測定、単位時間当たりの生産量測定

＜改善議論＞
改善議論（現状の描画）、改善議論（改善後の描画）、付随リスクの分析

＜説明＞
新人教育（業務マニュアル）、株主報告（SOX法業務の流れ図）

BPMN 超入門
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鉄則
The Golden Rule of Business Process Modeling

ビジネスプロセスモデリングの

「ビジネスプロセスの“見える化”を、少しずつでも推進したい」

「究極の“あるべき業務フロー”を、徹底的に議論したい」

改善規模の大小を問わず、ビジネスプロセス改善の議論は容易ではありません。

実際、議論自体が発散したり、決定事項が曖昧になったりと、手間の割に得るも

のが少ないと感じた経験を持つ方も多い事でしょう。では、どの様な順序でビジ

ネスプロセスを定義して行けば良いのでしょうか。

本稿では、ホワイトカラーのビジネスプロセスを効率良く定義して行く方法につ

いて記述します。

１．ビジネスプロセスの成果物を決める

各ビジネスプロセスの成果物を定義し、さらに成果物

一つあたりにかけられるコストを想定しましょう。

1-1. まずは出力をイメージすべし！

1-2. 最終出力を定義すべし！

1-3. 無理してでも最終出力を定義すべし！

1-4. 出力 QCDを予想すべし！

２．ビジネスプロセスのキッカケを決める

各ビジネスプロセスの開始方法を、組織にあわせて検

討定義しましょう。

2-1. まずはリーダ開始で運用すべし！

2-2. メンバ開始も検討すべし！

2-3. 開始パターンを複数用意すべし！

2-4. 入力を定義すべし！

３．役割を分け、タスクに分解する

開始方法と成果物が決まれば、コストを意識しな

がらタスクに分割して行きましょう。

3-1. 専門分化すべし！

3-2. 極力分業すべし！

3-3. 成果物にはリーダが責任を持つべし！

3-4. コスト構造を検証すべし！

４．各タスクの順序経路を決める

ビジネスプロセスのタスクが決まれば、色々な検

証をしながら、その流れ方を決めましょう

4-1. 並行処理も検討すべし！

4-2. ショートカットも設置すべし！

4-3. 他のビジネスプロセスとの共通化も検討すべ

し！

4-4. 運用目標を設定すべし！

ビジネスプロセスモデリングの鉄則
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1. ビジネスプロセスの成果物を決める
11-3. 無理してでも最終出力を定義すべし！

成果物（最終出力）を定義し辛いビジネスプロセスも、実は多数存
在します。例えば、 「個人情報削除依頼への対応フロー」と言うビジ
ネスプロセスは何を成果物とすべきなのでしょうか。

一般に、格納されている情報を、閲覧するだけ・更新するだけ・削
除するだけと言うビジネスプロセスは、新たに情報を生成する事が
無いため、成果物定義が困難です。確かに「作業報告書」と言った
類の成果物を設定する事は可能ですが、場合によっては、セキュリ
ティ上の都合などで「作業報告書」に記録できる情報がほとんどない
場合もあります。そして、業務の主目的が達成されているため、成果
物（最終出力）を完成させずにプロセスが終了してしまいがちです。

しかし、それでも成果物を定義し、毎回完成させておく事が重要で
す。
１．個々のプロセスの終了条件が明確になる。
２．個々のプロセスの最終記録として、以後参照できるようになる
特に、記録として残す事は組織として極めて有意義です。過去の

反省に立って新しいプロセス処理を効率化させたり、あるいはビジネ
スプロセスの改善議論の資料としたりすることが可能になります。

自動記録やシステム連携など、極力省力化する工夫は別途必要
ですが、成果物を定義し辛いビジネスプロセスにおいても、作業時
刻や作業内容の記録、あるいは作業に対する反省や評価等を「作
業記録書」として成果物定義する事が望ましいと言えます。

1-4. 出力QCDを予想すべし！

ビジネスプロセスの評価は、実際に生成される成果物のQCD（品
質・コスト・期間）比較によって行われるケースが多いと言えます。言
うまでもなく、成果物の品質は高いに越した事はなく、成果物作成に
かけるコスト（労力）は小さいに越した事はなく、また成果物完成まで
の期間は短いに越した事はありません。
しかしQCD指標は、「コストをかければかけただけ品質が高まる」

など、トレードオフの関係にあるため、別途巨視的な観点から「ある
べきQCD」を想定しておく事が大切です。

ホームページ制作会社のビジネスプロセスを、それぞれの成果物
とともに列挙してみます。

１．顧客ヒアリング報告 （ヒアリングシート）
２．提案書作成業務 （提案書）
３．見積書作成業務 （見積書）
４．受託契約業務 （契約書）
５．詳細仕様合意プロセス （仕様書）
６．制作・品質管理・納品プロセス （納品CD）

ここでは５．６．が「制作チーム」20人が主管するビジネスプロセス
とし、それ以外が「セールスチーム」5人が主管するビジネスプロセス
とします。もし仮に、Web制作事業全体の目標が、 「標準案件で週
次4件こなす」 であるならば、平均受注率（経験値）から考えて、例
えば「見積書は週次6件」、「提案書は週次10件」、「ヒアリングシート
週次20件」等の成果物の完成数目標が想定されます。この場合、自
ずと標準案件に対してかけられるコストや品質が想定されます。

ヒアリングシート： 50%が提案書提出に繋がる品質・1件5時間程度
見積書： 50%程度の受注率・1件2時間程度

組織が置かれたビジネス環境にあわせ、最初に成果物のQCDを
想定しておけば、効率良い「その後の議論」が期待できるでしょう。

1-1. まずは出力をイメージすべし！

例えば・・・、
プリンタに「印刷データ」を送ると、「印刷物」が出てきます。
自動販売機に「希望とお金」を渡すと、「商品」が出てきます。

貴方の担当するビジネスプロセス（ワークフロー）は、そもそも何を
「出力」するのでしょうか？ 毎日こなしている業務であっても、明確
に表現する事は意外と難しいものです。

例えば・・・、
問合窓口に「問い合わせ」をすると、「回答」が返ってきます。
セールスに「希望する事」を伝えると、「見積書」が返ってきます。
人事部に「採用応募」を申し込むと、途中のやり取りがあるかも知

れませんが、最終的に「採用合否通知」が返ってくるでしょう。

組織内部では複雑な処理をしているかも知れません。
誰かの独断で済ませているのかも知れません。
ただ、何らかの処理を経て出力があります。ビジネスプロセスを議

論する時には、まずは「どの様な出力がなされるべきか」、ビジネス
プロセスを極力客観的にとらえる事が大切です。

1-2. 最終出力を定義すべし！

「材料（material）が入力で、B/SとP/Lが出力だ」
やや極端な意見ですが、確かに間違った意見ではありません。し

かし、物事を巨視的に捕えすぎると議論効率は下がります。BPM活
動の最大の狙いは定常的な改善であり、会社全体を適切に分割し
たビジネスプロセス単位で、改善を検討したいところです。

では「最適な分割」は、どの様に考えればよいのでしょうか。ホーム
ページ制作会社を例に考えてみます。
ホームページ制作会社が出力するものに、「見積書」、「作品」、「設

定マニュアル」など、様々なものが思い浮かびます。しかし当然なが
ら、思い浮かんだすべての出力単位でビジネスプロセスを定義する
事は非効率です。
例えば、「作品」と「設定マニュアル」は、共に制作チームが主管し、

同じタイミングで、しかも1対1の関係で制作されるものです。この様
な出力は、「Web制作ビジネスプロセスから生み出される出力」として
一つのビジネスプロセスから生み出されるものと考えるべきです。こ
の場合、「納品CD」と言う出力を「Web制作プロセス」の最終出力とし
て想定し、「作品」や「設定マニュアル」は途中タスクで制作されるも
のとしてとらえるべきです。

ビジネスプロセスを設計する時には、まずはその最終成果物として
の「成果物」を定義することが重要です。

ビジネスプロセスモデリングの鉄則
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2. ビジネスプロセスのキッカケを決める
2-3. 開始パターンを複数用意すべし！

組織の中には、自ら進んで仕事を生み出す事が得意な人もいれ
ば、上司などの指示を受けて仕事をこなす事で大きな貢献をする人
もいます。現実問題として、プロセスを起動できる権限を「リーダだ
け」、「メンバだけ」のどちらかに限定できないケースが多く存在しま
す。その様な場合、両者ともに開始できるビジネスプロセスを定義す
る事が有効です。

しかし、例えば「提案書作成業務」と言うビジネスプロセスの例では、
「概算見積」や「提案実現性の判断」など、セールスチーム以外が担
当するタスクも想定されます（上図では「3.概算レビュー」に相当）。
各セールスメンバが思いついた提案の数だけ制作チームのリソース
を消費して良いものか、議論の余地があります。
仮に「見積書作成業務」と言うビジネスプロセスを考えれば、さらに

「詳細な見積」や、「要因リソースの確保（アサイン）」など、制作チー
ムのリソースを大きく消費するタスクも想定されるでしょう。

それぞれのビジネスプロセスの特性を考察し、誰がビジネスプロセ
スを起動できるのか、場合によっては起動できる回数に制限を持た
せる必要があるのか、についても考察を深める必要があります。

2-4. 入力を定義すべし！

ビジネスプロセスのキッカケ（起動）は、「誰が起動するか」と言う議
論以外にも、「何をもって起動するか」と言う議論も大切です。
すなわち、リーダの「思いつき」であれ、メンバの「ノルマ達成のた

めの取り組む意思」であれ、プロセス開始条件としての入力フォー
マットを定義する必要があります。

例えば、提案書を作成する場合の入力フォーマットは、

１．提案書提出先
２．提案書提出予定日
３．概算見積額

が想定されます。現実世界では、何となく提案書を作成しはじめてい
るケースが非常に多いものですが、タスク発生を明確にするために
もプロセスの「開始」の定義が欠かせません。

2-1. まずはリーダ開始で運用すべし！

ビジネスプロセスの成果物（最終出力）や、その想定QCDが設定さ
れれば、次は「キッカケ」を議論する事が有効です。
「成果物（最終出力）」がビジネスプロセスにとっての終了条件であ

るのとは対照的に、「キッカケ」は開始条件です。しかし実際、「プロ
セスを開始させるキッカケ」については意外と議論されない傾向にあ
ります。

確かに、たとえば組織外部からの問い合わせに対応するプロセス
や、組織外部から受け付けた申請を処理するプロセスなどでは、あ
まり議論する必要がありません。これらは、多くの場合「受動的に開
始されているプロセス」と言っても良く、開始しないと言う選択肢が無
いケースがほとんどです。
ただ他方、「提案書を提出するプロセス」は、組織としては「能動的

に開始させるプロセス」です。たとえば「A社向け提案書」と言う成果
物をイメージした時、そのプロセスを開始させるべき人は様々な選択
肢が考えられます。
１．A社担当のセールスメンバ
２．営業を統括するセールスリーダ
３．あるいは会議を開いて多数決で決める

かも知れません。

ビジネスプロセスを運用するにあたっては、まずは「安定して週次
10件の提案書が完成する事」を目指したい所です。その場合、リー
ダが提案書を作成するべき案件を10件選択し、組織内に対してそれ
らの作成を指示する形で、「提案書作成業務」を起動する形が有効
だと言えます。

2-2. メンバ開始も検討すべし！

しかし当然ながら、リーダ指示が無ければ提案書が完成しないと
言うルールには、少なからず問題があります。例えば、顧客要望の
ヒアリングを実際に担当したセールスメンバからすれば、「一日も早く
提案書作成に着手したい」と考えることでしょう。ヒアリングシートを
作成している時点で、とても素晴らしい提案を思い浮かんでいるケー
ス等では、ビジネスプロセスやルールがどうあれ、リーダの指示を
待っていられません。

プロセスオーナーは

１．ビジネスプロセスの特性
２．組織の成熟度
３．事業進捗度

等を総合的に勘案して、誰がプロセス開始（起動）出来るのか、を決
定する必要があります。機動的なビジネスプロセスを実現するため
に、「メンバがプロセスが起動するルール」に改める必要があるかも
知れません。

＜提案書作成業務：リーダ開始＞
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＜提案書作成業務：リーダ・メンバ開始＞
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3. 役割を分け、タスクに分解する
3-3. 成果物にはリーダが責任を持つべし！

成果物の完成件数や成果物品質には、責任者が責任を負う事に
なります。ビジネスプロセスをタスク分割する際には、成果物（最終
的な出力）の完成工程で、責任者自身による評価タスクやレビュータ
スクを設置する事を検討したいところです。

まず一つ目の効果として、プロセス完了条件を厳格化が期待され
ます。換言すれば「仕事をいい加減に終わらせない」とも言えるで
しょう。一般に執行と監督を分離する事で、納期は遅くなるかも知れ
ませんが、品質は確実に向上します。
もう一つの効果として、ナレッジ整備が期待されます。成果物完成

時点で、各成果物の採点をすれば、以降同様のプロセス実行時の
ベストプラクティスの検証が促進されるでしょう。

3-4. コスト構造を検証すべし！

ビジネスプロセスの開始と終了を定義し、タスクに分割していくと、
自ずと標準的なプロセスを1件完了させるために必要なコスト（社内
工数）が精緻に導出されます。
仮に受注活動に関するビジネスプロセスの内、セールスチームの

タスクにフォーカスした場合、以下の様な必要コストが算出されるで
しょう。

１．顧客ヒアリング報告 （ヒアリングシート） 《目標：週次20件》
1-1. 面談および原文作成タスク： 2時間×20件
1-2. 同行者コメントタスク： 1時間×20件
1-3. ヒアリングシートのリーダレビュータスク： 0.5時間×20件

２．提案書作成業務 （提案書） 《目標：週次10件》
2-1. 提案書原文作成タスク： 2時間×10件
2-2. 提案書デザインブラッシュアップタスク： 1時間×10件
2-3. 提案書レビュータスク： 0.5時間×10件
2-4. 提案書リーダ評価タスク： 0.5時間×10件

３．見積書作成業務 （見積書） 《目標：週次6件》
3-1. 見積概要定義および案件説明タスク： 2時間×6件
3-2. 制作チーム仕様書のレビュータスク： 1時間×6件
3-3. 見積書リーダレビュータスク： 2時間×6件
3-4. 見積書顧客説明タスク： 2時間×6件

４．受託契約業務 （契約書） 《目標：週次4件》
4-1. 契約書案作成タスク： 1時間×4件
4-2. 契約書リーダレビュータスク： 0.5時間×4件

現実には、定義されたビジネスプロセスの各タスクを実行する時間
以外にも、他部署が主管するビジネスプロセス内のタスク処理、ある
いはビジネスプロセスを改善議論するための時間や、非定型業務に
投じられる時間も必要となります。
上記の例では、合計週次158時間となりますが、実際の構成員数、

たとえば「5人」で処理しきれるのか、検証する必要があるでしょう。
ビジネスプロセスを不用意に多くのタスクに分割し過ぎると、現実

の要員では事業目標を達成できない事態になりかねません。場合
によっては、成果物の定義からやりなおす必要があります。

3-1. 専門分化すべし！

「見積書」は顧客との商談の中で提出されるものです。およそ「見
積書作成業務」と言うビジネスプロセスはセールスチームが主管し、
あるべき姿の検討も、セールスチームが主導して実施すべきです。
見積書完成のためのビジネスプロセスが、仮に、
１．見積書提出先
２．見積書提出予定日
３．見積想定金額範囲

と言う入力フォーマットで定義されているとすれば、たとえば
１．A社
２．2010年4月1日に見積書提出予定
３．100万円～150万円

と言う情報がこのプロセスの入力となります。他方、成果物は
１．A社様向けホームページ仕様書
２．見積有効期限：2010年4月15日
３．納期：2010年5月31日
４．納入物：納品CD（ホームページデータ・設定マニュアル）

と言った具体的な提案書となるでしょう。
５．見積内部工数、内部工数見積者および内部工数見積時刻
６．受託時の想定制作メンバ
７．見積書の決裁者および決裁時刻
８．決裁者の仕様書評価

などの内部記録も有効です。
このケースでは、必然的に「仕様書」が制作チームのタスクとなり、

その他の作業がセールスチームのタスクとなります。

このケース様に、複数チームにまたがる様なビジネスプロセスは、
自然と「スペシャリストによるタスク」に分割されるでしょう。

3-2. 極力分業すべし！

分業は「下流タスク作業者のチェックを受けられる」と言う副次効果
もあって非常に有効です。では「顧客ヒアリング報告」の様にセール
スチーム内に閉じたビジネスプロセスはどの様に分業すべきなので
しょうか。結論から言って
１．セールスチーム同士で分業し、成果物の品質を高める方針
２．セールスチーム内で、構成とデザイン等の職能を分ける方針

等が考えられます。１．の場合、「素案作成」と「レビュー」や「評価」を
セールスチーム内で分業し、ヒアリングシートの書き方や、記録とし
て残すための工夫を切磋琢磨する事になるでしょう。
なお、分業するほどではないと言う結論であるならば、 「顧客ヒア

リング報告」を独立したビジネスプロセスとしてとらえるのではなく、
「提案書作成業務」の1タスクとして考える事も可能です。
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＜提案書作成業務：リーダ・メンバ開始＞
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4. 各タスクの順序経路を決める
44-3. 他のビジネスプロセスとの共通化を検討すべし！

たとえば、「有給休暇申請」と「長期休暇申請」を別々のビジネスプ
ロセスとして定義する必要性は極めて低いと言えます。

申請事項に多少の違いがあったとしても、同じ様な流れ方、同じ様
なタスクの数であれば、「有給休暇申請ならびに長期休暇申請」とし
て一体化して定義する方が合理的です。また何より、年に数度しか
利用しない申請者の立場に立って考えれば、一つのビジネスプロセ
ス定義で、もっと多くの申請が出来る方が有難いでしょう。

現実問題として、データの閲覧権限や、過去データの検索性を考
察するまでもなく、闇雲に共通化・汎用化を推し進めるべきではあり
ません。

ただ少なくとも、新たなビジネスプロセスを検討する際には、既存
のビジネスプロセスを確認把握しておく必要があると言えます。

4-4. 運用目標を設定すべし！

ビジネスプロセスは実際、その運用後に定義変更を余儀なくされる
事が少なくありません。ただ、その改善活動が目指すべきものとして、
「あるべき成果物のQCDや完了件数」を常に把握し、組織内で共有
したい所です。

たとえば、
「週次10件」の提案書を完成させるにはどうしたら良いか
「成約率60%」を実現する提案書品質を保つにはどうしたら良いか

と言う議論の中で、「ヒアリングシート作成後、1週間以内に提案書を
完成させてみよう」、と言う「新たな目標」が生まれるかも知れません。

ビジネスプロセスの定義は、BPM活動（ビジネスプロセスマネジメ
ント活動）の中でもっとも重要な活動です。実行時のKPIを十分に見
越した設計が期待されるでしょう。

4-1. 並行処理も検討すべし！

ビジネスプロセスの「キッカケ（開始）」と「成果物（終了）」さらには
ビジネスプロセスを構成する「タスク」が定義されれば、およそビジネ
スプロセスの概要は想定されている事と思います。

最後は、各タスクの順序や経路を決めます。

順序や経路を議論する上で、常に検討すべき事は、

１．タスク滞留の発生確率を低減する
２．タスク待ちの発生確率を低減する
３．リスクの発生を検証する

などです。ただ実際問題、ビジネスプロセスを運用する前に論理的
に改善方法を検討するより、実際にビジネスプロセスを運用し実際
に発生した（発生してしまった）問題に対処する経験的改善の方が
有効である事は確かでしょう。

なお、あまり実現されるケースは多くありませんが、多くの課題に
対して意外と有効な手法に、「並行処理化」が挙げられます。たとえ
ば、制作チームメンバの複数人が「内部工数見積タスク」をそれぞれ
独立して対処することで、それらを平均化して「より確からしい見積
内部工数」を実現する事が出来ます。あるいは、一人の見積担当者
が中々見積もり作業に着手できない場合でも、期限に間に合う見積
があれば見積内部工数を決定でき、クリティカルな滞留を回避する
事が出来ます。

4-2. ショートカットも設置すべし！

ビジネスプロセスを運用すると、必ずと言って良いほど発生する問
題に「放置」があります。「滞留」と同義と言っても良いかも知れませ
んが、「放置」はタスクを処理する意味がなくなった状態を指します。

原因は実に様々で、組織によっても傾向が異なりますが、多く見受
けられるケースとして「締切問題」が挙げられます。すなわち、完了さ
せようと思って開始したプロセスも、実際にビジネスプロセス定義に
従って流れている途中で締切が迫り、定義通りには進められなくな
るようなケースです。たとえば、すでに提出済みの提案書を「リーダ
チェック」に回す意味はありません。

この様な時間制約のあるケースにおいては、逐一プロセスを中途
終了させ作業指示を行うより、想定経路として途中タスクを飛ばす
ルートを定義しておく事が極めて有効です。

＜提案書作成業務：リーダチェックを省略可能＞

提
案

書
作

成

リ
ー

ダ
メ

ン
バ

制
作
T

1.提出先
指定

5.提出
結果メモ

3.概算
レビュー

2.提案書
草案作成

4.チェック 6.評価

汎
用

申
請

リ
ー

ダ
メ

ン
バ

人
事

総
務

経
理

2.申請
承認

5.申請結果
確認

3b.申請処理

3a.申請処理

1.申請

申請内容によって
自動的に情報分岐

＜汎用的な申請ワークフローの例＞

＜Key Performance Indicator＞
１．ヒアリングシート

完了件数： 目標週次20件
２．提案書

提出件数： 目標週次10件
３．見積書

提出件数： 目標週次6件
見積額計： 目標週次1000万円

４．契約書
受注件数： 目標週次4件
受注額計： 目標週次600万円

ビジネスプロセスモデリングの鉄則
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