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クラウド上に業務データをおきたい。出先でも仕事できるし…。

　・ オンラインストレージにおく（SkyDrive、MobileMe、Dropbox、SugarSync 等）

　・ オンラインサービスにおく（Evernote、Google Docs、Yammer 等）

　・ Web メールの添付ファイルとしておく（Gmail、Hotmail 等）

有料だったり無料だったり、法人契約だったり個人契約だったり…。ま、いずれにしてもイイ時代になったも

のだ。「いつでもどこでも仕事ができる」

そして、それは生産性向上だけを意味するものではない。すなわち創造性向上をももたらす。確かに『可搬媒体』

は禁止せざるを得ない（※ 平たく言えば「USB メモリの使用禁止」）が、他方『クラウド上にデータをおく事』

は、もう認めざるを得まい。

以下のワークフロー定義は、そんな≪クラウドワーカ≫達が書き上げた「新商品の企画書」を、そのままクラ

ウド上で審査してしまう業務定義だ。

「企画書」は、できる限り同僚達に「企画書のレビュー」でコメントをもらっておきたい。企画部部長も幅広

いコメントを参考に的確な指示ができるだろう。「部長とのやり取り」は『3. 企画部長承認』と『3b. 部長非承

認対応』のループで実現される。

最終的に担当役員も巻き込みたい場合は以下のようになる。

オープンな企画提案を促進するワークフローサンプル

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_12.html
2011.01.12
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≪クラウドワーカ≫達が書き上げた「新商品の企画書」を、そのままクラウド上で審査してしまう業務定義に

ついて、『オープンな企画環境を実現するワークフローサンプル』で紹介した。

この例では『3. 企画部長承認』と『3b. 部長非承認対応』のループするプロセス途中で、自ら取り下げてしま

う企画もあれば、『4. 担当役員承認』によって却下されてしまう企画もある。

さらにオープンな環境を推し進め「取締役達の所見もオープンに伝達してよい」と考えるならば、取締役達の

自由な書き込みを許す以下のようなプロセスモデルも魅力的だ。取締役達の所見がタイムスタンプ付きで記録

される。

各企画に対する役員所見も社内公開してしまうワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_13.html
2011.01.13
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≪年次予算≫の編成は、各部署からの部門予算書を取りまとめて行う。

「毎年のこと」ながら、「一年に一度のこと」でもあり、なかなかスムーズに回らない。場合によっては特定の

部署に対して修正（再提出）の依頼しなければならない場合もある。いずれにせよ現在進捗ステータスの可視

化は大切だ。

ちなみに「前任者の活動記録を見たい」と思った事は誰でもある。ワークフローシステムは「いつごろ、どん

な資料を作っていたのか、を後々参照できる仕組み」でもある。

予算策定進捗をリアルタイムで取締役に対して可視化する事も重要だが、出来上がってきた全体予算案に対す

る取締役コメントを記録できるようにしておくことも有用だ。以下は、取締役の誰でもがコメントを記録して

おける仕組みだ。（ちなみに、全体予算案が取締役会でNGとなった場合は、もう一度このワークフローが始まる）

予算の策定進捗を可視化するワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_31.html
2011.01.31
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「見込顧客が抱える課題に対して提案書を出す」　特に法人向けセールス活動では日常業務だ。組織としての提

案品質を高める方法論はイロイロあるが、まずは「現状の顧客提案活動を記録してみる事」に始まる。

以下の定義は、必要とあれば同僚にも助言を求めることが可能なワークフロー定義だ。特に、配属変更や担当

変更で引継があった場合にスムーズに「前任者助言」 を得られる。シンプルなワークフロー定義だが『ヒアリ

ングシート』と『提案書ファイル』を記録し続けるだけでも、極めて意味がある。たとえば「当月、誰が、何

社に提案したか？」も、いつでも確認できるようになろう。

ちなみに、ついでに『対応優先度』を記録しておくと、誰がどの顧客に優先的に対応しているかが、リアルタ

イムで把握できるようになる。小さな記録項目の追加だが、「再往訪」をループ管理する以下のようなワーク

フロー定義では極めて有効だ。

セールス組織の提案力を向上させるワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_22.html
2011.01.22
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「自分で書いた提案書」は読みやすい。「人が書いた提案書」には 10か所くらい、ナンクセをつけられる。

現実問題、提案書を社内レビューする時間は残らないのだが、やはり大切な提案書は、一度は社内レビューに

かけておくべきだ。

「セールス全体で何件の提案案件があるのか？」、「それぞれが 1-4 のどのステータスにあるのか？」、可視化さ

れている組織は少ない。チーム内全員が全体を把握できるようにしておくことは、何らかの改善につながるだ

ろう。

ちなみに部門責任者の負担になる

が、最終提案書の評点を 100点満

点で記録しておくと、（更には検索

用ラベルを付与しておくと）、「ワー

クフロー成果物としての提案書」の

再利用性が飛躍的に高まる。

セールス組織の提案力をドンドン向上させるワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_23.html
2011.01.23
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「受託開発ソフトウェア」や「コンサルティングサービス」などの事業では、提案書品質が『受注』に大きく

影響を及ぼす。これまでに紹介した『セールス組織の提案力を向上させるワークフロー』や『セールス組織の

提案力をドンドン向上させるワークフロー』などを参考に、提案書作成活動のあるべきワー クフローを模索し

たい。

ただ「提案品質向上のためのヒント」は、実は「提出後の顧客感想」に隠されている。「顧客の声」と言う情

報まで捕捉しようとするなら、ワークフローが「提案書の作りっぱなし」で終わってはイケナイ。以下の例では、

最後のタスクとして『6. 顧客の声を記録』する。

セールス組織の提案力をガンガン向上させるワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_24.html
2011.01.24
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当たり前の話だが、『6. 顧客の声を記録』まで記録できる様になれば、社内メンバだけでは気が付かなかった「カ

イゼンすべき点」が見えてくる。場合によって は提案書雛形や業務ルールだけでなく、「セールス部門の風土」

あたりから見直しが必要になるかもしれない。カイゼン課題のヒントが見えたケースについては、次回の『チ

ーム反省会』で議論のテーマにしたい。

マーケティング販売
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「この会社と取引してもイイのかな？」

営業マンのそんな疑問は瞬時に解決してあげたい。「取引NG」の相手に営業コストを投じ続けるのは実にモッ

タイナイ。また会社側もリスクマネージメントの観点から、『新しい取引先の情報』は早い段階で把握すべきだ。

『2. 簡易与信』では信用調査会社のオンライン情報と法務担当の人間知識で即答する。殆どのケースはこの回

答だけでコト足りる。すなわちワークフローとして、1→2→3と流して終了させればよい。

ただ法務担当として「もう少し調べたい」と考えた場合には、営業への回答（2→3）に「概ね問題ありません。

念のため詳細調査を開始します」と回答し、『4. 詳細与信』のタスクに着手する場合もある。

ちなみに、確認系のタスクはOKとNGを分けておくと「より素早い対応」につながる。

セールスの立場に立った与信回答ワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_26.html
2011.01.26
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先日紹介したテンプレート『セールスの立場に立った与信回答ワークフロー』を Questetra BPMS にインポ

ートすれば、法務担当から「信用調査の結果」を素早くもらうためのワークフローシステムが 30 分で構築で

きる。

このまま実運用させても問題にならないとは思うが、「営業部門の教育」と言う観点で≪調査結果情報≫の共

有を追加提案しておきたい。すなわち「信用調査の結果が取引不可となってしまったケース（与信判定フラグ

＝NG）」について、営業部内のメーリングリストに自動投稿される仕組みだ。（以下）

ただ「読まないメール」や「ワークフロー上の残タスク」をムヤミに増やしたくないのがプロセスオーナーの

本音でもある。特に調査依頼件数が多い組織の場合は、≪『2. 簡易与信』と『4. 詳細与信』の判定結果が異なる

場合≫にのみ通知する方が良いだろう。

もっとセールスの立場に立った与信回答ワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_28.html
2011.01.28
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『記者』の仕事はニュース原稿を書くコト。

『デスク』の仕事は記者達の原稿や取材方法をチェックするコト。

『整理記者』の仕事は最終的に掲載分量や掲載位置などを決めるコト。

『翻訳担当者』の仕事は最終原稿を翻訳するコト。

実に「分業体制」が整っていて、かつ「パソコンワーク」が多い。そんな業務で、ワークフローシステムや

BPM システムは大活躍だ。 （※ Business Process Management: 業務プロセス管理）

ちなみに「プロセス途中のコメント」は記者を成長させる。みんなが叱咤激励してくれる仲間が多い組織 ( ？

) なら、是非フィードバックコメントとしてキッチリ読める仕組みを用意しておきたい。

PS

イマドキは『Google Apps for Business』（旧 Google Apps Premier Edition ）クラウドでプロセスデータ

を管理したいかも。そんな場合には、「関連ファイル (file)」のプロセスデータが Google Docs や Picasa の 

URL を想定して「テキスト型複数行」になるのだろう。

新聞記者も原稿をワークフローで可視化する時代！

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_06.html
2011.01.06
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『新聞記者も原稿をワークフローで可視化する時代！』で、全世界 (？ ) の記者が書いた記事原稿の流れを可視

化する方法を例示した。ただこのままでは、良くある話ながら「同じネタ」を複数の記者が書いてしまう「悲劇」

(？ ) は繰り返される。

極めて単純な仕組みだが、草稿を書いた時点で「同じ部署の記者同士に自動メール共有する仕組み」が効果的だ。

社内コメントを確実に確認させるフローは以下の様になろう。なお以下の例では「不採用になった原稿」を明

示的に確認（9b. 不採用原稿コメント確認）させる事で、「記事ネタの再利用」を促進させる工夫も施されている。

書いた記事を他の記者とも共有するワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_07.html
2011.01.07
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「百聞は一見に如かず」と言うが、写真画像が伝える情報量は計り知れない。今日、アパレル業界や建設業界

に限らず、どんな業種の会社でも多かれ少なかれ『写真』を使う。そして写真撮影は、モノによっては高度に

専門的な業務だ。

しかしながら「写真制作フローの分業」は容易ではない。特に「写真データを欲しい人」がその希望する内容

を「写真撮影者」に対して伝達しづらい点が問題だ。はてさて、どうしたものか。「写真撮影ワークフロー」

シリーズ、まずはホームページ制作会社の写真調達プロセス。

ちなみに「2. 写真撮影タスク」として『京都大学の正門写真（ケータイ可）』と言うタスクがオファーされたなら、

京都大学に用事がある人が「タスクを引き受け」て、勝手に撮影して来ればよい。

ただ『Ａ社オフィスの玄関写真（10 枚程度）』であればワケが違う。Ａ社のウェブサイトを受託制作する過程

で非常に重要な写真だ。完成後に、他のカメラマン（カメラ好きの社員全員？）に「自由コメント」を求めて

みるのも良い。（そこに切磋琢磨があるはずだ）

「写真撮影」を分業化するワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_08.html
2011.01.08
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PS

今年あたりは「GoogleApps の Picasa Web Albums」を活用し始める会社が激増しそうだ。「GoogleApps

連携ワークフロー」と言えば、『Questetra BPM Suite』だ。（「Apps アカウントでの SSO ログイン」のみな

らず、「Docs へワークフローのログ出力」、「カレンダーへのタスク締切出力」、更には「SpreadSheet フォ

ームで申請ワークフロー開始」など様々な機能が…）　　　　　　　　　　　

製造生産サービス提供
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「写真撮影ワークフロー」シリーズの第二弾は、通販会社における『商品紹介写真の作成フロー』を紹介したい。

特にアパレル系の通販サイトでは、「季節」や「流行」あるいは「ちょっとしたニュース」にあわせて、掲載

すべき画像を変える、実に「毎日の業務」だ。スピード重視の分業体制を構築したい。（「ディレクタ」も「カ

メラマン」も「画像処理を行うWeb デザイナ」も、それぞれ５人以上が想定される）

「ディレクタのコダワリ」も撮影工程に反映させるなら最終の『4. 完成確認』から『3. 写真画像加工』に差し

戻せるようにする必要がある。

商品写真画像の作成ワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_09.html
2011.01.09
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今日のクラウド化の流れにあっても、あと３年間は、多くの中堅大手企業がデータセンター内に自社サーバを

『所有』する。情報システム担当者は、データセンター作業日の度に「IaaS や PaaS に移行するなんて、想像

するだけでも恐ろしい…」とつぶやきながらデータセンターに『入館』し、見慣れたスパゲッティ（からまり

合った状態のサーバ配線）に目を細める。（想像）（是非SaaS 移行を！）

このワークフローで日常の申請業務を進めれば『誰が、いつ、何の目的で、データセンターに入館したか』が

一目瞭然になる。加えて、作業後の報告書もモレ無く提出されるハズだ。コンプライアンス視点でも、紙によ

る申請フローと比べ『信憑性が高い入館日や申請日のデータ』を記録できるようになるだろう。

BPMN書式の『メッセージ送信中間イベント』を活用し、『申請者』と『申請者連絡用メールアドレス』に自

動的にメールが届くようにしておくと便利だ。

データセンターの入館申請フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_10.html
2011.01.10
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『データセンターの入館申請フロー』では、上司承認を要する入館申請フローを紹介した。しかし、悲しい事

に入館が必要な場合とは、得てして「急ぎ」だ。つまり多くの場合、上司の承認を待ってられない。

ある程度柔軟な運用を許容するなら以下の様な業務フロー定義になる。この定義では、上司の『2. 承認』が未

完了であっても、入館予定日や作業目的により総務部判断で『3. 申請書 FAX 送付』を行う事ができる。すな

わち事後承認を許容するワークフロー定義だ。（ただし上司の『承認タスク』で下流タスクの制御ができない）

敢えて『事後の不承認』を想定するなら、BPMN の『全終了イベント (Terminate End Event)』を使った「申

請プロセス全体を停止させてしまう定義」も考えられる。しかしこの定義も『3. 申請書 FAX 送付』のステッ

プが完了してしまった状態であれば『不承認』をしても『手遅れ』だ。（「承認の意思」を電話で確認しておく

のが現実的）

急ぎで回すデータセンター入館申請フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_11.html
2011.01.11　　　　
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同窓会の会費って、払ってる？　若い世代ほど「ヤボな話」に聞こえるらしい。すなわち若い間は、同窓会自

体に価値を感じないのだそうだ。

ところで、最近では同窓会会費もネットで振り込む時代。通信費を抑えるために「督促」はメールで行う組織

も多い。

「請求対象者」の会員数が少ない組織なら、毎年決まった時期に『1. 請求対象会員情報入力』を一件一件手作

業で行い、その後はチーム作業として『3. 入金確認（再送信判断）』で≪消し込み作業≫を行っていけばよい。

メールの送信文面は、送信相手に合わせて、雛形（初期値）に追記するのも良いだろう。

「請求対象者」の会員数が多い組織なら、『1. 請求対象会員情報入力』の手作業は考えにくい。そんな場合は

SpreadSheet から流し込むワークフロー定義がおススメだ。

会費滞納者リストをクラウド型ワークフローで管理する

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_15.html
2011.01.15
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消し込む作業を粛々と進めつつも、未入金者に対して折々督促メールを再送し続けるワークフロー『会費滞納

者リストをクラウド型ワークフローで管理する』を紹介した。しかし、入金されるまでエンドレスに 送る訳に

もいかない。そうこうしている内に「次の会費徴収シーズン」だって来てしまう。現実的には、会費を納めな

い会員に対して「除名」などの措置をする。

プロセスモデルとして、きっちりと最終タスクを定義するなら『4. 除名措置等』のタスクをつけておきたい。

ちなみに入金者のよくある感想は「きっちり入金できたか・確認されたか、心配」だ。雛形文面そのままであ

っても入金確認メールを自動送信しておくのが良い。 この例ではメール本文に、『入金確認日』が自動的に差し

込まれるほか、「入金額が足りない！！」などの不測の事態にも『${{ 入金確認メール文追記コメン ト }}』を差

し込める定義になっている。

会費未納者の「除名作業」もワークフローで粛々と？

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_17.html
2011.01.17
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「会員の半分はメールアドレス登録をしてない…。だから郵送で督促する業務もあるんだよ」

同窓会費の未入金者に対して督促メールを再送し続けるワークフローは『会費滞納者リストをクラウド型ワー

クフローで管理する』および『会費未納者の「除名作業」もワークフローで粛々と？』で紹介した。会員一覧

を一気に流しこめるのでとても便利だ。しかし振込用紙の郵送対応をしなければならない会員も少なくない。

この定義であれば、メールした会員からの入金も、振込用紙を郵送した会員からの入金も、その区別なく消し

込み作業（3 および 3b）を進めることができる。しかも会員一覧を一気に流しこめば、メールアドレスの有

無を自動判別してくれる。

メールやら郵送やらでドバっと請求、入金はコツコツ消込

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_18.html
2011.01.18
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ちなみに現実的な話として『2b. 郵送処理』は「定義すべきタスク」ではないケースが多い。すなわち、メー

ルアドレス非登録会員への郵送は、 SpreadSheet から一括して住所ラベルを印刷して、一括して郵送してし

まう。（ワークフローの粒度が違うと言っても良い）　必要あれば、別途「請求対象会員一覧作成業務フロー」

を定義して、そのワークフローの中で『振込用紙の一括郵送タスク』を定義すべきだ。

代金請求
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世の中「スピード」だ。石橋を叩いてチェックしていたのでは価値が無くなっていく。たとえば「ネットメデ

ィア記者の原稿」などは、レビューなどに回さず、書き終えたらスグに発表するべきだ。稀に発生する「誤植」

や「リンクミス」は、ある程度は許容せざるを得まい。

ん・・・でも・・・、よく考えるに「スピード発表」が完了したからと言って「レビューする必要がなくなった」

と言う訳ではない。組織として「誤植」や「リンクミス」は積極的に修正したいものだ。今回は事後修正フロ

ーを考えたい。（ソフトウェア業界のバグと似ている？）

他人の成果物をチェックすることを「ダブルチェック」と言うが、ダブルチェックの時に稀に思う・・・「絶対、

他にも、もっと沢山誤植がある」。そんな場合には、自分以外に更にもう一人、誤植チェックに回そう。あえ

て言えば「トリプルチェック」だ。(以下 )

このワークフロー定義では、タスク『2. 誤植確認』の判定で誤植有無フラグが「無」と入力されれば終了ステ

ータスに流れ、「有」であれば『3. 誤植修正』のみに流れる。しかし誤植有無フラグとして「もっと有るかも」

が選ばれた場合には、3. と 4. の両方に≪分流≫する。

ブログメディアの原稿レビューワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_29.html
2011.01.29
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「他の記者の原稿に対してコメントする事」も記者の仕事にしてはどうか？

以下の例は、原稿作成進捗を全てクラウドで管理するだけでなく、他の記者の記事誤植のチェック、加えてコ

メント評価を行うワークフローだ。（もっとも新聞業界では「FAXに赤ペン」が主流だが）

デスクや整理記者が配置されている

メディアであれば、さらに『6. デス

ク校正』や『7. レイアウト＆最終校

正』につなげるワークフロー定義に

すればよい。

「書く」だけが記者の仕事ではないぞワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_30.html
2011.01.30
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日本の労働基準法は、多くの在日企業に「振替休日申請フロー」を要求する。すなわち『単なる休日出勤』を

認めれば、その日の賃金が 35%もアップしてしまうので、「事前に振り返る休日を特定し（通常賃金で）休暇

日に出勤してもらう」と言う必要がある。

とは言うものの、人事労務系の業務フローの中でも勤怠管理系の申請モチベーションは低い。すなわち、どこ

の会社でも停滞しがちだ。何とか工夫したい。（少なくともハンコ書類を回すなんてヤッテラレナイ…）

はてさて、このフローでキッチリ

「事前申請」が為されるか？

このワークフロー定義で「90％以

上の事前申請」が実現する組織は、

全社員の意識レベルが極めて高い。

と言うか普通はムリだ。やはりボ

トルネックは「プロセスの起動モ

レ」だろう。すなわち「申請しな

きゃならない、と思いだすキッカ

ケ」がもっと必要だ。

「最も単純」ながら「最も手っ取り

早い」施策は、『メーリングリスト

での申請情報共有』だ。部署内に

申請者が現れる度に、申請内容がメールで飛んでくる。そしてメールを受信する度に「あ、オレも申請しなきゃ」

と思う…。

休日出勤の最大の難関は「事前申請」だと思う

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_03.html
2011.01.03
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振替休日の申請を『休日出勤の最大の難関は「事前申請」だと思う』で例示したが、どうすればキッチリ「事

前申請」が為されるか、をもう少し考察したい。

以下の例は、毎月「休日出勤シフト会議」を行っている会社の事例だ。すなわち、毎月 25日に翌月分の振替

休日申請をするように、自動的に申請プロセスが起動す（タスクが割り当てられ）る。

もちろん月の途中で「追加申請」が必要になった場合には、自分の意思で申請（プロセス起動）を行わなけれ

ばならない。

ちなみにこの場合、人事部が「実際に振替勤務が申請通りに行われたか後日確認する」なら、以下の様な業務

フロー定義も考えられる。

翌月の「振替休日」を月末に申請するワークフロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_04.html
2011.01.04
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管理側の立場では「休暇の種類」は非常に大切だが、従業員にとって「振替休日」も「有給休暇」も大きな違

いは無い。むしろ「休みの日を上司 (会社 ) に申請」と言う点において、全く同じだ。「連休」になる様に休暇

を取る場合も多い。

そんな人間達を相手に「振替休日／有給休暇／忌引休日／（休日種不明）」の申請を、それぞれ別々のフォー

ムで受け付けると「色々な無駄」（問い合わせやミス）が発生する。そこで、以下の業務フロー例では「全て

の休日申請」を一元的に受け付ける事を考えてみる。

振替か有給か忌引かは分からないが、とにかく休暇の申請

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_05.html
2011.01.05
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こうなると一般従業員は、休暇日の種類を人事部で上書きしてもらうケースが増える。あまり問題になる事は

無いかも知れないが、「異議申し立て」や「疑義問い合わせ」の為に、あるいは「実際には休暇を取らなかっ

た場合」等を想定して、コミュニケーションフローを設定しておく事も有用だ。

人材開発
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謹賀新年！

今年も「スグに使えるワークフロー」を書いて行きたいと思います。

リクエストやフィードバックあれば、お気軽にお寄せ下さい。

さて、日本の方は今頃、大量に届いた年賀状を読んでいる頃か？　Email が発達した今日に至っても尚、1.2

億人の日本人が 30億枚の年賀状を書くのだからスゴイ…。学生時代の友達、職場の同僚、取引先の方…。「あ、

返事を書かなきゃ…」

以下は、総務部が会社名義で年賀状の返信をしてくれる業務フロー。会社として年賀状発送を定型業務にして

いる例だ。（日本国内 50円均一で「はがき」を届けられると言うのも実に不思議なシステムだ）

総務は各社員からのリクエストを確認して「例年の年賀状送信先リスト」のメンテナンスもするのだろう。

ちなみに、これらの申請は「メンドウだな」と思いながらも頑張って入力してくれた「返信先一覧」だ。キッ

チリ受け付けた旨を、申請者に対して自動的にメール返信する仕組みにしておくのも良い。

年賀状の返信を総務部に依頼する業務フロー

http://ja.workflow-sample.net/2010/10/blog-post_25.html
2011.01.01
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日本では正月の三が日を家族や親戚と過ごす。 Questetra も 12 月 29 日から 1 月 3 日の 6 日間がオヤスミで

ある。

「正月に会社の業務フロー整備なんて考えたくない」と言われればそれまでなのだが、今日も懲りずに投稿し

ておく。（軽めの改善で）

『年賀状の返信を総務部に依頼する業務フロー』のパターンは「広く社員から情報を集める業務フロー」だ。

この業務フローの改善ポイントを検討したい。

「あれ、誰を登録したっけ？」　って、良くある話。

確かに、ワークフローの履歴を見れば「どんな情報を投稿したのか」を確認する事は出来るのだが、申請内容

のコピーを自分宛のメールで送っておけば、気軽に確認できる。（う～む、非常に小さい改善…）

申請内容のコピーをCC 送信しておける業務フロー設計法

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/cc.html
2011.01.02
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会議中の「発言」を議事録につけ、参加者にチェックしてもらう。議事録の作成は確かに面倒なのだが、後日

「言った・言わない」の論争に至るリスクを考えれば、『大事な結論』や『結論に至る所見発言』は記録してお

きたい。

まず、以下の例は、部署内会議を想定した「議事録チェックワークフロー」だ。

想定される議事録品質に依存するのだが、この手のプロセスは「急がば回れ」というヤツで、全員に対して草

稿内容チェックを依頼する前に、「誤植」や「分かり辛い表現」のレベルで事前に誰か一人にチェックしても

らう方が早く完了するケースが多い。すなわち、全員で誤植を指摘したり、表現の分かりにくさを指摘したり

するムダは省きたい。

議事録の内容チェック回覧も、ワークフローで！

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_19.html
2011.01.19
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『議事録の内容チェック回覧も、ワークフローで！』で示した「議事録チェックの業務フロー」において、 「議長」

に議事録の最終原稿確定に責任を持たせたい。そんな場合には草稿チェックの『2. 議長チェック』だけでなく、

『4. 議事録修正』のタスクを議長に割り当てるのが賢明だ。（議事録作成を急ぐ場合には『1. 議事録作成』も、

議長自ら実行してしまっても良い）

ところで「責任を明確にする」という発想は、『議事録の最終原稿』だけでなく、実は『レビュー』という仕

事にも適用すべきかも知れない。すなわち「参加者全員でレビューする」という考え方は、一連のプロセス内

に「非常に無責任なステップ」を生み出してしまう。特に、参加人数が多い会議において「レビューの参加者

全員」に意味はない。

議事録作成フローで、レビューすべき人、最終確定させるべき人

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_20.html
2011.01.20
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以下のプロセスモデルでは、最大

４名までレビュー者を指名できる。

（議事録を全員で共有する前にレビ

ューしてもらうべきは沢山発言を

した人。セイゼイ４名だ）

情報管理
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会議効率を高めるには、３つの鉄則がある。すなわち、「1. 議長の決定」、「2. 議題一覧の事前送付」、「3. 会議

時間の明確化」だ。さらに議題一覧に『結論案』が併記されていれば、議事推進も、議事録作成も、非常にス

ピーディに進む。（５分で終わるかもしれない）

これまでに『議事録の内容チェック回覧も、ワークフローで！』や『議事録をレビューすべき人、最終確定さ

せるべき人』で『議事録作成ワークフロー』を紹介したが、実は 『議題一覧 ( アジェンダ ) の事前送付フロー』

を洗練させる方が、より抜本的改革になると言える。複数企業のメンバが参加するような会議であれば、その

効率よい運営を目指したい。

議事録作成は、アジェンダ作成と同じワークフローか？

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_21.html
2011.01.21
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会議参加者にとって「きっちりと準備された会議」への参加は実に気持ちイイ。出来れば毎回「レビュー済み

のアジェンダ」を事前に送信したいものだ。もっとも、残念ながら十分な準備ができない事もある。以下の業

務フロー定義（テンプレート）は、途中の『5. 議事録作成』からでもワークフローを開始させることが可能だ。

（取締役会、執行役会、製品開発会議、販売戦略会議など）
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稟議決裁は誰でもイイ。とにかくスピードが命だ！

ちょっと乱暴なようにも聞こえるが、ワークフローの現場ニーズとして多い。簡単な解決策は「決裁権」を広

く多数に与えてしまう事だ。

上記のワークフロー定義では「決裁者グループ」の全員が『2. スピード決裁』を行える。たとえば 100 人程

度の組織であれば、役員全員を登録すればよい。役員達は自分が決裁できる範囲だと思えば、ガンガン決裁する。

もし役員がスマートフォンを保有しているなら、24 時間ガンガン決裁してくれるだろう。

「決裁した情報」を役員間で即時共有したいなら、役員ＭＬに自動的にメール投稿する設定を入れておくのも

良い。

役員なら誰でもイイ、早く iPhone決裁してくれ

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/iphone.html
2011.01.25
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『役員なら誰でもイイ、早く iPhone 決裁してくれ』のワークフロー定義は、稟議決裁の高速化を実現できる。

平たく言えば「サクサク」回る。

ただ、実際に『決裁を連発』していると、「さすがにコレは本来決裁者にも仁義を切っておいた方がイイぞ」

と思い始める。そんな貴方には以下のプロセスモデルを提案したい。

そもそもは「本来の決裁者」が『2. スピード決裁』をすれば良いのだが、出張や休暇などで「決裁が滞留して

しまう場合」もある。そのような事態を想定するに、多くの組織では「仮決裁」「代理決裁」「事後承認」と言

った、いろんな言葉を使って「多段階の承認」を模索する。

しかし実務上は『スピード決裁』と『本決裁』と言う２ステップを定義する方が汎用性が高い。何より従業員

側にとって分かりやすい。ちなみに『スピード決裁』 と『本決裁』を両方とも本決裁者が実施すると言うケー

スがあっても良い。すなわち「とりあえず否決する！が少し考えさせてくれ！」と態度保留時に使用する わけだ。

ところで以下のワークフロー定義は、スピード決裁で「決裁」された内容であっても、本決裁で「否決」でき

てしまう仕組みだ。（スピード決裁で「否決」された内容を、本決裁で「決裁」するならイイんだけど…）

スピード決裁の後に本決裁者もコメントする稟議フロー

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_27.html
2011.01.27
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請求書はパラパラと届く。しかも、経理部に直接届くモノは半数程度。各部署に請求書が届いた場合、到着直

後に、ワークフローに入力してもらいたいものだ。（シメビ間際の入力ではなく！）

以下の業務フロー定義では、請求書到着時の『1. 請求書内容登録』を各部署でも、経理部でも、どちらでも実

行できる。つまり請求書が到着し次第入力し、担当者の確認業務『2. 請求支払内容確認』になる。

請求書が届いたらスグにワークフロー登録を！

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_14.html
2011.01.14
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ちなみに請求書の支払処理は、「立替経費申請系の業務フロー」にも近い。しかし立替金と違って、その支払

金額規模に大きな幅がある。つまり 10万円の支払いと、1000万円の支払いとでは、チェックフロー（チェ

ック体制）を変えたいところだ。

以下のワークフロー定義では、「100万円以上の支払」は必ず経理部部長の承認を要する。
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支払件数が多い会社なら、『請求書が届いたらスグにワークフロー登録を！』にあるような、請求書一枚一枚

に対して担当者の確認を取る様な業務フローは手間がかかって仕方がない。経理部に直接届く請求書を中心に、

ある程度は経理部内で支払処理を完結させたい。（ガス電気水道料金並みに ( ？ )「チェック不要なもの」もある）

（年次契約の支払等）

この例では、経理部の入力担当と支払処理担当の「分業」も推進してある。つまり『1b. 請求書経理部入力』

と『4c. 支払処理／ 4. 支払処理 ( 上司相談 )』の実行者は別人が行う定義だ。ミスの撲滅以外に、不正処理を

牽制する狙いもある。

まずは「確実にチェックすべき請求書」の枚数を想像しよう！

http://ja.workflow-sample.net/2011/01/blog-post_16.html
2011.01.16
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ちなみに「到着するであろう請求書とそ

の内容」は、発注という行為を行った段

階でオオヨソ分かっている。業務プロセ

ス管理が成熟してくると、『事前に発注情

報を入力しておける工夫』や『「調達申請

系」のプロセスや、「稟議系」のプロセス

からの自動起動』を実現させたくなるも

のだ。ま、しかしそこは、BPM 活動のオ

キテとして、一足飛びの複雑な業務フロ

ー定義は控えた方が良いのだろう。

財務会計

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

Questetra BPM Suite 実行画面例

62



http://ja.workflow-sample.net/
ビジネスアナリスト、管理職者の為の「ワークフロー定義のヒント」を配信。
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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



１．BPMN とは何者だ

Copyright © 2010-2011 Questetra, Inc. All Rights Reserved.

1-3. 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？

Copyright © 2010-2011 Questetra, Inc. All Rights Reserved.

2-3. 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、最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。最後は“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？
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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？
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4-3. 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。

プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

チ
ー
ム

鈴
木

田
中

リ
ー
ダ

法
務

役
員

M1:
テーマ設定

suzuki1:
草案作成

M2:議論後
最終文策定

tanaka1:
草案作成

M3:
発表

O1:
承認

L1:
審査

＜2-4の解答例＞

＜図１＞

Process X

＜図２＞

＜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）



http://ja.workflow-sample.net/
ビジネスアナリスト、管理職者の為の「ワークフロー定義のヒント」を配信。



Appendix : ビジネスプロセスモデリングの鉄則
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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！



1. ビジネスプロセスの成果物を決める
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1-3. 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。



2. ビジネスプロセスのキッカケを決める
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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
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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

Copyright © 2010-2011 Questetra, Inc. All Rights Reserved.

4-3. 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
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ビジネスアナリスト、管理職者の為の
≪ワークフロー定義のヒント≫を配信。

本コンテンツは、「Workflow Sample」で
2011 年 1 月に公開された記事を業務別に編纂したもので
す。

「Workflow Sample」では、ビジネスプロセス定義の書き
方やそのサンプル提供を通じて、各タスクがどの様に構成さ
れるべきなのか（フローモデル）、またそれぞれを誰が担当
すべきなのか（オーガナイゼーションモデル）について、探
究していきます。
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