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継続的かつ容易な
業務プロセス管理への期待

お客さまへの製品やサービスの提供に
は，受付や営業だけでなく，在庫管理
や部品調達などもかかわるため，多くの
組織が連携して業務を行うことが一般的
です．企業間の競争における優位性を確
保するため，お客さまに各種製品やサー
ビスを効率的（迅速，安価，正確）に
提供することがより重要になってきてい
ます．
そのような中，多くの企業では複数の
組織にまたがる業務を効率的に行うた
め，各オーダに対して行われる注文受付
や在庫確認，請求といった，業務中の
さまざまな処理の進め方を図１のような
業務プロセスモデルとして決めるととも
に，それに合わせて多くの業務システム

が開発，利用されています．
しかしながら実際の業務では，業務シ
ステムの利用方法が利用者に十分に浸
透していなかったり，業務プロセスモデル
を定義したときには想定していなかった
状況が発生したりするため，想定どおり
に業務が行われない場合があります．ま
た市場の動向や，業務担当者のスキル
は時間の経過とともに変化するため，実
際の業務プロセスだけでなく理想的な業
務プロセスも，次第に変化していきます．
そのため業務効率を維持，向上させ

るために，業務やそこで利用される業務
システムの状況を管理して問題点を改善
する業務プロセス管理を，継続的に行う
ことが必要になってきています．
NTTアクセスサービスシステム研究所
では，継続的な業務プロセス管理の容易
な実現を目指した業務分析技術の研究

開発を行っており，業務プロセス可視
化・分析システム（BPOST：Busi -
ness Process Optimization Support
Tool）を開発しました．以下では業務
プロセス管理の現状や既存技術を踏まえ
たうえで，BPOSTについて説明します．

業務プロセス管理は
現状把握がポイント

かつてはBPR（Business Process
R e e ng i n e e r i n g），昨今ではBPM
（ Business Process Management）
といわれるように，多くの企業で業務改
善のためにさまざまな取り組みが行われ
ています．規模や期間，頻度の違いはあ
るようですが，いずれも
① 業務プロセスとシステムの設計・
修正（Plan）
② 業務の実施（Do）
③　業務の現状把握と評価（Check）
④　問題点の改善策立案（Act）
というPDCAサイクルを繰り返しながら
業務を改善していきます．
BPMの実現のため，業務システム開

発にかかわるベンダからは，さまざまな
製品が提供されています．業務プロセス
の設計や問題点の改善策立案を支援す
るものとしては，モデリングツールやシ
ミュレータがあります．また業務の実施
においては，事前に定義した業務プロセ
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システムの開発
NTTアクセスサービスシステム研究所

：処理 

：開始 ：終了 

：条件分岐・合流 ：並列処理の開始・終了 

処理１ 

処理５ 
処理２ 

処理３ 

処理６ 

処理４ 

処理７ 

図１　業務プロセスモデルの例 

R&D

おがさわら し ろ う つちかわ き み お ひょうどう まもる まるやま　 つとむ

小笠原 志朗　/土川 公雄　/兵藤 守　/丸山 勉

業務改善 業務プロセス管理 現状把握

業務効率を向上させるために必要な業務プロセス管理を継続的に実施するうえで，

業務の現状把握にかかる時間と労力の削減が課題になっています．この課題を解決

するため，業務システムに残された処理の実行履歴を基に実際の業務プロセスを再

現し，業務の現状を把握可能にする，業務プロセス可視化・分析システムを開発し

ました．
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スモデルどおりに処理が行われるよう，
業務プロセスを制御・自動化するBPM
エンジン（ワークフローエンジン）があ
り，広く利用されています．
一方，業務の現状把握と評価に関し

ては，従来はコンサルタントによる分析
対象業務の担当者へのヒアリングや現場
観察，ストップウォッチによる処理時間
の計測にそのほとんどを依存しており，
PDCAサイクルにおいて時間と労力がか
かるステップとなっています．また担当
者は，自分の担当業務については問題
点も含め，現状をよく把握していても，
全体の業務を詳細に把握できていること
は少なく，さらに，すべての担当者に対
して網羅的にヒアリングすることは困難
であるため，分析結果の網羅性，客観
性を示しづらいという問題があります．

業務の実行履歴を利用した現状把
握の有効性と既存技術の問題点

業務の現状把握に関するこのような問
題に対して，私たちは以前より，業務を
実施することで業務システムのログに残
される処理の実行履歴を利用して業務
分析を支援する方法の検討を進めてき
ました(1)．実行履歴は業務システムのデ
バッグや障害対策の目的で自動的に出
力される場合が多いため，人の労力をか
けずに情報を得られるという利点があり
ます．また実際に行われた処理に即した
情報であり，客観性の高い分析を行う
ことができます．さらに実行履歴が残る
処理に関しては，実施した担当者によら
ずすべての実行履歴が残されるので，網
羅性を高めることができます．
近年では「可視化」「見える化」とい

うキーワードのもと，実行履歴を基に業
務の現状を監視，把握するための機能
がBPMエンジンの付属ツールとして市販
されています．事前に定義された業務プ
ロセスモデルに基づいて業務の進捗状況
をリアルタイムで監視でき，ヒアリング
や現場観察を補う方法の１つになりつつ

あります．
しかし，企業内のすべての業務システ
ムを単一のBPMエンジンに合わせて開
発し，直接連携させていることは少なく，
実際には複数の業務システム群に分かれ
ています．BPMエンジンの付属ツールは
各製品に特化しているため，複数の業務
システム群にまたがるより広範囲の業務
に対しては現状を把握できません．

業務プロセス可視化・分析システ
ムによる業務プロセスの再現

上記問題を解決するため，私たちはま
ず，業務プロセス自体を実行履歴から逆
に推定し，再現する手法を考案しまし
た．この手法では，実行履歴に含まれる
「どのオーダに対して，どの種類の処理
が，どの順番で実行されたか」という情
報を大量のオーダに対して調べ，処理間
の依存関係を抽出し，それらの整合が取
れるように個々のオーダに対する業務プ
ロセス（個別業務プロセス）を推定しま
す．そのうえで，それらに共通する部分
を重ね合わせることで，複数オーダに対
する処理の進め方を一括して表現する業
務プロセスモデルを導出しています（図
２）．単純に実行履歴の出現順に処理を

つなぐのではなく，実行履歴全体から処
理間の依存関係を抽出することで，複
数の組織で同じオーダに対して並列に処
理を実行するような業務プロセスも再現
できるようになっています．
これまでに行った検証では，非常に多
くの例外的な処理の進め方が行われてい
ること，事前に決めていたものとは異な
るやり方が業務の大きな割合を占めてい
ること，さらに同じ業務を行っている組
織であっても，組織ごとに処理の進め方
が異なっていること，などを把握するこ
とができました．また，改善策を実施す
ることにより，次第に処理の進め方が理
想に近い進め方に近づく様子も確認され
ました．

汎用性を実現する業務プロセス
可視化・分析システムの構成

BPOSTの全体構成を図３に示します
（各機能の説明は後述）．
BPOSTで分析するためには，まずロ

グに含まれる実行履歴を取り込む必要が
あります．一般的に，分析対象となる業
務システムにより，ログの形式やそこに
含まれる内容，情報粒度は異なります．
同じログを利用する場合でも，業務をマ
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図２　業務プロセス再現手法概要 



クロにとらえるか，ミクロにとらえるか
という現状把握の目的によりログの解釈
が変わってきます．
また取り込んだ実行履歴を集計，統

計分析するうえで，リードタイムを評価
したいのか，稼動を評価したいのか，と
いう評価指標や，分析対象を絞り込む
のに必要な項目は，改善の目的やその達
成度により次第に変わってきます．
これらの多様な分析要望に柔軟に対

応するため，BPOSTでは機能を分析対
象に依存しない共通部と，分析対象に
依存するアダプタ部に分けて実現してい
ます．ログの取込，加工処理や，個々
の具体的な集計，統計処理のアダプタ
を交換することで，別の業務に対する分
析が可能です．またログの形式などに制
限はないため分析対象の業務システムを
改造する必要もありません．

問題点探求に有効な分析機能

BPOSTでは業務プロセスの再現・可
視化機能に加え，その結果を利用した
以下のような分析機能を実現していま
す．
（1） 業務プロセスモデルの比較
２個の業務プロセスモデルを比較し，

その差異を特定して表示します（図４）．
同じ業務プロセスモデルでも，ノードと
リンクからなるグラフ構造として表現す
る方法には任意性があるため，単純にグ
ラフ構造の比較をすると，余計な差異を
抽出してしまいますが，各処理の遷移
元，遷移先の処理の組合せを比較する
ことで，より正確な差異の特定を実現し
ました．
例えば事前に定義した業務プロセスモ
デルと実際の業務プロセスモデルを比較
することで，想定とは異なっている部分
を把握できます．また，組織ごとの業務
プロセスモデルの違いや，時間的な変化
を把握することもできます．
（2） 処理パターンへの分類
分析するうえで着目する処理を指定

することで，他の処理の実行順序や実行
回数は無視しつつ，着目する処理の実
行順序と実行回数に関して同じ個別業
務プロセスどうしを同じ処理パターンに
分類することができます（図５）．
これにより，業務において重要な処理
がどのように実行されているかを要約さ
れたかたちで把握できます．また （3）で
述べるように，それが業務効率に与える
影響を検証できます．
（3） 業務プロセス分析と連携した統計
分析

例えば業務プロセス分析における処理

パターンへの分類結果を，リードタイム
の集計結果でも分類軸として利用するこ
とで，処理の進め方がリードタイムにど
のような影響を及ぼしているのかを把握
できます（図６）．
このことを従来の技術や製品で実現す
るには，実行履歴を加工して分析用の
データを作成する段階で，事前に処理の
進め方についてどのように分類するのか
を決め，それらに特化した分類ロジック
を用意しなければなりません．一方，
BPOSTでは集計，統計分析の結果と業
務プロセス分析の結果を組み合わせて分
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図３　業務プロセス可視化・分析システムの構成 



析できるため，分析を行いながら分類項
目や分類方法を決め，業務上の問題点
を絞り込んでいくことができます．

業務の現状把握における業務プロ
セス可視化・分析システムの役割

実行履歴に業務に関する情報がすべ
て含まれているわけではないため，なぜ
事前に決めたのと異なる処理の進め方を
しなければいけなかったのか，なぜやり

直しが発生したのか，という，記録に残
りにくい原因までBPOSTですべて把握
できるわけではありません．しかし，事
前に業務の現状と，それらが業務効率
にどう影響しているかを把握することで，
より効果的なヒアリングや現場観察につ
ながります．また業務システムの導入や
変更を含め，改善策の効果を継続的に
把握，評価できると考えています．

今後の展望

NTTグループ各社の協力のもと，通
信サービス提供業務をはじめとした社内
業務へのBPOSTの適用を図っていきま
す．これにより業務の効率化を一層進
め，お客さまへのよりよいサービスの提
供に寄与していきたいと考えています．
また業務システムのコンサルティング

や開発をビジネスとしている企業との提
携を通して，通信業界以外の幅広い業
務の分析へも適用していくことを目指し
ています．
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業務システムに残される処理の実行履歴
を基に，業務を分析する技術を通して，業
務の効率化に寄与する研究開発を進めてい
きます．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
第四推進プロジェクト
TEL 043-211-3204
FAX 043-211-6418
E-mail bpr ansl.ntt.co.jp
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