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BABOK 研究会

はじめに
ITC 大阪城の BABOK 研究会は、BABOK(ビジネス分析知識体系)か発表され、ＩＴコーディネー
タにとっても必要なものになると考え、まずは、BABOK を見てみることからはじめたが、どのようにＩ
Ｔコーディネータが利用できるのかを考えることにより、BABOK が理解できるのではないかと研究
をはじめたものである。
結論から言えば、BABOK が知識体系であるということが十分に理解できれば、ITC のいろいろ
な場面での適応は可能である。ただし、過度の期待はしてはいけない、そこには、IT コーディネー
タの持つ知恵と感性が必要である。
そのようなことから、本研究では、BABOK の深堀をするのではなく、以下の 3 点で報告するもの
である。
(1) BABOK を IT コーディネータが活用しやすくするためのハンドブック。
(2) 本研究のメインテーマとなっているが、BABOK では、テクニックを規定しているわけではな
いので、企業分析における DTCN 手法をテクニックへの適応。
(3) とは言え、ITC プロセスガイドラインとの適応は可能かを IT 化戦略策定フェーズと IT 化資源
調達フェーズでの考察。
な お 、 本 研 究 会 開 始 時 点 で は 、 和 訳 の BABOK2.0 が 出 て い な か っ た の で 、 原 文 の
BABOK2.0 と廉価な機械翻訳ソフトによる和訳で進めているため、和訳の BABOK2.0 と異なる
言葉や機械翻訳直訳の方がなんとなく意味的に通じるものはそのまま使用しているのでご了解
していただきたい。
また、複数メンバや視点が異なるものを記載しているため、統一感がないので、ご了解いただ
きたい。
最後に、本研究の機会を提供していただいた IT コーディネータ協会に感謝いたします。
2010 年 9 月 30 日
新保康夫
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第１章

BABOK ハンドブック

第１章 BABOK ハンドブック
本章は、BABOK2.0 をハンドブック形式にまとめたものである。
なお、原 文 の BABOK2.0 か らハ ンドブッ ク を 作成し てい る ため 、 和訳で 出版 され てい る
BABOK2.0 の書籍と言葉が一部異なりますのでご了解下さい。
また、掲載している図については、BABOK 研究会で、元の図から独自に追加したものですので、
BABOK2.0 の書籍には、同じ図は掲載されていない場合がある。
本ハンドブックは、以下の構成をしている。
(1) 第１章 概要
(2) 第 2 章 ビジネス分析の計画とモニタリング
(3) 第 3 章 抽き出し
(4) 第 4 章 要求管理とコミュニケーション
(5) 第 5 章 企業分析
(6) 第 6 章 要求分析
(7) 第 7 章 ソリューションアセスメントと妥当性確認
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1.1 概要

2: ビジネス分析計画
ビジネス分析計画＆
分析計画＆モニタリング
2.1 ビジネス分析アプローチを計画せよ
2.2 ステークホルダ分析を指導せよ
2.3 ビジネス分析アクティビティを計画せよ
2.4 ビジネス分析コミュニケーションを計画せよ
2.5 要求管理プロセスを計画せよ
2.6 ビジネス分析性能を管理せよ

5: 企業分析
5.1 ビジネスニーズを定義せよ
5.2 能力ギャップを評価せよ
5.3 ソリューションアプローチを決定せよ
5.4 ソリューション範囲を定義せよ
5.5 ビジネスケースを定義せよ
3: 抽き出し
3.1 抽き出しのための準備をせよ
3.2 抽き出しのアクティビティを指導せよ
3.3 抽き出し結果を文書化せよ
3.4 抽き出し結果を確認せよ

7: ソリューションアセスメントと
ソリューションアセスメントと妥当性確認
7.1 提案されたソリューションを評価せよ
7.2 要求を割り当てよ
7.3 組織的な準備を評価せよ
7.4 移行要求を定義せよ
7.5 ソリューションの妥当性確認をせよ
7.6 ソリューション性能を評価せよ

4: 要求管理＆
要求管理＆コミュニケーション
4.1 ソリューション範囲と要求を管理せよ
4.2 要求のトレーサビリティを管理せよ
4.3 再利用のための要件を維持せよ
4.4 要求パッケージを準備せよ
4.5 要求を伝達せよ

6: 要求分析
6.1 要求に優先度を付けよ
6.2 要求を組織せよ
6.3 要求を指定し、モデル化せよ
6.4 仮定と制約を定義せよ
6.5 要求を照合せよ
6.6 要求を有効にせよ

8: 潜在的な
潜在的な能力
8.1 解析的考察と問題解決
8.2 挙動特性
8.3 ビジネス知識
8.4 コミュニケーションスキル
8.5 指導スキル
8.6 ソフトウェアアプリケーション

BABOK 知識エリア
知識エリア間
エリア間の関係図

【ビジネス分析】



知識とそれらに関連付けられたアクティビティ、およびタスクのビジネス分析エリアと、そ
れらを実行するのに必要なスキルを説明している。



第一の目的は、ビジネス分析の職業を定義することである。



また、必要なスキルを持っていると保証するベースラインとして活用できる。



ビジネス分析は、組織の構造、方針、コントロールを理解するためにステークホルダの間
で関連として作業するためと、組織の目標達成のためのソリューションを推奨するために
使われたタスクと技術のセットである。



ビジネス分析は組織の現状を理解するためというよりは、ほとんどの場合に、ビジネスニ
ーズ、目的、または目的を満たしているソリューションを定義し、有効にするために実行さ
れる。



ビジネスアナリストは、職種や職位によらずビジネス分析活動を行う、どのような人でもあ
りうる。BABOK の中で説明されているタスクを実行する、全ての人がビジネスアナリストに
なりうる。

【知識エリア】


知識エリアは、ビジネス分析の実行者が、理解する必要があるものと、実行することができ
なければならないタスクを定義している。



必要とされているインプットが使用可能である限り、タスクはどの順序で実行されても差し支
えない。どこのタスクからでも起動できる。
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第 2 章ビジネス分析計画とモニタリング
ビジネス分析を完遂するために、ビジネスアナリストがどのように、どのアクティビティが必要
であるかを決定するかを示す知識エリア。



第 3 章抽き出し
ステークホルダのニーズと懸念を識別・理解し、彼らの環境を理解するために、ビジネスア
ナリストがどのように彼らとともに作業するかを示している。「抽き出し」の目的は、ステークホル
ダの実際の潜在的なニーズが述べられたのか、表面的な欲望というよりも理解されていると保
証することである。



第 4 章要求管理とコミュニケーション
ステークホルダとプロジェクトチームがソリューションスコープに関する協定において留まっ
ていると保証するために、ビジネスアナリストがどのように競合・問題・変化を管理するか、要求
がどのようにステークホルダに伝達されるか、そしてビジネスアナリストによって得られた知識
がどのように未来使うためにメンテナンスされるのかを示している。



第 5 章企業分析
ビジネスアナリストがどのようにビジネスニーズを識別するか、ニーズの定義を改良するか、
そして明確化するか、また実行できるようにビジネスによって実施されることができる解決策ス
コープを定義するかを示している。この知識エリアは、問題の定義と分析、ビジネスケース開
発、準備調査、およびソリューションスコープの定義を説明している。



第 6 章要求分析
プロジェクトチームが、組織とステークホルダのニーズを満たすだろう解決策の実施を可能
にするために、ビジネスアナリストがどのように優先度をつけるか、ステークホルダとソリューシ
ョンの要求を示す。



第 7 章ソリューションアセスメントと妥当性検証
最も良く適合するソリューションはどれであるかを決定し、ソリューションとビジネスのギャッ
プとソリューションの欠点を識別して、必要な予備手段を決定する。また、ビジネスアナリストか
ら提案されたソリューションをどのように評価するかを示している。



第 8 章必要とされるコンピテンシー
企業分析の知識や実効性能をサポートする、他の特徴を示している。
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1.2 ビジネス分析の計画とモニタリング
Chapter 2 : ビジネス分析計画
Diagram
ビジネス分析計画＆
分析計画＆モニタリングInput/Output
モニタリング
Input

Task

Output

2.1 ビジネス分析アプロー
チを計画せよ

5.1 ビジネスニーズを
定義せよ
ビジネスニーズ

ビジネス分析アプ
ローチ

3. 抽き出し
3.1 抽き出しのための準備をせ
よ
3.2 抽き出しのアクティビティを
指導せよ

専門家の判定

2.2 ステークホルダ分析を
指導せよ
ステークホルダリスト, 役割と責任

4 要求管理＆コミュニケー
ション

組織
プロセス資産

4.1 ソリューション範囲と要求を
管理せよ
エンタープライズ
アーキテクチャー

2.3 ビジネス分析アクティビ
ティを計画せよ

4.2 要求のトレーサビリティを管
理せよ
ビジネス分析計画

4.4 要求パッケージを準備せよ

ビジネス分析
パフォーマンス測定基準

45 要求を伝達せよ
2.4 ビジネス分析コミュニケー
ションを計画せよ

5 企業分析
ビジネス分析
コミュニケーション
計画

組織パフォーマンス 標準

6 要求分析
6.1 要求に優先度を付けよ

2.5 要求管理プロセスを計画
せよ
7. ソリューションアセスメント
と妥当性確認

要求管理計画

2.6 ビジネス分析性能を管理
せよ

ビジネス分析 パフォーマンス評価
ビジネス分析 プロセス 資産

組織プロセス資産



「ビジネス分析の計画とモニタリング」知識エリアは、ビジネス分析などの活動に関連するタ
スクの計画やモニタリングを定義する。



ステークホルダを識別する



ビジネス分析を試みる上で、ステークホルダの役割と責任を定義する



ビジネス分析タスクのための見積を立てる。



ビジネスアナリストは、ステークホルダとのコミュニケーションを計画する。



要求のアプローチ、トレース、優先順位付けを計画する。



ビジネスアナリストが作成する成果物を決定する。



ビジネス分析のプロセスを定義し、決定する。



ビジネス分析の作業をモニタリングするための、計測方法を決定する。
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1.3 抽き出し

Chapter3 抽き出し Input/Output Diagram
Input
2.2 ステークホルダ分析を
指導せよ

Task

Output
5.1 ビジネスニーズを定義
せよ

3.1 抽き出しのための準備をせよ
ステークホル
ダーリスト, 役割
と責任

リソース計画

2.5 要求管理プロセスを計
画せよ

手助けになる材料

5.5 ビジネスケースを定義
せよ

要求管理計画

3.2 抽き出しのアクティビティを
指導せよ

5.1 ビジネスニーズを定義
せよ

6.1 要求に優先度を付けよ
獲得結果

ビジネスニーズ

6.4 仮定と制約を定義せよ
5.4 ソリューション範囲を定
義せよ

3.3抽き出し結果を文書化せよ
ソリューション範囲
要求
[開始]

5.5 ビジネスケースを定義
せよ

6.5 要求を照合せよ

ステークホルダ 関心

7.3 組織的な準備を評価せ
よ

ビジネスケース

3.4抽き出し結果を確認せよ
要求
[開始&確認]

7.4 移行要求を定義せよ
組織
プロセス資産



ステークホルダ
関心 [確認]

要求を抽き出すことは、企業分析の中でもキータスクである。要求がビジネスニーズの基礎とし
て機能するソリューションであるため、要求が完全で、明確で、正しく、一貫していることが必須
である。要求を抽き出すための立証された手段を活用することは、より高い目標達成の手助けと
なる。





抽き出しの定義


潜在しているか、または何か潜在的であるものを抽き出すか、または持ち出す。



情報か応答を引き起こすか、または抽き出す。

これらの定義は、要求定義において積極的にステークホルダを参加させる必要性を説いてい
る。



ビジネスアナリストは、要求の抽き出しにおいて、一般的に使用されたテクニックを理解すべきで
あり、特定の状況下に適切なテクニックを選択でき、各テクニックを準備して、実行し、完了する
のに必要なタスクを、理解すべきである。



要求の抽き出しは、孤立していたり、分類されていたりするアクティビティではない。一般に、要
求は抽き出され、分析、検証、及び妥当性確認のアクティビティにわたって識別される。
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要求管理とコミュニケーション

1.4

Chapter4 要求管理＆コミュニケーション Input/Output Diagram
Input
2.2 ステークホルダ分析を
指導せよ

Task

Output

4.1 ソリューション範囲と要
求を管理せよ
ステークホルダ
リスト,役割と責
任

7.1 提案されたソリューショ
ンを評価せよ
要求
[承認]

2.4 ビジネス分析コミュニ
ケーションを計画せよ
ビジネス分析コミュ
ニケーション計画

4.2 要求のトレーサビリティ
を管理せよ
要求
[追跡]

2.5 要求管理プロセスを計
画せよ

7.2 要求を割り当てよ

要求管理

4.3 再利用のための要件を
維持せよ

5.4 ソリューション範囲を定
義せよ

要求
[保守&再利用]
ソリューション範囲

エンタープライズアーキテク
チャー

4.4 要求パッケージを準備
せよ

6.2 要求を組織せよ
要求構造

要求
パッケージ

未来のインタラクティブ

4.5 要求を伝達せよ
要求
要求
[伝達]

組織
プロセス資産



要求管理とコミュニケーションの知識エリアは、広く多様な関係者の要求を管理し、表現する
ためのアクティビティを示している。これらのタスクは、全てのステークホルダがソリューションの
性質について、共通の理解を持っていると保証するためと、ソリューションが整合するという要
求について、決裁権を持つステークホルダが承認していると保証するために実行される。



要求のコミュニケーションは、ステークホルダに要求についての共通の理解を促すことに役立
っている。ステークホルダはそれぞれが違うバックグラウンドとビジネスドメインからの代表であ
るので、このコミュニケーションは、どのような状況下でも、積極的に限界まで行う。これは、要
求項目が特定のステークホルダグループに適切であるかを決定し、そのステークホルダのた
めに適切なフォーマットの中で要求を示すことになる。



要求管理は、変化の効果を理解し構成されて、導入される実際のソリューションに企業目標と
目的をリンクすることを手助けする。長期的には、知識と企業分析の間に得られた組織につい
ての理解が、未来の利用者のために使用できると保証している。
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1.5 企業分析
Chapter 5 :企業分析 Input/Output Diagram
Task

Input
ビジネスのゴールと目的

Output

4.要求管理＆コミュニ
ケーション

5.1ビジネスニーズの定義
5.1ビジネスニーズ
2.1ビジネス分析アプロー
チを計画せよ

3.3抽き出し結果を文書化せよ

要求
[開始]
エンタープライズ
アーキテクチャー

5.2能力ギャップを評価せよ

5.2必須能力

2.2ステークホルダ分析を
指導せよ

ステークホルダー
関心
3.1抽き出しのための準備をせよ

3.2抽き出しのアクティビティを
指導せよ
6.4仮定と制約を定義せよ

組織
プロセス資産

5.3ソリューションアプローチの決定

5.3ソリューション
アプローチ
6.1要求に優先度を付けよ

6.2要求を組織せよ
仮定と制約
5.4ソリューション範囲の定義

5.4ソリューション範囲

6.5要求を照合せよ

6.6*要求を有効にせよ

7.6ソリューション性能を評価せよ

7.2要求を割り当てよ
ソリューション
パフォーマンス 評価



5.5ビジネスケースの定義

5.5ビジネスケース
7.3組織的な準備を評価せよ

企業分析知識エリアは、ビジネスニーズ、ビジネスの問題、ビジネスの機会を識別し、そのニー
ズを満たしているソリューションの性質を定義し、そのソリューション調達のための投資に必要な
企業分析アクティビティを説明する。



新しいプロジェクトを開始するための起点であり、変化が起こってより多くの情報が使用できる状
態になった場合、企業分析は継続される。



以下、組織の企業分析アクティビティを説明する。


ビジネスの問題と機会を十分に理解するため、ビジネスの状況を分析する。



ビジネスニーズを満たし、戦略的な目標を達成するために必要な変化が何かを把握する。



最も実現可能なビジネスソリューションのアプローチを決定する。



ソリューションスコープを定義し、提案されたソリューションのためにビジネスケースを開発す
る。



ビジネス要求（ビジネスニーズ、求められる能力、ソリューションスコープ、ビジネスケースを
含む）を定義し、文書化する。
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1.6 要求分析
Chapter 6 :要求分析 Input/Output Diagram
Task

Input

Output

2.2ステークホルダ
分析を指導せよ
ステークホルダリスト, 役割と責任

4:要求管理＆コミュニ
ケーション

6.1要求に優先度を付けよ
6.1要求
[優先順位]

要求
2.5要求管理プロセス
を計画せよ
要求管理計画

3.3抽き出し結果
を文書化せよ

4.4 要求パッケージ
を準備せよ

6.2要求を組織せよ

要求
[開始]

6.2要求構造

6.3要求を指定し、
モデル化せよ
6.3ステークホルダ又
ソリューションの要求

ステークホルダ 組織
関心
プロセス資産

5.5 ビジネスケースを
定義せよ

6.4 仮定と制約を定義せよ
5.1ビジネスニーズを
定義せよ

5.4 ソリューション範囲
を定義せよ

6.4仮定と制約
ビジネスニーズ

5.4ソリューション範囲
を定義せよ

要求
[いかなる規定も除いて]

6.5要求を照合せよ

7.1 提案されたソリュー
ションを評価せよ
6.5要求
[確認]

ソリューション範囲

7.2 要求を割り当てよ

5.5ビジネスケースを定義せよ
ビジネスケース



6.6要求を有効にせよ

6.6要求
[検証]

7.5ソリューションの妥当性
確認をせよ

要求分析知識エリアは、ステークホルダのニーズを満たすだろう潜在的なソリューションの、必
要とされている能力を定義するために述べられた、必要条件を分析するためのビジネスアナリ
ストのタスクと技術を示している。



どんなソリューションが、1 つ以上のステークホルダグループのニーズを満たすために可能で
なければならないかを記述する、ステークホルダ必要条件とソリューション必要条件の定義を
行う。



この知識エリアのタスクは、ステークホルダとソリューション、両方の必要条件にも当てはまる。



さらに、組織の現状モデルを開発するために実行されるかもしれない。



これらのドメインモデルは、改良のため、またはその現状を理解することについて、ステークホ
ルダを補助するための機会を識別するために、また組織の現状を分析するために、ビジネス
と技術的なステークホルダによってソリューションスコープを有効にすることにとって、有益で
ある。
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1.7 ソリューションアセスメントと妥当性確認
Chapter 7 : ソリューションアセスメントと
ソリューションアセスメントと妥当性確認 Input/Output Diagram
Task

Input
仮定と制約

3.3抽き出し結果を文書化せよ

Output

7.1 提案された
提案されたソリューション
されたソリューション
を評価せよ
評価せよ

ソリューション選択と設計
7.1 提案されたソリューション
の評価

要求
[優先順位]
7.2 要求を
要求を割り当てよ
4.1ソリューション範囲と要求
を管理せよ

4:要求管理＆コミュニケーション
7.2 要求
[割当]

ソリューション
選択

ソリューション
[設計]

5.2 能力ギャップを評価せ
よ

7.3 組織的な
組織的な準備を
準備を評価せよ
評価せよ
7.3 組織
の準備評価

5.4ソリューション範囲を定義
せよ
ソリューション
範囲

7.4 移行要求を
移行要求を定義せよ
定義せよ

6.1要求に優先度を付けよ

6.1要求に優先度を付けよ

7.4移行要求
エンタープライズ
アーキテクチャー

6.4仮定と制約を定義せよ

ステークホルダ
関心

6.6要求を有効にせよ

要求
[優先順位と
検証]
ビジネス要求

ソリューション
[展開]

ソリューション
[構築]
ソリューション
パフォーマンス測定基準



7.5 ソリューションの
ソリューションの妥
当性確認を
当性確認をせよ

7.5 緩和する
アクション

6.5要求を照合せよ

7.5欠陥判定

7.5 ソリューション
有効性評価
7.6 ソリューション性
ソリューション性
能を評価せよ
評価せよ

ソリューションインプリメ
ンテーション
7.6ソリューション
パフォーマンス評価

要求
[開始]

ソリューションアセスメントと妥当性確認の知識エリアは、ソリューションがビジネスニーズに応
じることを確実にするためとそれらを成功裡にインプリメンテーション(実装、実行)を進めるた
めに実行されるタスクを説明する。



これらのアクティビティは、ビジネス・プロセス、組織的な構造、アウトソーシング契約、ソフトウ
ェアアプリケーション、およびソリューションの全ての他のコンポーネントを評価し、有効にする
ために行われると考える。



ステークホルダに提供する価値を最大化する、ソリューションのレビュー・選択・設計のプロセ
スについて、ビジネス分析は重要な役割を果たす。



ビジネスアナリストは、ビジネス環境を知っていて、それぞれ提案されたソリューションがその
環境にどのように影響するかを評価することができる。



ビジネスアナリストは、ステークホルダがソリューション要求を十分に理解していて、インプリメ
ンテーション決定と、関連した要求との整合性を保証する責任がある。
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DTCN 手法を使用した BABOK エンタープライズアナリシスの試み

2.1 BABOK とビジネスアナリシス
2.1.1 BABOK とは
業務分析の知識体系として「BABOK（Business Analysis Body of Knowledge）、以下 BABOK と
いう）」が公表された。いままで、多くの情報システムの開発現場では、要件定義の上流工程にお
ける標準的な方法あるいは技法が存在せず、IT エンジニアは自己の経験に基づく試行錯誤をくり
かえしてきた。情報システム開発プロジェクトの成否は IT エンジニアの要件定義の的確さによって
決まってきたといっても過言ではない。BABOK を解説した「BABOK ガイド」によれば、BABOK は
要件定義に至るまでの上流工程（BABOK の呼称ではシステムアナリシスと表現しているので、以
下システムアナリシスという）のプラクティスをまとめたグローバルスタンダードと位置づけられている。
BABOK ガイドはビジネスアナリシスの７つの知識エリア、関連するアクティビティとタスク、その実行
に必要なスキルとテクニックについて説明している。「経営に貢献するシステムを作るにはどうした
らいいか」、「要件定義の超上流工程をいかにすすめるか」という IT エンジニアの永遠の課題の強
力な牽引車として、BABOK への期待は大きい。

2.1.2 BABOK におけるビジネスアナリシスとは
ＢＡＢＯＫは組織の構造とポリシーおよび業務運用についての理解を深め、組織の目的の達成
に役立つソリューションを推進するために、ステークホルダ間の橋渡しとなるタスクとテクニックをま
とめてビジネスアナリシスと定義している。ビジネスアナリシスに不可欠なことは、組織が目的を遂
行するための機能を理解すること、および社外のステークホルダにプロダクトやサービスを提供す
るために備えるべき能力を定義することである。さらに、組織の目的を定義すること、それらの個々
の目標と関連付けすること、組織のさまざまな部署と組織内外のステークホルダとの協力関係を定
義することも、ビジネスアナリシスに含まれる。
ビジネスアナリシスは、組織の現状を把握するために行うこともあれば、将来においてビジネス
ニーズを識別する際の基盤を作るために行うこともある。しかしほとんどの場合、ビジネスアナリシ
スを実施するのは、ビジネスニーズと目的または目標に合致するソリューションを定義して、その妥
当性を確認するためである。ソリューションがどのような形でスポンサー組織に価値をもたらすかを
見極めることもビジネスアナリシスのタスクのフレームワークである。タスクの形式や実行する順序、
相対的な重要度などはさまざまに異なるが、どのタスクでも直接間接を問わず、全体の目的の実
現に何らかの形で貢献する。
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2.1.3 ビジネスアナリシスに従事するビジネスアナリスト
BABOK ではビジネスアナリシスに従事する人材をビジネスアナリストと呼ぶ。BABOK の第一の
目的はビジネスアナリストという専門的職業性を定義することであるともいえる。BABOK は実践者
が現場の作業について話し合い、効果的に役割を遂行できるスキルを持つことを確認しあううえで
の合意のベースラインとなる。また、ビジネスアナリストがプロジェクトに参加する場合に、有能な実
践者として期待されるべきスキルと知識も明確化する。
ビジネスアナリストは、顧客や社員、IT の専門家、経営幹部などビジネスに関するさまざまな立
場から出された情報を分析し、まとめなければならない。ビジネスアナリストは、ステークホルダが
表した要望だけにとらわれず、真のニーズを引き出すことに責任を負う。そして多くの場合、部署
間のコミュニケーションを積極的に推し進め、特に、ビジネスユニットのニーズをＩＴの能力と整合さ
せるうえで中心的な役割を果たす。時には、さまざまなグループ間の「通訳」となる場合もある

2.2 BABOK の概要
2.2.1 BABOK の主要なコンセプト
BABOK の主要なコンセプトはドメイン、ソリューション、要求から成り立つ。
ドメインとは、ビジネスアナリシスの対象となる領域のことである。領域の範囲はさまざまである。
領域そのものがそのままドメインとなる場合もあれば、組織の外にいる主要なステークホルダとの相
互作用の領域がドメインとなる場合もある。
ソリューションとは、組織の現状に加える変更の集まりである。変更はビジネスニーズを満たし、
問題を解決し、機会を生かすために加える。ソリューションのスコープは、それを実装するドメイン
のスコープより狭いのが普通であり、ソリューションやそのコンポーネント群を実装するプロジェクト
のスコープの基盤となる。組織が業務運用上の制約（時間、予算、法規など）のもとで、ニーズに合
った最適なソリューションを定義する際、ビジネスアナリストがそれを支援する。
要求とは、①問題解決や目標達成のためにステークホルダが必要とする条件又は能力、②契
約、規格、仕様、規制などを満たすためにソリューショが満たしていなければならない条件または
能力、③これらの条件または能力を文書化したもの、である。
BABOK のコンセプトをひとことでいえば、「与えられたドメインのなかで、各方面からの要求を分
析、集約し、ソリューションによって要求を実現する」ことといえる。

2.2.2 「要求」は BABOK のエッセンス
「要求」という用語はビジネスアナリシスのコミュニティで活発に議論されている。議論の多くが集
中しているのは、何を要求と考えるべきか、考えるべきでないかについてであり、要求が持つべき
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特徴についてである。しかし、BABOK では出来る限り広い意味で「要求」をとらえている。ある企業
の過去、現在、未来における条件または能力のほか、組織構造、役割、プロセス、ポリシー、ルー
ル、情報システムなどの記述も要求に含まれる。企業のある側面の現在または将来の状態を要求
として記述する場合もある。
ビジネスアナリシスについて解説した既存の資料のほとんどが、要求に記述するのは実装対象
の IT システムのみであるという前提で書かれている。この範囲での要求は IT の業界では「要件」と
呼ぶことで自己のかかわる業務範囲を明確化し、議論を発散させないようにする。ビジネス機能の
将来の状態を要求に含めているものもあるが、「将来の要求」を「要件」に組み入れて記述している
ものは少ない。ステークホルダが達成を目指す最終的な状態を記述するにとどめ、その最終的な
状態を達成するための手段は要求に含めないものもある。従来のＩＴ業界の概念ではこれを「ビジ
ネス要件」と呼び、IT システムの「要件」とは別のものとしていた。要求という用語の使い方にはそ
れぞれに正当な合理性があるため、BABOK では上に挙げた意味をすべて要求に含めて考える。
BABOK はある特定の詳細度で要求を分析する立場はとらない。要求を理解してアクションを起
こせるのであれば、分析の詳細度は細かくても粗くてもかまわない。プロジェクトによっては、ビジネ
スアナリストが企業の現在の状態（それ自体が既存または過去のビジネスニーズに対するソリュー
ションの結果である）を記述することを要求とする場合もある。現在の状態が要求として記述できれ
ば、その状態にソリューションによってどのような変更を加えれば、変化するビジネスニーズに適合
させられるかを調査することができる。

2.2.3 BABOK における要求の分類
BABOK では要求を、①ビジネス要求、②ステークホルダ要求、③ソリューション要求、④移行要
求、に分類している。
ビジネス要求は、企業の目的および目標またはニーズを概要レベルで表現した要求である。プ
ロジェクトを開始した理由、プロジェクトが達成しようとする目標、成功度を測定するメトリクスなどを
記述する。ビジネス要求が扱うのは、個々のグループやステークホルダではなく、全体としての組
織のニーズである。ビジネス要求は、知識エリア「エンタープライズアナリシス」を通して作成し定義
する。
ステークホルダ要求は、特定のステークホルダやそれに類するクラスのニーズについて表現し
た要求である。そのステークホルダにどんなニーズがあり、ソリューションとどのように関わるかを記
述する。ステークホルダ要求には、ビジネス要求とさまざまなソリューション要求との間をつなぐ架
け橋としての役目もある。ステークホルダ要求は知識エリア「要求アナリシス」を通して作成し定義
する。
ソリューション要求はビジネス要求とステークホルダ要求に適合するソリューションの特徴につい
て記述した要求である。知識エリア「要求アナリシス」を通して作成し定義する。ソリューション要求
はサブカテゴリに分かれることも多く、実装段階でソフトウェアソリューションを記述する場合には、
ほとんどが機能要求、非機能要求のサブカテゴリに分けて記述される。
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移行要求は現在の状態から、企業の望む未来の状態への移行を円滑に進めるために、ソリュ
ーションが備えておくべき能力を記述した要求である。この能力は、移行の完了後には不要となる。
移行要求は知識エリア「ソリューションのアセスメントと妥当性確認」を通して作成し定義する。

2.2.4 ビジネスアナリシスの出発点、要求の引き出し
「要求」は何らかの技法で定義しなければばらない。BABOK では要求を定義する最初の一歩を、
知識エリア「引き出し」で説明している。BABOK ガイドでは「引き出す」（elicit）という言葉を次のよう
に定義している。
①（隠れているものまたは潜在するものを）「誘い出す」（drawn forth）または「外に出す」（bring
out）。
②（情報または応答として）「呼び起こす」（call forth）または「抜き出す」（draw out）。
引き出しの知識エリアで実行された各タスクによって要求を引き出し、その結果を文書化した成
果物が「要求（表明された）」、「ステークホルダの懸案事項」である。これらの成果物がＢＡＢＯＫの
中核となる知識エリア、「エンタープライズアナリシス」、「要求アナリシス」、「ソリューションのアセス
メントと妥当性確認」に引き継がれる。
要求の引き出しは、独立したアクティビティでもなければ、区切られたアクティビティでもない。
要求は、引き出し、分析、検証、妥当性確認という各アクティビティを通して識別され、ソリューシ
ョンに渡される。要求を十分に調べて定義するには、引き出しのテクニックを複合的に組み合わせ
て使用することが一般的である。どのテクニックを使うかは、ビジネスドメイン、企業の文化と環境、
アナリストのスキル、成果物への要求等の要因によって決まる。BABOK で例示している引き出しの
テクニックは、ブレーンストーミング、文章分析、フォーカスグループ、インターフェース分析、インタ
ビュー、観察、プロトタイピング、要求ワークショップ、調査とアンケートである。
BABOK はある特定の詳細度で要求を分析する立場はとらないので、これらのテクニックをどう使
用するかはシステムアナリスト次第である。これらのテクニックでは網羅しきれない要求、表現しき
れない要求も存在すると思われるが、その場合は他のテクニックの利用も必要となる。

2.2.5 引き出しからエンタープライズアナリシスへ
企業の情報システム構築プロジェクトは、ビジネスニーズやビジネス機会を識別し、それをソリュ
ーションへの要求として定義すること、そのようなソリューションのデリバリに対する投資を正当化す
ることから開始される。BABOK ではこれらを検討する知識エリアを「エンタープライズアナリシス」と
して定義している。従来の概念では「超上流工程」といわれる工程である。エンタープライズでアナ
リシスのタスクは、①ビジネスニーズを定義する、②能力ギャップをアセスメントする、③ソリューショ
ンアプローチを決定する、④ソリューションスコープを定義する、⑤ビジネスケースを定義する、の 5
つから構成されている。
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ビジネスニーズの定義とは、組織のシステムあるいは能力に変革が必要な理由を識別し、定義
することである。ビジネスニーズを定義する作業は、あらゆるビジネスアナリシスの作業のうちで最
も重大な局面になることがよくある。
能力ギャップのアセスメントとは、ビジネスニーズを満たすために、組織に必要な新しい能力を識
別することである。エンタープライズの現状の能力をアセスメントし、ビジネスニーズの満足と期待さ
れる結果の達成を妨げるギャップを識別する。
ソリューションアプローチの決定とは、ビジネスニーズを満たすために最も実行可能性のあるソリ
ューションアプローチを決定することである。そのアプローチは、ソリューションスコープが定義でき、
ビジネスケースが準備できるに十分な詳細さが必要である。
ソリューションスコープの定義とは、プロジェクトやイテレーションがどの新しい能力をデリバリする
かを決定することである。このタスクの目的は、推奨するソリューションを概念化して記述することで
ある。
ビジネスケースの定義とは、提案したソリューションをデリバリするのに必要な投資を、組織が正
当化できるかどうかを決定することである。ビジネスケースで記述するのは、ソリューションの開発と
運用のコストに比較して、ソリューションの展開によってビジネスに付加される価値についての、プ
ロジェクトの正当性である。
エンタープライズアナリシスおいて BABOK が例示しているテクニックは、ブレーンストーミング、ビ
ジネススルー分析、フォーカスグループ、機能分解、根本原因分析である。これらのテクニックをど
う使用するかはシステムアナリストの手法次第であり、「引き出し」の知識エリア同様、システムアナ
リストの「分析能力」が問われることになる。その他のタスクにおいてもそれぞれに必要なインプット、
結果としてのアウトプット、テクニックの例が定義されているが、これらのタスクにおいてはインプット
が企業のおかれた環境や経営方針、ベンダーからの提案などから導かれる所与の条件であること
が多く、ビジネスアナリストとしては「調整能力」が問われる場面である。

2.2.6 エンタープライズアナリシスから要求アナリシスへ
エンタープライズアナリシスの出発点である「ビジネスニーズの定義」のタスクは、引き出しのアウ
トプットである「要求（表明された）」、「ステークホルダの懸案事項」に加え「ビジネスの目的と目標」
をインプットとし、組織が現在直面している、あるいは将来直面しそうな問題や、まだ得られていな
い機会、および期待される結果を記述した「ビジネスニーズ」がアウトプットとなる。ビジネスニーズ
は、それを実現する前提条件としての「能力ギャップアセスメント」、「ソリューションアプローチ」、
「ソリューションスコープ」のタスクを経て、最終的なアウトプットである「ビジネスケース」へと進化し
てゆく。「ビジネスケース」は、エンタープライズアナリシスの最終成果として、提案したプロジェクト
に投資してプロジェクトをすすめるか、または中止するかの決定に必要な情報を定義し、知識エリ
ア「要求アナリシス」に引き継がれる。要求アナリシスにより、ビジネス要求からステークホルダ要求、
ソリューション要求、移行要求、が明確化され、ステークホルダ個々の要求や実装レベルのソリュ
ーションの要件となる
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2.3 BABOK におけるビジネスアナリシスの限界
2.3.1 ビジネスアナリストの能力に依存するテクニックの成果
要求の引き出しやエンタープライズアナリシスにおける「要求（表明された）」は、それを実現する
ことにより「課題」が実現されることが要求として表明されたものといえる。課題と同義に用いられる
用語として「問題」があるが、厳密にいえば課題と問題は同義ではない。QC の立場から「問題と課
題がはっきりしていないのが問題である」と問題提起した文献もある。このレポートで議論する「要
求」の分析についていえば、問題と課題の関係が明確でないことは、要求をソリューションに結び
付けることが出来るか否かを左右する大きな「問題」である。BABOK で例示された各種テクニック
では、この問題を明確にしないまま作業をすすめ、意図しない結果しか導き出せなかったというこ
とが日常茶飯事で起こる。このようにならないようにプロジェクトを導く能力がビジネスアナリストに
要求される。各種テクニックを使用しても、能力を備えたビジネスアナリストにしか意図した成果を
導き出せない。これは BABOK が「知識体系」であり、「アナリシスの技法を提案するものではない」
という BABOK の位置づけから言える必然的な限界である。BABOK をさらに有効な知識体系とし
てゆくには、テクニックを例示するにとどめず、知識体系に準拠した体系的なテクニックの提案にま
で踏み込んでゆく必要がある。

2.3.2 分析をするとはどういうことか
アナリシスを日本語では「分析」という。しかし、分析という言葉の定義は曖昧で、「何をしたら分
析をしたことになるのか」を明確に定義した文献は「化学分析」という切り口ではわずかながら存在
するが、システムやマネジメントの分野では皆無である。分析という言葉の一般的な認識は「物事
をやみくもにバラバラにして、ある意図に従ってツジツマを合わせる」という程度のものであろう。江
崎通彦（江崎道彦著「WBS の再定義と使い方」2010 年 5 月、日本資材管理協会）は、分析の定義
を次のように提案している。
分析の上位目的は「どうすればよいかの知恵を創り出す」ことであり、「知恵を創り出す」ためには、
「知識」が必要であるから、「分析をする」ということは、そのために必要な知識を得られる作業をす
ればよい。分析の結果もたらされる「知識」には、意図した目的に使用するために、①どういう意思
（目的と手段の繰り返し）のもとに、②どのような因果関係（手順、インプットとアウトプット）によって、
③どのような結果（もの、システムの構造、構成）を創り出したか、の 3 つの視点が必要である。その
ような視点をもって知識を創り出すことが「分析」である。
さらに、江崎によれば「ANALYSIS」とうい英語には、過去や現在起こった事象を分析することのみ
ならず、未来に起こる事象も含んでいる。これは日本語の「分析」という言葉で連想する対象が過
去と現在であることを考えると、英語圏の人々との発想のちがいが明らかになってくる。日本人は、
はじめてのものを構築する場合、「分析」という手順が厳然と存在しないという認識に対し、英語圏
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で生まれた BABOK や PMBOK のなかでの「ANALYSIS」の存在がいまひとつ理解できない。そこ
で、日本語の「分析」を「未来分析」あるいは「未来構築」という言葉で言い換えれば、英語圏での
「ANALYSYS」の認識である、「全ては認識から始まる」というインストラクションが初めて理解できる
ようになると提案している。この提案は、次章以降で述べる「知識から知恵を創り出す」技法の原点
であり、従来曖昧であった「分析」の認識に新風を吹き込むものである。

2.3.3 限界を認識したうえでの各テクニックの活用上の留意点
BABOK で例示された各種テクニックでは、その限界を認識したうえで意図した結果にプロジェ
クトを導く能力がビジネスアナリストに要求される。コミュニケーションに関する能力を要求されるテ
クニックとして、ブレーンストーミング、フォーカスグループ、要求ワークショップ、インタビューにつ
いて活用上の留意点(活用にあたっての長所、短所)を BABOK ガイド第 9 章から引用する。
テクニック

長所

短所

ブレーンストーミ ・短時間に多くのアイデアを引 ・参加者の創造性と意欲によって結果が
ング

き出せる。

左右される。組織の政治力学や個人

・批判的でない環境のなかで
創造的に発想できる。

の人間関係が参加を阻害する要因に
なることもある。

・参加者同士の緊張関係を和 ・ブレーンストーミング中は、出されたアイ
らげる働きがある。

デアについて討議しないことを徹底し
なければならない。

フ ォ ー カ ス グ ル ・１回のセッションで複数の参加 ・グループ形式では、参加者が信頼関係
ープ

者からデータを引き出せるた

について懸念したり、微妙な問題や個

め、同じ人数に個別にインタ

人に関わるトピックで発言を控えたりす

ビューを実施する場合と比べ

る恐れがある。

て、時間とコストを節約でき ・集めたデータ（人々の発言）が、人々の
る。

実際の振る舞いと一致するとは限らな

・人々の考え方や経験、要望を
知る手段として有効である。
・活発な討論と他社への問いか

い。
・グループの同質性が強すぎると、要求
を引き出しきれないおそれがある。

けを通して、他社の立場に ・熟練したモデレータがいなければ、グル
照らして自分の発見を考える

ープの交流や討論を活発にすすめる

環境が作られる。

ことができない。
・同じ日の同じ時刻にグループ全員のス
ケジュールを合わせるのは容易ではな
い。
・フォーカスグループの目標が、新しいプ
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ロダクトや変更するプロダクトについて
アイデアを引き出すことである場合、ユ
ーザビリティを引き出すのに適してい
ない。
要求ワークショッ ・比較的短時間で詳細な要求 ・ステークホルダの都合に合わせてワーク
プ

を引き出す手段となりうる。
・ステークホルダが協力して意

ショップのスケジュールを組むのが難し
い。

思決定し、要求に関する相 ・ワークショップが成功するかどうかは、フ
互理解を得る手段を提供す

ァシリテータの専門性と参加者の知識

る。

によって、大きく左右される。

・複数のインタビューを実施す ・多くの参加者が関わる場合は、ワークシ
るよりも一般に費用がかから

ョッププロセスの速度が下がる可能性

ない。

がある。逆に、インプットを集める参加

・フィードバックが迅速である。

者がほとんどいない場合は、ユーザに

要求に関するファシリテータ

とって重要な要求を見落としたり、大物

の判断は、ステークホルダに

のユーザのニーズを反映しない要求を

即財に伝えられ、妥当性が

特定されることになりかねない。

確認される。
インタビュー

・ステークホルダの参加を促し、 ・複数のステークホルダから成るグループ
信頼感や親密感を醸成でき

では、合意を得る方法として理想的で

る。

ない。

・さまざまな状況下で使える単 ・インタビューイの積極的な関与が求めら
純で直接的なテクニックであ
る。

れる。
・効率的なインタビューを実施するには、

・インタビューアとインタビュー

トレーニングが必要である。

イ の 双 方 が 十 分 に 議 論 で ・インタビューアが持つビジネスドメインの
き、質問と回答を納得のいく

知識の程度によって、どのくらい質問

まで突き詰められる。

を掘り下げられるかが左右される。

・口には出さない態度も含めて ・インタビューデータの文書化と分析が複
観察できる。

雑になったり、高価であったりする。

・インタビューアは、追加や補 ・インタビューそのものの明快さが基本で
足の質問を行って双方の理

あるが、成果としての文書はインタビュ

解が正しいことを確認でき

ーアの解釈に左右される。

る。

・気づかぬうちにインタビューイを誘導す

・すべての参加者から合意を得
たインタビューの明確な目的
を意識することで、常に論点
が維持される。また、設定時
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間も守りやすい。
・インタビューイが公には発言し
にくい意見も、面談の中でな
ら言いやすい。

2.4 BABOK の限界を打破する新しい手法の提案
2.4.1 問題は解決するものであり、課題は実現するものである
問題と課題はどこがどうちがい、どんな相互関係があるのだろうか。曖昧な関係にある
問題と課題をはっきりさせるために、まず二つの言葉を目的と手段の関係に置き換え、その意
味や内容を明確にする。それによって、混乱しているこの二つの言葉の意味、内容、位置関係を
明確にする手法が提案された（江崎通彦著「課題を実現する革命的なもの・システムづくりの方
法」2008 年 11 月、日本資材管理協会）。この手法では、課題と問題の関係は次のように定義し、
課題なり問題なりの要求の表現を「目的」と「手段」の関係として整理する。
① 課題がはっきりしてから初めてそれを実現するための問題が出てくる。言い換えれば、そもそ
も、実現しようとする課題がなければ問題は生じてこないことになる。
② ただ、関係者の間で、何をしようということや課題が暗黙のうちに了解一致しているときには問
題解決にいきなり入ることができる。
③ いずれの場合でも、関係者間で課題に対して目的と手段の関係がよく整理されていないとき
には、問題の把握と内容に違いが生じてくるので、無意味な問題を解決しようとする場合が出
てくることになる。即ち「問題は解決するものであり、課題は実現するものである」といえる。
2.4.2 なぜ新しい手法が問題を解決するのか
従来、問題解決を行うには、分析からスタートする科学的方法、すなわち問題を細かく分析し、
その原因を取り除いて問題を解決するという方法がとられてきた。いわば、問題の原因をひとつひ
とつもぐら叩きのようにつぶしていく方法である。しかし、問題はどこまでつぶしてもまた発生してく
るものである。そこに人が絡んでくるとその原因を人に求め、その結果、人を傷つけあうことにもな
る。自然のメカニズムを調べる分析的方法のみで問題解決を図っていくようなマネジメントの組織
では、問題が発生するとこのもぐら叩きに陥っている場合が多く、解決に至らない現象が多く見ら
れる。こうした問題の陥穽（かんせい）から逃れるにはどうしたらいいか。その答えは「問題の解決
は課題を実現するためのひとつの必要条件としてとらえればよい」ということである。
問題解決が課題実現のひとつの条件となったとき、そこではどのようなことが起こるのであろうか。
その関係を次に図示する。
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① 問題を解決しようとする。
② 問題があるとき、いったん課題に戻る。それで、なにを、しようとしているかの課題に戻る。
③ すなわち、ここで、もとの問題を「課題を実現する」ための必要な、１つの条件と考える。
④ 課題に戻っているので、「課題を実現する」ためという視点から全体を眺めると
⑤ 「当初の問題解決も、課題を実現するための一条件として考え、課題を実現するための他
の条件の筋道と比較して、一番通りのよい必要条件の筋道を探す」の視点に立つ。
⑥ そのために、課題から、課題を実現するためのＰＭＤ（後述）を創る。
⑦ そうすると、最初に考えていた問題、即ち、課題を実現するために必要な条件と考えていた
条件のところを通らないで、課題を実現する筋道が見つかることがある。もちろん当初、問
題と考えていた課題を実現するために必要と考えていたところを通らざるをえないことがあ
るが、そこを通らなくても、課題が実現できてしまうことがある。
⑧ つまり、課題から見直すと、問題がなくなってしまうことがある。
この関係によれば、問題が起きたときに質問のしかたを変えることにより、うしろ向きの問題の処
理を、前向きな考え方に転換することができるようになる。

2.4.3 未来に向かった質問が問題を解決し課題を実現する
ある問題が発生したとき、企業内ではよく「なぜ」という質問でその原因を追究することが行われ
ている。しかし、「なぜ」という質問は、後ろ向きにこたえを出す方向に回答が行われる、即ち、問題
に対して「どんな悪いことが起こったのだ」ということを回答として期待することになり、過去に向かっ
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た質問になってしまう。
では、未来に向かって発せられる質問とはどのようなものであろうか。それは「なにをするために、
どのようにして」という質問である。しかし「なぜ」と「なにをするために」の質問を同時に発することも
あり得る。そのような場合、下図に示すように質問の方向が反対のためどちらかを否定せざるを得
なくなり、適切な回答を得ることが困難になる。このような事態を回避するには「正しい質問の仕
方」が不可欠である。
では、どのように質問したらいいのだろうか。
「過去のことについての正しい知識の把握」には、「どのようにしてそうなったか」あるいは「どのよ
うにしてそうなっているか」と質問する。「なぜ」と質問したのでは、答える人の考えている都合のよ
い範囲内で答えをうちきってしまうことになりやすい。例えば、子供が「なぜ金魚は水のなかで生き
ていられるのか」と質問したとする。それに対して親は「神様がそうつくったから」といって質問を打
ち切ることができる。それに対して「どのようにして、金魚は水になかで生きていることができるの
か」と質問を変えるとしたら、親は正しい因果関係を説明しなければならなくなる。即ち「金魚が水
の中で生きていることができるのは、水の中に空気が溶けていて、エラでその空気を呼吸している
のだ」ということを具体的に伝えなければならなくなる。正しい因果関係を引き出すためには「どの
ようにして」の質問でなければならないのである。
「未来のことについての知恵を創りだす」には、「なにをするため、どのようにして」と質問する。こ
れによって、未来を創りだす知恵、即ち価値の方向を明らかにし、目的と手段の関係を把握できる
ようになる（下図：「なにをするするため、どのようにして」と「なぜ」の質問の的確な使い分け）。
新しい手法では、以上で述べてきた質問をしながら、BABOK の「引き出し」の知識エリアのタス
クで引き出すアウトプットの素材とする。この素材を、完璧、明確、正確、一貫性を持った要求とし
てまとめるための体系化した手法が DTCN（Design To Customer Needs）手法である。この手法に
より、「分析をするとはどういうことか」の項で述べたように、知識に「意思の情報」、「因果関係（イン
プット、アウトプットの関係）の情報」、「ものの存在（その構造・構成を含む）の情報」を持たせ、質
問によってもたらされたバラバラの知識を「意思」、「因果関係」、「ものの存在」という観点から整理
することによって「知識から知恵を創り出す」ことができる。
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2.5 DTCN 手法：課題実現のための「知識を知恵にかえる方法」
2.5.1 DTCN（Design To Customer Needs）手法
問題は課題を実現することで解決できることは前述の通りである。ここでは、課題実現のために
必要な知恵を創りだすＤＴＣＮ手法について、それを提唱している、江崎通彦「課題を実現する革
命的なもの・システムづくりの方法」（2008 年 11 月、日本資材管理協会）の内容を引用して説明す
る。
DTCN 手法とは、「顧客のニーズにあわせて設計する」方法であり、その最上位の目的は、顧客
を創造する、顧客を満足させる、顧客を安心させ、地球を守る、の 4 つで、顧客のなかに自分を含
めてもよいことになっている。DTCN 手法は、①PMD 手法、②ステップリストの方法、③FBS テクニ
ック、④3－5 フェーズ・インプルーメントの方法、⑤課題実現のための実施計画書、⑥WBS フェー
ジング・テーマテクニック、を総称したものである。
「PMD 手法」は、目的と手段の関係に矛盾がないかどうかのカードを使って検討、整理し、テー
マ実現の見通しがあるかどうか及び実現のための最初の見通しを確認する方法である。
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「ステップリストの方法」は、PMD で把握したおおまかな目的と手段の関係を、8 つのステップに分
けて具体的に組み立てる方法である。
「FBS テクニック」は、ものやシステムが目指す構造、構成、機能をイメージ化し、各イメージを実
現するためのアイデアを創出し、最適化する方法である。
「3－5 フェーズ・インプルーブメントの方法」は、ステップリストの方法を補完するものである。
「課題実現のための実施計画書」は、課題実現のために手順と体制を示し、組織を効果的に動
かすための方法である。
「WBS フェージング・テーマテクニック」は、システムを使う段階から見て、どのような対策を事前に
検討し、織り込むかを割り付ける(Validation)方法である。
以下、DTCN 手法の中核となるＰＭＤ手法、ステップリストの方法、FBS テクニックについてさらに詳
しく述べる。PMD 手法については、企業で実践した実例を紹介する。

2.5.2 PMD（Purpose Measure Diagram）手法
この方法は、目的と手段の関係に矛盾がないかどうかを検討、整理することによって、テーマ実
現のための可能性があるかどうか、そして実現のための最初の見通しを確認する方法である。
われわれは何かを行う際に、必ずテーマないしは課題を持っている。PMD はそのテーマないし
は課題に対して次のような手順で実現の手段を見出す。PMD では実現の手段を「メインキーワー
ド」と表現する。
① 「要するに、われわれはそれで何をしようとしているのか」、「要するに、何をしさえすればよい
のか」の二つの質問をし、考えつくだけの答えを「・・を・・する」という表現でカードに書き出
す。
② このカードを二枚づつ比較して、縦に「・・を・・する」ために「・・を・・する」の順序に並べ替えて
行く。すなわち、上のほうを目的、下のほうを手段の関係に整理することなる。その際、並べた
カードに不足が感じられる場合は、新たなカードを書き足す。また、どうしても縦に並べられな
いカードは横に並べる。
③ こうして出来上がったカードを固定して眺めると、上にあるカードは抽象的な上位目標であり、
いちばん下にあるカードは「どこから手をつけていけばよいか」を示している。すなわち、エント
ランスキーワードといわれるものである。
④ さらに固定されたカードを俯瞰して行くと、抽象的な上位目的とエントランスキーワードの間に、
「要するにこうすることがめざす結果を実現する方法である」という言葉が不思議に見えてくる。
これがメインキーワードで、こうしたカードがみつからなければ、新たなメインキーワードとして
のカードを追加する。
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PMD 作成によって、テーマ実現の手段が明確になるばかりではない。作成にかかわったメンバ
全員による合意のもとで PMD が作成されるので、参加者全員の合意が図られることにもなる。この
目的と手段の関係をめぐる合意形成によって、同じ価値判断、同じ行動基準が得られることにな
る。
場合によっては、PMD が妥当なかたちで書けないことがある。このような場合には、課題実現の
見通しがたたないということである。言いかえれば、PMD は課題が実現できるかどうかの見通しを
つける第一歩であるともいえる。そればかりでなく、古くから人間社会で大きなテーマとなっている
「目的と手段」の関係、すなわち目的を実現するための手段はどうあらねばならないかを整理し、
解決する有力な方法である。
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2.5.3 ステップリストの方法
ステップリストの方法とは、落ちのない段階的手順（プロセス）を創り出す方法である。PMD で把
握した大まかな目的と手段の関係を、具体的手順に組み立てるもので、何をしたいかがあらかじめ
明確になっていれば、いきなりこの方法を使うことができる場合もある。ステップリストは次のような
構造を持つ。
① 縦方向：課題実現のための落ちのない段階的な作業を記述する。段階は 8 段階に分かれ、
段階が上がるごとに、必要な要素項目が追加されてゆく。最終段階が完遂されたとき課題が
実現されることになる。
② 横方向：各段階の要素は何かを、インプットとアウトプットの関係に割り付けて行く。次の段階
に入るためには、前段階のアウトプットが次の段階に使えるかどうかを確認し、それに、次の段
階に必要な新しい要素項目を付け加えて、次の段階のインプットとする。

2.5.4 FBS（Function Breakdown Structure）テクニック
ステップリストが手順を創り出す方法であるのに対し、この方法は「もの」や「システム」がめざす
構造、構成（機能を含む）のイメージを創り出す方法である。例えば、家を予算内で遅滞なくつくる
にはステップリストを用いるが、100 年持つ家（機能と構造）にするためには、どのような構造、機能
にしたらよいかについては、この FBS テクニックによって最適解を得ることができる。この方法は、
設計に携わっている人は誰でも無意識のうちに行っている方法であるが、この方法を整理したか
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たちで活用すると、システムの新しい計画、構想の構築にも活用できるものとなる。
従来、「創造はアイデアから」と考えられてきたが、実際には「テーマ」から入ったほうが幅広い知
恵を生み出すことになる。FBS の一般的な手順は次のようになる。
① 課題を設定する。
② 課題に対して「要するに、それで何をしようとしているか」のメインキーワードを設定して、機能
表現を確定する。必要に応じてＰＭＤを使う。
③ メインキーワードの機能を実現するアイデア、イメージを思いつくだけ創り出す。
④ 目的実現のための効果的で効率的なアイデア、イメージの比較案を特長ある３案以上のなか
から絞りこみ、比較、評価して選択する。
⑤ 選択されたアイデア、イメージをできるだけ少ないコンポーネントで構成し、その構成を次のレ
ベルの課題にする。
⑥ その課題について、①から⑤を繰り返す。その結果を図面化したものが計画図である。

2.6 要求を RFP にまとめる
BABOK 第 6 章要求分析の手順が、要求を RFP として提示する際の基本要件である「要求仕様
書」を作成する手順である。
要求アナリシスのタスクは、①要求に優先順位づけをする、②要求を体系化する、③要求の仕様
化とモデリングを行う、④前提条件と制約条件を定義する、⑤要求を検証する、⑥要求を妥当性
確認する、という手順で構成されており、これは「要求仕様書」をまとめる手順そのものである。要
求アナリシスのアウトプットがそのまま「要求仕様書」の構成要素となる。このうち、優先順位づけ、
体系化、仕様化、前提・制約の定義、要求の検証までのタスクは、エンタープライズアナリシスのア
ウトプットであるビジネスケースやビジネスニーズを等の材料を使用することにより実施できるもので
あるが、ステークホルダと要求の妥当性を確認するタスクでは、コミュニケーションの技法が要求さ
れる。ＲＦＰがベンダーに対する提案要請であると考えると、これはステークホルダとシステム開発
を担当するメンバ間のベクトル（価値観）あわせといえる。DTCN 手法では次のような手順によりベ
クトルあわせを円滑にすすめることができる。
① 顧客とシステム開発担当者とのベクトルあわせの合同ＰＭＤを作る。
② PMD を作ると、最終的な FBS（前述）が作りやすくなる。また、ものやシステムの観点からもベク
トルあわせがやりやすくなる。
③ PMD により、②とあわせて最終的なものやシステムの WBS を実現するための手順としてのス
テップリストができるため、手順を加味したベクトルあわせがやりやすくなる。
④ 以上の①②③により、段階的な意思決定が可能となるということは、意思決定の「見える化」が
実現できることになり、ステークホルダと開発担当者とのベクトルあわせがしやすくなる。
以上のプロセスを経て作成したＲＦＰは、次のような観点から評価し、不都合があれば微調整をし
なければならない（宗平順己著「情報システムの分析と調達」2008 年 6 月日科技連）。
① 提案依頼の目的および範囲について正しく認識しているか。
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② 新しい業務モデルを実現しているか。
③ 提案内容は業務的に実現可能な提案か。
④ 提案内容はサービス会社が利用しうるものか。
⑤ 提案内容は将来の拡張を考慮しているか。
⑥ 提案内容のリスクに対する保護案は検討されているか。
⑦ 開発・運用の費用は適切か。
⑧ 要望事項は無理なく、明確か。
⑨ パッケージの稼動実績は十分か。
⑩ 見積もり依頼事項は網羅されているか。

①.7 DTCN 手法の ITC プロセスへの導入
DTCN 手法は ITC のプロセスにも導入されている。ITC プロセスにおけるアクションプランの策定
のフェーズにおいて、経営目標および CSF を達成するために何をしなければならないかをカード
に記入し、そのカードを整理してアクションプランを創出するための PMD の方法を採用している。
最終的にアクションプランは DTCN 手法のひとつである 3／5 フェーズ・インプルーブメントの手法
でまとめるようにしている（遠藤潔、前川寿住著「TENOHA 秘伝」参照）。

2.8 ある小企業における DTCN 手法の活用
ある小企業ではＤＴＣＮ手法のうちＰＭＤ手法を使用して経営課題の絞り込みに成功した。議論
の出発点は「もうかる仕組みをつくりたい」、「事務を合理化して無駄をなくしたい」という経営者の
願望である。導き出された結論は、もうかる仕組みにおいては、
① 製造業主導から小売主導（消費者主導）の価格コントロールに時代になった。
② 小売（消費者）主導の価格を受け入れるにしても、最低限の利益の確保のための利益率の設
定、最低限の生産現場の稼働率確保のための生産数量の確保はしなければならない。
③ ①②の要求が双方とも実現できなければ取引きは成立しない。
④ 利益率、生産数量の確保のためには、生産過程における原価の見える化、「原価コントロー
ル」により、利益を下げるか、工場稼働率を上げて製造原価を下げるか、売り上げを増やして
薄利多売をとるか等の選択枝が示されてくる。
⑤ 選択肢の実現をささえる仕組みとしてＩＴの活用も考えられる。
という結論となった。また、事務の合理化においては
① ひとつのデータを複数で活用して作業の重複をなくす。
② リアル性が要求される処理、バッチや随時でもよい処理を区分して、それらに応じたやりかた、
たとえば「受注センター化」、「後方事務のセンター化」、「アウトソーシング」などの検討につな
げる。
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③ その検討のための作業の分析を行う。
という結論が導き出された。
以上の結果を IT 経営に結びつける提案をすることが IT コーディネータの役割であろう。
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第 3 章 IT 化戦略から IT 調達フェーズの BABOK によるプロセスガイドライン
の適用
本章では、ITC のプロセスガイドラインである IT 化戦略から IT 調達フェーズに BABOK の第 6 章
の要求管理を適用可否について考察したものである。
本章は以下の節で構成し、説明する。
(1) 知識体系の誤解
(2) 対象となるプロセスガイドライン
(3) 要求とは
(4) 適用する BABOK
(5) 考察
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3.1 知識体系の誤解
知識体系 i には、我々がよく知っている PMBOK ii 、SWEBOK iii や SQuBOK iv などがある。
BABOK も同様に、ビジネスアナリシスの知識体系である。その知識体系とは、個々別々の知識
を一定の原理に従って論理的に組織したものである。
例えば、BABOK であれば、ビジネスアナリシスに関する個々別々の知識をビジネスアナリシス
が有効な活動として実行されているものを一定の原理に従って論理的に組織したものであるとい
うことになる。
しかも、知識体系は、「何を」、「何が」であるとか、「どのようにして」に必要な知識をまとめたも
のである。
しかしながら、一部の人たちではあるが、知識体系に対して、「どのようにして」を求める傾向が
ある。彼らの批判は、知識体系から、「このようにしても、うまく行えるはずがない。」とか「どのよう
にすればよいか何も書いていない」という、まったく的外れな批判が見受けられる。
残念なことに、彼らのような誤解は、知識体系というそのものを理解していない人たちに多く見
られる。
私たちがよく耳にするプロジェクトマネジメントの知識体系である PMBOK がそうである。
PMBOK の内容をそのままプロジェクトマネジメントを実際にするわけではないが、プロジェクトマ
ネジメントを進めるうえで、PMBOK の知識体系は参考になる。まさしく、これこそが知識体系の活
用である。とはいえ、PMBOK への否定的な意見の中に、知識体系の意味を理解していない意
見が見られる。
知識体系については、どちらかという欧米的な物事を体系的に抽象化されたものであり、日本
人にはなじみにくいところに、How To を求めてしまう傾向があるため、知識体系への誤解が生ま
れやすい。BABOK についても、残念なことに、知識体系への誤解からの稚拙な批判が見受けら
れる場合がでてきている。
本来の知識体系とは、何かを十分に理解した上での意見や批判をしてほしいと考える。
なお、BABOK の第 1 章には、BABOK の位置づけとその構成および読み方が予め書かれて
いるので第 1 章を必ず理解してから以降の章を読んでもらいたい。
そうすれば、本節に書かいているような誤解は生まれないであろう。

3.2 対象となるプロセスガイドライン
ITC プロセスガイドラインは、IT コーディネータにとってのバイブルである。そのプロセスガイドラ
インを全体に表すと図 3.1 と図 3.2 になる。
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図 3.1 ITC プロセスガイドライン全体
プロセスガイドライン全体フロー
全体フロー(1)
フロー(1)
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図 3.2 ITC プロセスガイドライン全体
プロセスガイドライン全体フロー
全体フロー(2)
フロー(2)

本章では、このプロセスガイドラインで IT 戦略策定フェーズから IT 資源調達フェーズの範囲に着
目をしている。
これらのフェーズをもう少し細かく見るとつぎのようなフェーズになる。
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IT 戦略策定フェーズ


フェーズの立ち上げ



IT 領域内部環境分析



IT 領域外部環境分析



目標ビジネスプロセスモデルの策定



IT 戦略策定



IT 戦略展開



フェーズの完了

IT 資源調達フェーズ


フェーズの立ち上げ



IT 資源調達計画



RFP の発行



調達先の選定、契約



IT 導入計画策定



フェーズの完了

IT プロセスガイドラインは、マネジメントプロセスを示しているものである。このため、本章では、要
求管理や要件定義の視点でこのフェーズをとらえることとする。

3.3 要求とは

要求とは、辞書の意味として「必要または当然なこととして相手に強く求めること。または、必要と
すること。」である。IT 化戦略策定において、要求とは、IT 化が必要とするもの、もしくは、必要とす
るものを IT 化に求めるものということになる。
この要求について、ソフトウエアエンジニアリング視点でみると次のような構成になる。

図 3.3 要求管理

実は、要求管理の構成は、後述する BABOK のタスクに埋め込まれている。

この要求プロセスは、実際上は、以下の図のようなプロセスとなり、左から右へ片方向に流れる
のではなく、それぞれを繰り返すということである。
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図 3.4 要求の
要求のプロセス

このように、要求にもプロセスがあり、その流れがある。

3.4

適用する BABOK

IT コーディネータの手法は、BABOK にも多くある。例えば、BABOK の 9 章に書かれている技術
には次のようなものがある。


Brainstorming



Data Flow Diagrams



Data Modeling



Metrics and Key Performance Indicators



UML



SWOT Analysis

これらからも、IT コーディネータにとってまったくかけ離れたものではないと言える。
この BABOK の全体のタスク構造を見ると次の図になる。

図 3.5 BABOK 全体の
全体のタスク関係図
タスク関係図
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この BABOK のタスク図から、要求の視点から見ると BABOK 第 6 章の適用を試みる範囲とする。
第６章は、以下のタスク構成で表すことができる。

図 3.5 BABOK 第 6 章要求分析タスク
章要求分析タスク構成図
タスク構成図

ITC プロセスガイドラインに沿って、IT 化、システム化を行うのであるが、実際に、要求をまとめ上
げる細部については、プロセスガイドラインは本来の意味から詳細に定義されてはいない。このた
め、具体的なシステム化におけるプロセスは、共通フレームワークの企画プロセスと要件定義プロ
セスが参考となる。

図 3.6 共通フレームワーク
共通フレームワークの
フレームワークの企画プロセス
企画プロセスと
プロセスと要件定義プロセス
要件定義プロセス

しかしながら、要求というものを分析していくには、BABOK の第 6 章は、役立つ。
ここで今、何を基本として行わないといけないかは、タスクにあらわされている。その時にインプッ
トになるもの、アウトプットになるもの、そこで必要とされるテクニックのこれらの一般的なものが掲載
されている。
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たとえば、「要求に優先順位をつける」というタスクがあるが、実際上、要求は、多種多様、随所
に出てくる。このとき、何が一番重要かを利害関係者間で決定させることは非常に大切である。ここ
での明確な合意がとれていれば、次工程に移っても大きなトラブルにはならない。
このときのインプットにビジネスケース、ビジネスニーズ、雑多な要求、要求管理計画、利害関係
者の役割一覧がある。当然といえるものではあるが、少なくとも揃えておかなければ、要求はまとま
らないのである。アウトプットは、優先順位づけされた要求になる。
このように、要求分析において標準的な入力、出力、タスク、テクニックが知識レベルで記載され
ている。要求を分析する上で、その場面で必要なものを選択することが可能であると判断する。
3.3 であらわした要求プロセスと BABOK を大まかに対比させると


要求管理は、第 4 章要求管理とコミュニケーション



要求獲得は、第 3 章の抽き出し



要求仕様記述は、第 3 章の抽き出し、第 6 章要求分析と第７章ソリューションアセスメントと
妥当性の確認



要求検査は、第 6 章要求分析と第７章ソリューション検査と妥当性の確認

となる。
BABOK では、とのタスクをどこから始めてもよいといわれているので、つなげることができればよ
いことになる。そういった点からも要求プロセスにもあてはまるといえる。

3.5 考察
今回、ITC プロセスガイドラインの IT 戦略策定フェーズと IT 資源調達フェーズで BABOK の第６
章を評価してみた結果、次のようなことが考えられる。
ITC プロセスガイドラインは経営の視点、マネジメントの視点から考慮それたガイドラインである
ため、IT 化、システム化への要求に対する詳細なプロセスを求めることは、よくないであろう。
要求プロセスについて、ITC プロセスガイドラインは、マネジメントの視点から深堀をあえてして
いないのである。
しかし、実務では、要求プロセスは必要である。この要求プロセスについては、要求工学として
とらえられてきているが、要求工学はこれからであり、我が国では、ベンダ側のアプローチが多い
のが現状である。
このため、要求を展開するプロセスには、共通フレームワークのプロセスが参考になる。しかしな
がら、ビジネスケースやビジネスニーズからの要求をアプローチするには、IT コーディネータとして
はとらえやすいとは言えないと考える。
BABOK は、ITC プロセスガイドラインを補完し、共通フレームワークとの間を埋めるのに最適と
いえる。ただし、BABOK は、要求プロセスやビジネスアナリシスのプロセスのガイドラインではない。
知識体系であるということがポイントとなる。このことから、BABOK は、要求プロセスへのリファレン
スとして活用するのが最適である。
今回は、ITC プロセスガイドラインの IT 戦略策定フェーズと IT 資源調達フェーズで検討したが、

- 35 -

第3章

IT 化戦略から IT 調達フェーズの BABOK によるプロセスガイドラインの適用

すべての ITC プロセスガイドラインを進める上で、リファレンスとしては、BABOK は、有効といえる。
最後に、BABOK においても IT システム化の要求レベルには十分とは言えない。現在、JISAvに
おいて要求工学知識体系(REBOK)なるものが策定中である。BABOK と要求工学知識体系を合
わせることにより、ビジネス要求レベルから IT のシステム化要求までのリファレンスが網羅され、より
適切なプロセスを進めることが可能だと考える。

i

Body of Knowledge を知識体系と訳される。 BOK と略される。
A Guide to the Project Management Body of Knowledge の略。
iii
Software Engineering Body Of Knowledge の略。
iv
Software Quality Body of Knowledge の略。
v
社団法人情報サービス産業協会の略。
ii
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