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1 業務基準書とは何か

仕事のやり方や考え方を記載したも
のは、多く存在します。マニュアル、
手順書、事例集、クレドや所管業務一
覧なども類型されるでしょう。
今回は、我々が「MUJIGRAM　
※前号参照」から抽出した考え方によ
り、開発した「業務基準書」について、
解説します。
業務基準書は「マニュアル」ではあ
りません。マニュアルの持つイメージ
は一般的に決していいものとはいえな
いでしょう。画一的なサービスのみを
提供し、指示されたことしかできない、
冷たく気持ちのこもっていない接客…
というイメージをお持ちの方が多いと
思います。「マニュアル人間」という
表現などは、その典型であるといえま
す。

前号の松井忠三氏（良品計画前会長）
の対談でも、「MUJIGRAMはマニュ
アルではない。業務を改善して標準化
を実現する仕組みである」と述べてい
ます。さらに「型破り」、すなわち、「型
を守る→破る→創意工夫」によってそ
こから離れ新しい型をつくる」という
「守・破・離」のサイクルを組織に埋
め込むことで、現場を起点とする“改
善”が生まれ、風土が変わっていきま
す。この循環を松井氏は「血が通う」
と 表 現 し て い ま す。 こ こ に
「MUJIGRAM」の最大の特徴がある
と考えています。
この仕組みに血を通わせるための第
一歩は、守るべき基準をつくることで
す。その基準には、その後の改善に繋
げるための、たくさんの要素を有して
います。その基準を編み上げたものを
「業務基準書」としています。その企業・

団体の「現時点の最も効果的かつ効
率的と考えられる仕事のやり方・考
え方の基準」が記されたものです。
今回は、その基準を業務ごとに定め、
編集した「業務基準書」について説明
します。

2 業務基準書の位置づけ

下図に沿って、業務基準書の各企業・
団体での位置付けについて説明します。
業務基準書は企業や団体などの組織
体が、経営の理念・価値観を明確にし
て、その考え方によって業務を遂行さ
せるために、各業務が期待する水準で
遂行されるよう、具体的な実施事項と
手順から要求水準や業務を完遂するた
めの方法やナレッジが記載されるもの
です。そして、その業務に就くものが
独自に学習をしたり、上長が教育を行
う際の「基盤」であるといえます。

企業や団体にとって、根幹となる理
念やコンセプト、考え方は、決して飾
りごとではありません。その企業のオ
リジナリティや差別化の重要な要素に
なるのです。お客さまとのコンタクト
ポイントを持つ、第一線で遂行される
業務から、バックヤードで行われる業
務にまで、その理念や価値観が徹底的
に浸透している必要があります。そう
して生み出されるサービスは高い付加
価値で顧客を魅了し、各企業や団体の
「理念・価値観」に共感することで、
ロイヤリティが醸成していくと考えら
れます。その企業・社員・顧客をつな
ぐ基盤になるのが「業務基準書」なの
です。
業務基準書が各企業・団体の基盤と
なり得るための重要なポイントがあり
ます。それは、「常に最新版にアップ
デートされた仕事のやり方・考え方が
記載されていること」です。
業務基準書は作成した時が一番新し
く、すぐに風化します。古くなれば誰
にも使われなくなります。業務基準書
に完成はありません。業務基準書の更
新は、仕事の仕組みを最新版にアップ
デートするのに重要な役割を果たすと
考えています。「仕事のやり方」が変
更になるときは、必ず業務基準書を変
更することが重要です。

3 業務基準書のコンテンツ

業務基準書は6つのコンテンツを有
しています。その6つのコンテンツと
「仕事のやり方・考え方」に対応する
既存のツールについて下図にまとめま
した。
図の通り、業務基準書とは「仕事の
やり方・考え方」を伝えるためのツー
ルの機能を網羅し、サービス産業では
難しいとされるサービス提供の目的や

プロセスを可視化し、各々の基準が記
載されたものです。

4 業務基準書のコンテンツと
　 記載項目

前述のとおり、業務基準書は6つの
コンテンツを有しています。具体的に
各々のコンテンツについて説明します。
・基準を設定する判断材料としての

「理念・価値観」
このコンテンツは記載項目ではなく、
すべての業務基準の判断材料となりま
す。各企業・団体の持つ、理念や価値
観が業務基準書に反映される必要があ
ります。
例えば、飲食店におけるお客さまを

「ウェイティング」する作業。製造業

でいうIE（インダストリアル・エン
ジニアリング）の考え方における稼働・
非稼働の考え方では、作業を捉えるこ
とが難しいと考えています。「おもて
なし」を企業理念として運営している
A社では、お客さまを入口でお迎えす
るために常にスタッフを配置するかも
しれません。また、「お手頃価格」を
企業理念とするB社では、お客さまが
ご来店されたらインターフォンで呼ん
でいただくということもあるかもしれ
ません。
要するに、基準として設定する仕事
のやり方や考え方はすべて「理念・価
値観」に起因していることが重要です。
そうすることで、従業員の顔向きを揃
え、同じ方向を向いて仕事をすること
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連載第2回目である今回は、「業務基準書」をメインテーマとする。業務基準書はマニュアルではない。サ
ービス産業の生産性向上に寄与する、業務基準書の定義とメリットについて紹介する。

第2回 業務基準書の定義とメリット

図表⑤　「業務基準書のコンテンツと既存ツールの関連」
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いて、6つの項目に絞り説明します。
ここで挙げた様々なメリットは、サー
ビス産業の生産性を向上させる重要な
要素になると考えています。各項目に
ついて、詳細を説明します。
・業務標準化による「効率化」
業務を標準化することで、ムリ・ム
ダ・ムラが無くなり、コスト削減に繋
がります。運用される現場の効率化だ
けではなく、本社機能においてもスリ
ム化します。業務自体の削減、ツール
の統一化による削減、人時生産性の見
える化などにより、業務のインプット・
アウトプットのバラつきを抑制し、多
くの効果が期待できます。
・「理念」の統一
業務基準書は、理念を具現化し、全
社員の顔向きをそろえるツールです。
理念を伝え続けることで、チームの志
を統一し、何倍もの力を生むことがで
きると考えられます。競合他社と「差
別化」されたサービスを提供すること
ができ、顧客のロイヤリティ醸成に繋
がります。
・「知恵」の共有
業務基準書は本社機能を有する部署
だけでなく、「現場」の知恵をすくい
上げて作られます。暗黙知である現場
の知恵や経験を共有するプラットフォ
ームとなり、個人の経験を組織に蓄積
することが可能となります。改善を繰
りかえすことで強い組織が作られると
考えられます。
・「再現性」の向上
サービス産業におけるアウトプット
は、属人化することが多く、個人の裁
量で、そのアウトプットにバラつきが
生じます。「個人」の知識や経験を「集
合知」化することで、組織が強くなり
ます。提供するアウトプットのバラつ
きは抑えられ、再現性が向上し、高品

質で安定したサービスを提供できるの
です。
・教育の「均質化」
サービス産業は、誰でも「なんとな
く」できてしまう業務が多いのが実情
です。「掃除」「品出し」等、そのやり
方をイメージできるものが多く個人の
裁量で実施されることがよくあります。
業務基準書により偏りが抑制され、即
戦力となる人材の育成が可能となりま
す。「上司の背中を見て育つ」文化と
決別し、均質化されたアウトプットを
実現できます。
・改善の「風土化」
「標準なくして、改善なし」。誰もが
全業務において、同質のアウトプット
を生み出すという共通の目的を持ち、
標準に基づいた仕事をすることでさま
ざまな改善の基盤となります。何事も
基本ができていないと応用が効かない
のと同様に、標準を作らないうちに改
善に励んでも、迷走してしまうだけで
あり、無秩序な改善は効果が薄いと考
えられます。標準が定まることで社員

は「応用」することが可能となり、自
分の頭で考えるようになります。これ
が繰り返されることにより「個人→組
織→風土」とスパイラルアップしてい
くと考えられます。
ここで挙げたメリットは一例に過ぎ
ません。運用していく上で、さらに多
くのメリットを生み出します。しかし、
業務基準書というツールは、たちまち
企業の業績が向上するような魔法の杖
や、特効薬ではありません。愚直に取
り組み、運用していくことで企業の体
質が変わり、着実に力をつけることが
できる漢方薬なのです。
愚直に続け、風土化し、業務基準書
が基盤となった改善が企業文化になっ
たとき、作り上げられた業務基準書は、
“仕組み”として他社に真似のできな
い「唯一無二の武器」になっていると
我々は考えています。
次回は、業務基準書を実際に作成す
る上でのポイントについて詳しく説明
します。
	

ができます。また業務・作業を通して、
顧客に「理念・価値観」を具現化し提
供することで、他社との差別化に繋が
ると考えられます。簡単なことのよう
ですが、ここが重要なポイントです。
我々、研究会でも多くのサービス産業
の現場をリサーチしましたが、企業の
掲げている理念と現場の実態が大きく
乖離している現実を目の当たりにしま
した。それは顧客に対するマイナスイ
メージだけではなく、そこで働く従業
員に対してもモチベーションを下げる
要因になっているように思います。
一方、理念や価値観が反映された基
準に基づき、サービスを提供する（ま
たはそれを補佐する）ことで、業務の
本来の意味を考えることが可能になり、
マニュアル人間のように指示された仕
事をこなすだけではなく、自身で考え、

状況に応じて行動し、活躍する人材の
育成につながると考えています。
ここからは業務基準書に記載する項
目について、具体的に説明します。
・業務基準書に記載する項目①　
　「実施事項」
5W1Hにおける「何を」にあたり
ます。サービスの提供プロセスを可視
化し、業務遂行の実行すべき項目や範
囲を明確にします。特に「範囲」がポ
イントになります。複数の作業で構成
される業務は、その範囲が明確でない
と業務のできばえが属人化し、サービ
スの均質化が難しいと考えられます。
業務分析を実施し、業務を正確に捉え
ることが重要であると考えます。
・業務基準書に記載する項目②
　「基準」
5W1Hにおける「いつ」「どこで」

「だれが」「どの程度」にあたります。
ここでは、達成基準と判断基準を明確
にします。ここは業務基準書の肝とな
る部分です。「MUJIGRAM」になら
い、すべての業務においてこの「基準」
を設定します。
この基準は、現場マネージャーが
日々の営業の指針となるものです。こ
の基準に合わせて、その日の業務をマ
ネジメントしていくことになります。
後述する手順通りにやっていればいい
わけではなく、この基準に対してどの
ように「舵取り」をしていくかがマネ
ージャーには求められます。　
・業務基準書に記載する項目③
　「手順」
全体を俯瞰し業務を捉えるために記
載します。業務基準書は新人育成にも
効果を発揮するツールです。「先輩の
背中を見て育つ」のではなく、効果的
かつ効率的に育成を行うためにも、業
務の全体を捉えるフェーズは不可欠で
あると考えています。
・業務基準書に記載する項目④
　「方法」
上記の手順に基づき具体的な仕事の
やり方を記載します。
・業務基準書に記載する項目⑤
　「ナレッジ」
業務遂行における知恵やコツ、ポイ
ントなどを記載します。
業務基準書は、各企業の「理念・価
値観」を具体化し、サービスでは難し
いと考えられている可視化・標準化に
より「業務基準」が記載されるもので
あり、単なる手引書や手順書としての
「マニュアル」とは一線を画すものな
のです。

5 業務基準書のメリット

業務基準書を作成するメリットにつ

図表⑥　「業務基準書の記載内容」

図表⑦　業務基準書のメリット

理念・価値観理念・価値観
企業は何を「是」とするのか企業は何を「是」とするのか
●企業理念を反映した業務の意味を記載
●「なぜ」それをするのか

実施事項実施事項
実務的には何をするのか実務的には何をするのか
●業務を遂行のために必ず実行すべき項目・範囲
●「何」をするのか

基準基準
業務の基準業務の基準
●達成基準（定量）、判断基準（定性）を記載
●「いつ」「どこで」「だれが」「どの程度まで」行うのか

手順手順 どのような順番で行うのかどのような順番で行うのか
●全体を俯瞰するフローを記載

方法方法 具体的にどのように行うのか具体的にどのように行うのか
●具体的な仕事のやり方を記載

ナレッジナレッジ 業務を行うための知識業務を行うための知識
●知恵やコツ、ポイントなどを記載する
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