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今月以降は「業務基準書」の作成方法について紹介する。今回は最初のステップである「コンセプト設計」で
ある。 設計を誤ると作成工数がムダにかかり、作成しても使われないものになってしまうこともあるので、
最大限の注意が必要だ。
化です。標準業務を設定し、それを文

目的を誤ると、狙い通りの効果が得ら

書で現場に伝えます。どんなに良い標

れません。業務基準書は、単なる業務

準業務を設定しても、現場に伝わらな

の標準化にとどまらず、人材育成やノ

文章化 の3つのステップで作成しま

い文書であれば活用はされません。基

ウハウの蓄積など、さまざまな効果が

す。

本的なフォーマット整備と記述のポイ

あります。どのような問題を業務基準

企画のステップでは、業務基準書の

ントを整理した業務基準の文書化ツー

書で解決していくのかは、企業ごとに

コンセプト設定や、運営体制の整備、

ル（ S F D ： S e r v i c e F l o w

考えるしかありません。そのため、企

スケジュール作成を行います。

Documentation）を用い、使用者

画段階でのコンセプトが重要なのです。

1 業務基準書作成のステップ
基準書の作成は、企画、業務分析、

業務分析のステップでは、各業務の
実態を把握し、標準作業を決めます。

目線で現場に伝わりやすい基準書を作
成します。

2 目的を明確にする
コンセプト設計

具体的には、現場で実際の業務を観察

3つのステップの中で、最も大切な

しながら、業務分析ツール（SOA：

のは今回のテーマとなる「企画」です。

Service Operation Analysis） で

業務分析、文書化のステップについて

む（作成）のも大変ですが、
育てる（運

業務の見える化をします。そして、標

は、本研究会でツールの開発を行いま

用・改定）のも大変です。しかし、う

準 判 定 ツ ー ル（SOC：Service

した。これらのツールを使うことで業

まく育てあげると、企業に大きなメリ

Operation Criteria）を用いて、見

務基準書の出来栄えと、ばらつきを最

ットを生み出します。

える化された業務を判定し、対象業務

小限に抑え、最小限の工数で作成する

を標準とすべきかを判断します。

ことができます。

最後のステップは、業務基準の文書
図表①

しかし、業務基準書のコンセプトや

例えば、良品計画のMUJIGRAM
は、マニュアルという単なる業務手順
書を超え、企業のインフラとして機能
しています。業務基準書があることで、

業務基準書作成のステップ

Ⅰ 業務基準書の企画

業務基準書は、子供と同じです。産

改善や評価（給与）
、人事の異動のし
１．コンセプト設計
２．運営体制・スケジュール設定

やすさを生んでいます。
このように、業務基準書は効率化だ
けでなく、企業のインフラとして機能
します。そして、サービス産業の特性
である組織にノウハウがたまりにくい

Ⅱ 業務分析

３．業務の現状調査
４．業務の標準化

という弱点をカバーできるのです。さ
らに、教育に業務基準書を活用するこ
とで、一貫性のある教育をすることが
できます。これまで自分の経験をベー
スに教えていたものが、共通の教科書
を活用することで、
「教える人によっ

Ⅲ 業務基準の文書化

５．コンテンツ作成

て、言うことが違う」というような教
育の属人化を防ぐことができるので
す。 それは、
「理念の統一」や「風土
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改善」など、組織の強化につながると

作成を確実なものとするためにスケジ

考えられます。

ュールを設定します。

一方、デメリットもあります。それ

①コンセプト設計

は、短期的な効果が見えにくいという

コンセプト設計では、目的・問題点

点です。業務基準書の効果は漢方薬の

の整理、理念・価値観の理解、対象者

ようなもので、愚直に続けることで、

の設定、活用方法を明確にし、業務基

じわじわと効いてくるのです。

準書の方向性を決定します。図表②

短期的に効果が見えにくいと、業務

のようなコンセプト設定シートを活用

基準書の作成や運用することに対して、 して、コンセプトを整理するとよいで
ムダだとの意見が生じやすくなります。 しょう。
組織一丸となって、業務基準書を 作

図表② コンセプト設定シート
年

コンセプト設定シート
項目

月

日

内容
■

目的
■

問題点
■

理念・価値観
■

対象者
活用方法

■

a．目的と問題点の整理

成・運用しようという気持ちが低くな

はじめに、なぜ業務基準書の導入が

方、サービス産業の場合、サービスの

ります。その結果、基準書作成に関す

必要なのかを明確にします。業務基準

特性により、標準となる業務・作業の

る業務の優先順位が低くなり、ときに

書の目的は、生産性向上、業務品質の

基準は一律に設定をすることはできま

は業務基準書の不要論が出ることもあ

向上、ノウハウ・暗黙知の蓄積など、

せん。同じ業態でも企業によって基準

ります。最悪、作成や運用が途中で頓

さまざまあります。企業の問題点を明

は異なるのです。

挫してしまうこともあるのです。

確にした上で、業務基準書を通じて、

例えば、同じ家具販売でも、倉庫か

何を解決したいのかを明確にします。

ら顧客が商品を取ってくる企業もあれ

手伝いいただいた企業においても、社

これらを明確にすることで、作成の範

ば、レジで会計を済ませ、札を渡せば

内での意思統一が図れず、業務基準書

囲や活用方法、業務基準書に含む項目

車まで運んでくれる企業もあります。

の一部のみを作成して、全社での導入

が決まるのです。

倉庫から顧客が商品を取ってくる企業

実際に、仕組み化研究会の実証にお

に至らない企業もありました。

目的が明確になっていないと、前述

にとってみれば、車まで荷物を運ぶこ

このような事例からも、導入にあた

のように社内のベクトルが合わず、計

とは、ムダな作業となります。一方、

っては、企画の段階で目的や問題点、

画が頓挫してしまう可能性が高いと考

車まで運んでくれる企業にとってみれ

内容などを明確にし、全社で合意形成

えられます。 また、
「あれもこれも…」

ば、車まで運ぶことはサービスであり、

した上で進めることが重要なのです。

というように、意図しない企画（商品

優先して行うべき作業となります。

3 業務基準書の企画

知識、マナー、労務管理の知識など）

このように同じ作業でも、企業によ

を盛り込んでしまい、対象者にとって

って、標準作業とする基準が分かれる

理解するのが困難な基準書になってし

のです。大げさな例を上げましたが、

設計とスケジュール設定の2つの要素

まうことも懸念されます。

業務基準書を作成していく段階では、

があります。

b．理念・価値観の理解

基準を定める場合に判断に迷うグレー

業務基準書の企画には、コンセプト

コンセプト設計のポイントは、業務

次に、企業の理念・価値観について

な部分が大なり小なりあります。それ

基準書の目的や使用方法を明確にし、

深掘します。業務分析の段階で、標準

らを判断するために、企業の理念・価

それに合う業務基準書を作成すること

となる作業としても良いのかという判

値観に沿って、対象となる業務・作業

です。

断を行います。その判断は、企業の理

は、どうあるべきかを考える必要があ

念・価値観に大きく影響を受け、考え

ります。

スケジュール設定のポイントは、ム
リ・ムラ・ムダのない、具体的なスケ

方のベースになります。

理念を深く掘り下げるには、分解し

ジュールを設定することです。業務基

製造業の場合、標準となる業務・作

準書の作成は、多くの時間と手間が伴

業を行うと、不良品の発生が少なくな

客を幸せにする」という理念であれば、

うので、具体的なスケジュールがない

ったり、時間当たりの生産数が最大化

何を幸せと判断するのか、どのように

と進ちょくが思うように進みません。

されたりと、数字で判断できます。一

幸せにするのかなど、より具体的に考

て考えることが必要です。例えば、
「顧
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えていくことが重要です。理念・価値

ることも考えられます。

観は「飾りごと」ではなく、これらを

誰を主たる使用者とするかを明確に

具現化したものが業務・作業なのです。 することで、内容や運用方法が大きく
「わたしたちの会社にとって“レジ応
対”や“掃除”とはなんだろう？」と

実際に検証にご協力いただいた企業

非常に便利です。サーバー内のファイ
ルを更新すれば、更新は終わりであり、

変わってきます。

配布などの手間が必要ありません。一

d．活用方法の決定

方、デメリットは、パソコンへの投資、

考えることが、理念・価値観の深耕と
共通認識につながると考えます。

関連するキーワードを探す際などは、

使用者が決まったら、最後に活用方

見られる場所の限定、活用できない人

法について決定します。主には、どの

がいるという点です。特にパート・ア

ような媒体にするかです。

ルバイトが使うことを想定すると、パ

でも、理念・価値観の深掘に時間を費

活用可能な媒体としては、紙、パソ

やしたという報告を多くもらっていま

コン、スマートホン・タブレットの3

す。その分、自社について考えるキッ

つがあります。メリット、デメリット

スマートホン・タブレットのメリッ

カケになったという意見もありました。 を十分に検討し、どの媒体で使うかを

トは、パソコンのメリットに加え、場

普段何気なく行っている業務の本質を

所を選ばない、比較的操作が簡単とい

明確にするとよいでしょう。

考えるためにも、理念・価値観を明確

紙媒体は、パソコンなどと比較して

ソコンへの苦手意識があり、活用でき
ない人がいると考えられます。

うことが挙げられます。一方、デメリ

にすることは重要だといえます。

新たな投資が必要なく、低コストで手

ットは高コストになるという点です。

c．使用者の明確化

軽に始められるというメリットがあり

特に現場に持ち出して使用した場合、

ます。操作などもないので誰でも見る

破損などのコストなども考えられます。

業務基準書は、使用者の目線で作る
必要があります。例えば、パートタイ

こができます。紙媒体のデメリットは、

マーやアルバイト従業員が多い職場で

更新の手間と検索しにくい点にありま

「パソコンやタブレットの方が、情報

は、分かりやすい記述方法や表現方法

す。店舗数や更新箇所が増えると、更

の更新がしやすいのでよいのではない

で作成する必要があります。

新する手間は大きくなります。また、

か」というものがあります。本部など

紙媒体ではキーワードを探す時間がか

情報を発信する側からの視点では、利

かり、検索性に課題があります。

便性は高まりますが、使う側の利便性

本研究会が想定している業務基準書
の使用者は、現場のパート・アルバイ

当研究会によくいただく質問として

ト従業員ですが、企業によっては、情

パソコンのメリットは、検索しやす

も考慮した媒体を選ぶ必要があります。

報漏えいの点などから階層別に作成す

い点と更新がしやすい点にあります。

例えば、パソコンで運用を行った場合、

図表③

業務で分からないことが起こった際に

業務基準書作成委員会組織図例

パソコンの前まで来て、確認できるか

経営者

ということです。使う側の視点が何よ

業務基準作成委員会

り重要な検討事項なのです。
もちろん媒体は1つである必要はな

委員長（役員級）

く、用途や環境に応じて組み合わせて

事務局

部門別委員
リーダー

活用することが望ましいと考えていま
部門別委員

部門別委員

す。
②運営体制・スケジュールの設定
a．運営体制の設定

フロントラインのリーダーを委員へ選出する

作成するための組織をつくり、開発
メンバーを選定します。例えば、図表
③のように組織します。

メンバー

メンバー
フロントライン
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メンバー

開発メンバーは、関連部門からメン
バーを選出します。メンバー選出のポ
イントは、決定権を持つ人を参加する

こと、フロントラインのリーダーを加

図表④

えることです。フロントラインのリー
ダーとは、小売店であれば店長や副店
長など、現場の状況と実際の業務を知
っている人材です。
決定権を持つ人が参加しないと、全
社の基準設定が進みません。多くの場
合、属人化している業務・作業のメリ
ット・デメリットは一長一短です。そ
こを判断していく人材として必須だと
考えています。

業務基準書作成スケジュール管理例
項目

業務基準書の
コンセプト設計

内容
（ゴールイメージ）

担当者

開始日

完成
予定日

完成日

確認者

小川

9/2

9/16

9/16

野沢

・企業の理念や価値観の整理
・業務基準書の活用方法を決定する

開発チームの設定

・開発メンバーの選定
※各部署メンバーからなるタスクフォース

小川

9/7

9/7

9/7

野沢

開発ミーティングの設定

・開発ミーティングのスケジュールを設定する

小川

9/7

9/15

9/15

野沢

開発メンバーへの
教育・講習会の実施

・業務基準書作成に向けた講習会を開催する
※回数、場所、内容等

加茂

9/16

11/30

大久保
鍛治田
小川

10/1

5/1

業務分析

業務基準書の作成

・実施する業務範囲の設定
・具体的な手法の確認
・業務基準を文書化する

小川

現場スタッフの責任者が参加しない
と、現場の知恵が業務基準書に反映さ

いくためには、開発メンバーを教育し、 んでおくと、業務の問題点に気付きや

れず、現場の実態と合わない基準書を

ベースとなる知識のレベルを合わせる

作成してしまうリスクがあります。現

必要があります。知識の水準を合わせ

場感のない基準書は絶対に活用されま

ないと、作成者によって業務基準書の

せん。

出来栄えや範囲にばらつきが生じてし

業務基準書の導入を決める前に、確

b．スケジュールの設定

まい、かえって現場の混乱を招く業務

認すべきことは、｢業務基準書で会社

業務基準書の作成には、多くの時間、 基準書が作成されてしまうからです。

を運営する｣ というトップの意志と

すくなります。

4 業務基準書の導入を決める前に

覚悟だと考えています。どんなことを

工数がかかり、開発期間は長期化しま

開発メンバーに教育すべき主な項目

す。そのため、誰が、いつまでに、何

は、業務基準書の概念と必要性、可視

してでも導入し、運用していくという、

を、どこまでするかを明確にされてい

化の手法、業務標準化の手法、業務基

強い意志です。少なくとも、業務基準

ないと、いつの間にか開発は頓挫して

準書の書き方、改善の基礎知識の5つ

書があるのが当たり前という状態にな

しまうことがあります。具体的には、

です。

るまでは、その思いを緩めてはいけま
せん。

図表④のようなスケジュール表を作

業務基準書の概念と必要性は、業務

成し、スケジュールと進ちょくを見え

基準書導入の目的や企業理念・価値観

る化するとよいでしょう。

の整理・擦り合わせなどについてです。 はたくさんありますが、効果が見えに

スケジュールを作成するポイントは、 何のために行うかを明確にし、共有し
企業の問題点や困っていることに関す

ないと、ただの作業になってしまい、

前述のように業務基準書のメリット
くいというデメリットがあります。一
方で作成・運用のどちらにおいても、

る業務から作成を優先することです。 「業務基準書の作成」自体が目的とな

それなりの時間と手間がかかります。

ボトルネックの業務基準書を作成・運

トップの意志がないと、やめたい理由

用することで、問題が解決され、効果

ってしまいます。
可視化の手法、業務標準化の手法、

が幹部の中から出てきて、いつの間に

が生まれることが成功体験となります。 業務基準書の書き方は、次回以降で紹

か消滅してしまいます。消滅してしま

最初の成功体験が、開発のペースを上

介する各種フレームワークや調査の方

ったら、かけた時間と手間は大きなム

げ 、メンバーの本気度を上げ、より

法について学びます。

ダとなってしまい、結局やらない方が

質の高いものを作るモチベーションの

改善の基礎知識は、作業のムダの捉

利益につながったかもしれません。

源泉となると考えています。

え方、作業の時間測定などの作業を改

導入を決める前に、トップの意志と

c．開発メンバーへの教育

善するための手法を学びます。基準書

覚悟を確認し、全社一丸となって取り

は、現状行っている業務を現場での観

組むことが、何よりも重要なことなの

ものではありません。さまざまな部門

察結果をベースに作成していきます。

です。

を巻き込み、円滑に基準書を作成して

業務調査の際に、改善の基礎知識を学

業務基準書は決して1人で作成する
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