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1 SFDとは

SFDは、サービス・フロー・ドキ
ュメンテーションの略で、業務基準書
を書くためのツールです。主に業務基
準書のフォーマットと2つのチェック
リストから構成されます。

業務基準書を書くためのツールとい
うと細か過ぎると思われる読者の方も
いるかと思いますが、非常に重要なこ
とであると当研究会では考えています。

なぜなら、さまざまな分析を行い、
良い業務のやり方が分かったとしても、
現場に伝わって実行されないと意味が
ないからです。つまり、伝わらない・
実行されない業務基準書をいくら作成
しても、時間の無駄となってしまうの
です。従って、誤解のないよう、また、
より効果的に伝わるよう、作成してい
く必要があります。

2 業務基準書のフォーマット

業務基準書のフォーマットは、大き
く分けて、業務基準、基礎知識（前提
条件）、作業フロー（全体像）、作業の
詳細の4部構成になっています。
1）業務基準

初めに書かれることは、｢～とは｣
という形で、業務基準の定義になりま
す。ここでは業務の範囲（何を）を定
義した上で、業務の目的（なぜ）、実
施時期（いつ）、実施者（誰が）を明
確にしています。この中で特に重要な
のが、業務の範囲（何を）と業務の目
的（なぜ）です。業務の範囲を定義す

ることで業務の捉え方を統一します。
業務の捉え方を合わせ、使う用語を合
わせないと、標準化はできません。

また、業務の目的を明確にすること
によって業務の作業化を防ぎ、改善の
アイデアが出やすくなるのです。業務
基準書は作成したら完成ではなく、そ
れを常により良いやり方に変えていく
必要があります。そのためには、今の
業務のやり方よりも業務の目的を理解
することが重要となるのです。

業務基準は、業務分析で行った業務
の SOA（Service Operat ion 
Analysis）の内容から記載していき
ます。
2）基礎知識（前提条件）

次に記載するのは、業務に関する基
礎知識です。具体的には、業務の補足
説明や使用するツールに関する情報を
記載します。

業務を行う上での前提となる基本的
な仕組みやルールを記載することで、
業務に対する理解を深めます。この欄
は、人材の流動性が高く、現場に常に
新しい従業員がいるようなケースに役
に立ちます。新しく仕事を開始すると、
覚えることがたくさんあり、一回の説
明を受けただけではなかなか覚えられ
ません。業務に対する基本的な知識や
前提条件を記載することで、覚えきれ
なかった箇所を何度も確認できます。

例えば、レジの会計業務には現金の
ほかにも、クレジットカードや電子マ
ネーによる会計などの類似業務があり
ます。図表①のように同時に発生す

る業務や関連する前後の業務を記載す
ることで、業務への理解が深まります。

また、現金会計業務に用いる道具や
備品の名前や使用方法なども記載しま
す。特に小売り・サービス業の現場で
は、人材不足になりがちで道具や備品
の正しい使い方まで丁寧に教える時間
もないので、ここに記載しておくこと
で、道具や備品の正しい使い方を伝え
ることができます。
3）作業フロー（全体像）

業務の始まりから終わりまでの作業
フロー（流れ）を簡単に示します。業
務全体の作業の流れを俯
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した後に、
各作業の内容を確認することで、記憶
に定着しやすくなります。
図表②にあるように作業フローに

加え、各作業の概要、時間の目安、作
業場所、使用する道具を示し、短時間
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図表①　 業務基準書のフォーマット記
入例①（業務基準・基礎知識）

　連載の最終回は、「業務基準書」として文章化する際の注意点について解説します。文章化がうまくいか
ないと、手間暇かけて作成したマニュアルも、棚に置かれたままになってしまいます。文章化の3つのポイン
トについて、詳しく見ていきましょう。

最終回 「業務基準書」文章化のポイント

01　会計機能

1．現金会計業務

1．現金会計業務

お支払方法の
全店平均割合

（なに）ご挨拶から金銭授受、包装、お見送りまでを行う業務。お客様がいないときは、
　　　　レジ周辺での業務を行います。
（なぜ）安心・安全な金銭授受と信頼のされる接客でお店のファンを増やすことが目的
　　　　です。
（いつ）開店時から閉店時まで 
（誰が）社員を含む、全スタッフ

会計業務は、お客様のお支払方法によって、業務内容が変わります。 
お支払方法として、多い「現金」を軸に、それぞれのお支払方法については、
該当ページを参照してください。 

①現金会計業務　｜　Ｐ.〇〇参照
現金でのお支払頂く方法です。

②クレジットカード取引業務　｜　Ｐ.〇〇参照
クレジットでのお支払方法です。
ここでは、国内のクレジットカードの説明をしています。

③商品券取引業務　｜　Ｐ.〇〇参照
商品券でのお支払方法です。
店舗を運営しているテナントによって使用できる券に
違いがあります。

④電子マネー取引業務　｜　Ｐ.〇〇参照
電子マネーでのお支払方法です。
店舗を運営しているテナントによって使用できる券に
違いがあります。

⑤銀聯カード取引業務　｜　Ｐ.〇〇参照
中国で使用されているクレジットカードでのお支払方法です。
店舗を運営しているテナントによって使用できる環境があります。

3％

現金
クレジットカード
商品券
電子マネー
銀聯カード

7％

最終更新：○○○○/○○ 01　会計機能

□ 現金会計業務とは

□ 会計業務の種類
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で作業のポイントが分かるようにして
います。これは、業務分析で行った作
業のSOAから作成します。
4）作業の詳細

作業の詳細では、作業ごとの基準、
やり方、ナレッジ、補足説明の4項目
を記載します。

作業基準とは、誰が、どこで、どれ
くらいの時間をかけて、どこまで行う
かの基準です。この基準が明確になっ
ていないと、やる人によって、作業が
ばらついてしまいます。作業時間は目
安の時間となります。それは、店舗の
大きさなどの条件が異なるからです。

作業基準の中で最も重要なのは、ど
こまで行うかの達成基準です。達成基
準が明確にされていないと作業の出来
栄えに、ばらつきが生じてしまいます。

例えば、テーブルの上を拭くように
指示をした場合、ただ拭く人もいれば、
汚れがなくなるまで拭く人もいます。
この差はあいつは気が利かないといっ
た個人の問題として片付けてしまうこ
とが多いです。しかし、どこまでやる
かの達成基準を明確にすれば、個人の
気の利きようにかかわらず、作業の出
来栄えに差は生じにくくなります。

達成基準は、なかなか数字で表すこ

とが難しいことが多いので、図表③
のように写真を使うと伝わりやすくな
ります。また、同時に悪い例も入れて
おくと、対比して、達成基準が分かり
やすくなります。やり方には作業の具
体的なやり方と注意事項を記述します。

その他、ナレッジとして作業のコツ、
作業の補足説明を記載します。例えば、
現金会計業務の中では、図表④のよ
うに正しい接客用語の考え方を記載し
ています。

このように、作業の詳細ではこれら
の4項目を作業ごとに記載していきま
す。作業フロー同様、業務分析で作成
した作業のSOAをもとに記載してい
きます。

3 2つのチェック

業務基準書が一通り完成したら、図
表⑤の項目で内容の最終チェックを
行います。
1）内容のチェック

内容のチェックは、次の6つのポイ
ントを行います。
a．業務の意味・目的は明確であるか

業務基準の中の「なぜ」に書かれて
いる内容が、企業の理念や価値観を具
現化したものになっているかを確認し

ます。
業務は常により良いものに変えてい

くことが重要です。そのためには、今
の業務のやり方よりも本来の業務の目
的を理解している方が重要となります。

また、業務の本来の意味を理解する
ことで、業務をただ行うだけの「作業
化」を少なくすることができます。

企業の理念、価値観が業務基準に書
かれている「なぜ」に一貫性があるか
を確認します。
b．業務分担は明確であるか

業務基準の中の「誰が」、「いつ」、「ど
こで」が明確になっているかを確認し
ます。これが明確にされていないと、
業務の属人化や、好きな仕事だけを行
う人が出てきます。そして、やりたく
ない仕事は、入社したての従業員に集
中することが起こります。そこで、特
別な意味もないのに役割分担に偏りが
ないかを確認します。
c．業務プロセスは明確になっているか

業務プロセスとして、作業フローが
明確になっているかを確認します。な
お、本研究会のフォーマットを活用い
ただければ、作業フローを記述するこ
とが標準となっているので、確認の必
要がなくなります。

図表②　 業務基準書のフォーマット
記入例②（作業フロー）

図表③　 業務基準書のフォーマット
記入例③（作業の詳細）

図表④　 業務基準書のフォーマット
記入例④（作業の詳細）

01　会計機能 1．現金会計業務

最終更新：○○○○/○○ 01　会計機能

□ 現金会計業務の手順
作業フロー

①ウェイ
ティング

●お客様への気配りを行います
●気持ちの良い挨拶を届けます
●お客様がいないときは、レジ
　周辺で商品整理、作業を実施
　します

売場内の
レジ回り

概要 時間目安 場所 使用する道具

― ―

②お迎え
●気持ちの良い挨拶を届ける
●商品を両手でお預かりする

●レジカウン
　ター
●買い物かご

売場内の
レジ回り―

③商品
スキャン

●商品をスキャンし、レジに打
　刻します
●金額を確認します

●レジ
●スキャナー
●レジカウン
　ター
●買い物かご

レジ
カウンター

内
―

⑤金銭授受

●金額を伝えます
●代金を受け取ります
●お釣りをお返します
●代金をレジ泥アーにしまいま
　す

●レジ
●トレー×２
●レジカウン
　ター

レジ
カウンター

内
―

⑥商品梱包
●商品を整えます
●整えた商品をショッピングバ
　ックに入れます

●ショッピン
　グバック
●セロテープ
●レジカウン
　ター

レジ
カウンター

内
―

⑦お見送り
●商品を渡します
●挨拶します　
●お見送りします

●ショッピン
　グバック
●セロテープ
●レジカウン
　ター

レジ
カウンター

内
―

01　会計機能 （1）ウェイティング 

①お客様に常に気を配ります
■レジ周辺で作業をしている場合は、お客様優先を忘れずに気配りをします。

②気持ちの良い挨拶を届けます
■入店してきたお客様を見かけたら、「いらっしゃいませ」と挨拶をします。 
■３ｍ先から聞こえる大きさで挨拶をします。
 
③お客様が選んでいるときは、レジ近辺で商品整理、作業を実施します 
■レジより３ｍ以内の商品整理、作業を行います。※すぐに駆けつけられる範囲が目安です 
■商品整理や作業に没頭しないようにします。接客の方が優先です。 
■もし、商品整理、作業がない場合は、責任者の方に問い合わせます。 

〇 正しいウェイティング 
■お客様が近づいてくるのに気が
　つくよう、中腰で作業します。

× 誤ったウェイティング 
■何もしないで店内を見ている。 
■このような状態は最終的にお客
　さんにコストとして跳ね返ります。

最終更新：○○○○/○○ 01　会計機能

（1）ウェイティング
【場所：売場内のレジ回り】【時間目安：担当時】【誰が：全社員】

【基準】正しいウェイティング、誤ったウェイティング 

1．現金会計業務 01　会計機能 1．現金会計業務

最終更新：○○○○/○○ 01　会計機能

①レジに表示された金額をお客様に伝えます 
■「～円でございます」と正しい接客用語を使います。
 
②代金を受け取ります 
■トレーAで預かった代金は安全ゾーンに置き、トレーの上の代金を確認します。
　(確認の仕方、参照)
■預かった金額を伝え、確認します。(接客用語については、●●ページを参照） 

③お釣りをお返しします 
■お釣りを取り出し、金額を確認します。 
■トレーBにお釣り、レシートを乗せ、再度、お釣りが正しいか確認します。 
■トレーBをお客様の前に置きます。 

④代金をドロアーにしまいます 
■お釣りにお客様がご納得されていることを表情で確認します。 
■トレーAのお預り金をレジ内ドロアーにしまい、ドロアーを閉めます。

■正しい日本語を理解し、間違った日本語に対してはその理由を理解します。 
〇『●●円でございます。』
　×「●●円になります」→「なります」は変化する時に使う言葉です。 
　×「●●円です」→「です」は丁寧語です。お客様に使う言葉として正しくありません。 

〇『●●円お預かり致します。』
　×「●●円からお預かり致します。」→「から」は不要です。使いません。 

〇『●●円ちょうどいただきます』

〇『レシートでございます』
　×「ちょうどお預かり致します。」→ ちょうどいただいているので、「いただく」。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 何も預かっていません。 
　×「レシートのお返しでございます。」→ ちょうどいただいているので、「返す」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ものはありません。 

（4）金銭授受作業
【場所：売場内のレジ回り】【時間目安：―】【誰が：全社員】

（4）金銭授受作業 

【参考】正しい接客用語の考え方
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作業フローを明確にすることで、前
後の作業の理解が進みやすくなり、作
業に順序を設定することで、従業員間
の連携が取りやすくなります。

そこで、作業フローとその順序が適
切であるかを確認します（順序が適切
であるかのチェック方法は、10月号
のSOCを参照ください）。
d．言語化、明文化されているか

言語化、明文化とは、達成基準が明
確になっているか、そして、内容が誰
にでも分かる記載になっているか、あ
いまいな表現が排除できているかなど
の確認を指します。

達成基準とは、作業をどこまでやる
かのゴールです。これが明確になって
いないと、作業の出来栄えが、ばらつ
きます。特に、商品陳列や清掃など、
顧客満足度に影響を与えるような項目
については必須です。業務基準書に、

「きれいに清掃します」と書かれてい
ても、「きれい」というのは人によっ
て基準が異なるので、やる人によって
掃除の出来栄えが変わってきます。

達成基準の他に、作業のコツなどに
ついても、写真やイラストなどを使っ
てできるだけ明確にします。
e．数値化されているか

業務や作業基準や作業のやり方は、
できるだけ数値で表現するようにしま
す。例えば、作業時間などがこれに当

たります。小売り・サービス業は、店
舗や曜日、時間帯などで、来客数や入
荷する品物の量も異なるので、基準を
決められないという意見もありますが、
あえて基準を決めることで、基準に合
わせるためにどうするのかという改善
の視点が生まれます。

あるスーパーマーケットでは、作業
完了の目標時間を設定しただけで、現
場が工夫し、1カ月後には目標を達成
したことがありました。このように、
決められないではなく、まずは仮でも
基準を決めることが非常に重要です。

数値化された目標は、現場での作業
状況を見て、現実的で大きなムリがな
いものになっているかどうかを確認す
ることが大切です。
f．対象者が分かる内容になっているか

誰の視点で記述されているかを確認
します。多くの企業でマニュアルを作
成していますが、読まれない原因の1
つは、読む人にとって難しいという点
です。作成している人は分かりやすく
書いているつもりでも、読み手には難
しい内容になってしまうのです。作成
している人は業務を知っているので、
これくらいは分かるだろうという部分
が省略されてしまうわけです。

一方、読む側は業務のイメージすら
つかめない状態で読むので、これくら
いは分かるだろうと省略した部分が分

からずに理解が進みません。
このように業務基準書を作成する際

は、対象者が分かる内容になっている
かどうかを確認する必要があります。
内容が伝わらないと、業務基準書の作
成自体がムダになってしまいます。

対象者が分かるレベルの内容にする
には、教育で活用するなど、作成した
業務基準書を新しく入った従業員に使
ってもらって、レベル感を修正するの
が最も早いやり方となります。
2）表現法等のチェック

内容のチェックが終了したら、最後
に図表⑥のように表現方法のチェッ
クを行います。チェックのポイントは、
主語、語調、表現方法の3つです。
a．主語
「誰が」という主語を明確にします。

マニュアル類を分析すると、暗黙の前
提で、主語が書かれていないことが多
く見られました。

主語が明確になっていないと、伝わ
りにくい文章となってしまいます。そ
の際の主語は、主人公である従業員（対
象者）が対象者になるように統一する
と、読みやすくなります。例えば、

「店長は、～をする」、「店舗スタッフ
は、～をする」といった具合です。
b．語調

語調もルールを明確にし、統一する
と、読みやすさが増します。使用する
語調としては、柔らかい表現となる「で
す・ます調」を推奨しています。

業務基準書は、基準通りに仕事をし
てもらうこと、基準を改善していくこ
との両方が必要です。「である調」で
強い表現にしてしまうと、基準書通り
に仕事をするという部分に意識が向き
過ぎてしまいます。そのため、柔らか
い「です・ます調」の方が望ましいと
当研究会では考えています。

図表⑤　内容のチェックリスト
項目 評価基準 判定

a.業務の意味・目的
●理念・価値観が反映されているか
●業務の本来の意味は明確か
●対象者の共感が得られるか

○  ・  ×

b.業務分担
●「誰が」行う業務か明確か
●「いつ」行う業務か明確か
●「どこで」行うかが明確か
●対象者の共感が得られるか

○  ・  ×

c.業務プロセス
●前後の工程が理解できるか
●全体を俯瞰して表しているか
●すべての作業が網羅されているか

○  ・  ×

e.言語化・明文化
●誰にでも分かる記載になっているか
●あいまいな表現はないか
●達成度の見える化はできているか

○  ・  ×

f.数値化 ●達成度が数値化されているか
●目標設定はムリ・ムラ・ムダがない設定か ○  ・  ×

g.難易度 ●新人スタッフでも分かる内容になっているか
●新人スタッフでも分かる表現になっているか ○  ・  ×
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c．表現方法
あいまいな表現をなくし、断定的な

表現にします。業務基準書を読む人に
よってさまざまな解釈や捉え方ができ
ては、基準書の意味がありません。

例えば、「～を注意しましょう」と
いったあいまいな表現はやめます。あ
いまいな表現をなくすためには、「注
意します」ではなく、「何のどこに着
目し、どうするのか」を具体的に分解
して、記述していきます。

また、二重否定のような分かりにく
い表現は避けます。例えば、「雨が降
っていないときは、傘立ては店頭に出
さないようにしましょう」ではなく、

「雨が降っているときは、傘立てを店
頭に出します。雨が止んだら、傘立て
は所定の場所にしまいます」という形
で、くどくなってもよいので、シンプ
ルに断定的に記述します。

4 最後に

これまで6回にわたり業務基準書の
意義から作成方法について、連載させ
ていただきました。これまでの連載を
通じて、業務基準書は単なるマニュア
ルではないことは感じていただけたの
ではないでしょうか。

業務基準書は、企業の基幹システム
だといえます。業務標準とノウハウを
蓄積するシステムで、小売り・サービ
ス業の課題を解決するよい仕組みだと
考えています。

属人性の排除というのが、小売り・
サービス業の大きな課題です。業務が
属人化してしまうと、スーパーマンの
数しか、企業規模は大きくなりません。

スーパーマンの育成に注力するとい
う方向性もありますが、確実にスーパ
ーマンを育てられるかという不確実性
や事業展開のスピードが遅くなるとい

うこともあります。そのため、多くの
企業では、業務を標準化し、人に伝え
やすい形に見える化していくことが必
要であると考えます。

また、小さなノウハウが人に蓄積し
ていきますが、組織にはノウハウが蓄
積しにくいのが現実です。そのため、
組織にどのようにノウハウを蓄積し、
進化していくかというのが、競争力を
保つ上で大きな課題となります。

ベストプラクティスの横展開は多く
の企業で行われていますが、学んだベ
ストプラクティスを社内のマニュアル
等に取り込んで、現場に落とし込めて
いる企業は多くありません。ベストプ
ラクティスを聞いて、「いい話を聞い
た」だけでは、企業は進化しません。
それが現場に落とし込まれ、現場で実
行されて、初めて意味のある活動にな
るのです。

このように業務標準化、ノウハウの
蓄積という2つの機能を持つ業務基準
書は、小売り・サービス業の課題を解
決する上で必須の仕組みであると考え
ています。

しかし、業務基準書にも課題はあり
ます。

日本の現場は、業務基準書のような
仕事を決められるのを嫌うのです。ク
ライアント先でマニュアルの活用につ
いて言及すると、「マニュアル人間が
できて、現場の創造性が失われる」と
反論されることが多いのも事実です。

このような発言の背景には経営幹部
が現場出身であり、マニュアル通りに
やると現場は回らないという自身の経
験からくるのであろうと思います。

これは、マニュアルという仕組みが
悪いのではなく、マニュアルの中身や
運用方法に誤りがあるのだと当研究会
では考えています。人間が行う以上、
業務の引き継ぎや人材育成は、口で伝
えるか、文章で伝えるか、2つしか方
法はありません。個人の記憶に頼り、
口伝で引き継ぎや人材育成を行ってい
くと、人によって教える内容はばらつ
き、もともと気の利く人は育っても、
それ以外の人は育ちません。

そのため、店長会議などで、「この
間の施策、A店ではやっていないぞ。
どうなっているんだ」（経営幹部）、「現
場には言ったんですけどね」（店長）
ということが繰り返されるのです。

また、業務基準書導入の意志決定も
難しいものになります。

それは、結果がすぐに出ないからで
す。業務基準書を作成しても、すぐに
オペレーションが標準化されるわけで
はなく、漢方薬のように徐々に標準化
されていくのです。そのため、短期的
な視点で見ると、作成の手間が増える
分だけコストはかさみます。長期的な
競争優位性を目指して、経営者の理解
と本気度がないと、成果を獲得するこ
とはできないのです。実際、検証実験
にご協力いただいた企業でも、良さは
分かっていただきましたが、全店展開
までには至りませんでした。目先の課
題が優先されてしまうのです。

経営者はぜひ、長期的な視点で、業
務基準書を会社のインフラにするとい
う意思の強さと粘り（覚悟）を持って
取り組んでください。それが大きな利
益を生むのです。 

図表⑥　表現方法のチェックリスト
要素 ポイント 詳細

a.主語 「店長・店舗・店舗スタッフ」 ●対象者が主語になるよう表現を統一する
※店舗以外の場合も留意すること

b.語調 「です・ます調」 ●語調をそろえる
●対象者を意識した言葉遣いをする

c.表現方法 「こうします」
「こうしてはいけません」

●「注意しましょう」などはあいまい
●断定的な表現を用いること
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