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1 業務の調査とは

業務分析は、「業務の調査」と「業
務の標準化」に分けて考えることがで
きます。「業務の調査」とは、現場で
行われている業務を調査し、見える化
することをいいます。「業務の標準化」
は、業務の調査によって見える化され
た業務の良しあしを評価し、標準とし
て基準を設定することです（「業務の
標準化」の考え方については、次号で
詳細を解説します）。そして、それが
業務基準書として記述され、現場に配
布されることになります。 

業務の調査は「業務棚卸し」と「サ
ービス・オペレーション・アナルシス 

（以下、SOA）による業務分析」の2
つのステップで実施します。「業務棚
卸し」は現場で行われている業務を洗
い出し、作成すべき業務基準書のリス
トを作成します。洗い出された業務の
一つ一つに対して、SOAを使って、
業務を見える化します。

2 業務棚卸し

①業務棚卸しとは
業務棚卸しとは、現場がどのような

仕事を行っているかを洗い出すことを
いいます。業務棚卸しでは、各仕事の
名称と範囲、粗さを決めることを目的
としています。例えば「荷受け業務」
であれば、店舗に届いた荷物や商品を
確認し、検品、倉庫受け入れまでを業
務範囲として設定する、といった具合
です。

仕事の名称と範囲は企業ごとに異な
るので、各社で実態に合わせて洗い出
すことが必要です。例えば同じ ｢荷
受け業務｣ という名称の業務範囲で
あっても、「店舗に届いた荷物や商品
を確認し受け入れまで」と設定してい
る企業もありますし、「受け入れた後、
仕分けまで」をその業務範囲とする場
合があるからです。

次に、仕事の粗さを設定します。図
表①のように、一つ一つの「動作」が
｢詳細作業｣ となり、「詳細作業」の
集合体が「作業」となり、作業の積み

重ねが「業務」となります。そして、
「業務」が連携して企業の「機能」と
なり、経営に関わる重要な要素です。
業務基準書を作成する際には、適切な
粗さで作る必要があります。例えば作
業レベルで作成した場合、図表①では

「領収書発行作業」についての業務基
準書を作成することになりますが、1
つの仕事をするのに複数の基準書を参
照する必要があり、現場の負担が大き
くなります。その結果、作成された基
準書は現場で使われなくなってしまい
ます。

動作動作

業務基準書へ記載しない業務基準書へ記載しない

商品管理商品管理 発注書に
記入する
発注書に
記入する

発注書を
取り出す
発注書を
取り出す 探す探す

手放す手放す

運ぶ運ぶ

つかむつかむ

手を伸ばす手を伸ばす

見つける見つける

発注書を
仕分けする
発注書を
仕分けする

記入する記入する

ペンを取るペンを取る

発注書を
送信する
発注書を
送信する

上長印を
もらう
上長印を
もらう

発注書を
発行する
発注書を
発行する発注発注

1つの
ファイルに
収まる

1つの
ファイルに
収まる

詳細作業詳細作業業務業務 作業作業機能機能

業務基準書に記載する
仕事の単位

業務基準書に記載する
仕事の単位

鍜治田 良日本生産性本部　主任経営コンサルタント
サービス産業生産性協議会　仕組み化研究会メンバー

サービス産業「仕組み化」理論
連載 現場を強くし、人材を育てる

図表①　仕事の単位例

　連載第4回は、いよいよ業務基準書作成のための「業務分析」「業務調査」について解説をします。業務
分析を行ったことのない方でも、誰でも簡単に実施できる分析ツールである「サービス・オペレーション・
アナリシス（SOA）」によるフレームワークを中心に説明します。

第4回 業務分析と業務調査

図表②　仕事の単位の定義
名称 説明 具体例
機能 経営や運営に関わる機能を持つ業務群 「商品管理」「後方業務」など

業務 複数の作業で構成されるひとくくりの
仕事（通常は複数の人が関わる）

「清掃」「荷受け」「お客さま対応」
など

作業 1つの作業目的を遂行する最小の作業
区分

「荷受け業務の検品」「品出し業
務」「倉庫保管」など

詳細作業 作業を構成する要素で、目的別に区分
される一連の動作

「荷受け業務の備品の返却」「店
内清掃備品の整理」など
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本研究会で考える仕事の単位は、図
表②の通りです。そして、業務基準書
は、作業の積み重ねである業務の単位
で作成することが望ましいと考えてい
ます。また、業務をまとめた機能単位
で出来上がった業務基準書をファイリ
ングすることが、検索性の観点から望
ましいと考えています。
②業務棚卸しのやり方	

業務棚卸しは、「業務の洗い出し」「業
務の内容確認」の順で行います。

業務の洗い出しは、図表③のよう
な棚卸し表を使って行う場合とKJ法
を使う場合の2通りあります。

棚卸し表を使った業務棚卸しでは、
図表③のような表を活用して、機能ご
とに業務を洗い出していきます。一方、
KJ法の場合、初めに業務の粒度を考
えず、思い付くままに付箋紙に仕事を
書き出していきます。そして、書き出
した仕事をグループ化し、仕事の粒度
がおおむね業務の単位くらいの大きさ
になっているかを確認した後、業務と
してリストアップしていきます。

棚卸し表、KJ法、共に洗い出され
た業務の内容を確認していきます。確
認の視点は、洗い出された業務に漏れ
がないか、実際に現場で行われている
仕事の流れに沿って業務の洗い出しが
行われているかです。具体的には「現
金管理」という業務が出された場合、
その中身が何なのかを想像するとよい
でしょう。例えば、「現金管理」業務
の中身に返金作業、（レジ締め時の）
現金確認作業など現金管理に関する作
業が含まれているとします。返金作業
であればレジ業務に含まれる作業とな
り、一方、現金確認作業であればレジ
締め業務に含まれる作業となります。
この2つの業務は似たような業務です
が、行うタイミング、担当者などが異

なることがあります。
レジ業務であればパー

ト・アルバイトが行うこ
とになりますし、レジ締
め業務になると正社員な
ど、限られた人が行うケ
ースもあります。また行
うタイミングも、レジ業
務であれば店舗が開店し
ているときは常に発生し
ますし、レジ締め業務は
閉店のタイミングになります。このよ
うに業務の流れに沿わずに業務の洗い
出し、設定をしてしまうと、業務基準
書を活用する際に一つの仕事をするの
に複数の業務基準書を見なければなら
なかったり、探しにくかったりして、
次第に使われなくなってしまうことが
懸念されるのです。

3 SOAによる業務分析

①SOAとは
SOAとは、Service Operation  

Analysisの略で、本研究会が業務分
析のために開発した業務の見える化の
フレームワークです。このフレームワ
ークを使うことで、業務調査で得るこ
とのできる情報の「範囲」と「深さ」
をそろえることができます。もしこれ
を使わないと、複数のメンバーで業務
調査をした場合、基準書の出来栄えが
ばらばらになってしまうことが懸念さ
れます。また、これを使うことで、業
務分析に慣れていない方でも、業務基
準書に必要な情報を漏れなく抽出・分
析することができるのです。 

SOAは図表④のようなフレームワ
ークです。調査すべき項目は、大まか
に は 業 務 も し く は 作 業 の 内 容

（What）、業務や作業の基準（Why、
When、Where、How）、業務や作

業を行うに当たって必要な資源
（Who、Tool）の3つです。（詳細は
図表⑤）

このフレームワークを使い、一つの
業務を3つの視点から分析することが
できます。具体的には、①業務の分析、
②作業の分析、③作業フローの分析の
3つの視点で分析します。
図表⑥のように、SOAは業務単位

で一枚のSOAを作成し、業務を作業
に分解した作業単位のSOAを作成し、
2つの階層のSOAを作成します。1つ
のフォーマットを業務単位、作業単位
の2つの階層で活用します。ただし、
業務と作業のSOAでは、調査すべき

図表③　機能・業務のリストアップシート

図表④　SOAのフォーマット

機能・業務のリストアップシート機能・業務のリストアップシート

レジ機能レジ機能 お会計業務
レジ締め業務
お会計業務
レジ締め業務

年　　　月　　　日年　　　月　　　日

作成担当者：作成担当者：

番号番号

11

機能名機能名 業務業務

基準【rule/control】基準【rule/control】
・行動基準（Why：なぜ）
・時間基準（When：いつ）
・場所基準（Where：どこで）
・達成基準（How：達成レベル）

・行動基準（Why：なぜ）
・時間基準（When：いつ）
・場所基準（Where：どこで）
・達成基準（How：達成レベル）

資源【resource/cost】資源【resource/cost】

業務もしくは作業業務もしくは作業

・人（Who：誰が）
・ツール、設備（Tool：ツール）
・人（Who：誰が）
・ツール、設備（Tool：ツール）

（What：何を）（What：何を）
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事項が異なります。
②業務の調査

業務の分析には、業務単位のSOA
を作成します。

業務のSOAでは、業務の内容・範
囲（What）、業務の基準として行動
基準（Why）、時間基準（When）、
資源として人（Who）の項目につい
て調査をします。

業務の内容・範囲は、業務棚卸しで
行った名称を記述した後、その業務の
範囲を記述します。次に、なぜ、その
業務を行っているのか、業務の目的や

意味を明確にします。そして、いつま
でにするのか、誰がするのかを明確に
していきます。

このステップでのポイントは、「な
ぜ」その業務を行っているのかを明確
にすることです。例えばある小売店で
の例ですが、その店舗では、朝の品出
し業務は早朝の開店前に実施していま
した。その際、商品を投げるというシ
ーンを見掛けました。商品を乱暴に扱
い、汚れや傷があるとお客さまに満足
を得てもらえません。しかし、お客さ
まとの接点のない早朝作業のみ出勤し

ているメンバーには、「お客さまにき
ちんとした商品を届けて、満足しても
らう」という本来の業務の意味は伝わ
っておらず、品出し業務は形だけの作
業となり、早く終わらせるために商品
を投げるようになってしまっていたの
です。このように、業務の連鎖が長く
なればなるほど、本来の仕事の目的意
識は薄れ、作業自体が目的化してしま
うのです。それを防ぐために「なぜ」
を明確にすることが重要です。
「なぜ」を明確にする際には、企業

理念や価値観から本来の仕事の意味を
考えていきます。このプロセスを行う
ことにより、企業理念や価値観への理
解が深まるという、メリットも期待で
きます。
③作業の調査

業務の分析の次に行うのが作業の分
析です。業務を分解して、作業単位の
SOAを作成します。作業のSOAを作
成する際には、現場に行き、実際の業
務を観察しながらSOAを作成するこ
とが重要です。作業のSOAは、各作
業の内容（What）、基準として時間
基準（When）、場所基準（Where）、
達成基準（How）、資源として人

（Who）、ツール・設備（Tool）の6
項目を調査します。

実際の現場でSOAに書き込んでい
くのは難しいので、現場調査では図表
⑦のようなフォーマットで下書きを
してからSOAにまとめていくとよい
でしょう。 
④作業の流れの確認

作業のSOAが完成したら、作業の
順序通りにSOAを並べてふかんし、
その作業の手順でよいかの確認を行い
ます。

業務の流れを調査する際 、なくす
ことはできないか、同時にできないか、

図表⑤　SOAの項目の詳細

図表⑥　業務単位と作業単位のSOA

基準【rule/control】基準【rule/control】
（なぜ）（なぜ）

（何を）（何を）

（いつ）（いつ）
開店までに終了開店までに終了

資源【resource/cost】資源【resource/cost】
（誰が）（誰が）
社員を含む、全スタッフ社員を含む、全スタッフ

荷受け業務荷受け業務

基準【rule/control】基準【rule/control】
（いつ）10分
（場所）倉庫、荷受場所
（達成レベル）
　※作業スペースが整理整頓されている画像

（いつ）10分
（場所）倉庫、荷受場所
（達成レベル）
　※作業スペースが整理整頓されている画像

・使用する道具の準備
・作業スペースの確保
・納品アイテムの内容・数量の確認

・使用する道具の準備
・作業スペースの確保
・納品アイテムの内容・数量の確認

資源【resource/cost】資源【resource/cost】
（誰が）全社員
（ツール）オリコン・ドーリー・パルティナ
（誰が）全社員
（ツール）オリコン・ドーリー・パルティナ

商品の受取り商品の受取り

業務単位のSOA業務単位のSOA 作業単位のSOA作業単位のSOA

分解分解

基準【rule/control】基準【rule/control】
（いつ）10：00～
（場所）倉庫、荷受場所
（達成レベル）
　安全・安心に配率された受取りがなされてい
　るか。

（いつ）10：00～
（場所）倉庫、荷受場所
（達成レベル）
　安全・安心に配率された受取りがなされてい
　るか。

・商品の納品場所の確定
・商品納品量の確認
・納品パルティナの返却

・商品の納品場所の確定
・商品納品量の確認
・納品パルティナの返却

資源【resource/cost】資源【resource/cost】
（誰が）全社員
（ツール）オリコン・ドーリー・納品
（誰が）全社員
（ツール）オリコン・ドーリー・納品

商品の受取り商品の受取り

基準【rule/control】基準【rule/control】
（いつ）15分
（場所）倉庫、荷受場所
（達成レベル）
　納品ルールは守られているか。正確-丁寧か

（いつ）15分
（場所）倉庫、荷受場所
（達成レベル）
　納品ルールは守られているか。正確-丁寧か

・伝票照合
・品数確認
・■■確認

・伝票照合
・品数確認
・■■確認

資源【resource/cost】資源【resource/cost】
（誰が）全社員
（ツール）ハンディ端末
（誰が）全社員
（ツール）ハンディ端末

検品検品

基準【rule/control】基準【rule/control】
（いつ）30分
（場所）倉庫、荷受場所
（達成レベル）
　※分かりやすく仕分けられた画像

（いつ）30分
（場所）倉庫、荷受場所
（達成レベル）
　※分かりやすく仕分けられた画像

・お客様注文分の仕分け
・カテゴリーごとに仕分ける
・店舗レイアウトに沿った仕分け

・お客様注文分の仕分け
・カテゴリーごとに仕分ける
・店舗レイアウトに沿った仕分け

資源【resource/cost】資源【resource/cost】
（誰が）全社員
（ツール）軍手・カッター・ドーリー・オリコン
（誰が）全社員
（ツール）軍手・カッター・ドーリー・オリコン

仕分け仕分け

商品を整理整頓することで、作業効率が向上。
入荷した商品は、お客さまにご購入いただくも
のである。お客さまのお買物のサポートをする。

物流センターから店舗に届いた商品を受け取
り検品をして売場へ陳列する。お客さまのご予
約分を商品の確認や倉庫管理までを行う業務。

構成要素 詳細説明

基準

行動基準 Why なぜ
何のために

●「何のために」行うかが記載される。各企業の理念
や価値観が反映された「業務の本来の意味」を表
す基準。

時間基準 When いつ ●「いつから行うか」「いつまでに行うか」「実施期間」
が記載される。時間的な基準。

場所基準 Where どこで ●「実行」する場所が記載される。場所および範囲に
関する基準。

達成基準 How
（many/much）

どのくらい
どのように

●「アウトプットの達成度」が記載される。写真や図
表など可視化されている必要がある。達成度合い
の基準。

アクティビ
ティ 実施事項 What 何を

●「業務・作業名称」または「意志決定」。記述には名詞、
動詞、または動名詞を用いる。内容についても明
確に記述する。

資源
人 Who 誰が

●業務や作業を実行するために必要な人的リソース
が記載される。職種や作業者タイプ（店長、アル
バイト）で記述する。

ツール
設備 Tool −

●業務や作業を実行するために必要な物的リソース
が記載される。

●使用するフォーマットや、道具なども記述する。
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順序を入れ替えることはできないか、
より簡単にできないか、並行作業をす
ることはできないかなどの視点で
SOAの流れを見ると、業務の見直し
になります。

また、比較対象として、複数店舗の
SOAで書き表してみることで、より
良い業務の流れを検討することができ
ます。

4 業務調査のポイント

業務調査のポイントは、｢複数店舗
を現場で目的を持って調査すること｣
です。
①複数店舗を調査する

1つの業務基準書を作るのに複数店
舗の調査をすることは、非常に手間の
かかることです。しかし、店舗の大き
さ、レイアウトなど、店舗の条件は異
なります。そのため、1店舗の現場調
査から作成した作業のやり方や基準が
他の店舗で良いとは限りません。全て
の店舗を調査することはできませんが、
少なくとも条件の大きく異なる2店舗
は調査を行い、汎用性を持たせること
が必要です。 

研究にご協力いただいた企業では、
黒字店と赤字店の2店舗の調査を行い、
SOAの作成を行いました。黒字店と
赤字店では、作業のSOAの流れなど
が大きく異なり、改善の糸口を見つけ
ることができました。
②現場で調査する

業務の調査をするに当たり、「現場」 
で行うことが必須です。会議室であれ
これ議論しても良いものにはなりませ
ん。仮に現場での調査をしないで業務
基準書を作成しても、実際の業務と業
務基準書との乖

かい
離
り

が大きく、参考にな
らないため、棚の肥やしになってしま
います。これでは、業務基準書を作成

した時間分だけ無駄になります。
実際に調査を行った企業でも、現場

調査の過程で、本社の作成したマニュ
アルが全く守られていないことが判明
しました。 本社オフィスの直下にあ
る店舗でさえ、マニュアルが機能して
いなかったのです。調査を行った後、
マニュアルを見ながら、｢あるべき論
が書かれているだけで、現場の実態を
考慮したものではなかった｣ と、こ
の企業のご担当者の方は反省されてい
ました。さらに、「本部が出す通達や
指示は、会社を良くする実効性の高い
ものではなく、本部が“現場に指示し
ました”と経営者に言い訳をするため
に行っていた」ともおっしゃっていま
した。この経験を通じて、現場の調査
の重要性を身をもって感じておられた
ようです。
③目的を持って調査する

目的とは、業務基準書を導入する目
的のことです。業務改善によるコス
ト削減を目的にしているのであれば、
｢なぜ、この業務をやっているのか｣
｢なくすことはできないのか｣ と問い
掛けながら調査を行うと、改善の芽が
たくさん見つかります。また、人材育
成であれば、｢なぜ、人が育たないの
か｣ ｢どこが分からないのか｣ と問い

掛けながら調査を行えば、分かりにく
いポイントなどが見つかり、それを業
務基準書に反映させることで、 人材育
成に対し、高い効果を期待できる業務
基準書とすることができるでしょう。

ある小売店では、調査の過程で物流
の大きな無駄を見つけることができま
した。その小売店では、商品の大小を
問わず、物流センターから店舗に配送
していました。小さい商品は、購入後
お客さまが持ち帰るのですが、大きい
商品については、ほとんどのお客さま
が後日配送としていました。そして、
その配送は物流業者にお願いしていま
した。

結局、お客さまが持ち帰らない大き
い商品については、店舗まで運んでも
無駄であり、物流センターから直接お
客さまの元に届けるのがよいことが分
かりました。この事例は非常にばかげ
た話に聞こえますが、業務が細分化さ
れた大きな企業ほど、このような事例
は調査の中で数多く出てくるのです。

次回は、SOAで見える化した業務
を標準業務としてもよいかを判定する
ツール「サービス・オペレーション・
クライテリア－Service Operation 
Criteria（SOC）－」について解説
します。 

図表⑦　現場での調査シート
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