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要約

従来、企業システムが、生産システ
ム、あるいはビジネスエコシステム
の形成という状況認識抜きで議論さ
れてきた。さらに、企業システムの
構築に当たっては、コンサルタント
あるいはコントラクタの視点から議
論されてきたが、オーナの視点から
議論されてこなかった。そこで、新
たな視点に立って、ビジネスエコノ
ミクス、企業組織論、さらに急激に
進歩しつつあるコンピューティング
技術を援用する、新たなビジネスエ
ンジニアリングを検討する。
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1. はじめに

Davenport (1993)

• そこで必要となる革命的アプローチには、
ビジネスを構造化する方法と改善の方法
が含まれていなければならない。

• キープロセスの観点から見なければなら
ない。キープロセスにおいて非常に大き
なレベルの改善を達成することは、

• 革新的な技術と組織上の資源を駆使して、
キープロセスの始めから終わりまでリデ
ザインすることを意味している。

Marshall (2000)

• 最近のコンピュータおよび通信技術の発
展によって、グローバルなビジネスシス
テムが可能になった。契約と法律の原理
に基づく概念と、複雑適応系の研究の知
見を適用すれば、それを1つのグローバル
なビジネスネットワークの一部であるか
のように機能させることができる。

Heidrich et al. (2017))

• 企業は2つの基本的なアクションが必要、
１つ目は、組織改革戦略の確立や、一般
的なシステムズエンジニアリング適用能
力の強化、組織変更など。
２つめは、統合システムズエンジニアリ
ングプロセスの確立、手法、技法、ツー
ル専用分野の実装などの技術的な変更
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2. 企業システム－システムの特性

Ulrich & Probst (1991)

• 表1に示すように、可変的な社会的目
的を持つ社会システムは、物質的レベ
ルでは人間と、設計された「構成部
品」、すなわち技術システムというサ
ブシステムから構成される。

• 企業システムも、社会的システムと考
えれば、ビジネスエンジニアリングの
対象である企業システムも、人間（組
織）に加え技術システムすなわち生産
設備もサブシステムと考えられる。

• さらに、今や情報システムを欠く企業
は考えられないことから、それを組織
活動の一部を代替するもう一つのサブ
システムと考えられる。

表1. システムの体系的分類
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2. 企業システム－企業環境

Ulrich & Probst (1991)（前出）

• 企業環境の諸次元を図1のように示し
ている（加筆：チャネル、Osterwal
－der & Pigneur(2010)に等しくな
る）。

図1 企業環境の諸次元
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3. 企業システムの構築－技術システム

Cleland & King(1983)

• 技術システムすなわち生産設備の
構築のステージングは、表2に示し
ように、すでに確立されていると
言えよう（一部加筆）。

• このステージングは、まさにオー
ナのプロジェクトステージングで
あって、コントラクタは遂行
フェーズすなわちステージ5,6,7を、
オーナの管理下で遂行する。

• 必要に応じて、準備または着手
フェーズでコントラクタあるいは
コンサルタントが徴用されること
になる。

表2 プロジェクトステージ
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3. 企業システムの構築－実現可能性調査

• プロジェクト投資決定の鍵を
握るのが、表2に示すステージ
3で行われる実現可能性調査で
ある。

• 従来、国の内外を問わず、プ
ロジェクトマネジメントのガ
イドブックには記載されてい
なかった。

• その典型的な調査報告書の目
次を表3に示す。ただし、この
報告書はオーナ（顧客）が提
示した付託条項(Terms of Ref-
erence)にもとづいて、エンジ
ニアリングコントラクタが作
成したものである。

表3 実現可能性調査報告書
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3. 企業システムの構築－実現可能性調査(2)

• この報告書はオーナ（顧客）が提示
した付託事項(Terms for Reference)
にもとづいて、エンジニアリングコ
ントラクタが作成したものである。

• 「3.マーケット調査」、「7.見積売
上」をエンジニアリングコントラクタ
が作成できるのは、石油製品のような
公的機関が統計データを公表している
商品についてのみである。

• 元来、この種のデータはオーナが保有
し、何らかの方法にもとづいて推測す
べきものであり、未経験の商品につい
ても、しかるべき「ビジネスエコノミ
クス」を適用して推測すべきものと考
える。

• このことは、「6.運転費推算」にも当
てはまるもので、「6.4労務費（組織
図、給与）」についても同様であるが、

• しかし、この段階で策定されるべき組
織図は、必ずしも厳密なものである必
要はない。

• ただし、後述するように、情報システ
ム構築に当たっては、しかるべき「企
業組織論」に裏付けられた組織が設計
されなければならないと考える。
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3. 企業システムの構築－プロジェクト組織の組合せ

• オーナ、コントラクタあるいはコ
ンサルタント、これら3者のプロ
ジェクト組織の組合せは、一般的
に表4に示すものになるものと考
えられる（筆者(2006)（加筆））。

• オーナは企画・定義段階では、マ
トリクス組織であるが、設計・構
築段階ではタスクフォース組織に
なる。一方、企画・定義段階では、
コントラクタあるいはコンサルタ
ントはタスクフォース組織である
が、設計・構築段階では、コント
ラクタはマトリクス組織になる。

• 繰り返しの多い小規模なプロジェクト
はタスクフォースになる。

表4. オーナ、コントラクタの組織の組合せ
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3. 企業システムの構築－企業システム

企業参照モデル

• Williams et al. (1991)のPERA 
(Purdue Enterprise Reference 
Architecture) は、本論と同じ3つの次
元、すなわち人、設備およびシステム
で捉え、8つのエンジニアリングライ
フサイクルに分割している。

• プロジェクトフェーズは実現性調査に
始まり、エンジニアリング、運転、更
新または廃棄の4つに分割しており、
表2に示す投資決定段階はない。

リエンジニアリング

• Harmon et al.(2001)のビジネスプロ
セスリエンジニアリング(Business 
Process Re-engineering, BPR)の原図
に「承認フェーズ」を追加した修正版
を図2(次頁)に示す。

• この「承認フェーズ」では、表2に示
した投資決定とそのために必要な諸調
査を含むものとする。なお、原図も含
め修正図でも、ビジネスプロセスを
「商品・サービス」、「情報システ
ム」、そして「組織」の3次元で捉え
ているが、商品・サービスは生産設備
にまで及んでいないものとする。した
がって、技術システムとの重複はない。
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3. 企業システムの構築－BPRの手順

図3 BPRの手順
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3. 企業システムの構築－バリューチェーン

• Porter(1985) は．図3（加筆）
に示すバリューチェーンを提示
しているが、この図は企業組織
の基本形をも示していると言え
よう。

• 加筆した情報システムは、言う
までもなく、その情報システム
の存在は、今や必須であるから
である。

• 「製造」を「製造・物流」とし
たのは、表5(次頁)に示すように、
国の内外に展開されるように
なったからである。 図3 バリューチェーン
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3. 企業システムの構築－バリューチェーン(2)

• Porter(1986)が、活動別配置・調
整問題を表5の様に示している。

表5 活動別配置・調整問題
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3. 企業システムの構築－企業間連携

Iansiti & Levien (2004) 

• エンタープライズ・コンピューティン
グの分野で、初めて広く利用される緩
やかな連結のネットワーク・アプリ
ケーションは、1980年代に出現した
EDI (電子データ交換)は、組織を超え
た調達や受注管理などのビジネスプロ
セスを接続するために広く使われた。

• インターネット・アプリケーションの
第一世代は、旧来の伝統的なシステム
やクライアント・サーバー・システム
との統合には失敗した。しかし、
1990年代後半、XML は、多くの既存
の異なるコンピュータ・プラット
フォームを結ぶのに必要なフレーム
ワークを提供した。

山本陽平(2010)

• 各種多様なデータは最終的に、「ウェ
ブサービス」を介して、他のネット
ワーク参加者からもアクセス可能にな
り、ビジネスネットワーキングは新し
い段階を迎えた。

• EDIやHTML (Hyper Text Markup 
Language)、XMLなどの標準が広く普
及した結果、企業が技術的なインフラ
ストラクチャとビジネスプロセスの両
方を統合できる、本当の意味で相互接
続されたエコシステムが創出されるこ
とになった。
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3. 企業システムの構築－企業間連携(2)

筆者(2017)

• 図4に示すような、ビジネ
スエコシステムの形成、
あるいはB2B2Cビジネス
モデルの形成が常態化し
つつあると言えよう。

図4 企業連携バリューチェーン
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4. ビジネスサイエンス

ビジネスサイエンス

• 上述したように、技術システムす
なわち生産設備の実現性調査の際
には、マーケット調査、見積売上
推定に「ビジネスエコノミクス」
を援用することになる。

• 実現性調査での労務費算定のため
の概略組織設計、あるいは詳細な
組織設計をするには、当然「企業
組織論」を援用することになる。

• 組織は合理性に加え、人間性にも
配慮したものでなければならない。
また、この組織と組織間の情報の
流れは、情報システム設計に不可
欠なデータでもある。

• 情報システム設計に当たっては、
いうまでもなく「ビジネスコン
ピューティング」技術を駆使する
ことになるが、

• 情報システムは企業組織と生産シ
ステムを繋ぐものであり、両者の
生産性を左右する重要な役割を
担っており、特に組織と情報シス
テムの相補性にはしかるべき配慮
が必要と考える。
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4. ビジネスサイエンス－ビジネスエコノミクス

ビジネスエコノミクスと題する5冊
の成書を調査した（筆者(2017)）。

• 伊藤元重(2004)は価格戦略に、
Nellis & Parker (2006)は需要・
供給からの価格決定に、

• 藤江昌嗣(2016)は消費者行動と企
業の生産・供給行動に力点を置い
ている。

• 何れも、いわゆるエンジニアリン
グエコノミクスについては、一切
触れていない。この分野は、むし
ろBrealey & Myers(2000)などの
コーポレートファイナンスが扱っ
ている。

人工知能の適用については、

• 山口雄大(2018)は需要予測につい
て、人工知能が適用されるように
なり、例えば①変動追従型、②根
拠対策型、③変動察知型、④要因
予測型、⑤ゼロベース型の5種類の
AIが適用されている。
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4. ビジネスサイエンス－ビジネスオーガニゼーション

種々の組織論と題する14冊の成書を
調査した（筆者(2018)）。

• Picot et al. (1997)が、その著書
「組織」で、企業組織を論考して
いる。そして、今日の状況におい
て効率的とされた組織形態も時間
の経過とともに、次のような理由
でその優位性を失うかもしれない。
①新しい組織形態が開発される。
②重要な状況の特性が変化する。
③より適切な理論が開発されると
している。

• Galbraith(1973)は、課業の不確実
性（課業の遂行に必要な情報量と、
組織がすでに持っている情報量と

の差）という点から、組織デザイン
戦略を体系的に展開し、組織設計の
諸方策として図5を示している。

図5 組織設計上の諸方策
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4. ビジネスサイエンス－ビジネスオーガニゼーション(2)

八木陽一郎(2011)

• 経営組織についての論述
のなかで、表6に示す成
長段階モデルを提示して
いる(Greiner(1972))。

• 組織設計をする際に、自
社がどの成長段階にある
のかを認識するのは標準
的アプローチと言えるの
ではなかろうか。

表6 Greinerの成長段階モデル
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4. ビジネスサイエンスービジネスコンピューティング

• ビジネスコンピューティング（筆
者(2018)）は、今や企業はデジタ
ルビジネスを成長させるためのAPI
中心のアプローチを積極的に採用
している。

• apigee(2016)は、24ヶ所のデータ
センターからなる数百の顧客から
の、2014年と2015年のクラウドで
見られる何億ものAPIコールトラ
フィックを図6のように示している。

• 小林雅一(2005)は、クラウドコン
ピューティングは、パソコン中心
の情報処理からインターネット中
心の情報処理へと向かうIT産業の
パラダイム転換を指すとしている。 図6 APIトラフィック
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5. マネジメントサイクル

• 著名なマネジメントサイクルはPDCAサイ
クルである。設備投資を伴わないビジネ
スプロセスのマネジメントサイクルにつ
いては、製品・サービス、組織、情報の3
次元PDCAサイクルが適用できると考える。

• 設備投資を伴う場合は、設備計画・投資
決定の後に、さらに設備運転の前には、
詳細設計、資材調達、現場建設のフェー
ズが必要である。故に、図7に示す、設備、
情報、組織の3次元PBOCマネジメントサ
イクルが適用されるべきものと考える。

• 既に述べた企業成長モデルを考えると、
PDCAサイクルが繰り返された後にPBOC
サイクルが登場すると考えられる。 図7 PBOCマネジメントサイクル
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6.考察

• 企業システムについては、既に
1991年にPERAモデルが発表さ
れており、新たに提起されたも
のではないが、そのエンジニア
リングマネジメントについては
オーナの視点から議論されてこ
なかった。新たな議論が必要と
考える。

• ビジネスエコノミクスはエンジ
ニアリングの視点から再構成が
必要であり、ビジネスオーガニ
ゼーションにはより具体的なア
プローチが求められる。

• コンピューティングの進歩は、
日々ビジネスエンジニアリング
に取り込まれなければならない。

• マネジメントサイクルについて
も企業システムの構築について
は、従来のPDCAサイクルに代
わる新たなPBOCサイクルモデ
ルが不可欠と考える。
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まとめ

• 今や、コンピューティング技術
の発達によって、ビジネスモデ
ル、あるいはビジネスアーキテ
クチャと言うべきかもしれない
が、急速に変わりつつある。

• また、人工知能あるいはブロッ
クチェーンなどが社会の在り方
を変えつつある。

• オーナ視点のビジネスエンジニ
アリングがますます必要とされ
るであろう。

• ビジネスエンジニアリングの進
展には、さらなるビジネスエコ
ノミクス、ビジネスオーガニ
ゼーション、そしてビジネスコ
ンピューティングの進展が不可
欠と言えよう。
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