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概要
現場業務を「見える化・モジュール化」する「Frame & Work Module（F&WM）法」は、これまで多くの日
本企業に導入され、現場の実践知の可視化に貢献した豊富な実績がある。デジタル変革では、RPA や AI など
のデジタル技術で実現できる業務定義が必要になるため、F&WM 法を、情報システム開発手法と統合する必
要がある。
本稿では、EA の図式言語である ArchiMate を用いた、F&WM 法を提案する。

Abstract
The "Frame & Work Module (F & WM) method" to visualize and modularize the on-site work has been introduced
by many Japanese companies and has a wealth of experience in contributing to the visualization of practical business
knowledge. To utilize RPA and AI, it is necessary to integrate the F & WM method, which enables business
transformation, with information system development methods.
In this paper, we propose the F & WM method using ArchiMate, which visualizes EA models.

1.

を有機的なシステムとして扱うことが求められるか
ら、知識の複合体を構成する方法が必要になる。
F&WM 法は業務プロセスを明確化できるが、業務
と IT との関係を明確に対応付ける手法はなかった。
このため、現場の業務と IT 化を連携するための手法
が必要になっている。
個々の業務を、生産やサービスからなる、ある企業
の全体的な業務の中へデジタル技術を組み込んでい
く方法が必要になる。このような業務と IT を緊密に
連携する方法がなければ、業務やデジタル技術の変
化に伴う影響がどこに、どのような構造的変化がも
たらすかを事前に十分に理解することができない。
本 稿 で は 、 業 務 を 定 式 化 す る F&WM 法 と
EA(Enterprise Architecture) の 図 式 言 語 で あ る
ArchiMate[6]を統合する方法を提案する。
以下では、まず 2 節で関連研究について述べ、3 節

はじめに

デジタル技術の出現によって、種々の業務をデジ
タル化したいという期待が高まっている。業務をデ
ジタル化するためには、業務が定式化されている必
要がある。日本企業では業務が十分に定式化されて
いないために生産性が低いという課題もある。この
ため、田原は、現場業務を革新する F&WM 法[1-3]を
提案した。F&WM 法では、業務をモジュールに分解
して業務フレームとして統合することができる。こ
れまで、F&WM 法は多数の現場に導入された実績が
ある。
また、竹内ら[4,5]は、多くの日本企業における AI
プロジェクトが PoC で中断する問題に対して、業務
部門と IT 部門が合意形成する手法を提案している。
デジタル技術の現場導入では、業務の複合体全体
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で F&WM 法を説明する。次いで、4 節で ArchiMate
による F&WM 法の表現方法を提案する。5 節で考察
を述べ、6 節でまとめと今後の課題を述べる。

2.

関連研究

2.1 デジタル変革
デジタル変革(Digital Transformation, DX)が、現行企
業をデジタル企業に変革する手段として注目されて
いる[7]。DXでは、経営層、ビジネス層、IT層が互い
に連携する必要がある。DX推進指標[8]では、経営視
点とIT視点からDX成熟度を評価する35質問に基づ
く指標を提示している。しかし、DX推進指標では、
これらの質問に答えるためのDX戦略や、デジタル技
術を活用した業務プロセスを構築する知識が欠落し
ている。
このため、山本によるDBSC[9]では、経営ゴール、
顧客と社員のゴール、業務プロセス、DX要求をデジ
タル戦略マップによって関連付ける手法を提案した。
2.2 業務革新
田原らが提案したF&WM法では、現場の業務フロ
ーを分析する手法として日本企業で多くの実績があ
る。この理由は、現場の実務者にとって直感的で分か
りやすいことである。
しかし、F&WM法は実践的であるが、曖昧性を含
むため、アルゴリズムとして厳密な定義が必要なデ
ジタル化に即応できないという問題がある。
こ れ に 対 し て BPMN(Business Process Modeling
Notation)などの厳密性の強い図式言語は、ソフトウ
ェア開発者には適しているが、論理的な議論を苦手
とする日本企業の現場担当者には不向きで普及して
いないという問題がある。業務の全体像を把握でき
なければ、どの業務をどう変えればいいか分からな
い。業務を変えたらどうなるかもわからないから責
任も取れないということになり、業務の見える化が
できないと業務革新ができないことになる。

2.4 ArchiMate
Meertens[13]らは，ビジネスモデル・オントロジー
を用いてArchiMate とBMC( Business Model Canvas)
[14]をマッピングする手法を提案している。
Luo[15]らは，ArchiMateによるEAモデルにおける
ビジネスプロセス進化に基づく影響分析手法を提案
している。Hinkelmann[16]らは，図式によるEAモデル
からビジネスとITの整合性を確認する方法を提案し
ている。
ArchiMateによるビジネスモデルの表現法が評価
されている[17,18]。Christensenによるジョブ理論[19]
をArchiMateで可視化する手法[20,21,22]を山本らが
提案している。
また、山本がArchiMateによるDXの可視化手法を提
案した[23]。
2.5 社会的整合性(Social Alignment)
Burton-Jones [24]らは，豪州の医療機関におけるDX
を分析して、 4つの調整過程①接続、②尊敬、③分野
横断型参画、④社会的整合性がDXにはあることを指
摘した。また、この調整過程に対応する4つの非調整
過程として、①分離、②不敬、③分野横断型参画の欠
如、④社会的非調整があり、分断された社会的非整合
状態の組織から社会的整合性のある組織に移行する
ことがDXで重要になることを指摘した。
このように、DXに成功するためには、社会的整合
性を実現する必要があり、整合性の獲得を加速する
こと、分離圧力に対して整合性を維持すること、達成
した整合性を向上することが重要であることを明ら
かにした。

2.6 知識創造
UNDP (United Nations Development Programme)のデ
ジタル戦略は、次の 2 つである[25]。
(1)開発課題の解決とパートナー体験の改善に向けて
主要活動にデジタル技術を適用すること
(2)業務の品質、適切性、影響を改善するとともに、
オペレーションシステムと内部プロセスの効率を改
善するためにデジタル技術を活用すること
このように、DXはデジタル技術だけの問題では
なく、組織変革に向けたデジタル知識と、それを利
用する組織にかかわる知識の統合が必要であること
が分かる。
SECI モデル[26,27]では、形式知と暗黙知の相互
作用に基づく知識創造プロセスを説明している。
SECI モデルの連結化は、組織内で暗黙知から表出
化された形式知を戦略的分析的に統合・結合する実
践知の体系化手段である。

2.3 共特化(Co- specialization)
Teece[10]は、知識を含む資源を結合して価値を創
出して組織を変革するための動的能力を構成するプ
ロセスを説明している。このプロセスには、2つのケ
イパビリティがある。すなわち、経営資源の効率的利
用するためのオーディナリー・ケイパビリティと、経
営環境の変化に応じて新たな価値を創造するダイナ
ミック・ケイパビリティである。ダイナミック・ケイ
パビリティでは、異なる資源を相補的に結合した価
値を創造するために、脅威の感知、機会の補足、組織
の変容からなる共特化が必要になる。共特化はもの
づくりのDXでも注目されている[11]。
Teeceによる製品の共特化をITに展開することに
より、Queiroz[12]は、業務プロセスとITの共特化概念
を以下のように定義した。
[定義]
ITがプロセスをサポートする程度と、プロセスが
利用可能なITを活用する程度とに基づく、プロセス
とITの間の相補性の状態が業務プロセスとITの共特
化である。

3.

フレーム&ワークモジュールメソッド

以下では，フレーム&ワークモジュールメソッド
(Frame &Work Module Method)を説明する。
3.1 F&WM 法の概要
F&WM 法では、個人の業務をモジュールという概
念によって最小単位を見える化するとともに、モジ
ュール間の関係によって業務フローをモジュールか
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ら段階的に構成する。次に業務フローから冗長な無
駄モジュールと実行が困難な無理モジュールを排除
することで、ムリ・ムダのない業務フローとして、フ
レームを作成する。フレームでは、業務フローを俯瞰
することにより、業務のムラを排除できる。ここで、
モジュールのムリ・ムラ・ムダがない業務フローを最
適な業務フローと呼ぶ。
F&WM 法のステップを表 1 にまとめる。F&WM 法
の Step は、Step0 見える化、Step1 モジュール化、
Step2 フレーム化、Step３チェックリスト化 Step4 ワ
ーク&PDCA、Step5 ナレッジミーティング、Step6 デ
ータ化である。
表 1 F&WM ○
R 法のステップ
Step
0
1

名称
見える化
モジュール化

2

フレーム化

3

チェックリスト
化

4

ワーク&PDCA

5

ナレッジミーテ
ィング

6

データ化

図 1 営業活動のフレーム例

状態
業務を洗い出し
業務をモジュールに分解
ムリ・ムラ・ムダを排除し
業務を最適化
チェックリストにより，暗
黙知を形式知化
PDCA の反復により業務を
最適化
ミーティングで知恵を共有
化
共有化したナレッジをデー
タベースに蓄積

Step1 モジュール化では、モジュールの結合・分解に
より業務を見直す。Step2 フレーム化では、業務フロ
ーの順番の変更、モジュールの削除、追加によりフレ
ームを最適化する。Step3 チェックリスト化では、業
務モジュールごとに、業務内容と必要なナレッジと
留意点を記述する。
「もっと良くするためにどうする
か」という肯定的な要因をナレッジとして抽出する。
これに対して、
「悪くしないためにどうするか」とい
う否定的な事象を発生させない要因を留意点として
抽出する。
Step4 ワーク&PDCA では、チェックリストに基づ
いて日常の営業活動を反復する。Plan では、チェッ

図 2 チェックリストの例

3.2 F&WM 法の基本概念
F&WM 法の業務についての主な概念を表 2 に示す．

表 2 F&WM 法の主な概念
F&WM 概念
担当者
業務モジュール
業務

クリストで記述した業務の改善点として、業務の
流れや修正した方がよいところ、気づき、ナレッ
ジを摘出して改善計画を策定する。Do で改善計画
を実行する。Check で実行結果の妥当性を評価す
る。Action では、フレームやチェックリストの内
容の不備を修正して、更新するかどうかを判断す
る。Step5 では、Step4 の実践で得た個人の気づきや

フレーム
業務フロー関係
フレームとモジュ
ールの関係

ナレッジをミーティングで議論することにより、ナ
レッジを組織で共有する。Step6 で集約したナレッジ
をデータベースに蓄積する。
具体的には、営業の場合、Step0,1,2 で「アプローチ
からフォロー」までのように、図 1 に示すフレーム
で業務フローを記述する。
Step3 では業務ごとに、図 2 に示すチェックリスト
を作成する。チェックリストでは、業務内容ごとにチ
ェック欄で、業務を実践してみて改良部分があるか
どうかを確認する。準備には業務の事前条件、フォロ
ーには業務の事後条件を記載する。留意点には、業務
を実践する際に、遵守すべき事項を記載する。

説明
業務の遂行者
業務を構成する最小単位
複数の業務モジュールの集まり
複数の順序付けられた業務から構
成されるムリ・ムダのない業務の
まとまり
フレーム内の業務の流れ
フレーム内の業務には複数の業務
モジュールが含まれる

フレーム

業務

担当
フロー

モジュール

図 3 フレームと業務、モジュールの関係
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業務とチェックリストについての主な概念を図 4
に示す。
担当
準備

表 3 F&WM 法の要素と ArchiMate 要素の対応
F&W 法
担当者
業務モジュール
フレーム
業務情報
業務フロー関係
フレームとモジュ
ールの関係

業務

チェックリスト

フォロー
内容

なお、F&WM 法では、業務と情報の関係は明確に
記述していない。これに対して ArchiMate では、ビジ
ネス機能からビジネスオブジェクトへのアクセス関
係を記述できる。

ナレッジ

留意点

4.2 具体例

図 4 チェックリストの構造
4.

ArchiMate による F&WM 法の表現法

F&WM 法では、担当者が実行する業務モジュール
とその業務フロー関係、並びにフレームによる最適
な業務フローという概念がある。ArchiMate のビジネ
スアーキテクチャ要素には、ビジネスアクタ、ビジネ
スプロセス、ビジネス機能、ビジネスオブジェクトと、
包含関係、割当て関係、トリガ関係、アクセス関係が
ある。
4.1 対応付け

F&WM 法に ArchiMate のビジネスアーキテクチ
ャ要素を表 3 のように対応させることができる。

図5

ArchiMate
ビジネスアクタ
ビジネスプロセス
ビジネス機能
ビジネスオブジェクト
トリガ関係
ビジネス機能によるビジネスプロ
セスとオブジェクトの包含関係

ArchiMate によるフレームの記述例

4

営業担当の業務に対するフレームを ArchiMate で
記述した例を図 5 に示す。このフレームにはアプロ
ーチ、商談、提案・見積り、契約、フォローからなる
業務フローがある。業務には下位のモジュールが含
まれる。たとえば、アプローチには、電話連絡、訪問、
DM 送付がある。また、このフレームのビジネスオブ
ジェクトには、DM、持参物、ヒアリングポイント（ラ
イフスタイル情報、地域エリア情報、キーマン情報、
予算情報）、顧客課題、提案ストーリ、見積書、契約
書、礼状、がある。
なお、図 5 は ArchiMate のエディタ Archi[28]で作
成した。
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5.

考察

5.1 適応性
本稿で提案した ArchiMate 要素の F&WM 法への対
応付けによって、F&WM の業務フレームを ArchiMate
で表現できることが明らかになった。本提案の位置
づけを図 6 に示す。まず暗黙的で不明確な業務を
F&WM 法で明確な業務モジュールからなる業務フレ
ームとして見える化する。次いで本提案により業務
フレームに基づいて ArchiMate を用いてビジネスア
ーキテクチャを作成する。また、ビジネスアーキテク
チャに基づいて EA 開発法により IT アーキテクチャ
を構築する。さらに構築した IT を運用することによ
り業務で活用する。本提案によって F&WM と EA を
結合できる。この業務と緊密に結合された IT との関
係を継続的に発展させることができると考えられる。

F&WM

業務

業務フレーム

IT活用

本提案

IT
アーキテクチャ

図6

EA開発

ビジネス
アーキテクチャ
ArchiMate

本提案の位置づけ

ムを ArchiMate で記述することにより、業務モジュ
ールとビジネスアーキテクチャの知を連結化してい
る。
山本[29]では、統合知の作成手順を提案している。
この統合手順では知識品質基準についても統合する
必要があるとしている。本稿の手順では品質基準に
ついては検討していないので、今後具体化していく
必要がある。
5.5 限界
提案手法を実際の事例について評価していない。
今後、複数の事例に対して本手法を適用して客観的
に評価する必要がある。
F&WM 法には、2 次元モデルという概念がある。
2 次元モデルでは、顧客情報を表現するカルテと業務
フレームを作成する。Step5 ではカルテを用いて顧客
事例を作成して全員で共有する。しかし、本稿では 2
次元モデルの要素であるカルテに対する ArchiMate
への適応法を検討していない。F&WM 法では、2 次
元モデルに、ビジネスモデルを加えた 3 次元モデル
も提案されている。すなわち、WHO：カルテ、HOW:
業務フレーム、WHAT：ビジネスモデルを F&WM 法
の 3 次元モデルで表現できる。この 3 次元モデルに
ついても ArchiMate による表現法を明らかにする必
要がある。
まとめと今後の課題
本稿では、現場業務を革新できる F&WM 法と
ArchiMate を連携する手法を提案した。具体的には、
F&WM 法の構成概念を ArchiMate のビジネスアーキ
テクチャ要素に対応付けを明らかにした。また、提案
手法を具体例で説明した。本提案により、業務への
RPA や AI の導入箇所をビジネスアーキテクチャ上
で検討できるようになった。
したがって、田原が示唆した F&WM 法の DX への
展開を具体化する上で、本提案を適用できると考え
られる。また、本提案を実際の業務へ適用して有効性
を客観的に評価することも重要な今後の課題である。
6.

なお、業務フレームから ArchiMate への変換過程
では、業務フローの内容が情報だけの場合があり、情
報から活動を抽出する必要があった。たとえば、
「地
域エリア情報」から、活動として「地域エリアの理解」
を抽出した。
5.2 共特化
本稿の提案では、業務プロセスを定式化する
F&WM と、IT アーキテクチャが実現するビジネスア
ーキテクチャをモデル化する ArchiMate の知識を連
携している。
Queiroz によれば、業務プロセスと IT の間の相補
性の状態が業務プロセスと IT の共特化であるから、
図 5 に示したように、本提案によって業務プロセス
と IT の共特化を実現する手順を具体的に構成できる
ようになった。Queiroz は、このような具体的な業務
プロセスと IT の整合化手順については提示していな
い。
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