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業務の本質を見極めサービスを切り出す 
－要のものこと分析－ 

Kaname Analysis for Identifying Business Essence and Service Units 

あらまし  
57, 6, 11,2006 

SOA（Service Oriented Architecture）とは，変化に強いシステム構造を構築していくコ

ンセプトである。SOAを実現するプロダクト（サービスバスなど）は，徐々に整備されて

きているが，プロダクトだけ導入してもSOAは実現できない。変化に強いシステム構造を

どのように設計していくかのプロセスを明確にする必要があり，さらに「サービス」の単位

をどのように設定していくかが大きな課題である。富士通は，この課題を解決すべく業務の

分析から変化の単位である「サービス」を見つけ出し，変化に強いシステム構造を設計して

いく“SDAS/Service Modeling”という方法論を提供する。 
本稿では，SDAS/Service Modelingの中の業務の本質から変化に強いサービスを見つけ

出す「要のものこと分析」の考え方と実施手順を説明し，実践に基づく評価を示す。 

Abstract 

Service Oriented Architecture (SOA) is a concept for building a system architecture that 
can flexibly address changes.  There have been a growing number of products that support 
the realization of SOA (e.g., service bus products).  However, SOA cannot be realized simply 
by introducing these products because there must also be a clarified process for designing a 
system architecture that can flexibly address changes.  How to design the units that should 
be recognized as services is a particularly challenging task.  In this context, Fujitsu has 
developed a methodology called SDAS/Service Modeling that makes it possible to identify 
which of these units are likely to change and design a system architecture that can flexibly 
address changes based on an analysis of business operation.  This paper discusses the basic 
concept, analytical procedures, and practice-based evaluation of “Kaname Analysis”, which 
makes it possible to identify services that can flexibly address changes by identifying the 
essence of business operation. 
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図-1 変化に強いSOAのイメージ 
Fig.1-Image of SOA that is strong in business 
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図-2 要のものこと分析のアナロジー 
Fig.2-Analogy of Kaname Analysis. 

ま え が き 

 昨今，ビジネス環境の変化に追随するITシステ

ムを実現する方法として，SOA（Service Oriented 
Architecture）に注目が集まっている(1),(2)が，その

中でも特に期待が高いのが，変化に強いアプリケー

ション構造になるということと言える。しかし，実

際にSOAによるITシステムを実現しようとした場

合に，サービスバスプロダクトを導入しただけでは

変化に強いシステムをどう実現したらよいか立ち止

まってしまう。コンセプトとプロダクトの情報は豊

富にあるが，ITシステムをどうSOA化するかに関

する情報は少ないのが現実である。 
 SOAを実現するためのポイントはサービスの単

位である。 
 SOAでは一般に，サービスとは，人間にとって

意味のある単位の機能を持つものと言われている。

しかし，このサービスの単位をビジネスのどこから

見つけ，どのくらいの大きさにして作成すればよい

のか，その大きさが変化への強さに影響するのか，

など分からないことが多い。単にビジネスプロセス

を明確にし，適切なものをサービスとするだけでは

解決にならない。 
 また，サービスは変化に対応できる単位で定義す

べきであるというと，様々な変化に対応するために

はサービスをできるだけ細かくし，それを組み合わ

せるだけで動くシステムだと考えられてしまう。こ

う考えてしまうと，サービスと部品は何が異なるの

か，などSOAを理解しづらくなる。また，変化要

因を分析し，その変化に対応できるようにシステム

構造を設計する場合，これから起こるビジネスの変

化を予測できるだろうか，という課題もある。 
 本稿では，SOAの考え方に基づいた，変化に強

いシステム構造をどのように考え設計していくか，

また，サービスの単位はどのように考えるべきかな

ど，上流工程に着目し説明する。これらは，

SDAS/Service Modelingとしてソリューション化し

ている。 

変化に強いSOAとは 

 そもそも変化に強いシステム構造とは何だろうか。 
 ある変化が起こったとき，修正箇所が複数になる

ことや影響が発生することをなくすこと自体は不可

能であり，修正すべき箇所は直さなければならない。

サービスを細かくしても変化が起こったときに同時

に直さなければならないなら，サービスインタ

フェースを介さず，一番直しやすいアーキテクチャ

で，集めて構築した方が修正しやすい。すなわち，

一つのサービスとすればよい。つまり，密なものは

密として扱い，できる限り互いに疎な単位を見つけ，

それをサービスとして設定するのが現実解である。

また，サービス内の機能が変わってもインタフェー

スが変わらないものが変化に強いSOAと言える

（図-1）。 

サービスの粒度の考え方 

 慶応大学の中村教授が著述された「もの・こと分

析で成功するシンプルな仕事の構想法」 (3)では，

「業務は複雑で難しいように思えるが本質的には非

常にシンプルである。」と述べられている。 
 以下，前章で述べたようなサービスをどのように

見極めればよいのかを考える。 
● 業務の本質をとらえるアナロジー 
 図-2は，お茶を入れる仕事について，昔と今の仕

事の流れを表したものである。この図を基に，業務

の本質を見極めてみる。 
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Fig.3-Difference between past DOA and Kaname 

Analysis. 

 この二つの仕事は，どちらもお茶を入れる手順だ

が，まったく異なる手順である。昔は，川に水をく

みに行き，焚き火にかけ，お湯を沸かす。そして，

お茶の葉をすり込んでお茶にする。現在は，水道の

蛇口をひねれば水が出る。ガスコンロで簡単にお湯

が沸かせられる。ティーバッグを浸せばお茶が飲

める。 
 この二つの仕事は，かなり異なって見えるが，本

質は同じである。昔も今も，水をお湯に，お湯をお

茶にするということは変わっていない。変わってい

るのは手段や道具である。結局この仕事の本質は，

水の温度を変え，味を付けるということである。こ

の本質を見極めるポイントが大切である。 薪
たきぎ

でも

なく，ガスコンロでもなく，ティーバッグでもない。

「水」である。まず，「水」をとらえることが一番重

要である。つぎに，「水」の状態をとらえることで

ある。「水」の状態が「熱い状態」に変わり，「お茶

の成分がしみ込んだ状態」に変わっているのである。

すなわち，この仕事の本質をとらえるポイントは，

「水」を見つけることと，その「状態」をとらえる

ことである。SDAS/Service Modelingでは，「水」

のようなものを「要のものこと」と呼び，「要のも

のこと分析」として手順化している。 
 さらに，この仕事の本質とSOAの関係について，

もう一度お茶の例に戻ってみると，お湯を沸かす手

段は変わっているが，昔も今も「お湯という状態」

は変わらない。お茶を入れる手段は変わっているが

「お茶という状態」は変わらない。これから言える

ことは，手段は変化しているが，状態は同じという

ことである。この状態が変わる単位をサービスとし

てとらえてみる。お湯を沸かすサービスとお茶を入

れるサービスである。このようにとらえることで，

お茶を入れるサービスは，お湯を沸かすサービスが

どのような手段を用いているかを意識する必要がな

い。キャンプに行き，焚き火でお湯を沸かして，

ティーバッグでお茶を飲んでもよい。将来，電気

ポットを買ってもティーバッグでお茶が飲める（極

めて当たり前だが）。なぜなら，お茶を入れるサー

ビスは，お湯を沸かすサービスが焚き火を用いよう

が，電気ポットを用いようが関係なく，お湯を受け

取ってお茶にするだけでよいからである。 
 すなわち，これから言えることは，状態の単位は

変化の単位になりそうで，熱いお湯というインタ

フェースは結構安定している，ということである。 
 では，ここで要のものこと分析について説明する。 
● 要のものこと分析とは 
 要のものこと分析とは，SDAS/Service Modeling
のうち業務の本質を分析しサービスの基本的な単位

を見つけ出す分析方法を言う。 
 「要のものこと」は，DOA（Data Oriented 
Approach）の世界でいうエンティティである。

DOAの世界では，ERモデルが有名である。ERモ

デルは，本来，業務を表現するモデルであるが，現

状のERモデルは，レコード関連図として利用され

ていることが多い。正規化という手法でレコードを

意識したERモデルを作成すると多くのエンティ

ティが発生するとともに，既存システム構造に依存

した構造になりかねない。しかし，「要のものこ

と」は，これまでの適用結果によれば50前後の重

要なエンティティに相当し，これぐらいの量で業務

の本質は十分に表現できるのが特徴である（図-3）。 
 また，要（要のものこと）の状態は，業務の重要

な切れ目である。あるいは，役割の切れ目と言って

もよい。従来の分析（例えば業務フローを書こうと

した場合）では，数百枚のフロー図になり，レ

ビューも修正もままならないことが起こる。それは，

細かなプロセス（手段）や業務の例外処理などにと

らわれ，枝葉に陥り，どんどん細かくなり業務とし

て読めないものになっていく。要の状態は，細かな

プロセス（手段）ではなく，大きな業務の単位で描

く。要のものこと分析でサービスを見つけることが
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できるとともに，この量で業務モデルとしての価値

があり，共通認識や全体方針の確認などに効果が現

れる。詳細なER図や業務フローを書く前に実施し

ておくとよい。 

要のものこと分析の考え方 

● 要のものこと分析の基本的な流れ 
 要のものこと分析は下記のような流れで実施する。 
（1） 業務の本質をモデリングする 
（2） 業務の本質からサービスを設計する 
（3） サービスアーキテクチャを評価する 
 はじめに，（1）で業務の仕事の本質を如実に写

像した業務データモデルを描く。すなわち，前述し

た「要のものこと」を中心に業務で登場する情報構

造を描いていく。つぎに，（1）の業務の本質のモ

デルを基に，サービスを見極めていく。最後に，

（2）で設計されたサービスアーキテクチャを，課

題に対してどのような効果があるのかを評価し，

SOA適用効果の確認や実装イメージの検討を行う。 
● スパイラルに実施 
 前述の基本的な流れをスパイラルに実施すること

で，段階的に具体的なイメージ化を行っていく。以

下，各作業フェーズの特徴を以下に示す。 
（1） つかみ 
 SOAのサービスのイメージ，モデリングの手順

をつかむ。半日での作業を想定している。 
（2） ドラフト分析 
 作成した業務モデルの有効性（業務の可視化，業

務の共通認識），変化に強いシステム構造の確認，

また，SOAの分析技法や進め方を実感する。5日ぐ

らいのヒアリング作業を想定している。 
（3） 本格分析 
 システム開発作業における数箇月の上流工程の中

で実施することを想定している。 
 スパイラルに作業を行うことの目的は，従来の分

析の問題を解決することとSOAというアーキテク

チャの理解を早い段階で行っていくことにある。 
 現状，SOAというコンセプトは脚光を浴びてい

るが，SOAによって具体的にどのような効果があ

るか，SOAコンセプトに基づいたシステムがどの

ようなものかなどをイメージできるお客様は少ない。

スパイラルに作業を実施し，その都度，評価を行う

ことで，早い段階からSOAのメリットやサービス

のイメージを感じることを可能にし，関係者内で納

得しながら作業を進めていくことができる。 

要のものこと分析の手順 

 本章では，要のものこと分析の手順について説明

する。 
 実施順序とは異なるが，ドラフト分析から説明

する。 
● ドラフト分析 
 ドラフト分析は，コーディネータを中心に実施す

る。コーディネータは，業務精通者から，ヒアリン

グにより業務を聞き出し，ホワイトボードなどで業

務精通者とともにモデリングしていく。このとき，

注意すべきなのは，業務やシステムの資料を中心に

作業を「しないこと」である。資料を中心にしてし

まうと，めったに起こらない，例外的な話が出て，

枝葉に陥り，本質からかけ離れてしまうことがある。

最も業務を知っている人が，枝葉もよく知っている

人である場合が多いのでコーディネータのリードは

重要である。 
 ドラフト分析は，五つのステップに分かれる。 
（1） 要のデータモデリング 
 要は，DOAでいうところの重要なエンティティ

に相当すると述べた。要のデータモデリングではレ

コードレイアウトや画面レイアウトを集め，正規化

を行うことはしない。コーディネータのヒアリング

を中心に，業務そのものを写像してモデルを作成す

る。考え方はERモデルと同様であり，エンティ

ティとその関係および主要な属性を見極めていく。

業務上の重要なエンティティを見極めていくコツは，

その業務のお客様は誰なのか，そのお客様に何を

売っているのか（何に対し対価をもらうのか），そ

のために何を約束するのかを見極める。その後は，

「約束事」を遂行していくための業務を追っていく。

図-4の例でいうと約束事は注文であり，注文を追っ

ていくことが本質をとらえるポイントとなる。 
（2） 要の状態遷移分析 
 要が見つかれば，その状態遷移を分析する

（図-5）。ここで，重要なポイントが二つある。 
 一つ目は，要の責任を明確にして分析を進めるこ

とである。例えば，要である「注文」は注文として

の責任以外は知らない。すなわち，注文とは顧客か

らの依頼を確実に達成する（商品を確実にお客様へ
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図-4 要のデータモデル 
Fig.1-Data model by Kaname. 
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Fig.5-State transition model of Kaname. 
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図-6 初期状態のサービスアーキテクチャ 
Fig.6-Initial state of service architecture. 

届ける）ことが使命である。注文に従った商品を製

造することは責任外である。それは「製造オーダ」

といった別の「要」が存在しているはずである。 
 二つ目は，「状態をとらえる」ことである。状態

が変わるということは，その仕事をしている人以外

の人が知らなければならない状態（すなわち役割）

ととらえると分かりやすい。その役割を実施する手

段を状態ととらえないことが重要である。 
 図-5を例にとって説明すると，「注文」の状態遷

移を中心に，その遷移に関連する「製造オーダ」

「請求」を記述している。注文は注文のことしか知

らない，請求は請求のことしか知らない，という考

え方により，役割が整理される。モデルの表記とし

ては，各要の状態を楕円で表現し，状態同士の時間

の同期的な関係を点線で記述する。 
（3） 初期状態のサービスアーキテクチャ作成 
 要の状態遷移分析によって洗い出された，各状態

を「サービス」として，初期状態のサービスアーキ

テクチャを作成する（図-6）。 
（4） サービスアーキテクチャ検証 
 実際の業務を基に，（3）で作成したサービス
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図-7 検証されたサービスアーキテクチャ 

Fig.7-Verified service architecture. 

アーキテクチャモデル上で業務がどのように行われ

るかシミュレーションを行う。例えば，実際に注文

がきたことを想定し，サービス間をその注文がどう

渡り歩いて行くかをモデルの上で追っていく。その

ときに，エンティティ，プロセス，イベント（画面

から実行される，あらかじめ設定された時間によっ

て実行される，など），インタフェース，その引数/
戻り値などを明確にしていく。要（エンティティ）

は，要の状態で分割しているので，分割したすべて

のサービスに配置する。ここで注意すべきなのは，

サービスごとにデータベースを作成するという意味

ではないということある。今回の最大の目的は変化

に強い疎な機能単位の発見である。そのために分割

したので，実現設計を考えるのはその後で行う。こ

こで考えるべきことは，サービスが独立した機能に

分割できるかどうかである。さらに，そのエンティ

ティがそこに存在している必要があるかを判断して

いく（図-7）。 
（5） サービスアーキテクチャの評価 
 このステップでは，なぜこのようなアーキテク

チャにするのか，SOAの効果は得られるのかを評

価し共有する。（4）までに作成されたサービス

アーキテクチャモデルを基に，もともとの課題（変

化に強いシステム構造になったのかなど）に対する

机上評価をする。例えば，業務の変化への対応を課

題とする場合，想定される業務の変化を洗い出し，

その変化に対してどのような影響があるかをサービ

スアーキテクチャ上で検証し評価する。 
● つかみ 
 つかみは，ドラフト分析のやり方と基本的に同じ

である。ポイントは，要を一つだけ選びそれだけで

実施することにある。選び出した要を「要の要」と

呼び，これは対象とする業務の始まりから終わりま

でを貫いている一生の長い要である。例えば，販売

業務では，その業務の本質（注文を受けてから，物

を渡すまで）を責任を持って実施することととらえ，

要の要は「注文」となる。そして，「注文」が「見

積済」，「注文済」「確保済」・・・という状態を経て，

業務が行われていると表現する。 
 つぎに，作成した要の要の状態変化のモデルの一
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つの状態を一つのサービスとしたサービスアーキテ

クチャモデルを作成する。サービスの単位のイメー

ジとその変化のイメージを確認して本フェーズは終

了する。 
 つかみの工程では，「要の要に着目する」と定義

することで，分析対象を限定し，時間を限定して実

施している。これは，SOAが一般的にまだイメー

ジ化できていない現状において，SOAをイメージ

化すること，SOAの効果をイメージ化すること，

この分析ステップを理解することをねらっている。

3箇月間分析したがプロジェクトには向かなかった，

変化に強いシステムの構築ができなかったなどのリ

スクを回避するために設けている。 
● 本格分析 
 本格分析は，システム開発における従来の分析工

程の中で実施することである。期間は，従来の分析

と同様で，3箇月～6箇月である。ドラフト分析で

もサービスアーキテクチャでシステムの全体を表現

したが，詳細な業務分析を実施した後に，漏れなど

が判明していく。本格分析では，精査の過程ととら

え，より詳細な全体像を明らかにする。 

適用実績に基づく要のものこと分析の評価 

 要のものこと分析は，つかみ，およびドラフト分

析を中心に，これまで20プロジェクト以上に適用

されている。これらのプロジェクトでの適用結果や

参加メンバへのヒアリング結果に基づく要のものこ

と分析の評価結果を以下に示す。 
（1） 汎用性のあるサービス設計指針を提供 
 前述したように，適切なサービスの単位を見つけ

出す設計方法を確立することが，SOA適用の課題

であった。多くのモデルと変化対応シミュレーショ

ンの結果，変化の単位としては，問題ない結果がで

ている。 
（2） SOAのシステムイメージと適用効果の具体化 
 上記の（1）の結果として，SOAのシステムイ

メージを具体化することができ，さらに，サービス

アーキテクチャの評価作業を通して，業務変化への

対応計画を具体化することができる。 
（3） 業務の理解促進と業務課題の共有 
 要のものこと分析は，業務の理解促進や業務課題

の共有のために有効である。分析作業参加メンバの

ヒアリングでは，業務の共通認識ができた，業務課

題が浮き彫りになったとの評価を得ている。これは，

枝葉を捨て，業務の本質に注目するという要のもの

こと分析のアプローチによる効果と考えられる。 
（4） 上記効果の早期確認が可能 
 従来の業務分析やデータ分析の方法では，通常，

分析作業は数箇月かかり，設計はその後となる。要

のものこと分析の適用実績では，ドラフト分析のヒ

アリング5日程度，作業期間は2～3週間程度で完了

しており，早期に上記（2）と（3）の効果を引き

出すことができている。これも，業務の本質に注目

するという要のものこと分析の効果と考えられる。 
（5） 残された課題 
 一方，現段階では次のような課題が残されている。 
・ドラフト分析後の実装設計 
 分析後は，実装へつないでいく必要があるが，そ

のための設計技法や設計技術を十分に整備する必要

がある。 
・人材育成 
 上流工程の業務のモデリングを行う人材が少ない。

これは，要のものこと分析に限らず業務分析をでき

る人材の更なる育成が必要である。 
 これらは，今後予想されるSOA適用拡大に向け

て，早急に取り組むべき課題と言える。 

む  す  び 

 本稿では，SOAにおける変化に強いサービスの

単位の見極めという課題に対して，要のものこと分

析を活用することにより具体的な解を示した。そし

て，その適用実績に基づく評価を通して，分析・設

計技法としての有効性が確認された。取り組むべき

課題は残されてはいるものの，SDAS/Service 
ModelingはSOA実現のための具体的な第一歩を踏

み出すための道を指し示している。 
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