
 
 

 
 

業務把握インタビュー手法 
－業務の実態をワーカ視点で見える化し，課題を抽出する－

Ethno-Cognitive Interview Method for Work Practice Understanding 

あらまし  あらまし  

お客様の業務を改善する効果的なITシステムを実現するためには，お客様から要求され
た仕様をそのまま実現するだけでは不十分であり，ITベンダ自身がお客様の業務を的確に
把握した上で，お客様と共同で仕様を定義することが重要である。著者らはお客様の現場の

業務の実態を個々のワーカの視点から効率良く的確に把握できるインタビュー手法を開発し

た。本手法は，独自の質問ワークシートなどを活用し，一人1.5時間程度のインタビューで
個々のワーカの業務を時間軸・空間軸・人間関係軸など複数の観点からとらえるものである。

本手法によるインタビューと1日程度の現場の立会い観察を併用することにより，お客様の
現場業務の実態を見える化し，解決すべき課題を抽出することができる。これにより説得力

のあるIT提案や手戻りの少ないシステム開発が可能になる。 
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Abstract Abstract 

To build effective IT systems that improve a customer’s work, it is important to understand 
the customer’s work practices.  To help us do this, we have developed an effective interview 
methodology for understanding a customer’s work practices from the viewpoints of their 
workers.  This methodology, called ECOW Interview, uses several types of worksheets that 
help us control the interview process and understand the interviewee’s work from several 
viewpoints, for example, the time sequence, working space, and relations to co-workers.  By 
interviewing several workers for typically 90 minutes each and observing the workers’ office 
for about a day, we can obtain a good understanding of the customer’s work practices and 
then extract and share the problems to be solved.  In this paper, we introduce ECOW 
Interview and present some typical outputs from interviews.  We also describe how ECOW 
Interview has been used at a financial retail office. 
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ま え が き 

 お客様の業務を改善する効果的なITシステムを
実現するためには，お客様が要求された仕様を実現

するだけでは不十分であり，ITベンダ自身がお客
様の業務を的確に把握し，お客様と共同で仕様を定

義することが重要である。富士通が提唱する

「フィールド・イノベーション」の実現には，お客

様の業務の実態を「見える化」し，現場の課題をお

客様と共有することが出発点になる。 
 業務を見える化するために，データや業務の流れ

をとらえることは大切であり，このためにデータロ

グの分析や業務フロー明確化のためのヒヤリングな

どが実施されている。しかし，このようなアプロー

チ（データ中心分析，業務中心分析）だけでは現場

で働く人々（以下，ワーカ）の目に見えない問題意

識や負担感，マニュアルにはない現場での様々な工

夫を把握することは難しい。結果として開発された

システムが現場に適合せず，顧客満足度が低下する

ケースも少なくない。 
 著者らは「人間中心設計」(1)の考え方から，有用

なシステム開発にはワーカ視点での業務実態の把握

が不可欠と考え，現場観察を中心とした「フィール

ドワーク」による業務把握の実践を行ってきた。(2) し

かし，お客様の事情によっては現場観察ができな

かったり，複雑多岐にわたる業務内容を短期間の観

察だけで理解したりするのは難しいなどの課題も

あった。このため，著者らは現場観察に代わる手段

として，あるいは現場観察を行う前に業務の全体像

をとらえ，注力すべき観察ポイントを絞り込む手段

として，現場ワーカに対する体系的なインタビュー

を通じた業務実態の把握が必要と考え，認知心理学

などの人文・社会科学の知見を活用した業務把握の

ためのインタビュー手法を開発した。 
 本稿では，開発したインタビュー手法の概要と，

本手法を活用した業務把握の実践から得られる主な

成果物を説明するとともに，実際の商談での適用事

例を紹介する。 

業務把握インタビュー 

 業務の現場では，現実の状況下で業務を回すため

に様々な工夫が行われ，時として正規のプロセスか

ら逸脱した行動が取られている場合も少なくない。

業務の実態を把握するためのインタビューとしては，

このような現場の工夫や実情を的確に聞き出す必要

があるが，お客様の現場のワーカに「本音で語って

いただく」ことは容易ではない。 
 業務実態を把握するためのインタビューとしては，

以下のような目的を達成できることが必要である。 
（1） 与えられた時間で，インタビュー対象者の業
務の全体像を含め，できる限り多くの情報を得

たい。 
（2） 規定プロセスから外れた業務の実態や，業務
に対するワーカの意識，負担感，モチベーショ

ンなどが聞きたい。 
（3） できるだけ信頼度の高い情報が得たい。ワー
カの本音が聞きたい。 

 このような課題に対応するため，著者らは，文化

人類学などで活用されている「エスノグラフィッ

ク・インタビュー」(3)や，英国の犯罪捜査のために

開発された「コグニティブ・インタビュー」(4)など

の手法を参考に，現場ワーカの業務実態を把握する

ためのインタビュー手法，（ECOW Interview：
Ethno-COgnitive interview for Work practice 
understanding）を開発した。(5)

 本手法は，質問者と記録係が一組になり，特色の

あるツールを用いながら実施する。代表的なツール

としては，つぎの3点が挙げられる。 
（1） インタビュー対象者の業務を時間軸，空間軸，
人間関係軸など複数の観点でとらえる「質問

ワークシート」 
（2） 個々の業務（タスク）に対し，いつ，誰のた
めに，どんな頻度で，など，業務を理解するた

めの文脈情報を押さえるための「業務把握

チェックシート」 
（3） 限られた時間で円滑にインタビューを進行す
るため，使用するシートや質問のポイントなど

を，時間ごとにあらかじめ記述しておく「イン

タビュー進行表」 
 ECOWインタビューでは，これらのツールを活
用し，質問ワークシートに共同で書き込みながら，

一日の業務の流れや関連ワーカとのやり取りを具体

的なエピソードの形で語っていただく。 
 「質問ワークシート」の例を図-1に示す。「質問
ワークシート」は，業務の全体像をとらえるために

話題のコントロールを明示的に行いながら，話し手
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Worker
Relation-Q

Profile-Q
個人プロフィールや
スケジュールを聞く

Task-List -Q
責務の種類や内容，
行う理由を聞く。

関連ワーカと
その内容を聞く

Descriptive-Q 1日の流れを
時系列に聞く。

 
図-1 質問ワークシートの例 

Fig.1-Example of interview work sheets. 
 

Role

Goal
（Intent）

Event

Object

triggers

has

Used by

Sub-role

Sub goal

Helped by

Task

needs

Performed for

その実施目的
（意図）は何か？

トリガとなる
イベントは何か？

どんな判断
が必要か？

誰のため，誰に影響
を与えるタスクか？

ルーチン自体
の具体手順は？

どんなメンバとの
協調が必要か？

Condition

タスクが発生
する条件は？

この役割/人の
責任範囲は？

[Sequence]

[Condition]

[Decision]

[Artifact]

[Agent help]

[Event（Trigger）]

[Goal]
[Sub Goal]

uses

どんなArtifact
を使うのか？

Agent

communicates

Performed by

responsible

Agent

Made by

Obstruction

Know-how

業務遂行上の阻害
要因は何か？

needs

潜在課題への
対処・回避方法は？

avoids
Decision

disturbs

Agent

誰の影響か？

[Artifact]

[Sequence]
[Agent help]

[Goal]
[Sub Goal]

 
図-2 Work-Contextモデル 
Fig.2-Work-Context model. 

 

に主体的に語ってもらうためのツールである。聞き

手の関心軸ではなく，時間，空間，人間関係といっ

た業務を理解する上での不変な軸をベースに，具体

的なエピソードの形で話していただくことで，信頼

性の高い情報を獲得する。複数のワークシートを活

用し，多視点で聞くことが，話し手の「記憶想起」

を促し，聞き漏らしを抑制している。 

 「業務把握チェックシート」は，文献（6）など
を参考にして独自に整理した業務理解のための

Work-Contextモデル（図-2）をベースに，業務を
理解するために押さえるべきポイントを具体的な質

問文の形で整理したものである。「何をしているの

か」だけでなく，「なぜ行っているのか」「それをし

ないとどんな影響があるのか」といった観点で質問
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質問者インタビュー対象者
ビデオカメラ

記録係

ICレコーダ

シート

質問ワークシートへの書込み

図-3 インタビューの実施イメージ 
Fig.3-ECOW interview scene. 

表-1 主な分析成果物 

インタビューログ
インタビュー時の発話音声を加工しやすいテキスト（エクセル）の形式に書き起こした

もの。 
一次成果物 

観察ノート 現場観察で観察された事象を清書・整理したもの。現場で得られた写真や使われた各種

資料（アーティファクト）を含む。 
手書き記入された質問ワークシートを見やすく清書したもので，インタビューログやビ

デオ記録などで補いながら作成する。 
整理済質問ワーク

シート 
タスクカテゴリ表 各ワーカの担う「タスク」を抽出し，KJ法で整理したもの。 現状の 

可視化 
タスク別ログサマリ

タスクカテゴリ表で分類したタスク単位に合わせて，具体的な発話内容を編集・整理し

たもの。業務把握チェックシートの観点で主要な項目（いつ，誰と，どんな目的でな

ど）に漏れがないようにする。 

気づき分類表 抽出した「気づき（課題，工夫，意識）」を，KJ法で整理し，表形式で整理したもの。
6～8程度の大分類，各最大8個程度の小分類で要約する。 

気づき整理リスト
上記気づき分類表で整理した各個別気づき項目に対し，実際の発話ログまたは観察事象

をエビデンスとして付加し整理したもの。 

二次成果物 

課題の 
整理・共有 

気づき共有シート
重要な気づき項目に対し，気づきの内容，エビデンス，解決の方向性などを1件1枚でま
とめたもの。 

することにより，業務の背景情報（コンテキスト）

を明確にする。 
 「インタビュー進行表」は，与えられたインタ

ビュー時間と対象者の業務の特性を想定して事前に

作成（標準進行表を修正）するものである。時間配

分や使用する質問ワークシートの順番，押さえるべ

きポイントなどを記述する。実際のインタビューで

は作成した進行表のとおりに進むのは稀
まれ

であるが，

事前にインタビューの戦略を立ててインタビューに

望むことが重要である。 
 また，これらのツールとは別に，傾聴の姿勢，オ

ウム返しの技術など，本手法以外のインタビューで

も活用できる基本的なインタビューのテクニックを

まとめた小冊子（聴く技術）を作成している。 
 図-3は実際のインタビューの実施イメージを示し
ている。ICレコーダで音声収録し，質問ワーク
シートの手元映像をビデオで撮影しながら，質問者

と記録係（進行表のチェックや追加質問なども担当

する）2名によって進行していく。標準的なインタ
ビュー時間は一人あたり約1.5時間である。質問者
はインタビュー対象者に緊張感を与えないように横

か斜め位置に着席してインタビューを行う。 

分析工程と分析成果物 

 インタビューの実施結果をお客様や関係者と共有

するために，インタビューデータをテキスト化し，

このデータをベースに各種分析成果物を作成する

（分析工程）。多くの場合，業務把握インタビューの

実施後，インタビュー対象のワーカが働く現場で1
日程度の立会い観察を行う。現場観察は，インタ

ビューで発言された内容の確認・検証や，インタ

ビューでは得られなかった事実を獲得するために実

施する。 
 主な分析成果物を表-1に示す。また，分析工程の
典型的な流れを図-4に示す。二次成果物は，業務そ
のものを関係者が分かりやすい形で表現した「現状

の可視化」と，業務に対してインタビュー実施者が

発見した改善すべき課題や共有すべき工夫（これら

を総称して「気づき」と呼んでいる）を可視化した

「課題の整理・共有」の二つに分類される。現状を

可視化した成果物は主にITベンダ内で活用するこ
とを目的としたものであり，気づきを可視化した成

果物はお客様と共有することを目的としている。 
 これらの成果物は，「できる限り情報を落とさな

い」こと，話し手の不利益にならないように「匿名

化する」こと，お客様の経営層や現場ワーカでも

「理解可能な形で表現する」ことを原則として作成

する。 
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インタビュー
実行

会話
書き起こし

インタビューログインタビューログ

気づき
抽出

分類
（KJ法）

整理
要約

気づきの
分類表

気づきの
分類表

気づき整理
リスト

気づき共有
シート

詳細

観察実行

収集データ
・音声データ
・映像データ
・観察記録

観察
ノート
整理

0次成果物

一次成果物

（共有可能データ）

観察ノート・写真観察ノート・写真

二次成果物

（現状の可視化）

タスク
抽出

気づきの
全体像

タスク
カテゴリ表

タスク
カテゴリ表

タスク別
ログサマリ

タスク別
ログサマリ

分類
（KJ法）

整理
要約

二次成果物

（課題の整理・共有）

整理済質問
ワークシート

整理済質問
ワークシート

 
図-4 分析手順 

Fig.4-Typical process of generating outputs. 
 

 なお，どのような二次成果物を作成するかはイン

タビューの目的に依存し，期間的な制約もあり，必

ずしもこれらの成果物をすべて作成するわけでは

ない。 
 また，この分析工程では「KJ法」(7),(8)が頻用さ

れる。KJ法とは，あらかじめ規定した分類で個々
の事実を整理するのではなく，獲得された個々の事

実から類似の物を集約・グループ化し，グループ間

の相互関係を構築し，分類の軸をボトムアップ的に

作っていく手法である。 

実 践 事 例 

 本手法の実践事例として，金融機関Aで実施した
事例を紹介する。本実践は，金融機関Aの営業店
（金融機関店舗）システムの更改商談の獲得と要件

定義の前工程として実践されたものである。 
 金融店舗システムの開発では，現地調査により取

引回数や処理時間，離席回数，押印回数などを計測

する，IE（Industrial Engineering）的手法による
「業務分析」や，物の配置や人の動線に注目した

「空間分析」が，従来から実施されていた。今回の

実践では，「業務分析」や「空間分析」に加え，目

に見えない人の意識やモチベーションを分析する

「ワーカ分析」という視点で，本手法によるインタ

ビューと現場観察を実施することになった。 
（1） インタビュー・観察工程 
 3店舗の計7名（1店舗のみ3名，ほかは預金係長，
窓口担当者各1名）に対して業務把握インタビュー
を実施した。その後，3店舗に対し計4回（1店舗の
み繁忙日と平常日に実施）の立会い観察を実施した

（デジカメ撮影を含む）。 
（2） 分析工程 
 並行して実施する「業務分析」との役割分担を明

確にするため，目に見えない意識や負担感，モチ

ベーションなどに着目して分析を実施した。インタ

ビューデータから約450項目の気づきを抽出し，こ
れらをKJ法によって分類し，最終的に七つの大分
類，45個の重要気づき項目として整理した。各気
づき項目に対して，気づきの根拠となった発言の具

体例や観察事象をエビデンスとして整理したものを

「気づき整理リスト」として作成した。さらに，大

分類ごとに問題意識とそれに対応する改善方向性の

提言をまとめた資料｛気づき共有シート（図-5）｝
を作成した。 
（3） お客様報告と実施効果 
 本実践の結果は，平行して実施された「業務分

析・空間分析」と合わせてお客様金融機関に提出さ

れ，役員，各支店長，事務部門部課長などを対象と
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業務把握インタビュー手法 －業務の実態をワーカ視点で見える化し，課題を抽出する－ 

問題意識のまとめ
（問題要因の抽出）

問題意識のまとめ
（問題要因の抽出）

解決の方向性提示
（システムによる改善範囲の明確化）

解決の方向性提示
（システムによる改善範囲の明確化）

ワーカの発言
（問題意識の表出）

ワーカの発言
（問題意識の表出）

図-5 気づき共有シートの例 
Fig.5-Example of findings sharing sheet. 

 

した報告会で報告された。 
 本実践の結果は当初の予想を超えて高く評価され，

価格競争に陥ることなく当該商談の受注に成功する

などの成果が得られた。また，その後の内部分析に

おいて，過去の同規模商談と比較すると，下流工程

での手戻りが大幅に削減されていることが明らかに

なった。これは，お客様の営業店業務の実情や解決

のための方向性が関係者で共有され，お客様事務部

門での業務改善と同期する形でシステム開発が進め

られた効果と考えられる。 

む  す  び 

 本稿では，お客様の現場の業務の実態を，ワーカ

視点で，効率良く把握するために開発したインタ

ビュー手法を紹介した。本手法は，文化人類学や認

知心理学など人文・社会科学の知見を活用し，「質

問ワークシート」などの特色あるツールを使用して

実施するものである。一人1.5時間程度のインタ
ビューで，インタビュー対象者の業務の全体像を押

さえ，目に見えないワーカの意識や規定プロセスか

ら外れた業務の実態などを聞き出すことが可能であ

る。本手法を活用したインタビューと現場観察によ

る「フィールドワーク」を実施することにより，現

場の業務の実態を見える化し，改善すべき課題をお

客様と共有することができる。これにより，現場起

点での説得力のある提案や手戻りの少ない要件定

義が可能になる。 
 現在，本手法による業務把握の実践を拡大しなが

ら，本手法の教育カリキュラムを作成し教育活動を

行っている。(9) 今後は具体的な商談での成功事例を蓄

積しながら，分析工程の高品質化と期間短縮のた

めの手順の整備やツール開発を進めていく予定で

ある。 
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