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1. はじめに

本稿では，業務情報システムの仕様解明に手がかりを与えるパターン探究点について考察する．

パーソンズは，ゲマインシャフトとゲゼルシャフトの二項対立軸を見出したテンニェースに啓発され[1; 2]，社会的

行為を基礎づける一般的な枠組みの抽出と体系化に注力し，行為の場面に関する要素と，その場面に対する行為者の

オリエンテーションに関する要素との区別の形式化を施すなどして，5個のパターン変数（pattern variables）を抽出し

た．パターン変数は，それが登場するや，「まれにみる完結性と包括性」[3: p.201]で社会システムを鋭く整理分析す

る道具となった．業務情報システムは施主の意図に沿って仕様を定め構築されるものであり，社会動態的な存在であ

る社会システムとは性質が異なるが，社会システムに対するパターン変数と似通った意味で，業務情報システムを有

効に分析し整理できる観点を構想できるのではないか．それが本稿の狙いである． 

業務情報システムを施主に寄り添いつつ有効に探究するための理論的な分析観点 ―― 本稿ではそれを「業務パタ

ーン探究点（points of pattern inquiring）」と呼ぶことにする．業務パターン探究点はパターン変数と異なり必ずしも二

項対立軸とならないが，業務情報システム間に横たわる共通パターンの存在を前提としており，業務仕様の多様な可

能性を有効に捉え解明する「視点移動」（佐伯胖）[4]の場を提供する．筆者のひとりはこれまで視点移動に着目した

フォーム研究[5; 6; 7]を重ねてきたが，本研究ではその基盤となる有効な視点移動のありかを求めようとしている． 

業務情報システムの業務プロセスとデータモデルは表裏一体の関係にあり，両者の解明を揃えられない業務情報シ

ステムの仕様解明を筆者らは基本的に認めていない．すなわち業務パターン探究点の活用は，業務プロセスとデータ

モデルの両仕様を不即不離で解明する機会を提供する．ただし施主が直解できる資料は日頃触れる業務プロセス側に

あり，開発動機もそこから生まれるので，解明の軸足は業務プロセス側に置かれることになる． 

入出力画面帳票等は業務の根幹をなすデータ構造の露出が常であるので，業務パターン探究点は――いちいち例示

しないが――入出力画面帳票等から解明できることを念頭に抽出し，その上で，露出しにくいデータ構造については

別途，暴露を助ける探究点を追加した． 

業務パターン探究点は，施主が自ら業務仕様を解明してゆける本来の力の回復を意図するが，これによる精緻なシ

ステム仕様やデータモデル仕様の獲得まで保証するものではなく，最後は分析担当者の煮詰めに委ねざるを得ない． 

なお業務パターン探究点は，入出力画面帳票等を代表とする現場資料に仕様解明の手掛かりを求める虫の目のアプ

ローチを指向するものであり，先験的な観点という鳥の目から汎用モデルを構成した Fowler[8]，Silverston[9]，Hay[10]
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らとは自ずとアプローチへの関心を異にしている． 

 

2. 業務情報システムにおける業務プロセスとデータモデルの関係 

個々の業務パターン探究点の議論に入る前に，業務情報システムにおける業務プロセスとデータモデルの関係につ

いて述べよう．業務情報システムは，個々の業務を首尾よく完了目標まで遂行させるよう仕様定義され構築された，

データ処理機構を根幹とする業務処理機構である．そのデータ管理基盤として備えられるデータベースの構造は，業

務で使われるデータの内在的構造と合致しなければならないので，業務プロセスの個性を反映した内容となるi． 

業務情報システム全般に認められる特徴がある．それは，業務で発生する取引や内部管理を実現するためのコント

ロールを与えるとともに取引の結果を適切に記録するのに必要なデータ管理構造を持つ，ということである．逆に言

えば，原伝票や画面等によって入力されたデータ自体が，当該業務処理の進行をコントロールし，手続き終了の判断

基準を提供する，ということである．すなわち業務プロセスの仕様には必ずコントロールを仕込む箇所があるが，そ

の多くがデータ構造として表現できている． 

実を言うと，個々の適用業務で取り扱う経営資源の物理的な違いの割には，個々の業務情報システムの機構の違い

は大きくなく，かなり共通している．その理由の背景には，そもそも業務処理の物理的な対象をデータという抽象表

現に置き換えて，業務処理の主要部分をデータ処理に置換させることに成功したのが情報システムであるという事情

がある．そして幸いなことに，経営資源の運用管理の方式はデータの世界に投影すると似たような抽象構造となって

いた．例えば，物流システムの在庫受払と会計システムの元帳受払が似たパターンになるのは，こうしたことが背景

にある．当然，その処理に関わるデータモデル箇所の構造も似たものとなる．在庫受払と元帳受払が物理的実体とし

て異なるのは自明であるし，また同じ在庫受払でも企業ごとに異なるのは当然だが，受払という業務の共通パターン

を探究の出発点とすることで，事業主体がどこをどのように変えようとしているのか，新たな業務システム仕様の検

討動機の解明が期待できるのである．このような共通パターンが他にも存在するが，全般として見ればその数は決し

て多くない．そこが本研究の目の付け処である．そして，その共通パターンは事業主体が情報システムにおいて実現

したい意図を正確に情報システムに具現化させる手引となると筆者らは考える． 

 

3. 業務パターン探究点 

本稿では，以下の 10個の業務パターン探究点を順次紹介する．これらは 3つの探究レベルで整理してある．3つ

のレベルは，虫の目で対象観察するときのカメラを，接写（単体認識）から，近接撮影（単体種別），少し距離を置

いた撮影（複合体種別）へとズームアウトする設定イメージとなっている．これよりも距離を取ると鳥の目になり，

本研究のスコープに馴染まなくなるので，レベル設定はここまでである． 

 

・探究レベル 1 : 管理対象の認識態度 

1) 対象識別態度 [ I : identification ] 

・探究レベル 2 : 管理対象の基本型 

2) 活動事象 [ E : event ] 

3) 活用資源 [ R : resource ] 

4) データ抽出編集 [ A : abstraction ] 

・探究レベル 3 : 管理対象間の相互関係 

5) 組織 [ O : organization ] 

6) 受払 [ D : due ] 

7) 進捗 [ P : progress ] 

8) 監視 [ M : monitoring ] 

9) 相同 [ H : homology ] 

10) 制約 [ C : constraint ] 

 

                                                      
i 中西[11]は両者の関係を多重集合論の応用による記号論理式で捉える試みをした． 
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これらをもって重要な探究点が網羅できたかどうかは今後の検証に待つが，かなりの範囲にわたる業務情報システ

ム仕様の機微が探究できるはずである． 

3.1. 探究レベル 1 : 管理対象の認識態度 

何かを管理しようとするときに，我々がどのように対象を認識しているかの自覚は大切であり，それが業務情報シ

ステムの仕様解明の基礎となる．特に重要なのは何を“同じもの”と見なし，何を別物と見なすかの識別態度である．

この識別態度はベテランの技術者といえども無自覚なまま過ごしていることが多いと思われる．この節ではそれを露

わにする意図で議論する． 

3.1.1. 対象識別態度 [ I : identification ] 

データは事物事象を記号で表したものである．もう少し言うと，データは事物事象を効果的に取り扱うために作ら

れた，事物事象の抽象代理物としての記号表現である．データと事物事象の対応は人間が定義したものであり，表現

対象は個体の場合もあれば同一視された塊やカテゴリの場合もある．いずれにせよ，どのような用途で記号対応を定

義するかの自覚は重要である．例で考えてみよう． 

はじめに個体識別（Ii : individual identification）について議論する．大学の授業担当者には，受講者一覧として，学

生番号と氏名が記されている．学生番号は大学が入学時点で個々の学生を識別するために付与するユニーク番号であ

る．氏名は，その学生が生まれたときに与えられる記号であり，家族内ではユニークな識別機能を持つが，家族とい

う情報管理圏を離れた世界ではユニーク性を保証できないから，学生番号は大学において不可欠の識別データとなる．

だが，実際の教室運営では，学生の氏名は，学生とのコミュニケーションに欠かせない呼称であり，学生をよく覚え

る上でも重要データとなるので，受講者一覧には必ず学生名を記している．実際，同姓同名が珍しい我が国では，氏

名は，個体識別の機能を果たしている．ビジネスに目を向けると，自動車の車体番号や，通信機器のMACアドレスな

どは，公的ルールに従ってメーカーが発行した個体識別コードである．銀行の口座番号，電話会社が顧客に与える電

話番号，国が付与する納税者番号やマイナンバー，通信ネットワークにおけるIPアドレスも，それぞれの機関が責任

を持つ情報管理圏における個体識別を目的として作られている． 

つぎに同一視された塊の識別（Ib : bag identification）を検討する．これを同一視識別と略称することにする．個体と

しては別でも“同じもの”と見なせれば同じように扱える．これが同一視であるii．そのような個体群の塊が存在する．

メーカーが供給する流通商品の場合，メーカーが予めJICFSデータベース[12]に登録した商品情報の識別子となるJAN

コード番号を製造時点でバーコードに刷り込んでゆく．同じバーコードを共有するクローン商品の量産である．同じ

バーコード番号の商品は，“同じ商品”と見なせるiiiので，POS導入した店舗は，商品名（漢字），商品名（カナ），

POSレシート名（漢字），POSレシート名（カナ）等については，安心してJICFSデータを取り込むだけでよく，いち

いち入力する必要がない．JANコードは商品の個体識別を意図して作られていない．メーカーは“同じ商品”を量産

し，店舗は“同じ商品”を在庫に持ち，また“同じ商品”を何度も販売する．すなわち同じJANコードが付与された

商品のクローン個体が多数存在して流通している．これらの事業では“同じ商品”が何個存在するか，何個移動した

か，何個入る予定であるか，何個失ったか，ということの管理が重要関心事となる．それらは具体的には，実在庫数

量，入庫数量，出庫数量，入庫予定数量，減耗数量などのデータで表現されることになる． 

同一視識別された塊の個々の単体が，取引プロセスの特定時点から，個体管理の対象に転じることがある．量産型

のソフトウェア製品の場合，顧客の手に渡す各コピーに対し，個体管理番号を与えており，顧客は製品パッケージに

同梱された登録番号を入力しなければ製品を使用できないなどといったコントロールを付加した流れが一般化して

いる．これは，取引管理の厳正化を図ると同時に，バージョンアップやバグ対応，さらには契約更新を円滑に行うた

めにも有効な手立てを提供する．このような同一視識別と個体識別の平行管理は，自動車メーカーのリコール管理で

も応用されており，リコール対象車種を判別したメーカーは，自社データベースでリコール対象車を個体識別したの

ち，陸運局管理の車検証データベースに記載された所有者の情報を得て所有者にリコール案内を告知する制度ivとな

っている． 

ii 通常の集合では同一視した要素は捨象するので個別に扱えない．同一視した要素の内容数を扱えるのは多重集合

である[11]． 
iii 必ずしも同一仕様である必要はない．管理態度として同一視できるかどうかである． 
iv 筆者のひとりはリコール通知を受けたときに，どのように所有者の個人情報を知りえたかをメーカーに問い合わ

せて，手続きの流れを知った． 
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いっぽう，同一視識別の判別情報を個体識別の対象管理に使う例もある．どこの図書館でも通常，新規図書購入す

る際は，複本確認 ―― 購入検討図書と“同じ本”が既に蔵書済みかどうかの同一視識別の確認 ―― を行っており，

既にあれば購入を思い留まる判断に活用している．ただし図書館は“同じ本”の有無チェックにISBNではなく，著者

名と書名を専ら使っている．図書の場合，文庫化など刊行スタイルの変更や版権譲渡による再刊の機会が多く，その

つど新しいISBNが発行されるのに対し，図書館が掴まえたいのはISBNの差異を超えた“実質的に同じ本”の存在で

ある．こうした複本確認に直接役立つ同一視識別のための管理コードは存在しないため，図書館は今でも著者名と書

名による在来手法で複本確認を行っているのである． 

カテゴリ識別（Ic : category identification）は数学的には通常の集合認識である．言葉は経験を区別するためのもので

ある．我々は業務を適切に管理するために，事物・事象に分かりやすい徴を付ける．集合に徴を付けたもの，それが

カテゴリである．個体として“同じもの”と見なせないもの同士でも，“同じたぐい”と見なせるものに対しては，

同じカテゴリを付与することでグループ管理を容易に行えるようにするv．カテゴリ識別は，同一視識別ほど強い規定

力を持たない．カテゴリは性別のように自然発生的な区別をそのまま適用するケースと，顧客区分や取引種別など経

営管理的な必要で任意に与えるケースがある．カテゴリは，日常生活においては分類語で表すが，システム仕様では，

処理上の理由から，分類語の抽象代理物となる（無味乾燥した）カテゴリ識別子を別途与えることが多い． 

なお，業務で扱うべき管理対象は時間的推移の中で変異するものが多く，これをどのように業務情報システムの中

で捉えてゆくかは重要な管理関心事となるが，解明のための探究点の整理は本稿の枠を超える課題となるので，稿を

改めて論じたい． 

 

3.2. 探究レベル 2 : 管理対象の基本型 

管理対象の基本型は 3個あり，それぞれ俗に，イベント，リソース，サマリーと呼ばれている．この節では，それ

ぞれ E) 活動事象，R) 活用資源，A) データ抽出編集，という探究点で議論する． 

 

3.2.1. 活動事象 [ E : event ] 

活動なき事業は存在しない．事業活動は常に目標に向けて営まれ，活動で発生する事態は目標との対比で評価され

然るべき対応がなされる．業務情報システムを構築する場合，事態の有効管理と業務の効率化を意図して，業務範囲

を特定仕様に限定することが求められる．事態とは，自身の利害関心に何らかのインパクトを与える事象のことだが，

問題とする事態がいつ発生するかは予知できない．一見どうということもないと当初受け止めていた事象が，あとか

ら振り返ってみると大変な事態の前兆であった，ということもある．また日々のデータ蓄積から問題解決の糸口を得

ることもある．ただし，いざという時に備えて，考えられる限りの事象データを蓄積することは原理的に不可能であ

る．そこで，どのような事象データを仕様として測定・蓄積の対象とするかが検討されなければならない．いわゆる

要求分析フェーズのポイントはここにある． 

たとえば販売システムは，企業利益の源泉となる営業活動を支援するとともに記録管理するものだが，その利用局

面を見ると，自身の満足を期待してコンタクトしてくる顧客に効果的な接遇を提示することにより競合他社とのサー

ビスの差別化を期待できる場でもある． 

いっぽう生産管理システムは，生産計画の作成と指図書の発行，進捗管理や生産統計の管理を支援するが，製品特

性に沿いつつ品質と効率を二つながら満たすための標準化が講じられるなか，システムの仕様化が進められている． 

大学の学事関連に目を向けると，科目履修管理システムは，学生に対しては履修登録の支援や成績評価を提示し，

科目担当者に対しては履修者情報の提示や成績評価登録の機能を提供する．このシステムでは，履修要件を満たさな

い履修を未然に防ぐためのコントロールの実装が常識となっている． 

これらはいずれも，事業活動の遂行を支援するものだが，事業従事者が円滑に業務に勤しみ，不注意による瑕疵を

未然に防ぎつつ，業務の確実な進行を促す手続きの実装を目論んでおり，個々の業務事実を遅滞なく１次データとし

て記録管理する仕組みを備えている． 

これらと少し性質の異なるのが会計業務である．事業会計は，事業活動の事実のうち，会計的事実として解釈・捕

捉されたデータを記録管理する２次データ管理の業務活動である．このうち財務会計については，簿記理論，企業会

計原則，税法などの公共的準則によるコントロールがある．その最も基礎となるデータが，会計的事実を時間軸にそ

って網羅的に帳簿記録した仕訳帳であり，各仕訳成分を勘定科目ごとに帳簿転記した勘定元帳である． 

                                                      
v サブタイプ識別は，カテゴリを指標としてタイプ管理する． 
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業務活動をデータとして記録するタイミングは業務要件によって異なる．販売システムでは販売プロセスの発生か

ら確定に至る取引進行ステップごとに内容を記録してゆくし，生産管理システムも同様である．いっぽう気象観測や

装置監視の場合は，平時においては定期の観測によるデータ取得を，非常時等のときは随意の観測によるデータ取得

を行っている． 

 

3.2.2. 活用資源 [ R : resource ] 

資源は，活用することにより何らかの価値をもたらす存在である．その資源を上手に管理対象とすることが出来れ

ば業務の向上が期待できる．人間はコンピュータが発明されるよりも遥かに前から，台帳登録により資源の管理を行

ってきたといえる．海洋国家のベネチアでは，艦船の建造能力を保持するため領土の森林の木々を台帳に個別登録し

て生育管理していたことが知られている．中世の検地は収穫に対する適切な租税を考量するための基礎データ作りだ

ったし，現代の路線価は不動産の課税基準となっている．このようなことから，資源登録は業務をつかさどる上で自

然に確立された技術といえる．ただし資源登録にも業務負担が発生するから，利用資源を登録管理するか否か，また

登録する場合はどのように登録管理するか，については適切な落とし処の解明が常に求められる． 

事業活動は必ず何らかの資源（ヒト・モノ・カネ・情報）の利用を前提としているが，利用するすべての資源が業

務情報システムの管理対象であるわけではない．人間は酸素がなければ生きていけないが，通常の業務では酸素は環

境から自由に得られるので管理不要である．しかし潜水作業や消火活動のような特殊環境の業務では酸素は環境から

自由に得られないため，管理対象資源となる． 

資源の管理は一般に付帯的業務であり，煩わしさゆえに忌避されやすいが，疎かにすると危険なこともある．その

意味で，管理対象資源の存在を前提とする業務は，多くの場合，情報システムによる管理支援の機会がある点に注意

したい． 

管理対象の中には，活用価値への期待とは別の管理動機によって管理対象となった実体もある．業務遂行への阻害

が予め分かっているため，注意深く監視することにより本来業務への悪影響を回避することを目的として管理する対

象がそれであって，クレーム管理，副産物管理，保護観察管理などが典型である．これらの管理対象も便宜上「資源」

と呼ぶ場合がある． 

業務活動の産物が，他の業務遂行への活用資源となる場合は，通常，資源登録することが多い． 

業務活動の覚えそのものが，他の業務遂行への活用資源となる場合もある．高額の販売案件は，それ一件で，新た

な取引への信用創造になるので，与信調査の材料となる． 

資源はライフが長い，といった見立てで資源であるか否かの判別基準とする考えもあるが，ライフの長短は主体の

時間感覚に依存する性質のものであるから，こうした見立てに固執する姿勢は好ましくないと考える． 

 

3.2.3. データ抽出編集 [ A : abstraction ] 

業務で使用する帳簿の中には日々の活動の原子記録から，何らかの管理活動に役立てるためデータ抽出して情報加

工した編集物がある．管理活動が定型化する場合は，情報加工の仕様を定型化することによって，情報加工から活用

に至る手続きのルーチン化が進む．その典型のひとつが合計値や平均値などの要約情報であり，もうひとつが定点観

測的な記録データの保存である．後者をスナップショットとか断面と呼ぶ論者もいる．会計データでは損益計算書が

前者，貸借対照表が後者に該当すると見ることができる．こうしたデータの保存年限は財務諸表のように法令で定め

ている場合もあるが，ほとんどの場合は，内部統制的なニーズ判断によって定められる． 

管理活動の高度化が進めば，定型化した情報提供だけでは施主が満足できなくなり，データマートを用意してEUC

に委ねる場合もある． 

時系列における特定時点のスナップショットを保存し，その後の全事象のログを記録保存すれば，スナップショッ

ト以後の全状態が復元できる．例えば，期首のスナップショットである貸借対照表と期中の仕訳の全てが揃っていれ

ば，当期の全時点の財務会計の情報が生成できるから，全時点のスナップショットを作成する必要はない． 

だが観測対象のデータが膨大になれば，ログファイルの作成負担がデータベースを圧迫し，ログファイルから目的

時点の情報を生成する待ち時間が許容できなくなるので，そうであればスナップショットを頻繁に記録保存したほう

が良いという判断もありうる．このようなトレードオフは業務で扱うデータ量の増大とともに顕在化してきていると

いって良い． 
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3.3. 探究レベル 3 : 管理対象間の相互関係 

管理対象は互いに何らかの関係を持ちながら業務活動を支える存在となる．事業活動は個性的であるから管理対象

も，相互の関係も個性的となることは当然であるが，いっぽう事業が有効かつ有益に調達・投入できる資源は「この

世のもの同士」という共通点があり，現実的要件の持つ規定力ゆえに，管理対象の相互関係には相当程度の共通性が

ある．本節ではこれに着眼しながら，O) 組織，D) 受払，P) 進捗，M) 監視，H) 相同，C) 制約の 6つの探究点に分

けて議論する． 

 

3.3.1. 組織 [ O : organization ] 

管理対象が活動であれ，資源であれ，それ自身が内部に組織構造を持つ場合がある．構造は「要素とその間の関係」

と見なせるので，それを管理しようとすれば，要素と，要素間の関係を複眼的に管理しなければならない．一件の受

注で複数種類の売買対象を一括案件として扱う場合，各受注は内部に受注明細を抱えることになる．また構造物を自

己の責任で管理しようとすれば，構造物を構成する要素も，要素間の構造関係も，きちんと管理しなければならなく

なる． 

一般的によく知られた構造関係には，内含・階層・親子の３種類がある．内含は物質の組成や，アソート商品の構

成関係が典型である．階層は建物の各階の構成やシステムの構成レベル，経営組織の構造が典型である．親子は実際

の親子関係や取引契約の主契約と付随契約などが典型である．内含・階層・親子は必ずしも互いに排他的な構造では

ないので，仕様探究の切り込み口として使う程度で良い． 

 

3.3.2. 受払 [ D : due ] 

資源となる物品はいつでも手元にあるわけではなく，使えば減耗する．また活用には一定の資源量が必要となるが，

外部調達は，発注から納入までのリードタイムが前提となり，その間にも資源はしばしば減耗する．そのようなわけ

で資源の所要量管理は頗るOR的な問題テーマとなる．その最も基礎的なデータとなるのが，手元資源の実在量であ

り，入庫・出庫の実現量であり，望むらくはそれらの予定量である．これらを扱う要素業務が受払管理である． 

物品が手元に入庫した事実，出庫した事実を，遅滞なく在庫データに反映する方法は，物品にバーコードを添付す

る技術の発明により飛躍的に発展した．物品の物理的移動をスキャンすることで物品の移動事実を自動的に記帳する

道が開けたからである．こうした技術が適用できないところでは依然として，担当者が検認した事実を台帳記入する

タイムラグを余儀なくされている．ただしバーコード技術が適用された現場であっても，物品に添付されたバーコー

ドをスキャンする手作業に人的ミスの混入が阻止できない作業環境の場合は，在庫棚卸の日が訪れるまで，台帳上の

在庫データと在庫事実の乖離が暴露されない．そのような現場では在庫台帳への不信が募る事態となる． 

同一視識別[Ib]された物品の在庫の場合，“同じもの”と識別された塊については，在庫管理，受払管理の両方で，

数量管理が可能となる．ただし，仕様的には同一視できる物品であっても，入庫ごとに仕入原価が変動する場合の受

払の扱いは注意を要する．適用した会計基準が先入先出法である場合，製品ライフを気にしなくとも良い物品につい

ては，現物に至るまで厳格に先入先出法で受け払いする必要はなく，払い出すときの原価を割り当てるアルゴリズム

に先入先出法を適用すれば済む．いっぽう製品ライフが極端に短い物品の場合，同じ仕様であっても物品自体の品質

劣化速度が速いため，現物ベースで先入先出する運用まで求められる．後者の場合，倉庫の棚配置やピッキング機構

の工夫により，個体識別[Ii]によることなく現物ベースで先入先出しできる場合もあるが，そのような工夫が期待でき

ない場合は，別途，個体識別を導入した先入先出の受払方法を確立する必要がある． 

ちなみに在庫引当（Dr : due inventory reservation）は，出庫予約の保証のため在庫有高から該当量を論理的に取り分

け，他からの干渉を排除する占有行為である．これは，在庫を未引当在庫と引当済み在庫に領域区分し，引当量を前

者から払い出し，後者に受け入れる論理的操作と同じである．このような在庫引当はIb型の対象認識における在庫受

払の一種であると理解できる．なお，鉄道や飛行機の座席予約は，Ii型の対象認識における在庫引当の一種である． 

Amazonなどの電子商取引については注意が必要である．カート入れは受払だが，市中小売店と異なり，購買確定す

るまではカートの商品への他からの干渉を排除していない．カート情報はサーバーに書き込まれた買い物リストに当

たり，カート入れは在庫引当を伴わない受払であることが分かる．この点については中西[11]の検討が詳しい． 

 

3.3.3. 進捗 [ P : progress ] 

他の者に何らかの作業依頼を発行し，その進捗や結果を待ち受け，期待と異なる結果には対応を促す．このような

管理業務を進捗管理と呼ぶことにする．進捗管理は一般に進行区分基準を持つ．いわゆるPlan-Do-Check-Act の管理
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サイクルもこれに含めることができる．また，レンタル回収や債権回収のような広義の顛末管理も進捗管理に含める．

いずれにせよ，進捗管理では，目標達成に向けた業務の進捗ステータスの区分管理が関心事となる． 

例として債権回収について少し詳しく述べる．掛け売り販売の場合，販売と同時に売掛金が発生する．売掛金の回

収をどのように行うかは企業によって異なる．通常は経理部が売り先に対し，送金か口座引き落とし等の通知により

売掛金の請求を行う．入金が不首尾の場合，催促通知する．未納金が許容範囲を超える場合は何らかのペナルティを

通告する．こうした事実の積み重ねは取引先の与信に反映させなければならない．手形決済を認める場合は，債権は

売掛金から受取手形に切り替わり，期日待ちとなる．ここでは不渡りとなった場合の回収方法について触れないが，

売掛金の未納よりも遥かに重大な事実であり，販売担当に対し，直ちに取引先への販売を中止するよう伝達しなけれ

ばならない．それだけでなく当該の取引先について未請求の売掛金がある場合の回収方法についても検討を急がなけ

ればならない．売掛債権が，どのような債権へと姿を変え，最終的にどのような顛末を迎えたか，その全般の把握を

どこまで行うかは，ガバナンスにも絡むテーマだが，厄介な管理を伴うものでもあり，情報システム化による有効な

支援が期待できる領域である． 

 

3.3.4. 監視 [ M : monitoring ] 

指定された管理対象の事態の変化を観測し記録保存する業務がある．これを監視と呼ぶことにする．結果を顛末報

告する場合もあるが，必ずしも顛末報告を求めるものではなく，管理対象が刻々と変化する事態を漏らすことなくデ

ータ捕捉することにより，全般状況の把握や推移予測に役立てることを主目的とする．監視は何らかの位置空間の設

定が前提となる．履歴管理も監視の一種とみなせる．監視には，定点観測（Ms : stationary observation monitoring）のよ

うに，位置を固定してその地点の状態の時間的変化を捉えるものと，標的追尾（Mt : target trace monitoring）のように，

移動する事物を標的と定め標的の位置と状態の時間的変化をとらえるものがある．遠隔操作で多数の設置機器を管理

する場合は，各機器に異常検知報告の定点観測機能を装てんし，異常検知した機器については，これを標的とした追

跡に移行して問題対応を図ることが多い．またクレームの指摘があった商品やサービスについて問題対応の行動をと

るときは追尾による管理[Mt]と顛末管理[P]が併用される場合がある．タクシーの配車管理も監視の適用であるが，配

車決定時点で当該車[Ii]を引当[Dr]て，以後，顧客の乗車から目的地到着まで追尾管理[Mt]する点viに特徴がある． 

 

3.3.5. 相同 [ H : homology ] 

ある管理対象が，特定条件の下で，別の管理対象と等価の扱いを受ける場合がある．これを相同対応と呼ぶことに

する．相同対応されたもの同士は，それぞれ別物として対峙しており，同一視識別されることはない．情報管理圏の

異なるシステム同士がデータ交換するときのコード変換対照表が典型であるし，その他の事例では，中西[13]が科目

読み替え対応を詳しく研究した． 

相同対応する管理対象は必ずしも単体同士とは限らない．複数個の管理対象セット同士が相同対応する場合もある．

その場合は，管理対象セットを独自の管理対象と見なして扱うことになる． 

 

3.3.6. 制約 [ C : constraint ] 

ある管理対象が別の管理対象の存在様態を厳格に規定する場合がある．これを制約と呼ぶ．その最も典型的な規定

がリレーショナルモデルにおける参照制約，すなわち参照側の属性の取りうる値の定義域を被参照側の主キーの値の

集合によって定義する制約である．このようなものの他にもデータ型の制約，データ発生源の制約，加工データ導出

方法の制約，データ有効期間の制約，データの参照や更新の権限の制約，データ保存形式の制約など，様々なタイプ

がある．俗にビジネスルールと呼ばれる制約子もこれに該当するといえる．制約の強さは適用業務によって様々であ

る．制約のうち，定式化が可能で，かつ定式化したほうが有益と思われるものについては，情報システム化を検討す

べきであろう．その逆に，属人的なデータ運用に任せるべきデータ制約と判断できる場合，いたずらな情報システム

化は避けるべきであろう． 

 

4. まとめ 

本稿では 10個の業務パターン探究点を列挙した．これらは経験豊富な技術者が定石として使う「手元の知識」[14]

を，あらためて形式的に整理したものと言える．筆者らはその整理に当たり，入出力画面帳票等として陽に露わにな

                                                      
vi 配車は一時占有であるため，占有が終われば払い出した車両を戻し入れして次の配車に備える処理となる． 
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りやすい業務プロセス部分であると同時に，抜け目なくデータモデリングする手がかりとなる観点の抽出に努めた．

業務分野の枠を超えた業務パターン探究点を取得できたのは，そもそもデータが事実事象を記号で表す機能を存在理

由とする抽象物であることと，業務が有限の資源を媒介して取引する現実的要件を持つことの助けが大きい． 

これらを業務パターン変数と呼ばず業務パターン探究点と呼ぶことにした理由は，一つの探究点から想起される業

務パターン・イメージの多様性のゆえである．適用にあたっては，まずは施主みずから，3つの探究レベルに沿い，

問診票のように用いて，個別に問いただしてゆくと良い．業務検討に際し，10個の探究点を使って執拗に問いただす

と，検討すべき世界の広がりが強く自覚されることになる．しかし時を経ずして，現実的要件が許す多様性の少なさ

を実感し，解の落とし処で悩むことになる．その結果，いかに現実的要件を超えるかの問題関心に導かれる場合もあ

るだろう． 

業務パターン探究点で採用した虫の目のアプローチは，ジャーナリストの笠信太郎[15]が日本人に向いた思考法で

あるとして敗戦後の日本で提唱した「歩きながら考える」アプローチと良く馴染むと考えている．このような思考法

への着眼はその後も続いた．池田久美子[16]が教育哲学的に再評価した「はいまわる経験主義」はその一つであるし，

佐伯胖[4]の「視点移動」論が認知科学に及ぼした衝撃は言うまでもない．本研究は，その系譜に位置づけられるが，

業務情報システムの仕様検討における，接写からズームアウトする虫の目の視点移動の参照基準として業務パターン

探究点を整理したわけである． 

見出した 10 個で業務パターン探究点が網羅できたかどうかについて，筆者らはそれらの構造の数理的な解明によ

る検証を期待しているが，今後の課題である． 
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