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1 ビジネスプロセス再構築プロジェクトの
目的と問題点

近年、ビジネスプロセス再構築プロジェクト（ビジネス・プ
ロセス・リエンジニアリング：以下、「BPR」。）という言葉を
聞く機会が増えてきています。個人事業であれば担当者が
少数であるためビジネスプロセスの全体像を把握すること
が容易です。従って利害関係者のニーズに変化に対応して、
ビジネスプロセスを最適な形で再構築することはさほど難し
くありません。しかし、企業となってくると一つのビジネスプ
ロセス内においても業務が細分化され、全体像を把握する
ことが非常に困難となります。そのため、ビジネスプロセス
を構築する際に全体的に最適な形ではなく、局所的な変更
で対応しがちになります。

例えば特定の顧客に対してのみ、製品の硬度を上げ、価
格を 10%上昇させるというプロセス構築が必要となった場
合、あるべきは製品製造プロセスと受注販売プロセスの
End to Endを一体として把握し共有のデータベースの再構
築等、全体的に最も効率的な方法でプロセスを構築すべき
です。しかし、実際には製品製造プロセスと受注販売プロセ
スがそれぞれスプレッドシート等でパッチワーク的に管理さ
れ、その結果整合性確認等、後続作業が非効率となってし
まう場合が多くあります。

このような問題を抱える企業が、その課題の解決に向け
て、全体的な観点からプロセスを最適化することを目的とし
てBPRを実施しています。ここで BPRを成功させるためには
現状のプロセスを正確に理解し全体的な観点から俯瞰する
ことが必要です。しかし何重にもパッチワークが重なったプ
ロセスの全体像を理解することは非常に難易度が高いもの
になります。結果として、全体像を理解する前に見えてきた
問題点のみに対応するという限定的な効果しか得られない
BPRとなってしまうケースがあります。

はじめに
　「大手スーパーマーケットで販売データを分析した結果、
顧客はオムツとビールを一緒に買う傾向があることが判明し
た。そこでオムツとビールを並べて陳列したところ、売り上げ
が上昇した。」という話をご存じでしょうか。データマイニング
の成功例として有名な話の一つです。ビールとオムツが一
緒に売れる理由は、オムツはかさばるので父親が買いに来
ることが多く、そのついでにビールを買うことが多いというこ
となのですが、データマイニングをするまでは誰も気が付か
ない情報でした。データマイニングは大量にある情報や事
実を積み上げ、その中から価値ある情報を見つけ出すとい
う特徴を有しているため、既存の価値観や常識では考え付
かなかった新しい気付きを得るために非常に有用な手法で
す。近年このデータマイニングの応用であるプロセスマイニ
ングというテクノロジーが研究されています。コンセプトは
データマイニングに時系列情報を加えプロセスとして分析す
ることで、誰も気が付かなかったプロセスに関する情報を発
見するというだけで本質はデータマイニングと同質のもので
す。
　本稿ではプロセスマイニングのテクノロジーと、PwCの
サービスメニューを融合したプロセスインテリジェンスに関し
て、説明していきます。なお、文中の意見に係る部分は筆者
の私見であり、PwCあらた有限責任監査法人または所属部
門の正式見解ではないことをあらかじめお断りいたします。
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2 プロセスマイニング

（1）プロセスの理解

伝統的なプロセス理解方法は、膨大な業務要件定義書や
マニュアルの解読、作業担当者に対するインタビューとサン
プルデータの追跡等の手法で理解したプロセスをドキュメン
トすることで実施してきました。しかしこれらの方法には以
下の欠点があります。

＜膨大な業務要件定義書やマニュアルの解読＞
● 時間を膨大に要する
● プロセス変更時にアップデートされていない

＜作業担当者に対するインタビューとサンプルデータの追跡＞
● 作業ごとに担当者が異なる場合、特に時間を要する
● 担当者の説明力に左右される

●  典型的なプロセスしか理解できない
● 時間を要しているプロセスの特定に担当者の主観的な判断

が入る

プロセスマイニングによるプロセス理解方法は、今日の情
報システムに通常蓄積されているタイムスタンプの付いた
一定期間のイベントログデータを抽出し、取引 ID単位で時
系列順にイベントを並べることにより、データの流れを可視
化することで実施します。この方法によれば、データを抽出
してしまえば膨大な資料の読み込みやインタビューを実施し
なくてもイベントの流れを理解でき、例外処理を含めた全て
を短時間で理解することができます（具体的なイメージとし
て、図表1を参照）。

プロセスマイニングはイベントログデータの情報を見やす
くしただけです。しかしこの可視化によって例えば以下の情
報を簡単に理解することができます（図表1の拡大図参照）。

ケースID イベント タイムスタンプ 担当者ID 発注金額 事業部

6100035999-20 発注申込 2015/2/23 16:20 USER 190 1317.31 1200

6100037658-60 発注依頼 2015/4/8 8:13 USER 190 83.36 1200

6100035313-10 発注書修正 2015/2/6 10:03 USER 190 624.14 1200

6100035313-20 発注書修正_商品 2015/2/6 10:03 USER 190 140.95 1200

6100037658-10 発注申込承認 2015/4/8 8:13 USER 190 220.46 1200

6100037658-20 商品受領 2015/4/8 8:13 USER 190 208.05 1200

1

2

システムテーブル

プロセスマイニング 拡大図

イベントログデータ
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図表1
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● 発注依頼から発注申込に至るまで平均2日と14時間要して
いる

● 発注申込から請求書受領に至るまで平均30日と17時間要
している

●  発注依頼から発注申込を経ずに請求書受領している取引
が319件ある

●  発注依頼からではなく発注申込からスタートしている取引
が2,750件ある
このようにそれぞれの事実を把握した後に、より詳細に

データをドリルダウンしてその要因を把握するというファク
トベースの分析が可能となります。

（2）ベンチマーキング

プロセスマイニングの対象はイベントログにあるデータで
フィルターが可能です。例えば支店名のデータがイベントロ
グに含まれていれば、支店間のプロセスを比較し、いわゆる

「良い支店」をベンチマークとして、「悪い支店」ではプロセ
スにどのような相違点があるのかという点を容易に理解する
こともできます（図表2）。

 
●  発注依頼というイベントがB支店にはない
●  A支店は全て発注書修正→商品受領→請求書受領となって

いるが、B支店は当該3イベントの順序が入り組んでいる
 

（3）人員別業務量の理解

イベントログデータにそれぞれのイベントを担当した人員
の IDが含まれている場合、プロセスマイニングは各担当者
の業務量の理解にも利用することが可能です。

図表1ではデータのフローをイベントを軸として可視化し
ておりますが、この軸を人員に変更することで人員間におい
てどのようにデータが流れていて、平均所要時間がどれくら
いかということを可視化できます。図表3を参照ください。

人員を軸にすることで、以下の情報を簡単に理解すること
ができます（図表3の拡大図参照）。

●  U S E R 1 3 4 は 2 , 5 5 7 件デ ータを処 理している一 方、
USER180と23は200件未満のデータしか処理していない

●  USER134は自己における連続処理を1,252件実施してお
り、その処理に平均5日と22時間要している

●  USER134の処理完了から後続作業者であるUSER180と
USER23の処理完了までにそれぞれ平均 44日間、71日間
要している
この事実をもってUSER134に聞き取り調査を実施するこ

とで、抽象的・感情的な協議ではなく、具体的・建設的な協
議を進めることが可能となります。

3 プロセスインテリジェンスによるBPR

（1）イベントログデータの抽出

プロセスマイニングで最初に重要となるポイントはイベン
トログデータをシステムから抽出するという点です。PwCは
グローバルでプロセスマイニングの技術を基礎としたプロ
セスインテリジェンスというサービスを提供しているため、
SAPや Oracleといった典型的な ERP（Enterprise Resource 
Planning）システムであればイベントログデータを抽出する

図表2

A支店 B支店
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スクリプトをすでに有しています。また、監査を通じてさまざ
まな業種の会社のシステム構成を理解しているため、カス
タマイズされたシステムであっても効率的にイベントログ
データを抽出することが可能です。クライアント側に全体的
なシステム構成を把握している担当者がいる場合、その効
率性は著しく上がります。

（2）問題点の把握

プロセスマイニングにより現実のプロセスが理解できたと
しても、どうあるべきか、どう改善すべきか、というベンチ
マークを理解していないと真の問題点を発見することがで
きません。PwCは内部統制監査業務およびアドバイザリー
業務を多くのクライアントに提供しているため、各業界のビ
ジネスプロセスにおけるベンチマークに対する知見が蓄積
されています。現場をよく知るクライアントの担当者とPwC
がワークショップ形式で協議することで、実務の観点、内部
統制の観点も考慮した真の問題点の発見をすることができ
ます。

（3）再構築方法の検討

プロセスの問題点が把握された後は、それぞれの問題点
に対してどのようにプロセスを再構築するのかを検討しなけ
れ ば なりま せ ん 。P w C は R P A（ R o b o t i c  P r o c e s s 
Automation）導入や EUC（End User Computing）開発等の
業務効率化プロジェクトを多数手がけており、問題点に対す
る最適なプロセス再構築の方法を提案することができます。

（4）再構築効果のモニタリング

BPRではプロセス再構築後にその効果がどの程度出てい
るのかモニタリングすることが重要です。プロセスインテリ
ジェンスでは（1）でイベントログデータの抽出方法をすでに

理解しているため、再構築後に同じデータセットを抽出する
ことが容易です。そのデータを用いて再度プロセスマイニン
グを実施することで、効果を実際のデータ処理数・所要時
間・データの経路等を定量的にモニタリングすることができ
ます。

PwCが提供するプロセスインテリジェンスは上記（1）から
（4）までをシームレスに提供することで、プロセスマイニン
グの利点とBPR専門家の知見の相乗効果を最大限発揮する
ことができます。

4 プロセスインテリジェンスの
会計監査への導入

（1）内部統制の理解における活用

会計監査においては財務諸表の信頼性を評価する上で、
内部統制の理解と評価が必須となります。従来は内部統制
の理解は（i）業務マニュアルの査閲、（ii）担当者へのインタ
ビュー、（iii）サンプルデータを用いた実際の処理手続きの
観察といういわゆるウォークスルーという手続きで実施して

きました。しかしこの方法では 2（1）で説明した欠点がありま
す。現在、PwCではこのウォークスルーへのプロセスインテ
リジェンス導入を推進しております。これにより、短時間で
効果的なウォークスルーを実施することができます。

（2）リスク評価手続きにおける活用

会計監査においては、企業の全取引を精査することは不
可能であるため、企業の内部環境、外部環境、取引の性質
等を総合的に勘案しリスク評価を実施します。そしてそのリ
スク評価結果に応じて実施する監査手続きテストサンプル
数を決定します。プロセスインテリジェンスによれば、取引

図表3

拡大図

特集：データアシュアランス

14 PwC’s View — Vol. 09. July 2017



特集：データアシュアランス

の全体の流れを 100%のデータを用いて理解することが可
能であるため、異常なデータや取引を包括的に特定するこ
とができます。このプロセスインテリジェンスから得られた
情報をリスク評価手続きに反映することで、より精緻なリス
ク評価が可能となります。

（3）監査結果報告会におけるプロセスインテリジェンス
の共有

会計監査完了時に企業の監査役等に対して監査を通じて
検出された問題点を共有する監査結果報告会が実施されま
す。従来は紙面ベースで監査結果を報告するというのが主
流でしたが、プロセスインテリジェンスの結果を実際の画面
を用いて共有するという取り組みを推進しております。プロ
セスインテリジェンスにおいては気になるプロセスやデータ
に関して簡単にドリルダウンすることが可能であるため、企
業をよく知る監査役等への報告においてよりインタラクティ
ブな協議を実施することが可能となります。

5 おわりに

データマイニングやらプロセスマイニングやら、言葉だけ
を聞くと専門的で難解な印象を持つかもしれませんが、やっ
ていることは「今あるデータをわかりやすく見せる」というだ
けです。従って、データさえ保持されていれば導入すること
は難しくなく、そこから必ず価値ある情報を見つけ出せるの
でぜひ実践してみてください。

一方、今日の日本においては昔ながらの紙面による承認
プロセスや合併等を通じたシステムの複雑化等を理由に、
そもそもデータがない、もしくはどこに何があるのか誰もわ
からないという場合もあるかと思います。この問題に対処す
るためにはオペレーションの運用の変更や大規模なシステ
ム再構築が必要な場合が多く、簡単に対処できるものでは
ないです。しかし、繰り返しになりますが一度データを整備
してしまえばプロセスインテリジェンスにより以下の効果を
短時間で継続的に得ることができます。

【リスク管理、内部監査】
典型的なプロセスしか理解できず、例外的なプロセスの内
部統制評価が困難
→データを利用すれば短時間で100％のプロセスの理解が

可能。過去期間との比較でプロセスのアップデート検出
を自動化

【人事】
残業を減らす施策の検討ために残業したが、人員増以外に

効果的な施策がない
→人員を軸とした分析で、各人の業務量と所要時間が事実

に基づき見える化

【ビジネス・プロセス・リエンジニアリング】
プロセスの全体像を理解して真のボトルネックを把握でき
ているのか不安
→ 100%のプロセス内において、イベント間の所要時間が

定量的に見える化。所要時間が長いプロセスに注目して
効率的に BPRを実施し、その効果も定量的にモニタリン
グ可能

この他にもデータが整備されていると、AIや RPAの活用
領域が大きく広がります。テクノロジーが発達してきている
現代において企業価値を向上させるためにはデータ分析は
必須です。データは蓄積を始めるタイミングが早いほど、そ
のパワーは将来に向けて大きいものになります。早期に
データ整備のための改革を実践してみてはいかがでしょう
か。

服部 雄介 （はっとり ゆうすけ）

PwCあらた有限責任監査法人
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