従来、ＱＣの方法による問題解決の方法を中心にやってきた人と BABOK がよく解らないといってき
た人が、ＤＴＣＮの方法を理解するために作った地図
ＤＴＣＮのＢＡＢＯＫ（プロジェクトマネジメントのガイドライン教科書）の理解促進への適用例、平山、渡辺氏が作
成分の要約的解釈）

渡辺武久氏と情報診断士の会の人たちの具体例
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１． ＢＡＢＯＫについての疑問
ＢＡＢＯＫに書いてあることが日本人にはわかりにくいのですがどうすればよいのでしょうか。
渡辺武久（情報診断士の会）
資料①：ＢＡＢＯＫ（A Guide to the Business Analysis Body of Knowdge：カナダの
ＮＰＯ法人 International Institute of Business Analysis が、ビジネスアナリシス（ＢＡ）のベストプラク
ティスを知識体系としてまとめたもの
資料②：江崎通彦論文「分析をするということは、何をしさえすればいいのか、それで何ができるようになるのか」：
過去分析、未来分析、現在分析についての新手法
１． 問題点
（１）

ＢＡＢＯＫ（資料①）には、つぎのような用語が使われていますが、その内容が日本人にはわかりにくい点が
あります。例えば、つぎのような用語です。

①
（２）

ジネスアナリシス

②エンタープライズアナリシス

③要求分析

日本人にとって分析ということは、すでにあるものをバラバラにして、詳細な細かいところを理解することで
あるので、要求分析ということは、これから何をしようとしているかのすでに要求事項があれば、それをバラ
バラに分解して、何をいわんとしているかを分析して把握すればよいと考えますが、所詮、要求事項をどうや
ってつくるかについての説明も何もない先に、要求分析というのは順序がおかしいということになります。
（BABOK および、それが呼び出す参考書には、要求事項をどうやってつくるかについての説明も何もありま
せん）
（現に、カナダ出身のネイティブイングリッシュで考え、ネイティブイングリッシュと日本語の両方で話をで
きると日本人四世の方もそういっています）
、
ところが、要求側、例えば企業、
顧客にその要求することを書いたものがすでにあればそれができるのですが、
通常はそれが十分といえるほど書いたものがないし、話されたものとしてもないのです。その結果、十分な内
容と考えられるところまで分析し、把握することができない状態となってしまいます。どうすればよいのでし
ょうか。

２． 問題点の解決
（１）

認識：ここに分析をすることは何をしさえすればよいかの資料（資料②）があります。これによれば、分析に
は過去分析、未来分析、現在分析の３つがあると説明しています。
そして、そこで、未来分析の方法としてＤＴＣＮ手法のなかのＰＭＤ（目的と手段のダイアグラム）とメイン
キーワードの把握こそが未来分析そのもの入り口であるといっています。

（２）解決の内容①ビジネスアナリシスとエンタープライズアナリシスについて：
① ビジネスアナリシスについても、エンタープライズアナリシス、ついてのいずれもの分析は、PMD とメイ
ンキーワードによる未来分析によればできることです。
そして、そこで明らかにできた PMD とメインキーワードの内容を把握した上で、段階的な手順と、その結果
内を創るかの構築を関係者（顧客を含む）と一緒になって、それぞれの課題（ビジネス、エンタープライズ、
システムの要求のレベル）について、ステップリストおよびＦＢＳの方法によって展開すれば、その内容を
実現可能な最大、最適な範囲で具体化できます。
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② また、要求分析についても、それらと同じように、その結果として要求事項が記述できればよいので、これ
からすべきことを記述することのできる未来分析(PMD とメインキーワードの把握)をすることにより、明確、
具体的にすることができます。
この内容につては、江崎通彦著の「WBS の再定義と使い方」の 92～97 ページにその詳細が書いてあります。
そして、結果として、ビジネスアナリシス、エンタープライズアナリシス、要求分析の結果としての要求仕様
を見える形として示し、その結果として、実現可能の範囲で最適化した姿として現実化できます。
３． 成果
ＢＡＢＯＫ第５章（エンタープライズアナリシス）をＤＴＣＮ手法を使用して実践した結果、つぎのような成果を得
ることができました。
①

ＤＴＣＮ手法を情報システムの要件設定のツールとして位置付けることができた

②

ＩＴＣプロセス（ＩＴコーディネータ協会が提唱する情報システムを構築するための標準プロセス）の一部
として標準化できた

③

ＤＴＣＮ手法の情報システム版として適用事例を整備することができた

④

ＢＡＢＯＫの知識体系を実現する技法としてＤＴＣＮ手法を検証できた

⑤

PM、SE の作業を容易にする知恵を創りだす方法の要約版テキストの完成

以上により、ＤＴＣＮ手法は具体的な情報システムの要件分析、要求仕様の設定に有効な手法であると判断しており
ます。

以上
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渡辺武久氏 具体例 2
この具体例は、従来、問題解決型の QC の方法を主に使ってきた方（情報診断士の会の方）が、ご自分の使って
こられた方法と対比して DTCN の方法を理解するべき作られたフローチャートとその理解の一覧表です。
図表 1 は、
「実施計画書」に従った PMD の方法、ステップリスト、FBS の方法を中心とした全体のイメージ図を示
しています。

図表 2 は、それに対して表で説明をした内容です。

、。
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図表１「実施計画書」に従った PMD の方法、ステップリスト、FBS の方法を中心とした全体のイメージ図

問題解決（＝課題実現）のための PMD 手法とステップリストによるシナリオ（平山／渡辺＋江崎サジェッション作成）

情報診断士の会の 2011 における理解を 2012-9-15 に訂正 Rev.2
【活用する問題解決技法】

Step０：現状（問題山積、カオス状態）
・問題、課題、不平不満、願望など、様々な事象が混在。
・顕在化している問題もあれば、潜在的な問題もある。
・重大な問題もあれば、軽微な問題もある。
・組織的な問題もあれば、個人的な問題もある。
・因果関係、重要度、優先順位などは考慮していない。

会社の成長
後継者問題

競合他社や
業界の動向

・原状回復以外につき、問題を課題に切り替える
・上位目的からのトップダウンアプローチとボト
ムアップアプローチを同時にするため、実現す
べき課題を明確にして、PMD を作る準備をす
る。
・経営者から担当者まで関係者全員が、課題実現
をするため、ベクトルをあわせをするための準
備を、課題表現により準備をする。

業績
不振

経営者
夢、希望
不安、悩み

利害関係者への
説明責任

売上目標
未達

管理者

組織の壁
ｾｸｼｮﾅﾘｽﾞﾑ

Step１：課題の明確化

②トップダウン・アプローチ
何をするため、どのようにして

問題だらけ
課題もある

・課題実現のために具体的な対応方策について自
由に意見を出す（極端な案も出すのも一手段）
。
・既存の制約等にとらわれることなく、幅広く上
位目的を実現するための必要条件を出す。それ
により PMD ができれば、目的、目標の実現の
第一次の見通しが立たことにンる。。

課題に対しての質問
要するに「何をしようとしているのか？」
「何をしさえすればよいのか？」の質問
に対し、
「・・を・・する」の表現で、思
いつくだけカードに、書きだす。

④ブレイン・ストーミングのように口に出
さずに、カードに黙って書く

現状回復以外において、問題を課
題に切り替え、課題は、リファイ
ンした課題に切り替え、実現すべ
き課題にする
（問題を課題に切り替えると、上
位目的が見えるようになる）・・
課題表現の最適化には、テーマ
PMD の方法を使う）

問題だらけ
課題もある

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
不足

非効率な
作業

Step２：要するに「何をしようと
し散るのか？」「何をしさえすれ
ばよいのか？」の質問に「・・を・・
する」の表現で答える

これで、トップ
ダウンアプロ
ーチもボトム
アップアプロ
ーチも同時に
できるように
なる

要するに、
「・・を・・
する」（目的）

要するに、
「・・を・・
する」（方策）

・・を・・す
る
（目的）

潜在的な
問題

担当者

顧客との
トラブル

仕事、職場
への不満

※この段階で発見された問題に対し、都度、対策を講じても、
「場当たり的／モグラ叩き」な対応に陥りやすい。
※問題を発見しやすくするためのノウハウ（見える化の手法）
が重要。

目的と手段の関係に着目し、抽出したカード
を何をするため、どのようにしての、目的と
手段の関係に、上から下の関係に並べる。
どうしても、縦にならないときは横に並べる

問題だらけ
課題もある

※この段階では、的確な課題表現が関係者で共
有できれば十分。
⇒Step5 のステップリスト実施作業で、作業
レベル、現場ごとの課題が更に明確にな
る。

・課題実現の意思とメイン・キーワードを持 ・ステップリストにより段階的に整理
し手順に従い、担当レベルに応じ
ち、目的の結果（＝目標）に向けた段階的
て、各担当の人に割り当てる。
手順をステップリストにより作成する準
・各個人はレベルでやるべきことを明
備をする意思をつ。
確にし、実現しやすくする。
・抽出された「何をしようとしているか？」
「何をしさえすればよいか？」の答えを、 ・段階的作業と意思決定の手順を割つ
ける。
要するに「・・を・・する」の表現で書き
だし、それを目的と手段の関係に整理す
る。
⑥
⑤ＰＭＤ

FBS とステップリスト
と必要に応じて 3-5 イン
プメントを使う

最上位の目的

要するに、
「・・を・・
する」（方策）

Step5：作業の実施

・定期的に、進捗状況を事前、事前に
モニタリングをして、遅れそうなと
ころは、全面支援をする。そのため
に、プロマネ直属の促進担当者（正、
副）を置く。
・集団で段階的意思決定をする

⑦各段階においてはＰＤＣＡは活動
はするが、なるべく後戻りがない
ように、事前保証活動のところを
的確にやる。

戦略思考と行動
メイン・キーワードにも
とずくステップリスト全
体を使ってをする（経営
者と管理者が協力してチ
ック・モニターする）

目的と手段
「～するために～する」

戦術的思考と行動
ステップリストの各段階
の 4 の箱がの枠組みとな
る（管理者と作業者が共
同をして管理をする）

メイン・キーワード

要するに、
「・・を・・
する」（方策）

③ボトムアップ・アプローチ
何をするため、どのようにして

Step４：課題実現の実施
計画書にまとめる

目的と手段
「～するために～する」

要するに、
「・・を・・
する」（方策）

①問題発見技法
（３ム・リスト）

Step３：ＰＭＤ作成

「要するに○○する」
「実現する目標」
目的と手段
「～するために～する」

目的と手段
「～するために～する」
要するに、
「・・を・・
する」（目的
策）

エントランス・キーワード

戦闘的思考と行動
ステップリストの事前保証活
動と事後保障活動の作業（作
業者と管理者が共同で担当者
する

「どこから始める」

日常業務レベルの課題

「・・を・・する」

※この段階では、
「なぜなぜ」は厳禁。
※メインキーワードより、自由な意見を活発に書
き出すことのできる雰囲気が重要。

※ＰＭＤ作成により、さらに上位の目的
を確認することが重要
・それにより、下位手段や条件が変化す
る。

⑦ステップ・リストによる
段階毎の作業

※FBS につき、できるだけ実現可能な
３つの極端を創出し、最適案はその３
角形の中にあると考え、そのトレード
オフスタディーで最適案を選択する。
これが実現可能な、あるべき姿にな
る。これを各構造レベルにつき繰り
返すのがステップリストの手順。

※作成したステップリストの４つの箱の作
業がきちんと実施できる必要条件を整え
ることがコツです。

①
3 ム・リスト
・
「ムリ」「ムラ」
「ムダ」の
視点で、業務の問題点を洗
い出す手法。

②トップダウン・アプローチ
・組織の目的、目指すべき方
向性、戦略等を明確にし、
段階的に具体化していく。
・基本的は、
「何をするため」
「何を（What）の構造・
構成（対象）
」を「どうや
てて（How）（手順）」の
思考で具体化する。

③ボトムアップ・アプローチ
・現状の問題点を分析整理す
るよりは、何をしさえすれ
ば、うまくいくかのキーを
見つけ出す方が、重要。
・.問題の所在を確かめるの
は現状復帰が容易にでき
るもの、にする
・その根本原因追求するよ
り、どうしさえすれば、上
位目的と目標（＝キーワー
ドのレベル）が実現できる
かに集中する。
④ブレイン・ストーミング
3.改善すべき課題（方向
・従来のブレーンストームの
性）
方式は採用する必要はな
を明らかにする。
い。課題を実現するために
・基本的には、
「なぜ（Why）
」
「何をしようとしている
の思考で明確化する。
のか」「何をしさえすれば
※2.で終わると、単なる「犯
よいか」が焦点である。
人探し」になってしまう。
・他人の意見に悪乗りは賛成
※3.の明確化が重要！
⑤ＰＭＤ
・課題実現のための目的と手
段の関連性を明らかにし
て見える形で意思を明確
にする。
⑥ＰＤＣＡ
・計画に沿って実行。
・なるべく後い戻りをしなく
て済むようにする。
・ステップリスト不備があれ
ば事前に改善合意する。
・In oder to and ５Ｗ１
Ｈを明確にする。

⑦ステップ・リスト
・段階的作業とその条件、
意思決定手順をモレな
く記述した手順書
・これには体制が必要（RO
っメッソド
【凡例】
明確化すべき事項
問題事項

問題が複雑であればあるほど、それを課題に切り替える。実際にはこの部分がもっとも重要
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ステップリストの段階区分による作業内容と次の段階に移ってもよ
いかの評価と意思決定・判断を的確にする

活用する DTCN 手法

図表２ 図表１の説明

図表 1 の説明図では、DTCN/DTC 実施計画書が抜けているので、これを加えて、課題を実現する、実施計画書を創り、課題実現のための段階的手順と体制を創り、あるべき姿を実現する図です

１

２

３

従来の問題解決法
（QC にはよく合
う

問題がいっぱい。
問題という表現である
と、あるべき姿とその対
策のために、原因を探さ
なければならない。
現状復帰のときは、現状
とあるべき姿はすでに
あるので、従来の QC の
方法で充分対処できま
す。
QC の方法のなかでは、
問題と課題の区分さえ
明解になっていなかっ
た。

① 従来問題と課題の関係を明ら
かにした論文がありませんでし
た。
DTCN では下記にて解決

DTCN/DTC 手
法（＝知識から
知恵を創りだ
す方法）からの
視点で、情報診
断士の会の
2011 における
理解案（案）を
見ると、右記の
問題点が見え
る

Step０：現状（問題山
積、カオス状態）

DTCN/DTC 手法
ではどうするの
か？

DTCN 手法では、現状
復帰以外は、問題を課題
に置き換えます。
問題は課題を実現する
ための一つの条件と考
えます。

DTCN の方法は、カ
オスからの脱出手法
と言われている。
http://dtcn-wisdom.
jp/E-edition%201/E
%20PM%20method
%20escap%20chaos
%20PRs.pdf

http://dtcn-wisdom.jp/00001-mondaikadai-J-E.pdf

②
効果と効率について
も、どういう関係にあるかの
論文がありませんでした。
http://dtcn-wisdom.jp/J-Edition%202/J30Appx%20R%20%20kouka%20to%20kourit
u.pdf

③
分析をするということは、
何をしさえすればよいかも、世界
を見回しても江崎通彦著の下記の
論文以外にはありませんでした。
http://dtcn-wisdom.jp/0-analysis.pdf

Step１：課題の明確化
問題を課題に切り替える
すると、上位目的が見るようにな
る。
①DTCN 手法では、
「なぜ」と「何
をするため、どのようにして」質
問の使いわけがはっきりしてい
る。
②最上位の目的に、利益の確保を
もってきてはいない。
③DTCN 手法の最上位の目的は、
利益を得ることではなく「地球を
守る、顧客を創造する、顧客を満
足さる」である。
利益の位置付けは③を実現するた
めの、リスク対策コストを含む必
要最小限の利益を得ることであ
る。
④ DTCN 手法の中では、従来、解
りにくかった、検証（Verification、
Validation、Inspection）の関係を
明らかにしている。

４

５

アイデアの創出

知識の次に意思があると知
恵が創りだせるということ
の、原理の論文は江崎が発表
するまで、世の中になかっ
た。

従来、あわてて、い
きなり結論を出そ
うとして、
あるべき姿を把握
する方法もなく、結
論の姿としてのア
イデア出しばかり
に力を注ぎ、かえっ
て、混乱を生じてい
た。

Step２：認識
あるべき姿の把握
DTCN の方法では
アイデア出しは先に
しない。
あるべき姿のレベル
を先に把握する。
要するに、何をしよ
うとしているのか
（目的と目標レベ
ル）と
何をしようとしてい
るか（手段レベル）
の確認が先決
そのために Step3 の
PMD を作り、メイ
ンキーワードを把握
できた後（＝あるべ
き姿を把握できた
後）の Step 4 で、メ
インキーワードを中
心に、FBS の方法を
使ってアイデアの比
較案を出して比較評
価の上、最適案を選
択する

従来は意思の方向とその中
心となるキーワードを把握
する方法がなかった。
また分析をするということ
は、何をしさえすればよいか
の論文（本書の付録 1）はな
かった
Step３：ＰＭＤ作成
PMD の作成。
課題に対する質問
それで何をしようとしてい
るのか
なにをしさえすればよいの
か
の二つの質問をする。
答え方
要するに「・・を・・する」
で答えカードにする
そのカードを使って、PMD
を創る
そこで、
② 位目的
②メインキーワード
③エントランスキーワード
を把握する。
（これは要約さ
れたコーチング質問である
と認識すると解りやすい）
（註：課題の最適化は「課題
（テーマ PMD の方法）を使
う

（従来の発散型のブ
レーンストームの方
法は不要、キーワー
ドで焦点を絞ったた
アイデア出しを
FBS の方法の中で
する）
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補足説明

① 3 つのムリ・リスト
これは、問題意識としてとらえ、後で
課題に切り替えれば、さほど気になり
問題
問題
評価
目標
原因
実行計画
実行
作成
ません。
確認
設定
提起
分析
検証
②トップダウン・アプローチ
④ トムアップ・アプロー
上図において原因分析のところで、原状復帰型の問題解決のとき以外、行きずまりが発生 この２つは PMD で同時にできます。
する。
④ブレイン・ストーミング
VE、IE、NM 法、田口メッソッドの方法と相性が悪いのでぴたりという感じが少ない。
はメインキーワードを把握してやれ
ばよい。
DTCN の方法では、VE、QC、IE、KJ 法、QFD、NM 法、田口メッソッド、TRIZ したがって、今までの発散型のブレ
などの方法をどこで使えばよいかを相性のよい位置に、インプットアウトプットの関係 ーンストームは不要です。
で、スマートに割り付けることができます。その内容は、次ページに示してあります。
⑤ ＭＤ
URL は http://dtcn-wisdom.jp/J-explanations/J-QR-WECQDR.pdf
これは DTCN 手法のメイン手法で、
今までなかった手法（外国にもなかっ
た）集団の意思を紙の上に整理でき
Step４：課題実現への作業（アイデアの発想と最適化はこのプロセスで行う）
る。PMD を作りメインキーワードを
把握すれば、それで、従来から言われ
① メインキーワードを中心に実施計画書を作成します。
てきた仮説設定と演繹思考が一度で
DTCN/DTC 実施計画書の中身の構造は下記の通り
できるもので、意思決定と判断の基準
3-5 Phase
になります。
実施計画書による実施
STEP LIST
PMD
Improvement
⑥ＰＤＣＡ
これは作業手順ができ上がり、流れが
FBS/WBS
できてから作業結果を見直す方法と
FBS は、結果のもの・システムの実現可能の範囲にある、3 つの極端 3 案を作成し、ある して有効（しかし、DTCN 手法では、
べきの最適姿はその３角形のなかにあるとの認識で、最適案を評価選定します（この作業 QC/QA 手法のみでやるより、トライ
は、各構造・構成レベルごとに DTCN トレードワークシートを使う）
（アイデア出しは、 アンドエラーの回数は相当減ります）
そのワークシートに書かれているメインキーワードとアイデアマトリックスにより行う）
ステップリストの方法はそのアイデアをリファイン、現実化するプロジェクト段階的手順 追記
① WBS の方法
として使います。
② 実施計画書に基づき、帰納と演繹アプローチのできる体制で段階的に作業をします。 これは西欧の KJ 法に対応するもの
③そして、 結果として、実現可能な範囲内にある最適なあるべき姿の結果の構造構成案 と考えればよろしい。非常に有効（特
にコストマネジメントにおいて）
、
を得ます。
導入するべきです。詳細は「WBS の
その結果が出てからは、後は、QC/QA の PDCA のアクションでリファインをします。
しかし DTCN の方法には、ステップリストの落ちのない 4 つの箱があるので、PDCA に 再定義と使い方」と EVM の方法を見
てください。
よる、トライアンドエラーの回数は、従来より減ります（QI：Quality Improvement の
②DTCN 手法においては、WBS フェ
新しい方法として使える）
ージング・テーマ・テクニックの方法
⑥ 上の全体の流れは、次ページと
を使い、アイデアやリスク項目に気が
http://dtcn-wisdom.jp/J-explanations/J-QR-WECQDR.pdf を見て下さい。この中
には、KJ、PMD、QFD、田口メッソド、VE、IE、QC、技術屋に解りやすい会計の ついたときに、その中にある書式：テ
ーマアイデア票に記入し検討するべ
方法の位置付けと関係が示されています。
その他、新しい手法でも、その作業段階に合わせて必要に応じ、インプット、アウトプッ き段階を割つけます。
トの関係で、どう組み合わせて使うかが割りつけられます。必要なければ、割つける必要 ③DTCN/DTC 実施計画書を創ればコ
ストマネージメント、QC、QFD、田
はありません。
口メッソッド、PM、SE、アイデア管
⑦ DTCN の方法の利用対象、管理対象はソフトでも、もの・システムでも良い。
大がかりなソフト開発では、ソフトの業者側の知識と知恵を使うことになるので、相互の 理なども同時に、一つの実施計画書で
知識と知恵の交換で最適案を選ぶ必要がありますのでまず、段階的手順のステップリスト 管理ができるようになります。
の前の４段階（帰納アプローチでは役務契約）と後の 4 段階（演繹アプローチでは：競争 次ページにその具体例を QR／
入札）とし別の段階的契約にする必要があります。（これを一つの金額で、まとめてやろ WECQDR のフローチャートとして
うとすると多くの失敗を招く原因となります）（また、このとき守秘契約を必要に応じ結 示しています。
したがって、DTCN の実施計画書は、
ぶ必要があります）
契約においては、いい手と受け手の関係は、日本では、企業間で取引基本契約書が商習慣 ウィズダム・マネジメントの今のとこ
としてあるので、水増し（取引基本契約書にもとづく不正と認識される）という認識があ ろは、最力なツールとして、現在のと
（2012-11 月現在）
るりますが、外国の契約は UCC2-206 に言われているような、交渉（ネゴ）の基本ルー ころ唯一です。
ルがありますので、契約相手がその値段で買うと同意をすれば、日本でいう水増しに相当 まだ、追加手法も現れることを期待し
することがあっても、許されます。これを防止するためには、日本の調達側から、事前に ています。
日本の取引基本契約書（第 5 条の契約条項があるもの）を価格の交渉前に契約すればよい。 その発展を助ける協会が DTCN 協会
これができねば、日本側がネゴをうまくやる力をつける以外には方法がありません（この （2012-11 月現在、準備中）です。
件、商社を使ってきた、国の輸入行政調達に重要な問題要件となっています）・・この商

問題解決（原因追及をして原因を取り除くか原因を改善する）

習慣の違いに、日本の行政調達機関は、従来気がついていなかったの内閣府に、2010-11-9
および 2011-11-23 に提案を行っていますまで。
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