
Oracleホワイト・ペーパー 
2012年5月 

業種別のBPMパターンおよびプラクティス 

 



業種別のBPMパターンおよびプラクティス 

 
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免責事項 

下記事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯

一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。マテリアルやコード、

機能の提供をコミットメント（確約）するものではなく、購買を決定する際の判断材料になさらな

いで下さい。オラクルの製品に関して記載されている機能の開発、リリース、および時期について

は、弊社の裁量により決定されます。 
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概要 

ビジネス・プロセス管理（BPM）はビジネスの戦略と実行を調和させるためのアプローチです。こ

のホワイト・ペーパーでは、さまざまな業種にわたる一般的なBPM導入パターンとベスト・プラク

ティスについて説明し、効率、可視化、機敏性の観点からBPMの価値を明らかにしていきます。 

 

はじめに 

本来、BPMの価値は、パフォーマンス向上と変更管理に関する目標を達成することにあります。 

パフォーマンス向上に対するニーズは一般に、（手動プロセスの解消による）生産性の向上、（SLA
を達成または改善するための）プロセスの最適化、ビジネス・ニーズの変化に起因するプロセス変

更への対応時間の適応性強化を求める要望から生じます。 

変更管理に対するニーズは、一般に、法的義務に関する規制に端を発し、規制違反による処罰を避

け、同業者に匹敵すべく業界標準を採用し、機能/セグメント上のサイロをまたがるプロセスや顧客

との対話チャネルなどに対して、一貫してビジネス・ルール/ポリシーを適用する目的で生まれます。 

次に、BPMに対するビジネス上の緊急課題とメリットを図示します。 
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パフォーマンス向上のユースケース 

 

金融サービス：支払いのストレート・スルー・プロセッシング 

支払い処理は、金融機関、特に清算サービスや決済サービスを提供する仲介組織や小売銀行にとっ

ての主要活動です。自動化によって既存の支払いシステム能力は向上しましたが、ストレート・ス

ルー・プロセッシング（STP）に対する構想はいまだに実現されていません。 

次の図に、支払い処理において、パフォーマンス向上のボトルネックを作り出すおもな外部要因と

内部要因をまとめます。 

 

 

支払い処理に対するSTP構想を実現するためには、いくつかのアプローチがあります。1つの方法は、

既存の支払いアプリケーションを支払いハブに統合することです。もう1つの方法は、支払いゲート

ウェイに対するインタフェース統合です。 

上記テクノロジーにBPMを組み合わせて使用する混合アプローチもあります。この場合、開始、清

算、決済にわたるエンド・ツー・エンドの支払いフローを表す軽量の抽象プロセスが作成されます。

このような抽象プロセスは、支払い処理が各種システムを通過する際にトリガー/起動されるイベン

ト駆動型プロセスとしてモデル化できます。支払いフローを時系列に確認できるようにすることで、

BPMレイヤーは支払いを追跡する唯一の情報源としての役割を果たします。 
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次の図に、STPおよび支払い処理のエンド・ツー・エンド可視性を向上するBPMアーキテクチャ・パ

ターンを示します。 

 

 

 

金融機関や仲介組織は支払い処理に多大な投資を行っています。支払いシステムの統合によってSTP
を強化する方法は何年にもおよぶ労力と多様なスキルを伴い、要求されるSTPの利点を実現するには

比較的長い時間枠が必要になります。中間となる代わりのアプローチは、フロントオフィスの支払

い開始チャネル、バックオフィスの補助システム、外部カウンター・パーティ・アプリケーション

を、共通の支払いパイプを介して統合する方法です。 

Oracle Business Process Managementは、金融機関が、内部および外部のインタフェースにまたがる既

存の支払いシステムを統一する共有プロセスをコスト効率に優れたタイムリーな方法で構築できる

ように支援します。 
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通信：動的なオーダー・オーケストレーション 

通信サービス・プロバイダ（CSP）は、音声収益の下落、IPネットワーク・ベースのプロバイダの増

加による過度な競争、テレフォニー、モバイル、TV、インターネット・サービスの統合を求める顧

客要求という課題に直面しています。"トリプル・プレイ"や"クワッド・プレイ"の提供が当たり前に

なった一方で、CSPは顧客離れの増加や、受注からオーダー・プロビジョニングまでの注文管理での

エラーや遅延による収益漏れを経験しています。 

次の図に、オーダー・オーケストレーションにおいて、パフォーマンス向上のボトルネックを作り

出すおもな外部要因と内部要因をまとめます。 

 

 

サービス・デリバリ・プラットフォームによって個別のOSS、BSS、および組織サイロ内の注文フロー

が統一されていますが、最先端顧客サービスの利点は境界での注文フローの統一を通じて、外部の

関係者（特に顧客）に一貫性のあるエクスペリエンスを提供することにあります。 

次世代サービスへ移行することで、集約サービスが正確かつタイムリーにプロビジョニングされ、

差別化の機会が生み出されます。したがって、CSPは、企業と消費者の区別なく、単一窓口（SPOC）
に集約された通信サービスを提供するという約束を実現するために、従来のOSS/BSS'サイロ'や複数

の事業部門にまたがる注文サイクル・プロセスの調和を図る必要があります。 

顧客対話チャネルとOSS CRMシステム間、およびBSS注文管理システムとOSSサイロ（場合によっ

てはOSS SDPレイヤー）間に軽量BPMレイヤーを構築することで。 
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次の図に、動的なオーダー・オーケストレーションを通じて集約サービス・デリバリを合理化する

ためのBPMアーキテクチャ・パターンを示します。 

 

 

 

Oracle Business Process Managementは、通信サービス・プロバイダが、注文管理を統一し、エンド・

ツー・エンドの注文サイクル全体で機敏性を向上することで、顧客サービスにおいて優位に立てる

よう支援します。 
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公益事業：検針から入金までのプロセスの最適化 

検針から入金までのプロセスは下流の公益事業にとってもっとも重要な収益創出活動です。現在の

公益事業は、スマートグリッド/スマートメータリング・インフラストラクチャや消費者中心型収益

モデルへのアップグレードに対する資本集約的投資を迫られていますが、消費がオフピーク期間に

移行する中で、たとえば、ネット・メータリングや使用時間による価格設定は収益低下を招く可能

性があります。したがって、もはや、検針から入金サイクルにおける効率を軽視する余裕はありま

せん。 

次の図に、検針から入金までのプロセスにおいて、パフォーマンス向上のボトルネックを作り出す

おもな外部要因と内部要因をまとめます。 

 

次の図に、検針から入金サイクルとサイクル内の各フェーズでのBPMによるパフォーマンス向上へ

の影響を示します。 
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公益事業者は、伝統的に、資本集約的な薄利業界で事業を運営しており、価格規制によって収益に

上限が課されるため、コスト効率を目指して努力する原動力はほとんど存在しませんでした。スマー

トグリッド/スマートメータリング・インフラストラクチャへ移行するには、OTおよびITに対して、

さらに資本集約的な投資が必要になります。しかし、最適でない検針から入金までのプロセスは、

サービス・コストに関する運用支出の削減と、需給計画の改善による顧客のウォレット・シェアの

最大化という望ましい利点を実現するための労力を妨げるだけです。 

Oracle Business Process Managementは、公益事業者が、顧客セルフサービス、請求、支払い、メーター・

データ管理のプロセスを調和させ、これらのプロセスをOTシステムやITシステムの変更から分離す

るために有効です。 
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小売：カスタマー・エクスペリエンス管理 

 

Retail 2.0は、オンラインおよびモバイル・テクノロジーとソーシャル・ショッピング・パラダイムへ

の急速な転換によって引き起こされた小売業界の動向を表す用語です。特に小売店と消費者間にあ

る情報の非対称性が減少したことで、両者のパワー・バランスが消費者に有利な方向に傾いたため、

消費者の重要性はかつてないほど高くなっています。従来のマルチチャネル・カスタマー・エクス

ペリエンス戦略では、チャネル別の購入サイクルに基づいて顧客がセグメント化されていました。

しかし、このアプローチでは、複数のチャネルにわたって接点を含む今日の複雑な購入遍歴に対応

することができません。 

次の図に、シームレスで長続きするカスタマー・エクスペリエンスの提供において、パフォーマン

ス向上のボトルネックを作り出すおもな外部要因と内部要因をまとめます。 

 

実際のところ、顧客の獲得、維持、満足はかなり以前から小売業者にとって最大の懸念事項でした。

このパズルに足りないピースは、戦略と計画に費やした無数の時間を実現につなげることです。つ

まり、これは実行ギャップにほかなりません。テクノロジーによって消費者の知識は増え、移動性

と社交性も高まりましたが、依然として、カスタマー・エクスペリエンスは次の要素が提供される

かどうかに大きく依存しています。 

• オンライン・ショッピングかオフライン・ショッピングかに関係なく一貫したエクスペリエ

ンス 

• パーソナライズできるインタラクション 

• タイムリーな注文処理の完了、または事前の遅延通知 
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次の図に、受注からオーダー・プロビジョニングまでのカスタマー・エクスペリエンス管理で一貫

性と効率を達成するため、共有プロセスを介してフロントエンド、ミッドオフィス、バックエンド

のインタフェースを合理化する様子を示します。 

 

オンライン、モバイル、ソーシャルという商取引の枠組みによって、いつでもどこでも取引が可能

になると同時に、顧客は十分な情報を得た上で系統的に購入決定を行うことができるようになりま

した。新たな消費者を引き寄せ、心変わりさせ、維持するには、既存のマルチチャネル統合戦略を

カスタマー・エクスペリエンス管理としてブランド再生するだけでは不十分です。BPMは、連続し

た一貫性のあるシームレスなマルチチャネル・エクスペリエンスを実現することで、CLV、需給管

理、販売効率を向上します。 

Oracle Business Process Managementは、Retail 2.0へ向けたカスタマー・エクスペリエンス管理の実現

に貢献します。 
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変更管理のユースケース 

金融サービス：業務リスク管理 

金融機関にとってコンプライアンスとは、高い初期設備投資と継続的なコストを招く法的な負担で

す。その性質上、規制は財務リスクと非財務リスクの管理に対して規範的な共通アプローチを取っ

ています。規制を遵守するだけで持続可能な差別化につながる時代は終わりました。競争上の優位

性は、現在の経済環境が課す改革への圧力に沿って規制遵守を実現する際のスピードとコスト効率

から生じます。 

次の図に、業務リスク管理において、変更管理のボトルネックを作り出すおもな外部要因と内部要

因をまとめます。 

 

金融機関がプロセスに含まれる業務上のリスクを削減しようとする場合、一般的には次の2つの選択

肢があります。 

• 新しい市販アプリケーションを使用して既存アプリケーションを総入れ替えする 

• その他のアプリケーションやBPMに対するユーザーチャネルを使用して、データおよびプロ

セスの相互作用をモデル化することで既存アプリケーションを機能拡張する 

最初のアプローチの利点は、新たな規制要件の遵守がこれらのアプリケーションの境界内に組み込

まれている点です。ただし、パッケージ・アプリケーションやカスタム構築アプリケーションに事

前に組み込まれたコンプライアンス機能だけで、将来的なコンプライアンス要件にも対応できると

考えるのは誤りです。なぜなら、パッケージ・アプリケーションやカスタム構築のビジネス・アプ

リケーションがどんなに包括的であっても、ビジネス要件や規制要件は必然的にそのエンド・ツー・

エンド機能を越えて発展するからです。このように、アプリケーション内に初めから存在するプロ

セスは、いずれはアプリケーション境界の外部に波及します。そして、アプリケーション間や重複

したプロセス間でのまさにこのような受渡しにおいて、未知の障害や偶発的な障害に対するぜい弱

性が生まれ、エラーの発生や部分的または全面的な障害につながる可能性があるのです。 
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上述した論点をまとめると、アプリケーション境界の外部にあって複数アプリケーションにまたが

るプロセスは、エンド・ツー・エンドのバリュー・チェーンにわたる潜在的な業務リスクとなりま

す。たとえば、口座開設アプリケーションから信用格付けシステムへ流れるデータのずれがチェッ

クされないままになっていると、口座開設アプリケーションによるデータ取得時に

Know-Your-Customer（KYC）チェックリストが適用されていた場合でも、KYCポリシーへの準拠が

無効になります。 

パッケージ・アプリケーションでもカスタム構築のビジネス・アプリケーションであっても、ビジ

ネス・ニーズは必然的にそのエンド・ツー・エンド機能を越えます。このように、プロセスは最終

的にアプリケーション境界の外部にまで広がるため、アプリケーション間や重複したプロセス間で

のまさにこのような受渡しにおいて、未知の障害や偶発的な障害に対するぜい弱性によってエラー

が発生し、やがては部分的または全面的な障害につながる可能性があります。 

Oracle Business Process Managementは、ビジネス主導型のプロセス変更管理を実現し、コスト効率に

優れたタイムリーな方法で規制要件に対応できるようにすることで、これらのプロセス・ギャップ

による業務リスクを軽減するよう、金融機関を支援します。 
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通信：eTOMへの準拠 

通信サービス・プロバイダ（CSP）は、音声収益の下落、IPネットワーク・ベースのプロバイダの増

加による過度な競争、テレフォニー、モバイル、TV、インターネット・サービスの統合を求める顧

客要求という課題に直面しています。このような状況を乗り切るため、従来の物理ネットワーク運

用CSPと仮想CSPはともに、ますます縮小する新規サービスの展開時間枠に対応し、正確かつ予定ど

おりにこれらをプロビジョニングすると同時に、利益幅に対する成長志向のIT投資を求める圧力と

のバランスを取る必要があります。 

次の図に、eTOMなどの標準を採用する際に変更管理を複雑化するおもな外部要因と内部要因をまと

めます。 

 

OSS/BSSの変換活動は期待を下回ることが多く、時間と予算の超過につながっています。問題の原因

がITシステムやこれを実装する要員の能力にあることは少なく、多くの場合、プロセス中心ビュー

が見過ごされていることが原因となっています。標準ベースのITSMフレームワークに準拠しないこ

とで、IT投資がエンド・ツー・エンドのビジネス優先事項と十分に連動せず、次の課題が持ち上がっ

ています。 

• 非定型またはサイロ主導型のIT調達によって、全社調達した場合に得られるベンダーの選定

および契約交渉における利点が実現されない 

• 複数システム間で急増する非標準ベースのプロセス間にエンド・ツー・エンドのプロセス・

ビューを確立するという統合の複雑さが生じている 

通信業界でサービス・プロバイダ事業を運営する際、運用効率を獲得するための一般的なアプロー

チは、TMForumのビジネス・プロセス・フレームワーク（eTOM）を採用することです。 
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次の図に、eTOMで定義されているレベル1のビジネス・プロセス・フレームワークを示します。 

 

出典：http://www.tmforum.org 

eTOMなどの業界標準に対応するだけでエンドユーザーへのサービス提供を差別化できるわけでは

ありませんが、ビジネス変革プログラムを困難にする戦略・実行間のギャップを縮小し、IT予算を

有効活用するためには有効です。 

Oracle Business Process Managementは、eTOMの採用を通じて、IT調達とサービス・デリバリにプロセ

ス連動メソドロジーを適用することで、CSPが運用効率を高められるように支援します。 

 

 

http://www.tmforum.org/
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公益事業：スマートグリッドAMIのセキュリティ 

 

現在の公益事業者は、政府規制と消費者の認識によって、スマートグリッド/スマートメータリング・

インフラストラクチャへのアップグレードに対する資本集約的投資に取り組んでいます。しかし、"
スマート化"を高めるこのプロセスでのグリッドのデジタル化によって、業務、情報、通信の各テク

ノロジー間の境界があいまいになりつつあります。これにより、不注意にも、"ラストマイル"、つま

りAutomated Metering Infrastructure（AMI）でのサイバー攻撃、物理的破壊行為、機器の動作不良に

対して、グリッドが極めてぜい弱になっています。 

次の図に、スマートグリッド・インフラストラクチャの"ラストマイル"を保護する際に、変更管理を

複雑化するおもな外部要因と内部要因をまとめます。 
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次に、AMIの論理アーキテクチャ図を示します。実際には、複数コンポーネント（メーター以外）

の機能を同じアプリケーションにカプセル化できます。 

 

出典：http://collaborate.nist.gov 

配電網の変換には、明らかに、省エネルギーと二酸化炭素排出量の削減に対する多大な見込みがあ

ります。しかし、従来の電気機械式配電網に情報および通信テクノロジーが注入されることで、配

電網（または社会全体）を停止に追い込む未知のぜい弱性が生まれることも事実です。"ラストマイ

ル"、つまりAMIを保護することが、将来的なスマートグリッドの展望を現実にするために不可欠に

なります。 

Oracle Business Process Managementは、公益事業者が、おもなAMIプロセスにサイバー・セキュリ

ティ・ガイドラインを適用する際の支援を提供します。 

 

 

 

http://collaborate.nist.gov/
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小売：ARTSへの準拠 

伝統的な小売業者は、利益幅の下落に加えて、オンラインおよびモバイル・テクノロジーとソーシャ

ル・ショッピング・パラダイムへの転換の増加に直面しています。このような状況を乗り切るため、

従来型のオフライン小売業者と電子小売業者はともに、ますます縮小する新規サービスの展開時間

枠に対応し、正確かつ予定どおりにこれらをプロビジョニングすると同時に、利益幅に対する成長

志向のIT投資を求める圧力とのバランスを取る必要があります。 

次の図に、ARTSなどが定義したプロセス標準を採用する際に変更管理を複雑化するおもな外部要因

と内部要因をまとめます。 

 

日常業務を最適化する上で小売業者が行うテクノロジー上の選択には、いくつかの影響が伴います。

短期的に言うと、小売業者には、テクノロジー要件を定義し、ソフトウェア/ハードウェア・コンポー

ネントを調達し、これらを実行するための時間とコストが必要になります。長期的には、小売業者

が組織上の理由やM&A、パートナーシップ、フランチャイズ・ビジネス・モデルを通じて業務を拡

大する際は常に、（規模と範囲の面から）複雑化した事業運営を管理するために、さらなるテクノ

ロジー投資を行う必要があります。 

ここで、これらの課題に対する回答を探すという困難を多くの小売業者が経験しているにもかかわ

らず、なぜ同じことを一からやり直す必要があるのかという考えが浮かびます。 

正確には、店舗や企業レベルで新しいテクノロジーを導入する際のコストと困難を軽減するための

大規模な取組みが、約17年前に小売業界で開始されています。この取組みがAssociation for Retail 
Technology Standard（ARTS）と呼ばれるものです。 
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次の図に、ARTSによって定義されているレベル1のビジネス・プロセス・フレームワークを示します。 

 

出典：http://www.nrf-arts.org/ 

Oracle Business Process Managementは、小売業者がARTSリファレンス・モデルを採用し、基本的な小

売業務の開発と最適化に対してプロセス連動メソドロジーを適用することで、効率を高められるよ

うに支援します。 

 

 

http://www.nrf-arts.org/
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結論 

ビジネス・プロセス管理は、戦略・実行間のギャップを埋め、次の観点からビジネス価値を高める

ための実績ある実用的アプローチです。 

• 時間と労力の重複によって発生する運用・変更コストの削減と生産性向上を通じて、効率を

獲得します。 

• 概念から製品化、販売、顧客サービスまでのプロセスを調和させることで可視化を実現し、

顧客の獲得、ウォレット・シェア、顧客維持を改善します。 

• 製品化期間に加えて、業界標準と規制要件の両方に対応する期間を短縮することで、機敏性

を獲得します。 

 

 

 



 

 
業種別のBPMパターンおよび 
プラクティス 
2012年5月 
著者：Sanjeev Sharma 
 
 
Oracle Corporation 
World Headquarters 
500 Oracle Parkway 
Redwood Shores, CA 94065 
U.S.A. 
 
海外からのお問い合わせ窓口： 
電話：+1.650.506.7000 
ファクシミリ：+1.650.506.7200 
 
www.oracle.com 

 
 
Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.本文書は情報提供のみを目的として提供されており、ここに記載さ

れる内容は予告なく変更されることがあります。本文書は一切間違いがないことを保証するものではなく、さらに、口述による明

示または法律による黙示を問わず、特定の目的に対する商品性もしくは適合性についての黙示的な保証を含み、いかなる他の保証

や条件も提供するものではありません。オラクル社は本文書に関するいかなる法的責任も明確に否認し、本文書によって直接的ま

たは間接的に確立される契約義務はないものとします。本文書はオラクル社の書面による許可を前もって得ることなく、いかなる

目的のためにも、電子または印刷を含むいかなる形式や手段によっても再作成または送信することはできません。 

 
OracleおよびJavaはOracleおよびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称はそれぞれの会社の商標です。 

 
IntelおよびIntel XeonはIntel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARC商標はライセンスに基づいて使用される

SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴおよびAMD Opteronロゴは、Advanced Micro 
Devicesの商標または登録商標です。UNIXはX/Open Company, Ltd.によってライセンス提供された登録商標です。0112 

 

 


	概要
	はじめに
	パフォーマンス向上のユースケース
	金融サービス：支払いのストレート・スルー・プロセッシング
	通信：動的なオーダー・オーケストレーション
	公益事業：検針から入金までのプロセスの最適化
	小売：カスタマー・エクスペリエンス管理

	変更管理のユースケース
	金融サービス：業務リスク管理
	通信：eTOMへの準拠
	公益事業：スマートグリッドAMIのセキュリティ
	小売：ARTSへの準拠

	結論

