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BPR（Business Process Reengineering）は、新たに導入されるITの活用も含め、
改革された業務が定着化し、目標とした成果が得られて成功となる。システム導入
の成功もさることながら、そもそもBPR企画自体に無理がある場合や、新しい業務
へ変革する準備や新業務定着活動が実行できなければ、目的は達成できない。様々
なビジネス形態を抱え、事業環境変化に即座に対応を求められる商社業界では、画
一的な標準化が非常に難しく、またビジネスの前線で活躍し多種多彩な業務をこな
している営業現場部門への新業務定着化も容易ではない。本稿では、商社業務の特
徴や富士通総研（FRI）での実施事例を踏まえ、全社共通方針に基づく業務活動のルー
ル化を実現しながらも、業務の多様性を許容し、各ビジネスで選択可能な業務の類
型化を図る新たなBPR企画の推進方法と、新業務を確実に実行するための定着化活
動の取り組み方法をご紹介する。
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ま　え　が　き

全 社 規 模 で のBPR（Business Process 
Reengineering）を行う場合、ITの見直しも必須
であり、基幹システムの大規模な再構築を伴うこ
とも多い。システム開発も含め、BPRプロジェク
トが数年規模ともなるが、近年の変化の激しいビ
ジネス環境においては、IT導入が完了するまでに
新たなビジネスが創出され業務要件も変化するこ
とは往々にして起こる。

BPRは改革された業務プロセスが定着し企業が
目標とした成果が得られることで成功となるが、
実際には様々な要因で成果が得られず、BPRが失
敗となるケースも多々起きている。
この要因の一つとして要件定義自体のミス、開
発規模の無駄な増大によるコスト増や納期遅延等
IT導入プロジェクトの失敗であることは良く言わ
れる。しかし、そもそもビジネス環境の変化など
を踏まえず、画一的な目標を定め、標準的な業務
プロセスを定義し、硬直したシステムを企画する
BPR企画自体の問題や、プロジェクトが数年に渡
る場合、その期間に行うべきであった、新たなルー
ルに基づく業務運用の準備や意識改革、IT導入後
の定着化活動の未実施など、現場業務部門が主体
となる活動がなされないことも大きな要因であっ
たと考えている。
商社の業化は、昔から商社・卸不要という議論
も数多くあった中で、様々な商材を発掘し、取引
に新たな価値を加えるなど、新たなビジネスを生
み出すことで存在価値を発揮してきた。多様なビ
ジネスのプロセスを前提とし、システム開発のさ
なかでも新しいビジネスが発生することが前提と
なる典型的な業種でもある。

FRIではこれまでの多くの専門商社でのコンサ
ルティングを行い、商社業界における業務プロセ
ス改革の重要成功要因や、IT化の考え方のテンプ
レート化を図っている。また、単に業務改革企画
やIT化企画を行うコンサルティングだけでなく、
多くの流通業のお客様に対して現場業務部門への
定着化活動までをご支援してきた実績がある。
次章以降にて、BPRの企画から定着化までの取
り組みについて、ご紹介していきたい。

商社の抱える課題

（1）商社のビジネス環境
商社はそもそもの生業でもある様々な商材の取
引仲介機能から、投資ビジネスなども手がけ対象
事業も多く、総合商社から専門商社まで大小多く
の企業が存在する。どの企業でも前線で活躍する
営業力が源泉であり、営業現場で様々な付加価値
を見出し、ビジネスを生み出しながらも事業の撤
退の判断も素早く行い、変化に対応し続けている。
取引先に対する付加価値としても、取引先専用
の加工、機械類の設置・工事施工、アフターサー
ビス保守、取引先の求める複数の商品を荷揃えし
た上で提供する取引、リース等への対応など、非
常に多様である。同じビジネスでも、物流機能を
社内に抱えているケースもあれば外部活用のケー
スもあり、貿易実務や加工の外部調達など業務の
パターンは数多く、一企業内においても非常に多
数のビジネスパターンが存在することが商社の大
きな特徴といえる。
事業環境としては厳しく、直送型取引（メーカー
から販売先へ直接納入される、在庫リスクを負わ
ない取引形態）への単なる介在など、取引先企業に
とってメリットの少ない仲介は敬遠され、利益率
の低い取引環境のなかで、在庫型への転換を迫ら
れるなど、商社にとってのコスト増要素となるリ
スクを抱えている。
また、メーカーの海外工場への生産展開や、グ
ローバルな販路拡大により、仲介を行う商社も輸
出取引量が増加してきている。国内取引先の求め
る商材を安価に調達するため、海外からの輸入も
広がり、商社自体が委託加工などにおいて海外を
活用するパターンなども含め、海外比率が高まっ
てきている。海外間取引の介在など3国間取引など
様々な商流が発生し、複雑な海外取引を含めた事
業全体の利益マネジメントが必要となり、海外取
引の業務自体もが非効率なまま拡大せざるを得な
い状況になっている。
さらには海外取引においては禁止物質の輸出審
査など、輸出先各国の規制などにしっかり対応す
る必要にも迫られているが、そういったリスク管
理の作業も手作業が主であり、海外比率の高まり
を受けて、ミスを含めたリスク回避はIT化なくし
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ては困難な状況でもある。
（2）商社におけるBPRの難しさ・課題
商社のビジネス基盤は、属人的とも言える営業
力である。単に本部主導でマネジメントを強化し、
属人化を排除するようなトップダウン型で標準的
な改革を推し進めても、個々のビジネスと密接に
関わる多様な営業業務そのものまで浸透させるこ
とは簡単ではない。
近年、業務を標準化する目標を掲げERPパッケー

ジを導入した商社でも、結果として個別に対応し、
手作業集計した最終結果情報をまとめて、一括し
てシステムに戻すという運用をせざるを得ない状
況になっている。
またボトムアップ的なアプローチでも、課題が
非常に多彩なため、結果、各事業部門やビジネス
単位の個別課題対応型になりがちである。そもそ
も、BPRのきっかけとして、過去に個対応して
きた基幹システムが、一部の個別業務に対応する
機能のつぎはぎとなっていることや、多くのビジ
ネスで会計上必要な売上や仕入の計上からまとめ
てシステムに入力するような業務運用になってし
まっていることを見直したいということがあった
はずである。しかし、単なるシステムリプレース
による個別対応の充実化と、マネジメント強化の
ための手作業の増加という結果になり、目的が達
成されていない。
こういった事例から、単一的に標準化された業
務に合わせるという発想は、多様なビジネスを許
容せざるを得ない商社では非常に困難であること
がわかる。とはいえ、付加価値の複雑化やグロー
バル化に伴い改革が避けられない状況でもあり、
BPRにあたっては、
・ ビジネスの多様性を許容し、阻害しない取り組み
であること
という大前提の上で、
・ 様々なビジネス単位で必要な利益マネジメント
の実現

・ 企業として必要なリスク管理の実現
・ 海外業務などの煩雑な業務の効率化
といった課題をクリアしなければならない。

類型化に基づく改革と BPR 企画の推進手法

商社においては画一的な業務実行を目標とする
BPRでは上手くいかないことは先述の通りであ
る。このため、
① 統一的に基準を定めつつも、各ビジネスの業務
運用はその基準の上である程度自由を許した実
行を可能とする
② 標準化が望ましい業務フロー自体も単一ではな
く、ビジネス特性に合わせ複数のプロセスパター
ン（以降は「類型化」と呼ぶ）を準備し、選択肢と
して活用できるように定義する。
という改革方針で進めることが有効と考えてい
る（図-1）。
ある企業では同じような在庫販売形態のビジネ
スでも、一括して確保した在庫を販売しきるまでの
ビジネス全体で事業管理を行いたいという要望も
あれば、販売先単位に利益管理を行うこともある。
絶対に守るべきルールと目標は統一的に確定しな
がらも、業務フローの選択肢を準備し、ビジネス特
性に応じたマネジメントをそれぞれの事業部門の
判断に委ねることを許容する、企業としての共通基
盤にフォーカスしたBPRの考え方である。
この考え方においては、ビジネス特性や、外部
活用など業務の特性を踏まえた類型化をいかに行
うかが重要な要素であり、共通的なルール定義も、
単にトップダウン的な目標から定めるのではなく、
類型化した業務特性を踏まえた上で実施すること
が必要となる（図-2）。

図-1 商社でのBPRの枠組みと類型化事例
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業務の類型化の考え方

取引仲介の商社の基本的なビジネスをベースに、
付加価値ビジネスの観点も加え類型化していった
例をご紹介する（図-1の類型化業務部分を参照）。
類型化の例では、商材の基本的な仲介ビジネス
として
・ 基本的な商材の仲介ビジネスでの、直送型と、在
庫型の在庫仕入、在庫出荷売上の3パターン

・ 取引の起点としてメーカーからの出荷情報に基
づき始めて取引が判明するパターン（帳合型）。

・ 手数料型ビジネスで、会計への計上の考え方が、
マージンとして口銭料/手数料のみを計上する場
合と、取引金額すべてを売上・仕入計上する（代
行） の場合の2パターン

・ 海外取引において、輸出/輸入それぞれの直送型
在庫型各取引と3国間取引のパターン
に分類している。
これに加え、付加価値ビジネスの考え方は様々
である。例えば加工ビジネスなどは、単に在庫型
取引としての加工費の発注仕入と商品の振替対応
と捉えることも出来るが、委託加工が大きなビジ
ネスで重要な管理対象と考えるのであれば、委託
先の進捗管理などの業務観点を含めて「委託加工」
を類型化業務として切り出す考え方も出来る。工
事/設置のビジネスなども同様に基本パターンの利
用もあれば、個別に設置完了や検収完了のビジネ
スの流れを管理し類型化業務の一つとする考え方
も出来る。
類型化事例では、委託加工や工事/設置ビジネス

を加工や工事単位で管理するニーズが多いため、
切り出した考え方で一つのパターンとした。
工事/設置のビジネスなどでも基本パターンの利

用と考えても良いが、個別に設置完了や検収完了
のビジネスの流れを管理する類型化業務の一つと
した。
これに対し、荷揃え販売の場合、単に仲介取引
の直送や在庫取引の組合せと捉えたり、セット化
した別商品として販売する場合は加工と同様に考
えることが出来るため、図の例では新たな類型化
パターンとはしていない。
このように、ビジネスの特徴に応じ、付加価値
ビジネスも含めた類型化を考える。ここでの重要
なポイントは、標準化も意識し個別業務を増やさ
ず、マネジメントの視点で整理していく事となる。
投資ビジネスなどを行っている大手商社において
も営業業務の類型化パターンとして、十数種類に
絞ることが出来ており、多くのビジネスは類型化
業務を単一もしくは複数組みあわせて実現可能で
ある。

全社/個別ルールの策定

先に述べた業務の類型化だけでは、単にビジネ
スプロセスの標準パターンを定めただけになる。
BPRのためには、新たなマネジメントの視点など
を定め、業務に埋め込んでいく必要がある。
これまでの様々な商社での実績から、共通する
標準的なマネジメント強化の目標目的を例として
示すと

図-2 類型化に基づくBPR企画の推進方法
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① 多様なビジネスパターンに対応する事業利益管
理強化
②リスク管理の強化
③共通的な業務効率化
④バラバラな基準の統一化
の4点が挙げられる。それぞれの具体例は図-3のよ
うになる。
次に、これらのBPR目標をベースに、ルールを
定義し、類型化された業務に対して、業務フロー
を確定していく。
ここでは、詳細なルールを一つ一つ定めていく
必要があり、以下にいくつか例示する。
　・為替予約ルール
　 　社内予約、銀行予約の基準を決定。予約と
取引の紐付け管理をルール化し、計上までに
必ず予約を取得することを営業へのルールと
する。

　・明細管理単位の基本と許容ビジネスルール
　 　取引を把握できている場合は、受発注より
明細単位に管理する。帳合型などで取引が把

握できず、合算値での事後報告型での計上の
場合は、相手先に明細を求めることは必要な
く、合算値での計上を許可する。
このようにBPRの目標と共通ルール、管理する
対象業務を明確にすることで、共通的なマネジメ
ントの基盤が整備されることになる。
またITの導入では、この類型化業務とルールに
則って、柔軟に営業がビジネスを組み立てるとい
う発想を取り込む必要がある。類型化された業務
すべてシステム対応すれば、開発対象の業務フロー
が爆発的に増えてしまい、業務の流れを硬直的に
機能として実現すると、例えばある取引先からの
注文に直送と在庫出荷が混じるような組み合わせ
ケースに対応できなかったりする。
類型化された業務の組合せで事業マネジメント
が行えるという要件に留意して、パッケージ選択
などを行う必要がある。

BPR 目標達成に向けたリスク対策

システムの稼動を待たずに可能である組織の改
変や、手作業での業務変更はすぐにでも進める必
要があるが、多くの業務はITと密接に関っており、
システム稼動と同時に大部分の業務が実現される
前提に立った活動が必要である。
ここで必要な活動としては、
①IT導入と共に始まる新しい業務へスイッチする
準備活動
②IT導入後の定着化のウォッチと業務指導の実行
である。この現場部門活動の例を図-4に示す。

図-3 多くの商社で共通的な目標・目的

図-4 BPR定着化に向けた活動例
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ての利益管理　等

新業務準備フェーズ 新業務運用フェーズ

新システム開発 2新システム運用・ 次開発

BPR企画(継続的活動)

定着
管理
活動

組織化準備 定着化運用の検討・準備 定着化ウォッチ・統制実行

業務運用検証

業務移行準備

業務運用検討
(企画・設計ベース)

内部統制対応準備 内部統制対応(新業務ベース)

教育実施(業務/操作) ヘルプ/サポート運用教育/サポート計画

検証準備業務検証計画

業務移行検討
BPR新業務での
ビジネス実施へ
(現場部門)

業務
スィッチ
準備
活動

BPR
業務企画

開発システム化
企画 システム運用

新業務運用準備
(お客様活動)

現
場
活
動IT

化
活
動

準備活動の未実施
がBPR失敗の要因

定着化活動の主な作業

ITへつなぐ
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BPR を成功に導く企画から定着化までの取り組みポイント

新しい業務が実行されなければBPR目標も達成
できない。このため経営トップとしても経営リス
ク対策活動の一つと捉えていただき、現場部門を
中心としたこの導入準備から定着化の活動とシス
テムの開発とは両輪で動くような体制を構築する
必要がある。
（1）新しい業務へスイッチする準備活動の例
ⅰ． 新業務へ移行するにあたり、変更するべき業
務運用の決定

　 　変更が見込まれる証憑類の運用フローや、
データの活用方法を定義する。また、移行期の
みに発生する業務などを事前に洗い出し、必
要な台帳や申請書類等の変更準備などを行う。

ⅱ． 新しいITを活用した業務運用検証の方法（運用
テストと稼動条件の決定）

　 　自由なビジネス設計が出来るため、そもそ
もどのルールに則り、どの類型化業務パター
ンを活用するかを明確にした上で、業務運用
の検証と習熟が必須となる。稼動時の混乱を
避けるためにも、類型化業務を組合せてビジ
ネスパターン毎に定めた、新たな業務プロセ
スでの運用検証を行う。この際にはビジネス
パターンを網羅できるように行い、検証プロ
セスを通じて意識改革につながるように考慮
する。

ⅲ．ビジネス変化に伴う業務の修正対応
　 　BPR企画時から変化があり、新しいビジネ
スが発生し、業務が変わっているのであれば
当然その状況に応じて、稼動後に実現する業
務運用の見直しを行う。この際にITへの要件
変更は困難という前提に立って、業務運用を
検討する必要がある。

ⅳ．内部統制等への対応（新業務前提で検証）
　 　新しい業務とITのセットで、内部統制等へ
の対応検証を行っておく必要ももちろんある。
今までのドキュメントが大きく変わるのであ
れば、新しい業務フローなどの整備はきちん
と行っておく。

ⅴ． 業務教育等での理解度向上と業務フォロー体
制の構築

　 　新しい業務ルールの理解度と意識改革を図
る活動も併せて行う。また、理解度の浸透が
されないリスク対策として、システムの稼動

前、稼動後の業務フォローをする体制の検討・
構築も行い、混乱の回避に努める。

（2）定着化のウォッチと業務指導の実施の例
ⅰ．定着化を管理統制する組織化と実行
　 　BPR活動としては継続して改革を企画し、

IT化として基幹システムの2次開発等へつなげ
ていくことは必須である。この企画をまわし
続けるというミッションとは別に、達成度を
測り、ルールを実行するべく指導を行う統制
のミッションを持った組織体が必要となる。

ⅱ．定着化活動の業務運用の決定
　 　定着化活動としてウォッチするべき達成度
指標（KPI）を設定・選択し、KPIの確認タイ
ミング、統制/指導のルート、次なるBPR企画
への課題抽出などの実際の業務運用サイクル
を決める。BPRを企画し組織化を図っても、
運用できなければ、成果が得られているか否
かが分からず成功にはつながらない。

●	 定着化活動の意義
この活動が実行される効果としては、システム
稼動と新業務の運用が一体化された状態で同時に
開始できることである。そのため、売上増やコスト
ダウンといった当初BPR目標達成に、システム導
入と業務改革の両面から早く到達できると考える。
「開発されたが使われなかった」という無駄なIT投
資となるリスクを回避できる効果も考えられる。

む　　す　　び

今後のビジネス環境としては、さらにグローバ
ル化が進み多くの商社では国内型ビジネスからの
転換を迫られることが予想される。また、現在の
不況期を経て製造業の構造転換も進み、特に生産
財を扱う商社としては多彩な付加価値サービスを
生み出す必要性も出てくる。
本稿で紹介した事例は、生産財を扱う専門商社
の業務改革に特にフィットするものであり、効果的
なBPRの実行に向けた一助になればと考えている。
また、定着化に向けた活動は、商社に限らずど
の企業においてもBPRを成功させるために必要な
要素である。何年かに一度とも言える、大きなプ
ロジェクトを確実に成功させるためにも、既にIT
化に取り組み始めているお客様においても、「何
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業務改善（プロセス・イノベーション）

をして良いか分からない」「どうやって良いかわか
らない」という悩みを抱えているのであれば、是非
我々コンサルタントの活用をご検討いただければ
幸いである。
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