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クラウドでの戦略的な
ビジネス・プロセス・マネジメント
インテリジェントなビジネス・プラットフォームでクラウドのビジネス・プロセスを最適化

2 クラウドでの戦略的なビジネス・プロセス・マネジメント

「 ク ラ ウ ド は、 マ ニ ア が 喜 ぶ プ ラ ッ ト
フォーム・シフトがまた起こっただけだ
とは言っていられないほどの隆盛を見せ
ています。クラウドは、IT 業界に間違い
なく変革をもたらしますが、それだけで
なく、人の働き方や企業経営のあり方ま
でも、大きく変えていくことになるで
しょう」1
—Let it Rise, The Economist

戦略的なビジネス・プロセス・マネジメントがなければ、クラ
ウドは、各種節減に貢献し、一部の運用上の問題を解決してく
れることは確かでも、それ以外はほとんど役に立たない受動的
な環境であり続けます。プロセスのないクラウドでは、外部変
化対応型の変革がもたらすはずの成果を実現することはできま
せん。

要約
テクノロジーと現代企業が完全な融合を見せる中で、テク
ノロジーとビジネスは切っても切れない関係になりました。
言い換えれば、テクノロジーはビジネスであり、ビジネス
はテクノロジーなのです。両者は、大規模化する世界と社
会に連携して対応することを求められ、企業はその社会で
業務を遂行しなければなりません。インターネットのハイ
パー・コネクティビティー（優れた接続性）の結果として、
今、この大規模化した世界は変化し、その変化が全面的な
グローバルな競争とソーシャル・ネットワークの広がりに
つながりました。そして、このグローバルな競争とソーシャ
ル・ネットワークを舞台に、未来が検討、議論、変革され
つつあります。グローバルなハイパー・コネクティビティー
という新時代を生きる私たちにとって、どこで、どのよう
にビジネスを行うかは、極めて重要な意味を持ちます。そ
してその、どこではクラウドを、どのようにはソーシャル
指向のビジネス・プロセス・マネジメント（BPM）を指し
ます。それは、ビジネス・プロセスが、どのように作業を
実行するかということだからです。

BPM を戦術的に展開すると、バック・オフィスで作業の進
め方を大幅に効率化することができますが、BPM を戦略的
に展開すれば、価値提供システム全体に散らばる点をつな
ぐ手助けとなり、真実の瞬間に顧客に魅力的な価値を提供
することも容易になります。戦略的な BPM は、ビジネス・
イノベーションをどのように実現するかに関わることであ
り、単なる効率ではなく、効果を手にするためのものです。

クラウド・コンピューティングの面白さは、オンデマンド IT
にあるのではなく、クラウドでの BPM を原動力としたオンデ
マンドのビジネス・イノベーションにあります。ビジネス・リー
ダーたちが重視しているのは、単に取引型リーダーシップを発
揮するのみならず、変革型リーダーシップを発揮することです。

次世代の BPM：クラウド内のインテリジェン
トなビジネス・プラットフォーム
インテリジェントなビジネス・オペレーションと言うと、
多くの場合、人は連携する業務のことを話題にします。し
かし、インテリジェントなビジネス・オペレーションには、
それ以上の意味があります。そこには、戦略的でインテリ
ジェントなビジネス・プラットフォーム（iBP）を必要とする、
インテリジェント・ビジネスそのものが存在しているので
す。クラウドでの戦略的な BPM では、プロセス管理で運用
要件に対処するだけでなく、ビジネス・リーダーシップ・
アクティビティーを自動化することで、ポリシーと戦略を
ビジネスの成果に結びつけられるようになります。戦略計
画サイクルが急激に短期化し、毎週や毎日という間隔で戦
略の変更を迫られる今の時代に、この能力は極めて重要で
す。計画を 5 カ年で考えていた頃とは、もう状況が違います。
実際、現在のビジネス環境は、革新的な iBP にパワーを与
えることのできる新世代のスマートなプロセスである、ビ
ジネス・オペレーティング・システムとしての性質を持っ
ています。これは、業務管理を超えて、戦略的なビジネス
の管理と変革にまで踏み込む仕組みです。一部の iBP は、
実際に特定の業界のフレームワークになっているかもしれ
ません。The Economist では、クラウド・コンピューティ
ングについて、次のように記述しています。
「将来的には、
『業
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界オペレーティング・システム』とでも呼ぶような巨大な
クラウドが、金融や物流といった特定のセクターの基本サー
ビスを提供するようになると予想されます。そして、この
ようなシステムの上に、専門化し、相互に接続された多く
の会社が、まるでコンピューティング・プラットフォーム
上のアプリケーションのように並ぶことになると見込まれ
ます。しかし、話はこれで終わりではありません。クラウ
ドは、『取引層』として知られる会社や業界の基本構造だけ
でなく、『対話層』（『Enterprise Cloud Computing』の共著
者である Andy Mulholland の造語）をも変えていきます。
彼は、この対話層を、組織内やビジネス・パートナーとの
間も含めて、人と人のあらゆる対話が発生する環境と定義
しています。近年職場に導入されたどのテクノロジーでも、
これまでのところ、この対話層はあまり変化していません。
PC は確かに人の生産性を高めましたが、ほとんどのプログ
ラムは共同作業を目的として設計されたものではありませ
んでした。また、人々が使用していたエンタープライズ・
アプリケーションは、依然として集中管理システムでした。
さらに、電子メールも、大量のメッセージで人の時間と注
意 力 を 奪 い、 あ る 意 味 で 事 態 を 悪 化 さ せ て し ま っ て い
ます」2
では、クラウド・コンピューティングとは、何か新しいも
のなのでしょうか。クラウド・コンピューティングは新し
いテクノロジーではありません。また、新しいアーキテク
チャーでも、方法論でもありません。クラウド・コンピュー
ティングは、あらゆるコンピューティング・リソースとネッ
トワーキング・リソースがサービスとして提供される、弾
力性に富んだ極めてスケーラブルな新しいデリバリー・モ
デルです。オンデマンドかつセルフサービスで提供され、
柔軟なコスト構造を持ち、従量課金制のサブスクリプショ
ンで利用できます。クラウド・コンピューティングの中心
的概念を表すときに使用されるフレーズは、Everything as
a Service（EaaS）です。この原則は、ビジネス・プロセス
とビジネス・プロセス・マネジメントにも適用できます。
1. Infrastructure as a Service（IaaS）。IaaS とは、純粋な
テクノロジー要素（処理、保管、ネットワーク、その他
の基本的なコンピューティング・リソースなど）を基本
的なレベルでプロビジョニングすることです。これらの
要素は、多くの場合、ホスティング・サービス・プロバ
イダーと呼ばれ、使用量に応じて支払額が決まる、いわ

ゆるオンデマンドの仮想マシンを提供します。その結果、
クライアントの社屋に物理的なマシンを調達、プロビジョ
ニング、インストールする時間とコストをかけなくても、
インターネット経由で 1 台のマシンとして動作する環境
を利用できるようにすることができます。仮想マシンと
いう用語は、サーバー・ファームの一部または計算グリッ
ドが、ユーザーからは独立した 1 台のマシンとして使用
可能になるように見えることを意味します。IaaS モデル
では、必要とされる容量が増加するごとに使用可能にな
るリソースを増やして要求を満たし、リソースが不要に
なればその分を削除します。これはつまり、迅速で弾力
的な対応を実現できるということです。サービスに対し
ては、消費したリソース（CPU 時間、MIPS［100 万命令
/ 秒］、帯域幅、ストレージの組み合わせが含まれる場合
もある）の分だけ料金が請求されます。企業の管理職は、
技術インフラストラクチャーの提供コストが抑えられる
ような既存システムの実行方法を常に探しています。一
般に、これは、ビジネスを IaaS で実行するということです。
2. BPM Platform as a Service（BPMaaS）。この機能は iBP
アプローチの主要な要素で、クラウド・サービスでサポー
トされる BPMS ツールを使用してビジネス・プロセスを
開発および管理するための手段をユーザーに提供します。
ユーザーは、基礎となるクラウド・インフラストラク
チャー（IaaS）の管理、制御は行いませんが、BPMS とデ
プロイされているビジネス・プロセス（BPaaS）を制御す
ることができます。BPMaaS を使用すると、運用システ
ムまたはプラットフォームに構成されている必要のある
基本的なテクノロジー要素を超えた、次のレベルの高度
な機能を経験することができます。
BPMaaS を使用すると、
アプリケーションではなくサービスを直接プラット
フォームにロードできます。このプラットフォームは、
特定の業界のフレームワークをサポートするように、標
準のホスティング環境内にあらかじめ構成しておくこと
ができます。BPMaaS のプラットフォームは、業界や企
業による特定の用途に合わせて、管理やガバナンスの機
能も完備した状態で構築することができます。ただし、
最も一般的な BPMaaS は、主要なサービスのセットを提
供し、そこにコア・サービスを使用するための広範なサー
ビスを追加できるようにするタイプのものです。さらに、
プロセス・オンデマンドを使用してサービスを拡張する
こともできます。重要なのは、BPMaaS が、現在有効な
ビジネス・プロセスに対する規模の変更や、ビッグデータ、
モバイル、および処方的分析の組み込みに役立つという
ことです。
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3 種類のサービス・デリバリー・モデル

3. Business Processes as a Service（BPaaS）。BPaaS は、
顧客、サプライヤー、従業員、取引パートナーが作業を
行うために使用する、現在有効なビジネス・プロセスを
提供します。これらの現在有効なプロセスは、スケーラ
ブルなクラウド・インフラストラクチャー上に展開され、
スマートフォンやタブレットなど、シン・クライアント
を介したさまざまなクライアント・デバイスから、即座
にアクセス可能になります（IBM® MobileFirst を思い起
こしてください）。BPaaS では、ユーザーのビジネス・プ
ロセスが、必要とされるエンドツーエンド・プロセスの
機能を実行するようにグループ化されたサービスとして
提供されます。この層では、極めて重要なビジネスの差
別化が見られます。
BPaaS を本当の意味で推進しているのは、企業の境界の部
分です。ここでは、ビジネス・ユーザーがフロント・オフィ
スのパフォーマンスを高めるための新しいテクノロジーを
展開する柔軟なモデルを必要としています。ここで重要な
のは、IT が企業のバックオフィスで主要な役割（トランザ

クション処理や Systems of Record［定型業務処理システム］
など）を果たしているのに対して、これらの新しい要件が、
新市場開拓、顧客へのアプローチ方法、真実の瞬間などの
アクティビティーに直接結びついているということです。
さらに、これらの要件は、モバイル、ソーシャル、アナリティ
クス、クラウドという力の結節（Nexus of Forces）によって、
今後も絶え間ない変化にさらされます。Forrester Research
は、軽量のモバイル・プロセスをスマート・プロセス・ア
プリと呼んでいます。3
競争に勝つためには、このような顧客中心の新しい要件に、
業務上の意思決定管理機能を使用してほぼリアルタイムで
対処する必要があります。プロセスがマス・カスタマイズ
されている場合、こうした要件は、2 ～ 3 カ月または数日、
あるいは数分しか持続しない可能性もあります。コストは、
リソースにかかった費用ではなく結果に基づいて、必要な
ビジネス・プロセスを使用したビジネス部門に直接請求さ
れます。
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今日の顧客は、あらゆる接点で、パーソナライズされたよ
り質の高いサービスを期待しています。そのため、スマー
トなプロセスの採用は極めて重要になります。スマートな
プロセスとは、BPM、Operational Decision Management
（ODM）、Case Management と、意思決定やルール、アナリ
ティクス、監視、プロセスの発見を組み合わせたものです。
スマートなプロセスとは、増大する顧客の要件に応えて売
上を伸ばし、それをできるだけビジネス利益の拡大につな
げるために、人材、パートナー、テクノロジーをどれだけ
効果的に使用するかということです。スマートなプロセス
を使用すれば、貴重な洞察により、関連するサービスをよ
り迅速かつ効率的に提供できるようになります。また、顧
客の要件に優先順位を付け、顧客とのあらゆる対話でより
シームレスな体験を提供できます。
こ う し た 目 標 を 達 成 す る た め に、iBP で は、 こ れ ま で
Business Process Management Suite（BPMS）または BPM
エンジンと目されていたものに、2 つの拡張機能が加わっ
ています。1 つは業務上の意思決定管理です。これは、ビッ
グデータやリアルタイムの処方的分析を現実のイベントに

モバイル

ソーシャル

適用するための、次世代のビジネス・ルール管理です。2
つ目は、人対人の対話向けの適応型ケース管理です。めま
ぐるしく変化するグローバル経済での俊敏性は、すべて、
人を中心としたビジネス・プロセス、つまり、人対人の対
話にかかっています。このような対話には、固有のケース
管理、アドホックなコラボレーション、群衆の英知、アイ
デアの市場などがあります。さらに、俊敏性が意味するも
のの中には、広範囲に散らばるサプライヤー・ネットワー
クからの動的なジャストインタイムの調達、複雑な営業提
案、イノベーションのためのオープンなコラボレーション、
新製品開発なども含まれます。このような対話の中で価値
をとらえることのできる方法が、クラウドでの適応型ケー
ス管理です。
iBP に不可欠な要素は、ビジネス・プロセスを分析し、モデ
ル化する機能です。この機能は、ビジネス・プロフェッショ
ナルがビジネス・プロセスを記録、自動化、最適化し、各
自のタスク遂行時の共同作業に役立つソーシャル・ネット
ワーキングの原則を統合できるようにするためのものです。

ビッグデータ

アナリティクス

クラウド

ビジネスに役に立つ
プロセスの分析とモデル化

業務上の
意思決定管理

ビジネス・プロセス
管理エンジン

リアルタイムの処方的分析
非構造化データと対話
スマートなプロセスのためのインテリジェントなビジネス・プラットフォーム

適応型
ケース管理
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ビジネス・プロセスの分析とモデル化の機能は、関係する
ナレッジ・ワーカーとつながり、共同作業を行って、新し
いプロセスを考案し、それをサンドボックスでテストする
上で役立ちます。このようなコラボレーションは、ビジネス・
イノベーションの鍵になります。それは、イノベーション
が誰も考えたことのない新しいアイデアだからです。その
ため失敗は、ビジネス・イノベーションの一部と言えます。
イノベーションは試行錯誤の繰り返しで、簡単なことでは
ありません。早めに失敗を重ね、その取り組みから学ぶ力
こそ、真のイノベーションを実現する秘訣です。
では、iBP が従来のテクノロジーと一線を画しているのは、
どのような点でしょうか。低コストで可用性の高いクラウ
ド・インフラストラクチャーを革新的なクラウド・サービ
スと組み合わせることで、組織の IT チームは有益なビジネ
ス上の優位の実現を可能にするプロセス層をクラウド内で
実装できるのです。この機能がなければ、クラウドは、イ

ノベーションによってテクノロジーから最大限の利益を得
るためというよりは、単にデータ・センターの弾力性と
Software as a Service（SaaS）の機能を提供するためだけに
使用される可能性が高くなります。ビジネス・プロセス・
マネジメントが重要になってくるのはこの段階です。
クラウドの利点を理解している組織の開発者は、ビジネス・
プロセスの制御を下層にあるアプリケーションから切り離
すプロセス層を作成する必要があることを実感しています。
言い換えれば、従来型コンピューター・アプリケーション
の中に埋もれているプロセス・セグメントをサービスの状
態にし、エンドツーエンドのビジネス・プロセスとしてバ
ンドル、バンドル解除、再バンドルできるようにするとい
うことです。ミドルウェアがデータ抽象化層を提供してい
るのと同じように、iBP は、必要なときに、必要な場所で、
予期せぬ使用に際してもビジネス・サービスを提供できる、
プロセス抽象化層を提供します。

レガシー・システム

拡張された使用パターン
休日予測

予測
オーダー

迅速な
オーダー

キャンセル

ビジネスの
「サービス」
予測

オーダー

キャンセル

クラウド
予想外の
サービスの使用
クラウド内のビジネス・サービス

休日予測

迅速な
オーダー処理
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要するに、iBP は、組織のプロフェッショナルが各自のビジ
ネス・プロセスをクラウド内でデプロイ、実行、測定、管理、
最適化できるようにするためのものです。適切に実装され
ていれば、マネージャーは iBP を、プロセスのボトルネッ
クの特定と解決、ビジネス・アクティビティーの監視と予想、
絶えず変化するビジネス環境への迅速な対応に役立てるこ
とができます。
業界の多くのアナリストが、プロセス・テクノロジーを、
効果的なクラウド・ソリューションの展開に必要とされる
最も重要なテクノロジーの 1 つであると認識しています。
クラウドでのビジネス・システムのプロビジョニングを強
化するためにプロセス・テクノロジーが必要とされている
ことには、明確な 2 つの理由があります。
1. 迅速なイノベーション：クラウドは、ストレージあるい
は特定のアプリケーション（CRM、ERP、SCM など）といっ
た大規模なコンピューティング・パワーを使用するため
の理想的なメカニズムです。現在のところ、SaaS として
知られる、特定アプリケーションのクラウドでの実行は、
コスト削減に役立っています。しかし、SaaS ソリューショ
ンはイノベーションには役立ちません。それは、SaaS ア
プリケーションを使用しているすべての企業が同じソフ
トウェアを使っているからです。SaaS ソリューションで
は、企業の開発者は他社に対して差別化されたアプリケー
ションを構築することはできません。一方、プロセス管
理テクノロジーは、容易かつ柔軟な方法でこの目的を達
成する上で役立ちます。iBP は、サービス間のやりとりや
統合を調整し、他と異なるビジネス・プロセスを作成、
管理することを目的として設計されています。
2. コンプライアンス：クラウドの展開は、企業のガバナン
スやコンプライアンスの崩壊につながる大きな混乱を生
じさせるかもしれない取り組みです。例えば、ほとんど
のビジネスに無数の Microsoft Excel スプレッドシートが
使用されていると考えると、Microsoft Excel がなければ、
管理も、コンプライアンスも、所有権も、なくなってし
まいます。このようなタイプのアプリケーションでは、
プロセスを有効化すれば、イノベーションに影響を与え
ることなく、所有権や、管理、監査能力を提供し、企業
のガバナンス要求に沿うことができます。

iBP が提供されるまで、エンタープライズ・アプリケーショ
ンは一般に、そこにローカライズされたプロセスのセット
を管理し、周囲のアプリケーションをそのようなプロセス
に従わせるように設計されていました。あらゆるアプリケー
ションが特定のプロセスを異なる方法で処理している状態
では、古いエンタープライズ・アプリケーションがクラウ
ドで有効に機能するソリューションになれないことは明ら
かです。iBP では、ビジネス・プロセスの制御は個々のアプ
リケーションの外で行われます。iBP は、プロセスの実行、
サービスのプロビジョニング、特定の用途やニーズに応じ
た個別アプリケーションへのタスクやアクティビティーの
委任を制御するためのものです。
このようなタスクを効果的に実行するために、iBP では次の
ことをサポートできる必要があります。
●●
●●
●●
●●
●●

●●

アプリケーションを並列および直列に管理する
人主体のアプリケーションを管理する
アプリケーションからプロセスを分離する
組織内と組織外の両方で動作する
連続的にも個別にも動作し、時間の経過に伴うプロセス
の変化を可能にする
ビジネス・ユーザーがビジネス・プロセスを制御できる
ようにする

イノベーションと呼べる点は多数ありますが、その中でも
主要なものの 1 つが、このプラットフォームのコラボレー
ティブな性質です。ついに、IT 環境がビジネスとテクノロ
ジーという 2 つの世界のプロフェッショナルの連携を可能
にし、促進できるようになったのです。この 2 つの世界が
接する場所がビジネス・プロセスだと考えれば、iBP は、両
方の住人がコラボレーションによる開発と共通の理解とい
う点で最大限の成果を挙げることのできる共通の場所にな
ります。このアプローチを使用すれば、長年存在し続けた
誤解をなくすことができます。
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iBP は、次の 6 つの主要タスクを実行します。
●●

●●
●●

●●

●●

●●

既存および新規のアプリケーション・ソフトウェアをビ
ジネス・マネージャーが直接制御できるようにする
ビジネスと IT の間のコミュニケーションを促進する
ビジネス・リーダーによる既存プロセスの改善や新規プ
ロセスの作成を支援する
組織全体で、また組織を超えて、プロセスの自動化を可
能にする
プロセスのパフォーマンスに関する情報をマネージャー
にリアルタイムで提供する
組織のリーダーが新しいコンピューティング・サービス
を最大限に利用できるようにする

古いテクノロジーの断片から組み立てられた初期の BPM
サービスとは違って、iBP は標準に基づいた最新のアーキテ
クチャー上に構築する必要があります。サービス指向アー
キテクチャー（SOA）と BPM の機能一式を使用すれば、企
業の開発者は、EaaS によってイノベーションを推進し、効
率、俊敏性を向上できる、完全なビジネス・オペレーショ
ン環境を作り出すことができます。
iBP は、ビジネス・プロセスのモデル化と設計、実行、監視、
改善の各機能を備えている必要があります。さらに、iBP は、
ビジネス・マネージャーがビジネス・プロセスの実装とビ
ジネス目標を合致させやすく、その一方でプロセス測定基
準とリアルタイムのビジネス・アクティビティーの制御と
把握によってプロセスの改善を図りやすいように設計され
ている必要があります。同時に、iBP は、既存の IT 資産が
十分に利用されるようにしながら、IT マネージャーと IT 開
発者が企業のビジネス・プロセス環境全体をモデル化する
上で役立つものになっている必要があります。
共同作業をより容易にするために、ユーザー・インター
フェースは IBM MobileFirst のように完全に Web ベースに
なっている必要があります。ビジネスや IT のプロフェッショ
ナルが地理的に離れた場所にいて、スマートフォンやタブ
レットなどの複数のモバイル・デバイスを使用している場
合、特にこの点が重要です。共有のプロセス・モデルを持
つことは、プロセス実装のための契約を定めるということ
です。これは、トップダウンのビジネス・プロセス設計コ

ンポーネントをボトムアップのテクニカル・サービスに結
びつけることで履行される契約です。このアプローチでは、
ビジネス・プロフェッショナルが IT の実装に直接影響を与
え、これを管理できるようになることで、ビジネス側が事
態をしっかり掌握できるようになります。さらに、iBP アプ
ローチでは、ビジネス・マネージャーとビジネス・アナリ
ストは、各自のモデルが最新で、実際に展開されているプ
ロセスを反映していることを確信できます。
最後に、iBP は、意思決定者がより適切なプロセス・ガバナ
ンスを実現しやすくなるような、包括的なプロセス監査を
可能にする必要があります。このような監査は、SOX、シッ
クス・シグマ、HIPAA、Basel II をはじめとする社内外の規
制や品質施策により適切に準拠するためにも必要です。アー
キテクチャーの点では、iBP は、完全にクラウドに対応し、
どこで何が起こっているかを測定、監視する手段を備えて
いる必要があります。つまり、iBP は、プライベート、パブ
リック、ハイブリッドの各種クラウドに全面的に展開でき
るものでなければなりません。
まとめると、iBP は、人と人の対話、システム間の統合型の
対話、人とシステムの両方が関わるハイブリッド・プロセ
スを含むあらゆるタイプのビジネス・プロセスをモデル化、
実行、監視するために設計された、SOA と BPM が完全に統
合されたプラットフォームです。SOA 層があることにより、
IT をより柔軟かつ俊敏なものにして、ビジネスの要求をよ
り効果的に満たすことができます。iBP によって、ビジネス・
プロフェッショナルはビジネス・プロセスを把握しやすく
なり、ビジネスの要件を IT に自信を持って伝えることが可
能になります。

ビジネス・プロセスとしてのイノベーション
「イノベーションは約 96% の確率で失敗しているので、実
はこの分野が、ヒルや塗布薬や謎めいた薬が高度な治療だ
とされていた時代の医学と同じような段階まで進んできて
いるというのは明らかなことのように思えます」というの
は、Doblin の Larry Keeley 氏の言葉です。Larry 氏は、誰
かに話を聞いてもらえるときには、新しいイノベーション
の科学の一端を進んで明かしてくれます。
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BusinessWeek の Bruce Nussbaum 氏は、こう述べています。
「実際、イノベーションではまったく新しい世代のリーダー
たちが登場しています。彼らは、マクロ・イノベーション
とも呼ばれるような、予想外の新しい偉大なテクノロジー
が企業に与えるインパクトに注目した、90 年代の Clayton
Christensen のようなスーパースターたちとは違います。新
しいリーダーたちは、ミクロなイノベーションにより力を
入れています。例えば、企業のリーダーに顧客と気持ちを
通い合わせる方法を指導する、研究開発ラボを顧客のニー
ズに結びつける、独創性の重要度を強調するように従業員
のインセンティブを調整する、イノベーションの機会を示
すマップを作成する、などの取り組みを行っています」
しかし、「革新的なイノベーション」は、それだけでできる
ことではありません。イノベーションは、体系的かつ反復
可能なビジネス・プロセスである必要があります。イノベー
ションというプログラムの重要なコンポーネントの 1 つは、
イノベーションがどのように機能する必要があるかのプロ
セスです。イノベーションのプロセスをとことん考え、設
計することにより、What-if（仮定）シナリオを使ってプロ
セスを理論的にテストできなければなりません。プロセス
設計の反復的なアプローチを実行することにより、ボトル
ネック、基本要素、システム要件、自動化と標準化の機会、
さらに予想されるボリュームを処理するために必要なリ
ソースなどの特定が可能になります。
イノベーションの設計概念は、抽象化とモデルを使用して
複雑な構造とプロセスを単純化して表現し、システムの動
作 を よ り 深 く 理 解 し、 予 測 を 立 て る と い う こ と で す。
「Business innovation in the cloud」という書籍に、イノベー
ション・プロセスを組み立てる場合の考え方がわかりやす
く定義されています。
このようなイノベーション・プロセスの場合、イノベーショ
ン・チームにイノベーションの機会を作る方法を考える必
要があります。イノベーションには、広く受け入れられて
いるただ 1 つのプロセスがあるわけではありません。長い
時間をかけて、各社の多様なリーダーが独自のイノベーショ
ン・プロセスを考案してきました。その中には、詳細なステッ
プが多数あるものや、レベルの高いガイドラインを持った

ものもあります。ただし、選んだプロセスがどのようなも
のであれ、そのプロセスは反復可能で規律あるものである
必要があります。
ビジネス・プロフェッショナルに使用されているイノベー
ション・プロセスは多数ありますが、そのすべてに含まれ
るステップに、次のものがあります。
1. 一般的には、解決しようとしている問題の周辺で、機会
を理解、調査し、最も重要な仮定を明らかにします。
2. 特定または予想された、望ましい求められる結果として
の価値を実現する最低限の製品やサービスのコンセプト
を得るため、アイデアを形にします。これにより、先ほ
どの仮定について理解し、必要な結果を得ることができ
ます。
3. パートナー、サプライヤー、顧客からなるエコシステム
でアイデアをテストし、信じたものが共有されているか
どうかを調べ、評価と選択を行います。
4. 結果を実現するための適切な答えが見つかるまで、でき
る限り迅速かつ効率的に開発と実験を行います。
5. 迅速な実装後、市場に合った適切な製品となるように規
模の調整を、共同作業でオープンに繰り返し行います。
6. 革新的な製品とサービスの擁護者となり、エコシステム
内のビジネス・コミュニティーで利点が理解されるまで
にかかる時間を短縮します。このイノベーションは販売
に関するものではないため、社内の組織、サプライヤー、
パートナー、顧客からなるエコシステム全体が関係し
ます。

クラウドでは、リアルタイムで規模を拡大または縮小するため
のイノベーション施策を順調に実施できるため、迅速で弾力的
な対応を実現できます。ただし、ビジネス・イノベーションに
とって、失敗は成功と同じだけ重要なことであるため、クラウ
ドは、早期に失敗に気づき、失敗した施策を中止して、学んだ
教訓を生かしてもう一度進むためのプラットフォームともなり
ます。重点は、とにかくクラウドの迅速で弾力的な対応に関す
る点に置かれます。

10 クラウドでの戦略的なビジネス・プロセス・マネジメント

リーダーシップ

ポリシーと
戦略

ビジネス・
プロセス

ビジネス
成果

リーダーシップからビジネス成果まで

全面的なグローバルな競争、グローバルなハイパー・コネ
クティビティー、動的なアウトソーシングとサプライ・
チェーンが 1 つにまとまる中で、戦略の持つ意味とそこで
実 践 さ れ る 内 容 が 変 化 し て き て い ま す。McKinsey と
Accenture で重役を務めていた Walt Shill 氏の有名な言葉に、
次のようなものがあります。「かつて私たちが知っていた戦
略は、もう効力を失いました。今は、事業運営の俊敏性と、
企業がいかに速く機会をつかめるかがすべてです。戦略や
予測を毎日または毎週変えなければならないのであれば、
それはそれでしかたありません。」そのため、ビジネス・リー
ダーは総資産収益率（ROA）から機会収益率（ROO）にシ
フトしていますが、その機会は絶えず変化するビジネス環
境の中で常に流動的で、いつも脅威にさらされています。
プロセス管理による運用要件への対処に加えて、クラウド
での戦略的な BPM は、テクノロジーを使用してビジネス・
リーダーシップ・アクティビティーの自動化を可能にする
新しいクラスのアプリケーションを生むと考えられます。
プロセスのベテランである George Barlow 氏は、こう説明
しています。「ビジネス・サイクルは、ビジネス・リーダー
がポリシーと戦略を策定するのに依存しています。これら
が策定されると、ビジネスのプロセスを通じて実行され、
ビジネス成果が生まれます。ビジネス向けのソフトウェア
開発が進化したことにより、ビジネス・サイクルの実行部
分（ビジネス・プロセス・マネジメント）の自動化が可能
になり、数多くの視点からビジネス成果を把握できるよう
になりました（ビジネス・インテリジェンス）。いまだに大
部分が自動化されていないのは、ポリシーと戦略の作成と
保守の部分です」

Barlow 氏はこう続けています。「ビジネス・ソフトウェア
の実現の次の波は、戦略的ビジネス・モデリング（SBM）
を中心にやってきます。SBM は、ビジネス・サイクルの計
画とルール（戦略とポリシー）の部分に自動化をもたらす
でしょう。そこで、私たちは、クラウド・コンピューティ
ング・アプリケーションが企業のあらゆるセグメントに広
がり、これらのクラウド・エコシステムが、ベンダー、企業、
顧客という組織の境界を越えて拡大するのに伴い、業界と
垂直（業種別）市場（MES/REPAC、ACORD、eTOM など）、
水平的なサプライおよびバリュー・チェーン（SCOR、VRM
など）、コンプライアンスの枠組み（SOX、BASEL II、ITIL
など）のためのビジネス・フレームワークとベスト・プラ
クティスや、さらにミッション、ビジョン、目的と目標、
リスク緩和などの共通のビジネス要素が 1 つにまとまって
いく様子を見ることになるでしょう（ふーっと大きなため
息）。マスター・データ・モデル（MDM）や業界フレームワー
クのデータ参照モデルの使用は、クラウドで多くのまった
く新しいグローバル・コマースへの道を開くと考えられま
す。また、このようなクラウド・アプリケーションでは、
企業全体だけでなく、協力関係にあるバリュー・チェーン
のパートナーとの間でも、計画（SMB）をリアルタイムで
実績（BPM/BI）と比較して評価できる、優れた新しい『ス
コアカード』アプリケーションを使用できるようになるで
しょう」
ビジネス・モデルの点で見ると、ビジネスは需要と供給の
仲介者になります。ビジネス・プロフェッショナルは顧客
に対するセラー（売り手）ではなく、世界中を移動して最
大の価値を顧客にもたらすためのバイヤー（買い手）にな
ります。同様に、顧客もプロシューマー（生産消費者）と
して、ビジネス・プロフェッショナルが価値提供システム
全体を通じて最大の価値を生み出せるように手助けする存
在になります。
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供給 /
コーペティション

断続平衡

需要

顧客中心
ビジネス・
オペレーションの
プラットフォーム
-BPM INSIDEサプライヤーの
ネットワーク

ビジネス Web
価値を創造

企業

感知と反応

- 仲介 / 形成 -

顧客の
コミュニティー

プロシューマー
価値を抽出

企業はセラーであることをやめ、
顧客のためのバイヤーとなる
断続平衡

イノベーションを実現できても、競争相手はすぐに追いつ
いてきます。そのため、勝利は、イノベーションのペース
を決める、断続的に訪れる平衡期の問題となります。イノ
ベーションの実現後、いったんは中断し、またイノベーショ
ンに取り組んでは中断する、というサイクルが続きます。
今まさに起こっている、スマートフォンとタブレットのイ
ノベーションの競争を思い浮かべてください。この新しい
世界では、すべてが顧客中心です。全面的なグローバルな
競争が発生しているこの新世界では、顧客が企業にとって
唯一の資産になります。
そのため、21 世紀のビジネスの、顧客中心の価値提供シス
テムの構築を考える場合、未来はクラウドのコレオグラ
フィーにかかっています。ほんの数年前は、すべてのオー
ケストレーションを担う巨大企業としてバリュー・チェー
ンを支配することが、競争上の優位を得るための鍵でした。
それが、今はプロセスのコラボレーション、連携、コレオ
グラフィーになっています。

プロセス・オンデマンドは、幻想か、
俊敏性への近道か
戦略的な BPM がなければ、クラウドは受動的な環境である
ことから抜け出せません。しかし、ここではっきり理解し
ておかなければならないのは、クラウドでのプロセス管理
は単なるオンデマンドの BPM スイートとは違うということ
です。クラウド・コンピューティングと組み合わせて使用
される場合、BPM オンデマンドという言葉は新しい意味を
持ち始めています。クラウドは無限の数のビジネス・サー
ビスを提供できるという立場をとるのであれば、そのサー
ビスのオーケストレーションとコレオグラフィーを容易に
するメカニズムが必要です。プロセス・オンデマンドが重
要になるのは、この段階です。
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プロセス・オンデマンドとは、すでに実装されているプロ
セスを変更または増補する必要があるときに、サービスを
呼び出すことができるということです。
このサービスは、通常 IT の世界で言うサービスとは異なり
ます。このようなサービスは、単なるデータの取得と入力
のようなアクティビティーよりずっと高度なものです。こ
のようなサービスには、次のようなものがあります。
●●
●●
●●
●●

ユーザー・インターフェース
ビジネス・ルール
主要業績評価指標
メタデータ

これはつまり、自己完結したサービスをエンドツーエンド
のビジネス・プロセスに組み込むためのあらゆるもの、と
いうことです。では、なぜこのような機能が必要なのでしょ
うか。それは、一言で言うと、単純さのためです。
プロセス・オンデマンドの概念は、変化するビジネス・ニー
ズを満たすために、オンデマンドで変更することのできる
動的なプロセスを構築する上で役立ちます。この動的なプ

PoD

ロセス選択は、柔軟性を大幅に向上させ、設計の複雑さを
軽減します。しかし、今のビジネス環境の絶えず変化する
要件に対応するための俊敏性、スケーラビリティー、堅牢
性を高めるためには、このような利点さえあれば十分なの
でしょうか。
ビジネス・プロセスを開発するときには、特定の要件を満
たすためのドキュメント、サブプロセス、タイミング、タ
スクの依存関係などに関して、最終的に必要なものは何か
の判断が難しい場合があります。例えば、交通事故の保険
金請求を処理するプロセスの設計では、アナリストは、顧
客が自分の車の修理代を査定してもらう必要があることは
知っているかもしれません。加えて、アナリストは、支払
いがすぐに受けられるかどうかは知らない可能性がありま
す。さらに、アナリストが書類の種類を知らないことも考
えられます。例えば、その請求を処理するために、修理費
用計算書、警察の目撃者報告書、病院の請求書が必要にな
る可能性があります。また、アナリストは、使用される可
能性のある多数の書類のうち、その場合に使用すべきもの
を状況に応じて判断できないかもしれません。

PoD
PoD

PoD
PoD

PoD

インテリジェントなビジネス・プラットフォームの
エンドツーエンドのビジネス・プロセス・マネジメント

自分の会社
PoD

PoD

エンドツーエンドのビジネス・プロセス・マネジメントのためのプロセス・オンデマンド

PoD
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このような、請求プロセスの中で相互に関連しあう経路は、
組織の別の部署にいる別の人によって、自己完結型のビジ
ネス・サービスまたはサブプロセスとしてすでに定義され
ている可能性があり、手続きやルールが変わるたびに頻繁
に変更されるものかもしれません。そのような場合には、
メインの請求プロセスで、特定のどのサービスを使うべき
かを（しかも動的に）決定することは不可能です。開発者
にわかるのは、特定の目的を達成する必要があるというこ
とだけであり、それを達成するために厳密にどのサービス
を使用できるのかを容易に判断することはできません。ま
た、実際、開発者はそのことをあまり重視していません。
開発者はただ、適切な方法で目的が達成されるようにした
いと考えているだけです。
この問題を解決するためには、リポジトリーを用意し、企
業で使用されるサービスをそこに保持できるようにする必
要があります。これらのサービスがサブプロセスやデータ
統合ツールと違うのは、各サービスの実行内容とサービス
を使用できる状況や目的と求められる結果を、クラウド・
アプリケーションがメタデータから把握していることです。
各サービスには、それを使用できる状況のタグが付けられ、
それがプロセスの入り口条件として定義されています。入
り口条件は、ケース・データと任意のサブプロセス・パラメー
ターに対して定義された条件ステートメントです。例えば、
車両の機械的な状態を査定するサービスには、入り口条件
CarAge > 10 のタグが付けられ、CarAge がケース・データ
のフィールドになっているという場合があるかもしれませ
ん。同様に、他のサービスにもタグが付けられます。
このようなタグ付けは、必要などのサービスをオンデマン
ドで使用できるかを定義する上で役立ちます。この方法な
ら、呼び出し側のプロセスは、プロセス・フローの中で特
定のサービスにアクセスしさえすれば、特定の状況でどの
ビジネス・サービスが最も適切に目的を達成するかの判断
をシステムに任せることができます。目的を満たすサービ
スは、プロセスの実行中にすべてわかるということです。
この知識が必要なのは、値の評価やイベントの検出が発生
したときに、必要なサービスをリアルタイムで組み込んで

実 行 で き る よ う に す る た め で す。 こ れ に つ い て は、
Forrester のレポート、「Smart Process Apps—One Year
Later」を参照してください。その結果、プロセスは、作業
の状況とタイミングによって、繰り返すたびに前後のプロ
セスと違うものになります。最新の BPM 機能があれば、コー
ディングをしなくても、目的に応じて異なるサービスを使
用して、望ましい結果を得ることができます。
ここで重要なのは、サービスの適用可能性を定めた条件が、
呼び出し側のプロセスではなく、サービスに付加されてい
ることです。呼び出し側のプロセスが選択基準を認識する
必要も指定する必要もありません。その結果、エンドツー
エンド・プロセス全体の組み立てが極めて単純になります。
プロセス全体を開発する担当者は、目的とする結果を得る
ために使用可能なサービスの数、サービスの名前、使用す
るかどうかの判断基準などを知る必要はありません。開発
者が知る必要があるのは、そのようなサービスが少なくと
も 1 つ存在しているかどうかだけです。
メイン・プロセスは、単純になるため、わかりやすくなり
ます。新しいサービスの追加や削除は、呼び出し側プロセ
ス（複数の場合も含む）をまったく変更しなくても行えます。
例えば、ロンドンのヒースロー空港に飛行機が着陸すると、
それをきっかけに一連のイベントまたはプロセスが発生し、
飛行機は次のフライトに向けて安全に迅速に準備が行われ
ます。見出しとなるプロセスが「飛行機の準備」であるこ
とは常に同じですが、プロセス全体の各部を実施する会社
や個人は、時間帯、ジェット燃料などが利用できるかどうか、
次の目的地などの多種多様な理由に応じて変化します。
重要なのは、使用されるサービスに関係なく飛行機の要件
が満たされることです。必要なサービスは、ニーズに応じ
て動的に変更されます。
しかし、例外や、ケース・ワーカーの形式化されていない
タスクには、どのように対処するのでしょうか。物事が計
画どおりに進まない場合や、事前に定義できない場合は、
どうするのでしょうか。

14 クラウドでの戦略的なビジネス・プロセス・マネジメント

予測不可能なビジネス環境で作業しているという点は、誰
でも同じです。そのため、プロセス・オンデマンドがどの
ように役立つかを理解するためには、人がどのように作業
しているのかを理解する必要があります。ナレッジ・ワー
カーには、明確に定義された目標と目的がありますが、そ
れを達成する方法は、ドキュメントが利用できるかどうか
や他者からの応答などの多数の要因によって異なります。
したがって、ナレッジ・ワーカーは自分の目的と現在の状
況を常に把握し、差し迫った要件を満たすことのできるタ
スクとプロセスのシーケンスを動的に選択する必要があり
ます。彼らは、その都度、今いるところから次に行きたい
ところへ連れて行くサブプロセスを選択しているのです。
そして、プロセスが失敗しても、予想外のイベントが起き
ても、この行動を続けます。

な根拠に支えられた方法を大まかに示します。特定のサー
ビス・プロバイダーが合意したサービス・レベル・アグリー
メントを満たせない場合は、プロセス・オンデマンドのオ
ンデマンドという性質を生かし、別のプロバイダーに連絡
してサービスを利用することができます。そのため、会社
A が所要時間内に応答を返せない場合、アプリケーション
はユーザーが介在しなくても会社 B に切り替えて、そこで
要件を満たすことができます。
予測不可能で複雑な世界に対処するための特殊ケースをす
べてコード化する必要がないため、より複雑なプロセスを
より容易かつ短時間で構築できます。要約すると、プロセス・
オンデマンドのアプローチには、次の利点があります。
●●

例外、失敗、予想外の事態に対処する場合も、同じメカニズ
ムを使用することが重要です。例えば、特定の目的を達成す
るために、あるサービスが選択されたとします。このサービ
スが失敗するか、エラー状態が発生した場合、呼び出し側プ
ロセスはそのイベントを検出し、エラー処理を目的とした
サービスに入れ替えます。ドキュメントが未署名で到着した
り、記入内容が間違っていたりした場合は、このエラーを記
録し、別のアクションのセットを開始して今あるタスクを完
了することができます。結果として、現代のプロセス管理シ
ステムは、例外、失敗、不完全なプロセス仕様への対処に関
して、以前よりずっと堅固になっています。
特定の目的を達成するためのサービスや手段が多数存在す
る可能性があるのと同様に、そのようなサービスのプロバ
イダーも、社内と社外に多数存在している可能性がありま
す。プロセス・オンデマンドでは、緩やかに結合されたサー
ビスを利用して、メイン・プロセスを一層保守しやすい、
より耐久力と弾力性に富んだものにすることができます。
ここに、クラウド・コンピューティング全体から得られる
主要な利点が反映されています。
一方、プロセス・オンデマンドの概念は、マッシュアップ・
アプリケーションにも大きなメリットをもたらします。従
来型のマッシュアップ・アプリケーションの展開では、サー
ビス・プロバイダーで発生する可能性のある障害の影響は
無視しがちです。このような状況に対処するための、明確

●●
●●
●●
●●
●●

●●

アプリケーション開発の大幅な迅速化
より短期間での ROI と価値の実現
アプリケーションの変更と保守の容易化
ソフトウェアの拡張性の向上と再利用の容易化
ソフトウェアの耐久性と信頼性の向上
複雑さの軽減（容易に検証や検査ができる、自己完結した、
ビジネス・アナリストと IT 開発者の両方が利用しやすい
単純なモジュラー・コンポーネント）
開発のわかりやすさ

クラウド・コンピューティングによる
成功の実現
クラウド・コンピューティングは、パーソナル・コンピュー
ターとその後のインターネットの登場以来、最も革新的なテ
クノロジーになりました。ビジネスのクラウドへの移行は転
換点にさしかかり、もはやトレンドというより絶対的なビジ
ネス要件になっています。クラウド・コンピューティングは、
1960 年代のマルチテナントによるタイムシェアリングの考
え方から始まり、1990 年代の仮想プライベート・ネットワー
ク（VPN）の発展を経て、現在目にしている急成長期にいた
るまで、さまざまな形をとりながら、長期にわたって存在し
ていました。2011 年に、Gartner の Jim Sinur 氏は、クラウ
ドでのビジネス・プロセス管理が大きな話題になるだろうと
予言しました。彼は、業務をクラウドへ移行すると事業のほ
うに資金と労力を振り向けることができるため、BPM を無
視する組織はうかつであると述べました。
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迅速で弾力的な対応は、瞬時のスケールアップやスケール
ダウンを容易にします。クラウドでの BPM の利点には、次
のようなものがあります。
●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

購入、プロビジョニング、収納の必要がなく、すぐに開
始できるため、ビジネス価値に集中できる
弾力性のある従量課金のサブスクリプション・モデルは、
IT 費用にではなくビジネス成果に結びつく
ビジネス分析とプロセス・モデリングの分野で高度なコ
ラボレーションが可能になる
クラウド・サービスのオーケストレーションとコレオグ
ラフィー
処理中のプロセスで、ビッグデータを活用して顧客の真
実の瞬間にリアルタイムかつ動的にネクスト・ベスト・
アクションを提供するための処方的な分析（データがス
トレージ・デバイスで眠ってしまう前に、Analytics as a
Service（AaaS）と Data in Motion で考える）
医療、エネルギー、官公庁、金融サービス、小売の垂直
市場に重点を置いた、すぐに使えるソリューション
プロセス・ワーカーがいつでも、どこでも、どこへでも
アクセスできるようにする、スマートフォンとタブレッ
トによるモバイル・ファースト

IT がビジネスをサポートする方法に関してクラウドの影響
力を高めるためには、インフォメーション・テクノロジーか
らビジネス・テクノロジー、つまり、テクニカル・サービス
の提供から、ビジネス・サービスの提供にシフトする必要が
あります。クラウド・モデルが意味することは、ユーザーと
開発者の両方をサポートするソフトウェアがより直感的に
なり、変化に対応するということです。多くのコラボレー
ティブなビジネス・アプリケーションやその他の新時代のア
プリケーションは、クラウド・コンピューティング・インフ
ラストラクチャーがなければ実現不可能と考えられます。
しかし、組織のリーダーは、判断を誤ってはいけません。
クラウド・コンピューティングは、サービス指向のインフ
ラストラクチャーであると同時に、考え方でもあります。
関連するツールや手法があったとしても、その考え方に見
合ったパラダイム・シフトがなければ、望ましい結果を得
ることはできません。加えて、理解しておかなければなら
ないさらに重要なポイントがあり、それを理解することで
作業の本質そのものに変化が訪れます。IT により、標準的

なビジネスのプロセスと手続きは自動化できます。現在、
ビジネス・リーダーの重点は、フロント・オフィスのナレッ
ジ・ワーカーの能力を高め、顧客の真実の瞬間に次の適切
なアクションをリアルタイムで実行できるようにすること
に移ってきています。
アメリカン大学の教授である John M. Richardson 氏は、か
つて、このように書いています。「未来に関して言えば、3
種類の人が存在します。何かが起こるに任せる人、何かを
起こす人、そして起こったことを熟考する人です」
コラボレーションは、競争上の優位を得るための鍵となり、
クラウドはそのコラボレーションが起こる場所です。クラ
ウドは、企業の費用対効果の高い IT サービスとソリューショ
ンを開発、提供するための新しい方法をもたらしますが、
過去の教訓から学ぶことは極めて重要です。かつて、ユー
ザーは、PC ネットワークへの取り組みを、個々のユーザー
が主導する一連のプロジェクトとして開始、推進しました
が、それがクライアント / サーバーという 1 つの環境であ
ることが明らかになったときに、深刻な問題が発生しまし
た。ビジネス・ユーザーが IT を介さずに SaaS アプリケーショ
ンを利用しようとして同じことが起きないようにするには、
このことを理解することが重要です。クラウドの BPM は、
このような企業のカオスに秩序をもたらします。
さらに効果的な BPM のアプローチとして、サブスクリプ
ション・ベースの BPM のクラウド・サービスである、IBM
Business Process Manager on Cloud を検討してください。
プロセスの設計、実行、監視、最適化のツールとランタイ
ムを備えたこの IBM のクラウド・サービスでは、開発、テ
スト、および実稼働という、BPM のライフサイクル全体の
環境を実現できます。IBM Business Process Manager on
Cloud は、IBM クラウド・データ・センターでホストされ
たすぐに使用可能な環境を利用して、ビジネス・ユーザー
がより迅速にプロセス改善を開始できるようにすることを
目的に設計されています。さらに、この製品は、ビジネス・
プロセスを把握しやすくし、ビジネス・プロセスの管理を
可能にします。パフォーマンスが向上するように、世界の
各地域に用意されたアクセス・ポイントから利用できるよ
うになっています。

詳細情報
IBM Business Process Manager on Cloud の詳細については、
IBM 営業担当員または IBM ビジネス・パートナーにお問い
合わせいただくか、次の Web サイトをご覧ください。
ibm.com/software/products/ja/business-process-managercloud/
また、IBM グローバル・ファイナンシングは、ビジネスに
必要とされる IT ソリューションをお客様が最も費用効果が
高い戦略的な方法で獲得するのを支援します。IBM は信用
資格のあるお客様と提携し、IT ファイナンシング・ソリュー
ションをカスタマイズしてお客様のビジネス目標と開発目
標に合った効果的な資金管理を実現し、総所有コストを向
上させます。IBM グローバル・ファイナンシングは、重要
な IT 投資の資金を調達し、お客様のビジネスを発展させる
ための最適な選択肢です。詳細については、以下の Web サ
イトをご覧ください。
ibm.com/financing/jp

著者について
アナリスト、著者、経営アドバイザーであり、大学の元教
授で、CIO 経験も持つ Peter Fingar は、40 年以上にわたり、
ビジネスとテクノロジーの交わる分野で指導者の役割を果
たしてきました。Peter は、著書である「Business Process
Management: The Third Wave」で、企業がビジネス・プロ
セス・マネジメント（BPM）に着手するのを支援している
ことで広く知られています。大変人気のある基調講演者で、
13 冊 の 著 書 の う ち、 最 新 の「Business Process
Management: The Next Wave」は、クラウドでのビジネス
における分散インテリジェンスの利用に関するものです。
次 の 著 書、「Smart Process Apps: The Next Breakout
Business Advantage」は、近日発売予定です。著者の詳細
については、www.peterfingar.com をご覧ください。
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