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ビジネスモデル設計とUML表記に関する研究 
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A Study of Business Model Design using UML. 
Masatoshi Mori ,  Toshimi Munehira,  Satoshi Sagawa 

 

要旨：本論文では、ビジネスモデルの目的を検討し、その設計方法として、作成手順を明らかにし、ビ

ジネスモデルの種類を検討してその内容を研究した。ビジネスモデルを表す方法としてＵＭＬを取上げ

その使用によるメリットと表記法を研究し、ＵＭＬ表記の拡張提案を行った。 
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１、はじめに 
 本論文では、ビジネスモデルの定義を確認し、ビジネスモデルの作成手順を検討する。ビジネスモデ

ルの作成手順としては、ビジネスの構想、ビジネスモデル設計、を挙げその内容を明らかにする。ビジ

ネスを可視化したビジネスモデルには、複数の種類が必要となるので、その種類とその表記する方法と

してUMLによるビジネスモデル表記法を提案する。 

  
２、ビジネスモデルとは 
（１）ビジネスモデルの定義 

 ビジネス対象の諸関係を単純化し、ビジネスの構造を抽象化し概念的に表したもの。仕事のやり方

の概念を表わすもので、企業活動の設計図と言える。物、人、情報、金の流れを管理する仕組み商流、

情流（情報）、金流が整っていること。また、ビジネスモデルは、企業の概要と構造を可視化すもので

あり、多面的な視点で描き、表現できるものである。 

 一言で云えば、ビジネスの設計図で儲ける仕組みを表している。 

（２）ビジネスモデルを作成する目的 

 ビジネスモデルを研究することは、他社の優れたビジネス形態を理解し、自社をよりよくする為で

ある。自社のビジネスモデルは、自社の仕事のやり方を認識し、共通理解の上で欠点や課題を解決し

ていくこと、さらにその新しいビジネスモデルを実現するための情報システム構築に使用することが

ある。ビジネスモデルの作成により、自社の姿が明確化されることから意思疎通の道具として活用で

きる。 

 

３、ビジネスモデル設計とは 

 ビジネスモデルを考案または、再構築して具体的な見取り図を描くことをビジネスモデル設計と言っ

ている。ビジネスモデル設計とは、ビジネスの構造を可視化できるように具現化していくために、ビジ

ネスモデルに表記することをいう。 
 ビジネスモデルは、ビジネスを可視化するためのものであり、可視化するには、いくつかの要素をビ
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ジネスモデルで表現する必要がある。この表記方法については、規定されたものがなく、独自の表記方

法をそれぞれ工夫して記述しているのが現状である。 
 詳細レベルとなるビジネスプロセスについては、システム開発のインプットとするために、業務フロ

ーの表記方法として、ＩＤＥＦやＤＦＤ、あるいはＥＲＰパッケージ独自の定義方法が使われているが、

標準となっているものはない。このようななか、システム設計で世界標準となっているＵＭＬのビジネ

スモデリングへの適用がはじめられている。 
 現在のＵＭＬの仕様においては、ビジネスモデリングはビジネスプロセスの記述が中心となり、企業

の組織階層やビジネスルール、ビジネスゴールなどは含まれていない。このため Erikson＆Penkerなど
によりＵＭＬ拡張が提唱されているが、標準として認定されているものにはなっていない。 
 このような背景を踏まえて、本論分では、ビジネス設計からシステム開発にいたる一連のプロセスを

定義するとともに、ＵＭＬを拡張して適用することを提案するものである。 
 
４、ビジネスモデルの構築手順 
（１）ビジネスモデル作成のステップ 
 本論文では、ビジネスモデルを作るステップとしてビジネスの構想とデザイン（コア・コンピタン

スとコンセプト作り）、ビジネスモデリング、ビジネスプロセスモデリング、システムモデリング、情

報システムの実装を定義した。 
 この区分を３段階に整理し、本論文では、ビジネスモデル設計を研究範囲とした。 
①ビジネスモデル設計 
 ・ビジネス構想 
 ・ビジネスモデリング 
 ・ビジネスプロセスモデリング1（UMLビジネスモデリング） 
②システムモデル設計 
 ・システムモデリング2 
③情報システム開発 
 ・情報システム実装 

（２）ビジネスモデル設計手順 
  ビジネスモデル設計の手順としては、下記が考えられる。 

  ①ビジネス構想・デザイン  
 ビジネスの構想を考え、デザインする具現化プロセスであり、ビジネス構想の具現化プロセスと

は、ビジネスのアイディアと構想を具体的に説明、表記する工程。 
バリューチェーンの考察とコア・コンピタンスを明確にする。 
 この場合、その企業及び外部との関係も考慮する。 
・ 企業間ビジネスモデル（サプライチェーン、ディマンドチェーン） 

                                                   
1 ビジネスプロセスモデリング 
 ビジネスプロセスの流れを UMLのアクティビティ図を使用してモデル化すること。 
2 システムモデリング 
 情報システムを、UMLを使用して機能、構造、振舞いの観点からモデル化すること。システムの機能はユ
ースケース図、システム内部の構造は主にクラス図、振舞いは主に相互作用図を使用して記述する。 
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・ 企業内ビジネスモデル（その企業内のビジネスモデルを表す） 
  ②ビジネスモデリング 
 ビジネスモデルは、ビジネスを可視化するためのものであり、可視化するには、いくつかの要素

をビジネスモデルで表現する必要がある。つまり、ビジネスモデルには、上記以外に５種類必要と

考えた。 
  ③ビジネスプロセスモデル作成（自社のビジネスモデルの詳細化） 
 ビジネスモデルをさらに詳細に示すもので、上位のビジネスモデルのある部分を階層化して詳細

に表す。また、システムモデリングや情報システム開発に利用できる精度が求められる。UMLビジ
ネスモデリングと呼ばれることもある。 

（３）ビジネスモデル設計から情報システム構築へ 
  ビジネスの構想からビジネスモデル作成そして情報システム構築に至る手順を上流から記述する。       

表 1 ビジネスモデルの作成手順 
NO 区分 作業名 成果物 

１ ビジネスモデル設計 ビジネスの構想 構想 
２  ビジネスモデリング ビジネスモデル 
３  ビジネスプロセスモデリング

（UMLビジネスモデリング） 
ビジネスプロセス 

４ システムモデル※ オブジェクト指向開発 と 
ウォータフォール開発 
で大きく異なる（次表参照） 

システムモデル 

５ 情報システム構築 情報システム実装・テスト 情報システム 
 
 ※システムモデルの構築手順 
  ＜オブジェクト指向開発＞ 

 オブジェクト指向開発の手順は、分析、設計、実装、テストを繰り返しながら、最終成果物である

コードの完成度を高めていく。 
 一般的な情報システム開発は、実装、テストに相当する。 

表 2 オブジェクト指向開発の手順 
区分 作業名 成果物 

要求分析 

 
ユースケースモデル（ユースケース図、ユースケー

ス記述） 
システム分析 

   
オブジェクトモデル（クラス図、相互作用図、ステ

ートチャート図） 
アーキテクチャ設計 

  
ソフトウェアアーキテクチャ説明書（パッケージ図、

コンポーネント図、配置図など） 

システムモ

デリング 

詳細設計 

  
詳細設計書（詳細設計レベルのクラス図、相互作用

図など） 
実装 ソースコード 情報システ

ム開発 検証 テスト仕様書（テストケース、テストプロシージャ） 
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  ＜ウォータフォール開発＞ 

表 3 ウォータフォール開発 
区分 作業名 成果物 

要件定義 要件定義書 
外部設計 外部設計書 
内部設計 内部設計書 
プログラミング設計 プログラム仕様書 
データベース設計 データベース仕様書 
コーディング プログラム 

情報システム開発 

テスト テスト結果書 
 
５、ビジネスモデル表記の種類 
 その企業のビジネスモデルの特徴を表わすために下記のビジネスモデル表記の種類を考察した。 
（１）企業間ビジネスモデル 
 サプライチェーンビジネスモデル。１企業のビジネスモデルだけではなく、企業間のビジネス関係

を表す。その概念は、サプライチェーンの概念と共通している。 
（２）企業内ビジネスモデル 
 その企業内のビジネスモデルを表す。自社のビジネスモデル全体を俯瞰できるビジネスモデルの表

記が望まれる。ビジネスプロセスモデルは、この下位モデルになる。 
（３）バリューチェーンモデルによるコア・コンピタンスモデル 
 その企業の核となる付加価値を生むプロセスを示す。自社のコア・コンピタンスを表示して関係者

で意識することにより、ビジネスモデルの特徴が明確になる。さらに、コア・コンピタンスの説明資

料としてビジネスプロセスモデルを使用する。（階層化して分解表示） 
（４）サイクルタイムモデル 
 主要な業務のサイクルタイムを示す。時間的な表現を加えることにより、ビジネスモデルの時系列

やサイクルが明確になる。 
（５）財務モデル（収支予測） 
 その事業形態の収入と支出モデルを表記することにより、財務の予測とキャシュフロー（資金回収）

のモデルが明確になる。 
（６）製品構成と価格モデル 
 その事業の製品とサービス体系と価格モデルを明確にすることにより、その事業がより明確になる。  

（７）組織と人材モデル 
 組織の構成と人材の関係を示す。 

（８）販売方法と資金回収モデル 
 顧客までの流通経路や販売方法のモデルを明確にし、資金の回収方法をモデル化する。 

（９）プロセスルールの記述 
 ビジネスプロセスの表記を補足する意味で、ビジネスルール、業務プロセスでの詳細説明を文章で

加えることができる。 
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６、ＵＭＬによるビジネスモデルの表記法 
（１）ＵＭＬを使用する理由 
 本章では、ビジネスモデルをＵＭＬで表記することを述べるが、それに先立ちＵＭＬを使用する理

由を明確にしておく。 
 
①統一ルールにより属人的表記を排除 
 従来のシステム開発では、ドキュメントを文章で記述したり、組織やプロジェクトごとに表記のル

ールが異なるなど、仕様書や設計書などのドキュメントが文章や独自のルールにもとづいた記述にな

っている。このような文章による属人的表記やプロジェクトごとに記述が異なるドキュメントは、開

発者間で誤解が生じて要件が正確に伝わらなかったり、書き手の意図を把握するのに時間がかかった

りすることになる。担当者によって品質のばらつきが出やすく、網羅性にも欠けやすい。また、開発

工程間をまたがるドキュメントの対応付けが明確に定義されていないことが多く、人の理解や記憶に

頼って対応付けを判断する必要があるため、開発中に生じた変更を関連するドキュメントに反映する

ことは難しい。この結果、仕様を記述したドキュメントと実際に動いているプログラムの中身が乖離

してしまい、ドキュメントの信頼性がなくなり、そのうちメンテナンスもされなくなる。このような

ドキュメントの不備はシステムの品質にも影響することになる。ビジネスモデリングでは、ビジネス

モデルを継続的に改善していくためにモデル化の作業を行う。独自の表記で作成したビジネスモデル

は属人性が高くツールベンダに依存するため、１サイクル回した後にモデルを引き継げなくなり、継

続時にはゼロからモデルを作らないといけなくなる。 
 
②国際標準の表記法 
 現在、ビジネスは国際化しており、国際標準の開発手法の必要性は増大している。UML は、1997
年に OMG が標準として採択し、システム開発における事実上の標準として急速に普及している。ま
た、経営戦略、ビジネスプロセス、情報システムを一貫して表現するモデリング言語としても国際標

準（ISO/IEC 19501）となってきた。UMLを使用すれば、国際標準表記で海外も含めた広範囲なコミ
ュニケーションが可能となる。 
 
③システム開発における意思疎通の向上 
 UMLでモデル化すると正確に意味が伝わるため誤解が生じにくく、意思疎通が容易になり、エンド
ユーザと開発者間や関係者間の情報共有を強化できる。UMLは国際標準のモデル記述言語であるため、
国内だけではなく海外も含めた広範囲なコミュニケーションが可能である。アウトソーシングを検討

している業務の記述やオフショア開発においてUMLを利用すれば、書き手の意図を読み手に正確に伝
えることができ、文章ベースに比べ誤解が生じるリスクはかなり低くなると言える。UMLで記述する
ことで、モデル化のルールが決まっているので、品質にばらつきが出にくい。これらは、ソフトウェ

アの品質の向上につながる。また、UMLは図示されることによって可読性が向上するため、属人的表
記や文章ベースに比べてドキュメントの理解が容易になると言える。過去のシステムも理解しやすく

なり、再利用や保守時に作業効率がよくなる。 
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（２）ＵＭＬによるビジネスモデルの研究 
 1990年代初めには、オブジェクト指向の開発方法論の検討が盛んに行われ、その代表的なジェーム
ス・ランボー（James Rambough）,グラディ・ブーチ(Grady Booch),イバー・ヤコブソン（Ivar Jacobson）
の３氏が米ラショナル・ソフトウェアにおいてUML Version0.9を発表し、1997年に、OMG(Object 
Management Group)が UML を標準として採択した。その後、改定作業が続けられ、2001 年にバー
ジョン１．４、さらに２００４年にバージョン２．０が発表されている。こうした経緯から UMLは、
オブジェクト指向のシステム開発方法のなかで統一モデリング言語となった。 
 ＵＭＬを特定の領域やプロセスに合わせて特化させるため、ＵＭＬプロファイルというものが準備

されている。ＵＭＬ仕様書では、このＵＭＬプロファイルを利用して、ＵＭＬをビジネスモデル領域

に適用するため、ビジネスモデリングのためのＵＭＬプロファイルが定義されているが、ビジネスプ

ロセス（業務フロー）の記述が中心となり、企業の組織階層やビジネスルール、ビジネスゴールなど

は含まれていない。 
 同じくＵＭＬプロファイルを利用したビジネスモデリングへのＵＭＬの適用方法の提案例として、

Erikson＆Penkerによる「UMLによるビジネスモデリング」がある。 
 彼らは、モデル化の対象として、「リソース」「プロセス」「ゴール」「ルール」が必要であると考え、

そのモデル化の視点として、次の４つのビューを提唱している。 
 〇ビジネスビジョンビュー 
  そのビジネスのビジョンとゴールを示し、ゴール達成に解決すべき問題を図示している。 
 〇ビジネスプロセスビュー 
  そのプロセスで作られる価値とゴールを達成するためのプロセスとリソース間の相互作用を図示 
  する。 
 〇ビジネス構造ビュー 
  ビジネスにおける組織と生み出される製品の構造、リソース間の構造を示す。 
 〇ビジネス振舞いビュー 
  そのビジネスモデルにおける各リソースやプロセスの個々の振舞いを示す。 
 この他、システム開発方法論として広く採用されつつある RUP（Rational Unified Process）では、
開発プロセスの第一フェーズとして、「ビジネスモデリング」のフェーズを位置づけ、そこで明らかに

するユースケースを「ビジネスユースケース」として、システムモデリングとは異なるモデル化を提

案している。 
 また、マーシャルは、ビジネスの基本構造を４つのビジネス要素（目的、エンティティ、ビジネス

プロセス、オーガニゼーション）で表す。特徴は、企業活動で登場する「製品」や「サービス」をエ

ンティティ（実体）とし、その中味をモデルとして表記し、ビジネスオブジェクトとしてコンポーネ

ント化している。 
 

（３）ＵＭＬによるビジネスモデルの基本的記述についての拡張検討 
 以上の先行研究は、先に提案したビジネスモデル作成のステップのうち、ビジネスプロセスモデリ

ングの表記が中心であり、ビジネス構想やビジネスモデリングにおいて必要な９つの表記のうち、プ

ロセスルール以外は表現対象となっていない。 
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 そこで、本研究では、全体の継続性を考慮して、ビジネスモデル、ビジネスプロセスモデルでのＵ

ＭＬ拡張を検討した。この検討にあたっては、継続性確保のために以下のように上方への拡張を採用

した。 
   システムモデル→ビジネスプロセスモデル→ビジネスプロセス 
 この拡張は、ステレオタイプ3の設定については、ＵＭＬプロファイルを設定することとし、それ以

外の拡張と区分する。 
 
①ビジネスプロセスモデルでの拡張 
  前述のように、ビジネスプロセス表記については先行研究があるが、本研究では、以下の視点で

ビジネスモデル記述する。 
 ・経営戦略の反映（ＢＳＣの取込） 
 ・ＡＳ－ＩＳのみではなく、Ｔｏ－Ｂｅのモデル化を行う 
 ・システムモデリングとの継続性 
＜基本構造＞ 
 ビジネスプロセスモデリングの基本構造を図１に示す。まず、企業目的を遂行するために「ビジネ

スは何をするのか」（機能）を明らかにする。UML では、価値を産出するための機能一つ一つをユー
スケースで表す。また、価値を提供する相手や価値を産出するために関わっている外部要素をアクタ

ーとして表しユースケース図を作成する。 
 続いて、ビジネスの機能を「誰が実現するのか」（構造）を明らかにする。ビジネスを構成するもの

には、人、物、金、情報などがあるが、UMLでは、これらをクラスとして表し、クラス間の関係をク
ラス図で表現する。 
 最後に、ビジネスを構成する要素がビジネスの機能を「どのように実現するのか」（振舞い）を明ら

かにする。具体的には、ユースケース単位に相互作用図やアクティビティ図を作成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 ビジネスプロセスモデリングの基本構造 

                                                   
3 ステレオタイプ 
 ステレオタイプとは、UMLのモデル要素（クラスなどモデルを構成する要素）の語彙を拡張するため
の手法で、モデル要素に<<>>につけて意味を拡張する。 

 外部的視点 内部的視点

商品を販売する

代金を請求する

販売担当者

注文書

商品

商品
倉庫

仕様 実現

ユースケースモデリング
ビジネスが外部要素に対して
示す機能を明らかにする

振舞いモデリング
ビジネス内部要素の
振舞いを明らかにする

構造モデリング
ビジネス内部要素の
構造を明らかにする

動的視点

静的視点

ビジネス ビジネス顧客

・ワークフロー
・相互作用
　

在庫管理者

ＢＡによって、ビジネスの「しくみ」を明らかにする

何をするのか

誰がするのか
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 相互作用図は、構成要素がお互いにどのように作用しながら機能を実現するのか（相互作用）を表

わすのに使用し、アクティビティ図は、構成要素がどのように作業を進めながら機能を実現するか（ワ

ークフロー）を表わすのに使用する。 
 上記の基本構造を踏まえ、企業の戦略と仕組みを以下の４つの視点で可視化する。 
  ・目標ビュー 
  ・プロセスビュー 
  ・組織ビュー、 
  ・ネットワークビュー 
＜目標ビュー＞ 
 目標ビューは、戦略的目標となる CSF、それに対する業績指標、それを実現するアクションプラン
から構成されUMLのクラスで表現される。CSFや業績指標はバランススコアカード（以下 BSC）の
４つの視点で分類することができ、それぞれ、<<financial>>、<<customer>>、<<internal business 
process>>、<<learning and growth>>でステレオタイプ化される。BSCの戦略マップは、具体的な値
を持った CSFオブジェクト間、業績指標オブジェクト間のリンクでオブジェクト図を作成することに
よって表す。 
＜プロセスビュー＞ 
 プロセスビューでは、企業を構成する事業と、そこで遂行されるプロセスを整理する。プロセスは

UMLのユースケースで表され、典型的なものには資本調達プロセス、資産確立プロセス、資産維持プ
ロセス、資本運用プロセス、経営プロセスがあり、それぞれ<<financial process>>、<<investment 
process>>、<<maintenance process>>、<<business process>>、<<management process >>でステ
レオタイプ化される。 
＜組織ビュー＞ 
 組織ビューではプロセスを実現するための組織とそこに配分される資産を整理する。資産は UML
のクラスで表され、典型的なものには人的資産、財務資産、情報資産、知的資産、外部資産があり、

それぞれ<<worker>>、<<financial asset>>、<<information asset>>、<<intellectual asset>>、
<<actor>>でステレオタイプ化される。 
＜ネットワークビュー＞ 
 ネットワークビューでは工場や事業所の物理的な配置を整理する。事業所などの建物をUMLのノー
ドで表し、それらのネットワークを配置図で表す。 
 
②ビジネスモデルでの拡張 
 ビジネスモデルのレベルでは、企業間の比較が必要となる。企業内に閉じたビジネスプロセス表記

であれば自由な設定が許されるが、ビジネスモデルとする場合には、表記基準が必要となる。そこで、

図２に示すバリューチェーンをビジネスプロセス表記の基準とした。 
 バリューチェーンを構成する一般的なプロセスの典型的な例としては以下が考えられる。 
＜主要プロセス分類名＞ 
 ・Marketing and Sales：マーケティング・販売 
 ・Inbound Logistics：購買物流 
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 ・Operations：製造 
 ・Outbound Logistics：出荷物流 
 ・Service:サービス 
＜支援プロセス分類名＞ 
 ・Firm Infrastructure：全般管理（財務管理、情報管理、経営企画等） 
 ・Human Resource Management：人事・労務管理 
 ・Technology Development：技術開発 
 ・Procurement：調達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 バリューチェーンのテンプレート 
 
 これを、コア・コンピタンスモデルを構成するプロセスクラスのステレオタイプとして用いる。そし

て、上記主要プロセスによって、UMLビジネスモデリングのプロセス（ビジネスユースケース）を分類
する。その結果を図２に示す。 

 
図 3 分類されたビジネスユースケース図 

 
 このプロセステンプレートを用いて、９つのビジネスモデル表記のための拡張内容を表４に示す。 
 

調達活動（Procurement ）

技術開発（Technology Development ）

人事・労務管理 （Human Resource Management ）

全般管理 （Firm Infrastructure ）

購買物流
（Inbound Logistics ）

製造
（Operations ）

出荷物流
（Outbound Logistics ）

販売・マーケティング
（Marketing and Sales ）

サービス
（Service ）

出所：「競争優位の戦略（ダイヤモンド社）より作成

調達活動（Procurement ）

技術開発（Technology Development ）

人事・労務管理 （Human Resource Management ）

全般管理 （Firm Infrastructure ）

購買物流
（Inbound Logistics ）

製造
（Operations ）

出荷物流
（Outbound Logistics ）

販売・マーケティング
（Marketing and Sales ）

サービス
（Service ）

出所：「競争優位の戦略（ダイヤモンド社）より作成
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表 4 ビジネスモデル表記のためのＵＭＬ拡張 
 

対象モデル 使用するＵＭＬダイアグラム 拡張内容 
プロセステンプレート クラス図 プロセスのステレオタイプ

定義 
企業間ビジネスモデル 
・サプライチェーン構造モデル 

 
ビジネスオブジェクトモデル図 
（クラス図） 

 
バリューチェーンプロセス

テンプレートに基づきグル

ープ化 
・サプライチェーン振舞いモデル コラボレーション図 商流、金流、物流をあらわす

メッセージのステレオタイ

プを設定 
企業内ビジネスモデル クラス図 バリューチェーンプロセス

テンプレートに基づきグル

ープ化 
コア・コンピタンスモデル クラス図 コアプロセス部分を強調表

示 
サイクルタイムモデル アクティビティ図 アクティビティのプロパテ

ィに時間を設ける 
財務モデル（収支予測） ＵＭＬ非適応 
製品構成と価格モデル クラス図 部品クラスのプロパティに

価格を設ける 
組織と人材モデル ビジネスプロセスの組織ビュー

と資産ビュー（人的資産） 
人材のスキルセット、権限、

能力、知識レベル、コンピテ

ンシーをワーカーのプロパ

ティとして設定 
販売方法と資金回収モデル コラボレーション図（金流を中心

に記述） 
金流をあらわすメッセージ

のステレオタイプを設定 
プロセスルールの記述 ビジネスユースケース、アクティ

ビティに対してノートを使用し

て記述 

特になし 

 
（４）ビジネスモデルの種類別表記法 
 5章では、ビジネスモデル表記の種類を提案した。この考え方に則って、ビジネスモデル表記法を検
討して９つのダイアグラムを提案する。 
 
①サプライチェーンビジネスモデル 
 UML ビジネスモデルのビジネスオブジェクトモデルを企業間に拡張するかたちでサプライチェー
ンを表現する。これは、ビジネスユースケースを、企業間でどのように実現するかを構造と振舞いの

観点からモデル化したものである。 
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 a)サプライチェーン構造モデル 
 プロセスを実現する企業間の要素と、それらの間の意味的な関係をクラス図で表す。バリューチェ

ーンを構成するプロセス分類でグループ化する。 
 これは、ビジネス構造モデルを企業間に拡張したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 サプライチェーン構造モデル図 
 b)サプライチェーン振舞いモデル 
 各要素（企業）が、どのように協調してプロセスを実現するか（商流、金流、物流の表現）を相互

作用図（コラボレーション図）で表す。UMLでは、通常、メッセージは、情報の流れを示すが、ビジ
ネスモデルでは、流通経路や販売方法と資金回収などの商流、金流を表す必要がある。そこで、商流

は、メッセージのステレオタイプ<<transaction>>を拡張定義した。同様に、金流は、メッセージのス
テレオタイプ<<payment>>で、物流はメッセージのステレオタイプ<<distribution>>で表わすことと
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 サプライチェーン振舞いモデル図 
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②企業ビジネスモデル 
 プロセスを構成する機能同士の関連をクラス図で表現する。これによって、企業全体の重要な機能

構成が俯瞰される。各機能を、上記バリューチェーンを構成するプロセス分類でグループ化する。な

お、各機能はUMLビジネスモデリングの企業ロール4の単位である。 

 

図 6 企業ビジネスモデル図 
 ③コア・コンピタンスモデル 
 バリューチェーンを構成するプロセス分類のうち、その企業の核となる付加価値を生むプロセス

分類を選択してプロセスクラスとして構成する。その際、プロセスクラスのステレオタイプを設

定する。次に、プロセスクラス中で、企業を特徴づけるコアプロセス5をグループ化して識別する。 
 
 
                                                   
4企業ロール 
 プロセスを実現するための機能的な役割。企業ロールを実現するものとしては、組織単位や人的資産、 

情報資産（情報システム）、財務資産、知的資産などの企業資産がある。 
5 コアプロセス 
 その企業の強みや利益を生み出すプロセスを指す。 
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例１：独自の商品開発力や独自技術により、競争力のある商品を顧客に提供できる 

 
例２：顧客の要求にきめ細かな対応により、信頼のあるブランドを築いてきた 

 
例３：低価格の商品を供給することで、他社との競争に勝ってきた 

 

図 7 コア・コンピタンスモデル図 
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 ④製品構成と価格モデル 
 製品は、知的資産の製品クラスで構成する。各製品のプロパティに価格を設ける。 

   ※製品体系加える 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8  製品構成図 
 ⑤組織と人材モデル 
 組織は、UMLビジネスモデルの組織ビューを構成する組織構造である。組織ビューはビジネスプロ
セスのＵＭＬ表記を参照。 
 人材は、各組織を構成する人的資産（ワーカー）で表す。また、人材のスキルセット、権限、能力、

知識レベル、コンピテンシーをワーカーのプロパティとして設定する。人材の構成は、ビジネスプロ

セスのＵＭＬ表記の資産構造の例を参照。 
 

 ⑥販売方法と資金回収モデル 
 顧客までの流通経路や販売方法と資金回収のモデルを明確にする。相互作用図を使用する。サプラ

イチェーン振舞いモデルと同様、情報の流れと商流、金流、物流をメッセージのステレオタイプで表

す。サプライチェーンビジネスモデルが物流に焦点を当てているのに対して、当モデルは資金回収に

焦点を当てる。 
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図 9 Eコマースにおける資金回収のプロセスの例 
 
 ⑦プロセスルール 
 ビジネスユースケース、アクティビティに対してノート（UML標準に含まれる）を使用してビジネ
スルール記述する。 

 
図 10  プロセスルールの例 

 
（５）ビジネスプロセスモデルの種類別表記法 
 
 ①目標ビュー 
 目標ビューでは、企業の目標および指標とそれらの因果関係、すなわち Balanced Scorecardの戦略
マップをクラス図で拡張して記述する。 
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図 11 目標ビューの例 

 ②プロセスビュー 
 プロセスビューでは、ビジネスのプロセスを以下の観点から記述する。 

  a)ビジネスプロセスモデル 
 ビジネスプロセスモデルは、以下の二つより成る。 
 ⅰ）ビジネスユースケースモデル 
 ビジネスのプロセスの単位をユースケース（ビジネスユースケースと呼ぶ）で表し、プロセ

スが価値を産出する相手およびプロセスの実現に関わっている外部要素をアクターとして表し

たユースケースモデル。 

 

 
 
 

図 12 ビジネスユースケースモデルの例 
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 ⅱ）ワークフロー 
 ビジネスオブジェクトモデルで抽出された企業内の要素が、ビジネスユースケースを実現す

る手順を表したモデル。企業内の要素をレーンとし、作業の流れをアクティビティ図で記述す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 13 ワークフローの例 
 
 ②ビジネスオブジェクトモデル 
ビジネスオブジェクトモデルは、以下の二つより成る。 
 ⅰ）ビジネス構造モデル 
 ビジネスのプロセスを実現する企業内の要素（人的資産、財務資産、情報資産、知的資産、

外部資産）と、それらの間の意味的な関係をプロセス単位にクラス図で表したもの。 

 営業担当者 在庫管理者 製造担当者 経理担当者

引合い

見積書の送付

注文請書の送付

受注台帳への記録

出荷指図書の発行

在庫引当

製造指図書の発行 製品の組立

製品有高帳の更新

出荷報告書の発行

出荷の消し込み

売上伝票の起票

得意先元帳への記録

[新規顧客]

[既存顧客]

信用調査

[引当不可]

製品の出荷

受注伝票の起票

物品受領書の受領

受注台帳

[未出荷]

受注台帳

[出荷済]

得意先元帳

[未回収]

納品書、物品受領書の発行

顧客管理台帳

注文書・契約書の確認

物品受領書の受領
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図 14  ビジネス構造モデルの例 

 ⅱ）ビジネス振舞いモデル 
 各内部要素が、どう協調してプロセスを実現するかを相互作用図（コラボレーション図）で

表したもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 15 ビジネス振舞いモデル 
 
 ③組織ビュー 
 組織ビューでは、ビジネスのプロセスを実現する企業内の要素（人的資産、財務資産、情報資産、

知的資産、外部資産）を組織単位に整理したものである。 
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<<information asset>>
製品管理システム
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図 16 組織ビューの例 
 また、資産間の概念的関係をクラス図（資産構造）として表す。 

 
図 17 資産構造の例 

 
 ④ネットワークビュー 
 ネットワークビューでは、企業を構成する事業所や工場など物理的な要素の配置を配置図に表す。 

 

図 18 ネットワークビューの例 
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（６）UMLを使用するメリット 
①システム化におけるビジネスモデルの有用性 
 システムが大規模になるにしたがって、システムの全体像が見えなかったり、開発者間で共通のシ

ステム認識が持てなかったりするなど、担当部分を理解することも困難になってくると考えられる。

担当の異動や引継ぎによる仕様書や設計書の見直しの工数も大きくなると言える。システム開発とビ

ジネスモデリングにおいて、モデリングの作業自体は、自分の頭の中にある考えを図示することなの

で直感的に理解しやすく考えを整理する一手段と言える。ユーザの意図や考えを正確に把握するため

に、図示したモデルをもとに議論することは有効である。また、モデリングは文章などに比べて曖昧

さを残しにくいため、お互いの考えについてできるだけ誤解を少なくできる有効な手段と言える。 
 
②システム開発におけるUMLモデルと実装の直結 
 UMLはオブジェクト指向開発をベースとしているので、オブジェクト指向言語（Java、C++など）
との親和性が高い。UMLでモデル化した設計モデルと実装（プログラムコード）は直結しているため、
モデル上でのデバッグも可能である。UMLモデリングツールを使用すれば、UMLモデルから実装の
自動生成や実装から UMLモデルの逆生成が可能であるため、システム開発の効率が向上する。 

 
③成果物の追跡可能性 
 UMLを使えば、ビジネスモデリングからシステム開発まで、すべての開発工程を通じて一貫した表
記法を利用できるので、工程間で成果物を追跡できる。このルールを、開発工程間をまたがるドキュ

メントの対応付けとして開発標準などで明確に定義しておくと、各システム開発での成果物の追跡可

能性を保証できる。これによって、例えばシステム開発の途中で生じた仕様変更を仕様書や設計書に

渡って修正することができるため、ドキュメントは常に最新のシステムの構造を表わすことができる。 
 
④モデルの整合性の保証 
 UML では、いくつかのモデル要素と図を使って、いろいろな視点からシステムの構造を表現する。
互いに関連し合っているモデル要素は、どれかを変更すれば関連するモデル要素も変更して整合性を

保証する必要がある。UMLモデリングツールを使えば、モデル要素を変更したときも関連するモデル
要素を自動的に変更して整合性を保証してくれる。なお、UMLを使ったシステム開発では、UMLモ
デリングツールを使用することがほとんどである。これは、手書きよりモデル記述の効率がよいこと

や、モデルから実装の自動生成や逆生成の機能があること、モデル間の整合性の保証ができる、など

システム開発の効率化と品質の向上につながるからである。また、UML自体は固有のツールベンダに
依存せずに存続するモデル記述言語であるので、ツールベンダを変更してもモデルの記述は変わらな

い。 
 

６、結言 
 ビジネスを可視化するビジネスモデルには、複数の種類がある。これらを表記する方法として、UML
を用いてビジネスモデルの表記を試みた。 
 OMGで決めているUMLの標準とは表記（書き方）の部分であり、それを、どのように使うのか（具
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体的な開発プロセス）について、標準的ものはない。従って、何を可視化するかという視点については

標準的なものはない。 
 本論文ではUMLの拡張を提案した。その主な内容を整理すると以下のとおりとなる。 
 拡張には、新しいコンセプト（視点）での UMLによる見せ方と表記上の工夫の 2種類がある。 
 
（１）新しいコンセプト（視点）でのUMLによる見せ方 
 ①バリューチェーンを構成するプロセスによるビジネスユースケースの分類 
 バリューチェーンを構成するプロセス分類のうち、その企業の核となる付加価値を生む 
プロセス分類を選択してプロセスクラスとして構成する 
→コア・コンピタンスモデル図 

 
 ②ビジネスオブジェクトモデルを企業間に拡張するかたちでサプライチェーン構造モデルを表現する 

 ・企業をあらわす役割をクラスとしてあらわす。 
 →サプライチェーン構造モデル図 
 ・ビジネス振舞いモデルを企業間に拡張してサプライチェーン振舞いモデルを表現する 
 →サプライチェーン振舞いモデル図 

 
③プロセスを構成する機能同士の関連をクラス図で表現する。 
 これによって、企業全体の重要な機能構成が俯瞰される。各機能を、上記バリューチェーンを構成

するプロセス分類でグループ化する。なお、各機能は UMLビジネスモデリングの企業ロールの単位で
ある。 
 →企業ビジネスモデル図 

 
④プロセスルールの記述 
 ビジネスユースケース、アクティビティに対してノートを使用して文章で補足記述する。 

 
（２）UML表記上の工夫 
①ビジネス振舞いモデルのステレオタイプの拡張 
 UML のメッセージを拡張して、商流、金流、物流を、それぞれメッセージのステレオタイプ
<<transaction>>、<<payment>>、<<distribution>>で表す。 
②コア・コンピタンスモデルのプロセス分類名でステレオタイプ化 
 コア・コンピタンスモデルを構成するプロセスクラスをプロセス分類名でステレオタイプ化した。 

 
 このビジネスモデル表記の後工程として、ビジネスモデリング、情報システム構築へと繋がっていく

が、UMLの表記により、オブジェクト指向によるビジネスモデルから情報システム開発へのシームレス
で効率的な方法が確立されることが期待できる。 
 

以上 
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