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よくわかるビジネスアナリスト 

 

 1. ビジネスアナリストとは？ 

こんにちは、LTSのコンサルタントの大井はるかです。 

LTSは業務の分析・設計、新しい業務の現場への展開といった「ビジネスアナリシス」を専門としたコンサルテ

ィング会社です。このビジネスアナリシスを行う人を「ビジネスアナリスト」と呼びますが、最近「どうすれば

ビジネスアナリストを育成できるのか？」という問合せを頂くことが増えました。そこでコラムシリーズとして

ビジネスアナリストに関して紹介しています 

 

 どのような仕事をしていて 1.

 どうやったらなれるのか？ 2.

 どんな人が向いているのか？ 3.

 

といったことをご紹介していきたいと思います。題して「よく分かるビジネスアナリスト」です。 

 

ビジネスアナリストの仕事はコミュニケーションのハブ 

ビジネスアナリストとはその名の通りビジネスアナリシスの専門家のことで、アメリカをはじめ欧米では一般

的な専門職の１つです。2009年にビジネスアナリシスのナレッジ集である BABOK （Business Analysis Body 

Of Knowledge）の日本語版が刊行されてからは日本でも認知度が高まっており、ビジネスアナリストに対する

興味や、育成を求める声は確実に増えているように感じます。ビジネスアナリストの役割は一般的に以下のよう

になっています。 
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ビジネスアナリストの役割 

 

出典：『ソフトウェア要求 第 3版』Karl Wiegers, JoyBeatty 著 日経 BP社 

 

ビジネスアナリストはもともとソフトウェア開発の現場から生まれた職業で、主たる役割はソフトウェア要求

を取りまとめることです。現状の業務を理解し、経営層やユーザーの意図を汲み取り、それらをソフトウェアへ

の要求という形に組み替えて開発部隊に伝える、つまり“プロジェクトに関わる各所とのコミュニケーションを

仲立ちする人”として立ち回ります。最近ではシステム開発の場に留まらず、ビジネスプロセスの専門家として、

ITを伴わない業務改善や BPOの現場等などでも活躍の幅を広げています（※）。 

※厳密に言えば、ビジネスアナリシスの系譜には、ソフトウェア要求分析から繋がる流れと、BPR(Business 

Process Re-engineering)や BPM（Business Process Management）といったプロセス志向から繋がる流れ

の二種類があります。このビジネスアナリシスの歴史については、こちらのコラム「ビジネスプロセスの教科書

のこぼれ話 第 8 回：ビジネスアナリシスの歴史」を参照してください。 

ビジネスアナリスト―日本語に訳すると「仕事（業務）を調査・分析する人」という言葉の響きからは専門知

識・技術で身を固めた硬い職業を想像してしまいますが、実際は各所と円滑に柔軟にコミュニケーションをとる

ソフトスキルがその最大の特徴です。私自身もビジネスアナリストとして仕事をしていますが、コミュニケーシ

ョンのために時間を使うことが圧倒的に多いです。 

例えば、システム開発のプロジェクトに参画した際は、ユーザー企業の各部門に要求に関するヒアリングをし

たり、要件をめぐる部署間の調整をしたり、ユーザー企業とベンダーの間に立ってコミュニケーションの仲立ち

をするといった動きをします。また業務改善のプロジェクトでは、現状の業務を可視化して課題を分析し、あり

https://lt-s.jp/lts-column/2016-6-28
https://lt-s.jp/lts-column/2016-6-28
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たい業務の姿を業務フローに起こしながら担当者の方々と対話します。 
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ビジネスアナリストの本質 

ビジネスアナリストの仕事の本質は「誰かの意図を、伝えるべき対象に適した形に変換して、伝えていくこと」

であり、そのやり取りの連鎖によって、柔らかい経営の意図や市場のニーズから徐々に具体的な要求・仕様が作

られ、最終的にビジネスプロセスの変革が実現されます。ビジネスアナリストは、ビジネスプロセス変革におけ

るコミュニケーションハブそのものなのです。 
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ビジネスアナリストの肩書は十人十色 

ここまでビジネスアナリストの仕事内容を大まかに説明しましたが、「それって SEの仕事じゃないの？」「コン

サルタントの仕事じゃないの？」「情報システム部門の仕事じゃないの？」「経営企画部の仕事じゃないの？」･･･

etc と、様々な職種や部門が頭に浮かんだのではないでしょうか。それもそのはず、日本ではビジネスアナリス

トという肩書で仕事をしている人はごく少数ですが、実際にビジネスアナリシスとして立ち振る舞っている人は

大勢いるのです。 

例えば、システム開発のプロジェクトであれば、SEやコンサルタント、情報システム部門の担当者がその任を

負うケースが多いです。また、IT を伴わない取り組みであれば経営企画室や業務部門が実質的にビジネスアナ

リストのように業務変革を企画・推進することがあります。要はプロジェクトマネージャーと同じで、ビジネス

アナリストは固有の職業であるとともに、チームの中の誰かが担うべき役割でもあるのです。よって、肩書は違

えどビジネスアナリストの役割を担って働いている人は日本でも一定数存在します。そして、この「実態として

役割は存在しているのに、職業として確立されていない」という点が問題でもあります。 

というのも、職業として確立されていなければ専門的な人材育成の体系を確立することが難しくなります。ま

た、プロジェクトを立ち上げる時にそのような職種が必要だという認識がなければ、誰がビジネスアナリストを

担うのか明確に決められず、責任の押し付け合いになったり、ひどい場合には機能そのものが抜け落ちてしまう

こともあります。日本のシステム開発プロジェクトといえば、かつてはその 7 割が失敗し、今でも 3 割のプロ

ジェクトは失敗に終わるなど成功率はけして高くありません。そして、その原因の多くは要件定義にあると言わ

れています。要件定義をファシリテートするのがビジネスアナリストの仕事であることを考えると、日本のシス

テム開発プロジェクトが失敗するのは、前述のようにビジネスアナリストが職業として、そして明確に必要な役

割として認知されていないからではないかと思います。 

たとえ名ばかりでもプロジェクトマネージャーがいないプロジェクトは聞いたことがありませんが、同じよう

に、ビジネスアナリストもプロジェクトマネージャーのように業務変革のプロジェクトには必ず体制図に書かれ

るようになったら、日本のシステム開発プロジェクトの成功率はもう少し高まるのではないでしょうか。そのた

めにも、ビジネスアナリストの認知度が高まり、専門教育を受けた人材が増え、職業として確立されるようにな

ってほしいと思います。 

 

 

 

  



8 

 
Copyright＠2017 LTS Inc. All rights reserved 

 2. 日本ではビジネスアナリストはどこにいる？ 

 

実は日本には潜在 BA が沢山いる 

“BA”という言葉だけ聞くと、急に登場した外国生まれの新しい職業で、まだ日本では一部のコンサルティング会

社や ITベンダーにしか存在していない稀有な存在のように思われるかもしれません。しかし、よくよくその仕

事内容を考えてみると、BA という肩書でなくても実質的に BA と同じ仕事をしている人は日本企業にも数多く

います。本コラムでは、このような人を潜在 BAと呼びたいと思います。 

では、潜在 BA とは、具体的にはどんな人でしょうか？経営者や部門の意向を組んだビジネスニーズをまとめ、

要求を策定して実際に業務を変えていく役割を担う人…と考えてみると、いろいろな人が思い浮かびます。例え

ば経営企画室に所属して業務変革の企画・推進をする人、情報システム部門に所属してシステム開発プロジェク

トを企画・推進する人、新規事業部に所属して新たに業務設計をしている人も条件に当てはまりそうです。こう

した人が日本中にいったい何人いるのかは分かりませんが、日本の企業数を鑑みると数万人はいそうです。もし、

そのうちの何割かが本格的な BAとして企業内で活躍していったら、日本企業の様相も変わりそうですよね。し

かし、彼らが本格的な BAとしてキャリアを伸ばすには、いくつか越えなければならない壁があります。 

日本企業で働く潜在 BAが本格的な BAになることが阻まれる理由として大きく２つ挙げてみます。 

 

日本企業では BA は期間限定 

１つは、企業の中にビジネスプロセスの管理・変革を専門に扱うポジションが少ない、もしくは存在しないこ

とです。その結果、何らかの変革プロジェクトを立ち上げる際には、経営企画室や各部門から人が集められ、期

間限定で BAのような役割が置かれます。このような人の多くはプロジェクトが終われば元の仕事に戻るか、他

の定常的な仕事に移るため、プロジェクトでの BA経験が活かされることはあまりありません。また日々、シス

テム開発という形で変革プロジェクトに従事する情報システム部門の担当者も、本職はシステムの開発、保守、

運用ですから BAとしての仕事は副次的になりがちです。 

弊社のコンサルタントはこの手の変革プロジェクトの支援を依頼されることが多く、私も何度も参画経験があ

りますが、ご一緒させていただくお客様企業のメンバーは大きく２つのタイプに分かれます。どうせ期間限定の

仕事だから…と、外部のコンサルタントや SEに任せきりになる方か、未経験から業務フローの見方などを勉強

して一緒に頑張って下さる方です。BAという役割が社内で確立されていないがゆえに、限定的な仕事と捉えて

他人任せになってしまうのも、かたや折角やる気があって勉強したのに次の仕事に活かされないのも、どちらに

非常にもったいないことだと思います。 
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日本企業には BA を育てる仕組みがない 

ユーザー企業内で BAが育ちにくいもう１つの理由は、専門的な教育体系が用意されていないことです。BAの

仕事はかなり大雑把に表現すると、経営層や各部門、IT ベンダー等のコミュニケーションのハブとなってビジ

ネスの変革を推進することであり、BAの本質はソフトスキルにある、と書きました。ソフトスキルと言うと「人

間力」のようなふわふわしたものを浮かべるかもしれませんが、そう簡単なものではありません。 

幅広い層の意図を組んで要求を切り出すには、自社のビジネスの仕組みや展望を理解し、経営層から現場レベ

ルまで俯瞰してビジネスを眺める視点が求められます。これらは一朝一夕で養われるものではありません。それ

なりの経験年数を割き、BABOK、BPMN のような体系化された専門知識を学ぶ必要があります。BA は自然に

育つのではなく、企業側が意思を持って育てる環境を用意しないと育たないのです。せっかく潜在 BAがいても、

そうした環境なしでは本格的な BAに育てることは困難と言えます。 

 

日本企業は潜在 BA を活用できるか？ 

ここまでで、日本企業で本格的な BAを育成することは難しい理由をお話ししました。まとめると、企業に BA

を育てる準備が整っていないことがその最大の理由です。そもそも、日本企業では業務を変化するものとして捉

え、定常的にビジネスプロセスを管理・改善していくという思想があまり見られません。そのため専門の部門や

役職も当然なく、一度作った業務はそこで一旦固定され、情報システムの入れ替えや経営層から業務改革の指令

が下りない限りは放置されがちです。ですから、必要に追われてプロジェクトを立ち上げた時に急ごしらえでチ

ームを作り、号令をかけて大量に業務フローを書かせたり、現行システムの仕様書をかき集めたり（時には見つ

からないこともありますが…）ということが起きるのです。これではプロジェクトの成功も危ういですし、BA

が社内で育つのも難しいでしょう。 

 

ここ数年、社内で BAを育てたいとおっしゃる企業の声をよく聞きますが、BA を育てる前に、まずは企業側が
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業務とは常に変化し定常的に管理していくべきものだと認識を変え、その領域をつかさどる BA がきちんと育つ

環境を意図して作っていくべきです。BAを育成するためには専門知識・スキルはもちろん、キャリアパスや部

門間コミュニケーションの取り方といった全社的な組織の仕組みや風土を変えていく必要があり、企業側の姿勢

が非常に問われるのです。社内で BAをきちんと育成して機能させることに成功している企業では、必ずこうし

た組織の仕組みや風土がきちんと整えられています。 

 

BA は社内でこそ育てるべき！ 

日本では BAは外部のコンサルティング会社や SI会社からユーザー企業に対して、変革プロジェクトを行う時

にだけ派遣されるケースが多いですが、私は BA は自社の中でこそ育てるべきであり、変革プロジェクトも自社

の BA が中心になって推進すべきだと強く思います。普段、コンサルタントとして外部から BAの仕事をさせて

いただいていますが、BA の仕事はお客様のビジネスを理解し、寄り添いながら進めてこそ成果を発揮します。

そしてビジネスプロセスというものは一度作ったら終わりではなく、継続的に維持管理していかなければならな

いものです。外部から一時的にプロジェクトに参画する立場だと、ビジネスモデルや業務の理解にそれなりに時

間も要しますし、関わる期間が決まっているので、その後の経過に関われません。外部の人間がユーザー企業の

中で BAとして価値を発揮するには限界があるのです。ですから企業は自社できちんと人を育て、継続的に自分

たちのビジネスプロセスを維持管理していくべきだと思います。もちろん大きな取り組みでは社内にいる BAた

ちだけでは人手が足りなくなることもありますし、外部の知見を活かしたいと思うこともあるでしょう。そうい

う時はぜひ、私たち社外の BAたちにもお声掛けいただければと思います。 
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 3. 欧米のシャドーIT ならぬ、シャドーBA 問題 

以前、ビジネスアナリシスの国際団体 IIBA（International Institute of Business Analysis）が主催する国際

カンファレンス「BBC2016」に参加しました。このカンファレンスではビジネスアナリシスを巡る最新動向や、

ツール、人材育成など幅広いテーマのセッションが開催され、北米を中心に世界 43か国から 1400人以上のビ

ジネスアナリスト（以下 BA）が参加します。私もいくつかセッションに参加したのですが、その中で「シャド

ーBA」という、ともて興味深いテーマのセッションがありました。「シャドーIT」は日本でもよく聞きますが、

「シャドーBA」とは何者でしょうか？ 

 

シャドーIT プロジェクトの裏にシャドーBA あり 

「シャドーIT」と言う言葉をご存知でしょうか？シャドーITとは、ユーザー部門が情報システム部門を通さずに、

独自にソフトウェアやクラウドサービスを自部門に導入してしまうことを指します。シャドーITが発生すると、

情報システム部門が社内全体の情報システムを把握しきれず、部分最適の仕組みになってしまったり、セキュリ

ティリスクを抱えたりするので、日本でも問題視されています。シャドーIT は海外先進国でも日本同様かそれ

以上に問題視されているのですが、北米では、それとセットで「シャドーBA」が問題になっているようです。 

シャドーBA とは耳慣れない言葉ですよね。私もセッションの初めにこの言葉を聞いたときに「なんだろう？」

と思いました。シャドーBAを理解するには、まず北米企業の BA事情を理解する必要があります。数多くの BA

が活躍する北米では、例えばファイナンス部門（日本で言う経営企画部門のような部門）、営業や生産管理など

の各ビジネス部門、IT 部門など、社内の複数の領域に BA チームがあります。各チームの BA には、それぞれ

担当領域に応じたビジネスプロセスの維持管理やプロジェクトが割り当てられており、関係部門や IT部門の PM

と協力しながらビジネスプロセスの変革に向けて働いています。このような BAが北米だけで 10万人以上存在

していると言われています。 

そんな北米企業の BAチームを悩ませているのがシャドーBAです。企業に情報システムを導入すると大なり小

なりビジネスプロセスに影響が生じます。そのため、北米では情報システム導入の際には、社内 BAが要件定義

や導入後のビジネスプロセスの変更管理等を行い、ビジネスプロセスの健全性を維持しています。セッションに

よると、そんなビジネスプロセスがしっかりと統制された北米でも日本と同様にシャドーIT が発生してしまう

ことが少なくないようです。どんなに小規模でも情報システムを導入する以上、そこには要求を切り出して仕様

に落とし込む＝BAの役割を果たす人が必ずいます。そんなシャドーITにおける BAの役割を担う人、それが「シ

ャドーBA」です。 
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セッションの中ではシャドーBAの見つけ方として以下のような例が提示されていました。 

Assumed role by skillset (SelfIdentified)・・・※ 

⇒（自称も含めて）スキルセットが実質的に BAであることを示す人を見つける 

Assigned role by Project / Management 

⇒プロジェクトや部門などで BAに似た役割が割り当てられている人を見つける 

Performing the role unaware of the skillset 

⇒スキルセットがどうあれ BA的な役割を担っている人を見つける 

BA role absorbed by another role 

⇒PMなど他の役割の一部として BAを行っている人を見つける 

（引用：Bob Hill『Embraing the BA in the shadows』より） 

 

※Skillsetという言葉が登場しますが、欧米では明確なジョブディスクリプション（職務記述書）に基づく採用

が一般的で、ここに職務上必要な役割やスキルが明記されています。また応募者も自らのスキルを明確にアピー

ルして応募してきます。ですから BA部門が公式に Business Analystという職種で採用した人員以外で、ジョ

ブディスクリプション上の記述が BAのスキルセットを示している場合や、応募者本人が CBAPのようなビジネ

スアナリシス資格を保持している場合などはシャドーBAの可能性があるということと推測されます。 

 

シャドーBAの何が問題かというと、彼らはそもそも自分が社内のビジネスプロセスマネジメントの一翼を担っ

ているという自覚がありません。そのため、社内の公式な BAチームとコミュニケーションを取らずに勝手にプ

ロジェクトを進めてしまいます。その結果、社内 BAのあずかり知らぬところで部分最適な情報システムが導入

されていたり、いつの間にかビジネスプロセスが変更したりすることがあります。そうなると、社内 BAが守っ

てきた全体最適なビジネスプロセス・アプリケーションのアーキテクチャが崩れてしまいます。また、社内の

BAチーム間で統一させてきたビジネスプロセスを巡る言葉の定義や機能の標準化が崩れることもあるようです。 

参加したセッションは「シャドーBAに対して正規の社内 BAはどう対応すればよいか？」がテーマだったので

すが、参加者はシャドーBAに手をこまねいている社内 BAばかりで、スピーカーが話し終わらないうちから次々

と質問や相談が飛び交い、大盛り上がりでした。その熱気から、シャドーIT 問題のもたらす影響の深刻さを感

じました。 

「潜在 BA」という言葉を使って、日本企業において一時的に BAのような立ち回りをする社員のお話をしました

が、北米で問題になっているシャドーBAは、まさにこの潜在 BAそのものです。そして、社内 BA が存在しな

い日本の状況はまさにこのシャドーBA による弊害の宝庫なのです。社内で業務に関する言葉の定義がバラバラ、

個別最適なシステムが散在している、そもそも全社のアークテクチャを可視化すらされていない（組織図、業務

分掌、アプリケーションリストがあるのみ）等…。セッションに参加して、日本の BA事情は北米の BA事情に

対して２周も３周も遅れているのだなと痛感した次第です。 
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シャドーBA への対応策にヒントがある？ 

スピーカーである Bob Hill氏はセッションの中で、シャドーBA対策として社内 BAが為すべきこととして 3つ

の施策を紹介していましたので、そちらも簡単に紹介したいと思います。 

 

 まずは社内の各部門などでシャドーITが計画されていないか、また起きていな1.

いか検証する機会を設けて発生そのものを防ぐこと。 

 もしシャドーBA を見つけたら、「あなたは今、BA の仕事をしているのよ」と2.

マメに話しかけ、彼らに BAの役割を担っていると自覚してもらうこと。 

 シャドーBAと社内 BA間は肩書きのあるなしに関わらず、同じ BAの役割を担3.

う者同士として信頼関係を築くこと。 

 

こうしたステップを踏むことで、シャドーBAと社内 BAが互いにアクセスしやすい環境ができ、会話がうまれ、

そこでナレッジや状況を共有できます。その結果、シャドーBAは社内 BAのアイデアやナレッジを活用して、

ビジネスプロセスの全体最適なアーキテクチャや共通言語を壊すことなく、自身の仕事を全うできます。 

このシャドーBAへの対処が、私にはそのまま日本の BA事情に対する示唆のように聞こえました。日本には限

定的ではあるものの、ビジネス部門、情報システム部門を問わず、BAのような役割を担う人が社内に沢山いま

す。社外の IT ベンダーの SE やコンサルタントも含めると、より多くの人が潜在的な BA として働いているこ

とになります。BA という役割そのものがまだ認知されていない状態ではありますが、BA の認知度が向上して

「自分はビジネスアナリストだ」と自覚する人が増えたら、日本の BA 事情も変わってくるのではないでしょう

か。いつか日本でも社内 BAが定着し、周回遅れでシャドーITならぬシャドーBAが問題になる日が来るかもし

れませんね。 

 

  



14 

 
Copyright＠2017 LTS Inc. All rights reserved 

 4. 『ビジネスアナリストに求められるスキルとは？』 

ビジネスアナリストとして仕事をするためには、いろいろなスキルが必要になります。BABOK（※1）に記載

されているコンピテンシをベースに、より具体的な内容をお話したいと思います。 

※1： BABOK:A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge。International Institute of Business 

Analysis (IIBA) が発行するビジネスアナリシスの知識体系をまとめたもの。現在、Version3.0 まで発刊され

ている。 

 

6 つのコンピテンシ 

最新版の BABOK によると、ビジネスアナリストのコンピテンシには大きく 6 つのエリアがあります（下記の

図参照）。 

BABOK 6つの基礎コンピテンシ 

 

これらのうち、分析的思考、問題解決、行動特性、コミュニケーションのスキル、人間関係のスキルは、いず

れもソフトスキルに分類できます（図ではピンク色に塗っています）。対して、ビジネス知識、ツールとテクノ

ロジーはテクニカルスキルに分類できます（図では緑色に塗っています）。図で見ると分かりやすいですが、コ

ンピテンシの半分以上がソフトスキルです。このように、ビジネスアナリストに求められるスキルは、ソフトと

テクニカルの両方が必要とされ、またソフトスキルの比重の方がやや重いのが特徴です。 

ちなみに、コンピテンシとは「高い業績を上げている人の行動特性を分析し、その行動特性をモデル化したも

の」なので、６エリアの全てを完璧に満たさなければビジネスアナリストになれない、というわけではありませ

ん。担当する領域によって重視されるスキルの濃淡は様々ですし、多くの職業がそうであるように、人によって

強み弱みは異なります。ただし、ビジネスアナリストとして仕事をする過程で、各エリアに登場するスキル群は
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必ず必要になります。ビジネスアナリストは、キャリアを積む過程で、多かれ少なかれ徐々にこうしたスキルを

身に着けていく必要があります。 

というわけで、ここまではビジネスアナリストのコンピテンシについて紹介しました。ここから先は、このコ

ンピテンシをソフトスキルとテクニカルスキルに分けて、それぞれどうやって獲得していけばよいのか、考えて

みたいと思います。 

 

ソフトスキルは現場で身に付く 

コンピテンシの半分以上を占めるソフトスキルですが、その内訳は「システム思考」や「創造的思考」など、

一見、どうやって習得すればいいのか頭を抱えてしまうものばかりです。ソフトスキルは、一般的にテクニカル

スキルと比べて学習が難しいと思われがちです。その理由の 1 つは、ソフトスキルは目に見えず定量的な測定

が難しいため。そしてもう 1 つは、その人自身のパーソナリティや生まれつきの才能に起因するもののように

思われてしまうためです。特に「コミュニケーション能力」や「思考力」は、パーソナリティと結び付けられる

傾向が強いかもしれません。しかし、これらの理由は必ずしも真実ではありません。職業的に求められるソフト

スキルは、十分に学習可能です。 

ソフトスキルとは、平たく言えば、「ある状況下でどのように行動するとより良い結果を生み出すのか？」「ど

のような思考の癖をつけると、物事を正しい方向で考えられるのか？」といった状況に応じて適切な行動・思考

を出来る能力を指します。この能力は、どれだけ多くの「起こりうる状況」と「適切な行動・思考パターン」を

知っているかによって養われます。そうした知見は座学でも多少は学ぶことも出来ますが、基本的には実業務を

遂行する中で経験則的に形成されます。逆説的ではありますが、ソフトスキルは業務経験を通して後からついて

くるもので、ビジネスアナリストになるために事前に養うには限界があります。 

私自身も、新卒で LTS に入社して以来、ビジネスアナリストとして働いてきましたが、日常生活においては、

けしてコミュニケーション能力やリーダーシップがあるタイプではありません（むしろ社交全般が苦手です）。

それでもこの仕事が務まっているのは、現場で先輩の立ち振る舞いを見て、状況や対応のパターンを学習し、ビ

ジネスアナリストとして求められるソフトスキルを養っていったからだと思います。 

より良い成果を残したいという意欲を持って現場で経験を積んでいけば、ソフトスキルは着実に形成されてい

きます。私は現場経験を積み、あらゆる状況や判断のパターンのシャワーを浴びることがソフトスキルを学習す

る上で最も有効だと考えています。 

 

まず役に立つのはテクニカルスキル 

手っ取り早くビジネスアナリストとしてのスキルを伸ばすには、ソフトスキルよりも、まずテクニカルスキル

に着目することをお勧めします。BABOKで語られるテクニカルスキルは「ビジネス知識」と「ツールとテクノ

ロジー」の 2つです。 

「ビジネス知識」は、「ビジネス感覚」「業界の知識」「組織の知識」「ソリューション知識」「方法論の知識」の 5

つの知識エリアで構成されています。語感からなんとなくイメージは湧くと思いますが、その企業・業界・組織
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についてどれだけ理解しているか、業務可視化やシステム開発などの方法論・市場知識を理解しているかといっ

た知識を指します。「ツールとテクノロジー」は、たとえば業務フローを記述する際に使うモデリングツールや、

Wardや Excelなど基本的なOAツールを使用できるか？といった具体的なツールの取り扱いに関するスキルを

指します。 

業務・方法論・ツールなどの知識は、ビジネスアナリストの仕事の基盤です。これまでのコラムで、「ビジネス

アナリストの仕事は変革プロジェクトにおいて、要求・要件を関係者間で共有するためのコミュニケーションの

ハブになること」だと紹介してきました。こうしたコミュニケーションを円滑に行うためには、ビジネスアナリ

スト本人が、その業界・業種・業務を正確に理解できる、業務を可視化する方法論を知っている、モデリングツ

ールを使える、具体的なソリューションを知っているなど、知識を持っていることが欠かせません。 

私は経験値の浅い新米ビジネスアナリストこそ、テクニカルスキルを積極的に育てていくことをお勧めしたい

です。経験の中からじっくり養われるソフトスキルと比べて、テクニカルスキルは努力次第で短期的に一定レベ

ルまで習熟することができます。しかも、間違いなく現場ですぐに役立ちます。例えば、工場で行われている業

務をヒアリングする際に、「生産管理」や「製造」といった業務領域では一般的にどんな仕事が行われているの

かを知っているか否かで、ヒアリング相手が話す内容に対する理解度は大きく異なります。そして、この理解度

の差はアウトプットの品質に直結します。知識を持っていることは、ビジネスアナリストにとって強力な武器な

のです。 

幸いにも、この手の知識は書籍やテキストといった形式知として世の中に多く出回っています。ですから、こ

れからビジネスアナリストを目指す人、新米ビジネスアナリストがスキルを養うにはうってつけと言えます。 
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 5. 『ビジネスアナリストのキャリアの始め方』 

 

ビジネスアナリストになるために資格はいらない 

職業には、公認会計士、看護師、調理師など、その職業に就くために資格や免許が必要なものと、そうでない

ものの 2 種類があります。そのうち、ビジネスアナリストは後者です。ビジネスアナリシスの普及団体である

IIBAから CBAPや CCBAといった資格は提供されていますが、これらの資格はビジネスアナリシスの経験者が

キャリアアップや自己研鑽のために取得が推奨されているにすぎません。 

また、必ずしも IT導入プロジェクトでの現場経験といった特定の経験が必須というわけでもありません。IIBA

がホームページで紹介しているビジネスアナリストのキャリアロードマップによると、ビジネスアナリストの門

を叩くためには 2つのルートがあります。以下の図は IIBAの HP掲載の内容を参考に記載したものです。 

図１：ビジネスアナリストのキャリアロードマップ 

（参考：https://www.iiba.org/Careers/Business-Analyst-Career-Road-Map.aspx） 

 

１つは事業会社で何らかの業務に従事した経験からのキャリアチェンジ（おそらく、こちらの経路が大きな割

合を占めます）、もう 1つは大学でマネジメントやビジネスアナリシス、コンピュータサイエンスなどの学位ま

たは修士を修了した後に、ビジネスアナリスシスの領域で就職することです。つまり、「ビジネスや企業オペレ

ーションの成り立ちについて、ある程度の知識があれば、誰でもビジネスアナリストを目指せる」のです。ビジ

ネスアナリシスが普及しているアメリカでは、小学校の教員がビジネスアナリストにキャリアチェンジすること

も珍しくないそうです（※1）。 

※1：こちらの小学校教員のセカンドキャリアに関するコラムでも、キャリアの選択肢の一つとしてビジネスア

ナリストが紹介されています。http://www.careeru.com/CareerOptionsforTeachers.pdf 

 

https://www.iiba.org/Careers/Business-Analyst-Career-Road-Map.aspx
http://www.careeru.com/CareerOptionsforTeachers.pdf
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残念ながら、日本では小学校の教員からビジネスアナリストになった話は聞いたことはありません。また、SE

やPM経験者など ITプロジェクトの経験がある人がビジネスアナリストに転身するケースが多いのも事実です。

しかし、新卒採用や他業種からの転職者など、IT 導入プロジェクトとは無縁であろう人材をビジネスアナリス

トに育成するケースも多く、また増えてきています。ビジネスアナリスト入門のハードルは決して高くないので

す。 

 

ビジネスアナリストを育てるには、環境整備が難しい 

入門するハードルがあまり高くない一方で、ビジネスアナリストは需要に対して人材育成が追い付いていない

とよく言われます。その一因は、ビジネスアナリストが日本で普及し始めたのが 2009年頃（※2）と職業とし

ての歴史が浅く、育成方法がしっかりと確立されていないためです。 

※2：2008年の 12月頃に IIBA日本支部が正式発足し、BABOK2.0日本語訳が出版されています。 

最近はビジネスアナリスト育成に向けた研修メニューも増えてきましたが、まだ数としては少ないのが現状で

す。そして、育成が進まないもう 1 つの要因として、ビジネスアナリストを育てる環境整備の難しさが挙げら

れます。この要因は特にユーザー企業に当てはまります。 

この仕事はとにかく実務を通した OJT によって培われるソフトスキルが肝です。多くの変革プロジェクトに参

画し、先輩の振る舞いからノウハウを学んだり周囲からフィードバックを受けたりする過程で徐々にスキルと知

識を習得し、見習いから一人前のビジネスアナリストに成長していきます。この実務経験を積ませられる環境を

整備するハードルが高いために、ユーザー企業ではビジネスアナリストを育てることが難しくなっています。 

ソフトウェア開発の 7割を SIベンダーに外注している日本では、ビジネスアナリストの大半がコンサルティン

グ会社や SIベンダー企業に所属しています。こうした企業では、新卒採用や中途採用で採用した人材を教育し

てビジネスアナリストに育て上げています。 

LTS でも、やはり新卒採用や異業種から中途採用した人材をビジネスアナリストとして育成しています。新卒

から育成する場合は、入社後に 3 か月間ほどビジネスの基本や企業オペレーションについてしっかり学ぶ研修

が用意されており、受講後は見習いとして変革プロジェクトに数か月おきにアサインされます。複数のプロジェ

クトを経験する過程でソフトスキル・ハードスキルが醸成され、ビジネスアナリストとして自立して仕事が出来

るようになるまで、だいたい 3 年から 5 年ほどかかります。程度の差こそありますが、コンサルティング会社

やベンダー企業では、たいてい LTSと同様の環境が整備されています。 
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このようなコンサルティングや ITベンダーといった業態では、新入社員に対する初期研修として、企業オペレ

ーションを網羅的に学習できるカリキュラムが用意されていることが一般的です。そして、常に多くのプロジェ

クトを抱えているため経験を積む機会が豊富にあり、実業務の中でお手本となりフィードバックをくれる先輩も

多数います。また、社内にビジネスアナリシスやソフトウェア開発に関するノウハウや知見が蓄積され、気軽に

アクセス出来るようになっていることも多いです。こうした環境があるからこそ、ビジネスについて全く知識の

ない新人を効率的にビジネスアナリストとして育成することが出来るのです。 

 

ビジネスアナリストを育てるために必要な環境整備 

では、ユーザー企業ではビジネスアナリストを育成できないのかというと、そんなことはありません。ビジネ

スアナリシスの方法論や人材育成のメニューは日本でも研究が進んできていますし、それと併せてコンサルティ

ング会社や ITベンダーを参考に環境整備を進めていけば、ユーザー企業内でも人を育てることは十分可能です。 

 

 

 

実際に社内でビジネスアナリストを育てているユーザー企業も僅かではありますが存在しますし、育成するた

めの取り組みを始める企業も増えてきています。 
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以下は、先ほどお話したコンサルティング業界やベンダー企業の教育体制を参考に、どのような条件が整えば

ビジネスアナリストを育てる環境が整うのかを洗い出したものです。これらを参考に、ユーザー企業では環境整

備のためのどのような対応が出来るのか考えてみましょう。 

 

一見すると、これらはどれもハードルが高そうに見えます。例えば 1 つ目のビジネスや企業オペレーションで

すが、意外と事業会社の社員は自社のビジネス全体の流れを知りません。この傾向は、経営企画や情報システム

部門など全社横断的な仕事をする部門であっても同様です。日本企業は機能別組織（物流部門、営業部門など、

機能軸で組織を分ける考え方）を採用していることが多く、他部門の仕事や会社としての業務全体が見えにくく

なっています。こうした環境の中で業務を理解するには、業務フローの読み書きやビジネスプロセスの考え方を

理解するための方法論を一定期間かけて学ぶ必要があります。 

2 つ目のビジネスアナリシスのナレッジの存在や 3 つ目の先輩の存在は、それまでビジネスアナリシスの機能

を持っていない企業では、そもそも社内にそうしたものが存在していませんし、4つ目の変革プロジェクトの存

在と 5 つ目のビジネスアナリストに即した人事モデルの存在は、企業規模や業種・風土に依るところが大きい

でしょう。 

こうした環境を整えているユーザー企業は、グローバルにビジネスを展開する大企業でもない限り、そうはあり

ません。この環境整備の難易度が、ユーザー企業で BAを育成する際の妨げとなっています。しかし、現在整備

できていないからと言って、これからも同様なわけではありません。これらは外部をうまく活用し、時間や資本

を投下することで満たすことは可能です。 

まず、1点目の企業の業務オペレーションは、ユーザー企業の場合は理解する対象となるのは基本的に自社のビ

ジネスモデル・業務だけなので、研修などでビジネスプロセスの観点などを学びつつ、調査や構造可視化を進め

ていけば問題ないでしょう。 

2つ目のビジネスアナリシスのナレッジの存在や 3つ目の先輩の存在は、外部のビジネスアナリスト人材を活用

することで達成できます。コンサルティング会社や ITベンダーに対してナレッジの提供やアドバイザリとして

専門家の派遣を依頼することも出来ますし、外部からビジネスアナリスト人材をヘッドハントして初期体制を作

ることも出来ます。実際に転職市場ではビジネスアナリスト人材の需要が高まっており、既に育成を始めている

ユーザー企業ではこの方法をとっている企業が少なくありません。 

4つ目の変革プロジェクトの有無は企業の規模や業態によります。一定以上の規模の企業であれば、一定のサイ

クルで何らかの変革プロジェクトが社内で企画・実行されます。中でも「インハウス系」と呼ばれる社内やグル

ープ内にコンサルティング部隊を持っている大企業であれば、常に何らかのプロジェクトが複数走っているので

アサイン先プロジェクトに困ることはないでしょう。また、業務オペレーションに占める ITの割合が高い企業

の場合は、たとえ企業規模が小さくてもビジネスアナリシスが介在する領域・機会は数多くあるはずです。 
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5つ目のビジネスアナリストに即した人事モデルを満たすためには、数年単位でプロジェクトワークに専念でき

るように専門部署やポジションを設ける施策が有効です。ビジネスアナリストの育成には数年かかるので、定期

的に異動が発生する企業では配慮が必要です。 

また、他のバックオフィスの社員とは働き方が異なるため、評価方法やマネジメントにも配慮した方が良いでし

ょう。ビジネスアナリストが扱う業務の変革は、取り組み自体も時間がかかりますし、成果が出来るまで数年か

かることもザラです。 

例えばシステム開発１つをとっても、企画から導入まで 1～2年、導入後に費用対効果が出るまでは半年から長

いものでは 2～3年かかります。その間、業務変革を担う人はスケジュールやコストのプレッシャーと戦い、少

なからず社内で発生する「業務が変わることに対する摩擦や反発」にも応じなければいけません。この期間を乗

り越えるために、成果よりプロセス重視で評価を行ったり、上長が頻繁にケアを行うなど、モチベーションを維

持できるよう配慮することが大切です。 

社内に変革部隊を作って上手く機能させている企業では、変革部隊を出世コースとして扱って評価の高い社員

を抜擢したり、各部署が変革部隊と協力しやすいよう経営陣が社内に情報発信をするなど、モチベーションを保

てるよう工夫をしています。 

契約が終われば去れば良い外部の人間とは違い、社内のビジネスアナリストはプロジェクトの後もずっと残り続

けます。成果が出るまでの苦しい期間に評価されず、また周囲との摩擦や反発が続くと、人が育つどころか摩耗

してしまいます。この 5つ目は、地味なようで、とても重要なポイントだと思います。 

 

ビジネスアナリストを育てるメリット 

さて、ここまでビジネスアナリストを育てる環境要素を満たすための方法を考えてみましたが、如何でしょう

か？こうしてみると、これらの環境整備は、やってやれなくはないということが分かります。もちろん、ある程

度の投資は必要になりますが、その投資は大きな見返りとなって帰ってくるでしょう。ビジネスアナリストは国

際的にみると、ユーザー企業の中に所属し、ユーザー企業の中で育てられるものです。企業の中で育てられるか

らこそ、ビジネスアナリストは隅々まで自社の業務に精通し、中長期的な視座を持って業務の変革に向き合えま

す。 

外部の専門性は購入可能ですが、自社の変革人材の得るにはそうはいきません。そして内部にしっかりとリテ

ラシーが育っていれば、外部の専門性を上手に活用することが出来ます。ユーザー側にリテラシーが育っている

と、外部のビジネスアナリスも自身の専門性を高めるプレッシャー・モチベーションが高まるので、より高い価

値を提供するために研鑽するでしょうから、良い協創関係を築いていけるのではないでしょうか。 

もちろん、外部の人だからこそ指摘しやすいこと、出来ることも沢山あります。特に専門性の高さや市場のベ

ストプラクティスに対する知識・実績に関しては、コンサルティング会社や IT ベンダーの方が優位でしょう。

とはいえ、自社のビジネスモデルと業務をしっかりと理解し、中長期的な視点で業務変革を行える人材というの

は、外部が持つ優位性以上の代えがたい価値があります。 

私自身もそうですが、外部の人間は一定期間だけのお付き合いが基本なので、1つの変革プロジェクトが終わっ

た後の業務のありようには関わることが出来ません。しかし、システム開発の様な大きな変革を行った後も、業

務には小さな変更が頻繁に生じます。業務というものは、皆さんが思っている以上に柔らかく流動性があるもの
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で、市場が変わり続ける限り、変更要求も発生し続けるのです。社内にビジネスアナリストがいる最大のメリッ

トは、そのような変更要求に自社のビジネスをしっかりと理解した人材がタイムリーに応えられることに他なり

ません。また、何より自社の業務を扱っており、その業務の先にいる同僚の顔も見えるので、変革に対して他人

ごとにならず、熱意を持てるという強みもあります。 

 

前述にもありましたが、ユーザー企業の中でビジネスアナリストを育てるケースは増えてきており、この先も

この傾向は続くことが予想されます。そして、ビジネスアナリストはやろうと思えばユーザー企業の中でも育て

ていくことは可能です。是非、皆さんの企業でもビジネスアナリストの育成にチャレンジいただければ嬉しく思

います。 

 

今回のコラムはここで終了です。最後まで読んでくださり、ありがとうございました。 

  



23 

 
Copyright＠2017 LTS Inc. All rights reserved 

編集・発行 

 

本資料は、2016.4.15 ― 2017.7.31に 

株式会社エル・ティー・エスコーポレートサイト内「LTSコラム」にて、 

LTSコンサルタント大井はるかが執筆したものを編集したものです。 

無断複製・無断配布は禁止とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

会社名  株式会社 エル・ティー・エス 

会社ホームページ https://lt-s.jp/ 

設立  2002年 3月 

所在地  本社オフィス 〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-8-6 KDX新宿 286ビル 2F（受付）・3F 

TEL  03-5312-7010 

e-mail  info@lt-s.jp 

代表取締役  樺島 弘明 

事業概要  ・コンサルティング 

・ビジネスプロセスマネジメント 

・デジタル活用サービス 

取得規格／免許 ISO27001（ISMS） 

有料職業紹介事業許可番号 13－ユ－301601 

一般労働者派遣事業許可番号 派 13－301883 

編集・発行  株式会社 エル・ティー・エス 

03-5312-7010 

info@lt-s.jp  

免責事項 

1. 株式会社エル・ティー・エスは、本コンテンツに掲載されている全ての情報の正確性および完全性などに関して、いかなる保証もするものではあ

りません。 

2. 株式会社エル・ティー・エスは、予告なしに、本コンテンツに掲載されている情報の全部または一部を変更する場合があります。 

https://lt-s.jp/

