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Erecting the Framework, Part I  
 
http://www.fawcette.com/ea/magazine/spring/online/druby/default.aspx 
 
John Zachman, the father of enterprise architecture, reflects on the influences and impacts of his "periodic 
table of the enterprise" 
 
Interview by Dan Ruby  
 
Posted February 19, 2004 
 
"You can engineer the enterprise just like you can engineer anything else." So says John Zachman, the 
retired IBM executive whose groundbreaking 1987 and 1993 articles are widely credited with founding 
the discipline of enterprise architecture and led to the development of The Zachman Framework for 
Enterprise Architecture (see Figure 1). Today the field is taking hold as a strategic function within many 
corporate and government information systems departments. Zachman, on behalf of his Zachman Institute 
for Framework Advancement (ZIFA), continues to lecture widely on advanced topics such as 
metaframeworks and federated architectures (see the sidebar, "What Is the Zachman Framework for 
Enterprise Architecture?").  
 
「あなたがエンタープライズシステムを設計できるということは、他の何であっても設計できることに、良く
似ています」。そう語る John Zachmanは、IBMの役員を引退した後の 1987年と 1993年に革新的な記
事を執筆し、エンタープライズ・アーキテクチャ分野を確立したことで広く称賛され、そのことに導かれて
Zachman Framework for Enterprise Architecture (see Figure 1) が作成された。今日、この分野は、多く
の企業や政府における情報システム部門の戦略的な目的として定着している。彼は Zachman Institute 
for Framework Advancement (ZIFA)代表して、Zachmanはメタ・フレームワークや連携するアーキテクチ
ャといった高度なトピックについて、幅広い啓蒙活動を継続している。 (see the sidebar, "What Is the 
Zachman Framework for Enterprise Architecture?") 
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Figure 1. Zachman Framework for Enterprise Architecture 
 
The Zachman Framework is a two-dimensional classification scheme for descriptive 
representations of the enterprise. 
 
この Zachman フレームワークは、エンタープライズの記述表現のための、二次元の分類スキーマ
である。 

 
What Is the Zachman Framework for Enterprise Architecture? 
 
The Zachman Framework for Enterprise Architecture is a classification scheme for descriptive 
representations of the enterprise. It takes the form of a five-by-six matrix of cells containing the 
full range of models describing the activities and functions of organizations. 
 
Zachman Framework for Enterprise Architectureは、エンタープライズの記述を表現するための分
類スキーマである。そこで用いられるのは 5×6 のマトリクスのセル形式であり、組織におけるアク
ティビティとファンクションを記述する全てのモデルが含まれる。 
 
The horizontal dimension of the matrix is structured into six columns according to what framework 
developer John Zachman calls interrogatives that define the enterprise: what, how, where, who, 
when, and why. These interrogatives can also be defined respectively as data, function, network, 
people, time, and motivation.  
 
このマトリクスにおける水平のディメンジョンは、このフレームワークの作者である John Zachmanが
「疑問詞」と呼ぶ、エンタープライズを定義するための 6個のColumnにより構成される。つまり、そ
れは What、How、Where、Who、When、Why の「5W1H」である。これらの個々の疑問詞は、
DATA、FUNCTION、NETWORK、PEOPLE、TIME、MOTIVATION として定義できる。 
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The vertical dimension is presented in five rows covering the roles played by different actors 
within the enterprise: the planner, owner, designer, builder, and subcontractor. These actors have 
corresponding perspectives that are defined as scope, business model, system model, technology 
model, and detailed representations. 
 
垂直のディメンジョンは、企業内の異なるアクターたちが果す役割をカバーする 5個の Rowで示
される。つまり、それらは PLANNER、OWNER、DESIGNER、BUILDER、SUBCONSTRUCTOE
となる。このアクターたちは、その役割と一致する観点として、SCOPE、BUSINESS MODEL、
SYSTEM MODEL、TECHNOLOGY MODEL、DETAILED REPRESENTATIONを持つ。 
 
The intersection of each row and column forms a cell containing a specific enterprise artifact. 
Zachman contends that a fully architected enterprise would have an explicit representation that 
describes the enterprise's current and future activities related to that cell. He also maintains that all 
models in adjacent horizontal and vertical cells should be consistent with the artifacts in the cell.  
 
それぞれの Row と Column の交差点は、特定のエンタープライズの成果物を含んだセルを形成
する。Zachman が主張するのは、完全に設計されたエンタープライズは明示的な表現を持ち、そ
の表現がセルと関係するエンタープライズの現状と将来のアクティビティについて記述するという
ものだ。さらに彼は、隣接する水平・垂直セルにおける全てのモデルは、セル内の成果物と一致
すべきだと主張する。 
 
Such a fully described enterprise would have complete alignment of its business mission to its 
systems implementation, and would be completely efficient in its application of resources, 
priorities, and processes. Of course, no such enterprise may exist in practice, but use of the 
Zachman framework to analyze existing problems and guide future plans would lead organizations 
toward that ideal. 
 
そのように完全に記述されたエンタープライズは、そのビジネス・ミッションとシステム実装におい
て完全な関係を持ち、そのリソースとプライオリティとプロセスの適用の、あらゆる点において効果
的なものとなるだろう。もちろん、そのようなエンタープライズは現実には存在しないかもしれない
が、既存の問題を分析し、将来における計画を導くために行われる Zachman フレームワークの利
用は、組織を理想的な方向へとリードするだろう。 
 
Since its first publication in 1987, the framework has been applied in Global 2000 organizations 
such as General Motors, Bank of America, and Health Canada, among many others, to structure 
enterprise architecture programs and initiatives. The Zachman Framework has also spawned a 
number of other similar frameworks for applying enterprise architecture in specific domains. These 
include the Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF), The Open Group Architecture 
Framework (TOGAF), and the Department of Defense Architecture Framework (DoDAF). 
 
その 1987 年の最初の発表以来、このフレームワークは General Motors や Bank of America、
Health Canadaなどの Global 2000の組織で適用され、エンタープライズ・アーキテクチのプログラ
ムとイニシアチブを構成してきた。この Zachman Framework は、特定の領域におけるエンタープ
ライズ・アーキテクチャに該当する派生フレームワークを大量に生みだした。それらに含まれるも
のとしては、Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)および The Open Group 
Architecture Framework (TOGAF)、Department of Defense Architecture Framework (DoDAF)な
どがある。 
 
In addition to Zachman's own Zachman Institute for Framework Advancement (ZIFA) organization, 
whose mission is to further the conceptual and implementation understanding of enterprise 
architecture, a small industry of consultants, educational services, software companies, and 
publishers has sprung up to support the Zachman methodology (see Resources online at 
www.enterprise-architect.net). In November, the EA Interest Group (EAIG) formed to drive the 
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development and continuous improvement of a common reference for enterprise architecture based 
on the Zachman Framework.  
 
それに加えて彼は、Zachman Institute for Framework Advancement (ZIFA)という組織を運営して
いる。その使命は、エンタープライズ・アーキテクチャを理解するための概念と実装の推進であり、
この彼の方法論のサポートは、小規模な産業のコンサルタント、および、教育サービス産業、ソフ
ト ウ ェ ア 会 社 、 出 版 社 た ち に よ り 促 進 さ れ て き た 。 (see Resources online at 
www.enterprise-architect.net) そして2003年11月に、EA Interest Group (EAIG) が組織されたが、
その要因として、Zachmanフレームワークに基づいたエンタープライズ・アーキテクチャのための、
共通のリファレンスの作成と継続的な改良の促進がある。 
 

Enterprise Architect Online caught up with Zachman at a recent ZIFA Forum for this wide-ranging 
interview. In this first part Zachman discusses the beginnings of the framework's development, how it was 
shaped, and how it evolved. In part II of the interview Zachman discusses his influences for developing 
the framework, how the framework compares with Mendeleev's periodic table of the elements, and his 
feelings about the framework's implementation in today's technologies. Finally, part III of the interview 
concludes with a discussion of the framework's implementation, its theoretical approach, and real-world 
enterprise architecture. 
 
最近に行われた ZIFAフォーラムで Enterprise Architect Onlineは、Zachmanに対して広範にわたるイン
タビューを行った。この Part_1で Zachmanが解説するのは、このフレームワークの作成に関する馴初め
と、また、それが形成されてきた手法と、その発展してきた経緯である。インタビューの Part_2 では、
Zachman のフレームワーク作成における彼の影響について解説し、フレームワークとメンデレーエフの
元素周期表との比較方法、および、今日のテクノロジにおけるフレームワークの実装に対する彼の意識
について述べる。最後となる、インタビューの Part_3 では、フレームワークの実装と、その理論的なアプ
ローチ、現実世界のエンタープライズ・アーキテクチャの解説を行い、結論へと至る。 
 

参考 ：元素周期表（Periodic Table） 
http://www.ceres.dti.ne.jp/~itocha/elements/ 

 
 
The Roots of Enterprise Architecture 
 
EA: To understand how your thinking about enterprise architecture took shape, how did it evolve from 
your work at IBM on business systems planning in the 1970s? 
 
EA： どのようにして、あなたのエンタープライズ・アーキテクチャに関する思考が実現したのかを理解し
たいのですが、それは、1970年代のビジネス・システム・プランニングにおける IBMでの仕事から、どの
ようにして発展してきたのでしょうか？ 
 
Zachman: We were beginning to formalize management systems in the enterprise. My focus was on the 
strategy process. Remember that management processes were not formalized very long before that. 
[Peter] Drucker had written the first important book, The Practice of Management [see Resources], only 
in 1954, so there had not long been even a legitimacy of the discipline of management. Prior to that, the 
whole concept of formal management processes was a foreign idea. 
 
Zachman：私たちは、企業における経営組織のフォーマライズに着手していました。私のフォーカスは
戦略的なプロセスにありました。それ以前の、あまりにも長い期間において、管理プロセスが形式化され
なかったことを思い出してください。Peter Drucker が、彼の最初の重要な本である The Practice of 
Management [see Resources] を書いたのは 1954年になってのことです。したがって、それまでの間、管
理の正当性を示すものすら有りませんでした。それ以前のフォーマルな管理プロセスの、全体的な概念
と言えば、外国における考え方でした。 
 
We began to see the formalization of management in the '60s timeframe. I was at IBM and we were trying 
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to deal with the formalization of the information strategy, which is the logical place to start. By the late 
'60s we had pretty well figured out how to do it. At least IBM had formalized the methodology it used 
internally. 
 
私たちは、60年代のタイムフレームの中で管理のフォーマライズを確認し始めました。私は IBMに所属
しており、また、私たちのチームは論理的なスタート地点である、情報戦略のフォール化に対処しようとし
ていました。私たちは 60 年代の終わりまでに、それを上手く解決しました。少なくとも、IBM は内部で用
いる方法論をフォーマライズしました。 
 
Dewey Walker was the manager of architecture at that time within the corporate information systems staff. 
At that time, IBM had a centralized IS function, and Dewey was one of five guys on the IS control and 
planning staff. He was responsible for system architecture. 
 
その時、Dewey Walkerは企業情報システムにおけるスタッフの、アーキテクチャのマネージャでした。当
時の IBM は、中央集権化された情報システムを目標としていました。また、Dewey は情報システムの統
率と計画を行う、5人のスタッフ中の 1人でした。彼はシステム・アーキテクチャに責任を負っていました。 
 
What happened was that the chief of IS retired and the decision was made to decentralize it, putting IS in 
each individual business unit, and the control and planning staff was going to be sent to the winds. They 
decided to put Dewey Walker and his architecture work out into large account marketing—to see if any 
customers cared about this stuff. 
 
そこで起こったことは、情報システムにおけるチーフの辞任でした。また、そこでの決定は個々の事業単
位に情報システムを導入し、それを非中央集権化することであり、統率と計画を行うスタッフの運命は風
前の灯火になりました。IBMは、Dewey Walker と彼のアーキテクチャに関する研究の結果を、大規模な
得意先のためのマーケティングに配属することを決定したのです。それは、どこかの顧客が、この素材に
関心を持つかどうかを確かめるためです。 
 
So he moved there and set about to document his methodology. He would spend a couple of weeks doing 
a survey to see if the account had any reason to do this architecture work. That methodology, his two 
weeks of analysis, is what ultimately became business systems planning, or BSP. Then Dewey left shortly 
thereafter. 
 
したがって、そこへ彼は移動し、彼の方法論に関するドキュメント化を開始しました。彼は、このアーキテ
クチャの研究を行う動機を、それらの得意先が持っているかどうかを確かめるために、数週間を調査に
使いました。彼が分析に 2週間を費やした方法論は、結局のところ Business Systems Planning（BSP）に
なりました。その後すぐに、Deweyは IBMを去ることになりました。 
 
EA: It was a methodology for the sales process? 
 
EA： それはセールス・プロセスのための方法論だったのですか？ 
 
Zachman: Yes. IBM tried to sell it but couldn't get buyers because they couldn't articulate what it did. 
They'd say it does architecture, and the customer would say, "Yeah, but what's that?" Ultimately they 
came to give it away as market support. 
 
Zachman： そうです。それを IBMは売ろうと試みましたが、それが行うことを明瞭に表現できなかったた
め、買い手を捉まえることができませんでした。それが行うことはアーキテクチャだと IBMは言い、また顧
客は「それは何でしょう？」と言ったことでしょう。結局、それらはマーケット・サポートとして、顧客に提供
されることになりました。 
 
People thought it was a self-serving thing to sell hardware, but that wasn't true. Sometimes a hardware 
order would occur, but that was not what we were trying to do. We were trying to define information 
systems strategy. I was in the middle of this because I soon became the principle proponent for business 
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systems planning. So people tended to see me as the author of BSP, but I wasn't the author. Dewey Walker 
was. 
 
人々は、それはハードウェアを売るための独善的なものだと考えましたが、それは真実ではありませんで
した。時々、ハードウェアの注文も生じるでしょうが、それは私たちが行おうとしていたことではありません
でした。私たちは、情報システムの戦略を定義しようとしていました。その中に私はいましが、その理由は、
すぐに私がビジネス・システム・プランニングの原則における提案者になったためです。したがって人々
は、BSPの作成者として私に会おうとしましたが、その作者は私ではなく Dewey Walkerだったのです。 
 
Birth of the Framework 
 
EA: What had been your career path until then? 
 
EA： それまでの、あなたのキャリアについて訊かせてください。 
 
Zachman: I had been the account executive for Atlantic Richfield. We used BSP because we were helping 
to integrate the merger of Atlantic and Richfield and Sinclair, making three oil companies into one. I had 
started looking around to see who could help and had found Dewey Walker, and we picked up his 
methodology. I ended up moving to a staff responsibility for BSP, and that was how I came to get 
visibility with it. Then we started evolving the methodology, enhancing the formalization. 
 
Zachman： 私は顧客である Atlantic Richfield 社の担当者でした。私たちが BSP を使用した理由は、
Atlantic と Richfield と Sinclair という 3つの会社を、1つの石油会社へと統合することの支援を行うため
です。私は、それを支援できるスタッフを探し始め、Dewey Walker を見つけ、彼の方法論を採用しまし
た。最終的に、私は BSPのためのスタッフの責任者となりましたが、その役割は BSPの中で見通しを確
かなものにすることでした。そして私たちは、そのフォーマライゼーションを拡張し、その方法論を発展さ
せ始めました。 
 
Then IBM made the decision to choose one methodology they would make the standard IBM 
methodology, and BSP became the principal candidate. But I said, "Hey, I have only one piece of this 
puzzle." I was working only in Row 1 [of what would later become the Zachman Framework]. 
 
その後の IBM は、彼らの標準となる方法論を作成したいと考え、1 つの方法論を選択する決定を下し、
BSP は主要な候補になりました。しかし、私は「このパズルの、わずか一部（後の Zachman フレームワー
クの Row_1）しか持っていない」と言いました。私は、ごく限られた部分でのみ作業していました。 
 
I was working with aerospace companies when I began to put together a view of architecture relative to 
airplanes. It became obvious to me that there was a set of architectural representations, not one 
representation but a set of them, and that there was order to the set. I saw that you could classify 
descriptions based on what it is made out of, how it works, where the components are, who's doing what, 
when do things happen, and why do they happen. Also, each of those things looked differently depending 
on the view—whether you were the owner, the designer, or the builder. 
 
航空機に関するアーキテクチャのビューを組み立て始めたとき、私は航空宇宙会社と伴に仕事をしてい
ました。そこで私にとって明白になったのは、アーキテクチャ上の 1 セットの表現でしたが、それは単体
ではない表現のセットであり、さらに、それはセットに対する語順だということです。私が確認していること
は、（What）何を作成して、（How）どのように作用させ、（Where）どこに構成要素を置き、（Who）誰が行
い、（Why）何故それが起きるのか、という一連のことを基本とする記述が分類されることです。さらに、そ
れらの事象が、それぞれのビューに依存して、つまり所有者や設計者や構築者であるかどうかで、異な
るものに見えるということです。 
 
EA: So that was how the framework was born? 
 
EA： そうして、フレームワークが生まれたのですか？ 
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Zachman: Yes, basically it just fell on my desk. Now, when I published the early work, I wrote only about 
three of the columns. I wrote the first article in 1982, and it was published internally at IBM in 1984. 
Then I rewrote it for the IBM Systems Journal, an external refereed publication, in 1987. But the basic 
work was done by 1982. 
 
Zachman： そうです。実際に、まさに、それは私の机に上で考えられたものです。そこで、私が初期の
作業を公表した時、私はこのマトリクス全体の中の、大よそ 3つの Columnだけを書きました。また、私は
1982年に最初の記事を書き、それは 1984年に IBM内部に公表されました。続いて、1987年に外部向
けの出版である IBM Systems Journal用に、それをリライトしました。しかし、基本的な仕事が行われてい
たのは 1982年まででした。 
 
The point is that the reason I formalized the structure of the framework was that IBM was trying to make 
BSP the standard methodology, and I was saying that it was not enough. So I sketched the framework to 
show that I was only doing Row 1 and that there were a whole bunch of other people that were needed: 
data people, process people, and others. I was trying to get them to understand that. 
 
ここでのポイントは、私がフレームワークの構造をフォーマライズした理由にあり、IBM が BSP を標準の
方法論にしようとしていることに対して、また、それは充分ではないと私は言っていました。したがって、
私はマトリクスの Row_1をだけを示すフレームワークをスケッチし、また、そこには必要となる全ての人々
によるグループが在りました。それらのグループとは、DATA PeopleやPROCESS Peopleなどです。私は、
それを理解させようと試みていました。 
 
EA: You didn't call it enterprise architecture then. 
 
EA： そのとき、あなたはエンタープライズ・アーキテクチャと呼びませんでしたが。 
 
Zachman: No, I called it "the framework for information systems architecture." We didn't think in terms 
of the enterprise. In those days we were trying to implement systems. All we thought of was the system. 
We didn't conceive of trying to integrate the enterprise. 
 
Zachman： そうですね。それを「Framework for Information Systems Architecture」と呼びました。私たち
は、エンタープライズという言葉遣いの中では考えませんでした。その当時、私たちはシステムの実装を
試みていました。私たちが考える全ては、システムでした。私たちはエンタープライズの統合については
想像していませんでした。 
 
First of all, the technology wasn't sophisticated enough. Remember that when I joined IBM in 1964, the 
1401 was a 16K box, and that was the big one. You couldn't think of enterprise-wide models. It is like if 
all you have is an ax and a wedge, you can't think about a 100-story building. All you can think about is a 
log cabin. But when you get bulldozers and cranes, you can think about a much more complex object. 
 
第一に、充分に洗練された技術とは言えませんでした。1964年に私が IBMに加わった時、1401が 16K
のボックスで、それが大容量であったことを考えてみてください。エンタープライズ・レベルのモデルを考
えることはできません。全ての道具がオノやノミのようなものであれば、百物語のビルディングは考えられ
ません。考えられることは、せいぜい丸太小屋です。しかし、ブルドーザーとクレーンが使えれば、はる
かに複雑な対象について考えることができます。 
 
By the time I published the revised paper in 1987, I began to get the inclination to think enterprisewide. I 
wrote in that article about the problem of having less than enterprisewide integration, and I talked about 
the other three columns in an appendix to the article.  
 
1987 年に改訂された論文が公表されるまでに、私はエンタープライズ全般について考えるようになり始
めました。その記事に私が書いた問題の提起は、エンタープライズ全般を包含するには足りないもので
あり、その記事のアペンディックスで他の 3つの Columnについて説明しました。 
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A Mistaken Enterprise 
 
EA: When did you begin to use the term enterprise? 
 
EA： いつ頃からエンタープライズという用語を使い始めましたか？ 
 
Zachman: What happened was that people in the public sector had a problem with the models in Row 2, 
which I called business models. They would say that since they were not businesses that the row didn't 
apply to them. Well, no, the idea of conceptual models is generic; it makes no difference if you are public 
or private. So I changed the name of Row 2 from business models to enterprise models. I tried to find a 
neutral name so they could accept it. 
 
Zachman： その時に何が起ったかといえば、マトリクスのRow_2における公共部門の人々が、モデルと
いう言葉について問題視したことであり、それは私がビジネス・モデルと呼んでいたからです。彼らはビ
ジネスに従事していないので、彼らは Row_2 に当てはまらなかったと言いたかったのでしょう。しかし、
それは違います。この概念的なモデルの考え方は汎用的なものであり、あなたが公人であっても個人で
あっても違いは生じません。しかし、私はビジネス・モデルからエンタープライズ・モデルへとRow_2の名
前を変更しました。彼らが受入れられるようにと、私は中立な名前を見つけようと試みたのです。 
 
But that was not the right thing to do because really the whole thing is the enterprise, and I was calling 
one row the enterprise. So years later I had to get that straightened out because people were 
misunderstanding it. If you do just Row 2, you don't have an enterprise model but a system model. So I 
changed it back to models of the business. And by now the public sector was not having a problem. I 
mean they are outsourcing half the public sector, so now they have no trouble saying this is a model of the 
business. The problem went away, and I went back to the original naming convention. Any word you pick 
has baggage to it. 
 
しかし、そうすることが正しくなかった理由は、現実にはマトリクス全体がエンタープライズであるのに、私
が 1列の Rowをエンタープライズと呼んでいたことにありました。したがって数年の後には、人々が誤解
してしまったため、それを私は正す必要が出てきました。Row_2 だけを実施するなら、あなたはエンター
プライズ・モデルを持つことができず、それはシステム・モデルとなります。したがって私は、その呼び名
をビジネスにおけるモデルへと変更しました。そして、今に至るまで、それが公共部門で問題視されるこ
とはありません。私が伝えたいのは、公共部門の半分がアウトソースされていることであり、したがって、
それがビジネスのモデルであることでトラブルになるというものではありません。その問題は去り、私はオ
リジナルのネーミング協定へと戻りました。いずれの選ばれる言葉も、何らかのお荷物を背負っていま
す。 
 
Words aside, it is important to understand the idea of the enterprise. What do you mean when you say 
enterprise? You could mean one business unit or one profit center, or a cluster of profit centers, or the 
whole value chain. Or you could mean just one department or one application in the department. It is a 
question of the granularity of the analysis. 
 
言葉から離れて、エンタープライズにおける考え方を理解することが重要です。エンタープライズと言う
場合、何を言いたいと思いますか？1つの事業単位、また、1つの利益単位部門や、利益単位部門のク
ラスタ、そして全体の価値体系を意味することができます。あるいは、単に 1つの部門や、部門での 1つ
のアプリケーションを意味することができます。それは分析の粒度の問題です。 
 
EA: And the framework works for any view? 
 
EA： そうなると、フレームワークは如何なるビューに対して作用しますか？ 
 
Zachman: Yes the framework is inert. You define whatever boundary you choose. Then you define who 
owns that definition of the enterprise, and then determine the designer, the builder, the things, process, 
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location, and everything else. It is totally independent of the boundary. So you can use the framework to 
analyze anything you want to analyze. 
 
Zachman： まず、フレームワークは自分では動くことができないものです。選択される境界が何であっ
ても、まず、定義を行います。続いて、そのエンタープライズの定義を誰が所有するかを定め、さらに設
計者や構築者を、そしてプロセスやロケーションなどの全てを決定します。それらは、まったく境界に依
存しないものです。そのため、分析したいもの全てを分析するために、フレームワークを使用することが
可能です。 
 
EA: And one framework can be related to another? 
 
EA： 1つのフレームワークを、他のフレームワークと関連させられますか？ 
 
Zachman: Yes, if you are going to have more than one framework, more than one enterprise in your 
bigger enterprise, somebody has to define what is going to be the same. Otherwise there is not going to be 
any collaboration between the enterprises. 
 
Zachman： はい。複数のフレームワークを持ちたいなら、大企業における複数のエンタープライズを持
ちたいなら、それに等しいものを誰かが定義しなければなりません。そうでなければ、エンタープライズ
間の如何なる共同作業もあり得ません。 
 
EA: At some point after publishing the second paper, you retired from IBM. And yet you carried on the 
work. 
 
EA： 第 2の論文を公表した時点で、あなたは IBMを退職しました。そして仕事を続けていますね。 
 
Zachman: Yes, in 1993 I published the second article in the Systems Journal, along with a coauthor, John 
Sowa, a really brilliant guy who was an expert in semiotics and ontologies. He was the one that 
encouraged me to write the second article. This time, I published the six-column framework. The second 
article was called "Extending and Formalizing the Framework for Information System Architecture." 
 
Zachman： はい。私は 1993年に、共同執筆者である John Sowa と Systems Journalの第 2の記事を公
表しましたが、彼は記号学と存在論のエキスパートであり、とても優秀でした。彼は第 2 の記事を書くよう
にと、私を激励した人々の中の一人でした。この時、私は 6個の Column によるフレームワークを公表し
ました。この第 2 の記事は「Extending and Formalizing the Framework for Information System 
Architecture」呼ばれました。 
 
EA: See Part II where Zachman discusses his influences for developing the framework, how the 
framework compares with Mendeleev's periodic table of the elements, and his feelings about the 
framework's implementation in today's technologies. 
 
EA： Part_2 では、Zachman がフレームワーク作成における彼の影響力について解説する。それはフ
レームワークとメンデレーエフの元素周期律における要素との比較であり、今日のテクノロジにおけるフ
レームワーク実装に関する彼の意識である。 
 
 
Erecting the Framework, Part II  
 
http://www.fawcette.com/ea/magazine/spring/features/druby/ 
 
John Zachman continues discussing his Zachman Framework for Enterprise Architecture in an exclusive 
interview. 
by Dan Ruby  
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Posted March 4, 2004 
 
John Zachman, the retired IBM executive whose groundbreaking 1987 and 1993 articles are credited with 
founding the discipline of enterprise architecture, continues to lecture on advanced topics such as 
metaframeworks and federated architectures on behalf of his Zachman Institute for Framework 
Advancement (ZIFA)—see the sidebar, "What Is the Zachman Framework for Enterprise Architecture?" 
Zachman was interviewed recently by Dan Ruby, FTP's Enterprise Group editorial director. In part I of 
the wide-ranging interview Zachman discussed the roots of enterprise architecture, the birth of the 
framework, and its evolution after his retirement. Here, Zachman discusses his influences for developing 
the framework, how the framework compares with Mendeleev's periodic table of the elements, and his 
feelings about the framework's implementation in today's technologies. 
 
John Zachmanは IBMの元役員であり、彼による革新的な 1987年と 1993年の記事は、エンタープライ
ズ・アーキテクチャの分野を創り上げたことで信頼を集め、また、彼自身は Zachman Institute for 
Framework Advancement (ZIFA)を代表してメタ・フレームワークや連携アーキテクチャといった先進的な
トピックに関する講演を続けている。The Zachman Framework for Enterprise Architecture(see Figure 1)を
参照して欲しい。Zachmanは最近、FTPの Enterprise Groupの責任者である Dan Rubyのインタビュー
に応じた。Part_1は広範囲な話題が提供され、Zachmanはエンタープライズ・アーキテクチャのルーツに
ついて、また、フレームワークの誕生と、彼が引退した後の進化について説明している。この Part_2では、
Zachman はフレームワークの作成に及ぼした彼の影響について解説し、また、フレームワークとメンデ
レーエフの元素周期律との比較方法と、今日の技術におけるフレームワークの実装に関する彼の思い
を語る。 
 
Change and Stability 
 
EA: Around then, other things are happening. What influences did you feel?  
 
EA： その周辺で、他のことも起こっています。どんな影響を感じましたか？ 
 
Zachman: Well, the world wasn't ready to deal with architecture yet. Anything that would help write code 
more quickly was what the world was looking for. Those of us doing architecture were trying to engineer 
things that could be used in many implementations. But most people just wanted to get the code out the 
door. So we were swimming against the current.  
 
Zachman： そうですね。この世界はアーキテクチャに対処する準備が、まだ出来ていなかったと思われ
ます。より迅速なコード記述を支援するなら何であっても、それは、この世界が探していたものでした。
アーキテクチャを目指す私たちは、多くの実装で使用されるかもしれない設計上の事柄に取組み続け
ていました。しかし、ほとんどの人々は、コード出荷することだけを望みました。したがって、私たちは流
れに逆らって泳ぎ続けているのです。 
 
EA: What about Hammer and Reengineering the Corporation?  
 
EA： Hammer と Reengineering the Corporationについては？ 
 
Zachman: That was a 1993 book about business processing reengineering [see Resources online at 
www.enterprise-architect.net]. Actually, it was Mike Hammer and Jim Champy in that book that 
popularized the term business process. If you look at my first paper, I wrote about what I called functional 
flow diagrams because we didn't have a name for them.  
 
Zachman：それは 1993 年に発行された、ビジネス・プロセシングのリエンジニアリングに関する本でした
ね。 [see Resources online at www.enterprise-architect.net] 現実に、用語としてのビジネス・プロセスを
一般化したのは、その本におけるMike Hammer と Jim Champyでした。あなたに私の最初の論文を読
んでもらえれば、何を機能的なフロー図として私たちが呼んだのか、それが書いてありますが、それらの
名前を私たちは持っていませんでした。 
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I had a friend on the National Transportation Safety Board who was a risk management consultant. He 
would look at grain elevator explosions, oil platform disasters, airplane accidents, and so on, and he 
would build what he called a functional flow diagram with input processes and output processes. I 
realized that was what my framework called for in Column 2, Row 2, so I used his word.  
 
私には National Transportation Safety Boardに友人がいて、そこで彼は、リスク管理のコンサルタントを
務めていました。彼が見てきたと思われるのは、穀物倉庫での爆発や、オイル・プラットフォームでの災
害、飛行機事故などであり、また彼は、入力と出力のプロセスを備えた機能本位なフロー図と呼ばれるも
のを作りました。私は、それが自分のフレームワークの Column_2、Row_2 に必要なものだと悟りました。
したがって、私は彼の言葉を使用しました。 
 
Now when Hammer and Champy popularized the business process model and that term came into modern 
usage, I changed my terminology. I will change things to accommodate general usage. But the framework 
itself hasn't changed.  
 
そこで、Hammer と Champy がビジネス・プロセス・モデルを一般化し、その用語が現代の語法に入った
ときに、私は用語を変更しました。これからも、私は一般的な語法に順応させるために変更を行うでしょう。
しかし、このフレームワーク自身変わっていません。 
 
EA: Even though there are a lot of developments that have happened in recent years that one might 
imagine would impact the framework?  
 
EA： フレームワークに影響を与えると思われる開発が、近年に数多くあるとしてもですか？ 
 
Zachman: The framework has not changed. What, how, where, who, when, why has been around for 
thousands of years. It is going to be around for a few thousand more. Requirements, engineering, 
manufacturing or conceptual, logical, physical has been around for thousands of years and will be around 
for a few thousand more. The logic structure of the classification, the schema, hasn't changed.  
 
Zachman： このフレームワークは変わっていません。WHAT、HOW、WHERE、WHO、WHEN、WHY
は何千年もの間、存在し続けてきました。それは、数千もの事象の周辺にあります。要件やエンジニアリ
ング、生産、そして概念的で、論理的で、物理的な考え方は、何千年も存在し続け、また、数千もの事
象の周囲にあり続けるでしょう。分類の論理構造であるスキーマは、変わっていません。 
 
Now common usage—names—do change. And I have changed some names. Sometimes I've lived to 
regret it, as I did with business model and enterprise model. I wish I had just left it alone. So I am very 
careful to change things. I don't want to give people the impression that the framework is changing. It 
isn't.  
 
現在の共通事項である、名前は変わります。また、いくつかの名前を、私は変更してきました。ビジネス・
モデルとエンタープライズ・モデルという用語を用いたときには、そのことを後悔してきました。私は、それ
らを、そのままにしておけば良かったと思います。したがって、私は名前の変更については非常に注意
します。私は、フレームワークが変更されているという印象を、人々に与えたくはありません。それは、変
化していないからです。 
 
EA: Others have picked up on your work and have modified it. What's your opinion about some of the 
other frameworks that people use?  
 
EA： 他の人々は、あなたの成果を選択し、それを修正しました。それらの人々が使用するフレームワー
クに関するあなたの見解は？ 
 
Zachman: People come up all the time and say, "John, the framework is really nice but you forgot a 
column." I'll say that it is not me who forgot it. Humanity for the last 7,000 years has been able to work 
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with what, how, who, where, when, and why. But if you have discovered something, that must be 
profoundly significant.  
 
Zachman： 人々は訪ねて来ては、常に私にこう言います「John、フレームワークは本当に良いが、この
Columnを忘れただろう」と。それを忘れたのは私ではないと、私は言うでしょう。過去 7,000年において、
人類が働いてこれたのは、WHAT、HOW、WHERE、WHO、WHEN、WHY があったからです。しかし、
あなたが何かを発見するならば、それは大いに重要であるに違いありません。 
 
I'm being facetious, of course. The classification scheme is fixed—it is not negotiable. When people want 
to add other rows or columns to the framework, I say that there are other ways to handle that issue. There 
may be a good reason they want to add a row or column, but there are better ways to handle it. You can't 
argue with Mendeleev that he forgot a column in the periodic table.  
 
もちろん、私は変り者のふりをしています。この分類スキーマは固定されており、そこに交渉の余地はあ
りません。人々がフレームワークに他の Rowや Columnを加えたいのに、私が答えることといえば、その
問題を扱うための方法が他にあるだろうということです。彼らには、Row や Column を加えたい充分な理
由があるかもしれませんが、それに応対するための良い方法があるはずです。メンデレーエフが元素周
期律の中にカラムを忘れたと、あなたは主張できません。 
 
EA as a Science 
 
EA: That is an interesting analogy. Since you make a comparison of your framework for enterprise 
architecture to the periodic table of the elements, do you see EA as a science?  
 
EA： それは面白い例えですね。エンタープライズ・アーキテクチャのためのフレームワークと元素周期
律との比較がなされる訳ですが、あなたは科学として EAを見ますか？ 
 
Zachman: I wasn't conscious of it at the time I developed the framework, but I think what I ended up 
doing was defining a periodic table for descriptive representations of the enterprise. It is a 
two-dimensional classification system, a schema. It is exactly like the periodic table of the elements. You 
classify elements in terms of the number of neutrons and protons in a nucleus by the number of electron 
rings. [See Figure 1.]  
 
Zachman： 私は、フレームワークを作成した時に、それに気付いていませんでしたが、結局のところ私
が行ったのは、エンタープライズでの記述の表現のための元素周期律を定義したことだと思います。そ
れはスキーマである、二次元の分類システムです。それは、元素周期律にまさに似ています。何本もの
電子の輪により、原子核の中の中性子と陽子の数で要素を分類します。[See Figure 1] 
 
Now I'm sure that Medeleev knew what he was doing when he was trying to define the periodic table. In 
contrast, I didn't know what I was trying to figure out. I was just trying to solve a problem. But years later, 
when somebody said it was like the periodic table, I said, "my gosh, that's right." It is a normalized 
schema just like the periodic table. Gold goes in one particular cell and not in any other cell. Logical 
entities go in one cell and not in any other cell. Application functionality goes in one cell and not in any 
other cell.  
 
今、私が確信しているのは、メンデレーエフは何を行っているかを知りながら、元素周期律を定義しよう
としていたということです。対照的に、私は何を解決しようとしているか、自分では知りませんでした。私は、
単に問題を解決しようとしていただけです。しかし、それが元素周期律に似ていると数年後に誰かが言
ったとき、「おやっ、それは正しい」と私は言いました。それは、ちょうど元素周期律のように標準化された
スキーマです。金は 1 個の特別なセルの中にいて、他のセルへと行ってしまうことはありません。論理的
な実体は、1 個のセルの中に在り、他のセルの中には在りません。アプリケーションの機能は、1 個のセ
ルの中に在り、他のセルの中には在りません。 
 
EA: But when you are describing nature, it is more concrete as to what it really is.  
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EA： しかし、あなたが実態について記述するとき、現実には、それが何であるかに応じて、それはより
具体的になります。 
 
Zachman: Well, we don't think about it that way, but when you get down to it the enterprise is as tangible 
as anything else. I argue that the system is the enterprise, and you can have manual systems and 
automated systems. With an automated system, management may not think of it as tangible. You can't 
reach in and grab a handful of bits, rip them out, change the configuration, and cram them back in. 
Electrons are small enough that they don't appear to be tangible, but I guarantee they are.  
 
Zachman： そうですね。そのように私たちは考えませんが、エンタープライズを具体的に考えるとき、そ
れは他の何かと同じくらい具体的なものになります。私は、システムというものがエンタープライズである
と主張し、また、あなたは手動もしくは自動のシステムを持つことができます。経営者は、何らかの自動シ
ステムを用いることで、システムを実体のあるものとして考えないかもしれません。あなたは、電子の 1 握
りの断片をもつかむことができず、また、それらをはぎ取ることも、構成を変更することも、詰め直すことも
できません。実体があるように見えないほどに電子は小さいものですが、それらが存在することを、私は
保証します。 
 
EA: So when you use scientific terminology—entropy or other physics concepts—you take that literally?  
 
EA：そうなると、科学的な用語を使用するとき、あなたはエントロピーなどの物理の概念を文字通りに取
り入れるのでしょうか？ 
 
Zachman: I do. Nothing happens by accident. If someone says this is not physics, I say, "Okay, then 
explain to me why it works this way. Explain the occurrences you can observe in the enterprise. Explain 
why you can't get integration. Explain why you can't get alignment. Explain why management is so 
frustrated." If you can't explain it, then it is something magic that happens—and I don't believe that.  
 
Zachman： そうします。何ごとも、偶然に起こりません。もし誰かが、これは物理学ではないと言えば、私
はこう言うでしょう。「OK。それでは、それが何故に、その方式で動くのかを説明してください。何故に、
企業内で事象の観察が可能なのか、統合ができないのか、連携ができないのか、そのように管理に挫
折するのか説明してください」と。それについて説明できなければ、それは何らかのマジックであり、それ
を私は信じません。 
 
EA: If it is science, you should be able to do experiments on it.  
 
EA： それが科学である以上、その実験が可能であるべきですね。 
 
Zachman: Sure. It has already been experimented with. You can either make the model explicit or leave it 
implicit. If it is implicit, you are making assumptions about it. Okay, then conduct an experiment, and you 
can make the model explicit. Then you get agreement.  
 
Zachman： 確かに、そうです。それは既に実験されています。あなたは、モデルを明示的にできますし、
あるいは、それを暗黙にしておくことも可能です。それが暗黙の場合、あなたは、それに関する仮定を作
っています。そうです、続けて実験が行われ、あなたは、モデルを明示的にします。その後に、合意が得
られます。 
 
We have empirically validated that you can engineer data models so they can be reused in many 
applications. That is established. It is not an open issue. I'll tell you what is not so clear. It isn't clear you 
can write code that can be used in multiple applications. You can reuse hardware and system software in 
many applications—that is clear. But with applications, one size doesn't fit all. We can't get reusable code.  
 
私たちが経験に基づき検証してきたのは、複数のデータモデルの設計が可能であれば、数多くのアプ
リケーションで再利用が可能になることです。それは確立されます。それは未決の論点ではありません。
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何が明らかではないか、あなたに伝えましょう。明らかではないことは、あなたが、多数のアプリケーショ
ンの中で使用できるコードを書けるかどうかです。あなたが、ハードウェアとシステム・ソフトウェアを、数
多くのアプリケーションで再利用できることは明らかです。しかし、アプリケーションにおいては、すべて
を 1つでという訳にはいきません。私たちは再利用が可能なコードを得ることができません。 
 
EA: Even though we have object models?  
 
EA： たとえ私たちが、オブジェクト・モデルを持っていてもですか? 
 
Zachman: Well, show me some. Objects are a pretty good idea from an implementation standpoint, but do 
you get reusability with objects? That was the whole idea, but I'm not too sure you get reusability with 
objects.  
 
Zachman： では、私に何かを見せてください。オブジェクトは実装の視点で、とても良い考え方ですが、
あなたは再利用性を持ったオブジェクトを得ていますか？それは完全な考え方でしたが、あなたが再利
用性を備えたオブジェクトを得ていると、とてもではありませんが、私はそれを確信できません。 
 
 
Relation to Technologies 
 
EA: That brings up the whole subject of technologies. What is your position on the relation of the 
framework to the implementation of it?  
 
EA： それがもたらすものが、技術に関する全体的な主題ですね。あなたのポジションですが、そのフ
レームワークとその実装との関係において何処になるのですか？ 
 
Zachman: I try to maintain neutrality. I had a sense early on that there was not one way to do this—not a 
single tool or methodology. So, therefore, I did not want to associate the framework with a tool or a 
method because as soon as you do that it becomes viewed that way. The periodic table is not owned by 
Dow Chemical. It belongs to the world.  
 
Zachman： 私は、ニュートラルを維持しようとしています。私が早い時期に感じていたのは、実装を行う
のに一方通行は存在しないということです。つまり単一のツールや方法論ではありません。したがって、
私は単一のツールや方法論とフレームワークとの関連を望みませんでした。何故なら、その方式が取ら
れてしまうと、直ちにそう見られてしまうからです。この元素周期律は Dow Chemical社により所有されて
いる訳ではありません。それは、世界に属するものなのです。 
 
So I deliberately try to maintain neutrality. I don't use the tools every day, so I don't have a lot of 
experience with them. If some manufacturer asks for help in mapping my metamodel against their tool, I 
will help. But I won't say this is the only tool to do it.  
 
したがって、私は慎重にニュートラルを維持しようとします。私は毎日ツールを使用するわけでもなく、そ
れらに関して多くの経験を持っていません。もし、あるメーカーが彼らのツールに対して、私のメタモデル
をマップする際に支援を求めれば、私は支援するでしょう。しかし、それを行う唯一のツールがあるとは
言わないでしょう。 
 
EA: Besides tools for implementing the framework, what about more general technologies that would 
seem to have some relation? I am thinking about UML, for example.  
 
EA： フレームワークを実装するためのツールの他には、どのような汎用テクノロジが関係を持つように
見えますか？ 例えば、私は UMLに関して考えていますが。 
 
Zachman: The framework is totally independent of technology. If you are using pencils and paper and file 
cabinets, or if you are using supercomputers or whatever, the framework is the framework. Technology is 
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a constraint that shows up as an instantiation in Row 4 and Row 5. But the framework has nothing to do 
with technology.  
 
Zachman： このフレームワークは、テクノロジに対して完全に非依存です。あなたが鉛筆や紙やファイ
ル・キャビネットを使用していれば、あるいは、スーパー・コンピュータでも何でも使用していれば、そのフ
レームワークこそフレームワークです。テクノロジは、Row_4 や Row_5 の中に具体性として現れる制約
です。しかし、このフレームワークは全くテクノロジとは関係がありません。 
 
Now, when a new tech idea comes along—UML, for example—the question is, what is it producing, 
composites or primitives? That would tell you if it is designed to do implementation or to do architecture. 
If it's implementation, there's nothing the matter with that. It just means that it isn't designed to do 
architecture.  
 
新しいテクノロジの考え方が登場する場合、例えば UMLがそうですが、その質問は、こうなります。それ
は何を生産し、あるいは合成し、基本としますか？それにより、あなたが知ることになるのは、それが実装
を行うために、あるいは、アーキテクチャを実施するために設計されているかどうかでしょう。それが実装
である場合、そのために行うことは何もありません。それは単に、アーキテクチャを実施するための設計
されていないことを意味します。 
 
If the engineer understands the difference between doing implementation and doing architecture, they can 
use any tool or any notation, such as UML, to do whatever they need to do. But the magic is in the 
engineering, not the language of the graphic notation.  
 
エンジニアが実装とアーキテクチャで行うべきことの違いを理解すると、彼らは UMLのようなツールや記
法の使用が可能となり、行うべき全てを行えるようになります。しかし、このマジックはエンジニアリングに
あり、グラフィックの記法の言語にはありません。 
 
EA: What about services-oriented architecture and Web services? If utopia is having everything in just the 
right place, here is a technology that allows you to piece together systems.  
 
EA： Services Oriented ArchitectureおよびWebサービスはどうですか？もしユートピアがあって、まさに
正しい場所で全てを手にするなら、あなたがシステムをつなぎ合わすことを可能にする技術が、そこにあ
ります。 
 
Zachman: Again, you have to show me. It is probably a good idea, but somebody needs to define the Web 
service. Are there things in there: data, process, hardware and system software concepts, presentation, 
business rules? What's in there? The more things you put in there, the less likely it will be reusable in the 
next implementation.  
 
Zachman：再び、あなたは私に何かを示さなければなりません。おそらく、それは良い考え方ですが、
誰かが Web サービスを定義する必要があります。そこには、データおよびプロセス、ハードウェアとシス
テム・ソフトウェアの概念、プレゼンテーション、ビジネス・ルールなどがありますか？何がそこにあるので
しょう？そこで加える多くのものがありますが、それが次の実装において再利用できそうとも思えません。 
 
Now, if you say we can create the Web service from the primitive structures, then I can see that Web 
services would be a really interesting idea for doing implementation work. On the other hand, if you are 
packaging up composites, the track record in reusing composites is not very high.  
 
そこで、プリミティブな構造からWebサービスの作成が可能だと、あなたがそう言えるなら、Webサービス
が実装作業を行う上で実際に面白い考え方になるだろうと、私は理解できます。その一方では、あなた
が合成物をパッケージングしているなら、合成物の再利用における最高値はあまり高くありません。 
 
You can tell me that Web services is the answer, but I have heard that about 1,000 times before. Get this 
CASE tool, they said, and you will never have to work or think again, and you can get rid of all the 
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programmers. I heard that for objects. You'll never have to think or work again, and you can get rid of all 
the programmers. Now, it's the same time for Web services. It may be really great technology, but it 
probably will not solve the enterprise architecture problem.  
 
あなたは私に、その Web サービスこそが答えだと言えますが、それを私は以前に数えきれないほど聞き
ました。この CASE ツールを使ってくださいと彼らは言い、また、あなたは働くことも考えることも不要とな
り、全てのプログラマたちを手放せるとも言いました。私はオブジェクトに関しても、それを聞きました。や
はり、あなたは働くことも考えることも不要となり、全てのプログラマたちを手放せるようです。そして、いま
はWebサービスに関して、その時がきました。それは現実に偉大なテクノロジなのでしょうが、おそらくそ
れがエンタープライズ・アーキテクチャの問題を解決することはないでしょう。 
 
EA: See Part III where Zachman comments on the EA Insterest Group, recent developments of the federal 
enterprise architecture, and enterprise architecture in today's real world.  
 
EA： EA Insterest Group について、および、フェデラル・エンタープライズ・アーキテクチャでの最近の
開発、そして今日における現実世界でのエンタープライズ・アーキテクチャについて、Part_3 における
Zachmanのコメントを参照してほしい。 
 
 
Erecting the Framework, Part III  
 
http://www.fawcette.com/ea/magazine/spring/online/druby3/default.aspx 
 
John Zachman concludes his discussion of the Zachman Framework for Enterprise Architecture and its 
impact in an exclusive interview 
Interview by Dan Ruby  
 
Posted March 18, 2004 
 
John Zachman, founder of the discipline of enterprise architecture and the Zachman Framework (see 
Figure 1) is also a lecturer on advanced topics such as metaframeworks and federated architectures on 
behalf of his Zachman Institute for Framework Advancement (ZIFA)—see the sidebar, "What Is the 
Zachman Framework for Enterprise Architecture?" Zachman was interviewed recently by Dan Ruby, 
FTP's Enterprise Group editorial director. In part I of the wide-ranging interview Zachman discussed the 
roots of enterprise architecture, the birth of the framework, and its evolution after his retirement. In part II 
of the interview, Zachman discussed his influences for developing the framework, how the framework 
compares with Mendeleev's periodic table of the elements, and his feelings about the framework's 
implementation in today's technologies. Here, the interview concludes with a discussion of the 
framework's implementation, its theoretical approach, and real-world enterprise architecture.  
 
John Zachmanはエンタープライズ・アーキテクチャ分野と Zachman Framework (see Figure 1)の創立者
であり、また、Zachman Institute for Framework Advancement (ZIFA)のための、メタフレーワークと関連
するアーキテクチャなどの先進的なトピックに関する講師でもある。ZIFA に関しては、"What Is the 
Zachman Framework for Enterprise Architecture?"を参照して欲しい。Zachman は最近、FTP の
Enterprise Groupの責任者であるDan Rubyのインタビューに応じた。広範囲な話題が提供されたPart_1
では、Zachman はエンタープライズ・アーキテクチャのルーツについて、また、フレームワークの誕生と、
彼の引退後のその進化について説明した。インタビューの Part_2では、Zachmanはフレームワークの開
発に及ぼした彼の影響について説明し、また、フレームワークとメンデレーエフの元素周期律との比較
方法と、今日の技術におけるフレームワークの実装に関する彼の思いを語った。ここでのインタビューが
結論付けるのは、フレームワークの実装と、その理論的なアプローチ、現実世界のエンタープライズ・
アーキテクチャの解説に関するものである。 
 
Implementing the Framework 
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EA: An EA Interest Group [EAIG] has recently formed to further advance understanding and usage of 
your framework. Can you comment on that? 
 
EA： 最近になって EA Interest Group [EAIG]が、あなたのフレームワークの理解と使用法を促進するた
めに形成されました。それについてのコメントは可能ですか？ 
 
Zachman: Until now, all the work on the Zachman Framework has happened in our spare time. Some of 
the other frameworks are supported by organizations with people who get paychecks to do that work. In 
contrast, nobody is paid to do the thinking around the Zachman Framework. The implication of the EAIG 
is that some people want to drive the state of the art, and make the process of enterprise engineering more 
of a science. That is the stated intent. 
 
Zachman： 今日に至るまで、Zachman Framework における全ての研究は、私たちの仕事の時間外で
行われてきました。いくつかの他のフレームワークは、その作業に対して費用の発生する組織と人々に
よりサポートされています。対照的に、Zachman Frameworkの周辺での思考に対して、何の対価も発生
していません。EAIG における含意は、何人かの人々の望みであり、それは、この最先端技術の促進で
あり、また、エンタープライズ・エンジニアリングのプロセスを科学的なものにすることです。それが定まっ
ている意思です。 
 
What does that mean? Well, we may want to do some laboratory experiments on the physics. What 
happens when you change this; how does it affect that? What does a metamodel look like? What are 
examples of all the cells? How do you rigorously define the graphic models? What kinds of tools are 
useful? There are a whole bunch of things that can be done, and you can probably speed up the 
development from what we have been able to do. 
 
それが意味するのは何でしょうか？そうですね、私たちは物理学におけるいくつかの実験を、研究室で
行いたいと思うかもしれません。それが切り替えられるとき、何が起るのでしょうか？つまり変化は、どのよ
うに影響するのでしょうか？メタモデルは何に似たことをするのでしょう？全てのセルにおける例は何で
すか？どのようにして、厳格にグラフィカルなモデルを定義しますか？どんな種類のツールが有用です
か？そこには処理することが可能な一団があり、また、私たちが行うことが可能なものから、おそらく、あ
なたは開発を加速できます。 
 
EA: So in terms of how enterprises are manufactured to use your term, it is still early on. 
 
EA： したがって、あなたの用語を使って製造されるエンタープライズの、その方式の観点から見ると、そ
れはまだ早いですね。 
 
Zachman: I think the state of the art has to improve. It is like the Thomas Kuhn theory of the scientific 
revolution. At the point in time that an invention has to happen, it will probably happen. It is not a 
function of personality but a function of time. I think enterprise architecture is an idea whose time has 
come. 
 
Zachman： 私は、最先端技術が進化する必要があると考えます。それは、科学革命における Thomas 
Kuhnの理論に似ています。発明が起こるべきタイミングで、おそらく、それは起こるでしょう。それは人間
の作用ではなく、時間が作用するものです。私は、エンタープライズ・アーキテクチャが、そのタイミング
にあると思います。 
 
We know that we are in trouble on security. There's no way to fix it short of doing architectural work. All 
we need is a cataclysmic disaster or two; 9/11 got a lot of people's attention. 
 
私たちは、セキュリティで困っていることを知っています。それをフィックスするには、アーキテクチャにお
ける作業の他に方法はありません。私たちが必要とする全ては、大変革か災害のいずれかです。9/11
は、多くの人々の注意を促しました。 
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EA: And that fed interest in enterprise architecture? 
 
EA： そして、それはエンタープライズ・アーキテクチャにおける関心を育成しましたか？ 
 
Zachman: Look what it meant to the federal government. It made people ask what is in the enterprise and 
how do we integrate it. To put all these enterprises together [in the Department of Homeland Security], 
and put one person in charge, that does not fix the integration problem. Nothing magic is going to happen. 
At some point in time they will come to the stark realization that actual engineering work will have to be 
done if they want to integrate these things. 
 
Zachman： それが連邦政府に対して何を抱かせたかを見てください。それが人々に要求させたのは、
エンタープライズとは何であり、また、どのようにして私たちは、それを統合するのかということです。それ
らの全てのエンタープライズを、DHS（Department of Homeland Security）の中に組み入れ、また 1人に
担当させても、この統合に関する問題は解決しません。何のマジックも起きないでしょう。ある時点にお
いて、現実のエンジニアリングの作業が完了されるべきだという、明確な認識に到達するのは、それらを
彼らが統合したいと希望する場合です。 
 
EA: One of the big developments in EA is the federal enterprise architecture. What is your take on that 
approach? 
 
EA： EA における大規模な開発の 1 つは、連邦政府のエンタープライズ・アーキテクチャです。そのア
プローチにおける、あなたの役割は何ですか？ 
 
Zachman: I really hope they do well, but once again the attempts are coming from where we have been in 
the past. They are meant to improve the system development process. So, basically, their classifications 
are process based. If there are artifacts created, they are related to a process—it is a composite 
classification. 
 
Zachman： 私が心から望むのは、彼らの試みが上手くいくことですが、それは、私たちが過去にいた場
所から繰り返してやって来ます。彼らは、システム開発プロセスを改善するように定められています。した
がって、基本的には、彼らの機密はプロセスに基づくものです。もし、作成された成果物があるなら、そ
れらは、あるプロセスとの関係を持ちます。つまり、合成された機密となります。 
 
The mathematics of primitives versus composites is difficult to argue with. If you have one thing, you can 
get people to agree that is the set of one thing. As soon as you put combinations of things together, the 
probabilities of getting agreement starts to deteriorate. Put three things together, and you can forget about 
it. 
 
基本物と合成物の組合せに関する計算は、そのための議論が困難です。もし、あなたが 1 つの事象を
持っていれば、それが 1 つの事象によるセットであることを、人々に納得させることが可能です。事象の
結合させると直に、合意を得るための可能性は低下し始めます。3 つの事象を組合せます。そうすれば、
それについて忘れることができます。 
 

注：3つ目の事象がメタということ？ 
 
A big difference is that my framework is recursive. You can use it to analyze anything. You can analyze 
meta things with the same framework and define meta relationships between frameworks. The other 
frameworks are one-at-a-time things, a composite instantiation at a point in time. So you can't use them to 
do other things, whereas the Zachman Framework is totally generic, just a classification of descriptive 
representations of anything. 
 
大きな違いは、私のフレームワークが再帰的であるということです。対象が何であれ、あなたは分析のた
めに、それを使用できます。同じフレームワークを用いてメタ事象を分析し、また、フレームワーク間のメ
タ関係を定義できます。他のフレームワークは一度に一つ、つまり複合的な具体化は、時間軸の一点に
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おいて行われます。そのため、あなたは事象の処理のために、それを使用することができません。それ
に反して、Zachman Framework は全体的に汎用的であり、対象が何であっても単なる記述的な表現を
分類するだけです。 
 
Primitives versus Composites 
 
EA: But the overall field of "enterprise architecture" is broader than just your approach. There are many 
definitions. 
 
EA：しかし、「エンタープライズ・アーキテクチャ」の全体的なフィールドは、まさに、あなたのアプローチ
より広い。そこには、多くの定義があります。 
 
Zachman: I'll tell you what. I am John A. Zachman. I am just one person. I don't have an organization. I 
am not marketing anything. If people want me to talk about the framework and about architecture, I am 
happy to talk about it. There are very large companies that have created frameworks that come and go, 
and they perceive that I am competition to them. But I am not doing any marketing. 
 
Zachman： 私はあなたに何を伝えましょう。私は John A. Zachmanです。私は単なる 1人の人間です。
私は組織を持っていません。私は何もマーケティングしていません。人々が私にフレームワークについ
て、およびアーキテクチャについて話してほしければ、私は喜んで話します。非常に大きな会社があり、
彼らは移ろい易いフレームワークを作成していて、私をコンペティタであると理解しています。しかし、私
はマーケティングを行っていません。 
 
Most of the frameworks are trying to do a different thing. I was trying to classify descriptive 
representations, and they were trying to classify something else—processes in most cases. I would 
observe that the properties of my framework are not going to go away. The others probably go away 
because they are classifying temporal kinds of things, or composite things. 
 
ほとんどのフレームワークは、異なることを行おうと試みようとしています。私は、記述的な表現の分類を
試みてきて、また、彼らは、ほとんどの場合はプロセスですが、何か他のものを分類しようと試みてきまし
た。私のフレームワークの特性が消え去らないことを、私は目にするでしょう。他のものが、おそらく消え
去るのは、それらが一時的な事象や合成された事象を分類しているためです。 
 
EA: Your theoretical approach is undoubtedly elegant, but how successful is it at helping people solve 
their problems? 
 
EA： あなたの理論的なアプローチがエレガントであることに疑う余地はありませんが、人々が問題を解
決することの支援という点において、どれほど成功するものでしょうか？ 
 
Zachman: Well, understand that I come at things from the top down. I am not a programmer. And even 
though I know a lot about models at this point, if you wanted somebody to build a model, you would want 
someone other than me. 
 
Zachman： まず、私がトップダウンで事象を掴んでいることを理解してください。私はプログラマではあり
ません。さらに言えば、たとえ私が、このポイントにおいてモデルの多くを非常に知っていても、もし誰か
にモデルを構築して欲しければ、私以外の誰かを望むでしょう。 
 
Having said that, there is a lot of successful implementation of models going on. You can do a logical data 
model and a physical data design and a data definition in such a fashion that your implementation can be 
reused across the whole scope of the enterprise. We have validated that; it is not an open issue. 
 
そうは言うものの、進行中のモデルでは、とても数多くのことに成功している実装があります。論理的な
データモデルと、物理的なデータ設計とデータ定義を行うことができますが、それは、エンタープライズ
全体のスコープを横断して再利用が可能な実装の形態におけるものです。私たちは、それを既に検証
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しましたが、それは未決の問題ではありません。 
 
We know how to do structured methods. We know how to do structured programming. We know how to 
do structured design. We know how to do structured analysis. We know how to do structured business 
modeling. 
 
私たちは、構造化された方法論を実施する方式を知っています。私たちは、構造化プログラミングラミン
グの方法を知っています。私たちは、構造的な設計の方法を知っています。私たちは、構造的な分析
の方法を知っています。私たちは、構造的なビジネス・モデリングの方法を知っています。 
 
But if you get up higher, we are not building those models. Over in Column 4, workflow, we don't know a 
lot about that yet. Same with Columns 5 and 6. Maybe someone knows a lot about these, but not in our 
discipline—the information systems community. 
 
しかし、より高度なものが望まれるなら、そのためのモデルは構築されていません。Column_4のワークフ
ローですが、その多くを私たちは未だに知っていません。Column_5 と Column_6も同じです。おそらく、
それに関する多くのことを誰かが知っているのでしょうが、私たちの分野である、情報システム・コミュニ
ティにはいません。 
 
So if you ask who is successfully implementing the whole framework, the answer is nobody that we know 
of yet. 
 
したがって、フレームワーク全体の実装に成功した人がいるのかと尋ねられれば、私たちの知るかぎり誰
もいないというのが、その答になります。 
 
EA: So how should organizations go about implementing it? I have heard you say you don't care if it is 
top down, bottom up, right, left, or inside out. But in practice, how should an organization or company 
begin to tackle this? 
 
EA： そうだとすると、それぞれの組織は、どのようにしてフレームワークの実装に取り掛かりますか？あ
なたは気に掛けないと言いましたが、それがトップダウンやボトムアップだからですか。しかし現実には、
どのようにして、組織や企業それに取組み始めたら良いのでしょうか？ 
 
Zachman: Because we deal with composite models in the real world, it always looks too complex fairly 
quickly. So we tend to throw up our hands and say that it takes too long and costs too much, that we don't 
want to do it. 
 
Zachman： 私たちが現実の世界で複合的なモデルに対処するために、それを適切かつ素早く行うに
は複雑すぎるように見えます。したがって、私たちは、期間やコストがかり過ぎることに対して断念する傾
向にあります。それは、私たちが行いたくないものなのです。 
 
No. What you do is sit down and roll up your sleeves. There is nothing to keep you from building out the 
models. I would say you should do the primitives. Some may have to do composites first to convince 
management to buy in and let them build the primitives. If you must, you can start with a composite, and 
later factor out the primitive models. 
 
しかし、それは間違いです。あなたは、腰を落着けて腕まくりをすべきです。あなたがモデルを増築する
ことに、何の妨げもありません。私が言いたいのは、基本的なことを行うべきだということです。何人かの
人々は、経営陣に対して最初に購入を説得するために、複合的なことを行う必要があるかも知れず、ま
た、基本の構築を提案することになるでしょう。あなたにとって、それが必要であれば、複合的なことから
始めればよく、その後に基本的なモデルへと要素を分解します。 
 
EA in the Real World 
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EA: So you would say to start where the pain is? 
 
EA： つまり、痛みを持つ場所が、スタート地点と言うことでしょう? 
 
Zachman: I say, just do it. You know how to do a logical data model. Go build it. You know how to do a 
semantic model. Go build it. You know how to do a database design. Go build it. What is keeping you 
from it? Well it takes too long and costs too much. But there are people doing it quite successfully. It is 
not a framework-related issue. It is a cultural problem. 
 
Zachman： 私が言いたいのは、まさにそれを行うことです。あなたは、論理的なデータモデルをどうした
ら良いかを知っています。それに取りかかりましょう。あなたは、意味的なモデルを取扱う方法を知ってい
ます。それを構築しましょう。あなたは、データ・ベース設計方法を知っています。それを使いましょう。そ
れらにより維持されるものは何ですか？そう。長い時間と大きなコストがかかります。しかし、それを人々
は成功裡に行っています。それはフレームワークに関連した論点ではありません。それは文化的な問題
です。 
 
EA: Since most architects are grounded in the here and now, is it more difficult for them to focus on 
primitives instead of composite models that reflect their real-world situation? 
 
EA： ほとんどの設計者が、いまの時点と、いまの位置に基づいて考えているため、現実の世界の状況
を反映する複合的なモデルに換えて、基本に注目するのは困難ではありませんか？ 
 
Zachman: Composite models can be very helpful for doing implementation. But they don't get us to 
achieving the engineering and design objectives. On the other hand, if you have the framework and you 
ask, "why can't we get interoperability or reusability, or what's the problem with alignment," you can see 
where the problem lies. You see that this is related to that, so that if you are not defining this, then you 
can't get there form here. 
 
Zachman： 複合的なモデルは、実装を行うための非常に有用なものとなり得ます。しかし、それらが私
たちに対して、エンジニアリングと設計の目的における達成をもたらすことはありません。その一方で、こ
のフレームワークを使った上で、「何故、私たちは相互運用と再利用が得られない？」あるいは「何が、
関連性における問題なのか？」と訊ねるなら、その問題の在る位置を知ることができます。あなたは相互
の関係を理解します。つまり、それを定義していなければ、何も得られないということです。 
 
The problem with multivariable composite models is that things are hard bound together. We've known 
this for a long time. In programming we know to separate the data from the instruction because the data 
changes independently of the instruction. We know to separate the hardware and system software from 
the process and from the data and from the business rules. If you want to change things with a minimum 
of time, disruption, and cost, it is critical to separate the independent variable. So the problem is that we 
have not been building primitives. 
 
この多種多様な複合的なモデルによる問題は、その事象が密に結合されていることにあります。私たち
は長い時間をかけて、それを知りました。プログラミングにおいて私たちが知っているのは、データがイ
ンストラクションから独立して変化するため、データをインストラクションから分離すべきだということです。
私たちは、ハードウェアおよびシステム・ソフトウェアを、プロセスとデータとビジネス・ルールから分離す
ることも知っています。あなたが、最低限の時間と混乱とコストで実体を交換したければ、独立した可変
性の分離は重要です。したがって、この問題に関しては、私たちは基本を構築していないことになりま
す。 
 
EA: Is that because architects live in an implementation world? 
 
EA： その理由は、実装の世界の中に設計者がいるからですか？ 
 
Zachman: Most are coming out of the implementation world. They are systems people and they tend to be 
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implementation oriented. The world is that way. Actually, these people are more inclined to think about 
architecture than the average. 
 
Zachman： 大部分の設計者は実装の世界からやって来ます。彼らはシステムの人々であり、彼らはイ
ンプリメンテーション指向の傾向を持ちます。その世界自体が、その方法で進んでいます。現実に、そ
れらの人々は、平均以上にアーキテクチャについて考える傾向にあります。 
 
EA: They are, but are their organizations ready for that? 
 
EA： 彼らではなく、彼らの組織は、そのための準備ができますか？ 
 
Zachman: That is another issue. Once you begin to understand these basic ideas, it is pretty hard to deny 
them. Once you understand that the law of gravity is in effect, it is pretty hard to say it is not in effect. 
 
Zachman： それは、もう一つの問題です。一度、この基本的な考えを理解し始めれば、それを否定する
のは、かなりの困難を伴います。一度、重力の法則が有効であると理解したら、それが無意味だと言い
きることが難しいのと同じです。 
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