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序 

 

 戦後の我が国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支

えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石

油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は

多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展

はめざましく、一方、我が国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴

い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これらの課題の解決に向けて

従来にもましてますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組

む必要に迫られております。我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良

改善に注力することから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科

学分野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくにはこの力をさ

らに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙

げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の

各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ね

らいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センターに「プロジェ

クトマネジメント実践力評価方法と先進 PM プラクティス調査研究」を調査委託いたしま

した。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

平成１７年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務  
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本報告書は社団法人日本機械工業連合会が日本自転車振興会の機械工業振興資金の補助

をうけて実施しています平成 16年度機械工業に係る技術開発動向等の補助事業の一環とし

て、当センターが受託しました「プロジェクトマネジメント実践力評価方法と先進 PM プ

ラクティス調査研究」について取りまとめたものであります。 

 わが国のエンジニアリング産業が現在直面している諸問題を克服し、新たな産業分野と

して確固とした地位を築いていくために必要な基盤整備の一つにプロジェクトマネジメン

トの普及があります。当センターとしては、センター設立時以来、プロジェクトマネジメ

ントの普及を目的とした活動を実施しております。また、プロジェクトマネジメントは、

エンジニアリング産業のみならず、IT 産業をはじめとして広く産業界に必要とされ、昨今

プロジェクトマネジメントに必要な優秀な人材の育成が強く求められています。 

このため平成 16 年度当該事業として「プロジェクトマネジメント実践力評価方法と先進

PM プラクティス調査研究」報告書をとりまとめました。この成果が関係各位において十

分活用され、わが国のエンジニアリング産業ひいてはわが国産業の振興の一助となること

を期待してやみません。 

 この調査研究の実施にあたっては、当センター内に「アーキテクチャマネジメント委員

会」および「PM コンピテンス委員会」を編成し、両委員会の支援協力を得て調査研究を 

実施したものであります。 

 この調査報告書の策定にあたり、ご協力いただいた各界の方々に心から謝意を表します

とともに当センターのプロジェクトマネジメント普及事業をさらに推進してまいりますた

めに、なお一層の御指導、ご支援を切にお願いいたします。 

 

平成１７年３月 

 

特定非営利活動法人 

プロジェクトマネジメント資格認定センター 

会 長   吉 川 弘 之 

 

 

 

 



  

は じ め に 
 

本レポートは、社団法人日本機械工業連合会が日本自転車振興資金の補助を受けて実施

している平成 16 年度機械工業に係る技術開発動向等の補助事業の一環として、特定非営利

活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター（以下、当センターと称する）が実

施した「プロジェクトメネジメント実践力評価方法と先進 PM プラクティス調査研究」に

ついて取り纏めたものであります。 

 

当センターが委託を受けた「プロジェクトマネジメント実践力評価方法と先進 PM プラ

クティス調査研究」は、研究の対象となる範囲が広いために、調査・研究活動を 2 つの委

員会活動と、当センターがコーポレート・インテリジェンス(株)社に開発を委託したテー

マから構成されます。 

それぞれの調査･研究結果を本報告書では下記の構成で報告しています。 

  

報告書－1  アーキテクチャマネジメント委員会報告  

報告書－2  PM コンピテンス委員会報告 

報告書－3  P2M 実践のための補助ツール研究開発報告  
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その 1 リアルオプションツール開発プロジェクトのアプローチ調査研究 

 第 1 章  戦略的投資評価と撤退の基準 

 第 2 章  リアルオプションによるアプローチ 

 第 3 章  プロジェクト戦略マネジメントにおけるリアルオプションの位置づけ 

 第 4 章  リアルオプション導入による IT プロジェクトマネジメントの変容の 

   考察 

 第 5 章  ケーススタディ:リアルオプションを使ったバイオベンチャー評価 

 



  

 その 2 リアルオプションツール開発プロジェクトの評価方法調査研究 

 第 1 章  プログラムライフサイクルマネジメントの基本思考 

 第 2 章  リアル・オプションによる評価 

 第 3 章  リアルオプションの概念 

 第 4 章  経済性評価指数体系の発展 

 第 5 章  企業情報システムの経済性評価 

 

 

 



  

本調査研究の総論 
 

本報告書は、プロジェクトマネジメント実践力評価方法と先進 PM プラクティスの調査

研究の成果を取りまとめたものであり３つのパートから構成されている。 

 

１．アーキテクチャマネジメント委員会報告は、アーキテクチャマネジメント委員会の活

動成果を取りまとめたものである。ここでは、P2M で捉えるアーキテクチャに準拠し、さ

らに理解を深めるよう理論や原理の後に実例を調査研究し、戦略的なプロジェクトマネジ

メントに大いに役立つということが実証された。 

 

２．PM コンピテンス委員会報告は、PM コンピテンス委員会の活動成果を取りまとめてい

る。活動のターゲットは、プロジェクトマネジメント資格制度に相応しいコンピテンシー

及び実践力評価方法を開発、設定することを目的とし、国内外の動向を調査するとともに

課題・問題点の分析を行い、評価方法のモデルを構築することが出来た。 

 

３．P2M 実践のための補助ツール研究開発の成果を取りまとめたものである。 

P2M に基づく資格保持者の補助ツール（テンプレート）として、プロジェクトについて

戦略的に評価をおこなうためのリアルオプションツールの開発研究をまとめたものであり、

資格保持者の実践力向上が一層期待される。 
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１．調査研究の目的 

本報告は、最近のグローバル化やインターネットの発展で出てくる新しいビジネスモデ

ルを念頭に置きながら、P2M で捉えるアーキテクチャに準拠し、さらに理解を深めるよう

理論や原理の後に実例を調査研究し戦略的なプロジェクトマネジメントに大いに役立つこ

とを明らかにしていくことを目的としている。 

 

２．調査・研究の内容 

P2M におけるアーキテクチャマネジメントの用語の定義と事例への展開 

    

・ アーキテクチャマネジメントの定義と解釈 

・ アーキテクチャマネジメントの技法 

・ 製造業、IT ビジネス、公共経営等の事例 

 

アーキテクチャマネジメントの用語の定義と解釈、技法の解説をベースとして、製造業、

IT ビジネス、公共経営等の事例の展開を行い設問と分析・考察を行い戦略的なプロジェク

トマネジメントに大いに役立つ、多岐の業種に亘るアーキテクチャマネジメントの考察を

まとめたものである。 

 

３．チーム編成と研究調査スケジュール 

3.1  チーム編成 

委員会は、プロジェクトマネジメントの学識者、プロジェクトマネジメントを必要とす

る業界、領域からの専門家で構成した。項目別に執筆を分担し、執筆者と委員とでフリー

な意見交換を行い、各テーマを明確にしていきながら、研究活動結果を本報告にまとめた。 

 

3.2  活動スケジュール 

■アーキテクチャマネジメント委員会 

第１回  平成１６年 ５月１９日 

第２回  平成１６年 ６月 ２日 

第３回  平成１６年 ７月 ２日 

第４回  平成１６年 ８月２３日 

第５回  平成１６年 ９月１３日 

第６回  平成１６年１０月 ７日 
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第７回  平成１７年 １月１１日 

第８回  平成１７年 ２月２３日 

第９回  平成１７年 ３月１０日
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第1章  P2M アーキテクチャマネジメント 
 

シドニー工科大学 小原 重信 

 

はじめに 

アーキテクチャという言葉は、建築様式設計から情報システム設計にまで浸透し定着し

た。その後、ビジネス系にネットワーク時代のオープンアーキテクチャ論や製品競争力を

表現し、アーキテクチャを機構進化の説明ツールにまで拡張されている。1998 年に P2M

がプログラムマネジメントの中核にアーキテクチャをマネジメントの視点で、プロジェク

トマネジメントの世界では奇異な目をもって受け止められた。アーキテクチャの本質は、

発想は豊かだが実現度に説得力が未熟なシナリオに現実的な機構を与える問題解決の大設

計であり、そのマネジメントである。ここでマネジメントとは、この価値創造を標準化し

て多数の専門家育成のために、できるだけ形式知として体系化することである。事例を収

集し、議論し、文献分析に加えて、英知を結集して、ここにシナリオを実践的に展開する

発想と手法の集大成としてアーキテクチャマネジメントの標準化モジュールを完成させて

いる。 

 

1.1 プログラムマネジメント 

 

1.1.1 プロファイリングからアーキテクチャマネジメントまでの位置づけ 

ある電子部品会社は、業界トップを切ってつぎつぎにオンリーワンタイプのヒット部品

を市場に出している。競争各社はこの開発スピードに追随できないので、売り手市場の競

争力を創りだしている。この会社は「世の中の動きを先読みして、誰よりも早くオンリー

ワン部品を出す」企業方針を打ち出し、新商品開発のテーマを使命として提示して、プロ

グラムマネジメントとして実行している。P2M プログラムマネジメントは、使命を成果に

実現する仕組みづくりのために図表 1-1 に示すように６つの統合マネジメントを提示して

いる。 

 

① プロファイリングマネジメント 

全体使命は、「あいまいな表現である」から、豊かな発想に含まれる内在価値を明確に

読み解き、シナリオに展開する必要がある。プロファイリングは、将来の不確実性に対し

て現実化への前提を明らかにしつつ、誰をパートナーとするか、どのようなコンテキスト
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とコンテンツを盛り込むか、そしてシナリオに記述するかのプロセスを標準化している。 

 

② プログラム戦略マネジメント 

つぎにプログラム戦略マネジメントである。戦略とは強みを活かし、チャンスをつかみ、

期待を確実に実現することである。現場中心のバラバラな発想から経営に意味のある戦略

レベルで複数プロジェクトの意味、時期、順位を全社的水準に浸透させ、重要性、リター

ン、リスクの綜合視点で全体最適化を図ることが説明されている。 

 

③ アーキテクチャマネジメント 

アーキテクチャマネジメントは、プロジェクトをスキーム、システム、サービスのビジ

ネスプロジェクトに展開し、同期、逐次的結合の類型を解説している。平たく言えば、「企

画づくり」、「システムづくり」、「利用づくり」の３種のプロジェクトを認識し、相乗

効果のある多様で創造的なビジネスモデル創成である。本文はこのアーキテクチャマネジ

メントの詳細を取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-1 プログラム統合マネジメント 

@ 小原重信 (有)プロジェクトリサーチ 

プロファイリングマネジメント
使命を創り、展開しシナリオに記述する

プログラム戦略マネジメント
目的、手段の関係から優先順位を決める

アーキテクチャマネジメント
シナリオからプロジェクトモデルに大設計する

プラットフォームマネジメント
コミュニケーションの場を創り運営する

プログラムライフサイクルマネジメント
外部変化に適応して方針変更する

価値指標マネジメント
バランススコアカードなどで評価する
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1.1.2 アーキテクチャマネジメント以降のマネジメント 

アーキテクチャマネジメントは戦略シナリオを実践的なプロジェクトモデルに展開する

ことであるが、次の３つのマネジメントは主に実行に関するマネジメントである。 

 

① プラットフォームマネジメント 

プロジェクトの成功や失敗は、人的資源の結集と交流が決めてである。プラットフォー

ムマネジメントは、プロジェクトの特異性に注目しながら、グローバルな人材が異文化を

越えて、情報ネットワークを利用して協調する仕事の場の設定管理である。電子政府、民

間企業における電子取引が拡大するなかで、物理的なワークプロセスばかりでなく、デジ

タルワークプロセスとそのリエンジニアリング視点も重要な視点である。 

 

② プログラムライフサイクルマネジメント 

研究開発における技術の実用化、ベンチャーによる技術インキュベーションには、7 倍の

価値格差が見られる。研究開発とベンチャーのプロジェクト複合は、改革への１つの方向

性を示している。これまでプロジェクトの最適結合とする考え方が無かったために、アジ

ア金融バブルには、需要予測の読み違えで巨大な発電所、エチレン工場を建設し、海外事

業で多大な損失を蒙っている。今後は複数プロジェクトによる組変えで状況変化による価

値変化への対応する必要があり、リアルオプション技術も導入する。 

 

③ 価値指標マネジメント 

P2M は、事前、中間、事後などに定性、定量の価値評価システムを導入してプログラム

の価値を最大化する。P2M は戦略やビジョンとプログラムを具体的な指標で連結したバラ

ンス・スコアカードを導入して、プロジェクト価値の可視化を志向する。シングルプロジ

ェクトマネジメントでは、タイム、コスト、品質を評価してきたが、現実にはプロセス、

キャッシュフロー、スピード、人材育成、環境など多次元的評価が必要である。 

 

1.1.3 プロファイリングマネジメントの洞察力と使命 

プロファイリングマネジメント優れた使命を形成するためには、全体を読む発散的思考

と、独創的なニッチに切り込む事業収束的思考の２つがバランスせねばならない。これを

空間的な世界と能力で示したのが図表 1-2 である。この世界は時間と構造の２つの軸で描か

れており、この全体を観るためには、少なくとも俯瞰力、先見力、分析力の上部世界を読

み込まねばならない。しかし、独創的ニッチに使命を記述するには視野、視点、視角まで
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絞り込む「知覚」が必要である。 

 

1.1.4 マインドトリガー 

この収束に関る知覚力は収束に必要な人間のマインドの部分で、①問題意識、②好奇心、

③執念であり、特に重要なのは現在のありのままの姿と将来のあるべき姿を比較して使命

に落とし込む対比的な見方と課題設定と解決への方向付けである。発散思考から収束思考

に転換する時点で、さらに創造力と推察力の２つの基本能力が必要である。発散思考には

創発力（emergency）が含まれているが、さらに焦点を絞り具体化への創造力(creativity)

が落とし所を決定する。もう１つの収束思考には推察力（inference)が作用し、使命に含ま

れる前提や価値を事前評価する能力である。使命を決定するには、知覚空間の位置決めが

必要である。それが知覚の視座（view)であり次の３つの視座決定要素がある。  

                                                

  ①視点（Altitude)   自己の全体の高さと使命決定の位置を決める 

  ②視界（Angle)    横断性の観点をいくつか決める 

  ③視野（Area)     領域、範囲、時間を決める 

視座により使命形成が決定する。このように使命形成には人間の本質的な能力が関与し、

「複雑事象の本質を把握し、不確実性問題に挑戦する場合には、使命アプローチが有効で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-2 洞察力、洞察世界と使命の位置づけ 

@ 小原重信 (有)プロジェクトリサーチ 

俯瞰力

先見力分析力

論理力

時間軸

構造軸

将来過去

広く高く

狭く深く

高い視点

視野

視界

使命
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1.1.5 シナリオと種類 

P2M で記述する使命シナリオは、読み取りのシナリオを強調しているが、使命実行の環

境と適応に配慮し、事業計画の策定の前提となる３種のシナリオを合成することを意図し

ている。 

 

① 使命「基本シナリオ」 

使命表明書（mission statement)は簡潔なメッセージである。この使命表明書をコンテキ

ストと関係性の側面から分析して、事業実現に向けて明確な事業計画が立案可能なシナリ

オに仕上げる作業記述を使命展開と呼び、使命の本質価値が最大限に読み取られた記述を

「基本シナリオ」と呼ぶ。 

 

② 使命実行「環境のシナリオ」 

使命読取りシナリオは、外部環境変化を考慮に入れていない第一段階のシナリオである。

使命実行の期間や環境変化を設定して、使命実行における価値への影響度を記述する。 

 

③ 使命実行の「適応シナリオ」 

使命価値は環境により影響を受けるから、重要変化では基本シナリオの価値を維持しな

がら、複数の適応シナリオの準備が必要である。基本シナリオ、楽観シナリオ、悲観シナ

リオは使命価値の維持確保のために最小限必要である。 

 

1.1.6 シナリオ記述法 

シナリオには環境シナリオと環境に適応した意思シナリオがある。環境シナリオは、外

部の環境変化に関するものであり、意思シナリオであり使命記述では両者が合成される。

使命は「あいまい」で手のつけにくい悪構造問題であり、発散法による全体像を環境ドラ

イバーによって探索することから始める必要がある、次に対比法により時間と範囲を設定

してシナリオ対比ドライバーを設定して問題を収束させる。そして、シナリオ記述の段階

では、制約に絞り込みその解除と全体秩序に向けることが必要である。その展開と方法に

ついて、３つのシナリオドライバー、①環境ドライバー（SIMPLEST) 、②シナリオ対比

ドライバー(COMPARE)、③シナリオ課題ドライバー(SCENARIO)がある。これらのドラ

イバーを順番に利用して主要項目を押さえシナリオを記述するシステムは小原によって考

案された。 
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① 環境ドライバー法 

シナリオ計画で大切なことは、予測精度と不確実性への対応の準備によるリスク排除で

ある。この２つ目的に対応するために、環境ドライバーの考え方を導入し不確実性を発生

させる基本要因を領域で分類し環境ドライバーと呼ぶ。環境ドライバーは政治、社会、経

済、産業、技術、生態系、市場などがその主要な項目で、SIMPLEST (Society , Industry, 

Market, Politics, Law, Economy、Ecology, Technology)の項目に最小限注目する必要があ

る。 

 

② シナリオ対比ドライバー法 

環境ドライバーで全体を読み込み、「ありのままの姿」から「あるべき姿」への時間と

範囲を設定して対比（Compare)するステップに入りシナリオドライバーを発見する。その

場合に方向性(Objecting)ドライバーは、コンテキストと関係性項目はシナリオへの影響度

と発生確率が高いので留意が必要である。新しい情報や記憶の棚卸し（Mobilize)はシナリ

オの精度や品質を決定する。ここで解決すべき課題（Problem）を明確にしてドライバー認

識を明確にして、解決への手掛かり教示や期待も重要なポイントになる。「あいまいでは

あるが重要な使命」は悪構造であり、良構造に向けて対比法により多数課題や制約の分析

（Analyze)、研究（Research)、評価（Evaluate)まで半構造化する役割がシナリオ対比ド

ライバー法で、その主要項目は COMPARE（Compare, Objecting, Mobilize, Problem, 

Analyze, Research, Evaluate)でカバーし検討チェックが必要である。 

 

③ シナリオ課題ドライバー法 

制約解決はすべてを１回では打破できない。制約も相互関係があるので、依存度、緊急

度の最も高い制約から優先順位をつけていく。中核的な制約や対立に問題解決の糸口が発

見できると他の制約を連鎖的に解ける可能性がある。シナリオは組織的に説得力、伝達力

を高めるために物語性（Story)を重視し期待動機を高めるが、その実現性は制約条件

（Constraint)と実行過程での発生事象（Event)の抑え方に関る。そこでその相互関係はス

トーリーに一覧性を提供することが極めて大切でネットワーク図（Network)が有効である。

このネットワーク図を利用して、システムダイナミクスの方法でシミュレーションも可能

である。また仮設と結果（Assumption &Renewal)をある程度の予測で示し意思決定へのポ

ジショニングを提供するためにデシジョンツリー図も効果がある。ストーリー展開の前に

時点と時間の幅をある程度絞り込めば、KJ 法やブレーンストーミング法などを用いて想像

力（Imaging)、記憶、情報を全て動員して、問題、課題、問題解決、その目的（Objectives)
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の一連のシナリオ記述の基本を完成することができる。その主要目は Scenario (Story, 

Constraint, Event, Network, Assumption, Renewal, Imaging, Objectives)で銘記すると便

利である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-3  ３種の環境ドライバーとシナリオ構造 

@ 小原重信 (有)プロジェクトリサーチ 

 

1.2 アーキテクチャとは何か 

 

1.2.1 Architecture の語源 

Archi はラテン語で original, primitive で原型を意味する。Tekton は builder の意味で

techth は weave や fabricate の意味である。例えば、英語の Archetype はギリシャ語の

Architypum に由来し、プラトンやスコラ哲学では神が被創造物の形態を決定するときの神

の心の中の観念であり、現象外の世界で事物自体を指す。心理学では人類に普遍的な象徴

を帯びた原始的な心の像の意味であるが、文学では神話や伝承により民衆の意識で共通に

存在する原型である。16 世紀にラテン語の Architectura に語源を持つ Architecture は建

築術、建築設計学や建築業、建築様式、建築法、建築風、建築の構造、構成にまで拡張さ

れた意味を持つようになった。 

 

 

問題意識

使命知覚 シナリオ原型

問題解決案

悪構造問題 半構造問題 良構造問題

対比環境認知 制約の解除と秩序

①環境ドライバー

SIMPLEST

②対比ドライバー

COMPARE

③課題ドライバー

SCENARIO

危機
発見・発生



 18

1.2.2 建築設計 

建築設計界で著名な宮元健次氏は、アーキテクチャは機能別に分類するよりも形態的に

分類して、難しい数式などを使わずに「見せる」「分ける」「装う」「囲う」などのキー

ワードで解説し東西の代表的なアーキテクチャを「見る建築デザイン」で紹介することに

成功している。例えば、「見せる」の分類では①構造を見せる、②設備を見せる、③人の

動線を見せる、④空気の流れを見せるという分類で説明している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-4 建築アーキテクチャ 

構造を見せることでイスラムのアーチ曲線は、美に対する感動、神に対する敬虔が呼び

起こされる。それは人間が自然から生まれ存在する原型がアーキテクチャに組み込まれて

いるからである。日本の縄の両端を平行につまむと重力で縄の中心はだらりと曲線を描く。

これが自然が描くカテナリー曲線でイスラムや古代ローマのドーム、欧州のゴシック様式

で使われ、貝殻に見られるシェルの表面に描く断層曲線が造形化されている。東大寺の大

仏殿のアーキテクチャは、中国から伝来した禅宗様式の単一部材を組み合わせたトラス構

造であり、木材で大仏を収納する巨大空間を構築し、禅宗信者の伝統的文化を表現してい

る。 

 

1.2.3 システム工学の特徴 

アーキテクチャは建築システムにおけるあいまいで創造的な概念設計である。建築では

アーキテクチャと実施設計のデザイニングとは区別して、人間系、人工物系、利用系、芸

宮元健次著「見る建築デザイン」 株式会社学芸出版社pp9－10より
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術系、環境系を総合した調和価値設計を意図している。その意味では大規模な機械・装置

はシステムエンジニアリングというシステムの複合的機能設計の意味が濃厚である。しか

し、工学分野ではアーキテクチャとは言わない。大阪大学の赤木新介教授は、建築と同じ

人工物システムに対する解釈でも、システムを実現する要素技術の結集的側面からの視点

である。「システム工学は、従来の体系化された学問とはかなり異質である。極端な表現

をすれば、システム創造の心得を組織化したものである」と表現している。その理由とし

て、システム工学に理論や特有の技法もあるが、それのみでシステムの創造ができず、経

験や常識により克服される。システム技術には３つの特色がある。 

 

①目的指向 

目的を最優先に決定し明確にするが、その決定はキーパーソンが存在し技術者でないこ 

  とが多い。 

②実現手段 

実現のために裏づけとして技術手段が必要である。 

③大規模・複雑システム 

大規模で複雑なシステムとなる場合にはシステム工学手法しか存在しない。   

 

図表 1-5 は、アンモニア肥料工場の反応装置の中心部で、加熱、反応、搬送などの反応

プロセスの生産効率、安全性、信頼性に設計視点を置き、機能中心のアーキテクチャであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-5 アンモニアプラントの部分図 

東洋エンジニアリングのパンフレットより 
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1.2.4 IT アーキテクチャ 

アムダール（Amdahl G.M)は、アーキテクチャの定義を「プログラマーから見たシステ

ム属性で、データの流れ、制御の構造、論理設計、物理的実現方法とは別の概念上の構造

および機能上のふるまいを規定する技術である」と定義している。またＩＴ統合の権威者

ネル（NellJ.G.）は、全社レベルのアーキテクチャについて、  

The architecture, among other things, defines the nature of the framework 

the limiting structure and its supporting members of the instance of the thing  

being built. A thing that enterprise analysts, designers, operators and  

maintainers need is a reference architecture that they understand to the  

extent that one enterprise can find a way to use another architecture, for  

whatever reason. (J.G. Nell Modeling and Methodologies for Enterprise  

Integration 59page) と解説しているが、その本質は企業の構造や支援と機能にからめた人

間の経営行動に関する類似表現―つまりリファレンスモデルであると説明している。 

 

情報技術分野ではアーキテクチャという用語が普遍的に使用されている。情報システム

としての歴史は浅いが、データ高速処理による自動制御や業務プロセス革新による生産性

向上、コミュニケーション手段の協働によるビジネススタイルの多様化、ネットワーク化

によるサービスビジネスの成長などが進展し社会、産業、経営、個人にまでユビキタス社

会の影響をもたらした。多次元的価値の調和設計を意図するアーキテクチャはまさに情報

ネットワークシステムの新社会、新産業で最も必要な概念である。しかし、個別技術の技

術革新は日進月歩という特殊環境にあるばかりでなく、ユーザーとの要求定義の段階でミ

スマッチが多発し、アーキテクチャの進化が望まれている。 
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図表 1-6  ＩＴアーキテクチャ 

ＮＥＣソリューションのホームページ解説記事より 

 

1.2.5 ビジネス・アーキテクチャ 

ミラーとモリスは、アーキテクチャは、複雑性を確認するパターンモデルであり、シス

テムの時間的進化やそのパターンにおける支配的ルールを確認する記述法と解釈してい

る 。そして、類似用語としてアーキテクチャは system,や meta-system, overview, top level 

view, pattern language, high level strategy, pattern language などの意味要素を指摘して

いる。具体的には、ビジネスアーキテクチャが、戦略と組織能力の結合から生成される競

争優位の源泉を産み出す事例で検証している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-7 モリス・ミラーの競争優位アーキテクチャ 

Product
Development

Architecture &
Capability

Development

Strategy
Development

Fourth Generation R&D-Managing Knowledge, Technology, and 
Innovation Willaim L. Miller and Langdon Morris pp30-31John Wiley & 
Sons 1998
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ゼロックスは、新規事業の市場化で製品とプロセスの複合プロジェクトで取り組み見事

に失敗した。しかし、ヒューレット・パッカードとＩＢＭは、戦略と組織能力を上位段階

で結合したアーキテクチャを開発し成功させているという事例である。ここでアーキテク

チャとは戦略と組織能力の整合設計法という概念を提案している。 

 

Architecture is a systems term that suggests the overall framework  

which contains specific and internally consistent syntax composed of  

specific combinations of terms and concepts. Architecture is a model 

that enables us to organize and manage complexity by identifying  

patterns, and more importantly, patterns of patterns. It is capable of  

describing the evolution of a system over time, and also contains  

rules for designing new extensions to existing language. The use of 

architecture to represent this systems view of “evolving patterns of  

patterns” has been adopted in many fields.(Fourth Generation R&D- 

Managing Knowledge, Technology, and Innovation Willaim L. Miller  

(Intel)and Langdon Morris(KM Lab) pp30-31John Wiley & Sons  

1998) 

 

1.2.6 エンタープライズ・アーキテクチャ 

EA(Enterprise Architecture）は米国の Zackman が提唱したアーキテクチャの体系であ

る。経済産業省は、このアイディアを採用して「電子政府の構築にかかわる関係者がその

政策・業務ごとに必ず共有しなければならない知識を参照しやすく整理したもの」と定義

している。また、知識共有を促進するためには「制度化、参照知識の整備、Web 化、研修、

コーチング」が必要としている。EA では、情報システムを 4 つのパターンに分類し、混乱

なく構築、運用する意図がある。4 分類のうち、最も企業戦略に近いのが組織を超えた共通

の業務内容を明確にする「政策・業務体系」（Business Architecture）のパターン。ほか

に、それぞれの仕事と情報に関するモデルをパターン化した「データ体系」（Data 

Architecture）、業務と技術の成熟度を示した「適用処理体系」（Application Architecture）

のパターン、システムで選択できる技術を明確にするパターンの「技術体系」（Technology 

Architecture）がある。 
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図表 1-8  日本版ＥＡ 

 

 

1.2.7 アーキテクチャの分類 

これまで建築、エンジニアリング、情報システム、企業モデルとアーキテクチャの定義

や意図すする内容を見てきた。この定義から共通項を取り出して新しいプログラムとして

解釈を下した P2M ガイドは、「プログラムアーキテクチャとはプログラムのプロファイリ

ングとシナリオの基本要求に基づき、それを具現化するために全体構造、全体機能、基本

的な操作性などをグランドデザインすることである」と解説している。そして、プログラ

ム全体の５つの基本要求、ライフサイクル、全体構造、全体機能、全体操作と５つのデザ

イン要素を説明し、基本要求の定義、基本要件、目標、方策、方針、特徴、構成部分、構

造機能の表現様式であり、全体使命が高度に反映されたモデル、文書、図面などの媒体が

要求される成果物であると解釈している。このような共通解釈でアーキテクチャを分類す

ると次のように図示できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Architecture

Data Architecture

Application Architecture

Technology Architecture



 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-9 プログラムアーキテクチャ 

@ 小原重信 (有)プロジェクトリサーチ 

 

 

1.2.8 まとめ アーキテクチャの現代的意味と P2M の解釈 

 

① アーキテクチャの現代的意味 

哲学、文学発想から建築構造物に展開されたアーキテクチャは、委託者の理念を反映し

芸術的美観、権威などの価値創造設計へと展開された。しかし、現代産業の効率化による

利益追求への姿勢傾斜によって、景観破壊、環境不調和、地域摩擦など社会性、人間性、

芸術性などの多元価値を包括する全体調和の意味がアーキテクチャの原点回帰が求められ

ている。アーキテクチャという総合的で全体的設計を安定的に確実に実行するためには、

最小限度の前作業として顧客やスポンサーの理念と使命が表明される必要がある。その意

味でプロファイリングマネジメントによるシナリオ記述と目的目標の設定優先順位、資源

の制約についてもアーキテクチャマネジメントを開始する前提になる。 

 

② アーキテクチャとは何か？ 

アーキテクチャとは価値と調和を目指す使命に設計者の理念を投影した「大設計」を意

味し、思想、価値、体系、全体を把握し組織的に伝達する設計領域である。つまり、それ

は一般的な設計に比べて複雑な全体像を設計を実施する場合の基本指針と基礎なる役割を

果たす上位設計である。P2M のアーキテクチャの基本的意図は、全体（OVERALL）を象

プログラム

アーキテクチャ

エンジニアリング
アーキテクチャ

コーポレート
アーキテクチャ

ソーシャル
アーキテクチャ

建築アーキテクチャ

情報アーキテクチャ

経営情報アーキテクチャ

ビジネスアーキテクチャ

組織アーキテクチャ

生産アーキテクチャ

クラスターアーキテクチャ

自治体アーキテクチャ

コミュニティアーキテクチャ
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徴して頭文字で次の７項目にその「あるべき内容」をまとめている。つまり、P2M は Overall 

Architecture を提示している。 

 

ＯＶＥＲＡＬＬ標準 

a, アーキテクチャは、全体美、全体調和、全体最適の「大設計」（overall design)である 

b, アーキテクチャは、戦略シナリオを実践展開する「価値設計」（value design)である 

c, アーキテクチャは、多様な価値を全体調和させた「折衷設計」（eclectic design)である 

d, アーキテクチャは、イノベーション発想を実現する「変革設計」(radical design)である 

f, アーキテクチャは、ステークホルダー満足の「受容設計」（accountable design）である 

g, アーキテクチャは、複数プロジェクト相乗効果をだす「論理設計」(logical design)であ 

   る 

h, アーキテクチャは、象徴的に社会、産業、企業で光る「魅力設計」（lucent design)であ 

   る 

 

 

1.3 アーキテクチャマネジメント 

 

1.3.1 アーキテクチャマネジメントの定義と解釈 

 

1. 定義と解釈 

アーキテクチャマネジメントは、ライフサイクルの視点に立ってシナリオを複数の有機

的なプロジェクトモデルに展開して、固有の創意工夫を加えて「最適な価値創造の仕組み

づくり設計」を具現化する知識管理体系である。アーキテクチャマネジメントは、システ

ムやモデル発想の上位に立つ仕組み構築の発想、目的、手法のマネジメントとして利用範

囲と知識進化がなされている。アーキテクチャマネジメントは、プログラムマネジメント

の中心的発想技法として知識標準化が期待される。 

 

2. アーキテクチャマネジメント主要な目的 

プログラムマネジャーが、アーキテクチャマネジメントで為す主要な内容はつぎのとお

りである。この目的を Symbolic に表現すると ARCHITECT（Advancing architecture, 

Reducing uncertainty, Changing value chain, - Harmonizing investment, Totalizing 

solution systems, Evaluating relationship Considering human factor, Time conscious 
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Network )になる。この８項目をアーキテクチャの標準化（文書化、事例研究、データ化、

技法）としてマネジメントするのがアーキテクチャマネジメントである。 この考え方は、

内外で初めて標準化のために本書で報告するものである。この目的分類と今後の解説には

多くの議論が予想される。それは実践的な指針としては皆無だからである。 

 

3.1 アーキテクチャの先進性創作    競争優位の先進性を新旧対比で確認する 

3.2 アーキテクチャの不確実性低減  仮説・方針を確認し実現性と受容性を高める 

3.3 アーキテクチャの価値連鎖設計 プロジェクトモデルで価値連鎖にデザインする 

3.4 アーキテクチャの投資回収向上  投資家視点で資金の出入り経済性を検討する 

3.5 アーキテクチャのソリューション化 多重システムの最適化を実現する 

3.6 アーキテクチャの関係性最適化  Value for Money 構築のための関係性を決定する 

3.7 アーキテクチャの人間の柔軟性  変化意識と人間の対応柔軟性を導入する 

3.8 アーキテクチャのネットワーク化 IT ビジネスモデル設計について意識する 

 

 

1.4 アーキテクチャマネジメントの技法 

 

1.4.1 共通解釈 

アーキテクチャの技法は、建築や IT 領域の技術手法を中心に開発されてきた。しかし、

最近になって、自治体、地域、産業、企業、ビジネスへとアーキテクチャマネジメントが

拡充され、システムやシステム工学、情報工学、経営工学、認知心理学、創造工学と融合

して経営学、組織論、戦略論などから開発されたバリューチェーン、ネットワーク技法、

組織論、システムダイナミクスなどが次第に技法に適用拡充されている。 Ｐ２Ｍの場合に

は、アーキテクチャマネジメントは、使命からシナリオ記述へさらに戦略要素を考慮した

あと使命意図を達成のためのプロジェクトモデルへ展開する大設計、価値設計、調和設計

の目的がある。学際領域でアーキテクチャの位置づけを整理するために、共通解釈のため

に、全体フレームワークを階層としてシナリオからアーキテクチャ、モデル（サブアーキ

テクチャ）、モジュール、コンポネンツにした解釈を図示する。 
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図表 1-10  アーキテクチャ構成要素階層図 

 

1.4.2 アーキテクチャマネジメントの前提理解  階層分断の難しさ 

図表 1-10 を使って製品のイノベーションシナリオのアーキテクチャ展開は、プロジェク

トのＷＢＳのように実は容易でも簡単でも無い。その理由は、アーキテクチャの「悪構造

性」にある。したがって、プロファイリングマネジメントの段階で「かなりの部分が構造

化されている」、換言すれば目的、目標、手段、技術仕様がはっきり記述していなければ、

アーキテクチャは書くことができないのである。参考モデルとして P2M ではスキーム、シ

ステム、サービスに分割しているが、プロジェクトモデルは３種とは限定されない。東京

大学の児玉文雄教授等が製品の機構的進化を分析する手法として説明する場合に複雑な製

品システムの分断こそが進化であり、組織はそれを学習して進化するという「分断の学習」

によるアーキテクチャ論を「製品アーキテクチャの進化論」（白桃書房）のなかで展開し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

アーキテクチャ

モデル
（サブアーキテクチャ）

モジュール

コンポネンツ

シナリオ
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図表 1-11  ５Ｗ１Ｈによる階層化事例 

 

1.4.3 多重アーキテクチャ思考としてのアーキテクチャ 

アーキテクチャは、全体として構造、機能、挙動あるいは操作の視点で理解することが

重要である。この基本はシステム思考に類似しているが、P2M では技術システムと経営シ

ステム、社会システム、人間システムが相互作用する多重システムとして理解することが

重要である。東京大学の藤本隆弘教授、一橋大学の武石章助教授、青島矢一助教授などの

経営研究グループは、「ビジネスプロセスは内部にさまざまな活動要素を内包している１

つのシステムと考えることができる。このシステムの性質は、活動要素間のパターンと規

定されこれをビジネスアーキテクチャと呼ぶ」と定義している。 

「例えば、生産と設計との間はルールによって規定されるが、設計とマーケティングは

密接な相互作用が必要に成るかも知れない」（藤本隆弘、武石章、青島矢一「ビジネスア

ーキテクチャ」有斐閣 32 ページから引用）と説明し、ルール、相互依存、相互作用による

動的側面を強調する。ビジネスアーキテクチャは、市場ニーズに対応する製品、生産、販

売のシステムアーキテクチャから構成されるビジネスプロセスと技術シーズを提供する組

織のアーキテクチャによって構成されている。この多重アーキテクチャがビジネスモデル

を形成するように描かれている。 

 

プログラムマネジメントのアーキテクチャは、プロジェクトモデルベースで策定された

１つのアーキテクチャであり、アーキテクチャは、多重システムと理解する。したがって、

製品開発事業のプログラムは、製品、工程、販売という３つのプロジェクトの相互関係を

調和し、最適化することがアーキテクチャであるとしている観点で異なっている。つまり、

イノベーション

マインド プロセス プロダクト

販売 生産 流通

Manager Manager ManagerManager

X Y VZ

Why レベル

What レベル

Where レベル

Who レベル
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アーキテクチャはシステムの上位概念である。これはプログラムが１つの使命にもとづき、

１つの最適なアーキテクチャに絞る望ましさを表現している。製品を事業化する視点であ

れば、事業化がアーキテクチャであり、製品、工程、販売はサブアーキテクチャであるが、

それをアーキテクチャと呼ばずにプロジェクトモデルと称しているのであって、思想的に

は一致している。確かにアーキテクチャは、システムより上位の概念である。それはシス

テムの複雑性よりもシステムの多重性や相互作用、多次元的調和、時間進化を考察する大

規模システム、全体調和、全体価値の表現法として理解することに利用されているが、こ

こではモデルを統合した概念としておくことにする。 

 

1.4.4 アーキテクチャの標準化フレームワーク 

アーキテクチャマネジメントの基盤は、価値設計力、調和設計力、解決設計力の３つか

ら構成される。この３つの設計力は、基本的にシナリオを基礎にゼロから構築するのでナ

レッジを基盤としており、まさに野中郁次郎教授の形式知と暗黙知のナレッジダイナミク

スの働きを基礎にしている。しかし、社会化、表出化、結合化、内部化のスバイラルでは

説明できない。ARCHITECT（Advancing architecture, Reducing uncertainty, Changing 

value chain, - Harmonizing investment, Totalizing solution systems, Evaluating 

relationship Considering human factor, Time conscious Network )フレームワークが、今

後のアーキテクチャマネジメントの１つの標準化ツールとなる。このシンボリックな表現

がアーキテクチャマネジメントの本質を示している。標準化とは文書化、事例研究、デー

タ化、技法を包括して今後のアーキテクチャマネジメント発展の基礎とする。 
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図表 1-12  標準化フレームワーク 

@ 小原重信 (有)プロジェクトリサーチ 

 

1.4.5 アーキテクチャマネジメントの技法 

アーキテクチャマネジメントに適用可能な技法は多様である。この周辺知識と技法の分

類法については、システム工学系のプロセス・モデリングや情報系のモデリングの文献に

個別掲載されている。また、ビジネス系のモデルについては経営学系の経営戦略論、経営

管理論、あるいは実践経営などのベストプラクティスとして記述モデルとして分散掲載さ

れている。最近ではＩＴシステムのまさにシステム技法もあるが、本論のアーキテクチャ

マネジメントは、設計ではなく大設計であるから詳細技法について寄与できるものは小数

である。洞察力はプロファイリングマネジメントばかりでなくアーキテクチャマネジメン

トに不可欠な能力であり、４つの能力と時間軸と構造軸によって、知識と技法を分類する

ことにした。この分類基準では、未来志向型、経験思考型が上部空間に表示でき、下部空

間に帰納・演繹型、仮説・検証型の４種類に大別できる。この図表の中心は、モデルやシ

ステムの知識・技法の概念であることに変わりはない。 

 

 

アーキテクチャの標準化

１、先進性
モジュール

シナリオを解読し
て先進的な競争
優位を確認し反
映する

２、不確実性削減
モジュール

仮説と解決方針
を検証して受容
性、実現性を向
上する

３、価値連鎖
モジュール

プロジェクトモ
デルに分解統
合し価値連鎖
を設計する

キャッシュフロ
ーとプロフィッ
トの構図を明
示する

４、投資回収
モジュール

５、ソリューション
モジュール

６、組織関係性
モジュール

ソリューションが
多重システムの
価値最適化を
実現する

ＶｆＭ接近によ
る価値向上の
組織編制の関
係性を入れる

８、情報媒介性
モジュール

ＩＴネットワーク
による情報媒
介機能設計を
入れる

７、人間柔軟性
モジュール

全体システム
に５Ｓとムダト
リ改革の仕掛
けを入れる
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図表 1-13  標準化フレームワーク 

@ 小原重信 (有)プロジェクトリサーチ 

 

おわりに 

 

1. アーキテクチャとは何か？ 

これまでアーキテクチャの概念、進化、普及について解説してきたが、分類すると、技

術系のアーキテクチャ、企業ビジネス系のアーキテクチャ、社会系のアーキテクチャに便

宜的に分類することができる。このようなアーキテクチャは個別に独立して利用される場

合も多いが、企業ビジネス系、社会系のアーキテクチャでは複合されて問題解決のために

使われる。一般の産業界で、アーキテクチャの発想が生み出され利用されたのはごく最近

である。「何のためにシステムを創るのか？」という Why を重視して、What を設計する

には、要求定義を全体理解できる広い知識、知見それに感性、それにマネジメントが必要

である。建築から発祥したアーキテクチャ概念は、全体像の創造的感性に落とし込んで構

造化することであるが、この発想法が現代社会や経営のイノベーションに必要になってき

た。 

 

俯瞰力

先見力分析力

論理力

時間軸

構造軸

経営戦略論

ビジネスプロセスモデル

システム工学 システムダイナミクス技法

価値連鎖論

演繹法・帰納型

モデル思考

システム思考

ポートフォリオモデル

問題解決技法 （BJ、KJ、KT法）

データサイエンス

ビジネスモデリング

Gaming & Simuation

経験思考型

ベストプラクティス

品質信頼性工学

仮説検証型

未来志向型

ベンチマーキング

ソフトシステムズ・アプローチ

制約理論

情報システム工学

経営情報学
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2. アーキテクチャ・マネジメント 

複雑な全体像は洞察力により感覚的にイメージされ、使命に収束されてシナリオに記述

される。シナリオを読み込んで、「形にする」建築家のイメージがアーキテクチャである。

建築家は、建築の目的を理解して、建築物の外観と環境の調和、内部空間と機能の調和、

発注者と利用者の要求感覚を十分に理解して、「形のないもの」に「形を創る」役割を担

い、職業人としてもアーキテクトとして社会的に認知されてきた。たとえ同じシナリオを

提示しても建築物の造形は、建築家の全体理解力と創造力によって全て異なる形態や出来

映えになる。この全体像理解力と創造力こそが、アーキテクトが介在する価値である。部

分機能中心的なデザイナーに、アーキテクトの感覚も能力も期待できない。デザイナーと

アーキテクトは、建築業界では区別され認知されてきた。しかし、建築家は機能技術だけ

を研究しているわけではなく、全体像の意味、建築物が産み出す価値、環境との調和、美

を重視したものではない。したがって専門技術中心の機能主義者ではなく、アーキテクト

は、全体的創造的戦略的な枠組み、仕組みのデザイナーとマネジメントができる人材を指

している。公共工事における損失や IT システムの多くの失敗は、アーキテクト人材の不在

と指摘されている。 
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第2章  研究開発型ベンチャー企業のアーキテクチャマネジメント 
 

浜松ホトニクス株式会社  江浦 茂 

 

2.1 狙い 

本章の狙いは、平成１５年度Ｐ２Ｍコラボレーションプラットフォームの構築報告書ア

ーキテクチャマネジメント委員会報告、第６章 ｢アーキテクチャダイナミクスと P2M｣の

中で行った、学習過程としてのアーキテクチャダイナミクスおよび本格研究によるイノベ

ーションと（プログラム）アーキテクチャマネジメントに関する考察結果に、ベンチャー

経営論、マーケティング論、技術経営論における研究成果等を用い研究開発型ベンチャー

企業にとってアーキテクチャ実践力の意味について考察する。 

次に、研究開発型ベンチャー企業の成長に有効な（プログラム）アーキテクチャマネジ

メントの適用方法について浜松ホトニクス株式会社が行った“ストリークカメラの開発と

そのビジネス化”についてを取り上げ考察する。 

 

2.2 知識のポジション 

｢アーキテクチャダイナミクスとＰ２Ｍ｣で行った考察結果と研究開発型ベンチャー企業

が（プログラム）アーキテクチャマネジメントを適用する上で重要と考えているベンチャ

ー経営論とマーケティング論および技術経営論について解説する。 

最後に研究開発型ベンチャー企業にとってアーキテクチャ実践力の意味について考察す

る。 

 

2.2.1 アーキテクチャダイナミクスと P2M１） 

｢アーキテクチャダイナミクスとＰ２Ｍ｣において、楠木らおよび柴田らの製品アーキテ

クチャダイナミクスに関する研究からアーキテクチャダイナミクスを「やってみることに

よる学習」、「分断による学習」の２つの学習過程の変化として捉え、さらに吉川らの第

１種基礎研究、第２種基礎研究（本格研究）の学習過程について考察し、アーキテクチャ

マネジメントが必要な対象として第２種基礎研究、学習過程からみると「分断による学習」

と捉えることができると結論付けた。以下簡単に説明する。 
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2.2.1.1 アーキテクチャダイナミクスと P2M の考察結果１） 

① アーキテクチャダイナミクスを「分断による学習」、「やってみることによる学習」

という２つの学習過程として捉えることができる。 

② 新産業創出のためのイノベーションプロセスである本格研究とアーキテクチャダイ

ナミクスは「分断による学習」（第２種基礎研究に対応）、「やってみることによ

る学習」（第１種基礎研究に対応）という学習過程の視点でみるとそこに類似性が

みられる。 

③ 産業界が暗黙的に行ってきた本格研究（暗黙知）を明示的に推進（形式化）するに

はＰ２Ｍが有効で、特に第２種基礎研究ではプログラムアーキテクチャマネジメン

トの視点が重要である。 

④ プログラムアーキテクチャマネジメントを「分断による学習」のコンセプトで説明

すると、「プログラムアーキテクチャマネジメントは全体使命を達成するために、

外部環境の変化に対応しながら、プログラムを個々のプロジェクトに分断しその間

にインターフェースを設定するといえる。しかし、うまいプロジェクトへの分断方

法を見出すことは容易ではなく、プログラム全体に関する知識とノウハウの十分な

蓄積が必要とされる。したがって、プロジェクト間の関係性を革新してゆき、うま

い分断方法を見出して行き柔軟に組織の遂行能力を適応させる必要がある。」とな

る。 

 

2.2.1.2 学習過程としてのアーキテクチャダイナミクス 

楠木ら 2)は多くの産業で製品技術のアーキテクチャはきわめてインテグラルな状態から

モジュラーな状態へとシフトし、インテグラルなアーキテクチャへと逆転するサイクルを

経験することを指摘している。さらに、インテグラル・アーキテクチャのもとでは、要素

技術やコンポーネントの相互依存や相互作用についての知識、すなわち統合にかかわる知

識を学習し蓄積することが、競争力の製品開発するために決定的に重要であり、そのよう

な製品開発はインテグラル・イノベーションをもたらし、インテグラル・イノベーション

は相対的に長い時間をかけた実験や試行錯誤や継続的な「やってみることによる学習」を

必要とするとしている。  

また、柴田ら 3)はモジュール化を達成するには、絶えざる学習過程が不可欠であり、それ

はシステム複雑性を削減するタイプの学習過程として概念化されるべきであるという視点

を提示した。この学習過程論の中核になる概念は児玉 3）による「分断による学習」で、「問

題が解けるように分割することはそれほどやさしいことではない」という言葉から発展し
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てきた。このことは、インテグラルから

モジュラーへのアーキテクチャシフト

において「分断による学習」が必要であ

ることを意味している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3 本格研究によるイノベーション：第２種基礎研究４） 

吉川ら４）は本格研究について以下のように述べている。ある 1 つの発見、発明、アイデ

アが出てくると、それに対して

大きな期待が出てくる。これを

「夢の時代」と呼び、その後一

度人気が落ち、忘れられた時代

が過ぎて現実になる。この期間

を「悪夢の時代」と呼ぶ（図 2-2）。

この悪夢時代の時代を超えて夢

の時代と工業化・実現につなぐ

には未知現象を観察、実験、理

論計算により普遍的な理論（法

則、原理、定理など）を発見、

解明、形成するための第 1 種基礎研究と、特定の経済的社会的な必要性（ニーズ）のため

に、すでに確立された複数の理論（法則、原理、定理など）を組み合わせ、観察、実験、

理論計算を繰り返し、その手法と結果に規則性や普遍性のある知見および目的を実現する

具体的道筋を導き出す第２種基礎研究を融合させた本格研究（図 2-3）が必要となる。  

産業界は研究開発を通じて、多様な成果を世の中に送り出してきた。ということはいろ

いろな知識を選択・融合、そしてそれらを統合していく第２種基礎研究をこれまでも無意

図2-1 製品技術アーキテクチャのシフト1） 

 

図2-2 イノベーションのプロセスと研究投資（理想）4) 
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識のうちに行っていたと言える。

「本格研究」の基本コンセプトは、

未来社会像へのシナリオに基づ

いて個々の研究テーマを位置付

ける研究マネジメント（Scenario 

Driven Management）と、研究

者の日常的な知的好奇心に基づ

く 研 究 開 発 活 動 （ Curiosity 

Driven Research）をつなぐこと

にある。 

 

 

 

 

2.2.2 ベンチャー経営論５） 

研究開発型ベンチャー企業は本格研究における第１種基礎研究をシーズとして第２種基

礎研究を実践してきたと言える。ここではアーキテクチャマネジメントの視点を有すると

考えている柳らのベンチャー企業論とその基礎理論であるグレイナーの組織成長論につい

て解説する。  

 

2.2.2.1 グレイナーの組織成長論５） 

グレイナーは企業の成長を①創造性による成長、②指揮による成長、③委譲による成長、

④調整による成長、⑤協働による成長、の５段階に分類し各成長期の間で組織マネジメン

トの危機を乗り越える必要があると論じている。以下に各成長段階とその後の危機につい

て説明する。（図 2-4） 

 

① 第１段階＜創造性による成長と統率の危機＞ 

組織は創立期においては、製品と市場の両方を創り出すことが強調されている。会社の

創立者はマネジメント活動を軽蔑する。しかし、増加した従業員は形式にとらわれないコ

ミュニケーションのみでは管理できない。創立者は“古きよき時代”をなつかしみ、依然

として過去のやり方でやっていこうとする。そのため、悩んでいるリーダー間の対立が激

しくなり、リーダーシップの危機が生じる。ここで、創立者に気に入れられ、同時に組織

図2-3 本格研究の構造4) 
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を強調される有能なビジネスマネー

ジャーを置けるかが、重大な発展上

の選択となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 第２段階＜指揮による成長と自主の危機＞ 

有能なマネージャーを置くことによって、第１段階を生き残った会社は、指揮的リーダ

ーシップのもと成長期に入る。しかしこのシステムは、さらに大規模で複雑多様な組織を

管理するには不適当なものになる。下位のマネージャーの間で、自主に対する要求が強ま

るという危機が起きる。会社がとる解決法は、権限を大きく委譲することであるが慣れて

いないために混乱がおきることがある。 

 

③ 第３段階＜委譲による成長と統制の危機＞ 

次の成長期は分権化組織構造をうまく適用することである。しかし、独立した現場のマ

ネージャーたちは、彼らが部門を牛耳ろうとするため、トップマネジメントが統制力を取

り戻そうとするときに変革が起きるが、集権化には失敗する。発展する会社は、独特の調

整技術で新たな解決方法を見出す。 

 

④ 第４段階＜調整による成長と形式主義の危機＞ 

この進化期は、調整をうまく行うための正式なシステムの導入と、トップによるシステ

ムの運用である。しかし、本社のスタッフと現場のライン間に信頼が欠如し、大きく複雑

になった組織は正式なシステムでは管理できなくなり、次の革命へ進む。 

組
織
の
規
模

大

小

組織の年齢

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階

青年期 成熟期

１：創造性による
　　成長

２：指揮による
　　成長

３：委譲による
　　成長

４：調整による
　　成長

５：協働による
　　成長

１：統率の
　　危機

２：自主の
　　危機

３：統制の
　　危機

４：形式主義の
　　危機

５：新たな
　　危機？

＜進化段階＞

企業成長５段階

＜革命段階＞

図2-4 グレイナーの組織成長論５） 
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⑤ 第５段階＜協働による成長と新たな危機＞ 

最後の段階は、形式偏重主義の危機を乗り越えようとする、強い個人相互間の協働であ

る。この第５段階は、相互間でのマネジメント行動における自発性をとくに強調する。こ

の段階での進化は、より柔軟で行動科学的なアプローチを中心に強化される。そして、さ

らに新たな危機が発生するが、グレイナーはそれを“心理的飽和状態”と予感している。 

 

2.2.2.2 ベンチャー経営論５） 

柳氏は起業家能力とグレイナー理論

を基礎とする新たなベンチャー経営論

の構築を試みている。その出発点となっ

た柳氏を委員長とする調査研究は、企業

のスタートアップ期、急成長期、経営基

盤確立期別に、どのような経営内容が重

要であり、それをどのようにチェックす

べきかという問題意識から始まった。そ

の研究結果である企業のスタートアッ

プ期、急成長期、経営基盤確立期の成長

ステージ別に４つの経営要素に区分し

て整理したものが図 2-5 である。４つの

経営要素とは経営者、マーケット・マー

ケティング、供給システム、管理システ

ムである。経営者の項目については、他

の３つと相互独立的ではないがベンチ

ャー企業については経営者のウエイト

が大きいので経営者個人の能力に近い

部分だけを取り出して独自に分類され

ている。また、経営機能別による分類ではなくマーケット・マーケティング、供給システ

ム、管理システムというように大きいくくりの分類とされている。そして、成長ステージ

毎に全体で２０項目になるように調整されているがこの２０項目については細心の注意を

払って集約とウエイトの平均化が行われている。 

さらに、柳らは上記の成長ステージ別に４つの経営要素の内容がそれぞれ大きく変わる

必要があると指摘しており、この変化を“変態運動”と呼び、このような内容の大きな変

図2-5 成長ステージ毎の経営要素の変化５） 
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態をマネジメントすることを“矛

盾のマネジメント”と呼んでいる。

それをモデル化したものが図 2-6

である。 

企業はヒト、モノ、カネ、情報、

時間という経営資源がある目的の

ために結合した組織体である。組

織体は、誕生したときから、自己

の生存欲求を持ち活発に活動を開

始する。これが自己回転運動であ

り、増殖活動でもあり、図 2-6 に

示したように輪として表現される。 

この経営資源の結合体、すなわち

企業が具体的な活動として行うの

が経営要素である。 

 

 

 

 

 

 

 

スタートアップ期であれば、経営者が３０％、マーケット・マーケティング５０％、供

給システム１０％、管理システム１０％の結合体として、具体的な活動を行っている。 こ

の２つの輪は車軸で結合されており、｢二輪構造｣となている。 また、経営資源の結合体

としての企業（組織）の変革（変態）は非連続的であり、リスクも発生する。 

スタートアップ期から急成長期、急成長期から経営基盤確立期へと経営要素（マネジメ

ント）の具体的な内容変革（変態）はまさしくアーキテクチャが変化すると言うことを意

味し特に経営資源の充実を平行して行わないといけないベンチャー企業においてアーキテ

クチャマネジメントの重要性を示唆している。 

また、グレイナー理論の第１段階である創造性による成長に続く統率の危機において、

創立者に気に入れられ、同時に組織を強調できる有能なビジネスマネージャーを置けるか

ヒト

効
率
的
活
用

相
互
作
用

効
率
的
活
用

相
互
作
用

支援システム

回転運動

新回転運動

変革

定着

変革

変革

定着

変態運動

新経営資源導入

成功欲求

成功欲求

新経営
資源導入

売
上
高

従
業
員
数

時
価
総
額

質
的
向
上

、

、

大

小

スタートアップ期 急成長期 経営基盤確立期

自己展開力

経営者
30

マーケット
50

供給
10

管理 10

マネジメント
（経営要素）

経営資源

経営資源

マネジメント
（経営要素）

経営者

20

マーケット
20 供給

システム
40

管理
システム

20

時間 カネ

情報

ヒト

時間 カネ

情報

時間

株式公開による経営資源の導入
エンジェル支援

図2-6 二輪構造論と矛盾のマネジメント５） 



 41

が、重大な発展上の選択となるとされている。この創立者に気に入れられ、同時に組織を

強調できる有能なビジネスマネージャーこそまさに“プログラムアーキテクト”と言える

のではないかと考えている。 

 

2.2.3 企業におけるマーケティングの変遷（コトラー理論）６） 

フィリップ・コトラーによれば、企業がマーケティングに取り組むようになるのは、①

売上減少、②成長鈍化、③消費者購買パターンの変化、④競争激化、⑤販売経費負担増加

などの状況になったときとされている。こうした理由のため、企業は遅かれ早かれマーケ

ティング能力を強化せざるお得なくなるのだが、マーケティングは企業において諸手をあ

げて歓迎されてきたわけではない。他の部門の脅威として反発され、蔑視されたことも少

なくないのである。図 2-7 に示すように、最初、（ａ）社内の諸機能と同じ重要性を持つと

見られていたマーケティングが、（ｂ）需要の減退とともにマーケティング関係者が、マ

ーケティングは他の機能よりも重要性が大きいと議論し始め、（ｃ）さらに熱心な一部の

者が、顧客なしに企業は存在しないのだから、マーケティングが主要機能でその他の機能

はそれを支援するものであると主張する。（ｄ）しかし、それは他部門の反発を招き、心

あるマーケティング関係者はマーケティングの代わりに顧客をすえ｢顧客第一｣を標榜する。 

（ｅ）そしてさらに、最終的な姿としてマーケティング関係者は、顧客ニーズが社内に正

しく解釈・伝達され、有効に充足されるためには、やはりマーケティングに中心的な役割

を与えることが必要であると考える。 

この最後の（ｅ）の考え方は①企業にとって、顧客は不可欠な存在である。       ②そ

の顧客を企業は創造し、維持する必要がある。③顧客は企業が抱かせる期待により引き寄

せられ、その期待の充足によりつなぎとめられる。④マーケティングには、この期待を明

確化し、その充足を保証する役割がある。⑤その充足は、社内の他部門の協力によっても

たらせるものであるから、⑥マーケティング部門は他部門に適切な影響力ないしはコント

ロールを及ぼす必要がある。 
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フィリップ・コトラーは既存企業の分析結果にもとづいて（ａ）→（ｅ）へと変遷して

いくと論じている。コトラー理論はグレイナー理論の分権化組織構造が適用された第３段

階（既存企業）から第５段階への変遷を分析したものと捉えることができる。 しかし、

ベンチャー企業のスタートアップ時は柳らの研究成果から“顧客が全体をコントロールし、

マーケティングは各機能を統合する”の（ｅ）と捉えることができるのではないかと考え

ている。 つまり、ベンチャー企業においては経営者個人がマーケティング機能果たして

いたものが企業成長に伴い機能分化が進み（ａ）に変化していったと解釈できる。また、

経営環境が安定している場合には（ａ）の構造は比較的有効に機能すると考えられる。 

 

2.2.4 技術経営論 

研究開発型ベンチャー企業の技術経営論として（プログラム）アーキテクチャマネジメ

ントと関連性があり重要と考えるイノベーション・アーキテクチャと生産形態の混在につ

いて解説する。 

 

 

製造 財務

人事マーケ
ティング

マーケ
ティング

人事

財務製造

マーケティング

製造

財

務

人

事

製

造

顧客

財
務

人

事

マー

ケ
ティング

製造

財

務

人

事

顧客

マ

ケティングー

(a)マーケティングは他の機
　能と同じ重要性を有する。

(b)マーケティングは他の機
　能より重要な機能である。

(c)マーケティングが
　主要な機能である。

(d)顧客が各機能全体を
　コントロールする。

(e)顧客が全体をコントロール
　しマーケティングは各機能を

統合する

図2-７企業におけるマーケティングの変遷６） 
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2.2.4.1 イノベーション・アーキテクチャ７） 

研究開発型ベンチャー企業のスタートアップ時には、まず新しい市場ニーズを捉えその

ニーズを満たす機能を特定し、それらの機能を満たすべく従来技術と新技術を組み合わせ、

製品を開発し市場に出していく必要がある。 また、本格研究（第１種基礎研究と第２種

基礎研究の融合）の進展、複雑化に伴い、科学知識と技術の結びつきを如何に行うか等が

近年課題とされている。図 2-8 はその解決方法の一つとして技術経営の分野で近年注目され

ているイノベーション・アーキテクチャによるロードマップの開発に関する概念図である７）。 

 

 

 

左側がイノベーション・アーキテクチャと言われるものであり、企業内のイノベーショ

ンに関する知識が不足しているか等の定性的に評価する事ができるものである。 このイ

ノベーション・アーキテクチャを作成する方法論はＰ２Ｍのプロファイリングマネジメン

トからアーキテクチャマネジメントへのプロセスに類似している。  

右側はロードマップであり、ロードマップとは与えられた時間内でニーズを満たす機能

を有する製品を開発し市場に出すため、調整する手段と言える。このイノベーション・ア

ーキテクチャとロードマップの関連性およびそのマネジメントプロセスはＰ２Ｍのアーキ

テクチャマネジメントプロセスに類似している。しかし、Ｐ２Ｍ知識体系と比較してプラ

ットフォームマネジメントからプロジェクトマネジメントへの展開に相当する視点が弱い

と言える。 

 

市場開発

製品

技術

科学知識

時間プロジェクト

市場に出すまでの時間

機能

図2-8 イノベーション・アーキテクチャーによるロードマップの開発７） 
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2.2.4.2 生産形態の混在 

通常、企業において従来製品は工場ごとに、事前にどのような形態で生産していくかを

静的に決めてしまい管理を行うことが多かった。これは、製品のライフサイクルが長く、

市場が静的な時代に有効に機能したが現在ではこの 2 つの前提条件はくずれ生産形態は静

的には決められず、混在あるいは動的

に変化している。 

また、研究開発型ベンチャー企業に

おいて生産計画と受注の対応形態（ア

ーキテクチャ）の選択は極めて重要で

ある。現在でも一般的な企業人は生産

形態として受注生産と見込生産の２

つの視点に基づいて企業経営を行っ

ているケースが多い。今後、生産形態

（アーキテクチャ）の混在、動的変化

を認識しておくことは技術経営の観

点から重要でありさらに研究開発型

ベンチャー企業において（プログラ

ム）アーキテクチャマネジメント適応

する場合に重要な視点となる。 

図 2-9は生産計画と受注の対応形態

を分類したものである８）。 

｢在庫販売｣、｢見込生産｣は、これはいずれも需要予測や販売計画に基づいてあらかじめ

生産しておく形態である。受注後、｢在庫販売｣であれば製品在庫に引き当て、｢見込生産｣

であれば、製品在庫か製造計画に引き当てることによって、需要に対する供給のマネジメ

ントを行う。 

｢受注組立｣、｢受注仕様組立｣、｢受注加工組立｣などは、まとめて｢半見込生産｣と呼ぶこ

ともるが、これらの形態では受注してから製造したのでは納期に間に合わない製品群の管

理方式で、途中の共通部品まで見込みで作っておき、受注がきてから加工や組み立てを行

うというものである。 

｢受注生産｣、｢受注設計生産｣は受注が入ってくると在庫、計画に引き当てにいっても当

然ないので、新ロットを生成する。 そしてその時点での工程の混み具合、共通材料の在

庫状況などを加味してスケジューリングし出荷可能日を決定する。 この過程で、他のロ

図2-9 は生産計画と受注の対応形態の分類８） 
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ットとの調整、残業、外注のやりくりなどインターラクティブな処理が介入する。 

 

2.2.5 アーキテクチャマネジメントとその実践力 

図 2-10 はプログラム共通基盤

とプログラム統合マネジメントの

関係を表したものであり、アーキ

テクチャ基盤を構成するマネジメ

ンは、プログラム戦略マネジメン

ト、（プログラム）アーキテクチ

ャマネジメント、およびプログラ

ムライフサイクルマネジメントで

ある。 

 

 

 

 

2.2.5.1 アーキテクチャマネジメント 

アーキテクチャマネジメントは、使命に基づき革新を自ら具体的に創造するマネジメン

トであり、①使命を戦略プロセス化すること、②プロジェクトモデルを作ること、③構造

を与えること、④構造に機能をあてはめること、⑤情報装備をする。の 5 つの任務がある。 

 

 

 

2.2.5.2 アーキテクチャ実践力１０） 

アーキテクチャ実践力は調和設計力、価値設計力、解決設計力の３種からなる。 

① 調和設計力 

プログラムのプロファイリングとシナリオの基本要求に基づき、それを具現化する

ために全体構造、全体機能、基本的な操作性などをグランドデザインする能力  

図2-10 プログラム統合マネジメント９） 

図2-11 アーキテクチャマネジメントの仕組み１０） 
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② 価値設計力 

プログラムを（ⅰ）全体使命を目的体系に整合させる。（ⅱ）状況変化でミッショ

ンを維持できる柔軟性を確保する。（ⅲ）モデルの完結性、接続性、相乗効果を確

保する。（ⅳ）不確実性を意識したモデルにする。以上４つを考慮し、スキームモ

デル、システムズプロジェクトモデル、サービスモデルの３つの独立した管理単位

に分割し、付加価値の増大のために全体統合を行う能力。 

③ 解決設計力 

プログラムは業種、開発、システム、利用の 4 つの世界とインターフェースを持っ

ている。 プログラム全体を洞察し、有効な実践の集積を基礎に共通の秩序や暗黙

知を抽出して形式化するマネジメント能力 

 

2.2.5.3 プログラム統合マネジメントとアーキテクチャ実践力 

プログラム統合マネジメント（図 2-10）およびアーキテクチャマネジメントの仕組み（図

2-11）を統合し、アーキテクチャ実践力の視点から整理する事によりプログラム統合マネ

ジメントにおけるアーキテクチャ実践力の位置付の明確化を試みる。 

図 2-12 はアーキテクチャ実践力を中心にプログラム統合マネジメントを捉えたものであ

る。  
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プロファイリング

マネジメント

プラットフォーム

マネジメント
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解決設計力
・業種
・システム
・開発と利用

プログラム戦略マネジメント アーキテクチャ基盤

アーキテクチャ

マネジメント調和設計力

・全体構造

・全体機能

・全体操作

価値設計力

・スキーム

・システム

・サービス

・効率性 ・有効性

・環境性

・獲得価値
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アセスメント基盤
コミュニティ基盤

ミッション基盤

・ ＳＷＯＴ分析

・ポートフォリオマネジメント

・プロジェクト分割と関係

・モジュラープロジェクト

・プログラムライフサイクル

・プロジェクト機能

・ロードマップルール

・シュミレーション

人間系

文化系 情報系

アーキテクチャマネジメント
の主要な目的

①アーキテクチャ創作とシナリオ読解
②アーキテクチャの不確実性低減－実現性、
　受容性視点の工夫
③アーキテクチャの価値連鎖設計
④アーキテクチャのオーナー・スポンサーの
　投資回収向上
⑤アーキテクチャの多重システム設計
⑥アーキテクチャの戦略最適化
⑦アーキテクチャにヒューマンセントリック
　思考を導入
⑧アーキテクチャの標準化（文書化、事例研究、
　データ化、技法）

①

②

プログラムライフサイクル

マネジメント

・プログラムデザイン

・プログラムチェンジ

②

③

④

④

⑤

⑤

⑤

⑥③

⑦

⑧

④

③

＊アーキテクチャ
　マネジメントプロセス

＊

＊

図 2-12 アーキテクチャ実践力とプログラム統合マネジメント 
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図 2-10 および図 2-12 のプロファイリングマネジメントから価値指標マネジメントにい

たる実線で表される矢印は、形式知の流れのマネジメントプロセスを示している。 また、

図 2-11 のアーキテクチャマネジメントの仕組みは、図 2-12 においてはアーキテクチャマ

ネジメントプロセスの実線（＊）で示されている。 

アーキテクチャ実践力の構成要素である価値設計力、解決設計力、調和設計力はアーキ

テクチャマネジメントの主要な目的の一つである“アーキテクチャの不確実性低減－実現

性、受容性視点の工夫”介して連結されている。 また、“アーキテクチャの不確実性低減

－実現性、受容性視点の工夫”≒“分断による学習”と言うことができるのではないかと

考えている。 さらに、その他の点線で示されているアーキテクチャマネジメントの主要な

目的もアーキテクチャ実践力を中心に各プログラムマネジメントや、その実践力と連結さ

れていると推測している。そして、実線は一方向、点線は双方向で表している。これは、

実線は形式知の流れ、点線は暗黙知の動きを表現している。 そして、調和設計力と価値設

計力は解決設計力に比べ抽象度が高い実践力であり、調和設計力に全体操作（基本的な操

作性）を付加している点、アーキテクチャ実践力として価値設計力を含めるのはＰ２Ｍの

特長であると考えている。 

価値設計力はアーキテクチャのオーナー・スポンサーの投資回収向上を通してプログラ

ムライフサイクルマネジメントのプログラムチェンジを通して価値指標マネジメントに連

結していると考えている。 

解決設計力はプログラム全体を洞察し、有効な実践の集積を基礎に共通の秩序や暗黙知

を抽出して形式化するマネジメント能力である。研究開発型ベンチャー企業の経営をプロ

グラムマネジメントとして捉えると、解決設計力とはグレイナーの組織成長論、ベンチャ

ー企業における成長ステージ毎の経営要素の変化、二輪構造論、コトラーの企業における

マーケティングの変遷に関する理論、イノベーション・アーキテクチャによるロードマッ

プの開発に関する研究、生産形態の混在に関する研究、等の既存研究の成果をうまく利用

する能力と理論を構築する能力の 2 つから構成されると考えられる。 

 既存研究の成果をうまく利用する能力を獲得するには理論の論理的な理解と理論構築

の過程（コンテキスト）を理解することが必要である。  また、理論を構築する能力は暗

黙知を形式知に変換する表出化能力とも言え、さらに図 2-12 の中には知識創造過程である

SECI モデル（野中理論）が存在する１１）。 

コミュニテッィ基盤における人間系基盤にて共同化（Socialization）された暗黙知が解

決設計力に流入し表出化（Externalization）されることにより形式知となり、調和設計力

を経て他の形式知と連結化（Combination）される。そして、プログラム・プロジェクトを



 49

構築し、さらに実施することにより内面化（Internalization）される１１）。 

 

2.3 実例 

研究開発型ベンチャー企業の代表例である浜松ホトニクス株式会社が暗黙的に行ってき

た“光技術のビジネス化“の一例として、ストリークカメラの研究・開発・製品化プロセ

スを説明する。さらに、研究開発型ベンチャー企業の成長過程で変化してきたマーケティ

ング活動、生産形態に変化ついて説明する。 

 

2.3.1 ストリーク管、ストリークカメラ開発史１２） 

ストリークカメラは非常に短い時間の光現象を捉えることができる光検出器であり今日

の光通信技術の基礎研究を支えてきた計測装置の一つである。 浜松ホトニクスがこのス

トリーク管の基礎的な研究を開始したのは１９７０年であるが、その４年後の１９７４年

に研究から開発へ向かわせるきっかけとなる出来事が起こった。 

当時、大学の基礎研究用にイギリス製のストリーク管が使われていたが高価であったた

めストリーク管破損の修理やストリーク

管を日本メーカーに供給してもらいたい

ということで具体的な開発予算とともに

開発の依頼が浜松ホトニクスに舞い込ん

できた。 浜松ホトニクスは当時より光

技術に関して｢極限を追求せよ｣｢他人の

模倣ではなく、独自のアイデアを盛り込

んだ開発を｣等の企業理念を持っていた

のでストリーク管の開発を独自のアイデ

アで行うことを決定した。そのアイデア

は当時ストリーク管開発の世界的第一人

者から間違いであるとの指摘を受けたが

長年培った製造技術の“巧みの技”で数々

の問題を解決しストリーク管を完成させ

た。 

しかし、その完成したストリーク管を浜松ホトニクス社内では評価することができない。

このため開発依頼を行った京都大学でストリーク管を動作させるためのカメラを製作し１

９７５年８月に基本動作を確認した。そして１９７６年にその成果を発表し、さらにスト

図2-12 ストリーク管、ストリークカメラ開発史 
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リークカメラを社内開発しその試作機を国内

外の研究機関で評価を行った。 

１９７７年にはストリークカメラとストリ

ーク画像解析装置を結合した超高速ストリー

クカメラシステムを実用化した。また、同年

に通商産業省重要技術研究補助金を受託して

いる。さらに、１９７８年には世界最高性能

のストリーク管を開発し、１９７９年、８０

年に世界的評価を得た。基礎研究から１０年

の歳月が経た後の成果である。 

ストリークカメラの技術に関して世界的評価を得た後、浜松ホトニクスで大きな変化が

起こった。それは１９８１年に浜松ホトニクスに事業部制が導入され超高速ストリークカ

メラシステムのマーケティング活動が研究開発を担う技術部から事業部に徐々に移行して

いったという点である。 

結果的に、黎明期の赤外光ファ

イバー通信の研究に対応するため

の赤外線用ストリークカメラの開

発（１９８３年）と世界最高性能

のストリークカメラの開発（１９

８４年）の両立を可能にしたので

はないかと考えられる。 

 

 

 

 

2.3.2 マーケティング活動 

研究開発型ベンチャー企業では組織的なマーケティング活動を重視しない傾向があるが、

それは経営資源が十分でなくマーケティング活動に割ける人的資源に限りがあるからであ

る。しかし、成功しているベンチャー企業においては多くの場合経営者自身がマーケティ

ング機能を果たしてきたといえる５）。浜松ホトニクスでも同様にストリークカメラのマー

ケティング活動に経営者が大きくコミットし、顧客に対するマーケティング活動により研

究開発、製造、その他経営要素統合してきた。   

図2-13 ストリークカメラシステム C979 

　 光ファイバの波長による到達時間の分散を測定した例です。ピコ秒ライトパ

ルサPL Pを光源にし てパルス幅 50 ps の被測定光フ ァイ バに入射します。 光

ファイバ中を伝わる光パルスの速さは、波長によって異なりますので長距離伝

播した後、出射光を高時間分解能で分光測光し、各パルスの波長成分による到

達時間差を測定します。

データ 解析装置
C6760-32

スト リークカメ ラ

カメラ
コ ント ローラ

冷却
CCD カメラ

ディレイユニット
C1097

光ファイバ
分光器

ピコ 秒
ライト パルサ

PLP

図2-14 光通信分野でのストリークカメラの応用例 
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現在においてもその活動の伝統が引き継がれ国内外においてワークショップ等を開催し

経営陣と最先端技術を扱う顧客との直接的な接触を図る努力がなされている。このことは、

コトラー理論の“顧客が全体をコントロールし、マーケティングは各機能を統合する”を

維持する努力を継続して行っていると言い換えることが出来る。 

 

2.3.3 生産形態の変化 

浜松ホトニクスでは｢極限を追求せよ｣という企業理念と、製品開発当初の小規模な組織

で顧客の要望に答えるために製品の開発当初、受注設計生産が多くなる傾向があった。ま

た、注文対応形態として受注設計生産と見込生産もしくは在庫販売という古典的な生産形

態の考え方のみをもつ傾向があった。ところが、企業として発展していく段階で受注設計

生産は①販売価格が高くなる割に販売個数が小さい、②設計力を支える資源の制約がある。

（特に研究開発型企業の発展期おいて）等の特徴を有するため経営的には受注設計生産は

できるだけ減らしていこうとの力が働いていた。また、見込生産、在庫販売についてはキ

ャッシュフロー改善のため見直す必要がでてきた。 

上記の問題解決するため、注文の管理を行う情報システムと生産活動を支える情報シス

テムの統合化プロジェクトが立ち上がった。筆者はこのプロジェクトメンバーとしてコン

セプト立案に関与した。そして受注加工組立、受注仕様組立、受注組立に対応できる情報

システムの構築を行うこととなった。情報システムそのもの構築には関与していないが受

注加工組立、受注仕様組立、受注組立において製品モジュール化学習の重要性の指摘し、

情報システムそのもの構築と平行して、モジュール化に対応した製品設計の見直しが行わ

れることとなった。 

 

2.4 設問 

設問１ 研究開発型ベンチャー企業における技術（ストリーク管）のビジネス化（ストリ

ーク管）において最も重要なプロジェクトモデルを考察せよ 

 

設問２ 研究開発型ベンチャー企業における技術（ストリークカメラ）のビジネス化の過

程で研究開発とマーケティングの機能分離について解決設計力の視点から考察せ

よ 

 

設問３ 研究開発型ベンチャー企業におけるマーケティング活動の一つである経営陣が参

加するワークショップの意味をアーキテクチャマネジメントの視点から考察せよ。 
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設問４ 研究開発型ベンチャー企業の受発注および製造に関する情報システム構築を解決

設計能力の視点から考察せよ 

 

2.5 分析・考察 

設問１ 研究開発型ベンチャー企業における技術（ストリーク管）のビジネス化（ストリ

ーク管）において最も重要なプロジェクトモデルを考察せよ 

 

プロジェクトモデルはスキームモデル、システムモデル、サービスモデルの３つ

からなる。研究開発型ベンチャー企業の技術のビジネス化にとって重要なのはキ

ャッシュフローの確保である。よってサービスモデルの視点をもっとも重視しな

ければならない。研究開発型ベンチャー企業はすぐに製品開発を始めてしまう傾

向が高く。どこで儲けるかという視点をもつサービスモデルを最も重視しなけれ

ばならない。新規事業開発でも同様のことが言える。 ストリーク管開発も実際

に開発予算がついたことにより開発がスタートしたことからサービスモデルの視

点が重視されたと解釈される。 

 

設問２ 研究開発型ベンチャー企業における技術（ストリークカメラ）のビジネス化の過

程で研究開発とマーケティングの機能分離について解決設計力の視点から考察せ

よ 

研究開発型ベンチャー企業において研究開発とマーケティングの機能分離につい

て考える場合、解決設計力の既存研究の成果をうまく利用する能力の視点からま

ずとらえる必要がある。 研究開発型ベンチャー企業の特徴として、技術開発に

ついては科学的思考にもとづき先行研究の調査を行うが、経営理論やマーケティ

ング理論等の既存・最新理論を学ばないケースが多く、所謂、経営に関して自己

流になることがある。 

研究開発とマーケティングの機能分離を考える上で①柳らのベンチャー経営論で

紹介した成長ステージ毎の経営要素の変化（図 2-5）の知識、②コトラーの“顧客

が全体をコントロールし、マーケティングは各機能を統合する”というモデルに

関する知識、③イノベーション・アーキテクチャによるロードマップの開発に関

する知識 等が解決設計力の既存研究の成果をうまく利用するという視点から有

用と考えられる。  

ストリークカメラの事例は偶然もしくは暗黙的に研究開発とマーケティングの機
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能分離したのかも知れない。アーキテクチャマネジメントからみると、偶然を必

然に変える為に経験（暗黙知）を形式知に表出する視点が重要である。 

 

設問３ 研究開発型ベンチャー企業におけるマーケティング活動の一つである経営陣が参

加するワークショップの意味をアーキテクチャマネジメントの視点から考察せよ。 

 

ワークショップの持つ意味は研究開発型ベンチャー企業へコミュニティからの暗

黙知の流入と考えられる。ワークショップの開催自身特定のミッションを有して

いるので有用な暗黙知の宝庫といえる。それらを形式知に表出し企業内の価値連

鎖設計に生かすことが重要である。 つまりワークショップで得た暗黙知をアー

キテクチャマネジメントサイクル（プロセス）に上手く取り入れることによりミ

ッション実現のため新たなプロジェクトをプログラムに注入することが可能とな

る。 

 

設問４ 研究開発型ベンチャー企業の受発注および製造に関する情報システム構築を解決

設計能力の視点から考察せよ 

まず、解決設計力の既存研究の成果をうまく利用する能力の視点から捉える必要

がある。有用な知識としては①柳らのベンチャー経営論で紹介した成長ステージ

毎の経営要素の変化（図 2-5）の知識、②技術経営論における生産形態の混在に関

する知識があげられる。 また、製造は暗黙知が多く含まれており効率的な製造を

行うには分断による学習過程を経る必要がある。研究開発型ベンチャー企業にお

ける受発注および製造に関する情報システム構築は対象の動的変化に対応できな

ければならない。また、研究開発型ベンチャー企業において生産形態の混在その

ものが管理費用の増大をもたらす傾向があるので注意が必要である。 

 

2.6 ベストプラクティスへの対処 

ベストプラクティスとは、業種、業態を問わず、世界で最も優れていると考えられる業

務プロセス及びその方法事例のことをいう。  

 

① 結果目標的側面：「どれだけの業績、生産性をあげることが可能か」 

② 取組プロセス的側面：「どのようにして業績、生産性をあげることが可能か」 

という二つの側面から構成されている。 
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これら二つの側面に基づき、自身が最善となるための継続的改善を行うことにより、最

善の組織になりうるという意味を持ち、ベンチマーキングを実施するにあたり、“最高水

準の姿”としての比較対象となる。また、ベストプラクティスは形式知と暗黙知の複合し

たものであると解釈している。 

研究開発型ベンチャー企業にとってベストプラクティスをどう捉えるかが重要だと考え

ている。 形式的に物まねをするだけでは意味が無くかえって害があるケースが多く、ベ

ストプラクティスについて研究がなされ形式知になっている企業はおしなべて大企業であ

り経営資源が豊富であるためベンチマークそのものを諦めてしまうということが起こる。   

“ではどうすればよいか？” 本章では解決設計力を既存研究の成果をうまく利用する

能力と理論を構築する能力を複合した能力と解釈した。この解決設計能力を通してベスト

プラクティスの知識（業務プロセス及びその方法事例）を価値設計力、調和設計能力で構

成されるアーキテクチャマネジメントサイクルに組み込んでいきベストプラクティスの構

成要素を取捨選択しながらプログラムを設計していけばよいのである。 さらに、このと

き理論的形式知、自身の経験にもとづく暗黙知を形式知して連結し組み込んでいく必要が

ある。 後に続く章において一般にベンチマーキングの対象となるトヨタ自動車、武田薬

品工業の事例がアーキテクチャマネジメントの視点から紹介されているので参考としてい

ただきたい。  

今後、ベストプラクティスのアーキテクチャマネジメントプロセスへの取り込み手法の

研究は P2M を進化させる上でも重要であると考えている。 

 

2.7 まとめ 

本章では平成１５年度｢アーキテクチャダイナミクスと P2M｣の中で行った、学習過程と

してのアーキテクチャダイナミクスおよび本格研究によるイノベーションと（プログラム）

アーキテクチャマネジメントに関する考察結果に、最近のベンチャー経営論、技術経営論

における研究成果等を用い研究開発型ベンチャー企業にとってアーキテクチャ実践力の意

味について考察を行った。 

そして、研究開発型ベンチャー企業の成長に有効な（プログラム）アーキテクチャマネ

ジメントの適用方法について浜松ホトニクス株式会社が行った“ストリークカメラの開発

とそのビジネス化”について取り上げ考察した。 

考察結果をまとめると、研究開発型ベンチャー企業にとって設立当初、最も重要なのは

企業存続のための価値設計力であり、次にアーキテクチャマネジメントプロセスに暗黙知、

形式知、ベストプラクティス（暗黙知+形式知）を取り込む解決設計力と言える。  
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また、今後の検討課題であるが、本章で解説した各種理論をさらに考察し、実務に適用

することにより、研究開発型ベンチャー企業におけるアーキテクチャマネジメントをより

深く理解することができると考えている。 
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第3章  医薬品開発のアーキテクチャ 
 

武田薬品工業株式会社  岩崎 幸司 

 

 

3.1 はじめに 

本章では、ハイリスク・ハイリターンの医薬品開発にアーキテクチャマネジメントの考

え方を導入する取り組みについて考える。アーキテクチャマネジメントにおける「グラン

ドデザイン」と「プロジェクトモデル」を中心に「調和設計力」及び「価値設計力」につ

いて、具体例を示して解説する。特に、「グランドデザイン」では、「シナリオベース」

から「アーキテクチャベース」への展開について解説し、医薬品開発プロジェクトへの展

開方法を具体的に示す。また、「プロジェクトモデル」では、業務プロセスのモジュラー

化と統合化について、「調和設計力」及び「価値設計力」の医薬品開発プロジェクトでの

活用例について解説する。これらを通して、ハイリスク・ハイリターンの医薬品開発にお

けるアーキテクチャマネジメントの有効性について考察する。 

 

3.2 医薬品開発に関する知識とアーキテクチャマネジメント知識のポジション 

1997 年に「GCP：医薬品の臨床試験の実施に関する省令（厚生省令第 28 号）」が制定

（文献１）され、日本における医薬品開発、特に臨床試験の実施環境が国際化に向けて大

きく変化している。1998 年には「外国臨床データを受け入れる際に考慮すべき民族的要因

について（厚生労働省医薬審査課長通知：医薬審第 672 号）」により、海外データの受け

入れが本格化する基盤が整備されつつある（文献２）。このような環境の変化のなかで、

日本で臨床試験を実施する必要性及び優位性が認められなければ、日本の医薬品開発は空

洞化してしまう。 

 

3.2.1 医薬品開発に関する知識 

医薬品の研究開発過程は図表 3-1 に示したとおりである。探索段階である初期スクリー

ニング（遺伝子探索、創薬標的分子の同定、シード/リード化合物の発見）から、創薬段階

である薬効評価（薬理作用の最適化、安全性評価）、薬物動態などの非臨床試験を経て選

択された化合物が、ヒトへの投与について検討される。通常はこの段階で医学、薬学をは

じめとする専門家に非専門家を加えて倫理性に配慮しながら、その妥当性が判断される。

ヒトへの投与が可能となった化合物は、健康成人男性のボランティアによる臨床第Ⅰ相試
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第1部

第2部

第3部

各種の
行政情報

非臨床
概括評価

臨床
概括評価

品質
概括資料

非臨床
概要

臨床
概要

品質に関する文書 非臨床試験
報告書

第4部 第5部

臨床試験
報告書

CTD
対象外

CTD
対象

験によって安全性及び薬物動態が確認される。さらに、臨床第Ⅱ相試験では当該化合物で

治療しようとする患者を対象として、有効性及び安全性の観点から服薬する量を最適化し、

臨床第Ⅲ相試験でその結果を検証する。ヒトへの投与が検討される前から、当該化合物の

工業化研究（剤型検討、製造方法検討、品質管理方法検討）が開始され、非臨床試験及び

臨床試験と平行して、研究が進められる。 

図表 3-1  医薬品の研究開発過程 

 

非臨床試験、臨床試験及び工業化研究の成績をまとめて図表 3-2 に示したように

CTD(common technical document)を作成し、規制当局に申請し、承認を得ることにより、

新医薬品として上市される。 

図表 3-2  CTD (common technical document)  
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日本製薬工業会の調査（文献３）では、1996 年から 2000 年まで 5 年間に約 42 万個余り

の新規化合物が合成され、上述の非臨床試験を通過した化合物が約 240 個、臨床試験を通

過したものが約 160 個で、承認取得に至ったものは約 60 個（成功確率：約 1/6700）であ

り、このうち自社開発品はさらに少なく 35 個（成功確率：約 1/12000）と極めてハイリス

クであることがわかる。米国においても同様の成功確率であることが報告されており（文

献４）、世界的に英知を注いでも極めて厳しい成功確率である。開発中止原因をみると、

薬物動態が約 40%、有効性が約 30%と科学的要因が大部分が占めているが、経済的要因も

開発中止の原因となりはじめている。画期的な新薬の研究開発には 10～15 年の長期間と

300～500 億円の先行投資が必要ともいわれている（文献５，６）。そのなかで、臨床開発

は 5～10 年、100～300 億円と研究開発の要する期間と費用の多くを占めている（文献７）。

臨床開発は、製品プロファイルを明らかにする重要な機能を担っているものの、莫大は費

用を要することから費用対効果の観点からはできるだけ早期に開発のGo/No goの判断が経

営戦略上、重要なポイントとなる。 

 

3.2.2 臨床開発の特殊性 

医薬品開発は、先述のとおり莫大な先行投資を必要とするにもかかわらず、シードがヒ

トに適用される段階から最終的に上市されるまでの確率は 1%以下に過ぎず、極めて不確実

性が高いとされている。また、医薬品開発は国民の健康と福祉に直接影響を及ぼす公共性

の高い活動であるため、その安全性、有効性及び品質については、各国の規制の規制当局

から詳細かつ厳格な規制用件が課せられている。さらに、医薬品の開発課程では、有効性

及び安全性に関する予測できない不確実性が常につきまとい、プロジェクトのステークホ

ルダーに強烈なプレッシャーを与えており、各マイルストーンでは、科学性と倫理性の両

面から、当該プロジェクトの Go/No go を判断しなければならない。 

 

3.2.3 医薬品開発のプログラムアークテクチャ (program architecture) 

プログラムアーキテクチャとは、プログラムのプロファイリングとシナリオの基本要求

に基づいて、それらを具現化するために全体構造、全体機能及び基本操作性をグランドデ

ザイン(grand design)することである（文献８）。 

グランドデザインは、プログラム全体のストーリーに制約条件等を含め、全体最適が得

られるようにまとめ、プログラムナメジャやプロジェクトオフィスにより作成される。特

に、医薬品開発では、数多くの試験成績をまとめて、規制当局に申請して承認を取得する

ので、この段階から医薬品としての製品プロファイルをある程度は明らかにしておかなけ
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ればならない。製品プロファイルを明らかにするためには、基礎研究段階で得られた動物

試験等の成績を科学的に吟味すること加えて、実際の医療現場からはどのような要求があ

るかを正確に判断する必要がある。さらに、医薬品開発には、5～10 年の長期間を要するの

で、5 年先又は 10 年先の医療現場の状況を推定することが要求される。また、計画した臨

床試験から得られることが予測される成績を場合分けしてデシジョンツリー（decision 

tree）を作成すること等により、各マイルストーンでの判断内容を予め可視化することがで

き、状況変化にタイムリーに対応できるグランドデザインが作成できる。 

アーキテクチャマネジメントでは、図表 3-3 に示したようにシナリオベースからアーキ

テクチャベースに落とし込み、グランドデザインを練り、プログラムロードマップ(program 

road map)を作成して、具体的なプロジェクトを遂行して行く際の全体最適を維持･形成し

ていくことになる。 

 

 

図表 3-3  シナリオベースからアーキテクチャベースへの展開 

 

3.2.3.1 全体構造 (basic structure) 

全体構造では、複数のプロジェクトに分割し、プロジェクト間のインターフェイスや関

係性を整合させる。 

医薬品開発は、薬効領域別にプログラム戦略を策定し、領域内の開発パイプラインごと

に図表 4 に示すような薬剤別 CTD からプロジェクト、ワークパック及びタスクへと展開し

て進められている。したがって、開発パイプラインのシナリオは、すなわち薬剤別 CTD の

シナリオに相当することになる。 
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図表 3-4  プログラムからプロジェクト、ワークパック、タスクへの展開  

 

3.2.3.2 全体機能 (total function) 

全体機能では、プロジェクトの全体機能から基本仕様（basic specification）を決定し、

必要なモジュラープロジェクトまで展開する。 

医薬品開発の基本仕様は、基礎研究、工業化研究及び臨床試験を実施し、それぞれの研

究及び試験成績から、シード化合物を選択し、そのシード化合物の医薬品としての製品プ

ロファイル（profile of product）を明らかにすることである。 

 

3.2.3.3 全体操作性 (basic operability) 

全体操作性では、プログラムとしての運営要領や工程表（program road map）を作成し、

全体的なシナリオの前提条件や仮説を考慮しながら、状況変化に起因する進捗低下や制約

条件の増加等をシミュレーションして、プログラムの実現可能性を高めるデザインを包括

する。 

 

3.3 実例問題 

近年の遺伝子工学の進展、生体機能の解明、グローバル化、さらには製薬企業間を超え

て異業種をも含めた競争の激化のなかで、製薬企業はよりいっそうの創薬パイプラインの

強化、スピードと質を確保したうえでのコスト削減による開発の効率化を求められている。

製薬企業をとりまく厳しい状況下での環境変化から、製薬企業の生命線ともいわれる開発

プログラム
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ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画書作成、施設依頼準備、モニタリングなど
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＜Level 3＞
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効率の改善に効力を発揮するビジネスモデルの構築が必要である。このような背景からア

ーキテクチャマネジメントの実例問題としては、「医薬品の開発生産性の向上と製薬企業

の競争力強化」を全体使命(holistic mission)として、消化性潰瘍治療薬のひとつであるヒス

タミン H2 受容体拮抗薬(H2RA)が開発されときのビジネスモデルとアーキテクチャについ

て解説する。 

 

3.3.1 現状の把握 

現状を適切に把握するためにチェックリストのひとつである SIMPLEST を用いて検討

した（図表 3-5）。社会要因(society)では、H2RA が開発されたのは 1970 年代の日本にお

ける高度成長期であり、多忙な日々の生活のなかで人々は入院することなく短時間の通院

で治療することを望んでいた。産業経済(industry)では、日本の製薬企業が海外から医薬品

を輸入販売していた状況から、製品を導入して日本国内で製造する方向に変化していたが、

競争は主として国内企業間に限定されていた。資金財務(money)では、研究開発費用は増加

傾向にあったが計上利益に占める割合はそれほど大きなものではなかった。人口

(population)については、顧客に相当する患者及び医師と考えると、治療の主役は外科医で

あり、患者に対する影響力は絶対的であった。法規制(low)では、非臨床試験は GLP に従っ

て実施されるようになってきていたが、臨床試験は医療法及び薬剤師法に従って実施され

ていたものの、臨床試験に固有の規制は明確ではなく、一般治療の延長線上で実施されて

いた。環境(ecology)では、国民皆保険制度が確立し、すべての国民が平等に医療を受けら

れる仕組みが整備されていた。制度(system)では、研究開発に関して考えると、基礎研究で

は自社の中央研究所で化合物を合成して、薬理作用や毒性を検討していた。臨床試験でも

製薬会社の開発担当者が臨床試験を実施する医療機関と直接交渉して症例を収集していた。

技術(technology)では、研究技術でみると化合物の合成やモデル動物の作成技術が進歩して

いた。 
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図表 3-5  アーキテクチャマネジメントを導入したビジネスモデル 

このような変化のなかで、人は種々のストレスを受けて生活するようになり、ストレス

により胃酸の分泌が亢進し、胃潰瘍、十二指腸潰瘍を来たす場合が多くなった。その他に

も、食生活の変化により高脂肪食を摂取する人が増加するなど、体質の変化も起こりつつ

ある。これら種々の要因により消化性潰瘍の成因や病態が少しずつ変化してきている。ま

た、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの消化性潰瘍は出血を伴い、死に至る可能性の高い病気で

あり手術療法が必要であったため、入院加療を余儀なくされる疾患であった。後述する診

断方法や新薬の出現により、現在では消化性潰瘍の大部分は入院加療を必要とせず、通院

で内科的に治療できる疾患へと大きく変化した。すなわち、H2RA は胃酸の分泌を抑制す

ることから、酸による胃粘膜の攻撃を抑制し、胃粘膜の修復過程を効率化することにより、

胃潰瘍、十二指腸潰瘍を手術することなく治療できるようになった。H2RA の開発により、

胃潰瘍、十二指腸潰瘍の治療方法は、外科的治療法から、内科的治療法へと大きく変化し

た。外科領域では、薬剤に反応しない等の難治例のみが残る状態となった。 

 

3.3.2 シナリオの作成からアーキテクチャマネジメントへ 

世界初の H2 受容体拮抗薬(H2RA)であるシメチジンは、図表 3-6 に示したように 1976

年にイギリスで上市された。シメチジンは日本では導入品として 1982 年に上市された。こ

シンリオの作成現状の把握（SIMPLEST） アーキテクチャの実行

社会要因（Society）
戦略・ビジョン• 社会的ニーズの変化

• グローバル化

技術要因（Technology）
• 高度化
• 多様化
• 治療法の変化

産業･経済要因（Industry）
• 競争の激化
• 要求の変化
• 海外、異業種からの参入

環境要因（Ecology）
• 国民皆保険

洞察力

全体使命
（holistic mission）
• 将来価値の源泉

シナリオベース

• 戦略的価値
• コンテキスト分析
• 関係性分析
• 実現性分析
• 目的目標連鎖
• 価値基盤

アーキテクチャベース

• コンセプトデザイン
• プログラム
• プログラムインターフェイス
• リファレンスモデル
• プロジェクト機能
• コミュニケーションの場

オペレーション効率の最適化

• シード化合物のヒット率向上
• 安全性試験の開始時期
• 臨床開発効率の向上
• アウトソーシング

付加価値最大化

• 適応拡大
• 剤型追加

顧客志向の強化
• 10年（開発期間）
単位のビジネス

従業員の貢献

• 意識改革
• 潜在価値の最大化

プロセス化 プロジェクトモデル化

構造付与機能付与フィードバック

制度要因（System）

• 医療システム
• 研究システム

資金･財務要因（Money）
• 研究開発費の増大

法律･規制要因（Law）
• 薬剤師法･医師法・GCP
• 商法･証券取引法

人口要因（Population）
• 患者層の変化
• 外科医から内科医へ

• 申請資料概要
• CTD

スキーム

システム

サービス
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シメチジン 1972年
特許出願

1976年
英国上市

1982年
日本上市

ラニチジン 1976年
特許出願

1981年
ｲﾀﾘｱ上市

1984年
日本上市

ニザチジン 1980年
特許出願

1990年
日本上市

ファモチジン 1979年
特許出願

1985年
日本上市
ｽｲｽ上市

ロキサチジン 1979年
特許出願

1986年
日本上市

1989年
ﾄﾞｲﾂ上市

のときのシメチジンの用法･用量は 1 回 200mg1 日 4 回であり、1 回服薬量も服薬回数も多

かった。服薬量が多いので、製剤の大きさも大きく、服薬回数が 1 日 4 回なので夜間の服

薬も困難な状況であった。 

 

図表 3-6  H2 受容体拮抗薬（H2RA）の開発経緯 

1979 年には日本初の H2RA であるファモチジンの特許が出願され、1985 年には日本と

スイスで上市された。ファモチジンの開発では、これまでに実施してきた化合物の日本で

の開発方法を徹底的に分析し、消化性潰瘍治療薬の開発方法に関する論理が構築された。

研究段階から、先に導入されたシメチジンのプロファイルを徹底的に分析し、日本人に適

し、かつシメチジンの弱点を克服した薬剤であれば、爆発的に普及することを予測してプ

ロファイルが作成された。ファモチジンのプロファイルは薬理活性を高くすることにより、

服薬量を減らし、製剤として加工しやすい物性の化合物を選択することにより、製造時の

コスト削減を可能としたものであった。このような戦略的価値から、顧客である患者及び

医師の利便性を徹底的に追求するコンセプトデザインに落とし込むことにより、完成度の

高い薬剤のデザイニングを目指したものと考えられる。医薬品開発では前述のように、上

市しようとする国の規制当局から要求される科学的根拠を効率的に収集して、できるだけ

短期間に承認を取得することが要求されるので、日本における規制当局関係のコンテキス

ト分析から、どのように非臨床試験及び臨床試験を組み立てるかを考えることになる。当

時はプログラム戦略マネジメントの考え方が普及していなかったが、品質管理手法を応用

すること等により、複数の試験を効率的に実施する方法が検討されていた。すなわち、取
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得しようとする効能･効果及び用法･用量を推定し、承認を取得するために必要と考えられ

る試験を時系列に展開して実施したことにより、ファモチジンは、胃潰瘍、十二指腸潰瘍

等の消化性潰瘍に対する効能･効果（適応症）の他に、逆流性食道炎、慢性胃炎の急性増悪

期等の幅広い適応症を有する完成度の高い医薬品となった。当時は実現性分析を具体化し

てスキームモデル、システムモデル及びサービスモデルのリファレンスモデルとして活用

する概念が存在していなかったものの、適応症ごとにリスクや制約条件を織り込んで申請

資料の根拠となるデータを収集し、初回承認時までに得られたノウハウを活用して、新た

な適応症の開発を計画・実施したり、基礎研究にフィードバックすることが行われていた

ものと考えられる。 

 

3.4 設問形式 

（1） 消化器領域における戦略ビジョンから酸分泌抑制薬の開発プロジェクトモデルを作

成するにあたり、アーキテクチャマネジメント；グランドデザインの観点から留意

すべきポイントは？ 

（2） 付加価値 大化のデザイニングにおいて、プロジェクトモデルにおける価値設計力

の観点から工夫すべき点は？ 

 

3.5 解説 

(1) 消化器領域における戦略ビジョンから酸分泌抑制薬の開発プロジェクトモデルを作成

するにあたり、アーキテクチャマネジメント；グランドデザインの観点から留意すべき

ポイントは？ 

H2RA を開発している製薬企業のなかには、H2RA からプロトンポンプ阻害薬(PPI)

への研究動向を敏感に察知して、領域プログラムを作成する際のグランドデザインに

反映させているケースがある。例えば、H2RA は服薬後速やかに消化管から吸収され

て循環血液中に到達する。H2RA は血液中で H2 受容体に競合的に拮抗することにより

薬効を発現する。一方、PPI は吸収された後、胃の壁細胞に到達してから薬効を発現す

る。このため、H2RA の法が PPI より服薬してから薬効発現までの時間が短いことが

容易に予測された。ここで、逆流性食道炎による胸やけや胃炎による痛み等の自覚症

状は、器質的な障害の程度が少ない割には患者の日常生活に与える影響が大きいので、

できるだけ短期間で症状を抑えることが要求される。また、消化管出血の急性期には

できるだけ短時間のうちに胃内の酸性度(pH)を高くすることが要求される。このよう

に H2RA の強みである速効性を活かすことは、H2RA の領域戦略に関するグランドデ
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ザインを考えるときに極めて重要である。 

実際にファモチジン等の H2RA は、逆流性食道炎への適応や速効性の静脈内注射用

の製剤をいち早く開発して消化管出血への適応拡大を早い段階で実現している。 

 

(2) 付加価値最大化のデザイニングにおいて、プロジェクトモデルにおける価値設計力の観

点から工夫すべき点は？ 

H2RA であるシメチジン、ラニチジン及びファモチジンはいずれもこれらの薬剤を

開発した製薬企業の世界戦略製品に育つに至った。これらの製薬企業は H2RA で得た

資金により、PPI 等の当該領域の開発パイプラインの強化を実施する必要があった。し

かしながら、医薬品における開発パイプラインは、自社研究所からの新たな化合物の

発見に大きく依存している。ところが、前述のように製薬企業の自社開発による新医

薬品の開発成功率は約 1/12000 であり（文献３）、投資回収後に H2RA が莫大な利益

を産み出している間に、次なる価値の源泉となる開発パイプラインを確保できる確率

も極めて低くなる。 

ここで工夫すべき点は、開発パイプライン充実に要する投資拡大のリスクをできる

だけ回避するための基礎研究、開発研究、臨床研究等の各段階でのアライアンス戦略

を十分に検討又はタイムリーに実行できていなかったことであろう。 

 

 

3.6 ベストプラクティス 

消化性潰瘍治療薬には、防御因子増強剤（所謂、制酸剤）、M3 受容体拮抗薬(M3RA)、

H2 受容体拮抗薬(H2RA)及びプロトンポンプ阻害薬(PPI)が広く医療現場で用いられている。

このうち、H2RA を開発したときのアーキテクチャマネジメントについては、実例問題で

考察したとおりである。 

本項では、H2RA が上市された後に本格的な開発が着手された PPI を事例として、医薬

品開発におけるアーキテクチャマネジメントのベストプラクティスについて解説する。 

 

3.6.1 現状の把握 

現状の把握については H2RA の場合と同様に SIMPLEST を用いて比較検討すると図表

3-7 のようになる。H2RA と PPI の主な相違点は、グローバル化が進行しボーダレスに世

界的に通用する医薬品が要求され、海外から日本の市場に直接的に介入される状況になっ

ている。世界の 3 大市場を形成している米国、日本及び欧州の 3 極の規制当局が承認審査



 66

H2受容体拮抗薬要因（SIMPLEST） プロトンポンプ阻害薬

社会要因（Society） • 社会的ニーズの変化
• グローバル化

技術要因（Technology） • 化合物合成、薬理試験等
• 胃液採取、X線照射等

産業･経済要因（Industry） • 競争の激化、要求の変化
• 海外からの導入

環境要因（Ecology） • 国民皆保険

制度要因（System） • 自社中央研究所から創出
• 自社開発担当者が直接実施

資金･財務要因（Money） • 研究開発費の増大

法律･規制要因（Law） • 薬剤師法･医師法

人口要因（Population） • 医師は絶対的
• 外科医中心

• ボーダレス化
• 世界に通用する薬剤

• SNIPｓ、ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ（HTP）の活用等
• 内視鏡検査、遺伝子検査等

• 競争の激化、要求の変化
• 海外からは直接介入、
• 異業種からの参入

• 国民皆保険

• ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業、ｱﾗｲｱﾝｽの活発化
• SMO・CROの台頭

• 研究開発費の増大が経営に影響を与える
レベル

• 薬剤師法･医師法・GCP
• 日米欧3極ﾊｰﾓﾅｲｾﾞｰｼｮﾝ（ICH）

• 患者がｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝを求められる
• 外科医から内科医へ

に必要な根拠資料等の作成方法及び審査基準をハーモナイズ(ICH)することにより、世界レ

ベルでの医薬品開発を強く後押ししている。国内でも製薬企業以外の異業種が付加価値の

高さと規制緩和の影響で多数参入してきている。しかしながら、研究開発費用の増大は更

に進展し、企業の経営状態に直結するレベルに達している。投資効率を向上させ、ベンチ

ャー企業とのアライアンスが進んでいる。研究開発における業務プロセスが明確化され、

ビジネスプロセスにおけるモジュラー化、オープン化が進み、非臨床試験、臨床試験のい

ずれの段階でもアウトソーシングが活用されるようになってきている。技術的にも研究段

階では SNIP の活用、ハイスループット(HTP)化、臨床でも画像診断、遺伝子検査等の診断

技術が大きく進歩している。 

図表 3-7  現状の把握（SIMPLEST）  

医療工学（画像診断、内視鏡など）、IT、分析技術の進歩などにより、消化性潰瘍の診

断方法が大きく変化した。H2RA が開発された頃は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍の診断は主と

して X 線（レントゲン）により診断されていたが、PPI が開発される頃には、上部消化管

内視鏡による診断方法が進歩してきた。このように技術要因が大きく変化すると、診断効

率が変化し、治療方法に変化を来たす。上部消化管内視鏡では、患部の状況が肉眼的に観

察できることから、その診断精度は飛躍的に向上した。さらに、外科領域の残っていた難

治例のうち、出血例については内視鏡的止血術が進歩することにより、外科的な開腹手術

の頻度が減少している。 
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3.6.2 シナリオの作成からアーキテクチャマネジメントへ 

医薬品開発について、全体使命としての経営戦略から薬効領域別プログラム戦略として

のシナリオを作成し、開発パイプライン、薬剤別 CTD、薬剤別プロジェクトのアーキテク

チャへの展開を模式化すると図表 3-8 のように表すことができる。薬剤別 CTD の詳細は図

表 3-2、薬剤別プロジェクトは図表 3-4 にそれぞれ相当する。 

図表 3-8  ベストプラクティス 

医薬品開発の薬効領域別プログラム戦略としてのシナリオの作成には、洞察力に加えて

過去の事象の分析力、論理の構築力及び俯瞰力と未来の先見力のバランスを採ることが必

要である。 

図表 3-9 に示したように 1978 年に世界初のプロトンポンプ阻害薬(PPI)として、オメプ

ラゾールが特許出願され、非臨床試験で毒性が懸念されたので 1 年間程度の開発中断はあ

ったものの 1988 年にはスウェーデンで初めて上市され、日本では 1991 年に上市された。

オメプラゾールに続いて 1983 年にパントプラゾール、1984 年にランソプラゾール、1986

年にラベプラゾール、1987 年にサピプラゾールが特許出願された。ランソプラゾールは 7

年後の 1991 年に米国で上市された後、1992 年に日本で上市されたが、パントプラゾール

とラベプラゾールは 11 年後の 1994 年と 1997 年に上市された。これらの PPI は世界市場

で熾烈な競争を展開しているが、特許出願から上市までの期間はランソプラゾールが も

薬効領域別
プログラム戦略

薬剤別
CTD
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グ
レ
ー
ト

薬剤別
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

経営戦略
プロファイリング
マネジメント

プログラム戦略
マネジメント

アーキテクチャ
マネジメント

プラットフォーム
マネジメント

プログラム ライフサイクル
マネジメント

ｼﾅﾘｵﾍﾞｰｽ

ｱｰｷﾃｸﾁｬﾍﾞｰｽ

開発
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

薬剤別
CTD

薬剤別
CTD

薬剤別
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

薬剤別
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

開発
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

開発
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ
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ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
1978年
特許出願

1984年
毒性疑い

1985年
開発再開

ﾊﾟﾝﾄﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
1983年
特許出願

2001年
日本上市

ｻﾋﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
1987年
特許出願

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
1984年
特許出願

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
1986年
特許出願

1997年
日本上市

1988年
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
上市

1991年
日本上市

1994年
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
上市

開発中止

1991年
米国上市

1992年
日本上市

短く、特許出願時には約 6 年間先行していたオメプラゾールに迫り、米国及び日本での上

市は約 1 年間の遅れまで差を縮めている。開発期間を短縮することは、Time to market の

観点から製薬企業各社のとって 重要課題とされているが、ランソプラゾールでは米国と

日本で平行して開発を進めている。非臨床試験及び工業化研究は日本で一括して実施し、

臨床試験はまだ 3 極でのハーモナイゼーション(ICH)が機能していなかったので、米国と日

本で独立して実施された。 

図表 3-9 プロトンポンプ阻害薬（PPI）の開発経緯 

実際には医薬品開発のゴール（承認取得、上市）に必要な CTD のシナリオを作成し、科

学的根拠として必要な試験をビジネスプロセスとして明確化したうえで可能な範囲でモジ

ュラー化する。モジュラー化したプロセスから産み出された成果は、適切にインテグレー

トされて 終的には CTD に集約されなければならない。この事例にようにプロジェクトの

実施場所が離れており、言語、文化等のコンテキストが大きく異なる場合には、ビジネス

プロセスをモジュラー化して実施し、必要に応じてタイムリーにインテグレートすること

が、実際のプロジェクトの運営上は難しい場合が多いので、プロジェクトマネジメントオ

フィス(PMO)を活用したり、組織的に工夫することによりインターフェイスでのコンフリ

クトを 小化して克服を試みている。 

初回効能（胃潰瘍、十二指腸潰瘍等の治療）以降の製品付加価値 大化戦略においても、

各薬剤が凌ぎを削る状態が継続している。先発品のオメプラゾールは欧州を中心に世界各

国での適応拡大、剤型追加を推進している。ランソプラゾールは世界 大市場である北米
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を中心に日本、欧州での適応拡大、剤型追加を推進している。特に北米ではランソプラゾ

ールの適応症、剤型、投与経路が も広く、製品完成度の高さにより競争優位性を維持し

ている。これを実現するためには、医師及び患者の要求に広く耳を傾けるとともに、質を

確保しながらスピーディに非臨床試験及び臨床試験を実施して科学的根拠を収集すること

が必要である。このために領域･疾患ごとにプログラム戦略を立て、状況の変化に応じて臨

機応変に対応している。 

 

3.7 考察 

医薬品開発は、基礎研究で発掘されたシード化合物を臨床適用して、その医薬品として

の製品プロファイルを明らかにするものである。そのプログラムとしての価値の創造には、

大きく 2 つのポイントが考えられる。 

第１は、モジュラー化、オープン化の限界であろう。すなわち、医薬品開発において同

時に並行して進められる複数の非臨床試験及び臨床試験の各プロセスについて、どこまで

モジュラー化することができるか。また、各プロセスをどこまでオープン化できるかが問

題となろう。すなわち、非臨床試験のうち基礎研究段階については、日本の製薬企業は積

極的に研究段階でのアライアンスを実施していない自前主義（autarkic）でありながら過去

に国際的に通用する医薬品が創生されているのも事実なので、基礎研究段階ではこのよう

なクローズでインテグラルな状態のままでよいかどうかについては結論が得られていない

と報告されている（文献９）。現時点では、基礎研究については、これまでに得られてい

る成功体験を活かしながら、少しずつアライアンスを拡大する方向性が考察されている。

臨床開発段階では、データマネジメント業務、モニタリング業務、統計解析業務、メディ

カルライティング業務等がモジュラー化されアウトソーシングされているが、その業務範

囲は限定的であり、アウトソーシング先は、排他的でクローズな状況であった。 

このようにこれまで企業秘密としてクローズでインテグラルな状態であった医薬品開発

プロセスを製薬企業がいかに可視化することができるかということと、可視化された各プ

ロセスのシェアリング（shearing）がポイントである。そして、モジュラー化された業務

を検査会社、安全性試験受託機関との非臨床試験の支援機関や CRO 等の臨床試験支援機関

がどこまでのプロセスを受託することができるかにかかっているであろう。 

第 2 に、モジュラー化やオープン化された各プロジェクトやそのプロセスを高い視点と

広い視野から見直し、規制当局に申請して承認を得るための製品プロファイルを明らかに

するためのシナリオからの基本要求に基づいて、プログラムとしての医薬品開発を具現化

するためのグランドデザインをどのようにして描くかがポイントとなる。 
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医薬品開発の基礎知識の項で述べたように、医薬品開発のマイルストーンでは不確実性

が高いなかで科学性と倫理性を両立させた判断が求められる。その際には、プロジェクト

マネジメントの基本スキルとツールを活用し、そこから得られる情報に基づき、プログラ

ムアーキテクチャを構築していかなければならないと考える。 近の医薬品開発には、「く

すり」としてのプロファイルを明らかにすることが 優先であると考える「科学性重視型」

のマネジメントと、投資金額や開発期間等の開発目標を 優先に考える「経済性重視型」

がみられる。いずれも規制当局から承認を取得するために必要なデータを収集するために

スピード、品質及び資源の 適化が要求されているが、基本的な視点が異なっている。こ

れまでは、「科学性重視型」が多く、承認取得のために規制当局を説得するのに必要十分

なデータを集積しようとして、試験数が多く、コストが高く、開発期間も長くかかるもの

が多かったと考えられる。 

一方、「経済性重視型」は時間とコストの重点を置いた考え方であり、経営の視点から

開発の必要性や採算性が判断されることになる。 

このようにプログラムアーキテクチャを構築する際のプロファイリングとシナリオの考

え方が大きく変化している。ここで大切なことは、大きく考え方が異なる場合には、それ

ぞれのプロセスで持続的なコンフリクト（conflict）が発生していることを認識し、そのコ

ンフリクトを解消する課程で問題を認識して解決することであろう。コンフリクトを解消

するための標準的かつ実践的なルールを設定することが、どのような状況下でもプログラ

ムを具現化することができるアーキテクチャの構築にとって重要であると考える。 

 

3.8 まとめ 

医薬品開発プロジェクトにおいて、アーキテクチャマネジメントを活用すると、開発期

間短縮等の開発効率において競争優位に立つことができる。医薬品開発プロジェクトで競

争優位に立つためには、グランドデザインの精度をあげるべく調和設計力としての全体構

造、全体機能及び基本操作性を実践することが必要である。特に、戦略・ビジョンから業

務のプロセス化、プロジェクトモデルの作成により構造及び機能を付与し、全体使命を必

要に応じてフィードバックすることが必要である。 
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第4章  トヨタシステム進化のアーキテクチャマネジメント 
 

名古屋工業大学テクノイノベーションセンタ  黒岩 惠 

 

 

4.1 狙い 

日本的経営管理と生産方式、その代表例としてトヨタ生産方式（TPS=Toyota Production 

System）の進化とグローバル展開について P2M アーキテクチャマネジメントの視点で考

察する。製造業におけるお客様へ提供する商品とサービス、それを実現するビジネスプロ

セスにおいて IT 化時代の新しいビジネスモデルの創出が競争優位の戦略に欠かせない。自

動車産業は地球環境対応やグローバル競争へ向けて、自動車という商品自身と事業やビジ

ネスプロセスにおけるアーキテクチャは変化している。前者はハイブリッド、燃料電池車

にみられるプロダクトアーキテクチャ、後者は M&A や IT によるグローバルコラボレーシ

ョンなど、ビジネスアーキテクチャの変化である。本論では、プログラムアーキテクチャ

マネジメントの視点でトヨタシステムにおける以下の様な事例を挙げて述べる。 

（1） 人間重視の TPS とグローバル展開におけるトヨタウェイによるビジョンの共有 

（2） トヨタ方式のビジネスアーキテクチャ 

 ・人間・機械系（IT 含む）としての TPS の進化 

 ・新車開発とグローバルサプライチェーンの構築 

 ・お客様視点でのサプライチェーン再構築 

（3） TPS のグローバル展開とアーキテクチャマネジメント 

 

4.2 トヨタ方式に関する知識 

トヨタでは豊田佐吉翁の遺訓として、昭和 10 年にまとめられた「豊田綱領」を下に７項

目からなる基本理念がある。基本理念を要約すれば、人や社会、地球環境、世界経済との

調和を図りつつ、お客様、株主、社員、取引先など関わりある人々とともに成長していく

ことをめざしている。基本理念実現のためのビジョンとして「2010 年グローバルビジョン」、

そして「トヨタウェイ 2001」が策定された。「2010 年グローバルビジョン」は、2010 年

に向けてトヨタが目指すべき企業像を表したもので、内容は、将来に向けた４つのイノベ

ーション、即ち、21 世紀初頭に期待する社会の姿を踏まえたトヨタが目指すべき企業像と、

トヨタ自身が変革すべき３つのパラダイムチェンジが提示されている。 
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① 再生社会、循環型社会の到来・・・地球にフレンドリーな技術で地球再生を牽引す

るリーダーを目指す。 

② ITS 社会やユビキタスネットワーク社会の到来・・・安全、安心、快適に暮らせる

車とクルマ社会を創造するリーダーを目指す 

③ 世界規模でのモータリゼーションの進展・・・自動車の持つ魅力を世界中に広め、

トヨタファンを拡大する 

④ 成熟した人間社会の到来・・・真のグローバル企業として、世界中の人々や地域か

ら敬愛される存在 

 

３つのパラダイムチェンジ（変革の視点）は、①技術開発及び商品開発、②マネジメン

ト、③収益構造、とされ、トヨタのグローバルシェアを 2010 年に 15％を目指す、として

いる。 

また、トヨタに受け継がれている経営上の信念や価値観を判りやすく体系的に理解でき

るようまとめられた、社員の行動規範として「トヨタウェイ 2001」がある。トヨタのビジ

ネスがグローバル展開される中で、トヨタの強みを継承し、進化しつづけていくこと、価

値観の異なる海外事業体のマネジメント層にも浸透させ、実践してもらうためのものであ

る。「トヨタウェイ 2001」は日本語と英語で併記され、２つの柱とそれを支える５つの要

素で成立つ。２つの柱とは①知恵と改善、②人間性尊重、であり、５つの要素とは①チャ

レンジ、②改善、③現地現物、④尊重、⑤チームワーク、である。トヨタウェイは人中心、

個の力の尊重と結集、人材の育成、人間力の向上に主眼を置いている。 

トヨタウェイの具体的な展開として位置付けられているのがトヨタ生産方式（TPS）で

あり、TPS はものづくり現場だけでなく車の開発、販売も含めた経営全体、トヨタの経営

哲学、トヨタの DNA として受け継がれ展開されている。TPS の基本理念は「お客様第一」

とし、その二本の柱は「ジャストインタイム」と「自働化」である。人間・機械系（IT を

含む）で成立つビジネス活動、その例としての TPS のあるべき姿とは、全体の系とそれぞ

れのプロセスで「顧客の引きに応じた流れをいかにして構築するか」、という理想像へ向

けた活動であり、絶えず進化しつづけ、TPS の目指すところは「常にあるべき姿を目指し

て改善しつづける人と組織を創りあげること」に帰着する。トヨタシステムとその具体的

展開としての TPS を図 4-１に示す。 
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図 4-1  トヨタシステムとトヨタ生産方式  

TPS は現場の改善活動から、現在では日本の製造業の伝統的マネジメント手法としの

TQC/TQM (Total Quality Control/ Management)の活動として、商品企画・開発、マーケ

ティング分野にまで展開されている。「人は 大の資源」とする TPS やトヨタの TQM の

基本は、①お客様重視、②全員参加、③絶えざる改善、により企業ビジョンとしての「調

和ある成長」に向けて、組織細胞の活性化のためにコミュニケーションを重視し、問題意

識の共有、仲間意識の醸成、改善意識の高揚を図るとした、人と組織の活性化にある。IT

の技術革新とともに、トヨタのグローバル展開において IT 化は必須ではあり、ビジネスプ

ロセスを支えるための IT 化、IT で制御される設備・機器の高度化により工場の自動化は進

展する。しかし、トヨタでは IT 化を含めた機械系とそれらの人工物を創り上げる技術以上

に、人間力向上のためのマネジメントに重点を置き、人間・機械系（IT を含む）で成立つ

ビジネス活動の主体である人材育成とそれを育む企業風土がトヨタの競争力向上の源泉と

言えよう。図 4-2 にトヨタのビジネスプロセスを新車開発と車両の生産・販売の二つ面で全

社的 TQM の展開をマネジメントサイクルで示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様満足

従業員満足

労使信頼

ジャストインタイム 自働化

企業風土（トヨタウェイ）

QCDの追求

お客様満足

従業員満足

労使信頼

ジャストインタイム 自働化

企業風土（トヨタウェイ）

QCDの追求
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図 4-2  新車開発と車両の生産・販売の業務フローと TQM 

トヨタの全社的 TQM の特長は、生産現場での改善・改革手法としての TPS を新車開発

における TDS（Toyota Development System）、販売・マーケティング活動における TMS

（Toyota Marketing System）への展開と TDS、TPS、TMS 三位一体の取組みである。TQC

は時代の変遷とともに現在は TQM としてコンセプトが拡大展開され、TQM の技術的方法

論として、実験計画法、多変量解析などの従来からの統計的手法 SQC（Statistical Quality 

Control）が適用される。世の中では TPS が原価低減手法、生産性向上の手法として喧伝さ

れるが、TQC/TQM、定量的解析手法としての SQC、さらには日本の伝統的生産現場の管

理手法である TPM（Total Productive Management）などの技術マネジメントに支えられ

て、TPS が実現されていることを理解しなければならない。 

 

4.3 プロジェクト＆プログラムマネジメント（P2M）対象事例 

自動車産業におけるプロジェクトマネジメント (PM) 適用の典型的分野は、ほぼ 4 年周

期のモデルチェンジである。欧米に比較してモデルチェンジの頻度の多さが、80 年代には

日本をして自動車先進国の欧米を凌駕させた。多くの自動車メーカは長年の新車切替えの

経験から PM の方法論を確立してきた。トヨタでは、エンジン、ミッション、ボデーなど

の設計、試験評価、試作などのファンクショナル組織とは別に、新車開発に権限と責任を

持つ主査制度というクロスファンクショナル組織を中心に新車開発の PM 方法論が継承さ

れてきた。一方、日本の自動車産業の特徴として欧米に比して、生産準備・生産技術分野

の組織体制と人材の層が厚く、この点が日本の自動車が欧米の自動車産業を凌駕し、短期

間のグローバル展開を可能にしてきた。新車の開発から量産体制移行、グローバル展開に
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おける PM の手法は、各社独自の企業風土の中で育まれ、日本的経営手法（チームワーク、

大部屋活動、暗黙知など）として確立されてきた。 

ここでは IT 化の事例を引用して、「トヨタ生産方式の進化」、お客様視点でのサプライ

チェーンの再構築としての「カスタマーイン活動」、新車におけるデジタルエンジニアリ

ングの適用による「グローバル展開」を P2M 対象事例として取り上げ、そのアーキテクチ

ャマネジメントに視点をあてて考察する。 

 

4.3.1 進化する TPS 

「ジャストインタイム」とは、生産プロセス、さらにはビジネスプロセスを「流れ」に

する活動であり、「自働化」とは、生産プロセスを構成するモジュールが「自律化/自立化」、

することを意味している。TPS の目標は「常にあるべき姿をめざして改善しつづける人間

集団を創ること」という人的能力の向上にあり、この事が近年、TPS が生産分野の改善・

改革手法だけでなく、流通・サービス業界さらには全てのビジネス活動のイノベーション

手法へと認知され導入されつつある理由でもある。TPS モデルとして筆者らが提唱してき

た「調和型自律分散」とは、「 善のシステムとは、ミッションやビジョンという価値を

共有した全体と、自律した個によって成る」を意味している。TPS の理念である「お客様

第一（Customer First）」をビジョンとし、「ジャストインタイム」の追求というミッシ

ョンを持つ全体に向けて、「自働化」すなわち「自律化/自立化」した個で成立つシステム

が TPS と言える。 

人間・機械系（IT を含む）で成立つビジネス活動・生産システムにおいて、人工物とし

ての機械系の進化でTPSがここ20数年で進化してきた。人間系を重視するTPSにおいて、

「作業改善が 初で機械化は 後」という教えは、ビジネス改革活動において「BPR

（Business Process Reengineering）が先決、IT の導入は 後」を意味し、全ての業種に

通用する改善・改革の基本姿勢である。現在の自動車生産システムは、人の知恵・技術と

経営環境から、人工物としての生産ラインが出来上がっているが、自動車の生産は「素材

から部品、完成車まで深くて長い多段工程で成立つ」という現実に立てば、TPS の実現は

ビジネスプロセス、生産プロセスを「流れ」にする活動である。 現実の自動車生産プロ

セスでは、鋳物溶解炉などによる素形材製造、プレス加工、樹脂成形などで素材、中間材

や部品のストックを持つバッチ生産やロット生産工程も多くある。良いものを安く早く、

という物づくりの基本である QCD (Quality, Cost, Delivery)を維持する現状技術の 適

解（と関係者は思っている）の中で現実としての生産プロセスが成り立っている。自動車

構成部品のモジュール化やコンベヤラインに対比したセル生産方式など議論されている。
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これは人間・機械系としての TPS 進化の一里塚であり、機械系としてのマシニングセンタ

や複合加工組付機なども TPS における工程集約、工程短縮の例であり、生産システム進化

における当然の流れであろう。図 4-3 に TPS 実現の全体像を示す。 

 

 

図 4-3  トヨタ生産方式の全体像 

生産システムを流れで考察する時に、離散系である自動車部品やユニット（エンジンな
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シビリティの向上、ジャストインタイムの向上、在庫圧縮、部品物流効率化、人の運用ミ

ス防止、などの目的と ICT（Information & Communication Technology）の技術革新によ

り展開されてきた FA 化や生産情報としての「自律分散型 ALC」、「e-Kanban システム」

はその典型的事例であろう。 

 

4.3.2 ビジネスのグローバル化とパートナとの情報共有 

ICT の技術革新は、ムーア、メカトーフ、ギルダーの法則などでいわれるように 25 年間

に１万倍進化した。ICT が産業構造の変革に も大きなレバレッジ（てこ）になっている

ことは否定できない。ICT がビジネス活動をしてグローバル化、オープン化、スピード化

をもたらした。日本の自動車産業は地球規模での競争により、日本の自動車メーカ

（OEM=Original Manufacturing Equipment）は、独立系はトヨタとホンダだけである。 

グローバル競争での OEM の生き残りをかけた経営戦略の例が世界的な M&A、さらに欧

米から非関税参入障壁と揶揄されてきた日本的系列構造の崩壊である。80 年代までは、ト

ヨタグループや日産圏と呼ばれた大手は、OEM を頂点とする所謂ヒエラルキ構造の閉鎖的

かつ垂直型業界構造を取り、それが日本の自動車産業競争力の源泉でもあった。日本的「選

択より育成」の文化が ICT の進化とともに、ビジネスのスピード化やオープン化が助長さ

れる中で、日本経済のバブル崩壊により悪い面で残ってきた系列構造は崩壊した。トヨタ

においても「部品の世界 適調達」を宣言し、1 次の仕入先へ自社部品の競合他社への売込

みを積極的に奨励し、TPS の部品仕入先への展開とともに競争力を持つ部品仕入先で、現

在もトヨタの系列構造が継続維持されているのは、他の部品メーカより国際競争力を持つ、

との現場の判断からである。 

日本の自動車産業と欧米との大きな相違点として、前者は後者よりも生産技術・生産準

備部門の層の厚さは前述したが、OEM における部品の内製率では、前者は後者の 50-60％

（現在は別会社化で内製率は低下）に比べ 30％前後と低く、日本の OEM は自動車部品の

部品仕入先依存度が高い。日本の OEM がプロダクト以上にプロセスに重点をおき、トヨタ

においては生産準備（部品材料、加工法、組立法、生産工程を含めて）と生産という、車

の設計、生産、販売のビジネスプロセスの中核に位置する部門での TPS が前後工程へ強い

影響力を及ぼしてきた点が競争力の源泉でもある。TPS の追求は、自動車を生産プロセス

において「素材から部品、完成車に至るまで、流れを構築する」活動であり、その活動の

範囲はトヨタ自社内だけでなく、材料メーカ、部品メーカ、販売店までの改善活動、いわ

ゆる「素材から完成車までのサプライチェーンの全体 適を狙ったゼロベースでのビジネ

スプロセスの改善・改革」の実践である。海外でもトヨタの対米進出とともに、TPS によ
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る改善支援が、競合他社でもある現地 OEM や部品仕入先の生産性向上に寄与してきた。 

自動車産業における OEM と部品仕入先の部品調達・取引における EDI（Electronic Data 

Interchange）の標準化、アーキテクチャの面から考察された文献もある。EDI を広く業界

に合意され、オープン化された電子商取引のルールとするならば、日本の自動車業界は US

に 10 年は遅れている。US では GM などビッグ 3 は、80 年代前半に全米の自動車産業の

NPO (Non-Profit Organization)である AIAG（Automotive Industry Action Group）を中

心に EDI の業界標準策定に取り組んだ。90 年代初頭にはビッグ 3 は自社固有（Proprietary）

の標準を X.12 による AIAG 標準に全て切替え、インターネットの普及とともに、それまで

の専用線をANX（Automotive Network Exchange）というVPN（Virtual Private Network）

という業界のネットワークに置き換えてきた。さらには 2000 年前後の IT バブル絶頂期に

は、全米を中心に OEM と部品サプライヤが加入した自動車部品のネット上のオープン調達

の仕組み、いわゆる e-マーケットプレイス Covisint が立ち上がった。Covisint の事業展開

計画によれば、部品の調達では年間 50 兆円の電子商取引、サプライチェーンの 適化、設

計業務のコラボレーションが段階的に取り組まれるとされていた。米 DOD（Department of 

Defense）が 85 年に提唱し、日本でも 95 年に当時の通産省が自動車業界など大手業界グル

ープに主導した CALS（Continuous Acquisition and Lifecycle Support）実証実験が推進

されたが、IT 化の進展とともに CALS のコンセプトは Covisint 構想として商用に供される

段階になってきた。世界的な IT バブル崩壊で Covisint 構想の一時の勢いは無いが、IT 化

の進展はデルコンピュータのダイレクトモデルの様に、製造業のビジネスモデルを大きく

変貌させようとしている。GM を中心とする米自動車産業は、電子機器業界が EMS

（Electronic Manufacturing Service）に製造を委ねている様に、GM を中心とする米自動

車業界は、製造よりも車の開発や販売チャネルの維持、長期的なビジネスモデルを OEM か

ら VBO（Vehicle Brand Owner）に移行しつつある。彼らのビジネスの主体は「自動車造

りから金儲けにあり」、「ものづくりよりブランドマネジメント重視」のパラダイムシフ

トは、自動車業界のビジネスアーキテクチャを大きく変化させよう。 

日本の自動車業界では、部品仕入先とのオンライン取引は国内競争戦略の一つであった

ことから、トヨタ標準などという企業独自の標準が現在でも適用されており、国際間の新

しい取引先に対しては、EDIFACT という国際標準に則った EDI 標準が 2000 年代初から

ANX の日本版である JNX（Japan Network Exchange）という自動車業界共通ネットワー

クインフラを使って適用されるようになった。部品の世界調達においては、トヨタもホン

ダも Covisint の e-マーケットプレイスには参加せず、トヨタでは WARP（Worldwide 

Automotive Real-time Purchasing）という独自の電子調達の仕組みを構築し、品目、品番、
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仕入先、車種などの全世界共通データベースの構築、新車開発の構想段階での戦略サポー

ト、発注方式の立案、生産準備段階での部品仕入先とのコラボレーション環境などを実現

している。新車開発から量産移行段階では、部品仕入先選定の世界 適調達を支える WARP、

量産段階における部品の発注（計画、内示ベース）は従来からの部品調達システム、実需

としての部品プル情報として e-Kanban が機能し、トヨタにおける部品仕入先を含めたサ

プライチェーンの 適化、TPS を機械系（IT 化）として支えている。 

新車開発の設計業務における部品仕入先との技術情報の共有、海外を含めた設計部門と

生産部門との情報共有について次に述べる。新車開発期間の短縮による競争優位戦略は日

本のバブル経済崩壊後の米クライスラー社の戦略車ネオンに端を発している。それ以来、

日本の OEM の新車開発期間は 80 年代の 36 ヶ月から 90 年代前半の 24 ヶ月、現在では 15

ヶ月前後と着実に短縮した。主な短縮要因は、設計部門、生産部門、仕入先との情報共有

によるコンカレントエンジニアリングの適用とそれを可能にする組織アーキテクチャ（ク

ロスファンクショナル組織、大部屋活動など）の改革、過去の開発試作 2 回、量産試作 2

回から試作ゼロへの挑戦、3 次元データを中心に CAD/CAM/CAE/CAT の駆使による試作・

試験回数の低減、加工・組立不具合のフロントローディングによる設計段階での事前評価

などによる。設計・生産準備・生産現場と部品仕入先との情報共有と見える化（可視化）

で、「人（組織）と IT の協調システム」を実現している。固有技術・技能＋IT をトヨタで

はデジタルエンジニアリングと呼ぶ。その一例として設計、生産（工場）を結ぶ新車開発

のビジネスプロセスを担う生産技術部門で開発された車両開発対象のシステムとして

V-Comm（Visual Virtual Communication）や部品やユニット開発における CASE

（Computer Aided Simultaneous Engineering）がある。これらは 97 年から本格的に展開

され、海外事業体を含めたビジネスパートナ、設計、生産準備、工場各部門間の情報と知

の共有を可能としている。V-Comm、CASE などのデジタルエンジニアリングツールは以

下の機能で構成され,国内外でのビジネスパートナとの情報共有によるコラボレーションを

可能にしている。 

1. デジタルアセンブリによる設計品質の事前評価（組付けシミュレーションなど） 

2. 部品の成形、加工（塑性加工、切削加工など）におけるデジタルシミュレーション 

3. ノハウデータベース（設計チェックシート、加工・組付け法、組付性、品質などの

過去の不具合と対策法など） 

4. ビジュアルコミュニケーション（実物大での映像,音声,文字による問題発見、対策提

案） 

以上、事例として上げた部品調達においては、部品仕入先を含めたサプライチェーンの
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効率化のための WARP や e-Kanban システム、新車開発の技術情報のビジネスパートナ（社

内外、国内外）との情報共有、コラボレーションのための V-Comm、CASE などのデジタ

ルエンジニアリングツールは、新車開発、生産活動、トヨタのグローバル展開での重要な

ツール、イネーブラとして定着し、過去のフェースツーフェースを前提にしたビジネスア

ーキテクチャを大きく変化させつつある。一方では、海外事業体を含めたコラボレーショ

ンによるビジネス活動が、日本的経営の特徴の一つとしての「暗黙知」を「形式知（明示

知）」、ビジネス活動の「見える化（視解化）」を助長している。その 1 例として、主に

生産・物流分野の「見える化」の例で多用されている TLSC（Total Link System Chart）

について述べる。サプライチェーンの改善やグローバルサプライチェーン構築において、

その業務に関連する多くの人（経営トップ、管理者、計画者、システム設計者、運用者、

保全者など）が情報共有し様々な視点から知恵を出すためには、サプライチェーン全体の

見える化（視解化）が重要である。トヨタでは 10 数年、見える化の一方法論として TLSC

と呼ばれる表記法が適用されてきた。図 4-4 に示す TLSC は一枚の図面（１M×４M 程度

の大サイズもあり）に、工程管理図、工程図、制御図、情報システム図を記入する。一枚

の図面だけで、多くの関係者が情報共有でき、知恵の創出を可能にしている。現在、300

枚以上の生産・物流プロセス（人間系と IT を含む機械系）が蓄積され、サプライチェーン

の改善・改革やグローバルサプライチェーンの構築に寄与している。サプライチェーンの

適化においては、上記の TLSC による多くの関係者の知恵の結集と IT シミュレータを駆

使して決定され（生産場所、運搬ルート、運搬量、中継基地など）、多くの場合は自前の

オリジナルソフトにより、現場の人の知恵による改善・改革を可能としている。 
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図 4-4  システムの「見える化」の例 

 

4.3.3 サプライチェーン再構築プログラム 

「ジャストインタイム」や「自働化」という TPS の二本の柱を提唱したトヨタの創設者

を受け継ぎ、大野耐一とその後の継承者によって 40 数年で定着してきた伝統的 TPS は、

「人は 大の経営資源」、「人的能力の 大限の発揮」というビジネス活動、生産活動に

おける人間系重視に特長がある。世界の自動車業界では、80 年代には「生産性と品質は日

本車」を確立したが、米自動車産業は「生産性、品質の向上は技術力にあり」とし、ハイ

テク導入に走った。その一例は CIM (Computer Integrated Manufacturing) コンセプトと

その導入である。しかし高度なハイテク機器（ロボットなど IT で制御される知能機械）や

CIM の導入が生産現場の保全技能者の質の問題などにより稼働率、生産性の低下をもたら

した。生産システムの技術的進化のために、生産情報システムを全社レベル、工場レベル

などに層別し、標準化とオープン化の活動が CIM レファレンスモデル、情報ネットワーク

のオープンアーキテクチャとして推進され、日本でも FA オープン推進協議会（財団法人製
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Automation Protocol )が GM によって提唱され、トヨタでも 80 年代に車両組立工場にブロ

ードバンドシステムと MAP が適用されてきた。CIM という言葉に対比させ、TPS を基本

とするトヨタの生産システムは HIM(Human Integrated Manufacturing)と呼んだ。経営

環境、生産環境の変化に対応するために、生産システムの機械化・自動化は、主に離散系

の自動車産業、機械産業を中心に和製英語としての FA (Factory Automation)として 80

年代初から加速された。生産システムの機械系を中心とする CIM/FA において、その進化

のためには、個々の機器・設備や IT モジュールはオープンアーキテクチャでなければなら

ない。生産システムにおけるアーキテクチャ論は、85 年から EU 圏の共同研究プログラム

である ESPRI(European Strategic Program and Research on Information Technology)は

じめ欧米での多くのコンソーシアムプログラムで研究され、CIMOSA(CIM Open 

Architecture)、ボルドー大学の GRAI-GIM、パデュー大学の PERA、さらには IFIP-IFAC

タスクフォースで結実した GERAM (Generic Enterprise Reference Architecture and 

Methodology)などが提唱されてきた。そして共通言語としての IDEF(ICAM-Definition)な

どのモデル化手法が提案されてきた。図 4-5 に CIM レファレンスモデルを図 4-6 に 80 年

代における生産システムのアーキテクチャとして引用されるCIMOSAのアーキテクチャモ

デルを示す。 

図 4-5  ＣＩＭレファレンスモデル 

 

 

 

機器

設備

セル

ライン

工場

企業
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図 4-6  CIMOSA の CIM アーキテクチャ 

80 年代からの IT 分野での技術革新とともに、自動車生産システムは機械系としては進

化してきた事は言うまでもない。ハイテク過信に失敗した米自動車産業は、生産現場とし

ては TPS の人の改善意欲の尊重、生産性向上における人間系重視の工場管理を日本から学

び、彼らは TPS を「リーン生産方式」と命名した。一方では彼らの得意とする IT を駆使

してジャストインタイムを「サプライチェーンマネジメント（SCM）」と命名し、90 年の

日本経済のバブル絶頂期に、サプライチェーンや SCM という言葉が提唱され、日本のバブ

ル崩壊とともに、日本的改善よりイノベーションを重視するリエンジニアリング（BPR）

や SCM が日本の企業にも導入され始めた。 

トヨタのジャストインタイムは「必要な時に、必要なものを必要な量だけ、造り運ぶ」

というコンセプトの実現手法として、工程の流れ化、必要数でタクトを決める、後工程引

取り、小ロット化を追及し、実現手段の一つとしてかんばん方式が適用されてきた。そし

てジャストインタイムの実現ステップとして、生産現場のトップから現場作業者までの意

識改革に始まり、生産工程の無駄の徹底的排除、作業の大半を占める付加価値（組付けや

加工）の無い作業（運搬など）を付加価値作業に変える改善活動である。従って伝統的 TPS
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におけるジャストインタイム実現の範囲は、部品仕入先と完成車、さらには販売拠点まで

の「造り、運び」の部分 適の積み上げでしかない。一方 SCM の特長は、モデリングとシ

ミュレーションという IT を駆使してサプライチェーンの全体 適を可能にする。機械系重

視の欧米型経営管理と人間系重視の日本型経営管理の「良いとこ取り」、すなわち両者の

シナジー、「人間・機械（IT 含）協調システム」の構築が今後の企業経営に欠かせない。 

トヨタでは「お客様までのジャストインタイム」を実現し、よりお客様の声を新車開発、

生産準備に生かすべく IT を駆使しお客様から部品仕入先までスルーな情報ネットワークを

構築すべく、90 年代中頃よりサプライチェーン再構築プログラムをスタートした。このプ

ログラムは 20 以上の、主に IT システムの開発プロジェクトで構成された。「お客様まで

のジャストインタイム」のために、受注車納期短縮（14 日目標）、納期回答遵守（100％）

を実現し、さらには販売店の完成車在庫圧縮のため、お客様の実需による PULL 情報に基

づいて、前工程の IT システムである販売店システム、完成車物流システム、工場の生産指

示システム、かんばんシステム、需給管理システムなどが再構築された。素材から部品、

ユニット（エンジンなど）、完成車、販売店までの物の流れを制御する、人間情報システ

ムである伝統的なかんばん方式は IT を駆使した情報システム、すなわち e-Kanban へ進化

した。さらにお客様との接点の向上のために、販売活動の支援とインターネットを駆使し

たハイブリッドマーケティングを実現する GAZOO という EC サイトを 90 年代後半に立ち

上げた。今後、インターネット販売におけるデルコンピュータのダイレクトモデルと同様

にお客様からの受注車を直接生産に結びつける BTO (Build To Order)へと自動車ビジネス

のアーキテクチャは大きく変化していくであろう。人間系を中心とする伝統的 TPS は、ビ

ジネス活動、生産活動の主体が機械系より人間系が重視されるため、トヨタとビジネスパ

ートナ、さらには他の業種業態における改善・改革手法として陳腐化することはないが、

トヨタでは、機械系としての IT の効果的・効率的な利活用は、さらなる「お客様第一」、

QCD のレベルアップ、加えて TPS のグローバル展開において益々重要になるであろう。 

 

4.3.4 トヨタのグローバル展開と TPS 

トヨタは「車を通じて全世界のお客様に喜んでいただく」、「良き企業市民としてその

国の産業発展に貢献する」という CS の理念で車両、部品の現地生産、現地調達を積極的に

推進している。現地事業体が競争力 NO.1（部品の QCD だけでなく、技術、開発力、同時

立上げ、納入安定性など）を維持し、現地生産車の為替変動による収益性の悪化を回避し、

為替フリーにするため、現地調達化（現調化）100％への取組みを行ってきた。現調化とは、

部品の現調化に留まらず、開発の現調化を意味し、トヨタの現調化 100％への挑戦は、以下
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の 5 つの軸で 90 年代から精力的に推進された。 

 

1. プロジェクト軸：全世界のトヨタの事業体がある車種で世界に貢献できる計画立案 

2. 部品軸： 適設計の部品を世界で流用化、標準化を推進 

3. 仕入先軸：既存の仕入先の基盤強化と TPS による競争力の強化 

4. 材料軸：現地の標準材適用のため現地情報の入手 

5. しくみ軸： 適なサプライチェーン構築のため、物流資材、プロセスの「見える可」 

 

その典型的事例として IMV’( Innovative International Multipurpose Vehicle) プロ

グラムの概要を取り上げる。IMV はトヨタのグローバル展開、現調化 100％への挑戦の試

金石と言えるプログラムであり、2004 年 8 月から、タイをはじめ、インドネシア、南アフ

リカ、アルゼンチン、さらにインド、フィリピンで新車の生産がスタートした。IMV はハ

イラックス、ミニバン、SUV の 5 車型を 10 カ国同時開発、同時立上げ（1 年以内）、開発

費と生産ラインの投資額 50％、部品の現調化 100％、車台の共通化など画期的な目標が設

定され、これまでの生産台数に倍増した 50 万台を生産し、世界 140 カ国以上の市場投入を

意図している。そして過去の R&D 拠点としての日本からアセアン地区の R&D 拠点をタイ

に、部品や車両のアセアン域内供給のための商流の中心をシンガポールにおく、とされて

いる。 IMV の推進に当たっては、図 4-7 の様に新車立上げ各国のトップを中心とする開

発チームとトヨタでバーチャルカンパニー（VC）が構成された。トヨタのグローバル展開

に当たっては、過去から現地化、現地人化、自律化/自立化が進められ、生産ラインの構成

もシンプル化、スリム化、判りやすい生産システムを志向し、前述の V-Comm、CASE な

どのデジタルエンジニアリングや TLCS などを駆使して情報共有、「見える化」などは、

人間中心のトヨタシステムアーキテクチャの進化に欠かせない必須条件である。IMV でも

アセアン域内での部品・ユニットの相互補完（フィリピンのマニュアルミッション、タイ

のディーゼルエンジンなど）のため、部品や車両の複雑になり、グローバルサプライチェ

ーンの構築において、デジタルエンジニアリングや TLCS などによる情報共有、「見える

化」と物流シミュレータなどの IT を効果的に適用し、サプライチェーンの整流化などの

TPS 活動が展開されている。 
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図 4-7  トヨタの IMV プログラムの推進体制 

 

4.4 トヨタ生産方式のアーキテクチャマネジメント 

トヨタ生産方式（TPS）とその進化を前節で述べてきたが、ここでは多重システムとし

ての TPS をアーキテクチャマネジメントの視点で考察する。プログラムアーキテクチャは、

生産アーキテクチャ、情報アーキテクチャ、ビジネスアーキテクチャ、組織アーキテクチ

ャなどで構成され、狭義の TPS は生産アーキテクチャと捉えられるが、トヨタシステム、

広義の TPS は多重システムアーキテクチャからなる。伝統的 TPS は、人中心の生産システ

ムであり、過去 40 年以上の年月を経て確立された生産システムである。そして、今後もビ

ジネスシステム、生産システムの主役が人間系である限りは、生産性向上、ビジネス活動

としてのベストプラクティスのモデルとして世界各国で研究対象になり、受け入れられる

であろう。しかし、ビジネス活動、生産システムは、全て「人間・機械系システム」であ

る。生産現場での IT で制御されるロボットなどの機械、オフィスでの ERP/SCM,CRM な

どの IT システムという機械は技術革新により進化する。そして機械系も人間系で創り出さ

れる人工物であり、これからも人間重視のビジネスシステム、生産システムは、時代が変

わっても陳腐化することはない。 

ビジネス活動のアウトプットは、人間系（頭脳）と機械系（IT 化）により成る情報処理

と人間系（筋力など）と機械系（動力）により成るエネルギー作用で構成される。製造業

においては、現場で製品を加工、組立する「狭義の物造り」の分野より「広義の物造り」

分野、すなわち製造業における商品企画、設計、開発、生産準備、生産、販売などでは「情

報加工業」であり、人と組織からなる人間系（頭脳）と機械系（CAD/CAM/CAE や

ERP/SCM/CRM などの IT システム）による情報処理システムそのものである。組織のア

ウトプットは、その組織に属する個々の人と機械系（IT システム）の情報処理力で決まる。

個々の人のアウトプットは個人の持つ知と組織の知、それを引き出す個人の気（志気、や
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る気、活気などの精神的な面）と個人知のアウトプットを導き出す機械系（IT システム）

のシナジーで決まる。組織の知と個人の気の増大は、情報の共有、知の共有を可能にする

情報共有・情報流通インフラと、日本的経営管理の基本である人間尊重が組織全体のアウ

トプット向上には重要である。生産現場における TPS、ビジネス活動全般への TPS 導入に

よる進化は、個人と組織の生産性向上、アウトプットの増大のニーズで進化する。多重シ

ステムとしての TPS は以下の点で進化するであろう。 

1. 生産アーキテクチャ： IT 化による知的機械、知的生産情報システム 

2. 情報アーキテクチャ： 見える化、モジュール化による進化可能化 

3. ビジネスアーキテクチャ：人と組織の“気”のアップ＆知的企業情報システム 

4. 組織アーキテクチャ：マトリックス組織、階層型からフラット組織構造 

 

ビジネスシステム、生産システムは全て「人間・機械系システム」であり、アーキテク

チャの変化のレバレッジ（てこ）は機械系における ICT の技術革新である。しかし、機械

系を生かすも殺すも人間系であることから、上記のアーキテクチャの進化におけるマネジ

メントが、企業における競争力優位戦略には欠かせない。 

TPS のゴールである「あるべき姿を目指して改善しつづける人と組織を創りあげること」

の意は、陳腐化する技術よりも、その技術を受け入れる人間力・人材育成へのマネジメン

トの向上に他ならない。TPS は、全体と個の調和した「調和型自律分散システム」と筆者

らは定義してきたが、システムの進化は人工物としての機械系の進化とその進化を受け入

れる人間系によりもたらされる。図 4-8 には人間系と機械系を対比して示している。生産シ

ステムにおける機械系はロボット等の知的機械による動力処理システムであり、生産管

理・指示のための ALＣや e-Kanban などの生産情報処理システムである。TPS の進化は、

機械系の根幹を成す IT 化の進化を受け入れる人間系によってもたらされると言える。人間

中心のアーキテクチャである TPS が今後も進化していくためには、個人の能力を 大限に

生かすためのモチベーション、すなわち気のアップと組織としての情報共有にあり、前述

のデジタルエンジニアリングなどの IT ツールや TLSC など「見える化」による情報共有と

知の創出が前提となる。システムは生き物である。生身の人間系と人工物としての機械系

で構成される全てのビジネスシステムや TPS は生きたシステムでなければ進化しない。生

きたシステムは以下の様なキーワードで構成される。 

● 自己組織化 Self-organization     ● 新陳代謝    Metabolism  

● 自己創出性  Autoplesis       ● 相互進化    Co-evolution  

● 相互進化    Co-evolution         ● 知的共鳴    Intelligent resonance  



 89

● 共生        Symbiosis          ● 散逸構造    Dissipative structure  

● カタストロフィ Catastrophe       ● ゆらぎ      Fluctuation  

● 自己変態    Metamorphic       ● 突然変異    Genetic mutation 

 

図 4-8  人間系と機械系の対比 

トヨタシステムおよびその実践としての TPS は人間重視のアーキテクチャである。TPS

のアーキテクチャマネジメントの目指すところは、TPS の理念である「お客様第一」とす

る CS (Customer Satisfaction) 、その前提となる ES (Employee Satisfaction)である。そ

の結果としてトヨタの利益増大による CSR (Corporate Social Responsibility)の実現、これ

らの企業活動の理想的サイクルを求めて人間重視の TPS アーキテクチャは今後も進化して

いくであろう。 

 

おわりに 

トヨタシステムおよびトヨタ生産方式 (TPS) をプログラムマネジメントにおけるアー

キテクチャおよびアーキテクチャマネジメントという視点でアプローチした。しかし、長

い年月で出来上がったトヨタの企業文化、DNA に支えられたビジネスシステム、生産シス

テム、人間重視システムを短い紙面で表す困難さを感じた。人工物としての建築構造物な

どの様に自動車というハードウェアのアーキテクチャ、EDI などのビジネス活動のモジュ
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ールを切り出したビジネスアーキテクチャ議論と同様に多重システムアーキテクチャは語

れない。ビジネスシステム、特に人間中心（Human centric）アーキテクチャである TPS、

生身の人間が大きなウェートを占める人間系アーキテクチャであるトヨタシステムおよび

トヨタ生産方式のアーキテクチャマネジメントの本稿の解説は、ほんの入り口に過ぎない。

別の機会を頂き、さらにブレークダウンした TPS のアーキテクチャマネジメントに取り組

んでみたい。 
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第5章  IT ソリューション事業のアーキテクチャ 
 

日本ユニシス・ラーニング株式会社  白井 久美子 

 

5.1 ねらい 

プログラムアーキテクチャマネジメントを実践するには、プロファイリングとシナリオ

を基礎にしてその具現化に向けて、全体構造、全体機能、基本操作性をグランドデザイン

していくための調和設計力を行使する必要がある。本項の事例を読むことで、IT ソリュー

ション事業（ビジネス）におけるプログラムアーキテクチャマネジメントの構造設計、機

能実装、操作設計（インタフェース設計）に関する具体的な実行プロセスついて理解を深

める。 

 

5.2 知識のポジション 

プログラムアーキテクチャマネジメントを理解するにあたりアーキテクチャマネジメン

ト関連の基本的な用語、プログラムアーキテクチャの構成、プログラムアーキテクチャマ

ネジメントのプロセスについて説明する。 

＜用語の定義＞ 

■プログラム 

プログラムとは、全体使命を実現する複数のプロジェクトが有機的に結合された事業で

ある。 

■プログラムアーキテクチャ 

プログラムアーキテクチャとは、プログラムのプロファイリングとシナリオの基本要求

に基づき、それを具現化するために全体構造、全体機能、基本手的な操作性などをグラ

ンドデザインするものである。 

■プログラムアーキテクチャマネジメント 

プログラムアーキテクチャマネジメントとは、プログラムを外部環境の変化に対応させ

ながら、全体使命（ミッション）に基づき自らを革新するためにそのアーキテクチャを

変更していく活動（①使命を戦略プロセス化、②プロジェクトモデル化、③構造化、④

構造への機能のあてはめ、⑤情報装備）である。 

■プログラムアーキテクチャの構成 

プログラムアーキテクチャは、下図のように全体構造、全体機能と全体操作性によって

構成される。 
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図 5-1 アーキテクチャの構造 

■プログラムアーキテクチャマネジメントのプロセス 

P2M では、プログラムアーキテクチャとは、プログラムのプロファイリングとシナリオ

の基本要求に基づき、それを具現化するために全体構造、全体機能、基本的な操作性な

どをグランドデザインするものとしている。 

アーキテクチャマネジメントには、 

①使命を戦略プロセス化すること 

②プロジェクトモデルを創ること 

③構造を与えること 

④構造に機能をあてはめること 

⑤情報を装備すること 

の 5 つの任務がある。 

 

5.3 実例問題 

顧客価値創造を目指した ITソリューション事業立ち上げにおけるプログラムアーキテク

チャマネジメントの実例を記す。 

 

5.3.1 顧客価値創造を目指した IT ソリューション事業 

日本ユニシスが推進する「．ＮＥＴ（ドットネット）事業」とは、Windows サーバ製品

群を使用した SI（システムインテグレーション）を実行しひたすら売上げる、というテク

ノロジドリブンなビジネスではない。顧客価値創造提案を行うべく様々なビジネスモデル
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を具現化するソリューションドリブンな SI サービスビジネスである。．ＮＥＴ事業の全体

使命は、リアルタイムエンタープライズを目指すお客様のシステム将来構想を描き、お客

様の価値創造活動とそれを支える IT インフラストラクチャの実現に．ＮＥＴ製品／技術を

駆使し SI を実践する、そして、お客様のリアルタイムビジネスを支えるエンタープライズ

IT インフラ実現のために．ＮＥＴ製品／技術を駆使して SI サービスを実践し、最適な IT

パートナーを目指すことである。 

筆者は、本事業推進にあたり、ビジネス目標の達成に必要な機能、実施スキームとプロ

セス、フレームワークなど、一連の価値創造活動を複数のプロジェクトの連携・統合で実

装する「．ＮＥＴ事業プログラム」を設計した。 

．ＮＥＴ事業に課せられたミッションは、サービスビジネスの実践により日本ユニシス

に新しい収益基盤、ビジネス風土を確立することであった。事業目標は、日本ユニシスの

SI サービスを介した付加価値提供による顧客価値／満足度の向上を狙いとする①．ＮＥＴ

システムインテグレーターとしてのブランド確立、②売上向上とシェア拡大、③．ＮＥＴ

技術者育成の 3 つから構成され、それぞれ達成すべき数値目標を定めていた。 

 

5.3.2 ．ＮＥＴ事業プログラムの機能 

．ＮＥＴ事業プログラムには、SBU（戦略事業ユニット）として必要なすべての機能を

もたせた。主な機能には、以下のものがある。 

① ．ＮＥＴ事業全社戦略／実行計画策定と推進 

．ＮＥＴ事業プログラムの戦略シナリオを描き、そのシナリオを具体的な実行計画

に展開する。 

② マーケティング（4P 戦略策定と推進） 

市場ニーズの分析や競合他社の状況調査、具体的にどのような IT ソリューションを

顧客ニーズと仮説にもとづき企画・開発すればよいかなどの製品戦略を策定する。

プロモーションやプライシング戦略の策定と実践、販路拡大のためのアライアンス

戦略等を検討する。 

③ ブランディング戦略策定と推進 

「．ＮＥＴならユニシス」のブランドを形成するための各種ブランディング戦略を

策定する。メディア活用戦略を策定し、対外的エヴァンジェリスト活動を展開する。 

④ 社内教宣及び社内エヴァンジェリスト活動 

当該 IT ソリューション事業に対する社内理解の促進と抵抗勢力への対応策検討。 

⑤ ．ＮＥＴ関連技術者養成 
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ソリューションビジネスを拡大するための技術者育成戦略と育成者育成スキーム／

システムの確立、育成活動の展開。 

⑥ 製品評価とプルーフオブコンセプト確立 

．ＮＥＴ関連製品の評価とプルーフオブコンセプトの確立、適用ノウハウの蓄積。 

⑦ R&D（開発方法論、アーキテクチャの提供） 

．ＮＥＴ関連技術を使用するシステム構築における開発方法論の提供。各種 IT ソリ

ューションサービス（ソリューション構築、コンサルティング）の開発。 

⑧ ．ＮＥＴ関連サービス・デリバリ 

適用技術支援サービス、システム構築サービスの提供。 

⑨ 営業支援、技術支援 

受注獲得支援、提案書作成支援、技術支援の実施。 

⑩ 情報共有基盤の確立 

．ＮＥＴ事業に関与する者総てが共有する情報共有基盤システムの構築、運用。 

などがある。 

 

5.3.3 ．ＮＥＴ事業プログラムの実行組織 

事業プログラムの実行組織は、前掲の機能を実装すべく複数のプロジェクトから構成し

た。それらの実施責任は個別プロジェクトの PM が持ち、プログラムマネジャである筆者

が全プロジェクトの統括責任を有した。 

．ＮＥＴ事業プログラムの中で発動・運営したプロジェクト数は、開始時点では 11 であ

ったが、事業プログラム終結時点では、20 プロジェクトにいたるまで拡大した。以下は、

ある時期の実行プロジェクトを収益性と重要性の 2 軸でポートフォリオに展開したもので

ある。 
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図 5-2  ．ＮＥＴ事業プロジェクトポートフォリオ 

5.3.4 ．ＮＥＴ事業におけるプログラムアーキテクチャマネジメント 

P2M では、プログラムアーキテクチャとは、プログラムのプロファイリングとシナリオ

の基本要求に基づき、それを具現化するために全体構造、全体機能、基本的な操作性など

をグランドデザインするものとしている。また、アーキテクチャマネジメントには、①使

命を戦略プロセス化する、②プロジェクトモデルを創る、③構造を与える、④構造に機能

をあてはめる、⑤情報を装備する、の 5 つの任務があるとしている。この 5 つの任務の中

で．ＮＥＴ事業プログラムのアーキテクチャマネジメントとして特長的なところを紹介す

る。 

 

5.3.4.1 使命を戦略プロセス化 

．ＮＥＴ事業プログラムにおいては、複数のプロジェクトが実施する個々の戦略実行シ

ナリオの実行成果、業績の統合がプログラム全体の事業成績を意味するようにデザインし

た。 

事業プログラムの実践は、システムエンジアリングのプログラムとは異なり、機能実装

に必要な要件が明らかになってから解を求めるというアプローチにはならない。なぜなら

ば、成功のために何をすればよいかが定まっておらず、仮説を立て検証しながら進まねば

ならないからである。使命の戦略プロセス化は、次のようなステップを踏んで実施した。 

1)事業プログラムで実行すべき事項（What）の構築 

2)事項（What）の成果責任別・目的別カテゴライズ、合成、分解、実行時の優先順位付 

    け 

3)事項（What）の個別プロジェクトへの割付と実行プロセスの設計 
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5.3.4.2 プロジェクトモデルの創造 

事業としてやるべき事項（What）を個別プロジェクトに割付けした後、当該プロジェク

トの運営にふさわしい PM をアサインし、必要な経営資源（人、予算）を割り当てること

で、．ＮＥＴ事業プログラムにおける個々のプロジェクトは次々と成立していった。 

個別プロジェクトの運営にあたる PM 達には、プログラム全体使命や個別プロジェクト

が果たす機能と役割の徹底理解、ビジョンの浸透、目的意識の統一をはかり、個別プロジ

ェクトがバラバラの方向感で走ってしまわぬよう留意した。また、プロジェクト単位に担

当 PM には「個別プロジェクト戦略・計画シート」を書かせ、目的意識の統一とプログラ

ムに対する共通の価値観をもたせることをした。プロジェクトの実績（計画／実績比）を

示す価値指標評価グラフを継続して記させ、成果を可視化することでプロジェクト全員の

志気向上をはかった。価値指標評価グラフでは、有効性、効率性、獲得価値、収益責任、

成果責任、再利用性、倫理、環境性の 8 つの観点でプロジェクトの実績を評価した。 

図 5-3 価値指標 －全体価値の測定－ 

5.3.4.3 構造化 

．ＮＥＴ事業プログラムに存在する複数の個別プロジェクトは、全体としてフラットな

関係性を保つエージェント構造とした。エージェントは、「外部環境との相互作用にもと

づいて、状況を認識したり処理体と協力しながらある目標に向かって自律的に問題解決を

進めていく処理体」である。個別プロジェクトは自立分散した状態でプログラムマネジャ

を中心として存在し、必要に応じて有機的に連携しあい、複数プロジェクト全体として相

乗効果をもたらした。 
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図 5-4 プログラムアーキテクチャマネジメント －構造化－ 

5.3.4.4 構造への機能のあてはめ 

．ＮＥＴ事業におけるプログラム／プロジェクトは、モジュール化を意識し、モジュー

ル＝プロジェクトとなるように設計した。前述の What 実施項目は、すべていずれかのモ

ジュール（プロジェクト）で実行されるよう割りつけた。 

企業再編や組織再構築の概念として昨今、「モジュール化」が注目を浴びている。「モ

ジュール化」は、複雑さを管理可能にし、平行作業を可能にし、不確実性に強いという特

長を持っており、複雑で変化の激しい外部環境に対応しながら企業改革を推進する場合に

参考となり得る有効な原理・原則をもっている。 

グランドデザインされたアーキテクチャ上で生身の人間が同じ方向感と目的意識、価値

観をもち全員が一丸となってプログラム遂行にあたることを可能とするスキームを構成す

る必要があった。そのスキームを成功させるには、個々のプロジェクトは独立しながらも

相互に作用し、プログラムとして全体最適に機能するためのインタフェースが必要であっ

た。．ＮＥＴ事業では、プログラムとプロジェクトのインタフェースに、ビジネス目標管

理と日本ユニシスの目標管理制度との連動を適用した。目標管理制度とは、個人目標の達

成度合いによって個人の業績評価がされる人事評価制度である。 

．ＮＥＴ事業目標をプロジェクトに分化、プロジェクト内ではさらにプロジェクト目標

を個人に分化、個人に課せられたビジネス達成目標は、個人目標の設定面接を通じ、納得

の上、合意形成した。可能な限り最上位から分化した役割、目標を最下層まで下ろすこと

をした。ボトムアップで見れば、各個人がそれぞれのもつ個人目標を達成すると、その積

み上げにより個人が参画するプロジェクトの目標は達成され、個別プロジェクトの目標が
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それぞれ達成され積み上がると、最終的にはプログラム全体としてのビジネス目標も達成

することができるしくみと言える。ビジネスパフォーマンスの形成と業績評価との連携は、

本プログラム成功のための重要なキーファクタとなった。 

 

5.3.4.5 情報の装備 

プロジェクトを遂行する上で、機能を割り付けた個々のプロジェクト内で共有すべき情

報、複数プロジェクトにわたってプログラム全体で共有すべき情報、プログラムマネジャ

とプロジェクトマネジャ達が共有していればよい情報などを洗い出した。当該プログラム

アーキテクチャで円滑にプロジェクトが機能するために必要な情報は何かを認識するため

である。プロジェクト間のインタフェースを密に、個々のプロジェクトが有機的に連携し

あって機能するには、いかなる情報を具備し、どのようなタイミングでやりとりできれば

よいかをここで決めておく。 

ここで洗い出された多種類の情報を共有する具体的な方式や、情報共有を実現するため

の基盤の構築・維持については、プラットフォームマネジメントの範疇で実装していく。 

 

5.3.5 まとめ 

ゼロベースで始動し、あるべき姿を目指すこと 3 年間、20 のプロジェクトを統括しなが

ら走った．ＮＥＴ事業プログラムは、そのビジネス目標を達成し、立ち上げフェーズを終

了した。本事業プログラムは、拡大成長事業として現在も進行中であり、4 年目をむかえて

いる。 

P2M のプログラムアーキテクチャマネジメントは、プログラムの最大使命は何か？ プ

ロジェクトは何を目的として機能するのか？ プロジェクトの使命・成果とプログラムの使

命・成果の関係は？ プロジェクトやプログラムが成功するとどのようなサービスが生まれ

ビジネスにつながるのか？ プログラムは収益基盤の確立や事業の成長にどのように貢献

するのか？ など、技術者集団にともすると失われがちな「ビジネス的視点」「顧客視点」

をプロジェクト参加メンバ全体にもたせることができる。プログラムアーキテクチャマネ

ジメントは、技術シーズを事業として展開させていく具体的マネジメント手法として大変

有効である。 
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5.4 設問 

（設問１）当該事業の実践においてプログラムへの実装機能には何があったか？ 

（設問２）プログラムアーキテクチャの創造という観点でどのような構造化があったか？ 

（設問３）プロジェクトモデルを創るにあたり留意すべきポイントは何だったか？ 

（設問４）関係性（インタフェース）設計に関する工夫はどこにあったか？ 

 

5.5 分析・考察 

（設問１）プログラムへの実装機能 

5.3.2 項に記した 10 の機能があった。これらの実装機能は、ソリューションサービス事

業を立ち上げるために必要最低限の機能であると言えよう。これらの機能は、本事業立ち

上げのために必ずやらねばならないこととして、プログラムアーキテクチャを導出する前

段階において、ありのままの姿からあるべき姿を描くプロファイリングマネジメントによ

って導出したものと言える。 

 

（設問２）プログラムアーキテクチャにおける構造化 

プログラムマネジャが複数のプロジェクトを統括管理し、管理される個々のプロジェク

トは、エージェント組織として自立分散し、個々のプロジェクト目標達成を目指し活動し

ながらも、全体目標達成のために有機的に機能しあう影響しあう構造をしていた。 

．ＮＥＴ事業におけるプログラムアーキテクチャは、プログラムを形成する個々のプロジ

ェクトが独立性の高いモジュールとして存在し、プログラムマネジャの存在を介してイン

タフェースすることでプログラム全体としての価値増大をはかるものとなっていた。国領

二郎氏提唱の｢オープンアーキテクチャ戦略｣を１事業体上で実践したケースと言えよう。 
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図 5-5 プログラムアーキテクチャ 

（設問３）プロジェクトモデル作成時の留意点 

プログラム全体使命と個別プロジェクトのそれぞれの使命、役割と機能、ビジョンの浸

透、目的意識の統一をはかり、複数のプロジェクトがバラバラの目標意識と方向感で走っ

てしまわないようにとの留意があった。「個別プロジェクト戦略・計画シート」や個々の

プロジェクトの実績（計画／実績比）、全体プログラムの実績（計画／実績比）を可視化

する「価値指標評価グラフ」を書かせるという工夫もあった。 

              

（設問４）関係性（インタフェース）設計に関する工夫 

ビジネスの目標管理と人事制度で運用中の個人目標管理制度とをうまく関連付けること

で個々のプロジェクトや全体プログラムの成果を追及する方式をとっている。トップダウ

ンによる指揮命令型の仕事のさせ方だけでは組織のパフォーマンスを最大化することは難

しい。プログラムマネジャやプロジェクトマネジャは、個人目標の設定面接を通じ、プロ

グラム全体の成果目標とプロジェクト個々の成果目標、そしてプロジェクトに属する個々

人に期待される成果目標を明確に示し、プロジェクトマネジャはメンバと目標設定内容に

ついて合意形成をとっていた。いくらすばらしいアーキテクチャを描き、プログラムに適

切な機能・体制を具備したとしても、やらされムードでしかたなく仕事をする人が多く、

目標意識が低い集団ではプログラムを成功させることは難しい。個人目標制度は一例にす

ぎないが、こうしたしくみをうまく利用し、目指すゴールイメージをプログラムマネジャ

やプロジェクトマネジャがプロジェクトメンバと共有・共感し、成功に向けた意欲を行動

に結びつける努力をすることがプログラムマネジャには必要である。 



 101

5.6 ベストプラクティス 

プログラムアーキテクチャマネジメントの有効性について記す。プログラムアーキテク

チャマネジメントは、プロジェクトを自立組織化し、プロジェクト個々が有機的に機能す

ることでプログラム全体使命を果たし、事業パフォーマンスの最大化に大変有効である。

具体的には、プログラムアーキテクチャマネジメント実践の成果として、以下の事項があ

る。 

① 事業実践を通じ、What 構築能力のあるワークリーダを育成できる。 

プロジェクトの使命、機能が明確に定義され、プログラム／プロジェクトに参画し

ているメンバは明確に成果目標を意識・共有するため、何（What）をすればいいの

かについて自主的に考え行動するようになる。メンバを指示命令待ち型からリーダ

ーシップ発揮型の人材へと変革できる。 

② ビジョンやバリューの浸透がはかられ事業活動に対する共感 と研鑽ができる体質

が形成される。 

事業推進活動に参画しているメンバ全員が同様の事業価値観を持ちながら意欲的に

活動に取り組む気質を作ることができる。プログラム／プロジェクトマネジャがコ

ーチング的マネジメントを実施することで事業全体を活性化することができる。 

③ 事業としての価値創造が顧客価値の創造に連動し一体化する。 

事業で創造するさまざまな価値が、具体的にどのような顧客提供価値となるのかを

プログラム／プロジェクト活動のなかで常に意識し、考える習慣が身につく。 

④ 少ないルールとリソースの有効活用、最大活用化をはかることが可能である。 

組織肥大化にともないありがちな多くの規則、お役所仕事的手続きの多さからは解

放され、コンパクトな組織・体制で事業のパフォーマンスを最大化することができ

る。 

⑤ 事業プログラム参画メンバが仕事への積極的コミットメントを行う風土が形成でき

る。 

自立組織にふさわしい気づく人材、考える人材、仕事に意欲的な人材を事業プログ

ラムを通し育成することができ、風土改革に有効である。 

 

5.7 まとめ 

ＩＴソリューション事業立ち上げにおけるプログラムアーキテクチャマネジメントの実

例を紹介した。 

プログラムアーキテクチャマネジメントを実践するには、プロファイリングとシナリオ
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を基礎にしてその具現化に向けて、全体構造、全体機能、基本操作性をグランドデザイン

していくための調和設計力を行使する。 

ビジネス（事業）におけるアーキテクチャマネジメントの構造設計、機能実装、操作設

計（インタフェース設計）を実践するには、以下の事項を行う。 

① 事業の使命を戦略的な実行プロセスにおとす 

② プロジェクトモデルを創造する 

③ 構造を付与する 

④ 構造に機能をあてはめる 

⑤ 情報を装備する 

企業においては、一度に充当できるリソースに限りもあり、１事業に対し同時期に大量

の人員割り当てができるわけではない。したがって、理想的な機能と構造、関係性をグラ

ンドデザインしたとしても、それらがいっぺんに思い描いた通りにはならないのが現実で

ある。あるべき姿にむけたシナリオを鑑みプログラムアーキテクチャのどこから具現化し

ていくのか、プロセス戦略をたてることも重要である。 

 

 

 

参考文献、注釈 

1）P2M プロジェクト＆プログラムマネジメント標準ガイドブック 小原重信，PHP 社， 

   2003 年 

2）モジュール化―新しい産業アーキテクチャの本質―，東洋経済新報社，2002 年 

3）エージェント指向コンピューティング，（株）SRC，1995 年 

4）キャズム，ジェフリー・ムーア，大日本印刷株式会社，2002 年 

5）リーダーシップ論，ジョン・P・コッター，ダイヤモンド社，2003 年 

6）IT ポートフォリオ戦略論，ピーターウェイル，他，ダイアモンド社，2003 年 

7）競争戦略論Ⅰ/Ⅱ，マイケル・E・ポーター，ダイヤモンド社，2002 年 
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第6章  アーキテクチャマネジメント（ERP） 
--価値と調和の大設計にもとづく構造化された導入に成功のカギがある— 

 

日本ユニシス・ソリューション株式会社  石川 千尋 

 

6.1 狙い 

アーキテクチャマネジメントの必要性、５つの任務を理解する。 

プログラムアーキテクチャの定義は以下のとおりである。 

・P2M 価値と調和の大設計 

①アークテクチャは思想、価値、体系、全体を把握し、組織的に伝達する設計領域 

②アーキテクチャは、デザインの上位概念で複雑デザインの基本指針となる領域 

③アーキテクチャは、全体像を設計するので、あらゆるデザインに優先する基礎 

 

 

6.2 知識のポジション 

 

6.2.1 アーキテクチャマネジメントとその実践力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1  プログラム統合マネジメント 

図 6-１はプログラム共通基盤とプログラム統合マネジメントの関係を示している。アー

キテクチャ基盤に対応するマネジメントは、プログラム戦略マネジメント、（プログラム）
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アーキテクチャマネジメント、プログラムライフイクルマネジメントである。 

アーキテクチャマネジメントは、使命に基づき革新を自ら具体的に創造するマネジメン

トであり、①使命を戦略プロセス化すること、②プロジェクトモデルを作ること、③構造

を与えること、④構造に機能をあてはめること、⑤情報装備をする。という 5 つの任務が

ある。 

アークテクチャはプログラムの構造、機能、操作の設計を意味する。そのマネジメント

アーキテクチャを作り出す発想、方法、技法を一体化させた管理を意味し、「創造的使命

を達成していく作業」である。プログラム価値創造のプロセスを構造的に理解してスキー

ム、システム、サービスのプロジェクトモデルに展開して最適結合を設計する。全体とし

てプログラムの遂行に貢献できるように複数のプロジェクトの相互関係性を構造化するこ

とである。 

 

図 6-2  プログラムアーキテクチャマネジメントの仕組み 

 

アーキテクチャ実践力は３つの大区分、９つのサブ能力に整理できる。 

① 調和設計力 

プログラムのプロファイリングとシナリオの基本要求に基づき、それを具現化するため 

  に全体構造、全体機能、基本的な操作性などをグランドデザインする能力  

② 価値設計力 

プログラムをスキームモデル、プロジェクトモデル、サービスモデルの３つの独立した 

  管理単位に分割し、付加価値の増大のために全体統合を行う能力。 

③ 解決設計力 

プログラムアーキテクチャマネジメントは、プロジェクトのインタフェースマネジメン 

  トの意味もある。プログラムは業種、システム、開発と利用の世界とインタフェースを 

  持っている。 

 

アーキテクチャマネジメントについて実践力・スキルと P2M の関係を整理すると図 6-3
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のとおりである。 

 

図 6-3  アーキテクチャ実践力 

アーキテクチャ実践力の価値設計力について考察していく。またアーキテクチャマネジ

メントの知識のひとつである、“競争優位”を扱う。 

 

6.2.2 マネジメント主体者の役割 

一般にプロジェクトおよびプログラムを実施するマネジメント主体者には以下の３者が

存在する。それぞれの主な役割は下記に記す。 

・オーナ 

・コントラクタ 

・サブコントラクタ 

 

① オーナ 

オーナはプロジェクトもしくはそれら複数プロジェクトから構成されるプログラムを実

行、管理する。このプログラムは事業主体として経営戦略を実現するためのものである。 

 

                 実践力・スキル      Ｐ２Ｍ        

 

 

 

                          （グランドデザイン）  

 

 

 

                          （プロジェクトモデル） 

 

 

 

 

                         （インタフェース） 

価値設計力 

解決設計力 

調和設計力 

スキーム 

基本操作 

全体機能 

全体構造 

システム 

サービス 

開発と利用 

システム 

業種 

アーキテクチャ実践力 
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② コントラクタ 

コントラクタは複数の顧客から受注したプロジェクトをマルチプロジェクトとして組織

的に管理する。 

 

③ サブコントラクタ 

サブコントラクタはコントラクタから受注したプロジェクト内の単位ワークをコントラ

クタ管理の下で実施し、その業務の実行管理を行うとともに、受注範囲内での成果物責任

を有する。 

 

プロジェクトモデルとの関係は図に示すとおり、コントラクタとサブコントラクタはシ

ステムモデルおよびその前後に限定される。 

 

   

 

 

 

図 6-4  プロジェクトモデルとマネジメント主体者の関係 

 

6.3 実例問題 

 

6.3.1 事業環境の変化 

数年来、多数の企業が経営のスリム化に取り組んでいる。経費削減や資産売却によって

努力してきている。最近では、企業業績の回復や雇用増などが徐々に見えるようになって

いる。また、中国や米国などの好景気の影響で、輸出産業は回復途上にある。 

 

6.3.2 E 社の現状 

Ｅ社は、ポリエチレン等の合成樹脂繊維を用いた関連製品、および合成樹脂繊維技術を

応用した産業機械の製造・販売を行うメーカーである。社員数は４５０人程度の規模であ

る。営業展開は日本全国主要都市に渡る。関連子会社は国内２社、海外２社が存在する。 

Ｅ社をとりまく経営環境の変化として、国際市場のボ－ダレス化、顧客ニーズの多様化、

品質重視志向、環境対応製品へのニーズの高まり、原料内外価格差の恒常化などが挙げら

スキーム サービス システム 

コントラクタ、サブコントラクタの視点 

オーナの視点 
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れる。Ｅ社は経営環境変化を成長機会とみており、経営計画においても、事業変革の時期

であることが謳われており、各種の戦略を打ち立てている。 

戦略基本方針 

戦略的マーケティングの拡大 

戦略製品戦力化 

生産体制の構造変革 

企業文化の醸成 

一方、現状の事業状況に関しては、改善の余地がある。ライン部門をサポートする仕組

みやツール、またスタッフがモニタリングするための仕組やツールが不十分である点も問

題解決を阻害する理由のひとつである。 

 

6.3.3 情報システムの老朽化／ＩＴの進歩 

現行業務システムは、運用を開始してから相当年数経過しており、システム疲労といわ

れる現象が表面化している。事業の拡大・変化への対応が、時間の経過にともない連れて

困難となってきており、必然的にサブシステムによる対応が増加している。これは、ここ

数年のＩＴ関連コストの増加によっても明確に示されている。 

現状の情報システムの構造は、サブシステムが乱立し、ビジネスユニットの独立性の高

さにも依存して、いわゆる部分最適型に近い状態になっている。この状況は、環境変化が

なければそのままでもあまり障害とはならないが、早急に解決すべき課題である。 

また、９０年代以降のＩＴの進歩は目覚しいものがある。現行基幹システムがカットオ

ーバしたのが９０年代初頭であるが、現在では、そのころとは比較にならないほどＩＴが

発展、普及している。このようなＩＴの急速な進歩をキャッチアップし、いかに事業に活

用するかが、競争優位を確立する上で、極めて重要になってきている。 

個々の問題を解決し、各部門の使い勝手を向上する旧来の手法は、投資対効果の観点か

らは問題があり、全体最適の観点から、経営計画で目標を推進する上で必要となる施策を

実現化するツールとしてのＩＴを指向する。 

 

6.3.4 開発の目的 

購買、受注、在庫、販売などの業務における個別処理が入力時点で即時に在庫情報や会

計情報に正確に反映され、参照することができるような全社的な統合システムを構築する

ことである。 

これにより、決算の一層の早期化を図るとともに、これらデータを共有/加工し分析する
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ことにより営業戦略に資する、即ち利益創出につながる仕組みを構築することにある。 

 

6.3.5 経営戦略を具現化させるための IT 化 

① 稼動開始から約１５年を経過した基幹システムを新たなテクノロジー環境に移行 

② 業務標準化：ビジネスモデルを抽象化することにより業務標準化を図り、新業務プ

ロセスに対応したシステムを導入 

③ 顧客満足度の向上：既存顧客との信頼関係を深め、よりロイヤリティーの高い顧客

を創出するための顧客データベースを構築 

④ 情報共有化：各業態に対応している個別システムを可能な限り統合化し情報の共有

化を実現 

⑤ 経営のスピードアップ：経営のスピード化に対応するためリアルタイムを基本 

⑥ 業務効率化：最新ＩＴの導入 

⑦ コスト削減：運用経費も含めたＩＴ投資全体を削減 

⑧ 収益性の向上：管理会計の強化による経営向上支援 

⑨ IT セキュリティの確保：IT の利用範囲・方法の拡大に伴い、高度なセキュリティを

導入し安全性を確保 

⑩ IT リスクの分散（環境変化への柔軟な対応）：経営環境の変化にあわせて機能追加

／変更が適時に行えるシステム基盤を構築 

 

6.3.6 開発方針 

Ｅ社業務に適合率の高いＥＲＰパッケージを選定し、業務プロセスは基本的にパッケー

ジに合わせる 

Ｅ社特有の業務プロセスや機能に関しては、ＥＲＰの改造および追加開発を行うが可能

な限り少なくする。 

業務プロセスや機能に応じてプロトシステムを作成してユーザ部門の承認を得ながら段

階的に開発する。 

１年程度での移行をはかることにより移行コストを低減する。 

 

6.3.7 ERP パッケージの選定 

今回適用するＥＲＰパッケージは開発方針を受けて、システムの企画段階で調査・分析

が行われた。その結果、もっとも適合率の高いＸ社のＥＲＰパッケージが選定された。 

システム企画段階終了時点では、ＥＲＰパッケージの標準プロセスをもとにＥ社の各種



 109

業務の基本的な業務プロセスが作成された。 

 

6.3.8 システムの開発方式 

開発方式はスパイラルモデルを適用し、２つの導入開発フェーズを設定した。 

段階的なプロトタイプを作成し、各フェーズの終わりにはユーザ部門の承認を得ること

にした。 

 

6.3.9 開発フェーズの作業内容 

① 業務分析： 

・ＥＲＰパッケージの標準機能で実現可能な業務と、追加開発が必要な業務分析 

・他システムインタフェース開発について分析。 

② 導入開発１： 

・ＥＲＰパッケージ標準機能で実現可能な業務について各種のテーブルやパラメタ設定 

    を行うことでプロトタイプシステムを構築。 

・新業務機能や新プロセスの検証をユーザが実施。 

③ 導入開発２： 

・Ｅ社特有の業務としての業務分析フェーズで承認された内容の追加開発実施。 

④ 結合テスト： 

・追加開発した機能とＥＲＰパッケージの結合テストを実施。 

・他システムインタフェース検証を実施。 

⑤ 総合テスト： 

・業務分析フェーズで定義した全業務機能プロセスの総合的なテスト実施。 

 

 

6.4 設問 

プロジェクトおよびプログラムを実施するマネジメント主体者に３つあることは前述の

とおりである。実例問題では、Ｅ社はオーナであり、設問はその立場で考察されたい。 

1） ERP の導入でどのような便益がもたらされたと思うか？ 

2） 成功に導くために何をするべきかを問う。 

3） ERP の成功に対するトレーニングの必要性を問う。 

4） トレーニングによって従業員に対してなにをどのように理解してもらうか？ 

5） カットオーバ 1 ヶ月前時点で、マスタ移行の遅れとプロジェクトメンバのスキル不
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足が発覚し、カットオーバ延期の検討を行った。プロジェクトは費用面、モチベー

ション面から強行したいと考えた。どのような判断をするか？ 

 

 

6.5 分析/考察 

 

6.5.1 解説 

ERP とは、Enterprise Resource  Planning の略語である。 

概念は一般化されていないが、概要は「企業の利益最大化を追及するために生産・販売・

物流・会計・人事などの企業の基幹業務を組織横断的に把握し、全社的に経営資源の活用

を最適化する計画・管理のための経営概念である」である。 

従来型は現場主導でシステム化のニーズが発生し、企業の意思決定レベルから遠い。そ

れに対し ERP は、経営レベルのニーズに直結している。 

グローバル化、スピード化、業務プロセスの統合、情報の共有化、ディスクロージャ化

などの経営上の要望に応えられる手段として ERP がある。 

単なるツールとして使用すると、本来持っていた統合性の喪失、コンセプトの崩壊など

の問題が発生する。ERP は個別最適ではなく、全体最適を求めるものである。 

■ERP 導入にあたって経営者がすべきこと。 

・事業環境変化に対応した企業変革の決意/推進 

・ERP 導入の主体的な構想と決断 

・ERP 導入プロジェクトの企画、推進、定着の主導 

■ERP 導入のプロジェクトマネジャがすべきこと。 

・経営者層に ERP 導入の提案、説得 

・ERP 導入の特長を踏まえて、従来方式とのマネジメントの違いの明確化 

・ERP 導入プロジェクトの運営および指導 

■ERP 導入の失敗の原因（人の問題） 

・他のソフトウェアでは改善しえなかったビジネス上の諸問題を解決してくれると期待 

    する経営者 

・計画と導入段階で十分な時間をかけた分析を行わない経営者、IT 管理者 

・従業員の教育訓練を十分行わない経営者、IT 管理者 
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6.5.2 設問に対する考察 

１）ERP の導入でどのよう便益がもたらされたと思うか？ 

企業内および顧客や取引先との情報を正確に迅速に扱うことができ、ビジネス上の目標

実現の一助となる。 

 

２）成功に導くために何をするべきかを問う。 

そもそも、ＥＲＰの成功とは何であろうか。ＥＲＰパッケージの導入は、ビジネス上の

目標を実現するための手段である。ＥＲＰパッケージ導入そのものが目的ではない。この

ことは常に意識する必要がある。具体的には 

・ゴールの明確化 

・標準手続きの定義 

・運用開始計画の早期設定と実現可能性の見極め 

・マイルストーンの設定。計画と進捗の監視 

・プロジェクトにかかわるすべての人に対するトレーニング 

・自分の仕事やプロジェクトの目標を確実に理解させる 

・情報整備活動 

 

３）ERP の成功に対するトレーニングの必要性を問う。 

トレーニングが不適切だと、正確なデータの投入が行えない。本来意図したＩＴ活用が

十分に行われない。 

 

４）トレーニングによって従業員に対して何をどのように理解してもらうか？ 

ビジネスプロセスの中で、それぞれの役割を理解してもらう。 

誤操作が他の何に影響するかを理解しておく必要がある。 

 

５）カットオーバ 1 ヶ月前時点で、マスタ移行の遅れとプロジェクトメンバのスキル不足 

    が発覚し、カットオーバ延期の検討を行った。プロジェクトは費用面、モチベーショ 

    ン面から強行したいと考えた。どのような判断をするか？ 

準備不足での強行は本稼動後の影響が大きいため、避けるべきである。問題の移行の準

備とメンバスキルの向上のための時間をとり、本稼動時期を再設定する必要がある。 
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6.5.3 分析 

Ｅ社のプロジェクトのアーキテクチャ設計は以下のように整理できる。 

 

① スキーム：方針 

 経営計画の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② システム：情報システムなどの仕掛け 

 収益構造変革への事業投資 

 

 

 

 

 

 

③ サービス：運用および活用 

 導入そのものがゴールではない 

 

 

 

 

 

 

・業務標準化 

・顧客満足度の向上 

・情報共有化 

・経営のスピードアップ 

・業務効率化 

・コスト削減 

・収益性の向上 

・IT セキュリティの確保 

・IT リスクの分散（環境変化への柔軟な対応） 

・経営戦略に貢献する基幹業務システムの構築 

・ビジネスプロセス全体の把握 

・業績管理 

・セグメント別の営業利益管理 

・ERP の導入目的を社内に周知徹底させ、BPR の変革を推進 

・チェンジマネジメントの実践 

・ＰＤＣＡ管理を実現可能とする 

・情報共有、リアルタイム化、分析機能により、意思決定の迅速化 

・付加価値のある業務に時間をかける 
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6.6 ベストプラクティス 

ERP 導入そのものに焦点を当てた場合の成否に関する知見を以下に示す。 

 

6.6.1 ERP 導入に関する危機 

１）企画計画局面での危機 

    １．ERP を意識しないで改革案を作成した 

    ２．ERP ベンダに費用見積を全面的に任せている 

２）詳細業務設計での危機 

    １．ERP の狙いがはっきりせず、不要論 

    ２．現状肯定のまま ERP 検討 

    ３．ERP 適用範囲を広げすぎ、検討進まず 

    ４．業務部門とシステム部門の仲が悪い 

３）システム構築局面での危機 

    １．業務部門の参加が弱くあとになって使えない 

    ２．安易に追加開発に走り開発量が大規模に 

４）テスト局面での危機 

    １．データ移行を軽く見て大騒ぎに 

    ２．研修が不十分で新業務に現場が対応できない 

 

6.6.2 成功の秘訣 

＜方針＞ 

・大設計に基づく目標設定のみ目指す。 

・常に評価しながら進める。 

・人間のやる気を喚起する。 

＜方策＞ 

・現場を説得し、業務の変更に積極的に取り組む。 

・徹底的な教育を行い、システム移行の準備に時間をかける。 

・大量データ／統合テスト／トランザクション移行準備のリハーサルは、カットオーバ 

    の日を延期しても行う。 
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6.7 まとめ 

プログラムは、価値と調和の大設計に基づいて推進することが成功には不可欠である。

ここで再び、アークテクチャとは何かをまとめておく。 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 むすび 

 

6.8.1 競争優位確保に対応した ERP の進化 

ＥＲＰの基本機能としては、統合業務システム、統合データベース、ビジネスプロセス

モデル、パラメタによる開発、グループウェア連携、オープン対応、グローバル対応、EDI

対応 などが挙げられる。従来のＥＲＰはバックオフィス業務支援のみ対応していたが、

バックオフィス業務支援のみ実現できても競争優位にならないため、ＥＲＰは進化してい

る。顧客に価値を提供するための一連のビジネスプロセス（バリューチェーン）において、

バックオフィスは内部プロセスにすぎない。ＥＲＰはバリューチェーンの中核となるフロ

ントオフィスと、バックオフィスのビジネスプロセスを支援するようになってきている。 

 

6.8.2 競争優位の確保について 

企業の価値を高め競争優位を確保するには、時代の変化に適合した継続的な企業活動改

革が必要である。すなわち、各企業において従来の制度に基づく定常業務を遂行し、さら

に時代の変化に合わせた改革を実行する。競争優位を確保する方策として以下の点があげ

られる。 

① 製品やサービスそのものの競争優位性を高める。 

② SCM に代表されるようなビジネスプロセスの競争優位性を追求する。 

③ 事業構造そのものを変革し、経営構造のモデル自身に競争優位を追求。 

④ その経営構造のマネジメントの仕組みそのものに競争優位性を追求。 

 

時代の環境に適したビジネスプロセスに競争力を求めるとき、ビジネスプロセス全体で

アークテクチャは 

①思想、価値、体系、全体を把握し、組織的に伝達する設計領域 

②デザインの上位概念で複雑デザインの基本指針となる領域 

③全体像を設計するので、あらゆるデザインに優先する基礎 
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最大のパフォーマンスを目指す必要がある。経営の現実の姿を把握するために作られる基

幹システムは計数管理に基づく全体最適の観点から経営資源を再配置が判断できるように

構築するべきである。 

日本企業の多くは、経営判断のベースとなる購買、生産、販売の実績やその収支・損益

が正確かつタイムリに把握できていない。 

基幹システムでは正確でリアルタイムな業務データにもとづく分析により、迅速かつ的

確な経営の評価が出来るようになる。不採算事業は終結させて、経営資源を再配置して、

プロセスを改革することも可能とさせなければならない。 

基幹システムの備えるべき基本要件には以下のようなものが必須である。 

・ 各部門・各機能のデータ項目が共通的に統一され、項目間の相互関係を定義した統合 

      データベースを持つこと。 

・ 各プロセスの現場で生まれたリアルデータそのものが統合データベースの基礎データ 

      となること。 

・ 全体最適を狙ったシステムであること。 

・ リアルタイムシステムであること。 

・ プロセスや組織の統合化を進めるシステムであること。 

・経営効率化を指向すること。 

このような要件に適合した基幹システム構築は、ERP という道具によって具現化しやす

くなっている。さらに、このような情報システム構築プロジェクトのマネジメントは「創

造的使命を達成していく作業」として“価値と調査の大設計”をベースとした統合的な取

り組みが求められる。 
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第7章  IT ビジネスプロセスアーキテクチャ 
 

エヌ・ティ・ティ・リース株式会社  向後 忠明 

 

7.1 狙い 

本報告の狙いは“これからのＩＴビジネスプロセスアーキテクチャはどうあるべきか”

の取り組みである。その狙いは将来のあるべきＩＴビジネスモデルをプロファイリングと

シナリオの基本要求に基づき想定し、各種制約条件を考慮し、その具現化までの構想プロ

セスのあり方について P2M の知識をベースに考察することである。特に、ビジネスの仕組

みつくりでの活動が IT ビジネスにおいて重要なプロセスであり、この部分をクローズアッ

プして記述する。 

 

7.2 知識のポジション 

狙いに示す内容を考察するにあたり必要とされる知識としてはマネジメント的知識、技

術的知識があるが、それ以上に経験や俯瞰力・企画力といった知識以外の能力も必要とな

る。 

以下に ITビジネスモデル構想プロセスで必要と思われる知識やその他の能力についてプ

ロセスに従って解説する。           「Note:太字が対象となる知識や考え方を示す」 

  

企業は自社のみならず顧客企業やパートナー企業の技術をベースに市場のビジネスモデ

ルを洞察し、付加価値をつけ、先回りしなければならない時代になっている。しかし、多

くの企業は目の前にある自社の情報技術やビジネスモデルそして製品に目をやり、ビジネ

スを取り巻く大きな環境や事象の変化そして市場ニーズの現状を十分把握しないままシス

テムの開発を行ってきていた。 

そのため開発されたシステムは企業活動の部分的効率向上には貢献してきたが、企業全

体から見ると有効なものとなっていないという現象が生じてきている。 

これは高い視点及び広い視野で物事を見るといった俯瞰的思考がなされてこなかったこ

とが原因となっている。 

俯瞰的な思考とは対象事項を取り巻く複合的環境の現状を考慮し、プロファイリングに

よりプロセス全体の棚卸を行い、現状把握、全体使命の意図を多元的に解釈し、幅広い価

値体系に表現し、あるべき姿を描くことである。 

このように事象を俯瞰的にとらえて将来あるべきＩＴビジネプロセスモデルを考察して
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いく活動をプロファイルマネジメントと称し、以下の知識モジュール群からなっている。 

この趣旨からＩＴビジネスプロセスを考察すると、その第１段階としては 

① “AS IS” を把握するため複雑事象から問題発見の分析を行い「ありのままの姿」か

ら求められるメッセージを読み取り、幾つかの共通的課題を抽出する。そして気づき

とセンス（洞察）によりその解決方向を捉え、全体使命の意図を多元的な３つの軸（ビ

ジネスとのかかわり、テクノロジ、時間）を常に意識し、その方策を考え、TO BE「あ

るべき姿」を見定め、それを価値ある全体使命にする。 

 

 

上記が全体使命の表現までに必要な知識である。複雑事象の適切な分析を行い問題発見

そして解決策の策定と言った使命記述までのプロセスには各種の技法【例：ケプナー法、

ＫＪ法等】があるが上記の豊かな経験と各種技法に関する知識の利用技術が重要となる。

これによって得た情報の分析をベースに全体を見る資質から解決方向の見極めとその使命

記述が出来ることになる。このプロセスにおいてもう一つ重要な知識領域としては豊かな

経験、広い知識を基礎とした３軸に示す業界や技術に関する知識領域も必要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複雑事象 問題発見 解決方向 使命記述 

理念 洞察力 方策 

豊かな経験,広い学識,全体を見る資質 
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プロファイリングによりＩＴビジネスモデルの“あるべき姿”の形成に必要な全体使命

が生まれ、そこには企業の原理原則や価値を高めるための要求等も入ってくる。 

この要求に対する仮説に従い、その仮説をまとめると「あるべき姿」の全体使命が見え

るようになる。あるべき姿を実現させるためにはそこまでのストーリー作りすなわちシナ

リオの設定が必要になる。この知識は複雑現象から使命記述までのプロセスに含まれる知

識領域であり、将来分析能力がかなり重要な資質となる。 

 

② 次のステップとしてはこのシナリオによって形成された「あるべき姿」をどのように

ＩＴビジネスモデルとして表現するか、全体の方向と優先順位を決めて、戦略プロセ

ス化する。なお、この展開プロセスを具体化するために必要な自社の経営資源、市場・

顧客の要求、技術・財務的制限そしてＳＷＯＴや３Ｃと言った戦略的思考等に関する

方法や知識が必要となる。戦略プロセスによって設定された全体使命達成を目的、目

標そして手段（プロセス）に優先度を加え関係づけたビジネスプロセスアーキテクチ

ャを考察する。 

すなわち、 

 全体使命から求められるゼロベースでのあるべきＩＴビジネスモデルの全体構造

を描く。 

 これを実際に IT ビジネスモデルとして実現するためのあるべきビジネスプロセ

③時間の推移,環境変化、状

況変化を考え IT 業界や技

術の時間的変遷や動向 

複雑事象・現象の分析 

全体使命の意図 

３軸での価値表現 

①どのような技術を利用して

IT 関連技術 

②どのようなビジネス領域でのかかわり 
業界知識【市場】 

全体使命の表現（使命記述） 
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スモデルを考察する。 

 

すなわち、ビジネスプロセスの各段階でのＩＴビジネスモデル全体構造を構成する各要

素の関係を見るため、各プロセスモジュールでの活動単位を考察し、活動要素間の相互依

存関係を見る必要がある。 

ビジネスプロセスには P2M で推奨している以下のような各プロセスモジュールがある。

このビジネスプロセスの中にあるさまざまな活動要素間の相互関係のあり方（ビジネスア

ーキテクチャ）を見ていくためにはこれらにビジネスプロセスに関する知識も必要となる。 

a.スキームプロセスモジュール 

b.システムプロジェクトモジュール 

c.サービスプロセスモジュール 

 

スキームプロセスモデルでの活動【機能】は全体使命から価値ある IT ビジネスモデルの

構想を策定するプロセスであり、市場ニーズ、技術動向そして組織の現状を考慮しながら、

ビジネスモデルの実現可能性を検討するプロセスである｡ 

自社組織内分業または協業そして自社以外との協業等の組織基盤とそれを実行する人材

基盤や情報基盤と言った実行基盤をまず立ち上げ、あるべきビジネスモデルの全体構造の

実現可能性を見る。そのため、スキームモデル作成能力（戦略的認識をもってのマーケッ

ティング知識、業界知識、関連技術知識の組み合わせ、ファイナンス関連知識、積算技術/

投資対効果検証知識、そしてコンテキスト分析等）が必要となる。 

この一連の活動機能の組み合わせによりこのスキームプロセスモジュールは構成され、

IT ビジネスモデルの全体構造とその目的を明確にし、次のステップへの橋渡しとなる方針

を与える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120

 

これまでのプロセスでＩＴビジネスモデルの全体構造が可視化されることになるが、あ

るべきＩＴビジネスモデルが大規模・複雑であればあるほど多くの機能を包含している。

このあるべきＩＴビジネスモデル全体をプログラムとすればこれに関連する関係者、組織、

情報そして時間と言った要素を考えなければならない。これをそのため全体構造を構成す

る機能の関係を見ながらその機能を分割し、実現可能な単位のモジュール（プロジェクト）

とし、プロジェクトとして実行できる体制と機能を与える。 

すなわち、上記の図に示すようにスキームモデル内のビジネスプロセスに従って使命の

「Management By Project」 によるプロジェクト化が行われる。 

このようにＩＴビジネスプロセスアーキテクチャの実行のためには多くの幅広い知識領

戦略的プロセス 

あるべきＩＴビジネスモデルの

実現のための構造化 

プロセス/
機能分割 

プロセス/
機能分割 

プロジェクト 
（モジュール） 

プロジェクト 
（モジュール）

レファレンスモデル及び関係

性/インターフェース 

プログラム戦略マ

ネージメント（使命

をプロジェクトに

構造化して管理の

実効性を向上させ

る戦略プロセス） 

全体使命の IT ビジネスモデル化 

シナリオ作りによる「あるべき

姿」を全体使命の表現として示す 
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域と多くの経験そして広い視野と高い視点から物事を捉える企画力とそれを実行に移すマ

ネジメント実践力が必要となる。 

次のプロセスはシステムプロジェクトモデルであるが、プロジェクト化された各プロジ

ェクトモジュールを最終目標である IT ビジネスモデルの構築である。各プロジェクトモジ

ュールの関連を時間軸に沿って、ネットワーク化して、P2M で述べられている下記各種個

別マネジメント技術及び各種マニュアル及びツールの利用により各プロジェクトモジュー

ルの目標を達成し、結果として全体ビジネスモデルが最適に具現化する。 

そのためには下記マネジメント技術や関連ツール・マニュアルに関する知識が有効とな

る。 

① プロジェクト戦略マネジメント 

② プロジェクトファイナンスマネジメント 

③ プロジェクトシステムズマネジメント 

④ プロジェクト組織マネジメント 

⑤ プロジェクト目標マネジメント 

⑥ プロジェクト資源マネジメント 

⑦ リスクマネジメント 

⑧ 情報マネジメント 

⑨ 関係性マネジメント 

⑩ バリューマネジメント 

⑪ コミュニケーションマネジメント 

 

最後のビジネスプロセスモデルとしてのサービスプロセスモデルにおいては上流の各ビ

ジネスプロセスの結果、具現化された IT ビジネスモデルの運用に関するビジネスプロセス

モデルである。ここでの活動機能の主なものは与えられたミッションが期待通りその価値

を維持しているかどうかの検証を実際の運用サービスから検証することのプロセスである。

ここでの知識は経営的視点からのシステムモデルの運用による増加価値、経済効果の実現、

IT システムモデルとしての有効性（全体最適性）そしてシステム運用面でのシステムの保

守・保全、コスト・ベネフィット評価（システム投資）の検証、システム性能維持、そし

て各種問題処理と履歴データの取得等具体的な個別指標をそれぞれの立場から企画し、そ

れを監視、報告し、スキームプロセスモデルに反映すると言った経営的視点からの全プロ

セスモデルを視野に入れたバランス指標に関するマネジメントが必要となってくる。 
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7.3 実例問題 

昨今の IT の進展、ネットワーク化とボーダレス化、そして競争環境の激化そして経営環

境の変化の中、企業はいっそうの収益拡大、コスト削減を求められている。このような状

況下でＩＴ経営の重要さは従来よりも増して高まってきている。 

このような経営を取り巻く環境変化から企業経営の基盤となるより有効な ITビジネスモ

デルが求められている。このような背景からアーキテクチャ実例問題のテーマとしての全

体使命を“顧客の経営を支え、ＴＣＯの削減、生産性向上、企業競争力を強化する”とし、

以下にそのＩＴビジネスモデル生成のプロセスアーキテクチャを示す。 

 

7.3.1 IT を取り巻く現状の問題点 

IT 導入ユーザの現状は上記に示したとおりであり、図 7-1 に示すような対応が求められ

るようになってきている。 

一方、IT 関連企業も同業他社との激烈な競争、顧客の期待感そしてこれまでの市場への

アプローチ方法の手詰まりから、新たな模索が必要となってきている。 

これまでの IT 関連企業は発注者である顧客（IT ユーザ）の要求すなわち RFP(Request 

For Proposal)に従い、提案書を作り、顧客との話合いを通して仕事を進めるスタイルを取

ってきた。しかし、 

発注者の要求はかなり制限された範囲のプロジェクト生成であり、企業全体の使命に基

づくようなプロジェクトではなく、かなり限定されたものである。 

一方のその仕事を請負う IT 関連業者は顧客よりのＲＦＰまたは簡単な要求仕様に従い、

提案書を作成し、コスト競争に明け暮れ、疲弊するばかりであった。 

その結果、ユーザ側もこれまで構築されてきたシステムは決して、長期的視野及び高い

視点から考慮されたものではなく、時代と共にその技術も古いものとなり、スピードの速

い技術変化に対応できなくなっている。 
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図 7-1 環境変化と企業変革  

すなわち、ＩＴ業界においてはインターネットをはじめとしたネットワークの進化、そ

してボーダレス化やビジネスを取り巻く環境変化の中で従来のＩＴ関連コストの削減を主

要目的とした外部資源の活用と言うより下記に示すような戦略的ＩＴ投資を行うことが主

眼となり、経営改革に直接関わるものとなってきた。 

すなわち 

 企業(グループ)全体の業務効率とコスト削減 

 市場・技術変化に対して俊敏な経営判断と事業展開の迅速化 

（部分最適計画より全体最適） 

 本業へのリソース集中と競争力強化 

 継続的最新ＩＴ技術の利用とシステムの安全性 

ＩＴ関連企業はこれらユーザ側の要求すなわち、ＩＴ企業のＩＴ営業戦略と経営リソー

スの見直しが迫られることになった。 

 

7.3.2 IT 関連企業の動き 

ＩＴ企業はこれまでそれぞれの得意分野に特化した市場へのアプローチを顧客要求に従

いこれまでやってきた。しかし顧客側のＩＴ投資に対する考え方がこのように変化してき

たことに鑑み、これまでのやり方を変えざる得なくなってきている。 

社会ニーズ（安全・利便） 

マーケット（競争・変化） 

技術変化・高度化・多種 

顧客（コスト・技術追従性・ＳＥ不足） 

使命に示される内容を読み解き、プロジェクトとして落としこむことが重要である。これがプロジェクトによる企業変革 

変革（Management By Project（MBP）であり、これを達成することが顧客・ＩＴ関連企業に求められる使命となった。 

こ
れ
ら
の
複
合
事
象
か
ら
市
場
の
変
化
に
先

見
性
を
も
っ
て
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き
、
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、
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要
と
な
る
。 



 124

そして、このような要望にこたえるべくＩＴリソースを一元的にマネジメントし、レイ

ヤースルーでなおかつ運用サービスまで視野に入れたサービス、全体最適なシステムの提

供を行えるような体制作りをする必要に迫られた。 

このような顧客、ＩＴ企業の背景から解決するべき課題そのものがＩＴ企業に求められ

る全体使命の意図であり、これをどのようなビジネス領域で、どのような技術でそしてど

のようなタイムスパンでその全体使命のあるべき姿を描くかである。 

 

7.3.3 新たな発想の必要性（シナリオ） 

ＩＴ関連企業はこれまで自社の経営資源ですべてをまかなう発想でビジネスの展開を進

めてきた。 

このことから必然的に限界が発生し、顧客の真の要望には到達することができず、顧客

もその範囲内でのプロジェクトの生成を余儀なくされていたと思われる。 

そこで、IT 関連企業はユーザ（顧客）の立場にたって IT を取り巻く複雑事象からプロフ

ァイリングし、現状の問題を読み解き、その解決方法をゼロベースにてその方策を想定し、

それを解決するまでのシナリオ描く必要が出てきた。すなわち、 

① 最新のＩＴ技術を使用して企業変革を行きたい。そのための信頼できる相談相手がほし

い。 

（ＩＴ企業はこれに答えるべき顧客側に立ったビジネスプロセス全体のアーキテクチ

ャを考えた IT ビジネスモデル作りに関する発想が必要になってくる。） 

② そして、長期にわたって技術、運用面で面倒見てもらいたい。 

（顧客設備を顧客に代わって運用する体制が求められるようになる） 

③ ＩＴ技術も日進月歩のためＳＥの教育や確保に苦労している。できればＳＥの数も最小

限にし、その役割も預けたい。そして本業に専念したい。 

（顧客施設及び人材に代わりＩＴ関連業務を全て受け入れるアウトソーシングビジネ

ス体制が必要になる） 

④ データセンターなどのＩＴ関連システムもできうる限り、固定資産として持ちたくなく、

本業の設備に投資をしたい。 

（リース方式の採用により技術変化による設備のレガシー化すなわちライフサイクル

の短い設備の更新リスクを最小限にする手立てが必要となる） 

⑤ そして、これらを一括して面倒見てくれる信頼の置けるＩＴ関連企業があればよい。特

にデータセンターは他企業と共同とし、セキュリティー技術に長けた、投資コストも少

ないシステムの構築と運用のできる企業があればよい。 
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（このためには IT企業側に運用するべき設備、技術等の経営資源が具備されているか、

またはパートナー企業を擁しているが重要となってくる。） 

 

上記より、顧客は経営戦略に沿ってのより有効となる全体最適な戦略的アウトソーシン

グとＴＣＯ（Total Cost Ownership）の削減を目的とした IT ビジネスモデルを要求してい

ることが現状分析の結果わかる。 

 

この仮説を前提としたシナリオ作成を行い、ＩＴ関連企業としてこれまで個別プロジェ

クトで実行したリファレンスとなる技術や設備そしてマネジメント能力等の有無とその内

容を検証していくことが必要となる。例えば 

① 対象企業の業務知識および企業変革のためのコンサルティング能力（仕組み作りの能

力）及び既存システムの解析能力（EA 構築能力）、そして投資コストの低減のための

ファイナンス知識（財務分析、ファイナンス形態）等々・・【スキームモデル】 

② レーヤスルーな情報システム及びデータセンター構築に必要な技術そしてそれを効率、

効果的に構築することのできるマネジメント能力・・【システムプロジェクトモデル】 

③ システム運用・保守技術体制（操作性、運用、サービス）・・【サービスモデル】 

④ そして、経営的視点からの全プロセスモデルを視野に入れたバランス指標に関するマネ

ジメント 

 

全体使命の意図からのシナリオに基づいて上記のような ITビジネプロセスモデルの全体

構造が明確になり、その結果ＩＴ企業としての使命達成のための具体的な構造が示され、

このそれぞれの構造に必要な機能を割り当て、それぞれの機能に則ってその構造をさらに

具現化していく操作が必要となってくる。 

この操作が各プロセスモデルに示す機能や能力でありで、この使命プログラムもいくつ

かのプロジェクトに分化され、さらに多くのアクティビティーに細分化され、これらのイ

ンターフェースを目的に向かってシーケンシャルにつなぎ合わせ再結合し、全体構造アー

キテクチャを明確にする。 

このプロジェクトの結合を全体的に統合しマネジメントマネジメントすることをプログ

ラムマネジメントと称する。 

すなわち各プロジェクトは独立したものであるが、相互に作用しながらプログラムとし

て全体最適となるように個々の機能間のインターフェースをとり、プログラムマネジメン

トにより求めるあるべき姿として“顧客の求める目的に沿った全体最適な戦略的アウトソ
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ーシング及びＴＣＯの削減を狙ったＩＴビジネスモデルを完成させる”と言った全体使命

を表現として示すことが出来る。 

 

7.3.4 原理原則の適用 

上記で述べる“あるべき IT ビジネスモデル”をどのように実現させるかを考える時、企

業の原理原則や制限条件を考慮に入れる必要がある。 

すなわち、この使命に沿って発想されるＩＴビジネスモデルを実行させるにはシナリオ

に示す仮設を全て満足させる必要がある。    

しかし、実際はその要求もＩＴ企業の組織や経営資源も十分でないまま描かれたＩＴビ

ジネスモデルであるため、その全体使命要求の一部の実行にとどまってしまっている。   

すなわち、プログラムとして統合された全体最適なシステムとなっていない。 

ここに示す実例はＩＴビジネスプロセスアーキテクチャの概念も知識もない状況で描か

れたもので、いわゆる“絵に描いたもち”になってしまっている。そのため、部分最適な

域を脱することのできないシステムモデルとなっている。しかし、現在では理論的には実

行可能な技術やリファレンスモデル【例 EA：Enterprise Architecture】も現れてきたので

将来的には実現可能な状態になり、今になってやっと日の目が出てきたというのが現状で

ある。 

このように理想系から現実系への対応には顧客・ＩＴ企業の原理・原則、組織、考え方

そして時間の経過による環境変化等を念頭に置いた活動が全てのＩＴビジネスプロセスア

ーキテクチャの中で求められるものであり、これを無視したビジネスアーキテクチャはい

わゆる“砂上の楼閣”となる。 

 

7.4 設問 

1）ビジネスプロセスとビジネスアーキテクチャの違いは？ 

2）モジュラー化とは？ 

3）３軸での価値表現とあるが具体的には何でしょう？ 

 

7.5 分析・考察 

設問１） 

ビジネスプロセスは製品やサービスが開発され、生産され，必要とするユーザに販売さ

れ，ユーザの使用をサポートするまでの一連のプロセスであり、ビジネスアーキテクチャ

はビジネスプロセスの中にあるさまざまな活動要素間の相互依存性もしくは関係性のあり
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方を言う。このシステムアーキテクチャやビジネスアーキテクチャ相互、各種原理原則そ

して時間軸の変遷等の総合的な関連を見ながら最終的なビジネスモデルが形成されること

になる。 

 

設問２） 

最初に生成される全体構造モデルはプロファイリングの結果抽出された特性の共通部分

の集大成であり、モデルの全体構造を、そこに内在する機能関係の整合を見ながらモジュ

ール分割し、プロジェクト構造として処理しやすくする。 

この手法はプロジェクトにおける作業の分割、すなわち WBS(Work Breakdown 

Structure)に酷似している。 

すなわち、ビジネスプロセスの中にあるさまざまな活動要素の相互依存や関係を見て、

それぞれのプロセスにおける作業や機能を順次その相互関連性を見てパッケージ化（モジ

ュール化）し、例えばスケジュール作成において作業や機能のシーケンスを考えたスケジ

ュールや作業手順を作成することが出来る。 

このように、ビジネスプロセスとビジネスモデルの全体構造を分解し、その相互関連を

見ながら階層化し、具体的作業を実行し易くする方法であり、また複雑なシステムをより

処理し易くする手法である。 

 

 

 
ビジネスプロセスアーキテクチャ 
：活動要素間の相互依存関係 

仕組み作りの

プロセス 

原理・原則 

構築プロセ

ス 

原理・原則 原理・原則 

サービスシ

ステムのプ

ロセス 
ビ
ジ
ネ
ス 

プ
ロ
セ
ス 

社会ニーズ（安全・

利便） 

マーケット（競争・

変化） 

技術変化・高度化・

多種 

顧客（コスト・技術

追従性・ＳＥ不足） 原理・原則（組織・各種資源を含む各種制限条件） 

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル 

時間軸（バランス指標によるマネージメント） 
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設問３） 

3 軸は時間、対象業界そして対象技術と考えてみた。 

時間軸はすでに実例でも述べたように理想系に持っていくまでに必要な時間の要素であ

り、大事なものです。一方では、その時間が長ければ長いほどこのプログラムの不確実性

を増します。 

なぜなら、そこには環境の変化や原理・原則の変化もあります。 

対象業界は、それぞれの特徴を持っていて例えば金融や製造の業界を考えれば共通部分

はあるもののその内容は変化してきます。よって、どの業界に焦点を与えたＩＴビジネス

モデルアーキテクチャにするかを考慮することが必要です。 

最後に、技術ですがＩＴ関連技術は多種であり、この技術を全て盛り込んだＩＴビジネ

スモデル作りは無理でありかつ企業の持つ技術や設備の制約も考慮に入れておく必要があ

る。 

しかし、下図レイヤースルーに示される技術はすでに汎用となっているが、今回の実例

で示すビジネスモデル構築には 1 社のみの技術では成り立たないものもあり、このためパ

ートナリングも考慮する必要がある。 

 

ＩＴビジネスアーキテクチャを生成する場合においても生成されたアーキテクチャを構

成するモジュールと言うものはここに示す各レイヤー内の“技術”そのものである。 

このシステムモジュール（技術）が縦軸とするならそれをクロスする軸が対象業界であ

り、これらの軸全体に影響する軸が時間である。 

プログラムマネジメントはこれらの 3 軸のマネジメントといって過言ではないし、個別

マネジメントにおいてもそれぞれの軸を統合し、調整しながらプロジェクトを遂行してい

利用者 

コンテンツ 

アプリケーション（SI） 

サーバ、クライエント、LAN 等 

ネットワーク（ＷＡＮ） 

データセンター 

レ
イ
ヤ
ス
ル
ー
の
技
術
・
サ
ー
ビ
ス 

各
種
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
技
術 



 129

くことが必要となる。 

 

7.6 ベストプラクティス 

本論分にて述べられる実例問題でのベストプラクティスとしては“全国銀行協会決済シ

ステム（全銀システム）”が挙げられる。 

本システムは日本銀行主導の銀行間の決済に関する典型的な戦略的アウトソーシングビ

ジネスモデルである｡ 

本論文でのシステムモデルと全銀システムに見られる戦略的アウトソーシングビジネス

モデルとは下記に示すような技術的内容の違いがある。しかし、本論文で述べているビジ

ネスモデルアーキテクチャーと比較しても基本的なアーキテクチャーでの考え方に大きな

差異はない。 

 

① ネットワーク（交換機等のレガシーネットワークから IP、ルータ、ATM スイッチ、

Web）等のレーヤスルーな技術の採用とインターネット技術の発展 

② コンピュータ（メインフレームからサーバ利用）の分散化 

③ 手作り（スクラッチ）システム構築からレガシーシステム混在からのボトムアップ的

システム構築(EA:エンタープライズアーキテクチャの進展) 

④ クローズからオープンシステムへの移行とそれに伴ったセキュリティー技術の向上 

⑤ そして、これらを総合的にネットワークインテグレーション及びシステムインテグレ

ーションするためのプロジェクトマネジメント技術の進展 

 

このことから、本論分での IT システムモデルは等々がこの初期の全銀システムのような

重厚長大なビジネスモデルのアーキテクチャーに比較し、さらに簡便・安易・安価に利用

することのできるシステムアーキテクチャーとすることができている。 

すなわち、ビジネスモデル及びプロセスアーキテクチャーの見直しが第 5 項の設問１で

述べたバランス指標に沿った価値マネージメントに示すように市場及び技術の時間軸での

変化に従いシステムモデルの内容も変化していくことがここに示す事象からもわかる。 

 

7.7 まとめ 

ＩＴ技術は日進月歩であり、現在理想的なＩＴビジネスモデルであってもすぐにレガシ

ーなシステムとして捨て去られることになる。 

そのためには全体使命の意図を多元的な３つの軸（ビジネスとのかかわり、テクノロジ
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そして時間）を常に意識し、幅広い価値体系にし、全体使命を表現し、ＴO BE「あるべき

姿」を見定め、実現可能な長期的視点にたったシナリオを作ることが非常に重要となる。 

しかし、実際は下記に示すような問題が立ちはだかってくる。 

① 顧客自身が「あるべき姿」のビジネスモデルを採用までの技術や知識もなくそして体

制もできていない。 

② それを請負うＩＴ企業側も経営資源的にも対応できるようになっていない。 

③ その結果、例えば部分的なアウトソース（ネットワーク系または基幹システムの一部）

関連ビジネスが具体化されるだけである。 

その理由は全体最適なシステムとして経営的視点にたったテーマ作り、それを本論文で

示すＩＴビジネスプロセスアーキテクチャに沿って戦略的シナリオ作りを顧客側が出来な

い状態でいる。 

一方のＩＴ企業側も顧客に対してテーマつくりや、ビジネスモデルつくりそしてその構

築、運営と言った支援をこのプロセスに従って出来る状態になっていない。 

このように鶏と卵の関係となっていてその先に進められない状態にいる。   

また、この状況を脱したとして、実際プロジェクトとして実行する場合、これまで部分

最適で実行された既存システムがこのプロセスの前に立ちはだかってくる。 

そのため斬新なアイデアを持ってプロジェクトを進めようにも既存システムの内容がブ

ラックボックスとなる。 

このような技術的各種の制約条件のほかに、プロジェクトモデルが複合・複雑そして大

規模であるほどプロジェクトを効率的かつ効果的に達成するために必要な高度なプロジェ

クトマネジメント能力（プログラム統合マネジメント）が必要になる。しかしこの部分に

おいてもそれをプログラムやプロジェクトとしてまとめ,実践できる実践力にも問題がある。 

ＩＴビジネスプロセスアーキテクチャは全体使命作りから「あるべき姿のＩＴビジネス

モデル」実現までのプロセスとして説明してきたが、このプロセスに従って作られるビジ

ネスモデルの認知まではまだ長い時間がかかることが想定される。 

しかし、技術進歩の早い現在では「あるべき姿」がいつまでも存続すると言うことは稀

有なので時間と言う要素を考慮し、段階的（時間分割）な「あるべき姿」をいくつもそろ

え時間軸に沿ったモデルを準備する必要があると考えられる。 

そのためには経営的視点からの全プロセスモデルを視野に入れたバランス指標に関する

マネジメントが非常に重要となってくる。 
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第8章  ＥＡ（エンタープライズ・アーキテクチャ）とアーキテクチ

ャマネジメント 
 

株式会社 シーエーシー  栗山 博行 

 

8.1 本レポートの狙い 

本レポートは“プログラムマネジメントにおけるアーキテクチャマネジメントの視点か

らＥＡの概要・価値・現状を理解し、ＥＡを通してアーキテクチャマネジメントの本質は

何か？”に関する見解を深める事を狙いとする。「経営における、ビジネス活動とＩＴ（情

報システム）活用のギャップを埋め、ビジネス・業務へのＩＴ活用の最適化や新規活用を

実現するＥＡ」を理解するには「デザイン成果としてのＥＡ」と「ガバナンス＆マネジメ

ントとしてのＥＡ」の２側面から把握すると理解し易い。 

「デザイン成果内容としてのＥＡ」は 

1. 経営における「ビジネスとＩＴ」の関係の「大設計」を「可視化する」事であり、 

2. 「ビジネスとシステムの階層構造」別のリファレンスモデル（ＲＭ）を持ち、ＲＭ

を参考に「対象業種」と「ＩＴ開発分野＝システム化テーマ」と「個別法人状況」

別の、異なる最適化内容として設計される。個々の階層のＥＡデザイン成果は「（業

務）利用的観点から見て、個々の最適化モデルを持つ」内容として設計される。結

果的に 

3. 「経営から見てビジネスとＩＴ」を、相互に理解不可能で不整合な状態でなく「全

体最適と部分最適の調和価値」として実現する事を狙いとする。 

「ガバナンス＆マネジメントとしてのＥＡ」は 

4. ＥＡ全体のプログラムマネジメントプロセスと 

5. ＥＡ推進体制とＥＡ関連手法とルールなどから構成される。また 

6. ＥＡの具体的適応範囲・方法は「個々の企業の戦略に基づきそれぞれ異なる」。 

以下に具体的なＥＡの内容を説明しつつＥＡを通してアーキテクチャマネジメントの本

質を検討したいと思う。 
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8.2 ＥＡに関する関連知識 

 

8.2.1 何故ＥＡか？―経営と IT のギャップの解消 

8.2.1.1 経営と IT のギャップの拡大 

ＩＴ化（情報システムの計画・構築・導入・維持・運用）に関し、過去 15 年大きな変化

があった。 

① 企業（法人）活動の個別機能の一部から機能全体へ、更に複数機能を横断し、企業活

動の全体に拡大した。今後「企業」を超え「業界から社会基盤まで」、ＩＴ化の対象

分野を拡大・深化している。 

② ＩＴ化が単に自動化や合理化の世界を超え、コミュニケーション支援や知的創造活動

やビジネス自体に関わる為、ＩＴ化が複雑化し、金額や期間が増大し、今まで以上に

「経営へのインパクトと貢献度」を問われるようになった。 

③ ＩＴのある分野はコモディティー化しコスト的側面を持つ為「ＩＴ化コストの削減」

は企業経営に取り重要なテーマである。同時に、ＩＴ自体がｅビジネス化に代表され

るようにビジネス戦略的側面も強化している為、投資的側面から「ＩＴ化テーマの戦

略判断や投資効果判断が重要」になって来た。 

④ ＩＴ化の現実：ＩＴがビジネス活動で重要性を増すほど、ＩＴの関係者間の認識のず

れは拡大している。経営者はＩＴに「早い＝納期を早く、安い＝ＩＴ化の初期投資を

極力少なく、うまい＝利用者から使いやすい」を要求する。しかしＩＴ化で早い・安

い・うまいの３条件の同時実現はまだまだ困難である。「３つの内２つの条件を他の

１つを犠性にして実現せざるを得ないＩＴ化の現実」を抱えるＩＴ部門関係者とビジ

ネス現場とのギャップが根深くある。 

上記の変化と状況の中で『企業経営における「ビジネスとＩＴ」の間の相互の無理解・

不信・不一致・不整合』が根深く存在する場合も多く、「経営におけるビジネス活動と IT

（情報システム）活用のギャップを埋め、事業・業務へのＩＴ活用の最適化やＩＴ活用ビ

ジネスの拡大を実現する」必要性が多くの法人・企業で要望されている。 

 

8.2.1.2 ＥＡの価値は何か？―プログラムマネジメントによる業務＆IT 改革 

―「経営におけるビジネスとＩＴ」を、相互に理解不可能で不整合な状態でなく「全体

最適と部分最適の調和価値」を実現する為、ビジネス・業務・ＩＴを最適に繋ぎ経営貢献

するＩＴのあり方を描き出す手法とプロセスがＥＡである。 

ＥＡは１）の課題を解決する為、1987 年に発表されその後拡張された、「ザックマン・
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フレームワーク」をベースに 1990 年台初めに米国政府で始められた業務改革＆ＩＴ革新の

プログラムマネジメント方法である。ＵＳで政府から民間へ普及し、日本では 2002 年から

経済産業省主導でＥＡが導入され民間でも2004年度には大手企業を中心に各企業に普及し

始めた。ＥＡのプロセス・内容の枠組みは同じだが詳細な内容・定義には米国政府各機関・

民間団体・日本政府・各ＩＴベンダーでそれぞれ特徴があり、異なる。ＥＡの価値は「経

営とＩＴの最適化の実現」である。何が最適なＥＡかは「各企業・法人が自身の戦略を明

確化する中で決定する事になる。ＵＳでは政府調達はＥＡベースの提案が必須条件になっ

た。 

 

図 8-1  経営とＥＡ 

 

8.2.2 ＥＡの基本としての「ザックマン・フレームワーク」（６Ｘ６モデル） 

複雑で多義性を持ち、不確定要素の強い「企業（法人）経営で実現される情報化―ＩＴ

化」に関し、「企業活動とＩＴ自体に必要な各構成要素とその概要」を「企業活動とＩＴ

に関する５Ｗ１Ｈ＜図 8-2 の横軸＞と、企業活動とＩＴに関する６つのステークフォルダー

＜図 8-2 の縦軸＞でマトリクス化し整理し全体像を明確化した」認識の枠組みである。 

（図 8-2 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業・ 
業務機能戦略・ 
活動（ビジネス） 

ＩＴ戦略・実現 
（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･

ﾃﾞｰﾀ･ｲﾝﾌﾗ）＝ 
情報システム 

EＡ(エンタープライズ・アーキテクチャ)による

ビジネス（事業・業務）とＩＴの橋渡し 

経 
 

営 
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IT 化５Ｗ１Ｈ 

 

ＩＴ化ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ 

(What) 

１）データ

(How) 

２）機能 

(Where) 

３） 

ﾈｯﾄﾜｰｸ 

(Who) 

４） 

人 

(When) 

５） 

時間 

(Why) 

６） 

ﾓﾁﾍﾞｰｼ

ｮﾝ 

Ａ）計画者(ｽｺｰﾌﾟ) 実体 ﾌﾟﾛｾｽ ﾛｹｰｼｮﾝ 組織 

主要業

務 

ﾏｽﾀｰ 

ｽｹｼﾞｭｰ

ﾙ 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ

ﾋﾞｼﾞﾈｽ

戦略 

Ｂ）オーナー（経営者） 

(ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾓﾃﾞﾙ) 

概念 

ﾃﾞｰﾀﾓﾃﾞﾙ 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ 

ﾌﾟﾛｾｽﾓﾃﾞﾙ

ﾈｯﾄﾜｰｸ 

ﾓﾃﾞﾙ 

ﾜｰｸﾌﾛｰ 

ﾓﾃﾞﾙ 

組織図 

ｲﾍﾞﾝﾄﾓ

ﾃﾞﾙ(状

態遷移

図) 

戦略 

ﾓﾃﾞﾙ 

Ｃ）デザイナー 

(設計者)(ｼｽﾃﾑﾓﾃﾞﾙ) 

論理 

ﾃﾞｰﾀﾓﾃﾞﾙ 

ﾌﾟﾛｾｽﾓﾃﾞﾙ

(DFD) 

ﾈｯﾄﾜｰｸ 

ﾓﾃﾞﾙ(ﾛｰﾙ

ﾋｭｰﾏﾝ 

IF 

ﾕｰｽｹｰｽ 

ｲﾍﾞﾝﾄ 

ﾀﾞｲｱｸﾞ

ﾗﾑ 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ﾙｰﾙ 

ﾓﾃﾞﾙ 
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Ｆ）ユーザー（利用者） ＤＢ 実行ﾌﾟﾛｸﾞ ﾈｯﾄﾜｰｸ 利用者 ｲﾍﾞﾝﾄ 実施 

ﾙｰﾙ 

図 8-2  ザックマン・フレームワーク（縦軸Ａ－Ｅまで） 
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8.3 デザイン成果としてのＥＡ 

 

8.3.1 経済産業省ＥＡモデルとＥＡデザイン成果 

ＥＡはザックマン・フレームワークを応用し１）で指摘した経営活動・業務遂行とＩＴ

化（企業情報システム化）の最適な連携を狙う。その結果としてＩＴ投資効果の効率化・

有効化、ＩＴ資産再活用の促進（無理・無駄・ムラの排除）の実現を目標とする。ＥＡは

企業構造を可視化し、変化に強いＩＴ化を実現するための「大設計」であり、経営とＩＴ

を＜図 8-2＞の枠組みで分析・デザインするアプローチ＆推進方法である。 

 

 

図 8-3  ＥＡフレームワーク（ＦＥＡＦモデルを拡張） 

 

日本の経済産業省の推奨のＥＡは米国連邦政府のＥＡ（ＦＥＡＦ＝The Federal 

Enterprise Architecture Framework ）モデルを参照にモデル化を行い、「「経営・業務・

ＩＴ」の全体をリファレンスモデル（参照モデル）を活用し、以下の４つのアーキテクチ

ャ内容として「大設計」する。各アーキテクチャは可能な限り「シームレスに連携」させ

て、「“ビジネス”と“ＩＴ”の最適融合を実現するグランドデザイン」である。４つの

アーキテクチャとリファレンスモデル（参照モデル）とは以下を指す。 

 

（AS IS＝現行ＥＡ）     (CAN BE＝次期ＥＡ)   （TO BE=目標ＥＡ） 

  

 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｱｰｷﾃｸﾁｬ(BA)              BA               ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｱｰｷﾃｸﾁｬ(BA)     

 

 ﾃﾞｰﾀ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ                                   ﾃﾞｰﾀ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ(DA) 

  (DA)                           DA 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ｱｰｷﾃｸﾁｬ                                 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ｱｰｷﾃｸﾁｬ 

           (AA)                           AA                     (AA) 

 

ﾃｸﾉﾛｼﾞ･ｱｰｷﾃｸﾁｬ                                    ﾃｸﾉﾛｼﾞ･ｱｰｷﾃｸﾁｬ 

(TA)                          TA                     (TA) 

 

ＥＡ参照モデル・ＩＴ技術・セキュリティ・設計標準などの標準策定 

ＥＡガバナンスプロセスと現状から次期への移行プロセス 
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＊１＝ビジネス・アーキテクチャ←パフォーマンス参照モデル＆ビジネス参照モデル 

＊２＝データ・アーキテクチャ←データ参照モデル 

＊３＝アプリケーション・アーキテクチャ 

                             ←サービスコンポーネント参照モデル 

＊４＝テクノロジ・アーキテクチャ←テクノロジ参照モデル 

 

図 8-4  アーキテクチャ成果物 例 

 

8.3.2 各参照モデルと各個別アーキテクチャに関して 

8.3.2.1 ビジネス・アーキテクチャ（ＢＡ）とビジネス参照モデル（ＢＲＭ） 

 ＩＴはビジネス活動に有効に貢献し、活用されて始めて意味を持つ。現在、多くの

情報システムは「経営自体の変化速度が速く」結果的に「経営の変化に追随できな

い状況」が生まれがちである。ＩＴ化予算（新規投資も維持コストも）を有効に生

かすには、「ＩＴ化が支えるビジネスの現状や将来像や目標像自体を把握・分析・

構造化し可視化し、ビジネス自体の業績評価基準（ＫＳＦやＫＰＩ）を明確化し、

ビジネス変革や新規ビジネス化すべき領域・ビジネス変革を支えるテクノロジ活用

＆業務変革の主要プロジェクトの明確化、実施に当たっての課題・リスクの明確化
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を行なう。 

具体的には以下がビジネス・アーキテクチャの策定である。 

ｲ）「経営洞察に基づく経営戦略や経営ビジョン・目標策定」や「経営の抜本的改革」等

の観点から見て、どのビジネス分野や業務分野をどうすれば「経営戦略実現や経営改

革が実現可能か？」に関する分析とその評価基準設定を行い、ＥＡの対象領域を明確

化する。 

ﾛ）ＥＡ化対象領域として設定された、「経営活動を構成する業務機能全体」や、「重要

な主要業務機能」に関する「業務単位（タスク）と業務の流れ（ビジネスプロセス）

と担当者・部門・組織の分析⇒モデル化」を行い。業務機能関連図（ファンクション

モデル）としてまとめる。 

ﾊ）企業全体またはＥＡ化対象主要業務機能に関わる「ビジネスに関わる情報に関する分

析とモデル化」（概念データモデル・ＥＲ図）を行なう 

ﾆ）個々の業務・タスクと業務・タスクで扱う情報の関係を明確化する（ＣＲＵＤ分析や

データ・フロー・ダイアグラム） 

ﾎ）主要なビジネス機能に関するビジネスルール・機能を担当する組織・ロケーションな

どを明確化する。 

ﾍ）ビジネスの開始・起動を定義するビジネス・イベント（外部・内部・時間）を明確化

する。 

 

 上記のビジネス・アーキテクチャを明確化する際、幾つかのビジネスプロセス分野

に関しては代表的な参照モデルが策定されている、「調達・生産・物流・在庫」分

野に関するＳＣＭ（サプライチェーンマネジメント）プロセス＆情報参照モデルと

してのＳＣＯＲ（Supply Chain Operation Reference Model）やＢ２Ｂ分野の取引

分野をカバーするロゼッタネットや様々な業界団体や有志企業団体が各種参照モデ

ルを策定している。また日本政府のＥＡにおいては「顧客（市民）サービス、プロ

セスオートメーション、ビジネスマネジメント、ＩＴ資産管理、ビジネス分析、バ

ックオフィス等」の分野別の参照モデルを策定している。 

 

8.3.2.2 データ・アーキテクチャ（ＤＡ）とデータ参照モデル（ＤＲＭ） 

 ビジネス・アーキテクチャで定義される「情報」はＩＴ化においては、通常ＤＢ（デ

ータベース）として現実化される。その為、ビジネスが利用する「情報」の全体と

構造と関係を可視化し、データをグループ化する単位や配置を意識し、 
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ｲ）将来のビジネス変化に対応しやすいデータベース構造の実現。 

ﾛ）データベースの拡張性確保。 

ﾊ）データベース内容の重複・不整合・競合・差異の排除。 

ﾆ）しまいやすく、取り出しやすく、様々な情報の使い手にとって使い易いデータベース

の実現の枠組みのデザイン。 

を行なう必要がある。これがデータ・アーキテクチャである。 

データ・アーキテクチャがビジネス・アーキテクチャから導かれ、緊密に連経する事で、

ビジネス価値の最大化とバランスしたデータベースの枠組みが実現できる事が鍵となる。 

 

 具体的なデータ・アーキテクチャデザインの内容は以下のようになる。 

ｲ）誰がどうデータを使うか？に関するグループ化を行い、ＤＢ利用者郡定義を行なう。 

ﾛ）使われる企業概念情報モデルの分析・モデル化を行い、個別情報自体の内容と相互関

係に関する論理データモデルデザイン（エンティティ定義・エンティティ属性定義、

エンティティー間関係性定義、キー項目定義）を行なう。 

ﾊ）ﾛ）に基づき物理データモデルデザイン（各データの保管・格納特性に関する詳細定

義、具体的に使うＤＢＭＳやデータ構造、ＤＢ方式など）を明確化する。 

ﾆ）各ＤＢやトランザクションの間のデータ授受における、データ変換方式（変換タイプ、

頻度、サイクル、変換フォーマットなど）を明確化する。 

ﾎ）データ操作ルールのモデル化を行なう。ＤＢアクセス場所、方法、権限、時間帯、要

求される監査性などを明確化する。 

      

尚、現在の情報システムが持つＡＳ―ＩＳデータ・アーキテクチャに関しては各種のシ

ステム設計書やＤＢ内容分析からボトムＵＰで作成する。ＴＯ－ＢＥやＣＡＮ－ＢＥのデ

ータ・アーキテクチャに関してはデータ参照モデルなどを参考に、次期・目標ビジネスア

ーキテクチャに基づきデザインする。 

 

 データ参照モデル（ＤＲＭ） 

米国連邦政府ＥＡ（ＦＥＡＦ）においては連邦政府と顧客やパートナーの間で扱わ

れるデータ・情報を明確化し、分類・整理し、連邦政府のＩＴ化にあたりデータや

情報の重複や無駄を排除し、外部関係企業のＩＴ化の改善にも有効な結果を生む努

力をしている。③で述べたＳＣＯＲに措いてもＳＣＭで使われる代表的なデータ・

情報に関しては参照モデルを提供している。その他様々なデータ参照モデルが定義
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されている。 

 

8.3.2.3 アプリケーション・アーキテクチャ（ＡＡ）とサービスコンポーネン

ト参照モデル（ＳＲＭ） 

 ビジネスアーキテクチャで明らかにした「ビジネスプロセスモデル」と「業務・タ

スクと業務・タスクで扱う情報の関係図」からＩＴ化されているアプリケーション

現状や次期・目標のビジネスアーキテクチャを支えるアプリケーション機能のある

べきくくり方のデザインを行なう。この際システム再利用を促進するシステムデザ

イン手法である「モデルドリブンデザイン手法＝ＭＤＡ」（オブジェクト指向も含

む）を意識してデザインし、各種のアプリケーション・コンポーネントの相互流用

や再利用を極力計る事が重要である。 

 具体的には以下のデザインを行なう。 

ｲ）「アプリケーション候補のくくり」の認識 

  業務・タスクと業務・タスクで扱う情報の関係図において、相互関係が深い「一連

の業務・タスク＆情報」をその内容の類似性の観点からくくり出し一連のアプリケー

ション候補とする。 

ﾛ）企業バリューチェーンの流れや業務運営のライフサイクル的な観点からのアプリケー

ションのくくり出しを行い一連のアプリケーション候補としてくくりだす。 

ﾊ）ｲ）ﾛ）を基本情報とし、くくりの大きさ、アプリケーション間の相互依存性とデータ

共有の矛盾、利用視点からのくくりの妥当性、現在のアプリケーションのくくりとの

関係、ビジネス目標達成の観点からの妥当性、現状課題と開発優先度の観点からレビ

ューを行なう。 

ﾆ）最終的なアプリケーション単位を以下の内容を定義し明確化する。 

  アプリケーション名、主要機能の概要、支援するビジネス機能の明確化、関連する情

報エンティティの明確化、目標とするビジネス支援内容、現行システムへのインパク

ト、各種のインターフェース要件の明確化。 

ﾎ）上記の各アプリケーションの全体関係と構造を全体図として描く。 

 

 サービスコンポーネント参照モデル（ＳＲＭ） 

アプリケーション開発時の再利用促進＝システム開発・維持コストの効率化とスピ

ードアップ を目的としてＦＥＡＦでは様々なサービスタイプと粒度と内容のコン

ポーネント化を行い定義している。 
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ｲ）サービスコンポーネントの粒度 

連携コンポーネント、ビジネスコンポーネントシステム、ビジネスコンポーネント、

分散コンポーネント、言語クラスの順で粒度が細かくなる。 

ﾛ）サービスコンポーネントの例 

サービスタイプ＝ドキュメント管理 

サービスコンポーネント＝ ドキュメントのイメージ化とＯＣＲ 

        ドキュメントの参照 

     ドキュメント版管理 

      ライブラリ／ストレージ 

     ドキュメントレビューと承認 

        ドキュメント変換 

  索引＆」検索 

           分類分け支援 

 

8.3.2.4 テクノロジー・アーキテクチャ（ＴＡ）と技術参照モデル（ＴＲＭ） 

 テクノロジー・アーキテクチャはビジネス戦略でデザインされた各種拠点戦略やビ

ジネスの非機能要件（安定性や拡張性や信頼異など）をどう実装し実現するか？ア

プリケーションアーキテクチャが導くアプリケーションの統合の必要性等をどう実

現するか？データアーキテクチャが導くシステム間連携の必要性等をどう実現する

か？と言った、「情報システム＝アプリケーションとデータベース」の開発・運用・

稼動基盤としてのＩＴの各種基盤に関するアーキテクチャである。 

 

テクノロジー・アーキテクチャとして以下の内容をデザインする 

ｲ）ＴＡは何をデザインするか？ 

  ネットワーク構成・ソフトウエアー構成、ハードウエアー構成に関し、 

  チャネル層（Mail,Fax,e-mail,Call Center,Web,PDA,Mobile,WebTV 

        などのアクセス・チャネルとサービス・チャネル） 

    プレゼンテーション層（コンテンツ管理、データ管理、パーソナライズ、 

             ブランド管理、コールセンター機能など） 

  インフラ＆ビジネスロジック層（システム管理、ＤＢサービス、ディレクトリーサ 

                ービス、メッセージサービス、トランザクションサービス、ネットワー 

                キングサービスなど） 
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  システム関連携層 

  既存システム層、バックエンドＤＷＨ層、他社システム層 

  などの視点で 構造化し、全体構造が明確になるように可視化する。 

ﾛ）ＴＡはどうデザインするか？ 

  ⅰ）の各項目に関して 主要な機能・目的の概要、将来の要件（機能・非機能）と 

       優先順位、評価基準、特徴（振る舞い、性能要件、可用性要件など）、業界標準・ 

       組織標準、現在の実装状況、将来動向、各項目の関係、現状から今後への移行の留 

       意点などを明確化し、可視化する。 

 テクノロジ参照モデル（ＴＲＭ） 

ＥＡの適応に必要な「各分野の技術の標準や製品」などの選び方・組み合わせ・使

い方に関し、ビジネス目標や組織全体の方針・方向性とのバランスを考慮してガイ

ドする為のモデリング成果や技術組み合わせ推奨モデルがＴＲＭとしてデザインさ

れている。米国政府各機関・日本の政府各省庁等において、様々なＴＲＭがガイド

ライン化されている。 

 

図 8-5  ＦＥＡＦのＴＲＭフレームワーク 
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8.4 ガバナンス＆マネジメントとしてのＥＡ 

 

8.4.1 ＥＡ全体のマネジメントプロセス 

 ＥＡデザインは１度デザインしたら終わりと言う個別プロジェクトではなく、経営

の継続に伴いＥＡデザイン内容を定期的に改訂し、ＩＴ化自体を進化させて活用す

る本質を持つ。その意味で下図にあるようなＥＡのマネジメントプロセスをサイク

ル化させてマネジメントする必要がある。 

以下にＴＯＧＡＦ（The Open Group Architecture Framework）のＥＡ開発サイク

ル図を紹介する。 

 

図 8-6  ＥＡマネジメントプロセス 

（ＴＯＧＡＦアークテクチャ開発サイクル） 

 ＴＯＧＡＦのＥＡマネジメントプロセスのスタートとなる「予備フェーズーフレー

ムワーク、プリンシパル」フェーズにおいては、アーキテクチャの構築方法・手順・

検討を行い、全てのアーキテクチャ策定・推進を制約する方針を規定する。通常プ

リンシプルは再利用にかんする方針、フレームワークは再利用をどう実現するかを

定義する。 

 引き続き「アーキテクチャビジョン」においては、対象とする「エンタープライズ」

 

 
ビジネス＆ 
テクノロジー 
要件 

予備フェーズ 

フレームワーク 

プリンシプル 

１）アーキテクチ

ャ・ビジョン 

 

２）ビジネス 

・アーキテクチャ 

 

３）情報システ

ム・アーキテクチ

ャ ４）テクノロジ 

・アーキテクチャ 

 

５）機会と 

ソリューション 

 

６）移行計画 

 
７）実行管理 

（インプリメンテ

ーション管理） 

８）アーキテクチ

ャ変更管理 
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のステークフォルダーを明確化し、主要な関心事と目的を明確化し、優先順位を明

らかにし、取り組むべき主要なビジネス要件を定義し、対処すべき制約条件を定義

して、ＥＡ活動自体の公式承認を受ける。 

 上記のサイクルに従い、ＥＡ化範囲を特定しＡＳ－ＩＳのＥＡ分析行ない、ＴＯ－

ＢＥを視野に入れ・各種制約認識しつつＣＡＮ－ＢＥのＥＡをデザインし具体的に

移行させ、次のサイクルに移行する 

 

8.4.2 ＥＡプログラムマネジメントとＥＡ推進体制 

ＥＡのデザインはＩＴ化やビジネスの遂行に関わる、各種業務改革に関する様々なプロ

ジェクトの必要性を明確化する。ＥＡを推進する事は明確化された「複数のＩＴ化（シス

テム計画・構築・導入・維持・運用）や業務変革のプロジェクト」等の複数プロジェクト

を、事業戦略の優先度に従い具体化する事となる。これらの複数プロジェクトを全体整合

性を持ちつつ、効果ある成果にむすび付けるためには以下の図のような推進体制を持つ「プ

ログラム＆プロジェクトマネジメント」が必要になる。 

 

役割 責任 

ＣＩＯ ＥＡ策定・運用に関する全体責任を持つ 

ＥＡ推進委員会 ＥＡ策定・運用に関する全体的な方向の意思決定

を行い、推進状況を監督する 

ＩＴ投資委員会 策定されたＥＡに基づき推進される個々のＩＴ

投資のＥＡコンプライアンス、投資対効果評価を

判断し、ＩＴ投資の可否を決定する 

ＥＡプログラムマネジメント

オフィス（ＰＭＯ） 

ＥＡの策定と運用を実務部隊として推進する 

 

チーフアーキテクト ＰＭＯの責任者として、ＥＡ策定を指揮する 

アーキテクチャコアチーム 実務メンバーとして、ＥＡ策定の具体的な活動を行う 

事業部門トップ 事業部門の観点からＥＡに対する要求をまとめ、ＥＡ

策定活動に協力する 

事業部門担当者 

 

ＥＡ策定上、特にビジネスアーキテクチャ、情報アー

キテクチャの策定にあたり中心的な役割を担う 

表 8-1  ＥＡ推進体制 （例） 
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図 8-7  全社ＥＡ推進体制図 

 

8.4.3 ＥＡ推進に必要なプリンシプル（原則）と各種標準の策定 

1) ＥＡは法人・企業の様々な立場の関係者が広範囲に関わるテーマである。 

（経営者・事業責任者・事業担当者・経営スタッフ・業務アウトソーサー・ＣＩＯ・

ＩＴ責任者・ＩＴ担当者・ＩＴ協力企業など）その為には、「何故ＥＡを推進するか？

どうＥＡを推進するか？」に関する憲章的な「原則定義＝プリンシプルの策定」を行

なう。例えば以下のような内容である。 

・ ＩＴの役割、ＩＴの価値、ＥＡ準拠、ＩＴ活用手段・方法 

・ ＥＡ推進に関する意思決定、役割・責任、ガバナンスルール 

2) ＥＡは様々なＩＴ関連プロジェクトにおいて、整合性を維持し、システムが変化に柔

軟に対応するよう支える為に、各種の技術標準を「各法人・企業標準として策定」し

活用する事を前提としている。例えば以下のようなものである。 

・ ネットワーク標準 ネットワーク技術標準、論理統合、管理ルール等 

・ アプリケーション開発標準 製品活用・設計標準・技術研修・テスト等 

・ データ標準 コード体系、管理ルール、アクセスルール、機密定義等 

   セキュリティ標準 ＊システム管理標準  等 

 

 

ＥＡを成功させるための重要な条件の一つが推進体制のあり方である。ＥＡを全社的な活動とし
て推進する場合は、経営トップの支援と強い関与が不可欠となる。

経営トップ

ＥＡ推進
委員会

ＩＴ投資
委員会ＣＩＯ

経営企画
スタッフ

チーフ
アーキテクト

アーキテクチャ
コアチーム

ＥＡプログラム
マネジメントオフィス

構成管理
担当

品質保証
担当

リスク管理
担当

事業部門
トップ

事業部門

事業部門
担当者

Copyright  CAC
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8.5 ＥＡの具体的事例 

 

8.5.1 ＥＡ適応範囲・方法に関して 

8.2.1.1 で『ＥＡの価値は「経営におけるビジネスとＩＴの最適化の実現」であり、何が

最適なＥＡかは「各企業・法人が自身の戦略を明確化する中で決定する事になる。」と述

べたが、個々の法人や企業がＥＡ手法・プロセスをどの範囲に適応するかは、正に適応す

る法人・企業の経営戦略―ビジネス戦略と深い関係がある。 

ＥＡの適応範囲は企業の中期戦略全体に最適なＩＴ戦略を立案する場合の「全社全業務

―全ＩＴ化分野」から始まり、ビジネス戦略が販売戦略の強化を中心にする場合は「顧客

マネジメント強化に基づくＣＲＭ分野」を中心にしたＥＡ範囲を設定するし、「全社のセ

キュリティ強化を行なった電子メール環境の強化」がビジネス戦略の重要テーマであれば、

「ネットワーク基盤を中心としたインフラ層」のＥＡ即ちＴＡ領域の再検討がＥＡの主要

テーマになる。 

また、ＥＡデザインの内容も「業務改革を中心にビジネスプロセスの可視化と変革デザ

イン」を中心とするＢＰＲ型やシステムのインフラ基盤を中心にしてＡＳ－ＩＳとＴＯ－

ＢＥを可視化し、実現可能な移行計画を明確化する基盤ＥＡ型、４つのＡＳ－ＩＳアーキ

テクチャを可視化し、各種技術標準を明確化する「可視化＆標準定義型」等といくつかの

タイプがあり、各企業の状況により様々なアプローチを取るのが一般的な傾向である。 
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図 8-8  ＥＡの対象範囲の多様性 

 

8.5.2 ＥＡ事例 

8.5.2.1 事例１ 

顧客：大手都市銀行 

ＥＡ導入目的： 

自社のＩＴ化プロジェクトのアプローチが部門横断的なアプローチに欠 

けており、個別最適なシステムに陥ってしまう危険を内包している点に 

危機感を持ったＣＩＯの判断で、「ＩＴの全体最適を実現するための手段」 

としてＥＡの導入を決定。 

ＥＡの導入タイプと導入ＳＴＥＰ： 

導入タイプ： 

４つのＡＳ－ＩＳアーキテクチャを可視化し、各種技術標準を明確化する「可視化＆

標準定義型」 

導入ＳＴＥＰ： 

① 従来進めてきた標準化とＥＡの相違点の明確化 

従来の標準化は、システム開発標準、製品選定基準、設計書類、データディクシ

ョナリなど 

企画 R&D 調達 生産 物流 販売

ＥＡの対象はその状況に応じ、上右側の絵の 青・赤の点線・実線のどのケースも有り得る。

詳細業務プロセス

組織・人・制度

業務アプリケーション

DB/AP/共通ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基盤

システム基盤

ネットワーク基盤

バリューチェーン（企業間）

システム
アーキテクチャ

• 政策・業務体系(Business 
Architecture）

– BRM、PRM

• データ体系(Data Architecture）
– DRM

・適用処理体系(Application 
Architecture）

– ＳＲＭ

• 技術体系(Technology Architecture）
– ＴＲＭ

ビジネス
アーキテクチャ

ＥＡの対象範囲は「企業目的に応じて」決まる CAC Enterprise ArchitectureCAC Enterprise Architecture

Copyright  CAC
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② プリンシプルの設定 

ここでいうプリンシプルは、「システム開発、保守、運用で守るべき憲法」の意

味 

③ 既存システムの役割、構成、関連性の棚卸を実施 

④ アーキテクチャモデルの作成 

⑤ ＣＩＯ直属でＥＡ推進室を設置し、－システム企画、標準化教育、ＥＡ管理を担

う。 

⑥ 策定したＥＡの維持・管理、社内普及、ＥＡに基づくＩＴ投資プロジェクト管理

を行なう。 

ＥＡ導入体制：ＥＡ導入の専門チームをシステム部内に設置しスタディを開始。 

      初期段階で外部コンサルを導入し専門チームがＥＡ分析・デザインを担当。 

ＥＡプロジェクト成果： 

① プリンシプル：システム開発、保守、運用で守るべき憲法 

② アーキテクチャモデル 

  レベル１…経営層向けのモデル。主要システムを大きく６つのグループに分け 

            Ａ４版一枚にまとめたもの。 

  レベル２…ユーザ、部門向けのモデル。レベル１のモデルをさらにサブシステ 

            ムに分け、アプリケーションの処理／データの流れ、他のサブシス 

            テムとの関連を記述したもの。 

  レベル３…システム部門向け。２００超あるアプリケーションごとに詳細設計 

            を記述したもの。 

③ スタンダード： 

システム案件で従うべき技術標準、すなわちハードウェア、ＯＳ、ミドルウェア、

ネットワーク技術、開発言語、運用基盤、暗号、認証機能などの標準を記述した

もの。 

④ 評価クライテリア：製品選択時の選択基準を記述したもの。 

⑤ マネジメントプロセス 

アーキテクチャガバナンスの一環として、アーキテクチャへの適合性レビュー、

各種報告義務などを規定したもの。 

⑥ ベルアッププラン：改善計画を規定したもの。 

⑦ イントラネットによるＥＡ関連情報の公開 
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8.5.2.2 事例２ 

顧客：大手製造業（家電） 

ＥＡ導入目的： 

自社全社経営革新を実現し、中期経営戦略として明確化された、 

① 在庫日数と発注リードタイムの抜本改善 

② デジタルモノづくりを狙った商品化プロセス革新 

③ 顧客直結プロセス革新 

に対応するＢＰＲとＩＴ革新の実現。この目標に向けてＴＯＰダウンでＣＩＯの判断で、 

  「ＢＰＲと連動し経営・業務改革を実現するための手段としてのＩＴのテーマ別最適を 

  実現するための手段」としてＥＡアプローチの導入を決定。 

ＥＡの導入タイプと導入ＳＴＥＰ： 

導入タイプ： 

「業務改革を中心にビジネスプロセスの可視化と変革デザイン」を中心とするＢＰＲ

型と其れを支えるＩＴ革新プロジェクト型 

導入ＳＴＥＰ： 

① ＩＴ革新風土作り 意識作り、推進体制構築、推進計画策定 

② ＰＲとＩＴ活用に向けての現状モデル化、ＢＰＲデザイン、ＢＰＲの実践・推進 

③ 関連ＩＴの現状分析＆ＩＴのＴＯ ＢＥ像のデザイン 

ＳＣＭ、商品化プロセス支援―ＰＬＭ、ＣＲＭの目標ＩＴモデルデザイン。 

（ＳＣＯＲモデルやグローバルスタンダードな評価モデルに基づくベンチマー

キングの活用。） 

グローバルコードの統一、ＩＤパスワード管理、ＷＥＢドメイン管理 

④ 各種ＰＫＧ活用＆自社構築などに基づく，ＩＴ化の推進 移行の推進 

⑤ 新らしい仕組みの定着化、 

⑥ 新しい仕組みから新しい事業を生み出す。 

ＥＡ導入体制：社長直属のＩＴ革新本部を設立し、ＩＴ系９プロジェクト、 

      ＢＰＲ系２５プロジェクトをプログラムマネジメント。 

ＥＡプロジェクト成果： 

① ＳＣＭ：週次管理の拡大（経営管理・製販計画調整・出荷） 

② ＳＣＭ：実需起点の販売予測精度の向上 

③ ＳＣＭ：材料調達の変化対応能力強化 

④ 商品開発プロセス：商品企画・開発から量産立ち上げまでの一気通貫のプロセス
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革新への変革推進 

⑤ 商品開発プロセス：商品特性別の開発モデルの構築、標準プロセス化 

⑥ 商品開発プロセス：製品開発における上流工程検討の強化、収益性観点レビュー

強化、製品別横断組織オペレーションの強化 

⑦ ＣＲＭ：顧客の声の商品計画への反映―リアルとバーチャルのブリッジプロモー

ションへ 

⑧ ＲＭ：顧客の声の製造・販売計画への反映をリアルタイム化 

 

8.5.2.3 事例３ 

顧客：大手製造業（製薬） 

ＥＡ導入目的： 

中期経営戦略として明確化された、自社のビジネスのグローバル化戦略に十分に対応し、

グループ企業がばらばらにシステム化をするのでなく、グローバルに統一したＩＴ化ル

ールが必要と判断した情報システム部長がＥＡに着目し、導入した。 

ＥＡの導入タイプと導入ＳＴＥＰ： 

導入タイプ： 

ＩＴ技術・セキュリティ・設計標準・利用ＩＴ標準・製品標準などの標準を策定し，

ＩＴにおいて徹底するＩＴ憲章型。 

導入ＳＴＥＰ： 

① 自力で「Ｘ社・インフォメーションアーキテクチャ」をデザイン。（総則：９Ｐ、

グローバルＩＴマネジメント：１７Ｐ、ポリシー＆スタンダード：３７Ｐ、ＸＩ

Ａ関連コーポレートドキュメント：１７Ｐ） 

「ＩＴ部門の役割・権限、ＩＴ部門業務フロー標準、セキュリティ方針、インフ

ラ技術方針、リスク管理方針、アウトソーシング方針、ベンダー選定方法、評価

基準、評価方法、参照すべき各種社内文書」などを明確化。ルールは「強制」「推

奨」を明記。 

② 本社・国内グループ企業 10 社、海外グループ企業 20 社以上に対しＸＩＡの順

守の徹底を行なう。 

③ 毎週、各企業のＩＴ担当者がテレビ会議・電子メールで標準技術候補の調査・研

究で討議を重ねる。 

④ 年２回「グローバルＩＴステアリング・コミッティ」で新たな標準などを策定し、

活用。 
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8.6 ＥＡに関する P2M の観点からの幾つかの疑問 

Ｑ１．ＥＡとＰ２Ｍにおけるアーキテクチャを比較し、分析してください。 

 

Ｑ２．ＥＡと従来の情報システム戦略・計画策定はどう違うのですか？Ｐ２Ｍのアーキテ

クチャマネジメントの観点から説明してください。 

 

Ｑ３．ＥＡのガバナンス＆マネジメントプロセスとＰ２Ｍのアーキテクチャマネジメント 

   プロセスを比較・分析してください。 

 

8.6.1 疑問の考察 

Ｑ１．P2M は『使命志向体系として、複雑な問題解決を「価値事業」として定義し、「対

象ドメイン・テーマの戦略」の実現に向けて、様々な発想・アイデアを仕組みに変え、

変化する環境の中で適確に実現する』マネジメント体系である。そのため、Ｐ２Ｍに

おけるアーキテクチャ自体は①「全体構造＝プロジェクト分割とプログラムライフサ

イクル」②「全体機能＝プロジェクト機能と個々のモジュールプロジェクト」③「全

体操作性＝ロードマップ＆運用ルールとシミュレーション」から構成される。アーキ

テクチャ自体は「静的モデル側面」があるが、プロジェクトが具体的実体を伴いマネ

ジメントすると、「人間軸・時間軸が加わるプロジェクトモデルとして動的なモデル」

に進化し、ダイナミックなマネジメントやライフサイクル的な側面が加わる。 

ＥＡのアーキテクチャ自体は 8.3.2.1～4 で詳細に説明した４つのアーキテクチャコ

ンテンツとして定義される。「ＷＨＡＴとしてのＥＡ」が『４つの分野の成果内容と

してデザインされる事』は『その結果として、４つのそれぞれのデザイン結果を実装

する個々のプロジェクト』を導く。但し、ＥＡプロジェクトの視点で見れば、複数の

層の担当者達やチーム郡が連携し個々のプロジェクトを構成するケースが大半とな

る。例えば 

（1） グロバーバルなメール環境＆セキュリティ環境更改プロジェクトは次期ＩＴ

インフラ環境の評価・選定・導入を行なうインフラ層のプロジェクトと思わ

れがちだが、インフラ層の更改だけでなく、アプリケーション層や関連デー

タ層のアーキテクチャとも深く関わり、またビジネス・業務の観点から「複

数の地域・国の経営者・現場事業部関係者・ＩＴ関係者」がそれぞれの立場

で関わる複数のプロジェクトのプログラムマネジメントが必要になる。 

（2） また導入事例２）で述べた「顧客の声をリアルタイムで把握し、生産・販売
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に反映する＝ＷＥＢ顧客直結プロジェクト」為のＥＡデザイン結果を具体化

する場合は、 

① ＣＲＭ全体像がデザインされた前提で、「＝ＷＥＢ顧客直結プロジェク

ト」ために必要な「新規業務機能＆ＩＴ支援機能」と「既存の業務とＩ

Ｔへの変更や追加やインターフェースのあり方」を実現する「業務チー

ムがマーケッティング部門・販売部門・生産部門から構成され、情報シ

ステム部門やパートナーからＷＥＢアンケート担当や既存システム担当

やインフラ担当がアサインされＩＴチームとして編成される。また経営

視点で判断する責任者がアサインされる等、複数のプロジェクト郡がプ

ロジェクト分割から導かれ」、「具体的な実現スケジュールを前提とす

る複数プロジェクト全体のプログラムライフサイクル」としてデザイン

され『プログラム全体構造』を明確にする。 

② 更に「ＷＥＢ顧客直結プロジェクト」を具体的に推進し、複数プロジェ

クト全体の働きを『全体機能として働かせる為に』上記①の個々のプロ

ジェクトは「個別プロジェクトマネジメント観点から詳細なプロジェク

ト計画をＷＢＳとしてデザインされ、相互の詳細計画が時間軸と成果物

の関係から相互に突き合わされて詳細なプロジェクトタスク・成果が明

確化される。更に個々のプロジェクト成果の評価基準を明確化しつつ、

個別担当者がアサインされる。このようにして『プログラムの全体機能』

が策定される。 

③ 上記のＣＲＭの１つのテーマ領域としての「ＷＥＢ顧客直結プロジェク

ト」が実効性を発揮するためには、関係するマーケッティング部門・販

売部門・生産部門の個々の現場の担当者が上記①②の具体的プログラム

＆プロジェクトの推進を様ざまな角度から検証し、業務変革と新ＩＴサ

ービスを用いた状況のシミュレーションと実運用ルールを同時に明確化

することは、必須の前提条件となる。 

 

以上のようにＥＡのデザイン成果である「コンテンツとしてのアーキテクチャ」

と「ＥＡを実現するマネジメント＆ガバナンスとしてのＥＡ」の関係はコンテン

ツアーキテクチャがＥＡプログラムアーキテクチャを決め、ＥＡプログラムアー

キテクチャがＥＡコンテンツアーキテクチャの実現を支えるという相互関係があ

る事が判る。 
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Ｑ２．P2M のアーキテクチャマネジメントは「戦略を実践する為の具体的なプロジェクト

モデルのデザインが主な役割であり、プログラムプロセスをスキーム（全体構想・計

画）・システム（プロジェクト計画・構築・導入）・サービス（活用・運用・維持）

に区分し、最大効果を挙げつつ全体使命を達成する仕組みにする」事である。またＥ

Ａは経営戦略を核にして「ビジネス戦略・実践」と「ＩＴ戦略・遂行」を相互に支え

あう関係・補完しあう関係にデザインし、推進するプロセスであり。ＩＴ計画内容も

「ＩＴアーキテクチャをビジネスプロセス改革と整合性を持つものとして明確にデ

ザインする」点が特徴である。この観点からは 

＜ＥＡと従来のＩＴ戦略計画の違いは以下のように分析できる＞ 

従来の情報システム戦略・計画 は 経営戦略・計画とそこから導かれるビジネス・

業務戦略・計画が前提であり『明確なＩＴ戦略をデザインをしないか、しても予算

的な概要や方針のみを決め、後は年度計画で個々のシステム化計画に関し、時々の

「優先順位判断」で「個々のビジネス・業務計画」に基づいて「ＩＴ化計画」策定

を行なって来た』のが多くの現実である。 

ＩＴが経営活動の隅々に行き渡り、社会基盤としてビジネス自体に影響を与えまた

影響を社会から受けるようになった現在では、この関係は大きく変わり、経営戦略

から「ビジネス戦略・計画」と「ＩＴ戦略・計画」をそれぞれ明確に導き、お互い

が協調して「経営戦略の実現に向けた実践プログラム」として連携する事が必要に

なってきている。その意味ではＥＡはプログラムマネジメントにおける「スキーム」

レベルで以下の図に表される従来のＩＴ化と異なるアプローチを明確化する事から

スタートする特徴がある。ＥＡは下記アプローチを取る事で、「ＷＨＡＴとしての

適確な構想を描き、関係ステークフォルダーに配慮された高い実現可能性と期待成

果」を支える内容としてデザインされマネジメントされる。 
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図 8-9  従来ＩＴ戦略とＥＡのＩＴ戦略 

上記スキームに基づくプログラムマネジメントとしてのＥＡはシステムフェーズ・サ

ービスフェーズにおいても上記スキームを維持し、「経営戦略の実現」という「価値

指標」に従い、個々のプロジェクトを様々な観点から統合マネジメントすることにな

る。 

 

Ｑ３．Ｐ２Ｍのアーキテクチャマネジメントプロセスは 

＜＜①戦略・ビジョン→②プロセス化→③プロジェクトモデル化→④構造を与える 

↑                  ↓ 

         ⑥全体を見直す    ← ← ←    ⑤機能を与える  ＞＞ 

    である。 

   この各ＳＴＥＰを8.4.1のＥＡのガバナンス＆マネジメントプロセスに当てはめると 

      以下の対応になる。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営戦略・ 
計画 

従う 

従来のＩＴ戦略・計画 

ビジネス・業務

戦略・計画 
従う 

ＩＴ戦略 
（ラフ）・計画 

ＥＡのＩＴ戦略・計画 

経営戦略・計画 

ビジネス・業務戦略・計画

（ビジネスアーキテクチャ 

明確化） 
＝ビジネス・業務全体最適

＝経営から見た部分最適 

従
う 

ＩＴ戦略・計画（ＩＴアー

キテクチャ明確化） 
＝ＩＴ世界での全体最適＝

経営から見た部分最適 

従
う 

相互に最適化 
に向けて協調 
バランスを実現 
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① 戦略・ビジョン＝予備フェーズ、フレームワーク 

とプリンシパル＆アーキテクチャビジョン。のフェーズ 

 

② プロセス化―プロセス展開 

③ プロジェクトモデル化―個別プロジェクト分解 

④ 構造を与える 

⇒ 

Ｑ１）で述べたように上記の②～④を ＥＡにおける４つの 

アーキテクチャデザインから導かれる＜プロセス化＆プロジェクト 

モデル＆構造の付与＞として具体的なＥＡプロジェクト郡に 

展開する為。 

ビジネスアーキテクチャ（デザイン）、 

情報システムアーキテクチャ（デザイン） 

＝データアーキテクチャ＆アプリケーション 

アーキテクチャ（デザイン）、 

テクノロジアーキテクチャ（デザイン） 

の構造階層が対応する。 

 

⑤ 機能を与える⇒上記の構造に対して具体的機能を付与する事であり、 

機会とソリューション、移行計画、実行管理フェーズが対応する。 

⑥ 全体を見直す⇒アーキテクチャ変更管理と 

アーキテクチャビジョン（の見直し） 

フェーズに対応する。 

 

 

8.7 ＥＡとアーキテクチャマネジメントまとめ 

 

8.7.1 ＥＡとプログラム統合マネジメント 

「経営におけるビジネス活動とＩＴ（情報システム）活用のＧＡＰを埋め、事業・業務

へのＩＴ活用の最適化を実現するＥＡ」は正に「プログラム統合マネジメント」そのもの

である。 

ＥＡはビジネス戦略とＩＴ戦略に基づき「経営全体即ち法人・企業全体の観点から組織

スキーム 

システム 

サービス 
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改革・業務改革・情報システム改革プロジェクトを切り出す」枠組であり、切り出された

複数のプロジェクトはそれぞれ相互の複雑な関係を維持しつつ、 

実現目標とする改革価値の実現に向け適切な統合マネジメントにより推進される。      

ＥＡはプログラムの基本属性である「多義性・拡張性・複雑性・不確実性」をＥＡ自身

の基本属性としている。ＥＡは「現状からあるべき姿への橋渡しをするプロファイリング」

を行う。ＥＡの成否は「時代の変化速度に最適に対応可能かどうかで決まる」為、ＥＡは

プログラム戦略マネジメントの視点から様々な具体的な目的・目標をデザインする」。 

ＥＡは対象分野の多義性・複雑さ・各種変化可能性＝不確実性をコントロールする為に

「アーキテクチャマネジメントとして“経営戦略＆ＩＴ戦略の大設計・可視化”を行い、

“経営とＩＴに関する全体と部分の調和価値をデザイン”する」。ＥＡのガバナンス＆マ

ネジメントプロセスは「ＥＡ企画・構想＝スキーム」「ＥＡデザイン・導入＝システム」

「ＥＡ活用・維持＝サービス」から構成され、「企業活動の継続・発展とＩＴ構築・維持・

改変」をライフサイクルマネジメントの視点からＥＡプログラム全体として判断し、ＥＡ

の価値自体を常に評価し、「経営から見たＥＡの価値が維持・拡大するよう」様々なＥＡ

推進上のテーマ判断を行う。ＥＡにおいては、各種のプロセス＆コンテンツマネジメント

を通じ、「顧客・経営者・事業責任者・事業担当者・経営スタッフ・業務アウトソーサー・

ＣＩＯ・ＩＴ責任者・ＩＴ担当者・ＩＴ協力企業といった幅広い各種ステークホルダーの

満足度を高める為の価値指標マネジメント」を行なう。ＥＡ自体が「経営・事業に関わる

各関係者とＩＴに関わる様々な関係者の総合作業」として行なわれる為、関係人材と各種

情報が一定の『場』で交換され、集約され、分析・整理されて『人的プラットフォームや

ノウハウ基盤』として活用される「プラットフォームマネジメント」はＥＡにとり不可欠

となる。 

以上のようにＥＡは正にプログラム統合マネジメントそのものである。 

 

8.7.2 「アーキテクチャマネジメント」としてのＥＡが、何故、経営における

『ビジネスとＩＴの最適連携』を実現できるのか？ 

1）経営におけるビジネスとＩＴの最適連携が実現できる事とは理想的にはどんな状況を 

   指すのか？ 

一言で言えば「経営戦略に従うビジネス・事業とＩＴが環境や技術の変化内容や変化速

度への対応を適確に行い、相互が内容矛盾や時間軸のずれが無く対応し、「無理・無駄・

ムラが無い状況を継続できている事」となる。これを詳述すると 
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① ビジネスニーズや業務機能ニーズに情報システムが対応できている。 

（ＩＴ化と業務変革がタイミング良く相互） 

② ビジネス環境・業務方法の変化にタイミングよく、適正コストで情報システムが

対応できる。 

③ 業務は必ずＩＴ化する際、ＩＴ化要求業務自体の改革を伴って行なわれる。 

④ IT 技術・製品の進化/変化が適切なタイミングとコストで自社の情報システムに

導入されている。 

⑤ 環境変化対応や環境変革リードから生まれる新たなビジネスや業務遂行方法に

関し、情報シス テム側からのＩＴの活用をベースとした提言があり、ビジネ

ス・業務とＩＴの相互の工夫努力 で 新たな顧客サービスや各種経営効率向上

が実現できている。 

⑥ ＩＴ（情報システム）自体が全体として必要な内部連携（機能・データ・基盤連

携）が出来ている事。  

  無駄（重複投資や 機能の重複、重要でないテーマへのＩＴ投資） 

  ムラ（必要なサービスレベルの欠如、過剰なサービスの提供）  

  無理（期間・コスト・品質などの無理による トラブルＰ） 

  リスク（セキュリティリスク・継続性リスク・など） 

を極力抑えて 制御されⅰ）～ⅴ）の状況を支えている事。 

等という状況が実現できていることになる。 

 

2）ビジネスとＩＴの関係・ＩＴ自身の現状はどうか？ 

従来ＩＴ（情報システム）は下記の現実を抱え、上記のビジネスとＩＴの最適連携とは

程遠い状況下に置かれている企業が多く存在する。 

① ２つの領域の変化対応内容・対応速度がアンバランスになる。 

企業のＩＴ化は急速な拡大と部分最適なＩＴ化の進展で、肥大化・複雑化し分断

され融通の効かないシステムなっている。一方、経営環境変化に対するビジネス

推進策・組織の変化や革新は頻繁に起きる、又Ｍ＆ＡによりＩＴが支える企業自

体ひいてはビジネス構造・組織・業務の中身が根本から・急激に変化するケース

も増大しており、タイミング良いＩＴ化の実現は大変な困難が伴う。また、技術

自体の変化スピードが加速化する中で、技術者の新技術キャッチアップ速度が追

いつかず、ＩＴ化リスクが益々増大する環境が拡大している。このような現状か

らビジネスとＩＴの相互関係は「様々な分断・不整合・相互重複・優先順位の矛
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盾など」の課題を抱えている。 

② コミュニケーションギャップが解決できない。 

『経営者』『ビジネス責任者』『ＩＴ関係者』の間の「コミュニケーションギャ

ップ」と『各分野の責任者層と担当者層の間の「コミュニケーションガップ」が

相変わらず拡大したままで解決できていない。 

原因の１つは「両分野で使われる言葉や専門性の違いによる意味的な相互不理

解」もう１つは「各層が考え・語る内容の不明確さや論理的整合性の不備」で『両

方の世界の施策が、内容整合性が取れず、ばらばらなまま推進されたり、優先判

断が不一致だったり、２つの世界が目指す成果に連携が取れなかったりしている。 

③ 結果としてのビジネス戦略・計画、機能戦略・計画 とＩＴ戦略・計画は簡易な

方向性の確認と予算整合性などがメインで、具体的内容に踏み込んだ優先順位や

整合性調整・確認・確保が中々出来ない状況も多く存在する。 

 

3）経営におけるビジネスとＩＴの最適連携の為に必要な事は何か？ 

① 経営戦略に従うビジネス戦略計画・業務戦略計画が可視化され、誰にとっても誤

解と過不足なく判る状況である事。 

② 経営戦略に従うＩＴ戦略・計画が可視化され誰にとっても誤解と過不足なく判る

状況である事。 

③ ①と②の内容が 構造的にモデル化され、①自身の中、②自身の中、①と②の間

において、各構成要素間の位置や関係やかかわり方が明確化されている事。結果

的に相互の世界の関係が「共通理解できる姿」で描かれ、説明され、異なる関係

者間で理解される。 

④ 自社の現在のＩＴ化状況と業務機能に関する可視化が行なわれており、 今後の

業務変革・ＩＴ戦略に基づく、「業務改革・ＩＴ化のグランドデザイン」からの

移行計画が明確になっている事。 

⑤ ④に関しては情報活用の観点から必要な「データ連携・アプリ機能連携・システ

ム基盤連携」が具体的に実現できる事。 

⑥ 自社のＩＴ化状況と ＩＴ戦略・計画において 個別の情報システム（既存シス

テム）や開発中のＩＴ化プロジェクト（新規システム）のいずれにせよ、「経営

観点からのＩＴ投資効果・効率」に関して何らかの「評価基準」と「評価結果」

が明確化されていて『適切な管理サイクル』下で、・課題認識・優先順位や推進

判断などがマネジメントされている事。 
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図 8-10  経営におけるビジネス戦略・計画とＩＴ戦略・計画の融合 

 

4）ビジネス・ＩＴ最適連携を具体化するＥＡ 

ＥＡはビジネス層から始め「可視化・構造化・位置・相互関係明確化・ルール明確化等」

を「現状・次期・目標」など必要な範囲・スコープでのアーキテクチャデザインを行なう。 

ＥＡはまた、ビジネス・アーキテクチャから導く形で、ＩＴに関しデータ・アプリケー

ション機能・テクノロジ（インフラ）に関するアーキテクチャを明確化する。 

このようにしてＥＡは③のⅰ）からⅵ）に関するビジネスとＩＴの連携に必要なアクシ

ョンを導き、最適化の為の各種検討情報を提示する。 

重要な事はデザイン成果としてのＥＡを活用する「ＥＡ的視点を持つ人材」がその「人

間的分析力・判断力・統合力を最大限に発揮する」事で「ビジネスとＩＴに関する最適化」

を推進する事に近づくと言う点である。決してデザイン成果自体が最適化を実現するので

なく、デザインしデザインを自体を実現する中で最適化に向けて深く把握し分析し、変化

を制御する事で最適化を図る事が重要である。 

プロセス＆ガバナンスとしてのＥＡは「既知としての成果」でなく、「価値指標を具体

化し、一定のライフサイクルとして試行錯誤を継続し、『変化を捉え・変化に対応し・変

化を先取りする』アーキテクチャマネジメントの本質を実践する事を意味する。 

 

現在の多くのＩＴ計画のたて方現在の多くのＩＴ計画のたて方

営業計画
業務計画

情報システム化要求（営業）情報システム化要求（営業）

情報システム化要求（生産）情報システム化要求（生産）

情報システム化要求（人事）情報システム化要求（人事）

<全て財務数値で集計>

経営戦略／目標経営戦略／目標

財務計画

合
え
ば
Ｏ
Ｋ

財
務･

予
算
計
画
が

特 定 の 組 織

情報システム担当役員が
財務処理上OKで
各部門から強い不満が

無いならGO！

事業戦略／目標（営業）事業戦略／目標（営業）

事業戦略／目標（生産）事業戦略／目標（生産）

事業戦略／目標（人事）事業戦略／目標（人事）

経営戦略
TOP

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

経営戦略
TOP

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

何らかのCIOの判断
又は TOP判断

声の大きい人の勝ち？？

何らかのCIOの判断
又は TOP判断

声の大きい人の勝ち？？

人事計画生産計画商品開発
計画

営業計画

情報システム化要求

人事計画生産計画商品開発
計画

営業計画

情報システム化要求

情報システム戦略
・計画

財務計画

生産計画
業務計画
生産計画
業務計画

開発計画
業務計画
開発計画
業務計画

人事計画
業務計画

情報システム化
計画

業務ﾆ 業務ﾆｰｽﾞ 業務ﾆｰｽﾞ 業務ﾆｰｽﾞ

ｼｽﾃﾑ化
ﾆｰｽﾞ

ｼｽﾃﾑ化
ﾆｰｽﾞ

ｼｽﾃﾑ化
ﾆｰｽﾞ

ｼｽﾃﾑ化
ﾆｰｽﾞ

業務全体
最適化ﾃﾞｻﾞｲﾝ
優先順位経営判断

ｼｽﾃﾑ化ﾆ
全体構造の整理
優先順位経営判断

システム化投資
戦略を立案

経営戦略／目標経営戦略／目標

①事業計画の中身に踏み込み

ビジネスプロセスの全体を把握した上で

②業務ニーズ間の整合性と優先順位、目的を明確化

③②に基づいてシステム化ニーズ間の整合性と優先順位

と投資効果分析を明確にする

④システム化計画を立案する

経営

戦略

事業戦略
テーマ
（営業）

事業テーマ
戦略（生産）

情報システム化
戦略

事業テーマ
戦略（ＭＫ）

事業テーマ
戦略（人事）

ビジネス計画とＩＴ計画の最適な連携の姿ビジネス計画とＩＴ計画の最適な連携の姿

何を
どうする？

即ち具体的には以下の通り

全体整合性・戦略判断あり！

戦略整合性
と予算整合性
をバランス

情報システム化
計画

CAC Enterprise ArchitectureCAC Enterprise Architecture

Copyright  CAC
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第9章  公共経営におけるアーキテクチャ･マネジメント 
 

京都大学大学院 経済学研究科 松井 啓之 

 

 

9.1 ねらい 

1970 年代より OECD 各国で行なわれてきた各種の行政システムの改革や変化を総称し

て NPM（New Public Management）と呼ぶ。その活動は、組織・機構管理、財務・会計

管理、統制・責任、効率化など多岐にわたるが、基本的には行政管理から公共経営へとい

うように、経営的な考え方や手法を導入することと捉えることができる。特に、その実現

の具体的な方法論として行政あるいは政策評価システムの導入が存在する。これらの評価

システムの類型化と進化過程に基づき、主に自治体を対象とした「計画・管理」から「評

価・協働」という行政のアーキテクチャの大きな変化について明らかにする。 

 

9.2 知識のポジション 

NMP 理論の核心は、民間企業における経営理念・手法、さらには成功事例などを出来る

限り行政の現場に導入し、行政部門の効率化・活性化を図ることである。その基本理念は、

顧客志向、成果主義、競争原理の導入、現場への権限委譲の４つにまとめることができる。

そして NMP を実現するために、評価システムの導入が必要不可欠になると考えられている。 

特に自治体に対する評価理論には、大きく２つの立場が存在する。１つは経営学系統の

立場に基づくもので、主に「行政評価」という言葉を用いる。もう１つは行政学系統の立

場に基づくもので、「政策評価」や「施策評価」という言葉を用いることが多い。前者の

立場では、住民をサービスの顧客と見なし、組織全体のパフォーマンスを高めることを志

向しており、NMP の基本理念とも合致しているように見受けられる。それらに対して後者

の立場では、住民を地域決定の担い手として捉え、問題解決の手法としての政策の概念や

システムとしての政策が強調され、行政活動が社会に存在する問題を適切に解決している

かという行政活動の合理性や行政職員の政策形成能力の向上、市民参加によるガバナンス

が展望されている。言葉の意味合いから NMP を実現するためには、特に前者の経営学的な

立場の視点が強調されることが多いが、当然後者の視点も重要であり、それらは 終的に

は、住民自治を実現する自治体においては、住民参加として統合されるものである。 

住民参加を考える際に、古典とも言えるシェリー・アーンシュタインの「住民参加のは

しご」の議論が参考になる。アーンシュタインは、Citizen Power という観点から「住民参
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加とは、住民が決定に際して力を分担すること」で、それが住民参加の意義でもあるとし

て、住民参加の度合いを「住民参加のはしご」として分類した。この分類によれば、住民

参加の形態を、①あやつり（Manipulation）②セラピー・なぐさめ（Therapy）③お知ら

せ（Informing）④意見徴収（Consultation）⑤懐柔（Placation）⑥パートナーシップ

（Partnership）⑦委任されたパワー（Delegated Power）⑧住民によるコントロール

（Citizen Control）、と８段階に分けた。そして、①、②の段階は「住民参加ではなく

（Nonparticipation）」、③～⑤の段階は「印としての住民参加（Degrees of Tokenism）、

⑥～⑧の段階ではじめて「真の住民の力が生かされる住民参加（Degrees of Citizen 

Power）」、としている。 

このような「真の住民参加への力が生かされる住民参加」を実現するためには、上山・

伊関（2003）の行政評価モデルの類型化（査定管理モデル（A 型）、TQM モデル（B 型）、

住民コミュニケーション・モデル（C 型）、ニュー・パブリック・ガバナンス・モデル（D

型））と「自治体行政評価の進化モデル」に基づけば、 も進化した形態としてのニュー・

パブリック・ガバナンス・モデルを目指す必要があると考えられる。 
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図 9-1  自治体行政評価の進化モデル 

（上山・伊関（2003） P.51 図 2-3-1 より引用） 

 

9.3 実例問題 

上山・伊関（2003）の行政評価モデルの類型化にもとづき、それぞれのモデルについて

の詳細とその実例を挙げる。 

 

9.3.1 A 型：査定管理モデル（行政内部の管理ツールとして活用） 

行政内部の管理ツールとしての行政評価。行政改革の主眼はあくまでも予算や人などの

資源配分であると考える。行政評価は、そのための管理ツールとして使う。ただし、そこ

には顧客志向と成果志向の考え方を無理のない範囲で入れている。 

改革の主役は管理部門（企画、財政、人事）であり、人事や予算の中央統制をするツー

ルとして行政評価を使う。主な目的は、無駄な事務・事業の洗い出しであり、成果は、予

算の削減や廃止された事業の数といった形で表現される。これは行政評価と言うよりも、

新たな査定ツールと違いがない。しかしながら、既存のアーキテクチャの変化を伴わない
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こともあり、実務家に広く受け入れられ、現状の多くの自治体で行政評価として行なわれ

ているのが、この段階である。 

 

■ 実例：三重県庁 事務事業評価システム 

事業本数が、3156 本（1997 年）から 2160 本（2002 年）まで大幅減少、削減率マイナ

ス 6.3%。予算の削減効果は単純足し算で 674 億円、見直し効果が毎年継続的に累積し

ているとすれば 1946 億円に達する。 

 

9.3.2 B 型：TQM モデル（職員の意識改革ツールとして活用） 

職員の意識改革ツールとしての行政評価。改革はまず個々の職員の意識改革からと考え

る。現場の職員に自分の担当する事務や事業の意義を考えさせ、そこから得た「気付き」

を日常に行動にフィードバックしていく。 

行政評価の実施主体は、事業部門の現場職員であり、職員参加型のモデルと言える。目

的は、予算や人事などの資源配分よりも、現場の業務のやり方の変革と職員の意識改革で

あり、多くの場合 TQM(Total Quality Management)運動とセットで展開される。何よりも

現場レベルでの行動改革が重視し、自主的な業務改善運動を積み重ね、生産性を上げてい

く手法である。 

 

■ 実例：福岡市役所 DNA2002 計画 

合計 668 の現場の課、施設単位で、それぞれの課、施設のリーダーを TQM 手法の研修

に参加させ、具体的な TQM を学び、実施する。それらの成果は定期的に公表し、相互

で評価しあい、さらにその活動の場を、本庁の各局や本庁へと拡大させていく。 

 

9.3.3 C 型：住民コミュニケーション・モデル（住民参画ツールとして活用） 

住民参画ツールとしての行政評価。行政評価の主体を住民と考える。そして、情報公開

をテコに行政機関の外部の視点から目標達成度をチェックしていく。行政評価を A 型モデ

ルのような行政内部の管理ツール、あるいは B 型モデルのような職員の意識改革ツールと

して捉えない。なぜならば、A 型あるいは B 型の場合には、行政内部による独り善がりや

自己満足に終わりかねない。そこで、行政評価をきっかけとして、行政の外部から住民や

政治家が製作や執行に参画することで、実体を変えていこうというものである。 

特に市民社会として成熟を迎え、行政依存体質から住民脱却の芽生え、行政の能力と財

政負担の限界の現れ、NPO などの行政以外の新たな担い手が出現したことにより、世界的
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な動きとして、従来、行政機関に任せてしまっていたことをコミュニティの手に取り戻し、

むしろ自分たちでやっていこうという動きが出てくる。ガバメントからガバナンスへの移

行である。 

 

■ 実例：青森県庁 政策マーケティング 

ベンチマーク指標の設定の議論を通じて「政策」の市場作りを目指す行政評価モデルで、

住民の代表と専門家が、政策に関する「潜在ニーズ」を探った上で、そのニーズを満た

すベンチマーク指標を作成する。ベンチマーク指標を通じて、行政、企業、NPO、そし

て 1 人１人の県民が、自分たちの政策ニーズについて考える。ベンチマーク指標を通じ

た議論によって政策の選択肢や担い手、さらには達成目標などが次第に定まっていくこ

とを目指している。 

 

9.3.4 D 型：ニュー・パブリック・ガバナンスモデル（戦略的な行政経営ツー

ルとして活用） 

A 型から C 型までのモデルを統合した理想的なモデルとして考えられるものである。行

政内部からの視点・改革（A 型から B 型）と行政外部からの視点・改革（A 型から C 型）

を統合することにより、行政機関は、多元的・分権的な統治秩序のもので経営される。 

行政組織の各階層・部局がある程度自律完結した自己責任を果たす。各部門はプロとし

て対等に契約関係を選び、各事業部門は、自由裁量の元自律的な経営を行なうこととなる。

当然、必要に応じて事業部局はアウトソーシングされ、NPO などの行政以外の新たな担い

手によって運営される可能性がでてくる。 

ただし、B 型モデルの自律性を有してなければ、より中央による管理が強まるだけであ

り、行政による管理・支配につながることに注意が必要である。また、積極的な情報公開

や行政評価への参加による住民の視点からの参加を実現する C 型モデルの住民参加がなけ

れば、単なる行政組織の独り善がりに終わってしまう。A 型モデルからの発展し、B 型モデ

ルと G 型モデルが統合することにより、地方自治において、評価を担い手だけではなく、

協働の担い手として、真の住民参加を実現することが可能となる。 

 

■実例：現在のところ存在しないが、我が国において本格的に行政評価の導入を始めた

三重県は行政評価における先駆者であると同時に常に進化しつづけている。そのため、

行政評価モデルの類型化現在においてもトップランナーであり続け、A 型、B 型、C 型の

モデルの融合に近づいていると言えよう。 
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外部環境の変化、市民社会の成熟に伴い、主に自治体行政のアーキテクチャは大きな変

革が求められている。既存の「計画・管理アーキテクチャ」から「評価・協働アーキテク

チャ」への変革である。特に行政評価モデルの進化過程の立場から考えると、現状の行政

のアーキテクチャ「計画・管理」の延長にある査定管理モデルは、評価と行っても、あく

までも計画に基づき、立案し、評価基準を作成し、評価するものも行政組織内に閉じてい

るという大きな問題がある。極端な言い方をすれば、計画をより実行性を高めることを目

指したものであり、現状の計画志向を強化するものといわざるを得ない。査定管理モデル

モデルから、TQM モデルあるいは住民コミュニケーション・モデル、そしてニュー･パブ

リック・ガバナンス・モデルへと進化していくことによって、真の住民参加を実現する新

しい行政のアーキテクチャ「評価・協働」への変革が求められている。 

特に、新しい地方自治を実現するためには、地域が持っている力を集結し、地域の課題

を地域自らの力で解決を図る必要がある。単に行政や議会にお任せするのではなく、住民

１人一人が権利の主張とともに、責任と義務を果たす必要がある。当然、住民にとっても、

責任や義務も大きくなることを忘れてはいけない。協働によって生まれる新しい自治は、

住民の成熟度によって、その是非が問われることになる。それは行政アーキテクチャの変

革が実現出来たかどうかを図る指標にもなるであろう。 

 

 

9.4 設問形 

1） 行政組織における改革の方向性として、民間の企業と同様の経営的な視点に基づく

NPM(New Public Management)が注目されている。その概要と方法論を簡単に説

明せよ。 

 

2） 自治体の行政評価の発展段階について、上山・伊関が提唱している「査定管理モデ

ル」、「TQM モデル」、「住民コミュニケーション・モデル」、「ニュー・パブ

リック・ガバナンス・モデル」を用いて説明せよ。 

 

3） 上記のモデルが、なぜ P2M の立場におけるアーキテクチャと見なせるのか、行政

評価の発展を進める上で、プロジェクトマネージメントが果たす役割と関連づけ説

明せよ。 
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9.5 分析・考察 

(1) NMP 理論は、民間企業における経営理念・手法、さらには成功事例などを出来る限り

行政の現場に導入し、行政部門の効率化・活性化を図ることである。その基本理念は、顧

客志向、成果主義、競争原理の導入、現場への権限委譲の４つにまとめることができる。

つまり「行政管理」という「公共経営」というスローガンの変化と見なすこともできる。 

 

(2) 現状の行政のアーキテクチャである「計画・管理」の延長にある「査定管理モデル」は、

評価と行っても、あくまでも計画に基づき、立案し、評価基準を作成し、評価するものも

行政組織内に閉じているという大きな問題がある。極端な言い方をすれば、計画をより実

行性を高めることを目指したものであり、現状の計画志向を強化し、より管理志向を強く

したものになる可能性が高い。 

それに対して、組織内部の改革を重視した「TQM モデル」は、行政の担い手である行政職

員自らの自己改革を重視した評価モデルである。また、外部の視点から一般市民の積極的

関与を目指した「住民コミュニケーション・モデル」が位置づけられる。これらのモデル

は、その発展の方向性が組織内部と組織外とに別れているが、さらに、それらを融合した

モデルつぃて、「ニュー･パブリック・ガバナンス・モデル」へと進化していくことによっ

て、真の住民参加を実現する新しい行政のアーキテクチャ「評価・協働」への変革が求め

られている。 

 

(3) 行政組織は、決められた法や制度に基づき組織化され、その実務を担っている。当然、

その根本原理は、民主主義であるが、その具現化に至っては、社会の構成員である市民の

意識や社会的成熟度によって、組織や制度、そして方法が異なることになる。そのような

根本原理や理念と実際の組織や制度の中間的な方向性を決定付ける概念として、行政のア

ーキテクチャと見なしている。 

 

これまでの行政のアーキテクチャが、民主主義の根本原理にどの程度即したものであえ

るかは難しい。例えば、計画づくりにおいて、市民の意見や考えが反映される仕組みや制

度は充実してきた。しかしながら、これらの計画の実効性や見直しに関する制度が充実し

ているとはいいがたい。そこから、評価に関する制度の充実が求めらるようになったと考

えられる、 

当然、評価を一時的なものではなく、評価の結果に基づき、計画や施策の見直しは必要

不可欠である。つまり、これは行政の各種施策を計画論における PDS（Plan-Do-See）サ
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イクル、あるいは経営学における PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルを市民参加に

よって積極的に推進させることを意味している。さらに、行政が担う役割や施策は多岐に

渡り、それらを個々のプロジェクトと考えれば、それらを包括するプログラムとして位置

づけられるべき行政の方向性や枠組み、そして多くのプロジェクトをプログラムとして捉

え、総合的にマネージメントしていく能力や方法論が必要不可欠とされる。そればまさに

P2M の目指すべき方向性とも合致している。 

 

9.6 まとめ 

主に自治体の行政システムの改革や変化の総称である NPM は、基本的には行政管理か

ら公共経営へというように、経営的な考え方や手法を導入し、真の住民参加を実現するこ

とと捉えることができる。特に、その実現のための方法論として行政評価システムの導入

と進化が求められている。これらの評価システムの類型化と進化過程に基づき、主に自治

体を対象とした「計画・管理」から「評価・協働」という行政のアーキテクチャの大きな

変化について明らかにした。 
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第10章 アーキテクチャ・マネジメントにおける複雑適応系の観点 
 

東京工業大学 総合理工学研究科  寺野 隆雄 

 

 

10.1 はじめに 

P2M のアーキテクチャ・マネジメントにおいては、システムを合成するフェーズとシス

テムを分析するフェーズが繰り返し登場する。システムをデザインする作業は、この繰り

返しにより、仕様を機能へと変換していくことになる。しかし、研究や事業に関連する開

発型プログラムに代表されるような、不確実性が高いプロジェクト、プログラムの管理で

は、合成と分析のフェーズが入り混じり、整合的なマネジメントを実施することは非常に

難しい。本章では、このような課題に対して複雑適応系の考え方を導入するメリットにつ

いて考察する。 

本章の主張は、以下の５点にまとめられる。 

• 研究開発型プログラムでも目標管理よりは結果管理が重要であること。 

• これには複雑適応系の特性を活かす考え方が役立つこと。 

• 複雑適応系を活かす方法論では、多様性、相互作用、淘汰といった３つの中心的なメ

カニズムが存在すること。 

• 研究開発型プログラムの例として、フリーウェア開発における「伽藍とバザール」の

考え方を紹介すること。 

• そして、複雑適応系を活かす考え方の観点からリナックス開発の事例分析を行うこと 

 

 

10.2 研究開発型・事業開発型プログラムの特性 

企業におけるさまざまな活動の中で、研究開発や新しい事業開発に関連するプロジェク

ト・プログラムの管理、ならびに、アーキテクチャ・マネジメントはもっとも困難なもの

のひとつである。たとえば、文献[1]では「やらなきゃ良かったあのテーマ」というタイト

ルのもとで、さまざまな企業が経験し、失敗したテーマとして、バブル磁気メモリ、光磁

気ディスク、ジョセフソンコンピュータ、第五世代コンピュータなどさまざまな例が示さ

れている。 

そこで記述されているのは、「プロジェクト評価の精緻さと評価の妥当性には特段の関

係はない」という主張である。そうでなかったら、「提案が通ったならば必ず成功をおさ
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める」ことになってしまう。それが容易にできるほど、研究開発や事業開発のテーマは明

確になっていない。妥当な評価視点を設定することが難しいのである。 

さらに、企業における研究開発や事業展開は、外部条件によって大きく影響を受ける。

すぐに達成できるようなテーマは同業他社も容易に達成できるのであり、競争力のある事

業を展開するためには、容易に模倣できないような「難しさ」が必要とされる。「十分困

難であってかつ解決可能な、いわば効果的な困難さが必要なのである」([1] p.34)。 

通常、P2M の活動では、明確な目標の設定のもとにマネジメントを実施していくことが

要請される。ところが、事業開発や研究開発においては突然に予想外の事象が発生する場

合が多い。したがって「目標を管理するより、結果による目標の管理の方が重要である」([1], 

p.54)。その背景は、情報化の進展に伴う事業環境の急速な変化があり、その結果必然的に

発生する目標の急速な陳腐化が存在する。「目標」の設定は常に「結果」よりも古いので

変化が激しい環境のもとでは「結果」を踏まえた「目標」の柔軟な変更・運用といった考

え方が役立つ。 

アーキテクチャ・マネジメントの観点からこれをみると、これは図 10-１のようなスキー

ムになる。事業開発や研究開発においては、「仕様」から「機能」を得ることが 終的な

目的である。そのために、まず 初の「仕様」を決定する。ついで、さまざまな手段によ

ってサブシステムを「合成」することによって、なんらかの中間的な「結果」が得られる。

これを「分析」することによって、目的とする「機能」を実現する。事業開発・研究開発

の場合は、「結果」が目的のものになるまで、このプロセスを繰り返すことになる。 

しかしながら、これに環境の変化が加わると、通常の繰り返しプロセスでは追いつけな

くなる。それに対応するには、「結果」と「環境」とを勘案して、速いスピードで「目標」

を柔軟に変更していくことが重要である。企業の組織形態は、通常、ピラミッド型の構成

をとり、定常的なタスクの実行を 適化するべくチューニングされている。このような形

態を「機械的組織」と呼ぶことがある。いっぽう、事業開発や研究開発においては、環境

変化の激しさに対応するたまに、むしろ、タスクを積極的に変化させるような組織形態が

有効になる。いわゆるフラットな組織、ネットワーク型の組織は、公式的な部分の少ない

「有機的組織」である。 
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図 10-1  事業開発・研究開発におけるアーキテクチャ・マネジメント 

 

このような考え方をより実践的なものにするためには、以下の観点が必要である。 

1） 開発計画や事業計画の「仕様」決定や中間的な「結果」のバリエーションを増すた

め、複数の「合成」のための手段をもつようにすること。一般に、デザインの解は

一意にではないので、代替案になりうる結果の候補のバリエーションを増やすこと

は意味がある。 

2） 新しい技術を受け入れ、適用する能力を向上させるため、「分析」の段階において、

複数の組織、担当者間の意思・意見交換の場を積極的に準備すること。これが個人

や組織の学習能力を向上させることにもつながる。そのためには、個人が複数のプ

ロジェクトに参画し、また、１つのプロジェクトに複数の人間が参加するようなマ

トリクス組織に基づくアーキテクチャが必要である。クロスファンクショナルなチ

ームがこれにあたる。 

3） 「目標」を柔軟に変更することを可能とするため、「結果」を評価する指標を複数

準備しておくこと。新しい開発計画や事業計画には、新鮮な発想ならびに発想の転

換が必要になるが、このためにも、別の観点から結果を評価するシステムの確立が

重要である。 

 

このような考え方の根拠となるのが以下で述べる複雑適応系の性質とそれをマネジメン

トに活かすための方法論である。 

仕様仕様

機能機能

結果結果

合成

分析

デザイン

デザイン
ループ



 172

10.3 複雑適応系の考え方とそれを P2M に活かすための方法論 

文献[2]-[5]にしたがって「複雑系組織論」について論ずる。ここでいう「複雑適応系」あ

るいは「複雑系」とは、自ら判断し意思決定や行動を適応的に変える能力をもつ「主体」

（エージェント）が複数集まり、互いに情報交換を行い、相互関係を保ちながら活動する

システムをいう。企業組織をはじめ、地域のコミュニティや国家もこの観点からは複雑適

応系とみなることができる。 

このような複雑適応系では，i)ミクロ的な観点においてエージェントが(個別の)内部状態

を持ち，自律的に行動・適応し，情報交換と問題解決に携わる点，ii)その結果として対象シ

ステムのマクロ的な性質が創発する点，iii)エージェントとエージェントを囲む環境とがミ

クロ・マクロリンクを形成し，互いに影響を及ぼしあいながら，システムの状態が変化し

ていく点にある[3]，[4], [5]．このような状況は図 10-2 に示される。 

 

図 10-2  複雑適応系の考え方 

 

複雑適応系では、将来どうなるかを予測するどころか、何が起こっているかさえ理解す

るのが難しい。ほんの小さな変化が重大な結果を招いたり、政策や運営手法を大きく変え

ても人々の振舞いの変化が長続きしなかったりすることがある。 

複雑性の概念を耳にした経営者や政策立案者は、「どうしたら複雑性を制御できるか」

を知りたがる。その場合、本当に聞きたいのは、「どうしたら複雑性を除去できるか」で

あろう。しかし、複雑性の原因は必ずしも除去できるものではない。また、複雑性はマイ

ナス要素と見なされがちだが、実際にはプラスにもなりうる。つまり、複雑性を除去しよ

うとするのではなく、複雑適応系のダイナミズムを積極的に活用する方法を考えるのであ

主体 主体 主体 主体 主体

マクロな秩序

ミクロ・マクロ・リンク

マクロ変数間のモデル
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主体 主体 主体 主体 主体

マクロな秩序
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る。 

エージェントが相互に適応する世界では、将来を予測することは難しい。しかし、予測

する以外にもできることは多い。複雑適応系には、それ自体に効果的な適応を促進する仕

組みが備わっている。多くの参加者がいて相互作用と試行錯誤が活発に行われ、お互いの

成功を模倣しようとする意欲に満ち溢れていれば、その複雑性を利用することは可能であ

る。もちろん、避けるべきこともある。たとえば、ある一つ行為が 適と思われる場合で

も、その他のさまざまな行為を除去しようとしてはいけない。行為の多様性を残しておけ

ば、その後も学習と適応を続けることができる。 

引用した文献[2]では、複雑適応系を「制御する」という用語を使う代わりに、「ハーネ

スする」あるいは「活かす」という用語を用いている。「ハーネス」とはもともと「馬具

をつけて馬を御す」ことであり、「自然力を生かして役立てる」という動詞の意味もある。

目の不自由な人と盲導犬とを仲立ちする器具もハーネスである。 

「制御する」という用語を組織の中で使う場合は、上の者が圧倒的な権力をもって下の

者を使役するというようなイメージがある。主人と盲導犬をつなぐハーネスでは、人と盲

導犬とどちらが上の立場にあるとは言えない。主人は盲導犬に導かれつつ自らの行きたい

場所へと行動するし、盲導犬は交通量の多い道をわたる場合には、主人にどんなに要請さ

れようと、危険を避けるためにはそこにとどまらなくてはならない。「ハーネス」という

言葉には、完全な制御という考え方を放棄し、改善に向けて努力することが重要であると

いう積極的な意味が含まれている。 

 

このような観点からは、企業における事業開発や研究開発のアーキテクチャ・マネジメ

ントには、まさに「複雑適応系を活かす」という考え方が必要である。文献[2]で主張され

ているのは、複雑適応系を活かすためには、「多様性」「相互作用」「選択と淘汰」とい

う３つのメカニズムが重要であるという考え方である。この考え方は、生物の進化に範を

とったものであり、コンピュータによる 適化の理論・技術として発展してきた遺伝的ア

ルゴリズムを社会現象一般に適用してものとして理解することができる。 

 

10.3.1 多様性 

多様性は適用には不可欠である。複雑適応系をエージェントの個体群として扱う場合、

すべてのエージェントが同一とは限らないことが前提となる。目新しさや革新性は、こう

した多様性から生じることが多い。たとえば、顧客ニーズのアイデアと 新技術のアイデ

アが一緒になって、新製品のコンセプトが生み出されることがある。 
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多様性を積極的に維持する簡単な方法は、複写を概念に基づくものである。ここで重要

なのは対象をそのまま複写するのではなく、ある程度の「誤り」を許すことである。部分

的な多様性が必然的に複写の概念に入り込んでいることが望ましい。 

 

10.3.2 相互作用 

相互作用は、外部と内部の二つのメカニズムに分類できる。外部メカニズムとは、たと

えば人工物を設計したり規則を変更したりすることにより、システムを外部から修正する

方法である。一方、内部メカニズムとは、システム内部のプロセスによって相互作用パタ

ーンを変化させる方法である。   

文献[2]では、システム内で発生する興味深い事象が、エージェント間の相互作用、およ

びエージェントと人工物の相互作用から生じることに注目している。相互作用があること

で、エージェントとシステムにとって何が成功かが決まり、その結果として相互作用自体

のダイナミクスの形成が促進されるのである。複雑適応系には、独特の相互作用パターン

がある。これらのパターンは、ランダムではないが完全に体系化されているわけでもない。 

 

10.3.3 淘汰と選択 

自然淘汰あるいは自然選択による進化には、次の三つの要素が必要となる。一つには、

エージェントの本質的な特徴を保持する手段である。生物システムにおいては、その生物

の特徴的なパターンが遺伝物質によって保持される。二つめに必要なのは多様性である。

生物システムにおいて多様性が生じるのは、無性生殖における突然変異と、有性生殖にお

ける交配のメカニズムによる。三つめに必要なのは増幅である。生物システムにおいては、

これはたくさんの子孫を残す個体がいる一方で、子孫をほとんど残せない個体がいること

によって達成される。 

生物の進化によって立証されているのは、エージェントにしろ人間にしろ、システムが

どのように機能するかをまったく理解していなくても適応できるということである。これ

を事業開発や研究開発の場に適用しようとする場合に重要なのは、どのような基準を用い

て選択を行うかということである。評価基準のわずかな違いがエージェントやシステムの

劇的な変化をもたらすことはよく知られている。 
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10.4 フリーウェア開発における「伽藍」と「バザール」 

ここでは、事業開発の例として、文献[6]にしたがってフリーウェアの特性を論じ、伽藍

型の開発とバザール型開発方法について述べる。 

フリーウェアとは、原則として無料で利用でき、改変や再配布が自由なソフトウェアシ

ステムである。代表的なものとして、コンピュータのオペレーティングシステム リナッ

クス（Linux）や、ウェブブラウザとしての Netscape や Mozilla が挙げられる。フリーウ

ェアは開発・維持にかかるはずの膨大なコストにもかかわらず、ボランティアベースで開

発・普及が進み、変化が速いソフトウェアの世界において、きわめて高い品質を維持して

いるという意味で非常に興味深い存在である。 

文献[6]では、ソフトウェア開発の方法論として、伽藍方式（Cathedral）とバザール方式

（Bazaar）があるとしている。 伽藍方式の例として GNU Emacs などのの開発で有名

な、FSF（Free Software Foundation）を、バザール方式の例としてリナックスを挙げ

ている。 

Cathedral とは、設計者がすべての計画と体制を確立して開発する、従来の製品開発に

おいて、一般的に行われている開発方式をいう、これは、あたかも大聖堂の建築を行うが

ごとく厳かで大がかりであることを指す。伝統的なアーキテクチャ・マネジメントの姿で

ある。 

これに対して Bazaar とは、知らない者同士がバザーで売買を行うように、参加者が対等

な立場でアイデアや技術を交換しながら開発を行っているやりかたを指す。バザール方式

では、全体をとりまとめる責任者がいないにもかかわらず、それなりの秩序を保ったコミ

ュニティが成立している。 

バザール方式が有効に機能 j するための条件として、 

・ 早い時期のプロトタイプによるリリース、 

・ 利用者の意見の積極的な収集とその意見の次期バージョンへの反映、 

・ なによりも開発者が興味を感じ、それを維持していくこと、 

・ 開発者、利用者としてレベルの高い参加者を数多く集めること 

などが挙げられている。 

 

 

10.5 リナックス開発にみる事例分析 

バザール型のソフトウェア開発がなぜうまく機能するのか、また、そもそも、なぜフリ

ーウェアが世の中で生き残り、普及していくのかについては、従来のソフトウェア管理や
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経営学の立場からはなかなか理解しにくい。これに関する議論は数多く見られる。ここで

は、3 節で述べた複雑適応系を活かすための３つのメカニズムの観点からリナックス開発の

事例を分析する。 

リナックスは、従来の UNIX オペレーティングシステムに関する不満を解消しようとし

て、リーナス・トーバルズが開発した UNIX に似た小さなオペレーティングシステムであ

る。トーバルズは文献[7] 「それがぼくには楽しかったから」において、自分の興味が一番

の動機であったと述べている。動機は何にしろ、リナックスの開発が継続し、Windows に

対抗しうるまで普及が進んだ理由として以下の３つのような理由付けが可能である。 

（1） プロトタイプが完成した時点から配布を始めたこと 

動くシステムができるたびに早めにソフトウェアをリリースし、任せられるものは

他人にまかせてオープンにするという戦略は、多様性を維持すべしという複雑適応

系を活かす考え方そのものである。物理的あるいは人的ネットワークを通じてソフ

トウェアをリリースされた個々人(エージェント)は、それを利用すると同時に自由

に改変することが許される。これによって、間違いを含むコピーが大量に生成され

多様性を増すことになった。 

（2） インターネットを通じて開発者のコミュニティを構成したこと 

世界的に分散した数千人のシステム開発者がインターネットを通じて情報交換を

することによって、必然的に相互作用（インタラクション）が促進される。これに

よって、バグが発生した場合、欠陥はすぐに明らかにされ、それに対する複数の対

応策が提示される。また、リナックスではモジュール化の考え方が徹底しているた

め、各機能の局所化がなされており、複数の開発者によってなされるモジュールの

変更を「交配」によるインタラクションで、増幅することが有効に機能する。 

（3） 明確な評価基準をもつシステムであること 

オペレーティングシステムというソフトウェア自体、仕様が明確に定義できまた達

成すべき機能や性能も評価しやすい。さらに、自らの興味がもとで参画した開発者

も、優秀なハッカーとしてコミュニティに評価されたいという欲求をもつ。これは、

「淘汰と選択」がうまく機能する絶好の条件である。 

 

近ではリナックスもきわめて大規模なソフトウェアに成長してしまい、また、Windows

などに比較しても、欠陥が多いことが指摘されている。しかし、複雑適応系を活かすとい

う観点からは、リナックスの事例はきわめて興味深く、今後も、P2M の観点、技術的な観

点、マネジメントの観点からさまざまな分析がなされると考えられる。 
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10.6 設問 

（1） 文献[6]では、フリーウェアの概念を普及させるもとになった FSF におよる GNU

ソフトウェアの開発は伽藍型であるとされている。GNU プロジェクトにおけるソ

フトウェア開発の方法を調査し、これを複雑適応系の観点から分析しなさい。 

（2） Blog などで急速に普及したインターネット上のウェブコミュニティの性質を複

雑適応系の観点から論じなさい。 

 

 

10.7 分析・考察 

（1） については、FSF を主導していたストールマンの影響が強い。彼自身、非常に優

秀なハッカーであり、商業的なソフトウェアシステムが高価かつ低い品質のまま

で流布し、それを利用者が自由に改変できないことに大きな憤りを感じていたと

ころがある。また、リナックス以前のソフトウェア開発の経験によれば、複雑か

つ高度なソフトウェアは、少数の優れた開発者が厳密な仕様のもとに計画的に開

発しなければ実現できないと考えられていた。 

  このような背景のもとに、インターネットを検索することによって、FSF によ

る伽藍型ソフトウェア開発の特性を分析することが可能である。さらに、文献[6]

に掲載されている参考文献を調べて、ソフトウェア開発プロジェクトにおける問

題点についても調査すると良い。 

（2） については、ネットワーク理論を用いた分析が近年盛んになっている。ウェブコ

ミュニティの構成員をエージェントとみなして、複雑適応系の概念で分析するこ

とで、インターネット上の e コマース、世論の発生と変化などに関する豊富な知

見を得ることが可能と考えられる。 

 

 

10.8 まとめ 

本章では、複雑適応系の考え方を紹介して、企業組織における事業開発あるいは研究開

発に適用可能なアーキテクチャ・マネジメントの方法について考察した。ここで述べた考

え方は、まだ新しく、今後の研究が必要である。しかし、環境の変化が激しい現代の社会

情勢のもとで、企業の P2M を実践していくためには、複雑適応系を活かす観点は非常に重

要である。 
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１．調査研究の目的 

「プロジェクトマネジメント」は、わが国の産官学界の広い分野に亘って急速な広がり

を見せているが、我が国の産業界、経済界の国際競争力回復の一つの方策として「実践力

を持つプロジェクトマネジャー」の人材育成および能力向上が喫緊の要請となってきてい

る。 

このプロジェクトマネジメントに必要とされるコンピテンシー（能力・資格基準）の研

究およびそれに基づく「実践力の評価方法」の研究は、欧米のプロジェクトマネジメント

学界等でも取り上げられ、プロジェクトマネジメントの世界標準策定に取り入れられてい

る。 

今、プロジェクトマネジャーに求められているコンピテンシーおよび実践力評価方法の

調査、研究を進め、本プロジェクトマネジメント資格認定センターが実施している３段階

のプロジェクトマネジメント資格制度（プロジェクトマネジメントス･ペシャリスト、プロ

ジェクトマネジメント･レジスタード、プロジェクトマネジメント･アーキテクト）に相応

しい「コンピテンシー」および「実践力評価方法」を研究することを目的とした。 

実施に当たっては、すでに平成１３年度に日本から初めて発信した「プロジェクト＆プ

ログラムマネジメント標準ガイドブック（P2M）」を基本として、P2M 学習者や資格保持

者が、実践力向上のための評価目標と活用について重点を置いた。又、プロジェクトマネ

ジャーコンピテンシー評価の世界標準の策定に参画した。 

P2M の利用者、及び有資格者が P2M を日常業務で活用実践していくことで、帰属する

企業、関係する団体･組織などで経営革新を促し、企業の構造改革ひいては機械工業界の振

興に寄与することとなると思料する。 

 

２．調査・研究の内容 

学識経験者及び有識者による「PM コンピテンス委員会」を設置し、プロジェクトマネジ

メント資格制度に相応しいコンピテンシー及び実践力評価方法を開発する調査研究を行っ

た。 

 

１）日本独自のコンピテンシーおよび評価方法の開発 

プロジェクトマネジメント資格認定センター（PMCC）の PM 資格制度で設けているプ

ロジェクトマネジメント･レジスタード（PMR／中間レベル資格）の資格試験への適用とフ

ィードバック、プロジェクトマネジメントアーキテクト（PMA／ 高位資格）の資格レベ

ルで備えるべきコンピテンシーについてその可能性の事前的研究を行った。 
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２）PM 世界標準づくりに向けて国内外大学・研究機関との共同研究の実施 

① 南アフリカ（ケープタウン）で開催された「世界 PM コンピテンシー・スタンダード 

    ワークショップ」への参画による PM 先進国のコンピテンシー調査研究に参画した。 

② フランス リール大学との共同ワークショップを通じて、P2M の世界標準化に向けての 

    共同研究を行った。 

３）委員会活動 

  「PM コンピテンス委員会」を設置し、上記調査研究を展開した。 

 

３．チーム編成 

3.1  チーム編成 

委員は、プロジェクトマネジメントの学識者、業界を超えたプロジェクトマネジメント

の実務家･経験者、プロジェクトマネジメントを必要とする業界、領域からの専門家で構成

した。 

■PM コンピテンス委員会 

第 １回     平成１６年 ４月２１日 

第 ２回     平成１６年 ５月 ６日 

第 ３回     平成１６年 ５月２１日 

第 ４回     平成１６年 ６月 ７日 

第 ５回     平成１６年 ６月２１日 

第 ６回     平成１６年 ６月２８日 

第 ７回     平成１６年 ７月 ５日 

第 ８回     平成１６年 ７月１４日 

第 ９回     平成１６年 ７月２６日 

第１０回     平成１６年 ７月２９日 

第１１回     平成１６年 ８月 ９日 

第１２回     平成１６年 ８月２４日 

第１３回     平成１６年 ９月 ９日 

第１４回     平成１６年 ９月１６日 

第１５回     平成１６年 ９月２３日 

第１６回     平成１６年１０月  ２日 

第１７回     平成１６年１０月２３日 



 183

第１８回     平成１６年１０月２８日 

第１９回     平成１６年１１月１５日 

第２０回     平成１７年  ３月１０日 
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第1章  評価と評価基準について 
 

 

はじめに 

これまでの課題対策や課題処理が、企業対企業であったり、国対国規模のものが多く存

在した。しかしながら昨今では、環境課題、エネルギー課題、技術格差、地球温暖化、生

態系への影響等々に代表される課題・問題は、グローバル化し一企業や一国の課題として

対処できない社会的に影響する課題となっている。 

又、これまで国内産業で重要な地位を占めていた多くの製造部門が、海外拠点へ移行さ

れたり、特に東南アジアを中心とした国々によって生産･製造が行われる分野が拡大してお

り、日本企業の置かれている立場や求められる役割に大きな変化と変革が起きている。即

ち、日本の得意とした「ものづくり」から、ものづくりのためのスキームづくりであった

り、運用やサービスに対する「仕組みや仕掛けづくり」に対処できる、より高度の視点、

より広い視野を持って経営ビジョンや改革ビジョンを実行可能にし、プロジェクトやプロ

グラムのマネジメントを「使命達成型職業人」として実施できる実践 PM 人材の早急な養

成が求められている。 

こうした要請に対して特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター

（PMCC）によって H15 年度 PMR のガイドライン（能力ベース資格認定ガイドライン）

（Capability Based Professional Certification Guideline：CPC Guideline）が集大成され

ている。この CPC ガイドラインを元にして今回のコンピテンシーと実践力の評価方法の研

究調査を行った。 

 

1.1 コンピテンシーと実践力 

コンピテンシーは、常に有効な行動を取ることができ、有効な行動を再現でき、有効な

行動の結果を予測可能である「高業績者によって実証された有効な行動パターンを生み出

す行動特性能力」をいう。（米国国務省）このコンピテンシーは、タテ型組織における特

定職能の 高業績を達成した個人特性をモデルとした評価もしくはベンチマークである。

一方「実践力」（Capability 又は Practice capability)とは、実務に必要な要素 ① 知識、

② 経験、③ 姿勢、④ 資質、⑤ 倫理要素に裏付けられ、これら５つの実践要素が一体化

され、プロジェクトチームが実務を行っていく中で価値を生み出す総合能力を意味する。

P2M が意図する実践力は｢チームメンバーの充足感｣と「チ－ムメンバー全体の向上心」を

もたらす「チームワークの潜在力」を引き出せる個人的能力と組織における能力の合成的
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能力といえる。（CPC ガイドライン） 

実践力が有れば、同種類の職種や周辺職域で通用でき、求められる成果物が出せる対応

能力と速やかに柔軟に適応できる能力を有するといえる。又、実務で課題や課題の本質を

洞察し、解決を提案し、合意形成し処理する能力を有する。換言すると、課題・課題発見

能力、予知能力、意思決定能力、人間関係能力などが状況に応じて発揮されるスパイラル

プロセス（インクリメンタルプロセス）があり能力を深化向上させることができると言え

る。 

実践力は、知識と経験の融合化、又、実務でその融合化されたものに更に知恵と工夫を

加えて新しく高度化され深化された経験として蓄積されて行く。実践力水準を自他共に確

認出来、可視化するために P2M 資格認定制度では、３種（３段階）レベルの資格が用意さ

れている。又、それぞれの資格取得者に対して取得後も次の要件が求められている。 

① P2M 職業人は、価値を生み出す実践力が発揮できる 

② P2M 職業人は、行動と成果に対し説明責任がある 

③ P2M 職業人は、実践力を維持向上するために継続的学習と実践を持続する 

 
資格名称 資格英文名称（略称） 到達能力水準 備考 

プロジェクト

マ ネ ジ メ ン

ト・スペシャリ

スト 

Project 
Management 
Specialist （PMS） 

実務を理解できる 小限の知識を習得

し、メンバーと専門用語を使って十分意

思疎通を果たし、プロジェクトチームに

貢献できる役割を発揮できる職業人 

基礎 
レベル 

プロジェクト

マネジャー･レ

ジスタード 

Project Manager 
Registered  (PMR) 

プロジェクトの中核人材としてチームを

リードし進捗管理と障害や課題解決の提

案を行い、メンバーに動機付けし人間関

係を維持しながら粘り強くプロジェクト

を完遂する役割を果たせる実践力を有す

る人材 

応用 
レベル 

プログラムマ

ネジメント・ア

ーキテクト 

Program 
Management 
Architect     (PMA) 

プロジェクトマネジメントの実績を蓄積

し、プログラムに属する大規模なプロジ

ェクト、開発リスクの高いプロジェクト、

複雑な多重システムを形成するプロジェ

クト、複数の大規模組織間のプロジェク

トのオーナーマネジャーあるいはコンサ

ルティングマネジャーなどの中核人材と

して経験を持ち、プログラムの創案、実

行、事業運営に直接携わり障害や対立に

課題解決の提案を行い、異種領域や組織

間関係性を創造的に構築しプログラムの

実現にリーダーシップを果たす実践力を

有する人材 

高度 
レベル 
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1.2 評価と評価基準 

プロジェクトマネジャーは、3 種類（３段階）レベルに対して人材像として到達能力水準

が求められる。 

① PMS に対しては、P2M 標準ガイドブックに準拠した内容と範囲における P2M の体系

的知識要素の獲得状況を実践力達成水準として評価判定する。 

知識の客観性（正解率等）、正確性、知識の専門性が評価基準として重視される。 

 

② PMR に対しては、P2M 標準ガイドブックに準拠した内容と範囲における「実践能力ベ

ース」の能力要素の達成状況を評価判定する。 

実践力における知識、経験、姿勢、資質、倫理要素全般にわたる総合能力と客観性、正

確性、実務専門性等が評価基準として重視される。 

 

③ PMA に対しては、P2M 標準ガイドブックに準拠した内容と範囲における「実践能力ベ

ース」の能力要素の達成状況を評価判定する。 

実践力における知識、経験、姿勢、資質、倫理要素全般にわたる総合能力の高度な成熟

度と客観性、正確性、判断の迅速性、実務専門性等が評価基準として重視される。 

 

「実践力能力ベース」の評価判定には、H１５年度に CPC ガイドラインで開発提起され

た「能力試験モデル」CVM(Capability Verification Model)を基本として活用し評価する。

CVM は「多段階審査、多種混合試験、複数審査員方式・複数評価員方式、コース審査等」

の組み合わせによる評価・審査を基本とした。 
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第2章  評価分類体系（Taxonomy）について 
実践力の評価分類は、審査判定要素分類体系（Taxonomy）として、Ｈ１５年度ＣＰＣガ

イドラインで公表されたが、今年度その「複合能力様式法」の実用性と実用化について調

査研究を行った。 

実践力（知識、経験、姿勢、資質、倫理要素等）に対して正確な評価を行うには、専門

家が長期間にわたり仕事に随伴して行動を観察し、高い業績との関連性を確認していく行

動特性検出法がある。しかしこの観察方法によると、日常実務では繰り返し同じ行動（同

じデータ）がとられる事柄が多い。異常処理や特性（季節、地域や時期など）の強い処理

の観察や幅広く、複合的な行動に対する観察、又、実務上直接関係しない職域や異業種で

発揮される可能性がある応用実践力等の確認もその出現頻度が少なく観察が困難である。 

適正な期間と時間内で多くの項目を観察でき、効率的、合理的で、透明性、公正性、公

平性などを保持でき且つ、観察マンパワーとコストを極力抑えて、数人を一度に観察した

り、複合能力様式を構成する項目によって総合的に実践力をバランスよく評価することが

必要かつ重要である。ＰＭＣＣで開発された「複合能力様式法」（Compound Capability 

Pattern model：CCP）と「能力試験モデル」ＣＶＭ（Capability Verification Model）を

基本として適切なモデルケース事例を作成する方法の研究を行った。 

この方法は、広いプロジェクトマネジメント領域において多数の専門家が自己の仕事・

経験を通じて P2M 標準ガイドに関連して抽出した「高い業績に関連する行動」を知識、能

力、姿勢を一体化して 10 グループの「複合能力様式」（以下様式法と呼ぶ）に体系化した

ものである。 

 

■ 評価（審査）判定要素分類体系（Taxonomy）（10 項目） 

「全体思考様式」「戦略思考様式」「統合思考様式」「リーダーシップ様式」「計画行

動様式」「実行行動様式」「調整行動様式」「人間関係様式」「成果追求様式」「生活様

式」に分類される。しかし将来環境や状況の変化に対応して様式は、定期的に見直し公表

される。この体系では能力要素別に、５段階評価が可能であるので評価を行う場合に定量

化指標とすることができる。 

 
 複合能力様式 基準 

Ⅰ 全体思考様式 

ミッション追求型基準（Mp：Mission pursuit） 
課題・問題発見ができる 
課題・問題克服 
解決への道筋思考ができる 



 190

Ⅱ 戦略思考様式 

成功要素認識基準（Sk：Strategic key perception） 
戦略要素を知る 
優先順位をつける 
障害に手を打つ 

Ⅲ 統合思考様式 

価値追求型基準（Vp：Value pursuit） 
変化を知る 
価値を維持する 
オプションを適用する 

Ⅳ リーダーシップ様式 

リーダーシップ型基準（Li：Leadership for innovation） 
改革に挑む 
決定ができる 
状況打破ができる 

Ⅴ 計画行動様式 

計画行動型基準（Mp：Management in planning ） 
目標と資源を計画する 
組織をつくる 
ルールを決める 

Ⅵ 
 実行行動様式 

実行行動基準（Me：Management in execution） 
契約を理解する 
システム思考ができる 
指揮できる 

Ⅶ 調整行動様式 

調整行動基準（Mc：Management in coordination） 
進捗予測ができる 
進捗障害を知る 
解決できる 

Ⅷ 人間関係様式 

コミュニケーション型基準（Hc：Human communication ） 
チームを維持する 
メンバーを動機づける 
場をつくる 

Ⅸ 成果追求様式 

成果追求の姿勢（Aa：Attitude of achievement） 
成果を追求するマインド 
エネルギー 
共感形成力 
責任感 
対外組織説得力 
価値を考える 
結果をフィードバックする 

Ⅹ 生活様式 

個人姿勢型基準（Ac：Attitude of self control） 
自己規律がある 
倫理を守る 
責任を持てる 
前向きの姿勢がある 

図表 2-1  評価（審査）判定要素分類体系（Taxonomy） 
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■ 成果追求様式（10 項目） 

成果追求様式は、プロジェクトマネジメントで必要とされる個人のマインドやエネルギ

ーがチームの牽引力になる項目として整備されている。また職務を通じてプロジェクトマ

ネジャーとして成長するために、共感形成力、責任感、説得力などについても自己評価す

るために活用する。 

 
基準 質問 評価点 

事業家に必要な資質は何ですか？  
成果追求マインド 

資質が発揮された経験事例を解説して下さい  
あなたはどのようなタイプのリーダーですか？  

成果追求エネルギー 
心理的エネルギーはどこから産まれますか？  
チームの共感を産出するには何が必要ですか？  

共感形成力 
共感が得られない場合はどうしますか？  
成果責任とは何でしょうか？  

成果責任 
リーダー個人の責任達成に必要な資質は何ですか？  
チーム内説得力について説明してください  

説得力 
対外組織説得力について経験を述べなさい  

  合計 

図表 2-2  成果追求様式 

 

■ 生活様式（10 項目） 

プロジェクトマネジャーは、職業人として職業規範の維持、信頼が基礎である。その基

礎は個人としての日常生活様式にあり、自己規律、職業倫理、社会通念、責任行動、自主

積極姿勢の研鑽が必要でこれらを評価する項目として整備してある。 

 
基準 質問 評価点 

自己の生活または職業信念は何か？  
信念を貫く 

反対勢力に屈せずに実現した行動を示しなさい  
この職業で も大切な規律は何でしょうか？  

職業の規範 
規範維持のために何を日常していますか？  
指導力を自己事例で説明してください  

指導力 
指導力の自己評価をしてください  
自己抑制の方法について実例で説明しなさい  

自己抑制 
感情を押さえる工夫について述べなさい  
仕事で困難を打破した積極姿勢を語りなさい  

自主積極姿勢 
打破を実現した日常生活の姿勢強化を説明しなさい  

  合計 

図表 2-3  生活能力様式 
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第3章  課題論述と評価について 
実践力（知識、経験、姿勢、資質、倫理要素等）を、能力試験モデル（CVM）と評価（審

査）判定要素（Taxonomy）によって客観性、透明性、公正性、公平性を保持しバランス良

く評価するために、「（課題）論述」「コース」「面接」を複合的に組み合わせ実施した。

この組み合わせによって総合的に実践力を合理的、効率的に評価できるように、適切な回

数、適切な時間配分で異業種課題、複数組織領域にまたがる課題、複合能力様式の組み合

わせ及び重点化を行った課題設問を作成し複数の審査員、判定委員による評価を行う方式

を採用し調査研究した。 

 

3.1 課題論述作成に当たって 

真の実践力（知識、経験、姿勢、資質、倫理要素、応用力、行動力）は、更に知恵と工

夫を加えて新しく高度化され深化された経験として蓄積されて行く。これらが評価できる

ように課題ケース、プロジェクト領域を組み合わせた形で論述課題として作成される。 

 

3.1.1 課題対象の事業分野の多様化 

評価を受ける人の実務経歴や所属する企業の種類や職場によって得意不得意、経験・未

経験などの不公平さ、有利不利が出ないように、選択を可能にする場合や必須とする場合

を組み込んで課題を提供し評価する。 

【課題ケースの事業分野】 

・情報システム構築事業 

・ソリューション型事業 

・社会系情報システム事業 

・大型プラント建設事業 

・国際協力型生産事業 

・国際協力公益事業 

・製品開発事業 

・中小企業の経営改革 

・サプライチェーン事業 

・PFI 事業 

・サービス事業 

・地域開発事業 
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3.1.2 プロジェクト領域の多様化 

上記課題ケース作成に当たって、評価を受ける人の実務経歴や所属する企業の種類や職

場によって得意不得意、経験・未経験などの不公平さが出ないように、プロジェクト領域

を考慮した課題を提供する。 

【プロジェクト領域】 

・情報系 

・経営系 

・事業開発系 

・エンジニアリング系 

・製造系 

・建設系 

・金融系 

・行政系 

・サービス系 

 

3.1.3 複合能力様式の内包 

課題ケースの事業分野とプロジェクト領域を考慮した論述課題には、複合能力様式

（Taxonomy）のⅠからⅧの幾つかの様式を設問として組み込んだ課題を作成し提供する。 

 

3.1.4 コースにおける課題論述 

課題ケースの多様化、プロジェクト領域の多様化及び、複合能力様式（Taxonomy）を考

慮した論述の他に、評価を受ける人を異業種、異職域のメンバーを組み合わせたグループ

を編成し相互に情報や知識、経験を共有するためのワークディスカッションを経た後、論

述課題を提供する。 

 

3.1.5 面接による課題論述のフォローの実施 

実践力（知識、経験、姿勢、資質、倫理要素等）を、客観性、透明性、公正性、公平性

を維持するために面接時に論述では表現しにくい知恵と工夫を加えて新しく高度化され深

化された経験等に対する評価の妥当性を確認する。 

 

3.2 評価の主なポイント１ 

【評価の主なポイント１】 
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（1） 出題趣旨を正確に捉えているか 

（2） Ｐ２Ｍ標準ガイドブックに準拠した視野と視点で論述しているか 

（3） 課題からプログラムとプロジェクトを正しく捉え論述観点を明確に出来ているか 

（4） スキームモデル、システムモデル、サービスモデルを意識して論述しているか 

（5） 着眼視点をステークホルダーそれぞれ（例えば、発注者側（オーナー）、受注者側、

エンドユーザー（利用者、 終受益者、ユーザ）その他取り巻く関係者など）立場

鳥瞰し、又、ＰＭの本来の立場で目的（全体使命（プログラム）、特定使命（プロ

ジェクト））、目標、目標達成プロセス、成果物、リスクと対策等々を見極めて論

述しているか 

（6） 課題から、与件（前提条件、絶対条件など）、必要条件、十分条件、オプションな

どを明確に分析と対応・対処策として洞察して論述しているか 

（7） マネジメントの視点から効果（メリット・デメリット）、価値事業のポイント、相

乗効果（正・負）のポイント、リスクのポイント等々を抽出論述しているか 

（8） 実践の可能性の裏付けを、キーワードを使って論述しているか 

 

3.3 評価の主なポイント２ 

  【評価の主なポイント２】 

 知的観点を通して、実践力とヒューマンエラーを捉え評価することが出来る。その主な

観点は次の点が考えられる。 

  ①リテラシー（マネジメント知識・読み書き能力・教養これらを基礎として洞察し、合

理的、効果的に次項のアナロジーに繋げられるか）の確認・・・姿勢、資質 

  ②アナロジー（類推、類似）思考と抽象化概念の活用、応用し次項のヒューマンエラー

を抑制、減少できるかの確認・・経験、応用知識、価値創造 

  ③ヒューマンエラー（認知工学の観点）のを抑制し成功への効率的、合理的、論理的、

実践的に誘導解決の可能性などの確認・・・ミステーク、スリップ 

 

人が頭の中で「物事をどのように理解し、考え、学習し、判断しているか」を領域と

する「認知科学」に基づいて、「認知工学」の「行為の７段階モデル」の考え方が有る。 

「認知工学」（cognitive engineering）は、認知過程と、モノとの関係を領域とする。 

モノとは、有形無形な人工物であり、課題論述（試験）もその解答書も「モノ」に該当

すると考えられる。 

そこで「行為の７段階モデル」を被評価者（例：受験生、研修者など）の心理的行為と
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の関係で捉えることが出来る。 

 

① 人は、心の中で「目的と目標」を持ち、 

② それをどのように実行するかそのプロセスを「意図形成」し、 

③ モノに対する働きかけを決めるための（マーケット）情報として「入力選択」をし、 

④ 「入力選択」を踏まえて「実行の決断」をする。 

ここで初めて「心理的な世界」から、実際にコトの起る世界として「物理的な世界」

に移る。（イメージ（ビジョン）から製造・生産・成果物などへの実現化をする。） 

つまり「論述（試験解答書）など」というモノが出来上がる。その結果を受けて今度

は、「論述（試験解答書）」というモノを介して「物理的な世界」から「心理的な世

界」に戻る。 

⑤ そのための信号を「知覚」（洞察・察知）し 

⑥ それを「解釈」（製造・生産・運用）し 

⑦ 当初の意図との比較を目的と結果の差異として「評価」する。 

 

「心理的な世界」①～⑦のなかで埋め込まれた「エラー」が、「物理的な世界」で現象と

して現れることになる。 

論述（試験の解答書）に表現できなかったり、エラーが出現してくる。 

②③⑥⑦で生ずるエラーを「ミステーク」（考え違い）と呼び、④⑤で生ずるエラーを「ス

リップ」（うっかりミス）と呼び、実践力の深化度、応用力として評価される。 

尚、「ミステーク」は、意図的な判断が間違っているもので、理解不足、知識不足も含ま

れる。 

「スリップ」は、理解し、知識が有っても、うっかり・ケアレスミスを起こす。 

論述（試験）は、主に理解不足、知識不足から生ずる「ミステーク」が検証、評価する事

になる。 

 

3.4 課題論述事例 

 

3.4.1 課題論述事例１ 

プロジェクトにおけるリスク対応策に関する次の記述を読んで，設問１～３に答えよ。 

 

A 社は、或るプロジェクトの受注・入札業務において、リスクコントロールプランに次
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の（1）回避、（2）軽減、（3）分散、（4）移転 の項目についてリスク対策を講じ、更に

これらが困難を伴うリスクに対しては、見積もり金額の中に、リスクマネーとして、（1）

エスカレーション、（2）コンティンジェンシー、（3）見積もりアロワンス、という対処

費用を織り込んだ。 

 

設問１．リスクコントロールプランに盛り込んだ（1）、（2）、（3）、（4）について夫々

具体的な例示をしてその内容を簡明に説明しなさい。 

 

設問 2．リスクマネーに盛り込んだ①、②、③ について夫々具体的な例示をしてその内容

を簡明に説明しない。 

 

設問 3．「リスクコントロールプラン」及び「リスクマネー」と、貴方がエントリー論文で

記載した実施プロジェクトとの関係と影響等を論述しなさい。 

 

【標準解答例】 

設問１     

（1） 回避：一括請負方式から、実費生産方式への切り変え、或いは免責条項の適用等、 

      顧客との契約形態・条項等においてリスクを回避することもその一例である。 

（2） 軽減：例えば実行管理体制強化、管理マニュアル整備等、事前に全社的な対応策を 

      立案しておく事で、定常的にリスク軽減が期待される。 

（3） 分散：大型で複雑な案件では、一社では負い切れないリスクがある場合、例えばコ 

      ンソーシャムを結成してリスクを分散することも出来る。 

（4） 移転：例えば輸出案件の場合、為替リスクを商社のようなステークホルダーにリス 

      クを移転する事も考えられる。 

  

[解説] 受注者の視点からリスクの説明を求める。プロジェクトマネジャーとして必要な 

        基礎知識を問うもの。（設問 3 への布石となる。）  

 

設問２  

（1） エスカレーション：制御し難い 市場要因で履行コストに変動を来たすと予測され 

                  る場合に見積もりに入れる予備費 

（2） コンティンジェンシー：発生の可能性はあるが、不確定であるため現時点では定量 
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                  化することが困難な潜在的コストに備える危険予備費 

（3） 見積もりアロワンス：仕様上若しくは数量上明確に把握が困難だが、必ず発生が予 

                  測されるため、一定のファクターを乗じて見積もり算入する 

                  予備費 

 

[解説]  受注者の視点からリスクの説明を求める。プロジェクトマネジャーとして必要な基 

        礎知識を問うもの。（設問へ 3 の布石となる。）  

 

設問３  

エントリー論文で記載した実施プロジェクトとの関係・影響等を論述 

 

【出題趣旨】 

PMS「P2M 標準ガイド」に準拠して、理解・解釈しＰＭとして判断、対応ができるかの基

本を問う（評価する）。 

 

PMR として必要となる知識の確認、経験上、応用力、価値創造、課題解決・・・など、受

験者にどのような能力を問うのか、何を要求するのか、課題作成者の意図を記入する。 

 

【キーワード】課題・問題の内容を端的に表現するために使う言葉を列挙する。 

１．設問中のキーワード 

  (1)重要キーワード：リスクコントロール、リスクコントロールプラン、リスクマネー 

  (2)キーワード：回避、 軽減、 分散、 移転、エスカレーション、コンティンジェンシー、 

                見積もりアロワンス 

２．論述（解答）として盛り込まれるべきキーワード 

  (1)必須キーワード：リスクファイナンス、リスクの特定、リスク特定のための手法 

  (2)オプションキーワ－ド：代替案、価値の選択、変数に対する 適価値、迂回作 

     （workaround） 、経済リスク、地域リスク、契約リスク､客先リスク、技術リスク､ 

      調達リスク、経営リスク、金融リスク、人的リスク、スケジュールアクティビティ 
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3.4.2 課題論述事例２ 

次の記述を読んで，設問１～３に答えよ 

貴方は中東地域の Q 国で、人員構成総数が凡そ 3､500 人の多国籍にわたるスタッフ、エ

ンジニア、テクニシャン、技能労働者からなるプロジェクトを遂行している A 社の PM で

ある。それらワーカーのうちＢ国から派遣されていたエンジニアと技能労働者（総人員数

550 名）の一部による労働争議が発生した。平常時の労務管理者はいるが、同国人スタッフ、

ワーカーを巻き込んだ争議は拡大しつつあった。事態はある段階で収拾し 終的に争議の

中心人物は国外へ誘導され帰国したが、このまま放置すればプロジェクトへの影響は甚大

なものになった。（Ｂ国は有数の海外労働輸出国の一つであり、ワーカーによる外貨送金

は当国の主要な財源になっている。また、アメリカナイズされ労働意識も先進的である。

政治的にも不安定な中東地域には本国から労働アタッシェが常駐している） 

 

海外プロジェクトにおいて発生したこの労働課題に関する以下の記述を読んで設問１～

3 について後掲の解答欄で答えなさい。 

設問１．この事態を放置した場合のプロジェクトリスクについて直接的、間接的に想定し

論実しなさい。 

 

設問２．P2M の観点から課題点を挙げ、それらに対してとるべき対策を論述しなさい。 

 

設問３．PM としての貴方と事件の当事者である外国人チーフとのあるべき関係性として 

        重要なことは何かを後掲の解答欄で述べよ。 

 

（プロジェクトの人的構成） 

当プロジェクトは、Ｑ国における国際入札による A 社ターンキー受注の大規模変電所で

ある。工種・作業種類が多岐にわたるため一国のワーカーによる遂行は無理で、各国の労

働特性に応じた編成がとられている。多くのワーカーは、邦人協力業者によって雇用され

たが、課題を起こしたＢ国ワーカーは、プライムコントラクター（以下プライム）である

貴方の会社で直接雇用したワーカーであった。これらワーカーに対する労務管理は 2 面に

分かれている。 

一つは業務システムで工種別に邦人企業のスーパバイザー（以下ＳＶ）指揮下に入りタ

スクを遂行すること。 

またもう一つの労務管理はサイト業務以外の生活側面における管理であり、これはＢ国
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コンストラクションマネジメント会社のマネジメントスタッフおよびアドミニストレーシ

ョン・スタッフがこの遂行のため現地に常駐している。その業務内容としてはキャンプオ

ペレーション、給与振込みなどである。A 社およびＢ国コンストラクション・マネジメント

会社ではサービスアグリーメント（役務提供契約）を締結している。A 社からパフォーマン

スボンド（履行保証債権＝Ｂ国ワーカー給与）の差入れがなされている。キャンプは自治

体からの広大な借地に国別に区画されている。なお、人的資源であるワークフォース等の

構成（図表 3-1、3-2）、および課題の背景・経過は次の通りである。 

 

    

 Ｑ国発注者          プライム      ①プライム直接雇用 Ｂ国 ワーカー（本人所属）  

  (発注者側 PM）    （Ａ社側 PM）      B 国からマネジメントスタッフが派遣されてる 

    ｽﾀｯﾌ・ｴﾝｼﾞﾆｱ     ②邦人サブコントラクター 

   （ﾏﾈｼﾞｬｰ・ｽﾀｯﾌ・ｽｰﾊﾟﾊﾞｲｻﾞｰ） 

                        Ｃ社  第 3 国ワーカー直接雇用） 

       コンサルタント    Ｄ社  第 3 国ワーカー直接雇用） 

         Ｅ社  第 3 国ワーカー直接雇用） 

                                  ほか第 3 国サブコントラクター 

関係諸機関ほかステークホルダー 

 

図表 3-1  ワーカー雇用別構成 

 

プライム A 社  機電セクション 

 

               機電マネジャー           日本人           Ｂ国人  

    PM         スタッフ              スーパバイザー      本人（ﾁｰﾌ ﾒｶﾆｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ） 

                ﾒｶﾆｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱ 

 

       

           他Ｂ国ワーカー                キャンプオペレーション 

B 国マネジメントスタッフ 

 

図表 3-2  業務組織系統とキャンプサービス 
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（課題の背景・原因） 

① サイトにおいて直用のエンジニア、メカニックおよび他の技能労働者の間で体調､病

気などを理由に欠席者が目立ち、集団化してきたのちにサボタージュが発生。当初

段階では日本人 SV の認識は浅く、特に対策は取られていなかった。当 SV から A

社マネジャーに伝えられたのは暫く経過してからのことであった。その後の内偵で、

争議の中心人物は幹部のチーフ・メカニカルエンジニアで元俳優の E.S と判明。本

人をサイトインストラクション（現場指示書）および行動規律（Code of Conduct）

違反として解雇の上、出国に向けサイトから離脱させた（注：当国官憲への引渡し

の場合は、この種の労働争議は犯罪として厳格に取扱われることが予想されたため

これを避けた）。 

② 本人は帰国したものと見なしていたところ、再度アラブ人の風体でサイトに戻り、

隠密裏に宿舎エリアで教宣・組織活動を再開した。偽装していため再発見は遅滞し

たが、仲間の宿舎に潜伏中であるという通報を受け PM らが駆けつけた。本人に対

面の上、再度争議扇動を即時中止するように説得した。 

③ 本人との直接事情聴取の結果、表面的な理由は、食事など待遇上の不満を契機とし

て仲間を代弁する行為が扇動へと替わり、不当労働行為を意図したものと判断され

た。その他、当方ＰＭとして知り得た情報で直接、間接的に原因を構成していると

思われるものを挙げると以下がある。 

④ 今一つの有力な推定としては、本人は同国人仲間からの信望を集めていた（一般ワ

ーカーからの聴取）。職場（重機部門）のチーフでリーダーシップがあったととも

に私生活面でもボス的存在で、同国人の長たることへの自負心と野心が異常に強い

こと（アドミスタッフの証言）。 

⑤ 他方、同国人マネジメントスタッフへの不満を強くもっていたこと（当方 PM によ

る聴取）。 

 

 

【評価基準と標準解答】 

• 注:従来フレーム＋Matrix 表を加味、整合性の有無をチェック。表 1 以外の観点を設問

1 の標準解答例に付記した。 

• 制限時間・字数のため論述は要旨(論拠は必要)・項目列挙（重要度順など）をちゅうし

として論述しているか。 

• 評価と課題把握および論述との整合性、論理性、バランスが取られているか。 
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表 3-1  評価要素 

① 評価基準   
 

キーワード 切り口設定能力 
  × 様式 Taxonomy Ｐ２Ｍ要素 

設問 １ 

ストライキ、係争､工

程遅延､支払遅延､

交渉への影響 
キャッシュフロー 
アーンドバリュー 

 
1. プロジェクト成功のため   
の切り口設定能力があるか 
 
  （課題解決のオプションとそれ  
   ぞれの効果の比較） 

 
 × 統合思考様式 
    
    （変化を知る／価値を維持する 
     ／オプションを適用する） 
 
 

･コンティンジェンシー 
 プラン（リスクプロテク  
 ションプラン） 
･アーンドバリューマネジメン 
 ト 
 
･関係性マネジメント 
 ステークホルダー 
       
 

設問 2 

･事態発生予知、 
･ストライキ 
･弁護士 
･ステークホルダー 
･コンティンジェンシ

ープラン(リスクプロ

テクションプラン) 
 

 
  3.戦略立案能力 

  
 （何が課題で最も制約になって 
   いるか／課題の優先順位は何 
   か／解決要件は何を考えてい   
   るか） 

 
 × 戦略思考様式 
    
   （戦略要素を知る／優先順位を  
     つける／障害に手を打つ） 
 
 

･リスクマネジメント 
       (標準ガイド､pp｡288-304) 
･リスクの特定と分析評  
 価､方策､執行(ストライ 
 キ､暴動､財務リスク､対 
 顧客対策､ワーカー対策) 

設問 3 

コミュニケーション､

特定カウンセリング､

待遇条件改善 
 

 
 ６.課題設定能力 
    
   （③支障を判断して課題解決の   
     方法を明確にしているか） 
 
 × 調整行動様式 

 
 （進捗障害を知る。解決できる） 
 

・ コミュニケーション 
マネジメント 

・ 関係性マネジメント（契  
約・労働法） 
 

･ 資源マネジメント(資源 
  の蓄積) 
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② 標準解答例 
設問 １ 
解答例 
 
 

当労働争議の放置と拡大化していくことから以下の制約

が発生する誘因となる。 
 

《直接リスク》として、 
①工程遅滞によるリスクの発生。 
②契約上コントラクター側不履行と見なされる可能性が高い

ことから支払い遅延によるキャッシュフロー悪化、留保、ペ

ナルティ発生のプログレス・リスクの発生 。現地金融リソ

ーシングへの影響｡(*注 1) 
 
《間接的リスク》として、 
③他国籍ワーカーへの心理的悪影響の伝播  
④クライアントからの長期的マイナス評価・交渉上のマイナス

要因として働く。以上のことからプロジェクト減損によるア

ーンドバリューにおけるデフォルトの可能性が非常に高く

なる。 

表１以外の観点 
 
(まとまり・視点の有無) 
･構成内容 4 点指摘 
があるか 
･直接・間接的リス 
 クの区分をしてるか 
 
 
 
(全設問共通） 
･考察に論拠あるか 
（要点･項目式記述で

も論拠が前提） 
 
 

 
設問 ２ 
解答例 
 
 
 

リスクマネジメントの中核プロセスおよび財務リスクを中心に

課題点分析と方策に分けて考える。 
（課題点分析） 
① 個人的課題から拡大化へ波及する事態発生の予知と

モニタリングによる動静を把握、リスク特定化対応の配

慮が欠落。 
② 直接雇用のトラブル責任が第一義的にプライムにある

点の熟慮が欠落。 
③ 労務管理をスーパバイザー、Ｂ国マネジメントに依存し

過ぎた。 
（とるべき方策） 
④ 解雇条件交渉と解雇後の権利請求放棄証書（*注 1） 
⑤ 労働係争対応へのリスク分析評価･特定･方策･執行､ 

法務対策(弁護士･準拠法)(*注 2)                   (*注 3) 
⑥ 財務リスクに対するコンティンジェンシープラン 
⑦ 私生活の介入を避けるが、閉鎖性環境から起こり得る動

静に関しては常に特定性を想定し把握する。 
⑧ ステークホルダーのリスクプロテクション対策としては， 
 ａクライアントへの説明と雇用者正当性を認めさせる交渉努 
    力 
 ｂ）当事者の直接契約者である A 社 PM およびスタッフによ

る事態の直接対応 
 ｃ）他国籍ワーカーへの騒乱波及抑止 
 ｄ）外交課題化の恐れもあることからＢ国在外公館  (労働 
   アタッシェ等)への説明・当方方針に合意取付け折衝。） 
   外国人の現地法(*注 4)との抵触回避が絶対条件。 

･P2M ツールに沿い

課題点から発生する

制約要因分析および

方策を中心に論述し

てるか。 
 
･構成､考察   前項

に準じて評価 
 
 
 
(注 1）Quitclaim and 
      waiver 
(注 2)標準ガイドブック関係

性マネジメント､ 
(注 3)標準ガイド､プロジェクト

ファイナンス &事業性･経済

性評価､リスクプロテクション

プラン 
  
 
 
 
 
(*注 4)シャーリア法 (イスラ

ムの法律) ,前項�準拠法 
に関連 

設問 3 
解答例 
 

① 実施関係者で幹部構成員として重要視する対象リス ト

（人材データベース*注 1）の活用が重要なことから､

PM 自ら観察、交流、人間関係の構築を配慮したチー

(P2M 要素) 
･資源マネジメント 
(プロジェクト実施関係
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 ム化に努める。 
② ワーカーの直接雇用の場合は契約の双務性があり両者

に権利義務が発生し、サブコンの責には出来ないこと

から職務、生活の二面にわたりプライム側で配慮すべ

きである。 
③ 必要な待遇改善措置｡ 
 

者のリスト) 
(*注 1:)標準ガイド資

源の蓄積 
･関係性マネジメント 
(契約-労働法) 
 
･コミュニケーションマ

ネジメント 
･チームビルディング 
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第4章  PM 世界標準づくりに向けて国内外大学・研究機関との共同

研究の実施 
 

 

4.1 世界 PM コンピテンシー・スタンダードワークショップ 

PM 先進国のコンピテンシー調査研究（南アフリカ（ケープタウン）） 

 

平成 1６年５月 17 日 

出 張 報 告 

 

プロジェクトマネジメント資格認定センター 

事務局長 石倉 政幸 

 

“プロマネ・PM 要員向けパーフォーマンス準拠グローバル標準 
(GPBSPM)”作製のためのワークショップ参加報告 

 
5 月 5 日から 7 日の３日間、ア南のケープタウン大学ビジネスマネジメントスクールで

開催された首題ワークショップにＰＭＣＣを代表して石倉が参加したので下記報告いたし

ます。 

 

4.1.1 このイニシアティブの意義 

PMBOK がプロジェクトマネジメント分野において世界覇権に向かっている中、PMI の

知識対象資格、PMP が必ずしもプロジェクト実践の現場において効果を発揮していないと

言う批判が高まりつつある。 

また IPMA はヨーロッパを中心に加盟3３カ国中28カ国で ICB基準の実践力基準のPM

資格を実施し、さらに英国、豪州、ニュージーランド, 南ア、メキシコでは国家職能人資

格としての実践力基準の PM 人材資格認定が行われておる。 

このように各国の PM 協会や国家認定団体がばらばらな基準で PM 実践力資格認定を行

っている現状は、グローバルなプロジェクトが増えている中では、色々な不都合が生じて

おりグローバル標準の実践力基準を作ると言う意義がここにある。 

PMI の PMBOK に基づく PMP の De Facto 化を阻止し、P2M のコンセプトを普及さ

せる意味においてもこれに参加する意義が大いにあると考えられる。 
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4.1.2 このイニシアティブの目的 

シドニー工科大学院 Lynn Crawford博士によるこのイニシアティブは１９９９年からの

ものであるがこの目的とするところは下記にある。 

各国標準・認定協会にとって： 

• プロジェクトマネジャー・PM 要員向けパーフォーマンス準拠グローバル PM 標準

（Global Performance Based Standard for Project Management Personnel 

GPBSPM）が、各国の標準・認定協会間での相互認定においてしっかりとした基

準として存在することを裏付けるため 

• プロジェクトマネジメントにおける GPBSPM の共同開発と、そのグローバルな枠

組みを認め合うための基盤を作る 

ＰＭ専門協会にとって： 

• ＰＭ専門協会に、① より効果的なサービスの提供と、② プロフェッショナル認定

のグローバルな認識と相互乗り入れを可能とさせる 

• GPBSPM フレームワークの共同開発と相互認識の基盤を作る 

共有目的： 

• ＰＭ要員向けパーフォーマンス基準グローバル標準の枠組み作りへの協調 

• グローバル ステアリング コミッティーへの参画 

• 各国のローカルコンピテンシー作成に当たってのグローバル標準枠組みを推進す

る事への合意 

• グローバル標準枠組みがプロフェッション資格の相互認可に向けての合意 

• その他相互にとっての共益事項 

 

GPBSPM はこれまで、オーストラリア、メキシコ、ニュージーランド、南ア連邦、英国

などで見るごとく国家認証の資格の枠組みとして開発された標準、又は、ガイドラインを

ベースとしている。これらの標準は、実際の作業現場でのパーフォーマンスクライテリア

準拠による評価の為の基準を成している。このイニシアティブでは GPBSPM はさらに範囲

を広げて、同様の枠組みで作製されてはいるが、評価・認定の為でなく自己啓発のために

開発されたものも対象として含める事とする。 

 

4.1.3 このイニシアティブの経緯と今回参加者 

この会議は１９９９年夏のロンドン IPMA#15 会議の後、Lynn Crawford 博士と４０名

程度の有志らにより始められ、昨年２月リールワークショップまではグローバルＰＭコン



 206

ピテンシー作成にむけてグローバルコンピテンシーステアリングコシッティー会議と名付

けられていたものを、具現化させるためにワークショップレベルに落として夫々３日間に

わたって開催され、ワークショップとしては３回目のものである。今回のケープタウンワ

ークショップにはオーストラリア（５名）､米国（４名）､南ア（５名）、日本（１名）、

英国（1 名）など計 1６名（添付１参照）が参加した。 

 

4.1.4 今回のワークショップでの進展 

今回のワークショップでは、B．Duncan 氏が作成した 2 段階レベルのプロジェクトマネ

ジャー（第 2 次 Draft ）の検討が主題であったが、これに加えて： 

一 版権と知識財産権の取り扱い 

― 今後のイニシアティブの進展方法、と資金確保策 

― グローバル標準と資格認定のあり方 

― イニシアティブ基金の設立 

などについて打ち合わせた。 

またこれまでオーストラリア SETA が当イニシアティブの事務局として、資金管理をし

てくれていたが、GPBSPM 名にてトラストを設立することとし、知財権の帰属の明確化と

併せ、監理体制の強化を行うこととした。 

 

4.1.5 次回会議開催 

次回会議は２００5 年 11 月に、フランス、リール大学にて開催となった。 

ESC リール大学院がホストを勤める。１１月までに各自のコメントを取りまとめ来年半

ばを一応の完成時期として目指す事となった。 

 

4.1.6 米国 asapm グループの動き 

B.Duncan 氏と L. Ireland 氏が率いる asapm（American Society of Advanced Project 

Management ）、特に B. Duncan 氏は、当 GPMPMP の第 1 次、第 2 次ドラフトをほぼ

独自作成した、主力サポーターであるが、同氏が目論んでいるのは、米国での実践プロマ

ネの認定をこのコンピテンシー標準を用いて開始することである。当プロマネ資格を PMP 

の上位資格と位置づけ７万 5 千人余のＰＭＰ有資格者をターゲットとしている。 

この GPMPMP を基準とした 2 段階 2 レベルの資格認定今年中に立ち上げるべく準備中

とのこと。 

Asapm が目論んでいるところは： 
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＊PMP 資格の上位資格のプロマネ資格を目指す 

＊プロマネ、上級プロマネの 2 段階資格 

＊認定方法は ICB 基準に準じた、セルフアセスメント、CV、プロジェクト実施報告書 

    (2 名審査官)、面接(2 名審査官)の複合審査 

＊料金:2000＄を想定中とのこと 

 

4.1.7 オーストラリアの職能資格 

オーストラリアの教育訓練庁（ANTA）が発行する国家職能資格のためのビジネスサー

ビストレーニングパッケージの 2004 年度版が発刊され入手した。このパッケージは、コン

ピテンシー標準、アセスメントガイド、認証フレームワーク、および訓練資料から成り立

つものであリ、対象としては下記のビジネス分野が含まれている。 

＊ビジネス一般分野 

＊ビジネス アドミ サービス分野 

＊ビジネス情報サービス分野 

＊ビジネスマネジメントサービス分野 

   ―小規模ビジネスマネジメント 

 ―フロントラインマネジメント 

 ―ガバナンス 

 ―プロジェクトマネジメント 

• プロジェクトマネジメント（IV 級認定） 

• プロジェクトマネジメント終了証書(修士) 

• 上級プロジェクトマネジメント終了証書（修士） 

 ―フランチャイズ 

 ―品質オーディティング 

＊人的資源マネジメント分野 

＊ビジネスディベロップメント分野 

＊e-ビジネス分野 

プロジェクトマネジメントに関しては、此れまでの国家職能資格第 4、5、6 レベルから

上記のごとくに変更になった。 

 

4.1.8 世界の認定資格比較 

あくまでも主観的なものであるが相対レベルの比較を、添付 2 に示す。 



 208

添付１ 出席者リスト 

Masayuki Ishikura Jpn PMCC  

Lynn Crawford Aus UTS 

Jane Carnegie  Aus BSTA 

Zoe Witaker  Aus UTS  

Alicia Aitken  Aus Project Service 

Bruce Rogorigess SAF PMSA 

Lesely Rider  SAF Service SETA 

M.T. Potolan  SAF Service SETA 

Bob Menzies  SAF Flour 

Themba Mabuza SAF Foster Wheeler 

Aggela Salbego SAF Service SETA 

M.T Potolan  SAF Service SETA 

Chris Seabuy  UK AIPM 

Bill Duncan  USA  asapm 

Dave Violette  USA  PMI 

Steve Fahrenkrog USA PMI 

Gregory Balestrero USA PMI (CEO) 
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添付 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM 資格レベル比較 

注） あくまでも主観的な相対関係 

Crtfd.Prj.Mng.Pract. 
Prj. Mng. Prof. 

PM Diploma 

PMS 
PM Cert. IV 

PM Advｃｄ. 

Prog. Mngt Archt. 

ProjectMngr.Regtd. 

Project Mng Spec. 

PMR 

PMP 

PM 

ANTA PM I asapm 

Asdv. PM Diploma 

PMA 

IPMA P2M 

Crtfd. Projects Dir. 

Crtfd. Prｊ. Mngr. 

Crtfd.Prj.Mng.Prof. 

Level A 

Level B 

Lebel C 
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4.2 P2M の世界標準化に向けての共同研究 

    フランス リール大学との共同ワークショップ 

 

 

平成 1６年１１月１８日 

出 張 報 告 
 

プロジェクトマネジメント資格認定センター 

事務局長 石倉 政幸 

 

“プロジェクトマネジャー・PM 要員向けパーフォーマンス準拠グローバル標準” 

作製のためのワークショップ No.4 参加報告 

 

１１月１５日から 17 日の３日間、フランス、リール市のＥＳＣリール大学院での首題ワ

ークショップにＰＭＣＣ代表で出席したので下記報告します。 

このワークショップは２０００年夏のロンドン IPMA#15 会議の後、Lynn Crawford 博

士と４０名程度の有志らにより始められ、 初２回までは、グローバルＰＭコンピテンシ

ー作成にむけてグローバルコンピテンシー会議と名付けられていたものを、標準を具現化

させるためにワークショップレベルに落としてこれまで３回に亙って開催されたものであ

る。今回の第 4 回 Lille ワークショップには､米国（２名）､南ア（２名）､豪州（５名）、

シンガポール（１名）、日本（１名）､イギリス（１名）、フランス（1 名）から計１３名

（添付１参照）が参加した。 
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4.2.1 今回のワークショップでの成果 

今回のワークショップには１３名の参加となったが、グローバル標準の大枠が固まった。 

 

① ①コンピテンシー標準の枠を４段階 (G0, G1, G2, Gx)とする。(参考：IPMA 4 段階、

AIPM3 段階、P2M 3－４段階) 

そのクラス分けには下記の任務分担表による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crawford-Ishikura Factor Table for Evaluating Roles
(CIFTER)

Management Difficulty Factor G0 G1 G2 Gx

Stability of the overall project context High Moderate
to high

Moderate
to high

Low to
moderate

Number of distinct methods and
approaches involved in performing the
project

One or a
few

Few to
several

Several to
many Many

Magnitude of legal, social, or
environmental implications from
performing the project

Minimal Limited Moderate Substan-
tial

Expected financial impact (positive or
negative) on the project's
organizational stakeholders

Limited for all
or almost all

Limited for
most

Material for
some

Substantial
for some

Strategic importance to the project's
organizational stakeholders

Very limited
for most

Limited for
most

Significant for
some

Substantial
for some

Stakeholder cohesion regarding the
characteristics of the product of the
project

High Moderate Low Low

Number and variety of interfaces
between project and other
organizational entities

Few and
similar

Few and
varied

Many and
varied

Many and
highly  varied
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② 各コンピテンシーモデルは下記の構成モデルとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig  GPBSPM（プロジェクトマネジャー向け）の枠組み 

 

③ 各レベルのコンピテンス ユニット(Unit) は下記の 9 タイトルとする。 

・PM０１ Manage  Stakeholder Relationships 

・PM０２  Manage Interpersonal Relationships 

・PM０３ Manage Development and Maintenance of the Project Plan 

・PM０４ Manage Project Resources 

・PM０５ Manage Project Progress 

・PM０６ Evaluate and Improve Project and Project Performance 

・PM０７ Manage Product Functionality 

・PM０８  Manage Legal Issue 

・PM０９ Manage Project Transition 

 

④ 本標準の公開にあたり、機関承認方法についても検討された。 

９－Unit コンピテンス ユニット 

数個－Specific Outcome 

ファンクション成果 

数個―Performance 

Criteria 遂行基準 

数個―定義、知識、 

スキル、ガイド 

 

Lebel D 
PM 向けパーフォーマンス準拠グローバル

ＰＭ標準―4 レベル（G0, G1, G2,Gx） 
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4.2.2 その他の情報 

(1) C.F.Bredillet 教授からの要望 

① 来年も本年同様のＭＢＡ、Ｐ２Ｍコースを開催したい。時期は７月が良いと思う。

詳細日程は Sarah 女史から連絡させる。来年は、企業からも参画させたい。従

って、来年１月頃には詳細を確定したい。 

② ＰＭＣＣがフランスでＰＭＳ Certification を行うつもりがあるのなら手伝っ

ても良い。 

③ ＩＰＭＡ加盟延ばしたのは良かった。 

 

以上につき石倉から下記を伝えた。 

① 来年は政府の予算補助がなくなるので、実施するとしても少ない Instructor に

なる。 

② 仏でのＰＭＳ試験についてはまだ計画されていないが PMCC 幹部・小原教授と相

談する。 

 

(2) Gille Caupin IPMA バリデーション委員長・グローバル PM フォラム会長との会談 

Caupinn 氏より、IPMA の加盟延期については残念であった。何が理由であったのか教

えてほしいといわれたので、PMCC はまだ１段階の資格試験しか実施していないし、今の

枠組みは３レベル構造となっており、第４レベルを考慮中である。さらに海外での実績が

少ないのである程度の実績ができてからと考えていると答えておいた。 

 

4.2.3 このイニシアティブの目的 

このイニティアティブ目的とするところは下記にある。 

各国標準・認定協会にとって： 

• プロジェクトマネジャー・PM 要員向けパーフォーマンス準拠グローバル PM 標準

（Global Performance Based Standard for Project Management Personnel 

GPBSPM）が、各国の標準・認定協会間での相互認定においてしっかりとした基準

が存在することを裏付けるため 

• プロジェクトマネジメントにおける GPBSPM の共同開発と、そのグローバルな枠

組みを認め合うための基盤を作る 

ＰＭ専門協会にとって： 

• ＰＭ専門協会に、①より効果的なサービスの提供と、②プロフェッショナル認定の
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グローバルな認識と相互乗り入れを可能とさせる 

• GPBSPM フレームワークの共同開発と相互認識の基盤を作る 

共有目的： 

• ＰＭ要員向けパーフォーマンス基準グローバル標準の枠組み作りへの協調 

• グロバルステアリングコミッティーへの参画 

• 各国ローカルコンピテンシー作成に当たってのグローバル標準枠組みを推進する事

への合意 

• グローバル標準枠組みがプロフェッション資格の総合認可に向けての合意 

• その他相互にとっての共益事項 

背景 

１９９０年前半より、パフォーマンスを基準としたコンピテンシー標準が、国家資格認

定の枠組として英国、豪州、ニュージーランドで、また 近では南ア連邦で開発されてき

た。このような中で、英国標準や豪州のコンピテンシー標準が、既に改定された。 

このように、英国標準、豪州コンピテンシー標準の改定、南ア連邦のコンピテンシー標

準の開発、ニュージーランド、日本や欧州でのコンピテンシー標準を作成という動き、Ｐ

ＭＩのコンピテンシー標準に関する急激な動きなどの状況下、グローバルな視点での整合

へのレビューと、個別国家ごとに審査される標準を通して、どうすれば、コンピテンシー

認定の互換性を持たすことが出来るかという手順を定めるのに、絶好の機会となってきて

いる。 

この事は、コンピテンシー資格認定での透明性の基盤を提供し、グローバルな認識のも

と、世界中で広範囲に利用されるであろうコンピテンシーに対する合理的な枠組作りにも

寄与出来る。 

さらに、各業界と実践者からのさし迫った要求を満たすことも出来よう。 

 

4.2.4 次回会議 

次回会議は２００５年２月に、メルボルンにて、さらに５月にセント・ペテルスブルグ

にて開催予定で、その時点で、一般レビュー様に公開する事を予定している。 

 

4.2.5 背景準備資料（概要） 

Lynn Crawford 博士、ほか３名のシドニー工科大学グループによる、GPBSPM の為の、

背景準備資料３８頁の準備が行われた。これは PM 要員のためのパーフォーマンス準拠グ

ローバル標準（GPBSPM）の枠組みを作るための準備資料である。 
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GPBSPM とは、オーストラリア、メキシコ、ニュージーランド、南ア連邦、英国などで

見るごとく国家認証の資格の枠組みとして開発された標準またはガイドラインである。こ

れらの標準は、実際の作業現場でのパーフォーマンスクライテリア準拠による評価の為の

基準を成している。ここでは GPBSPM はさらに範囲を広げて、同様の枠組みで作製されて

いるが、評価・認定の為でなく自己啓発のために開発されたものも対象として含める事と

する。PMI の PMCDF は後者に位置づけられる。 

 

このグループ研究では、世界でもっとも広く販売されている標準類の抽出、レビュー、

マッピングを行った。Lille でのワークショップのための標準ガイドラインが抽出された。

これらは、下記 Fig.2 お呼び Fig 3 に示す、オーストラリア、南ア連邦、イギリス国家認証

標準と PMI の PMCDF である。 
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これらの標準・ガイドラインを検討の結果,４８個のコンセプト・トピックスが、少なく

とも１つ以上の標準・ガイドブックに選ばれている、事から抽出された。 

これら４８個のコンセプト・トピックスの内１８項目は、４つすべての標準・ガイドブ

ックにえらばれているコアーコンセプト・コアートピックスである。さらにこれらの標準・

ガイドラインの構成・枠組みは下記 Fig.４、Fig.5 に示されている。 
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この研究報告書は、下記が報告されている。 

• GPBSPM の為の背景、目的、位置づけ 

• PM 標準・ガイドラインの潮流のレビュー 

• 目的、形式、そして開発プロセスを含むパーフォーマンス準拠標準のあり方の説明 

• 抽出した標準からのリサーチマッピングのやりかた 

• 抽出された１８項目のコアーコンピテンスリスト  

コンセプト・トピックスの表記例は下記 Fig.7 に示されている。 
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ESC Lille ワークショップ No.4 参加者リスト（添付１） 

 
 Name Subscribing Organization Country 
1 Aitken, Alicia Project Performance Group(PPG) Australia 
2 Bentley, Lesley AIPM Councilor & Assessor Australia 
3 Caupin, Cilles IPMA,SPMF France 
4 Carnegie, Jane Consultant Australia 
5 Crawford, Lynn ESC Lille Australia 
6 Duncan, Bill asapm USA 
7 Fahrenkrog, Steve Project Management Institute(PMI R ) USA 
8 Ishikura, Masayuki Project Management Professionals Japan 
9 Portolan, Marie-Therese Services SETA South Africa 
10 Rider, Lesley Services SETA / PMSGB South Africa 
11 Seabury, Chris Association of Project Managers UK 
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はじめに 
 

本プロジェクトは、特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター

（PMCC）からの依頼を受けて行ったものである。PMCC では、P2M の体系に則った実践

のための補助ツールを開発しようとしている。そのなかで、P2M の中に謳われているプロ

グラムマネジメントの特徴である不確実性を評価する手法として、リアルオプションの研

究を推進している。 

リアルオプションは、不確実性を伴うプロジェクトの投資評価を行う手法として近年脚

光を浴びているもので、研究開発投資、不動産投資、IT 投資、油田開発などの分野への適

用が期待されている。しかしながら、実際のプロジェクトに適用するには、不確実性やリ

スクの定義、データの収集などにおいて種々の課題が存在する。 

この報告書は、上記依頼に基づき開始したリアルオプション研究会の成果をまとめたも

のである。まず第 1 章では、戦略的な投資評価の方法について述べ、どのようなアプロー

チが有効か、どんな課題を内在するかについて概説する。第 2 章では、リアルオプション

の意思決定における捉え方とアプローチについて記述し、どんな概念の基にリアルオプシ

ョンを意思決定に役立てればよいかを論じる。第 3 章では、プロジェクトの戦略的マネジ

メントにおけるリアルオプションの位置づけについて論じる。第 4 章では、IT 業界におけ

るリアルオプション利用のアプローチ、5 章では、バイオベンチャーの評価への適用につい

て、各々、論述する。 

全体として、リアルオプションの適用について、業界ごとのケースに基づいて、どのよ

うなアプローチが適しているかを論じている。 

リアルオプションはまだ本格的な利用までにはいたっていない。特に、プロジェクトに

適用する場合については、ボラティリティの算定など課題を抱えている。ここでは、各々

の適用例を挙げながら、その課題を抽出する。そうして、どんなアプローチが取られよう

としているかを明らかにしていく。今後は、さらに実際のプロジェジェクトに適用する場

合の細かい問題点について、分野別の背景や利用方法に言及しながら研究を進めていく予

定である。 

 

コーポレート･インテリジェンス 株式会社 
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第1章  戦略的投資評価と撤退の基準 
 

コーポレート･インテリジェンス株式会社 

代表取締役社長  武富 為嗣 

 

1.1 ポートフォリオ分析による戦略評価 

戦略的に投資評価を行なうに当たっては、次の 3 つの側面を考え、各々を結びつけて考

える必要がある。 

・企業戦略／事業戦略と投資との整合性 

・投資評価モデルによる定量的評価 

・資源配分の最適化 

投資評価は定量的に行なっても、投資の可否判断は相対的なものである。その時々の経

済環境にも左右されるし、企業が抱えている投資案件の数や、事業構成に左右される。そ

こで個々の投資案件の評価を行なう前に、ポートフォリオ分析の手法を使って投資案件の

優先順位のつけ方、全体での投資のバランス、企業戦略／事業戦略との整合性を確認する

事から始める。これによって個々のプロジェクト投資案件の評価に先立ち、投資プロジェ

クト全体の評価や、戦略との整合性の評価を行なう事ができる。 

ポートフォリオ分析を用いた経営手法は PPM（Product Portfolio Management）な

どと呼ばれ、既に 30年以上前に一世を風靡した戦略経営の手法で、使い古された感があり、

その限界が指摘されている。曰く、ポートフォリオに従って衰退事業として撤退したら、

残った企業は競合が減って収益を回復し、モデルチェンジを重ねながらその事業を高収益

事業に育て上げている。曰く、国内市場のみを考慮して戦略事業と捉えていたら、海外競

合企業が参入して、弱小事業になってしまった。等ポートフォリオ分析に則って事業を展

開して裏目に出てしまった例が数多く存在する。その結果、ポートフォリオ分析は役に立

たないといわれたこともある。 

しかし、一部の優良企業を除いては、今もって会社全体の事業を戦略的に捉えて「選択

と集中」が上手に行なわれているとは言いがたい。ましてや現業の最先端の管理者にまで

コミュニケーションがとれて戦略が浸透し、実行に移されているところは少ない。同じ戦

略や言葉を話していても、各担当者で意味が違っている場合が良くある。ポートフォリオ

は会社全体の事業を視覚的に捉えるのに優れている。更に、ポートフォリオ分析を行なう

事は皆が共通の認識に立って事業の見直しを行なったり、あるいは頭の整理を行なったり

する上で非常に有効である。このような理由から、ある程度以上の事業の多様性を持って
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いる会社では、戦略を見直すにしても、事業評価や投資評価を行うにしても、あるいはＢ

ＰＲ(Business Process Reengineering)を行うにしてもポートフォリオ分析から開始す

ることは意味がある。 

第 1.1 図は良く用いられる事業ポートフォリオや製品ポートフォリオと組織の関係を模

式的に表したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業のポートフォリオは一般に一方の軸に管理可能な指標を取り、他方に管理不可能な

指標を取る。で用いているポートフォリオはライフサイクル・ポートフォリオと言って、

横軸には企業が管理できない市場成長率を主要素として含む市場の成熟度を指標としてと

っている。縦軸には企業が管理可能な市場占有率（マーケットシェア）を主要素として含

む競合の強さを指標として用いている。製品レベルのポートフォリオを作成する場合は、

いくつかの類似の製品を一つの集まりとして、製品セグメントとして捉えると良い。この

製品セグメントをポートフォリオ上に位置付けることにより、製品セグメントの戦略的な

位置付けや意味付けを行なう。この製品セグメントの戦略的な位置付けを行なう事により、

投資案件の優先付けを行う場合に、どのセグメントに属するかを考慮に入れることによっ
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て優先順位に戦略的な重み付けを行なうことができる。 

第 1.2 図は世界的に事業を行なっている企業の事業をポートフォリオ分析の手法によっ

てセグメント毎に表したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この会社では事業セグメントを世界中で統一しているために、各事業セグメントの強弱

が各地域毎に一目で比較できる。ポートフォリオ上で各事業セグメントの位置決めを行う

場合は、事業に精通した人が経験に基づいて概ねその位置を決めても良い。しかし多くの

企業では、全ての事業に精通している人は少ない。その上に違った人が各々の事業セグメ

ントの位置を決めると、人によって競合の強さや市場の成熟度に対する見方が異なるため、

同じ尺度で全ての事業セグメントを一つのポートフォリオの図評上に投影したとは言いが

たくなる。 

そこで、個々の事業セグメントの位置をポートフォリオ上で決めるためには、第 1.3 図に

示すような表を用いて定量化を行なう。 
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まず、競合の強さや市場の成熟度を評価する項目を洗い出す。一般には 5～6 個の評価項

目を抽出する。経験的にこの評価項目があまり多くなると、後の作業が大変になり、ポー

トフォリオの位置付けの意味がなくなるのでこのくらいの項目数が適当である。この評価

項目に全体として 100%になるように重みをつける。その上で、競合の強さと市場の成熟度

を測る項目には各々、競合の弱い順に 1～5、市場の若い順に 1～4 の点数をつける。そして、

今評価しようとする事業セグメントを評価項目毎にどこの属するかチェックしていく。そ

うすると、 

項目数 

Σ 重み（%）Ｘその評価項目の点数 ＝ 総得点 
ｉ＝１ 

で軸のポイントが決められる。 

このアプローチは主観的な項目を定量化するのによく用いられる。項目を洗い出したり、

重みをつけたり、点数をつける途中で色々な議論が行われ、意見が集約化されてくる。こ

の定量化の方法は社内の議論が纏まらずに拡散しがちな時にコンセンサスを形作るのに有

効である。ポートフォリオ分析を行なう人はこの一連のアプローチによって位置決めを行

う過程で意識が集約化され、議論の焦点が絞れることに気づくであろう。 
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このような手順で作成したポートフォリオ上の事業セグメントの位置を評価してその意

味合い（Strategic Intent）を確認し、戦略的な位置付けを明確にする。こうやって各事

業に属する投資の事業セグメント間での優先順位付けや、事業セグメントにおける投資に

対する考え方を明確にすることができる。 

事業セグメントの戦略的な位置付けを明確にしてから、投資プロジェクトのポートフォ

リオ分析を行なうと、投資案件の戦略的なバランスを検討できる。 

投資には M&A による企業買収などの大型案件からパソコン購入の設備投資まで大小

様々あるが、ここで扱う投資は製品開発投資や研究開発投資、あるいは事業化投資などの

開発化型の投資を指すものとする。 

研究開発投資や製品開発投資などにおいては、製品が継続的に市場に投入されるように

開発案件を絶えず幾つか抱えているのが普通である。医薬品の研究開発では、一連の開発

案件はパイプラインと呼ばれる。これらのパイプライン中の案件には大型商品に育ちそう

なものもあれば、そうでないものもある。また、製品化に対するリスクの大きいものもあ

れば、そうでないものもある。そこで横軸に投資効果、縦軸に製品のリスクをとってポー

トフォリオを作ってみると、自社が抱えている投資案件のバランスが見えてくる。 

(第 1.3 図参照) 
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この場合にもリスクの評価に先ほどの主観的な項目に対する定量化の手法を用いる事が

できる。更に作成した開発投資のリスク／投資効果ポートフォリオ上で投資案件の戦略性

を評価し、そこに投入されている資源(特に人的資源)の配分を比較すると、自社の戦略と実

際の資源配分の整合性が取れているか確認できる。 

このようにして個々の投資案件を投資評価モデルを用いて評価する前に、戦略と投資案

件の整合性や資源配分の 適化と整合性を確認する事ができる。 

 

1.2 投資評価と回収 

 

1.2.1 プロジェクト指向の投資開発 

投資開発は、開発案件を企画立案してから開発、製品化あるいは事業化で投資行為を終

了すると言う期間限定の活動である。この活動が数年に及び企業内の多くの部門が関係す

る場合が多いので、企業の定常的な組織で取り扱うより、プロジェクト組織で取り扱う方

が望ましい。多くの企業においては、定常的な業務はいわゆる縦割り組織の機能部門で遂

行されることが多い。業務が複数の部門にまたがる場合は、部門間での業務の受け渡し、

あるいは予算の配分が各々の部門の年度計画により制限を受けることになり、期間限定で

始まる開発などにとっては資源を弾力的に運用する場合に問題を生じる事が良くある。 

そこで複数の部門にまたがって開発投資を進める場合には、開発の進捗に応じて資源を

弾力的に運用できるような組織体制を組んで取り組む事が望ましくなる。この場合に も

良く利用されるのがプロジェクト組織体制である。プロジェクト体制を組む場合には、プ

ロジェクトマネジメントを専門とする役割としてプロジェクトマネジャーを置き、そこに

予算、スケジュール、品質に対する権限を与え、同時に責任を持たせて、開発プロジェク

トの遂行を機動的に進める方法をとることが多い。 

プロジェクト体制を組む場合には、元々の組織体制がどのような構成かによって違って

くる。通常の組織は大きく、機能型組織、プロジェクト型組織、及びこの両者の混合であ

るマトリクス型組織の 3 つに分けられる。機能型組織でプロジェクト体制を組む場合には、

機能部門の長がそのままプロジェクトマネジャーになり、メンバーはその部門から選出す

る事が多い。プロジェクト型組織では、通常の業務が全てプロジェクト体制で運営され、

プロジェクト体制がそのまま部門となる場合が多い。 

マトリクス型組織の場合は、プロジェクトマネジャーは、プロジェクトオフィスに所属

し、メンバーは機能部門から選出するのが普通である。マトリクス型組織でプロジェクト

体制を敷く企業では、プロジェクトマネジャーと従来の機能部門のマネジャーとの相対的
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な責任と権限の関係を、その企業で通常遂行されるプロジェクトの性格とプロジェクトの

相対的な重要性に対する比重によって決めている。それによって組織の形態が違ってくる。 

マトリクス型組織におけるプロジェクトメンバーは、機能部門に属する専門家集団で、

これらの専門家が必要な時間だけプロジェクトに参加する形態を取る。この専門家は通常

の業務に関しては、機能部門のマネジャーの指示を仰ぎ、プロジェクトに関してはプロジ

ェクトマネジャーの指示を仰ぐ。各々の専門家は複数のプロジェクトに参加して働いた時

間に応じてプロジェクトに自分の人件費を転嫁する方法を取る。 

今まで機能型組織でのみ種々の開発を遂行していた企業でも、 近はプロジェクト体制

を採用するところが増えている。この採用によってスケジュールの短縮やプロジェクトの

収益性の改善が多く見られるようになり、企業改革の手法として捉えられるようになって

きている。また、これに伴ってプロジェクトを引っ張るプロジェクトマネジャーの重要性

に対する認識も高まっている。 

プロジェクト体制を敷くことにより、プロジェクトは組織横断的に通年で管理できる。

プロジェクトマネジャーはプロジェクトの進捗と市場の動向を見ながら、プロジェクトで

トレードオフの関係にある予算、スケジュール、品質の 3 つのどれを重視して進めるか柔

軟に対応する事ができる。 

また、プロジェクトを開始するに当たってプロジェクトの収益性を検討し、予算責任の

みならず、収益に対する責任もプロジェクトマネジャーに負わせることもある。この場合、

プロジェクト開始時に収益目標に基づいて投資額を決定するだけではなく、プロジェクト

の途中で収益予想に見直しをかけながら、投資を増減させたり、プロジェクトを加速させ

たりする事ができる。 

 

1.2.2 投資の種類 

プロジェクトの収益性の検討は、収支計画をきちんと立てて、回収期間を明示して行う。

投資は財務的には回収されなければ成功とは言えないが、必ずしも明確な利益が見返りと

して期待できるものばかりではない。企業が行う投資には、大きく行って次の 4 種類があ

る。 

●新規投資 

●維持更新投資 

●復旧投資 

●効率化投資 

新規投資は、これにより新たな価値を生み出そうとするものであり、企業の成長の源泉
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とするものである。従ってその新たな価値を源泉とする売上や利益を評価して投資額と比

較する事により投資評価ができる。例えば新規事業への投資はそれにより新しい売上と利

益を期待できる。新製品の開発や新店舗の展開などは全てこの種類に属する。この利益が

投資額に見合うかを算定すれば投資評価ができる。 

維持更新投資は、現在の競争力を維持するために必要な設備や施設の維持更新や競合他

社と同等の設備・サービスの導入などを行う投資である。老朽化した設備を新しいのに取

りかえる場合などがこれに当たる。従来と同じ機能に置きかえれば新しい利益や価値は生

まないので、この投資による利益を評価することは難しい。そういう場合は、この投資は

現在の競争力を維持するために必要な経費と考え、この投資を行わなかった場合の競争力

低下による損失を価値と見なして、投資額と比較するのが良い。老朽化した設備の更新の

場合は、もし更新しなかった場合の製品陳腐化による売上減や設備維持コストの増加分を

この算定に加える。 

復旧投資は、何等かの原因により設備や施設が損傷したり故障したりした時の原状へ復

帰する為の投資であり、この投資自体で投資回収の評価をするのは無理がある。 

効率化投資は効率化によってコスト削減を見込むものである。例えばシステム投資によ

り業務の大幅な簡素化を目指すとか、新鋭設備の導入により維持管理コストの削減や生産

時間の短縮を図るとか生産性の向上などによりコスト削減を目論むものである。この種の

投資は削減されたコストと投資額を比較する事により評価できる。 

一般に投資はこのどれかに当たるか、これらの複合である。いずれにしろ、これらの種

類に応じて投資評価の制度を整備しておき、社内の投資回収の仕組みを構築する事が一般

的である。 

 

1.2.3 投資回収のバリエーション 

新しい投資を行う場合には、その投資により生み出される価値にどんなものがあるかを

よく見極めておく必要がある。それによって回収の対象領域も違ってくる。投資を回収す

る場合は、対象市場を的確に設定する必要があるし、その投資のライフサイクルに沿って

色々な形で回収する事を考えておく事が肝要である。例えば、投資回収の市場を日本のみ

としないで世界を対象とすると投資の回収を早める事が出来る。新しい製品を開発して製

品化し販売する場合には、 初の製品販売のみならず、販売後のアフターサービスを有償

化し、それを回収に加えると投資額を増大できる。あるいは製品単価を抑えて年度毎の回

収額を低く設定できる。更に、複雑な機械設備やシステムソフトの場合は、その使用方法

の教育を有償化し、投資回収に加えることが出きる。あるいは、単に販売するだけではな
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く、有償貸与(レンタル)で回収する方法もある。その製品のブランドが確立するとそのブラ

ンドネームを使って様々なキャラクター製品に展開する事もできる。この様に製品やサー

ビスの特性やライフサイクルに沿ってその時々の事業展開を考えながら、これらの投資の

回収手段を 初から見込んで投資計画を立てるのも重要である。 

投資を単に投資と見なさず事業と見なし、対象市場を設定したり、事業展開のライフサ

イクルに沿って製品の販売のみならず、その後の関連サービスを展開する事により、投下

した資本は様々な形で回収していく事ができる。 

土地と建物の等価交換方式によるビル建設も投資資金を持たない土地所有者に対して、

投資回収の方法を提案する事で事業を創造する例である。このように上手な投資回収の枠

組みを考えると、施工者が資金を持たない事業者に対してプロジェクトを提案し、新たな

事業機会を生み出す事が出来る。 

このように事業機会を創造する上でも投資回収の方法を考える事は非常に重要である。 

 

1.2.4 投資収益性評価 

投資案件は社内の投資判断基準によって評価される。ここでは収益性の評価指標として、 

代表的な次の 4 つの手法を取り上げ、各々の特徴を概観しておく。いずれの手法で投資

収益性を評価するにしろ、 終的には投資額に対してどれだけ利益を(あるいはどれ程早く)

回収できるかで評価しようとするものである。 

― 投資回収期間測定法（Payback Period） 

― 投下資本利益率法（Return on Investment） 

― 内部収益率法 （Internal Rate of Return） 

― 割り引きキャッシュフローに基づく正味現在価値法（Discount Cash Flow Net  

     Present Value） 

 

● 投資回収期間測定法  

投資回収期間測定法は、シンプルペイバック法とも呼ばれ も単純な評価方法で、文字

通り投資した資金を何年で回収できるかを計算してそれにより投資すべきかどうかを判断

するものである。例えば、200 億円の投資により初年度から 50 億円、50 億円、100 億円、

100 億円、200 億円と利益を生むと予測されるプロジェクト A と 100 億円、100 億円、50

億円、50 億円、0 円と利益を生むプロジェクト B を比較して見よう。（下図参照）投資額

と累積利益額が一致する年が回収期間となる。プロジェクト A では 3 年、プロジェクト B

では 3 年が回収期間となる。この回収期間を当初設定した基準回収期間と比較する事によ
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り投資の可否を判断するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この 2 つのプロジェクトを比較した場合、回収期間から見た場合はプロジェクト B が有

利となるが、回収累積額ではプロジェクト A の方が大きい。投資回収期間測定法はこのよ

うに回収期間だけに着目するため、回収累積額の大小を比較して投資の可否を判断出来な

いという欠点を持つ。 

 

● 投下資本利益率法  

投下資本利益率法は ROI（RETURN on Investment）法とも言われ、投下した資本

により生み出される利益を投下資本で割ったものである。例えば、上記のプロジェクト A

で、毎年の利益を 5 年間で割って単純平均すると、 

期間       0      1     2     3     4     5 

プロジェクトA  投資額   －200 

        利益     ＋50    ＋50   ＋100  ＋100   ＋200  

   

 

 

 

 

プロジェクトの投資と回収

          期間       0      1      2      3      4      5 

          投資額    －200 

 

プロジェクトA   利益            ＋50    ＋50   ＋100   ＋100   ＋200 

          累積回収額         －150   －100     0    ＋100   ＋300 

 

プロジェクトB   利益            ＋100   ＋100   ＋50    ＋50      0 

          累積回収額         －100      0   ＋50    ＋100   ＋100 

 ROI ＝                  ＝                            ＝      ＝ 0.50   
5年間の平均利益       （50＋50＋100＋100＋200）／5       100 

   投資額                   200                 200 
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となる。この ROI を自社の利益率や資本コストと比較する事により投資の可否の判断を下

す。 

従来は、この 2 つの手法が日本企業では大半を占めていた。これらの手法には時間の経

過による価値の目減りに関する考えが入っていないので、現在の 1,000 円も一年後の 1,000

円も同じに扱っている。更に金融の規制緩和でキャッシュフロー経営の考えが浸透してく

るに従い、内部収益率法や割引キャッシュフローに基づく正味現在価値法などのキャッシ

ュフローを基本として、資本コストと現在価値(Net Present Value(NPV))の概念を導入

した投資評価手法が主流になっている。 

 

● 内部収益率法  

内部収益率法(Internal Rate of Return(IRR))は投資それ自体がどのくらいの収益力を内

在しているかを評価する手法で、その投資が稼動する各年毎に収益の現在価値の合計と投

下した資本の現在価値とが 0 に成るような複利の割引率を求めるものである。即ち投資(キ

ャッシュアウト)と利益(キャッシュイン)とがバランスする割引率を求める事である。その

利益率（IRR）を評価することによりプロジェクトの可否の判断を行う。投資回収期間を設

定してその間の投資と利益がバランスする割引率で判断する。一般には 

 

 

ただし、CFｔは第ｔ年度のキャッシュフロー 

 

と定義される。 

上記のプロジェクト A の場合は下記の計算式により IRR が求められる。 

 

 

     

 

ちなみに上の式を計算すると、IRR = 0.3、即ち 30％となる。 

 

● 割引キャッシュフローに基づく正味現在価値法（DCFNPV） 

資本参加や事業運営を前提とした投資の場合は、割引キャッシュフローに基づく正味現

在価値法（Discount Cash Flow Net Present Value（DCFNPV））が用いられる

事が多い。本手法は、M＆A に伴う買収価格の評価や、株式市場での株価の過少評価銘柄の

 
CF0 ＋ Σ             ＝ 0 

   CFｔ 
 （1＋IRR）t 

  N  

 t ＝１ 

   50 

 （1＋IRR） 
   50 

 （1＋IRR）２ 
   100 

 （1＋IRR）３ 

   100 

 （1＋IRR）４ 

   200 

 （1＋IRR）５ 
－200 ＋         ＋         ＋        ＋       ＋         ＝ 0 
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探索や、事業ポートフォリオ立案時の事業性評価などに用いられており、現在では も普

及している投資評価方法である。 

ここではプロジェクトの投資評価は、この DCFNPV を用いる事にする。更にこの

DCFNPV は後で述べる不確実性を伴う投資を評価する場合の出発点となる。DCFNPV を

用いる理由は、 

• 金融の規制緩和及び経済環境の変化、特に不良債権の処理の過程で、金融機関と企業

の関係が変化してきている。例えば、株式の持合が崩れ、メインバンクからあまり業

績を意識しないで、資金を調達する環境が崩れている。更にその過程で、日本企業の

経営方法が間接金融中心から直接金融中心へと変化しつつある。 

• このような変化が資金調達手段の多様化をもたらし、少しでも安く調達するために自

社の業績や格付けに今までより注意を払う必要が出ている。 

• 直接金融の比重の増加は株主の多様化をもたらし、より株主の利益を考慮した経営が

求められるようになってきている。 

• メインバンクが頼れなくなると、今までの様に安易に資金を調達できなくなる。自社

のキャッシュフローの過不足にはより注意を払わなければならなくなる。更に株主価

値は売上高利益率や純利益よりも、キャッシュフローに深く関係しているので、これ

を計画的に管理することが重要になる。 

 

そこで、投資評価をキャッシュフローを基本として行なえば経営の業績評価と投資評価

の整合性が取れるようになる。このキャッシュフローを基本とした投資評価に も適して

いるのが DCFNPV である。ここでは、DCFNPV の求め方を順を追って説明する。 

 

1.2.5 キャッシュフローの求め方 

開発投資プロジェクトを立案するにあたり、まず事業計画を立てる。この事業計画は投

資額だけではなく、将来の売上や利益の予測が記述してある。この場合の正味現在価値は、

下記のステップに従って求める。 

1. プロジェクトの事業計画を立てて、その期間のプロジェクトキャッシュフローを求め

る。 

2. プロジェクトの資本コストを求め、これによりキャッシュフローを割引いて現在価値

を求める。 

3. 正味現在価値の大小、あるいは正負によりプロジェクトを評価し,実行可能性を判断す

る。 
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まず事業計画を立てるときに役に立つのが前に述べた製品ポートフォリオと、その事業

の成長の目安となる GDP 弾性率である。これは GDP（国内総生産）の伸びに対してその

事業が何倍くらいの成長をするかを表すもので、製品によっては将来の売上成長を予測す

る場合に非常に役に立つ。例えば、GDP 成長率が 1%の時の製品成長率２％と、GDP 成長

率が 5%の時の製品成長率 2%は全く意味が違う。前者は経済成長の 2 倍のスピードで成長

し、後者は経済成長の 4 割しか成長できない。GDP 弾性率は前者が 2.0、後者が 0.4 とな

る。 

その上に、輸出入などがある場合は為替レート、あるいはその他の条件を前提条件とし

て決めておく。そうして事業の将来の数値計画を立てる。この数値が信憑性を持たないと

いくら DCFNPV 法で投資評価を行っても意味がない。そこで置いた数字がどのくらい信憑

性があるかクロスチェックをかけてその信憑性を確認しておく必要がある。 

このようにして作成する事業計画には、投資によって得られる事業の収支を将来数年か

ら十数年に渡って記述した数値計画を織り込む。この数値計画を評価手法に従って評価す

ることにより、事業の可能性を評価することが出来る。DCFNPV 法では、キャッシュフロ

ーを基本としてこの数値計画を立てる。 

通常の損益計算書は、商品を販売して決算日の段階で代金が未回収であっても、販売が

発生した時点で売上が計上される。一方、仕入れた商品の代金を支払っていなくとも、仕

入れた時点で費用に計上される発生主義会計を取っている。このため、実際の現金の出入

（キャッシュフロー）と損益計算書上の数値は異なっているのが普通である。そこで通常

の損益計算書を基本とした事業の収支計画からキャッシュフローを基本とした収支計画に

変換する必要がある。 

企業活動におけるキャッシュフローは大きく次の 3 つに分けられる。企業の財務諸表で

キャッシュフロー計算書を開示しているところは、この 3 つを分類して示している。 

・営業キャッシュフロー 

・投資キャッシュフロー 

・財務キャッシュフロー 

 

営業キャッシュフローは企業が製品の販売やサービスの提供によって得た収入から、原

材料や部品の購入、外部サービスの利用などによる支出を差引いた営業活動によって発生

するキャッシュフローである。営業キャッシュフローは個々の取引に関する入金と外部へ

の支出を計算して求める事も出来るが、一般には損益計算書の税引き前利益に原価償却費

を加えて、更に運転資金の増減を調整して求める。原価償却費は損益計算書上では費用と
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して計上するが実際には資金が外部に出たわけではないので足し戻す必要がある。式で表

すと 

営業キャッシュフロー ＝ 税引き前利益 ＋ 減価償却費 - 運転資金の増加 

 

となる。運転資金は売掛金、在庫、買掛金からなり、2 期分の貸借対照表を使って増減を

求めるとこれが運転資金の 1 期間の期初と期末における増減となる。営業キャッシュフロ

ーを税引き前利益から求める例を第 1.4 図に示す。ここに示す様に原価償却費や運転資金の

増減のほかにも幾つかの足し引きする項目がある。 

 

 
投資キャッシュフローは企業の投資活動により発生する資金の出入りのことである。設

備投資や事業投資による資産の取得や売却による資金収支のことを指す。その他に、有価

証券の売買による資金の収支もこれに当たる。（第 1.4 図参照）投資キャッシュフローを見

ると企業の投資活動への取組みが見える。企業によっては投資を原価償却費以内に抑える

ことによりキャッシュフローをバランスさせようとするところがあるし、積極的な投資を

行っているところは投資キャッシュフローが負になっている。 

投資キャッシュフローと営業キャッシュフローを合わせたものをフリーキャッシュフロ

ーと呼ぶ。 
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フリーキャッシュフロー ＝ 投資キャッシュフロー ＋ 営業キャッシュフロー 

 

このフリーキャッシュフローが企業が生産や販売などの営業活動により得る資金で、企

業が自分の裁量で動かせる資金である。これがプラスだと自由に使える現金がある事にな

り、配当や将来の投資のための内部留保になったりする。反対にマイナスだと手持ちの預

金を取崩したり、借金したりする必要が生じる。株式市場ではこのフリーキャッシュフロ

ーを生み出す力を企業価値の源泉と捕らえており、企業が将来生み出すであろうフリーキ

ャッシュフローを基本として企業価値を求める。これについては、後で詳しく述べる。 

財務キャッシュフローは、企業の財務活動、即ち資金の借入れや借入金の返済、社債の

発行や償還、株式の増資や自社株の買戻しなどによる資金収支のことを指す。営業活動や

投資活動による資金の過不足を調整する役目を負うのが財務キャッシュフローである。 

 

 
 

第 1.5 図はある企業の 5 年間のフリーキャッシュフローを分解して表したもので、この

ように分解する事により企業の資金の流れの特性を掴む事が出来る。第 1.5 図の企業の場合

は、 終年にキャッシュフローが急激に悪くなっていることが見てとれる。第 1.6 図はその

内、運転資金の項目とその管理について表したものである。 



 241

 
 

このような項目を各々管理することにより、キャッシュフローを基本とした経営に結び

つける事が出来る。ここで行なう投資評価にはフリーキャッシュフローを用いる。フリー

キャッシュフローを用いて投資の収支計画を立てたものが第 1.7 図である。 
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1.2.6 現在価値を求める 

フリーキャッシュフローを求めたら、これから投資計画の現在価値を求める。現在価値

とは、将来のある時点での価値を現時点の等価な価値に置き換えることである。これは、

一年後の 1,000 円と現時点の 1,000 円は同じ価値ではないという発想から来ている。例え

ば、企業が受取る約束手形を考えて見ると分かる。1 年後受取りの約束手形を今すぐ現金化

しようとすれば、金利で割引いた額しか現金を手にすることは出来ない。即ち、1 年後の

1,000 円は今の価値にすると金利分を差し引いたものと等価である。これを式で表すと、一

年後のキャッシュフローCF1 の現在価値 PV は 

                   CF1      

                                （ 1 + r ）1 

                      

ただし、r： 割引率 

 

となる。 

 

 

PV＝ 
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同様に、i 年後のキャッシュフローCFi の現在価値は 

 

                 CFｉ      

                              （ 1 + r ）ｉ 

で表される。 

 

企業価値を求める場合に用いられる割引率は資本コストと呼ばれ、資金を調達するため

にかかる費用と捉える事が出来る。基本的には第 1.8 図で表されるような加重平均資本コス

ト（Weighted Average Cost of Capital（WACC））が用いられる。 

 

 

企業の資金調達は金融機関からの借入れ（これを間接金融と呼ぶ）と資本市場からの債

券の発行や増資による調達（これを直接金融と呼ぶ）によっている。間接金融にかかる費

用が有利子負債金利コストで、直接金融にかかる費用が自己資本コストであり、この加重

平均が資本コストとなる。有利子負債金利コストは 1 年以上の借入金の加重平均で求める。

自己資本コストを求める場合は、資産価格形成モデル（Capital Asset Pricing Model

（CAPM）が用いられる。（第 1.9 図参照） 

PV＝ 
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自己資本コストを求める場合に用いられているベータ係数や対象とする市場全体のリタ

ーン、リスクフリーの債権利子率は株式市場の株価の統計データや債権の利子率の平均な

どを用いており、統計処理の仕方や求める範囲の設定の仕方によっては違った値となる。 

資本コストの大小はキャッシュフローの現在価値に大きな影響を与える。そのため、こ

のDCFNPV法を用いてM&A時の売買価格の設定や企業価値評価の様に外部との取引や評

価に使うときには厳密な計算が要求される。例えば、ベータ係数やリスクフリーの債権利

子率等のように同じ条件のデータを複数の証券会社から入手してその平均を求めて用いる

とか、権威ある専門のデータ提供会社から入手して利用するとかする。しかし、事業収益

性の評価や投資評価を社内で行なう時には、事業や投資案件間の相対評価で良いので、資

本コストとして社内金利を任意に設定して用いても問題は生じない。 

さてある事業の正味現在価値とは、各年度のフリーキャッシュフローを資本コストで割

引いて現在価値に置き換えたものの総和である。投資評価を行う場合には、投資回収期間

を決めて行なう方法と、回収期間を事業が未来永劫続く（ゴーイングコンサ―ン（Going 

Concern））と想定して求める場合の両方がある。 
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一般にゴーイングコンサ―ンで考える場合は、10 年目までのキャッシュフローを求め、

11 年目以降は 10 年目のフリーキャッシュフローの値が永遠に続くと考えて現在価値を求

める。（第 1.10 図参照） 

その場合の事業価値は下記の式で表される。 

 

 

                 CFｉ               CF10       

                        （ 1 + WACC ）ｉ        （ 1 + WACC ）ｉ 

 

ここで、   CFｉ  ： ｉ年度のフリーキャッシュフロー 

       WACC： 加重平均資本コスト 

 

11 年目以降のフリーキャッシュフローの現在価値は残存価値と呼ばれ、無限大まで計算し

てもある値に収束する。 

 

                  10 

事業の正味現在価値 ＝ Σ 

    ∞ 

 ＋ Σ 

   ｉ＝11 
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                    CF10          CF10  

                       （ 1 + WACC ）ｉ     WACC         

 

回収期間限定で下記のフリーキャッシュフローを持つプロジェクトの場合は、正味現在

価値 NPV は下記の式で与えられる。 

 

 

 

 

 

                 50        50          100     

                      1 + WACC  （ 1 + WACC ）2   （1 + WACC ）3 

 

                        100            200      

                           （ 1 + WACC ）4     （1 + WACC ）5  

 

ここで、WACC=8%とすると 

5432 08.1
200

08.1
100

08.1
100

.08.1
50

08.1
50200 +++++−=事業の現在価値     

       ＝－200＋46.3＋42.9＋79.4＋73.5＋136.1 

        ＝178.2   

となる。 

 

1.2.7 投資の判断 

正味現在価値法によって事業価値を求めたら、これの大小あるいは正負によって事業の

実行可能性を評価する。事業価値が負になるということは投資額が回収できない事を意味

する。従って投資不可と判断される。 

 

1.2.8 投資案件の承認の仕組み 

企業が投資を行う場合には、投資によって新たに生み出される価値(一般には収益)がその

投資に見合うかどうかを十分に評価する必要がある。投資は企業にとっては大きな支出で

    ∞ 

    Σ 

    ｉ＝11 

  

＝

                  

11年目以降の残存価値 ＝  

プロジェクトA   期間         0      1      2      3      4      5 

          投資額       －200 

       事業キャッシュフロー        ＋50    ＋50   ＋100   ＋100   ＋200 

      

事業の現在価値 ＝ －200 ＋  ＋  ＋

 ＋  ＋
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あり、一時に大量の資金を要するため、その成功、不成功はその後の企業運営に資金面か

ら大きな影響を与える。かと言って投資を行わないとジリ貧に陥る事が多いため、企業は

様々な形で投資を行っている。やみ雲な投資を抑制するために、企業内には各々のレベル

で投資に対する承認権限を設けており、ある一定金額以上の投資になるとより上位のレベ

ルの判断を仰ぐ仕組みを構築している。 

下位のレベルの投資権限をあまりに小さくすると、ほとんどの投資案件がトップの承認

を必要とするようになり、意思決定の遅れや社内手続きの煩雑さからくる非効率に繋がり、

顧客のニーズに迅速に対応できなかったり、競争に遅れをとって企業全体の競争力の低下

を招く。だからといって全てを下位の決定に委ねてしまうと短期思考に陥り、長期にわた

る戦略的な投資の判断ができなくなってしまう上に資金の流出が野放しになる恐れがある。

その意味で投資の承認権限の仕組みと各レベルにおける権限の大きさは、企業の競争力と

密接に関係しており、各社とも注意深く決めている。 

一般に業績の良い時は各レベルにおける承認権限が大きくなり、業績が悪くなると承認

権限を小さくして、企業内の資金需要を制御している事が多い。 

 

1.2.9 開発投資の配分 

前節までで、開発プロジェクトの投資評価を行う場合、投資の収支計画を数年から十数

年に渡って立てることを見た。医薬品の研究開発の様に開発が長期に渡り、同時に幾つも

の開発プロジェクトが進行している場合には、企業全体の開発投資額がある一定限度以内

に抑えられる。各々のプロジェクトが各々独立して投資計画を立てても、全体として企業

が負担できない投資額なったのでは全ての投資計画が成立しなくなってしまう。更に、設

備や研究に携わる人を幾つかのプロジェクトにまたがって利用する場合は、コストの負担

をプロジェクト毎に明確にする必要がある。 

開発投資コストの総額は通常、企業の売上高や利益と密接な関係を持っている。例えば、

売上高の 15%あるいはフリーキャッシュフローの 20％を研究開発費に振向けるなど、企業

は一定の目安を制定している。開発が 10 年にも及ぶ場合は、その間の売上やフリーキャッ

シュフローが想定できないと全ての開発プロジェクトへの投資が続けられる資金を確保で

きるかどうか分からない。その上に、研究開発全体でみると全ての投資が回収目標のはっ

きりしたプロジェクトに割当てられる訳ではなく、プロジェクトとして短期的には投資回

収の目処の立たない基礎研究にも費用が割かれる。 

このような意味から開発プロジェクトの収支計画を立てる時には同時に企業の事業計画

が同じ期間にわたって立てられ、全体としてどのくらいの資金が開発プロジェクトに割け
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られるのか明確にしておく必要がある。途中で経営環境の変化により事業計画が修正にな

ると投資計画も投資の全体額に影響が出るため、見なおしを迫られる。このようにして事

業計画と投資計画の整合性を図って行く必要がある。事業計画を立てた時には、開発投資

への資源配分の目安、また基礎研究などの投資回収の目処のはっきりしないものへの投資

の比率を明示する必要がある。 

更にプロジェクト間で共通に利用する資源のコスト配分の規則も明確にしておく必要が

ある。（第 1.11 図参照）より正確なコストの配分のためには活動基準原価を用いて配賦す

ると良い。 

 

 

 

 

1.2.10 活動基準原価（ABC）と ABM 

ABC(（Activity Based Costing) 活動基準原価計算）は、伝統的な原価計算に内在す

る間接費の配賦問題を解決するために考え出された原価計算技法である。原価計算では原

価を直接費と間接費に分けて把握できる。直接費は原料/材料費などの様にどの製品の製造

にどれだけかかったかが直接測定できる費用であり、間接費は直接測定できないためにあ

る一定のルールで配賦されている販売管理費、物流費や研究開発費等である。事業や製品
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の性質によってはこの配賦による間接費が総原価の 50％を越すものがある。 

個々の事業や製品別、顧客別の収益を厳密に把握しようとすると、この間接費をできる

だけ実際に近い形で各々の事業や製品に付加しないと本当はどの製品がどれだけ費用がか

かり、どれだけ利益を挙げているかが把握できない。ひいては実際にかかった費用とはか

け離れた数字で誤った判断を下す、という問題が起きてくる。そこで、間接費を配賦する

というよりは業務の流れのなかで事業や製品、顧客等の原価把握の対象(コスト・オブジェ

クト)に対して、資源がどのように使われたかを、実際の活動（アクティビティー）に沿っ

て把握し、製品の原価に反映させようとするものが ABC である。 

ABC では、主な業務プロセスとその業務を構成する活動を抽出し、各々の活動をもっと

も良く反映している活動指標(コスト・ドライバー)を選定してそれによりコストを把握する。

（第 1.12 図） 

 

 

これにより従来は無視されていた製品毎のコスト差がより性格に把握されるようになる。 

例えば 

1） 新製品と従来からの定番商品とを比較した場合、販売管理には新製品の方にかなりの

時間を費やしているのに、売上高比率でコストを配賦したため、定番商品にコストが

多く配賦されている。 

2） 小ロット生産品と大ロット生産品では、小ロット生産品のほうが製造に要する手間が

活動(アクティビティ)

資材調達プロセス 価格交渉等
価格交渉等

発注・
納期管理

梱包・輸送
検査・

品質管理
在庫管理

活動指標
(コスト・ドライバー)

原料・材料
購入額

原料・材料
手配書件数

梱包費
実績

検査要求
件数

在庫払い出し
伝票件数

コスト

直接費

間接費

資材調達費

製品原価

第 1 . 1 2 図 活 動 と 活 動 指 標 に よ る 配 賦
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かかるのに売上高比率で配賦したため、大ロット生産品に多くコストが配賦されてい

る。 

3） 研究開発費において特定の製品開発プロジェクトで、研究設備を占有している時間が

多いのに、設備償却費やその人件費は、全体の研究開発比率で配賦されているため、

実際の占有時間とはかけはなれている。 

 

これらの活動にかかった費用が ABC を適用する事により、より実際に近いコストとして

把握されるようになり、事業や製品の収益性をより性格に把握できるようになる。 

ABC では活動を細かく定義して、その各々に活動指標を選定すればより正確にコストを

反映することができるが、反対に把握するための手間が増えてくる。そこで何のために原

価を把握するのかということを明確にして、それにあったレベルで活動を定義してコスト

を把握する事が大事である。 

 

1.2.11 ABM (Activity Based Management) 

ABC が業務プロセスと活動に焦点をあててコストを把握する点に着目して、この ABC

と BPR(Business Process Reengineering)を融合する事により、付加価値に見合ったコスト

で業務を遂行し、絶えず効率的に仕事がこなせる様に経営していこうというのが

ABM(Activity Based Management)である。 

ABM では ABC から得られるコスト情報をもとに、業務プロセスの付加価値を分析して、

無駄なプロセスや活動を削減したり、冗長なプロセスや活動を効率化し、業務パフォーマ

ンスを改善していく。さらにそれらの指標と実績が測定できる仕組みを組織内に組みこむ

事により、恒常的に効率化が推進できるようになる事を目指している。（第 1.13 図） 
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業務プロセスとABCによる
活動(アクティビティ)毎の原価の把握

A
製
品

B
製
品

C
製
品

X
製
品

業務
プロセス

活動(アクティビティ)

第 1 . 1 3 図 業 務 プ ロ セ ス と Ａ Ｂ Ｍ
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第2章  リアルオプションによるアプローチ 
 

コーポレート･インテリジェンス株式会社 

代表取締役社長  武富 為嗣 

 

2.1 はじめに 

この章では不確実性を含む場合の投資評価について述べる。不確実性を含む場合の投資

評価は下記の手順によって進める。 

 

－1 確定変数の基で、回収期間を想定した（10 年ないし 20 年）プロジェクトの投資計画

をフリーキャッシュフローを基にして立てる。さらにその数値を基に正味現在価値を

求める。 

－2 不確実性を定量化するために確率変数を決め、この確率分布を推定する。この場合、

投資期間のキャッシュアウトは自社で決めることが出来るため確定変数として扱う。

確率変数としては回収期間に市場側に不確実性が存在するとして、売上数量や価格、

生産や販売の費用等をとる。この回収期間のキャッシュフローの分布をモンテカルロ

シミュレーションにより求める。 

－3 ボラティリティなどのオプション価値を求めるための 5 つの変数を求め、

Black-Scholes の公式により、オプション価値を求める。この値に１で求めたプロジ

ェクトの正味現在価値を加えてプロジェクトの投資評価を行う。 

－4 投資期間をマイルストーンで幾つかのフェーズに分割する。更に、各々のフェーズに

おけるプロジェクトの技術的な成功確率を求める。各フェーズにおけるオプション価

値を Cox-Ross-Rubinstein の公式により求める。このオプションの値とそのフェーズ

における投資予定額とを比較し、投資を行うかどうか判定する。 

 

以上がここで紹介する不確実性を伴うプロジェクトの投資評価方法である、以下に順を

追って説明する。 

 

2.2 キャッシュフローに基づくプロジェクトの投資評価 

第 2.1 図にあるような収支計画を持つ開発投資のプロジェクトＡを考えてみよう。このプ

ロジェクトＡは投資開発に１０年を要し、その投資の回収にその後の１０年を要するプロ

ジェクトである。典型的な医薬品の研究開発プロジェクトはこの様な形をしている。企業
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が行う開発投資には様々な形態が存在するが、投資評価の観点から見ると、開発期間や回

収期間を変えてやればこのプロジェクトＡのような数値モデルは色々なプロジェクトに応

用できる。 

 

 

例えば、新車の開発は開発期間が４年で、回収期間が５年かかるとか、システム開発は

開発期間が２年で回収に４年かかるとか、油田の開発は開発期間が１年で回収に２年かか

るとか、開発期間と回収期間を変えてやればどのようなプロジェクトにでも適用できる。 

さて、第 2.１図のプロジェクトＡは初年度に２億円の投資を予定し、２年度に３億円、

３年度に５億円、４年度以降１０年度まで毎年１０億円づつ投資する計画を立てている。

１０年目に製品化して市場に投入して売りだし、１１年目以降１０年間の利益でこの投資

額を回収する予定である。既に述べた様に投資収益性の評価にはいくつかの方法が存在す

る。ここではＤＣＦに基づく正味現在価値法を適用する。そうすると投資回収はこのプロ

ジェクトがどれだけキャッシュフローを生み出すかによって求められる。 

プロジェクトＡを実行する事によって外部に出て行く費用（キャッシュ・アウト）とし

て開発期間の全ての投資コストと回収期間の営業費用や生産費用を考える。反対に内部に

入ってくる資金（キャッシュ・イン）としては製品の売上高がある。このキャッシュ・ア

ウトとキャッシュ・インの差がネットキャッシュフローとなる。プロジェクトＡでは最初

の 10 年間はキャッシュアウトのみで負のネットキャッシュフローとなる。１１年目以降は
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売上高と営業及び生産との費用の差がネットキャッシュフローとなり、これは６億円､８億

円、１２億円と漸増して、１４年目以降２０年目まで毎年１６億円の正のネットキャッシ

ュフローを生み出す予定である。 

投資開発型のプロジェクトでは、プロジェクトを開始する前にこのような数値に基づい

た投資計画が立てられる。この計画値を使って、プロジェクトに投資すべきかどうか、更

に投資するとしたらどのくらいの収益がどのくらいの期間にわたって期待できるのかなど

の、投資評価が行われる。 

プロジェクトＡは、ＤＣＦに基づく正味現在価値法によると最初の１０年間のネットキ

ャッシュフローの現在価値が－４９.８億円となる。ただし、この場合の資本コストは８％

として求めている。また、１１年目以降のネットキャッシュフローは１１年目時点での現

在価値を求めると８８.１億円となる。この１１年目の現在価値を初年度の現在価値に引き

戻すと４０.８億円となる。１０年目までのネットキャッシュフローと１１年目以降のネッ

トキャッシュフローの現在価値を比較すると－９億円となり、これがこのプロジェクトＡ

の現在価値となる。（第 2.2 図参照） 

 

 
 

このプロジェクトＡを実行すると現在価値はマイナス、即ち投資額全ては回収できない。

正味現在価値法によれば、このプロジェクトは実行しない方が良い事になる。 
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2.3 プロジェクトに存在する不確実性 

プロジェクトＡの場合、ＤＣＦに基づく正味現在価値法では 20 年間の投資計画を立てて

投資評価を行った。ところが実際のプロジェクトでは、10 年も 20 年も先の事を予測するの

は不可能である。たとえ精緻に予測したとしてもその通りになることはまずない。10 年も

20 年も経てば当初の計画は必ず狂ってくる。したがって一般には投資計画に投資対象の将

来の色々なリスクを勘案して、経営者が勘に頼ってプロジェクト開始を決定するのが普通

である。 

先のプロジェクト A の場合、現在価値はマイナスだからといって、投資を行わないとい

う決断はなかなか下し難い。将来状況が変わってもっと利益の上がるプロジェクトになる

かもしれない。その時に投資をしようとしても手遅れになる可能性がある。プロジェクト

の推進者は投資を行わないと言う決断より、投資の機会を逃がしたりタイミングを失した

りする事を嫌う。 

それでは数値計画が外れるのなら、投資計画を持たないで経営者の勘に頼って投資の意

思決定を行った方が良いのだろうか。企業経営やプロジェクトの投資評価においては、何

の予測数値も持たないで経営したり評価したりする事はまれである。むしろ、外れる事を

前提に絶えずチェックをかけ、軌道修正したり、外れる度合いを不確実性として定量化し

て評価するほうが合理的であり、現実的である。一般の企業では単年度計画や中長期計画

は半年毎や年度毎にそれまでの成果を評価し、その後の環境変化を加味して計画を調整し、

必要に応じて修正するのが普通である。 

しかし、今までの評価方法は、計画値に含まれる不確実性を定量的に評価する方法を持

たなかった。そのため、一旦始めたプロジェクトは、最初に想定した不確実性に見合う投

資の限度額を定量的に見極められなかった。更に、不確実性の度合いが変化してもそれに

応じて投資額を変えたり、あるいは中止したりという判断が付き難く、何時までもだらだ

らと継続するという所に問題があった。 

企業が行う様々な投資においては、常に将来の不確実性が存在するし、企業の経営者や

投資家はその不確実性が存在する中で、投資の実行や継続、中止の意思決定を行わなけれ

ばならない状況に直面している。例えば、次のような判断を要求される場面にたびたび遭

遇する。 

 

• 普通に考えるとあまり利益になるとは考えにくいが、1％の確率で大変な高収益商品に

化ける可能性がある。その場合投資すべきかどうか。又投資するとしたらどのくらい

を投資するのが妥当か。 
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• 現状では海のものとも山のものとも判らないが、今全然手をつけないで置くと後から

上手く行きそうだと分って投資しても手遅れになってしまう。そこで今から手を着け

て置きたいがどのくらいの投資なら許せるのか。 

• 既にかなり投資を続けてきたが、今後投資を継続すべきか中止すべきか。 

• 確実に利益が期待できるがあまり儲からないプロジェクトと、成功確率は低いが成功

するとかなりの高収益を期待できるプロジェクトがある。どちらを優先すべきか。又

どのくらいの投資なら許されるのか。 

 

このような不確実性が存在する場合は、この不確実性を何等かの形で定量化し、将来の

不確実性の度合いを把握して投資の意志決定を行う方が、より合理的な判断ができるよう

になる。そこで考えられるようになったのが、株式取引に用いられるオプションを利用し

て不確実性を定量評価して意志決定に役立てようと言う方法である。 

 

2.4 確率変数による不確実性の定量化 

不確実性の定量評価は、まず確率を用いて、将来起こりそうな事象を全て洗い出してそ

の可能性に重みを付けて確率分布として表し、不確実性を定量化するところから始まる。

例えば、新製品開発の投資評価の場合、その製品の売上単価を予測する方法として、現在

の類似製品の単価から類推する方法がある。その製品の取りうる単価を洗い出してその起

こりそうな確率を推定し、単価の確率分布を求める。売上高を予測するためには更に、売

上数量を求める必要がある。売上数量は売上単価に連動する場合もあるし、単価から完全

に独立している場合もある。どちらの場合も取りうる数量を売上単価と同様の方法で確率

分布で表す。 

さて、プロジェクトＡに戻って、この将来の不確実性が存在するとして、これを確率変

数として表す事から始めて見よう。ネット･キャッシュフローは単純化して下記の式で表さ

れるとする。 

ネット･キャッシュフロー 

 ＝ 売上高 － 生産コスト 

  ＝ 販売単価 x 販売数量 － (変動コスト x 販売数量 ＋ 固定コスト）  

                             ･････  式（４.１） 

 

ここで販売単価、販売数量、変動コストが将来どの値を取るか良く判らない不確実性を

含むとする。この不確実性を含む 3 つの変数を確率変数として確率分布で表したものが図
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―３である。この場合、10 年間の開発コストや製造販売に関する固定費は自社で管理可能

であるとして確率分布ではなく、固定値(固定変数)として考える。ある値を中心としてある

一定の割合で取る値がばらつく可能性があるような確率分布として最も良く用いられるの

が正規分布である。売上高のバラツキは何等かの制約がなければこの正規分布に従うと捉

えることが出来る。第 2.3 図の場合は、販売単価、販売数量、変動コストの３つの確率変数

のバラツキを正規分布に近い形で想定している。 

 

 

 

 

第 2.3 図の場合、ネット・キャッシュフローの計算は場合分けによって求めることができ

る。其々の確率変数が５つの値を取り、他の確率変数に影響を受けることなく独立して値

を取るとすれば、場合分けは５x５x５＝125 通りとなる。式（2.１）に従って 125 通りの計

算を行い、その分布を求めればネット・キャッシュフローの確率分布となる。 

ちなみにこのネット・キャッシュフローの確率分布は第 2.４図の様になる。 
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おおむね正規分布に近いと言う事ができる。この様にして色々な複雑な計算を行えば、

第 2.4 図の右側に表されたようなネット・キャッシュフローの正味現在価値(ＮＰＶ)の分布

を求める事ができる。 

 

2.5 モンテカルロ・シミュレーション 

上記の計算からも判る様に確率変数が多くなると場合分けの数が増える。全ての計算を

行う事は大変な量となる。このような場合に用いられるのがモンテカルロ・シミュレーシ

ョンである。モンテカルロ・シミュレーションでは予め確率分布の判っている確率関数に

対して、乱数を発生させて答えの確率分布を求める。 

モンテカルロ・シミュレーションとは、商店街の大売出しで良く行われる宝くじの抽選

を思い出してもらえればよい。第 2.3 図の場合で言えば、手動回転式の抽選機を確率変数の

数に対応して 3 台用意して、其々に販売単価、販売数量、変動コストと名づける。販売単

価の抽選機の中には確率変数が取る値に対応して 5 種類に色分けした小さい玉が合わせて

10,000 個入っている。各々の色毎に玉には単価の数字が記入してあり、確率に相当する個

数が入っている。例えば、販売単価 5,000 円の確率が 10％であれば、10,000x10％＝1,000

個の 5,000 と書かれた色玉が入っている。他の 2 つの抽選機も同じである。この 3 台の抽

選機を同時に回して出てきた玉の数字を使って、式（2.1）に従いネット・キャッシュフロ

ーを計算する。これを10,000回繰り返せば確率分布が求まると言う訳である(第2.５図参照)。 

抽選機の変わりにコンピュータを使って 5 種類の数字を任意の順番に 10,000 回発生させて、

それを式に当てはめて計算させて答えの分布を求めるのが、モンテカルロ・シミュレーシ

ョンである。 



 259

 
 

この様にして求められたネット・キャッシュフローの正味現在価値の確率分布は、キャ

ッシュフローを求める元の確率変数、即ち販売単価、販売数量、変動コストの分布の状態

によって変わって来る。正規分布の形状は平均値(あるいは期待値と言う)と広がり(これを

分散と言う)で表されるが、正規分布の広がりが広いと、即ち分散が大きいと平均値を中心

にして値がばらけている。値がばらけているとどの値を取るのかはっきりしないから、不

確実性が高いと言う事ができる。広がりが狭いと、即ち分散が小さいと限りなく平均値に

近い値を取ると想定でき、不確実性が低いと言う事ができる。この様に、不確実性の高低

は正規分布の分散の大小に対応して表すことができる。 

 

2.6 リスクリターン・ポートフォリオ 

将来の不確実性をリスクと見なすなら、分散を投資リスクと見なした軸とネット・キャ

ッシュフローの正味現在価値の期待値を軸としたポートフォリオを描く事ができる。ポー

トフォリオは自社の資源がどの様に配分されているかを見るのに優れている。このポート

フォリオに自社の全てのプロジェクトを投影してみると、第 2.6 図の様に自社のプロジェク

トの投資状況が一目で判る。 
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例えば、右上にばかりプロジェクトが集中していれば、成功すれば見返りは大きいがリ

スクが高い案件ばかりである。(ハイリスク・ハイリターン領域) 反対に左下に集中してい

れば、成功の確率は高いが見返りの小さいプロジェクトばかりになってしまう。(ローリス

ク・ローリターン領域) 左上にあるプロジェクトはリスクは高いが見返りは小さい実行す

る価値の少ないプロジェクトである。(ハイリスク・ローリターン領域) 反対に右下にある

プロジェクトはリスクは小さくて見返りは大きい優良プロジェクトで、特にポートフォリ

オに描かなくても社内では誰でも知っている期待の星である。(ローリスク・ハイリターン

領域)（第 2.7 図参照） 

右下のローリスク・ハイリターン領域にプロジェクトが集中していれば良いが、なかな

かこういう状況は少ない。一般には左下から右上にかけてバランスよくプロジェクト案件

が並んでいるのが企業のプロジェクト投資としては健全である。ポートフォリオを通して

みると、自社のプロジェクト案件の特徴や偏りが見える。これを基にプロジェクトへの投

資状況を社内で共有化することにより、自社のプロジェクト投資計画を見なおしたり、プ

ロジェクトの優先順位を決めたり、今後の重要プロジェクトを抽出したりと戦略的に利用

できる。 

ポートフォリオは自社の資源配分状況が一目で判るところが優れている。個々のプロジ

ェクトの投資評価では、全体の投資状況のバランスが掴みにくい。そこで、個々のプロジ
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ェクト評価とポートフォリオを平行して利用する事により、全社の投資計画の戦略的な判

断に用いる事が出きる。 

 

 

 

2.7 不確実性とオプション 

リスクリターン・ポートフォリオは社内に抱えるプロジェクトの全体を把握するには都

合が良いが、個々のプロジェクトが持つ不確実性の価値を評価するにはどうすれば良いの

だろうか。不確実性を伴う投資プロジェクトにおいては、不確実性に対して権利(オプショ

ン)を確保しておき、将来その方向がはっきりした時点で更に投資を継続するか(権利を行使

するか)、投資を中止するか（権利を放棄するか）を決定するほうがより理にかなっている。

実際、人間の色々な行動で先行きがはっきりしない時には決断を先延ばしにする事は良く

行われる。問題はこの不確実性の価値と先送りに伴うコストをどう評価するかと言う事に

集約される。 

この考え方は株式市場でのオプション取引に使われている概念と同じである。株式の将

来の売買価格、これを先物取引価格と言い、この先物をある価格で売買する権利を売買す

る事を、株式市場ではオプション取引という。その権利の売買価格をオプション価格と言

う。 
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一般の株式の先物取引では、ある決められた期間が経過した時、予め取り決めた取引価

格で株式を売買する。例えば、ある会社の株を一株 1,000 円で 2 ヶ月後に売買する契約を

結んでいたとしよう。2 ヶ月後にその株の市場価格が 1,200 円であれば、買い手は相手から

1,000 円で買って、即座に市場で 1,200 円で売れば 200 円の利益を得る。売り手は 1,200

円で売れる株を 1,000 円で売るので 200 円の損失を蒙る。反対に、株価が 800 円であれば、

買い手は 800 円で買える株を 1,000 円で買うため 200 円の損失を蒙り、売り手は 200 円の

利益を得る。 

オプション取引ではこの先物を実際に売買する代わりに、売買の権利を売買する。例え

ば、1,000 円で 2 ヶ月後に売買するという権利を売買する。この権利の売買には、株を買う

権利（コールオプション）と売る権利（プットオプション）が存在するが、ここではコー

ルオプションで考えよう。今、買い手がコールオプションを 50 円で買ったとしよう。言い

かえると、2 ヶ月後に株式を 1,000 円で購入する権利を 50 円で買ったとしよう。2 ヶ月後

に、株価が 1,200 円であれば、買い手は 1,000 円で買って即座に市場で 1,200 円で売れば

（200‐50）＝150 円の利益を得る。反対に株価が 800 円の時には、買い手は 1,000 円で買

ってみすみす損するより、権利を放棄してしまえば良い。そうすると損失は、権利金の 50

円で済む。（第 2.8 図参照） 

この様に、将来の株価があがるか下がるか不確かな時、実際に株式を売買しないで権利

を売買する事で、将来の利益を確保して、損失が発生する場合は権利金だけの損失に抑え

る事ができる。 
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不確実性を含む投資プロジェクトでも同じ考え方を適用して投資評価を行なう事ができ

る。即ち、先物の株式価格に例えて、将来の投資の価値を定量的に評価しておく。更に、

その投資に含まれる不確実性を定量的に評価して、それをオプション価格とする。本格的

な投資を行う代わりに、このオプション価格に相当する投資を行ない、投資の権利を確保

しておき、ある一定期間が来たらその投資プロジェクトを評価しなおして、権利を行使す

るか、放棄するかを明確にする事で投資の意思決定を行う。 

これが不確実性を含むプロジェクトの評価にオプションを適用するやり方である。 
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2.8 投資オプションの例 

投資オプションには様々な例が存在するが、次のような例を考えてみよう。 

 
オプション投資の例 
 
 ある研究開発のプロジェクトの投資計画を策定していた。最初の 10 年間で開発を完了

して市場に投入し、次の 10 年間でこの投資を回収する予定である。この計画に基づいて

10 年間の投資額を計算すると、現在価値に引きなおして 108 億円となった。製品として

市場に投入してから次の 10 年間でこの投資から期待される収益(キャッシュイン)は、ネッ

トキャッシュフローで現在価値に引きなおして 88 億円と計算された。その結果、投資額

が 108 億円で回収額が 88 億円となり、このままでは差し引き 20 億円のマイナスとなり、

投資の採算が合いそうにない。 
 しかし、このプロジェクトは将来規制緩和などにより市場が拡大し、売上が増加する可

能性がある。もし市場が拡大するならば、投資額 108 億円を上回る収益を確保することが

期待できる。  
 今策定している投資計画では、規制緩和の動向が不透明なためこの将来の売上増の可能

性を盛りこんでいない。かといって今、手を付けておかないと規制緩和がはっきりした時

点でプロジェクトを開始しようとしても、開発そのものがライバル企業に引き離されて手

遅れとなってしまう。 
 規制緩和が行なわれた場合の可能性を投資計画に盛りこんで収益性を再評価してみた

ら、採算が合いそうである。しかし、規制緩和が成されなかった場合の投資損失もきわめ

て大きい。 
 そこで、可能性があるのなら可能性がはっきりするまで先行投資を行い、そこで再評価

したいのだが、この可能性に対してどのくらいの投資であれば、許されるのだろうか。２

年間待って規制緩和の動向がはっきりした段階で、計画の見直しを行う前提で投資計画を

再構築してみたい。 
 

 

この例では、可能性の価値はどのくらいあるのだろうか。また、どれくらいの先行投資

までなら許されるのだろうか。 

今、この研究開発投資から期待される収益の期待値は 88 億円である。規制緩和などによ

る売上増や売上減の可能性が、この期待値を中心として標準偏差(σ)10 億円の正規分布に

従うということが類推できたとしよう。 
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この場合の様に、将来の不確実性を伴う売上や収益の予測において、それらの値の分布

に正規分布を想定するのはそれほど不思議な事ではない。そうすると第 2.9 図に示す様に、

収益がプラスに転じる 108 億円以上になる確率は 2.3％となり、プラスになる可能性は非常

に低いが 0 ではない。更に、経験に基づいてバラツキ(ボラティリティ)を予測して 50％を

得たとしよう。 

さて不確実性を伴う投資において、オプション価値を求めるには第 2.10 図に示すような

Black-Scholes の式が用いられる。無リスク金利を 5％とするとオプション価値を求める５

つのパラメータは全てそろう。 
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株式投資における Black-Scholes の式の５つのパラメータとここで使う不確実性を伴う

場合の投資オプションの 5 つのパラメータを対比させたのが第 2.11 図である。 
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このパラメータを使ってオプション価値を求めると第 2.12 図のオプションの計算式によ

って 21 億円となる。 
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不確実性を伴わない場合の投資計画の収益の現在価値 88 億円にこのオプション価値 21

億円を加えると 109 億円となる。この値は当初の研究開発投資の 108 億円を上回り、この

投資計画は開発を開始しても採算が取れることになる。（第 2.13 図参照）この研究開発投

資の 108 億円は金利 8％で 10 年間で割り引くと現在価値 49.8 億円となる。これはプロジ

ェクト A の研究開発投資の現在価値に他ならない。 
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最初に現在価値法で求めたプロジェクト A の投資計画は収益がマイナスとなり実行すべ

き案件ではなかった。しかし、将来 2.3％の確率で、収益がプラス側におよそ 25％程度拡

大する可能性がある場合には、このプロジェクトを実行してみる価値が出てくる。これが

オプション価値で、研究開発を開始して 2 年経ってもっと将来の可能性がはっきりした時

点で改めて収益評価を行ない、もし収益性がプラスになる可能性が無くなったらその時中

止すれば良い。それまでの投資コストはオプションの価値であり、可能性に賭ける権利金

だったと言う事ができる。これがオプションを用いた投資評価と撤退の判断である。 

 

 

2.9 バラツキとオプションの関係 

プロジェクト A で不確実性が存在し、収益予想にバラツキがある時、オプション価値が

発生する事を見た。バラツキはオプションの世界ではボラティリティと呼ばれる。これは
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正規分布の標準偏差とは 

  ボラティリティ＝σ・√T 

の関係にある。一般に株式市場では株価のバラツキの期間から T を求める事ができる。し

かし、プロジェクト A のような場合には収益のバラツキの期間を特定する事が難しい。そ

こで何等かの方法によりボラティリティと標準偏差σを結び付けてやる必要がある。現状

ではプロジェクトの正味現在価値の大きさや投資の規模から試行錯誤により決める必要が

ある。 

この様にして求めたボラティリティが 50％になった時、オプション価値を加えると収益

予想が投資額を上回り、プロジェクト実行の可能性が見えてきた。 

それでは次にバラツキ(ボラティリティ)とオプション価値とはどのような関係があるの

だろうか。バラツキは不確実性を表す。バラツキが大きいとオプション価値は大きくなり、

バラツキが小さいとオプション価値は小さくなる。自分で将来を予測しながら考えてみれ

ば直感でわかるが、将来の可能性が大きく振れる場合は上手く行く可能性も大きいが失敗

する可能性も大きい。将来が予測しにくい。それだけ不確実性が高いと言う事ができ、リ

スクも当然高くなる。これは即ちオプション価値が大きくなる事を指す。反対に将来の可

能性がある程度はっきりしている場合には、予測がつきやすく、不確実性が低い。予測可

能であればリスクもそれだけ低い。これは即ちオプション価値が低くなる事を指す。 

プロジェクト A の場合、現在価値は－9 億円であった。プロジェクト A が正の現在価値

を持つためには、9 億円以上のオプション価値があればよい。即ち回収期間にプロジェクト

から得られるネットキャッシュフローが 97.1 億円以上になる必要がある。 
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第 2.14 図はプロジェクト A のボラティリティが 100％、50％、30％の場合のオプション

価値を計算したものである。このオプション価値を初年度へ割り戻した場合、各々20.2 億

円、9.7 億円、5.0 億円となる。これより、オプション価値を加えたプロジェクト A の現在

価値は 

① ボラティリティが 100％の場合…  88.1＋20.2＝108.2 億円＞97.1 億円 

② ボラティリティが 50％の場合…  88.1＋ 9.7＝ 97.8 億円＞97.1 億円 

③ ボラティリティが 30％の場合…  88.1＋ 5.0＝ 93.1 億円＜97.1 億円 

となる。 

第 2.14 図で見たようにオプションを適用する場合は、プロジェクトのネットキャッシュ

フローと不確実性に伴うボラティリティの大きさでプロジェクトの可能性が影響を受ける。

不確実性が存在しても、オプション価値がある一定以上の値でないとプロジェクトの現在

価値の大勢には影響がない。ある程度、ネットキャッシュフローが正負の境にあり、判断

に迷う時、不確実性が高いとオプション価値が判断に大きく関与する。 

プロジェクト Aでもボラティリティが 30％の場合はオプション価値を加えても収益はプ

ラスに転じない。ボラティリティが 50％以上で収益がプラスに転じてオプションの価値が

出てくる。このオプション価値を利用してプロジェクトを開始し、オプション期間が経過

した時に再度、不確実性を評価してプロジェクトをそのまま進めるか中止するか決定する
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事ができる。一般にプロジェクトにオプションが適用可能かどうかは第 2.15 図に示すよう

に現在価値とオプション価値との関係によって決まる。 

 

 
 

 

2.10 マイルストーンによるステップ毎のオプション評価 

前節までで Black-Scholes の公式によるオプション価値の求め方とそれによる評価方法

を示した。本節以降では、投資プロジェクトの進行に従ってマイルストン毎にプロジェク

トの成功確率を設定して、そこでのオプション価値を求めながら追加投資を行うか、撤退

するかを評価判断して行く方法について述べる。 

最初に述べた医薬品の研究開発プロジェクト A の場合、開発に 10 年を要する。医薬品の

研究開発プロジェクトの場合、最初に開発案件としてプロジェクトを開始したものの内、

90％は製品化することなく途中で消えて行く。ほとんどは医薬品としての効能が技術的に

確立できなかったり、毒性が強く薬として採用できなかったりする事による。 

このプロジェクトが途中で失敗する確率を加味しながら、マイルストーン毎に投資のオ

プション価値を評価してこのままプロジェクトを継続すべきかあるいは中止すべきか、も

し継続するならいくらの投資まで許容されるかを、判断しながらプロジェクトを進めて行

く事は、企業の意思決定のし方としては非常に現実的である。 

医薬品の開発プロジェクトでは、動物実験や毒性テストを行う前臨床試験とその後の人
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間に直接、開発中の薬品を投与して効能を確かめる臨床試験に分けられる。更に臨床試験

は健康な人に投与するフェーズⅠテストから患者に投与するフェーズⅢまで 3 段階に分け

られる。これらの各テスト期間は開発プロジェクトのマイルストーンで把握する事ができ、

各マイルストーンにおける技術的な成功確率も過去の経験から概ね把握されている。この

マイルストーンをプロジェクトの継続か中止かの判断の基点とすることができる。この時

点でオプション評価を利用した投資判断の利用が非常に有効である。 

 

第 2.16図はプロジェクト Aの開発期間を計算を簡単にするために 3つの期間に分けたも

のである。プロジェクトの開始から前臨床の終了までと、臨床フェーズⅠの開始からフェ

ーズⅠの終了まで、フェーズⅡの開始から臨床を終了して製品を上市するまでである。各々

の期間を計画では各々２年、２年、６年と想定しており、プロジェクトの開発期間におけ

る各マイルストーンでの技術的成功確率は各々50％、60％、90％とする。 
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このようなステップ型のアプローチの場合のオプションを利用した投資評価には

Black-Scholes の公式の変わりに Cox‐Ross‐Rubinstein の公式を用いる。分かり易くす

るために、Cox‐Ross‐Rubinstein の公式によるオプション評価のプロジェクトを再整理

する。 
 プロジェクト A は開発投資に 10 年を要し、投資額を毎年、2 億円、3 億円、5 億円、 
１0 億円….と計画しているプロジェクトである。10 年たって製品化に成功すると、88.1 
の収益をあげると想定されている。将来の市場環境の変化により、数％の確率で収益が拡 
大して、108 億円になる可能性がある。 
 一方、開発投資は、最初の 2 年間の前臨床テストにおける技術的成功確率が 50％、次の 
2 年間の臨床フェーズⅠの成功確率が 60％、その後の上市までの成功確率が 90％と想定

されている。 
 このプロジェクト A は開発を開始すべきか、中止すべきか。開始するとした時の投資額 
はいくらまでなら許されるのか。 

 

第 2.１図で見たように 88.1 億円の収益ではこのプロジェクトの投資収益性はマイナスと

なり、開発を開始する利点がない。しかし、108 億円以上になる可能性がある場合は、その

見極めがつくまではプロジェクトを進めたい。 
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このオプション価値を含むプロジェクトは開始すべきであろうか、中止すべきであろう

か。この場合は、各ステージ毎の可能性を評価してオプション価値を求め、プロジェクト

を評価する。オプション価値が投資予定額を上回れば投資を行う。技術的に失敗すること

なく次のステップに到達すれば、そこで又、オプション価値を求めて、予定追加投資額と

比較して投資を継続するか中止するか決める（第 2.17 図）。 

 

 
 

ここで求めるオプション価値は第 2.18 図で表される Cox‐Ross‐Rubinstein の公式を

用いて求められる。 
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前節までで見たように、このプロジェクト A はオプション価値として 21 億円あり、オプ

ション価値を加えるとプロジェクトの正味現在価値は正となる。従ってプロジェクトを開

始しても良さそうである。その場合、最初の 2 年間にいくらまでの投資なら許されるので

あろうか。まず、第 2.19 図に示される様に 88.1 億円の収益をこのプロジェクトの基点とし

てプロジェクトを開始するかどうか評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.18 図（続き） Cox-Ross-Rubinsteinによる２項モデルにおけるオプションの価値

投資家がｍ単位の株価Ｓと預金Ｂを持っていた時のオプション価値は

C=mS + B (1)

である。株価の上下に伴い一定期間後のオプション価値は

Cu=Max(0,uS-K),   Cd=Max(0,dS-K) (2)

で表される。ただし、
K:オプションの権利行使価格

前ページより、

Cu=m uS + γ０’B,       Cd=m dS + γ０’B                                       (3)

である。(3)よりmとBを消去する。

m =                   ・ B =                     ・

これを(1)に代入すると

C=                          +                               ・ =                         Cu  +                  Cd ・

これに更に(2)を代入すると

C=                    Max(0, uS-K)  +              Max(0, dS-K)    ・

Cu - Cd
u - d

1
S

uCd - dCu
u - d

1
γ０’

γ０’Cu - γ０’Cd
u - d

uCd - dCu
u - d

1
γ０’

γ０’ - d
u - d

u - γ０’
u - d

1
γ０’

γ０’ - d
u - d

u - γ０’
u - d

1
γ０’

Cox-Ross-Rubinsteinの Formula
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プロジェクトの成功確率が判っているので、この確率を含めて開始時点のプロジェクト

の価値を求めると 

0.115.06.09.0
08.1

1.88
10 =×××  

11 億円となる。更にステップ２の時点での価値は 

7.256.09.0
08.1

1.88
10 =××  

25.7 億円となる。最初の 2 年間の投資予定額はプロジェクト A の投資計画より 

4.4
08.1
3

08.1
2

2 =+  

となる。次の 2 年間の追加投資予定額は、同様に 

2.13
08.1
10

08.1
5

2 =+  

となる（第 2.20 図参照）。 
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これらの値を用いて Cox‐Ross‐Rubinstein の公式により、オプション価値を求めると、 

[ ] [ ]
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10max
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0
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du
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. ・＝






 −

−
+−×

( )
05.1
102.137.25

34.2
05.1

・・＝






 +−  

          3.5＝ ＜ 4.4   

となり、その値は 5.3 億円となる。このオプション価値は当初 2 年間に想定している開発投

資額の現在価値 4.4 億円より大きい。それゆえこのプロジェクトは少なくとも最初の 2 年間

は投資する価値がある。２年たって再度、投資収益性を評価し、オプション価値を計算し

て投資を継続すべきか中止すべきか判断すれば良い。 

プロジェクト A の場合、2 年たっても状況に変化がなく収支計画が 88.1 億円で改善しな

ければ、その後の 2 年間の開発予定投資額はオプション価値を上回る。これは下記のよう

な計算により求められる。 
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まず、第 2 ステージの投資額は 

2.13
08.1
10

08.1
5

2 =+  

となり、その後、上市まで 6 年間の投資額は 

2.46
08.1
10

08.1
10

08.1
10

08.1
10

08.1
10

08.1
10

65432 =+++++  

となる。 

 

ステージ 1 と同じようにオプションの価値を求めると  
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となり、この時点で開発中止となる。それまでに投資した 4.4 億円は可能性を見極めるため

の権利金だったということができる。 

2 年経ったところでプロジェクトＡの可能性が 88.1 億円ではなく 130 億円となったとし

よう。そうするとオプション価値は下記のように計算される。まず、各ステージのプロジ

ェクトＡの現在価値を求めると 
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となり、投資予定額を上回る。そうすると投資を継続すれば良い。 

ところで、もともとのプロジェクトＡの 108 億円以上になる可能性は非常に低かった。

（定量的に言うと 2.3％以下）ましてや 130 億円以上になる可能性は限りなく 0 に近い。も

しプロジェクトＡの現在価値が正になる 108 億円だった場合はどう判断すれば良いのだろ

うか。これも同じくオプションの価値を求めてみる。そうすると 
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となり、この時点で開発中止となる。しかし、全体としてプロジェクトＡが正になる可能

性が残っているので、投資額を削減して継続できるか検討すれば良い。投資額が減るため

プロジェクトＡの現在価値は増加し、オプション価値 7.7 億円は増加の方向となる。投資額

13.2 億円は減るため、この両者の均衡点の値を投資した場合、プロジェクトが成立するか

検討した後、継続や撤退を判断すれば良い。 

このようにして 2 年間可能性を見極めるためにオプション価値以下の権利金を投資する

事により、投資の判断をマイルストーン毎の行うことが出来るし、またその間撤退や中止

の決断を先延ばしする事ができる。これが、マイルストーンを用いたオプション価値の求

め方とプロジェクトの実行可否の評価方法である。 
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第3章  プロジェクト戦略マネジメントにおけるリアルオプションの

位置づけ 
 

元 千葉工業大学 社会システム学部 教授 梅田富雄 

 

3.1 はじめに 

プロジェクトを計画し、遂行するに当たって、当該プロジェクトはどのような特徴を持

っているかについて、十分理解しておく必要があることは、いまさら述べるまでもないこ

とである。プロジェクトの計画・遂行には、システムズアプローチを含む広義のエンジニ

アリング活動が中心となるが、プログラムマネジメントが対象とする企業レベルの事業化

の一部分を構成するプロジェクトであることを認識し、エンジニアリング活動による価値

の創造を行うかに更なる配慮が求められる。一般的にプロジェクトは新たな研究開発業務

から生産システムの運用業務までを含むか、その一部を構成することになるが、プロジェ

クト&プログラムトマネジメンﾄ(P2M)において、プロジェクト戦略マネジメントは､企業戦

略とプロジェクトの関係を明確にし､プロジェクト活動を効果的に企業の価値創造に導入

する仕組みであり、プロジェクトの選択とプロジェク撮を効果的に遂行するための環境整

備の 2 つの仕組みがある、としている。このことの重要性は改めて指摘するまでもないこ

とであり、当該プロジェクトおよび関連するエンジニアリング活動は、それらの諸活動が

含まれる事業化についての企業レベルまたは事業レベルの戦略に基づいて実行される必要

がある。そのためには、事業価値を高めるために、諸活動（業務機能）がどうあるべきか、

についての分析が必要である。従来から、このことは担当者ベースで、プラクテイスとし

ての認識に立って個別に実務が遂行されているが、その背景にあるトータル思考を組織的

に諸活動に結びつけることの重要性はあまり議論されていないように思われる。2004 年 9

月開催のＰＭシンポジウム 2004 において、プロジェクトの計画・遂行に関わる 適政策と

行動規範(プロジェクトマネジメントにおける付加価値 大化原理の提唱)について報告し

たが、ここでは、この視点から､ 近発表した報告 1) や掲載予定原稿 2) を参考にしながら、

初に、プロジェクトの計画・遂行に関わる意思決定の基盤に付加価値の 大化を位置づ

け、正味現在価値に基づくプログラムマネジメントの対象となる各プロジェクトの評価と

プログラムマネジメントにおける企業評価についての意思決定構造のかかわりについて述

べる。次いで、ベルマンの 適性の原理またはダイナミックプログラミング(動的計画法)

を適用してポーターの価値連鎖にもとづく付加価値 大化を図るというコンテキストから、

近注目されているリアルオプション法を取り上げ、意思決定構造との関わりと位置づけ
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について述べることする。なお､P2M 標準ガイドブック３） には、リアルオプションやポー

トフォリオについて記述されており、必要に応じて適宜参考にすることとした。 

 

3.2 パラダイム・価値観とプロジェクト評価 

 

3.2.1 パラダイムと価値観 

プロジェクトの諸活動において、経営方針との関係を満たすべきことは今までも暗黙の

了解事項であり、すべてのプロジェクト担当者にこのことを徹底させるために、特別の対

応をとる必要はなかった。しかしながら、社会の成熟化とともに人々の価値観が多様化し、

暗黙の了解の意味することが、理想的な内容で共通の理解がなされ､望ましい行動に繋がら

なくなってきた状況が多く見受けられるように思われる。このことに関連して、伊丹・加

護野 4) による次のことを引用したい： 

「パラダイムの共有のためには、価値観の共有が必要な場合が多い。また価値観の共有

のためにも、パラダイムの共有が必要である。価値観は、それが大切だからというよりは、

それが大切な理由が納得されるほうが、内面化されやすいからである。・・・同じことは、

価値観と規範、パラダイムと規範に関しても言える。規範も、それを支える価値観、その

根拠となるパラダイムが共有されているときに、内面化され、共有されやすい。また、行

動規範が共有されているときには、その背景にある価値観や世界観も共有されやすい。」

なお、価値観の生成に関して、成功体験が価値観となって共有される源泉となるためには、

体験の言語化が必要である。言語化された理念が成功体験によって裏づけられているとき、

その価値観は強固なものとなり、共有の可能性も高くなる。またパラダイムの生成は、価

値観、日常の仕事、現象を通して接触をもつ人々のタイプなどの背景に依存する。企業に

おいて行動している環境においては、日常的経験の場で、モノと技術の影響、市場の影響、

経営システムの影響、具体的な手本などがパラダイム生成に影響を及ぼす。企業で求めら

れる価値観とパラダイムの共有化には、わかりやすくかつ理想を感じさせる言語での表現、

具体的行動の共有、象徴の共有、教育などが関わりを持つといわれており、プロジェクト

の諸活動においても､望ましい価値観やパラダイムの共有化が必要であり、具体的に自律的

な行動がとれる言語化された規範や現状に合致した手法の積極的な採用などが必要である

と考える。 
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3.2.2 プロジェクト評価の行動規範 

プロジェクトの評価に関わる行動は､評価対象によって異なり、意思決定に必要な手法を

選択し、それらに基づく定性的または定量的な数値によって、個別に評価されるので、従

来の規範に従って伝統的な方法を採用することが多い。しかしながら､従来良く使われてい

る評価方法では、不確実性が高いプロジェクトに対して適用しにくいことを理解すると、

従来の認識を改めて、新たな評価方法をとることがより望ましい行動に結び付けられる可

能性が生まれ、あらたな規範として関係者間で共有化することになる。この間、関係者の

価値観の変換がなければ、新たな概念の理解やその適用に関する必要性を感知することは

困難である。ここで取り上げているリアルオプション法もこのような視点から新たな規範

をつくることにも結びつけられるものと考える。 

 

3.3 経営とリンクした活動の必要性を示す事例 

プロジェクトの諸活動はエンジニアリング企業を例にとれば、計画、設計、詳細仕様決

定、機器調達、建設、運転などに経営とリンクした活動をとることが必須であり、それぞ

れの段階において、多くの事例があげられるが、ここではプロジェクトを創出するための

フィージビリテイスタデイ業務に関する事例をあげることにする： 

フィージビリテイスタデイ業務において、代替案の創出には専門知識が必要であるが、

それらの評価に当たって、投資利益率などの指標に基づく順序付けが行われ、これに技術

的な実現可能性などを感覚的に評価し、総合的な判断を行っている。しかしながら、当該

評価問題が事業化計画のために設定されたものであり、事業化に関わる個別の状況を反映

した評価を行うことが必要である。将来の市場動向、競争環境などがどのように変化する

か、不確定な状況のもとで、事業化に向けて望ましい結果が期待できそうなものを複数案

の中から選択するためには、従来の評価方法では不十分であり、事業分析や評価を実施す

る必要である。運用段階で不確定要素が強い場合にも段階を踏んで、逐次、設備の増設を

行うことなどを検討することも必要である。従来から設備投資に関する単純な評価指標と

して広く使われている、内部利益率法、投資利益率法、回収期間法などは、将来の状況変

化があまりなく､経営の意思決定の中にプロジェクトの大幅な変更、中断、撤退などを考慮

しなくてもよい場合に限られて利用可能であり、キャッシュフローを取り入れ、価値の時

間的変化を考慮した DCF に基づく投資利益率（DCF Rate of Return）などで特に問題にな

っていなかった。しかしながら、変化が激しく将来の動向が予測しにくい現状では、不確

定性を織り込んだ指標、例えば、変化への対応策を考えたシナリオを想定し、戦略的な要

素を取り込んだ期待キャッシュフローを、正味現在価値法（NPV）を適用して求めること
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も考える必要である。戦略シナリオによって主観的に仮定した数値を使う以上、感度解析

を合わせて行うことが求められる。主観的なシナリオ基準の考え方の代わりに、モンテカ

ルロ法を組み合わせたDCF法を使うことで確率的な意思決定問題に変換することも可能で

あると考えられる。しかしながら、DCF に関わるロジックそのものは有益であるが、この

ようなアプローチは後述するリアルオプションについて適用する必要がない場合か、適切

な割引率を推定すること可能な場合に限られており、便宜的な方法であることを十分認識

しておく必要がある。5) なお、モンテカルロ・シミュレーションはプロジェクトの特性が

不明で、投資に変わる変数間の関係を感度解析できない場合に適用することになる場合が

多いと思われるが、結果として得られる分布の解釈ができないことに繋がる点に注意する

必要がある。 

ここで、企業の経営戦略とリンクした新しいアプローチであるリアルオプション法につ

いて少し触れることにしたい。次のような記述は後の議論に参考になると思われるので紹

介する：｢ボトムアップの見地からは、リアルオプション・アプローチはプロジェクトのリ

スクの総計を知る枠組みと企業のリスクのエクスポージャーを管理する仕組みを提供する。

また、プロジェクトの 前線で不確実性がどのように企業価値に影響を与えるのかについ

て分析するうえで、透明性を高める。その情報は、経営陣がビジョンを描くのに役立つ｣6) 

プロジェクトの評価を行うに当たり、将来の状況変化に対する規模の変化を伴う続行、中

断、撤退などの 終的な意思決定は経営陣に任されているはずであり、このことを前提に

すれば、そのための意思決定構造を明確にしておく必要がある。これについては後で取り

上げることとする。 

 

3.4 企業と付加価値創造活動 

先の事例が示すように、企業に知って望ましい状況対応が取れるためには、その背景に

ある原理的な事項について理解しておく必要があると考える。そこで､企業とはいかなる存

在であるかについて振り返ってみることにしたい。 

 

3.4.1 企業の存続 

プロジェクトの諸活動は企業活動の一部を構成しているので、企業が存続することに貢

献できる活動であることが求められる。企業が継続的に存続するためにはどのような条件

が必要か、このことについて、伊丹・加護野 4) は、”経済体としての企業は、技術的変換と

いう仕事を行い、それによって付加価値という成果を生み出している存在である。“と説

明している。製造業でもサービス業でも企業の仕事の中核をなすものは技術的変換であり、
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例えばプロジェクト関連業務であれば、必要な資材や設備構成材料を市場から調達し、こ

れにエンジニアリングなどの経営資源を投入として､システムや設備の計画・設計・建設を

通して、より付加価値の高い成果物を作る一連の作業は「技術的変換」である。また「付

加価値」とは、企業が作り出した製品やサービスの売上高から必要なコストを差し引いた

額であり、この差額がプラスであり続けることが企業を継続して存続させる条件になる。

企業は市場の動向を知り、必要な技術の開発を行うことで、新たな製品を市場に出すこと

ができるが、そこには情報と知識の創造、蓄積、資金の調達、蓄積が必要であり、このよ

うに、技術的変換、情報の創造と蓄積、資金の調達と資本の蓄積などが必要であるが、こ

れらを行うのは企業に働く人々である。したがって、プロジェクト業務の遂行に当たり、

状況変化を認知し、効率的に状況対応ができ、効果をあげられる人材の育成が求められる。 

先ほどの事例に関していえば、状況変化に対応した例えばリアルオプション法の採用な

どによる経営者への意思決定支援ができるような人材が求められている。 

 

3.4.2 価値連鎖 

いままで企業は付加価値を創出する組織体であることを述べてきたが、情報の創造と蓄

積、資金の調達と資本の蓄積などによって技術的変換を行うに当たり、組織体では、複数

の専門家が協同して企業活動を行う必要がある。一人の経営者がすべての作業を行う極め

て小規模の企業は存在し得るが、多くは複数の技術的変化を担う専門家で組織を構成し、

組織学習を実施しながら、絶えず変化する状況に対応している。プロジェクトの諸活動に

おいても生産設備の計画・設計・建設に関わる業務を専門家が分担し、技術的変換を通し

て企業に貢献している。これらのすべての業務の遂行に当たり、各自が担当する作業はイ

ンプットをアウトプットに技術的変換を行うことになり、すべての関係者が一連の活動の

連鎖を通して付加価値を創出することになる。専門領域に基づく複数の人々によって構成

される組織の機能としても付加価値を創出することが必要であり、一連の組織活動が付加

価値を生み出す連鎖反応によって 終的なマージンが生み出される。このことに関連して、

M.E.ポーターの提案した価値連鎖の概念 7) は広く適用され経営戦略として欠くことのでき

ないものになっている。その要点は、一般的な生産活動では、”原材料の調達から製造を経

て、消費者に製品が届くまでの一連の活動連鎖によって付加価値が生み出される” ことで

あり、プロジェクトの諸活動では、”プロジェクトの計画・設計・調達・建設(または開発)

を経て、所定の成果物を作り上げる一連の活動連鎖によって付加価値が生み出される” こ

とである。 

これをバリューチェーン(価値連鎖)と呼んでいる。価値連鎖は製造に直接関わる主活動と
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それらへの人的資源、技術、情報などを提供する支援活動およびマージンから構成される。 

(第 3.1 図､第 3.2 図、参照) 

この概念は M.ポーターによって産業組織論の枠組みに即して提唱された戦略計画論であ

り、理解しやすく、製造業以外の場合にも適用可能である。しかしながら、具体的な活動

に関する行動規範の導出などへの適用方法については詳しい言及はなく、具体的な行動指

針に結びつく方法論は展開されていない。価値連鎖活動全体を通して付加価値の 大化を

図る必要性は強調されており、それぞれの活動段階において付加価値を 大化する局所

適化の積み重ねを実施することと解釈され、このために実行し易い形になっているという

ことができる。価値連鎖全体としての 適化については、定性的にその必要性は理解され

るが、具体的な全体 適化の方法はいままで議論されてこなかった。1) 2)  

 

 

第 3.1 図  プロジェクトにおける価値連鎖 

出典：進藤･越島・梅田 PM 学会 200１年春季研究大会発表論文 
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第 3.2 図 生産システムにける価値連鎖 

（製品ライフサイクル全般をカバーするバリューチェーン）出典：越島・須藤・梅田 エコデザイン

2004 シンプジウム予稿集 B5-2 (2004) 
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プロジェクトの諸活動において、”プロジェクトの計画・設計・調達・建設(または開発)

を経て、所定の成果物を作り上げる一連の活動連鎖によって付加価値が生み出されること”

を実現するためには、設備発注側が受け取る成果物は、製造に直接関わる主活動（生産に

おける価値連鎖活動）を通して付加価値が創造される設備であることが認識され、生産に

当たっては、この目的に沿ってプロジェクト諸活動が価値連鎖の主活動として行われるこ

とが前提になる。この前提を実現するのは、プロジェクト受注側における人的資源、技術、

情報など側面からの支援活動が必要である。 

したがって、プロジェクト案件の発注側、受注側の双方にとって、生産設備の計画・設

計・建設段階とその後の生産設備の運用による生産活動段階のそれぞれの活動において付

加価値の 大化を求める必要がある。発注側の製造業では、生産設備を運用して付加価値

を生み出す活動は典型的な価値連鎖に関わる主活動に相当する。一方、受注側のプロジェ

クト活動では、生産設備の設計・建設に関わるエンジニアリングなどを通して付加価値を

生み出すことになる。プロジェクトライフサイクルに沿って、計画の初期段階から生産設

備が完成する形で成果を出す 終段階までの一連の価値連鎖の主活動を通して、付加価値

の 大化をはかることが求められる。（なお、製造業で建設または開発プロジェクトを独

自で遂行する場合には、プロジェクト諸活動は価値連鎖に関わる支援活動に対応する。） 
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3.4.3 付加価値の最大化 

生産設備の計画・設計・建設段階とその後の生産設備の運用による生産活動段階におい

て、それぞれの活動における付加価値の 大化を求める必要があることを述べたが、具体

的にどのような方策でこれを実現したらよいか、については M.E.ポーターは明確な方法を

提案していない。一連の価値創造は生産活動では、主としてリニアーな生産要素の結合の

上で行われており、生産設備を構築する一連の活動では、プロジェクトライフサイクルを

通して行われている。このことに注目すると、多段プロセスにおける全体 適化を求める

方法に関連が深いことに気づくはずである。代表的なものに、R.ベルマンの 適性の原理

8) があげられる。リニアーな多段プロセスにおける全体 適化を求める方法として、すで

に 1950 年代の終わりに提案され、動的計画法としてアルゴリズムが開発され、次元の少な

い問題に適用された。しかしながら、工学系の非線形 適化問題にはその後コンピュータ

の著しい能力拡大により、工学計算にはあまり利用されなくなってきた状況にある。この

ような状況にもかかわらず、 適性の原理は概念としてきわめて重要なものであり、適切

な解釈を付け加えることにより、種々の 適政策に有益な示唆を与えてくれるものと考え

られる。 

適性の原理は「 適政策は、初期の状態と初期の決定がどのようなものであっても、

残りの部分の決定は、 初の決定によってもたらされた状態に関して、 適政策を構成し

なければならない。」というもので、ここでの課題に対しては付加価値を目的関数にして、

リニアーな生産要素の結合された生産システムの各段階のインプットとして設定された状

態変数に関して、決定変数を全体の付加価値が 大になるように決めることになる。各段

階で複数の状態変数が設定され、これらは想定されるインプットの状態変化の範囲を示し

ており、計画時点における代替案の想定に関わりを持つことになる。計画時点では 適な

代替案が選択されているが、運用時点では計画時とは異なる状況が生じるため、各段階の

インププットの状態変数が変化し、これらに対応して決定変数を変化させる必要がある。

すでに計画時に想定された変化幅の範囲であれば、該当する代替案の 適政策は既知であ

るから、直ちに利用可能となり、運用の付加価値 大化が実施できる。 

 

 

 

3.4.4 マルチプロジェクトにおける付加価値の最大化 2),9) 

今まで述べたことをメッセージとして定性的な表現を用いると次のようになる： 

適性の原理に従って、価値創出の多段プロセスの付加価値 大化問題として認識する
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と、 

第 3.3 図 マルチプロジェクトにおける価値連鎖 

(上位レベル：支援活動、下位レベル：主活動) 

プロジェクト(1)主活動

プロジェクト(2)主活動

プロジェクト(N)主活動

支援活動

割引率

（上位レベルから） （上位レベルへ）

正味現在価値

上位レベル

下位レベル

 

“企業経営にリンクしたプロジェクト諸活動は、 適性の原理を適用して付加価値を 大

化することである”、と理解することができる。このことをマルチプロジェクトについて

述べることにする。企業が付加価値を 大化するに当たり、エンタープライズプロジェク

トマネジメントの視点から、企業の諸活動はプロジェクト活動として取り扱う立場をとる

と、複数のプロジェクトでは、それぞれ主活動を通して付加価値の 大化に繋がる活動を

行い、これらを企業として技術、経営資源、情報システムなどを提供する支援活動によっ

てプロジェクトを支援することになる(構造的な表現：第 3.3 図参照)。 

したがって支援活動の立場からその支援内容がどのようなものであっても､主活動にお

いては、それぞれのプロジェクトに与えられた制約条件のもとで付加価値の 大化を図る

必要がある。例えば経営資源が潤沢に供給されない場合においても現在の業務に関わる意

思決定は､その後のプロジェクト完了までの全体を通して付加価値が 大になるように行

われる要があることになる。 
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3.5 プロジェクト戦略マネジメントにおけるプロジェクト評価 

 

3.5.1 プロジェクト評価の方法 

企業は、継続して利益を確保することによって長期にわたる企業運営が可能になる。そ

のためには、継続的に付加価値 大化を実現する必要があり、長期にわたる投資によって

新らたな事業展開を行うことが求められる。将来にわたって適切な投資によるリターンが

継続して得られることが必要であるが、企業の内部状況と競争関係や市場動向などの外部

環境条件によって投資には種々のリスクを伴う。プロジェクト評価に当たって、これらの

企業の内部、外部の条件を考慮した意思決定を行い、リスクとの関係を把握することが求

められる。プロジェクトの成立条件には、技術的条件と経済的条件を主として、そのほか

に政治的安定や信用に関わる条件などが整っている必要があり、リスクマネジメントも含

め、種々の対処方法が検討されることになる。J.C.Mun 10) が述べているように「プロジェ

クトのリアルオプションを評価するために、次のような仮定が必要である。第一に、営業、

技術、市場、等々の要因には、不確実性と変化が付き物であるということ。そして､プロジ

ェクトや企画の価値を左右するのは、これらの不確実性であるということ。さらに､経営の

柔軟性が存在する。すなわち､時間の経過につれてこれらの不確実性が解消すれば行使でき

るような戦略的なオプションを経営陣が持っているということ。 後に、これらのオプシ

ョンを実行することが 良の策であることが明らかになったときには、それらを実行する

能力にのみならず、進んで実行する意欲を持っていること。すなわち､生み出される付加価

値が、負担するリスクと少なくとも比例したものであるときに、その戦略を実行できるだ

けの分別を経営陣が持っていると仮定しなければリアルオプションは使えないのである。

このような戦略的価値を無視すれば､プロジェクトの価値をはなはだしく過小評価してし

まう結果になる」、リアルオプションの効用は、このような種々のリスクの源泉である不

確定性への柔軟な対応の手段として、延期、中断、縮小、拡大、撤退など、意思決定に多

様なオプションを持つことができることである。プロジェクト評価に先立って、当該プロ

ジェクトの特徴を理解することが求められる。そのために例えば SWOT 分析を行う必要が

ある。また評価に当たって、リスクや不確定性の状況を予測し、不確定性の高低によって

適切な評価方法を選択し、プロジェクトそれぞれの異なる状況を反映させる必要がある。 

 

3.5.2 プロジェクト評価のための意思決定構造 2) 

新規事業開発に関するプロジェクトを立ち上げ、収益構造を安定化していくための将来

計画は、未来の状況を予測しがたい状況を考えると、関連する投資についての意思決定に
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フレキシビリテイを持たせる必要があり、企業環境を考慮し、経営とリンクした付加価値

大化を目的とした経営の意思決定を予想される状況に合わせて、フレキシブルに行うた

めには、リアルオプション法を適用して意思決定を行うことが妥当であると考えられる。

それぞれのプロジェクト評価については、予想される将来動向に合わせてそれぞれのプロ

ジェクトが自由に意思決定を行うことは許されないはずであり、先に触れた正味現在価値

法（以後 NPV を使用）に費用や利益率の不確定性を考慮したプロジェクトの評価を行うこ

とが実際的であると考えれば、企業の立場でリアルオプションに基づく評価を行い、プロ

ジェクト間の協調をはかる役割を果たす立場にかかわる者が投資に関する意思決定の方向

を反映させるために費用や収益率の不確定性を考慮する方法や数値を当該プロジェクトに

与えて評価させれば、経営の意思を反映させたプロジェクト評価が行えることになる。ま

た、正味現在価値に投資のタイミングを遅らせることによる投資機会すなわち投資オプシ

ョン価値を投資の全費用を計算する方法で、現在か将来のある時点で投資するか、を決定

するアプローチも考慮に入れることができる。そのために、コーポレート・レベルとプロ

ジェクト・レベルの 2 階層での意思決定構造を設定する必要があると考える。(第 3.3 図参

照) 前者を、プログラムマネジメントを行う立場で企業の付加価値 大化を目的として、

全てのプロジェクトについての経営資源の 適配分を行う上位レベルに位置づけ、後者を、

プロジェクトマネジメントを行う立場で当該プロジェクトの付加価値の 大化を目的とし

て、フィージビリテイスタデイに関わる評価を行う下位レベルと位置づけることにする。

上位（コーポレート）レベルからは投資に関わる費用や収益率の不確定性を考慮する方針

や数値を下位レベルに与え、下位（プロジェクト）レベルからは評価結果を上位レベルに

報告する役割を持たせることとする。上位レベルでは、報告された内容に対してリアルオ

プションによる評価を行い､それぞれのプロジェクトに関する計画の実施や変更（規模の縮

小、拡大、中断、延期）などの適切な経営の意思決定に結びつける。ここで述べた意思決

定構造は、先にあげたポーターの提案したバリューチェーン(価値連鎖)と関連づけられる。

プロジェクトの諸活動では、”プロジェクトの計画・設計・調達・建設(または開発)を経て、

所定の成果物を作り上げる一連の活動連鎖によって付加価値が生み出される” ことである

が、価値連鎖は製造に直接関わる主活動とこれを人的資源、技術、情報など側面からの支

援活動およびマージンから構成されることを既述した。価値連鎖活動全体を通して付加価

値の 大化を図るにあたり、価値連鎖の支援活動として、プロジェクト計画の実施によっ

て成果物である製造設備が作られる。この設備では価値連鎖の主活動（生産活動）を通し

て付加価値が創造される。これを実現するために、プロジェクトに対して、人的資源、技

術、情報などコストを必要とする支援活動が必要である。意思決定構造をまとめると、上



 294

位レベルでは、支援活動として、リアルオプション法に基づき、不確定性に対応したフレ

キシビリテイと支援活動に必要なコストを考慮して、それぞれのプロジェクトに経営資源

の投入の可否や程度を決定することになり、下位レベルでは、主活動として、投資に関わ

る費用や不確定性を考慮する方針が与えられ、これらに基づいて、それぞれのプロジェク

ト評価を行うことになる。上位レベルでの意思決定はプロジェクトへの投資に影響し、リ

アルオプションに基づく経営上の判断は、意思決定の結果によって決められる次期の付加

価値創出活動に影響するにことになる。一方下位レベルにおいては上位レベルでの意思決

定がどのようなものであっても 適性の原理に従ってプロジェクトにおけるそれ以降の活

動は全体として 適であることが求められる。両者は相互依存の関係にあることを十分認

識しておくことが必要である。将来のオプション価値を価値連鎖における付加価値支援活

動として決定することで、プロジェクトは存続、中断などの影響を受けることになる。存

続の場合には付加価値を 大化する主活動を通して企業にとっての将来の必要なマージン

を獲得することになる。中断の場合には企業として新たなプロジェクト案を創出し､評価す

ることになる。 

 

3.5.3 プロジェクト・ポートフォリオとリアルオプション 2) 

コーポレート・レベルで、プロジェクトへの資源配分を行うに当たり、企業を取り巻く

外部環境と企業内部の状況を分析する必要がある。外部の環境変化について､企業及び当該

プロジェクトの問題との関わりを理解し、対処しなければならない。俊敏に外部の環境変

化に対応していく企業はアジルな企業とでも言える特徴を持ち、プロジェクトにおいても

同様の対応が求められている。第 3.4 図は､このような視点からまとめられたものである。

11)  リアルオプション・アプローチは、経営戦略の立案に役立ち、リスク管理によって価値

を生み出す機会を特定し、その価値を算定するものである。この分析手法を必要とする状

況は、次のようにまとめられている：12) 

（1） 条件付き意思決定が必要な場合、他のアプローチではこのような状況を評価すること

ができない。 

（2） 不確実性が大きく、負荷逆投資を行って失敗するよりは、更なる情報を待ったほうが

賢明と判断される場合。 

（3） プロジェクトや企業の価値が、現在のキャッシュフローよりも将来の成長オプション

を反映していると思われる場合。 

（4） 不確実性が大きく、柔軟な対応を考えなければならない場合、リアルオプション・ア

プローチだけが柔軟性を持った投資計画を正しく評価することができる。 
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（5） 将来において、プロジェクトの更新や修正が予想される場合。 

 

第 3.4 図 プロジェクトの不確実性対応 

出典 G.Chin “Agile Project management” 

プロジェクトの不確実性(外部から内部へ）

Internal Uncertainties

内部の不確定性

・Technical obstacles

(技術的な障害)

・Project Plan changes:

(プロジェクト計画変更)

・Schedule

(スケジュール)

・Scope

(スコープ)

・Resources

(資源)

・Trade-offs and decisions

(トレードオフ・意思決定)

External Uncertainties

(外部の不確定性)

・Changing customer requirements

(顧客要求事項の変更)

・Competitive moves

(競争状況の変化)

・Changes in the Industry-specific  

business environment

（産業・特定ビジネス環境の変化）

・Business strategy changes

(ビジネス戦略の変更）

 

 

 

プログラムマネジメントの対象となるプロジェクトとしては、上記のリアルオプション

による評価を必要とするプロジェクトと従来通りの正味現在価値に基づく評価が妥当なプ

ロジェクトが共存するため、それらの評価も一律に同じである必要はない。すでに決定さ

れ事業の中核をなしているプロジェクトで安定的に運営されているものは従来型の評価で

よいが､状況変化が激しく、突然起こった場合などには構造的な変化に対応することが求め

られる。したがって実際の評価は、プロジェクトマネジメントとプログラムマネジメント

の立場と役割の違いを再認識し、具体的な方法を選択、利用することが重要である。意思

決定構造に基づく評価は、上位、下位レベルの 2 階層で行われることになる。下位レベル

でのプロジェクト評価は、上位レベルからの所与の条件にしたがって正味現在価値を 大

化する目的でプロジェクト評価に関わるデータを整え､上位レベルに報告することになる。

上位レベルでの評価は、プログラムマネジメントとして安定的な収益を確保するために､利
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用可能な資本の枠内でトラッキングポートフォリオを作り上げ、リアルオプション価値を

求め、投資計画を策定することになる。一般に、2 階層レベルでの評価方法(2 レベル・アプ

ローチ)は、階層間での情報のやり取りとそれらに基づく繰り返し計算が必要である。2 レ

ベル間を媒介する繰り返し計算の独立変数として、リスクを考慮した収益率(割引率)または

資本コストを当てることで、計算結果の解釈が理解しやすくなると思われる。先に第 3.3 図

に示した 2 階層レベルの評価構造で媒介変数を使うに当たって、先に指摘した通り、一部

に便宜的な扱いになるが、ロジックとしての NTV の有益性を重視したことと、上位レベル

での意思決定にはリアルオプションに関する扱いが妥当なプロジェクト案件に関してはそ

のことを織り込んだ意思決定が行われることを前提にしている。両レベルでの情報交換を

通して収束した結果が重要であり、その間の計算過程で便宜上の割引率は、ある程度適切

な値に推定されるはずである。 

プロジェクト・ポートフォリオの視点から、評価方法の適用を適切に行えるように、対

象プロジェクト群を分類することは､NTV 法とリアルオプション法の適用対象を区別して

評価することに繋がる。一例として、Wheelwright & Clark 13) の提案した第 3.5 図は、種々

のプロジェクトを統合化した計画を策定するステップと合わせて、プログラムマネジメン

トを行う上で参考になると思われる。 

製品開発プロジェクトの統合化計画のステップは次のようになっている： 

（1） プロジェクトタイプを定義する 

ブレークスルー(既存とは異なる製品やプロセス)、 

プラットフォーム(新規の材料やプロセスは含まないが従来のものとは異なる)、 

デリバテイブ(既存の製品、プロセス)、 

R&D(新材料、新プロセスの開発、ノーハウの確保) 

パートナーつき(上記 4 タイプに分類可能) 

（2） 既存のプロジェクトをタイプ分けする。 

（3） 過去の経験に基づいて、各プロジェクトの期間、必要なリソースを見積もる。 

（4） 既存のリソースのキャパシテイを明らかにする。 

（5） 望ましいプロジェクトミックスを決める。 

（6） 既存オリソースが支援できるプロジェクトの数を見積もる。 

（7） 特別に推進する必要があるプロジェクトを決める。 

（8） 開発能力を改善するために作業をする。 

 

このようなステップでプロジェクトタイプを決めた後、現実に必要なコストなどを把握
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し、 

第 3.5 図 開発プロジェクトのタイプ分けと評価方法 

出典：D.Pennypacker”Project Portforio Management”p.374(1999) 
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次世代コアー
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ロ
セ
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多
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プロジェクトの評価を行うことになるが、プラットフォーム、デリバテイブの両タイプに

対して NTV 法、R&D、ブレークスルー・タイプに対してはリアルオプション法を適用す

ることが妥当であると考える。パートナーつきに分類されるプロジェクトは戦略的な視点

から評価方法に係わらず実施の可否が決められるはずであり、別扱いすることになる。 

情報システムの開発に関しても同様の評価方法を使うことができると考えられる。例え

ば、1 投資対象の開発業務において技術的な見通しが定まらず、開発途中での中断や延期が

あり得るプロジェクトは、R&D に類似の分類が可能であり、一方、ハードウエアの増強に

よって処理効率の向上を図る業務が中心になっているプロジェクトに対しては、デリバテ

イブと類似の分類とすればよい、と考えることができる。これらを企業の内、外部におけ

る不確定性の大小で表示すれば、第 3.1 表のようになる。 
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第４．１表 プロジェクト評価の方法

NTV法リアルオプション法

技術的対応に

不安要素が少ない
経営資源の

充足は可能

リアルオプション法リアルオプション法

技術的対応に

不安要素が多い

経営資源の

充足が困難

市場動向、競合関係

技術動向など

不確実性が低い

市場動向、競合関係

技術動向など

不確実性が高い

外部環境

内部環境

 

 

 

3.5.4 ダイナミックプログラミングに基づくリアルオプション 

先に付加価値を 大化する方法として 適性の原理を使用し、プロジェクトに関わるメ

ンバーの行動規範について説明したが、ここで同じ原理による確率的な考慮を含む離散的

意思決定問題としてリアルオプションを取り上げることにする。プロジェクト＆プログラ

ムマネジメントに関係者は､コーポレートファイナスやリアルオプションの専門家ではな

いことが多いと思われるので、種々の経済性評価と意思決定について専門家と同様の知識

を持つことは期待されていないとすれば､ 小限の範囲で不確実性を伴う問題に対して、柔

軟性を持って意思決定を行うことができればよいと考えることにする。 適性の原理はア

ルゴリズムとしてダイナミックプログラミング(動的計画法)を導出しており、これに基づく

リアルオプション法について､不確定性のもとでの投資問題を取り上げ、ベルマンの再帰方

程式を表す方法について紹介する 14)。 

 

簡単のため、2 期間モデルを取り上げる。(第 3.6 図)  

今期(0 期)に工場建設に I を投資して生産を行うこととする。今期の生産物価格を P0とし次

期には、確率 q で( 1 + u )P0、確率( 1– q )で( 1 – d )P0となる。V0 を投資を行った場合の

NTV とすれば、 

V0 = P0 + [q ( 1 + u )P0 + ( 1 – q )( 1 – d )P0]*[ 1 / ( 1 + r ) + 1 / [( 1 + r )*( 1 + r )] + ・・・] 

= P0 + [1 + q ( u + d ) – d ]P0*[ [ 1 / ( 1 + r ) / [ 1 – 1 / ( 1 + r )] ] 

= P0 [1 + q ( u + d ) – d]* ( 1 / r ) 

ただし r ,( r > 0 ) は金利とする。 

もし、V0 > I ならば投資を行い、V0－I の価値を得ることができる。V0 < I ならば投資を

第 3.1 表 プロジェクト評価の方法 
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行わず、なんら価値を得ることはできない、V0 = I ならば投資をすることと、しないこと

は無差別であり、価値は得られない。 

 

第 3.6 図  1 期の 2 項モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期、投資を行わなければ、以後永遠に行わないと仮定すると次式が成り立つ： 

       Ώ 0 = max [ V0－I , 0 ] 

次に、今期投資するか、または今期投資せずに待ち、1 期時点でベストな選択(投資するか、

しないか)を決めることにする。1 期から先は状況が変化しないと仮定すれば､1 期以降に投

資を延期することはない。1 期における状況を考慮すると、次式のようになる： 

0 期には投資せずに待つ、という選択をしたとすれば、 

確率 q で、P1は( 1 + u )P0 ; 確率 ( 1－q )で、P0は( 1－d )P0 の値をとることになる。 

価格は 2 期以降このままで推移すれば,今時点における NTV は次のようになる： 

V1 = P1 +P1* [ 1 / ( 1 + r ) + 1 / [( 1 + r )*( 1 + r ) ] + ・・・] = P1 ( 1 + r ) / r   

価格の上昇、下落に関わらず V1 > 0 の状況下で投資すれば、次式が成り立つ： 

       F1 = max [ V1－I , 0 ] 

現在と1期後の2項モデル

正味現在価値NTV 
= I v – I > 0
ならば投資

キャッシュフローCu

オプションの利得 0

オプションの利得

(Cu + Pvu) / [( Iv – I) * ( 1 + Rf )]

1期後現在

オプションの利得？

キャッシュフローCｄ
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この式は将来の 適な意思決定に基づくので継続価値と呼ばれる P1 から計算されること

になるので、V1、F1は確率変数になる。 

0 期で利用可能な情報のもとで行われる意思決定の期待値(期待継続価値)を E0 とすれば、 

E0[F1] = q*max [ [( 1 + u )P0( 1 + r ) / r]－I, 0 ]   

+ ( 1－q)max [ [( 1－d )P0( 1 + r ) / r]－I , 0 ] 

ここで 0 期に戻ってみると、2 つの選択肢：直ちに投資して V0－I を受け取りか、投資を

行わず 上記の期待継続価値 E0[F1]を得るか、である。しかし継続価値は 1 期時点のもので

あり､0 期で比較するためには、1 / ( 1 + r )を掛けて割り引く必要がある。 適な戦略は高

い価値のほうを選ぶことであり、したがって次式が成り立つ： 

       F0 = max [ V0－I , E0[F1] / ( 1 + r ) ] 

これまで述べた考え方は、ダイナミックプログラミングの本質的な考え方に基づいており、

先行きの全ての意思決定を、2 つの意思決定（現在の選択と先行きの決定）に分けることが

できることを示している。 

以上の結果を有限多期間の問題に拡張すれば、次のような、ベルマンの再帰方程式になる： 

Ft－1= max [Π(x t-1,u t-1) + Et-1[F t] / ( 1 + r ) ] 

終時点において、FT  = Ώ T (x T ) が決められ、必要な計算はダイナミックプログラミング

の手順に従って将来の時点からスタートして現在まで遡って行うことになる。この式の意

味するところは、時点 t における事業の価値は､期間(t, t +1)における操業利益と、時点 t+1 

以降における事業の継続によって得られる価値の合計で表されるということを示している。 

 

3.5.5 2 項モデルに基づくリアルオプション法 

ある時点の決定がそれ以降の行動に影響を与えることを踏まえて、然るべき対応を考え

ることは、すでに前節で扱ったダイナミックプログラミングの適用の必要性からも明らか

である。キャッシュフローの予測に不確定性が伴うので、毎期ごとに、そのときの状況に

合わせて、NTV が 大になるように逐次戦略を決め、これに関連して意思決定を行うこと

が必要になる。先に述べたベルマンの再帰方程式の解き方については、各ステップにおけ

る複数の状態を想定し、 適化計算は 終ステップから遡ってステップごとの目的関数の

合計値を、各状態に合わせて後ろのステップの 適値を取り込んで計算して、 初のステ

ップにたどり着いて 終決定が行われるまで計算結果を記憶しておく方法をとるのは一般

的である。このための具体的な方法としてデシジョン・ツリーに基づく方法を使うことが

できる。これによって、ベルマンの再帰方程式の解を求めるに当たり、将来への時間的経

過に沿ってステップを定め、二つの状況変化(好ましい状況とそうでない状況)に限定し、こ
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れらに対応して、プロジェクトの価値を増加させるような意思決定を行う選択肢を決める

ことができる。リアルオプション法の代表的なアプローチに一つに 2 項モデルを使う方法

がある。2 項モデルを含む格子法について、「格子法は、動的計画法のアイデアを用いた数

値計算手法であるため、リアルオプションの評価基準にかかわらず､この手法を利用するこ

とが可能である。」15) また「二項格子を計算するときに考慮しなければならない一対の重

要な計算式は上昇、下落の式とリスク中立確率の式（バックワード・インダクションによ

って格子を評価するときに使うもの）である。この一対の計算式は、リアルオプション全

てに適用される」16) などの記述はダイナミックプログラミングが基本的な計算手法に位置

づけられていることを示している。 

ここで、ベルマンの再帰方程式の解を求める順序に沿って 2 項モデルの計算について紹

介する。ある事例について数値を与えて説明している原典 17）の内容を一般化して表すこと

にする。 

あるプロジェクトにコッミットし、I の投資をすれば、Iv の価値があるプロジェクトを

保有することになるとする。1 年目の事業が不況であれば、キャッシュフローは Cdとなり、

事業が好況であれば、キャッスフローは Cu となり、プロジェクトの価値は Pvu にあがる。

今直ちにこのプロジェクトを実行すれば、1 年目のキャッシュフローは Cdまたは Cuを得る

ことができるが、延期すればこのキャッシュフローを見逃すことになるが、このプロジェ

クトについての見通しに関する情報が得られることになる。 

 

好況のとき 

Cuのキャッシュフローを生み、年末の価値は Pvuとなる。したがって合計の収益率は 

 (Cu + Pvu )/( Iv – I) となる。 

不況のとき 

  Cdのキャッシュフローとなり、年末の価値は Pvdとなる。したがって合計の収益率は 

(Cd + Pvd )/( Iv – I) となる。 

リスク中立の場合の期待収益率は金利に等しいので、これを Rf とすれば、 

Rf = q * (Cu + Pvu )/( Iv – I) +(1 – q ) * (Cd + Pvd )/( Iv – I) 

となる。これを解けば、好調のときの確率 q が次のように求められる。 

q = [ Rf (Iv – I) – ( Cd + Pvd ) ] / [ ( Cu – Cd ) + ( Pvu – Pvd ) ] 

ここで、公使価格 I に係わるコールオプション価値は、ダイナミックプログラミングによ

って後ろから逐次解いて求めることができる。第 3.6 図に 1 期の 2 項モデルを示した。後

ろから前に遡って計算が行われ、相互に整合性があるようにしていることに留意する必要
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がある。図中、左側に当初（現在）においてオプションを行使するか否か、未決定の状態、

右側に年末(将来)における状態およびオプションのあり得る値が示されている。プロジェク

トの価値が Pvd になる場合には、投資オプションに価値がない。プロジェクトの価値が Pvu 

になる場合には、投資オプションの価値は、( Pvu – I ) となる。現時点でのオプションｶﾁ

を計算するには､リスク中立の状態における期待ペイオフの値を求め、Rfで割り引けばよい。

その結果、次のようにオプション価値が求められる。 

[ [(Cu + Pvu )/( Iv – I) ] * ( Pvu – I ) + [1 – (Cu + Pvu )/( Iv – I) ] * ( Pvu – I ) ] ] / ( 1 + Rf ) 

このまま保持すれば、この式から得られるオプション価値を持つことになり、今行使すれ

ば､ NTV（ = Iv – I ）だけの価値になる。 

このように、現在におけるオプション価値を求めることができるので、1 期間を 2 期間に、

さらに T 期間にしても、どの 1 期間をとっても､これと同様な 2 項モデルの図式になってい

る。1 年間を分割して 1 期から N 期までの計算プロセスでは、リスクフリーに基づくプロ

ジェクトの期待収益率は金利に等しく、年間の金利を N 期間で割って求めることができる。

資産価値は非常に多くの期間を設定すれば、とりえる値も無限に近くなる可能性もあり､2

項モデルによる方法は現実的なオプション価値を算出できることになる。 

も遠い将来を N 期としたとき、そこでは 2N 個の状態を示す選択肢が存在し、そのうち

の隣り合う二つの状態を示す分岐点（ノード）について計算し、N – 1 期の二つのノードの

値が求められ、これらからさらに N – 2 期の該当する一つのノードの値が求められる。他

も同様の手続きで、将来から現在に遡ってすべてのノードの値が求められる。このような

手続きにしたがって計算するに当たり、重要な点は価値の上昇や下落について､どのように

数値を選べばよいか、という疑問が生じることである。このことに関しては、Black-Scholes 

の公式が投資からのありえる結果が連続的な値をとることを想定しているので、無限区間

を有限区間で近似することになると考えれば、Black-Scholes の公式を使って各区間におけ

る区間あたりの上方や下方の変動率の近似値を求め、これに従ってオプション価値の推計

値を得ることができる。 

Black-Scholes の公式から、資産の収益率の標準偏差と上昇、下落の変化率を求める公式は

次のように与えられる： 

  u = exp σ/√h ,   ｄ= 1 / u 

これらに基づいて標準偏差の値を設定すれば、区間の値によって調整された上昇率や下落

率が求められる。これらの式と次式によって定義されるリスク中立確率の式から q が求め

られる 16)： 

  ｑ = [ exp Rfδ－d] / [ u – d ] 



 303

ここで、Rfδ は当該期間 δ におけるリスクフリーレートまたはプロジェクトの年間期待収

益率を表わす。(注：exp Rfδは原資産価格を意味し、これを使う根拠は、区間数を大きくし

たとき、離散モデルは連続モデルに対する良い近似となることにある。Exp Rfδ は、

Black-Scholes のモデルを導く前提となっている原資産価格の変化率が、幾何ブラウン運動

（原資産価格の変化率が正規分布をなす）に従うこと､ その価格変化は、時間とともにリ

ニアーに変化すること（ｄB(t) / B(t) = Rf * dt の解:：B(t)=B(0)*exp Rfδ ）、から求められ

る。（このことについては 18） を参照のこと） 

ここで紹介した方法 17) については、次のようにまとめられている：「デシジョン・ツリー

のプロセスで、将来の一時点からはじめて､現在までツリーを遡りながら解いていく方法で

ある。 後に、将来の事象と行動から生み出されるキャッシュフローが現在価値に集約さ

れる。・・・（オプションの評価とデシジョン・ツリーに関する記述）第 1 に、デシジョ

ン・ツリーの中での割引きを行うには、オプション価格理論が不可欠である。標準的な割

引きの手法がプットやコールについて適用できないのとまったく同じ理由により、デシジ

ョン・ツリーについても適用できない。オプションのリスクは時間の経過や原資産の価格

変化とともに変化するので、オプションの割引きに適切な一つの、一定した割引率という

ものは存在しない。デシジョン・ツリーについても、ツリーの中の将来の意味ある意思決

定が含まれていれば、それはオプションがあることを意味するので、デシジョン・ツリー

の数値に適用できる単一の割引率は存在しない。 第 2 に、オプション価格理論は複雑な

デシジョン・ツリーの内容を示す単純で、強力な枠組みを与えてくれる。・・・すべての

現実の問題がこれほど簡単なオプションで捉えられるわけではないが、多くの場合、複雑

なデシジョン・ツリーの問題を簡単な資産とオプションのパッケージとして近似的に理解

することができる。」該当する章のまとめのところで、「Black-Scholes の公式は、こうし

た小区間の数が無限にあり、その結果、将来の資産価値に無限の多くの値の可能性が考え

られる場合の近道した解を示しているものとも理解できる。小区間の数にかかわらず、2 項

モデルの方法の背景にあり基本原理は同じものである。オプションの当初の価値を求める

ためには、オプションの満期時点からスタートし、後ろ向きに 1 ステップずつ解いていく。」

17) このまとめで､”2 項モデルの方法の背景にあり基本原理は同じものである”、との表現は､

先に述べたベルマンの再帰方程式が導かれる基にある 適性の原理を指していると思うが、

このことについては明記されていない。 

なお、デシジョン・ツリーアナリシスによる評価方法は、選択肢で複数の代替案を表示

し、これらを評価することになり、リアルオプション法と同じように事業価値に柔軟性を

考慮することができる。 しかしながら、分岐数が増加すると取り扱いが困難になること､
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DCF 法で使われる割引率と同じ数値では、延期による将来のキャッシュフローの変化を考

慮されないこと､などに注意する必要がある。 

 

3.5.6 柔軟性を考慮した NTV とリアルオプション 

NTV 法とリアルオプション法について、それぞれ、関係するところで述べてきたが、こ

の両評価法の類似点について、以下の記述は参考になる：「この 2 つの評価法は、のいず

れも、将来の各時点における不確定性を考慮に入れながらキャッシュフローの期待値を計

算し、割引率を用いて現在価値に直し、プロジェクトの価値を評価するものである。しか

しながら､そこで用いる期待値を求めるための確率と割引率が異なる。確率に関しては、

NTV 法では､不確実な要因についての確率、リアルオプション法では、オプション評価に使

うリスク中立確率である。また割引率に関しては、NTV 法では､リスクを考慮した割引率ま

たは要求収益率、リアルオプション法では、安全利子率である。両者は理論的に同じ結果

を与えるので、いづれを用いてもよいが、NTV 法では、実際にはリスク構造が変わるたび

に（プロジェクトとの開始前と開始後など）利用する割引率を推定し直して計算する必要

がある。一方、リアルオプション法は市場での無裁定条件に基づいて評価を行うのでこの

ような問題は起こらない。」19) 

 

3.6 まとめ 

企業戦略に沿ったプロジェクトの創造･評価･選択に関わるプロジェクト戦略マネジメン

トについて取り上げ､企業の存在理由、付加価値 大化をベースとした企業戦略とプロジェ

クトとの関わりについて述べ、プロジェクトの評価において、 近注目されているリアル

オプションがどのように関わりを持つか、について考察した。プロジェクトの持つ不確定

性を考慮した評価の対象と手法を種々の関連事項について、一貫性ある内容にまとめるこ

ととして、M.Porter の価値連鎖に基づく付加価値の 大化に R.Bellman の 適性の原理を

適用するというコンテキストから、プロジェクト評価に関して、コーポレート・レベルと

プロジェクト・レベルの 2 階層での意思決定構造を設定し、それぞれの役割を明らかにし、

評価手法と関連づけた。前者を、プログラムマネジメントを行う立場で企業の付加価値

大化を目的として、全てのプロジェクトについての経営資源の 適配分を行う上位レベル

に位置づけ、後者を、プロジェクトマネジメントを行う立場で当該プロジェクトの付加価

値の 大化を目的として、フィージビリテイスタデイに関わる評価を行う下位レベルと位

置づけることにした。上位（コーポレート）レベルからは投資に関わる費用や収益率の不

確定性を考慮する方法や数値を下位レベルに与え、下位（プロジェクト）レベルからは評
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価結果を上位レベルに報告する役割を持たせることとする。上位レベルでは、報告された

内容に対してリアルオプションによる評価を行い､それぞれのプロジェクトに関する計画

の実施や変更（規模の縮小、中断、延期）などの柔軟性のある適切な経営の意思決定に結

びつけることができる。リアルオプションに関しては、理論的な立場から、 適性の原理

から導かれる計算手法としてのダイナミックプログラミングを有限期間の投資に関わる意

思決定問題として定式化し、再帰方程式を求める方法を紹介した。具体的な立場からは、

理論的な結果を踏まえ、リアルオプションにおける 2 項モデルによる方法と関係が深いこ

とに注目して、具体的な立場からは、以下に要約する手法の紹介を行った（Black-Scholes

の公式は連続的な値をとること（無限区間）を想定しており、有限区間における区間の数

を非常に大きくした場合には、2 項モデルの方法は簡便的な計算方法に該当し、良い近似値

を得ることができる）。以上のように、プロジェクト戦略マネジメントにおけるリアルオ

プションについて､企業の意思決定構造として 2 階層構造モデルを提案し、コーポレート・

レベルの役割として付加価値 大化を目的とする価値連鎖の支援活動の一つに位置づけた。

J.C.Mun 10) がまとめている次の記述は､プロジェクト戦略マネジメントを実現するため

の必要条件であり、リアルオプションの位置づけを示している。「リアルオプションは、

次の仮定の上に立つとき、戦略的な価値を持つ。 

(i)   不確実性が存在する。 

(ii)   不確実性がプロジェクトの価値を左右する。 

(iii)  経営陣は柔軟性を持つ 

(iv) 柔軟性の戦略に信頼性と実行可能性がある。 

(ⅴ)  経営陣は、合理的に戦略を実行する能力を持つ。 

なお、プロジェクトおよびプログラムにおける戦略的なマネジメントの基盤に、価値創

造活動と関連する適切な意思決定を与える行動規範が求められるが、これについてベルマ

ンの 適性の原理は、定性的および定量的に重要な理論的根拠を与えていると考える。 
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第4章  リアルオプション導入による ITプロジェクトマネジメントの

変容の考察 
 

株式会社クロスリンク・コンサルティング 

代表取締役社長  拜原 正人 

 

4.1 考察の視点 

社会・経済が IT 化するにともない、IT を使わないプロジェクトはほとんど皆無になって

いる。しかし、近年、IT 各社がプロジェクトマネジメントの向上に注力しているにもかか

わらず、IT プロジェクトの成功率は、34％と驚くべき低さにとどまり、残りの 66％は、失

敗と中止プロジェクトとなっている。 

失敗や中止の原因はプロジェクトごとに異なっているものの、近年の経営環境の変化と

システムの影響範囲の広がりによる関連ステークホルダー数の増加によって、システムに

求められる要件が多岐にわたり、しかも、要件定義の確定が遅れることが、この主な原因

として挙げられる。 

ここでは、IT プロジェクトがそのあるべき姿（To-Be）に向かうために、特に、IT プロ

ジェクトマネジメントに、リアルオプションとリアルオプション・アプローチを適用する

ことによって、リスクマネジメントを大きく向上させる可能性を考察する。 

具体的には、筆者が携わってきた IT プロジェクトのクライシス・マネジメント（危機に

陥ったプロジェクトを再建するためのマネジメント）の多くの事例を対象に、リアルオプ

ションとリアルオプション・アプローチを適用することによる効果を考察して、さらに、

そこで得られた成果を IT 業界に展開する方法を考察する。 

 

リアルオプションとは： 

ここで用いているリアルオプションとは、オプション理論を使って、IT プロジェクトま

たはプログラム（IT プロジェクトを含む複数のプロジェクトが有機的に結合された一連の

活動）を評価すること。 

評価には、当然、投資評価が含まれるが、さらに、投資決定の際に取りうる様々な経路

がロードマップとして提供されるので、それを用いることで、経営者が舵取りできる経路

がどれかを見出すこと、一連の定性的・定量的分析に基づいて、経路を優先付けしてから

決定することなどが可能になる。また、状況を見極めながらの柔軟な意思決定をすること

も可能になる。 
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リアルオプション・アプローチとは： 

ここで用いるリアルオプション・アプローチとは、プログラムやプロジェクトの価値を

大化するために、リアルオプションで用いられている各種オプションの中から、事前に、

設定しておくべき 適なオプションを見出す手法のこと。 

 

4.1.1 IT プロジェクトの現状とリアルオプション導入後のあるべき姿 

ビジネスは本質的に不確実性に満ちており、そのため多くのリスク（自ら覚悟して冒す

変革への挑戦または損害などにあう高い可能性、危害・損害の危険、恐れ）を含んでいる

が、自ら覚悟して冒す変革への挑戦のリスクを引き受ける中にこそ貴重な情報が含まれて

いるということを前提に、時間が経過して不確実性が解消されるにつれ、経営者が事業上

の決定や戦略の変更を「途中修正」することができるというように、リアルオプションを

取り入れて「リスクマネジメントモデル」を組み立てことができる。 

しかも、リアルオプションは、行く手にリスク（損害などにあうに高い可能性、危害・

損害の危険、恐れ）が潜む長く曲がりくねった道を描いた戦略的マップともなり、その曲

がり角のひとつずつに立てられたオプション標識の豊富な情報と 新の情報に基づいて

善の決定を下すことができるように導いてくれる。 

第 4.1 図に、リアルオプション適用を通じて、IT プロジェクトのあるべき姿（To-Be）

へ向かう道程を示す。 
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第 4.1 図 リアルオプション導入による IT プロジェクトの変容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーナーとは： 

事業としてのプログラム構想から資金の回収まで、全体的な視野に立って、事業の求め

る基本政策や経営戦略に関する複合的テーマ、即ち、事業の全体使命をプログラムの指針

として提示し、全体使命の達成をマネジメントする。また、すべての 終責任を常に持つ。 

 

全体使命とは： 

事業のオーナーが、プログラムマネジメントを手段として目指す、事業の基本政策や経

営戦略に関する複合的な要求で、プログラムの存在意義、ステークホルダー、基本問題と

解決の方向性、関連領域の示唆などから構成される。 

IT プロジェクトの現状（As-Is） 

オーナー 

企業環境 
●変化が不連続に 
⇒柔軟なマネジメントが必要 
●変化の加速化 

⇒適切な時期での意

IT プロジェクト 
●まる投げの場合もある 

システム・インテグレータ 
（IT ベンダーを含む） 

IT プロジェクトのシステム
開発の課題 
●オーナーから引き継いでい
る主要なリスク 
⇒要件定義の確定の遅れ 
⇒要件の増加 
●弱いリスクマネジメント 

⇒リスク体験を体

系化できていない 
 

+ 

サブ・コントラクタ 
システム・インテグレータ、
IT ベンダー等 
●プロジェクトに埋め込ま 
  れているリスクの解消 
●リスクのオプションが表 
  示されたロードマップを 
  用いたリスクマネジメン 
  トの実現 

今後の考察 
これまでのリスク
事例に対するリア
ルオプションとリ
アルオプション・ア
プローチの導入に
よる IT プログラム
とプロジェクトマ
ネジメントのリス
クマネジメントの
向上 

ここでの考察 
クライシス（危機に
あったが、 終的に
は復旧）プロジェク
ト事例へのリアル
オプションとリア
ルオプション・アプ
ローチ適用による
IT プログラムとプ
ロジェクトマネジ
メントのリスクマ
ネジメントの向上 
 

コントラクタ 

オーナーから全体使命とし

て要求される事業概念や要

求を、プログラムを構成する

複数のプロジェクトに反映

する機能を持つ組織体（サ

ブ・コントラクタ兼務も可）

柔軟な IT プログラムとプロ

ジェクト計画構築の実現 
リアルオプションに基づくリ
スクマネジメントの実現 
 

オーナー 

●リアルオプションに基づく 
   適切な時期での意思決定 
●リアルオプションに基づく 
  リスクマネジメントの実現 
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プログラムとは： 

事業の全体使命を実現する複数のプロジェクトが有機的に結合された一連の活動。プロ

ジェクト間の境界、結合、プロジェクトライフサイクルの複合などで生じる複雑性を持つ。

また、単一プロジェクトの基本属性に加え、完成までの期間が相対的に長く、環境変化に

直面するため不確実性も高くなる。 

 

プログラムマネジメントとは： 

オーナーに、投資金額、期待効果、期限を確認して、プログラムの目的・使命を達成す

るために、そこから生じる複合的な課題を解決し、プログラムの目的・使命を達成するた

めに、そこに含まれる複数のプロジェクトをマネジメントすること。 

 

プロジェクトとは： 

プログラムの一部を構成する場合と単独の場合がある。いずれの場合も、既存組織でな

しえない変化、すなわち変革を請け負う仕組みである。そのため、取巻く環境の変化に対

して、既存の組織では対応できなくなっている企業が競ってプロジェクトを起こしている。 

しかし、変革を起こそうとすると、現状組織との間に歪みが起きて問題が発生するが、

変革のためにあえて問題を顕在化して解決することがプロジェクトの役割といえる。 

 

プロジェクトマネジメントとは： 

プロジェクトの目的・使命を達成するために、プロジェクト・メンバーをチームとして

エンカレッジして、リーダーシップを持ってプロジェクトの目的達成に導いていくこと。 

 

4.1.2 誰がどこでリアルオプションを使うのか 

第 4.1 表に、誰が、どこで、どのように、リアルオプションを使うかを示す。 

第 4.1 表 誰が、どこで、どのようにリアルオプションを使うのか 

誰が どこで どのように 

オーナー プログラムマネジメント ＩＴプロジェクトとプログラムのリア

ルオプションのリスクマネジメント 

コントラクタ プログラムマネジメント プログラムのリアルオプションのリス

クマネジメント 

サブ・コントラク

タ＊１ 

プロジェクトマネジメント ＩＴプロジェクトとプログラムのリア

ルオプションのリスクマネジメント 

＊１ コントラクタがサブ・コントラクタを兼務する場合を含む。 
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4.1.3 これまでのリスクマネジメントとどこが異なるのか 

リアルオプション・アプローチで用いる各オプションの考え方は、経験を積んだプロジ

ェクト・マネジャーは、既に使っており、いまさらと思うかもしれない。しかし、リアル

オプション・アプローチを使用することにより、次のようなメリットが生まれる。 

• オーナー/コントラクタ/サブ・コントラクタのリスク共有によって危機を回避できる 

• プロジェクトの前段階で埋め込まれているリスクを早期に発見できる 

• 事前に、危機のロードマップを持てるようになり、危機に直面しても予測の範囲内な

ので、パニックに陥らない 

• 将来起こりうる複数のシナリオを想定し、そのシナリオに対する戦略的な打ち手を考

慮するプロセスを重ねていくことで、不確実な将来を前提としたシナリオ策定とその

シナリオに応じた戦略策定シナリオを組織に根付かせる手段として非常に有効である 

 

4.1.4 本調査のシナリオ概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  IT プロジェクトの現状 
IT プロジェクトの成功率が驚く程低い要因が何処にあるのかを把握する。 

4.4  クライス IT プロジェクトへのリアルオプション導入の考察 
クライシスに陥った IT プロジェクトを対象に、リアルオプション・アプローチを適

して、プロジェクト開始前に設定しておくべきリアルオプションを考察する。 

4.5  考察のまとめ 
前節の考察に基づき、リアルオプションとリアルオプション・アプローチを適用す

る効果と課題をまとめる。次に、その課題が発生するメカニズムを見出し、その解決
の方策を検討する。 

4.3  増え続けるステークホルダーとマネジメント対象領域の拡大 
IT プロジェクトの成功率が低い要因を把握するために、IT プロジェクトを取り巻く

構造を整理し、そこで行われているリスクマネジメントを把握する。 
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4.2 IT プロジェクトの現状 

 

4.2.1 成功率 34%の現実 

Standish Group（米国調査会社）の「2002 年の IT プロジェクト状況の調査結果」によ

ると、プロジェクトマネジメントの導入によって、10 年弱で成功プロジェクト（「成功」

とは、当初の機能・特性を満たし、納期通り、予算内に終了したことをいう）は倍増（16％

⇒34％）したものの、その率は依然 34％にしかすぎない。 

成功プロジェクトの増加は、中止プロジェクトが半減した（31％⇒15％）ことによるも

ので、失敗プロジェクトの率は、同じ状態である（53％⇒51％）。 

「日経コンピュータ」の2003年調査によると、日本の ITプロジェクトの成功率も、26.7％

という数字で同じく低い。なぜ、IT プロジェクトはこんなにも成功率が低いのだろうか。 

そこには、IT エンジニアリングは今も発展途上のままなのに、IT の利用環境だけが大き

く変化しているという現実がある。 

企業経営に深く関わるようになった IT は、IT 活用による企業間競争と相まって、3 ヶ月

や 6 ヶ月のプロジェクトが当たり前というように、開発期間はますます短期化している。

また IT 技術の進化が激しく、これに、システム・インテグレータの思惑も相まって、バブ

ルに似た混乱を起こしており、この様な変化に対応しきれず失敗するプロジェクトが増え

ている。 

 

4.2.2 IT プロジェクト危機の要因 

クライシスに陥った IT プロジェクトについて、危機の要因を分析した結果によると、次

の 3 つのが、ほぼ 1/3 ずつを占めている。 

①要件定義に関わる要因（合計 32％） 

不完全または非現実的な要件または、要件変更が頻繁に行われることなど。 

顧客/システム・インテグレータによる要件の導出の不足（14％） 

システム・インテグレータのシステム要件構築の不足（18％） 

②プロジェクト体制に関わる要因（合計 34％） 

開発リソースに関わる要因やプロジェクトマネジメントの欠落など。 

• プロジェクトリーダー/マネジャーのリーダーシップ不足（16％） 

• プロジェクトマネジメントの欠落（18％） 

③その他の要因（合計 34％） 

新技術、開発管理、構成管理、システム統合の欠落など。 
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4.2.3 IT プロジェクト失敗の要因 

IT プロジェクトの主な失敗要因を第 4.2 表にまとめる。 

網掛けの部分は、特にプロジェクト中止につながりかねない重大な失敗要因を示してい

る。これは、米国のコンサルティング会社 SPR（Software Productivity Research）が、

6,700 件の IT システム開発プロジェクトに関するデータから抽出した失敗要因に、筆者が

加筆・修正を加えている。 

 

第 4.2 表  IT プロジェクトの主な失敗要因 

No 技術的失敗要因 No 社会的失敗要因 No 通常のマネジメント領
域を超えた失敗要因 

１ 過去のソフトウェア計
測データ欠如 １ スケジュール短縮への

過度の圧力 １ 地理的に分散し、多数の
国、都市、企業が関わる 

２ 見積りツール不使用 
２ 経営者による見積変更 

２ 契約が分散し、複数の契
約者が関わる 

３ 計画作成ツール不使用 
３ 顧客との軋轢 

３ ハードとソフトが密接
に関係し、並行開発 

４ 効果的なアーキテクチ
ャ不使用 ４ 社内のポリティカルな

対立 ４ リアルタイム/ミッショ
ンクリティカル 

５ 複雑さが過大 
５ チーム内コミュニケー

ション不足 ５ 法律に従う、または法律
の制約を受ける 

６ 新技術の不適切な導
入 ６ 経験の浅い上級マネジ

ャー ６ 入札が も安いという
理由で契約された 

７ 進捗状況やマイルスト
ーン管理不履行 ７ 不適切なプロジェクト

マネジメント ７ 資金を使いつくしたベ
ンチャー企業が実施 

８ 正しいリスクマネジメ
ント不履行 ８ 不適格なエンジニア 

８ 中心となる要員をリス
トラした企業が実施 

９ ユーザー要求増大 30％
以上 ９ 重要な業務（品質管理、

試験、見積）に非専門家 ９ 担当者が 40％以上減っ
てしまった 

10 効果的な開発手法不使
用 10 １ヶ月当たり 10％以上

も担当者が増加する 

11 データベース定義不履
行 11 マトリックス組織構造

を採用する 

12 設計レビュー不履行 12 問題を一挙に解決する
手法に過度に依存する 

13 コードチェック不履行 
14 不適切なテスト 

15 人手による設計書、仕
様書の作成 

16 正しい構成管理不履行 

17 検証済み資料の再利用
が少量または皆無 

 

＊1 メンバーをプロジェク
ト・マネジャーとラインの管
理職の両方が管理する 
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技術的失敗要因とは： 

技術的失敗要因とは、いずれも「システム・インテグレータとしてやって当たり前のこ

とができていない」ことを示している。特に、日本のシステム・インテグレータは「過去

のソフトウェア計測データの欠如」にあてはまることが多い。IT 開発が「エンジニアリン

グ」になっていない所以である。 

愚直に PDCA（Plan、Do、Check、Action）を繰り返すことで、プログラムの品質はマ

ネジメント可能になる。これは、日本の製鉄業界や自動車業界では、品質管理の常識とし

て当たり前にやっていることである。 

 

社会的失敗要因とは： 

いずれも、プロジェクトのステークホルダーに関わる失敗要因である。 

21 世紀のプロジェクトマネジメントは、経営者、上級マネジャー、プロジェクト・メン

バー等社内のステークホルダーに限らず、発注者であるオーナーはもちろん、ネットワー

クを介してシステムを利用する消費者や取引会社、監督官庁等もステークホルダーになる。 

通常のマネジメント領域を超えた失敗要因とは： 

筆者の経験によると、これらは発生率が 20％に満たない稀な失敗要因であるが、これら

の要因がプロジェクトに入り込むと、80％の割合で重大な問題が起こる。 

2：8 の法則ともいわれる「パレートの法則」が、プロジェクトの失敗要因にも適用でき

る。そういう意味で、「通常のマネジメント領域を超えた失敗要因」のことを筆者は「プ

ロジェクトの支配要因（ドミナント・アイテム）」と呼んでいる。 

筆者の経験によると、プロジェクトのドミナント・アイテムは、大きく次の 6 つに分類

できる。 

• プロジェクト規模 

• プロジェクト開発期間 

• ステークホルダーの特性 

• 契約形態 

• 開発やシステム、運用、権限の分散度合い 

• 技術の複合度合い 

ただし、このうちのどれがドミナント・アイテムになるのかは、プロジェクトにより異

なる。 
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4.2.4 迫られるリスクテイキング 

IT プロジェクトのほとんどが、戦略的分野となってきたことから、IT プロジェクトの成

否が企業の経営戦略を左右するようになってきた。 

このことは、失敗プロジェクトを巡る裁判事例の増加からも見て取れる。 

今後は、これまで以上に、企業が IT プロジェクトを見る目は厳しくなっていくと思われ

るが、それを受ける IT 業界は、その根本原因を把握し切れず、したがって、対応策も持ち

合わせていない。 

 

 

4.3 増え続けるステークホルダーとマネジメント対象領域の拡大 

IT プロジェクトマネジメントが難しさを増している主な要因は次の連鎖から生じている。 

① 経営を取巻く環境変化は益々加速している 

② ステークホルダー数が飛躍的に増加している 

③ その影響によって、IT プロジェクトの要件の確定が難しくなっている（オーナーも

確定できないし、したがって、システム・インテグレータも確定できない） 

④ 変革ビジョンや戦略を実現するためには、IT プロジェクトを含む複数のプロジェク

トとの有機的な連携が求められているが、そのマネジメント意識が薄い上に、手法も

定着していない 

 

4.3.1 IT プロジェクトを取巻く環境 

IT プロジェクトを取巻く環境およびマネジメント対象領域を第 4.2 図に示している。 

マネジメント対象領域のすべてにおいて、リスクマネジメントが必要とされるが、その

深堀はまだ充分ではない。 
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第 4.2 図  IT プロジェクトを取巻く環境およびマネジメント対象領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 IT プロジェクトマネジメントにおけるリスクマネジメントの状況 

多くの IT プロジェクトが失敗に終わっていることや IT プロジェクトの重要性の高まり

から、IT 業界では、プロジェクトマネジメントへの関心が高まっている。 

 

① PMBOK のリスクマネジメント 

PMBOK（Project Management Institute が発行するプロジェクトマネジメント知識

体系ガイド）でのプロジェクトマネジメントにおけるリスクマネジメントの代表的な手法

として、次の 4 つが挙げられている。 

• 回避（好機ではなく脅威を対象に、脅威の原因を除去する対応策） 

• 転嫁（通常契約や協定を用いてリスクの影響度を減らす対応策。保険、派遣など事前

コストが発生する場合が多い） 

• 軽減（「緩和」ともいう。好機の発生確率・影響度を助長することや脅威の発生確率・

影響度を軽減させることが目的の対応策） 

プログラム 

オ ー ナ

変革ビジョン 
戦略 

プログラムマネジメント
領域： 
専門組織として PMO（プ
ログラムマネジメントオ
フィス）を持つこともある 

プログラム 

プログラム 

IT プロジェクトマネジメント領域 
（V 字開発構造例） 

設計・製造 
フェーズ 

企画プロセス 

業務移行・運用 

開発プロセス 運用プロセス 

シ ス テ ム 統
合・実装フェ
ーズ 

要件定義 

外部設計 

内部設計 

統合テスト 

結合テスト設計 

システムテスト 

企業戦略 業務概要 業務詳細設計 

プログラミング（単体テスト） 
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• 受容（リスクによる影響結果を甘受し特に何もしない） 

原則のいずれかで対処することを想定しており、リアルオプションのように選択可能な条件分岐を用い、

選択する時期も選択できるというような柔軟な対応が難しい。 

またリスクの検討領域が IT プロジェクト内に留まっていることから、多くのステークホ

ルダーとの関係、制約条件および前提条件の変化によって、次々と生まれてくる新たなリ

スクには、対応も難しい。 

 

② P2M のリスクマネジメント 

経済産業省の委託を受けてプロジェクトマネジメント資格認定センターが「日本の実情

に合わせて開発したプロジェクトマネジメント知識体系」である。 

P2M は、次の特徴を持っている。 

• 知識と能力のハイブリット型（⇒日本の知恵・蓄積を引出す） 

• プロジェクトモデル・アプローチ（スキーム、システム、サービス）を採用（⇒プロ

ジェクトの適応範囲を拡張する） 

• 複雑問題、変化に対応（⇒価値を創造する） 

• PMBOK のコンテキスト（背景・共通観）をプロジェクトマネジメントとしてまと

めている（⇒PMBOK と整合が取れている） 

• 個別プロジェクトの統合マネジメントを本来のプログラムマネジメントに格上げし

た（⇒プログラムマネジメント（入れ子状のプログラムマネジメント対応） 

• 個別マネジメントを PMBOK より拡充した（戦略、ファイナンス、システムズ、資

源、関連性、バリュー等） 

 

P2M の構造を第 4.3 図に示している。 
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第 4.3 図  P2M の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、PMBOK の領域と比べ、そのカバー範囲が広く、統合リスクマネジメント

を行う上では、PMBOK より適している。 

 

 

4.4 クライシス IT プロジェクトへのリアルオプション導入の考察 

ここでは、実際に発生した IT プロジェクトの「クライシス」を取り上げ、なぜそのプロ

ジェクトがクライシスに陥ったか、また、「通常のマネジメント領域を超えた失敗要因」

である「プロジェクトの支配要因（ドミナント・アイテム）」が何かを明らかにする。 

次に、リアルオプション・アプローチを適用して、リアルオプションとして設定するこ

とによりリスクを回避する可能性を検討する。 

ここで紹介する事例は多くの中のほんの一部ではあるが、クライシスの根本要因（＝本

質）に対するリアルオプションを用いたリスク回避が可能であれば、それを元に個別の事

象を一般化（パターン化）するができる。 

 

4.4.1 IT プロジェクト再建の概要 

危機に陥ったプロジェクトを再建するためのマネジメント作業のことを、筆者は「クラ

イシス・マネジメント」と呼んでいる。クライシス・マネジメントの大まかなコンセプト

を示したのが第 4.4 図である。 

 

上流 
「構想」 

上流への拡張（スキーム）： 
経営者の発想や洞察に基づくミッションを、具体的な形式、 
シナリオや計画書に描くプロセス 

中流 
「仕掛」 

下流 
「利用」 

従来のプロジェクトマネジメントの主な適用領域（システム）。 
プロジェクトマネジメントは、この領域から上流と下流へと拡張
され、それに伴い、新たな領域に適応するための変質と拡大が
求められている 

下流への拡張（サービス）： 
システム構築と利用で獲得されたノウハウ、データを蓄積・加
工して、新たな拡張機会を探求する 

従
来
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
領
域 

P2M 
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第 4.4 図 危機復旧モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図に示すように、クライシス・マネジメントはサービス 低条件にまで復旧する「レベ

ル 1 サービス復旧」と、 初に想定したサービスレベルにまで戻す「レベル 2 サービス復

旧」の 2 段階がある。 

実は、これまで再建に成功した 35 件のプロジェクトでは、いずれもレベル 1 でサービス

を復旧している。つまり、 初に想定した顧客要件のレベルを落した状態でカットオーバ

ーしている。 

 

4.4.2 IT プロジェクト再建の作業手順 

クライシス・マネジメントの再建では、次の順で作業を行う。 

① クライシス・プロジェクトの現状を把握する 

② ドミナント・アイテムを特定して、それのクライシスへの関与度を分析する 

③ 顧客と緊急復旧のためのサービス 低条件を検討して設定する 

④ 緊急復旧に向け、クライシス原因の修復を含めたクライシス・マネジメントを実施す

る 

⑤ 定常復旧のためのプロジェクト再整備を支援する 

 

時間 

復旧レベル２ 
（初期想定サービスレベル） 

復旧レベル１ 
（サービス最低条件） 

ククラライイシシススママネネジジメメンントト  

リスクマネジメント

顧
客
要
件
の
規
模 

ククラライイシシスス発発生生  

予防 緊急対処 復旧

復旧レベル２ 
サービス復旧 
（定常復旧） 

復旧レベル１
サービス復旧
（緊急復旧）
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4.4.3 事例１ 

第 4.3 表 事例 1 のクライシスの概要 

プロジェクト概要

と危機の概要 

インターネット/コンテンツ・サービス・プロバイダが提供するサービ

スについて、使用料に応じて利用者に課金し、料金を代行徴収するシ

ステムを構成しているサブシステム（メディエーション・システム）。

中核となるパッケージ製品の品質不良が引き金。元請から 4 層にわた

る下請け構造で責任の所在が曖昧になり、作業品質、システム品質が

低下。プロジェクト・マネジャーが大混乱に陥る 

ドミナント・アイ

テム 

 多階層下請け構造 

⇒官僚的マネジメント⇒プロジェクトの責任が不明確 

 パッケージが米国ベンチャー企業の新製品。パッケージの中身は

「ブラックボックス」 

対応策 

その時点の利用者数に対して充分な 小性能システム（復旧レベル 1）

でサービス開始。その後、この 小性能システムを並列に増設するこ

とで、将来のトラフィック増加に対応（復旧レベル 2） 

課題 

 パッケージ製品、特に新しいパッケージを使う場合には、適用環

境を充分吟味する必要がある 

 小規模プロジェクトの多階層下請け構造に注意 

⇒マネジメントの硬直化と責任の所在の不明確化 

 

① 2 段階復旧にリアルオプション・アプローチを適用 

この事例に、リアルオプション・アプローチを適用すると、第 4.5 図のようになる。 

• 「レベル 1 サービス」は縮小オプション（プロジェクト目標の縮小）である 

• プロジェクト当初目標の「レベル 2 サービス」は復元オプション（プロジェクト目

標の復元）である 

 

第 4.5 図 2 段階復旧へのリアルオプション・アプローチの適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮小オプション（プロ
ジェクト目標を下げ
る）オプションを選択
しない場合は、失敗プ
ロジェクト 

レベル 2サービス
（復元オプション）
プロジェクトの当初
目標のシステム（復
旧レベル 2） 

復元オプション（プロジェクト目
標を復旧）オプションを選択しな
い場合は、失敗プロジェクト 

危機の発

レベル 1サービス
（縮小オプション）
その時点の利用者数
に対して充分な 小
性能システム（復旧

ベ
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リアルオプション適用の可能性： 

危機に直面した時点で、この事例のように、リアルオプションを設定することは、オー

ナーを含むステークホルダーが危機に直面しているため、充分可能である。 

ユーザー企業の IT プロジェクト企画段階で、縮小オプションと復元オプションを入れ込

むのは難しいかもしれないが、プログラム計画を構築する段階で、「段階複合オプション

（要件１で出発し、2,3,4 と逐次要件を増やしていく）」を設定しておけば、このリスクを

回避することが可能になる。 

 

② パッケージ製品の使用にリアルオプション・アプローチを適用 

この事例について、リアルオプション・アプローチを適用すると、第 4.6 図のようになる。 

 

第 4.6 図 パッケージ製品の使用へのリアルオプション・アプローチの適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リアルオプション適用の可能性： 

パッケージ製品を使用する場合、IT ベンダーの機能説明を安易に受け入れ、検証する手

間を省きがちであるが、事前に、次のようにプロジェクトを分割し、そこにリアルオプシ

ョン（全体としては、段階的複合オプション）を設定しておけば、このリスクを回避する

ことが可能になる。 

 

③ 多層下請け構造の回避にリアルオプション・アプローチを適用 

IT プロジェクトマネジメントで、この多重下請け構造の問題にもよく出会うが、この事

例について、リアルオプション・アプローチを適用すると、第 4.7 図のようになる。 

バリアオプション 
（バリアは、必要機能

を満足しているか？） 
オプション 

選択 

失敗 

プロジェクト 

オプション 
選択 

バリアオプション 
（バリアは、必要機能

を満足しているか？） 

設計・製造フェーズプロジェクト システム統合・実装フェーズプロジェクト 

複数候補パッ

ケージ検証プ

ロジェクト 

パッケージ以

外の対応検討

プロジェクト 

オプション 
未選択 

オプション 
未選択 
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第 4.7 図 多層下請け構造の回避へのリアルオプション・アプローチの適用 

 

 

 

 

 

リアルオプション適用の可能性： 

この場合には、プロジェクト開始時点に、バリアオプションを設定しておけば、このリ

スクを回避することが可能になる。 

 

 

4.4.4 事例 2 

第 4.4 表 事例 2 のクライシスの概要 

プロジェクト概要

と危機の概要 

政府系の全国ネットワーク・システム。 

システム総合試験の段階になって、プロジェクト・マネジャーが未体

験の大規模マネジメント領域に遭遇。苦渋の SOS 発信 

ドミナント・アイ

テム 

規模の巨大さ 

⇒プロジェクト規模と比較してプロジェクト全体の統括機能が弱い 

⇒総合試験体制へのシフトの遅れ 

⇒チームメンバーに危機状況を伝えるコミュニケーション体制の不備

対応策 全体システム統括機能の強化 

課題 

 プロジェクトの目標として中長期の大きな目標（ビジョン）と短期

の具体的な目標を立てる 

 システム開発プロジェクトでは「Best の目標実現」「Worst の目標

実現」「Moderate の目標実現」という 低 3つのシナリオが重要。

「Worst の目標実現」をも満足できないシステム開発プロジェクト

こそ「失敗プロジェクト」と定義すべきである 

 

① プロジェクト・マネジャー能力不足にリアルオプション・アプローチを適用 

この事例について、リアルオプション・アプローチを適用すると、第 4.8 図のようになる。 

 

 

 

 

 

システム統合・実装フ

ェーズプロジェクト 
バリアオプション 

（バリアは、リスク回避可能

なプロジェクト実施体制

か？）満たさない場合は、失

敗プロジェクト 

設計・製造フェーズ

プロジェクト 
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第 4.8 図 プロジェクト・マネジャー能力不足へのリアルオプション・アプローチの適用 

 

 

 

 

 

 

V 字型のシステム開発は、大きく「設計・製造フェーズ」と「システム統合・

実装フェーズ」に分割することが可能である。 

「システム統合・実装フェーズ」の直前に、「拡張オプション（大規模プロ

ジェクト開発経験のあるプロジェクト・マネジャーに交替させ、プロジェクト

マネジメント機能を強化する）」を設定し、プロジェクト・マネジャーの対応

能力を見極めて、対応能力が不足するときは、この拡張オプションを選択する

ことによって、クライシスを回避できる。 

 

現在、プロジェクト・マネジャーは、プロジェクトフェーズに応じたプロジェクトマネ

ジメント機能の調整・構築の権限と責任のほとんどを負っているため、規模の大幅な拡大、

新技術の採用、インターネット、新規ビジネスなど未体験の IT プロジェクトのマネジメン

トで、調整すべきプロジェクト・マネジャー自身が混乱しクライシスに陥る可能性も高く

なる。 

 

リアルオプション適用の可能性： 

この場合には、プロジェクト開始時に、拡張オプションを設定しておけば、このリスク

を回避することが可能になる。 

 

 

 

 

 

 

 

システム統合・実装フェーズ 
プロジェクト 

設計・製造フェーズ 
プロジェクト 

拡張オプション（プロジェクトマネジメント
機能を強化拡張する）PMO がこのオプショ
ンを選択しない場合は、失敗プロジェクト 
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4.4.5 事例 3 

第 4.5 表 事例 3 のクライシスの概要 

プロジェクト概要

と危機の概要 

対顧客業務と社内業務を統合し社内外利用者へのワンストップサービ

ス提供を目指した大手製造業のシステム再構築。 

システム基盤の品質問題から、経理/総務システムのサービス開始が不

可能に 

ドミナント・アイ

テム 

 プロジェクトマネジメントの限界を超えるほどのドミナント・ア

イテム数の多さ（業務改革との連動、複数の業務アプリケーショ

ンの連動、マルチベンダー/マルチプロダクトによるオープン系分

散システム、新旧システムの連動、ステークホルダーの多さ等）

 未経験のオープン・システムを用いたシステム基盤開発での品質

のコントロール不能 

 データベース管理システムのリカバリ方式 

 ネットワーク性能 

対応策 
経理システム単独でのサービス開始（復旧レベル 1）。 

その後、総務システムのサービス開始（復旧レベル 2） 

課題 

 「システムが無限の能力を持つ」という錯覚 

⇒見えにくいショートパケット等の存在をどう捉えるか 

⇒有限のデータベースリソースを複数のシステムが共有するという視

点の欠如 

 ミッションクリティカル性（応答時間遅延、データの喪失、教養

違反によるデットロック等）に関わる技術スキルの欠如 

 

① マネジメント限界を超えるほどのドミナント・アイテムの多さにリアルオプション・ 

   アプローチを適用 

この事例について、実際のドミナント・アイテムを整理し、アクティビティ順序を考慮

して整理すると、次の課題が明らかになった。 

• 業務改革の検討と IT プロジェクトを並行して検討することによって、要件定義の遅

れや要件変更の増加になる 

• オープン系分散システム基盤開発をこのプロジェクトに内蔵したために、失敗が後工

程に波及している。 

 

リアルオプション・アプローチを適用すると、第 4.9 図のようになる。 

このケースは、複合拡張オプションとしても、段階的複合オプションと捉えることがで

きる。 
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第 4.9 図 マネジメント限界を超えるほどのドミナント・アイテムの多さへのリアルオプション・ 

アプローチの適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リアルオプション適用の可能性： 

この場合には、プロジェクトを複数に分割して、複合拡張オプションを設定しておけば、

このようなリスクを回避することが可能になる。 

 

 

4.4.6 事例 4 

第 4.6 表 事例 4 のクライシスの概要 

プロジェクト概要

と危機の概要 

ベンチャー企業 A社の若者向けコミュニティ・サイト。 

B 社のシステムインテグレーション能力の欠如やシステム仕様のあい

まいさ、TP モニター＊1 の品質問題などにより、当初予定のサービス

開始が不可能になった 

＊１TP モニター：トランザクション処理を監視・制御するミドルウェ

アのこと。一般に、データの整合性を保証するための機能と大量のデ

ータのユーザーを処理するための機能を持つ 

ドミナント・アイ

テム 

 C 社が提供する海外製 TP モニターの品質不良 

 メインコントラクタである B 社のシステムインテグレーション能

力とプロジェクトマネジメント能力が不足 

 性能や信頼性を確保するための「方式品質」（ハード/ソフト実装

方式の設計品質）が悪かった 

対応策 

C 社が提供する海外製 TP モニターの品質不良はマネジメント不可能。

サービス開始時期の延期か他のモニターへの切り替えしか対処方法が

なく、D社開発の TP モニターに切り替えた。 

業務改革フェーズプロジェク

バリアオプション（開発完了のとき
は、次に進む）選択しない場合は、
失敗プロジェクト 

システム統合・実

装フェーズ 
プロジェクト 

複合拡張オプション 
（複数のオプションを段階的に実施する） 

ベンダー /マルチ

プロダクトによ

るオープン系分

散システムの基

盤開発フェーズ

プロジェクト 

新旧システ

ムの連動テ

ストフェー

ズプロジェ

クト 

設計・製造 
フェーズ 
プロジェクト 

プログラムマネジメントの領域 
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B 社には見切りをつけ、危機支援チームと D 社が実質的なメインコン

トラクタの役割を担い C社が支援する体制に変更 

課題 

 システム開発、特に Web システム開発では、トラフィック特性に

基づくハード/ソフトの実装設計（方式設計）が極めて重要。設計

の初期段階で十分考慮しておかないと、後工程では取り返しがつ

かない 

 メンバーのモチベーションを下げる腐ったリンゴをプロジェク

ト・メンバーから排除する。 

 実装/テスト・フェーズでは、そこでの専門的で高度なスキルが必

要。高度なスキルを持ったプロフェッショナルの配置が必要 

 実装/テスト・フェーズの作業品質を確保するには、構成管理の徹

底が必要 

 システムが危機に陥ったとき、ドミナント・アイテムを見つける

ためには、システム全体の俯瞰図の作成が有効 

 

① 2 段階復旧にリアルオプション・アプローチを適用 

この事例について、リアルオプション・アプローチを適用すると、第 4.10 図のようにな

る。 

• 「レベル 1 サービス」は縮小オプション（プロジェクト目標の縮小）である 

• 「レベル 1 サービス」のトラフィック量を測定した上で、ハードウェアと分散やデ

ータベースの再設計などの方式見直しや性能チューニングはバリアオプションであ

る 

• 当初目標の「レベル 2 サービス」は復元オプション（プロジェクト目標の復元）で

ある 

 

第 4.10 図 2 段階復旧へのリアルオプション・アプローチの適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル 1サービス 
（縮小オプション）

その時点の利用者数に
充分な 小性能システ
ム（復旧レベル 1） 

縮小オプション（プロ
ジェクト目標を下げ
る）選択しない場合は、
失敗プロジェクト 

レベル 2サービス
（復元オプション）
プロジェクトの当初
目標のシステム（復
旧レベル 2） 

復元オプション（プロジェクト目標を復旧）
選択しない場合は、失敗プロジェクト 

バリアオプション（トラフィック量を測定して、ハードウ
ェア、分散やデータベースの再設計などの方式見直しや性
能チューニングを満たしたときに、次の復元オプションを
実行）オプションを選択しない場合は、失敗プロジェクト

危機の発生 
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リアルオプション適用の可能性： 

プログラムマネジメントで、「段階複合オプション（要件１で出発し、2,3,4 と逐次要件

を増やしていく）」とバリアオプションを設定しておけば、このリスクを回避することが

可能になる。 

 

4.5 考察のまとめ 

事例に対してのリアルオプションやリアルオプション・アプローチの適用を考察した結

果、当初の予想以上に多くの効果が期待できることが分かった。 

また、リアルオプションとリアルオプション・アプローチを導入することによって、IT

プロジェクトマネジメントをより確実なものに変える可能性も見えてきた。 

 

4.5.1 IT プロジェクトマネジメントが抱える課題 

IT プロジェクトマネジメントの課題のひとつは、プロジェクト開始時に既に埋め込まれ

ている失敗のドミナント・アイテムをいかに排除するかである。 

しかし、システム・インテグレータは、失敗プロジェクトになることを恐れるあまり、

オーナーに探りを入れ、「通常のマネジメント領域を超えた失敗要因」が隠れていそうな

プロジェクトは受注しないようにしているケースもあり、多くの資金を失敗プロジェクト

に費やしてきたオーナーとの相互不信の溝は大きく、今後さらに広がる恐れさえある。 

 

4.5.2 課題の根本原因の把握を通じた「リアルオプションを取り入れたリスク

マネジメント」の実現 

事例を用いて行ったリアルオプションやリアルオプション・アプローチ適用の考察と同

様の方法で、次の 6 つに分類できるプロジェクトのドミナント・アイテムについて、それ

ぞれの失敗につながる要因を把握して、対策を検討して、「リアルオプションを取り入れ

たリスクマネジメントモデル」として確立していかなければならない。 

• プロジェクト規模 

• プロジェクト開発期間 

• ステークホルダーの特性 

• 契約形態 

• 開発やシステム、運用、権限の分散度合い 

• 技術の複合度合い 
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これまでに収集されている失敗に至った事例データはかなりの件数があるので、それら

をリアルオプションやリアルオプション・アプローチ適用して考察することによって、こ

こで述べたこと以外にも多くの発見があるだろう。 

 

4.5.3 IT プロジェクトのあるべき姿（To-Be）に向かって 

「パレートの法則」を信じると、リアルオプションを適用して失敗の主要な原因の 2 割

を回避できるようになると、失敗 IT プロジェクトの 8 割を回避できるようになるだろう。 

その場合、リアルオプションを用いた対策野それぞれについて、事実に基づき、愚直に

PDCA（Plan、Do、Check、Action）を繰り返すことでその精度を常に上げていく必要が

ある。この作業によって、「リアルオプションを取り入れたリスクマネジメント」を「エ

ンジニアリング」にすることができるだろう。 

日本企業では、リアルオプションとリアルオプション・アプローチ自体の理解が遅れて

おり、普及も余りしていないことから、経営環境の変化に対して、柔軟かつ適切な時期に

意思決定できるオプションを持つことができるリアルオプション導入の意義は非常に大き

い。 

また、IT プロジェクトがあるべき姿に向かうためには、リアルオプションとリアルオプ

ション・アプローチを適用したプログラムとプロジェクトマネジメントというこれまで IT

プロジェクトに欠けていた機能を持つコントラクタが近い将来登場するだろう。 

しかし、リアルオプションとリアルオプション・アプローチを適用したプログラムとプ

ロジェクトマネジメントは、コントラクタだけに求められるものではなく、オーナーには

リアルオプションを取り入れたプログラムマネジメントが、サブ・コントラクタも、リア

ルオプションを取り入れたプログラムやプロジェクトマネジメントが求められている。 

特に、IT プロジェクトの 終責任者は、オーナーであるという認識をオーナーが持つこ

とは、IT 時代を生き抜く経営者として重要になるだろう。 

 

以上 
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第5章  ケーススタディ:リアルオプションを使ったバイオベンチャ

ー評価 
 

三井物産株式会社 バイオ事業開発室 

   プロジェクトマネージャー  新藤 和政 

 

5.1 はじめに 

バイオベンチャーが目指す研究開発は長期にわたり、事業の不確実性も高い。そのため

企業評価を通常のＤＣＦ法で行った場合、現在価値が低く見積もられ、適切な投資判断を

行うことができないことがある。各開発ステージで必要資金と成功確率、そして不確実性

を取り込んだリアルオプション法を用いることにより、このようなバイオベンチャーの企

業評価を行うことができる。 

リアルオプション法は、投資決定のみならず、その後の、研究開発・製品事業化が進む

中で、適宜、そのベンチャーの価値評価を行い、経営方針を定める情報を入手することも

可能である。今回、遺伝子解析ベンチャーのケースを用い、設立直前、設立 3 年後の 2 つ

のステージで、バイオベンチャーを取り巻く環境・バイオベンチャーが必要とする経営資

源がどのように変わったのか、そして、これに伴いバイオベンチャーの価値の変化と経営

方針決定への影響を検証する。 

 

5.2 成長ステージ応じたリアルオプションの適用 

バイオベンチャーに適応するリアルオプションはその成長のステージにより異なる。 

今回、設立時にはブラックショルズモデルを、設立後研究開発が進んだ段階でバイノミ

アルモデルを適用することにより、バイオベンチャーの企業価値を算定する。 

バイオベンチャーは、大学等の公的研究機関が行った研究の成果を元に立ち上げること

が多いが、設立時には、研究成果の有効性・有用性が認識されたとしても、それをどのよ

うな形で商品化し、それをどの市場が受け入れることが可能なのか、具体像を認識できな

いことが多い。その場合、想定される商品群・市場群を事業オプションとして考え、各事

業オプションがもつ現在価値とその成功確率を加味した価値をブラックショルズモデルで

算定することにより企業価値を把握する。 

設立後、数年が経ち、バイオベンチャーが設立時に設定したいくつかの事業オプション

の中から、目指すべき事業を選定した段階で、企業価値を算定し直す必要がある。このと

きには、目指すべき市場も、競合も、またチャネルも把握され、より具体的な事業像が策
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定できる。このステージにも事業の不確定要素があるなかで、そのオプション価値を加味

したバイノミアルモデルを使うことにより企業価値を算定できる。 

 

5.2.1 ゲノム創薬 

がんや糖尿病、高血圧症など多くの病気に、遺伝子が関連していることが明らかになっ

てきており、これらの病気の原因、あるいは未知の関連遺伝子を見つけること、また、個

人の遺伝的な多様性を知ることによって、より効果が高く、副作用の少ない医薬品を提供

することを目指すゲノム創薬が期待されている。 

元来、医薬品は天然物や、色素･有機合成技術の研究から得られた化合物が特定疾患に有

効なものとして普及した。70 年代頃からスクリーニングという手法を用いて多くの化合物

を合成しそれを生物に作用させて候補となる薬を見つけていた。80 年代には、生体と疾病

のメカニズムを理解し、コンピュータ上で治療薬をデザインするという考え方に基づいた

創薬の動きが始まった。分子と遺伝子の構造解析、機能解明を行う事により、良い治療薬

をより早く創り上げようと考え始めたのである。遺伝子組み換えの技術も通常の研究現場

で使えるようになったこともこの論理的な創薬を加速させた。これが第一次バイオブーム

を形成し多くのバイオ医薬といわれる治療薬を世界に普及させた。 

90 年代のヒトゲノム解読計画はこの論理的な創薬をステップアップさせた。あわせて 90

年代の情報技術革新による情報インフラの整備も創薬の効率向上に重要な役割を持った。

高速演算を可能とするハードと、世界の各地に蓄積されたデータを瞬時に入手するインタ

ーネットと、DNA シークエンス情報から、遺伝子・立体構造・機能を予測するソフトとこ

れらのＩＴ技術が創薬の方法を変えていった。 

つまり、数多く作った化合物から薬物を見つけ出すというランダムスクリーニングや、

運に任せる Serendipity でもなく、合理的な生産活動により、効果のある、副作用の少ない

医薬品作りを目指す環境が整ってきたのである。 
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第 5.1 図 ゲノム創薬 

 

論理的な薬作りが進む中、治療薬と診断薬が平行して開発されることも特徴として挙げ

られる。これは、ある特定の遺伝子から発現した、RNA、たんぱく質がカスケード式に連

鎖して、健康状態を維持しているのであるが、そのひとつの遺伝子、RNA、たんぱく質に

異常を来たした場合、その前後の維持システムに問題が起こり、疾病が起ることが考えら

れている、このカスケードシステムの異常を発見することが診断であり、その異常を取り

除くものが治療薬となるのである。「第 5.1 図 ゲノム創薬」にあるように、ゲノム研究を

している中で、治療薬と診断薬の両方が開発されていくのがゲノム創薬の現場である。例

えば、ロッシュの発売している乳がんの治療薬「ハーセプチン」と、藤沢薬品が販売して

いる診断薬「パスビジョン」である。これはヒト 17 番染色体に存在する HER-2 遺伝子が、

細胞の分化･増殖・生存の制御に関与するとともに、腫瘍の増殖において重要な役割を果た

していることが知られている。乳癌等の腫瘍細胞で、HER-2 遺伝子の増幅または蛋白の過

剰な発現が見られており、これの発現をみることにより、予後を予測するとともに、治療

薬「ハーセプチン」の効き具合を予測することを可能とするのである。 

 

5.2.2 検証対象遺伝子解析ベンチャー 

今回検証を行うバイオベンチャーは癌を研究する公的研究機関と民間企業が共同で 2001

年に設立された遺伝子解析ベンチャーである。民間企業の設立時出資金額は約 2 億 6 千万

円であり、翌年の 2002 年に他民間企業が、更に約 2 億円を出資している。癌疾患関連遺伝

子・タンパク質情報データベースの構築、販売、並びに癌発症メカニズムの解明により、

創薬（治療薬・診断薬）の開発加速を事業目的としている。 

 

 

特定疾病
遺伝子

探索 Hit-to-Lead Lead-to-
Candidate

Pre-clinical
Development 治療薬

Disease
Biology

診断薬
検体
臨床データ
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会社立ち上げ 第一次研究 事業性評価 開発
許認可申請
研究用販売

事業
コンセプト キャッシュ

ライズ

第 5.2 図  遺伝子解析ベンチャーの研究開発・事業化ステップ 

 

5.2.3 研究開発・事業化ステップ 

同遺伝子解析ベンチャーが設立から、研究開発を行い、そしてその研究成果を事業化す

るステップを「第 5.2 図 遺伝子解析ベンチャーの研究開発・事業化ステップ」の通り示し

た。各ステップを行ってきた年度も同図の中に提示している。 

今回、2001 年の設立当時と 2004 年第一次研究終了時の 2 つのステージで企業価値をリ

アルオプションにて算定することとした。 

 

5.3 設立時 (2000 年～2001 年) 

 

5.3.1 外部環境 

まず同バイオベンチャー設立を検討した当時の外部環境を見てみる。2000 年 6 月、米国

のクリントン元大統領と英国のブレア首相によってヒトの遺伝子配列読取プロジェクトの

終結が宣言された。このことにより医薬品業界では、ゲノム情報をもとに医薬品を作り出

すゲノム創薬時代への突入が本格化した。ヒトの DNA 配列が全て解読されたことから、こ

のゲノム情報を用い、薬を理論的に創り上げることが可能となり、ゲノム創薬により従来

の医薬品開発に比べ、有効性、安全性の高い医薬品が生まれると期待された。このゲノム

創薬の担い手となるのがバイオベンチャーであると考えられた。 

実際、バイオベンチャーの目指す主な事業領域は治療薬・診断薬の分野であり、米国の

バイオ産業の場合、治療薬 7 割、診断薬 2 割で 9 割を占めている。「第 5.1 図 ゲノム創薬」

で図式化したように科学・技術が製品への道のりを辿るのだが、その道のりは十数年と遠

い。その上、数人で起業し、企業規模も数十人のレベルで 5 年から 10 年経つことも多いが、

その間に、継続的な技術向上にとどまらず、それを用いた製品開発、病院との連携を通じ

ての臨床試験を行い、並びに必要とされる厚生労働省等管轄官庁の許認可を取得する一連

の作業をこの少人数で行い続けなければならない。通常、許認可取得後の製造・販売には

更なる膨大なコスト・事業システムが必要となるため、バイオベンチャーは、許認可取得
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の前後で、大手製薬会社へライセンスアウトをすることが多い。（もちろん、米国アムジ

ェン社、米国ジェネンテック社のようにバイオベンチャーにとどまらず、その後も事業を

拡大し、製造・販売を自ら行い、製薬企業世界トップ 30 に入るようなことも有り得る。） 

これらのバイオベンチャーの経営資源には限りがあり、科学・技術の進歩の中で、他に

先んじた技術を短期間で事業化するためには、適切な人的資源、研究機器等設備、そして

自らが持つ技術の向上を果たす事が必要になる。 

 

5.3.2 事業内容 

セレーラ・ジェノミック社のヒトゲノムの解明で始まった現在のバイオブームは米国を

中心とした白人のデータを中心に作られている。例えば、米国ミリヤッド社の発見した乳

癌発生遺伝子の BRCAⅠとⅡは、白人では家族性乳癌患者の 70％の原因となるが、日本人

を含むモンゴロイドでは 30％以下と、アジア人と白人との間には癌の発現の仕方が異なる。

つまり、アジア人の為の研究を行うためには、アジアにて研究を行うことが必要となる。 

また、バイオの研究にはがん患者からのサンプルが必要となるが、倫理的・法的に合致

した入手が必要である。さもないと、得られた研究成果の科学的・事業的評価も得ること

ができないし、企業そのものも存続しえない。よって、検体を提供する患者に、行う研究

を説明し同意（インフォームド・コンセント）を取り付け、そのもとに検体提供が行われ

る。 

研究は、DNA チップを用いて各患者の遺伝子の発現パターンを見ることにより、特定疾

病の遺伝子を見つけることを行う。特定疾病遺伝子が見つかれば、医療への貢献度は高く、

それによる投資リターンも高いが成功可能性は低い。特定疾病遺伝子が確定できなくても、

治療薬用、診断薬用、研究用のデータベースとして販売も可能であり、それぞれ違った投

資リターンと発生確率が想定される。 

第 5.1 表 遺伝子解析ベンチャーの現在価値 

 各事業の現在価値 発生確率 加重平均 

特定疾病遺伝子 1,352 3% 41 

創薬用 DB 811 20% 162 

診断薬用 DB 135 30% 41 

研究用 DB 31 47% 15 

   258 

 

もし、通常の DCF 法により計算した場合、本案件の事業価値は 2 億 6 千万円となり、初

期投資の 3 億円に及ばず、同プロジェクトの事業性は無いと判断され、投資は実行しない
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ことになる。 

 

5.3.3 リアルオプション評価 

それでは、各事業の可能性に対する投資リターンと発生確率より期待値からの乖離度を

求め、ブラックショルズモデルを用い企業価値算定を行ってみる。 

尚、各重要項目を次の通りとすると、 

① 現資産価値（St）：投資キャッシュフローの現在価値（DCF 法による現在価値に当

たる） 

② 行使価格（K）：投資コスト 

③ 行使期間（t） 

④ 現在価値の不確実性（ボラティリティ：σ） 

⑤ リスクフリーレート（ｒ） 

 

ブラックショールモデル（コールオプション）による企業価値は 

 

)()( tdNKedStNCt rt −−= −  

 

で表される。但し、 

 

)/(])2/()/[ln( 2 ttrKStd σσ++=    N(z) :標準正規分布の累積密度関数 
 

である。 

 

第 5.2 表 各商品カテゴリーの期待値からの乖離度 

 期待値からの乖離度 加重平均 

特定疾病遺伝子 524% 16% 

創薬用 DB 314% 63% 

診断薬用 DB 52% 16% 

研究用 DB 12% 6% 

変動率の標準偏差 26% 

 

 

第 5.1 表、第 5.2 表を踏まえ、本案件のリアルオプション・ブラックショルズモデルを用

いてオプション価値を算定する重要項目は次の通りと設定した。 
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第 5.3 表 オプション価値を定める重要項目 

①現資産価値 258 

②投資コスト 300 

③行使期間 2 

④現在価値の不確実性 26% 

⑤リスクフリーレート 2% 

 

 

5.3.4 経営方針決定 

リアルオプションによる価値評価を行ったところ、事業価値は 3 億 3 千万円となり、初

期投資額 3 億円を超えることから、投資実行決断を示唆した。これは、プロジェクト関係

者が認識する数字と遠くない範囲にあるものであった。 

 

5.4 第一次研究終了時（2004 年） 

 

5.4.1 外部環境 

それでは次に、バイオベンチャーを取り巻く外部環境を設立当時と比較してみる。バイ

オテクノロジーの進歩は早く、そしてそれを取り巻く経済環境も変わっている。 

 

（1）バイオベンチャーへの継続的支援 

2000年のミレニアムプロジェクトによるバイオ関連 620億円予算が 5年にわたり継続的

に研究資金を供給している。2002 年のバイオテクノロジー戦略大綱、大学発ベンチャー

1000 社計画により、大学・公的研究機関による研究成果を事業化するバイオベンチャー設

立の環境が整備されている。2004 年 4 月独法化により、国立大学は独立採算を目指す資金

の原資獲得を目指して、研究成果の特許化、特許申請された研究成果を民間企業へ提供す

るべく、TLO（技術移転機関）を設立した。これにより、大学・公的研究機関の研究成果

の知的所有権化、契約等により研究機関からの移転促進が進んだ。このように、政府が主

導・誘導したバイオベンチャー支援環境は継続的に拡充され続けている。また、JAFCO、

日本アジア投資、ソフトバンク・インベストメント株式会社、バイオフロンティアパート

ナーズ、SMBC キャピタル株式会社等のバイオファンドや、日本政策投資銀行主導のバイ

オテック・ヘルスケア・パートナーズ、ウォータベイン等、各社 20-40 億円の規模でのバ

イオファンド創設がされており、資金面でも継続的にバイオベンチャーは支援されている。 
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（2）上場による EXIT、提携による収益モデル確立 

2004 年 12 月までの 1 年間に、そーせい、DNA チップ研究所、LTT バイオファーマ、

タカラバイオと上場し、バイオベンチャーの EXIT として上場がひとつのゴールと認識さ

れた。また、アンジェス MG と第一製薬、オンコセラピーと塩野義製薬、総合医科学研究

所と明治製菓等、バイオベンチャーと製薬企業との間に提携契約等締結され、創薬自体は

十数年かかるものの、数年で収入を見込めるバイオベンチャーの短期収益モデルが確立し

た。 

 

(3）情報系淘汰、治療薬・診断薬への集中 

米国セレーラ・ジェノミクス社や米国ジーンロジック社に代表されるような情報系バイ

オベンチャーは苦戦している[1]。これはゲノム関連情報が治療薬開発のスピードを上げる

という考えが 2000 年当時あり、例えば通常前臨床まで 4～9 年かかるものが 3～4 年になる

ということが言われていた[2]。しかし 2005 年現在では、ゲノム情報は新薬候補を創出する

ものの、従来法に比べると、開発期間を長期化し、コストを押し上げると考えられている[3]。

これにより情報系バイオベンチャーは米国ダブルツイスト社、米国ジーントレース社のよ

うに淘汰されるか、米国セレーラ・ジェノミクス社や米国ミリヤッド社のように創薬ベン

チャーに転身することにより事業継続を進めている。 

 

5.4.2 事業内容 

設立より 3 年が経ち、「第 5.2 表 遺伝子解析ベンチャーの研究開発・事業化ステップ」

にある「設立」、「第一次研究」が終了し、このバイオベンチャーは「事業化」のステー

ジにあると考えられる。研究成果を生かす事業の候補の中から、新規の診断システム構築

検討が進められる。これは DNA チップを用い、乳がん患者の遺伝子の発現パターンを見る

ことにより、 

（1） 腫瘍の悪性・良性の診断：がんであるかどうかの診断 

（2） 抗がん剤の薬効予測：薬の効き具合、投与量を予測する 

（3） 予後予測：手術後の再発の可能性を予測する 

を行う診断薬システムであり、がん患者の治療の方向性を示唆する情報提供を目指すこと

となった。 
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5.4.3 リアルオプション評価 

このバイオベンチャーが進める事業化には、大きく分けて 3 つのステージが必要となっ

ており、それぞれのステージを 小の経営資源（資金・研究員）と時間で効率良く進める

ことが必要となる。 

(1) Validation： 

DNA チップを用いて選び出された特定遺伝子、または遺伝子セットが、より規模の大き

い集団においても同様の結果が得られるかどうかを確認する作業を行う。これは、小規模

な集団で獲得したデータが偶然、特定の遺伝子群を示唆したわけではなく、異なる規模の

大きい集団においても同様の結果が得られる普遍性があるものであることを確認する作業

となる。 

(2) 治験： 

日本における臨床検査試薬は厚生労働省（実際は医薬品医療機器総合機構）の許認可を

受け、国民保険・社会保険制度に基づき診療報酬点数で定められた金額の支払いを受ける。

許可を取得するために必要なデータを得るべく治験を行うが、体外診断薬であり、治療薬

と比べると時間・コスト・実施の難易度も軽減されるが、適切なプロトコール設計、医療

機関選定、モニタリング、メディカルライティングが行われる必要がある。臨床検査試薬

の治験の場合、将来の事業パートナーである検査センターと提携で行うことが多いことも

特徴としてあげられる。 

(3) 申請・研究用販売： 

良好な治験結果が得られた場合、厚生労働省へ申請を行うと共に、直ちに研究用販売と

して事業を開始する。研究用販売の場合、販売可能機関が限られるものの販売単価を提供

企業が自由に設定でき、通常は高く設定している。（許可を受けたあとの診療報酬点数は

類似既存品から影響を受けることが多く、研究用価格と比較し、低く設定され、それによ

り短期的には売上減を招くことが多い。しかし、価格修正により市場が拡大し、ひいては

より多くの人々が受ける医療水準を高めることが達成可能となる。） 

これらのステージに必要な資金・年数、並びに成功確率を第 5.4 表の通りと設定した。そ

の他条件は次の通り。 

• 対象集団：2000 年の新規乳がん患者 3.5 万人をベースにし、良性腫瘍患者の診断を

2 割含むものと考えた。 

• 薬価点数：1000 点（1 万円）と想定し、研究用販売時はその 10 倍とした。 

• 潜在市場の顕在化・自社占有率シナリオ：研究用販売時に５％、6 年後に 5 割達成す

るものし、その後占有率は同水準を維持するものとする。 
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第 5.4 表 ステージ毎の必要金額と成功確率 

ステージ 必要金額 成功確率 必要年数 

Validation 10 百万円 ５割 1 年 

治験 45 百万円 ７割 1 年 

研究販売・申請 10 百万円 9 割 1 年 

許可    

 

もし、通常のDCF法により計算した場合、本案件の事業価値はマイナス 1千万円となり、

次のステージへ進む事を示唆しないことになる。 

 

5.4.4 経営方針決定 

次にリアルオプション（バイノミアルモデル）による価値算定を行う。まず、バイノミ

アルモデルの概略を説明する。 

① 現資価値（PV）：投資キャッシュフローの現在価値（DCF 法による現在価値に当た

る） 

② 期間（t） 

③ 現在価値の不確実性（ボラティリティ：σ） 

とした場合、信用期間９５％で上限、下限となる現在資産価値は 

 

  上限： e tPV ×× σ  

  下限： e tPV ×−× σ  

 

の範囲内にあると表すことができる。もし期間ｔが繰り返された場合、その企業の現在価

値は、「第 5.3 図 リアルオプション・バイノミアルモデル」に表したような雁行形になる。

この際、現在価値はゼロまたは正の値を取る（負になった段階でその企業・プロジェクト

は継続しない）為、上限と下限が期間ｔを繰り返したとしても、ゼロを下限とした現在価

値の分布となる。 
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第 5.3 図 リアルオプション・バイノミアル 

 

それではこの遺伝子解析バイオベンチャーにリアルオプション・バイノミアルモデルを

適用する。将来の販売がボラタリティ２０％で変動すると仮定し、その企業価値を算定す

る。（2006 年の売上開始後から変動するものとする）。「第 5.4 図 遺伝子解析ベンチャ

ーの現在価値」にあるように現在価値が算定され、初期投資額 3 億円を加味しても、現在

価値は１７百万円となり、次の事業化のステージに移行することを示唆した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV PV

e tPV ×× σ

e tPV ×−× σ e tPV ×−× σ

e tPV ×× σ

e tPV ×−× σ2

e tPV ×× σ2

e tPV ×× σ3

e tPV ×−× σ3

t t t

負の値になる
ことはない 
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１７
継続

４０
継続

８３
継続

１１
継続

１６６
継続

２６
継続

０
撤退

３２３
継続

６１
継続

０
撤退

０
撤退

５６０
継続

１４５
継続

０
撤退

０
撤退

０
撤退

2004         2005          2006          2007           2008    2009

第 5.4 図 遺伝子解析ベンチャーの現在価値 

 

また、このベンチャーは各ステージで成功した後、自ら次のステージに移ることをせず、

大手臨床検査試薬メーカーへライセンスアウトし、早期にキャッシュライズすることも可

能である。これは、事業化する治療薬・診断薬は、厚生労働省の認可のために前臨床、第

一相、第二相と、同じステップを踏む必要があり、そのステップをあがるタイミングでバ

イオベンチャーから大手企業へライセンスアウトすることが行われるからである。このよ

うにバイオベンチャーには治験の各ステップでライセンスアウトする経営のオプションが

あり、このオプションを持つことにより、バイオベンチャーの企業価値が向上することが

期待される。 

 

第 5.5 表 ライセンスアウト条件 

ステージ Validation 治験 研究販売・申請 

成約時 50 百万円 100 百万円 150 百万円 

ロイヤルティー率 15％ 20％ 20％ 

 

第 5.5 表の通りライセンスアウトのオプション[5]を持つことにより、現在価値は第 5.5

図のように 85 百万円と上昇し、事業化を更に後押しすることになる。 
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８５
継続

２０１
継続

２２１
売却

２２１
売却

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2004         2005          2006          2007           2008    2009

第 5.5 図 遺伝子解析ベンチャーの現在価値 

（ライセンスアウト条件有りの場合） 

 

5.5 考察 

 

5.5.1 バイオベンチャーの成長ステージにより得られる情報が異なり、またス

テージが進むにつれ情報の蓄積が行われた。 

今回、遺伝子解析ベンチャーを用い、2001 年の設立時と 2004 年現在で、比較したが、

この 3 年強の間に知識の集積がなされ、次のようなことが見られた。 

 

(1) 商品の絞込み： 

設立当初は特定疾病遺伝子、治療薬用、診断薬用、研究用のデータベース等、ブロード

な商品カテゴリーであったが、研究が進むにつれ、診断薬用へと特化された。 

(2) 顧客の具体化とニーズの明確化： 

診断薬用に注力することにより、大病院の審査室や検査センターで使用されることが明

確になった為、検査センター・医者・患者がそれぞれ違う立場で要求する商品の達成基準、

内容が具体化された。 

(3) チャネルの明確化： 

顧客が明確になったことにより、その顧客に適切に提供するチャネルが明確化された。 
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遺伝子解析ベンチャー遺伝子解析ベンチャー 診断薬メ－カー診断薬メ－カー 医薬問屋（卸）医薬問屋（卸）

医薬問屋（病院対応）医薬問屋（病院対応）

検査センター検査センター 病院・検査室病院・検査室

患者患者

医師医師

第 5.6 図 チャネル概略図 

 

 

 

5.5.2 成長ステージにより異なるリアルオプションが適用された。 

2001 年の設立段階では、ゲノムへの夢が大きく語られ、ＩＴベンチャーのサクセススト

ーリーをバイオの世界でも具現化させようと、多くのバイオインフォマティクス企業が設

立された。このバイオベンチャーもその大きな流れの中で設立を判断している。よって、

採用する 新の技術の評価は市場では確定されておらず、あわせてその技術から出てくる

商品も確定しない中、さまざまな事業オプションがある中での設立検討を余儀なくされた

と想定される。各事業オプションが目指す市場も不透明な中での事業化とならざるを得な

い。このような場合、企業価値を算定するにあたり、各事業オプションがもつ現在価値と

その成功確率を加味したブラックショルズモデルで算定を行っている。 

このように事業オプションがいくつかあり、「ベストの事業オプションが具現化すれば

事業リターンは膨大」というようなバイオベンチャーの企業価値を算定する場合、通常用

いる DCF 法を用いると、その企業価値は低く算定される。投資決定者は、この数値を前に

して、DCF 法の限界を見る。 

各事業の可能性に対する投資リターンと発生確率より期待値からの乖離度を求め、ブラ

ックショルズモデルを用いることにより、投資実行を示唆する企業価値が得られることに

より、投資家はそのモデルの有効性を認識する。 
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そして 2004 年をこのバイオベンチャーは迎えるわけであるが、バイオ関連事業はＩＴベ

ンチャーのような短期で事業化するモデルではないということが理解され、バイオインフ

ォマティクス企業も軒並み、より商品に近い、またはより末端に近いところまで商品作り

をしなければならないということが理解される。そして、４つあった事業オプションから、

診断薬市場を狙う製品へ絞り込んでいく。 

このような状況で、このバイオベンチャーは膨大な事業リターンが想定される新規遺伝

子発見モデルや、治療薬モデルも、あまり儲からない研究用データベース販売モデルも目

指さず、限られた経営資源を診断薬開発に集中配分する。 

このように事業オプションを取捨選択したことにより、改めて企業価値を算定し直す必

要があり、今回バイノミアルモデルを適用した。４つの事業オプションが一つの診断薬事

業に絞り込まれたことと、その間に市場規模から想定される商品の市場価値、そして、想

定される販売チャネルからバイオベンチャーが果たす役割、得られる事業リターンの規

模・率が想定可能となったことによる。 

バイノミアルモデルにより、企業価値がいまだ正であることが確認され、継続して事業

を進めていくことを示唆する。 

また、開発開始、治験開始、許可取得、または、製造開始の段階で、大手診断薬メーカ

ーにライセンスアウトすることが事業オプションとしてあるのだが、治験開始前にライセ

ンスアウトすることが、企業価値を 大化することを示唆している。つまり、経営陣はこ

れから２年間の間に開発に適切な経営資源を投入し、そして、２年後のライセンスアウト

を現実化させるべく、2004 年の現在から、診断薬メーカーとの接触と、ライセンスアウト

に向けた商品開発を進めていくことが必要であると示唆する。 

 

5.6 結論 

 

5.6.1 成長のステージにより異なるリアルオプション（ブラックショルズモデ

ル、バイノミアルモデル）を適用することにより製品化・事業化が長期

にわたる、または不確実性が高いバイオベンチャーの企業価値算定が可

能となった。 

バイオベンチャー設立時、設立数年後のいずれの場合でも、通常行われる DCF 法に比し

リアルオプション法により企業価値が適切に算定されることが示された。 

設立段階では、技術、商品、市場の情報が少ない中で、事業を興す場合、その不確実性

故、事業プラン設定がうまくいかず、プロジェクト評価に困難を伴う。この際、リアルオ
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プション・ブラックショルズモデルによる評価がその事業価値算定を示唆する。 

その後、プロジェクト実行を決定し、数年たち、知識が集積される中で、より焦点の絞

った事業領域での時系列を加味した事業プランが可能となる。この場合でも潜在市場が顕

在化されていない為、その試算は低めに設定されることが多い。これを想定されるベスト

シナリオにボラタリティを加味したリアルオプション・バイノミアルモデルを活用するこ

とにより、企業価値をより適切に評価できる。 

 

5.6.2 留意点 

まず、事業のシナリオ、将来生み出すキャッシュフロー、成功確率設定に恣意性を排除

することができないことが挙げられる。つまり、この数値設定に常に客観性を持たせるべ

く、内外の業界関係者を入れ、その数値の正当性に注意を払う必要がある。 

科学の進歩、研究のトレンドをつかみながら、研究開発・事業の方向・内容を修正し、

常に企業価値を算定する基準が変化していくことを理解し、その基準把握に努める必要が

ある。 
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第 5.6 表 リアルオプション・バイノミアルモデルによる企業価値算定 

Ｒ＆Ｄ
成功確率: 50% 70% 90%

Validation 治験 究販売・申 販売
y1 y2 y3 y4

投資額（百万円） 10 45 10
割引率 110% 121% 133% 146%
PV（百万円） 9 37 8 0
投資額PV累計（百万円） 54

累積成功確率(前臨床から）→ 50% 35% 32%
投資額（百万円） 10 16 3
割引率 110% 121% 133%
PV（百万円） 9 13 2
ＰＶ（Ｒ＆Ｄ）（百万円） 24
Salvage（Up-Front) 5 10 15 ●乳がんに関する新規診断薬開発・販売。
Royalty率 15% 20% 20% 　病院での単価1万円、6年目での普及率6割を達成目標
On Sales 98 195 279 ●ﾛｲﾔﾙﾃｨ計算用売上は「想定売上ｘ成功確率」
Salvage(Up-Front + Royalty) 103 205 294
１３年目までの割引率 10% １４年目の割引率 10%

事業収益（R&D費を除く）

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10
新規乳がん患者数 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
新商品浸透率 0% 0% 5% 10% 30% 50% 50% 50% 50% 50%
診断薬売り上げ(百万円） 0 0 218.75 43.75 131.25 218.75 218.75 218.75 218.75 218.75
ロイヤルティー率 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
ロイヤルティー売上(百万円） 0 0 43.75 8.75 26.25 43.75 43.75 43.75 43.75 43.75
(参考：ロイヤルティー売上ＰＶ） 0 0 33 6 16 25 22 20 19 169
事業部門運営費 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
経常利益（乳がん） -5 -5 72 10 38 63 61 59 57 2,074
割引率 110% 121% 133% 146% 161% 177% 195% 214% 236% 259%
PV -5 -4 54 7 23 36 31 28 24 800
PV累計 994

ｘ 31.50% （成功確率） ●研究開発販売時は単価10倍
ＰＶ（新薬の資産価値） 313 ●悪性率： 80%
10年目までの割引率 10% 11年目の割引率 10% ●診断薬単価： 10,000 円/テスト

事業評価（DCF法）
現状 サンクコスト含まず

ＰＶ（設立時） -300
ＰＶ（Ｒ＆Ｄ） -24 -24
ＰＶ（新薬の事業価値（R&D除く） 313 313
ＰＶ（総計　百万円） -11 289
表7.6（続き）　リアルオプション・バイノミアルモデルによる企業価値算定
事業評価（ROA法）

y1 y2 y3 y4 y5 y6
ロイヤルティー売上の変動 310 310 411 546 724 961 事業コストＰＶ -401
（ボラタリティー：２０％） 234 310 411 546

176 234 310
133 176

100

Rf 2%
成功確率の変動 y1 y2 y3 y4 y5 y6 Prob 46%

32% 42% 55% 74% 98% 130% １－Prob 54%
24% 32% 42% 55% 74% u 133%

18% 24% 32% 42% d 75%
13% 18% 24% u*d 100%

10% 13%
8%

コストの変動 y1 y2 y3 y4 y5 y6 1年分
コスト 15 50 15 5 5 50 110%
割引率 110% 121% 133% 146% 161% 177%
Salvage(Up-Front + Royalty) 103 205 294
PV(Salvage) 93 170 221
PVｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ(売却条件無し) y1 y2 y3 y4 y5 y6

17 40 83 166 323 560
11 26 61 145

0 0 0
0 0

0

ＰＶｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ(売却条件有り) y1 y2 y3 y4 y5 y6
85 201 221 166 323 560

221 26 61 145
0 0 0

0 0
0  
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【注釈】 

[1] 米国 Celera 社は 2000 年 3 月に 250 ドルを超えた株価も 2005 年 1 月現在 20 分の１の

13ドル前後で推移し、また米国GeneLogic社も 2000年 3月の 150ドルをピークに 2005

年 1 月現在 3.2 ドルと 50 分の 1 以下で推移している。 

[2] Millenium Pharmaceuticals, 2001 Chemical Market Report, July 2001, Vol 260(5) 

Drug Discovery World, Winter 2000112, Page 18。 

[3] 今までの創薬に必要とされる期間 15～18 年の期間は変わらず、それに追加される形で

2～3 年のゲノム研究の時間が付加される、つまり 17～21 年間に延長されると言う考え

方。期間は延びるが、新規薬剤候補を得られる為、やはり意義があると認識されている。 

[4] 診断薬メーカー、検査センターからの情報を元に設定した。 
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応用分析 嘉本慎介 大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程 1 はじめに ? 

研究の背景と先行研究 企業は、新規事業の開拓 ...  

http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/risk/Kamoto2004-09.pdf   
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１．リアル・オプション (Real Options). リアル・オプションとは、 

不確実性に支配される実物資産（Real Asset）投資において、 
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応用分析 嘉本慎介 大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程 1 はじめに ? 

研究の背景と先行研究 企業は、新規事業の開拓 ...  

http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/risk/Kamoto2004-09.pdf    
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本論文の目的は、リアルオプションという最新のフレームワークを用いても、従来の研 ...  

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsme/kinyu/pdf/04s/04s108-inoue.pdf 
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|||||||||| その他の予測、測定方法｜Teradata  
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でのいつかの話題について検討してみるこ とにする。 ...  

http://www.mng.toyo.ac.jp/publication/keieironshu/g200003/12iihara.pdf     
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「ディジタル現代金融工学入門」講座（2001）. ...  

http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/~kariya/papers/TK_papers_jpo027.html - 5k -    

 

 

リアルオプション法＜設備投資の採算計算 ...  

リアルオプション法. 学習のポイント. 将来の利益が不明確なときには現時点 

で決定するのではなく ... キーワード. リアルオプション法，金融工学，ブラック‐ 

ショールズの公式，ラーマン法，ＦＲＩＣＴＯ. 現在価値法 ...  

http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/dcf-real-option/ - 6k -    
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Page 1. ０ ２ － ０ １ ２ 電力経営におけるリアルオプションの価値 

評価手法と適用事例 電中研報告 経 営 背 景 ... つ価値をリアルオプションと呼ばれる 

概念に基づいて定量化する手法が注目されて いる。 目 的 ...  

http://ge-rd-info.denken.or.jp/ge-leaflet/pdf/Y02013.pdf     

 

 

【物質資産】 

http://kccn.konan-u.ac.jp/economics/risk/07/7-1.html#top#top 

 

【戦略】 

 

|||||||||| 経営戦略とリアルオプション  

... No reproduction or republication without written permission. 6 経営戦略とリアル 

オプション 新井富雄 ... へ適用しようというアプローチである 注 2 。 実務の世界では、 

リアルオプションは主 に石油、金、銅等の天然資源採掘ビジネス ...  

http://www.nri.co.jp/opinion/chitekishisan/2001/pdf/cs20010403.pdf       

[ www.nri.co.jp からの追加検索結果 ]  
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http://www.tyg.jp/tgu/school_guidance/bulletin/k12/images/09ishikawa.PDF   

 

 

|||||||||| 戦略的思考を取り入れたリアル・オプション ...  

Page 1. 戦略的思考を取り入れたリアル・オプション － 離散 2  

時点モデルによる分析 － ? 今井潤一 † 渡辺隆裕 ‡ September, 7 2004 

(ver 4.1) 概 要 本論文では，不確実性下の競合状況をモデル化するため ...  

http://www.nabenavi.net/paper/download/jan4-1.pdf    
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|||||||||| 経営・会計通信: ベンチャー投資とリアル ...  
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言葉を聞いたことはありますが、実際に使ったことはありませんでした。 

今回のトラックバックを契機に勉強していきたいと思います。 ...  

http://krp.web.infoseek.co.jp/mt/archives/000110.html - 12k -   
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Page 1. 経営情報学会 2000 年秋季全国発表大会報告資料 1 情報化投資へのリアル・ 

オプション・アプローチ適用：その可能性と課題 RealOptionsasamethodt 

oevaluateJapaneseITin vestments 同志社女子大学 加藤 敦 ...  
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経営情報学会 2000 年秋季全国発表大会報告資料 1 情報化投資へのリアル・オ

プション・アプローチ適用:その ... and N.Kulatilaka(1999), Real Option: Managing ... 

Valuing Real Option," The Quarterly Review of ...  
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... この論文の内容は、リアルオプション理論による民事訴訟の分析である。 

知ったかぶりしているが、リアルオプション理論というのがどういうものなの 

かは、今回これを読んでから検索してみて初めて知った。要するに ...  

http://hardlyablawg.txt-nifty.com/home/2004/09/post_2.html - 

 

【事業評価】 

 

|||||||||| 上流事業評価の新手法：リアル・オプション  

上流事業評価の新手法：リアル・オプション. ??どこまで有効か？??. 企画調査部＊. ... 

25, 2002. ・「リアル・オプション － 経営戦略の新しいアプローチ」. 

マーサ･アムラム / ナリン・クラティラカ 東洋経済新報社. ...  
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... /10 不動産金融工学 事始め －鑑定理論と金融理論の実践的融合を目標として－ 不動産鑑定士 

堀田 ... されることになる。 不動産金融工学におけるリアルオプションでは、このリスク中立 ...  

http://www.kanteishi.net/kantei/rife/005refe.pdf - 30k-  

HTML バージョン [www.kanteishi.net から検索] 
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Real Options Approach to Petroleum Investment 

www.puc-rio.br/marco.ind/ This Site Is Dedicated to Real Options Approach to Investments in General. 

and Especially in Petroleum Exploration and Production (E&P). The website 

http://www.puc-rio.br/marco.ind/main.html - 10k - 2004 年 12 月 31 日- キャッシュ [www.puc-rio.br 

から検索] 
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REAL OPTIONS: DEALING WITH UNCERTAINTY. IN SYSTEMS ... the real option lies in ... Option 
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http://msl1.mit.edu/mib/dsp/curricula.mit.edu/~dsplan/Docs/Papers/delft.htm - 132k- キャッシュ 

[msl1.mit.edu から検索] 

 

 

[PDF] Real Option Valuation of Coal Generation and Coal R&D 

Real Option Valuation of. Coal Generation and Coal. R&D. ... copyright 2000. Petroleum 

Information/Dwights LLC. ...  

http://www.coal.org/PDFs/realoptions4-23-03.pdf - 566k- HTML バージョン [www.coal.org から検

索] 
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Dating, Engagements, and Marriages Among Electric Utilities : 

IFSAM 2002 Conference. Gold Coast, Queensland. Australia. ... valuing a real option that is not ... 

including mining, petroleum, and pharmaceutical companies ...  

http://www.ifsam.org/2002/strategic-management/Taylor_Leggio_Coates_Dowd_PUB.htm - 82k- キャ

ッシュ [www.ifsam.org から検索] 
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An Equilibrium Model of Investment Under Uncertainty. Robert Novy- ... strategic equilibrium real 

option premia are ... oshore petroleum leases and Quigg's ...  
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はじめに 
 

本プロジェクトは、特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター

（PMCC）からの依頼を受けて行ったものである。PMCC では、P2M の体系に則った実践

のための補助ツールを開発しようとしている。そのなかで、P2M の中に謳われているプロ

グラムマネジメントの特徴である不確実性を評価する手法として、リアルオプションの研

究を推進している。 

リアルオプションは、不確実性を伴うプロジェクトの投資評価を行う手法として近年脚

光を浴びているもので、研究開発投資、不動産投資、IT 投資、油田開発などの分野への適

用が期待されている。しかしながら、実際のプロジェクトに適用するには、不確実性やリ

スクの定義、データの収集などにおいて種々の課題が存在する。 

この報告書は、上記以来に基づき開始したリアルオプション研究会の成果をまとめたも

のである。まず第 1 章は、P2M によるプログラムライフサイクルマネジメントの基本思考

について記述する。第 2 章では、リアルオプションによる投資評価の方法について記述す

る。第 3 章は、経済性評価指標体系の発展について記述する。第 4 章では、情報システム

の投資評価に適用する場合の枠組みについて記述する。 

全体として、投資評価の手法について、わかりやすく説明することに力点を置いている。

さらに、リアルオプションへの展開と課題、プログラムやプロジェクトにリアルオプショ

ンを適用する場合のその適用方法と評価について大枠を記述することに努めている。 

今後は、さらに実際のプロジェジェクトに適用する場合の細かい問題点について、分野

別の背景や利用方法に言及しながら研究を進めていく予定である。 

 

 

コーポレート・インテリジェンス株式会社



 357

目次 

第 1 章 プログラムライフサイクルマネジメントの基本思考 ......................................... 360 

1.1 投資家視点と不確実性低減 ................................................................................ 360 

1.2 バブル経済とイノベーションにおける教訓 ....................................................... 363 

1.3 イノベーションにおける不確実性...................................................................... 364 

1.4 プログラムライフサイクルマネジメントの意義と位置づけ .............................. 365 

1.4.1 プロファイリングマネジメント .................................................................. 366 

1.4.2 プログラム戦略マネジメント...................................................................... 366 

1.4.3 プログラムアーキテクチャマネジメント .................................................... 366 

1.5 投資の意思決定理論 ........................................................................................... 366 

1.5.1 不確実性への意思決定理論 ......................................................................... 366 

1.5.2 不確実性対応への制度と解釈...................................................................... 367 

1.6 プログラム投資における意思決定基準............................................................... 368 

1.6.1 経済性と不確実性........................................................................................ 368 

1.6.2 実効性と逐次的意思決定 ............................................................................. 369 

1.7 資本の時間価値 .................................................................................................. 370 

1.7.1 現在価値法 .................................................................................................. 370 

1.7.2 NPV キャッシュフローによる分析法 ......................................................... 371 

1.7.3 割引率 .........................................................................................................371 

1.7.4 ハードルレートと内部収益率...................................................................... 372 

1.8 デシジョンツリーによる不確実性対応............................................................... 372 

1.8.1 デシジョンツリー........................................................................................ 372 

1.8.2 事例解説 ......................................................................................................373 

1.9 リアルオプションによる不確実性への柔軟対応 ................................................ 373 

第 2 章 リアル・オプションによる評価 ......................................................................... 375 

2.1 はじめに ............................................................................................................. 375 

2.2 リアルオプションとは........................................................................................ 375 

2.3 プロジェクトに存在する不確実性...................................................................... 376 

2.4 アプローチ .........................................................................................................377 

2.5 確立変数による不確実性の定量化...................................................................... 377 

2.6 モンテカルロ・シミュレーション...................................................................... 379 

2.7 Black-Scholes によるオプション価値................................................................ 380 



 358

2.8 バラツキとオプションの関係 ............................................................................. 381 

2.9 マイルストーンによるステップ毎のオプション評価 ......................................... 383 

2.10 おわりに ............................................................................................................. 386 

第 3 章 リアルオプションの概念 .................................................................................... 387 

3.1 オプション取引 .................................................................................................. 387 

3.2 リアルオプションの活用 .................................................................................... 389 

3.3 オプションの種類............................................................................................... 390 

第 4 章 経済性評価指数体系の発展 ................................................................................ 397 

4.1 はじめに ............................................................................................................. 397 

4.2 経済性評価の歴史的展望 .................................................................................... 398 

4.2.1 米国における経済性評価の歴史 .................................................................. 398 

4.2.2 わが国における経済性評価の歴史............................................................... 398 

4.2.3 従来の評価指標体系 .................................................................................... 399 

4.2.4 現在の評価指数体系 .................................................................................... 399 

4.3 経済性評価指標の適用........................................................................................ 402 

4.3.1 回収期間 ......................................................................................................402 

4.3.2 内部利益率 .................................................................................................. 402 

4.3.3 正味現価 ......................................................................................................402 

4.3.4 リアルオプション........................................................................................ 403 

4.3.5 経済性評価指標の比較 ............................................................................... 403 

4.4 資本コスト .........................................................................................................404 

4.4.1 資本コストの妥当性 .................................................................................. 404 

4.4.2 加重平均資本コスト .................................................................................... 405 

4.4.3 金利スワップ  ........................................................................................... 406 

4.5 主要経済性評価指標の計算 ................................................................................ 409 

4.5.1 経済性評価の枠組み .................................................................................... 409 

4.5.2 正味現価 ......................................................................................................411 

4.5.3 リアルオプション－ブラック・ショールズ公式 ......................................... 412 

4.5.4 リアルオプション－2 項モデル ................................................................... 414 

4.6 投資評価 ............................................................................................................. 416 

4.6.1 プロジェクト投資評価 ................................................................................ 416 

4.6.2 情報システムプロジェクト投資評価 ........................................................... 417 



 359

4.6.3 複合プロジェクト投資評価 ......................................................................... 418 

4.7 まとめ................................................................................................................. 419 

第 5 章 企業情報システムの経済性評価 ......................................................................... 421 

5.1 はじめに ............................................................................................................. 421 

5.2 経済性評価の歴史的展望 .................................................................................... 422 

5.2.1 エメリー ......................................................................................................422 

5.2.2 パーカー=ベンソン ..................................................................................... 423 

5.2.3 チェックランド=ショールズ ....................................................................... 424 

5.3 システムズ・アプローチ .................................................................................... 425 

5.3.1 システムの階層構造 .................................................................................... 425 

5.3.2 システムの境界と入出力 ............................................................................. 426 

5.3.3 システムの経済性評価 ................................................................................ 426 

5.4 情報システムの発展 ......................................................................................... 427 

5.4.1 インターネット商取引の発展...................................................................... 427 

5.4.2 企業情報システム ...................................................................................... 428 

5.4.3 情報システムの機能 .................................................................................... 430 

5.4.4 情報システムの構造 .................................................................................... 431 

5.5 経済性評価 .........................................................................................................432 

5.5.1 経済性評価の枠組み .................................................................................... 432 

5.5.2 経済性評価指標 ........................................................................................... 433 

5.5.3 情報システム評価のフレームワーク ........................................................... 434 

5.5.4 情報システム投資の算定 ............................................................................. 437 

5.5.5 投資効果の算定 ........................................................................................... 439 

5.6 企業情報システムの評価－シミュレーション .................................................... 440 

5.6.1 目的と計算基準 ........................................................................................... 440 

5.6.2 計算手順 ......................................................................................................440 

5.6.3 計算結果 ......................................................................................................442 

5.6.4 考察 ............................................................................................................. 445 

5.7 まとめ................................................................................................................. 445 

 

 

 



 360

第1章  プログラムライフサイクルマネジメントの基本思考 
 

日本工業大学 教授  小原重信 

 

1.1 投資家視点と不確実性低減 

プログラムライフサイクルマネジメントは、投資家の立場と視点で外部変化に対しプロ

グラムの期待価値を維持することが中心的テーマである。プログラムには多額の経営資源

を投入するから、プログラムマネジャーは投資家の期待に応えるために専門職業人の実践

能力を活かし期待価値を確実に実現する責務がある。将来への革新や向上に向けたイノベ

ーションプログラムは、社会にも企業にも不可欠であるが「不確実性」に充ちている。不

確実性とは将来に発生する未知事象であり、変化を引き起こす原因であるが、時間の経過

に従い事象発生の予兆情報が現れる現象と定義する。経営環境への迅速な適合を望む行政、

企業、個人にとって、不確実性情報をタイムリーに獲得し、不確実性低減を図ることがマ

ネジメントの 大関心事である。外部環境の不確実性が問題にするのは、政策やビジネス

の戦略で中長期にかかわるタイムスパンの比較的長いケースが多い。デジタル商品のライ

フサイクルによるモデルチェンジは短いが、その新製品開発、新工程開発、市場開発を総

合開発とすれば短くとも３－５年の時間を必要とする。図 1.1 は、このような複合プロジェ

クトつまりプログラムと不確実の関係と仕事の達成度を図示したものである。プログラム

が計画どおりに進行すれば、次第に情報が獲得されマネジメントはその情報を基礎に対応

するので不確実性を減少させていく状況が下降曲線で示されている。その一方で時間経過

に従い、プログラムの仕事が達成され価値が実現する様子が上昇曲線で図示されている。 
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第 1.1 図  不確実性とプログラムへの影響度の関係 

この図によると不確実性は上流に存在するから、上流のマネジメントが重要であること、

プログラムに与える影響度が大きいこと、つまり「 初が肝心」という諺の根拠を教示し

ている。しかし、現実のマネジメントへの介入は、この教示とは反対に上流に薄く中流か

ら下流に集中していることが実証されている。高い不確実性を示す上流ではリスクを恐れ

て介入せず、成功が見えてから便乗する姿勢は、人間行動から理解できなくもない。第 1.2

図は、プログラムに対するマネジメントの影響度と実態を２つの曲線で図示したものであ

る。 

プログラム進捗

不確実性 達成価値

小

大

初期 終期

小

大

中間期
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第 1.2 図  不確実性の影響度とマネジメントの介入頻度 

  

このようマネジメント介入の実態が、不確実性低減への貢献も効果も極めて限定的であ

ることは明らかである。不確実性の高い上流にこそマネジメントへの工夫と介入が必要で

あり、低い上流ではむしろ介入を控えるべきであり、望ましいマネジメントの姿と実態は

逆になっている。この第 1.2 図には３つのプログラムの成功に向けた重要な指摘がある。 

① プログラム影響度の高い初期段階で、効果の高いマネジメントに注力すべきである 

② 資本投下から資本回収までのプログラムタイムスパンを認識すること 

③ 内部不確実性は図示されているが、タイムスパンで発生する外部の不確実性に留意す

る 

 

内部不確実性は、組織内部主体におけるイノベーションである。ここでイノベーション

とは、シュンペーターの解釈による製品、工程、材料、組織、流通などの新しい結合状態

を指し、技術開発、組織合理化、IT による業務改革などが代表事例である。この種の改革

でも実効が認められないプロジェクトは多い。それは先述した指摘が反映されていないか

らである。投資家や事業家の視点で見れば、新技術開発による新事業創造は、技術の複数

プロジェクトが一体化したプログラムマネジメントの代表的事例である。新技術の獲得は

初期段階に位置し、中間期に製品化され、後期にビジネス段階に完結されて価値創造が実

現する。つまり、プログラムは 初から完了するまでのタイムスパンでの不確実性対応意

プログラム進捗

影響度 マネジメント
の介入度

小

大

初期
終期中間期

低い

高い
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識が不可欠である。本章の主題は、「不確実性環境のなかでのプログラムの成功への道と

損害抑止、回避の 小化の問題」への対応である。  

 

1.2 バブル経済とイノベーションにおける教訓 

1990 年代後半のアジア金融バブルでは、多くのプロジェクトやプログラムが破綻したこ

とは記憶に新しい。巨大な不動産投資や海外の巨大な工場建設は、３－５年程度のプロジ

ェクトとしてバブル期の融資をベースに成功を確信して計画され実行された。多くのプロ

ジェクトは投資家や建設者のリスクで実行されたが、政治、経済などの外部不確実性が発

生した場合の縮小、中断、延期の対案は一切ない。 

これまでのプロジェクトマネジメントは、計画から実行まで一直線に突貫完遂する発想

であり、アジアの金融バブル進行のなかでも「やがて状況は変わる」という甘い期待のな

かで進捗せざるを得なかったのである。急激で長期の需要停滞や価格低落の環境下で多数

の投資家が破綻し、建設者が多大の損失を蒙っている。このような柔軟性に欠ける巨大投

資は敗退したが、台湾や香港の事業家のプロジェクトでは被害を 小限に食い止め早期に

回復した事実がある。そのパターンは、事業は自己資金で賄うという華僑の精神、 小単

位の創業、事業の逐次的拡大の３つの仕組みである。伝統的プロジェクトマネジメントは、

システムの構築に注視してきたため、この２つの対照的な重要な体験と教訓に気づいてい

ない。 

P2M はこの教訓と 新の金融理論を反映したものである。IT 経営への変換に向けてイノ

ベーションタイプのプロジェクトが増加しているが、イノベーションは開発という外部環

境に加えて、テーマ自体に未知の知識獲得という内部環境の不確実性も包含している。し

たがって、不確実性低減はさらに困難な問題である。日本は世界でもトップレベルの科学

技術立国で科学技術予算も米国に８兆円に増加し１人当たりの研究費は比肩するがその成

果は１/4 であると報道され、新産業創造に期待通りに結実されていない。小国に属するシ

ンガポールやフィンランドは、1990 年代に経済停滞の危機に直面したが、世界のトップに

上昇するまでに産業競争力を回復した。その主要な要因は、イノベーションタイプの複合

プロジェクトの同期的実行、つまりプログラムマネジメントである。シンガポールは電子、

情報、バイオ、IT に加えてマネジメントを重視し大学には多様な人材教育コースを備えて

いる。またフィンランドは知的クラスターを創造し、技術開発とインキュベーションの２

つのプロジェクトを複合したプログラムマネジメントを実施している。 

これまでの論点をまとめると次の諸点が明らかになる。 

① 伝統的プロジェクトマネジメントの発想では不確実性の対応は困難である 
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② イノベーションタイププロジェクトには外部不確実性に加え内部不確実性が存在する 

③ 不確実性をマネジメントするには、逐次型意思決定が損害を抑制する効果がある 

④ 不確実性が高い環境では複合型プロジェクトマネジメントが利用されている 

 

1.3 イノベーションにおける不確実性 

P2M は、これらの教訓に加えて、1990 年代の停滞期に「小が大を食う」オンリーワン型

企業の経営者調査を基礎に同類のパターンを認知して策定された。このタイプの経営者は

共通して、類例のない新鮮な発想でイノベーションプログラムを創り、果敢にリーダーシ

ップを発揮しプロジェクトに分割して実行していたことが注目される。 イノベーションは

未知への挑戦であるから、自ら不確実性を内部に取り込むことである。それは不確実性低

減のマネジメントと矛盾しないのか？ なぜ内部不確実性を敢えて取り込まねばならない

のか？本来取るべき不確実性を先取りすれば、将来よりもプログラムに与える影響を低減

する効果は図１と図２で明らかである。初期に不確実性を取り込めば、影響度は小さいこ

と競争に有利である見方を経営者は持っている。これを洞察力と呼び、全体を観る俯瞰力、

将来を観る先見力、歴史を観る分析力、本質を観る論理力のバランスさせる全体観が基礎

になっている。この考え方を図示したものが第 1.3 図の２つの S カーブである。 

 

第 1.3 図  パラダイムシフト 

 

初の S カーブは技術や製品が時間とともに成熟化するライフサイクルを説明する図示

として利用される。２つ目のSカーブは転換期における技術イノベーションを示している。

転換期

不連続

時間

価値 不確実性

大

小

大

小
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帆前船から蒸気船への、天然繊維から合成繊維へ、感光カメラからデジタルカメラへ名度

イノベーションは発想から技術発明、新製品、新市場、消費者へと浸透する。しかし、こ

の転換期をビジネスチャンスと先読みし、果敢に不確実性に挑戦するのはマネジャーでは

ない。少数の例外的に優れたリーダーであると考えられてきた。しかし、それは間違いで

ある。シンガポール、フィンランド、日本のオンリーワン中小企業で出現し、優良な大企

業で社内起業家として育成している。５年で売上の 25％程度の新製品を市場化させないと

企業は競争から脱落するというグローバル時代に、イノベーションを発想できる人材、実

行できる人材、事業化に持ち込む人材、全体総括できる人材育成は全社人事戦略の緊急課

題である。常識世界を破り将来世界を見抜く発想をパラダイムシフトという。 

P2M はパラダイムシフトを使命記述という形式でツールとして重要なコンセプトにして

導入している。パラダイムシフトにおける判断は、中長期にわたる事業の将来あるいは全

社の戦略的な意思決定になる。このような戦略的な意思決定は、トップよりもシニアミド

ルが担う時代が到来している。シニアミドルもトップの専管事項として回避している姿勢

がある。将来世界を先取りするイノベーションプログラムは、パラダイムシフトを理解で

きずリスクを懸念する責任論者から組織的抵抗を受け、弾圧されるのが実態である。この

ような組織風土のなかでイノベーションプログラムに挑戦する人材は出現せず、イノベー

ションも掛け声倒れになり早晩国際競争カラ脱落する企業は増加するだろう。プログラム

リーダー人材の育成とインセンティブは急務である。政治、経済の制度疲労、経営者の保

守、新産業創造の遅れが指摘されて久しいが、イノベーションに挑戦する人材育成や環境

は整備されていない。プログラムライフサイクルマネジメントは、この環境を打破するた

めに不確実性環境におけるプログラムマネジメントと意思決定に関する教育材料を提供す

るものである。 

 

1.4 プログラムライフサイクルマネジメントの意義と位置づけ 

このような教訓を基礎に策定されたのが、統合プログラムマネジメントの１つプログラ

ムライフサイクルマネジメント（Program Life Cycle Management 以下 PLCM と略称す

る）である。プログラムは、複数の有機的なプロジェクトを合成されたライフサイクルで

統合し、外部不確実性に適応して期待価値を実現するように考案されている。伝統的なプ

ロジェクトマネジメントは、プロジェクト内部の技術的変更に集中するので限界がある。 

これに対して、P2M は上流特に次の３種のマネジメントで外部と内部の不確実性に複合

対応しており、パラダイムシフト、複合システムの設計と構築、成果のフィードバックを

仕組みとしている。つまり初期段階で不確実性に柔軟なシナリオとアーキテクチャを織り
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込む思考が反映されている。 

 

1.4.1 プロファイリングマネジメント 

世間の非常識をゼロベースで検討して、転換期のパラダイムシフトを探りだし、将来の

発生事象を予測してイノベーションプログラムを楽観、標準、悲観シナリオで策定する。 

 

1.4.2 プログラム戦略マネジメント 

不確実性に対して目的を選定しあらかじめポートフォリオやSWOT分析を使って優先順

位を決定し認識したうえで、柔軟に対応できるように計画しておく。 

 

1.4.3 プログラムアーキテクチャマネジメント 

多義性、複雑性、不確実性の高いテーマについてはスキーム、システム、サービスのプ

ロジェクトモデルにより価値を創造する大設計を行いステークホルダーへも配慮した調和

設計を実施する。 

「昨日の常識は今日の非常識」と称言われるように、多くの異常現象は時代の転換期に

発生するが、パラダイムシフトを認識し初期段階で戦略シナリオにするプロファイリング

マネジメントがある。初期段階で時間と資金を投じて将来事象を予測して対案を用意し、

優先順位をつけておくことが不確実性に対するマネジメントに不可欠である。残念ながら

日本のマネジメントでは社内企画部で外部の専門家を利用する事例はまだ少ない。社内風

土を巻き込むと利害関係の密接なグループへの配慮から果敢なイノベーションは発生しに

くい不確実性は社会、人間、技術、経営のシステム相互作用から発生するので、調和的な

大設計としてのアーキテクチャマネジメントの考え方を導入し、単一システムでなく複合

プロジェクトモデルに設計する配慮がある。プログラムライフサイクルは、価値指標を基

礎に柔軟な逐次型の意思決定を採用した不確実性対応型モデルである。これに対して

PLCM はプログラムの実行過程での外部と内部の不確実性に対して、投資家の視点でプロ

グラム価値を維持する意思決定を促進する位置づけとなっている。 

 

1.5 投資の意思決定理論 

 

1.5.1 不確実性への意思決定理論 

伝統的プロジェクトマネジメントは、プロジェクトを構築する立場で知識化されたため

に、投資家の立場による意思決定論に関与せず、現代経営で中心的なテーマであるイノベ
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ーションプロジェクトにおける不確実性に対応していない。P2M は不確実性に対応する意

思決定の重要性を認知して、人間の思考転換とシステムの相互依存性の２つを複合化して

統合マネジメントに策定したことは先述した。前者は人間自身の多様な解釈や全体観であ

る。P2M はスキームプロジェクト、システムプロジェクト、サービスプロジェクトの３種

プロジェクトモデルにおけるライフサイクルの全期間を対象にして、不確実性への対応を

ビジネスプロジェクトモデルに位置づけている。プログラムマネジャーの戦略的意思決定

とプロジェクトマネジャーの管理的意思決定の２層レベルの意思決定に接近し、業務的意

思決定については触れない。 

第 1.4 図  P2M におけるマネジャーの立場と階層型意思決定 

 

不確実性への対応は実践科学の挑戦の歴史でもある。不確実性へのマネジメント科学に

おける挑戦には、計画と実績のギャップコントロール、確率論による意思決定、制約され

た合理性理論、ポートフォリオ理論、資本の時間価値、金融オプション理論などがある。

その合理性は、統計、人間行動、データベースの３つを基礎にしたモデル化である。不確

実性は確率論では処理し得ない要素を含んでいるが、別の大きな枠組みでとらえると統計

的基礎を与えられる場合もある。 

 

1.5.2 不確実性対応への制度と解釈 

これまで「不確実性は好ましくない現象」として予知不能でコントロールし難い危険事

象と解釈されてきた。災害、天災、異常気象、地震などの自然災害それに事故、政治危機、

オーナーとは経営者、投資家、事
業である プログラム・ガバナンス水準での戦略的

意思決定を行う

オーナー

プログラムマネジャー

システムマネジャー

プロジェクトマネジャー

プログラムマネジャーは、オーナーか
ら全体使命実現を委託された総責任
者である

立場 意思決定

プログラムの使命価値実現の水
準で戦略的意思決定を行う

プロジェクトマネジャーは、特定
使命を担うプロジェクトの管理
責任者である

システムマネジャーは、
プロジェクトのシステムを
担う管理責任者である

プロジェクトの特定使命達成水
準で管理的意思決定を行う

システム構築水準での管
理的意思決定を行う
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経済危機、テロなどの人造災害が代表事例である。このような不確実性への対応として、

保険制度が整備され不可抗力事象に対してリスク回避や移転を構築しマネジメントの選択

利用余地を拡充してきた。しかし、経営者やプログラムマネジャーが、保険制度に依存す

るだけでは、自主的なマネジメントと言うことはできない。なぜなら、保険には免責事象

も多く災害発生時への対応で株主、融資先、地域、顧客に多大の損害を与えているからで

ある。経営者やプログラムマネジャーは、ステークホルダーに対しても不確実性への対応

に説明責任を持ち、経営やプログラムの期待価値を維持する責任を担うからである。災害

から早期に正常状態に復旧し維持する BCM（Business Continuity Management）は P2M

発想であり、プログラムライフサイクルマネジメントに包括されるべきである。 

このように 近の不確実性に対するマネジメントの発想は進化しているが、そのエッセ

ンスは次の３点に要約される。 

① 不確実性は機会と危険の２種類の予測不可能な変化を包括している 

② 不確実性対応は機会を 大限に活かし危機を 小限に低減する 適案の策定である 

③ 不確実性に対応するとは、情報収集、分析、評価により 適案の意思決定である 

 

1.6 プログラム投資における意思決定基準 

 

1.6.1 経済性と不確実性 

プログラム使命は、未来への価値創造である。例えば「このままでは中国製品に価格品

質で圧倒される」という競争市場の変化に対応した危機観であり、「ナノテク技術を利用

して模倣のできない製品開発をしよう」とする機会への取組みである。今後の政治、経済

情勢に未知数は多いが、中国メーカーの実力が判明した現在、積極的に製品開発を推進し

ようとする投資姿勢が確認できる。しかし、このような意思決定はカラ元気ではなく明確

な論拠がある。そのプログラム使命が将来価値を産み出す確信は、不確実性に対応できる

経済性と実効性に基礎をおく合理的判断である。 
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第 1.5 図  プログラム投資における意思決定基準 

 

経済性は収益性と財務性の２つに分類できる。収益性はプログラムの実現によって獲得

できる利益や便益であり、一般に事業計画書にはプログラムの損益計算書、貸借対照表、

投資資金計画、資金回収計画などで構成される。経済性で重視されるのは、投資利益率（ROI 

Return on Investment）や損益計算（P/L Profit Loss Accounting） コスト計算書などで

ある。財務性は、簡潔に言えば資金フローである。なかでも独立したプログラム資金フロ

ーの FCF (Free Cash Flow)は、重要である。プログラムに必要な資金投下と投資回収を確

認できるのはプログラムに出入りする資金の流れである。 

 

1.6.2 実効性と逐次的意思決定 

収益性重視を安全指標とし不確実性を危険指標に標榜した経営環境ではイノベーション

は掛け声倒れに終わってきた。アジア新興国がグローバル市場に参入し、情勢は変化しイ

ノベーションプログラムへの管理者ニーズは高まっている。大胆な決断は重要だが、不確

実性の中で実効性を高める知識学習が必要である。不確実性を軽減するためには情報を収

集が不可欠である。時間が進めばより確実な情報が入手できるので、不確実性は減少する

が競争相手も増加するので競争ではマイナス効果になる。とりわけ、製品開発などではこ

の競争現象は顕著である。したがって、中核となる情報を集めて、早期に将来を見抜く「読

み」と「決断」がプログラムマネジメントでも重要である。全ては不明だがコスト、時間、

情報の制約された中では、一度に全てを決断するのではなく、全体を重要時点で分割し期

待価値の許容水準を決定してベストでなくてもベターを選択しながら逐次的に意思決定し

不確実性

危険

機会

マイナス効果を最小限にして価値を出す

プラス効果を最大活用して価値をだす

実効性

情報解釈

意思決定

不確実性関連の情報を収集して解釈する

解釈結果により、対応案を検討し選択する

経済性

収益

資金

会計標準で利益をだす

キャッシュフローの出入りでプラスにする
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ていくプロセスは制約された合理性（bounded rationality）として知られている。プログ

ラムライフサイクルマネジメントは、プロジェクト結合の代案を準備して状況変化で優先

順位や結合を変更する方法を採用しているが、逐次的意思決定の原理に準拠している。 

 

1.7 資本の時間価値 

 

1.7.1 現在価値法 

投資家の 大関心事は、投資額と投資回収期間である。民間投資であれば、3 年間より長

い投資は慎重である。製品のライフサイクルが短く技術革新が早い市場環境の高い不確実

性への対応で認識された共通観とも言える。中小企業の経営者は投下資本に対する資本回

収の年数を示す指標である期間回収法（pay back years）を採用する場合が多い。例えば、

ある経営者は１２億円を投資して毎年売上４億円を達成できれば、3 年で回収できると判断

する。このような考えは売上にコスト、利益、償却も含み計算すれば、単純で分かりやす

いからである。しかし、このようなうまい事業機会は、誰でも手をだすから過当競争にな

り、不確実性がなくても値崩れで計画が破綻し失敗する。しかし、合理的な事業計画を立

てた経営者でも市況の低迷、銀行の貸し渋り、在庫増などの不確実性で苦渋をなめた経営

者は多い。「これはチャンス」と借金でプロジェクトに多額の投資した経営者は、財務知

識を持たない技術経営者に多い。アジアバブルで生き残った事業家は、「手持ち資金の範

囲」で固定費の少ない現金取引に集中していた。固定費は資金が長期に寝るから、減価し

不確実性にも弱いことを知り抜いている。このような実践的思考は、すでに知識化されて

いるが、伝統的プロジェクトマネジメントの知識には入っていない。プロジェクトマネジ

ャーは、プロジェクト投下資金の調達にも回収にも知識を持たないから、投資家や顧客の

立場を理解できないのである。現代のプロジェクトマネジメントやプログラムマネジメン

トは、投資と回収を資本の時間価値とし学習することが不可欠である。その考え方は、将

来の資金を全て現在の価値に引き直して計算する「現在価値法」NPV（Net Present Value）

である。 

この方法では、次の３つの諸点に注目する必要がある。 

１、NPV はキャッシュフロー（Cash flow)の出入りを現在価値で表現する方法である 

２、NPV 手法は、キャッシュフローに固定割引率を適用し計算する方法である 

３、NPV 手法は不確実性の危険を重視し、機会を過小評価する視点に限界がある 
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第 1.6 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 NPV キャッシュフローによる分析法 

投資分析では事業活動に特化したキャッシュフローをフリーキャッシュフローFCF と呼

ぶ。投資総額も回収総額も NPV フリーキャッシュフローとして取り扱うこの考え方を DCF

（Discounted Cash Flow)とも呼んでいる。投下資金の DCF と資金回収の DCF の比率を

プログラムの収益性指標 PI（Profitability Index)として経済性判断とすることも基礎知識

に属し、経済性工学や金融では常識の部類である。資源制約のある場合は、同類の PIC

（Profitability Index under Constraints)を使うこの収益指標だけで投資決定したり融資

する銀行はないが、現在でも重要な指標である。その要点はつぎのとおりである。 

•PI＞１ならば、投資案件として適合している 

•PI<1 ならば、投資案件として適合しない 

 

1.7.3 割引率 

ここで重要な役割を果たすのが割引率（discount rate）である。割引率は資本に対する

コストと解釈できる。公社債に投資すれば、元本が保証され確実に配当が支払われる。こ

のような公社債の資本コストは３％程度であり、安全なリスクフリーレート（risk free rate）

と呼ばれるが、ビジネス投資では事業がうまくゆけば配当も大きいがリスクも高いのでプ

レミアムレート(premium)が加算される。 

仮にそれが５％であれば割引率は、 

•ｄ＝ｆ＋ｐ＝３＋５＝８％ 

の定式で決定される。つまり、不確実性やリスクの高いプログラムは、大きな収益も期待

投資の経済性評価

NPV法 PI法 IRR法 PIC法 Pay Back 法

逐次的意思決定法

デシジョンツリー法 リアルオプション法モンテカルロDCF法
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できる代わりにプレミアムレートも高くなり割引率は高くなる傾向があることを知ってお

く必要がある。 

 

1.7.4 ハードルレートと内部収益率 

プログラムやプロジェクトでは投資総額と回収総額における DCF を一致させる割引率

を計算することができる。この割引率をプロジェクトやプログラムの IRR（Internal Rate of 

Return)内部収益率と呼ぶ。この指標はプロジェクトやプログラムがどの位の収益率を持つ

かを知るうえで基礎指標の１つである。ここで重要なのは投資額に対する回収の単なる比

率ではなく、キャッシュフロー現在価値の出入りの総額を均衡させるレート計算である。

どの企業でも投資許可する 小投資収益率を規定している。それを HRR ハードルレート

（Hurdle Rate)と呼ぶ。投資の意思決定は、プロジェクトやプログラムの IRR とハードル

レート HRR の比較評価が１つの議論になる。 

• IRR＞HRR ならば投資案件として適合している 

• IRR＜HRR ならば、投資案件として適合しない 

 

1.8 デシジョンツリーによる不確実性対応 

 

1.8.1 デシジョンツリー 

デシジョンツリーは、逐次的意思決定を基礎とした制約的合理性原理に基づいている。

プログラムライフサイクルではプロジェクトまたはプロジェクトの重要なマイルストーン

で成果物や中間成果物の成功や失敗を評価し、成功では継続、失敗では中止の意思決定を

逐次的に進めていく方法である。デシジョンツリーの場合は、プロジェクトの終結やフェ

ーズの終結で成功が継続することが 終までの用件となるので、成功から外れたグレーゾ

ーンであっても、仮説を変更して進捗させて行く可能性を捨てるわけではない。その評価

は投資過程ではプログラムの進捗が主体であるが、データベースに準拠した確率とフリー

キャッシュフローの DCF が計測の基礎となる。 

このようにプログラムライフサイクルであらかじめ意思決定ポイントを計画し、その中

間時点でプログラム価値を確率とDCFの掛け算で期待値を求める方法がデシジョンツリー

である。この方法の使途は、広く製品開発、医薬開発、資源探査、ベンチャーなどで継続、

修正、中止、延期などのオプションに対する意思決定法に使われている。 後の意思決定

段階では、プロジェクトやフェーズは仮説を修正して楽観、標準、悲観の３つの成果を確

認することができる。 
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1.8.2 事例解説 

この事例ではプログラムライフサイクルが５つのプロジェクトで複合化されている。製

品開発において P1 が試作設計と試作品の完成で、P2 を商品設計と商品化の成功とする。

そして、P３は、量産製造工程の体制が整備されたことを意味する。P4 は量産事業組織、

資金調達、販売網の整備であり、ここまで到達するこの企業の成功確率は、

0.65x0.80x0.85x0.90＝0.3978 であり、39.78 ％になる。P1 から P4 までに投資した金額

は、各プロジェクトで投入した DCF は 460 億円である。そして 後の P５が販売による事

業収益の達成のシナリオであり、悲観、標準、楽観水準に分類されている。P5 プロジェク

トが標準的成果を出すのは、この時点の確率 60％で DCF700 億円であり 240 億円の追加価

値を産み出すことになる。また楽観シナリオは 1000 億円で 540 億円もの余剰価値を獲得す

る。しかし、悲観シナリオでは投資額に対して 60 億円の損失を蒙ることになる。 

 

第 1.7 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 リアルオプションによる不確実性への柔軟対応 

不確実性への意思決定における柔軟な対応にオプション行使がある。オプションとは将

来価値を見込み一定価格を支払い購入する権利であり、先行情報を獲得するための権利行

使を意味する投資である。このオプションには投資利得（capital gain）の意図が含まれて

P4
失敗 10％

成功 90％ P5
悲観 20％

標準 60％

楽観 20％

デシジョンツリーの大まかなデータによる確率分布

P１
失敗 35％

成功 65％ P2
失敗 20％

成功80％ P3 失敗 15％

成功 85％

確率 NPV 期待値（億円）

35.00 －10  －3.50

13.00   －50 －6.50

7.80   －150 －11.70

4.42   －250 －11.05

7.96   ＋400 ＋31.84

23.86  +700 ＋167.02

7.96    +1000 ＋79.6

期待値 ＋245.71
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おり、金融オプションと現物オプションの２種がある。このようなオプション理論は金融

分野で理論化されたが、近年より広い現物オプション、つまりリアルオプションでも利用

領域が拡大している。P2M はすでに 5 年前にプロジェクトは「始めと終わりがある」との

厳格な定義で外部変化に関係なく遂行に邁進する解釈に疑問を持ってきた。プロジェクト

にせよプログラムにせよ外部変化により使命の期待価値は変化する。したがって、プロジ

ェクトのマイルストーンやプログラムの一定時点でライフサイクルの視点でリアルオプシ

ョン評価をすべきであるとの考え方を導入している。 

 

1. リアルオプションは物的投資に対する将来の機会情報を獲得する参加権利である 

2. PLMC はライフサイクルで複数プロジェクトに分割してオプションを行使する 

3. プログラムは不確実性を持つプロジェクトの連続と考えたライフサイクルである 

4. プロジェクト価値(Project Option Value)とプロジェクト投資(Project Investment)

の比較評価により POV>PI ならば投資、POV<PI ならば中断、縮小延期を決定する 

5. リアルオプションの意思決定はプログラム価値の維持に柔軟性を与える 

期待実現性は、同類経験データによる確率を判断ツールに利用する 

6. 資本回収は、リスクフリーレートと危険プレミアムを合成した割引率を利用する 

7. 割引率の危険プレミアムは、変動率と不透明性で決定する 
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第2章  リアル・オプションによる評価 
 

日本工業大学 教授  小原重信 

コーポレート･インテリジェンス 株式会社  

代表取締役社長  武富 為嗣 

 

2.1 はじめに 

アジアバブルの崩壊、IT バブルの崩壊と続いて、多くの日本企業は多大な損失を被った。

また、デフレ経済の中で、新規事業に対してもリスクを恐れるあまり、成長機会を取りそ

こなっている。これらの損失は、リスクや不確実性に対する評価方法を持たない事に起因

するのが大である。 

プロジェクト・リアルオプションとは、株式市場におけるオプションの概念をプロジェ

クトの投資評価に用いて、不確実性を含む場合の投資評価を行なう手法である。  

この考え方は、世界で初めて日本版プロジェクトマネジメントの資格制度の中に、プロ

ジェクト・マネジャーの必須の知識として取り入れられている。 

2002 年 8 月には、新しいプロジェクト･マネジメントの資格試験が実施されている。プ

ロジェクト・マネジャーを自認する人、あるいは目指す人は、これを読んでプロジェクト・

リアルオプションに対する理解を深め、プロジェクト・マネジャーの試験に挑戦して欲し

いと願っている。 

 

2.2 リアルオプションとは 

企業が行なうプロジェクト活動では、そのプロジェクトの採算性を評価することが求め

られる。採算性の評価には幾つかの手法が存在するが、現在価値に基づく評価法が主流を

占めている。特に M&A や証券会社のアナリストが行なう企業評価やプロジェクト評価では、

割引キャッシュフローに基づく正味現在価値法（Discount Cash Flow Net Present 

Value（DCFNPV））が使われている。  

これは、企業やプロジェクトが将来生むであろう毎年のキャッシュに基づいて、それを

割引いて足し合わせ、現在価値を求めるものである。プロジェクトが生むであろうキャッ

シュは将来の事業計画に基づいて算出する。 

第 2.1 図にあるような収支計画を持つ開発投資のプロジェクトＡはこのような投資計画

の典型例である。投資開発に 10 年を要し、その投資の回収にその後の 10 年を要するもの

で、典型的な医薬品の研究開発プロジェクトの投資計画はこの様な形をしている。 
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この評価方法によると、現在価値が正の場合は投資を行なうことが承認され、負の場合

は却下される。  

プロジェクトＡの現在価値は－9 億円である。実行すると現在価値はマイナス、即ち投資

額は回収できない。DCFNPV 法によれば、このプロジェクトは実行しない方が良い事にな

る。 

ところが実際のプロジェクトでは、10 年も 20 年も先の事を正確に予測するのは不可能

である。この将来の不確実なところを確実なものと仮定して投資評価を行なうところに

DCFNPV 法の限界がある。 

リアルオプションでは、この不確実性をオプションの考えを用いて評価し、投資評価を

より現実に近づけて行なおうとするものである。 

 

2.3 プロジェクトに存在する不確実性 

プロジェクト A の場合、現在価値はマイナスだからといって、投資を行わないという決

断はなかなか下し難い。将来状況が変わってもっと利益の上がるプロジェクトになるかも

しれない。その時に投資をしようとしても手遅れになる可能性がある。プロジェクトの推

進者は投資を行わないと言う決断より、投資の機会を逃がしたりタイミングを失したりす

る事を嫌う。 
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それでは数値計画が外れるのなら、投資計画を持たないで経営者の勘に頼って投資の意

思決定を行った方が良いのだろうか。企業経営やプロジェクトの投資評価においては、何

の予測数値も持たないで経営したり評価したりする事はまれである。むしろ、外れる事を

前提に絶えずチェックをかけ、軌道修正したり、外れる度合いを不確実性として定量化し

て評価するほうが合理的であり、現実的である。 

企業が行う様々な投資においては、常に将来の不確実性が存在するし、企業の経営者や

プロジェクト・マネジャーはその不確実性が存在する中で、投資の実行や継続、中止の意

思決定を行わなければならない状況に直面している。  

 

2.4 アプローチ 

不確実性を含む場合の投資評価は下記の手順によって進める。 

 

1. DCFNPV 法の手順に基づいて投資計画を立てる。 

2. 不確実性を定量化するために確率変数を決め、この確率分布を推定する。この場合、

開発投資期間のキャッシュアウトは自社で決めることが出来るため確定変数として

扱う。確率変数としては回収期間に市場側に不確実性が存在するとして、売上数量や

価格、生産や販売の費用等をとる。この回収期間のキャッシュフローの分布をモンテ

カルロ・シミュレーションにより求める 

3. 5 つの変数を求め、Black-Scholes の公式を適用して、オプション価値を求める。こ

の値に１で求めたプロジェクトの正味現在価値を加えてプロジェクトの投資評価を

行う。 

4. 開発投資期間をマイルストーンで幾つかのフェーズに分割する。更に、各々のフェー

ズに到達する成功確率を求める。各フェーズにおけるオプション価値を

Cox-Ross-Rubinstein の公式により求める。このオプションの値とそのフェーズにお

ける投資予定額とを比較し、投資を行うかどうか判定する。 

  以上がここで紹介する不確実性を伴うプロジェクトの投資評価方法である。 

 

2.5 確立変数による不確実性の定量化 

不確実性の定量評価では、まず確率を用いて、将来起こりそうな事象を全て洗い出す。

そしてその可能性に重みを付けて確率分布として表し、不確実性を定量化するところから

始める。 

さて、プロジェクトＡに戻って、この将来の不確実性が存在するとして、これを確率変
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数として表す事から始めて見よう。ネット･キャッシュフローは単純化して下記の式で表さ

れるとする。 

 

ネット･キャッシュフロー ＝ 売上高－生産コスト＝販売単価 x販売数量－(変動コスト x

販売数量＋固定コスト） ･･････ 式（1） 

 

ここで販売単価、販売数量、変動コストが将来どの値を取るか良く判らない不確実性を

含むとする。 

この不確実性を含む 3 つの変数を確率変数として確率分布で表したものが第 1.2 図であ

る。この場合、10 年間の開発コストや製造販売に関する固定費は自社で管理可能であると

して確率分布ではなく、固定値(確定変数)として考える。  

ある値を中心としてある一定の割合で取る値がばらつく可能性があるような確率分布と

して も良く用いられるのが正規分布である。売上高のバラツキは何等かの制約がなけれ

ばこの正規分布に従うと捉える事が出来る。 

第 2.2 図の場合、ネット・キャッシュフローの計算は場合分けによって求める事ができる。

其々の確率変数が 5 つの値を取り、他の確率変数に影響を受けることなく独立して値を取

るとすれば、場合分けは 5×5×5＝125 通りとなる。式（1）に従って 125 通りの計算を行

い、その分布を求めればネット・キャッシュフローの確率分布となる。 
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2.6 モンテカルロ・シミュレーション 

上記の計算からも判る様に確率変数が多くなると場合分けの数が増える。全ての計算を

行う事は大変な量となる。このような場合に用いられるのがモンテカルロ・シミュレーシ

ョンである。モンテカルロ・シミュレーションでは予め確率分布の判っている確率関数に

対して、乱数を発生させて答えの確率分布を求める。 

モンテカルロ・シミュレーションによって求められたネット・キャッシュフローの正味

現在価値の確率分布は、キャッシュフローを求める元の確率変数、即ち販売単価、販売数

量、変動コストの分布の状態によって変わって来る。 

正規分布の形状は平均値(あるいは期待値)と広がり(あるいは標準偏差)で表されるが、正

規分布の広がりが広いと、即ち標準偏差が大きいと平均値を中心にして値がばらけている。

値がばらけているとどの値を取るのかはっきりしないから、不確実性が高いと言う事がで

きる。広がりが狭いと、即ち標準偏差が小さいと限りなく平均値に近い値を取ると想定で

き、不確実性が低いと言う事ができる。この様に、不確実性の高低は正規分布の標準偏差

の大小に対応して表すことができる。 

 

 



 380

2.7 Black-Scholes によるオプション価値 

不確実性を伴う投資プロジェクトにおいては、不確実性に対して権利(オプション)を確保

しておき、将来その方向がはっきりした時点で更に投資を継続するか(権利を行使するか)、

投資を中止するか（権利を放棄するか）を決定するほうがより理にかなっている。実際、

人間の色々な行動で先行きがはっきりしない時には決断を先延ばしにする事は良く行われ

る。問題はこの不確実性の価値と先送りに伴うコストをどう評価するかと言う事に集約さ

れる。 

この考え方は株式市場でのオプション取引に使われている概念と同じである。株式の将

来の売買価格、これを先物取引価格と言い、この先物をある価格で売買する権利を売買す

る事を、株式市場ではオプション取引という。その権利の売買価格をオプション価格と言

う。 

一般の株式の先物取引では、ある決められた期間が経過した時、予め取り決めた取引価

格で株式を売買する。例えば、ある会社の株を一株 1,000 円で 2 ヶ月後に売買する契約を

結んでいたとしよう。2 ヶ月後にその株の市場価格が 1,200 円であれば、買い手は相手から

1,000 円で買って、即座に市場で 1,200 円で売れば 200 円の利益を得る。売り手は 1,200

円で売れる株を 1,000 円で売るので 200 円の損失を蒙る。反対に、株価が 800 円であれば、

買い手は 800 円で買える株を 1,000 円で買うため 200 円の損失を蒙り、売り手は 200 円の

利益を得る。 

オプション取引ではこの先物を実際に売買する代わりに、売買の権利を売買する。例え

ば、1,000 円で 2 ヶ月後に売買するという権利を売買する。この権利の売買には、株を買う

権利（コールオプション）と売る権利（プットオプション）が存在するが、ここではコー

ルオプションで考えよう。今、買い手がコールオプションを 50 円で買ったとしよう。言い

かえると、2 ヶ月後に株式を 1,000 円で購入する権利を 50 円で買ったとしよう。2 ヶ月後

に、株価が 1,200 円であれば、買い手は 1,000 円で買って即座に市場で 1,200 円で売れば

（200‐50）＝150 円の利益を得る。反対に株価が 800 円の時には、買い手は 1,000 円で買

ってみすみす損するより、権利を放棄してしまえば良い。そうすると損失は、権利金の 50

円で済む。 

この様に、将来の株価があがるか下がるか不確かな時、実際に株式を売買しないで権利

を売買する事で、将来の利益を確保して、損失が発生する場合は権利金だけの損失に抑え

る事ができる。 

不確実性を含む投資プロジェクトでも同じ考え方を適用して投資評価を行なう。即ち、

先物の株式価格に例えて、将来の投資の価値を定量的に評価しておく。更に、その投資に
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含まれる不確実性を定量的に評価して、それをオプション価格とする。本格的な投資を行

う代わりに、このオプション価格に相当する投資を行ない、投資の権利を確保しておき、

ある一定期間が来たらその投資プロジェクトを評価しなおして、権利を行使するか、放棄

するかを明確にする事で投資の意思決定を行う。 

これが不確実性を含むプロジェクトの評価にオプションを適用するやり方である。 

プロジェクトAでは、開発投資から期待される回収期間の収益の期待値は41億円である。

第2－2図で求めた確率変数に基づいて売上が期待値を中心として標準偏差σ=4.5億円の正

規分布に従うということが類推できたとしよう。そうすると、収益がプラスに転じる 50 億

円以上になる可能性が 2σ以下で存在する。この様に不確実性が存在し、収益予想にバラツ

キがある時は、オプション価値が発生する。 

 

2.8 バラツキとオプションの関係 

バラツキはオプションの世界ではボラティリティと呼ばれる。ボラティリティと正規分

布の標準偏差σとは 

  ボラティリティ＝σ・√T 

  T： 期間 

の関係にある。一般に株式市場では株価のバラツキを過去の一定期間からデータをとって

統計処理する事により求めるため、その期間を T として求める事ができる。しかし、プロ

ジェクト A のような場合には統計処理に使える前例があまりないので、収益のバラツキの

期間を特定する事が難しい。そこで何等かの方法によりボラティリティと標準偏差σを結

び付けてやる必要がある。現状ではプロジェクトの正味現在価値の大きさや投資の規模か

ら試行錯誤により決める必要がある。 

それではバラツキ(ボラティリティ)とオプション価値とはどのような関係があるのだろ

うか。バラツキは不確実性を表す。バラツキが大きいとオプション価値は大きくなり、バ

ラツキが小さいとオプション価値は小さくなる。自分で将来を予測しながら考えてみれば

直感でわかるが、将来の可能性が大きく振れる場合は上手く行く可能性も大きいが失敗す

る可能性も大きい。将来が予測しにくい。それだけ不確実性が高いと言う事ができ、リス

クも当然高くなる。これは即ちオプション価値が大きくなる事を指す。反対に将来の可能

性がある程度はっきりしている場合には、予測がつきやすく、不確実性が低い。予測可能

であればリスクもそれだけ低い。これは即ちオプション価値が低くなる事を指す。 

プロジェクト A の場合、現在価値は－9 億円であった。プロジェクト A が正の現在価値

を持つためには、9 億円以上のオプション価値があればよい。即ち回収期間にプロジェクト
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から得られるネットキャッシュフローが 50 億円以上になる必要がある。 

さて不確実性を伴う投資において、オプション価値を求めるには第 2－3 図に示すような

Black-Scholes の式が用いられる。プロジェクト A の権利行使までの期間を 2 年としよう。

更に、無リスク金利を 5％とし、ボラティリティを 50％とするとオプション価値を求める

５つのパラメータは全てそろう。 

このパラメータを使ってオプション価値を求めるとオプションの計算式によって10億円

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不確実性を伴わない場合の投資計画の収益の現在価値 41 億円にこのオプション価値 10

億円を加えると 51 億円となる。この値は当初の研究開発投資の 50 億円を上回り、この投

資計画は開発を開始して、しばらく様子を見る価値が出てきた事になる。（第 2.3 図参照） 

初に現在価値法で求めたプロジェクト A の投資計画は収益がマイナスとなり実行すべ

き案件ではなかった。しかし、将来ある確率で、収益がプラス側に転じる可能性がある場

合には、このプロジェクトを実行してみる価値が出てくる。これがオプション価値で、研

究開発を開始して 2 年経ってもっと将来の可能性がはっきりした時点で改めて収益評価を

行ない、もし収益性がプラスになる可能性が無くなったらその時中止すれば良い。それま

での投資コストはオプションの価値であり、可能性に賭ける権利金だったと言う事ができ

る。これがオプションを用いた投資評価と撤退の判断である。 

プロジェクト A でもボラティリティが 30％の場合はオプション価値は 5 億円となり、こ
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れを加えても収益はプラスに転じない。ボラティリティが 50％以上で収益がプラスに転じ

てオプションの価値が出てくる。このオプション価値を利用してプロジェクトを開始し、

オプション期間が経過した時に再度、不確実性を評価してプロジェクトをそのまま進める

か中止するか決定する事ができる。 

 

2.9 マイルストーンによるステップ毎のオプション評価 

Black-Scholes の公式を使う場合は、回収側の不確実性からオプション価値を求める方法

を取った。ところが、開発投資期間中にもオプションの考えを適用する事ができる。 

この場合は、Black-Scholes の公式を適用したような分布に則った不確実性は存在しない。

それよりも、開発投資が成功するか、失敗するかと言う 2 者択一の不確実性に着目してオ

プション価値を求める方法がある。 

成功か失敗かと言うような 2 つないし 3 つの場合に分けられる場合は、正規分布のよう

な連続形に適用するオプションと違って離散系に適用するオプションのアプローチを取る。  

そこでここでは、投資プロジェクトの進行に従ってマイルストン毎にプロジェクトの成

功確率を設定して、そこでのオプション価値を求めながら追加投資を行うか、撤退するか

を評価判断して行く方法について述べる。医薬品の開発投資はこのアプローチの典型例で

ある。 

プロジェクト A の場合、開発に 10 年を要する。医薬品の研究開発プロジェクトの場合、

初に開発案件としてプロジェクトを開始したものの内、90％は製品化することなく途中

で消えて行く。ほとんどは医薬品としての効能が技術的に確立できなかったり、毒性が強

く薬として採用できなかったりする事による。 

このプロジェクトが途中で失敗する確率を加味しながら、マイルストーン毎に投資のオ

プション価値を評価してこのままプロジェクトを継続すべきかあるいは中止すべきか、も

し継続するならいくらの投資まで許容されるかを、判断しながらプロジェクトを進めて行

く事は、企業の意思決定の仕方としては非常に現実的である。 

医薬品の開発プロジェクトでは、動物実験や毒性テストを行う前臨床試験とその後の人

間に直接、開発中の薬品を投与して効能を確かめる臨床試験に分けられる。更に臨床試験

は健康な人に投与するフェーズⅠテストから患者に投与するフェーズⅢまで 3 段階に分け

られる。 

これらの各テスト期間は開発プロジェクトのマイルストーンで把握する事ができ、各マ

イルストーンにおける技術的な成功確率も過去の経験から概ね把握されている。このマイ

ルストーンをプロジェクトの継続か中止かの判断の基点とすることができる。この時点で
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オプション評価を利用した投資判断の利用が非常に有効である。 

第 2.4 図はプロジェクト A の開発期間の計算を簡単にするために 3 つの期間に分けたも

のである。プロジェクトの開始から前臨床の終了までと、臨床フェーズⅠの開始からフェ

ーズⅠの終了まで、フェーズⅡの開始から臨床を終了して製品を上市するまでである。各々

の期間を計画では各々2 年、2 年、6 年と想定しており、プロジェクトの開発期間における

各マイルストーンでの技術的成功確率は各々50％、60％、90％とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような離散系ステップ型のアプローチの場合のオプションを利用した投資評価には

Black-Scholes の公式の変わりに Cox‐Ross‐Rubinstein の公式を用いる。 

第 2.1 図で見たように 41 億円の収益ではこのプロジェクトの投資収益性はマイナスとな

り、開発を開始する利点がない。しかし、50 億円以上になる可能性がある場合は、その見

極めがつくまではプロジェクトを進めたい。 

このオプション価値を含むプロジェクトは開始すべきであろうか、中止すべきであろう

か。 

この場合は、各ステージ毎の可能性を評価してオプション価値を求め、プロジェクトを
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評価する。オプション価値が投資予定額を上回れば投資を行う。技術的に失敗することな

く次のステップに到達すれば、そこで又、オプション価値を求めて、予定追加投資額と比

較して投資を継続するか中止するか決める。 

前節までで見たように、このプロジェクト A はオプション価値として 10 億円あり、オプ

ション価値を加えるとプロジェクトの正味現在価値は正となる。従ってプロジェクトを開

始しても良さそうである。その場合、 初の 2 年間にいくらまでの投資なら許されるので

あろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、第 2.5 図に示される様に 88 億円の収益（これは上市時点の回収のキャッシュフロ

ーの現在価値である）をこのプロジェクトの基点としてプロジェクトを開始するかどうか

評価する。プロジェクトの成功確率が判っているので、この確率を含めて開始時点のプロ

ジェクトの現在価値（Ⅰの PV）を求めると、11.0 億円となる。 

同様に、ステップ 2 の時点での現在価値（Ⅱの PV）は 25.7 億円となる。 初の 2 年間

の投資予定額はプロジェクト A の投資計画より 

 2／1.08＋ 3／1.082  ＝ 4.4 

と求められる。次の 2 年間の追加投資予定額は、同様に 
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 5／1.08＋10／1.082  ＝ 13.2 

となる。これらの値を用いて Cox‐Ross‐Rubinstein の公式により、オプション価値を

求めると、その値は 5.3 億円となる。このオプション価値は当初 2 年間に想定している開発

投資額の現在価値 4.4 億円より大きい。それゆえこのプロジェクトは少なくとも 初の 2

年間は投資する価値がある。2 年たって再度、投資収益性を評価し、オプション価値を計算

して投資を継続すべきか中止すべきか判断すれば良い。        

このようにして 2 年間可能性を見極めるためにオプション価値以下の権利金を投資する

事により、投資の判断をマイルストーン毎に行うことが出来るし、またその間撤退や中止

の決断を先延ばしする事ができる。これが、マイルストーンを用いたオプション価値の求

め方とプロジェクトの実行可否の評価方法である。 

 

2.10 おわりに 

ここで述べたプロジェクト・リアルオプションを利用した投資評価に関しては筆者の一

人が、10 年以上にわたって製薬業界を中心に話してきたものである。 

今までは、財務のことは財務の専門家に任せてプロジェクト推進の実務家は、プロジェ

クト運営に集中すれば良いとの考えが根底にあった。その結果、プロジェクトは成功裡に

完了しても、財務上は利益が出なくて失敗という例を数多く見てきた。 

プロジェクト・リアルオプションの考えを導入して、このような状況を現場の第一線に

立つプロジェクト・マネジャーから変えていって欲しいと思っている。 
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第3章  リアルオプションの概念 
 

コーポレート･インテリジェンス 株式会社  

代表取締役社長  武富 為嗣 

 

3.1 オプション取引 

オプションとは、株の取引から出た概念である。株式の先物取引の例を考えてみよう。 

例えば、下図に示すように 2 ヶ月の先物株を 1,000 円で購入したとしよう。この場合、2

ヵ月後に、株価が 20%想定より上がり、1,200 円になれば、先物株を市場で売れば 200 円

の利益となる。逆に 20%想定より下がれば、800 円となり、200 円の損失となる。1,000 円

の元手に対して、20%のリターンが期待できる半面、相場が反対に動けば 20%の損失もあ

りうる。これは、円とドルの為替取引でも見られる先物取引の例である。 

 

第 3.1 図 

 

この先物取引と対比して、オプション取引を見てみよう。オプション取引では、同じよ

うに 2 ヵ月後の先物株に対して、1,000 円で購入できると想定した場合、実際に購入する代

わりにその権利を購入する。この権利を例えば、50 円で購入したとしよう。そうすると、2

 

2ヶ月後の実際の市場価格 買い手 

1,000円

1,200円

800円

200円利益 

200円損失 

先物価格 

先物取引 

200円 

1,000円
＝0.2 
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ヵ月後に市場価格が 1,200 円になった場合は、その権利を行使して、株式を 1,000 円で購

入して 1,200 円で至上で売却すれば、200 円の利益を得ることが出来る。権利購入金 50 円

を差引けば、150 円の利益となる。 

逆に、市場価格が 800 円になった場合は、その権利を放棄すればよい。そうすると損失

は、権利金の 50 円となる。このように、オプション取引では、利益のみを考えればよく、

損失は権利金だけとなり、損失に対するヘッジを行うことが出来る。さらに、先物取引で

は、元手が 1,000 円必要だったのに対して、オプション取引では 50 円の元手で済む。株価

が同じ割合だけ増加した場合の、元手に対する利益率で見ると、先物取引が 20%に対して、

オプション取引では、300%となり、投下資本利益率が高い。レバレッジが聞いていると言

うことが出来る。 

第 3.2 図 
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2ヶ月後の実際の 

    市場価格
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先物価格 

オプション取引 
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0円
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50円 
＝3.0 
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このように、オプション取引を用いると、少ない元手で、損失に対するリスクを 0 に抑

えることが出来て、利益に対するリスクをとることが出来る。この概念を実業の投資に応

用したのがリアルオプションである。 

 

3.2 リアルオプションの活用 

リアル・オプション法はＤＣＦ法の欠点を補う投資プロジェクトの評価法であり、「オ

プション」を利用すると、現時点で不確定容認であるものが将来になって確定したときに、

自分にとって都合の良いように判断することができる。そのオプションを行使することも、

破棄することも、オプション購入者の自由となる。つまりリアル・オプション法では、不

確実性が解消されてからの意思決定が可能になるということである。 

実物資産への投資判断にオプション的な考え方を導入するには、オプションの構成要素

である、原資産、行使価格それぞれが実物資産投資の中で何に相当するのかを確認する必

要がある。実際の投資では、将来の不確実性に対するリスクを考慮しながら、リターンを

期待して行われる。この将来の不確実性に対するリスクは、投資を行う人の経験や勘を織

り込んでリスクをとるか回避するか決められるのが普通である。このような不確実性に起

因するリスクを先に述べたオプションの概念を導入することにより、軽減することが出来

る。これがリアルオプションで、適用できる産業は多岐にわたる。下記の表は、その例を

示している。 

第 31 表  想定されるリアルオプションの活用産業と事例 

産業          適用事例 
鉱業・石油 石油・鉱物資源探索の開発投資評価 
農産物・食品 原材料調達に関する天候デリバティブの設定 
医薬品 研究開発案件の継続撤退などの評価 

研究開発投資戦略立案 
研究開発ベンチャー企業の投資・提携評価 

非鉄金属・機械 原料調達契約条件の設計 
プラント投資の評価 

製造 設備投資の評価 
2CO （二酸化炭素）などの排出権取引 

商社 投融資事業における投資価値評価 
金融 リスクヘッジ商品サービスの開発・コンサルティング 

各種リスク資産取引 
不動産 不動産証券取引市場における価格評価 
運輸 物流拠点・諸設備投資の計画策定 
電気・ガス プラント投資の評価 

エネルギーデリバティブ取引 
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実際にオプションを用いて投資やその評価を行っていえるところは、上記全てとはいえ

ないが、検討の余地を含んでいる。これらの適用分野により、オプション評価のアプロー

チは個別に確立していく必要がある。それは、評価の時期や期間、後で説明することにな

るボラティリティの考え方などが少しずつ違ってきて各々にあった評価の枠組みを整える

必要があるためである。  

 

3.3 オプションの種類 

オプションは、その適用の考え方に応じて、いくつかの種類に分類できる。UCLA（カ

ルフォルニア大学ロサンゼルス校）のトリジョージス教授の分類に従うと、代表的なもの

として以下の６種類があげられる。 

① 延期オプション（Option to defer, Waiting-to-Invest option） 

② 拡大オプション（Expansion Option） 

③ 縮小オプション（Extinction Option） 

④ 撤退（廃棄）オプション（Option to Abandon, Exit option） 

⑤ 段階オプション（Time to build option, Staging option） 

⑥ 転用オプション（Option to Switch）  

 

① 延期オプション 

将来に不確実性が存在するとき、事業を拡大できる 低限の投資を行っておいて、将来

の不確実性が低下するのを待って、追加的投資を行うか否かを判断したい場合がある。た

とえば、他の競合他社が参入してこない場合の天然資源開発や不動産開発などの場合であ

る。 

有休土地・資産をリースする、または購入オプションを所有することで、市場価値が施

設・設備建設や土地開発に見合うかどうかを見極めるために待つことができる。現在直ち

に投資するか、それとも環境が明らかになるのを待って投資するかを比較考慮する際など

に延期オプションが用いられる。 

この延期オプションは、行使価格を事業拡大に伴う費用（投資額）とする。コール・オ

プションとして捕らえることができる。現資産価値に相当するものが、将来時点において

投資を実行したときに得られるであろうキャッシュ・フローの現在価値になる。すると、

現時点においては事業の成功の見込みはう不確実で、将来それが確定した段階で、投資額

よりも期待キャッシュ・フローの現在価値が大きければ、投資を実行し（オプションを行

使することに相当）、小さければ、投資を中止する（オプションを放棄することに相当）。
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図で表現すると、下記のようになる。 

第 3.3 図 

 

 

オプションの大事な構成要素にはもう一つある。オプション料に相当するものは、この

実物資産投資の中で何に当たるのか。それは、投資の延期を可能にするために必要な額が

オプション料に相当する。 

このオプションを「購入」した場合に、 終的にどのような損益がもたらされるのだろ

うか。損益図は下記のようになる。 

第 3.4 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この図で A の大きさは、投資の延期を可能にするのに掛かった費用、つまり、オプショ

ン料に相当する。投資額と B との間に期待現在価値が入った場合には、損失が発生します

が、初期投資分をいくらか回収できるため、投資を実行すべき。 

 

 

0 
A 

投資額 

B 
期待キャッシュ・フローの現在価値 

収益 

 投資中止 投資実行 

投資額 

期待キャッシュ・フローの現在価値
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② 拡大オプション 

このオプションは、将来本格的に投資を行う権利を指す。将来時点において、投資にメ

リットがあると判断された場合、追加的な投資を行うことで、投資プロジェクトの規模を

拡大でる。例えば、不動産開発、出店拡大、設備投資などの場合。このとき拡大オプショ

ンは原資産に価値を事業拡大による期待キャッシュ・フローの現在価値、権利行使価格を

追加的に必要な投資額とするコール・オプションと考えられる。 

初期投資（研究開発、未開地や石油埋蔵候補地へのリース、戦略的買収、情報ネットワ

ークなど）が、関連するプロジェクトへの前提用件やリンクとなり、将来の成長機会（新

製品やプロセス、石油採掘、新市場へのアクセス、コア能力の強化など）を切り開くこと

になる。 

 

③ 縮小オプション 

このオプションは、将来の事業環境が悪化した場合に、事業規模の縮小が可能な経営上

のオプションをさす。縮小オプションは、原資産に価値を事業縮小に伴う期待キャッシュ

フローの現在価値の減少分、権利行使価格を事業縮小で節約できるコストとするプット・

オプションと考えることができる。延期・拡大オプションの場合と比べて、少し分かりづ

らい。図のような時にこの縮小オプションが実行される。 

 

第 3.5 図 

 

 

つまり、事業を縮小することによって失われる損失よりも、事後湯縮小によって浮く金

額のほうが大きければ、この縮小オプションは「行使」される。 

 

 

 

   縮小の実 縮小の中止 

縮小によって節約できる金額（得られる金額） 
縮小による現在価値の減少分（損失） 
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損益図は、 

第 3.6 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となり、A は、縮小を可能にするためにかかった費用、B は、縮小によって節約できる

金額を表す。 

 

④ 撤退オプション 

このオプションは、事業環境の悪化により、その事業から完全に撤退することの出来る

オプションを指す。市況が著しく悪化した場合、既存のオペレーションを永久に放棄し、

資本設備や他の資産を二次市場において売却して価値を得ることが出来る。撤退オプショ

ンは、原資産に価値を事業継続に伴う期待キャッシュ・フローの現在価値。権利行使価格

を事業資産の精算価値（売却可能額）をするプット・オプションと考えることができる。

オプションが行使されるかどうかは。将来確定する事業継続に伴う期待キャッシュ・フロ

ーの現在価値の値に依存して、次のようになる。 
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第 3.7 図 

 

 

損益図は 

第 3.8 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となり、A は、「事業撤退」を可能にするためにかかった費用、B は、精算価値を表す。 

このときの事業プロジェクトの価値を表す損益図は、 
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第 3.9 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となり、A は、（精算価値）－（売却できる資産への投資額）、B は、精算価値を表す。 

 

⑤ 段階オプション 

このオプションは、段階的な投資プロジェクトにおける途中で、そのプロジェクトを放

棄できるオプションを指していて、原資産の価値を次の段階の期待キャッシュ・フローの

現在価値、行使価値を次の段階に進むのに必要な投資額とするコール・オプションと考え

られる。 

一連の出費を伴った段階的な投資を行うことで、新たに好ましくない情報を入手した場

合に、途中でその事業を中止するオプションが生み出される。一連の投資過程における各

段階は、その後の段階の価値に関するオプションと捉えることができ、それらの合成オプ

ションとみることが出来る。 

 

⑥ 転用オプション 

このオプションは、経済環境の悪化により、生産物や原材料の構成を変化させることが

できるオプションを指し、原資産の価値を転用することにより増加ずる期待キャッシュ・

フローの現在価値、行使価値を転用にかかる費用とするコール・オプションと考えられる。 

価格や需要が変化した場合、施設設備間のアウトプット構成割合を変化させられる（生

産の柔軟性）。他方、同じ成果物を、異なる種類のインプットで生産することができる。 

0 

A 
B 

事業プロジェクトの価値 
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第4章  経済性評価指数体系の発展 
 

元 名古屋商科大学  経営情報学部  教授  小松 昭英 

 

4.1 はじめに 

1960 年以前米国では、設備投資の経済性評価に専ら回収期間が適用されていたが、やが

て、投資資金の回収期間のみでは十分な経済性評価ができないことが分かった。回収期間

では、初期あるいは回収期間経過後の設備の低稼働率を評価出来ないからである。そこで、

投資プロジェクトのライフサイクルの全期間にわたるパフォーマンスを評価する指標が求

められ、その結果内部利益率あるいは正味現価が考案され適用されるようになった。 

一方、わが国では、外資系企業を除き、 近まで回収期間が適用されてきた。それは、

投資資金が金融機関を通じて調達されてきたからであるといわれている。また、多くの設

備投資がすでに海外でその経済性が実証されている輸入技術にもとづいていたからでもあ

ると考えられる。このことは、単に経済性指標だけの問題だけでなく、企業化決定に当た

って、フィージビリティ・スタディ（実現可能性調査）をするという海外の制度的慣行も

軽視するという結果を招いている。 

わが国で投資に当たって経済性評価をするという制度的慣行が曲がりなりにも行なわれ

るようになったのは、1973 年に起こったオイルショック以降である。この機を境に、省エ

ネルギー投資が行われるようになり、海外で行なわれた設計を見直すという気運が高まっ

たからである。しかし、これは設計段階での経済性評価であって、企画段階のプロジェク

ト全体の経済性評価には及ばなかったし、フィージビリティ・スタディ・レポートとして

文書化するという制度的慣行にもならなかった。 

また、情報化投資の経済性評価についても、コンピュータが企業に導入されて以来常に

問題視されながら、これはわが国に限らず、その評価指標だけでなく評価法自体について

も標準的なものが確立されていないのが実情である。それは、当初「情報システム」とい

う名称が与えられたことから、多くの場合単なる支援サブシステムであるにも関わらず 

あたかも独立したシステムであり、当然何らかの経済的効果があると誤解されたのが一

因であると考えられる。 

さらに、情報化投資がインフラストラクチャの次にアプリケーションに投資されるとか、

あるいは企業内向けシステムに続いて企業外向けシステムが投資されるというように段階

的に投資されるにも関わらず、経済的効果が現われない途中の段階で経済的効果の実現が

求められているのも一因と考えられる。 
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このような問題意識をもって、経済性評価指標の体系とその発展について述べることに

する。 

 

4.2 経済性評価の歴史的展望 

 

4.2.1 米国における経済性評価の歴史 

米国では、1887 年に初めて割引利益率が適用された。それは鉄道の分野で、エンジニア

リング・エコノミクスの始まりといわれている。1950 年頃になると、プラントコストの推

算に関連してウィリアムスの「0.7 乗則」、ラング・ファクタ、チルトン比率法、ニコルス

推算法が発表された。 

1950 年半ばになると内部利益率、正味現価などの割引法が盛んに紹介された。この頃ま

で単純利益率や回収期間が専ら利用された。1958 年になると化学プラント投資の経済性評

価について、「John Happel, Chemical Process Economics, John Wiley and Sons」が発

刊された。1960 年頃になりコンピュータが企業に導入されて、化学プラントの 適化設計

が話題になった。1968 年にプラントの 適化設計の事例が初めて発表された。さらに、1989

年にはデリバティブが導入され、1996 年にはリアルオプションが導入され、今日に至って

いる。 

 

4.2.2 わが国における経済性評価の歴史 

わが国では、1960 年頃すでに、外資系企業では親会社方式すなわち単純利益率あるいは

回収期間と内部利益率が併用された。1965 年頃になると、エンジニアリング業界では、発

展途上国のプロジェクト開発を手掛けるようになり、国連工業開発機構(UNIDO)、世界銀

行方式に則り内部利益率を適用した。1966 年には、米国に遅れること 8 年目の 1966 年に

John Happel の翻訳(東洋レーヨン（株）、工務部工学研究室、化学工学研究室訳)、「化学

プロセス工学」、化学同人）が発刊された。 

1970 年代の半ばには、省エネルギー・プロジェクトについて経済性評価が盛んに行なわ

れるようになり、プロジェクトの経済性評価が定着した。しかし、使用された経済性指標

は殆ど回収期間であった。わが国は金融機関による間接金融が主流であったので、融資元

の判断基準に従ったといわれている。 

 

1988 年になると、日本オペレーションズ・リサーチ学会に「投資と金融の OR」研究部

会が設立され、米国に遅れること 5 年の 2001 年にはリアルオプションが導入された。 
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日本
主たる方法 補助的方法

％ ％ ％
回収期間 66.8 13.6 67.2
内部利益率 6.5 55.7 12.8
正味現価 10.1 21.6 13.8
会計利益率 9.1 5.2
組合せ 14.4
その他 2.2

合計 100.0 100.0 100.0

米国

評価方法

4.2.3 従来の評価指標体系 

経済性評価のため種々の伝統的指標の体系的相互関係を第 4.1 図に示す。よく使用される

採算性評価法としては、単純利益率法、回収期間法、正味現価法、内部利益率法がある。 

 

第 4.4-1 図 従来の評価指標の体系1 

                         経済性分析 

 

               投資経済性分析                  財務分析 

 

           単純法       割引キャッシュフロー法(1) 流動性分析    資本構成分析 

 

  単純利益率(2) 回収期間(3)   内部利益率(4) 正味現価(5)   

 

わが国で広く使用されてきた評価指標は、第 4.1 表に示すように、回収期間である。一方

米国では、内部利益率、正味現価などのキャッシュフロー割引法が広く使用されてきた。 

この差の大きな原因は、わが国では金融機関を経由する間接金融が一般的であったから

と言われている。 

 

第 4.1 表 経済性評価法適用の日米比較 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 現在の評価指数体系 

さらに 近は、第 4.2 図に示すように、プロジェクトの不確実性を扱うために正味現価法

が拡張されて、新しい方法として、モンテカルロＤＣＦ法、デシジョン・ツリー法、リア
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                         経済性分析 

 

               投資経済性分析                 財務分析 

 

          単純法       割引キャッシュフロー法   流動性分析  資本構成分析 

 

  単純利益率 回収期間 正味現価 内部利益率 リアルオプション（広義） 

 
                   モンテカルロ デシジョン リアルオプション 
                   ・DCF    ・ツリー 

ルオプションが注目されるようになってきたが、まだ一般的に普及したとはいえない状況

である。これらの経済性評価指標を定義する上で必要な基本的事項、すなわちキャッシュ、

正味利益、キャッシュフロー、終価、現価の定義を第 4.2 表に、古典的な指標である単純利

益率、回収期間、正味現価、内部利益率の定義を第 4.3 表に示す。 

 

第 4.4-2 図 拡張された採算性分析指標の体系 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2 表 経済性評価指数の定義 

   （１）キャッシュ（現金） 
         キャッシュ（現金）の定義 
           現  金＝ 正味利益＋設備償却費＋（設備の残存価値） 
           正味利益＝ 売上ー製造原価ー本社経費ー所得税（法人・事業税） 
       キャッシュ・フローの定義 
         設備投資開始時から運転停止までの期間中の毎年の現金流れ 
 
  （２）資金の時間的価値 
        終価   ｎ年後の終価＝ 現在の資金 ×（１＋ｉ）ｎ （円）         
      現価   ｎ年後の現価＝ ｎ年後の資金 ／（１＋ｉ）ｎ (円) 
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第 4.3 表 古典的採算性評価法の定義 

      回収期間   回収期間＝ 設備費／キャッシュ      （年） 
      利益率    利益率 ＝ １００×純利益／設備費＋運転費（％） 
        正味現価 

       NPV ＝
n

Mn
n

Nn
nn

N

n
n iIisIiDRxR )1/()1/()1/()}({

0

1
+−+++−− ∑∑

−==

 

 
      内部利益率  現在価値が「±０」になる利子率「ｉ」を内部利益率という 
       記号：  i   割引利子率 （割引利子率＝資本コスト＋α）          
                      Ｒn  ｎ年度粗収益                  ｘ 法人・事業税率 
              Ｄn  ｎ年度固定資産償却費          Ｉ 固定資産総投資額 
               Ｉn  ｎ年度固定資産投資額      ｓ 残存価値率 

 

ついで、正味現価の拡張であるモンテカルロ DCF、デシジョン･ツリー、リアルオプシ

ョンなどの広義のリアルオプションについて説明する。 

 

① モンテカルロ DCF 

モンテカルロ・シミュレーションを DCF 法に適用したもので、将来起こり得る事象を確

率分布として定義し、その確率分布に従った乱数を大量に発生させ、現実に起こり得る事

象のシミュレーションをする。企業価値を決定づける重要な要素、すなわち製品価格、人

件費、原材料費、主要製品の需要量、為替レート、金利などの将来の見通しを予め確率分

布として定義する。 

 

② デシジョン・ツリー 

実現可能性のある将来の経営上のオプションを時系列に樹木型に表記し、各々の樹の付

け根(ノード)に至る確率を使って事業価値を計算する方法である。将来の経営上のオプショ

ンを織り込んで経営の柔軟性の価値を評価することが可能である。さらに、この方法の利

点は、意思決定の違いによる事業評価の変化が視覚的にわかりやすい点である。 

 

③ リアル・オプション 

不確実性の高い事業環境下で経営のもつ選択権（オプション）のことをいう。金融オプ

ションに対して、金融資産以外の実物資産に対するオプションであることから、リアル・

オプションと呼ばれる。事業資産を評価する場合、現時点での経営者の判断のみならず、

事業環境が変化した場合に下されるであろう経営判断も含めて事業資産の価値を計算する。

不確実性の高い事業環境下では、新たな状況に対応できる柔軟性や経営上の選択権は、経
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済上の価値を持つと考えられるからである。 

 

なお、割引利子率としては、資本コストあるいは資本コストにリスク分の安全係数を加

えたものを使用する。資本コストとは資本調達利子率のことで、借入れ利子率と自己資本

配当率を税金の補正を加えた上で、総資本構成比で平均したものである。また、回収期間

は経済性指標であり、償却年数は税金が控除される税法上の耐用年数であり、両者は全く

異なるものである。さらに、割引キャッシュフロー法での評価期間としては、法定償却期

間（普通 6-8 年）が採られることは少なく、一般に 10 年から 20 年（普通 15 年）が採用さ

れる。 

 

4.3 経済性評価指標の適用 

 

4.3.1 回収期間 

単純法のうち、よく使われるのが回収期間である。この指標は理解しやすいのと計算が

簡単なことから、プロジェクトの経済性評価の際にも、またプラントの詳細設計段階での

設計代替案選択の際にも使用される。具体的には回収期間が 3-4 年、あるいは長くても 4-5

年以内であれば良しとする指標である。 

 

4.3.2 内部利益率 

割引キャッシュフロー法としては、内部利益率の方がよく使用される。内部利益率が資

本コストとより大きければ良しとする理解し易さがその一因と考えられる。プロジェクト

の評価期間としては、一般に法定償却期間の 6-8 年に対し、15-20 年が使用される。また、

残存価値としては設備投資額の 10％とするのが普通である。 

 

4.3.3 正味現価 

正味現価では、決められた割引利子率（= 資本コスト）によって求められた正味現価が

「≧0」であれば良しとする方法である。複数のプロジェクトを一括して評価する場合には、

各プロジェクトの正味現価を集計するだけで、一括された複数のプロジェクト全体の経済

性を評価できる。このような簡便さは正味現価だけである。実際に使用される評価期間な

どは内部利益率と同じである。 近は、研究開発のための技術価値評価に使用されるよう

になってきた。5 
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システム投資額 10 億円
投資効果比率 28 ％対投資額
投資効果額 2.8 億円
システム維持比率 10 ％対投資額
システム維持費 1.0 億円
法定耐用年数 5 年
法人所得税 50 ％
資本コスト 5 ％
リスクフリーレイト 1 ％
評価期間 8 年
投資効果分布
投資効果標準偏差 10 ％
自己相関 0 ％

正規分布

 

4.3.4 リアルオプション 

従来の経済性評価指標のようには、普及しているとは言えない状況であるが、長期にわ

たって段階的に行なわれる医薬品の開発などには使用されている。6  また、その技術進歩

が著しい IT 分野で、インフラストラクチャとアプリケーションの投資が段階的に行なわれ

るような場合など、戦略的な投資判断を必要とする分野に適用されていくものと考えられ

る。 

 

4.3.5 経済性評価指標の比較 7 

経済性評価指標の相対的な比較をするため第 4.4 表に示す計算基準にもとづいて、図 2

に示した投資経済性分析指標のすべてを計算し、その結果を第 4.5 表に示す。 

ここで、デシジョンツリーとアメリカンオプションは Copeland/ Antikarov (2001) 8の２

項モデル(binominal model)で、ヨーロピアンオプションは、ブラック=ショールズ公式

（Brealey/ Myers (2000) 9）により計算したものである。なお、この場合のリアルオプショ

ンは、原資産を予め決められた行使価格で買う（投資する）ことの出来る権利があるコー

ルオプションである。 

この計算結果から、単純利益率、回収期間、内部利益率、正味現価によるならばならば、 

 

第 4.3 表 比較計算基準 
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価値（億円 備考
プロジェクト現価 9.71
単純利益率 28.0 > 28.5%
回収期間 6.11 < 5.8年
内部利益率 4.20 > 5%
正味現価 -0.29
モンテカルロＤＣＦ -0.38 信頼度　24%
デシジョンツリー 3.26
アメリカン・オプション 1.64
ヨーロピアン・オプション 0.89

第 4.4 表 比較計算結果 

            

 

 

 

 

 

このプロジェクトは棄却されることになるが、モンテカルロＤＣＦによるならば、正味現

価が正の値をとる信頼度は 24%になり、正味現価に比べてより有用である。ただし、その

正味原価は表示された値をそのまま直接比較できない不便さがある。 

デシジョンツリーとリアルオプションによると、このプロジェクトは採択されることに

なり、不確実性下の経営判断には有用であるといえよう。なお、リアルオプションとして

は、 終段階でしかオプションを行使できないヨーロピアンオプションよりも、何時でも

オプションを行使でき、確率分布を容易に設定できる２項モデルによるアメリカンオプシ

ョンの方がより実用的といえよう。 

 

4.4 資本コスト 

 

4.4.1 資本コストの妥当性 10 

既に述べたように、プロジェクト評価するのに、将来のキャッシュフローを資本コスト

により割引いて現在価値を求める。その資本コストは、まず調達した資本の種類ごとに現

在のコストを推計するのであるが、これは今までに調達した資本にかかったコストではな

く、これから調達するであろう資本の限界費用である。次に、これらの種類の違う資本コ

ストの加重平均を算出するには、調達資本の時価基準で加重することになる。しかし、こ

のように産出された資本コストが妥当であるためには、幾つかの前提条件がある。 

たとえば、普通株式と負債の割合が常に一定に保たれるように資本を調達する、負債は

償還されること無く永久に金利負担がある、利払後のすべてのキャッシュフローは株主に

還元されるか配当方針が企業価値を左右しないなどである。これらは、何れも実際的には

厳密に実現されることはないといえよう。すなわち、このような資本コストにもとづく経

済性指標はあくまでも指標ではあるに過ぎない。しかし、そういう意味では、所要資本に

せよ、あるいは利益にせよ、予想であって厳密に正確とはいいがたいものである。したが
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って、相対的には妥当性を持つものといえよう。 

 

4.4.2 加重平均資本コスト 

前述の経済性指標の算出に当たっては、資本コストが与えられているものとして計算し

たものであるが、Higgins(2001) 11によれば、企業の資本コストとは、資本構成におけるウ

ェイトにより加重平均した、資本の源泉コストのことである。すなわち、 

 
ED

EkDkt
k ed
w +

+×−
=

)1(  

ここで、 

  wk : 加重平均資本コスト 

t  : 法人所得税率 

dk : 負債の期待収益率／負債コスト 

D  : 有利子負債の額 

ek : 資本の期待収益率／株主資本コスト 

E : 株主資本の額 

 

 ただし、資本コストは負債と株主資本の簿価ではなく市場価値を用いるのが正しいとさ

れている。なお、負債は株主資本に比べると負債の市場価値と簿価の差は非常に小さく、

両者は等しいと仮定できる。しかし、株主資本コストを見積もるのは、企業は普通株式に

ついて将来の支払いを約束していないから困難であるである。ただし、株式投資家が毎年 1

株あたり d 円の配当を永久に受け取ることを期待していると仮定し、さらに将来の継続的

な支払いの現在価値が、現在の株価 P に等しいと仮定すると、 

 Pdke /=  

となり、その株主資本コストは配当利回りに等しくなる。 

ここで、他人資本は評価期間の期末に全額償還するものとして、正味現価が「0」になる

投資効果「9.64」（セル C5）を、アドインソフト・ゴールシークで求める。その結果を第

5.6 表に示す。次に、この投資効果にもとづいて、他人資本元金の償還はないものとして、

同様に加重資本コスト「0.028」（セル C4）を求める。その計算結果を第 4.7 表に示す。 
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第 4.5 表 小投資効果         第 4.6 表 加重平均コスト 

 

 

  

 

 

 

 

 

この場合、自己資本コスト「0.10」と加重平均資本コスト「0.028」が等価であることに

なる。なお、式(4)による計算値は「0.040」で、この値とは異なる。これは、投資額が事業

の現在価値と同程度になる、ニアー・ザ・マネーの領域では、ある期間にわたって、税引

前利益が負で法人所得税が支払われないのがその主な原因であると考えられる。12 

 

4.4.3 金利スワップ 13 14 

（1）基本的な取引の仕組み 

同じ通貨で種類の異なる金利同士を交換する取引きを金利スワップという。固定金利（長

期プライムレート、社債金利など）と変動金利（短期市場金利連動型）の交換が もポピ

ュラーなものである。固定金利と変動金利（LIBOR: London Inter-bank Offered Rate）の

スワップ取引の具体例を次の第 4.3 図に示す。 

 

第 4.4-3 図 固定金利と変動金利のスワップ取引 

 

 

銀行 A 

        元本借入           固定金利 

 
        変動金利           変動金利 
        (LIBOR)           (LIBOR) 

企業 銀行 B 

1 B C
2 加重平均資本コスト検証 25%
3 計算基準
4 資本コスト 0.10
5 投資効果              億円 9.64
6 設備投資額 　　　　億円　 100
7 耐用年数　　　　　　 　 年　 8
8 自己資本　　　　　　 億円　 25
9 自己資本コスト 0.10

10 他人資本　　　　　　 億円　 75
11 他人資本金利 0.04
12 他人資本償還期限 　 年　 8
13 自己資本比率 0.25
14 法人所得税率 0.5
15 評価期間　　　　 　　　 年 15

1 B C
2 加重平均資本コスト検証 25%
3 計算基準
4 資本コスト 0.028
5 投資効果              億円 9.64
6 設備投資額 　　　　億円　 100
7 耐用年数　　　　　　 　 年　 8
8 自己資本　　　　　　 億円　 25
9 自己資本コスト 0.10

10 他人資本 　　　　　 億円　 75
11 他人資本金利 0.04
12 他人資本償還期限 　 年　 8
13 自己資本比率 0.25
14 法人所得税率 0.5
15 評価期間　　　　 　　　 年 15
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これはスワップ取引の中で、 も基本的な取引で、プレーンスワップ、あるいはプレー

ンバニラと呼ばれるものである。ここで、企業は銀行 B とのスワップ取引とは別に、銀行

A から LIBOR ベースで１億円を借り入れていると考えると、これは現物ベースの取引とし

て、借入金の１億円が銀行 A から企業に動き、企業は半年ごとに６ヶ月 LIBOR の金利を

銀行 A に支払う。ここで、企業がかかわる３つの金利受け払いをみると、銀行借入れに対

して支払う LIBOR 金利は、Ｂとのスワップから受け取る LIBOR 金利をそのまま渡せばよ

く、２つは相殺される。残るのは年３％の固定支払いだけになる。 

このように、借入金とスワップ取引を一体のものとしてとらえると、正味の効果として、

LIBOR という変動金利ベースの借入れが、実際には固定金利ベースの借入れへと変換され

ていることがわかる。こうして、２つの取引を組合せれば、将来 LIBOR がいくら上昇して

もその受け払いが相殺され、金利コストには影響が及ばず、スワップ取引で決められた固

定金利さえ支払っていけばよいことになる。このような仕組を実務的には、変動金利借入

れの固定金利化と呼んでいる。 

もし、どちらかが支払不能となった場合、取りそこなう可能性があるのは想定元本の１

億円ではなく、この金利にもとづく額となる。信用リスクにさらされる金額は、不測の事

態が発生した時点から、その時点における金利条件をもとに計算した、スワップ取引の残

存期間にかかわる、金利受け払いでの受け取り超過分を現在価値に直した額、つまり評価

益額となる。金利スワップの基本的な仕組は以上の通りで、これを実際に取引するには、

交換する２組のキャッシュフローの現在価値を等価にしなればならない。 

 

（2）金利スワップ価格計算モデル 

 固定金利と変動金利のスワップ取引するには、交換する２組のキャッシュフローの現在

価値が等価でなければならない。両者の現在価値を計算し等価にする計算過程を第 4.4 図に

示す。 

 

（3）金利スワップ価格の計算 

第 4.8 表に示す手順でスワップの価格を計算する。この手順により、第 4.9 表に示す円金

利体系表を作成することができる。さらに、この金利体系から、設備投資の経済性評価に

使用するデイレイド・スワップ価格を算出する。 

デイレイド・スワップとは将来の特定日にスタートすることを本日契約するスワップで、

設備投資のような場合などに起こるケースで、スタートから契約期間にわたって、第 4.10

表に示すように、前述のスワップ価格と同様な方法で算出すればよい。 
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　（変動金利）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（固定金利）

　　　　　　　　　(既知(1%)のものと仮定)

インターバンクマーケット

Libor レート スワップレート

フォワードレート

キャッシュフロー

想定元本 ディスカウント

　レート

両者を等価

にする割算

現在価値

現在価値キャッシュフロー

クーポン

凡例　　　　：市場レート、あるいは既知の情報

　　　　　　：計算プロセスで作成される情報

パーレート

ゼロレート

ディスカウントレート

第 4.4-4 図 スワップ取引の計算過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.7 表 スワップ価格計算手順 

① マーケッと建値の取得 
② パーレートの算出 
③ ゼロレートの算出 
④ ディスカウントファクターの算出 
⑤ インプライドフォワードレートの算出 
⑥ 変動利付債金利価格の算出 
⑦ クーポン１％の固定利付債金利価格の算出 

      ⑧ スワップ価格の算出 
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A B C D E F G AC AD AE AF AG AH
2 スワップ価格計算
3 円金利体系
4
5 CF PV(CF) CF PV(CF)
6 6MLIBOR 1 1.375 SA/360 1.39410 1.394097 0.9930778 1.394097 0.69705 0.69222 0.5 0.49654
7 12MLIBOR 2 1.4375 PA/360 1.45219 1.452193 0.9856347 1.510306 0.75515 0.74430 0.5 0.49282
8 1.5YSWAP 3 NA - 1.53110 1.532158 0.9773653 1.692182 0.84609 0.82694 0.5 0.48868
9 2.0YSWAP 4 1.61 SA/365 1.61000 1.61156 0.9684078 1.849957 0.92498 0.89576 0.5 0.48420

10 2.5YSWAP 5 NA - 1.80000 1.804867 0.9560746 2.579946 1.28997 1.23331 0.5 0.47804
11 3.0YSWAP 6 1.99 SA/365 1.99000 1.999543 0.942058 2.975746 1.48787 1.40166 0.5 0.47103
12 3.5YSWAP 7 NA - 2.17000 2.184724 0.9267692 3.299379 1.64969 1.52888 0.5 0.46338
13 4.0YSWAP 8 2.35 SA/365 2.35000 2.371655 0.9100023 3.685022 1.84251 1.67669 0.5 0.45500
14 4.5YSWAP 9 NA - 2.50500 2.533661 0.892884 3.834387 1.91719 1.71183 0.5 0.44644
15 5.0YSWAP 10 2.66 SA/365 2.66000 2.697288 0.8746224 4.175888 2.08794 1.82616 0.5 0.43731
16 5.5YSWAP 11 NA - 2.78250 2.827106 0.8569274 4.129872 2.06494 1.76950 0.5 0.42846
17 6.0YSWAP 12 NA - 2.90500 2.958273 0.8384532 4.406718 2.20336 1.84741 0.5 0.41923
18 6.5YSWAP 13 NA - 3.02750 3.091088 0.8192354 4.69166 2.34583 1.92179 0.5 0.40962
19 7.0YSWAP 14 3.15 SA/365 3.15000 3.225436 0.7993317 4.980069 2.49003 1.99036 0.5 0.39967
20 7.5YSWAP 15 NA - 3.19000 3.266336 0.7842744 3.839811 1.91991 1.50573 0.5 0.39214
21 8.0YSWAP 16 NA - 3.23000 3.307962 0.7691477 3.933375 1.96669 1.51267 0.5 0.38457
22 8.5YSWAP 17 NA - 3.27000 3.350267 0.7539616 4.028343 2.01417 1.51861 0.5 0.37698
23 9.0YSWAP 18 NA - 3.31000 3.39322 0.7387261 4.124801 2.06240 1.52355 0.5 0.36936
24 9.5YSWAP 19 NA - 3.35000 3.4368 0.723451 4.222838 2.11142 1.52751 0.5 0.36173
25 10YSWAP 20 3.39 SA/365 3.39000 3.480994 0.7081462 4.322516 2.16126 1.53049 0.5 0.35407

 合計 計算値 3.389993 29.18538 8.60928

パーレート

(SA/365)

YEN LIBOR &
YEN/YEN

SWAP

マーケット

建値

マーケット

建値ベース

P(FRNS*) クーポン1%のP(FINS*)
ゼロレート

ディスカウン

ト　 ファクター

インプライド

フォワードＲ

4.5 主要経済性評価指標の計算 

 

4.5.1 経済性評価の枠組み 

プロジェクトを評価する際には、それは必ずしも明示されることはないが、ある経済的

な枠組みが前提になっている。その枠組みの典型的な例を第 4.12 表に示す。 

これは、ある開発途上の技術の評価をしたもので、プロジェクトの設計建設を始めるタ

イミング、設備の稼動期間、評価をする基準年、その間のインフレーションとエスカレー 

 

第 4.8 表 円金利体系 
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円金利体系 １年後期間９年 ２年後期間８年 ３年後期間７年
P(FRNS*) クーポン１％P(FINS) P(FRNS*) クーポン１％P(FINS) P(FRNS*) クーポン１％P(FINS)
CF PV(CF) CF PV(CF) CF PV(CF) CF PV(CF) CF PV(CF) CF PV(CF)

6MLIBOR 0.9930778 1.3940972
12MLIBOR 0.9856347 1.5103058
1.5YSWAP 0.9773653 1.6921819 0.846091 0.82694 0.5 0.488683
2.0YSWAP 0.9684078 1.8499565 0.924978 0.895756 0.5 0.484204
2.5YSWAP 0.9560746 2.5799462 1.289973 1.233311 0.5 0.478037 1.289973 1.233311 0.5 0.478037
3.0YSWAP 0.942058 2.9757459 1.487873 1.401663 0.5 0.471029 1.487873 1.401663 0.5 0.471029
3.5YSWAP 0.9267692 3.2993787 1.649689 1.528881 0.5 0.463385 1.649689 1.528881 0.5 0.463385 1.649689 1.528881 0.5 0.463385
4.0YSWAP 0.9100023 3.6850224 1.842511 1.676689 0.5 0.455001 1.842511 1.676689 0.5 0.455001 1.842511 1.676689 0.5 0.455001
4.5YSWAP 0.892884 3.8343874 1.917194 1.711832 0.5 0.446442 1.917194 1.711832 0.5 0.446442 1.917194 1.711832 0.5 0.446442
5.0YSWAP 0.8746224 4.1758883 2.087944 1.826163 0.5 0.437311 2.087944 1.826163 0.5 0.437311 2.087944 1.826163 0.5 0.437311
5.5YSWAP 0.8569274 4.1298721 2.064936 1.7695 0.5 0.428464 2.064936 1.7695 0.5 0.428464 2.064936 1.7695 0.5 0.428464
6.0YSWAP 0.8384532 4.4067181 2.203359 1.847414 0.5 0.419227 2.203359 1.847414 0.5 0.419227 2.203359 1.847414 0.5 0.419227
6.5YSWAP 0.8192354 4.69166 2.34583 1.921787 0.5 0.409618 2.34583 1.921787 0.5 0.409618 2.34583 1.921787 0.5 0.409618
7.0YSWAP 0.7993317 4.9800686 2.490034 1.990363 0.5 0.399666 2.490034 1.990363 0.5 0.399666 2.490034 1.990363 0.5 0.399666
7.5YSWAP 0.7842744 3.8398112 1.919906 1.505733 0.5 0.392137 1.919906 1.505733 0.5 0.392137 1.919906 1.505733 0.5 0.392137
8.0YSWAP 0.7691477 3.9333746 1.966687 1.512673 0.5 0.384574 1.966687 1.512673 0.5 0.384574 1.966687 1.512673 0.5 0.384574
8.5YSWAP 0.7539616 4.0283428 2.014171 1.518608 0.5 0.376981 2.014171 1.518608 0.5 0.376981 2.014171 1.518608 0.5 0.376981
9.0YSWAP 0.7387261 4.1248006 2.0624 1.523549 0.5 0.369363 2.0624 1.523549 0.5 0.369363 2.0624 1.523549 0.5 0.369363
9.5YSWAP 0.723451 4.2228382 2.111419 1.527508 0.5 0.361726 2.111419 1.527508 0.5 0.361726 2.111419 1.527508 0.5 0.361726
10YSWAP 0.7081462 4.3225157 2.161258 1.530486 0.5 0.354073 2.161258 1.530486 0.5 0.354073 2.161258 1.530486 0.5 0.354073
 合計 27.74886 7.619919 26.02616 6.647033 23.39119 5.697966
スワップレート(SA) 3.641621 3.915455 4.105182
スワップレート(PA) 7.415856 7.984219 8.378888

YEN LIBOR &

YEN/YEN SWAP

ディスカウン

トファクター

インプライド
フォワード

第 4.9 表 ディレード・スワップ価格の計算 

 

この計算結果をまとめて第 4.11 表に示す。 

 

第 4.10 表 ディレード・スワップ価格 

           半年毎利払   年毎利払   エクセル計算式 
            SA         PA 

    現時点から１０年間 3.38999    3.41872 =100*(1+SA/2/100)^2-100 
    １年後から９年間 3.64162    3.67477 
    ２年後から８年間    3.91546    3.95379 
     ３年後から７年間   4.10518    4.14731 
 
 

第 4.11 表 経済性評価の枠組み 15 

 タイミング                税金 

  プロジェクト開始  １９８４   連邦および州税税率  ５０％ 

  建設期間       ５ 年間   投資税クレジット   １０％ 

  運転期間     ２０年間   償却                  ５年 

 価格とコスト                財務 

    推算基準年           １９８３      自己資本利益率 ２０％ 

  インフレーション年率 ６％  自己資本 ２５％ 

   エスカレーション年率   １％  借入金  ７５％ 

 運転                    借入金利子率   １０％ 

  製品生産量 ５０，０００BPCD    返却期間 ８年 

 稼働率 

  運転開始年 ５０％ 

 ２年度以降  ８５％ 
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ション、設備の能力とその能力に到達するまでの間の稼働率、税金および設備資金の調達

条件など設定しており、プロジェクト評価の枠組みの典型的な例と言えよう。 

 

4.5.2 正味現価 

ある計算基準にもとづく、正味現価の計算例を示す。第 4.13 表に計算基準を第 5.14 表に

その計算結果を示す。参考に、同時に計算した内部利益率と回収期間も示す。 

 

第 4.12 表  計算基準 

設備投資額    100.00   操業投資率 0.10  
        初年度投資率     0.15   法定償却率  0.125 
        ２年度投資率     0.35   粗収益      35.00 
        ３年度投資率     0.35     平均稼働率   1.00 
        ４年度投資率     0.15     法人・事業税率   0.50                         

 

この第 4.15 表に示すように、正味現価は 31.229≧0、内部利益率は 0.128≧0.10、回収

期間は 4.2≒4 で、何れもこの投資の妥当性を示している。 

なお、採算性評価で割引キャッシュフロー法が採用される場合、15 年というような長期

間に亘り、その間の原料費あるいは製品価格は推定の域を出ないし、さらに設備の詳細 

設計以前であるので正確な設備費の算定は困難であるなどのことから、設備費、稼働率

あるいは売上高などの変動が、プロジェクトの採算性にどのような影響を与えるかについ

て、 

この表に示すように、シミュレーションすなわち感度解析を行うのが普通である。 

この自己資本ケースにより、設備計画それ自体の経済的な健全性を検討することができ

たが、多くの場合他人資本を導入するわけで、より現実的には他人資本を導入した場合の

経済性も検討する必要がある。前述のケースについて、第 4.15 表の基準を追加して検討す

る。 
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A B C D E F G H I J K L M N

2 設備投資の経済性評価ー自己資金

3

4 　計算基準 　計算結果

5 　設備投資額 100 　期待粗収益 35 　経済性指標 感度解析 基本ケース損益分岐点投資額感度粗収益感度

6 　　初年度投資率 0.15 　　平均稼働率 1.00 設備投資額 100 100 110 100

7 　　二年度投資率 0.35 　法人・事業税率 0.50 粗収益 35 26.7 35 31.5

8 　　三年度投資率 0.35 　資本コスト 0.10 　内部利益率 0.128 内部利益率 0.128 0.100 0.116 0.117

9 　　四年度投資率 0.15 　現在価値 31.229 現在価値 31.229 0.055 18.707 17.919

10 　操業投率 0.10 　投資感度係数 1.00 　回収期間 4.2 回収期間 4.2 5.1 4.6 4.5

11 　法定償率 0.125 　粗収益感度係数 1.00

12

13

14 年数 設備投資 粗収益 償却費 　法人・ 正味利益 　　現金 累積現金 現　価 累積現価 現　価  正味現価 回収期間

15 　 　事業税 　　フロー 　フロー 0.128 0.128 0.10 0.10

16      n      I     R     D     X     P        C  A   PV  APV  PV  NPV

17 -4 15 -15 -15 -24.280 -24.280 -21.962 -21.962

18 -3 35 -35 -50 -50.228 -74.508 -46.585 -68.547

19 -2 35 -35 -85 -44.530 -119.038 -42.350 -110.897

20 -1 15 -15 -100 -16.919 -135.957 -16.500 -127.397

21 0 10 -10 -110 -10 -145.957 -10 -137.397

22 1 35 12.5 11.25 11.25 23.75 -76.250 21.056 -124.901 21.591 -105.806

23 2 35 12.5 11.25 11.25 23.75 -52.500 18.667 -106.234 19.628 -86.177

24 3 35 12.5 11.25 11.25 23.75 -28.750 16.550 -89.685 17.844 -68.334

25 4 35 12.5 11.25 11.25 23.75 -5.000 14.672 -75.012 16.222 -52.112

26 5 35 12.5 11.25 11.25 23.75 18.750 13.008 -62.004 14.747 -37.365 4.2

27 6 35 12.5 11.25 11.25 23.75 42.500 11.532 -50.472 13.406 -23.959

28 7 35 12.5 11.25 11.25 23.75 66.250 10.224 -40.248 12.188 -11.772

29 8 35 12.5 11.25 11.25 23.75 90.000 9.064 -31.184 11.080 -0.692

30 9 35 17.5 17.5 17.5 107.500 5.921 -25.263 7.422 6.730

31 10 35 17.5 17.5 17.5 125.000 5.250 -20.013 6.747 13.477

32 11 35 17.5 17.5 17.5 142.500 4.654 -15.359 6.134 19.610

33 12 35 17.5 17.5 17.5 160.000 4.126 -11.233 5.576 25.186

34 13 35 17.5 17.5 17.5 177.500 3.658 -7.575 5.069 30.256

35 14 35 17.5 17.5 17.5 195.000 3.243 -4.332 4.608 34.864

36 15 35 17.5 17.5 17.5 212.500 2.875 -1.457 4.189 39.053

37 16 -10  10 10 222.500 1.457 0.000 2.176 41.229

38 17 0.000

第 4.13 表  設備投資の経済性評価－自己資本ケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.14 表 追加計算基準 

    自己資本比率   0.25      自己資本配当率  0.10 
    他人資本金利   0.03     返済条件     10 年元利均等返済 

 

この第 4.16 表に示すように、自己資本基準指標を前出の自己資本ケースと比較すると、

正味現価は 96.06≧31.229、内部利益率 0.261≧0.128、回収期間 3.26≦4.2 というように、

他人資本の梃子効果で、何れも改善されていることがわかる。  

 

4.5.3 リアルオプション－ブラック・ショールズ公式 

こでは、第 4.17 表に示す、ブラック・ショールズ公式（Brealey/ Meyers(2002)）により

ヨーロピアン・オプションを計算する。 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
2 設備投資の経済性評価ー他人資本 2
3 3
4 4
5 自己資本比率 0.25 自己資本配当率 0.100 基準 投資 利益 分岐点 5
6 他人資本金利 0.030 (元利合計均等返済) 利益率 100 110 100 100 6
7 資本コスト 0.048 粗収益 35 35 31.5 15.77 7
8 設備投資額 　 100.00 期待粗収益 35.00 自己資本 8
9 　１年度投資率 0.15 　平均稼働率 1.00 　内部利益率 0.261 内部利益率 0.261 0.251 0.2377 0.100 9

10 　２年度投資率 0.35 法人・事業税 0.50 　現在価値 98.06 現在価値 98.06 99.51 83.411 17.55 10
11 　３年度投資率 0.35 投資感度係数 1.00 　回収期間 3.28 回収期間 3.28 3.39 3.57 7.32 11
12 　４年度投資率 0.15 収益感度係数 1.00 総資本　 12
13 操業投資率 　 0.10 （自己資本） 　内部利益率 0.124内部利益率 0.124 0.113 0.1121 0.048 13
14 法定償却率 　 0.125 （残存＝０，定額８年償却） 　現在価値 80.95 現在価値 80.95 74.00 66.30 0.445 14
15 元利合計均等返済Ｂ 9.51 　回収期間 4.84 回収期間 4.84 5.34 5.44 14.12 15
16 16
17 17
18 利益 収支 累積 回収 18
19 n I､Iw R D J R-D-J 　X P B-J ＰＬ C I､Iw､C I､Iw､C 年 D+P 年 19
20 -4 15 11.59 -3.75 -3.8 -15 -15.0 20
21 -3 35 38.19 -8.75 -12.5 -35 -50.0 21
22 -2 35 65.58 -8.75 -21.3 -35 -85.0 22
23 -1 15 78.80 -3.75 -25.0 -15 -100.0 23
24 0 10 81.16 -10.00 -35.0 -10 -110.0 24
25 1 35 12.5 2.43 20.07 10.03 10.03 7.08 74.08 15.45 15.45 -19.5 22.53 22.53 -87.5 25
26 2 35 12.5 2.22 20.28 10.14 10.14 7.29 66.79 15.35 15.35 -4.2 22.64 22.64 -64.8 26
27 3 35 12.5 2.00 20.50 10.25 10.25 7.51 59.28 15.24 15.24 11.0 3.3 22.75 22.75 -42.1 27
28 4 35 12.5 1.78 20.72 10.36 10.36 7.74 51.54 15.12 15.12 26.2 22.86 22.86 -19.2 28
29 5 35 12.5 1.55 20.95 10.48 10.48 7.97 43.57 15.01 15.01 41.2 22.98 22.98 3.8 4.8 29
30 6 35 12.5 1.31 21.19 10.60 10.60 8.21 35.37 14.89 14.89 56.1 23.10 23.10 26.9 30
31 7 35 12.5 1.06 21.44 10.72 10.72 8.45 26.91 14.77 14.77 70.8 23.22 23.22 50.1 31
32 8 35 12.5 0.81 21.69 10.85 10.85 8.71 18.21 14.64 14.64 85.5 23.35 23.35 73.4 32
33 9 35 0.55 34.45 17.23 17.23 8.97 9.24 8.26 8.26 93.7 17.23 17.23 90.6 33
34 10 35 0.28 34.72 17.36 17.36 9.24 0.00 8.12 8.12 101.8 17.36 17.36 108.0 34
35 11 35 35.00 17.50 17.50  17.50 17.50 119.3 17.50 17.50 125.5 35
36 12 35 35.00 17.50 17.50 17.50 17.50 136.8 17.50 17.50 143.0 36
37 13 35 35.00 17.50 17.50 17.50 17.50 154.3 17.50 17.50 160.5 37
38 14 35 35.00 17.50 17.50 17.50 17.50 171.8 17.50 17.50 178.0 38
39 15 35 35.00 17.50 17.50 17.50 17.50 189.3 17.50 17.50 195.5 39
40 16 -10 10.00 10.00 10.00 199.3 10.00 10.00 205.5 40

　　計算結果

設備投資額

自己資本

総資本現金
収入

現金
収支

累積　収
支

回収
期間

総資本

正味
利益

元金
返済

元金課税
対象

 所得税

計算基準

年数 投資額 粗収益 金利
支払

償却費

   第 4.15 表  設備投資の経済性評価－他人資本ケース 

 

      第 4.16 表 ブラックショールズ計算式 

  )()( 2100 dNXedNSC Trf−−=  

ここで、 

  0S  = 原資産価格（期待キャッシュフローの現在価値） 

 )( 1dN = 単位正規変数 d1累積正規確率 

 )( 2dN = 単位正規変数 d2累積正規確率 

X = 行使価格（必要な投資額） 

T  = 満期までの期間 

    fr = リスクフリーレート 

        e  = 自然対数の底、定数=2.1728 

        T
T

TrXS
d f σ

σ 2
1)/ln( 0

1 +
+

=  

        Tdd σ−= 12  

 

ここで使用する計算基準を第 4.18 表に、その表計算モデルを第 4.19 表 に示す。この計

算で使用する標準偏差σはモンテカルロ DCF 計算で求めて置くものとする。 
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システム投資額 10 億円
投資効果比率 28 ％対投資額
投資効果額 2.8 億円
システム維持比率 10 ％対投資額
システム維持費 1.0 億円
法定耐用年数 5 年
法人所得税 50 ％
資本コスト 5 ％
リスクフリーレイト 1 ％
評価期間 8 年
投資効果分布
投資効果標準偏差 10 ％
自己相関 0 ％

正規分布

 
1 B C D
2
3 計算基準

4 　原資産価格 S0 9.71

5 　行使価格 X 10
6 　行使期間 T 8
7 　無危険利率 rf 0.01
8 　標準偏差 σ 0.132
9 計算過程

10 S0/X 0.971

11 ln(S0/X) -0.0294

12 rfT 0.08

13 σT^(1/2) 0.3734
14 d1 1.4747

15 d2 1.1013

16 N(d1) 0.9298

17 N(d2) 0.8646

18 S0*N(d1) 9.0288

19 e-rfT 0.9398

20 Xe-rfT*N(d2) 8.1258
21 計算結果

22 コールオプション C0 0.9031

Black-Sholes公式による計算

第 4.17 表 計算基準         第 4.18 表 表計算モデル－B=S 公式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4 リアルオプション－2 項モデル 

ここで使用したアメリカンオプションの表計算モデル（数式モデルは小松昭英（2003）

を参照）を第 4.20 表に示す。計算基準は前出の第 4.18 表と同じであり、また上記と同様に、

この計算で使用する標準偏差σはモンテカルロ DCF 計算で求めて置くものとする。 
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1 B C D E F G H I J K 1
2 リアルオプション NORM10 2
3 3
4 計算基準 計算結果 4
5 システム投資額 10.0 億円 評価期間 8 年 プロジェクト現在価値 9.713 億円 5
6 投資効果比率 (1) 28.0 ％ 効果分布          正規分布 内部利益率（参考） 0.042 ％ 6
7 投資効果額 2.80 億円 標準偏差 10 ％ プロジェクト正味現価 (0.287) 億円 7
8 システム維持費率 (1 10.0 ％ 自己相関 ％ 平均利益率 1.050 億円 8
9 システム維持費額 1.0 億円 平均値 1.040 億円 9

10 耐用年数 5 年 標準偏差 0.132 億円 10
11 所得税 50 ％ (2) 信頼度 46.8 ％ 11
12 資本コスト 5.0 ％ アメリカンコール 1.644 12
13 注 (1) 投資効果比率、システム維持比率はともにシステム投資額基準 13
14 (2) 正味現価が正値になる確率 14
15 キャッシュフロー計算標準偏差 0.28 15
16 期間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 16
17 収入 17
18   投資効果 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 18
19 支出 19
20 　システム投資額 10.0 20
21 　システム維持費 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 21
22 　減価償却費 2 2 2 2 2 22
23 利払税引前利益 (0.20) (0.20) (0.20) (0.20) (0.20) 1.80 1.80 1.80 23
24 　法人所得税 0 0 0 0 0 0.9 0.9 0.9 24
25 　減価償却費 2 2 2 2 2 0 0 0 25
26 フリーキャッシュフロー (10.0) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 0.9 0.9 26
27 割引乗数 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 0.711 0.677 27
28 キャッシュフロー現価 1.714 1.633 1.555 1.481 1.410 0.672 0.640 0.609 28
29 プロジェクト現在価値 9.713 29
30 内部利益率（参考） 0.042 30
31 プロジェクト正味現価 (0.287) 31
32 平均利益率 1.050 1.800 1.714 1.633 1.555 1.481 0.705 0.672 0.640 32
33 33
34 B C D E F G H I J K 34
35 リアルオプション計算 35
36 入力変数 計算変数 36

37 無危険利率／年（rf） 0.010 １ステップ当り増加率 1.1411 u = exp (σT
1/2

) 37
38 プロジェクト現在価値 9.713 １ステップ当り減少率 0.8763 38

39 システム投資額 10.0 １＋リスクフリーレイト 1.010 = 1+ rf 39

40 オプション満期期間 8 リスクフリーレイト（rf） 0.010 =C42 40

41 標準偏差（σ） 0.132 リスク中立増加確率 0.5048 p = (1+rf -d)/(u-d) 41
42 ステップ数／年（Ｔ） 1 リスク中立減少確率 0.4952 42

43 利率／ステップ（rf/T） 0.010 計算結果 アメリカンコール 1.644 43

44 44
45 プロジェクト現価のイベントツリー 45
46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 46
47 0 9.713 11.084 12.648 14.433 16.469 18.793 21.445 24.471 27.925 47
48 1 8.512 9.713 11.084 12.648 14.433 16.469 18.793 21.445 48
49 2 0.000 7.460 8.512 9.713 11.084 12.648 14.433 16.469 49
50 3 0.000 0.000 6.537 7.460 8.512 9.713 11.084 12.648 50
51 4 0.000 0.000 0.000 5.729 6.537 7.460 8.512 9.713 51
52 5 0.000 0.000 0.000 0.000 5.020 5.729 6.537 7.460 52
53 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.400 5.020 5.729 53
54 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.856 4.400 54
55 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.379 55
56 56
57 アメリカンコール 57
58 0 1 2 3 4 5 6 7 8 58
59 0 1.644 2.452 3.565 5.032 6.876 9.088 11.642 14.570 17.925 59
60 1 0.852 1.368 2.142 3.253 4.761 6.667 8.892 11.445 60
61 2 0.344 0.607 1.052 1.781 2.914 4.532 6.469 61
62 3 0.041 0.083 0.165 0.331 0.662 1.324 2.648 62
63 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 63
64 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 64
65 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 65
66 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 66
67 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 67

= 1-p

d = 1/u

 

第 4.20 表  表計算モデル－2 項モデル 
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4.6 投資評価 

 

4.6.1 プロジェクト投資評価 

生産システムを対象とする、伝統的なハードアプローチにもとづく、典型的なプロジェ

クト・ライフサイクルを第 4.21 表に示す。 

 

第 4.21 表 生産システムのライフサイクル 

企画段階 
1. スカウティング・スタディ 
2. フィージビリティ・スタディ 
3. プロジェクト・デフィニッション 

実施段階 
4. 詳細設計 
5. 資材・機器調達 
6. 現場建設 

運用段階 
7. 試運転 
8. 商用運転・保全 
 

ここで、企画段階の業務区分は、Shell(1983) 16 が発注者（オーナ）の立場で述べている

もので、スカウティング・スタディは、可能性のあるすべてのプロジェクトの中から有力

候補を選ぶためのもので、引き続いてフィージビリティ・スタディを行なうかどうかを決

定する。引き続いて行なわれるフィージビリティ・スタディはより詳細に調査検討するも

ので市場調査、候補技術の調査、プロジェクト計画、および投資経済性検討などをおこな

うものである。プロジェクト・デフィニッションはプロジェクト総合計画と実行予算の認

可を得るためのものである。これらは第 4.5 図に示す効果を期待するからである。 
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   スカウテ フィージ デフィニ    実施段階 

ィング ビリティ ッション 
 コ                              コ 
 ス                              ス 
 ト                              ト 
低        コスト低減性                  管 
減                                                            理 
性                              労 
                               力 
                   コスト管理労力 
 
 
 
 

   
プロジェクトライフサイクル 

 

 

第 4.4-5 図 プロジェクトライフサイクルとコスト管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に、フィージビリティ（実現可能性）スタディの段階で、幾つかの技術的代替案につ

いて技術的検討と経済的検討が行なわれ、その経済性評価は前述の正味現価が一般に適用

される。ただしもし、前述したように、投資が段階的に行われる場合には、当面の投資に

は正味現価が、次の段階の投資にはその状況に応じたリアルオプションが適用され、両者

を合計した投資価値により投資案の採否が決定されることになる。 

 

4.6.2 情報システムプロジェクト投資評価 

情報化時代を迎えて、今や生産企業でも生産システム投資に加えて、サプライチェーン

マネジメントなどのための情報化投資をするのが当たり前になってきた。しかしながら、

企業にコンピュータが導入された 1960 年代以来、情報システムの経済性評価については標

準的な経済性評価法が確立されないまま現在に至っている。それは、導入初期の経済性効

果は計算作業の自動化効果が顕著であったが、それ以降自動化効果だけでは経済的に正当

化できなかったからである。 

一般に企業における「情報システム」は、独立したシステムとして機能するのではなく、

本来の企業活動を支援するサブシステムであり、その効果は生産設備あるいはコアコンピ

タンス・システムと管理・経営層との相乗効果としてもたらされるもので、情報システム

単独の効果として分離して評価するのは困難である。 

しかし、情報システムを構築することによって実現されるであろう付加的相乗効果をも

って情報システムの効果とするならば、経済的に正当化できると考えられる。ただし、情
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 レベル０ 使命 

レベル１ 目的 

レベル２ 戦略 

レベル３ 戦術 

長期目標 ５－１０年計画 

中期目標  
年間予算、戦略計画、 
プログラム、キャンペーン 

短期目標  
プロジェクト個別計画 

報システムのうち、インフラストラクチャあるいは社内向けのイントラシステムと社外向

けのエクストラシステムと分けた場合のイントラシステムだけを対象として評価して、そ

の経済的妥当性を求めるのは困難である。その場合は、次の段階で構築されるアプリケー

ションあるいはエクストラシステムまでも含めた統合システムとして、その経済的妥当性

を評価すればよいと考える。（小松昭英（2005）17） 

 

4.6.3 複合プロジェクト投資評価 

Turner(1993)18によると、プログラム／プロジェクトは第 4.6 図に示すビジネスプランニ

ングプロセスにより形成される。 

また、OGC(2003)19によると、プロジェクトとプログラムを、「プロジェクトとは、指定

された期間中に、品質と資源の制約の下で、特定の成果を引き渡すための活動を管理する

特定の方法であり、プログラムとは、成果を獲得して利益が期待できるように、1 つの単位

として調整され管理される、プロジェクトと活動の集合体（ポートフォリオ）である。」

と定義している。 

 

第 4.4-6 図  ビジネスプランニングプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

企業はその経営戦略にもとづいて複数のプロジェクトからなるプログラムを形成し、経

営資源の制約の中で、その戦略目的を達成すべく、プロジェクト／プログラムを計画、管

理、制御することになる。同一期間に実行される複数の並列プロジェクトから構成される

プログラムの企画段階での経済性評価は、小松昭英(2003)に述べたように、投資資金制約が

ある場合は、その制約を満足させるラグランジュ未定係数を含む拡張されたプロジェクト

正味現価を適用するのが妥当である。 

また、当該期間の情報システム投資（たとえば、インフラストラクチャ投資）に引き続

いて追加投資（たとえば経済的効果の期待できるアプリケーション投資）する直列プロジ
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             単独 
   並列プロジェクト     単独プロジェクト 

      正味現価         正味現価 
（ラグランジュ未定係数） 

並列                         単独 
     並列・直列プロジェクト    直列プロジェクト 
        投資価値         投資価値 
     （ラグランジュ未定係数） 
                 直列 

ェクトから構成されるプログラム投資の評価には、小松昭英(2004)に述べたように、正味現

価とリアルオプションの合計値である投資価値を適用するのが妥当である。 

さらに、直列プロジェクトが並列していて投資資金制約がある場合には、第 4.7 図に示す

ように、ラグランジュ未定係数を含む拡張された投資価値を適用するのが妥当である。 

(小松昭英(2005)) 

 

第 4.4-7 図 複合プロジェクトと経済性指標の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 まとめ 

経済性評価指標の体系とそれらの指標の適用状況について述べた。わが国では、内部利

益率、正味現価などの従来から使用されてきた指標の適用についても、まだ十分には普及

しているという状況には無いようである。まして、リアルオプションになると、ますます

その適切に適用されているとは言えない状況であり、経済性指標体系の理解を広める必要

がある。 

特に、情報システムになると、システムの捉え方自体が問題であり、その経済性評価ま

で手が届かない状況にあるといえよう。しかし、情報システム投資はまだ年々増加傾向に

あり、ますますコアコンピタンスとしてのビジネスモデルに占める役割も大きくなりつつ

ある。したがって、情報システムの経済性評価の指針を明らかにする必要がある。  

これらの問題を解決するには、単に経済性評価の知識の普及ということだけではなく、

企画段階でのフィージビリティ・スタディ（実現可能性調査）とその文書化（フィージビ

リティ・スタディ・レポート）を社会的制度として定着させる必要があるといえよう。 
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第5章  企業情報システムの経済性評価 
 

元 名古屋商科大学  経営情報学部  教授  小松 昭英 

 

5.1 はじめに 

コンピュータが企業に導入されてから、ごく初期の省力効果の大きかった EDP 時代を除

いて、常にその経済的効果が議論されてきた。特に企業経営のための情報システムとして

MIS が登場し、その適用範囲が拡大され、それにつれて投資額が大きくなるにつれて、そ

の経済性評価方法が問題視されてきた。 

比較的 近としては、1990 年前後に行なわれた Emery(1987)1と Parker= Benson 

(1988)2の議論が代表的なものである。その約 10 年後に Weil= Broadbent (1998)3が「DCF

価値分析法」を提案しているが、これは Emery の考え方に近いものである。 

しかし、これらの議論は何れもインターネットが普及する以前の「社内向け情報システ

ム」を前提にしたものである。社内向け情報システムに限定すると、その経済的効果も限

定的なものになり、どのような方法をとろうと、経済的あるいは定量的にその妥当性を証

明するのは一般的に困難である。 したがって、情報システムの経済性評価の研究者にとっ

ては、苦渋の時代であったといえよう。 

1995 年頃から普及したインターネットは、企業情報システムに新しい時代を迎えさせる

ことになった。当初は単にネット上にカタログを提示するだけのものであったが、やがて

B2C、B2B、そして B2B2C などの機能を持つようになった。たとえば SCM はその典型的

な例であり、生産企業であれば劇的な在庫量の削減、あるいは調達コストの低減を実現す

ることになった。 

やっと、妥当な経済性評価方法さえ適用すれば、企業情報システムの経済的妥当性を証

明することが出来るようになったのである。しかし、経済産業省が発表した『情報経済ア

ウトルック』(2003)4では、依然として投資経済性を証明することが難しいと結論付けてい

る。それは調査対象になった企業の殆どの情報化が社内向けあるいは部門向けに限定され

ているからと考えられる。 

また、社内外向けの情報システムを構築するに当たって、システムの規模が大きくなる

とともに、パッケージ化され構造化されるようになってきたということもあって、段階的

に行なうようになってきた。たとえば、社内向けシステムをまず構築し、その後に社外向

けシステムを構築するとか、あるいはインフラストラクチャを構築して、その後にアプリ

ケーションを構築するというようになってきた。 
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そうなると、企業を取巻く環境の変化あるいは情報技術の急激な進歩に対応するため、

後で構築するシステムの機能、規模、あるいは時期などに不確実性を残したまま、前段階

の投資を決定するという状況が生まれてきた。この状況に対応するため、経済性評価指標

として、リアルオプションが適用されるようになってきた。 

一方、早くから「情報システム」という言葉が使われたことから、情報システムがあた

かも「生産システム」などと同じように、独立したシステムとして取り扱われてきた。た

とえ、その情報システムが「サブシステム」あるいは「支援システム」であって、独立に

利益を生むシステムではないにも関わらず、独立システムとして扱ってきたのである。こ

れは、Checkland= Scholes (1990)5のソフト・システムズ方法論でも同じように扱われてお

り、このことが情報システムの経済性評価に混迷を持ち込むことになったと考えられる。 

そこで、ここでは、情報システム評価の歴史的展望、システムズ・アプローチ、情報シ

ステムの構造について述べ、次いで経済性評価方法とその企業情報システムへの適用とい

う順序で述べることにする。 

 

5.2 経済性評価の歴史的展望 

 

5.2.1 エメリー 

Emery (1987)は、「プロジェクトとは他のプロジェクトから相対的に独立するように、

また経営者がそのプロジェクトの価値を評価できるように、その境界を定めなければなら

ないとしているが、それは容易なことではないとも述べている。さらに、そのよう述べな

がらも、もしあるプロジェクトがそれ自体では正当化できなくても、他の魅力的なプロジ

ェクトの実施に必要であれば、そのプロジェクトを他のプロジェクトに結び付けて、単一

の複合プロジェクトとして評価することができるとしている。 

そういいながらも、もしシステムの便益が、単に費用を減少させるのではなく、システ

ムの価値を増大させるのであれば、問題は困難になるとしている。そして、 も重大な問

題は、システムを導入する前に、そのシステムがもたらすであろう改善を推定することに

あるとしている。そして、本当に必要なのは、「目に見えない便益」、すなわち直接に金

銭的に換算できないような便益を正確に金額で評価することであるとしている。 

そして、ほとんどのプロジェクトは、目に見える便益と目に見えない便益を提供するの

で、まず便益については可能な限り金銭的に換算して目に見える便益にするべきであると

している。そして、もしプロジェクトが目に見える便益だけで正当化できるのであれば、

目に見えない便益便益を考慮する必要がない。しかし、多くの場合、目に見える便益だけ
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では正当化できない。その場合には、目に見える費用と便益の差額である目に見える正味

費用額と目に見えない便益と比較されなければならないとしている。ということは、ここ

で定量的評価を放棄したに等しいと言わざるを得ないことになる。 

経済的評価指数については、費用を減少させるプロジェクトの分析については、古典的

な投資分析が必要で、これには回収期間、内部利益率、正味現在価値などの種々な指標を

用いることができるとしている。一方、競合する正味現価（正味現在価値）プロジェクト

間の優先順位の設定については、正味現価を基準に希少経営資源などについて、プロジェ

クトの相互依存性を考慮に入れて選択すべきであるとしている。これは、後で述べる複数

の並列プロジェクトを制約条件下で 適化することについて論じているもので、正当な議

論といえよう。 

また、１つの章を「システム概念」に当てているが、議論の多くを企業組織について展

開しており、情報システムそのものについて触れていないのが残念である。 

なお、Weil= Broadbent (1998)は情報システムの経済性評価指標として、正味現価だけ

を取り上げており、正当な議論といえよう。 

 

5.2.2 パーカー=ベンソン 

Parker=Benson (1988)は、エメリーが問題にしていたプロジェクトの境界については殆

ど述べることなく、経済性評価指標としては、必ずしも限定しているものではないが、単

純利益率を取り上げている。彼らは投資利益率価値（経済的利益）を含む事業面の価値と

リスク（評価）と技術面の価値とリスク（評価）について、共通の評点の範囲（0－5）で

評価し、その評価に重み付けしたものを加えてプロジェクトの評点として評価する方法で

あり、広義の経済性評価法といえよう。 

この方法自体が独特にあるばかりでなく、事業面の価値とリスク、技術面の価値とリス

クの評価項目例として、第 5.1 表に示す項目をあげている。 
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  第 5.1 表 評価項目例  

  事業面に関する価値とリスク 
1. 投資利益率価値 
2. 戦略支援価値 
3. 競争優位価値 
4. 経営管理情報価値 
5. 競争対応価値 
6. プロジェクト実行上あるいは組織面でのリスク 
技術面に関する価値とリスク 
1    定義の曖昧さによる不確実性 
2   技術面での不確実性 
3   戦略的システム基盤価値 
4   システム基盤に関するリスク 

 

これらの項目は、ある程度納得できるものではあるが、これらを上記の方法で評価して

求めたプロジェクトの評点は、金額換算とは全く異なるもので、企業の境界あるいは情報

システムの境界を出入するキャッシュフローと無関係だからであり、通常の意味での経済

性評価の範疇とは別のものといえよう。 

このような考え方が一時的であれ、一部の人々に受け入れられたということは、企業情

報システムの経済性評価の議論に、定性的評価を勇気付けることになり、しばらくこの問

題に混迷を持ち込むことになったといえよう。  

 

5.2.3 チェックランド=ショールズ 

Checkland= Scholes (1990)は、一般的なソフト、システムズ方法論の展開に加えて、特

に情報システムを取り上げている。まず、従来のシステムズ・エンジニアリングでは、ニ

ーズを充たすシステムを選び、その目的を精緻に定義することが出発点と考えられている

のに対し、ソフト・システムズ方法論としては、「何を」と「如何に」との両方を検討し、

問題の対処法が見えはじめてから、決められた目的を達成するためのシステムズ・エンジ

ニアリングがはじめられることになるとしている。 

具体的には、第 5.2 表に示す要素を検討してシステムの基本定義を成文化することになる。 
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第 5.2 表  基本定義の成文化要素 

      Ｃ（customers, 顧客） Ｔの犠牲者または受益者 
  Ａ（actors,行為者）       Ｔの行為者 
   Ｔ（transformation process）   入力の出力への変換 
   Ｗ（Weltanschauung, 世界観） 文脈としてＴを意味付けする世界観 
    Ｏ（owner, 所有者）        Ｔを止められる者 

 Ｅ（environmental constraints） このシステムの外にある制約条件 
 

そして、情報システムについても、このシステム思考は、問題状況の改善者になろうと

する行為者に、社会的流れの分析と論理的流れの分析の両方を提供する。社会的流れにお

いては現実世界が認識され、論理的流れにおいては意図的活動の諸システムのモデルが構

築され、現実世界のモデルとの間の差異から実行可能な変革を決めて実行する。このプロ

セスを繰返すことによって、この会社の状況に適切な広範囲に合意された諸モデルが作ら

れる。そして、この合意された活動モデルは情報フローのモデルに変換される。この後に

伝統的な情報システムデザインの手法が始まるとしている。 

このソフト・システムズ方法論は、その前提を明確にしているわけではないが、この方

法論が考案された時代背景も考えあわせると、孤立した企業活動と独立した情報システム

を前提にしているように思われる。今や、企業はどのようなパートナーとどのようなスキ

ームを形成するかが重要であり、現実の情報システムは、社会的流れであれ、論理的な流

れであれ、その枠組みは確立されているように思われる。その枠組みの中で、その企業の

コアコンピタンス・システムを、それがハードシステムであれ、ソフトシステムであれ、

支援するのが企業情報システムであると考える。すなわち、従来のシステムズ・エンジニ

アリングが依然として有効な手段であると考えられる。 

 

5.3 システムズ・アプローチ 

 

5.3.1 システムの階層構造 

従来のハード・システムズ・アプローチであれ、ソフト・システムズ・アプローチであ

れ、システムの認識は変わらないと考える。すなわち、システムとは、「相互に関連のあ

る要素から構成され、ある特定の目標を持って行動するもの」であると考える。とはいっ

ても、システムを構成する要素自体が、１つのシステム、即ちサブシステムを構成してお

り、同様にそのサブシステムも同様で、ある属性に関してそれ以上分割できない 小単位

まで、階層構造を持つことになる。 
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この議論の出発点となったシステムすら、より大きなシステムの要素になっているとも

いえるのである。これがシステムの階層構造であり、Simon(1996) 6も現実にみられるほと

んどのシステムでは、どこで分解の作業をやめ、どのレベルの下位システムをもって基本

的なものとみなすかについては恣意性をともなうと述べている。 

生産企業の場合、企業システムは生産システム、組織システム、情報システムから構成

され、各システムはそれぞれ階層構造を持っているものと考える。同様に、非生産企業の

場合も、生産システムに代わるコアコンピタンス・システム（ソフトウェアシステムも含

む）、組織システム、情報システムから構成されると考えられる。何れの場合も、情報シ

ステムは他のシステムの支援サブシステムであると考えられる。 

 

5.3.2 システムの境界と入出力 

さらに、Simon(1996)は人工物について、目的の達成とか、目的への適応には、3 つの間

の関係、すなわち目的ないし目標、人工物の特性、そして人工物が機能する環境がそれで

あると述べている。企業自体が人工物であるとすると、生産企業の境界は自から決まるこ

とになる。すなわち、より具体的には、企業は経済活動をするのであるから、ヒト、モノ、

カネ、情報の属性のうちカネを属性とする階層が、企業の境界を規定する階層であり、カ

ネが出入する境界が、企業システムの境界になることになる。 

企業システムにカネを投入することにより、企業活動が始まり、利益が生まれる。ある

いは、ヒト、モノ、情報の移動にともなってカネが出入するともいえる。しかし、一般的

には情報の流れにともなってカネが出入することは稀である。一見して、情報がカネの流

れを生むように見えても、それはヒトやモノの流れにしたがって情報とカネの流れが生ま

れるのであり、情報自体が流れてカネの流れが生まれるのではない。 

 

5.3.3 システムの経済性評価 

システムの経済性評価は、そのシステムへの投入金額と金額基準にもとづく企業全体の

パフォーマンスの変化量で算定される。その場合、あるサブシステムに資金が投入された

からといって、一般にはそのサブシステムのパフォーマンスの変化量でその経済性を算定

することはできない。サブシステムの境界では、現実には価格が存在しないからである。

その場合でも、企業全体のパフォーマンスの金額基準にもとづく変化量で算定することに

なる。具体的には第 5.6 表 リアルオプション・バイノミアルモデルによる企業価値算定、

情報システムに投資したからといって、金額基準の情報の変化量を算定できないというこ

とである。もし、情報システム投資によって企業全体の金額基準のパフォーマンスに変化
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が出たのであれば、初めて経済性評価ができることになる。すなわち、情報システム投資

といっても、インフラストラクチャ投資であったり、社内向けの支援システムであったり

すると、一般に企業全体の金額基準のパフォーマンスに変化をもたらすことはほとんど無

く、経済的効果を期待することは出来ない。 

 

5.4 情報システムの発展 7 

 

5.4.1 インターネット商取引の発展 

インターネットが登場した当初は、インターネットおよび WWW（World Wide Web）

は、顧客にとっては単にテキストを読んだり画像を見たりする通常の出版物とかわりなく、

実際の商取引は通常の電話あるいはファクスで行われた。すなわち、単なる低コストのブ

ロシャウェアに過ぎなかった。 

しかしやがて、インターネットは企業と消費者間の売買取引の目的で設計された新しい

ビジネスモデルにより利用されるようになった。すなわち B-to-C（Business-to-Customer）

ビジネスモデル、e-コマースである。その典型的な e-アプリケーションは、顧客が商品やサ

ービスを知ることができる消費者ポータルなどの機能を持つようになった。たとえば、身

近なものとしてネット上の本屋であるアマゾン・ドット・コム（Amazon.com）がある。 

一般の消費者を対象にした e-コマースに続いて登場したのが企業間の B-to-B

（Business-to-Business）ビジネス、e-ビジネスである。この段階での e-アプリケーション

としては、e-マーケットプレース、調達管理、顧客関係管理（CRM, Customer Relation- ship 

Management）などがある。e-ビジネスの特徴は、それが企業のコアコンピタンスに焦点を

合わせた機敏なプロセス集合体にあり、著名な企業としてデル・コンピュータ（Dell 

Computer）がある。 

そして今や、B-to-B ビジネスモデルと B-to-C ビジネスモデルを統合した企業、e-エンタ

ープライズが登場することになった。この統合によって、価値連鎖（Value Chain）の全体、

すなわち供給側の原材料の調達から、需要側の消費者への小売および顧客管理まで、ある

いは企業内外のビジネスプロセスの複雑な結合と顧客、供給業者、流通業者、提携企業な

どとの諸々の提携関係を実現することになった。 

これらの展開は、第 5.１図に示すように、わが国にインターネットが登場してから５年

間で起こり、しかもどの事柄も終りを迎えているわけではなく、お互いに並存しつつ、今

後ますますより急激な展開が予想されている。 
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　　　　　　ビジネス・インパクト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-エンタープライズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-ビジネス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-コマース

                         ブロシャウェア

　　　　　　　　1995　　96　　 97　　98　　 99　  2000　 01

 第 5.1 図 電子商取引の発展 8   

  

 

 

 

 

 

 

 

WWW の出現に加え、OBI（Open Buying on the Internet、EDI（Electronic Data 

Interchange ）に代わる受発注業務の処理をする）、 SET （ Secure Electronic 

Transactions）、XML（Extensible Markup Language）などの規準類の整備は「ビジネ

スプロセス・エンジニアリング」の新世代を拓くもので、e-エンタープライズはダイナミッ

ク・リアルタイム・インフォメーションの共有にもとづく、顧客、供給業者、取引業者を

一体化する新しいビジネスプロセスのエンジニアリングあるいはリエンジニアリングの新

たな取組みが求められている。 

 

5.4.2 企業情報システム 9 

1940 年代の後半から、原材料から 終製品までのモノの流れに並行する生産および財務

情報の流れを、その流れそのままに処理する企業情報システムの構築が試みられてきた。

この情報の流れは企業内および企業間にわたるサプライチェーンと 終ユーザの間を両方

向に行き来するものである。 

1950 年代から 1980 年代にかけては、モノの流れを円滑にする努力が払われてきた。し

かし、ビジネスの情報処理、例えば受注と生産についての一貫処理は、たかだか個々に

適化されたに過ぎず、多くは相互連結性／通信上の問題により挫折してしまった。  

生産情報の体系化は 1960 年代の  所要資材計画（MRP、Material Requirement 

Planning）の導入ではじまった。1980 年代に入ると、このＭＲＰは単に資材を対象にする

システムから生産資源全般を対象にする生産資源計画（MRPⅡ、Manufacturing  

Resource Planning）に拡張された。さらに 1990 年代に入ると、まず生産活動と販売活

動の統合を核とする企業活動全体を対象とするコンピュータ統合生産（CIM，Computer 

Integrated Manufacturing）システムの構築に向けて努力が払われた。 
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連携企業

販売店

消費者

財務会計 管理会計

購買管理

製造管理 物流管理 在庫管理 受注管理

請求管理　 統合データベース

企画支援 　マーケティング支援 販売支援

人事管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業
　　　　　　　　　　企業情報統合ミドルウェア

財務モジュール

供給業者 顧　客

サプライチェーン

マネジメント

ウェブ調達

電子支払

財務 EDI

データウェア

ハウジング

データマイニング

データレポーティング

人事アプリケーション

顧客サービス

／支援

テクノセールス

テクノマーケティング

電子勘定請求支払

1990 年代の後半に入ると、第 5.2 図に示すように、すべての企業内業務を対象にするだ

けでなく、それらを連動する統合型アプリケーションを基盤にした ERP（ Enterprise 

Resource Planning、統合業務パッケージ ）が登場した。 

 

第 5.2 図  ERP の構成例 10 

               

 

 

 

 

 

さらに 近は、この生産活動を中核とするバックオフィスシステム（企業内基幹系シス

テム）に加えて、サプライチェーンマネジメント、セールスフォース・オートメーション

／セールスサービス・マネジメントあるいは顧客サービスなどのウェブ（Web）による情

報の入力や検索によるフロントオフィスシステムを取込んだ第 5.3 図に示すような企業（情

報）システムを構築するようになっている。 

第 5.3 図  企業システム 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

したがって、今や MRP から引き継がれてきた ERP という名称は不適当で「ERM」

（Enterprise Resource Management）、さらには「企業システム」と呼ばれるべき状況に

なっている。また、これまでの伝統的な情報システムは、いずれも企業内での情報の伝達

に焦点を当てたものであったが、ウェブ技術の登場は、情報の移動を企業から企業へ、企

業から消費者へ、さらに消費者から企業への可能にし、今や企業の未来を切開くエンジン
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                                                          　（再利用）

　　　　　　    （再利用）　　　　　　　　　　　　　　　　　（再利用）

　　　　　　　　　ネットワーク

　　　　　　　　　

e-アプリケーションアーキテクチャ

　　　　　　 ネットワーク

e-アプリケーションモデル

   e-プロセスモデル

　　　ダイナミック・ビジネスモデル

市場動向 顧客要求

戦略とビジョン

顧客区分 製品とサービス 商標と流通

顧客 生産 流通

ＳＣＭ／ＣＲＭ／ｉ-市場ソフトウェアコンポネント データ

と位置づけられるようになった。 

ビジネスモデルは、e-コマースであれ e-ビジネスであれ、すべての機能を社内にもつ垂

直統合モデルとサプライチェーンモデルのような水平統合モデルに大別することができる

が、現在のような流動的で変化の激しい状況下では、常に企業を取巻く環境の変化を見出

してフィードバックを掛けてモデル選択の見直しあるいはモデルの修正を行うとともに、

新しいアプリケーションを開発・配置し、企業システムを再構築する必要がある。      

ビジネスモデルと企業システム・アプリケーションの再構築の手順として、第 5.4 図に示

すような４段階、すなわち戦略とビジョンの定義、ビジネスモデルの再構築、プロセスモ

デルの再構築、そしてアプリケーションモデルとアーキテクチャの再構築という手順が提

案されている。 

 

第 5.4 図 ビジネスモデルとアプリケーションの構築サイクル 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれにしても、新しい生産技術あるいは情報技術による新たな企業間提携関係にもと

づく新しいビジネスモデルとアプリケーションの再構築は常に続けられなければならない

恒常的な作業であり、それを迅速そして確実に実行できる e-エンタープライズの形成が求

められていると言えよう。 

 

5.4.3 情報システムの機能 

製造業では、原材料を部品にし、部品を製品にし、流通を経て小売へ流していく生産プ

ロセスの垂直チェーンが企業活動そのものである。Besanko, Dranove and Shanley（2002）
13によれば、この垂直チェーンは第 5.5 図のように示すことが出来る。 
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   加工と取扱い 

 
    原料 

 
   輸送と保管          支援サービス 

 
   中間商品の予備処理      会計 

                   財務 
    輸送と保管          人事管理 
                   法務 
    組み立て           マーケティング 
                   企画 
    輸送と保管          他の支援サービス 
 

    小売店 
 
 
 

出典 Besanko, D., Dranove., D., Shanley, M., “Economics of Strategy”, 
John Wiley & Sons Inc., 2000 

 

第 5.5 図 生産活動の垂直チェーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業にコンピュータが導入されてから、その適用範囲は拡大をつづけ、当初は第 5.5 図に

示す支援サービスを対象としていたが、徐々に全社的なネットワークに成長し、生産プロ

セスの垂直チェーンそのものを支援するようになりつつある。しかし、前述の情報経済ア

ウトルック（2003 年版）によると、企業情報システム機能の現状は、依然として第 5.5 図

に示す支援サービスを対象にする社内向け活動を補助的に支援する段階に留まっていると

いえる。 

 

5.4.4 情報システムの構造 

すでに述べたように、 近まで情報システムは社内向け(intra- enterprise)活動を補助的

に支援するものであったが、インターネットの普及につれて電子商取引が発展し、地球規

模の企業ネットワークが形成されるようになった。そして今や、情報システムは生産活動

の価値連鎖を対象にする、社外向け(extra- enterprise)活動を支援するものになりつつある。 

そして、第 5.6 図（日経ＩＴプロフェショナル（2002）14）に示すように、企業情報システ

ムは社内外の活動も支援する、種々のアプリケーションから構成されるようになった。た

だし、点線で囲んだ「エクストラシステム」という注記は筆者が加えたものである。さら

に、この事例では、SRM (Supplier Relationship Management) の導入を支援し、企業内

外の購買・調達の合理化・効率化そしてコスト削減を推進するとしている。 
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  出典 日経ＩＴプロフェショナル、『システム企画・設計から導入・活用まで－ 

ＳＡＰソリューション完全解説』、日経ＢＰ社、2002 年、64ページ 

エクストラシステム 販売 

生産 

会計 

需要予測 

社内組織 

社 外パー

トナー 

他 

他 

  

   横断した視点 

CRM SCM 

SEM PLM 
 
 
経 
 
営 
 
課 
 
題 

統合化データベース 

タイミング 税金
　開始時期 　法人所得税
　建設期間 　償却法（通常、定額法）
　運転期間（通常１５年） 財務
価格とコスト 　自己資本
　推算規準年 　自己資本利益率
　インフレーション年率 　借入金
　エスカレーション年率 1) 　借入金利子率
運転 　返却期間
　生産量 　返却方法
　稼働率－運転開始年 　　（通常、元利合計均等払）
　　　　　　－２年度以降 注 1) 製品のみに適用

ここで以降、社内向け情報システムを「イントラシステム」（Intra-system: Intra- 

enterprise Information System）、社外向け情報システムを「エクストラシステム」（Extra-  

第 5.6 図  典型的な企業情報システムの構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

system: Extra-enterprise Information System）ということにする。また、例えば自動

車業界では、国の内外を問わず、１つの生産ラインで複数車種を生産する「混流生産」を

目指すようになってきており、より柔軟で綿密な SCM (Supply Chain Management) の構

築と運用が図られるようになってきた。すなわち、SCM／SRM の強化、すなわちエクスト

ラシステムの強化が企業の存立を左右するようになってきたといえよう。 

 

5.5 経済性評価 

 

5.5.1 経済性評価の枠組み 

一般に、設備投資プロジェクトを評価する際には、それは必ずしも明示されないが、あ

る経済的な枠組みが前提になっている。 その典型的な枠組みを第 5.3 表に示す。 

第 5.3 表 プロジェクト評価の枠組み 
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                              経済性分析 

 

                   投資経済性分析                       財務分析 

 

           単純法           割引キャッシュフロー法     流動性分析   資本構成分析 

 

単純利益率 回収期間  正味現価 内部利益率 リアルオプション（広義） 

 

                            モンテカルロ  デシジョン   リアルオプション 

                            ＤＣＦ        ツリー 

これは、Parente（1984）15が発表したもので、ある開発途上の技術の評価をしたもので

ある。プロジェクト評価の枠組みの典型的な例といえよう。 

 

5.5.2 経済性評価指標 

経済性評価のために古典的指標として、単純利益率、回収期間、内部利益率、正味現在

価値（以下正味現価）がある。しかし、これらの古典的評価指標はいずれも確定的な事業

環境下でしか適用できないことから、正味現価から拡張されたリアルオプションが不確定

性の高い事業環境下で適用されるようになった。（刈屋・山本（2001）16）これらの経済性

評価指数を、UNIDO（1986）の体系図を拡張して第 5.7 図に示す。また、リアルオプショ

ン（広義）と財務分析を除く経済性指標の定義を第 5.4 表に示す。 

 

第 5.7 図 拡張された経済性評価指標体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、まずモンテカルロＤＣＦ（Discounted Cash Flow）は、モンテカルロ・シミュ

レーションを正味現価に適用したもので、企業価値を決定づける重要な事象、たとえば製

品価格、人件費、原材料費、主要製品の需要量、為替レート、金利などの将来の見通しを

予め確率分布として定義し、その確率分布に従った乱数を大量に発生させ、現実に起こり

得る事象の実験を行うものである。 

デシジョンツリーは、実現可能性のある将来の経営上のオプションを時系列的に樹形型

に表記し、おのおの樹の付け根に至る確率を使って事業価値を計算する方法であり、現実

のキャッシュフローを資本コストで割引いて計算する。 

リアルオプションは、現時点での判断だけでなく、事業環境が変化した場合に下される

であろう経営判断も含めて事業資産の価値を計算するもので、リアルオプションは現実の
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キャッシュフローをリスク中立確率下でのキャッシュフローに変換してリスクフリーレー 

第 5.4 表 経済性評価指標の定義 

プロジェクト現価＝ 
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ここで、 

i  : 割引利子率 (割引利子率＝資本コスト＋α)        N  ：プロジェクト評価期間 
nR  : ｎ年度粗収益                      M  ：法定耐用年数 

nK  :  ｎ年度維持費                      n   ：評価年度 
x  :  法人所得税率 

    nD  :  ｎ年度固定資産償却費 
I  : 設備投資額 

  wI  : 運転資本投資額 

 

トで割引いて計算する。これらの指標の中で、正味現価、広義のリアルオプションだけが、

それぞれにさらには両者間で唯一加法性を持っているので、後述するように、複数のプロ

ジェクトに分割するとともに、それを一括して評価するこの論文では、正味現価とリアル

オプション以外の指標を選ぶ選択肢はないことになる。 

 

5.5.3 情報システム評価のフレームワーク 

生産企業の活動は、前述の第 5.2 図に示すように、基本的には原材料を加工して製品とし

て販売することにあり、設備投資資金は製品の販売による収入から原料、人件費、法人所

得税などを支払った後の利益から回収されることになる。ここで、第 5.8 図に示すように、

企業を１つのシステムとすると、複数の生産システム（生産設備）というサブシステムと、

それを支援する情報システムというサブシステムから構成されることになる。 

さらに、情報システムをイントラシステムとエクストラシステムとに分けて考えると、

イントラシステムは基本的に支援システムあるいはインフラストラクチャであり、企業利

益を創出する可能性は少ないが、引き続いて構築されるエクストラシステムは企業利益を

創出する可能性があることから、情報システム全体としては利益を創出する可能性がある
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ことになる。 

 

第 5.8 図  生産企業の活動と情報システム 

 

 

 

 

 

 

 

個々のサブシステムについては、個々のサブシステムへの入出力にもとづいて個々に独

立したシステムとして評価する。また同時に、イントラシステムとエクストラシステムを

統合する情報システム、およびすべてのサブシステムを統合する企業システム全体として

評価する、すなわち「個々のサブシステムを企業システム全体に埋め込む」ことで評価す

ることとする。 

なお、これらのシステムの評価に当たっては、企業システム全体であれ、生産システム、

情報システム、イントラシステム、エクストラシステムの個々のシステムであれ、企業利

益を創出するのが基本的に生産システムであることから、すべてのサブシステムを生産シ

ステムのライフサイクルの全期間に亘って評価することとする。なお、次年度に再評価す

る場合にも、同一のライフサイクルで評価することを想定している。 

一方、ISO (1990)の企業活動モデルによると、第 5.9 図に示すように、各生産活動階層の

一般活動モデルの入力として、「材料（原料あるいは部品）」「情報」「資源」を、出力

として「材料（製品）」「情報」「資源」をあげている。  

第 5.9 図 一般活動モデル 17 
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この ISO モデルにもとづいて企業システムの経済性評価をすると、定量的すなわち金額

による評価が出来るのは、「材料」と「資源」（コスト）であって、「情報」だけを取り

上げて金額による定量的評価はできない。もし、「情報」が企業収益の増大に何らかの貢

献をしているとしても、その貢献は「材料（原料あるいは部品）」あるいは「資源」を介

してしか評価できない。 

ただし、もし情報システムの貢献を「材料（原料あるいは部品）」あるいは「資源」の

評価から合理的に切り分けられる場合に限って評価が可能になる。たとえば、原材料の調

達などを取り扱うエクストラシステムは、明確な投資効果をあげる可能性があることから、

その切り分けが可能な場合に相当する。逆に、イントラシステムは、生産活動の支援シス

テムであり、またエクストラシステムのインフラストラクチャであることから、在庫削減

の著しい場合などを除き、一般にその切り分けが困難な場合に相当する。 

したがって、個々の生産システム、イントラシステム、エクストラシステムであれ、あ

るいは両システムを包含する情報システムであれ、さらに情報システムと生産システムを

包含する企業システムであれ、それぞれのシステムの経済性を個別にまたは総括して評価

するこの論文の方法は、既往の方法に比べてより実情に即していると考える。 

この基本的な考え方にもとづいて、情報システムを生産システムに従属するサブシステ

ムとして、その経済性評価を評価するフレームワークを第 5.5 表に示す。なお、Mun(200)

にしたがって、イントラシステムの正味現価とエクストラシステムのリアルオプション（コ

ールオプション）の価値の合計を情報システムの投資価値（value of investment）とする。

同様に、生産システムの正味現価と情報システムの投資価値の合計を企業システムの投資

価値とする。 

第 5.5 表 フレームワーク 

1. 生産システムに続いてイントラシステムを、イントラシステムに続いてエクストラシステム 
をという順序で構築するものとする。 

2. 生産システムの投資効果は、伝統にしたがい確定的に予測できるとして、生産システムは正 
味原価で評価する。 

3. イントラシステムの投資効果は、種々考えられるが、在庫削減効果を除いて、いずれも定量 
的に直接計測できるものではない。そこでベースケースとしては、計算上は投資効果なしと 
して、イントラシステムは正味原価で評価する。 

4. エクストラシステムの投資効果は、販売価格の高水準での維持、原材料の購入価格の低減な 
ど、定量的に直接計測できると考える。ただし、その効果は企業外の諸要因に影響を受ける。 
そこで、その影響によっては実行しなくてもよい単純コールオプションで、エクストラシス 
テムを評価する。 

5. 情報システムは、イントラシステムの正味現価とエクストラネットのコール価値を合計した 
投資価値で評価する。 

6. 企業システムは、情報システムの投資価値と生産システムの正味現価を合計した投資価値で 
評価する。 
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対象システム 適用指標 主な適用理由
生産システム 正味現価 最も標準的
イントラシステム 正味現価 管理可能な社内事象が対象
エクストラシステム コールオプション 予測困難な社外事象が対象

すなわち、情報システムは、生産システム構築と同時あるいはその後に構築されるのが

一般的ではあるが、このフレームワークでは生産システムの構築後に構築されることとす

る。さらに、イントラシステムはエクストラシステムのインフラストラクチャでもあるの

で、イントラシステム構築後に構築されるものとする。 

経済性評価法としては、生産システム、イントラシステム、さらにエクストラシステム

を個々に評価するとともに、これらが統合された企業システムの経済性も評価出来るよう

にするために、加法性のある正味現価とリアルオプションを適用する。ここで、第 5.6 表に

示すように、生産（設備）システムについては標準的な考え方にしたがい正味現価を適用

し、イントラシステムについては主として社内の管理可能な事象を取り扱うことから正味

現価を適用し、さらに、エクストラシステムについては、主として予測困難な社外事象を

取り扱うことからリアルオプションを適用する。 

 

第 5.6 表  対象システムと経済性指標の適用 

 

 

 

なお、この論文では既に述べたように、「原資産を予め決められた行使価格で買う（投

資する）ことが出来る権利がある単純コールオプション」で評価するものとする。リアル

オプションを適用するのに不可欠な投資効果の標準偏差の推定には、この論文では取り上

げていないが、複数の不確実性を統合する場合にも対応できるモンテカルロ法による

Copeland and Antikarov（2002）18の方法をとる。これは株価の変動の標準偏差を事業価

値の変動の標準偏差とする Brealey and Myers (2000) 19などの方法より実用的と判断した

からである。 

なお、このフレームワークは生産システムとエクストラシステムを含む情報システム投

資についての意思決定をする時点でのフレームワークであって、エクストラシステム投資

自体の意思決定にはその時点であらためて正味現価を適用するものとする。 

 

5.5.4 情報システム投資の算定 

(1)情報システム資産の構成と会計処理 

典型的な情報システム資産は、Keen (1991) 20によれば、ハードウェア（中央コンピュー

タ、分散コンピュータ、ネットワーク機器、ＬＡＮ・通信機器）、ソフトウェア（アプリ
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ケーション、パソコンウェア）、データ資源、センター施設から構成される。そして、一

般には、ソフトウェア資産はハードウェア資産より大きな価値をもっている。なお、ソフ

トウェアを除くこれらの資産は、当然有形固定資産として減価償却される。 

さらに、西澤脩（1994）によれば、ソフトウェアは種類により異なった勘定項目として

会計処理される。すなわち、オペレーティングシステムは有形固定資産として減価償却さ

れ、自社使用のアプリケーションは、他社からの購入あるいは他社に委託を問わず、繰延

無形固定資産として５年均等償却される。さらにリース、自社で開発した自社使用のアプ

リケーションは無形固定資産として減価償却されるが、自社で開発した自社使用のアプリ

ケーションの 1 部は当期費用として運用費に参入される。 

 

(2)ソフトウェアの見積り 

Wellman (1992)21によれば、手続きと技術が適切に定義されていれば、具体的には基準

プロジェクトと同じソフトウェアツールを使用し同じ開発環境であれば、あるいは新しい

システムについてはプロトタイピングと関連させて得られる追加的なデータを利用すれば、

ファンクションポイント法によって効果的にソフトウェア開発の規模を測定し、工数を見

積もることができるとしている。また、小規模から大規模までのあらゆる規模のプロジェ

クト、新規開発、機能強化、リエンジニアリング、さらにパッケージソフトウェアや中核

ソフトウェアのカスタム化などの場合に適用できるとしている。 

さらに、Jones (1998)22によれば、ファンクションポイント法は純粋にソフトウェアプロ

ジェクトの外部属性、すなわち入力、出力、照会、論理ファイル、インターフェイスファ

イルの５の基本要素にもとづいているので、開発に用いられる言語によって変わることは

なく、さらに要求定義、設計、マニュアル作成などのコーディング以外の部分への適用が

可能である。具体的には、各要素について、データ要素の数にもとづく各要素の低、中、

高ユーザファンクションレベルで決定される未調整ファンクションポイント値の集計値を

複数の複雑度調整係数により調整して調整ファンクションポイント、すなわちソフトウェ

アの規模を決定する。さらに、報酬および勤務パターン、アクティビティパターン、ソフ

トウェア技術の各要因を考慮してファンクションポイントを調整する。 後に、このファ

ンクションポイントにもとづいて、要求定義、プロトタイピング、設計、設計インスペク

ション、コーディング、コードインスペクション、変更管理、テスト、ユーザ用文書作成、

プロジェクト管理などの全アクティビティのコストを算出する。 

また、リアルタイムソフトウェア、組み込みソフト、システムソフトウェアに用いるた

め、ファンクションポイントの 5 の基本要素に加えてアルゴリズムを第６の基礎要素とし
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て加えたフィーチャポイント法も開発されている。 

 

5.5.5 投資効果の算定 

生産（設備）システムの投資効果については、伝統的に通常行われているように、販売

量、販売価格など、すなわち祖収益が確定的に算定可能とする。 

イントラシステムの投資効果としては、Emery (1989)によると、目に見える便益の例と

しては、在庫レベルの減少、物財輸送の 適化による人件費と燃料費の減少ような効果を

あげており、目に見えない便益の例としては、製品の品質向上、在庫切れ率の改善、納期

の短縮、顧客サービスの向上、工場安全性の増大、組織内コミュニケーションの改善、管

理情報の改善をあげている。しかし、在庫レベルの減少と物財輸送費の削減を除いて、そ

れぞれ個別にまた定量的に算定するのは困難である。 

エクストラシステムの効果としては、日経ＩＴプロフェショナル（2002）によると、他

のシステムとの連携を前提で、CRM (Customer Relationship Management) による効果の

例として、顧客情報の共有化、商談の場での納期の確約、商談の場での需要情報の生産計

画への反映、コールセンターの顧客の声を製品改善、新製品開発に役立てるなどをあげて

いる。また、PLM (Product Lifecycle Management) による効果の例として、新規製品投

入時期の 適化、既存製品の製造停止時期の 適化、市場に柔軟に対応した新製品の開発、

販売体制の変更、オプション製品の開発と製造などをあげている。さらに、SCM/SRM に

よる効果の例として、製品需要計画、正確な納期回答、生産スケジューリング、輸送・配

車計画、調達業務の効率化（電子調達、EDI、B2B）、購買戦略の立案／計画／管理、購買

情報の収集／分析、購買関連マスターデータ管理などをあげている。 

しかし、部品（原材料）などの直接財やその他の間接財の調達を除いて、それぞれ個別

にまた定量的に算定するのは困難である。特に調達については、調達金額を正確に把握で

きることから、その経済効果は容易に算定できるものと考える。また、Slywotzky（2002）
23によれば、常識的に生産企業では総コストに占める原材料コストの割合は 30％から 70％

程度といわれている。だとすると少なくともその効果はエクストラシステムの投資を正当

化するほどの大きさを期待できるものと考える。 

なお、イントラシステムであれ、エクストラシステムであれ、往々にして人件費の削減

が取り上げられる。しかし、Brown and Duguid （2000）24によれば、管理部門の人員は、

オフィスオートメーション機器の導入とそれに伴う情報技術が導入されても、経験的事実

からすると削減することはほぼ不可能であり、反対に幅広い業種で増加しているといわれ

ている。 
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5.6 企業情報システムの評価－シミュレーション 

 

5.6.1 目的と計算基準 

前述のフレームワークをシミュレーションにより具体的に提示し、情報システムを生産

システムの従属システムとして評価することの意味を明らかにする。 

まず、その投資効果の算定が難しいことから、イントラシステムの投資効果はないもの

としてシミュレーションを行う。つぎに、エクストラシステム投資効果のボラティリティ

が情報システムおよび企業システム全体の経済性に与える影響の程度を明らかにする。こ

れらのシミュレーションを通じて、ボラティリティも含めて、このフレームワークの具体

的利用法を明らかにするとともに、このフレームワークの実用性を明らかにする。 

シミュレーションの具体的な計算基準を第 5.7 表に示す。なお、経済性評価の基準点は生

産システム投資の時点とする。なお、リアルオプション計算段階でのモンテカルロＤＣＦ

計算では、Copeland and Antikarov（2002）にしたがい、投資効果分布は投資効果が負の

値にならない、また自己相関係数については隣接する期間で先行する期間の分布の影響を

受けると考えられることから、相関係数 90％の対数正規分布とする。また、エクストラシ

ステムの投資効果のボラティリティは 10％、35％の 2 つのケースについて計算する。この

35％は Brealey and Myers (2000)を参考に設定したものである。 

 

第 5.7 表  シミュレーション計算基準 

 

5.6.2 計算手順 

上記の計算基準にもとづく、具体的な計算手順を第 5.8 表に示す。正味現価とリアルオプ

ションの組合せについては Mun（2003, pp.78-81）25と Brealey and Myers (2000)の例を、

1 B C D E F G H I J
2 共通計算基準
3 資本コスト 5 ％ 法人所得税 50 ％
4 リスクフリーレート 1 ％ 減価償却法 定額法
5 個別計算基準
6 生産システム 情報システム イントラシステム エクストラシステム
7 システム投資額 100 億円 システム投資額 10 億円 10 億円
8 投資効果比率 15,20,25,30 ％ 追加効果比率 0 ％ 10,20,30 ％
9 投資効果額 =C7*C8 億円 追加投資効果額 =C7*G8 億円 =C7*I8 億円

10 設備維持費率 3 ％ システム維持費率 10 ％ 10 ％
11 設備維持費 3 億円 システム維持費額 1 億円 1 億円
12 法定耐用年数 8 年 法定耐用年数 5 年 5 年
13 ボラティリティ － ％ ボラティリティ － ％ 10,35 ％
14 在庫比率 0,20 ％ 在庫削減比率 0,50 ％ - ％

  注  情報システム投資による追加投資効果は生産設備投資効果基準とする。
　在庫比率は生産システム投資効果基準とする。
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1. 生産システムのキャッシュフローのエクセルモデルを構築する。 

2. イントラシステムのキャッシュフローのエクセルモデルを構築する。 

3. エクストラシステムのキャッシュフローのエクセルモデルを構築する。 

4. 正味現価ケーススタディ計算の実行 

－各システムと統合システムの正味現価を算出する。 

5. エクストラシステムのモンテカルロＤＣＦ計算モデルを構築する。 

6. クリスタルボールによりモンテカルロＤＣＦ計算を実行する。 

  －平均利益率の標準偏差を算出する。 

6.1 エクストラシステムの投資効果の仮定定義に確率分布を入力する。 

確率分布は対数正規分布とし、隣接する期間間の自己相関係数を 90%とする。 

6.2 平均利益率を予測変数に設定する。 

6.3 モンテカルロＤＣＦ計算を 1000回実行する。 

6.4 レポートを作成させ、平均利益率の標準偏差を求める。 

7. エクストラシステムのリアルオプション計算モデルを構築する。 

8. エクストラシステムのアメリカンコールの価値を求める。 

－モンテカルロＤＣＦ計算により求めた平均利益率の標準偏差により、各ケース 

のコール価値を算出する。 

9. イントラシステムの正味現価とエクストラシステムのコール価値を合計し、情報 

システムの投資価値とする。 

10. この情報システムの投資価値と生産システムの正味現価を合計し、企業システム 

の投資価値とする。 

（注）クリスタルボールは Decisioneering Inc.の製品で、構造計画研究所から購入し 

たものである。 

その計算に当たっては Copeland and Antikarov（2002, pp.208-213）の２項イベントツリ

ーのスプレッドシートモデルを参照した。この手順にもとづいて作成した正味現価とリア

ルオプションの表計算モデルを付属資料に示す。 

付属資料の表 A に生産システム、イントラシステム、エクストラシステムとそれらの統

合システムの正味現価表計算モデルを示す。 

ケース 20-10-10（生産設備投資効果比率 20％、エクストラシステム投資効果比率 10％(対

生産設備投資効果額)、エクストラシステム投資効果ボラティリティ 10％）について示す。 

 

第 5.8 表 シミュレーション計算手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 A の生産システム、イントラシステム、エクストラシステムの各計算モデルは、同じ

ように個々に作られてはいるが、イントラシステムの法人所得税の計算に当たっては、生

産システムとイントラシステムの設備投資額の合計に対する償却費を、イントラシステム

が生産システムの償却費に追加して支払うようし、統合した時に矛盾が生じないようにし

ている。同様に、エクストラシステムが生産システムとイントラシステムの償却費に追加

して支払うようになっている。 

さらに、付属資料の表 B にエクストラシステムについてのモンテカルロ DCF とリアルオ

プションの表計算モデルを示す。表 B の計算に当たっては、表 A のエクストラシステムの
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1 B C D E F G H I J K L M N
2 ケース番号

3 20-10-10

5 投資額 100
6 投資効果 20 正味現価 28.6 28.6
7 投資額 10
8 投資効果 0 正味現価 (8.7) (8.7)

11 標準偏差 0.84 標準偏差 0.84
12 企業システム 合計 18.5 合計 21.1

エクストラ
システム

出力
リアルオプション計算

生産設備

イントラ
システム

正味現価計算
入力 出力
モンテカルロDCF計算

入力入力 出力
資本コスト リスクフリー

レート
リスクフリー
レート0.05

投資額
10

割引投資額ボラティリ
ティ　％ 10

正味現価
(1.4)

正味現価
9.1

自己相関係
数　％ 90 1.2

0.010.01

割引投資額

10

4

9

アメリカン
コール

9.5
正味現価

9.1

9.5
投資効果

2

表計算にもとづいて、投資効果について所定のボラティリティ（標準偏差）と相関係数を

入力値としてモンテカルロ DCF の計算をして平均利益率の標準偏差を求め、その標準偏差

を入力の１部としてリアルオプションの計算をする。 

この計算過程の具体例を、上記と同じく、ケース 20-10-10 について第 5.9 表に示す。こ

の表からも明らかなように、リアルオプションの値は、投資効果の不確実性、すなわちモ

ンテカルロ DCF の出力の標準偏差に依存しており、この標準偏差は入力のボラティリティ

（セル H9）に依存している。したがって、このボラティリティにリアルオプションの値が

依存していることになる。この問題についてはシミュレーションの結果をみて考察するも

のとする。 

 

第 5.9 表 計算過程の具体例 

 

 

 

 

 

 

     

 

5.6.3 計算結果 

① 情報システムの経済性 

この計算基準と計算手順により得られた計算結果の１部を第 6.10 図と第 6.11 図に示す。

なお、図の凡例の略語をそれぞれ第 6.10 表に示す。 

 

第 5.10 表   凡例の略語 

        個別システム    システム価値           略語 
生産システム    正味現価             MfgS 

         イントラシステム  正味現価                      InS 
         エクストラシステム コール価値                 ExS 
         情報システム    投資価値（正味現価＋コール価値） InfoS 
         企業システム    投資価値（正味現価＋コール価値）  EpsS 
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個別システムの経済性
エクストラシステムの投資効果比率　１０％

MfgS

InS

ExS
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(20)
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シ
ス

テ
ム

価
値

　
億
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ＭｆｇＳ

ＩｎＳ

ＥｘＳ

InfoＳ

EpsＳ

エクストラシステムの投資効果が 10％(対生産設備投資効果額)で、その投資効果のボラ

ティリティが 10％の場合を第 5.10 図に示す。この図では、生産システムの投資効果比率の

全領域に亘って、イントラシステムの正味現価が負の値である上に、エクストラシステム

の十分な投資効果が期待できないことから、情報システムの投資価値は負の値である。し

たがって、情報システム投資は単独では正当化できない。しかし、情報システムを含む企

業システムとしては、生産システムの投資効果が 17％以上あれば、企業システムの投資価

値が正の値となり、情報システムを含む企業システム投資は正当化される。 

次に、エクストラシステムの投資効果が 30％（対生産設備投資効果額）で、その投資効

果のボラティリティが 10％の場合を第 5.10 図に示す。この図では、生産システムの投資効

果比率の全領域に亘って、イントラシステムの正味現価が負の値であるにもかかわらず、

エクストラシステムの十分な投資効果を期待できることから、情報システムの投資価値は

正の値である。したがって、情報システム投資は単独でも正当化できることになる。すな

わち、情報システムの投資は、生産システムの投資効果をさらに高めていることになる。 

 

第 5.10 図 個別システムの経済性（1） 
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個別システムの経済性
エクストラシステム投資効果比率　３０％
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第 5.11 図 個別システムの経済性（2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ボラティリティの影響 

エクストラシステム投資効果についてのボラティリティの算定が難しいことから、ボラ

ティリティの情報システムと企業システムへの影響を、エクストラシステムの投資効果比

率については 10％（対生産設備投資効果額）、投資効果のボラティリティについては 10％

と 35％について、生産システムの投資効果 15％から 20％の範囲、すなわち投資額が事業

の現在価値と同程度で採否の判定が難しいニアー・ザ・マネーの領域について第 5.12 図に

示す。この場合は、すでに述べたように、情報システム投資は企業システム投資に埋め込

んでしか正当化できない。この図で、企業システム価値が丁度「0」になる生産システム 

第 5.12 図 ボラティリティの影響 
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投資効果比率は、それぞれ 10％ボラティリティの場合は 16.94 億円、35％ボラティリテ

ィの場合は 16.77 億円で、その差は 0.17 億円、すなわちその差の百分率は 1.0％しかない。

したがって、仮にボラティリティのデフォルト値を 10％として、企業システムすなわち情

報システムの経済性評価をしても、その評価の精度を著しく低下させて情報システム投資

の意思決定に容認できない影響を与えることにはならないと考える。また、35％ボラティ

リティの場合に比べて、より控えめな評価であることはいうまでもない。 

 

5.6.4 考察 

このシミュレーション結果から、次のように結論づけることができる。 

① 既往の Emery(1987)や Weill and Broadbent (1998)の方法は、ともに「プロジェクト

が目に見える面だけでは正当化できない場合」あるいは「正味現価がマイナスになる

場合」には、「目に見える純費用額を目に見えない便益と比較」、あるいは「投資か

ら得られる便益と投資金額の比較」という非定量的あるいは非経済的評価をしようと

するものである。それに対し、情報システムを上位の企業システムに埋め込むこの方

法は、定量的あるいは経済的な評価をすることができる。 

② 情報システムをイントラシステムとエクストラシステムとに分割し、その算定が難し

いイントラシステムの投資効果を無理に計量化することなく、引き続いて構築される

予定のエクストラシステムの投資をリアルオプションで評価することにより、イント

ラシステムを含む情報システムの投資をより合理的に評価することができる。なお、

実際のエクストラシステムの投資判断は、当然その時点で正味現価の正負により判断

するものとする。 

③ エクストラシステムの投資効果のボラティリティについては、ボラティリティが大き

くなればなるほどコールオプションの価値が大きくなることから、計測不能な場合は

控えめな評価にはなるが、デフォルト値として１０％を使用すればよい。それでも正

味現価に比較して、より合理的な評価ができる。すなわち、そのような基準値を使用

しても、青木昌彦／安藤晴彦(2002)も述べているように、リアルオプション理論の有

用性は損なわないといえる。 

 

5.7 まとめ 

従来の企業情報システムの経済性評価は、企業情報システムが支援する企業活動、たと

えば生産企業は生産活動なしでは、何も経済的投資効果を生み出せないのは自明であるの

に、何れも情報システムを独立したシステムとして、すなわち単独で経済的投資効果を出
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せるシステムとして扱うものであった。しかも、企業情報システムが産業界に登場してか

ら、電子商取引が登場するごく 近まで、それは社内業務を対象にするシステム、すなわ

ちイントラシステムの範疇に属するシステムを対象にするものであった。すなわち、イン

トラシステムは支援システムであり、エクストラシステムのインフラストラクチャであっ

て、もともとその経済的投資効果の乏しいシステムであったにも関わらず、果敢に情報シ

ステムの投資を正当化する努力が払われてきたともいえよう。  

近になって、周知のとおり、直接企業活動そのものに関わる、たとえば製品の販売か

ら原材料の購入などに関わるシステム、すなわちサプライチェーンと一体化されたエクス

トラシステムが構築されるようになった。今や、エクストラシステムは企業利益を直接左

右するようになり、グローバル化とあいまって、エクストラシステムのないビジネスモデ

ルでは、企業の存続が危ぶまれる状況になってきた。すなわち、企業情報システムの経済

性をまともに検討し得る、あるいは検討しなければならない状況になってきた。 

一方、経済性評価指標については、わが国では回収期間が主に使用されてきており、内

部利益率、正味現価などの割引法はあまり使われて来なかった。 近になって、正味現価

の拡張ともいえるリアルオプションが登場してきたが、正味現価の使用すら必ずしも一般

的とはいえない状況であるため、その適用については合意が形成されているとはいえない

状況である。 

この研究は、こういう状況を踏まえて、経済性評価法としては、正味現価、モンテカル

ロＤＣＦ、デシジョンツリー、リアル・オプションとしてアメリカン・コールとヨーロピ

アン・コールを比較検討した上で、生産システムとイントラシステムには正味現価を、引

き続いて構築するエクストラシステムにはリアルオプション（アメリカン・コール）を適

用することにした。 

さらに、情報システムを独立したシステムとしてではなく、企業システムのサブシステ

ムとして扱い、イントラシステムとエクストラシステムとに分けそれぞれについて、さら

にそれらを統合した情報システムについて、さらに情報システムを含む企業システムとし

て、目に見える経済的効果にもとづいて評価する考え方を提案するものである。  

また、リアルオプションを算定するに当たっては、一般にボラティリティ算定のための

計測値が入手できないことを考慮し、デフォルト値として 10％を使用することを提案する。

この論文のシミュレーションで明らかになったように、そのことによってリアルオプショ

ン理論の有用性は損なわれないと考えるからである。なお、生産システム投資を判断する

時点で当初からエクストラシステムの経済性評価に正味現価を適用することを全く否定す

るものではない。 
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今回の研究結果は特定の検討基準に限定されたものではあるが、当該フレームワークの

実用性を明らかにし得たものと考える。今後の課題としては、この研究で提案したフレー

ムワークの実際問題への適用、非製造業の情報システムのへの拡張、他の単純オプション

あるいはコンパウンドオプションの適用があると考える。さらにこの論文では触れてない、

経済性指標適用に当たっての企業の 適投資政策との整合性、加重平均資本コストの算定

も検討課題であると考える。 
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72 パネルＤ－システム合計－ＮＰＶ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 72
73 プロジェクト現在価値 110.9 73
74 プロジェクト正味現価 -5.5 74
75 75
76 パネルＥ－統合システム 76
77 期間ーパネルＡ（Ａ） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 77
78 　　　ーパネルＢ（Ｂ）　 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 78
79 　　　ーパネルＣ（Ｃ） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 79
80 収入 80
81 　投資効果ー（Ａ） 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 81
82 　　　　　　　－（Ｂ） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82
83 　　　　　　　－（Ｃ） 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 83
84 支出 84
85 　システム投資額（Ａ） 100 85
86 　　　　　　　　　ー（Ｂ） 8.6 10 86
87 　　　　　　　　　ー（Ｃ） 7.8 10 87
88 　システム維持費（Ａ） 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88
89 　　　　　　　　　ー（Ｂ） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 89
90 　　　　　　　　　ー（Ｃ） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90
91 　在庫保管料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
92 　減価償却費ー（Ａ） 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 92
93 　　　　　　　　　ー（Ｂ） 2 2 2 2 2 93
94 　　　　　　　　　ー（Ｃ） 2 2 2 2 2 94
95 利払税引前利益 -0.5 -0.5 -0.5 -3.5 -3.5 -2 -2 -2 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 0 95
96 　法人所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 6.25 6.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0 96
97 　減価償却費 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 16.5 16.5 16.5 2 2 97
98 フリーキャッシュフロー (116.5) 12.0 12.0 12.0 11.0 11.0 14.5 14.5 14.5 8.3 8.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 0.0 98
99 割引乗数 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 0.711 0.677 0.645 0.614 0.585 0.557 0.530 0.505 0.481 0.458 99

100 キャッシュフロー現価 (116.5) 11.43 10.88 10.37 9.05 8.62 10.82 10.30 9.81 5.32 5.06 4.24 4.04 3.84 3.66 3.49 0.00 100
101 プロジェクト現在価値 110.9 101
102 プロジェクト正味現価 -5.5 102
103 内部利益率（参考） 4.2% 103

1 B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1
2 ケース番号 20-10-10 2
3 3
4 共通計算基準 計算結果 4
5 資本コスト 5.0 ％ 所得税 50 ％ 減価償却法 定額法 プロジェクト現在価値 128.6 億円 5
6 プロジェクト正味現価 28.6 億円 6
7 計算基準ー生産システム イントラシステム エクストラシステム 内部利益率（参考） 9.6 ％ 7
8 生産設備投資額 100 億円 システム投資額 10 億円 システム投資額 10 億円 プロジェクト現在価値 (0.09) 億円 8
9 投資効果比率 20 ％ 追加効果比率 0 ％ 追加効果比率 10 ％ プロジェクト正味現価 (8.73) 億円 9

10 投資効果額 20 億円 追加投資効果額 0 億円 追加投資効果額 2 億円 プロジェクト現在価値 6.4 億円 10
11 設備維持費率 3 ％ システム維持費率 10 ％ システム維持費率 10 ％ プロジェクト正味現価 (1.4) 億円 11
12 設備維持費 3 億円 システム維持費額 1 億円 システム維持費額 1 億円 プロジェクト現在価値 135.0 億円 12
13 法定耐用年数 8 年 法定耐用年数 5 年 法定耐用年数 5 年 プロジェクト正味現価 18.5 億円 13
14 注　 システム投資による追加投資効果は生産設備投資効果基準とする。 内部利益率（参考） 7.6 ％ 14
15 15
16 パネルＡ－生産システム 16
17 期間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
18 収入 18
19 　投資効果 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
20 支出 20
21 　生産設備投資額 100 21
22 　生産設備維持費 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22
23 　減価償却費 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 23
24 利払税引前利益 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 17 17 17 17 17 17 17 24
25 　法人所得税 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 25
26 　減価償却費 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 26
27 フリーキャッシュフロー (100) 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 27
28 割引乗数 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 0.711 0.677 0.645 0.614 0.585 0.557 0.530 0.505 0.481 28
29 キャッシュフロー現価 (100.0) 14.05 13.38 12.74 12.13 11.56 11.01 10.48 9.98 5.48 5.22 4.97 4.73 4.51 4.29 4.09 29
30 プロジェクト現在価値 128.6 30
31 プロジェクト正味現価 28.6 31
32 内部利益率（参考） 9.6% 32
33 33
34 パネルＢ－イントラシステム 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34
35 期間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 35
36 収入 36
37 　投資効果 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
38 支出 38
39 　システム投資額 10 39
40 　システム維持費 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
41 　減価償却費 2 2 2 2 2 41
42 利払税引前利益 (3.0) (3.0) (3.0) (3.0) (3.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) 42
43 　法人所得税 (1.5) (1.5) (1.5) (1.5) (1.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) 43
44 　減価償却費 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 44
45 フリーキャッシュフロー 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) 45
46 割引乗数 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 0.711 0.677 0.645 0.614 0.585 0.557 0.530 0.505 0.481 46
47 キャッシュフロー現価 (8.64) 0.00 0.00 0.00 0.41 0.39 0.37 0.36 0.34 (0.32) (0.31) (0.29) (0.28) (0.27) (0.25) (0.24) 47
48 プロジェクト現在価値 (0.09) 48
49 プロジェクト正味現価 (8.73) 49
50 50
51 パネルＣ－エクストラシステム 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 51
52 期間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 52
53 収入 53
54 　投資効果 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
55 支出 55
56 　システム投資額 7.84 10 56
57 　システム維持費 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57
58 　減価償却費 2 2 2 2 2 58
59 利払税引前利益 (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 59
60 　法人所得税 (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 60
61 　減価償却費 2 2 2 2 2 61
62 フリーキャッシュフロー 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 62
63 割引乗数 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 0.711 0.677 0.645 0.614 0.585 0.557 0.530 0.505 0.481 63
64 キャッシュフロー現価 (7.84) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 1.07 1.02 0.97 0.92 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 64
65 プロジェクト現在価値 6.42 65
66 プロジェクト正味現価 (1.42) 66
67 67
68 パネルＤ－統合システム－ＮＰＶ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 68
69 プロジェクト現在価値 135.0 69
70 プロジェクト正味現価 18.5 70
71 71

パネルＤ

パネルＡ

パネルＢ

パネルＣ

付属資料 

表 A 正味現価表計算モデル 
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表 B モンテカルロ DCF・リアルオプション表計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 B C D E F G H I J K L M N O P Q R 1
2 ケース番号 20-10-10 2
3 3
4 計算基準 計算結果 4
5 リスクフリーレート 0.01 ボラティリティ 10 ％ 0.2 億円 0.0835 5
6 資本コスト 0.01 相関係数 90 ％ アメリカンコール 1.22 6
7 7
8 パネルＣ－エクストラシステム 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8
9 期間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9

10 収入 10
11 　投資効果 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11
12 支出 12
13 　システム投資額 9.515 10 13
14 　システム維持費 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
15 　減価償却費 2 2 2 2 2 15
16 利払税引前利益 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 16
17 　法人所得税 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 17
18 　減価償却費 2 2 2 2 2 18
19 フリーキャッシュフロー 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 19
20 割引乗数 0.990 0.980 0.971 0.961 0.951 0.942 0.933 0.923 0.914 0.905 0.896 0.887 0.879 0.870 0.861 20
21 キャッシュフロー現価 (9.515) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.413 1.399 1.385 1.372 1.358 0.448 0.444 0.439 0.435 0.431 21
22 プロジェクト現在価値 9.124 22
23 プロジェクト正味現価 (0.391) 23
24 平均利益率 0.00992 0 0 0 0 0 1.427 1.413 1.399 1.385 1.372 0.453 0.448 0.444 0.439 0.435 24
25 25
26 26
27 リアルオプション計算 27
28 入力変数 28
29 リスクフリーレイト（rf） 0.01 １ステップ当り増加率 1.087 u = exp (σT1/2) 29
30 プロジェクト現在価値 9.124 １ステップ当り減少率 0.920 30
31 システム投資額 9.515 １＋リスクフリーレイト 1.01 31
32 オプション満期期間 10 リスクフリーレイト（rf） 0.01 32
33 標準偏差（σ） 0.08352 0.539 p = (1+rf -d)/(u-d) 33
34 ステップ数／年（Ｔ） 1 0.461 34
35 35
36 プロジェクト現価のイベントツリー 36
37 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37
38 0 9.124 9.918 10.782 11.722 12.743 13.853 15.059 16.371 17.797 19.347 21.033 38
39 1 8.393 9.124 9.918 10.782 11.722 12.743 13.853 15.059 16.371 17.797 39
40 2 0.000 7.720 8.393 9.124 9.918 10.782 11.722 12.743 13.853 15.059 40
41 3 0.000 0.000 7.102 7.720 8.393 9.124 9.918 10.782 11.722 12.743 41
42 4 0.000 0.000 0.000 6.533 7.102 7.720 8.393 9.124 9.918 10.782 42
43 5 0.000 0.000 0.000 0.000 6.009 6.533 7.102 7.720 8.393 9.124 43
44 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.528 6.009 6.533 7.102 7.720 44
45 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.085 5.528 6.009 6.533 45
46 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.677 5.085 5.528 46
47 9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.302 4.677 47
48 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.958 48
49 49
50 アメリカンコール 50
51 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51
52 0 1.217 1.672 2.251 2.966 3.820 4.807 5.916 7.136 8.470 9.927 11.518 52
53 1 0.711 1.031 1.464 2.033 2.750 3.616 4.618 5.732 6.951 8.282 53
54 2 0.352 0.546 0.832 1.239 1.796 2.524 3.415 4.432 5.545 54
55 3 0.078 0.133 0.225 0.374 0.613 0.985 1.537 2.301 3.228 55
56 4 0.008 0.016 0.029 0.055 0.103 0.193 0.361 0.676 1.268 56
57 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 57
58 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 58
59 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 59
60 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60
61 9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 61
62 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 62

= 1-p

計算変数

リスク中立増加確率
リスク中立減少確率

標準偏差

d = 1/u
= 1+ rf
=C29
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