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情報システムプロジェ クト を成功に導く 経営者の支援行動に関する研究

情報システム構築プロジェ クト の成功率は、従来から 3 割程度と言われてきた。その原
因究明は主にプロジェ クト ・ マネジメ ント といった構築系の研究領域から進められてお
り 、経営の視点に基づく 戦略系の研究アプローチは限定的であった。また、経営者の関与
の必要性が一般的には指摘されるが、その実現の具体策は明らかになっていない。経営者
の視点からプロジェクト の成否を評価し、経営者のプロジェ クト への関与を確かなものに
することは、 プロジェ クト の成功率を高め、 I T 投資マネジメ ント の発展に寄与する。
筆者は I T ベンダーでの長年の勤務を通じて、 成功率が 3 割程度とされるプロジェ クト
の現状に問題意識を抱いてきた。近年のプロジェ クト は経営戦略を反映したものが増加し
ており 、その成否は企業の業績に直結する。このよう なプロジェ クト の成功率を向上させ
るための経営者の支援行動を明らかにしたいと考えたことが本論文の動機である。
本論文ではプロジェクト を成功に導く 経営者の支援行動の明確化、およびそのよう な支
援行動の促進策の導出を目的とする。そのためにまず、プロジェ クト ・ マネジメ ント など
の構築系と I T 投資マネジメ ント などの戦略系を架橋する研究スコープを設定し、 文献調
査によってプロジェクト を成功に導く 経営者の支援行動に関する仮定を導出する。次に事
例企業へのインタビューで得られた一次データに基づき、 当該仮定の妥当性を確認する。
文献調査から、「 不確実な事態への適切な対処」 といった経営者の支援行動に関する 4
領域、 10 項目の仮定が導出された。 またそれらの仮定と事例を突合した結果、 仮定の妥
当性は確認された。次に経営者の支援行動の促進策を組織理論に求め、利害の一本化が有
効であること、およびその具体策として成果報酬型契約が適していることを理論研究によ
って確認した。 更に文献調査に基づき、 成果報酬型契約の成立要件について、「 成果報酬
型契約は継続的な取引を前提にしないと有効に機能しない」 といった 14 項目の仮定を導
出し、 I T ベンダーへの事例調査とインタビューを通じてその妥当性確認した。その結果、

I T ベンダーの視点からはその妥当性は確認され、加えて新たな知見も 6 項目見出された。
以上の研究から 4 領域、 10 項目のプロジェクト を成功に導く 経営者の支援行動が明ら
かになった。加えて成果報酬型契約がそれらの支援行動を促進することが確認され、成果
報酬型契約の成立要件が合計 20 項目確認された。 一方、 ユーザー企業の視点からの成果
報酬型契約の成立要件の確認、 失敗事例の調査などは今後の課題として残された。
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序文
企業経営にとって情報システム1は、もはやなく てはならないものと言われるよう になっ
てきた（ Wiseman, 1988）。 金融業界ではオンライン・ システムなく してビジネスは成立
し得ないし、 コンビニエンス・ スト ア業界などでも情報システムが経営活動の隅々にまで
浸透し、 活用されている。
しかし一方で、 情報システムを使いこなせていない企業も多い（ 経済産業省, 2010） 2｡
特に情報システムへの投資効果や有効性の評価、 および情報システム構築プロジェ クト の
成否は従来からの課題である。 前者は情報システムに投じた経営資源が十分な効果を上げ
ているのか、 およびそれらの効果や情報システム自体の有効性をどのよう に評価したら良
いかという 課題である。 後者は前者の前提ともなる、 情報システムの構築、 導入作業の成
否に関する課題である。 情報システム構築プロジェ クト が失敗すると、 そこへ投じた経営
資源の大半は無に帰すことになるため、 より確実にプロジェクト を成功に導く 取り 組みが
重要である。
加えてこれら情報システムの有効性評価と情報システム構築プロジェ クト の成否に関す
る課題は、 時代背景や情報システムを取り 巻く 諸要因の変化をも勘案して検討することが
必要である。 情報システムが企業で活用されるよう になって半世紀以上が経過したが、 こ
の間に情報システムを取り 巻く 環境は様々に変化してきている。 主たるものを二つ挙げる
ならば、 一つ目は社会、 経済のグローバリ ゼーショ ンなどに起因する企業間の競争の激化
や経営環境の変化の加速である。 二つ目は情報システムの利用形態や適用範囲の変化であ
る。 コンピューターの大幅な価格性能比の向上や、 通信ネッ ト ワークなどの関連技術の進
歩と相俟って、 情報システムの利用形態や適用範囲は大きく 変化してきた。
このよう な変化を勘案した場合に、 情報システムの有効性評価やプロジェクト の成否に
関する議論が従来どおり のもので良いとは言い切れない。 むしろ時代や環境の変化を受け
てもなおかつ従来のアプローチが適用できる部分と、 そう でない部分があるはずである。
ここではまずこれら二つの変化が、 情報システムの有効性評価やプロジェクト の成否の議
論にどのよう な影響を与えてきたかについて検討する。
一つ目の社会、 経済の変化のスピード の加速に関して、 Teece（ 2009） は経営環境の変
化への対応能力の重要性を説き、 外部環境の変化を察知し、 外部資源を利用してイノ ベー
ショ ンを実現する能力をダイナミ ッ ク・ ケイパビリ ティ と名付けた。 加えて当該企業の根
源的強みであるコア・ ケイパビリ ティ の硬直化を回避し、 環境変化に適応するために、 経
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本論文では情報システム、I T（ I nformation Technology)、I S（ I nformation System） を同義語と扱う 。
また本論文では主として、企業の経営者が何らかの意図を戦略目的として込めた情報システムを考察の対
象とする。その規模は敢えて数量的に限定していないが、戦略目的に基づく ものであるため、比較的大規
模な構築プロジェ クト を伴なう 情報システムを対象とする。
2 経済産業省, I T 経営ロード マッ プ改訂版（ 2010）
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/it_keiei/action/conference/r oadmap_revised.pdf
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営者はダイナミ ッ ク・ ケイパビリ ティ を他のケイパビリティ とコーディ ネート していく 必
要があると述べている。 経営環境の変化が速さと大きさを増す中で、 このよう な変化対応
能力は今後も更に重視されていく と考えられる。
Argyris（ 1977） の提唱したダブルループ学習は、 Teece（ 2009） がダイナミ ッ ク・ ケイ

パビリ ティ を提唱したはるか以前から提唱されてきた経営管理のアプローチである。 すな
わち状況変化の認識に基づき、 場合によっては一旦設定された目標の変更をも許容する考
え方である。これは経営管理における PDCA サイクルに動的な視点を導入し、組織体の変
化対応能力を経営管理の側面から担保しよう とするものと位置付けられる。 この考え方に
よって、 因果関係の基本となる目標は、 変化に対応すべく 変わり 得るものと考えられるよ
う になった。
二つ目の情報システムの利用形態や適用範囲の変化に関して、 Nolan（ 1979） はステー
ジ理論の中で、 情報システムの活用段階を以下の 6 つに分類し、 活用形態が省力化から意
思決定支援を経て、 新しいビジネスモデルの構築や業務改革などの戦略的活用に至ると述
べた。 また活用段階の進展は、 必然的に情報システムの活用範囲の拡大と大規模化をもた
らすとしている。

1.

創始期： データ処理を中心に、 事務の効率化、 コスト 削減を目指す。

2.

波及期： 効率化に成功し、 利用範囲が広がる。

3.

統制期： 利用範囲が広がり 、 ド キュメ ント の整備など、 統制が必要とされる。

4.

統合期： 新しい情報技術の導入や意思決定支援など、 経営志向が強まる。

5.

データ管理期： 全社的な視点でのデータの利用など、 再構築が始まる。

6.

成熟期： データ資源を活用して、 戦略的にシステムを利用する。

我が国でも 2006 年に経済産業省が、 I T を革新的に活用する企業の割合を米国の水準に
まで高めることを意図して、企業の I T 化の段階を、I T 経営ロード マッ プとして提唱した。
同レポート は 2010 年に I T 経営ロード マッ プの改訂版の位置付けで｢I T 経営達成度合の 4
つのステージ（ 図 序-1）」 として発表されている。そこでは企業の I T 化の段階を、情報シ
ステムの単純な導入から部門や企業の壁を越えた高度な活用レベルまでの4 段階に分けて
いる（ 表 序-1）。
その上で我が国の I T 化は、65.8%が第一および第二段階である部門内での活用にとどま
っており、 第三段階である部門の壁を越える活用は 26.7%、 第四段階の企業の壁を越える
活用はわずか 7.5%に過ぎないと述べる。 一方、 米国におけるこれらの比率は第三段階が

41.3%、 第四段階も 18.7%に達しており 、 日本企業が米国企業の後塵を拝していると警鐘
を鳴らした。 加えて情報システムの活用ステージが順調にレベルアッ プしていく 、 同調査
で「 経営と I T の好循環に入っている」 と評価される企業では、 情報システムの構築開始
時点で経営者による企業改革や業務改革指針が明確に示されるケースが多く 見られる、 と
2

している。 その上で、 現場レベルの課題解決の鍵は、 これらの構造的課題が握っていると
結論付けている。
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図 序-1 I T経営達成度合の4 つのステージ
出所： 経済産業省（ 2010）

表 序-1 Ｉ Ｔ 経営力指標に基づく 各ステージの定義
出所： 経済産業省（ 2010）
ステージ 1

I T 導入段階企業群

ステージ 2

部門内最適化企業群

ステージ 3

組織全体最適化企業群

ステージ 4

企業・ 産業横断的最適化
企業群

I T を導入したばかり の状態、 または、 I T を導入したも

のの十分に活用ができていない（ 不良資産化） 状態
業務における I T の活用は進んでいるものの、I T の活用
が部門ごとに完結されている部分最適の状態
部門間の壁を越えて I T の活用が進んでおり 、 組織全体
で最適に活用されている状態
自社の組織全体における最適な活用だけにとどまらず、
取引先や顧客などを含めた企業間・ 産業横断的に I T の
活用が進んでいる状態

日本情報システム・ ユーザー協会（ 2010） 3も、 I T 投資の対象が、 全社プロセスの見直
しによるリード タイム短縮や、 サプライチェーン・ マネジメ ント による企業間連携といっ
た、部門や企業の壁を越えた取り 組みに移り つつあることを示している。以上のことから、
我が国においても情報システムの活用ステージのレベルアッ プおよび活用範囲の拡大や大
規模化は、 着実に進展していると考えられる。
以上のよう な現状認識を踏まえて、 改めて冒頭に示した問題意識を、 前者の情報システ
ムの有効性評価に関する事項と、 後者の情報システム構築プロジェ クト の成否に関する事
項に分けて整理する。 まず前者の情報システムの有効性評価に関する事項を検討する。

3

社団法人日本情報システム・ ユーザー協会, 企業の I T 投資動向に関する調査報告書（ 2010）
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/itdoukou/2010/index.ht ml
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情報システムの有効性を評価する際には、 その導入効果を省力化の観点から人件費換算
で何名分に相当する、という 効果算定が従来から多く 行なわれてきた。 I T 経営ロード マッ
プ（ 経済産業省, 2010） のステージ 1〜2 における黎明期の給与計算や経理業務の機械化で
は、 その有効性を省力化効果で算定し、 投資効果を評価することが一般的であった。 一方
ステージ 3 の代表例である ERP（ 全社統合業務パッ ケージ） 導入プロジェクト や、ステー
ジ 4 におけるサプライチェ ーン・ マネジメ ント の改革プロジェ クト においては、 必ずしも
省力化のみが意図されている訳ではない。 むしろ競争優位の構築やリ ード タイムの短縮と
いった、 人件費換算で何名分という 効果算定に馴染まない目的が設定されることも多く な
ってきた。
このよう に、 情報システムの導入に際して設定される目的には、 情報システムの活用ス
テージの進展に伴なって変化が認められる。 一方、 情報システムの有効性を評価する基準
は根源的にはその情報システムに設定された目的の達成度である。 前述の情報システムの
活用ステージの進展は、 情報システムに設定される目的が省力化から競争優位の確立など
の戦略的な内容に変化してきたものと解釈される。 この視点に立てば、 情報システム構築
プロジェ クト は情報システムに設定された目的の達成手段と位置付けられる。 したがって
前者の「 情報システムの有効性評価」 と後者の「 情報システム構築プロジェ クト の成否」
は密接な関係にあることを念頭に置いて、 以後の考察を行なう 。
後者の、 情報システム構築プロジェ クト の成否に関する議論の中でまず取り 上げなけれ
ばならないのは、 過去の調査において、 情報システム構築プロジェ クト の失敗が多いと言
われているという 点である。St andish Group4が 1994 年に発表した米国の調査は、情報シ
ステム構築プロジェクト の成功率は 16.2%に過ぎず、52.7%が不成功、キャンセルが 31.1%
にも達すると報じ、 大きな注目を集めた。 同調査はその後も毎年公表され、 当該分野にお
いて広く 知られるレポート となっているが、成功率が最も高かった 2002 年度ですら 34.0%
にとどまっている。

Standish Group の初回調査とほぼ同時期に公表された Jones（ 1996） の調査は、 情報
システム構築プロジェ クト の成否が管理的、 社会的、 技術的な三要因の影響を受けること
を明らかにした。 かつそのいずれもが「 最悪」 のランクの場合、 成功率は 10〜15%しかな
いと 述べている。 つまり 、 米国では情報システム構築プロジェ クト の成功率は最大でも

34.0%を超えないと評価されてきたことになる。
一方矢口・ 吉田（ 2008） は、 我が国の情報システム構築プロジェ クト の成功率は 2003
年には 26.7%、 2008 年には 31.1%であったと報告している5。

4

The Standish Group, The CHAOS Report （ 1994）
http://www.standishgroup.com/sample_research/chaos_1994_1.php
5 日経コンピュータ誌は 2014 年にも同様の調査を実施しており 、 そこではプロジェクト の成功率は平均
75%と報じられた（ 戸川・ 岡部, 2014）。 筆者は成功率が急に上昇したことに疑問を感じ、 担当の戸川尚
樹記者に直接照会した。 その結果、 2003 年と 2008 年の調査では当該プロジェ クト の直接の担当者のみ
が対象であったのに対して、 今回の 2014 年調査では「 あなたが関与している、 または知っているプロジ
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以上の調査はいずれも Q（ 品質）、 C（ コスト ）、 D（ デリ バリ ー） のすべてが当初の計画
どおり に実行された情報システム構築プロジェ クト を成功と評価している6。これらの調査
では、 C（ コスト ） と D（ デリ バリー） については、 当初の予算や本番稼動時期が計画の
範囲内であったかどう かを問う ている。 これは単純な質問であり 、 回答者は余り迷わずに
回答できたものと思われる。 一方 Q（ 品質） については、「 品質が当初の計画どおり であ
ったかどう か」を問う ているが、この質問を回答者は複数の意味に解釈した可能性がある7。

QCD 基準の中の、 特に「 品質」 には、 このよう な曖昧さが一部に含まれているにせよ、
複数の調査の見解はほぼ一致している。これらことから、 QCD 基準で評価した場合、約 7
割の情報システム構築プロジェ クト が成功とは言えない、 という 認識は日米共通のものと
考えて良いと思われる。
しかし、 このよう な状況は決して健全とは言えない。 もし QCD 基準のこれらの報告が
指摘するよう に、 成功率が 3 割程度しかないのであれば、 そのよう な情報システム構築プ
ロジェ クト に投資を決断した意思決定は適切な経営判断とは言い難い。 経営者自身はこれ
らの事柄を、 どのよう に受け止めているのであろう か。
従来の QCD 基準の調査は、 情報システム部門の責任者またはプロジェ クト ・ マネジャ
ー（ 以下、 PM ） へのアンケート によって行なわれている。 この調査方法には経営者視点
が欠落しているという 点を指摘できる。 それらの情報システム構築プロジェ クト の進捗状
況や結果は、 経営者自身にはどのよう に評価されていたのだろう か。 経営者の最終的な評
価は一連の調査の回答者と一致していたのだろう か。 あるいは状況が途中から悪化し、 最
終的に失敗に終わった情報システム構築プロジェ クト において、 経営者は単なる傍観者だ
ったのだろう か。 有効な介入を行なう ことは不可能だったのだろう か。 PM や情報システ
ム部門の責任者に対して実施された QCD 基準のこれらの調査は、 このよう な疑問に回答
を提供していない。かつ、経営者を対象とする同様の調査は過去に行なわれていないため、
経営者がこれらの情報システム構築プロジェクト をどのよう に評価していたかは不明のま
まである。
通常の社会通念に照らせば、 成功率が 3 割程度しかないプロジェ クト に投資するという
意思決定は多く の場合、 不適切であると断ぜられるに違いない。 そのよう な不適切な経営
判断が、 長年に亘って数多く の経営者によって繰り 返されてきたとは考えにく い。 であれ
ェクト 」 が対象となっており 、当事者以外の者の伝聞に基づく 回答が少なく ないことが判明した。成功率
の急上昇は、 これらの不正確な情報に基づく 不適切な回答の混入が原因と考えられる。 戸川記者からは、
「 多く の研究者や実務家から注目をいただいている調査レポート にも関わらず、前提の違いを明示せずに
従来とは大きく 異なる結果を掲載したことは軽率であったと反省している」 とのコメ ント が寄せられた。
6 以後、 本論文ではこのよう な基準で成否を評価する立場を QCD 基準と呼称する。
7 「 品質」 とは本来は、 上流工程で作成されたプログラム仕様書にどれだけ忠実に、 瑕疵（ バグ） が少な
い状態でプログラムが開発されたかを評価する基準である（ I EEE, st d830, 1998* ）。しかし当該調査では
「 品質」を広義に解釈し、プログラム仕様書自体の完成度を左右する要件定義作業の成果物の品質までを、
「 品質」 に含めて評価した回答者もいた可能性がある。「 品質」 基準の曖昧さとはこのことを指すが、 こ
れ以上の詳細化は本論文の目的を逸脱するため、「 品質」 の定義についてこれ以上の言及は行なわない。
（ * ） I EEE, Recommended Practice for Software Requirements Specificat ion(I EEE St d. 830), 1998.
http://www.processimpact.com/pr ocess_assets/srs_template.doc
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ば、「 経営者は QCD 基準とは異なる基準でプロジェ クト の成否を判断している」 かつ「 そ
の基準に照らせば、 プロジェ クト の成功率は低く ない」 との仮定を置く ことができるので
はないだろう か。 この点については 3.2 の「 情報システム構築プロジェ クト の成否につい
ての考察」 において詳細に検討する。
情報システムを取り巻く 諸要因の変化に関するここまでの考察を要約すると、
「 情報シス
テム構築プロジェ クト 」 が「 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェクト 」 に、 質的
にも量的にも変化を遂げてきている、 と考えることができる。 本論文で設定した情報シス
テムの有効性評価および情報システム構築プロジェ クト の成否に関する二つの課題も、 情
報システムが質的、 量的に変化を遂げてきた結果、 従来常識とされてきた事柄の一部が有
効性を失いつつあり、 それに代わるものが求められているのではないだろう か、 という 問
題意識に基づく ものである。
以上が本論文の研究対象を、 情報システム構築プロジェ クト の成功に向けて必要とされ
る経営者の支援行動に設定した背景である。
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1 章 本論文の目的、 背景、 構成
1.1 本論文の目的
本論文では、 近年の情報システムが「 情報システム構築プロジェ クト 」 から「 情報シス
テム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト 」 にシフト してきているとの認識に立ち、 その成
否に影響を及ぼす諸要因について考察する。 「 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジ
ェ クト 」 では従来以上に経営課題の解決が志向されるため、 その成功には経営者の適切か
つ効果的な関与が一層求められる。 したがって本論文では、 特に経営者の役割と責任に着
目し、 以下の諸点への回答を導出することを目的とする。

経営者視点に立ち、 「 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト 」 および「 情報
システム構築プロジェ クト 」 を成功に導く 経営者の支援行動に関するフレームワークを仮
定として構築し、 その妥当性を確認する。
・ 「 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト 」 および「 情報システム構築プロ
ジェ クト 」 を成功に導く 上での、 特徴的な経営者の行動とは何か？
経営者が「 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト 」 、 および「 情報システム
構築プロジェ クト 」 を成功に導く ための支援行動を促進する要因を明らかにする。
・ そのよう な経営者の支援行動は、 何によってもたらされるのか？
・ そのよう な行動を促進し、 より 確実に実現させるためには、 どのよう な取り 組みが有
効か？

以下に本論文で考察対象とする主要なステークホルダーを定義する。



経営者： 経営者とは必ずしも CEO（ Chief Executive Officer ） のみを意味するも
のではなく 、 「 プロジェ クト オーナー」 、 「 スポンサー」 、 「 イニシエーター」
などと同義語として扱う 。 現実の情報システム構築プロジェ クト ではユーザー企
業と I T ベンダーによる混成チームが編成され、 実務上の課題の幾つかはこの両
者間の契約や役割分担、 責任範囲の不明確さなどに起因している。 これらの課題
の解決策は、 CI O（ Chief I nformation Officer ） の位置付けや職責に関連付けて
論じられることが多いが、 本論文では議論の発散を回避するために、 CI O 自体の
定義や職責の検討は対象外とする。



プロジェ クト ・ マネジャー（ PM ） ： 本論文では PM を「 ユーザー企業側の経営
者に対置するプロジェ クト 責任者」 と位置付ける。 現実の情報システム構築プロ
ジェ クト を構成するユーザー企業と I T ベンダーのメ ンバーの中で、 必ずしもユ
ーザー企業側の責任者がイニシアティ ブをとっているとは限らない。 しかしここ
ではプロジェ クト チーム内のメ ンバーの所属は一旦捨象し、 プロジェ クト チーム
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を代表してプロジェ クト 全体に責任を持ち、 経営者と様々な折衝を行なう ユーザ
ー企業側の責任者を PM と呼称する。

図 1-1 は情報システム構築プロジェ クト におけるユーザー企業と I T ベンダーの範囲に
おけるステークホルダーを一覧化し、 プロジェ クト におけるコンフリ クト が誰のどのよう
な行動や思考によって惹き起こされるのかを図示したものである（ プロジェ クト マネジメ
ント 学会, 2009） 。 本論文が掲げる、 プロジェ クト を成功に導く 経営者の支援行動を明ら
かにするという 目的は、 換言すれば図 1-1 におけるコンフリ クト の発生を未然に予防し、
発生した場合にも早期に収束を図るためには、 経営者にどのよう な支援行動が求められる
のかという 問いに対する回答を模索することである。 したがって本論文における第一義的
な考察対象は、 ユーザー企業の経営者である。

図1-1 プロジェ クト 組織におけるコンフリクト
出典： プロジェ クト マネジメ ント 学会（ 2009）
＊SOW： Statement Of Work （ 作業範囲記述書）

本論文の 1 章から 4 章において、プロジェクト を成功に導く 経営者の支援行動を明らか
にする上で検討対象となるのは、 ユーザー企業の経営者と図 1-1 における括弧内の＜プロ
ジェ クト チーム＞の関係性である。 ＜プロジェ クト チーム＞がユーザー企業と I T ベンダ
ーのメ ンバーから構成されることは言う までもないが、 経営者と＜プロジェ クト チーム＞
の関係性を論じる上ではその構成員の内訳を考慮する必要はない。 したがって 4 章までの
検討では＜プロジェクト チーム＞を構成するメ ンバーの所属先は捨象する。
一方、 5 章では経営者の支援行動の促進策として成果報酬型契約について検討する。 成
果報酬型契約は言う までもなく ユーザー企業と I T ベンダー間で締結されるものであるか
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ら、 契約自体はユーザー企業対 I T ベンダーという 構図で論じざるを得ない。 しかしその
目的はあく までユーザー企業の経営者の支援行動の促進である。 したがって 5 章の検討に
おいても第一義的な考察対象がユーザー企業の経営者であることに変わりはない。

1.2 本論文の背景
当節では筆者が前述のよう な問題意識を持つに至った背景を、 当該分野における先行研
究を踏まえて整理する。

I T 経営ロード マッ プ（ 経済産業省, 2010） では I T 経営の達成度合を順調にステージア
ッ プできない企業を「 経営と I T の好循環に入り込めない企業」 と呼び、 その特徴として
下記の 3 項目を挙げている。 したがって、 これらの対極にあるものが「 情報システム構築
を伴なう 経営改革プロジェ クト 」 を成功させるために企業に求められる取り 組みであると
考えることができる。 以下、「 経営と I T の好循環に入り込めない企業」 の 3 つの特徴と、
その対極にある状況を作り 出そう とする企業に求められる取り 組みを対比して列挙する。

「 経営と I T の好循環に入り 込めない企業」 の特徴
経営者自身の I T 投資に対する考え方が不明確： 経営者が、 I T 投資と経営戦略とは関
係が希薄だと思っている。
経営目標実現に向けた基本的な「 絵図面」 の不在： 経営目標実現に向けた I T 活用の基
本的な「 絵図面」（ I T 経営アーキテクチャー） がない。
「 絵図面」 を具体化するための業務設計作業の不在：「 絵図面」 どおり に、 業務やデー
タを振る舞わせるための具体的な設計作業（ 業務モデル構築） を行なっていない。

「 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト 」 の特徴と必要とされる取り組み
経営戦略との関連度が高まるため、 経営者の関与がより 多く 求められる。
増加するステークホルダーの合意形成を支援する
「 絵図面」の作成能力が求められる。
業務改革の内容を「 絵図面」 に反映し、 実行する能力が求められる。

上記 3 項目のう ち、

は経営者の意識の持ち方や行動に関するテーマである。 一方 は

プロジェ クト の大規模化によって、

は業務改革の介在によって、 プロジェ クト の不確実

性やリ スクが増大し、 難易度が上昇する、 という ことを意味している。 加えて経営環境の
変化の速さと大きさも同様に、 プロジェ クト の不確実性、 リスク、 難易度を上昇させてい
ることは既に述べた。 これは今日の経営環境下で実施される「 情報システム構築を伴なう
経営改革プロジェ クト 」 が必然的に持つ特徴であり 、

と

は「 不確実性、 リ スク、 難易

度の上昇」 と総括される。 そこで次に、 上記の項目ごとに先行研究を概観し、 本論文の問
題意識と研究のモチベーショ ンを整理する。
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ⅰ） 経営者の情報システムに関する意識の持ち方と行動
企業の I T 経営達成度合の 4 つのステージ（ 図 序-1） の第一および第二段階における情
報システムでは、 主に部門単位の手作業の置換が中心であったため、 その多く は部門長の
判断で実施可能であり 、 経営者の関与は余り求められなかった。 しかし第三段階以降の活
用レベルになると、 それらの情報システムは部門横断となるため、 複数の部門長に対して
より 積極的な関与を要求するよう になる。 その結果、 意思決定もより 経営に近い階層に委
ねられる。 また第三および第四段階では、 経営戦略で掲げられた戦略目的を、 業務改革に
基づく 新しい業務プロセスの構築によって実現することを目指すよう なプロジェクト が増
えてく る。 これらのことから、 情報システムの活用段階が進展すればするほど、 経営者の
関与は必然的に強く 求められることになる。
このよう な状況にも関わらず、 情報システムを成功に導く ために、 経営者が何に、 どこ
まで、 どのよう に関わる必要があるかといった、 具体的な行動は未だに明らかにされてい
ない。 ジャーナリ ズムの領域では、 プロジェクト の成功には経営者のリ ーダーシッ プが重
要だと言われて久しいが、 何らかのフレームワークに基づいた体系的な研究はまだ十分と
は言えない。
過去にもユーザー企業や I T ベンダーの PM 、およびコンサルタント の立場から、情報シ
ステムを成功させるために必要な取り 組みに関する主張は行なわれてきた（ 瀬尾, 2012）。
しかしそれらは基本的には経営者視点には立っておらず、 また仮に経営者の関与を扱って
いても、 拜原（ 2009） のよう に、 PM が経営者を関連実務にどのよう に巻き込むのが効果
的かを述べているものが多い。 すなわち一連の提言の主語はあく まで PM であり 、 経営者
の具体的な行動には触れていない。
米国に比べて日本企業の I T 投資が少ない（ 総務省, 2011） といったデータを根拠に、 我
が国の経営者は情報システムの理解が不足しているとの指摘もしばしば行なわれる。 また
それらが日本の経営システムや意思決定メ カニズム、 あるいはガバナンスの問題と関連付
けて論じられることさえある8。では本当に、我が国の経営者は情報システムへの理解が不
足しているのだろう か。 またその実態はどのよう に解明され、 原因分析や打開策の立案は
どのよう に行なわれるのだろう か。
情報システム構築プロジェ クト に関するこのよう な課題は、I T 経営達成度合の 4 つのス
テージ（ 図 序-1） のう ち第一および第二段階においては、経営者が直接関与する対象とは
認識されてこなかったかもしれない。しかし度重なる情報システムの大規模障害に際して、
経営者が謝罪会見に臨む光景が繰り 返される。 このよう なシステム障害に際して、 もはや
経営者はその責任を免れることはできない。 一方彼らは、 何に対して謝罪しているかを本
当に理解し、 再発防止策を真に自身の言葉で語れているのだろう か。 また他社のそれらの
教訓は活かされているのだろう か。 同様の事態が繰り 返し発生することを鑑みれば、 それ
8

例えば、 小暮仁, 「 経営者・ 利用部門のための I T 入門」
http://www.kogures.com/hitoshi/opinion/text -intro/index.html
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が十分ではないことが分かる（ 日経コンピュータ編, 2002； 日経コンピュータ編, 2011）。
経営者が情報システムにどのよう に関与すべきなのか、 適切な関与とはどのよう な内容を
意味するのかが理解されていないと、 少なく とも次の二つの点で不具合が生じる。
第一は、 情報システムへの投資判断や意思決定の適切さを担保できない恐れがあること
である。 経営戦略に大きな影響を及ぼし得る情報システムへの投資の判断は、 経営上の重
要な意思決定となる。 それを情報システム部門任せにしているよう では、 適切な経営判断
をしているとは言い難い。 ひいては株主を初めとする、 ステークホルダーへの経営上の説
明責任を果たしていないことにもなり かねない。
第二は、 少なく とも QCD 基準での評価においては、 情報システム構築プロジェ クト の
「 失敗」 が後を絶たないことである。 予定した稼動スケジュールや費用を大きく 超過する
情報システム構築プロジェ クト は少なく ない。 その中でも経営戦略の実現を託された情報
システムの場合、 その稼動遅延やコスト 超過は経営に深刻な影響を及ぼし得る。 従来情報
システム構築プロジェ クト に関する責任は、 情報システム部門に帰せられることが多かっ
たが、そのよう な事態に対して、経営者は全く 責任がないとの立場をとり 得るはずがない。
ではどのよう な分野に経営者の責任があり 、 情報システム構築プロジェ クト の成功に関し
て経営者はどのよう に関与し得たのであろう か。 これらの点は未だに十分に解明されてい
るとは言えない。

ⅱ） プロジェ クト の不確実性、 リ スク、 難易度の上昇
情報システムの活用範囲の拡大は、 それらの大規模化をもたらし、 企業経営にとっての
重要性および失敗時のインパクト を増大させる。 同時に大規模化は複雑度と難易度の上昇
につながるため、 I T 経営ロード マッ プ（ 経済産業省, 2010） における第一および第二段階
の情報システムよりも、 リ スクが増大すること は自明である。 それは第三および第四段階
に行く ほど、その情報システムに関与するステークホルダーが増加し、意思決定すべき様々
な事柄についての合意形成が困難になることが、 その一因である。
また、 目的が省力化でなく 、 競争力の向上や新しいビジネスモデルの構築ともなれば、
自社での構築経験や他社での実践事例も乏しく 、 実現可能性が不透明であることもリスク
要因となる。 本論文が対象とする、 経営者が戦略目的を込めた情報システムとは、 このよ
う な第三および第四段階に位置付けられるものが多い。 この段階では第一および第二段階
で通用した常識が通用しなく なり 、 プロジェクト を成功させる要諦も様々に変化していく
ことが想定される。 また期間も、 従来のよう に何年もかけて大規模プロジェ クト を実施し
ていたのでは、 完成した頃には経営環境が変わってしまい、 競争優位の構築に寄与できな
い、 といった事態も起こり 得る。 したがって日本企業は、 これから本格的に第三および第
四の活用段階に進んでいく に伴ない、これらの課題の解決に立ち向かわなければならない。
一方、 情報システムの構築実務における変化対応能力や、 関連するマネジメ ント 能力は
どう であろう か。 情報システムは企業経営の写像であり、 モデル化したものである。 した
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がって、 経営環境の変化は情報システムを直撃する。 果たして現在の情報システム、 ある
いは情報システム構築に関連する諸活動は、 不確実性に対応可能なプロセスを実装できて
いるのだろう か。 あるいは想定外の事態が発生した際にも適切に対応できる変化対応能力
を、 どこまで具備できているのだろう か。
この課題に対しては、 従来ウォーターフォール技法一辺倒であった開発技法に見直しの
機運が高まっている。 プロト タイピングやスパイラルといったアジャイル開発技法がそれ
らの現実解として注目を集め、 既に実際のプロジェ クト への適用も始まっている。 ただ現
実的には、 アジャイル開発技法を適用できるプロジェ クト の規模には上限があるとされ、
ある規模以上のプロジェ クト では未だにウォーターフォール技法が主流である。 しかし近
年では、 柿田（ 2011） によって、 ウォーターフォール技法の要件定義や外部設計といった
個々のフェーズの内部でアジャイル開発の技法を併用する手法の成功事例が紹介されるな
ど、開発技法の進化によって変化対応能力を向上させる取り 組みの成果も期待されている。
このよう な開発技法の進化は確かにプロジェクト の不確実性やリ スクをある程度緩和す
ると考えられる。 しかし逆に、 開発技法の進化がここまでに述べてきた様々な課題のすべ
てを解決してく れるとの期待も、 恐らく 楽観的過ぎると言わざるを得ない。 したがって本
論文では開発技法の進化に一定の期待を寄せつつも、 議論の拡散を回避するため、 開発技
法の詳細はスコープ外とし、 今後の研究課題の一つと位置付ける。

1.3 本論文の構成
本論文では、 情報システムを成功に導く 諸要因について、 情報システム構築プロジェ ク
ト の内部からではなく 、 経営者の視点、 とりわけその支援行動に注目して考察する。
本論文の構成、 ならびに各章の関連は以下のとおり である（ 図 1-2）。

1 章では、 既に述べたよう に、 本論文の目的、 背景、 構成について記述する。
2 章では、 情報システム構築も経営活動の一環であるとの認識に立ち、 経営管理につい
ての先行研究を調査する。 それを踏まえ、 まずは情報システムに限定した視点から一旦離
れ、 経営管理全般において経営者に期待される役割や責任、 および行動を明らかにし、 本
論文の研究フレームワークを構築する。 2 章は 5 節から構成し、 まず 2.1 で 2 章全体の概
要を述べる。 続いて 2.2 から 2.4 ではそれぞれ以下の時間軸に分けて、 経営者に期待され
る役割と責任について論じる。

2.2 では過去から現在までの時間軸を取り 上げ、経営管理、業績管理、経営者の組織への
介入、組織行動などの観点から、経営者の基本的な役割の一つは、業績管理情報に基づき、
適切な意思決定を行なう よう 努めることである、 という 点を明らかにする。

2.3 では過去から現在、 そして未来へ向かう 時間軸の中で、 戦略の明確化と PDCA サイ
クルに基づく 着実な実践が経営者の基本的な責務であることを確認する。 その中で、 伝統
的な財務偏重の経営管理の課題点を明らかにし、 バランスト ・ スコアカード を雛形に用い
てその解決の方向性を検討する。 特に人的資本、 情報資本、 組織資本から成る無形の資産
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の蓄積と、 その活用可能性としてのレディ ネスを高めることが重要であることを明らかに
する。

2.4 では現在から未来への時間軸における不確実性について検討する。限定された合理性
によって、 人間の意思決定における不確実性は必然的に発生する。 その不確実性に適切に
対処するためには、ダブルループ学習の視点に基づく 柔軟な PDCA サイクルの再構築が必
要であることを明らかにする。

2.5 では 2 章での検討内容を要約し、「 経営者の役割と責任に関する研究フレームワーク
（ 図 2-6）」を提示する。このフレームワークは時間軸の観点からの網羅性を具備しており 、
以降の考察のベースとなるものである。

序文 はじめに

1章 本論文の目的、背景、構成

2章 企業経営における経営者の行動
2.1
はじめに

2.2 企業経営における
業績管理の意義

2.3 経営管理サイクルに
基づく戦略の策定と遂行

3章 企業経営の視点に基づくプロジェクトの成功要因
3.2 情報システム構築
3.3 情報システム構築
3.1
プロジェクトの特性と
プロジェクトの成否に
はじめに
管理の要諦
ついての考察

2.4 経営環境の
不確実性への対応

3.4 プロジェクト・マネ
ジメントとIT投資マネ
ジメントの連携

2.5 2章のまとめ：経営者の役割と
責任に関する研究フレームワーク

3.5 3章のまとめ：情報システ
ムを成功に導く経営者の支援
行動に関するフレームワーク

4章 事例研究
4.1

4.2 研究方法の選択と事例研究の

はじめに

実施方法に関する検討

4.3 プロジェクトを成功に導く経営者の行動

4.4
4章のまとめ

5章 経営者の支援行動を促進する要因に関する考察
5.1
はじめに

5.2 経営者の支援行動を実
現する具体策

5.3 成果報酬型契約の有効
性に関する考察

5.4 成果報酬型契約の成立
要件に関する考察

5.5
5章のまとめ

6章 おわりに 本論文の到達点、意義、今後の課題

図 1-2 各章の関連図

3 章では、 2.5 で構築した「 経営者の役割と責任に関する研究フレームワーク」 に情報シ
ステム構築プロジェクト 固有の特性を加味して詳細化する。 併せてプロジェ クト の成功を
意図して行なわれてきた様々な取り 組みの貢献と課題について考察する。 更にそれらの考
察を踏まえ、 情報システム構築を成功に導く 経営者の支援行動に関する仮定を導出する。

3.1 ではまず、 3 章全体の概要を述べる。
3.2 では情報システム構築プロジェ クト の成否が意味するものが、 経営者と PM では異
なっていることを明らかにする。 またそれぞれの判断基準を目的達成度基準、 QCD 基準
と定義する。 また双方にとって満足できる結果に到達するために、 経営者と PM の相互理
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解のための共通言語を構築し、 状況の変化にダブルループ学習で対応することが重要であ
ることを明らかにする。

3.3 では経営者のプロジェ クト への支援活動を効果的に引き出す上でのプロジェ クト 固
有の考慮点を、 業績管理の視点から明らかにする。 次にプロジェ クト ・ マネジメ ント 、 ソ
フト ウェ ア工学、 要求工学を取り 上げ、 従来からのプロジェクト 管理手法の多く は経営者
の意思決定支援をスコープ外としているため、 経営者の支援行動の明確化には直接的には
貢献しないことを確認し、 一連の課題の解決策について検討する。

3.4 ではまず、 経営者の意思決定に I T 投資マネジメ ント 関連情報が活用されるのは、 主
としてプロジェクト 開始前の企画フェ ーズと完了後の評価フェ ーズであること、 および構
築フェ ーズはプロジェ クト ・ マネジメ ント に委ねられてきたことを確認する。 次に I T 投
資マネジメ ント とプロジェ クト ・ マネジメ ント の効果的な連携が、 プロジェ クト 成功の重
要なポイント であることを明らかにし、 その具体的な取り 組みについて考察する。

3.5 では経営管理と業績管理に関する先行研究（ 2.2〜2.4） に情報システム構築プロジェ
クト の特性（ 3.2〜3.4） を加味した考察結果を、プロジェ クト の具体的な局面と突合させ、
ここまでに導出した仮定が具体的に経営者のどのよう な行動に相当するのかについて検討
を加える。 これらの検討から、 情報システムを成功に導く 経営者の支援行動に関する 4 領
域、 10 項目の仮定を導出し、 3 章の結論とする（ 表 3-7「 情報システムを成功に導く 経営
者の支援行動に関するフレームワーク」）。

4 章では、 表 3-7 で導出したフレームワークと仮定の妥当性を、 事例に基づいて確認す
る。 それらの支援行動の中から現実のケースにおいてその有効性が特に高いことが確認さ
れた行動を、 情報システムプロジェ クト を成功に導く 経営者の行動として結論付ける。

4.1 ではまず、 4 章全体の概要を述べる。
4.2 では、 本論文に最も相応しい研究方法は事例研究であることを、 情報システム学に
関する研究方法論の選択方法を論じた先行研究に基づいて明らかにする。 続いて事例研究
に関する先行研究に基づき、 本論文のテーマに適合的な事例研究とは、 時間軸を長期研究
の手法であるエンド ・ ツー・ エンド の時間軸に設定し、 サーベイという 情報収集作業を基
盤として、 経営者の行動という 複雑な対象物を現象学的・ 解釈学的な観点から考察するア
プローチであることを明らかにする。

4.3 では表 3-7 で導出したフレームワークと仮定を 11 社の事例に適用し、 その妥当性を
確認する。 これらの考察を踏まえ、 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェクト の成
功に寄与する経営者の支援行動を明らかにする。 加えて事例から得られた情報に基づき、
経営者を適切な支援行動に向けて動機付ける要因を、 コミ ュニケーショ ン、 経営者を含む
ステークホルダーの意識と主体性、 ステアリング・ コミ ッ ティ ーという 組織体の機能の三
つの観点から考察する。

4.4 では 4 章全体のまとめを行なう 。
5 章では、 経営者の効果的な支援行動をより 確実に実現するためのアプローチとして、
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成果報酬型契約の有効性について考察する。

5.1 ではまず、 5 章全体の概要について述べる。
5.2 では経営者の支援行動に関する根本的な課題である
「 その実践を経営者に強要できな
い」 という テーマの打開策を模索する。 打開策の候補としてはプロジェ クト ・ マネジメ ン
ト 責任と協力義務、下請法のソフト ウェア開発業務への適用、情報システム・ モデル取引・
契約書、 各種の啓発活動、 成果報酬型契約の 5 つを取り上げ、 その中でも実効性が最も期
待されるのは成果報酬型契約であることを明らかにする。

5.3 では経営者の支援行動自体を希少性の高い経営資源と位置付け、その希少性の高い経
営資源が適切にプロジェ クト に配分されない原因はどこにあり 、 どう すれば解決できる可
能性があるのかとの問いを取引費用経済学の領域から考察する。 次に取引費用経済学の 2
つの解決アプローチのう ち、「 情報の非対称性の解消」 は解決につながらないこと、および
「 利害の一本化」 が有効であることを明らかにする。 更に情報システム構築プロジェクト
の領域では成果報酬型契約が「 利害の一本化」 の具現化策であることを確認し、 成果報酬
型契約が経営者の支援行動の提供レベルを偶然から必然に変えていく 可能性を秘めている
ことを明らかにする。

5.4 では経営者の支援行動をより 確実に実現するための具体策である成果報酬型契約の
成立要件を、 主として I T ベンダーの視点から考察する。 まず先行研究に基づいて仮定を
設定し、 I T ベンダー3 社へのインタビューを通じてその妥当性を確認する。

5.5 では 5 章全体のまとめを行なう 。
6 章では本論文の到達点を確認すると共に、 本論文の意義について述べ、 今後の課題を
明らかにする。
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2 章 企業経営における経営者の行動
2.1 はじめに
2 章では、 情報システム構築も経営活動の一環であるとの認識に立ち、 経営管理につい
ての先行研究を調査する。 それを踏まえ、 まずは情報システムのみならず、 経営管理全般
において経営者に期待される役割や責任、 および行動を明らかにし、 本論文の研究フレー
ムワークを構築する。
企業経営の基本は”going concern”であり 、 将来にわたって事業を継続することを前提と
する考え方に立って運営されるのは当然である。 そこでは過去から現在、 そして未来に向
かう 時間軸の中で、 過去の業績を踏まえ、 次の一手を意思決定し、 それらの実施結果を踏
まえて、 更に次の一手を模索する、 といった行動の反復が行なわれる。 しかしそれらを詳
細に分析すると、 経営者はそれぞれの時間軸ごとに、 次のよう に異なる目的で異なる情報
を活用し、 異なるタイプの意思決定を行なっていることが分かる。
戦略を策定した過去の時点から現在までの時間軸における業績評価では、 経営者は主と
して過去の実際原価などに基づいて目標の進捗度合いを確認する。 この時間軸では過去の
財務会計情報が重要な役割を果たす。
一方、 過去から現在を経て未来に向かう 時間軸での意思決定においては、 経営者は過去
の財務会計情報を予測の基礎にすることはあっても、 それのみに基づいて意思決定を行な
う 訳ではない。 櫻井（ 2009） は、「 将来の意思決定のためには、 会計制度を離れた経済計
算または特殊調査が必要になる」 とし、経営者は PDCA サイクル全般を支援する管理会計
情報を活用して意思決定を行なっている、 と述べた。
また現在 Plan が行なわれ、 これから Do に移される PDCA サイクルは未来の時間軸に
属するため、 必然的に多く の不確実性を内在する。 この時間軸では経営者は主として予測
データを活用し、 好ましく ない事態の発生確率を評価し、 それらが発生した場合の対策を
重点的に検討し、 実施する。
経営者の行動や意思決定の重点、 および活用する情報が時間軸によってこのよう に異な
っているため、 2 章では時間軸に基づいて以下の 3 節に分け、 それぞれの時間軸における
経営者の行動や意思決定の内容について検討する。 2.2 では過去から現在の時間軸という
観点から、 経営管理や業績管理について検討する。 2.3 では過去から現在、 そして未来へ
の時間軸という 観点から、戦略の明確化と確実な遂行および PDCA サイクルについて考察
する。 2.4 では現在から未来への時間軸という 観点から、 経営環境の不確実性への対応や
ダブルループ学習について論じる。 以上を図示したものが図 2-1 である。
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図 2-1 経営者の意思決定の時間軸とその特性

2.2 企業経営における業績管理の意義

2.2.1 過去から現在の時間軸における経営管理
本節ではまず、 過去から現在の時間軸という 観点から、 経営管理や業績管理について検
討する。

2.2.2 経営管理に関する先行研究
経営者の意思決定については様々な先行研究が行なわれてきた。 その中でも特に管理会
計における業績管理の分野では Anthony（ 1965） の見解が代表的なものとされている。

Anthony（ 同上） は経営管理活動を戦略的計画、 マネジメ ント ・ コント ロール、 オペレ
ーショ ナル・ コント ロールの三層に分け、 それらは相互に影響し合う 関係にあるとした。
また、 それらの境界は必ずしも厳密なものではないとした上で、 主として戦略を立案する
のが経営者の戦略的計画層であり 、 個々の課業（ タスク） を実行するのが主として現場の
オペレーショ ナル・ コント ロール層であると位置付けた。 そして経営者は自ら策定した戦
略の実行を直接オペレーショ ナル・ コント ロールのレベルに委ねるのではなく 、 その戦略
を反映した目標を何らかの形でマネジメ ント ・ コント ロール層に設定し、 現業でのタスク
がその目標を達成するよう に実行されるよう マネジメ ント するべきであると主張している
（ Anthony, 同上）。 これは戦略的計画層で形成される戦略はあく まで戦略であって、 現場
で直接実行可能なタスクの表現には変換されていないという こと、 すなわち戦略は現場で
はそのままでは実行できないという ことを意味していると解釈できる。

Anthony（ 同上） は更にこれら三層の活動を、 内部指向のプロセスとして管理会計と呼
び、 外部指向のプロセスとしての財務会計と対比して位置付けた。 また、 それらの活動が
情報処理という プロセスによって支援されている状態を、 組織における計画とコント ロー
ルのプロセス（ 図 2-2） として示した。
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内部指向のプロセス（管理会計）
戦略的計画
マネジメント・コントロール
オペレーショナル・コントロール

情
報
処
理

外部指向のプロセス
財務会計

図 2-2 組織における計画とコント ロールのプロセス
出典： Anthony（ 1965）

廣本ら（ 2008） は管理会計（ management accounting または manager ial accounting）
を「 企業の経営管理者に対し、 その経営管理に不可欠な経済的情報を提供するため、 適切
な数量的データを認識し、 測定し、 記録し、 分類し、 要約し、 解説する理論と技術」 と定
義している。 すなわち、 経営者が経営管理活動を行なう に当たっての意思決定に必要な情
報を提供するのが管理会計の一つの役割である。 情報システム構築に関する意思決定もま
た、 経営者にとっての経営管理活動の一環である（ 廣本ら , 同上）。 したがって、 その意思
決定に必要な情報を管理会計に求めることにも妥当性があると考えられる。

2.2.3 業績管理に関する先行研究
本論文が対象とする、 戦略目的を有する情報システム構築プロジェ クト が、 企業の業績
向上を意図して実施されることは言う までもない。 したがって、 企業の業績向上を支援す
る取り 組みについて考察するためにはまず、 業績管理の対象である業績とは何かについて
検討する必要がある。またその検討に際しては、「 何を企業の業績と考えるか」、「 何をもっ
て企業業績が上がったと考えるのか」、という 二点を明らかにする必要がある（ 谷・ 小倉・
小林, 2010）。
第一の、 何を企業の業績と考えるかについて廣本ら（ 同上） は、 収益性、 成長性、 安全
性、 生産性、 製品優位性、 人材育成、 従業員の士気、 社会的責任の 8 項目を例示した。 一
方、 個々の企業においては様々な項目がビジョ ンや経営戦略の中で目標として掲げられて
いる。つまり 何を業績とするかについては、個々の企業で様々な見解があり 得るが、「 当該
企業がビジョ ンや経営戦略のレベルで掲げている目標」 を業績と解釈することに特段の不
都合はないと考えられる。 したがって第二の、 何をもって企業業績が上がったと考えるの
か、 という 問いへの回答は、「 当該企業がビジョ ンや経営戦略で掲げた目標の実現度」、 と
いう ことになる。 そしてビジョ ンや経営戦略で掲げた、 個々の目標の実現度を確認するこ
とが、 業績管理の重要な役割と考えられる。
業績管理の手段としては従来から主として予算管理制度が用いられてきた。そこで次に、
予算管理の貢献領域とその内容について検討する。 伊藤（ 2001） は予算管理をマネジメ ン
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ト・ コント ロール層での代表的な活動と位置付け、
「 経営者はあらゆる経営活動とその成果
を会計モデルという 、 一種の解釈図式ないしマッ プを通して見ることを、 半ば社会的に義
務付けられている」 と述べた。 そのため「 経営者は予算という 金額換算された尺度に基づ
く 目標値に自らの戦略的意図を込め、 その達成をもって自らの戦略の実現を図ってきた」
としている。
加えて伊藤（ 2001） は、 予算管理が業績管理システムとして二つの側面を有することを
指摘している。 第一は上位者のための情報システムの側面であり 、 経営管理目標の達成に
向けて経営管理者の意思決定を支援するためのレレバント な情報を提供する役割を担う 。
第二は下位者への影響システムの側面であり、 業績管理の情報が組織成員の業績評価に用
いられる場合は、 彼らの行動に影響を与える（ 伊藤, 同上）。
以上のことから予算管理の貢献は、 会計モデルによる調整を通じて、 組織の各階層にお
ける行動目標に関する全社的な合意形成を促進することにある、 と言える。 すなわち予算
は実体的な経営活動における複雑な財や用役の流れを、 会計的な写像上の因果系列を通じ
て経営管理者に概観かつ評価させ、 彼らの行動を介して実体そのものを間接的にコント ロ
ールすることを可能にする。 また予算管理の貢献は、 一部にはオペレーショ ナル・ コント
ロール層を含むが、 大半は経営者支援としてのマネジメ ント ・ コント ロール層において発
揮される。
廣本ら（ 2008） は管理会計情報のタイプを実績記録情報、 注意喚起情報、 問題解決情報
の三つに分類した。 また、 企業活動の実績を記録することのみならず、 アクショ ンに結び
つける情報を経営者に提供することも管理会計や業績管理の重要な役割であるとし、 経営
者はマネジメ ント ・ コント ロールの観点から、 注意喚起情報と問題解決情報に特に注目す
べきであると述べた。 そのためにはまず、 実績記録情報によって経営戦略の実現度を把握
できるよう になっている必要がある。 その上で、 進捗が期待するレベルに達していない場
合には、 注意喚起情報および問題解決情報を活用して、 目標値とのギャッ プの解消を図ら
なければならない（ 廣本ら , 同上）。
以上のことから、 管理会計や業績管理の下位者への影響システムとしての本質は、 行動
は目標に従う 、 という 点にあると考えられる。 換言すれば、 これらの情報を活用して業績
向上を図るポイント は、 マネジメ ント ・ コント ロール層に適切な目標値を設定し、 組織成
員をしてその目標に駆り 立て、 その実施状況を適切にモニタリ ングして、 未達成項目にい
ち早く 対策を講じることにあると考えられる。

2.2.4 経営者の組織への介入に関する先行研究
業績管理によって企業の業績を向上させるためには、 経営者は組織に働きかけなければ
ならない。 その際にどのよう な働きかけ方をするかは、 経営者が対象の組織をどのよう に
認識しているかに依存する。廣本
（ 2005）は経営管理のアプローチとして、Result Oriented
と Process Oriented のいずれの立場が、業績管理の観点からより 望ましい結果をもたらす
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のかについて考察している。 経営者の介入度が低く 、 自由放任主義とも言われる Result

Oriented は、信頼関係に基づき、主として結果を基に業績を評価する立場である。一方の
Process Oriented は経営者の介入度が高く 、 管理主義と言われる如く 、 多く のモニタリ ン
グコスト を投入して業績を管理しよう とする立場である。
どちらが好ましいアプローチであるかについて廣本（ 2005） は、 経営者が対象の組織を
内部組織、 外部組織のいずれと認識しているかに依存する、 と述べている。 ある組織を外
部組織と認識している場合には、 自組織内部の指揮命令系統の対象ではないので、 外部の
専門家に任せよう という 、 Result Oriented 的な判断になり易い。 反対に内部組織と認識
している場合には Process Oriented 的な立場から、自ら積極的に介入すべしとの判断とな
る（ 廣本, 同上）。
いずれの立場が情報システム構築プロジェ クト の実務において有効であるかは、 状況に
よって異なると考えられる。 しかし、 経営者がプロジェクト ・ チームを外部組織、 内部組
織のいずれと認識しているかが、経営者の行動に大きな違いをもたらすことは間違いない。
この点は、 4 章の事例研究で改めて考察する。

2.2.5 組織行動に関する先行研究
業績管理を適切に機能させる上で、 予算管理の情報に基づいて経営者個人や組織がどの
よう に行動するのかについて、検討しておく ことが欠かせない。 March & Simon（ 1958）
は個人もしく は集団の意思決定過程を、 情報収集、 代替案の作製と比較、 代替案の選択、
フィ ード バッ クからなるモデルとして表現した。 と同時に、 人間の知的能力には限界があ
るために、 人間の行なう 意思決定の合理性は限定的なも のにと どまる（ bounded

rationality） ことを指摘した。 例えば代替案の作製に必要な情報収集も、 常に完全に行な
える訳ではない｡また代替案それぞれに付与された、すべての結果を事前に知ることもでき
ない。 そのために人間は、 完全に合理的な意思決定を行なう ことはできない。 したがって
必要なのは、 問題の複雑性のすべてをとらえることでなく て、 問題の主要な局面のみをと
らえた、 単純化されたモデルを持つことである（ March & Simon, 同上）、 と主張した。

Williamson（ 1975） は、 取引費用は限定合理性、 不確実性、 情報の非対称性によって発
生すると論じた。 また取引費用の考え方を発展させ、 市場と階層組織それぞれの内部で、
また両者の間で、 経済活動がどのよう に行なわれるかについて考察し、 組織の統治に関す
る理論として体系化した。 すなわち合理性の低下、 不確実性の上昇、 経営者が情報の優位
性を持たない情報の非対称性の発生によって、 取引費用は上昇する。 その理由は、 取引の
成果を得られる可能性が低下している状況では、 より 多く のモニタリ ングコスト を投入し
て、少しでもその確実性を高めたいという 動機が経営者側に働く ためである（ Williamson,
同上）。
情報システム構築の実務において、 特にテクノ ロジーに関わる情報に関して、 経営者が
情報システム部員や PM と同じレベルの情報を入手し、 かつ理解することは、 一般的には
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非常に困難である。 したがって、 限定的な合理性や情報の非対称性は、 一般的な意思決定
の場面よりも大きく 作用することが想定される。 更に、 テクノ ロジーの発展の速さによっ
て、 将来の不確実性は一層高まっている。 したがって、 取引費用を左右する要因がどのよ
う に経営者の行動に影響を与えるのか、 あるいは情報の非対称性や取引費用がどのよう な
状態にあることが、 経営者の意思決定を適切に支援するに際して望ましいことなのかが、
ここでは重要な論点となる｡これらの点は 5 章の経営者の支援行動の促進要因に関する事
例研究における検討課題とする。

2.2.6 業績管理の経営管理への貢献
本節での検討内容から、 経営者の役割の一つは、 業績管理情報に基づき、 適切な意思決
定を行なう よう 努めることである、 と結論付けることができる。
業績管理は経営管理における戦略的計画、 マネジメ ント ・ コント ロール、 オペレーショ
ナル・ コント ロールの三層を連携させる重要な役割を担っている。 経営者の中心的な役割
が戦略的計画の策定にあることは間違いないが、 そこで描いた戦略的計画がオペレーショ
ナル・ コント ロール層においても確実に実践されるよう に導き、 企業全体の業績を向上さ
せていく ことこそが経営者の役割である。 そのために経営者は、 業績管理情報を駆使して
経営管理の三層を効果的に連携させなければならない。
加えて経営者が自らの意思決定プロセスをどのよう に評価し、 情報システム構築プロジ
ェ クト という 組織体を内部組織、 外部組織のいずれと認識しているかも重要である。 その
認識がいずれの場合に、 どのよう な影響を情報システム構築に与えるのかについては、 4
章の事例研究で改めて検討する。

2.3 経営管理サイクルに基づく 戦略の策定と遂行

2.3.1 過去から現在および未来の時間軸における PDCA サイクル
本節では、 経営管理の中の過去から現在、 そして未来への時間軸における、 戦略の策定
から遂行までのプロセス、およびそれらを支える PDCA サイクルを対象として、経営戦略
の遂行をより 確かなものにするための方策について考察する。

2.3.2 多様な視点に基づく 業績管理手法
経営戦略を明確化し、 その遂行をより 確からしいものにするためには、 まず適切な業績
管理によって、 企業の業績を正確に把握する必要がある。 しかし伝統的なマネジメ ント ・
コント ロール手法は、 余り にも財務的な指標と過去の指標に偏重しているとの批判に晒さ
れてきた。

Dixon, et.al.（ 1990） は、 グローバル市場に展開する製造業の業績評価指標に対して次
の 4 点の課題を提起した。 第一に、 伝統的な業績評価指標が現実にそぐわなく なってきて
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いることである。 コスト 中心の業績評価指標は、 品質重視や JIT （ Just I n Time） といっ
た、 製造業の競争力強化施策と相容れない。 第二に、 伝統的な業績評価指標を重視するア
プローチは、 現場の業務品質の向上ペースに追随できていないことである。 マネジメ ント
層は報告書づく り より も行動に時間を割く べきである。 また改善アクショ ンは部門や企業
の壁を乗り越えて実施されなければならない。 第三に、 マネジメ ント の有効性は戦略とア
クショ ン、 そして業績評価指標の統合によって初めてもたらされるにも関わらず、 それら
が統合されていないことである。 戦略、 アクショ ン、 業績評価指標のう ちの一つが変化す
ると、 その変化が他の 2 つの要素にも変化を求める。 またそれぞれの変化は相互に影響を
及ぼし合う ので、 更に包括的な業績評価指標が必要になる。 第四に、 伝統的な業績評価シ
ステムは、 間接コスト や間接要員をどのよう にマネジメ ント すべきかについて、 重大な過
ちを犯していることである。 間接コスト の比重は年々上昇し、 直接要員と間接要員、 およ
びそれらの境界線も不明確になり つつある。 その中で伝統的な間接コスト の配賦は、 経営
陣に誤った意思決定材料を提供している。

Dixon, et.al.（ 1990） は更に、 このよう な課題の解決のためには、 伝統的な財務中心の
業績評価指標のみならず、 非財務的業績評価指標をも適切に統合して意思決定を行なって
いかなければならないと述べた。 また、 いつ、 組織のどの階層に対するマネジメ ント に際
して、 財務的、 非財務的業績評価指標を、 それぞれ用いるべきかは、 市場の安定性や技術
革新の頻度、 競合の激しさといった諸要因に依存するとして、 課題解決のためのマネジメ
ント ・ システムについて次の 5 つの条件を挙げた。

1.

ビジネス遂行のゴール、 目標、 重要成功要因（ CSF ）、 およびプログラム間に一貫
性があり 、 相互に支え合う 関係になっていること。

2.

できるだけ少なく 、 かつシンプルな指標で情報を伝えられること。

3.

顧客のニーズや期待がどの程度満たされているかを的確に表していること。

4.

組織のそれぞれの部門のメ ンバーに、 彼らの意思決定や活動が企業全体にどのよう
な影響を与えるかを理解させるための一連の指標を用意していること。

5.

組織的な学習と継続的な進歩を支援すること。

伝統的かつ財務偏重の業績評価指標に対するこのよう な批判への回答として、 多様な視
点に基づく 業績管理手法が提唱され始めた。 Kaplan & Norton（ 1992） によって提起され
たバランスト ・ スコアカード （ Balanced Scorecard） は、 Dixon, et.al.（ 同上） の提示し
た条件の多く を満たすマネジメ ント ・ システムとして広く 受け容れられてきた。 バランス
ト ・ スコアカード では「 財務」、「 顧客満足」、「 業務プロセス」、「 学習と成長」 という 4 つ
の視点を設け、 各視点に配備された Key Performance I ndicator （ 重要業績評価指標、 以
下 KPI ） の因果関係の連鎖によって経営戦略を表現する。 加えて経営戦略の可視化によっ
て、 その立案の有効性と遂行の確実性を確保しよう と試みている。
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バランスト ・ スコアカード では、 財務評価項目と非財務評価項目、 外部評価項目と内部
評価項目、 短期目的と長期目的、 遅行指標と先行指標の四項目のバランスをとることに大
きな特徴がある。 その文脈で Kaplan & Norton（ 1996） は、 伝統的な業績評価指標は財務
諸表のよう な過去の遅行指標に囚われ過ぎて先行指標に十分な注意を払っていないと指摘
し、 あたかもバッ クミ ラーを見ながら自動車を運転しているに等しいと断じた。
経営管理においてバランスをとるべき要素は他にも考えられる。例えば松原
（ 2000）は、
バランスト ・ スコアカード をより 広範囲に解釈し、 以下の 4 項目のバランスをとることを
提唱している。第一はステークホルダー間のバランスである。株主、顧客、サプライヤー、
従業員といった様々なステークホルダー間のバランスをとることがバランスト ・ スコアカ
ード では意図されている。 すなわち株主は財務の視点、 顧客は顧客満足の視点、 サプライ
ヤーは業務プロセスの視点、 従業員は学習と成長の視点に対応する。 第二は時系列間（ 過
去・ 現在・ 未来） のバランスである。 財務の視点は過去、 顧客満足の視点と業務プロセス
の視点は現在、 学習と成長の視点は未来に対応する。 財務諸表は死亡診断書であって、 死
因は分かるが、 それだけではどう すれば蘇生できたかは分からない。 第三は組織間のバラ
ンスである。 企業組織における階層的な垂直バランスと、 部門間の水平バランスである。
垂直バランスは、 バランスト ・ スコアカード 自体が経営層から詳細化されながらカスケー
ド さ れていく プロセスそのものである。 水平バランスは、 業務プロセスの視点における

KPI を選定する判断基準として用いられる。 第四は戦略と実行間のバランスである。 戦略
が策定、 発表されただけで実行されなければ無意味である。 このバランスはト ッ プ方針の
展開による具現化や、 十分な説明とフィ ード バッ クによって実現される。

Kaplan & Norton（ 2000） はバランスト ・ スコアカード を活用して企業を戦略指向の組
織体に変革していく に際して、以下の 5 原則を提唱している。また方向付け（ alignment ）
と焦点（ focus） をそのキーワード として挙げている。

原則 1： 戦略を現場の言葉に置き換える。
バランスト ・ スコアカード の KPI と戦略マッ プの因果関係の連関が、個々の従業員の
日常業務の成果と経営指標の関係の理解を可能にする。
原則 2： 組織全体を戦略に向けて方向付ける。
それぞれ自部門固有の機能や文化を持つ複数の社内組織間の壁を打破し 、 バランス
ト ・ スコアカード を共有することで一貫したメ ッ セージを浸透させる。
原則 3： 戦略を全社員の日常業務に落とし込む。
経営陣を対象とする全社レベルの戦略から徐々に階層を下って、 最終的に個人のレベ
ルまでバランスト ・ スコアカード をカスケード して連関させる。
原則 4： 戦略を継続的なプロセスにする。
バランスト ・ スコアカード の KPI を予算編成プロセスと結合させ、 日常業務の中で常
に参照されるよう な状況を作り 上げる。 また戦略を話し合う シンプルな経営会議を開
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き、 ダブルループ・ プロセスによって戦略を学習し、 適応するための仕組みを作る。
原則 5： エグゼクティ ブのリ ーダーシッ プを通じて変革を促す。
第一フェ ーズではエグゼクティ ブが変革の必要性を継続的に説き、組織を活性化する。
第二フェ ーズでは自立的な変革の組織風土構築を目指してガバナンスに力点を置く 。
最終的に戦略的マネジメ ント ・ システムが組織に定着するよう に仕向ける。

ここまでがバランスト・ スコアカード の概念を理解し、導入計画を策定する局面である。
次は実際に導入して効果を上げる局面となる。 伊藤ら（ 2001） はバランスト ・ スコアカー
ド を利用した経営管理プロセスは次の手順で遂行されるとした。 これらの手順はバランス
ト ・ スコアカード の導入目的である、 適切な戦略の立案と確実な遂行の要諦でもあること
にも注目しておきたい。

1.

ビジョ ンおよび戦略の計画化と指標への変換
戦略を成功裏に遂行するためには、 戦略そのもの、 あるいは戦略を支えるビジョ ン
が各階層の従業員に十分に浸透していることが求められる。 そこでまず、 漠然とし
たビジョ ンや戦略を具体的な事柄に置き換えることが必要である。 バランスト ・ ス
コアカード の四つの視点ごとに KPI や、それを促進するド ライバーを設定していく
作業がそれに相当する。

2.

コミ ュニケーショ ンおよび戦略目標と成果尺度との結合
ト ッ プレベルで策定された全社規模のバランスト・ スコアカード がカスケード され、
現場に近いレベルまでブレイクダウンされる過程で、 全従業員が自部門や現場単位
の目標が全社戦略にどのよう に関連付いているのかを理解できるよう になる。 また
バランスト ・ スコアカード がト ッ プと現場の「 共通言語」 として機能し、 コミ ュニ
ケーショ ンと相互理解が促進される。加えてバランスト ・ スコアカード が KPI とし
て設定する成果尺度を報酬に連動させることで劇的な効果を生む場合もあるが、 成
果主義の弊害が喧伝される時代でもあり 、 KPI の達成度と報酬の連動の可否判断に
関しては、 自社の企業風土に関する熟考と慎重さが必要である。

3.

計画、 目標値の設定および実施項目のベクト ルの調整
戦略目標の最終的な到達地点は財務目標によって示されるが、 その到達方法は明示
されない場合もある。 そこでその達成手順を、 顧客、 業務プロセス、 学習と成長の
視点から具体的な KPI を設定して明らかにしていく 取り組みが求められる。加えて
これらを予算編成および実行プロセスと統合し、 日常業務の中に組み込んで関係者
の認知レベルを高めることも必要である。

4.

戦略へのフィ ード バッ クおよび学習能力の強化
環境の変化によって意図した戦略が意図したとおり に実施されない状況が増加する。
その場合にはその理由について、 あらゆる観点からフィ ード バッ クを受け、 戦略そ
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のもの、 およびその遂行手段の適切さを再検討しなければならない。 これらは個々
の KPI の達成度として把握されるが、それがフィ ード バッ クされる過程で目標自体
が見直しの対象となるダブルループ学習（ Argyri s, 1977） が生じる可能性がある。

Kaplan & Norton（ 2004） は経営戦略を、 単独で機能するマネジメ ント ・ プロセスでは
なく 、 当該企業のミ ッ ショ ンから従業員の作業までを貫く 「 論理の連続」 の 1 ステッ プで
あると位置付けた。 その論理とは、 どのよう な価値をどのよう に創造するのかを示したも
のであり 、 その「 論理の連続」 自体が経営戦略の本質であるとした。

Olve, et.al.（ 1999） は、 伝統的な業績評価指標への批判を以下の 8 項目にわたって展開
し、 これらのいずれもがバランスト ・ スコアカード を適切に活用することで解決可能であ
ると述べている。

1.

伝統的な財務的業績評価指標は過去の情報が中心であるため、 経営者に不適切な情
報を提供し、 戦略目標と相容れない行動を導く ことになる。

2.

今日の組織や戦略が必要としている、 顧客満足や従業員のノ ウハウといった非財務
的業績評価指標を軽視し過ぎている。

3.

財務的なコント ロールは直近の利益を偏重する傾向を招き、 研究開発投資や教育予
算を削減するよう な短期指向に企業を向かわせ、 部分最適を助長する。

4.

企業のステークホルダーに対する業績報告要件は財務会計の形式に準拠してきたが､
これらの指標はビジネスの良し悪しに関する事実と公正な情報を必ずしも十分には
提供し得ない。

5.

伝統的なコスト ・ コント ロール手法は直接費の比率を基準として間接費を配賦して
きたが、 これらは不適切な利益計算の原因となり、 投資やコスト 配賦の意思決定を
誤らせる。 これらの克服には ABC（ Activit y Based Costing： 活動原価計算） など
の取り 組みが必要である。

6.

財務的業績評価指標は、 必ずしも個々の従業員の業績を説明し得ない。 結果として
財務的業績評価指標は従業員に抽象的かつ無意味な情報を提供することとなる。

7.

財務的業績評価指標は企業の外部ではなく 内部に焦点を当て、 設定した指標の期間
比較のために活用される。 これは今日のビジネス環境において重要性を増している
顧客の視点や競合他社の視点に注意を払わない結果を招く 。

8.

財務的業績評価指標は、四半期あるいは月次のため、経営者を短期指向に駆り 立て、
粉飾を誘発し易い環境を醸成する。これらが経営者をミ ス・ リード する結果となる。

Olve, et.al.（ 同上） が提起した伝統的な業績評価指標への批判は、 近年の企業の不祥事
や業績悪化の実例からも妥当であるよう に思える。 そして、 バランスト ・ スコアカード 手
法がこれらの課題を解決する可能性を秘めているよう にも理解できる。 ただしどんなに高
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度な経営戦略を策定したとしても、 最後に実行するのは人間であり 、 当該企業の人材のレ
ベルの問題に帰結する。 そこで次節からは人材を含む無形の資産の充実と企業業績の関係
について検討する。

2.3.3 無形の資産の価値とその重要性
2.3.2 で述べてきた戦略の確実な遂行についての様々なアプローチは、必要条件ではあっ
ても、 十分条件とは言えない。 廣本ら（ 2008） は経営管理の過程を、 意思決定、 計画、 組
織化、 統制という 4 つのプロセスから成る管理活動であると述べている。 これまでの検討
範囲は主として上記の意思決定と計画の部分であり 、 戦略の立案プロセスであった。 戦略
の遂行プロセスで必要になるのは、組織化と統制である。具体的には戦略の遂行を担保し、
着実な遂行の推進力（ ド ライバー） として機能する、 人材やノ ウハウ、 リーダーシッ プや
モチベーショ ンといった諸要因である。 これらは序文で述べたダイナミ ッ ク・ ケイパビリ
ティ ー（ Teece, 2009） の考え方と相通ずるものがある。かつ経営環境の変化が加速する現
在、 これらの重要性は更に高まっていると言える。 本項ではこれらについて検討する。

Kaplan & Norton（ 2004） は、 企業の持続可能な価値創造の究極的な源泉は無形の資産
9であるとした。したがって、戦略マッ プの学習と成長の視点は、無形の資産について記述

されなければならない。図 2-3 は小酒井（ 2008） が上記を踏まえて企業価値創造のプロセ
スを図示したものである。

人的資本
企業価値創造

情報資本
組織資本
方向付けと統合

戦略の実行

図 2-3 企業価値創造のプロセス
出典： 小酒井（ 2008）

無形の資産は人的資本、 情報資本、 組織資本に分類される（ Kaplan & Nort on, 2004）。
人的資本とは、 戦略を支援するのに必要なスキル、 能力、 ノ ウハウの利用可能性のことを
指す。 具体的には、 戦略的コンピテンシーとしての、 戦略が必要とする活動を実行するた
めのスキル、 才能およびノ ウハウの有用性などである。

9

原文は intangible assets であるので、 本来は「 無形資産」 と訳されるべきであるかもしれない。 しか
しながら、 ここでいう 無形資産は広範な内容から成り 、 正しく は英語で int angibles と表現されるべきも
のである。また貸借対照表に無形資産という 科目があるため、誤解を避けるために本論文では「 無形の資
産」 と訳する。
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情報資本とは、 戦略を支援するのに必要な情報システム、 ネッ ト ワーク、 およびインフ
ラの利用可能性のことである。 情報資本は情報資本アプリ ケーショ ンと I T インフラに分
類される。 情報資本アプリ ケーショ ンは更に役割別に、 ト ランザクショ ン処理アプリケー
ショ ン、 分析アプリケーショ ン、 変革アプリケーショ ンに分けられる。
組織資本とは、 戦略を支援するのに必要な変化のプロセスを活用し、 維持する企業の能
力を意味する。 具体的には戦略の実行に必要とされる、 従業員が共有すべきミ ッ ショ ン、
ビジョ ンおよび価値観などから構成される組織文化を指す。 組織を戦略に向かって活性化
すること、全階層における有能なリ ーダーの配置可能性（ リ ーダーシッ プ）、あらゆる組織
階層において、 個人目標やインセンティ ブを戦略に方向付けていること（ 戦略への方向付
け）、戦略的な潜在能力を持つ知識資産およびスタッ フ資産の共有（ チームワーク） なども
貴重な組織資本と言える。
無形の資産はどれもその価値を別々に、 独立して測定することはできず、 無形の資産の
価値は戦略実行を支援する能力から引き出される。 したがって、 無形の資産は企業価値を
創造するために方向付けられなければならない。2.3.2 で企業を戦略指向の組織体に変革し
（ alignment ）、
ていく に当たり、Kaplan & Norton（ 2000）が強調した、5 つの原則と方向付け
および焦点（ focus） について述べた。無形の資産が戦略の実行を支援するものとして位置
付けられている以上、 無形の資産自体にも戦略への方向付け（ alignment ） が求められる
のは当然である。 また焦点（ focus） では統合性を意識し、 組織が持つすべての無形の資産
の強化を支援する統合的プログラムを構築、 実施することが必要である。
無形の資産の特徴や有形資産との相違点を Kaplan & Norton（ 2004） は次の 4 点から述
べている。 第一に、 企業価値は間接的にしか生み出されない。 無形の資産の活用は、 戦略
マッ プの因果関係を通じて経済的効果に影響を及ぼす。 無形の資産への投資から経済的効
果が直接生み出される訳ではない。 第二に、 企業価値は戦略に依存する。 したがって、 無
形の資産の価値は、 戦略へ方向付けすることによって生まれる。 戦略へ方向付けられてい
なければ、たとえ投資したとしても、効果の出ない的外れな投資となってしまう 。第三に、
企業価値は潜在的にしか現れない。 無形の資産への投資価値を評価するのは容易なことで
はない。 内部プロセスが財務業績を向上させるよう に機能しなければ、 無形の資産が戦略
に方向付けられていても、 企業価値増大には結びつかない。 第四に、 無形の資産と他の資
産との統合が必要となる。 無形の資産は、 他の有形資産や無形の資産と結びついて初めて
価値が生まれる。 これらの主旨は、 有形資産にだけ投資しても価値は得られない、 すなわ
ち戦略は実行できない、 したがって無形の資産を充実させることに経営者は留意すべきで
ある、 という 点にある。

2.3.4. レディ ネスの考え方とその重要性
2.3.3 では無形の資産の重要性について論じた。無形の資産を戦略が要求するレベルまで
計画的に蓄積しておく ことは、 勿論重要である。 しかしそれが活用できる状態になってい
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なければ、 いわゆる宝の持ち腐れに終わってしまう 。 その「 準備ができているかどう か」
という 尺度がレディ ネスである。
レディ ネスの概念は資産の流動性に似ている。 すなわち、 有価証券などの金融資産、 土
地・ 建物などの固定資産それぞれが現金に変換されるまでの容易さを流動性と呼ぶが、 無
形の資産のレディ ネスも、 戦略目標の達成に向けて無形の資産の準備が整っている程度の
ことを意味する。 したがって、 戦略目標の達成のためには計画的に無形の資産のレディ ネ
スを高めていく 必要がある（ Kaplan & Norton, 2004）。 その第一歩として、 それぞれの無
形の資産の現時点でのレディ ネスのレベルを把握することが欠かせない。 そこで以下に、
それぞれのレディ ネスの測定方法について検討する。
人的資本とは、 戦略を支援するのに必要なスキル、 能力、 ノ ウハウの利用可能性のこと
であった。 そのレディ ネスは戦略的職務群に対応して決定される。 戦略的職務群とは、 内
部プロセスの視点の KPI における戦略上重要なプロセスに対して大きな影響を与える 1
つか 2 つの職務群のことを言う 。 これらの職務群を識別し、 それに必要なコンピテンシー
を定義し、 確実に戦略的職務群を展開することで、 企業は戦略の結果を促進することがで
きる。 それは具体的にどんな業務でどのよう なスキル、 能力が必要とされるかという 職務
の要請と、 個々人の持つものとのマッ チングが適切に行なわれるためである。
また Kaplan & Norton（ 同上） は、 人的レディ ネスの強化は、 戦略への方向付けの創造
とレディ ネスの創造によって行なわれるとした。 更にその強化プロセスを、
群の識別、

コンピテンシー・ プロファイルの定義、

戦略的職務

戦略的レディ ネスの評価を経て、

それらが人的資本レディ ネス報告書となり 、 人的資本開発プログラムとリンクする人的資
本レディ ネス・ モデルを提起した。
情報資本とは、 戦略を支援するのに必要な情報システム、 ネッ ト ワーク、 およびインフ
ラの利用可能性のことであった。 必要とされる情報資本の質と量は、 戦略的 I T ポート フ
ォリ オに照らして決定される。 戦略的 I T ポート フォリ オとは、 戦略上重要なプロセスに
ついては、 特定の I T システムおよび I T インフラが、 資金調達およびその他の資源の提供
において優先権を得るべきであると の立場から決定さ れるポート フォリ オのこと である
（ Kaplan & Norton, 同上）。
情報資本はト ランザクショ ン処理アプリ ケーショ ン、 分析アプリ ケーショ ン、 変革アプ
リ ケーショ ン、 および I T インフラから構成され、 そのポート フォリオとはこれら 4 つの
カテゴリ ーに対する経営資源の配分比率のことであった。 またそのポート フォリオは戦略
を反映してその配分比率を変化させる。 したがって情報資本のレディ ネスは、 戦略的 I T
ポート フォリ オが規定するレベルに質・ 量の両面で情報資本がどの程度対応可能な状態に
なっているかの指標と言える。 その強化の方策は戦略への方向付けの創造とレディ ネスの
創造であり、 人的資本と基本的には同じである（ Kaplan & Norton, 同上）。
組織資本とは、 戦略を支援するのに必要な変化のプロセスを活用し、 維持する企業の能
力であった。 組織資本のレディ ネスは、 組織変革の方針に対応して決定される。 組織変革
28

の方針とは、 戦略から導かれ、 新しい文化や風土の創出の具体化に役立つ、 企業文化を変
革するための方針である。 その理由は、 採用した戦略は顧客指向といった外部指向だけで
なく 、 チームワークのよう な内部指向を加えた、 両方の文化的価値の変革を必要とするか
らである。 その強化の方策は、 戦略への方向付けの創造とレディ ネスの創造であり 、 人的
資本や情報資本と基本的には同じである（ Kaplan & Norton, 2004）。

2.3.5 PDCA サイクルの経営管理への貢献
本節では 2.2 で検討した、 業績管理に基づく 適切な意思決定という 経営者の役割に加え
て、 戦略の明確化と 確実な遂行と いう 観点から考察を加えた。 具体的には Kaplan &

Norton（ 1992, 1996, 2000, 2004） が提唱したバランスト ・ スコアカード を雛形に、 戦略
が策定されてから遂行されるまでのプロセスを概観し、 そのチェ ッ クポイント について検
討した。
まず戦略を遂行するためには、 その推進力として、 人的資本、 情報資本、 組織資本から
成る無形の資産の存在が不可欠であることが明らかになった。 加えて無形の資産は単に存
在するだけでは不十分であり 、 その存在価値を発揮できる準備が整っている、 という 観点
のレディ ネスという 概念が重要であることも明確になった。 それら無形の資産のレディ ネ
スを評価する基準は、 各無形の資産の特性に応じて異なっている。 半面、 無形の資産のレ
ディ ネスを評価する基準は、 戦略によって決定されること、 それらの充実度とレディ ネス
を高めていく 方策は共通していることも判明した。
以上のことから、 戦略の策定と遂行を通じて経営目的の達成に責任を負う 経営者には、
戦略遂行のド ライバーとしての無形の資産の価値を正しく 認識し、 それら無形の資産の充
実度とレディ ネスを高めていく ことが求められることが確認された。

2.4 経営環境の不確実性への対応

2.4.1 現在から未来の時間軸における経営管理
2 章ではまず、 情報システム構築プロジェ クト のみならず、 経営管理全般における経営
者の役割と 責任を対象とし て考察し 、 研究の理論的フレームワークを構築し てきた。 2.2
では過去から現在の時間軸において、 適切な業績管理によって経営戦略を明確化し、 企業
の業績向上をより 確からしいものにする必要があることを述べた。 2.3 では過去、 現在、
未来という 、すべての時間軸において一貫した PDCA サイクルを実践することが重要であ
り 、 バランスト ・ スコアカード 手法はその一助となり 得ることを述べた。
しかし言う までも無く 、 戦略は策定されるだけではなく 、 実行されなければ無意味であ
る。 かつどんなに綿密に策定された戦略であっても、 未来という 時間軸には多く の不確実
性が存在するため、 戦略が確実にそのまま実行されると期待するのは非現実的である。 本
節では現在から未来という 時間軸において、 まず不確実性はどのよう な背景や原因から発
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生するのかを考察し、 その上で経営者は不確実性にどのよう に対処すべきかという 観点か
ら、 その役割と責任について検討する。

2.4.2 不確実性が発生する背景と原因
2.2.5 で述べたよう に、 個人もし く は集団の意思決定は限定さ れた合理性（ bounded
rationality） の壁に阻まれるため、 人間は完全に合理的な意思決定を行なう ことはできな
い（ March & Simon, 1958）。 このこと自体がまず、 意思決定の結果に対する不確実性を
もたらすことは言う までもない。
加えて、 企業が組織として策定する経営戦略にも不確実性が伴なう 。 その理由は、 経営
戦略が特に長期の場合にはその対象期間が数年にもわたるため、 策定当初は環境に適合し
ていても、 時間の経過とともに不適切なものになる惧れがあるからである（ 谷ら , 2010）。
また、 経営戦略策定の前提となる環境の変化の予測が困難であるため、 想定したものと異
なる結果がもたらされる可能性を払拭できない。 このよう な経営戦略遂行の不確実性に対
処するための方策として、 次の二つのアプローチを挙げることができる。
第一は、 「 もの−こと」 構造論をベースにした構築論のアプローチ（ 手島ら , 1994） で
ある。 そこでは、 現実を「 もの（ 対象物） 」 と「 こと（ 活動） 」 に分けてモデル化、 すな
わち写像し、 堅牢な設計図とアーキテクチャーを構築することで、 未来の不確実性がもた
らす不利益を最小化しよう とする。
一方、 第二の「 因果関係の網の目」 構造論をベースとする戦略論（ 根来, 2008） では、
戦略実施とその結果に関する因果関係においては、 他者の行為が新たな因果連鎖を生じさ
せるため、当初想定した因果連鎖は必然的に不確実性を持たざるを得ないことに着目する。
そこでは、 自己原因の意図した結果の追求活動を「 行為」 と呼び、 その実行者たる「 行為
者」 は因果関係の「 地図」 に自らを行為者として投げ入れ、 直接的に「 地図」 と関わるこ
とになる。 行為は自分を原因にするという 、 「 投企」 性または「 自己原因」 性があるゆえ
に、 因果関係はより複雑になる。 その複雑性ゆえに、 事前段階における因果連鎖の 100%
の吟味は必然的に困難となる。 したがって「 因果連鎖の網の目」 構造論をベースとする戦
略論では、 意図せざる結果の存在が当然とされる。 また根来（ 2010） は、 戦略論と構築論
では根本的な現実認識の形式が異なっており、 戦略論の視点に立てば、 自社以外に顧客や
競争相手がいる「 市場」 においては、 現実を設計どおりに実現することは元々困難である
ことを当然のことと受け容れられるであろう 、 と述べている。 以上の内容を図示したもの
が図 2-4 である（ 根来, 2009） 。
構築論と戦略論を比較してその優劣を論じることは本論文の意図するところではない。
むしろ両者を対立する概念と見るのではなく 、 両立させることによって、 情報システム構
築という 経営行動の成功率を高めるよう なアプローチを見出すことこそが本意である。 す
なわち、 戦略の PDCA サイクルの Plan 工程では構築論の観点から堅牢な設計図やアーキ
テクチャーの構築を目指し、 Do、 Check 、 Action 工程では戦略論の立場から、 状況の変化
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への柔軟な対応を目指すといった補完関係を両者に持たせ、議論を本論文の目的である
「情
報システム構築プロジェ クト の成功率の向上」 という 方向へ収斂させていく 必要がある。

環境
意図した結果
行為

意図せざる
結果

現在

時間の経過

図 2-4 意図せざる結果
出典： 根来（ 2009）

まず両者は、 共に不確実性の存在を前提としている。 相違点は不確実性への対応の着眼
点とアプローチにある。 構築論は PM の視点に立ち、 基本設計やアーキテクチャーを強固
に構築することで、 未来の不確実性から受ける影響を最小化しよう とするアプローチであ
ると言える。 それに対し、 戦略論は経営者の視点に立ち、 不確実性への対応の力点を、 迅
速な意思決定や行動に置く アプローチと 言える｡これらは情報システム構築の実務におい
て、 共に有用なものであり 、 補完関係と位置付けられるべきものである。
ただし本論文は経営者視点に立ち、 情報システムを成功させるための経営者の行動を解
明することを目的と設定している。 したがって、 本論文では構築論の立場からのこれ以上
の掘り 下げは行わないこととし、 引き続き戦略論の立場から経営者の行動や意思決定に焦
点を当てて検討を進める。 戦略論の立場と共通する見解を示しているのが、 既に取り上げ
たダブルループ学習である。

2.4.3 ダブルループ学習による不確実性への対応
Argyris（ 1977） は、 学習にはシングルループ学習とダブルループ学習の 2 種類がある
と定義した。 シングルループ学習は組織が予め意図していたことを達成したとき、 行動計
画と実際の結果が一致したとき、 あるいは行動を変えることによって不一致が修正された
ときに起こるとされる。 一方ダブルループ学習は、 計画と結果の不一致を発見し、 それを
修正したとき、 つまり 不一致を一致に変えたとき、 あるいはそれまでの行動を検証し、 前
提となっていた変数を事後的に変えることによって不一致が修正されたときに起こるとさ
れる（ 図 2-5）。 これらは、 シングルループ学習が構築論（「 もの−こと」 構造論） に、 ダ
ブルループ学習が戦略論（「 因果関係の網の目」 構造論） に、 それぞれ近い考え方である。
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ダブルループ学習
シングルループ学習
変数
Governing
Variables

行動戦略
Action
Strategies

もたらされる結果
Consequences

図 2-5 シングルループ学習とダブルループ学習
出典： Argyris（ 1977）

シングルループ学習の一例が空調機におけるサーモスタッ ト の構造である。 サーモスタ
ッ ト においては、 ある温度が一旦目標値として設定されると、 温度が上昇すると冷房が入
り 、 下降すると暖房が入るといったメ カニズムで、 設定された温度を維持しよう と機能す
る。 一方、 ダブルループ学習では、 必要に応じて目標自体を柔軟に見直すことを許容して
いる。 そして再設定された目標の達成に全力を傾注するのである。 これらの姿勢を製造業
における工場や流通業における物流センターの建築プロジェクト などに当てはめると、 前
者はそれらプロジェクト の責任者であるミ ド ル・ マネジメ ント の、 後者はそれらプロジェ
クト の実施にゴーサインを出した経営者の視点に相当すると言える。
いずれの建築プロジェ クト においても、 どんな建造物を、 どの程度のコスト と期間で構
築するのかという 計画に基づいて承認されるのが一般的である。 その計画がどの程度精緻
に立案されたものかにもよるが、 現実には計画立案時には想定されなかった事態が発生し
たり 、 想定には入っていたが、 そのパフォーマンスが現実には期待値に及ばないといった
ことが起こり 得る。 その際には品質や想定していた仕様を下方修正する、 コスト の目標値
を上方修正する、 スケジュールを延長して余裕を持たせる、 といった措置がとられること
がある。これらはダブルループ学習の考え方に基づく 目標の見直しと再設定の一例である。
新製品の開発プロセスにおける製品計画から新技術の開発、 市場投入、 ビジネス成果の
獲得までの不確実性の高い事業活動にダブルループ学習を取り 入れた実践事例と し て、

I BM 社における I PD（ I ntegrat ed Product Development ） という 取り 組みは、 重要な知
見を提供する。 新製品開発は企業にとっての重要な価値創造活動であり 、 経営戦略の重要
な位置を占める。I BM 社では、新製品の開発プロセスにおけるすべての意思決定を、開発・
営業・ 製造・ 購買・ 品質保証・ サービス・ 財務などの関連部門から成る、 組織横断のメ ン
バーによって行なっている（ 広瀬, 2003）。
製品開発チームは統合ポート フォリ オ管理チームによって任命され、
「 契約」 に基づいて
製品開発プロジェ クト を実行し、 開発プロセスに設けられた幾つかの評価項目に基づいて
評価を受ける。 その結果、 次のステッ プに進むかどう かの意思決定が行なわれる。 当然、
次のステッ プに進めず、 打ち切り の判断が下される場合もある。 これは、 単に開発プロセ
スをオペレーショ ンレベルで規定したものではない。 製品開発投資のポート フォリ オ・ マ
ネジメ ント 、 製品を市場に届けるスピード 、 売上や利益を獲得するスピード といった企業
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の戦略レベルの課題を解決し、 無駄な開発投資を抑えて効率良く 新製品を開発していく た
めの仕組みとして、 このよう なプロセスが構築されたのである。

I PD における評価項目は製品の売上、 利益、 市場占有率、 顧客満足度といった経営者の
視点でのビジネス目標そのものである。 これはビジネス・ プランニングと製品開発に関す
るプロジェクト ・ マネジメ ント が統合されたものであり、 単に製品の開発作業がコスト や
納期の目標を満たして完了したという だけでは成功とは看做されない。 逆に当初の目標が
未達成でも、 追加のコスト や期間と、 その製品の市場価値や期待されるビジネスの規模が
十分に大きければ、 コスト の追加や開発期間の延長が承認され、 そのプロジェ クト は継続
される。 当初の目標が達成されないからといって、 それだけでプロジェ クト が中止される
訳ではない。 あるいは逆に、 当初設定した目標を満たしつつ順調に進んでいたプロジェ ク
ト でも、 突然競合企業が画期的な新製品を発表したことによってその製品の市場価値が激
減したならば、 中止されるという こともあり得る。 競合企業や市場の様々な変化によって
要求事項がプロジェクト の途中で変更され、 戦略を見直す必要に迫られる事態もしばしば
発生する。 その際には、 プロジェ クト の目標も速やかに見直されなければならない。 これ
らはいずれもダブルループ学習が、 開発プロジェ クト に組み込まれ、 実践されている事例
と言える（ 広瀬, 2003）。
しかしながらダブルループ学習は、 これまでの予算管理の原則を大きく 崩しかねない。
つまり 、 予定されていた支出や納期を大きく 上回る可能性を許容するからである。 とり わ
け、 コスト の追加は、 より 多く の支出を容認することを意味するし、 スケジュール延長が
物理的に許されない場合もあるかもしれない。 したがってそれらの目標変更が追加のリ ソ
ース投入を伴なう 場合、 そこには自ずと限度があり 、 目標の変更が常に、 あるいは安易に
容認される訳ではない。 経営者にとってのその判断は、 当初設定した目標の修正で譲歩し
てもなおかつ追求する価値が、 そのプロジェクト に認められるか否かに依存する。 そして
目標に関する譲歩とプロジェ クト の価値のバランスが逆転した瞬間に、 経営者はプロジェ
クト の打ち切りを宣言するのではないかと考えられる。

2.4.4 ダブルループ学習の経営管理への貢献
本節では未来という 時間軸において、 経営者は不確実性にどのよう に対処すべきかとい
う 観点から、 その役割と責任について検討してきた。 まず限定された合理性や「 因果関係
の網の目」 構造論の観点から、 未来の時間軸における意図せざる結果の発生は不可避であ
ることを明らかにした。
次に構築論と「 もの−こと」 構造論、 および戦略論と「 因果連鎖の網の目」 構造論を、
それぞれ類似語とした上で、 未来の時間軸における不確実性に適切に対処するためには後
者の視点に立つ必要があることを論じた。
最後にシングルループ学習とダブルループ学習に注目し、前者と構築論や
「 もの−こと」
構造論、 後者と戦略論や「 因果連鎖の網の目」 構造論の共通点を指摘した。 かつ前者はプ
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ロジェ クト の責任者であるミ ド ル・ マネジメ ント の、 後者が経営者の視点と考えられるこ
とを述べた。
未来の時間軸における経営者の役割と責任は、 不確実性への対応である。 そのためには
当初設定した目標値に固執するシングルループ学習の立場ではなく 、 ダブルループ学習お
よび戦略論や「 因果連鎖の網の目」 構造論の立場に立ち、 目標値の修正をも現実の状況に
合わせて臨機応変に受け容れる姿勢が求められることを述べた。 当然、 受容可能な修正の
範囲には限度があるが、 今日の変化の速い経営環境においては、 目標値は変わり得るとい
う 前提に立つ方が、 より 適切に現実の状況に対処できるのではないかと考えられる。

2.5 2 章のまとめ： 経営者の役割と責任に関する研究フレームワーク
2 章ではまず 2.1 で章全体の概要を述べ、 対象を情報システム構築プロジェ クト のみな
らず経営管理全般とし、 経営者の意思決定や経営判断に関する基本的なフレームワークを
明らかにすることに取り 組んだ。 その検討に際して経営者の意思決定の時間軸に注目し、
経営管理と業績管理（ 過去から現在）、 経営戦略の明確化と確実な実行（ 過去、 現在、 未来
（ 現在から未来）の 3 領域に分けて、
の一貫した PDCA サイクル）、不確実な状況への対応
経営者の役割と責任について考察した。 その結果、 経営者には次の 3 項目への取り 組みが
不可欠であることが明らかになった。 それらは 2.2 における業績管理情報に基づく 適切な
意思決定、 2.3 における戦略の適切な策定と確実な実施、 およびその前提としての無形の
資産の蓄積とレディ ネス向上への継続的な取り 組み、 2.4 におけるダブルループ学習の視
点に立った不確実な事態への適切な対処、 である。

2 章で導出されたこれらの 3 項目は前述のよう に、 経営者の意思決定の時間軸に注目し
たものであり 、 完全な網羅性を担保するものである。 したがって以後の考察においてはこ
れを経営者の役割と責任に関する研究フレームワークと位置付け、更なる検討を加える
（図

2-6）。
3 章ではこの研究フレームワークを情報システム構築に適用し、 この分野における経営
者の役割と責任とは具体的にどのよう な行動をとることなのかについて考察する。

図2-6 経営者の役割と責任に関する研究フレームワーク
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3 章 企業経営の視点に基づく プロジェ クト の成功要因
3.1 はじめに
2 章ではまず、経営者の役割と責任に関する基本的な研究フレームワークを構築した
（図
2-6）。 3 章ではこの研究フレームワークに、 情報システム構築プロジェ クト 固有の特性を
加味し、 更に詳細化する。

3.1 ではまず、 3 章全体の概要を述べる。
3.2 では情報システム構築プロジェ クト の成否が意味するものが、 経営者と PM では異
なっていることを明らかにし、 それぞれの判断基準を目的達成度基準、 QCD 基準と 定義
する。 また双方にとって満足できる結果に到達するために、 経営者と PM の相互理解のた
めの共通言語を構築し、 状況の変化にダブルループ学習で対応することが重要であること
を明らかにする。

3.3 では経営者のプロジェ クト への支援活動を効果的に引き出す上でのプロジェ クト 固
有の考慮点を、 業績管理の視点から明らかにする。 次にプロジェ クト ・ マネジメ ント 、 ソ
フト ウェ ア工学、 要求工学を取り 上げ、 従来からのプロジェクト 管理手法の多く は経営者
の意思決定支援をスコープ外としているため、 経営者の支援行動の明確化には直接的には
貢献しないことを確認し、 一連の課題の解決策について検討する。

3.4 では I T 投資マネジメ ント とプロジェクト ・ マネジメ ント の効果的な連携が、 プロジ
ェ クト 成功の重要なポイント であることを明らかにし、 その具体的な取り組みについて考
察する。

3.5 では経営管理と業績管理に関する先行研究（ 2.2〜2.4） に情報システム構築プロジェ
クト の特性（ 3.2〜3.4） を加味した考察結果を、プロジェ クト の具体的な局面と突合させ、
ここまでに導出した仮定が具体的に経営者のどのよう な行動に相当するのかについて検討
を加える。 これらの検討から、 経営者の支援行動に関する仮定（ 情報システムを成功に導
く 経営者の支援行動に関するフレームワーク） を導出し、 3 章の結論とする。

3.2 情報システム構築プロジェクト の成否についての考察

3.2.1 ステークホルダーによって異なる成否の判断基準
ここではまず、 情報システム構築プロジェ クト の成否の意味するものについて、 個々の
ステークホルダーの視点に基づいて検討する。 情報システム構築プロジェクト には数多く
のステークホルダーが関与する。 しかしそのプロジェ クト への評価は、 ステークホルダー
間で必ずしも一致しているとは限らない。 本節ではまずこれらについて詳細に検討する。

3.2.2 情報システム構築プロジェ クト の成否の意味
2 章では考察の対象を一旦、 経営者と PM に限定した。 それは経営管理一般における経
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営者の役割と責任を、 情報システム構築プロジェ クト に限定しない中で明らかにしたいと
の意図によるものであった。 3 章では情報システム構築プロジェ クト 固有の特性を加味し
てより 詳細な考察を行なう 。 したがって対象とするステークホルダーも、 より 現実に近い
形で細分化する必要がある。

3 章では松島（ 1999） の枠組みに基づき、 ステークホルダーを経営者、 ユーザー部門、
情報システム部門の三者とする（ 図 3-1）

10。

そこでは I T 投資の経済性評価に関するステ

ークホルダーとして、 意思決定者である経営者、 提案者および投資の実行者である情報シ
ステム部門、 効果の実践者および創出者であるユーザー部門の三者がステークホルダーと
して位置付けられている。 情報システム構築プロジェ クト の実務においてしばしば問題に
なる事柄も、 この三者の利害や見解の不一致に起因する。

経営者
効果

投資

情報システム
部門

ユーザー
部門

サービス提供

図3-1 合意形成におけるステークホルダーの枠組み
出典： 松島（ 1999）

栗山（ 2005） は、 実務の中で情報システムの有効性を評価する基準がステークホルダー
によって異なるという 問題が頻繁に発生するとし、 同一企業の中に三種類の異なる価値観
を持つステークホルダーが同居していると指摘した。 そもそも「 有効である」 とは効力を
持っている、 という ことであるが、 その本来的な意味は「 目的に合致している」 という こ
とである。 したがって、「 目的」 が異なる場合は、「 何をもって有効とするか」 という 判断
基準も当然異なってく る。 それが端的に表れるのが、 経営者、 ユーザー部門、 情報システ
ム部門という 、 企業内部における三者三様の価値観であり 、 次のよう に異なった見解を持
つ傾向がある。
経営者は全社戦略や財務的な指標に最終責任を負う 立場から、 投資効果に強い関心を示
す。 ユーザー部門の関心は営業部門、 経理部門、 製造部門など、 それぞれの部門固有の特

10

現実の「 情報システム部門」 は単一の組織ではなく 、 特に情報システム構築プロジェクト の機能はユ
ーザー企業と I T ベンダーから構成されるプロジェ クト ・ チームによって提供される。 したがって、 I T ベ
ンダーは機能的には情報システム部門の一部と見做すこともできる。一方で、両者間の契約や責任範囲の
取り 決めに関する利害相反が、円滑なプロジェクト 運営を阻害している状況も散見される。しかしここで
は敢えて議論の発散を回避するために、 I T ベンダーは引き続き本章におけるステークホルダーの対象外
とし、 ユーザー企業と I T ベンダーの利害相反問題は 5 章で改めて検討する。
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性によって異なる要素はあるものの、 基本的には各自が担当している業務がどの程度効率
的に遂行できるかという 点に集約される。 情報システム部門にとっては情報システム構築
プロジェ クト が、 計画したスケジュールに遅れがなく 、 予算的にもオーバーせずに完成す
るという 、 円滑なプロジェ クト ・ マネジメ ント が最重要テーマとなるかもしれない（ 栗山,

2005）。 情報システム構築を成功に導く ための経営者の行動の明確化という 本論文の目的
に照らした場合、 上記三者間の相互理解と合意形成が重要なテーマとなることは言う まで
もない。

3.2.3 QCD 目標が達成できない原因の考察
序文において、過去のプロジェ クト では QCD 目標の達成率、すなわち QCD 基準におけ
る成功率は 3 割程度であることを述べた。 と同時に、 そもそもなぜ QCD 目標の達成が難
しいのか、 もし成功率が 3 割程度しかないのであれば、 そのよう な情報システム構築プロ
ジェ クト に投資を決断した経営判断は適切と言えるのか、 という 二つの疑問を提起した。
ここではまず、 第一の疑問である、 QCD 目標が達成できない原因について考察する11。
一旦設定された QCD 目標が達成されない状況は勿論好ましいことではない。 しかしこ
の判断は、「 QCD 目標は適切に設定されている」 という 暗黙の前提に立っていないだろう
か。 目標が適切に設定されていたのであれば、 それが達成できなかったのは好ましく ない
ことであり、 その原因究明と再発防止策が厳密に行なわれなければならない。 しかし、 も
し目標自体が適切に設定されていなかったとすれば、 その目標の達成度で結果を評価する
ことこそが不適切である、 という ことになりはしないだろう か。 この場合は結果の評価よ
り も、 目標を適切に設定できなかった原因こそが、 厳密に究明されなければならない。
失敗学の分野では、 失敗の原因は、 未知、無知、不注意、 手順の不遵守、 誤判断、 調査・
検討の不足、 制約条件の変化、 企画不良、 価値観不良、 組織運営不良の 10 種類とされて
いる（ 畑村, 2000）。 これらを時間軸の観点から分類すると、 プロジェ クト 開始前の要因と
しての「 計画や目標設定の失敗（ 未知、無知、調査・ 検討の不足、企画不良、価値観不良）」
と、 開始後の要因としての「 変化対応の失敗（ 不注意、 手順の不遵守、 誤判断、 制約条件
の変化、組織運営不良）」に分けることができる。情報システム構築プロジェ クト において、
到底達成不可能な目標値が設定される状況も含め、 そもそも QCD 目標自体が不適切だっ
たという のは前者の「 計画や目標設定の失敗」 であり 、 目標が適切に設定されていたにも
関わらず達成できなかったという のは後者の「 変化対応の失敗」 である。 そこで以後の検
討では両者を明確に峻別し、 それぞれに論じる。

11

QCD 目標が達成できない原因を、 PM を初めとするプロジェクト ・ チームのメ ンバーのスキルや能力
不足だけに帰結させる見解が少なく ない。実務の中でこのよう な状況が少なからず見られることは事実で
あるが、これらは PM を初めとするプロジェクト 関連人材の育成の課題である。本論文の主題は経営者の
意思決定や行動であるため、その一環として人材育成に関する意思決定も部分的に考察の対象とはなるが、
具体的な PM 育成施策の詳細化は本論文の主題から逸脱するため、 対象外とする。
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3. 2. 3. 1 QCD 目標が適切に設定されていなかったケース
まず「 計画や目標設定の失敗」 として、 QCD 目標を適切に設定することが困難な原因に
ついて検討する。 それらは更に大きく 二つのグループに分けられる12。 第一は、 予算制度
や稟議決済手続に代表される、 企業の意思決定プロセスに起因するものである。 第二は、
戦略目的を持つ情報システム構築プロジェ クト の多く に付随する、 業務改革に起因するも
のである。
まず第一の、 企業の意思決定プロセスに起因する諸要因について検討する。 その多く は
企業の予算サイクルに関わっている。例えば、当年度に組織を改編して業務改革を実施し、
半年をかけて改革プランを立て、 情報システム構築プロジェクト の要求仕様をまとめると
いった計画を立てるケースである。当年度内に情報システムの開発に着手しよう とすれば、
予算は前年度に申請し、 承認を得ておかなければならない。 これは大きな意味を持ってい
る。 つまり予算サイクル上、 業務改革がなされる前に、 情報システムをどう 活用するのか
について概略を提示し、 それに沿って予算を確保しておかなければ、 業務改革が完了して
も、 すぐさまシステム開発作業には着手できないのである。 もし業務改革が終了し、 必要
なシステム仕様が明確になった時点で初めてシステム開発予算を申請するとすれば、 それ
が執行できるのは通常は次年度になってしまう 。したがって、システム開発の予算申請も、
業務改革の開始時点で同時に行なう ことになる。
しかし、 この時点では新しい業務要件すら不明確であるため、 システム要件や QCD 目
標を確固たる根拠に基づいて設定できるはずがない。 明らかに不確実であることを承知で
意思決定されるのである。 費用対効果の試算をいかに精緻に行なおう とも、 実務的にはほ
とんど意味をなさない。 したがって、 この時点で承認された予算や QCD 目標には当然、
変更があり得る。 むしろ、 変更されるのが自然と考える方が合理的ですらある。
第二の、 業務改革に起因する諸要因について検討する。 本論文が対象とする、 経営者が
戦略目的を込めた情報システム構築プロジェクト では、 業務改革と経営改革を緊密に結び
つけるべく 、 まず業務の改革を行った後に I T 活用を検討するという 計画が作成されるこ
とが多い。 しかし、 このよう なプロジェ クト では、 ユーザー部門は業務改革を行った後に
しか情報システムに必要とされる機能を定義できない。 加えて業務改革された業務プロセ
スはまだ、 当該企業では未実施であり 、 それに情報システムを活用しよう としても、 正し
く 運用され、 所期の効果を上げるかどう かは不確実である。 したがって、 業務改革を伴な
う I T 投資には、 多く の不確定要因が含まれていることを無視してはならない。 企業の I T
化の段階（ 図 序-1） における第一および第二段階の情報システム構築プロジェ クト であれ
ば、 手作業のコンピュータ処理への置き換えが中心であるため、 そもそも業務改革などは

12

実務においては三つ目のグループとして、ユーザー企業のプロジェクト を巡って複数の I T ベンダーが
受注競争を展開し、値下げ合戦の末に到底実現不可能と思われる QCD 条件で決着するよう な事例も多々
見受けられる。しかし受注競争の末に健全とは言えない状況で決着したケースは凡そ学術研究の対象とは
なり 得ないため、 本論文では取り上げない。
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不要であり、要件定義も比較的容易であったと考えられる。そのよう なプロジェ クト では、
予算制度からの要請に基づいて前年度に実施される概略の要件定義と概算予算に基づいて

QCD 目標を設定し、 翌年度にプロジェ クト を実施する、 といったことも可能だったかも
しれない。 しかし業務改革が半ば前提になるよう な第三および第四段階の情報システムと
もなれば、 従来のアプローチがそのまま適用できるとは限らない。
従来のプロジェ クト ・ マネジメ ント では、 要件が明確に定義されてからプロジェ クト が
スタート するという 前提に立っていたが、 これは今やほとんどの場合、 成り 立たない。 要
件が曖昧なままに意思決定され、情報システム構築プロジェ クト はスタート する。
「 まず要
求仕様を明確にしてから」 という あるべき論は、 ほとんど意味を持たない。 業務改革作業
とシステム開発作業は、 順次的でもあり 並行的でもあり、 オーバーラッ プしながら進行す
るのが今日の現実である。
ウォーターフォール方式（ Royce, 1970） が想定している、 現行業務の分析〜システム要
件定義〜システム開発〜テスト 〜稼働という よう な、 従来型の順次的な開発プロセスは、
現行業務を変更しない単純な移行を前提として初めて成り 立つ。 しかし、 業務改革を伴な
う 情報システム構築では、 新しい業務での実務を経験することなく 、 情報システム構築プ
ロジェ クト が開始されることになる。したがって、テスト 段階で不具合や問題が生じても、
それがプログラムのバグなのか、 仕様の不整合なのか、 更に上流の業務改革の問題なのか
の判別は難しい。 不具合の内容や影響度によっては、 稼働時期さえ見直さざるを得ない場
合もあるかもしれない。 また、 稼働時期を厳守するならば、 資源の追加などの費用増加が
避けられない。 正しく 投資意思決定の段階では、 その時点での見積もり 費用、 稼働時期、
期待効果などに多く の不確定要因が含まれており 、 業務改革作業後にしか新しい業務要件
は確定しないのである。
一般に言われる、「 仕様が曖昧」 という 情報システム構築プロジェクト の失敗原因の本質
が、 そこに窺える。 失敗の原因を要件定義や仕様書作成に携わるプロジェクト ・ メ ンバー
の能力不足という 、 スキルの問題に帰結させる見解が多く 見られる。 それらは確かに一面
の真理ではあろう が、 必ずしも正鵠を射ているとは言えない。 QCD 目標が設定されるま
でのプロセスと、 その内容にこれだけの不確実性が含まれている以上、 その達成度を問う
こと自体に意味があるのかどう かも再検討されねばならない。 加えてこのよう な経緯と状
況の中で設定された QCD 目標を、 一旦設定されたからには絶対に変更が許されないとす
る立場は、 現実から乖離していると言わざるを得ない。 むしろ当初に設定された QCD 目
標はあく まで仮のものとし、 局面が進むごとにそれらを柔軟に見直していく 、 柔軟な姿勢
こそが求められるのではないだろう か。

3. 2. 3. 2 QCD 目標が適切に設定されていたケース
次に、 目標が適切に設定されていたにも関わらず達成できなかったという 「 変化対応の
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失敗」 について検討する。 ここでは St andish Group13のデータに基づき、 QCD 目標が未
達成となる原因の分析を行なった。 まず同調査における成功（ 表 3-1）、 不成功およびキャ
ンセル（ 表 3-2） ごとの原因ト ッ プ 10 から不成功とキャンセルの要因を合算し、 重複を除
去してそれらの因果関係を整理した。 その結果、 QCD 目標が未達成となる原因は大きく
以下の 2 つのグループに分類され、 かつそれらの根本原因はいずれも経営者の支援不足に
帰結することが確認された。 以上の分析を図示したものが図 3-2 である。 論理的にブリ ッ
ジが必要な部分は筆者が加筆した。

表 3-1 Standish Group の調査における QCD 目標達成の要因
出所： The St andish Group（ 1994） を基に筆者作成

【プロジェクトの成功要因・トップ10】
ユーザー部門の巻き込み
15.9%
13.9%
経営陣の支援獲得
13.0%
要求が明確
9.6%
適切な計画の立案
プロジェクトへの現実的な期待
8.2%
プロジェクトの小刻みなマイルストーン管理
7.7%
優秀なスタッフ
7.2%
5.3%
オーナーシップ
2.9%
ビジョンと目標の明確化
2.4%
厳選されたスタッフのハードワーク
その他
13.9%

表 3-2 Standish Group の調査における QCD 目標が未達成となる要因
出所： The St andish Group（ 1994） を基に筆者作成
【プロジェクトのチャレンジ（＊）要因・トップ10】
12.8%
ユーザー部門の巻き込み不足
12.3%
要求と仕様が不明確
要求と仕様の度重なる変更
11.8%
7.5%
経営陣の支援不足
7.0%
テクノロジーが不完全
リソースの不足
6.4%
5.9%
プロジェクトへの非現実的な期待
不明確な目標
5.3%
非現実的なタイムフレーム
4.3%
3.7%
新しいテクノロジー（への熟練不十分）
その他
23.0%
＊チャレンジ：QCDのいずれかの超過による不成功

13

【プロジェクトのキャンセル要因・トップ10】
13.1%
不完全な要求
12.4%
ユーザー部門の巻き込み不足
リソースの不足
10.6%
9.9%
プロジェクトへの非現実的な期待
9.3%
経営陣の支援不足
要求と仕様の度重なる変更
8.7%
8.1%
計画の欠如
状況の変化で情報システムが
7.5%
不要になった
6.2%
ＩＴマネジメントの欠如
テクノロジーの未成熟
4.3%
9.9%
その他

The Standish Group, The CHAOS Report （ 1994）
http://www.standishgroup.com/sample_research/chaos_1994_1.php
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経営陣の支援不足

ユーザー部門の
巻き込み不足
人的能力
関連

テクノロジー
関連

リソースの不足

新しいテクノロジー
（への熟練不十分）

不完全な要求

不明確な目標

要求と仕様
が不明確
要求と仕様の
度重なる変更

経営環境の変化

ＩＴマネジメントの欠如

テクノロジーの未成熟
テクノロジーが不完全

計画の欠如
プロジェクトへの
非現実的な期待

戦略
関連
状況の変化で情報シ
ステムが不要になった

非現実的なタ
イムフレーム

これは経営者にとっては失敗ではない

筆者が補足

図 3-2 QCD 目標が未達成となる原因間の因果関係

The Standish Group（ 1994） を基に筆者作成

第一のグループは、 人的能力関連（ 情報システム構築プロジェ クト の実行能力がメ ンバ
ーに備わっていなかったことが判明した） である。 情報システム構築プロジェ クト ・ チー
ムにそのプロジェ クト で要求される作業を実行できる能力を持つメ ンバーがアサインされ
ていない、 あるいはアサインされていても兼務などで十分なワークロード が確保されてい
ない、 といった状況は要件の明確化や確定を阻害する14。 典型的なケースは、 要件定義を
行なう 能力を持つユーザー部門代表のメ ンバーが多忙などを理由に要件決定会議に参加せ
ず、代理の立場で参加したメ ンバーが決定を保留して部門に持ち帰るといった事象である。
このよう なことが繰り 返されるとスケジュールは遅延を始め、 QCD 目標の達成が困難に
なっていく 。 これらは結果的にユーザー部門の巻き込みが不足だった、 あるいはリ ソース
が不足していた、 と評価される。 またこれら実行能力の不足は、 情報システム構築プロジ
ェ クト の開始前の段階で潜在的リ スクとして認識されるケースもあるが、 顕在化するのは
要件定義段階であることが多い。
このよう な事態を打開するために必要な、 当該能力を有するメ ンバーの追加アサインや
増員は、 通常の PM の権限を超えるため、 PM はこれらの支援を経営陣に要請する。 しか
しその要請が受け容れられるかどう かは、 エスカレーショ ン・ パスや意思決定プロセスの
整備度、 当該情報システム構築プロジェ クト の重要性に関する経営者の認識レベルといっ
た様々な要因に左右され、 必要な支援がタイムリ ーに得られるとは限らない。 また、 当該
企業にそもそもそのよう な能力を有するメ ンバーがいないのであれば、 それは自社の能力
を超える難易度の情報システム構築プロジェクト にチャレンジしてしまっていた、 という
14

この根底には PM やプロジェ クト ・ メ ンバーの能力という 人材育成の問題が存在していることは前述
のとおり である。 しかしここではあく までこの問題を経営者の意思決定や行動の観点から考察する。
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ことを意味する。 このよう な場合には、 短期的には外部からそれらの能力を持つメ ンバー
を招聘する、 プロジェ クト を分割して難易度を下げる、 などの現実的な対策がとられない
限り 、 早晩破綻を免れない。 場合によってはプロジェ クト の早期の中止が最善の選択肢と
もなり 得る。
第二のグループは、新しいテクノ ロジーに関連する原因である。新しいテクノ ロジーは、
その普及の初期には品質や性能が不安定なことが多く 、 作業者の生産性を阻害することが
珍しく ない。 またそれらのテクノ ロジーに関する作業者の習熟度が低い期間においては、
本来の性能や開発生産性は期待できない。これらが情報システム構築プロジェ クト の QCD
を悪化させるという 、 技術面の要因は確かに存在する。 しかし一見、 技術的な要因から生
じているよう に見えるこれらの問題も、 I T ガバナンスの観点から見るならば、テクノ ロジ
ーの成熟度や安定度の判断（ 目利き） 能力、 およびそれらを使いこなすための人材の計画
的な育成の問題に帰結する。 すなわち一見、 テクノ ロジー分野の原因と見えるものも、 I T
ガバナンスの欠如の問題を経て、 最終的には経営者の支援不足に収斂するのである。
同調査ではもう 一つ、 戦略関連として、 環境の変化によって情報システム構築プロジェ
クト 自体がその意義を失った、 という 原因が挙げられている。 何らかの戦略目的を込めた
情報システム構築プロジェ クト において、 その戦略目的が前提としていた社内外の環境が
変化することによって、その戦略目的自体が変質あるいは消滅することは十分起こり 得る。
このよう な場合は情報システム構築の目的自体が消滅したのであるから、 プロジェ クト も
即刻中止されて然るべきである。 そこまでに投じられた経営資源の多く は、 確かに無為に
費やされる結果となるが、 しかしこれは特定の個人の責に帰すべき失敗ではなく 、「 消滅」
と評価するのが適切である。以上の考察から、QCD 目標が未達成となる根本的な原因は、
二つのグループとも経営者の支援不足に帰結することが確認された。
しかしそう であれば、 ここでまた新たな疑問が湧く 。 本論文が対象としてきたのは、 経
営者が何らかの戦略目的を込めた情報システム構築であった。 それが「 経営者の支援不足
で頓挫し ている」 と いう のは矛盾ではないのだろう か。 このよう な事態が生じ る理由を

Anthony（ 1965） の提唱した経営管理活動の三層構造の観点から考察すると、 経営者が担
う 戦略的計画層と PM が担う オペレーショ ナル・ コント ロール層の乖離にその原因を求め
ることができる。 換言すれば、 中間層であるマネジメ ント ・ コント ロール層の機能不全に
よって、 経営者と PM の間に「 共通言語」 が存在しない状態が生じていると考えられる、
という ことである。

QCD 目標の達成には経営者の支援を適切に引き出せる仕組みが必要であることは、既に
述べた。QCD 目標の達成が情報システム構築プロジェ クト の成功に不可欠なのであれば、
その達成に必要な支援を行なわない経営者は不作為責任を免れないはずであるが、 このこ
とが経営者に理解されていないのかもしれない。 あるいは現在の情報システム構築プロジ
ェ クト の企画や運営手法に、 何か致命的な問題がある、 という ことかもしれない。 ここで
はその原因を、 QCD の悪化と情報システム構築プロジェ クト の目的達成との因果関係が
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経営者に適切に理解されていないという 点に求め、 両者間の「 共通言語」 を確立し、 因果
関係に関する認識を共有することの重要性について考察する。
経営者と PM の関係は、 旅客機の機長（ パイロッ ト ） と航空機関士（ フライト エンジニ
ア） に例えられる。 機長の役割は乗客を目的地まで安全、 確実かつスケジュールどおり に
移動させることであり 、 航空機関士の役割は、 機長の目的達成を支援すべく 、 動力系に要
求される性能を発揮させ続けることである。 ここで重要なのは、 航空機の場合には安全な
フライト と、 エンジンを初めとする各機関の稼動状況の間に明確な因果関係が存在し、 か
つすべての当事者がそれらを「 共通言語」として明確に認識している、という ことである。
一方、 情報システム構築プロジェ クト では必ずしもそう ではない。 初期の重要な工程で
ある要件定義作業が順調に進まないという 現象は、 大きなト ラブルの先行指標の一つであ
る。 それは双発エンジンの航空機において 1 基が停止したのに相当するインパクト の場合
もある。 しかし、 その報告を受けて正確にその危険度を察知できる経営者は、 必ずしも多
いとは言えない。 特にそれらの報告が、 経営者に理解できない I T 用語を羅列して行われ
る場合には、 プロジェ クト の危機的な状況は益々経営者に理解されなく なるに違いない。
戦略目的の達成が QCD の悪化によって危ぶまれる状況に陥り 、 かつそのことが経営者
に理解可能な言語で、 タイムリ ーに伝達されるならば、 経営者はその建て直しのために、
重大な意思決定を行なう はずである。 そこでは稼働時期や予算について再考することも、
十分に考えられる。 更に戦略目的の達成が不可能であると判断したら、 あるいはプロジェ
クト が戦略目的の遂行に役立たないと判断したならば、 その時点で経営者はプロジェクト
の中止を宣言するに違いない。 そのときこそ、 プロジェクト の失敗が確定したと言える。
以上が、 経営者が戦略目的を込めたにも関わらず、 情報システム構築プロジェ クト が経
営者の支援不足で失敗に至る典型的なシナリオである。 つまり 経営者は何が適切な支援な
のかの判断材料を適切に得られないため、 結果的に、 効果的な支援が行なえない状況に陥
っているのである。 であれば、 情報システム構築プロジェ クト の戦略目的と、 QCD の観
点から見たプロジェクト の状況との因果関係を、航空機の場合と同程度に明瞭に可視化し、
両者間に「 共通言語」 を確立することがまず必要になる。
しかし現実には、 経営者の描く 戦略と PM を直結させる「 共通言語」 をいきなり構築す
ることは困難である。 それは両者の責任と権限の範囲や、 両者が依って立つ企業内での立
場や判断基準、 使用言語などが余り にも違い過ぎるからである。 そこで両者の間に「 共通
言語」 として機能する、 何らかの媒体を介在させることが必要になる。 このよう な「 共通
言語」 が設定できれば、 経営者と PM の相互理解が大きく 進展すると期待される。 このよ
う な「 共通言語」 の役割を期待されるのが、 Anthony（ 1965） が提唱した経営管理の三階
層において、戦略的計画層とオペレーショ ナル・ コント ロール層を架橋するマネジメ ント ・
コント ロール層である。 ただしこれらの「 共通言語」 は、 単一かつ汎用的なものが定義可
能な訳ではなく 、 むしろ当該企業や個々のプロジェ クト の特性を反映したものにならざる
を得ないと考えられる。 これらの詳細については 3.4 で改めて考察する。
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また序文で提起した二つ目の「 もし成功率が 3 割程度しかないのであれば、 そのよう な
情報システム構築プロジェ クト に投資を決断した経営判断は適切と言えるのか」 という 疑
問には、 3.2.5 で一旦仮の回答を与えた上で、 プロジェ クト の成功率は本当に 3 割程度な
のかという 確認も踏まえて、 4 章の事例研究で再度検討する。

3.2.4 プロジェ クト の成功と失敗の再定義
ここでは本論文における情報システム構築プロジェ クト の成功と失敗の内容を改めて定
義する。 更にそれを踏まえ、 経営者視点に基づく 情報システム構築プロジェ クト の評価手
法のあり 方を提言する。 まず、 経営者にとっての「 プロジェクト の成否」 と、 PM にとっ
ての「 プロジェ クト ・ マネジメ ント の成否」 を明確に峻別し、 前者を「 I T 投資マネジメ ン
ト 」、 後者を「 プロジェ クト ・ マネジメ ント 」 と捉える。 その上で、 両者が別々に論じられ
てきたこと自体が問題であり 、 両者の効果的な連携こそが重要であることを指摘する。

3. 2. 4. 1 QCD 基準と目的達成度基準
谷島・ 目次（ 2009） は、 経営者は現在も情報システムに期待しているが、 それは十分に
は満たされていないと報告している。 そこでは｢I T の活用度を高めれば企業競争力を高め
られると思う か｣との質問に 80%以上の経営者が、「 そう 思う 」、 または「 ややそう 思う 」
と回答している。 この結果は、 成功率が 3 割程度に過ぎないとする一連の QCD 基準によ
るレポート （ 矢口・ 吉田, 2008） と明らかに相反している。 これをどう 解釈すれば良いの
であろう か。
谷島・ 目次（ 同上） の調査は個々の情報システム構築プロジェ クト ではなく 、 各社の情
報システム全般を対象に行なわれているため、 この回答はその企業で過去に実施されたす
べての情報システム構築プロジェ クト への総合評価と 解釈できる。 であれば、 経営者は

QCD 基準とは異なる基準で情報システム構築プロジェ クト の成否を評価しており 、 かつ
その基準に照らせば、 経営者は成功率を QCD 基準の調査ほどには低いとは認識していな
いのではないか、 と考えることができる。 序文で提起した、 「 もし QCD 基準の報告が指
摘するよう に、 成功率が本当に 3 割程度しかないのであれば、 そのよう な情報システム構
築プロジェクト に投資を決断する経営判断は適切なのか」 、 という 疑問を解決するヒント
もここにあるのかもしれない。 その当否は 4 章の事例研究に委ねることとするが、 ここで
は経営者はどのよう な基準に基づいて情報システム構築プロジェ クト の成否を評価してい
ると考えられるのかについて、 更に検討する。

2 章では経営者の意思決定は、「 因果関係の網の目」 構造論やダブルループ学習の立場か
ら行われているのではないかと考えられることを述べた。 ここではその視点に基づき、 従
来の QCD 基準による評価が前提としてきた「 一旦設定された QCD 目標の変更は許され
ず、 それが達成できない情報システム構築プロジェ クト は失敗である」 という 考え方に疑
問を呈する。 その上でまず、 PM と経営者の情報システム構築プロジェ クト 評価に関する
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視点や基準の相違点を、 その役割や責任範囲の観点から整理する。
筆者は先行研究において、 経営者にとってのプロジェ クト の成否と、 PM にとっての成
否は明確に峻別すべきと主張した（ 栗山, 2011）

15。 2.1

で考察したよう に、 情報システム

構築プロジェ クト も経営者にとっての経営管理活動の一つであり 、 その意思決定に必要な
情報を管理会計に求めている。 管理会計は企業の業績向上を目指して実施される取り組み
であった（ 廣本ら , 2008）。 また本論文の対象としている、「 企業の経営者が何らかの意図
を戦略目的として込めた情報システム構築プロジェ クト 」 には、 何らかの戦略目的が込め
られており、 それは自社の業績向上を意図していることは自明である。
個々の情報システム構築プロジェ クト ごとにその内容を見れば、業種、業態、企業規模、
経営環境、 経営戦略や経営課題などによって具体的に目指すものは千差万別である。 しか
しそれらはいずれもその企業の業績向上を目指すものであることは共通している。 したが
って経営者は、 その情報システム構築プロジェ クト が自社の業績に寄与したかどう かを判
断基準としているのではないかと考えることができる。
プロジェ クト とは「 独自の成果物またはサービスを創出する目的のために、 異なる組織
のメ ンバーが集まり、 決められた期間と、 限られた予算のもとで、 計画的に実行される活
動（ PMI , 2013）」 である。 したがってプロジェ クト の成否は、 そのプロジェ クト に設定さ
れた「 目的」 の達成度で評価される。本論文で経営者の視点と位置付ける、「 情報システム
構築を伴う 経営改革プロジェ クト 」 の成否の判断基準が、 これに該当する。 しかし現実の
プロジェ クト ではこの「 目的」 が PM にとっての QCD 目標と混同されてしまい、 経営者
にとっての「 目的」 が十分に論じられてこなかったのではないだろう か。 本論文の一つの
主張は、目的達成度、すなわち経営者の視点をもっと重視する必要があるという 点にある。
一方プロジェ クト ・ マネジメ ント とは「 プロジェ クト に与えられた目的を達成するため
に、 人材・ 資金・ 設備・ 物資・ スケジュールなどをバランスよく 調整し、 全体の進捗状況
を管理する手法（ PMI , 同上）」 である。 プロジェクト ・ マネジメ ント の成否を評価するた
めには、「 全体の進捗状況を管理する」 何らかの管理指標が必要とされ、ここに従来、一般
的には QCD 基準が用いられてきた。本論文で PM の視点と位置付ける、「 情報システム構
築プロジェクト 」 の成否の判断基準が、 これに該当する。 その妥当性について十分な議論
が尽く されてきたとは言い難いが、 QCD 基準はそれを代替する効果的な指標が提案され
ないまま、 事実上の標準として今日に至っていると言えよう 。 ただし筆者は、 QCD 基準
に代わる管理指標の提案を意図するものではなく 、 引き続き QCD 基準をプロジェ クト ・
マネジメ ント の管理指標、 すなわち PM の視点と位置付けることを適切と判断している。
むしろ QCD 目標だけに注目してその達成率を向上させることには限界があり 、 目的達成
度基準との連携による相互作用が QCD 目標の達成率向上にも貢献し得ることを指摘した
い。 このよう な考え方の前提として、 PM の職責は本来、 経営者から委嘱されたスコープ
筆者のこのよう な問題意識は、 永年の I T 業界での実務において、 プロジェ クト 評価の際に QCD 基準
が余りにも偏重されていることに違和感を覚える場面が多かったことに基づいている。
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と QCD 目標の範囲におけるプロジェ クト の遂行に限定されるはずのものであることを再
確認しておきたい。
以上のことを踏まえ、 ここからは「 PM は主として QCD 基準に基づいて、 経営者は主
としてその情報システム構築プロジェ クト に込めた戦略目的の達成度に基づいて成否の評
価を行なう 」 との仮定を置き、 その妥当性を確認しながら検討を進める。 この仮定は、 序
文で提起した、「 もし成功率が QCD 基準のとおり 本当に 3 割程度しかないのであれば、そ
のよう な経営判断は適切と言えるのか」、 という 問いに対して現時点で一旦、「 経営者は

QCD 基準だけではなく 、 目的達成度基準をも勘案して成否の評価を行なっている。 した
がって QCD 基準での評価と経営者の成否の評価は必ずしも一致しているとは限らない」
という 仮の回答を与えるものである。 この仮の回答の当否は、 4 章の事例研究にて改めて
確認することとする。
ここまでの考察に基づき、「 プロジェ クト 16」 の成否を経営者の視点と PM の視点から 4
象限に分類したものが図 3-3 である。 横軸は従来から行われてきた QCD 基準に基づく 評
価を示しており、右半分が成功、左半分が失敗である。この評価基準は PM の視点である。
一方、縦軸が目的達成度基準に基づく 評価軸であり 、上半分が成功、下半分が失敗である。
これは言う までもなく 経営者の視点である。 そして目的達成度と QCD 目標達成度の双方
が高い象限を「 満足な成功」、 目的達成度のみが高い象限を「 不満足な成功」、 QCD 目標
達成度のみが高い象限を「 形式的な成功要因を満たした失敗」、共に低い象限を「 純粋な失
敗」 とそれぞれ命名する。 また本論文ではこれ以降、 図 3-3 を「 プロジェ クト 」 の成否に
関する検討のフレームワークと位置付ける。

「成功」の範囲

高
¬

（
経目
営的
者達
の成
視
点度
） ®
低

不満足な成功

純粋な失敗

満足な成功

形式的な成功要件を
満たした失敗

低¬ QCD目標達成度 ® 高
（プロジェクト・マネジャーの視点）

図 3-3 「 プロジェクト 」 の成功と失敗の再定義

「 満足な成功」 と「 純粋な失敗」 については特段の説明は要しないと考えられる。「 不満足
16

前述のよう に、 目的達成度基準とは経営者が「 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェクト 」 を
評価する基準であり、 QCD 基準とは PM が「 情報システム構築プロジェクト 」 を評価する基準である。
これ以降は煩雑さを回避するため、 両者の意味を併せ持つ場合は「 プロジェ クト 」 と表記する。
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な成功」 とは、 コスト やスケジュールの目標は達成されなかったが、 本番稼動後は当初の
戦略目的を達成し、 経営者視点では成功と評価できるといったケースを指す。 一方の「 形
式的な成功要因を満たした失敗」 とは、 情報システム自体は QCD 目標を満たして構築さ
れたが、 何らかの理由でプロジェ クト に込められた戦略目的が未達成となり 、 経営者視点
では成功とは評価できないケースである。
ここで目的達成度基準と QCD 基準を二軸にとり 、 プロジェ クト の成否を 4 象限に分類
することの論理的な妥当性を確認しておきたい。 一つの解釈として、 これら二つの判断基
準は、 判断を行なう 主体が異なるのであるから、 判断軸も独立していると単純に考えて良
いのかもしれない。 しかし現実には、 経営者の目的達成度基準に基づく 判断も、 その目的
を達成するために要したコスト や期間と無関係ではない。 経営戦略の面で非常に価値のあ
る情報システムであったとしても、 その構築に許容範囲を超えるコスト や期間を要したの
であれば、経営者は少なく とも「 満足な成功」 とは評価しないと考えられる。したがって、
判断を行なう 主体が異なるのであるから、 判断軸も独立していると考えて良い、 とする解
釈は論理的な精緻さを欠いていると言わざるを得ない。
そこで目的達成度基準と QCD 基準を二軸にとり 、 プロジェ クト の成否を 4 象限に分類
することの論理的な妥当性を確認する一つのアプローチとして、 集合論に基づく 必要十分
条件の確認を試みる。 図 3-4 のケース 1 における目的達成度基準と QCD 基準の集合のそ
れぞれ内側が成功、外側が失敗であり 、両者の交わり の部分が「 満足な成功」、両者のむす
びの補集合が「 純粋な失敗」 である。 二つの基準に基づきプロジェ クト の成否を二軸 4 象
限に分類することの妥当性は、 一方が他方を包含する関係にないこと、 すなわち図 3-4 に
おけるケース 2 でも 3 でもなく 、ケース 1 であることを検証することで確認可能である17。

ケース1
QCD基準

目的達成度基準
不満足な成功

満足な成功

形式的な成功要件を
満たした失敗

純粋な失敗

ケース2

ケース3
QCD基準

目的達成度基準
QCD基準

目的達成度基準

図 3-4 目的達成度基準と QCD 基準の関係
17

論理的には両者の交わり が存在しないケース 4 も想定し得るが、 現実には両者の交わり として「 満足
な成功」 が存在することは自明であるので、 ここでは検討の対象外とした。
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まず QCD 基準を目的達成度基準が包含しているケース 2 について検討する。 これは

QCD 基準が満たされていれば、経営者は必ず成功と評価する、すなわち QCD 基準が目的
達成度基準に対して必要十分条件であることを意味する。 しかしこれは明らかに実務から
乖離している。本論文が対象とする、経営者が何らかの戦略目的を込めたプロジェ クト は、
換言すれば情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェクト であり 、 それらは情報システ
ム構築のみならず、業務改革などの関連プロジェクト を伴う（ 図 3-5）。かつ情報システム
構築を伴なう 経営改革プロジェ クト は、 それらのすべてが満足水準を満たさなければ成功
とは看做されない。
サプライチェ ーン・ マネジメ ント の改革プロジェクト を例にとるならば、 その戦略目的
は在庫の削減やリ ード タイムの短縮に置かれることが多い。 そのために需要予測システム
が構築され、 取引先との受発注のためにネッ ト ワークが敷設されるなど、 様々な情報シス
テムが導入される。 しかしこれらの情報システムが所期の機能を発揮するためには、 取引
先が従来の受発注のタイミ ングやロッ ト の変更に応じてく れること、 需要予測のために必
要な情報が社内外からタ イムリ ーに提供されること と いった、 業務改革の領域に属する
様々な取り 組み18が奏功することが前提となる。 したがって、 情報システム構築プロジェ
クト が成功する、すなわち QCD 基準が満たされていれば、経営者は必ず成功と評価する、
という ケース 2 は成立しないことが確認される。

情報システム構築を伴なう経営改革プロジェクトの成否
（目的達成度基準）

QCD基準
情報システム構築プロジェクトの成否

業務改革の成否

図 3-5 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト の成否

次に QCD 基準が目的達成度基準を包含しているケース 3 について検討する。 これは

QCD 基準が満たされていない場合、 経営者は決して成功とは評価しないという ことを意
味するが、 これには疑念を禁じ得ない。 コスト の超過やスケジュールの遅延は決して好ま
しいことではないが、 注視すべきはその超過や遅延の程度である。 それらが軽微であり 、

18

この領域には、 当該情報システムを活用するために必要な操作教育や、 情報活用能力の向上教育など
によってユーザー部門のリ テラシーを高める、当該情報システムが想定しているデータ入力のタイミ ング
や精度が確保されるなど、ユーザー部門に依存する要因も多数存在する。ここではそれらをも包含して業
務改革と総称する。
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経営者が当該プロジェ クト に込めた戦略目的にさしたる影響を及ぼさないと判断する場合
19は、 経営者は「

純粋な失敗」 ではなく 、「 不満足な成功」 と評価することは大いに考えら

れる。 ただし現時点でこの解釈は仮定の域を出ず、 またここまでの考察の範囲ではこれ以
上の掘り 下げも困難である。 したがってその真偽の確認は 4 章の事例研究で、 個々のプロ
ジェ クト 事例に基づいて改めて実施することとする。

3.2.4.2 エンド ・ ツー・ エンド の時間軸
情報システム構築プロジェ クト の成否を論じるに当たっては、 その評価のタイミ ングと
時間軸にも注意が必要である。 図 3-3 にプロッ ト （ 点描） されるのはあく までも、 その情
報システム構築プロジェ クト の最終結果であって、 その途上ではフェ ーズごとに様々な紆
余曲折を辿ることが多い。 当初は順調であったプロジェクト 関連作業が徐々に遅れ始め、
その挽回策が奏功するか否かによって事態が好転したり、 更に悪化したりする。 これらの
状況は経営陣に報告され、 QCD 目標の修正やリ ソースの追加が検討されたり もする。
このよう なイベント が次の状況を作り 出し、 情報システム構築プロジェ クト の状況は図

3-3 の 4 象限を順次移動していく （ Kuriyama & Umeda, 2009）。 その移動が終了し、 評価
が確定するのは、 主に以下の二つの場合である。 一つは経営者が状況の改善は不可能と判
断し、 支援を打ち切ったケースである。 このケースでは当該プロジェ クト は終焉を迎え、
「 純粋な失敗」 が確定する。 しかしそこに至るまでは情報システム構築プロジェクト は継
続中であり、 再建の可能性を残している。 もう 一つはプロジェ クト 作業が曲がりなりにも
最後まで実施され、 部分的にせよ当該情報システムが本番稼動を迎え、 評価に耐える段階
に到達したケースである。 その場合は目的達成度基準と QCD 基準に従って、 前述の 4 象
限のいずれかの評価が下される。
加えて経営者の目的達成度基準と PM の QCD 基準ではその評価の時間軸が異なってい
ることにも注意が必要である。 PM の時間軸は基本的にはソフト ウェア・ ライフサイクル
（ Pressman, 1982） の中に閉じている。それは PM の本来の職責が、スコープと目標とす
る成果物を所与のものとし、 QCD 目標を制約条件としながらそれらの成果物を完成さ せ
ることだからである（ PMI , 2013）。 したがって PM の QCD 基準による評価はソフト ウェ
ア・ ライフサイクルの最終フェ ーズ、すなわち本番稼動時点で実施することが可能である。
一方の経営者視点である目的達成度基準での評価は、 本番稼動から更に一定期間が経過
し、 効果測定が可能になった時点まで待たざるを得ない。 その期間がどの程度必要になる
かは個々の情報システムの特性に依存するが、 通常は短く ても 3 ヶ月から半年程度、 場合
によっては1 年間や更に長い期間にわたる本番運用の状況を踏まえて評価を行なう ことが
適切なケースもある。 また、 その開始時期も PM のソフト ウェ ア・ ライフサイクルより 早
く 、 超上流工程（ 情報処理推進機構ソフト ウェ アエンジニアリ ングセンター, 2006） にお
19

例えば 1 億円の予算を「 1 円」 超過してもコスト オーバーには違いないが、 このプロジェ クト が失敗
と評価されるケースは多く ないのではないだろう か。
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いて当該情報システムの戦略目的を検討するフェ ーズまで遡る。 このよう な経営者の評価
の時間軸を、 本論文では「 エンド ・ ツー・ エンド の時間軸」（ 図 3-6） と呼称する。

プロジェクトの目的達成度
（エンド・ツー・エンドの時間軸）

目的

結果

超上流工程
成果検証
経営戦略〜ビジネスケース
ビジネス要件定義〜業務要件定義

ユーザー受入テスト

ユーザーへの
活用支援策

ソフトウェア・ライフサイクル
上流工程
システム要件定義

下流工程

QCD目標の達成度

システム設計

運用テスト

保守

システム・テスト
運用

ソフトウェア設計

中流工程

ソフトウェア・テスト

プログラミング

図 3-6 エンド ・ ツー・ エンド の時間軸に基づく 情報システム構築プロジェ クト の評価

Pressman（ 1982） を基に筆者作成

QCD 目標を中心とする考え方から、 プロジェ クト の目的とその成果を対比する考え方
への転換は、 ソフト ウェ アのライフサイクルの拡張を意味する。 すなわち従来の品質管理
はシステム要件定義と運用テスト 、 システム設計とシステム・ テスト 、 ソフト ウェ ア設計
とソフト ウェ ア・ テスト という 、 プログラム開発における工程ごとの成果物を検証するこ
とによって行なわれてきた。 これらは、 経営者の視点を反映しているとは言えない。
評価の基準や時間軸がこのよう に異なっているのであれば、 経営者と PM が同じ情報シ
ステム構築プロジェクト について異なる評価を下すことは、 むしろ当然あり 得ることと言
える。 構築論（ PM の QCD 基準） では情報システム構築プロジェ クト の成功率は低いと
いう のが一般的な認識であった。 それは一旦設定した QCD 目標は変更せずに、 その目標
達成を目指すシングルループ学習の概念に基づく からであるが、 結果的に当初の目標を達
成できないケースが多いのは、 序文で述べた統計データのとおり である。
エンド ・ ツー・ エンド の時間軸に基づく 評価とは、 情報システム構築プロジェ クト を、
超上流工程での目的設定の時点から、 最終的に成果が確認できた時点までの時間軸で評価
する考え方である。 かつ超上流工程で設定された「 目的」 と、 情報システムの本番稼動後
の成果検証の「 結果」 を、 エンド・ ツー・ エンド で比較して成否を判断するという 、「 目的
達成度による評価」 の考え方に基づいている。
成果確認のタイミ ングまで評価の時間軸を拡張するエンド ・ ツー・ エンド の時間軸の考
え方はは、次の二つのメ リ ッ ト をもたらすことが期待できる。第一は、「 経営者から放棄さ
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れない限り情報システム構築プロジェ クト は存続し、 最終的に成功を収められる可能性が
残っている」 とステークホルダーが認識できることが、 モチベーショ ン維持などの観点か
ら有益だからである。 第二は、 情報システムだけが完成しても、 それが意図したビジネス
価値が実現しなければ、経営者が意図した戦略目的は達成されたとは言えないからである。
従来、ともすれば構築段階と比較して関心を持たれることの少なかった、
「 情報システム稼
働後、 戦略目的達成前」 の期間における、 各ステークホルダーの役割と責任に、 このアプ
ローチが改めて注意を喚起することが期待される。

3.2.5 経営者のプロジェ クト の評価基準に関する仮定
本節の考察を「 なぜ QCD 目標が達成できないのか」、「 本当に成功率が 3 割程度しかな
いのであれば、 そのよう な情報システム構築プロジェ クト に投資を決断する経営判断は適
切なのか」 という 二つの問いに回答する形で振り 返る。 最初の問いへの回答は「 QCD 目
標が適切に設定されていたか否か」 によって更に次の二つに分かれた。
まず QCD 目標が適切に設定されていない場合には、 非現実的な目標値が設定されるこ
とによって目標が達成できなく なる可能性が高まる。 適切な QCD 目標が設定されにく い
原因には、 企業の意思決定プロセスや予算制度、 稟議決済制度、 および業務改革に起因す
る不確実性などがあることを明らかにした。 目標設定が不適切であれば、 その目標の達成
率で情報システム構築プロジェ クト の成否を評価することも適切とは言えない。
次に QCD 目標が適切に設定されていた場合である。 QCD 目標未達成の原因は不適切か
つ不十分なリ ソースアサインにあり 、 かつその根本原因は経営者の支援不足に帰結する。
その解決のためには経営者と PM 間の「 共通言語」 の整備が必要であることを述べた。 ま
た「 共通言語」 を有効に機能させるためには、 経営者が司る戦略的計画層と PM が管理す
るオペレーショ ナル・ コント ロール層の用語を変換し、 両者の相互理解を促進するマネジ
メ ント ・ コント ロール層の機能が重要であることも明らかになった。
第二の問いは「 成功率が本当に 3 割程度しかないのであれば、 そのよう な情報システム
構築プロジェ クト に投資を決断する経営判断は適切なのか」 であった。 これに対しては、
このよう な問い自体が成立しないという のが、 現時点での仮の回答である。 成功率が 3 割
程度という のはあく まで情報システム責任者向けの QCD 基準に基づく アンケート の結果
である。 2 章で述べた「 因果関係の網の目」 構造論やダブルループ学習の観点からは、 経
営者が PM と同じ基準で情報システム構築プロジェ クト を評価しているとは考えにく い。
むしろ別の基準と時間軸で評価をしていると考える方が自然であり 、 それが目的達成度基
準とエンド ・ ツー・ エンド の時間軸であった。 ただしこれらはここまでの検討では仮定の
域を出ていない。 経営者が本当に QCD 基準とは異なる基準で情報システム構築プロジェ
クト の成否を評価しているのか否かは、 4 章の事例研究で改めて確認する。
最後に 2 章で導出した、 経営者の役割と責任に関する研究フレームワーク（ 図 2-6） の
それぞれについて、 本節で得た知見を付加して、 経営者の具体的な行動を詳細化する。
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業績管理情報に基づき、 適切な意思決定を行なう よう 努めること。
業績管理の手法を援用し、 PM との相互理解のための「 共通言語」 を確保することが
重要である。
戦略を適切に策定し、 確実に実施すること。 その前提として無形の資産のレディ ネス
向上に継続的に取り組むこと。
プロジェ クト にアサインできるメ ンバーを質的にも量的にも計画的に育成すること、
およびそのレディ ネスを高める努力を継続すること が重要である。
ダブルループ学習の視点に立ち、 不確実な事態に適切に対処すること。

PM などの声に耳を傾け、 当初設定した QCD 目標の墨守を求めるのではなく 、 プロ
ジェ クト の戦略目的の達成を優先し、 可能な範囲で QCD 目標の修正を受け容れるこ
とが重要である。

3.3 情報システム構築プロジェクト の特性と管理の要諦

3.3.1 構築論20の貢献と課題
3.2.4 ではまず「 プロジェ クト 21」 の成功の定義を詳細化し、 経営者にとっての目的達成
度基準と PM にとっての QCD 基準を峻別すべきことを提言した。 その上で、 経営者の行
動としては目的達成度基準を優先し、状況の変化にダブルループ学習で対応しつつ、 QCD
目標は柔軟に見直していく 姿勢が必要であることを述べた。 それらを踏まえて本節では、
経営者が「 プロジェクト 」 にどう 関与し、 どのよう な支援を行なう ことを期待されている
かについて更に詳細化する。
まずプロジェ クト ・ ワークとルーチン・ ワークは異なる特性を持っていることを明らか
にし、 経営者のプロジェ クト 支援活動を効果的に引き出す上でのプロジェクト 固有の考慮
点を、 業績管理の視点から明らかにする。 更にプロジェクト 指向のマネジメ ント ・ コント
ロールの代表例として原価企画を取り 上げ、 プロジェ クト を成功に導く 上で、 経営者に求
められる関与について考察する。
次に情報システム構築プロジェ クト の成功を意図して提唱されてきた代表的な手法とし
てプロジェクト ・ マネジメ ント 、 ソフト ウェア工学、 要求工学を取り 上げ、 これらの取り
組みの貢献と課題について考察する。
最後に経営者のプロジェ クト 支援に関する先行研究について検討し、 2 章で導出した、
経営者の役割と責任に関する研究フレームワーク（ 図 2-6） のそれぞれについて、 本節で

20

ここで言う 構築論とは、 2.4.2 で述べた「 堅牢な設計図とアーキテクチャーを構築することで、 未来の
不確実性を最小化しよう とするアプローチ」 を指し、プロジェクト ・ マネジメ ント やソフト ウェ ア工学な
どが含まれる。
21 ここでは 3.2 の検討内容を踏襲しているため、 用語も脚注 16 に準じて「 プロジェクト 」 とした。 すな
わち「 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト 」 と「 情報システム構築プロジェ クト 」 を総称し
た概念である。
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の考察を加味して詳細化する。

3.3.2 プロジェ クト の特性と考慮点
情報システム構築プロジェ クト は言う までもなく 、 プロジェ クト 22の一種である。 し た
がって、 経営者の情報システム構築への適切な関与と行動を解明するに当たって、 プロジ
ェ クト 自体の特性を把握しておく ことが欠かせない。
プロジェ クト とは定型的な継続的業務（ ルーチン・ ワーク） の対義語であり 、「 独自のプ
ロダクト 、 サービス、 所産を創造するために実施される有期性の業務（ PMI , 2013）」 と定
義される。 また個別性、 有期性、 不確実性という 特色を有するため、 その評価にはそれぞ
れのプロジェ クト に適した基準が必要となる。

2.1 で検討し、 経営者の役割と責任に関する研究フレームワークにおいて重要な位置を
占める業績管理は、 主としてルーチン・ ワークを意図して構築されてきている。 したがっ
て、 それをプロジェクト ・ ワークに適用する上では、 その特性に応じたアレンジを加える
ことが必要である。 その内容について、 個別性、 有期性、 不確実性の観点から考察する。
個別性は非反復的活動という 特色に直結する。 その結果、 計画立案時の参考情報が乏し
かったり 、 計画と実績が乖離して評価の有効性が失われたりする。 したがってプロジェ ク
ト の業績管理には、 ゼロベースでカスタムオーダー的な尺度が必要になる（ 伊藤, 2003）。
有期性とは、 求められる成果物に期限があるという ことであり 、 完成してもスケジュー
ルを満たさなければ無価値であることを意味する。 この観点ではスケジュール管理が極め
て重要である。それは業績管理が主として対象としてきたルーチン・ ワークにはない、「 プ
ロジェ クト を終わらせるための管理」 が必要になるためである。 そこではプロジェ クト 発
足時に設定した目標などの、 プロジェ クト の完了を認識するための根拠が重要となる。
以上の結果、 プロジェクト はルーチン・ ワークと比べて、 不確実性という 3 つ目の特色
を必然的に持つこととなる。 と同時に、 通常のルーチン・ ワークより も難易度は高く なる
ことが多い。 したがって、 適切にマネージしなければ、 プロジェ クト は必然的に失敗する
（ 伊藤, 同上） のである。
プロジェ クト の特性を更に詳細化するに際し、 その考察対象は最初から情報システム構
築プロジェクト に限定しない方が、 広範な知見を得る上で望ましい。 そこで我が国の製造
業で長年実践されてきた原価企画の取り 組みに注目し、 業績管理の視点から見たプロジェ
クト の特性を検討する。
原価企画は「 プロジェ クト 指向のマネジメ ント ・ コント ロールの代表例である（ 伊藤,

2001） 」 、 あるいは「 もっと積極的に、 目標利益を確保するために、 製品開発の初期段階
からコスト を作り 込む経営管理手法である（ 加登, 1993） 」 とされる。 更に、 「 原価企画
22

ここでのプロジェクト はプロジェ クト ・ マネジメ ント の対象とされているプロジェ クト 全般を指し、
情報システムだけでなく プラント や建築物をも含む。 以後、 このよう な内容の場合には「 」 無しのプロジ
ェクト と表記する。
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の関連概念には、コンカレント・ エンジニアリ ング、バリ ュー・ エンジニアリ ング（ VE） 、
デザイン・ レビュー、 品質管理（ QC） なども含まれる（ 加登, 1993） 」 とされるよう に、
原価企画という 概念は、単なるコスト 低減手段にとどまらず、広範な領域を包含している。
原価企画における許容原価は達成目標であるが、 中期計画から導出される必達目標に近
い。 管理会計システムは原価企画において、 許容原価や基準原価の算定を通じて目標原価
の評価・ 測定と、 所定の条件の下での原価見積を担当するとはいえ、 原価低減のための分
析・ 検討を実質的にサポート するのはVE（ Value Engineering）ないし VA（ Value Analysis ）
といった管理工学的な手法である。 この部分だけに着目すると、 原価低減の具体的なアク
ショ ンはオペレーショ ナル・ コント ロール層に属する VE や VA だけが担っているよう に
見えるかもしれない。 しかしその原価を目標値まで導く 役割を果たしているのは、 マネジ
メ ント ・ コント ロール層の業績管理であり 、 両者の緊密な連携があって初めて、 目標原価
が達成できることを見逃してはならない。
業績管理システムは、 新製品開発を成功させる上で必要となる多様な情報を、 プロジェ
クト 関係者にタイムリ ーに提供することで、 彼らの行動を組織目標にリ ンクした方向に向
かわせるという 重要な役割を果たしている。 例えば原価企画プロジェ クト を開始したとき
の目標値が売価 10,000 円、 原価 6,000 円だったとしよう 。 もしその後の競合他社の新製
品発売によって売価が 8,000 円でなければ売れないと見込まれる状況になったのであれば、
原価の目標値が 6,000 円のままで許されるはずがない。 原価企画は組織メ ンバーを目標に
整合させることにこそ意義がある。 仮に作業分解図（ Work Br eakdown Struct ur e） で分
担の範囲と内容を厳密に決めたとしても、 それが統合されたときに所期の目的を達してい
なければ意味が無い。 それを注視するのは経営者の役割なのである。
正に、 「 組織活動が複雑化するにつれ、 それらを全社的に統合する手段が必要になる。
現在までのところ、それを可能にする手段は管理会計の業績管理情報以外にはない（ 伊藤,

2001） 」 のであって、 業績管理の役割は、 単なる業績評価のみならず、 広範な経営活動へ
の情報支援を意味するのである。
以上の考え方を「 プロジェ クト 」 に敷衍してみたい。「 プロジェ クト 」 では、 経営者は業
績管理の情報に基づいて PM に警告や指示を与え、 PM は各種のプロジェ クト ・ マネジメ
ント 手法を用いて情報システム構築プロジェクト の進捗を計画値に近づけよう とする、 と
いう 関係にあることが確認できる。 これを図示すると図 3-7 となる。
経営者にとっては「 プロジェ クト 」 も経営活動の一環であり、 管理会計による業績管理
の対象と認識されている。 経営者は経営環境の変化を感知し、 経営戦略を立案し、 その実
践手段の一つとして個々の情報システム構築プロジェ クト を立案し、 あるいは起案を承認
し、 実行し、 評価する。 この意味で経営者にとってのプロジェ クト は「 情報システム構築
を伴なう 経営改革プロジェ クト 」 であることは既に述べた。 したがってその成否の評価基
準は、 自らの経営戦略で掲げ、 当該情報システム構築プロジェ クト に込めた戦略目的が、
現実に実現されたかどう かであることが改めて確認できる。 と同時に、 当該プロジェクト
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に込めた戦略目的を従業員に明確に伝えて理解、 浸透させ、 マネジメ ント ・ コント ロール
層の業績管理の情報に基づいて PM に適切な警告や指示を与え、 その確実な実現を図るこ
とこそが、 経営者の責務であることが理解できる。

戦略的計画
経営戦略

業績管理

• 経営用語

マネジメント・コントロール
• 管理会計用語

プロジェクト管理
プロジェクト
A

プロジェクト
B

オペレーショナル・コントロール
• 情報システム用語
プロジェクト • プロジェクト・マネジメント用語
C

図 3-7 経営戦略〜業績管理〜プロジェ クト 管理の関係

Anthony（ 1965） を基に筆者作成

3.3.3 情報システム開発手法の貢献と課題
ここでは情報システム構築プロジェ クト の成功を意図して提唱、 実践されてきた手法の
貢献と課題について検討する。 プロジェ クト ・ マネジメ ント 、 ソフト ウェア工学、 要求工
学をその対象とし、 これらの手法が経営者の意思決定やプロジェ クト 支援に向けた行動喚
起にどのよう に寄与してきたかという 観点から検討を進める。

3. 3. 3. 1 プロジェ クト ・ マネジメ ント
まずプロジェ クト ・ マネジメ ント の代表的なガイド ラインとして、 米国の非営利団体で
ある Project Management I nstitute（ PMI ） が発行する PMBOK （ Project Management

Body Of Knowledge） ガイド （ PMI , 2013） を取り 上げる。 同ガイド は、 プロジェ クト ・
マネジメ ント 手法を集約した知識体系（ Body Of Knowledge） としての包括的なガイド ラ
インであり、 統合マネジメ ント 、 スコープ・ マネジメ ント 、 タイム・ マネジメ ント 、 コス
ト ・ マネジメ ント など 10 の知識エリアから構成されている。同ガイド は、プロジェ クト ・
マネジメ ント に関与するすべての関係者のために記述されているが、 その中でも PM を主
たる対象としている。
プロジェ クト ・ マネジメ ント 手法がもたらした効果は決して小さなものではない。 例え
ば成果物管理（ EVM: Earned Value Management ） といった手法は、現時点の進捗状況、
とり わけスケジュールとコスト の計画値と実績値のギャッ プに関する情報を迅速に提供す
る。 PM はこの情報に基づき、 状況の改善に向けたアクショ ンをタイムリ ーに実施できる
よう になった（ 東條経営科学研究所, 2006）。 このよう な手法が QCD 目標の達成に貢献し
57

てきたことは言う までもない。
しかし同ガイド は知識体系としての網羅性を重視しているため、 実務で発生する個別の
事象への対応策を網羅的に記述している訳ではない。 また、 情報システム構築以外に高層
ビルの建設、 プラント エンジニアリ ングなども対象としているため、 情報システム固有の
課題を具体的に解決するためのものでもない。 加えて同ガイド 自体が、 プロジェクト ・ マ
ネジメ ント に必要な知識体系のすべてをカバーしてはおらず、 関連する知識エリアの専門
スキルは実務経験などの手段で獲得していく 必要がある、 と述べている。 例えばリ ソース
不足解消に向けた経営者の意思決定支援や要員追加の説得には、 PMBOK 以外にもプロジ
ェ クト 環境の理解、 人間関係のスキル、 一般的なマネジメ ント の知識などのスキルが求め
られる。 すなわち経営者から何らかの具体的な支援行動を引き出そう と する場合には、

PMBOK 以外の知識やスキルが必要となることを、同ガイド 自体が明記しているのである
（ 図 3-8）。現実に多く のプロジェ クト 現場では、同ガイド を補完するガイド ラインを併用
しながら、 日々のプロジェ クト 作業を行なっているのが実情である。

プロジェクトマネジメント
知識体系

PMBOKガイド
適用分野の
知識・標準・規制

人間関係のスキル

一般的な
マネジメントの
知識・スキル

プロジェクト環境
の理解

図 3-8 プロジェ クト ・ マネジメ ント ・ チームが必要とする専門知識
出典： PMI （ 2013）

更にこの手法がモデルとして想定しているプロセスは、 現実のプロジェ クト とは幾つか
の点で相違がある。 同ガイド では プロジェクト の立ち上げ時に経営者がプロジェ クト 憲
章を制定する、
盛り 込む、

プロジェ クト 憲章にプロジェ クト の目的、 スコープ、 QCD 目標などを

経営者は PM を指名し、 当該スコープに含まれる業務を、 QCD 目標の制約

の下で遂行することを委任する、

PM は、 これらのスコープと QCD 目標の内容と実現

可能性を精査し、問題が発生した場合には修正提案を行なう 、という 流れを想定している。
しかしながら同ガイド が想定している、 経営者自身によるプロジェ クト 憲章の制定、 ス
コープや QCD 目標のプロジェクト 憲章への明記などは、 一般的には極めて稀である。 か
つ投資を企画し、 承認するまでの意思決定プロセスに PM が関与するケースは決して多く
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ない。 またスコープや QCD 目標の妥当性や実現可能性についてさえ、 PM が発言できる
機会は稀であり、 十分な経緯の説明もないまま開始直前のプロジェ クト にアサインされる
といったケースも少なく ない。 PM はスコープや QCD 目標を所与の条件として、 その実
行を委任されているのが多く のケースにおける現実なのである。 同ガイド がいかに有益な
プロセスを提唱しよう とも、それが実践されない限り 、現実の成果を生むことはできない。

PMBOK について最後に、 同ガイド がステークホルダー間の「 共通言語」 になっていな
いことを指摘したい。 これは同ガイド の内容が現場で実践されない理由の一つでもある。
例えば PMI が主催する PMP（ Project Management Professional ） という 国際資格取得
者の間では、
「 ウォーターフォール型開発の場合、要件定義を厳密に行なって仕様凍結の確
認を早期にとらないと、 先の工程で手戻り を起こす懸念がある」 という 基本認識が共有さ
れている。 しかし多く の経営者やユーザー部門にとっては、 仕様の早期凍結要求は柔軟性
の欠如と映り 、 彼らの要求と相容れないため、「 融通の利かない PM だ」 と看做されてし
まう 懸念がある。 経営環境の絶え間ない変化は企業の戦略や戦術を変更させ、 更に進行中
のプロジェクト にも影響を与える。 とりわけ M& A や企業合併などは短期的かつ隠密裏に
意思決定されることが多く 、その場合にはスコープの急激な変更や拡大などが発生し易い。
あるいは実施中の情報システム構築プロジェクト が一旦中止となり 、 見直しがなされるこ
ともあり 得る。 つまり 不確実性を前提とし、 リ スクの発生をいかにマネージするかが重要
なのであり、 環境が不確実だったから失敗したという 論理では現実に対処できない。
逆に、 PM の立場の理解を求めて、 同ガイド の習得を経営層に強要することもまた、 非
現実的である。 ましてや PM が要求する仕様の早期凍結を優先して、 経営環境への変化対
応を先送りするのでは本末転倒である。 問題は、 経営者と PM が、 プロジェ クト ・ マネジ
メ ント に関する「 共通言語」 や常識を共有できていないことにある。 このよう な状態のま
までは、 プロジェ クト の遂行に必要なアクショ ンに関する経営者の適切な意思決定や効果
的な支援は期待できない。
しかしこれは PMBOK の手法の問題ではなく 、 そもそも PMBOK という 手法が経営者
の具体的な行動を引き出すこと、 およびそれに関連する経営者の意思決定支援をそのスコ
ープとしていないことが根本的な原因である。 従来のアプローチは PM が経営者を巻き込
むという パラダイムに立ってきた。 経営者は理解ある傍観者ではなく 、 厳格な支援者とな
る必要がある。 経営者を主語とした議論が今後、 より 一層必要である。

3. 3. 3. 2 ソフト ウェア工学
次にソフト ウェア工学について検討する。 玉井（ 2008） によれば、 ソフト ウェ ア工学の
取り 組みは、ソフト ウェア危機が喧伝され始めた 1960 年代に始まり 、既に 40 年余の歴史
を有する。1968 年にNATO が主催したソフト ウェ アエンジニアリング会議において Bauer
は、 ソフト ウェア工学の目的を「 実機上で効率良く 動作し、 信頼できるソフト ウェ アを、
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経済的に取得するための合理的かつ工学的な原則を確立し、用いること」 23 と定義した。

Pressman（ 1982） はソフト ウェ ア開発の主要工程をソフト ウェ ア・ ライフサイクルと
して表現した（ 図 3-9）。 またソフト ウェ ア工学の主要目標として、

計画、 開発、 保守と

いう ソフト ウェア・ ライフサイクルを対象とした系統立った方法論の構築、

ライフサイ

クル内の各ステッ プを文書化し、 ステッ プからステッ プへの追跡可能性を示す確立された
ソフト ウェア・ コンポーネント 、

ソフト ウェ ア・ ライフサイクル全体を通じて規則的な

間隔でレビューできる予測可能なマイルスト ーンの設定、 の 3 点を挙げ、 ソフト ウェ ア・
ライフサイクルの重要性を強調した。

計画工程

保守工程

開発工程
システム要件定義

上流工程

下流工程

システム設計

システム・テスト

ソフトウェア設計

中流工程

運用テスト

ソフトウェア・テスト

プログラミング

図 3-9 ソフト ウェ ア・ ライフサイクル
出典： Pressman （ 1982）

これらの歴史に基づく ソフト ウェ アの開発・ 保守に関する知識は、 I EEE（ 米国電気電子
学会） を母体とする SWECC（ Software Engineering Coordinating Committee） によっ
て SWEBOK （ Software Engineering Body Of Knowledge）（ I EEE Computer Society,

2005） として体系化されている。 そこではソフト ウェ ア工学は、「 ソフト ウェ アの開発・
運用・ 保守に関する、 体系的で、 規律のとれた、 数量化できるアプローチの適用、 すなわ
ちソフト ウェ アに対するエンジニアリ ングの適用、 および上記のアプローチの研究」 と定
義されている。 更にその中では開発・ 保守の各工程で活用すべき知識が 5 カテゴリ ー、 全
工程に適用する知識が 5 カテゴリ ー例示されており 、 これらの知識体系は、 多く の PM の
手引書として活用されてきた。
一方これらのソフト ウェ ア工学の発展過程において、 情報システム構築プロジェ クト が
失敗する主要因が要件定義の欠陥にあるこ と は当初から 想定さ れており （ Theyer &

23

F. L. Bauer, Software Engineering, Repor t on a confer ence sponsored by t he N ATO SCI ENCE
COM M I TTEE , Chairman: Professor Dr. F. L. Bauer, Garmisch, Germany, 7t h to 11th October 1968.
http://homepages.cs.ncl.ac.ul/brian.randell/NATO/nato1969.PDFBauer
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Dorfman, 1990） 、 それは今日でも、 基本的には変わらない（ 岡村, 2004） 。 しかしなが
ら SWEBOK （ I EEE Computer Society, 2005） は、「 システム要求の仕様化はソフト ウェ
ア工学の範囲外とされなければならない」 とし、 要件定義はソフト ウェ ア工学のスコープ
外である、 との立場をとっている。 その役割を期待されるのが要求工学である。
要求工学（ Loucopoulos & Karakostas, 1992） では、 ソフト ウェ ア開発における要求仕
様化プロセスを、要求を確定し、ソフト ウェア要求仕様書（ SRS： Software Requir ements

Specification） を作成する要求開発（ Requirements Development ） プロセスと、 要求管
理（ Requirements Management ） プロセスに分けている。 ソフト ウェア工学は要求開発
プロセスにおいて、ソフト ウェ ア要求仕様書の完成を前提とし、そこに記載された仕様を、

QCD 目標を満たしながら工学的に実装することに主眼を置いている。 I EEE std-830 では
ソフト ウェア要求仕様書の構成要素をソフト ウェ アの機能とその属性、 およびソフト ウェ
アの外部活動とその属性に分類し、 標準として例示している24。 しかしこれらの仕様を、
その要求レベルを満たすよう に実装しよう とする場合、 次のよう な困難に直面する。
まず I EEE std-830 が求めている内容がどこまで実現可能なのかという 点である。 I EEE

std-830 では、「 すべての要求を含むよう な要求仕様を作成し、 それらを重要性や安定性に
基づき順位付けし、 更に開発工程全体で参照できるよう にすること」 を求めている。 しか
しながら、 すべての要求を含むよう な要求仕様の作成はほとんど不可能であるし、 重要性
や安定性に基づき順位付けすることは更に難しい。 また開発工程全体で参照できるよう な
公正で完全、 かつ追跡可能な仕様を作成することが極めて困難であることは、 当時から指
摘されていた。
現実の情報システム構築プロジェ クト においても、 要件定義（ 要求開発や要求管理） が
初期工程の最大の難関であることは、 多く の実務家の共通認識である（ 岡村, 2004）。 これ
らの課題を解決するためには、 ソフト ウェ ア工学やプロジェクト ・ マネジメ ント が主要な
研究対象としてきた範囲から一旦出て、 当該情報システム構築プロジェ クト の目的を経営
戦略や経営目標の次元に立ち戻って確認することが不可欠である。 すなわち要求仕様書の
作成作業は、 要求開発や要求管理工程のみでは完結しないという 前提で、 これらの課題に
対処する必要があるのではないだろう か。
加えて SWEBOK （ I EEE Computer Society, 2005） は、「 ソフト ウェ ア要求者およびソ
フト ウェ ア品質管理担当者は、 現実的な資源制約の範囲内で、 要求が正しいものであるこ
との確信が得られるよう にしなければならない」 と述べている。 しかし、 どのよう な手法
や根拠から、その確信が得られるのかについては言及していない。更に言えば、「 要求の抽
出過程においては、 解決が求められている問題に対するステークホルダーの共通理解を確
立する必要がある」 とされている。 SWEBOK （ 同上） はこの課題の解決に向けて、 ソフ
ト ウェ ア・ ユーザーとソフト ウェ ア・ エンジニアの良好な交流のために、 インタビュー、
24

I EEE, Recommended Pract ice for Software Requirements Specification (I EEE Std. 830), 1998.
http://www.processimpact.com/pr ocess_assets/srs_template.doc
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シナリ オ、プロト タイプ、進行役付き会議、観察などの手法を活用すべきであるとするが、
これらの手法の具体的な方法にまでは触れていない。これらの課題を解決するには恐らく 、

SWEBOK（ I EEE Computer Society, 2005） という 知識体系を超える、 別の取り 組みを併
用する必要があるものと考えられる。
ソフト ウェ ア工学の最後に、 経営者との距離感について考察する。 要件定義局面には経
営者もステークホルダーの一員として関与する可能性も若干あるが、 その後の開発局面で
はほぼ皆無である。 したがってソフト ウェ ア工学は、 そもそも経営者との接点を持つこと
の少ない手法と言える。 また前述のよう に、 この手法は経営者の意思決定支援をスコープ
として想定していない。 したがってソフト ウェ ア工学は経営者の意思決定を支援し、 彼ら
の支援不足に起因する諸問題の解決を図るという 本論文の目的には貢献し得ない、 と結論
付けられる。

3. 3. 3. 3 要求工学
当節の最後に要求工学について考察する。要求工学（ Loucopoulos & Karakostas, 1992）
は、 ソフト ウェア開発における要求仕様化プロセスを定式化する工学的な技法として普及
してきた。 要求仕様化プロセスの前半を構成する要求開発プロセスには要求抽出、 要求分
析、 要求仕様化、 妥当性確認の 4 つのサブプロセスが含まれる。 要求抽出サブプロセスで
は、 問題領域の専門家の知識や顧客ニーズ、 現状の問題、 経営課題などに基づいて要求を
明確にし、 更に要求の収集、 分析、 優先順位付けも実施する。 要求分析サブプロセスにお
いては、 要求抽出で明示した要求間の構造や一貫性を明らかにするとともに、 要求に優先
順位を付与し、 概要レベルの要求を提示して顧客の合意を取得する。 要求仕様化サブプロ
セスでは、 優先順位付けされた要求を具体的に文書として記述し、 要求と要求仕様との追
跡性を管理する。 妥当性確認サブプロセスでは、 要求仕様を顧客に提示して妥当性を確認
し 、 妥当性が確認さ れた要求仕様を次工程の設計工程に引き継ぐ （ Loucopoulos &

Karakostas, 同上）。 したがって、 要求工学はソフト ウェ ア工学の上流部分に位置付けら
れ、要件定義作業をより 確実に実施するための方法論やツールを体系化したものと言える。
しかし要求工学はそれらの作業に関与する人々の人的な能力などの要因を考慮していな
い。 例えばプロジェクト ・ メ ンバーの能力がその要求水準に達していなかった場合の対処
方法に関する現実解を提示していない。 加えてプロジェクト に必要なリ ソースをどのよう
に調達するかという PM の視点や、 必要なリ ソースの配備という 経営者の視点にも立って
いない。 すなわち要求工学は要件定義局面のベスト プラクティ スを示したものと言え、 プ
ロジェ クト ・ メ ンバーの能力が、 要件定義作業を求められる品質で実施できる能力レベル
に達していなかった場合、 そこから先の解決策を提供するものではない。 加えて、 情報シ
ステム構築プロジェクト の遂行に必要なリ ソースに関する経営者の意思決定を、 具体的に
支援するものでもない。 要求工学においてもソフト ウェア工学と同様に、 要件定義作業を
成功裏に完結させるためには、 その領域外に現実解を求める必要があると考えられる。
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2006 年 7 月に I IBA25によって BABOK（ Business Analysis Body of Knowledge） が発
表され、 2009 年に第 2 版（ I IBA, 2009） が公開されている。 これは従来の上流工程の更
に上流に超上流工程を配し、 より 経営の視点に特化したガイド ラインであり 、 組織の目的
の達成に役立つ解決策を推進するために、 ステークホルダー間の橋渡しとなるタスクとテ
クニッ クを集約したものである。また必ずしも情報システムの導入を前提としてはおらず、
情報システムを導入せずに課題解決が図れるのであれば、 それも優れた解決策（ ソリュー
ショ ン） であるとの立場をとっている。

BABOK はプロジェ クト の最大の問題とされる要件定義の失敗を、 初期段階である超上
流工程で食い止めること を目指し ている。 そのための専門職種と し て BA （ Business

Analyst ）を設定し、資格認定試験として CBAP（ Certified Business Analysis Professional ）
が実施されている。 その認定試験の日本人初の合格者が 2010 年 5 月に誕生した。 経営者
の意思決定を適切に支援する役割が求められる人材にとって、 この知識は今後必須のもの
になっていく 可能性が高い。 しかし、 新たな専門職を創設しただけでは問題の解決に至ら
ないことは言う までもない。
一方我が国でも、要求工学の分野において REBOK（ Requirement Engineering Body Of

Knowledge）（ 情報サービス産業協会, 2011） が提唱さ れ、 その普及が期待さ れている。
REBOK は、 要求アナリ スト に加えて、 エンド ユーザー、 経営者など、 要求開発に関与す
るステークホルダーがそれぞれ習得すべき知識範囲と水準を整理した体系と位置付けられ
ている。またこの知識体系の中で経営者は要求工学の理解者（ Requir ements Engineering

Supporter ） の一人と位置付けられており 、ユーザー企業や I T ベンダーの内部で要求工学
に関する組織的取り組みを推進する役割を期待されている。 また経営者として習得が望ま
れる要求工学に関する知識のエッ センスも整備が進められており 、 現在進行形であるそれ
らの取り 組みの今後の成果が期待される。
本項ではプロジェ クト ・ マネジメ ント 、 ソフト ウェ ア工学、 要求工学の貢献について検
討してきた。 ここまでの考察を通して、 これらの手法に共通する課題を二つ指摘すること
ができる。第一は、既に繰り 返し述べたよう に、それぞれの手法が目指す目的や成果物が、
それらの手法の領域内で自己完結的には完遂できないこと、 したがってその解決には人的
リ ソースの追加などの経営判断が必要になることである。 つまり それぞれの手法が目指す
目的の達成には経営者の支援が必要になるにも関わらず、 経営者の意思決定支援をそれぞ
れの手法がスコープの外に置いているという 点に、 大きな課題があると言える。
第二は、一連の手法が「 手戻り 」 を想定しておらず、予め決められた手順に基づいて粛々
と順次に各プロセスが実行されることを大前提としていることである。
「 手戻り 」 はしばし
ば「 悪」 と扱われるが、 その大前提が今日の変化の激しい経営環境との間にギャッ プを生
じていることにも注意が必要である。 ここでは二番目の論点について更に考察を行なう 。

25

I nternational I nstitute of Business Analysis はカナダに本部を置く 。
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ウォーターフォール型のシステム開発プロセスにおいては「 手戻り 」 は絶対的な「 悪」
である。 進行中の「 プロジェ クト 」 において、 要件定義にまで遡って検討し直すことは極
めて稀であり 、それが許容されるのは恐らく 、「 プロジェクト 」 の失敗が危惧され、全体計
画の見直しが必要になったときく らいである。 その際には PM の解任など、 体制の見直し
や、 追加予算が検討されることもあるかもしれない。 しかし多く の場合、 そのよう なこと
が行われることがなく 、上流から下流へと作業が粛々と流れ、「 順次的に」 各活動が進捗し
たケースが成功プロジェ クト と評価されてきた。
「 順次的に」 という 言葉には、 最初に決めた QCD 目標や実施手順には絶対に変更が許
されないという 大前提が込められている。 中には最終段階になって、 それまで潜在化して
いたリ スクが顕在化することがある。 その際に必要となる要件定義プロセス、 あるいは更
に上流のプロセスへの「 手戻り 」 は、 プロジェ クト ・ マネジメ ント においては、 あっては
ならないこととされてきた。長上流工程とプロジェ クト・ マネジメ ント の間は切り 離され、
一方通行で「 手戻り」 は起こらない、 起こしてはならない、 という のが長年の常識であっ
たと言える。
従来はプロジェクト 管理さえう まく いっていれば「
、 プロジェ クト 」が成功するのは当然、
という 考え方が支配的であったかもしれない。 しかし、 多く の情報システム構築プロジェ
クト が QCD 基準では失敗しているという 報告がしばしばなされているよう に、 従来から
の常識に基づく 伝統的な手法のみでは、 これらの課題の解決が困難であることが明らかに
なってきた。 その解決のためには、「 手戻り 」 は絶対的な「 悪」 と看做すウォーターフォー
ル型以外の現実的な選択肢を複数用意することが必要である。
当該テーマは本論文の主題ではないので詳細な検討は脇に置く が、 開発手法ではアジャ
イル型の適用規模を徐々に拡大する取り 組みや、 プロジェ クト のフェ ーズを細分化してリ
スクヘッ ジを行ないながら、 ステッ プ・ バイ・ ステッ プで構築を進めていく アプローチな
どが既に実践されている。またウォーターフォール技法を基本としながらも、その中の個々
のフェ ーズではアジャイル開発の手法を併用するプロジェ クト 事例も報告されるよう にな
ってきた（ 柿田, 2011）。 それらに共通するポイント は、 必要最少限の「 手戻り 」 と、 ステ
ークホルダーが合意可能な範囲で QCD 目標の再設定を許容することである。

3.3.4 経営者のプロジェ クト 支援に関する考察
近年、 電力会社の原子力発電所や大手金融機関などにおける情報システムの度重なるト
ラブルに際して、経営者の責任が追及されることが多い。しかし安易に人為ミ スと断定し、
経営者の責任だと短絡して謝罪を要求するだけの、 一部の感情的な論調からは、 有効な解
決策は期待できない。 そこでまず、 経営者の情報システム構築プロジェ クト への関与や支
援に関する先行研究を概観する。
プロジェ クト ・ マネジメ ント の観点から経営者の関与を取り上げた先行研究は、 幾つか
存在する。 PMBOK ガイド （ PMI , 2013） では第 5 版から、 ステークホルダー・ マネジメ
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ント に更に踏み込み、 特に経営者に重点を置く よう になっている。 しかしあく まで PM が
経営者に対してどのよう な注意を払う べきかという 視点が中心であり 、 経営者にフォーカ
スされたものではない。ましてや経営者の具体的な行動にまでは言及していない。BABOK
（ I IBA, 2009）、 共通フレーム 2007 第 2 版（ 情報処理推進機構, 2009） も、 この点につい
ては同様である。
情報システム構築プロジェ クト の実務的な局面を詳細化したガイド ラインも幾つか提案
されている。 I T コーディ ネータ協会のプロセス・ ガイド ライン（ 2012）

26は、

I T コーデ

ィ ネータがユーザー企業の経営者を支援して情報システムを導入していく プロセスの雛形
を示したものである。しかしこのガイド ラインの主たる対象はI T コーディ ネータであり 、
経営者は最重要視すべきステークホルダーと位置付けられているに過ぎない27。
情報処理推進機構 I T スキル標準センター（ 2006） は経営者に、 I T スキル標準に基づい
て自社の人材育成に本格的に取り 組む必要性を訴えている。 しかし対象が I T ベンダーで
あり 、 情報システム構築プロジェ クト の採算割れを回避するためにどう すべきか、 という
視点に終始しているため、 一般のユーザー企業に適用するのは難しい。 また社員の人材育
成に焦点が当てられており 、 個々の情報システム構築プロジェ クト における経営者自身の
行動については、 具体的に述べられていない。
中江（ 1981） は企業組織内の上位者の下位者に対するコント ロールの内容を、 権限委譲
そのものに関するものと、 権限委譲を前提として期待役割を実行させよう とするものに大
別した。 そしてそのコント ロール対象やサブ・ コント ロール変数を、 権限委譲のタイミ ン
グとの前後関係を加味して細分化した。 上位者にとってのコント ロール対象として、 下位
者の選別、 下位者の情報へのコント ロール、 下位者の能力・ スキルへのコント ロール、 下
位者の態度へのコント ロール、 下位者の目標へのコント ロール、 下位者の決定する代替案
へのコント ロール、 代替案の下位者自身にもたらす結果へのコント ロールの 7 項目がそれ
である。 更に上位者の下位者に対するサブ・ コント ロール変数を、 権限委譲のタイミ ング
で行われるものとして、 選別システム、 役割システムの 2 つを、 権限委譲が行われた後の
タイミ ングで行われるものとして、 情報伝達システム、 目標設定−標準業務手続−業績測
定システム、 人事考課システム、 モチベーショ ン・ インセンティ ブ・ システム、 教育・ 訓
練システム、リ ーダーシッ プ的役割期待スタイルの 6 つを挙げている（ 中江, 同上）。この
分析は必ずしも情報システム構築プロジェ クト の評価に関する組織の上下関係に特化して
詳細化されたものではないが、 経営者が下位者である PM やプロジェ クト ・ メ ンバーに、
どのよう な観点から関与すべきなのかの示唆を与えるものと言える。
26

特定非営利活動法人 I T コーディ ネータ協会, プロセス・ ガイド ライン（ 2012）

http://www.itc.or.jp/about/guideline/dlfile/itc_pgl_v1_1.pdf
27

情報処理推進機構 ソフト ウェアエンジニアリ ングセンター(2006） が作成した『 経営者が参画する要
求品質の確保』 もこの領域に属する。 経営者の役割は「 I Tガバナンスの実現」 であるとし、「 システム部
門への重点投資」、「 選択と集中の実現」、「 開発品質向上と障害管理」、「 投資効果の視点からのマネジメ ン
ト 」 が重要としているが、 個々のプロジェクト への具体的な関与については言及していない。
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Standish Group（ 2009） は、 経営者が情報システム構築プロジェ クト に適切に関与す
る上で必要な資質やとるべき行動を、 CHAOS Success Factors として公開し、 その中の

10 項目が情報システム構築プロジェクト の成否に、特に影響を与えることを明らかにした
（ 表 3-3）。 ただし同時に、 経営者がこれらの行動について学習する機会は、 現実には PM
とのコミ ュニケーショ ンを通じた OJT の場に限定されているため、均質的な学習効果は期
待できない（ Standish Group, 同上） とも指摘している。 そこで経営者がこれらの知見を
得る機会がどの程度あったのかを、 歴史的背景を踏まえて考察する。

表3-3 How to Be a Good Executive Sponsor
出典： Standish Group（ 2009） を基に筆者作成
1. User I nvolvement （ ユーザー部門を適切に参画させる）
2. Executive Support （ 経営者としての適切な支援を提供する）
3. Clear Business Object ives （ ビジネス目標を明確化する）
4. Emotional Maturity （ 成熟した精神に基づき行動する）
5. Optimizing Scope （ スコープを最適化する）
6. Agile Process （ プロセスを俊敏に遂行する）
7. Project Management Expertise （ プロジェ クト ・ マネジメ ント の経験を積む）
8. Skilled Resources （ スキルを有するメ ンバーをリソースとしてアサインする）
9. Execution （ 確固たる信念の下に断行する）
10. Tools & I nfr astructur e （ ツールとインフラスト ラクチャーを整備する）

黎明期における情報システムの目的は部門単位の省力化が中心であり 、 全社横断的な情
報システム構築プロジェ クト は少なかったため、 経営者の直接的な関与は余り 必要ではな
かった。 また情報システム担当の組織も、「 管理本部・ 経理部・ 電算課」 といった形態が多
く 、 情報システムの予算も管理本部の予算の一部と位置付けられていた。 したがって経営
者自身が個々の投資案件に直接関与する機会も必要性も少なく 、 費用対効果の検討などは
主に現場に委ねられていた。 すなわち経営者は、 個々の情報システム構築プロジェ クト に
どのよう に関与すべきかを学ぶ機会を、歴史的にほとんど与えられてこなかったと言える。
加えてその学習内容は「 偶然に」 その情報システム構築プロジェ クト の PM となった人物
の実務能力やコミ ュニケーショ ン能力などに依存し、 標準化も体系化もされていない。 し
たがってその OJT から均質的な学習効果を期待することはできない。
それがここへ来て「 経営戦略を左右する重要案件なので、 経営者として適切に関与して
欲しい」 と急に求められて対応できるだろう か。 情報システム部門管掌の経験を有する場
合を除けば、 恐らく それは一部の傑出した能力や洞察力を持つ経営者にとどまるはずであ
る。 また学習する機会があったとしても、 その選択は経営者個々人の判断に委ねられるた
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め、 経営者の情報システム構築プロジェ クト に関する学習内容には、 質・ 量の両面で大き
な個人差が発生することが避けられない。
以上の考察を総合すると、 経営者は情報システム構築プロジェ クト においては、 PM か
ら重要なステークホルダーの一人として取り上げられてきたに過ぎず、 経営者を主語にし
た具体論はほとんど検討されてこなかったことが分かる。 また、 彼らの情報システム構築
プロジェ クト に関する知識は、 それを獲得する機会が偶然に依存するため、 その学習内容
や到達レベルには大きな個人差が発生することが確認された。

3.3.5 構築論への経営者視点の導入
本節ではまず、 プロジェ クト ・ ワークと継続的業務（ ルーチン・ ワーク） を比較し、 経
営者のプロジェクト 支援活動を効果的に引き出す上では、 個別性、 有期性、 不確実性とい
う プロジェクト 固有の特性を考慮する必要があることを述べた。 更にプロジェ クト 指向の
マネジメ ント ・ コント ロールの代表例として原価企画を取り上げ、 プロジェ クト を成功に
導く 上で、 経営者に求められる役割について考察した。
次に情報システム構築プロジェ クト の成功を意図して提唱されてきた代表的な手法とし
てプロジェクト ・ マネジメ ント 、 ソフト ウェア工学、 要求工学を取り 上げ、 これらの取り
組みの有効性と課題について考察した。 続いて経営者のプロジェ クト 支援に関する先行研
究について検討し、これらに共通する二つの課題を明確化した。第一はREBOK を除いて、
それらの手法が経営者の意思決定支援をそのスコープ外としてきたことである。 第二はこ
れらの手法では、「 順次的に」 各活動が進捗することが大前提とされており、「 手戻り 」 は
「 悪」 とされてきた点である。 この課題の解決にはプロジェクト 工程からある程度の「 手
戻り 」 や計画変更を許容する現実解が必要である。 したがって次に検討しなければならな
いのは、 どの段階まで戻り 、 何に基づいて意思決定を行い、 元のプロジェクト 工程に復帰
するのかという 点である。
最後に本節で検討した内容を総合して、 2 章で導出した経営者の役割と責任に関する研
究フレームワーク（ 図 2-6） に関連付けて整理する。

業績管理情報に基づき、 適切な意思決定を行なう よう 努めること。

REBOK 以外の手法はいずれも、経営者の意思決定支援をスコープ外としているため、
貢献は期待できない。その中で REBOK の取り 組みは現在進行形であり 、今後の成果
が期待される。
戦略を適切に策定し、 確実に実施すること。 その前提として無形の資産のレディ ネス
向上に継続的に取り組むこと。
いずれの手法も 戦略の策定や実施のプロセスはスコ ープ外と し ている。 し かし

REBOK は、 要求工学に関する人的資本の充実やレディ ネスの向上を明確に意図して
いる。
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ダブルループ学習の視点に立ち、 不確実な事態に適切に対処すること。
いずれの手法も各活動が「 順次的に」 進捗することが大前提とされており、「 手戻り 」
や計画変更を「 悪」 としてきた。 これらのパラダイムを変革し、 実用的な技術基盤を
伴なったアジャイル開発などの手法の適用可能性を常に注視することが重要である。

3.4 プロジェ クト ・ マネジメ ント と IT 投資マネジメ ント の連携

3.4.1 構築論への経営者視点導入の具体策
経営者が情報システム構築プロジェ クト を成功に導きたいと考えるのは、 それに価値を
見出しているからに他ならない。 しかし 3.3.3 で検討したよう に、 多く のプロジェ クト 関
連手法では経営者のこのよう な価値判断や関与はスコープ外とされてきた。
一方、 経営者の視点を含めた I T 投資に関する意思決定や有効性評価という 行為を対象
とする研究は、個々の情報システム構築プロジェ クト のみならず、 I T 投資全般を対象とし
て、 I T 投資マネジメ ント の分野で行なわれてきている。そこで本節では従来からのプロジ
ェ クト 関連手法の課題の解決策を見出すべく 、 それらを I T 投資マネジメ ント と連携させ
るアプローチについて検討する。

3.4.2 IT 投資マネジメ ント 研究の発展経緯
情報システムの発展に伴なってその活用範囲や内容も変化し、I T 投資マネジメ ント 研究
の中心的なテーマも変遷してきている。 情報システム投資の効果や経済性評価は、 情報シ
ステムが企業経営に本格的に活用されるよう になって以降、 明確に意識されるよう になっ
てきた。 その中でも費用便益分析（ Cost Benefit Analysis） をベースに、 投資効果を、 費
用の削減や利益の増加といった目に見える金額に換算し、 情報の価値＝（ その情報がある
場合のペイオフ） −（ その情報がない場合のペイオフ） と定式化して表記する方法が提案
され、 広く 受け容れられた（ Emery, 1987）。 情報システム投資と効果の間の相関関係、 あ
る いは因果関係についての事後検証を 中心と し た実証的研究も 数多く なさ れた
（ Strassmann, 1990 ; Brynjolfsson, 1993）。
その後、 I T 投資マネジメ ント の研究は、費用対効果分析による個別プロジェ クト の採算
性評価や、 全社最適の視点からのポート フォリ オ・ マネジメ ント に関する方法論を超え、
情報システム投資に関わるステークホルダー間での合意形成や、 コミ ッ ト メ ント の明確化
による効果的な調整手法としての合意形成アプローチに発展した（ 松島, 1999）。そこでは
企業全体の情報システム投資効果の最大化を実現することこそ、I T 投資マネジメ ント の目
的であるとされ、 投資意思決定のための評価情報の整備や、 具体的な経営実践としてのマ
ネジメ ント ・ プロセスのモデル化が強調された。
このよう に I T 投資マネジメ ント 研究は、 費用対効果算定、 事後検証による投資対効果
の因果関係性分析、 ステークホルダー間の調整モデル、 I T 投資マネジメ ント ・ プロセスの
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モデル構築へと多様な発展を遂げてきた。 情報システム投資と効果の関係において、 経営
者は自らの戦略目的を情報システム構築プロジェ クト に込め、 情報システム部門とユーザ
ー部門にその目的達成を委ねる関係にあることが確認された。 また、 投資決定や情報シス
テム構築プロジェ クト の継続の意思決定についても、 その判断材料が因果関係の証明から
合意形成に移りつつあることも明らかになった。 この発展過程は、 研究の中心が個別的投
資プロジェクト の採算性評価から、 企業全体にわたる情報システム投資の最適化と利益の
最大化、 更に、 それらを支援するためのマネジメ ント ・ プロセスへと発展していったこと
を示している。

3.4.3 IT 投資マネジメ ント 研究の課題
3.4.2 で概観したよう に、 従来の I T 投資マネジメ ント 研究の主眼は、 経営者の意思決定
支援に置かれていた。 したがって、 その研究は主としてプロジェ クト 開始前とプロジェ ク
ト 完了後のフェーズが対象であり 、構築フェーズの支援は、 I T 投資マネジメ ント の研究対
象とは考えられてこなかった。 すなわち I T 投資マネジメ ント は、 経営管理の PDCA サイ
クルにおける Plan 、 Check および Action を中心に論じられ、 計画さえ適切に立案されれ
ば、 あとは Do 工程のプロジェクト ・ マネジメ ント によって自動的に、 何らのト ラブルも
なく 情報システムは完成する、 という 大前提に立ってきたよう に思われる。

I T 投資マネジメ ント 研究の当初のアプローチは、費用対効果の客観的因果関係を追求し
よう していたため、 自然科学の因果命題のよう に、 一旦投資をすれば情報システムは自動
的に完成し、 その投資によって効果があたかも自動的かつ客観的に生み出されるかのよう
な誤解を与えかねなかった。 決定論的な定式化を過度に追求し、 情報システム投資の提案
者が投資額に見合う 効果を正当化しよう とすればするほど、 様々な偽装を犯しやすい。 経
営者や利用部門、 情報システム部門などの多く のステークホルダーが自らの価値判断をそ
れぞれに主張する状況の中で、 客観的な因果関係が成立するはずがない（ 栗山, 2005）。 に
も関わらず、 費用に合わせて無理に効果を作り 上げるよう な起案者が、 実務では少なく な
い。 それに対して、 投資を正当化するための手法ではなく 、 投資効果を最大化するための
方法論として、 図 3-1 の合意形成モデル（ 松島, 1999） のフレームワークが提起された。
合意形成モデルでは、 ステークホルダー間の調整が重視されている。
情報システム部門は、 情報システム投資を経営者に提案するけれども、 決して自部門だ
けで効果を実現できる訳ではない。 効果を実現する主体は、 経営情報を活用する利用部門
であり 、 利用部門は効果を業績に変えて経営者にレポート する。 つまり 、 経営者が投資を
決定し、 情報システム部門が情報システムを開発し、 利用部門が情報システムを活用して
業績目標を達成し、 経営者が財務業績の向上という 成果を得るのである。 このよう な投資
の実行サイクルによって、 情報システム投資は効果的に回収される。 正しく 経営者、 情報
システム部門、 利用部門という ステークホルダーが、 投資と効果の関係について調整し、
効果的な合意を図ることが、 情報システム投資成功の鍵となる（ 図 3-1）。
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情報システム投資の計画サイクルでは、 経営目標から導き出された事業目標や改善施策
を効果的に実行するために必要となる情報サービス機能を明確にし、 必要な資源への投資
が経営者に提案される。 その際に年度予算と擦り 合わせながら、 経営者と情報システム部
門間で投資額の調整が行なわれる。 と同時に、 情報システム部門と利用部門間でも、 情報
システムの機能と投資額についての調整と見直しが繰り返される。 このアプローチにおい
ては、 個別プロジェクト ごとに情報システム投資額とそれによって得られる効果を抽出し
て採算性を検討することはほとんど意味を持たない。 利用部門は情報サービスを活用する
ことによって事業目標を効果的に達成し、 更なる改善、 改革を図るのみである。
構築フェ ーズの失敗要因の多く が、 経営者の支援不足にあることは既に述べてきた。 こ
れは換言すれば、 構築フェ ーズに経営者がより 積極的に参画することで、 プロジェ クト の
成功率を今以上に高められる可能性があることを示唆している。 そう であれば、 経営者は
情報システム構築プロジェ クト のスケジュールの遅れやコスト 超過を事後的に知らされる
だけでは不十分なはずである。 むしろ適切なタイミ ングで意思決定の材料を入手し、 追加
のリ ソース投入によってプロジェ クト の状況がどの程度改善されるのか、 といった意思決
定を自らの責任において行ないたいと望むのではないだろう か。
ただしそれらの意思決定に供される情報は、 プロジェ クト ・ マネジメ ント 用語や I T 用
語ではなく 経営管理用語で表現されていなければ、 経営者には理解されない。 それらの情
報を提供する役割は、 情報システム構築プロジェクト の開始前と完了後のフェ ーズにおい
ては、 従来から I T 投資マネジメ ント が担ってきた。 そこで構築フェ ーズにおける経営者
の意思決定支援の領域で、I T 投資マネジメ ント に求められるものは何かという 課題につい
て、 次に検討する。

3.4.4 プロジェ クト ・ マネジメ ント との連携による課題の解決
情報システム構築プロジェ クト において、 経営者に求められる具体的な支援行動が必ず
しも明確でないことが、 その成否に大きな影響を与えていることは、 既に述べてきた。 し
たがって、 経営者の視点と行動に一層焦点を当てる必要があることは言う までもない。 そ
のためにはまず、情報システム構築と I T 投資マネジメ ント の関係を見直すことから始め、
両者の効果的な連携を模索しなければならない。I T 投資マネジメ ント によって決められた
費用と効果目標を達成するために粛々と情報システム構築を進め、 稼動後に I T 投資マネ
ジメ ント として評価するといった従来の関係を見直すべく 、様々な観点から考察を試みる。
経営者と PM は、 企業組織における役割が異なるため、 情報システム構築プロジェ クト
を異なる視点から評価する。 したがって、「 プロジェ クト の成否」 と「 プロジェ クト ・ マネ
ジメ ント の成否」 を峻別する必要があることは、 既に 3.2 で述べた。 しかしそれは、 情報
システム構築プロジェ クト を経営者視点である目的達成度基準でのみ評価すべきと主張し
ているのではない。 むしろ前者をやや広く 「 I T 投資マネジメ ント 」、 後者を「 プロジェ ク
ト ・ マネジメ ント 」 と捉えた場合、 両者が別々に論じられてきたこと自体が問題であった
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のではないかと指摘したい。
両者の連携イメ ージを図 3-10 に示す。 この図の上半分は”going concern”である企業経
営の、 永続的なプログラムとしての PDCA サイクルである。 ここで行われる Plan とは、
経営用語で表現される戦略目的についての計画であり 、 その実現を託されて個々の情報シ
ステム構築プロジェクト が承認され、 実行に移される。 一方、 図 3-10 の下半分のプロジ
ェ クト ・ マネジメ ント を担う のは PM であることは言う までもない。 ただし従来はこの上
下を連携させる矢印が存在しなかった、 あるいは経営から情報システム構築プロジェクト
に向けた一方通行28であったことが問題だったのではないだろう か。すなわち図 3-10 の上
下のサイクルを「 双方向の矢印でつなぐ」 ことによって、 計画と結果の不一致を早期に発
見し、 前提となっていた変数や計画を事後的に変えることによって不一致を解消すること
が必要である。これは Argyris （ 1997） が提唱したダブルループ学習の考え方そのもので
ある。

Plan
次サイクルの投資計画

Strategy
経営戦略

Action
改善アクション

Plan
投資計画

Check
事後チェック

Do
投資実行

プロジェクト

プロジェクト・マネジメントのサイクル
•有期限のプロジェクト
•要件＝システム仕様

Action

IT投資マネジメントのサイクル
•永続的なプログラム
•要求＝ビジネス要件

・・・

プロジェクト

Plan
プロジェクト
ライフサイクル

プロジェクト

Do

Check

図 3-10 I T 投資マネジメ ント とプロジェ クト ・ マネジメ ント の連携

また、 Anthony（ 1965） の経営管理における三階層に照らせば、 経営者の意思決定領域
である戦略的計画層としての「 I T 投資マネジメ ント 」 と、 PM が担う オペレーショ ナル・
コント ロール層としての「 プロジェ クト ・ マネジメ ント 」 は直結されている訳ではない。
図 3-7 で示したよう に、 両者の中間にはマネジメ ント ・ コント ロール層が存在し、 それが
業績管理用語や管理指標を相互に変換しながら媒介の役割を果たしている。 このよう な方
法によって初めて、 両者が情報システム構築プロジェ クト の現状に関して共通の情報と認
識を持てるよう になる。 また更に、 適切なダブルループ学習に基づく マネジメ ント によっ
28

QCD 目標の変更は絶対に許されないとする前提に立った従来型の指揮命令系統は、上から下への一方
通行と言える。
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て、 QCD 目標を変更して再挑戦することの価値やリ スクを適切に評価し、 当初の目標に
拘泥することなく 、 情報システム構築プロジェ クト を成功に導く ことができるよう になる
のである29。
このよう に考えれば、 プロジェ クト の失敗の本質的な原因は、 戦略目的の達成という 経
営者にとっての目標と、 QCD 目標の達成という PM にとっての目標の乖離にあることが
明らかである。 このよう な乖離は、 プロジェクト の企画段階では、 戦略目的とスコープや

QCD 目標の因果関係付けがそもそも検討されていない、あるいはスコープや QCD 目標の
妥当性が検証・ 担保されていない、 設定されたスコープや QCD 目標を達成するために必
要なリ ソースが経営者に適切に伝達されない結果、 十分に確保されない、 といった現象と
して顕在化する。
そして、 プロジェ クト 開始後に、 リ ソース不足などによって QCD が悪化しても、 それ
が戦略目的の達成に与える因果関係や影響度が、 タイムリ ーかつ適切に、 経営者に伝わら
ないことが多い。 スコープや QCD 目標を変更する必要性が経営者に適切に伝達されなけ
れば、 変更は承認されない。 また、 リ ソースの追加投入が必要な状況でも、 その必要性が
適切に伝達されなければ、 許可されるはずもない。
このよう に見てく ると、正しく プロジェ クト の成否を評価する時間軸は、ソフト ウェア・
ライフサイクルの上流工程の更に源流である、何を、何故システム化するのかという 時点、
すなわちプロジェ クト の目的を設定した時点から、 最終的にそのプロジェクト の成果が確
認できる時点までと設定するのが適切であることが理解される。 エンド ・ ツー・ エンド の
時間軸（ 図 3-6） において、 プロジェ クト の成果が確認できるタイミ ングは、 個々の情報
システム構ェ クト の特性に依存するが、 情報システムが本番稼動してから少なく とも 3 ヶ
月、 更に 6 ヶ月から 1 年程度経過した時点となるのは 3.2.4 で述べたとおり である。

3.4.5 プロジェ クト ・ マネジメ ント との連携の具体策
3.4.4 までの考察を踏まえ、 ここでは経営者の戦略的計画層としての I T 投資マネジメ ン
ト と、 PM が担う オペレーショ ナル・ コント ロール層としてのプロジェ クト ・ マネジメ ン
ト を連携させる具体策について検討する。
日本情報処理開発協会
（ 2006）が提唱した I T 投資マネジメ ント フレームワーク（ 図 3-11）
は、「 戦略目的」 と「 QCD 目標」 の関連性の可視化の雛形を提供するものである。 このフ
レームワークでは戦略マネジメ ント の領域から個々の情報システム構築プロジェクト が切
り 出されて定義され、 実施結果が戦略マネジメ ント にフィ ード バッ クされるという サイク

29

筆者が実務において経験してきた成功事例では、 マネジメ ント ・ コント ロール層の機能が次のいずれ
かの方法で実現されていた。一つは経営者が偶然に職務経歴上、情報システムの知見を有し、オペレーシ
ョ ナル・ コント ロール層までをト ッ プダウンでカバーしたケース。もう 一つは経営感覚を有する中間管理
職が戦略的計画層までをボト ムアッ プでカバーしたケースである。これらはいずれも「 偶然の産物」 であ
るが、この偶然を必然に変えていく 取り組みこそが、プロジェクト の成功をより確実なものにしていく の
ではないだろう か。
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ルが示されている。 すなわち I T 投資マネジメ ント とプロジェ クト ・ マネジメ ント の連携
によって、 ダブルループ学習が実現された姿を示したものと言える。

図 3-11 I T 投資マネジメ ント フレームワーク
出典： 日本情報処理開発協会（ 2006）

I BM 社の Business Systems Planning（ 以下、 BSP）（ I BM Corporat ion, 1975） は、
企業の短期・ 長期の情報ニーズをサポート し、 経営計画に不可欠な情報システム計画を確
立する目的のために提唱された手法である。 まず「 情報アーキテクチャー」 を描き、 それ
を現状と対比することによって導かれる移行計画が中長期の「 情報システム計画」 に相当
する。 BSP への取り組みは 1966 年当時、 米国 I BM 全体のデータ処理事業を統括してい
たデータ・ プロセシング・ グループにおいて始まった。 そして 1970 年にはこの手法のユ
ーザー企業への提供を開始している。
「 どの企業においても 3 つの明確な計画と管理のレベルが存在しているという
BSP では
ことが定説になっている（ I BM Corporation, 同上）」 として、 Anthony（ 1965） の「 戦略
的計画、 マネジメ ント ・ コント ロール、 オペレーショ ナル・ コント ロール」 のレベル分け
を援用している。 BSP では「 ビジネス・ プロセス」 を、 企業が自らの資源を管理するため
に必要な、様々な意思決定と活動を、その論理的関連性からグループ分けしたもの、「 デー
タ・ クラス」 を、 データを論理的関連性からグループ分けしたもの、 と定義した。 また、
ビジネス・ プロセスとデータ・ クラスから導出される「 情報アーキテクチャー」 が情報シ
ステムの核心であるとした。この
「 情報アーキテクチャー」は経営者とアプリ ケーショ ン、
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経営者とデータをつなぐ共通言語として機能するものと言える。
プロジェ クト & プログラムマネジメ ント（ 以下、 P2M ）（ 日本プロジェ クト マネジメ ント
協会, 2007） は、 複数の情報システム構築プロジェ クト を計画どおり に遂行するための知
識を体系化したものである。P2M では、同じ目的や方向性を持った情報システム構築プロ
ジェ クト 群を一つのプログラムとして定義し、 個々の情報システム構築プロジェクト のみ
ならず、 そのプログラムの成功裏の実施を通じて、 より上位の目標である企業価値の向上
を支援するという 視野に立っている。 PMBOK ガイド （ PMI , 2013） の知識領域が QCD
を中心としているのに対し、 上記のよう な背景から P2M では、 戦略やファイナンス、 関
係性など、 より経営寄り の幅広い領域をスコープとしている。

P2M では、 ダブルループ学習の考え方を、 プロジェ クト ・ バランスト ・ スコア・ カード
（ 以下、 PBSC）（ 小原・ 浅田・ 鈴木, 2004） における KPI の連鎖に組み込んでいる。 P2M
は、 従来の手法が個別プロジェ クト を対象にしているため、 プロジェ クト の QCD 管理や
技術者のスキル評価が中心となり 、 経営戦略への貢献度を明らかにすることができないと
して、全体最適の観点から PBSC を提唱している。近年の情報システム構築プロジェ クト
では、 業務改革が同時並行的に実施されることが多く 、 経営者は、 個々の情報システム構
築プロジェクト における QCD 目標の上位に、 事業目標の達成があることを明示する必要
がある。
たとえばスマート フォンのよう な携帯端末を営業担当者に持たせ、 訪問先での商談中に
会社と接続して商品の在庫確認や受注エント リ ーを可能にするシステムは、 単純な受注管
理業務の効率化に見えるかもしれない。 しかし 、 販売情報入手のスピード アッ プは顧客満
足度の向上につながり 、 ビジネス拡大に貢献するばかりか、 顧客ニーズの迅速な把握とい
う 重要な役割も担っていることを見逃してはならない。
図 3-12 は営業担当者がスマート フォンのよう な携帯端末を駆使し、 訪問先で会社と接
続して商品の在庫確認や受注エント リ ーを迅速に行なう ことで取引先の満足度を獲得し、
ビジネス拡大を図るという 、 筆者が作成したシナリ オを、 PBSC によって表現したもので
ある。 ここでは各ステークホルダーに期待されている役割、 およびそれを実施するために
必要なスキルの内容、 およびそれらが最終的な売上高拡大という ゴールにどう 貢献するの
かが、 KPI の連鎖によって示されている。 このよう な可視化が、 経営者に情報システム構
築プロジェクト の成功に必要な支援行動の内容を端的に伝え、 その理解と適切な意思決定
を引き出すことにつながると期待される。
これらの関係を戦略シナリ オとして戦略マッ プに表現することで、 部門を横断する多く
の従業員の関与が必須であることが明らかになり 、 それぞれの従業員へ役割期待が指標の
連鎖として表現され、 効果的な合意形成を支援する（ 栗山, 2002）。 更に、 当該情報システ
ム構築プロジェクト の目標達成のためには、 たとえば営業担当者の操作研修への参加が必
須であることが、学習と成長の視点における前提条件やスキル取得という KPI とその目標
値、 達成期限を通じて明らかになる（ 表 3-4）。
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図 3-12 PBSC による成功シナリ オの可視化事例
PDA（ Personal Data Assistance： 携帯端末）

表3-4 プロジェ クト ・ バランスト ・ スコア・ カード における KPI の例
責任・権限

ＫＰＩ（成果目標）

前提条件やスキル

営業部門

PDAを活用してお客様満
足度を高め,売上を増大さ
せる

お客様満足度スコ
ア（リピート受注
率）向上と売上3%
アップ

営業員が全員PDAを
使いこなせる

PDA講習会受講率お
よび納期即答率100%

情報システ
ム部門

営業員に十分な機能を持
つ使い易いPDAを提供す
る

営業員のPDAの
機能・操作性への
満足度90点

営業部門にPDA講習
会を実施し,操作を習
得してもらう

PDA講習会の満足度
90点,操作の問合せへ
の迅速な対応（ヘルプ
デスク）

製造部門

営業部門に信頼性の高
い納期情報を提供する

納期精度98%以上

生産管理の仕組みを
見直し,納期回答精度
を向上させる

購買,生産計画,進捗管
理,在庫管理・・・等々
の見直し

ＫＰＩ（プロセス目標）

このよう な方法で、 情報システム構築の成功へのシナリ オを視覚的に表現することによ
って、個々の KPI がどのよう な因果関係で経営に貢献するのかが可視化される。このこと
によって共通理解が容易になると共に、 このプロジェ クト が成功するために必要となる作
業項目とその実施責任者および実施期限を明確化することができる。 更に個々のステーク
ホルダーにとっての、 自らのプロジェ クト への参画の意義が理解し易く なる。 これらの取
り 組みが、 誰が、 どの場面で、 何を支援すべきかという 理解の枠組みの共有を促進し、 経
営者を含めたステークホルダーの適切な意思決定を支援するものと期待される。

3.4.6 プロジェ クト ・ マネジメ ント と IT 投資マネジメ ント の連携に向けた課題
本節ではまず、 I T 投資マネジメ ント 研究の発展経緯をレビューし、その課題として経営
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管理の PDCA サイクルにおける Do 工程をプロジェ クト ・ マネジメ ント に全面的に委ねて
きたことを指摘した。 またその解決の方向性として、 I T 投資マネジメ ント とプロジェ ク
ト ・ マネジメ ント をダブルループ学習の考え方で連携させるアプローチを提唱した。 また
その具現化策として、 プロジェ クト ・ バランスト ・ スコアカード が有効であることを指摘
した。
本節での検討内容を、 2 章で導出した、 経営者の役割と責任に関する研究フレームワー
ク（ 図 2-6） のそれぞれに即した形で詳細化すると、 次のよう に整理できる。

業績管理情報に基づき、 適切な意思決定を行なう よう 努めること。
従来の I T 投資マネジメ ント 手法では、 戦略的計画（ I T 投資マネジメ ント ： PDCA サ
イクルにおける PCA） とオペレーショ ナル・ コント ロール（ プロジェ クト ・ マネジメ
ント ： 同サイクルにおける D） を連携させるマネジメ ント ・ コント ロール層に相当す
る概念や手法が確立されておらず、 両者が分断された状態に置かれてきた。 この乖離
を解消しなければならない。
戦略を適切に策定し、 確実に実施すること。 その前提として無形の資産のレディ ネス
向上に継続的に取り組むこと。
従来の I T 投資マネジメ ント 手法は、戦略の策定から実施に至る PDCA サイクルの Do
工程をプロジェクト ・ マネジメ ント に委ねてきた。ここで PDCA サイクルが分断され
ており 、 戦略の遂行が不確実なものとなっている。
ダブルループ学習の視点に立ち、 不確実な事態に適切に対処すること。

I T 投資マネジメ ント 手法とプロジェ クト・ マネジメ ント をダブルループ学習によって
連携させ、 プロジェクト ・ マネジメ ント 工程で発生する不測の事態に対する対応策を

I T 投資マネジメ ント 手法が担う 戦略の PDCA サイクルにフィ ード バッ クし、 策定で
きるよう にしなければならない。

ではプロジェ クト ・ マネジメ ント と I T 投資マネジメ ント の連携を実現するための具体
策として、組織体制や経営者の意思決定プロセスはどう あるべきなのかを次節で考察する。

3.5 3 章のまとめ： プロジェ クト を成功に導く 経営者の支援行動に関するフレームワーク

3.5.1 経営者の支援行動に影響を及ぼす意識と組織体制
ここまでの検討では 2.2〜2.4 で、まず情報システムに限定せずに、企業経営における経
営者の役割と責任について考察し、経営者の行動に関する仮定を 3 つ導出した。次いで 3.2
〜3.4 では、 上記の行動に情報システム構築の特殊性を加味して、 情報システム構築プロ
ジェ クト の成否（ 3.2）、 プロジェ クト 管理手法（ 3.3）、 プロジェ クト ・ マネジメ ント と I T
投資マネジメ ント の連携（ 3.4） の観点からより詳細に検討した。ここまでの検討結果は次
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のよう に要約できる。

3.2 では業績管理の手法を援用し、 経営者と PM の相互理解のための共通言語を構築す
ることが重要であることを明らかにした。 3.3 では、 従来からのプロジェ クト 管理手法の
多く は経営者の意思決定支援をスコープ外としているため、 経営者の支援行動の明確化に
は直接的には貢献しないことを確認した。ただし REBOK（ 情報サービス産業協会, 2011）
関連の、 経営者に必要な知識のエッ センスを整備する活動は、 共通言語の構築を促進する
ものとして期待される。 3.4 では、 経営者の意思決定に I T 投資マネジメ ント 関連情報が活
用されるのは、 主としてプロジェ クト 開始前の企画フェーズと完了後の評価フェーズであ
ること、 および構築フェ ーズはプロジェ クト ・ マネジメ ント に委ねられてきたことを確認
した。 また I T 投資マネジメ ント とプロジェ クト ・ マネジメ ント の効果的な連携が、 プロ
ジェ クト 成功の重要なポイント であることを述べた。
本節ではこれらの項目を、経営者の行動の背景にある、意識改革や組織体制の視点から、
更に詳細化する。 最後に 3 章全体のまとめとして、 情報システム構築プロジェ クト を成功
に導く 経営者の支援行動に関する仮定を構築し、 フレームワークとして整理する。

3.5.2 経営管理のプロセス
廣本ら（ 2008） は経営管理の過程を、 意思決定、 計画、 組織化、 統制という 4 つのプロ
セスから成る管理活動であると述べた。 本論文のここまでの検討では、 これら 4 つのプロ
セスに一貫して流れる PDCA サイクルや、それに伴なう 不確実性という 視点から統制への
対応などを取り上げてきた。 ここでは、 経営者の意思決定の有効性を高めるための意識改
革、 更に戦略を実施する際に必須となる組織化や組織体制の整備について検討する。 併せ
て、 リ ーダーシッ プやコミ ュニケーショ ン、 モチベーショ ンなどについても考察する。
廣本ら（ 同上）の概念を、更に高橋
（ 2011）は、計画化
（ Planning）、組織化
（ Organizing）、
指揮（ Leading）

30、

統制（ Controlling） の 4 つから成る経営管理のプロセスとして詳細

化した（ 図 3-13）。 その中では、 経営の目的は計画化によって決定され、 希少な資源の配
分は計画化と組織化に関連し、 指揮は従業員を通して目的を達成することであり、 統制と
は設定された目的と成果を比較し、 必要に応じて行動を修正することであると述べられて
いる（ 高橋, 同上） 。

計画化
（Planning）

指揮
（Leading）

組織化
（Organizing）

統制
（Controlling）

図 3-13 経営管理のプロセス
出典： 高橋（ 2011）
30

Leading には後述のよう に、 モチベーショ ン、 リ ーダーシッ プ、 コミ ュニケーショ ンといった広範囲
な概念が含まれており 、「 指揮」 という 訳語には通常の用例より も幅広いニュアンスが込められている。
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計画化とは、「 遂行される目的とその手段を予め決定すること（ 高橋, 2011） 」 であり 、
何をなすべきかを 5W1H の観点から具体化することである。当然ながら、単に決定するだ
けではなく 、 決定された目的をステークホルダーに正確に伝達し、 その真意が正しく 理解
されるよう に説明責任を果たすのは、 経営者の責務である。
組織化とは「 遂行されるべき諸活動、 それを遂行するための人事、 そして必要な物的要
因間の関係を組織の諸原則によって創設すること（ 高橋, 同上）」 である。 すなわち組織の
目的を達成するための経営資源をどのよう に配分するかを決定し、 その配分のネッ ト ワー
クを作ることである。 したがって管理者は入手可能な経営資源を調整し、 能率的で有効な
目的達成を支援するべく 、 組織を設計しなければならないとされる。
指揮とは、
「 計画化で設計された目的を遂行するために組織メ ンバーを導き、協同意欲や
諸活動を確保すること（ 高橋, 同上）」 であり 、 モチベーショ ン、 リ ーダーシッ プ、 コミ ュ
ニケーショ ンがその要諦である。 モチベーショ ンにおいて管理者は、 組織メ ンバーから個
人の努力を引き出すために、 動機付けを意図的に行なう ことが必要となる。 リ ーダーシッ
プとは人々が進んで目標を達成するよう に影響を与えるパワーであり 、プロセスとされる。
そこではそれを支えるものとして、 公式・ 非公式、 および個人・ 組織など、 多方面でのコ
ミ ュニケーショ ンの重要性が改めて指摘されている。
統制とは「 標準や計画値と実績を比較してそこに差異が発生した場合、 速やかにその原
因を分析して是正措置を講じるという 一連のプロセス（ 高橋, 同上）」 である。 このプロセ
スにはシングルループ学習、 ダブルループ学習の双方が含まれる。
以上のことから経営者には、 設定した目的を確実に達成するために、 目的を適切に説明
して理解を得（ 計画化）、 組織を編成して動機付けを行ない（ 組織化）、 予期せぬ事象の影
響をいち早く 察知して是正措置を実施する（ 指揮・ 統制）、 といった 4 つの経営管理プロ
セスの実践が求められることが分かる。 これらの行動は計画化と組織化が戦略の伝達、 理
解、 納得と従業員の行動への動機付けといった一連のプロセス、 指揮と統制が自由闊達な
コミ ュニケーショ ンに基づき、 適切な変化対応を可能とする組織能力と表現できる。
そこで次に、 この 4 つの経営管理プロセスが情報システム構築の実務においても適合し
ていることを、 I T コーディ ネータのプロセス・ ガイド ライン31に基づいて確認する。 I T コ
ーディ ネータ制度は「 I T 経営を実現するプロフェ ッ ショ ナル」 である I T コーディ ネータ
の育成のために 2001 年に経済産業省の外郭団体である特定非営利活動法人 I T コーディ
ネータ協会が認定を開始し、 現在に至っている。 プロセス・ ガイド ラインは、 I T コーディ
ネータがその職務遂行に際して身に付けておく べき理論や実践の知識を、 バージョ ンアッ
プを重ねて体系化したものである。図 3-14 はプロセス・ ガイド ラインの中核である I T 経
営の基本プロセスであり 、I T コーディ ネータが企業の情報システム導入を支援する際の最
も基本的な手順が図示されている。
31

特定非営利活動法人 I T コーディ ネータ協会, プロセス・ ガイド ライン（ 2012）
http://www.itc.or.jp/about/guideline/dlfile/itc_pgl_v1_1.pdf
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図 3-14 I T 経営の全体像
出所： I T コーディ ネータ協会（ 2012）

図 3-14 ではまず大きな流れとして縦に、 経営陣が担う 「 I T 経営への認識」、 ミ ド ル・
マネジメ ント が担う「 経営改革活動」、情報システム部門や I T ベンダーが担う「 I T 化活動」
が階層構造として示されている。 そして各層を構成する個々の活動項目は、 図中の左上か
ら左下、 中央下、 右下、 右上と、 PDCA サイクルに従って実施されていく 。 これらは前述
の計画化、 組織化、 指揮、 統制という 4 つの経営管理プロセスの各フェ ーズに、 それぞれ
次のよう に対応していることが分かる。 以上のことから、 これら一連の経営管理プロセス
は、情報システム構築という 経営行動を成功に導く ためにも有益であることが確認された。
計画化： 変革認識、 経営戦略（ 策定）・（ 計画）、 I T 戦略策定
組織化： 経営戦略（ 準備）、 I T 資源調達
指揮： 経営戦略（ 実行）、 I T 導入、 I T サービス活用
統制： 是正認識、 I T 戦略（ 評価）、 経営戦略（ 評価）、 持続的成長認識

3.5.3 経営者の組織行動に関する考察
「 情報システム構築の失敗は経営者の支援不足に起因する」 との 3.2 における筆者の記
述は、 あたかも経営者の能力不足によって情報システム構築が失敗している、 と主張して
いるよう に受け取られるかもしれないが、 それは本意ではない。 また、 情報システム構築
の分野についても経営者がオールマイティ ーの能力を発揮できなければならないと主張す
るものでもない。 むしろ経営者の能力にすべてを依存して良い訳ではない、 という ことこ
そが本意である。

3.4 で取り 上げた BSP（ I BM Corporation, 1975） では、 企業の短期・ 長期の情報ニー
ズをサポート し、 経営計画に不可欠な情報システム計画を確立するという 目的を達成する
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上で、 ト ッ プ・ エグゼクティ ブのコミ ッ ト メ ント と継続的な支援の重要性を繰り返し強調
している。 このよう に、経営者の支援が必要だという ことは、 40 年も前から提言されてお
り 、その具体的な内容も「 BSP スタディ を成功させるための経営者のベスト プラクティ ス」
として以下のよう に明示されている（ 表 3-5） 。 また、 それが十分に期待できない場合に
は、 プロジェ クト を延期すべきとも明言されている。 これは現在においても、 プロジェ ク
ト を成功させる上で経営者がどのよう な行動をとる必要があるのかを検討する上で参考に
供せられる知見と言える。

表3-5 BSP スタディ を成功させるための経営者のベスト プラクティ ス
出典： I BM Corporation（ 1975）
経営者に必要とされるコミ ッ ト メ ント
・ スタディ・ チームを構成するエグゼクティ ブに対する、BSP 関連のすべての活動を完遂させることへ
のコミ ッ ト メ ント 。
・ スタディ ・ チームのメ ンバーに対する、 彼らの提言を尊重することへのコミ ッ ト メ ント 。
経営者に具体的に求められる支援活動
・ BSP スタディ の発表書簡に署名する。
・ エグゼクティ ブ・ オリエンテーショ ンが行われるときに、 導入部として所見を述べることにより、 ス
タディ を支援する姿勢を明らかにする。
・ スタディ 開始時にスタディ ・ チームと共に企業の状況をレビューする。
・ インタビューに参加する。
・ スタディ の進捗と結果をレビューする。
・ 必要な場合、 スタディ ・ チームと他のエグゼクティ ブとの間の連絡接点となる。
・ 最終報告を受け取り 、 必要な意思決定を行なう 。

（ 2009）の”How to Be a Good Execut ive Sponsor ”には、
3.3 で検討した St andish Group
情報システム構築プロジェ クト の成功に寄与する経営者の行動が要約されていた。 同時に
このよう な行動をとるための能力が身に付く かどう かは多く の偶然に依存し、 個人差が大
きく なることも述べられていた。
このよう な状況を考慮すると、 情報システム構築プロジェ クト における戦略の伝達、 理
解と納得に基づく 従業員の行動への動機付け、 およびコミ ュニケーショ ンを含むソフト ウ
ェ アとしての企業統治の能力には経営者間で大きな個人差が発生することは避けられない。
しかし経営者に万能を求めることも、 また情報システム構築プロジェ クト に関する知識の
習得を強制することも現実的ではない。 逆にプロジェ クト 現場での個々の開発・ 導入作業
の細部にまで、経営者に直接陣頭指揮を執ることが求められている訳でもない。現実解は、
経営者に偶然に備わった情報システム構築プロジェ クト に関する知見や経験に、 過度に依
存しないプロジェ クト 体制である。 それをどのよう に実現していく かについて、 次項で主
として組織体制の観点から検討する。
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3.5.4 プロジェ クト を成功に導く 組織体制
3.5.2 および 3.5.3 では戦略の伝達、 理解と納得に基づく 従業員の行動への動機付け、 お
よびコミ ュニケーショ ンを含むソフト ウェ アとしての企業統治の観点から考察を行なった。
またその能力を経営者個人の資質に過度に依存すべきでないという 点についても述べた。
ここではそれを支え、 経営者個人への過度な依存を分散させる、 ハード ウェ アとしての組
織体制について検討を加える。
プロジェ クト の開始に当たっては、 最初にそのメ ンバー選定が行なわれるが、 プロジェ
クト の目的に相応しいベスト メ ンバーが必ずしもアサインされるとは限らない。 例えば、
要件定義フェ ーズでユーザー部門の代表として参加するメ ンバーには、 幾つかの重要な能
力が求められる。 それは単に、 現在の業務プロセスがどう なっているかを説明できるだけ
でなく 、 その業務の課題点を指摘し、 今後のあるべき姿を提言できることが望ましい。 ま
たその提言は自部門だけでなく 、 前後の部門の業務プロセスをも視野に入れ、 できれば全
社最適の視点から行なわれることが理想的である。 また政治的な手腕も求められる。 例え
ばプロジェクト 会議で業務プロセスの変更が決定されよう としている場合には、 変更につ
いての部門内の承認を取り 付け、反対意見をも説得できることが求められる。このよう に、
要件定義に参加するメ ンバーには、 本来非常に高いレベルの能力が要求されている。
ところがこのことが経営者に理解されていない、 あるいはプロジェ クト の重要性への認
識自体が低いといった場合には、 上記のよう なエース人材はなかなかアサインされない。
その結果、 プロジェクト 会議で議案を即決できない、 自部門に持ち帰って検討した結果、
部門内の合意が得られない、 あるいは逆に部門内で別の案を提示されてプロジェクト 会議
に持ち帰る、 といった事態が発生する。 その結果、 要件定義フェ ーズに想定以上の時間が
かかり 、 スケジュールが遅れ始める。 また定義された内容も、 現状の業務プロセスへの理
解が不十分であったり 、 あるべき姿を平素から意識していないメ ンバーの場合は、 ともす
れば現状維持的なものになったり 、 逆に一旦合意された内容が思い付きレベルの安易なア
イデアによって何度も変更されるよう なことが発生しがちである。 これでは戦略目的とし
て業務改革を掲げたとしても、 その実現は容易ではない。
このよう に、 重要な戦略目的を込めたプロジェ クト には、 それに見合う だけの有能なメ
ンバーをアサインする必要があるが、 ともすればその判断が適切でないことが発生する。
その結果、 途中でメ ンバーの増員や交代が必要になる場合があるが、 これは次に述べる不
確実性への対応の問題である。
プロジェ クト は開始された後も不測の事態に直面する。それに適切に対処するためには、
ダブルループ学習に基づく 行動が必要であることを繰り返し述べてきた。 そのためには、
経営者がいま以上に情報システム構築プロジェ クト に関する情報をタイムリ ーに入手し、
意思決定に効果的に関与できるよう にする必要がある。 その機会を提供する公的な意思決
定機関の代表例として、 ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーを挙げる。 それは当該情報システム
構築プロジェ クト に関する最高意思決定機関であり 、 プロジェ クト の成功に責任を持つ経
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営陣と PM を主要メ ンバーとして構成される。しかし実務の中では、この意思決定機関が、
本来期待されている役割を必ずしも果たしているとは言えない。 この点を組織構造の面か
ら検討する。
これまで述べてきたよう に、 経営環境の変化や情報システムの大規模化、 業務改革の介
在などによって、 一度定義した要件や QCD 目標を変更せずに情報システム構築プロジェ
クト を完遂することは、 ますます困難になっている。 したがって、 一度設定した計画は変
更が絶対に許されないものとするならば、 経営活動の現実から乖離してしまう だろう 。 計
画の変更に関する意思決定を行なう に当たっては、 その影響の範囲や程度に関する情報が
意思決定者に適切に提供されることが必要である。 その実現手段として設置される会議体
が、 本来のステアリング・ コミ ッ ティ ーの位置付けである。 それがどの程度有効に機能し
ているかを、 実務家の見解に基づいて検討する。
岡村（ 2004） は、 I T ベンダーの PM の立場からステアリング・ コミ ッ ティ ーの重要性
に触れ、顧客企業の意思決定能力を判断する上で欠く ことのできない組織であると述べる。
実務家の多く は、 ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーが有効に機能している情報システム構築プ
ロジェ クト は、 仮に途中で多少の苦境に陥っても、 最後には立て直せるという 経験知を持
っている。 だからこそ彼らは、 ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーが機能するユーザーかどう か
の見極めが重要である、 と強調するのである。
しかし、 ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーが有効に機能していないために、 途中で大きな困
難に遭遇し、 最後まで立て直せない場合が少なく ない。 ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーは、
プロジェ クト の継続と中止を適切に評価し、 どちらが得策であるかを冷静に判断し、 場合
によっては損害が許容範囲に収まっているう ちに中止する、 という 厳しい判断をも下さな
ければならない。
「 ステアリング・ コミ ッ ティ ーが機能している」 と言えるためには、 必要な意思決定権
限を持つメ ンバーが漏れなく 招集されている、 情報システム構築プロジェクト についての
情報共有や意思決定がタイムリ ーに行なわれている、 エスカレーショ ン・ パス（ 緊急課題
の上申プロセス） が確保され、 適切に機能している、 といったことが必要である。 加えて
悪いニュースもタイムリ ーに届く かどう か、 という 点も重要である。 富永（ 2009） は「 敵
は社内にあり 」 という 表現を用いて、 情報システム構築プロジェ クト の現場で認識されて
いるスケジュール遅延や成果物の品質低下といった問題が、 上層部への報告プロセスの中
で歪曲され、 経営者に正確に伝わらないという 事実があることを指摘する。 それは個々の
企業の風土や体質の問題かもしれないが、経営者自身も自らの問題として現場に足を運び、
自らの戦略を込めたプロジェ クト がどのよう に進捗しているかを自らの目で確認する必要
性があるだろう 。
では逆に、 ステアリング・ コミ ッ ティ ーが必要とされるのは、 どう いう 事態であるかを
検討してみたい。 QCD 目標が達成できない理由の一つとして、 プロジェ クト の初期段階
における要件定義の困難さ、 およびその結果として生じる、 適切な QCD 目標設定の困難
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さについては既に述べた。 また、 プロジェ クト の難易度を事前に正確に評価し、 メ ンバー
が保有する能力がその遂行に足り るものであるかどう かを判断することも同様に難しく 、
完全な計画策定などあり 得ない。 以後の検討は、 このよう な前提に立って行なう 。

PM は、 発生した事態に対して、 まず、 現行メ ンバーによる最善の対処を目指すと考え
られる。 しかしそれが奏功しない場合には、 メ ンバーの増員や変更といったリ ソース拡充
も視野に入れた改善を図らねばならない。 そして、 それが実現されない場合には、 QCD
目標の下方修正をも検討しなければならない。 しかしこれらの意思決定は、 通常のケース
では PM の権限範囲を超えており 、 経営者の意思決定領域に属する。 つまり 経営者が、 多
少 QCD 目標は犠牲にしてもやむを得ないが、 戦略目的の実現に邁進して欲しいと考える
なら、 PM もその意向を踏まえて計画を練り直すはずである。 まずそのよう な経営者の意
向を確認する公式な場としてまずステアリ ング・ コミ ッ ティ ーは必須である。 加えて非公
式なコミ ュニケーショ ンの場との併用や使い分けも重要である。
社会や経済の環境変化の加速によって、 一旦設定した計画や目標値の変更は絶対に許さ
れないとする考え方が、 現実から遊離する恐れがあることについては既に述べた。 状況の
変化を反映して、 臨機応変に QCD 目標や、 場合によっては情報システム構築プロジェ ク
ト の目的自体を見直すことをも許容する目的達成度基準の考え方は、 このよう な状況に対
処していく 上での現実解と言える。 このよう に考えていく と、 当初に設定された QCD 目
標はむしろ仮のものとし、 情報システム構築プロジェ クト の局面が進むごとにそれらを柔
軟に見直していく 姿勢が経営者には求められる。 では PM やプロジェ クト ・ チームは経営
者に何を報告し、 どのよう な行動を引き出す必要があるのだろう か。 あるいは経営者はス
テアリ ング・ コミ ッ ティ ーにおいて何を質問すべきなのだろう か。
既に述べたよう に、 経営者の要求はビジネス要件であり 、 PM が担う 情報システムへの
要求は、 システム仕様である、 という 二重構造が発生している。 かつ、 ビジネス要件とシ
ステム仕様の間には、 変換機能の不全による断絶が発生している。 経営者は、 費用と稼動
時期については、 ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーでの審議を通じて認識できる、 自らが提示
した戦略目的がどの程度実現されているかは、 確認する術がない。 経営者が知りたいのは
自らが込めた戦略目的の達成度や進捗度を表現する KPI の数値である。では経営者はそれ
を知るために、 どう 行動しなければならないのだろう か。

3.5.5 情報システムを成功に導く 経営者の支援行動に関する仮定とフレームワーク
本章の 3.5.2 で、 設定した目的を確実に達成するためには、 経営者には「 目的を適切に
説明して理解を得、 組織を編成して動機付けを行ない、 予期せぬ事象の影響をいち早く 察
知して是正措置を実施する」 といった行動が求められることを述べた。
表 3-6（ 情報処理推進機構, 2010）

32

32は、 情報システム構築プロジェ クト

においてステー

情報処理推進機構 ソフト ウェア・ エンジニアリ ング・ センター, 情報システム導入時の価値評価と合
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クホルダーが価値評価と合意形成を行なう べき局面、 およびその概要を 22 の局面ごとに
まとめたものである。 ここでは経営者の行動に焦点を当てるため、 これら 22 項目から、
通常は経営者が関与しないと考えられる実務の詳細に関する 16 項目
（ 表 3-6 の着色部分）
を除外し、 残る 6 項目をリ スト アッ プした。 情報システム導入判断（ A1）、 予算枠の決定
（ A3）、 カッ ト オーバー時期の設定（ A5）、 プロジェ クト 計画の変更（ A9）、 見積り 金額の
決定（ A11）、 契約金額の決定（ A14） がそれである。

表3-6 プロジェ クト における意思決定と合意形成の局面
情報処理推進機構（ 2010） を基に筆者作成

ここで 2 章から 3 章までの考察を総合して、 情報システムを成功に導く 経営者の支援行
動に関する仮定を整理する。表 3-7 は、 3.2 から 3.4 まで個々に検討してきた項目に、本節
で検討した内容と、前述の情報処理推進機構
（ 2010）の調査から抽出した 6 項目を加味し、
高橋（ 2011） の示す経営管理の 4 プロセスや I T コーディ ネータのプロセス・ ガイド ライ
ンを援用して整理したものである。 この表 3-7 で示された情報システムを成功に導く 経営
者の支援行動に関する仮定は、 4 領域の 10 項目に集約された。 これらの仮定の妥当性は、

4 章の事例研究において確認されることとなる。

意形成に関する調査（ 2010）

http://sec.ipa.go.jp/reports/20100330c.ht ml
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表3-7 情報システムを成功に導く 経営者の支援行動に関するフレームワーク
「 計画化
（ Planning）」
関連
「 組織化
（ Organizing）」
関連

P1： 情報システム導入の可否を判断、 承認する（ 3.5、 A1）。
P2： QCD 目標を決定し、 周知徹底し、 理解を得る（ 3.5、 A3、 A5、 A11、 A14）。
P3： 戦略目的を決定し、 周知徹底し、 理解を得る（ 3.5）。
O1： プロジェクト の発足時に、 その遂行に必要なメ ンバーを質（ スキルレベル）・ 量

（ 人数や専任度） の両面で確保し、 プロジェ クト ・ チームを編成する（ 3.5）。
O2： プロジェ クト の遂行に必要な人材を計画的に育成し、 そのレディ ネスを高める

努力を継続する（ 3.2、 3.3）。
L1： ステークホルダーのモチベーショ ンに配慮し、それを高める努力を行なう（ 3.5）。

「 指揮
（ Leading）」
関連

L2： 経営者（ I T 投資マネジメ ント ） とプロジェクト ・ メ ンバー（ プロジェクト ・ マ

ネジメ ント ） 間の共通言語を確立し、効果的なコミ ュニケーショ ンを確立する（ 3.2、
3.4）。
L3： 効果的なコミ ュニケーショ ンを確立するために、 自ら積極的に学習する（ 3.5）。
L4： 諸々の局面でリ ーダーシッ プを発揮し、 プロジェクト を成功に導く （ 3.5）。

「 統制

C1： プロジェ クト の戦略目的達成を優先し、 不確実な事態に適切に対処しながら柔

（ Controlling）」

軟に QCD 目標の修正を受け容れる。または戦略目的に基づいて要件を圧縮する
（ 3.2、

関連

3.4、 3.5、 A9）。
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4 章 事例研究
4.1 はじめに
2 章から 3 章では先行研究に基づき、 情報システム構築プロジェ クト を成功に導く 経営
者の支援行動に関する仮定を構築してきた。 4 章では事例研究によって、 その妥当性を確
認する。
まず 4.2 では、 本論文を情報システム学や経営情報学の体系の中に位置付け、 両者の共
通点を確認する。 その上で経営者の行動に関する一連の仮定の妥当性を確認する研究方法
論としては、 情報システム学や経営情報学でも多く 用いられている事例研究が最適である
ことを明らかにする。 次に事例研究の実施方法に関する先行研究に基づき、 本論文のテー
マに相応しい事例研究の内容や設計方針について検討する。

4.3 では 11 社の事例に基づき、 経営者の行動に関する一連の仮定の妥当性を確認する。
加えて各事例で得られた知見を加味し、 それらを、 情報システムを成功に導く 経営者のベ
スト プラクティ スとして集約する。

4.2 研究方法の選択と事例研究の実施方法に関する検討

4.2.1 研究方法選択の基本方針
本論文の目的は、 情報システム構築プロジェクト を成功に導く 経営者の行動とは、 どの
よう なものであるかを明らかにすることであった。 そのために最も相応しい研究方法論と
は何であろう か。 それを明らかにするためにまず本節では、 研究方法は研究テーマに依存
するという 前提の下に情報システム学の発展経緯を概観し、 本論文のテーマの特性を明確
にする。 次いで本論文の仮定の妥当性を確認するために最適な方法論を検討する。

4.2.2 研究方法論に関する先行研究
浦ら（ 2008） は「 情報社会が円滑に機能するためには、 情報技術の進歩・ 普及だけでな
く 、 それを効果的・ 効率的に利用できる体制・ 環境の整備も必要である」 とし、 情報シス
テム学を「 情報システムを研究対象とし、 上述の課題に理論的・ 実践的に取り 組むことを
目指す」 研究分野と定義した。 そして、 情報システム学の目的を、 「 情報システムの概念
的な枠組みを明確にし、 その社会的側面の考察を深め、 情報システムの企画、 開発および
運用・ 評価に関する実践的な知識・ 技術の体系化を図ることを目指す（ 浦ら , 同上） 」 こ
とと定義した（ 図 4-1）。すなわち情報システム学とは、
「 情報システムの概念的な枠組み」
と「 社会的側面」 を確立した上で、「 企画、 開発、 運用・ 評価」 という 実践的な知識や技術
を体系化しよう とする意図が込められた研究分野と解釈することができる。
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企画
開発
運用・評価

概念

社会的環境

図 4-1 情報システムの概念的枠組み
出典： 浦ら（ 2008）

4.2.3 情報システム学のコア領域と参照学問領域
情報システム学においては図 4-2 に示すものが 5 つのコア領域と定義されており、加え
て参照学問領域として周辺の 9 つが挙げられている（ 浦ら , 2008）。情報システム構築プロ
ジェ クト を成功に導く 経営者の行動を明らかにすることを目的とする本論文は、 情報技術
の効果的、 効率的な利用に向けての体制や環境の整備を意図する活動の一環である。 した
がって本論文と情報システム学には共通する点が多いことは自明とも考えられるが、 ここ
ではまず、 それぞれの学問領域と本論文の共通点を確認する。

社会の仕組み

人間のコミュニケーション
情報システムの
社会的環境

情報システムの概念

経営の仕組み

人間と情報機械

情報システムの企画

情報システムの運営

人間の文化と情報

情報システムの開発
人間組織体

情報処理の技術
数理と論理

管理科学

図 4-2 情報システム学の体系
出典： 浦ら（ 2008） を基に筆者作成

表 4-1 と表 4-2 は、 情報システム学の 5 つのコア領域および 9 つの参照学問領域と、 本
論文との関連33をまとめたものである。 これによって本論文は情報システム学と多様な接
点や共通点を有していることが、 改めて確認された。

33

「 本論文との関連」 は筆者が補足した。
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表4-1 情報システム学の 5 つのコア領域と本論文との関連
浦ら（ 2008） を基に筆者作成
5 つのコア領域

本論文との関連

1. 情報システムの社会的環境

情報システムの大規模化に伴ない、情報システムが社会インフ

情報システムとそれを取り 巻く 人間、

ラの一部となることによって、その構築プロジェクト の失敗や

組織、社会との関連を様々な視点から

稼動の障害が企業や社会に与える影響が大きく なっているこ

扱う 。

とが、本論文の背景および動機となっていることを序文で述べ
た。

2. 情報システムの概念

情報システムの導入目的が省力化や手作業の置換から、競争優

人間と組織の活動を情報の創造から

位性の構築や戦略の遂行支援に移りつつあること、 その結果、

活用に至る過程として捕らえ、情報シ

企業経営にとっての重要性も増していることを序文において

ステムの特徴、デザイン、 技術の諸概 確認した。
念などを扱う 。
3. 情報システムの企画

情報システム構築プロジェ クト の成功における上流工程での

組織体の経営目的を達成するための

要件定義の重要性とその難しさを、 3.2 において多方面から検

情報システムの企画とその方策およ

討した。

び環境との調和について扱う 。
4. 情報システムの開発

情報システム構築プロジェ クト の失敗が多いこと、およびそれ

情報システムの開発に関する諸活動 は開発フェ ーズが経営管理と分断されていることによって経
のための組織、方法、および技術を扱 営者の支援が十分に得られないに起因するのではないかとい
う。

う 点について、 3.2 にて考察した。

5. 情報システムの運営

目的達成度基準およびエンド・ ツー・ エンド の時間軸の考え方

情報資源の有効利用の観点から、情報 に基づき、単にシステム開発が完了して本番稼動を迎えるだけ
システムの運用、評価の方法、 および

では、 その本来の目的を達したことにはならないことを 3.2 で

そのための組織を扱う 。

確認した。

表4-2 情報システム学の 9 つの参照学問領域と本論文との関連
浦ら（ 2008） を基に筆者作成
9 つの参照学問領域

本論文との関連

1. 社会の仕組み

社会や経済の急激な変化が、情報システム構築プロジェ クト の

情報および情報システムの側面から

難易度を高める一因となっていることを 3.2 で確認した。

社会や経済の基本的な活動を扱う 。
2. 経営の仕組み

情報システム構築プロジェ クト を企業の経営管理活動の一環

情報システムの側面から企業の仕組

として位置付け、 2.2 で情報システム構築プロジェクト に限定

みとその活動を扱う 。

しない視点から経営管理と業績管理に関する先行研究を調査
した。そこで得られた経営管理に関する三層構造の視点を踏ま
えて、情報システム構築プロジェ クト においては、 経営者が管
轄する戦略的計画と PM が管轄するオペレーショ ナル・ コント
ロールの層が分断されていること、およびそれらを連結させる
べきマネジメ ント ・ コント ロール層が必ずしも効果的に機能し
ていないことが、情報システム構築プロジェクト が所期の目的
を達成できない重要な要因と考えられることを 3.3 と 3.5 で明
らかにした。

3. 人間組織体

経営管理の三層構造において戦略的計画層とオペレーショ ナ

意思決定や情報伝達などの観点から

ル・ コント ロール層をつなぐ、 ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーと
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人間が構成する組織体の構造および

いったマネジメ ント ・ コント ロール層の機能や非公式なコミ ュ

機能を扱う 。

ニケーショ ンの重要性を 3.3 と 3.5 で確認した。

4. 数理と論理

これらの学問領域を本論文では明示的には取り 上げてはいな

情報の創造から活用に至る諸活動に

い。 しかし、 これらはいずれも序文で検討した、 経営戦略を情

必要な数理、論理、 確率および統計を

報システム戦略に展開し、それを反映した個々の情報システム

扱う 。

構築プロジェクト の企画プロセスを実施する上で、前提となる
基礎的な要素である。

5. 管理科学

経営者が対象の組織を内部組織、外部組織のいずれと看做して

組織体の運営における諸問題の把握

いるかによって、 その組織への認識と対応姿勢が Result

とその解決のためのモデリ ングを扱

Oriented 的か Process Oriented 的かに分かれることを 2.2 で

う。

確認した。加えてこの違いが、情報システム構築プロジェクト
への経営者の関与の姿勢に影響を与える可能性があることを
述べた。

6. 情報処理の技術

PMBOK 、 SWEBOK 、 BABOK 、 REBOK といったプロジェ ク

情報システムに必要なコンピュータ

ト 管理の手法の有用性と課題について、 3.3 で検討した。

システムの機能と構成およびコンピ
ューティ ングの諸技術を扱う 。
7. 人間の文化と情報

情報の活用に基づく 戦略遂行は経営の根幹であり 、広義の経営

組織・ 社会が依拠する文化的基盤と情 戦略の立案から遂行までのプロセスの一環であることを序文
報活用との関連を多面的に扱う 。

で確認した。

8. 人間と情報機械

経営者が情報システムという「 情報機械」をどのよう に理解し、

人間の情報処理における認知科学的

その成功をどのよう に支援すべきかが、本論文のテーマである

側面と情報機械との関連を扱う 。

ことを序文で述べた。

9. 人間のコミ ュニケーショ ン

情報システム構築プロジェ クト の実施過程におけるコミ ュニ

人間の情報行動、情報処理活動の特徴 ケーショ ンがその成功を大きく 左右することを 3.5 で確認し
および情報伝達におけるコミ ュニケ

た。併せて有効なコミ ュニケーショ ンを成立させるために、 公

ーショ ン技術を扱う 。

式なステアリング・ コミ ッ ティ ーといった組織体や、非公式な
コミ ュニケーショ ンの場づく り の重要性についても言及した。

4.2.4 研究方法の比較と本論文における研究方法の選択
研究方法は様々存在するが、 その選択は研究テーマに依存する。 すなわち、 研究テーマ
が研究方法論を規定すると言ってもよい。4.2.3 で、本論文が情報システム学の領域に深く
関わっていることを確認した。 しかし一方で、 情報システム学における研究方法も多岐に
わたっている。 研究テーマや目的を確実に達成するためには、 適切な研究方法を選択する
ことが重要であることは言う までもない。 そこで本項では情報システム学において採用さ
れてきた様々な研究方法を比較検討し、 本論文に最も相応しい研究方法は、 事例研究（ ケ
ーススタディ ） であることを明らかにする。

Galliers（ 1985） は情報システム学における研究方法として以下の 8 つを挙げ、 それら
の長所と短所、 およびその適用対象などについて、 表 4-3 のよう に論じている。

表4-3 情報システム学における研究方法と長所・ 短所・ 適用
出典： Galliers（ 1985） を基に筆者作成
1. 実験研究

長所

集中的に研究し得るだけの小さな変数を分けて統制できる。
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短所

2. フィ ール

ド 実験

効率や効果の改善、 個人に対する情報技術／情報システムの影響の調査。

長所

現実の状況の中で変数を分離し、 統制できる。

短所

長所
短所
適用
長所
4. ケースス

タディ

て、 見出された関係が現実世界に存在する範囲が制限されてしまう 。

適用

適用

3. サーベイ

実験環境が過剰に簡素化されたり 、現実から孤立した環境に置かれることによっ

短所
適用

実験を行なえる組織を見つけることや、変数の変化に伴なって同じ状況を再現す
るのに十分な統制を行なう ことが難しい。
効果の測定、 個人および組織に対する情報技術／情報システムの影響の調査。
扱える変数の数が実験研究やフィ ールド 実験より 多く 、また現実の状況を記述で
きる。
研究されている現象の背後にある原因や過程に対する洞察が得にく い回答が混
入する可能性がある。 研究者自身、 研究時期などに偏り があり 得る。
情報システムの失敗例や開発アプローチ、および個人、組織、社会に対する情報
技術／情報システムの影響の調査。
サーベイよりも更に詳細に現実を捕捉でき、上記のどれよりも多く の変数を扱い
得る。
単一の事象や組織に制限される。個々の状況に依存した変数であったり、特定の
環境下であることが多い。 研究者によって解釈が異なることがある。
効率や効果の改善、情報システムの失敗例、開発アプローチ、組織に対する情報
技術／情報システムの影響の調査。
様々な形式があるが、例えばデルファイ法を用いるものや、長所や短所、機会と

概要

脅威、事実や傾向、問題などを同定することによってシナリオをつく るものなど
を言う 。

5. 未来研究

長所
短所
適用
概要

6. 現象学的

／解釈学

適用
概要
長所
短所
適用
概要
ンリ サー
チ

変数が複雑になる。複数のシナリオは将来の真の姿ではなく 、異なった未来に対
して何がなされる必要があるかを組織に理解させるに過ぎない。
効果の改善や、個人、組織、社会に対する情報技術／情報システムの影響の調査。
現実の中に存在する関係を記述しよう とするもので、研究者の役割と解釈を特に
強調する。
識している。現実に見出される多く の要素の相互関係を記述する手段を提供する
ことができる。

短所

8. アクショ

社会に対する影響を扱う ことができる。

研究者がある特定の方法で研究されているものを解釈するのだ、という 事実を認
長所

的研究

7. 長期研究

政治的・ 経済的環境の変化を考慮して、情報技術の急速な変化やその個人、組織、

長所
短所
適用

研究者の偏見を既知のものとしているにも関わらず、 なお解釈にバイアスがあ
る。 観察された関係が研究の時期に依存する。
これまで挙げてきたすべての調査。
関係の変化とその原因を同定することを可能にするだけの、十分長い期間にわた
って行なう 事例研究。
ある時点における関係と関連ある問題を扱う ことを可能にする。
一つの組織や同じ集団を長期に研究することが難しい。複雑で変化する相互関係
を扱う 際に原因と結果を同定するのが難しい。
情報システムの失敗例や開発アプローチ、個人、組織、社会に対する情報技術／
情報システムの影響の調査。
研究者自身が実践に参加し、グループにとって価値ある実践的な結果を得ると同
時に、 理論構築も行なう 応用研究。
理論的研究と同様に、 実践的な研究にも用いることができる。
研究者自身に大きな責任を課すものであり 、それゆえ研究者の倫理が重要な問題
となる。
これまで挙げてきたすべての調査。
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本論文の目的は、 情報システム構築プロジェクト の成功に貢献する経営者の行動を明ら
かにすることである。 換言すれば、 情報システム構築プロジェ クト の成否という 事象に対
して影響を与える変数としての、 経営者の行動とは何であるかを探求しよう とする研究で
ある。 したがって、 本論文の方法論の選択に当たっては、 次のよう な本論文の特徴を考慮
する必要がある。 以下では、 それらの特徴を更に考察することによって、 本論文に対する
前述の 8 つの研究方法の適否を検討する。
第一に、 本論文は、 情報システム構築プロジェ クト の成否という 事象に対して影響を与
える変数を探求しよう とする研究であり 、 変数を事前に設定することが難しい。 したがっ
て、 変数を事前に設定することが前提となる研究方法は本論文には馴染まない。 この観点
から、 実験研究、 フィ ールド 実験、 未来研究は適切ではないと考えられる。
第二に、 経営者という 人間の、 複雑な意思決定プロセスやその結果としての行動に注目
する研究であり、 ある特定の環境を設定して観察したり、 モデル化や変数で表現すること
には適合しにく い。 この観点から、 実験研究、 フィ ールド 実験、 アクショ ンリ サーチは適
切ではないと考えられる。
第三に、 自然科学における仮説検証アプローチのよう に、 経営者の行動と情報システム
構築プロジェ クト の成否を、厳密な因果関係の中で論じることは適合的ではない。それは、
情報システム構築プロジェ クト の成否という 事象に影響を与える変数は、 経営者の行動以
外にも多数存在するからである。 したがって、 仮説を立ててそれを検証するアプローチは
本論文には適合しない34。 この観点から、 実験研究、 フィ ールド 実験、 未来研究は適切で
はないと考えられる。
上記の結果、 サーベイとケーススタディ （ 以下、 事例研究）、 現象学的／解釈学的研究、
長期研究が本論文に相応しい研究方法であると結論付けられる。 かつこれらは相反するも
のではない。 サーベイは事例研究の前工程として位置付けられ、 事例研究で検討する各種
情報の収集活動である。 また経営者という 人間の、 複雑な意思決定プロセスやその結果と
しての行動は、 現象学的／解釈学的なアプローチこそが相応しい。 加えてエンド ・ ツー・
エンド の時間軸で、 個々の情報システム構築プロジェ クト が所期の目的を達したかどう か
を評価するアプローチは、 長期研究の手法であると言える。
以上を総合すると、 本論文にとって相応しい研究方法とは、 時間軸を長期研究の手法で
あるエンド・ ツー・ エンド の時間軸に設定し、サーベイという 情報収集作業を基盤として、
経営者の行動という 複雑な対象物を現象学的／解釈学的な観点から考察する、「 事例研究」
である、 と結論付けられる。 次にこれらの要件を本論文のテーマに即して実装する事例研
究の具体的な設計、 開発、 実施方法について検討する。

34

この理由によって、本論文では情報システム構築プロジェクト を成功に導く 経営者の行動に関する「 仮
説」 を「 検証」 する、 という 表現ではなく 、「 仮定」 の「 妥当性を確認する」 とした。
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4.2.5 事例研究に関する先行研究
Eisenhardt（ 1989） は社会科学における様々な研究アプローチのう ち、事例研究の方法
論的な基礎付けとして引用されることの多い論者である。 Eisenhardt （ 同上） によれば事
例研究とは、 個別の状況におけるダイナミ クスを理解するためのリ サーチ戦略である。 事
例研究は、 一つのケースを対象とすることも、 複数のケースを取り 上げることもできる。
加えて企業レベル、 産業レベルなど、 複数の分析レベルをひとつの研究の中に含めること
もできる。 また事例研究は複数のデータ収集法を組み合わせることができる。 例えば、 文
書資料、 インタビュー、 質問票、 観察などを組み合わせることができ、 それらのデータは
定性的なこともあれば定量的なこともある。事例研究はまた、その使用目的も多岐に渡り 、
記述的に用いることも、 理論の検証に用いることも、 あるいは理論を生み出すためにも、
用いることができる。

Eisenhardt（ 同上） は理論を構築するための事例研究のステッ プを次の 8 段階で示して
いる（ 表 4-4）。

表4-4 事例研究から理論を導出するプロセス
出典： Eisenhardt （ 1989） に基づき筆者作成
ステッ プ
研究の開始
Getting Started

活動項目（ Act ivit y）

概要および考慮点（ Reason）

リ サーチ・ クエスチョ ン

の設定

対象とする組織や収集すべきデータを明確化で

きる。

構成概念の明確化

統計的サンプリ ングの場合、 サンプルは母集団

事例の選択

統計的サンプリング

Selecting Cases

理論的サンプリング

からランダムに選択する。
理論的サンプリ ングの場合、 理論的なカテゴリ

ーに対応するサンプルを選択する。
分析データ の組み合わ
せ方法の決定
Crafting I nstruments

複数のデータ ・ ソースの

組み合わせ方法を規定

定量データと定性データの組み合わせ方法など

を予め規定しておく 。

and Protocols
ここまでの方針に基づき、 データ収集活動を実

フィ ールド に出る
Entering the Fields

施する。

データ収集活動の実施

データ収集活動と次の分析活動をオーバーラッ

プして進めることは許容される。
データを分析する
Analyzing Data

仮説を精緻化する
Shaping Hypothesis

既存研究と比較する
Enfolding Literature

単体のケースの分析

まず単体データ を目標とする知見導出に適した

ケース間の比較に基づく

形式に整理し、同時にデータの膨張を予防する。
次に複数ケースを比較し、 知見を導出する。

分析
仮説の精緻化

導出された知見に基づき、 仮説を精緻化する。

精緻化さ れた仮説を既存

研究結果の信頼性を高めると共に、 既存研究と

の不一致点から新たな知見を得る。

研究と比較

研究を修了する

結論の導出

Reaching Closure

研究の終了

ケースの追加、 および理論とデータ分析間の反

復の要否を判定し、 双方とも否の場合には事例
研究を終了する。
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また Eisenhardt（ 1989）は事例研究による理論構築アプローチの強みと弱みについて、
それぞれ次のよう に述べている。 事例研究による理論構築の強みの一つ目は、 新たな理論
を構築できるという 点である。 創造的な知見は対照的な、 あるいは矛盾する事実同士の比
較の過程から生まれることが多い。 二つ目は、 導出された理論が検証可能性の高いものに
なるという 点である。 事例研究では研究の開始の時点でリ サーチ・ クエスチョ ンの設定や
構成概念の構築が行われているため、 検証可能性が高く なる。 三つ目は、 生み出される理
論が経験的に確認可能になることによって、 より 強固なものになるという 点である。
反面、 事例研究による理論構築の弱みについても次の二点を挙げている。 一つ目は、 導
出される理論が複雑になるという ことである。 実証的な証拠を多用するため、 説明資料が
膨大になり易く 、 結果的に重要なポイント を分かり にく く してしまう 傾向は否めない。 二
つ目は、 導出された理論が特定の範囲にしか適用できないものになるという 点である。 そ
れは分析対象としたデータやサンプルの範囲にその理論の有効性が限定されるという 、 事
例研究としては不可避な弱点とも言える。
以上のことを踏まえて Eisenhardt（ 同上） は事例研究という 研究アプローチが最も有効
性を発揮する状況として、 以下の二つを挙げている。 一つ目は、 既存の理論体系や常識が
通用しなく なったり、 相互に矛盾を露呈しているよう な状況である。 二つ目は、 既存の理
論体系が閉塞状態に陥っており 、 画期的な新機軸や新しい視点が求められているよう な状
況である。 このよう な状況において事例研究は、 いずれもそれらの研究の初期段階におい
て、 大胆かつ画期的な着想や研究アプローチの創出に貢献する。
事例研究に関して Eisenhardt （ 同上） 同様に、 その見解が参照されることの多い Yin
（ 1994） は、社会科学における他の研究アプローチとは一線を画する事例研究の特徴とし
て次の三点を挙げている。 それらは、「 どのよう に」 や「 なぜ」 といった説明的な問題を扱
う のに適する、 経験的探求であるため調査者が制御できない事象が対象となる、 直接観察
や系統的面接といった技法が有効に使える現在的事象を扱う 際に望ましい、の三点である。
事例研究に対しては厳密さを欠いている、 科学的一般化の基礎を提供しない、 実施に時
間がかかり、 結果としてアウト プッ ト される資料の量が多過ぎる、 といった課題が指摘さ
れてきた。 それに対して Yin（ 同上） は、 事例研究は現象と文脈の境界が明確でない場合
に、 現在の現象を研究する経験的探求であり、 関心のある変数が収集されたデータより 多
い場合にもそれらの証拠源を利用し、 データ収集や分析の指針となる既存理論命題から便
益を提供できる、 包括的リ サーチ手法であると述べている。
事例研究の設計について、Yin（ 同上） は次のよう に述べている。
『 事例研究の設計とは、
収集された経験的データを、 当初のリ サーチ問題に、 ひいては導き出される結論に結びつ
けるための論理の連鎖である。 事例研究の設計は、
囲） のデータ収集要素、
つける論理、

研究問題、

命題、

分析単位（ 範

データ収集後に何を行なう べきかという 、 データを命題へ結び

発見物の解釈基準、 という 5 つの構成要素を網羅しなければならない。 結

果を一般化させるために、 青写真としての「 理論枠組みの開発」 を設計段階で行なう こと
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は不可欠なステッ プである。』
また Yin（ 1994） は、 事例研究設計の基本タイプを「 単一ケース設計か複数ケース設計
か」、「 全体的（ 単一分析単位） か部分的（ 複数分析単位） か」 の 2 軸 4 象限に分類できる
と述べている。 単一ケース設計はケースが極端、 あるいはユニークな場合などにおいて、
新事実の発見に有用である。 また複数ケース設計においては、 研究事象から理論への一般
化に際しては、各ケースに対する予測された結果に基づく 「 事実の追試」、あるいは対立す
る結果に基づく 「 理論の追試」 のいずれかを行なわなければならない、 としている。 研究
事象から理論への一般化には、 母集団の推論を行なう 統計的一般化（ レベル 1） と、 2 つ
以上のケースが同じ理論を支持し、 同等に起こり える対立理論を支持しない分析的一般化
（ レベル 2） があり、 事例研究はレベル 2 を目指すべきである、 と述べている。
事例研究設計の質を判断する基準として Yin（ 同上） は、 以下の 4 点を挙げている。「 構
成概念妥当性」 とは研究目的に関して正確な操作的尺度を確立することである。
「 内的妥当
性」 とは因果関係の妥当性のことを指すが、 これは記述的研究や探索的研究ではなく 、 説
明的または因果的研究の場合にのみ厳密に要求される。
「 外部妥当性」 とは研究の発見物が
他のケースにおいても一般化できるか否かという 基準である。
「 信頼性」 とはデータ収集の
手続きなど、 研究の操作を繰り 返して同じ結果が得られるかどう か、 またそのための手続
の情報が管理されているかどう かという 基準である。
このよう な考え方に対し、異なる主張も行なわれている。沼上（ 1995） は、先に Yin（ 同
上） が挙げた、 事例研究設計の質を判断する 4 つの基準に関して、 社会科学の分野では自
然科学ほど、これらの基準を満たすのは容易ではないと述べている。その中で沼上
（ 同上）
は、「 構成概念妥当性」、「 内的妥当性」、 さらに研究手続きの明確化という 意味での「 信頼
性」 は確保できるが、「 外的妥当性」 や追試可能性という 意味での「 信頼性」 を満たすこと
は本質的に難しいとしている。
その上で沼上（ 2000） は、 経営学を含む社会科学の分野では、 普遍的な法則を確立でき
る可能性は非常に限定的であるにもかかわらず、 Eisenhardt （ 1989） や Yin（ 同上） は、
これらの分野においても一般化可能な法則が存在することを前提に、 それを明らかにする
ための手法として事例研究を位置付けていると 主張している。 加えて沼上（ 2000） は、 事
例研究は普遍的な法則を発見するためではなく 、 社会現象のメ カニズムを解明するための
方法として、 少なからぬ意義を有すると述べている。

4.2.6 本論文における事例研究の設計方針
4.2.5 で概観した先行研究に基づき、ここでは本論文の目的に合致した事例研究とはどう
あるべきかを考察し、 具体的な実施手順の設計を行なう 。 それに先立ち、 まず本論文の目
的を再度確認しておきたい。 それは「 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト を
成功に導く 経営者の具体的な役割や責任、 およびその支援行動を明らかにすること」 であ
った。 加えてその役割や責任、 および支援行動に関する仮定を 2 章から 3 章にかけて経営
96

学や経営情報学の先行研究に基づいて構築してきた。 そしてこの 4 章では、 それらの仮定
の妥当性を事例研究によって確認することが意図されている。
このアプローチは Eisenhardt （ 1989） や Yin （ 1994） のよう に、 事例研究から新たな理

論を構築しよう とするものではなく 、 ましてや仮説を検証しよう とするものでもない。 む
しろ本論文のアプローチは沼上（ 1995） に近く 、 社会科学の分野では普遍的な法則を確立
できる可能性は非常に限定的ではあるが、 事例研究に基づく 社会現象のメ カニズムの解明
は少なからぬ意義を有するとの立場に立つものである。 以上の前提に基づき、 以下に前項
で取り 上げた事例研究に関する先行研究の内容に即して、本論文の目的に合致した事例研究
の内容を具体化する。

まず Eisenhardt（ 同上）が示した事例研究の 8 つのステッ プについて検討する。まず「 研
究の開始（ Getting Started）」 であるが、 前述のよう にこの事例研究から理論を導出した
り 、 仮説検証を行なう ことは意図していないため、 リ サーチ・ クエスチョ ンの設定は行な
わない。 一方、 構成概念の明確化は、 データ収集活動において対象とする組織や収集すべ
きデータを明確化できるという 利点があり 、 逆にこれが不十分であると、 結果的に結論と
無関係なデータを膨大に収集する結果となるため、 非常に重要である。 構成概念とは、 行
動やさまざまな事柄のメ カニズムを説明する際に、 そう いう ものがあると仮定することに
よって、 説明を可能にするために設定される概念（ 浦上・ 脇田, 2008） とされる。 本論文
でここまでに行なってきた仮定の構築作業は、 経営学や経営情報学の領域における先行研
究の諸概念に基づく ものであり 、 構成概念の明確化は着実に実践されてきたと言える。
「 事例の選択（ Selecting Cases）」 では方法として統計的サンプリ ングと理論的サンプ
リ ングが挙げられているが、 本論文の研究テーマ自体が経営者の行動に関するものである
ため、 簡便なアンケート の手法には馴染まない。 むしろ個別にインタビューのアポイント
を取得し、 設定した質問への回答の背景や、 現実のプロジェクト で下した意思決定の理由
などを直接ヒアリ ングできる環境が非常に重要である。 したがって本論文の意図する事例
研究では、 統計的処理に耐えるだけの母数をサンプルとして収集することは、 作業工数の
観点から極めて困難であることが予見された。 これらの理由によって、 本論文では統計的
サンプリ ングではなく 、 理論的サンプリ ングによって「 事例の選択」 を行なう こととし、
まず最初に筆者が職務上知り 得たプロジェ クト 事例を候補として約50 社リスト アッ プし、
次に以下 3 項目の条件を適用して絞り 込み、 最終的に 11 社を調査対象として選定し た35。
能動的、 受動的を含めて、 経営陣が戦略目的を込めたプロジェ クト であること。
本番稼動後一定の期間が経過し、 エンド ・ ツー・ エンド の時間軸によって目的達成
度基準に基づく 評価が可能であること。
担当者や PM のみならず、 経営者36への直接インタビューが可能であること。
35

詳細は巻末の Appendix を参照のこと。 調査は 2011 年の 1 月から 4 月にかけて実施し、 全件筆者が
インタビューを行なった。
36 インタビュー対象である「 経営者」 は必ずしも「 社長」 には限定されていないが、 当該プロジェクト
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「 分析データの組み合わせ方法の決定（ Crafting I nstruments and Protocols）」 とは複
数のデータ・ ソースから得られるデータの組み合わせ方法を予め規定しておく ことであっ
た。 この作業も前述のとおり 、 当該事例研究を、 先行研究に基づいて導出した仮定の妥当
性を確認するという 内容に設定した時点で完了している。
「 フィ ールド に出る（ Ent ering the Fields）」 はデータ収集活動の実施である。 具体的
には選定した 11 社37に個別にアポイント を取得し、 訪問形式でインタビューを実施した。
所要時間は千差万別であったが、 結果的に全件 2 回ずつ38の訪問となった。
「 データを分析する（ Analyzing Data）」 ではまず単体のケースの分析として個々の事
例における経営者の行動と予め導出されている仮定を突合した。 これによって仮定されて
いた経営者の複数の行動の間で、 プロジェ クト の成功に向けての貢献度に差があることが
判明した。 次にケース間の比較に基づく 分析として、 個々の経営者の支援行動が各事例ご
とにどの程度、 プロジェ クト の成功に寄与したかに関する貢献度分析を実施した。
「 仮説を精緻化する（ Shaping Hypothesis）」 では再三述べてきたよう に、 本論文では
仮説検証は意図していない。したがって「 仮説の精緻化」ではなく 、
「 仮定の妥当性の確認」
を実施した。
「 既存研究と比較する（ Enfolding Literature）」 も既に述べてきたよう に、 仮定を導出
する過程における先行研究の調査によってカバーされている作業である。
「 研究を修了する（ Reaching Closure）」 では結論を導出して研究を終了する。 その際
にケースの追加、 および理論とデータ分析間の反復の要否を判定する必要がある。 まずケ
ースのサンプル数としては今回の数は必ずしも十分とは言えないかもしれない。 許容され
るデータ収集工数の制約から 11 社という サンプル数となったが、 更にサンプルを追加す
ることで新たな知見が見出される可能性については否定できない。 それに対して Popper
（ 1959） は、 帰納法を経験に訴えて正当化しよう とする試みは、 そのために新たな帰納法
の援用を必要とし、 無限後退に陥らざるを得なく なる、 と述べている。 また、 すべての事
象に当てはまり、 反証することが不可能な曖昧な言明は、 それがもし科学のポーズをとっ
ていても、 独断的な疑似科学であるとし、 科学と科学以外のものを区別する基準は、 反証
可能性を持っているか否かである、 と提言した。 今回の事例研究においてもサンプル数の
制約がもたらす反証可能性が残っており 、 し たがって科学であると言える。 加えて沼上
（ 1995） の見解を援用するならば、 今回のサンプル数の範囲で導かれた結論にも、 社会現
象のメ カニズムの解明という 観点から、 少なからぬ意義を見出すことは十分可能である。

Yin（ 1994） の主張についても本論文の事例研究に即して確認しておく 必要がある。 ま

の実質的な責任者（ プロジェクト ・ オーナー） であり 、 役職もすべて取締役以上である。
インタビューの候補企業は当初約 50 社がノ ミ ネート されたが、調査データを論文として公表するとい
う 主旨に対して、「 匿名であっても協力が難しい」、「 成功事例とは言えないので、 調査自体への協力を辞
退したい」、 といった理由で最終的に 11 社に絞り込まれた。 したがって初回訪問は約 50 社に実施した。
38 初回は主として PM を対象に、 1〜2 時間をかけ詳細に、 2 回目は経営者を交えて、 戦略目的やその達
成度評価を重点に 30 分〜90 分といったインタビューが平均的であった。
37
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ず事例研究の特徴として挙げた、「 どのよう に」 や「 なぜ」 といった説明的な問題を扱う の
に適する、 経験的探求であるため調査者が制御できない事象が対象となる、 直接観察や系
統的面接といった技法が有効に使える現在的事象を扱う 際に望ましい、 という 三点は、 い
ずれも本論文の目的との適合性が高く 、 事例研究という 研究アプローチの妥当性を再確認
することができる。
事例研究の設計に関する Yin（ 1994） のアプローチについても確認しておきたい。
究問題と

研

命題は前述のよう に、 先行研究の調査に基づいて構築された仮定によってカバ

ーされている。

分析単位（ 範囲） のデータ収集要素は Eisenhardt （ 1989） の言う 理論

的サンプリングによって実施した。

データ収集後に何を行なう べきかという 、 データを

命題へ結び付ける論理については、 仮定の妥当性を確認するという 基本方針の中で既にカ
バーされている。

発見物の解釈基準に関しては、 今回の事例研究において解釈基準の必

要な発見物は存在しない。 それはこの事例研究の目的が理論の導出や仮説検証ではなく 、
仮定の妥当性の確認だからである。 また設計段階で不可欠とされる、 青写真としての「 理
論枠組みの開発」 も、 先行研究の調査に基づく 仮定構築のプロセスによって実施されてい
る。 また研究事象から理論への一般化には、「 事実の追試」 あるいは「 理論の追試」 が必須
であるとしたが、 今回の事例研究は目的が異なるため、 これらはいずれも不要である。
事例研究設計の質の判断に関して Yin（ 同上） が挙げた四つの基準に関する筆者の見解
は、 沼上（ 1995） と極めて近い。「 構成概念妥当性」 については Eisenhardt （ 同上） の述
べた開始（ Getting Started） ステッ プでの先行研究に基づく 仮定構築作業の中で確認済み
である。 因果関係の妥当性を意味する「 内的妥当性」 については、 4.3 の事例研究の分析
過程で詳述する。 研究の発見物が他のケースにおいても一般化できるか否かという 「 外的
妥当性」、および研究の操作を繰り 返して同じ結果が得られるかどう かという 追試可能性と
いう 意味での「 信頼性」 については、 本論文の目的が普遍的な理論の構築や導出ではない
ため、 適合しない。 更に言えば、 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト を成功
に導く 経営者の行動という ものは、 何らかの変数によって一意に決まるものではなく 、 こ
の領域からそもそも普遍性や追試可能性を具備した理論が構築されることを期待する方が
非現実的であるという ことを、 再度確認しておきたい。
本項の終わり に改めて沼上（ 2000） が、 Eisenhardt （ 同上） や Yin（ 同上） を批判した
立場に立ち、 社会科学の分野では普遍的な法則を確立できる可能性は限定的であり 、 これ
らの分野においても一般化可能な法則が存在することを前提に、 それを明らかにするため
の手法として事例研究を位置付けることは適切ではないことを確認したい。 と同時に、 先
行研究に基づいた仮定の妥当性を事例研究によって確認するアプローチもまた、 サンプル
数の制約はあったとしても、 社会現象のメ カニズムの解明に少なからぬ意義を提供するも
のであることを主張したい。
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4.2.7 本論文における事例研究の特性
本節では本論文の目的を達する上で最も適切な研究方法について検討した。 まず情報シ
ステム学や経営情報学に関する先行研究を調査し、 本論文との共通点を確認した。 次にそ
れらの研究で用いられた研究方法を列挙し、本論文の目的と各研究方法の適否を検討した。
以上の結果、 情報システム構築プロジェ クト を成功に導く 経営者の行動に関する一連の仮
定の妥当性を確認する研究方法論として、 事例研究が最適であることが明らかになった。
次に事例研究に関する方法論や設計、 実施手法に関する先行研究に基づき、 研究目的を
より 確実に達成するための事例研究のあり 方について考察した。 次にそれらを踏まえ、 本
論文の研究テーマの特性に反映した事例研究の内容について検討し、 実施方法の概要とそ
の基本方針を明らかにした。
次節では表 3-7 で示した情報システム構築プロジェ クト を成功に導く 経営者の支援行動
についての仮定の妥当性を、 本節で検討した事例研究の手法に従って確認する。

4.3 プロジェ クト を成功に導く 経営者の行動

4.3.1 事例研究の基本方針
本節ではここまでの考察を踏まえ、 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェクト の
成功に寄与する経営者の行動を、 事例研究（ 栗山, 2011） を踏まえて明らかにする。 まず

3.5 で導出した、情報システムを成功に導く 経営者の支援行動に関するフレームワーク（ 表
3-7） に準じて、事例から得られた情報を整理する。次に個々の支援行動が、情報システム
構築プロジェ クト の成功に、 それぞれどの程度影響力を及ぼしていたのかに関して、 貢献
度分析を行なう 。 最後に貢献度分析の結果に考察を加え、 情報システム構築を成功させる
経営者の行動についての結論を導く 。

4.3.2 事例企業の概要
表 4-5 が今回の事例企業 11 社の概要である。 選定基準は 4.2 でも述べた、
動的を含めて、 経営陣が戦略目的を込めたプロジェ クト であること、

能動的、 受

本番稼動後一定の

期間が経過し、 エンド ・ ツー・ エンド の時間軸によって目的達成度基準に基づく 評価が可
能であること、

担当者や PM のみならず、 経営者 への直接インタビューが可能である

こと、 の三点である。
企業規模やプロジェ クト 規模での絞り 込みは実施しなかったが、 経営者が何らかの戦略
目的を込めたプロジェ クト を対象としたため、 結果的に上場企業あるいはそのグループ企
業における、 比較的大規模な事例が多く を占めた。 業種の分布は製造業が 7 社、 流通業が

3 社、 サービス業が 1 社であった。 また I T 経営ロード マッ プ（ 図 序-1） における｢I T 経
営達成度合」 では企業内最適を示すステージ 3 が 6 社、 企業間最適を示すステージ 4 が 5
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社であった39。 表 4-5 において「 ERP」 としたのは、 システム構築に当たって ERP パッ ケ
ージを活用した事例であり 、 11 社中 4 社を占めた。

表4-5 事例企業の概要
ユーザー

業種

I T 経営達成度40

プロジェ クト 概要

A社

製造業

基幹システムのグローバル展開

ステージ 4

B社

流通業

物流システム

ステージ 4

C社

製造業

物流システム

ステージ 4

D社

製造業

基幹システム再構築

ステージ 4

E社

製造業

基幹システム再構築

ステージ 3

F社

製造業

生産管理＆PDM システム

ステージ 3

G社

サービス業

新エント リ ーシステム

ステージ 3

H社

製造業

生産管理システム

ステージ 3

I社

製造業

基幹システム再構築

ステージ 4

J社

流通業

基幹システム再構築

ステージ 3

K社

流通業

物流システム

ステージ 3

不満足な成功
高

ERP

満足な成功

E社

F社

A社

B社

G社

H社

C社

D社

¬

（
経目
営的
者達
の成
視
点度
） ®
低

I社

J社

K社
形式的な成功要件を
満たした失敗

純粋な失敗

低¬ QCD目標達成度
® 高
（プロジェクト・マネジャーの視点）

図 4-3 事例企業の成否の分布

39
40

企業間のネッ ト ワーク接続を伴なう サプライチェ ーンマネジメ ント の事例はステージ 4 と位置付けた。
I T 経営達成度とは表 序-1 の I T 経営ロード マッ プにおける 4 つのステージを示す。
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11 社の事例を、 本論文における成否の定義に基づいて分類したものが、 図 4-3 である。
すなわち目的達成度、 QCD 目標達成度の双方とも高い「 満足な成功」 が 4 社、 目的達成
度は高いが QCD 目標達成度の低い「 不満足な成功」 が 4 社、 目的達成度、 QCD 目標達成
度ともに低い「 純粋な失敗」 が 3 社、 目的達成度は低いが QCD 目標が高い「 形式的な成
功要件を満たした失敗」 に該当するケースは無かった。
ここで 3.2.4.1 の図 3-3 で懸案となっていた、 目的達成度基準と QCD 基準を二軸にと
り 、 プロジェ クト の成否を 4 象限に分類することの論理的な妥当性について、 再度確認す
る。 3.2.4.1 では集合論に基づき、 図 3-4 におけるケース 2 もケース 3 も成立せず、 ケー
ス 1 のみが成立することを確認することによって、 プロジェ クト の成否を 4 象限に分類す
ることの論理的な妥当性が確認されること、 およびケース 2 は成立しないことまでが確認
済みであった。
残るケース 3 は QCD 基準が満たされていない場合、 経営者は決して成功とは評価しな
いという ことを意味するが、 図 4-3 において「 不満足な成功」 の存在が 4 社確認されたこ
とで、 このケースが成立しないことも確認された。 これはコスト の超過やスケジュールの
遅延が許容範囲にある場合には、 経営者は「 純粋な失敗」 ではなく 、「 不満足な成功」 と評
価することを意味している。 以上のことにより、 図 3-3 における、 プロジェ クト の成否を

4 象限に分類することの論理的な妥当性が改めて確認された。
同様に序文および 3.2.3 で提起した、「 もし成功率が QCD 基準のとおり 本当に 3 割程度
しかないのであれば、そのよう な経営判断は適切と言えるのか」、という 問いに対して暫定
的に設定した、「 経営者は QCD 基準だけではなく 、目的達成度基準をも勘案して成否の評
価を行なっている。 したがって QCD 基準での評価と経営者の成否の評価は必ずしも一致
しているとは限らない」 という 仮の回答の妥当性についても確認する。 図 4-3 で確認され
るとおり 、 QCD 基準では成功が 4 社であったのに対し、 目的達成度基準ではそれが 8 社
であった。 したがって経営者と PM は異なる基準で「 プロジェ クト 」 を評価しており 、 そ
の結果も異なっていること、 および前掲の仮の回答の内容も妥当であったことが、 それぞ
れ確認された。
今回の事例研究のサンプル数は統計的処理に耐えるものとは言えないが、 敢えて更に言
及するならば、 QCD 基準での成功率は約 36%（ 11 社中の 4 社） であった。 これは QCD
基準に基づく 調査事例として何度も引用してきた矢口・ 吉田（ 2008） や Standish Group41
が報告する「 成功率は 3 割程度」 と符合している。 これが偶然の結果であるかどう かの究
明は、 ここではこれ以上は不可能であるが、 経営者の評価基準と結果は PM のそれとは異
なっていたという のが、 この論点に関する最も重要な発見事項である。

41

The Standish Group, The CHAOS Report （ 1994）
http://www.standishgroup.com/sample_research/chaos_1994_1.php
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4.3.3 事例企業における経営者の行動
次にこれらの事例で確認された経営者の行動と、3.5 で導出した情報システム構築を伴な
う 経営改革プロジェクト を成功に導く 経営者の行動に関する仮定との対応関係を検討する。
表 4-6〜4-9 は表 3-7 で導出した仮定の領域ごとに、該当する経営者の行動と、そこから得
られた知見を整理したものである42。

表4-6 「 計画化（ Planning）」 に該当する経営者の行動と得られた知見
計画化
（ Planning）

「 計画化（ Planning）」 に該当する経営者の行動と得られた知見
（ J 社の場合、プロジェクト の途中で経
 これらは 11 社のすべてで実施されていた。

P1： 情報システ

ム導入の可否
を判断、承認す
る（ 3.5、 A1）

営陣が交代するという 事態となったため、 必ずしも当初の戦略目的が継承されな
かった。）
 今回の事例研究の対象は大半が上場企業であり 、予算制度が確立されていたため、

役員会で承認を受けるという プロセスが手順どおり実施されるのはむしろ当然と
言える。 ただしそれが形式的なものである場合には、 それだけで成功が保証され
る訳ではないことも明らかになった。
 A 社の社長は要件定義フェ ーズでの要件膨張に対して、 プロジェ クト 目的の達成

に必須か否かの観点から自らレビューを実施し、 ユーザー部門からのアド オン要
求の多く を却下した。 このことが QCD 目標の達成に大きく 貢献した。
P2： QCD 目標

を決定し、周知
徹底し、理解を
得る（ 3.5、A3、
A5、A11、A14）

 E 社の常務取締役は品質とコスト については I T ベンダーに遵守を求め、スケジュ

ールについては妥協するといったよう に、 ネゴシエーショ ンに強弱をつけ、 かつ
そのよう なベンダー・ マネジメ ント への支持を経営会議でも取り 付けることに成
功した。
 I 社の経営陣はボト ムアッ プで上申された QCD 目標を受動的に承認した後は、 特

段のプロジェクト 支援を行なわなかった。 QCD 目標を経営会議で承認する手続き
は 11 社すべてで実施されていたが、 それが形式的なものに終始すると、 QCD 目
標だけが独り歩きすることになり かねない。 I 社は QCD 目標の独り歩きが、 状況
の変化への柔軟な対応を阻害したケースに該当する。
 C 社の物流改革では、 営業所から在庫が無く なることへの現場の不安感や心理的

抵抗が当初、 非常に大きかった。 しかし S 社長を初めとする経営陣が確固たる信
念と業務改革ビジョ ンを示し続けることで、 徐々に現場も理解を示すよう になっ
ていった。 特に S 社長は長年の物流部門の責任者の経験から、 物流業務の勘所を
熟知しており 、 また社員との信頼関係も十分に構築できていたことも、 大きな成
功要因であった。
P3： 戦略目的を

決定し、周知徹
底し、理解を得
る（ 3.5）

 D 社の社長は原価や販売計画などの情報の即日入力に対する、 労働強化ではない

のかとの現場の反発に対して、 即日入力の重要性を、 業務面のみならず経営面か
らも繰り 返し説明し、 現業部門の理解を取り 付けた。
 I 社では旧システムの構築時と同様に、戦略目的を明確にできないままボト ムアッ

プの要件定義による仕様の肥大化を繰り 返し、 ト ッ プダウンでの効率化の観点が
なおざり になってしまった。同社の経営陣は、ボト ムアッ プで上申された QCD 目
標を承認した後は、 戦略目的を自ら提示するなどの特段のプロジェ クト 支援は行
なっていない。
 J 社のプロジェクト はシステム部門主導で開始され、経営戦略に立脚した戦略目的

は明確に定義されていなかった。 その結果、 システム部門の設定したプロジェ ク
ト 目標も十分には達成されていないが、 戦略目的の達成度は一層曖昧なものにな
42

各事例の詳細は巻末の Appendix を参照のこと。
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ってしまった。
 K 社のプロジェクト では、 事業継続のために同等機能を持つ新システムを開発す

るという 観点では、 新システムはユーザー部門に利用されており 、 機能的な目的
は達成できている。 しかし経営陣が何らかの戦略目的を込めていたかという 観点
では疑問が残る。 加えて経営陣は投資効果という 観点では当プロジェ クト を全く
評価していない。

表4-7 「 組織化（ Or ganizing）」 に該当する経営者の行動と得られた知見
組織化
（ Organizing）

「 組織化（ Organizing）」 に該当する経営者の行動と得られた知見
 H 社では当初、 PM の独善的な仕事の進め方によってプロジェ クト が混乱した。

O1： プロジェク

ト の発足時に、
その遂行に必要
なメ ンバーを質
（ ス キルレ ベ
ル）・ 量（ 人数や
専任度） の両面
で確保し 、 プロ
ジェ クト ・ チー
ムを 編成する
（ 3.5）

その問題を経営陣が喝破し、 V 取締役を後見役としてアサインしたことによって
プロジェ クト は正常化した。 この背景には、 当プロジェ クト の重要性が経営陣に
十分共有されていたことが挙げられる。
 A 社はプロジェ クト ・ メ ンバーに各部門のエースを専属で投入した。 その際にエ

ース人材を引き抜かれる現場からの抵抗を同社の社長は、「 エースの抜けた穴を次
のエースを育成して埋めることこそ管理職の責任」、 との論理で説得した。
 B 社ではプロジェ クト 開始直後に社長の判断で PM を変更した。 当初アサインさ

れた PM は要件定義フェ ーズで噴出した、 業務プロセスの変更への現場の反発に
適切に対応できず、 先に進めない状況になった。 同社の社長は初代の PM のリ ー
ダーシッ プに問題があることを喝破し、 即座に交代させる意思決定を行い、 これ
が奏功した。 後任に指名された PM は初代の行動の失敗の教訓を活かし、 迅速な
意思決定や審議事項への承認、 プロジェ クト ・ メ ンバーへの動機付け、 自身が矢
面に立つト ラブル対応の 3 つの基本姿勢を打ち出し、最後までそれらを堅持した。
 I 社の場合は全社一斉再構築に必要な人材が育っておらず、陣容を整えられなかっ

たので、 ビッ グバン（ 全社一斉の本番稼動） ではなく 分割稼動が現実解であった
O2： プロジェク

ト の遂行に必要
な人材を計画的
に育成し 、 その
レディ ネスを高
める努力を継続
する（ 3.2、 3.3）

と、 PM が述懐している。
 K 社では経営陣の中で誰一人プロジェクト の実務に関する知見を有しておらず、

適切な対処ができなかったばかり か、 経営陣としての対処が必要であるという 認
識すら持つことができなかった。 またそれを進言できる人物も非常勤の Z 氏のみ
であったため、 プロジェクト は長期間混乱を極めた。 同社の事例ではプロジェ ク
ト を実施する上で必要とされる人材が量的にも質的にも不足していたことは明ら
かである。 そのよう な状況でプロジェ クト を開始することのリ スクも経営陣に十
分理解されていたとは言い難い。 これには平素からの地道な人材育成がまず求め
られる。 もしそれが困難な場合には社外に適切なパート ナーを確保するなどの対
策がまず必要なのではないかと考えられる。

表4-8 「 指揮（ Leading）」 に該当する経営者の行動と得られた知見
指 揮
（ Leading）
L1： ステークホ

ルダーのモチ
ベーショ ン に
配慮し、それを
高める 努力を
行なう （ 3.5）

「 指揮（ Leading）」 に該当する経営者の行動と得られた知見
 A 社の社長は選任した個々のプロジェ クト ・ メ ンバーに対して、 人選の背景や想

い、 プロジェ クト の経営における意義などを繰り 返し説き、 理解を求めると共に
期待を込めて動機付けを行なった。
 D 社の社長は原価や販売計画などの情報の即日入力がなぜ必要かを、 業務面のみ

ならず経営に与える影響の観点から繰り 返し説明し、 作業の増加に反発する現業
部門の理解を求めた。
 G 社の S 社長は一貫したメ ッ セージでプロジェクト の支援を続け、 経営の立場か
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ら不退転の意志を現場に伝え続けた。
 F 社では「 技術」 がプロジェクト ・ チームと経営陣の間で共通言語として機能し、
L2： 経営者（ I T

投資マネジメ
ント ） とプロジ
ェクト ・ メ ンバ
ー（ プロジェ ク
ト ・ マネジメ ン
ト ） 間の共通言
語を確立し、効
果的なコ ミ ュ
ニケーショ ン
を 確立する
（ 3.2、 3.4）

その重要性が全社的に共有されていた。 CAD/CAM の精度向上など、 技術的に難
易度が高いフェ ーズでは問題が多発したが、 経営陣の承認の下、 専門のスタッ フ
を追加で投入するなど、 臨機応変な対応が迅速に実施された背景にはこのよう な
企業風土の存在がある。
 G 社では 3 代目の PM が、 よう やく S 社長の経営レベルのメ ッ セージを、 現場の

業務用語に適切に変換することに成功した。 これ以降、 ステークホルダーの合意
を取り 付けた上で、 ユーザー部門からの要件を経営視点から絞り 込むアプローチ
が奏功し始めた。
 I 社の経営陣はボト ムアッ プで上申された QCD 目標を承認した後は、 特段の支援

は行なっていない。 プロジェクト ・ チームから経営陣には費用の追加や本稼動の
延期ばかり が上申されるよう になり、 両者の意思疎通は急速に失われていった。
 ト ッ プダウンによる業務の再設計のためには、 経営陣とプロジェ クト ・ チームの

言語を翻訳する役割が重要であり 、それは自分自身の今後の課題であると、 I 社の
PM は反省の弁を述べている。

L3： 効果的なコ

ミ ュ ニケーシ
ョ ン を 確立す
るために、自ら
積極的に学習
する（ 3.5）

 A 社の社長は自らの情報システム構築に関する知識不足を補う ため、 同様のシス

テムを導入している企業を自ら訪問し、 成功の勘所の教示を仰いだ。 また社長は
上記で得た知見を自社の幹部に直接伝授し、 ERP 導入の必然性について納得でき
るまで対話を重ね、 経営陣としての一枚岩の推進体制を築いた。
 D 社の社長は以前の情報システム部門管掌役員としての経験を活かし、 自らステ

アリ ング・ コミ ッ ティ ーやプロジェクト 会議に参加し、要件の取捨選択や QCD 目
標の維持に強力なリ ーダーシッ プを発揮した。
 A 社の社長は新システムの稼動直後に寄せられた、 操作性に関するユーザー部門

L4： 諸々の局面

の多数の苦情に対して、 プロジェ クト ・ メ ンバーを擁護し、 パッ ケージの画面・

でリ ーダーシ

帳票をそのまま使わせた。 また「 最終責任は自分がとる」 と明言し、 ユーザー部

ッ プを発揮し、
プロ ジェ ク ト

門を説得するよう プロジェ クト ・ メ ンバーを鼓舞した。
 リ ーダーシッ プは成功事例のほぼすべての経営者の行動の基盤として観察された

を 成功に導く

が、 ここではそれらのすべてを記載せず、 具体的な個々の行動の項目に委ねた。

（ 3.5）

一方、 失敗事例では経営者はプロジェ クト に無理解で無関心な態度をとるなど、
リーダーシッ プは総じて観察されなかった。

表4-9 「 統制（ Controlling）」 に該当する経営者の行動と得られた知見
統制
（ Controlling）

「 統制（ Controlling）」 に該当する経営者の行動と得られた知見
 B 社ではプロジェクト 開始の直後に PM を交代させた。 これは当初の PM がその

役割を十分に果たせていないことを経営陣が的確に把握していたからである。 後
C1： プロジェ ク

任の PM は初代の反省を活かし、 プロジェ クト を成功に導いた。

ト の戦略目的達  D 社の社長は毎週開催されるプロジェ クト 会議に参加し、自ら ERP パッ ケージに
成を優先し 、 不

対して寄せられたアド オン要求の必要性を精査した。 戦略目的が事前に明確化さ

確実な事態に適

れていた結果、 実装するアド オンを大幅に絞り 込むことに成功し、 スケジュール

切に対処し なが

とコスト 目標も達成できた。

ら 柔軟に QCD

 E 社の PM は合意形成の場として、 経営陣とは月 1 回のステアリング・ コミ ッ テ

目標の修正を受

ィ ーを、 I T ベンダーとは週 1 回のプロジェクト 会議を基本とし、 追加のテーマに

け容れる（ 3.2、

ついては都度非公式な意見交換の場を高い頻度で設定し、 意思決定を行なった。

3.4、 3.5、 A9）

 J 社ではプロジェ クト の開始後 6 ヶ月目に、社長ほか複数の経営陣が交代した。要

件の膨張に直面し ていた旧経営陣はそのタ イミ ングで一旦プロジェ クト を凍結
し、 新経営陣に開発パート ナーの再選定から先の作業を委ねた。 新経営陣は過去
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の経緯の理解に務め、 事態の建て直しに奔走したが、 既に規定路線として変更不
可能な事柄も多数あり 、 十分な成果は得られなかった。 不確実性への対応は通常
でも難易度が高いが、 経営陣の交代は、 戦略や方針の一貫性が保てなく なること
によって、 より多く の困難を惹き起こすことが、 このケースから理解される。

4.3.4 経営者の行動の情報システム構築の成功への貢献度分析
表 4-10 は事例研究の 11 社の情報システム構築の成否と 10 項目の経営者の行動の関係
を分析したものである。
「 計画化（ Planning）」 関連
P1： 情報システム導入の可否を判断、 承認する。
P2： QCD 目標を決定し、 周知徹底し、 理解を得る。
P3： 戦略目的を決定し、 周知徹底し、 理解を得る。
「 組織化（ Or ganizing）」 関連
O1： プロジェ クト の発足時に、その遂行に必要なメ ンバーを質（ スキルレベル）・ 量（ 人数や専任度）
の両面で確保し、 プロジェ クト ・ チームを編成する。
O2： プロジェクト の遂行に必要な人材を計画的に育成し、そのレディ ネスを高める努力を継続する。
「 指揮（ Leading）」 関連
L1： ステークホルダーのモチベーショ ンに配慮し、 それを高める努力を行なう 。
L2： 経営者（ I T 投資マネジメ ント ） とプロジェ クト ・ メ ンバー（ プロジェ クト ・ マネジメ ント ） 間
の共通言語を確立し、 効果的なコミ ュニケーショ ンを確立する。
L3： 効果的なコミ ュニケーショ ンを確立するために、 自ら積極的に学習する。
L4： 諸々の局面でリ ーダーシッ プを発揮し、 プロジェクト を成功に導く 。
「 統制（ Controlling）」 関連
C1： プロジェ クト の戦略目的達成を優先し、 不確実な事態に適切に対処しながら柔軟に QCD 目標
の修正を受け容れる。 または戦略目的に基づいて要件を圧縮する。

表4-10 経営者の行動とプロジェ クト の成否のクロス分析
ユー
ザー

QCD
基準

目的達成
度基準

A社

達成

達成

B社

達成

達成

C社

達成

達成

D社

達成

達成

E社

未達成

達成

F社

未達成

達成

G社

未達成

達成

×®

×®

×®

×

H社

未達成

達成

×®

×®

×®

×

I社

未達成

未達成

J社

未達成

未達成

K社

未達成

未達成

凡例

P1

P2

O1

P3

O2

L1

L2

L3

L4

C1

®

×

×
®

×

×

×
×

×

×

×®
×®

×®

×®

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

・ ・ ・ 実践されていた（ 成功に貢献した）
・ ・ ・ どちらとも言えない
×・ ・ ・ 実践されていなかった（ 失敗の原因となった）
® ・ ・ ・ プロジェクト の初期とその後で実践度が変化した

以下、 経営者のそれぞれの行動と情報システム構築の成否の関係、 およびそれぞれに与
える影響の大きさについて検討する。
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4. 3. 4. 1 計画化（ Planning） 関連の行動

P1： 情報システム導入の可否を判断、 承認する。
この項目は 11 社のすべてで実施されていた。 しかし結果は千差万別であり 、 この項
目は成否の決定要因ではないことが明らかになった。今回の事例研究の対象は大半が、
予算制度が確立されている上場企業であるため、 経営会議で承認を受けるという プロ
セスが、 手順どおり 実施されるのはむしろ当然と言える。 しかしそれが形式的なもの
にとどまる場合は、 それだけで成功が保証される訳ではない。 成否は経営会議での形
式上の承認だけでなく 、 P2 や P3 で問われるよう な内容に依存するものであり 、 当該
項目はむしろ、 最低限の必要項目と言える。

P2： QCD 目標を決定し、 周知徹底し、 理解を得る。
QCD 目標も、 多く の企業では、 情報システム構築プロジェ クト の開始に当たって経
営会議で承認を受けるべき項目に該当している。表 4-10 の当項目では、経営陣が形式
的、 または受動的に上申された内容を承認したに過ぎないケースを 、 より 能動的に

QCD 目標の設定や達成に関与したケースを と表記した。この差が結果に大きな影響
を及ぼしていることは一目瞭然である。
経営者が QCD 目標の設定や達成に、 能動的に関与する場合には、 P3 の戦略目的や

C1 の不確実性への対応が同時に考慮されている。しかもそのプロセスにおいて、指揮
の領域に属する L1〜L4 の行動が併せて実施されており、 ステークホルダーの納得感
やモチベーショ ンを高める方向に作用している。 例えば A 社の社長は常に P3 の戦略
目的に立ち戻り、 その達成に貢献しない要件を切り 落とすことで、 P2 の QCD 目標を
達成した。また E 社の常務取締役は P3 の戦略目的の観点から P2 の QCD 目標のう ち
納期目標の達成は断念したが、 しかし品質とコスト 目標を達成することで戦略目的が
十分に達成されることを経営会議で力説し、 承認を得た。 一方、 I 社を初めとする 7
社の取り 組みは のレベルにとどまり 、結果も「 不満足な成功」が 4 社、
「 純粋な失敗」
が 3 社であった。

P3： 戦略目的を決定し、 周知徹底し、 理解を得る。
成功事例ではいずれも、 この項目に関する経営者の強力なリ ーダーシッ プが認めら
れた。 かつそのメ ッ セージの核心は、 プロジェ クト 用語ではなく 経営用語で語られて
おり 、 業務改革の必然性と、 それが経営に与える影響の大きさにフォーカスされてい
る。 C 社の物流改革、 D 社の経営情報の見える化などでの経営者の行動はいずれも、
ステークホルダーの現状への安住を許さず、 変革への不安を払拭する力強さに満ちて
いた。
それに対して I 社、 J 社、 K 社の経営陣は、結果的に肉声で自らの戦略目的を語って
いない。 このことが、 プロジェ クト 初期に発生する要件の膨張問題への歯止めを失わ
せる原因になっていることが改めて確認された。 逆に成功裏に要件の膨張問題を解決
できた G 社と H 社では、 P2 と P3 の実践度が格段に高まったため、「 純粋な失敗」 に
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なり かねないところを戦略目的だけは達成し、
「 不満足な成功」で終えることができた。

4. 3. 4. 2 組織化（ Or ganizing） 関連の行動

O1： プロジェ クト の発足時に、その遂行に必要なメ ンバーを質（ スキルレベル）・ 量（ 人
数や専任度） の両面で確保し、 プロジェ クト ・ チームを編成する。

K 社の事例では、 プロジェ クト を実施する上で必要とされる人材が、 量的にも質的
にも不足していたことは明らかである。 またそのよう な状況でプロジェ クト を開始す
ることのリ スクも、 経営陣に十分理解されていたとは言い難い。 必要な人材が確保で
きない場合には、 社外から適切なパート ナーの支援を仰ぐなどの対策がまず必要であ
り 、 それも困難な場合は、 そのプロジェ クト は強行しないという 判断も必要である。
あるいは一括導入ではなく 、 フェ ーズ分割によって規模を小さく して難易度を下げ、
ワークロード の集中を回避するという 現実解を選択する必要もあるかもしれない。

B 社や H 社では、プロジェ クト 開始の直後に PM の交代、または後見役の追加アサ
インが行なわれている。 プロジェ クト ・ メ ンバーを変更するという 意思決定は人事異
動を伴なう 経営陣の専権事項であり 、 ましてや PM の変更にはリ スクも伴なう 。 しか
しそれに慮って事態の悪化を放置してはならない。 B 社や H 社の事例は、 C1 の想定
外の事態に対して経営者が状況を適切に把握し、 プロジェ クト ・ メ ンバーの構成に関
する適切な意思決定を行った好例である。
当項目はプロジェ クト の発足時に、 どの程度適切なメ ンバーを選定し ていたかを問
う ものである。 しかし繰り 返し述べるよう に、 プロジェ クト で活躍を期待されるよう
な有能な人材には、 平常業務でも多く の負荷がかかっていることが多い。 そこを敢え
てプロジェ クト の重要性に鑑み、 メ ンバーにアサインするという 経営判断を、 経営陣
がどこまで下せたかを問う ていると言い換えても良い。
し かし適材を選択すると言っても、 人材が育成されていない場合には、 その選択肢
は限られるし、 場合によってはプロジェ クト が要求するよう なレベルの人材は、 社内
には皆無、 という ケースもあり得る。 これは O2 の、 中長期的かつ計画的な人材育成
が、 どの程度実施されているかという 経営課題に該当する。 換言すれば当項目は、 人
材育成という 経営課題の短期的な部分が、 プロジェ クト 発足時のメ ンバー選定という
形で問われているものとも言える。

O2： プロジェクト の遂行に必要な人材を計画的に育成し、 そのレディ ネスを高める努力
を継続する。
上述のよう に、 当項目は中長期的な人材育成への取り 組みの項目である。 事例の中
ではベスト プラクティ スと呼べるほどの実績を上げている企業は皆無であったが、 そ
れでも各社の人材育成施策の重視度と「 プロジェクト 」 の成否には明らかな相関関係
が確認された。 人材に関する欠乏感は、 企業が成長を指向する以上は宿命的に回避で
きないものかもしれない。しかし回避策は皆無ではない。 O1 で挙げた、フェ ーズ分け
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による小規模プロジェ クト への分割によって難易度を下げることなどは、 実務でよく
採用される現実解である。

4. 3. 4. 3 指揮（ Leading） 関連の行動

L1： ステークホルダーのモチベーショ ンに配慮し、 それを高める努力を行なう 。
成功事例の経営者はいずれも、 ステークホルダー、 特に多く の困難に直面するプロ
ジェ クト ・ メ ンバーに対して、 効果的なメ ッ セージを繰り 返し、 タイムリ ーに発信し
ていることが分かる。 これは主として、 ユーザー部門からの業務改革への反発などか
ら、QCD 目標や戦略目的の達成が脅かされるよう な局面において、経営陣としてプロ
ジェ クト ・ チームを支持しているという ことを表明し、 ユーザー部門の説得を後押し
するよう な言動が、 いかにプロジェ クト ・ メ ンバーの士気を高める上で重要かを物語
っている。
またこれらのメ ッ セージは、 ト ッ プレベルの経営目標と、 個々のメ ンバーのプロジ
ェ クト 業務が、 どのよう な因果関係においてつながっているかに焦点を当てている。
これらはともすれば、 目標を見失いそう になるプロジェ クト ・ メ ンバーに、 経営貢献
という 大義名分とモチベーショ ンを与えるものである。逆に失敗のケースにおいては、
経営陣のこのよう な言動は全く 見られなかった。
なおこのよう な行動を可能にするためには、 L2 の共通言語の確立、 L3 の自発的な
学習、 L4 の総合的なリ ーダーシッ プが複合的に求められることも確認された。

L2： 経営者（ I T 投資マネジメ ント ） とプロジェ クト ・ メ ンバー（ プロジェ クト ・ マネジ
メ ント ） 間の共通言語を確立し、 効果的なコミ ュニケーショ ンを確立する。
成功事例では経営陣の担う 戦略的計画と、 プロジェ クト ・ メ ンバーが担う オペレー
ショ ナル・ コント ロールを架橋する共通言語が存在し、 マネジメ ント ・ コント ロール
層が効果的に機能していることが読み取れる。 しかしそれには幾つかの形態があるこ
とも判明した。

A 社ではプロジェ クト 発足前に、社長自らが自発的に L3 の自発的な学習に取り 組ん
だ。 D 社でも以前の情報システム部門管掌役員としての経験を活かして、 社長自身が
ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーに参加し、 リ ーダーシッ プを発揮した。 このよう に経営
者自身が、本来の職責ではないオペレーショ ナル・ コント ロール層に歩み寄ることで、
マネジメ ント ・ コント ロール層をカバーするという 方法が、 成功への一つのアプロー
チであることが確認された。 ただしこれはあく まで経営者自身の意識改革と、 自発的
な努力に依存する。

F 社では、技術を原動力として発展を遂げてきた同社の歴史によって、経営陣から現
場に到るまで、 技術こそが自社のコア・ コンピタンスである、 という コンセプト が共
有されていた。 プロジェ クト における戦略目的と QCD 目標の調整過程においても、
意思決定の基準は、 技術という 最上位の価値を維持向上させるための最善の選択肢は
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何であるか、 という 点から外れることはなかった。 このよう な企業風土を有する企業
は一枚岩に結集することが容易であり 、 プロジェ クト の遂行能力も高いと言える。

L3： 効果的なコミ ュニケーショ ンを確立するために、 自ら積極的に学習する。
L2 で述べた、 経営者自身がオペレーショ ナル・ コント ロール層に歩み寄ることで、
マネジメ ント ・ コント ロール層をカバーする、 という アプローチには種々の学習が必
要である。情報システム構築においてその多く は、情報システム自体やプロジェ クト ・
マネジメ ント に関する知見であり 、 一般の経営者には馴染みの薄い領域である。 従来
はこの分野の知見の有無は、 比較的重視されてこなかったかもしれない。 その結果、
これらの知見を獲得する努力は、 経営者個々人の裁量に委ねられ、 プロジェ クト 自体
の成功確率も、 経営者自身のこの領域の知見の有無という 偶然に左右される、 という
状況が続いてきた。 しかし経営者の当該領域の知見が、 プロジェ クト の成否を左右す
るド ライバーの一つとして認識された以上、 これを偶然に委ねるのではなく 、 必然に
変えていく 様々な取り 組みが今後求められることになる。

L4： 諸々の局面でリ ーダーシッ プを発揮し、 プロジェ クト を成功に導く 。
プロジェ クト の成功には経営者のリ ーダーシッ プが不可欠だ、 と のメ ッ セージは決
して新しいものではない。 しかしその実体や意味するところは、 未だに十分に解明さ
れているとは言えない。
事例研究のケースから読み取れるのは、 プロジェ クト の成功に向けての経営者のリ
ーダーシッ プとは、 個々の具体的な言動の根底に脈々と流れる、 このプロジェ クト を
経営のために何としてでもやり 遂げるのだという 、 強い意思や情熱のよう なものでは
ないかという ことである。 このよう な意思や情熱の有無が、 プロジェ クト を成功させ
る取り 組みに経営者を駆り 立て、 ステークホルダーが納得感を持つまで粘り 強く 対話
を続けさせる。 一方、 このよう な意思や情熱を持たない経営者は、 プロジェ クト につ
いても能動的な態度はとらないし、 失敗の責任の一端が自分にもあるとは、 毛頭考え
ないと考えられる。

4. 3. 4. 4 統制（ Controlling） 関連の行動

C1： プロジェ クト の戦略目的達成を優先し、不確実な事態に適切に対処しながら柔軟に
QCD 目標の修正を受け容れる。 または戦略目的に基づいて要件を圧縮する。
事例研究の全てのケースで、 プロジェ クト 当初に想定していなかった事態が発生し
ている。 明暗が分かれたのは、 その想定外の事態への対応であり 、 シングルループ学
習の立場から当初の QCD 目標に固執して、 プロジェ クト ・ チームを一方的に叱責し
た経営陣は事態を悪化させ、 ダブルループ学習の視点に立った経営陣は、 事態を収束
させることに成功している。 勿論これは、 QCD 目標の無条件な下方修正を容認せよ
という 意味ではなく 、 状況変化を戦略目的に反映させて、 QCD 目標の必然性の低い
部分から譲歩していく 姿勢のことを指している。
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これにはまず、 プロジェ クト という ものは、 必然的に不確実性を伴なう ものである
こと、 QCD 目標もあく まで当初は、 仮の想定値程度の精度でしか設定できないもの
であることについての理解を、 ステークホルダー全体に広く 浸透させる必要がある。
加えて経営陣の意思決定が、 状況の変化を反映して柔軟に修正されるかどう かの影響
も大きい。 これは情報システム構築という 領域に限らない。 規模や難易度、 重要性に
おいて比肩されるよう なプロジェ クト は製造業の工場建設、 小売業の店舗増設など、
枚挙に暇が無い。 これらのプロジェ クト においても QCD 目標は当然設定されるが、
当初の目標値が最後まで一度も見直されないという ケースの方が稀である。 情報シス
テム構築の場合も全く 同じである。 このよう な共通認識を、 ステークホルダー間でい
かに醸成していけるかが、 状況対応能力を大きく 左右する。

以上の考察によって、 4.2.6 で懸案となっていた「 内容妥当性」、 すなわち事例の内容にお
ける因果関係の妥当性は十分に確認できたと言える。

4.3.5 事例研究の結果についての考察
以上の事例研究から経営者を適切な支援行動に駆り 立てる要因として、 コミ ュニケーシ
ョ ン、 経営者を含むステークホルダーの意識と主体性、 ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーとい
う 組織体の機能の三つが、 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト の成功にとり
わけ重要な要素であることが確認された。 本項ではそれぞれの要素について、 更に詳細に
考察する。

4. 3. 5. 1 コミ ュニケーショ ンの有効性に関する考察
プロジェ クト の失敗、 特に QCD 目標の未達の原因として、 コミ ュニケーショ ンの不足
が指摘されることが多い。 確かに、 状況を先送り せずに迅速に関係部門に伝達すれば、 失
敗を未然に防げたかもしれない。 併せて言えば、 PM のよう な開発職は技術には強いけれ
ども、 意思を伝えるコミ ュニケーショ ン能力が不足しがちであるとの先入観から、 コミ ュ
ニケーショ ン能力を強化すべきという 指摘が行われ易い。 しかし、 コミ ュニケーショ ンを
巡っては二つの考え方がある。 コミ ュニケーショ ンの内容が厳密に規定されれば内容がう
まく 伝達できる、 という 考え方と、 送受信に関わる両者が了解し得る関係、 いわば、 言わ
ずもがなの関係であるときに、 内容がう まく 伝達できる、 という 考え方である。 これらの
相違は、 プロジェ クト を進める具体的なプラクティ スに関わってく る。
コミ ュニケーショ ンは、 たとえそれが一片の記号電文であろう とも、 発信者は、 受信者
がこう 受け取るであろう 、こう 解釈するであろう という 期待を込めて発信するのであって、
それに大きく 相違しない仕方で受信されて初めて、 コミ ュニケーショ ンが成立したと言え
る。 すなわち発信者は少なく とも、 受信者との解釈図式や理解形式に関して合意が成立し
ていることを前提に情報を発信し、 コミ ュニケーショ ンを成立させよう としていることは
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間違いない。 経営者から信頼されている PM が、 進捗状況に関して「 順調」 と報告した場
合と、 信頼されていない PM が、 同じ電文を送った場合とでは、 経営者の受け取り 方が異
なることは容易に想像できる。効果的なコミ ュニケーショ ンとは、発信することではなく 、
その前の両者間の関係性を反映していると考える方が妥当である。
今回の事例研究では対象とするプロジェ クト は各社 1 件ずつであったが、 それぞれの企
業毎に見れば、 同様のプロジェ クト は過去に複数回行なわれてきている。 経営者と PM の
コミ ュニケーショ ンに限定しても、 その関係性には前回、 あるいはそれ以前の情報システ
ム構築の内容や成否がどう であったかが、 色濃く 反映することは想像に難く ない。 またこ
のことによって、 前回成功した場合には好印象に基づき、 次回も成功を期待するし、 前回
失敗に終わっている場合には、 経営者と PM 双方に、 必要以上の疑心暗鬼が生じているか
もしれない。
後者の場合には経営者は、 プロジェ クト の成功に関する経営者の役割や必要とされる取
り 組みなどには聞く 耳を持たないと考えられる。 結果的にそのよう な取り組みは行なわれ
ないまま、 次の失敗を繰り 返すという ことになり 易い。 いずれにしても好印象も悪印象も
拡大再生産される傾向があるため、 プロジェクト を連続で成功させて成果を上げ続ける企
業と、 情報システム構築プロジェ クト 自体にト ラウマを生じて、 プロジェクト 自体に実施
許可をなかなか出さない企業の格差は一層拡大していく ことを指摘しておきたい。

4. 3. 5. 2 ステークホルダーの意識と主体性に関する考察
次にステークホルダーの意識改革の問題を検討してみたい。 本論文ではこれまで、 経
営環境の変化と業務改革とシステム開発の同時並行性によって、 プロジェクト は必然的
に不確実性に直面せざるを得ず、 従来のプロジェ クト ・ マネジメ ント 手法のよう な分業
的作業形態での情報システム構築が困難になってきたと述べた。 つまり 、 分業化した工
程に人を割り 当て、 指示どおり に作業を遂行することを求める手法が限界なのである。
更にプロジェ クト・ マネジメ ント 手法の論理を強調する余り 、PM に過大な要求、能力、
スキルを求めるという スーパーマン待望論は、 もはや非現実的でさえある。 精神的にも
身体的にも疲弊してしまう だけである。
しかしこれらを解決する簡便な技法があるとは思えない。 また、 いかに優れた手法を
用いたとしても、 そこに参加するステークホルダーたちが、 意欲や自信を喪失している
ならば、 まったく 有効でないことは日常的にも経験済みのことである。 本論文では、 こ
のよう な不確実性の存在を前提とし、 I T 投資マネジメ ント とプロジェ クト ・ マネジメ ン
ト との緊密な連携を、 情報システム構築フェーズにおいて確立する必要があることを述
べてきた。 しかし、 形式主義に陥ればそれはもはや有効でなく なることも、 経験的に理
解している。 それだけでは不十分なのである。
ここでは情報システム構築に関わる人たちの、主体的行動のあり 方について検討する。
ステークホルダーは、 それがユーザー部門であろう と情報システム部門であろう と、 自
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分の責任範囲は何かと定義し、 その責任を果たすことで評価されると考えがちである。
しかしその責任範囲は、 指示された業務内容が変わった場合にはどう 変更され、 評価さ
れるのかについては、 曖昧にならざるを得ない。 個人の責任やその達成の困難度合いも
変化するからである。
ここではむしろ、 目標や責任が定義される以上に、 自分に期待された役割は何かとい
う より 高次な動機付けに基づいて、 具体的に行動することの重要性を認識しているかど
う かが分岐点になる。 つまり 評価指標が少々変化した場合においても、 本来自分は何を
すべきだったかを、 本人が理解し、 納得しているどう かに着目したい。 目標が変更され
たときに、 それは自分の仕事ではない、 あるいは難易度が高まったのだから、 評価や報
酬を上げてもらわないと割に合わない、 などと主張する根拠は確かにあるが、 それを強
固に言い張ることは組織内で悪影響を及ぼすことは常識として知られている。 結局は短
期的な損得を超え、 自分は何に貢献できるのかという 、 組織と自分との関係性から、 自
分の行動を主体的に理解し、 納得し、 実践することの方が、 本人にとっても、 良い結果
をもたらすに違いないからである。
知識労働者とは言われたことを実践するのではなく 、 自分がどう 期待されているかを
知り 、責任を与えられ、かつ自己実現することを、最も重要と考えている人たち（ Drucker,

2002） のことである。 その大きな要因が、 主体の側の納得感、 いわゆる腑に落ちるとい
う 主体の側の主観に集約される。 効果的に行動が遂行できる前提となる納得感は、 単に
そう 思う という だけではなく 、 他我関係、 より 突き詰めて考えれば、「 人」 と「 人」 との
相互関係、 とりわけ組織内での社会的な関係性の構築の仕方に還元され得るだろう 。 そ
こでは単に、 文書によって厳密な命令内容を伝達するといった関係性以上に、 自分が何
を期待されているかに関して、 納得感をもって伝えられ、 共通認識ができているかどう
かが、 主体の側にとって大きな意味を持つ。 その基本には、 対象にどう 働きかけるかと
いう 基底的課題が横たわっていることは言う までもない。
例えば、 経営者から PM を任される場合、 経営者からその意向を面と向かって伝えら
れた場合とそう でない場合は、 その納得感は大きく 異なると考えられる。 加えてその際
に、「 会社の未来が君の双肩にかかっている」 などという 、歯の浮く よう な言葉をかけら
れた場合、 経営者が本当にそう 考えているか、 口先だけなのかを確認することは困難で
あるし、 それが、 事実かどう かは誰も知ることはできない。 しかし PM は、 経営者はき
っとそう 期待しているのだと思えれば、 納得感を持つことができる。 恐らく それ以前の
タイミ ングで、 経営者と PM との間に、 しばしば言われるところの信頼感という 関係性
が生じていたならば、 もし経営者が、 実際にはそう 思っていないとしても、 PM がそう
錯覚する可能性は高いし、 それで、 プロジェクト はう まく 開始できると考えられる。 経
営者から「 適任者は君しかしない」と言われるのと、
「 君しか空いている人がいなかった」
と言われるのでは、 モチベーショ ンに大きな違いが生じることは明らかである。
命令と実行という 指揮命令系統は、 従来型の順次的、 分業的な仕事のやり方を前提と
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したものであり、 不確実性を前提とした時代には適さない。 経営環境が変化し、 指示さ
れた命令を巡る文脈が変化したとき、 仕事を放擲するのではなく 、 その原因を探し、 原
因を除去し、 更に命令の趣旨に立ち戻って再度内容を解釈し、 自分で命令を変更すると
いう よう なダブルループ学習を体現するよう な実践を行わない限り 、 いつまで経っても
実務に適合したプロジェ クト ・ マネジメ ント などできるはずもない。

PM の当事者意識を改善したいと期待するならば、 正しく 主体性を重視することこそ
必要である。 勿論、 企画構想段階で決定された予算金額と稼働スケジュールを一方的に
告げられ、 あたかも離れ小島に放り 出すよう なプロジェクト 運営のあり 方がまず批判さ
れねばならない。大した権限も与えられず責任ばかり が強調され、成功するのが当然で、
失敗すれば責任を問われるという 実務の状況が、 真の原因かもしれない。 それは機能主
義的な組織概念や、 分業的な実践概念からもたらされている。 経営環境が変化し、 業務
改革の進捗によって、 当初の要求仕様は変更されるのが当然という よう な不確実性を前
提としなければ、 日常的に出現する様々な事象を解決できるはずがない。 それは誰より
もまず、 PM 本人が業務指示自体に納得感を持たないからである。 指示された QCD 目
標を超える企業としての、 あるいは経営者からの期待役割に納得すれば、 意識的にその
役割を遂行しよう と考えるはずである。 状況変化に対応して、 自らの前提をも振り 返る
と期待される。 それは業務指示以上の効果を発揮し、 環境や要件が変化したときにも、
意識は対象に対して能動的に働きかけよう とするに違いない。
プロジェ クト といわば心中しても成功させたいと思っている PM は決して少なく ない
が、 そのよう な個人技や意識に全面的に依存していて良い訳がない。 制度的支援がなけ
れば、 PM は見殺し状態になってしまう し、 そのよう な失敗事例も少なく ない。 ここの
部分に積極的に介入することこそ、 経営者に求められるプロジェ クト 支援である。 と同
時に、 これこそが経営者にしかできないプロジェ クト 支援である。

4. 3. 5. 3 ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーの価値に関する考察
経営者とのホッ ト チャネルとしてのステアリング・ コミ ッ ティ ーの重要性は、 既に述
べた。 計画の変更に関しては、 その影響の範囲と規模に関する情報を適切にこの場に提
供し、 経営者がその意思決定に関与しなければならないことは明らかである。 しかし、
形式的にこの会議体を準備しても、 単に膨大な文書を作成する負担が増加するだけでは
意味がない。 問題があっても形式的に問題がないという 事態を偽装し、 追認するだけの
会議ならば、 逆効果ですらある。 それは、 組織文化や分業的な業務概念を克服できてい
ないからである。
緊急事態が生じたときに、 関係者が会議を招集しさえすればいいという のは、 必ずし
も現実的ではなく 、 実務的には非効率でさえある。 少人数の企業を除き、 組織には多く
の社員と管理職が存在し、 テーマや緊急性に応じてどのよう な会議が招集されるかとい
う 制度が設定されているからである。 具体的な支援の仕組みとしてのプロジェ クト ・ マ
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ネジメ ント ・ オフィ ス（ 以下、 PMO） の役立ち（ 山戸, 2005） も提起されている。 人材
やスキルをプールしておき、 緊急時に対応し現場を支援するという 手法も、 不確実性へ
の対応の現実解の一つである。
加えて、 PMO が様々なプロジェ クト を横断して品質保証を実施し、 リ スクを公平に
評価する機能も重要である。 例えばある PM が、 スケジュールが遅れそう だと警報を上
げてきたとき、 それが本当に危機的で経営者の支援が必要な状態なのか、 PMO の支援
で対処可能なレベルか、 あるいは自分たちで対処できる程度のことなのかを評価するこ
とは、 資源管理上も重要である。 自分たちで対応可能なプロジェ クト を過剰に支援する
のは不公平でもあるし、 コスト が増大するため、 不必要な支援はすべきでないのは当然
である。 しかし、 本当に危機的なプロジェ クト は救済しなければ、 企業経営にとって致
命傷ともなり かねない。正しく そのリ スクを判定するのが、PMO の重要な役割である。
最後に経営者の非公式なプロジェクト への介入の重要性を述べておきたい。 経営者は
ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーにおいて重要な意思決定を行なう 役割を担ってはいるが、
その会議の場で提供される情報のみですべての判断材料が入手できる訳ではない。 その
背後にある現場の声や、 それを発している PM やメ ンバーの顔が浮かび、 提供された情
報に肌感覚を持って非公式な情報を付加できて初めて、 経営者はその研ぎ澄まされた能
力を発揮できるはずである。 現場の出来事を何も知らない経営者が提供された数字だけ
で「 プロジェ クト 」 の状況を判断しよう とすれば、 それが例え強い警告を発していたと
してもその重要性を認識できず、 あるいは逆に、 過剰に反応してしまう かもしれない。
経営者はそれを避けるために、 現場に介入することで、 状況を改善できる可能性があ
る。 つまり情報システム構築に関する技術的知識がなく ても、 実際にメ ンバーが汗をか
いている姿を間近に見、 ちょ っとした質問をすることで、 経営者はプロジェ クト の状況
を、 資料以上のリ アリ ティ ーをもって理解できるはずである。 それはメ ンバーにとって
も、 経営者が関心を持っているという 新たな発見や動機付けに有用である。 それは報告
と意思決定、そして指示という 従来の経営者とプロジェ クト・ メ ンバーの関係を超えて、
情報システム構築を支援する経営者、ファシリ テート する経営者として、プロジェ クト ・
メ ンバーとの関係性を再構築することにつながるからである。
この点について、 2.2 で引用した廣本（ 2005） の Result Oriented と Process Orient ed
の考え方に基づき、 経営者がプロジェ クト ・ チームを外部組織、 内部組織のいずれと認識
している方が情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト を成功に導き得るかという
問いに結論を下しておきたい。結論は事例研究の内容からも自明と考えられるが、Process

Oriented の考え方に基づき、プロジェ クト ・ チームを内部組織と認識する立場である。そ
れは主としてプロジェ クト 開始後に発生する状況変化に対して、 経営者にしかできない支
援をタイムリ ーに提供することが、 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェクト の成
功に必須だからである。

Mother Teresa は「 愛情」 の反対語は「 憎悪」 ではなく 「 無関心」 であると述べてい
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る43。「 憎悪」 は勿論好ましい感情ではないが、 相手に関心を持っているだけまだ「 無関
心」より はましだとの意である。経営者も情報システム構築プロジェクト についてまず、
関心を持つメ ンタリティ ーが求められる。 その関心がプロジェ クト の成功への執念に昇
華していく 過程の中で、 成功の可能性も高まっていく のではないだろう か。

4.4 4 章のまとめ
本章では、 表 3-7 で設定した情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェクト を成功
に導く 経営者の行動に関する仮定を 11 社の事例に適用し、 その妥当性を事例研究によ
って確認した。 これらの考察を踏まえ、 情報システム構築プロジェ クト を成功に導く 経
営者の支援行動の内容を明らかにした。
まず表 3-7 で設定した経営者の支援行動に関する仮定ごとに、 事例から得られた情報を
整理した。 次に経営者の個々の行動が、 情報システム構築の成功にどの程度影響力を及ぼ
していたのかに関して、 貢献度分析を行なった。 最後に貢献度分析の結果に考察を加え、
情報システム構築を成功させる経営者の行動についての結論を導いた。 その結果、 プロジ
ェ クト 目的の明確化、 適切なメ ンバー選定と動機付け、 状況の変化への対応といった重要
な行動が浮き彫り になった。 かつこれらの行動は互いに因果関係を持っており 、 根底にあ
るのは経営者としての当該プロジェ クト を成功させたいという 意識の強さであることが明
らかになった。また経営者の行動は、ステークホルダー間のコミ ュニケーショ ンのレベル、
ステークホルダーの当事者意識の強さ、 ステアリ ング・ コミ ッ ティ ーといった組織の構成
メ ンバーとそのモチベーショ ンのレベルにも影響を与えることが明らかになった。
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5 章 経営者の支援行動を促進する要因に関する考察
5.1 はじめに
本論文では一貫して、 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト を成功に導く 経
営者の支援行動の明確化に取り 組んできた。 そして 4 章ではそれらの支援行動の内容と、
その背景にある要因についても明らかにしてきた。 その上で本章では、 それらをより確実
に実現するための施策について検討する。
言う までもなく 、 経営者の支援行動の最大の課題は、 その実践を経営者本人に誰も強要
できないと いう 点にある44。 経営者が支援行動を提供するか否かは、 基本的に彼らの自由
裁量に委ねられており 、 かつそれには過去の「 プロジェ クト 」 の成否から形成される心象
も影響を与えていることを 4.3 で述べた。 しかし「 プロジェ クト 」 の成功のためには、 彼
らの支援を確実に引き出さなければならない。 ここでは経営者の支援行動をより確実に引
き出すために有効に作用すると考えられる取り 組みについて考察する。 具体的には社会ル
ールや法制面での取り 組みを中心に、 プロジェ クト ・ マネジメ ント 責任と協力義務、 下請
法のソフト ウェア開発業務への適用、 情報システム・ モデル取引・ 契約書、 各種の啓発活
動、 成果報酬型契約の 5 項目について、 その実現可能性や有効性について検討する。

5.2 経営者の支援行動を実現する具体策

5.2.1 プロジェ クト ・ マネジメ ント 責任と協力義務
2012 年 3 月に東京地裁で下された一件の判決（ 浅川, 2012） が契機となって、 I T ベン
ダーのプロジェクト ・ マネジメ ント 責任とユーザー企業の協力義務という 概念が注目され
ている（ 横山, 2013）。 この判決によって、 I T ベンダーには従来からのプロジェ クト 管理
の工程のみならず、 要件定義やパッ ケージ選定といった、 より 広範囲な責任が認定される
と同時に、 ユーザー企業にも協力義務が課されることが明示された45。
これらの用語が判決で初めて使われたのは、 2004 年 3 月の国民健康保険組合（ 原告）
と某 I T ベンダー（ 被告） の訴訟においてである（ 生田, 2004）。 両社はシステム開発委託
契約を締結したが、 当該システムは納入期限までに完成せず、 原告が被告に対して債務不
履行に基づく 契約解除を行ない、 支払済の委託料の返還を求めた。 判決は双方にプロジェ
クト ・ マネジメ ント 責任と協力義務の不履行を認めた上で、 I T ベンダー側の過失が上回る

44

経営者は言う までもなく 、 当該企業や組織において最上位役職者である。 したがって、 その組織に属
する下位者は通常、 経営者に対して強制力を伴なう 命令を発し得ないのは自明である。 また経営者の人
事権についても同様で、その資質や能力を理由として経営者を罷免し、有能な後継者を抜擢することも、
通常の企業組織内では困難である。
45 当該訴訟は 2015 年 7 月 8 日、最高裁判所が日本 I BM 、スルガ銀行双方の上告を棄却する決定を下し、
結審した。 これにより 、 日本 I BM に約 42 億円の賠償を命じた東京高等裁判所の判決が確定した。
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と認定し、過失相殺後の 1 億 1,340 万円の支払いを I T ベンダーに命じた46。ここで注意が
必要なのは同判決が、「 プロジェクト 」 は「 共同作業という べき側面を有する」 ことを指摘
し、 ユーザー企業にも協力義務が存在し、 かつ本件ではユーザー企業側にその違反が認定
できるとしたことである47。
したがってユーザー企業は、 まず第一義的には「 プロジェ クト 」 の成功のために、 少な
く とも協力義務違反を問われないよう に、 プロジェ クト ・ メ ンバーを厳選し、 十分なリ ソ
ースを投入する必要がある。 またこのよう な認識を経営者に持たせるよう 、 PM を初めと
するステークホルダーが経営者に働きかけることが重要である。
その具体策の一つとして、 ユーザー企業の協力義務を契約書に明記することが考えられ
る。 従来は当事者の紛争に関しては「 信義誠実の原則に基づいて協議する」 としか定めな
いことが通例として多かった。 しかし契約書にユーザー企業の協力義務が明記されていれ
ば、 契約締結の検討段階でその内容に関してステークホルダーの注意を喚起することにつ
ながり 、 ユーザー企業の経営者に具体的な支援行動に関する認識を持たせることも可能に
なる。 本節のモデル・ 契約書の箇所で触れるよう に、 情報システム構築に関して契約書を
締結せずに作業が実施されることが少なく ない実態がある中で、 契約書の条項に関する議
論の効果にも限界があることは否めないが、 ト ラブルを未然に防ぎ、 かつそのインパクト
を最少限に収束させるためにも、 これらの取り 組みは必須となっていく と考えられる。
これらの取り 組みは表 3-7 に掲げた経営者の支援行動のう ち、
「 O1」、
「 O2」、
「 L2」、
「 L4」、
「 C1」 を促進する効果が期待される。

5.2.2 独占禁止法と下請法
一般的に買い手側にはバイイングパワーを背景として、 売り手側に不利な取引条件を強
要する傾向が認められる。 しかしそれらは優越的地位の濫用に該当し、 私的独占の禁止及
び公正取引の確保に関する法律（ 以下、 独占禁止法） や、 その補完法である下請代金支払
遅延等防止法（ 以下、下請法） に抵触する可能性がある。 2004 年にソフト ウェ ア開発業務
が下請法の対象となり 、 2010 年 1 月施行の改正独占禁止法では、 優越的地位の濫用を行
なった者に対し、 公正取引委員会が課徴金納付を命じることができるよう になった48。 経
営者はそのことを十分認識し、 責任を問われないよう にしなければならない。
親事業者として発注する側のユーザー企業には、
46

書面の交付義務、

下請代金の支払

判決理由として東京地方裁判所は、「 ベンダは、 契約書・ 提案書で提示した開発手順・ 手法で開発を進
め、 進捗状況を管理し、 開発を阻害する要因を発見し、 適時・ 適切に対処すべき義務を負い、 さらに、
ユーザによって作業を阻害される行為がないよう 働きかける義務を負う 」 として初めてプロジェクト ・
マネジメ ント 責任という 概念を認定し、 その不履行を理由に原告の訴えを認定した。
47 ユーザー企業にも「 開発過程において、 どのよう な機能を要望するのかを明確に伝え、 ベンダーと共
に検討し、画面や帳票を決定し、成果物の検収をするなどの協力義務」 があるとした。今回の訴訟では、
ベンダーから求められた際に、 適時適切な意思決定をしていない点が協力義務違反であるとされた。
48 加えて違反行為を行なっている親事業者には、 公正取引委員会からの勧告に加えて、 中小企業基盤整
備機構、 所管官庁（ 情報サービス業の場合は経済産業省） から行政指導が行なわれる。 また、 公正取引
委員会が勧告した場合は、 基本的に違反内容と社名が公表される。
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期日を定める義務、
禁止、

書類の作成・ 保存義務、

受領拒否の禁止、

遅延の禁止、

下請代金の減額の禁止、

割引困難な手形の交付の禁止、

の利益の提供要請の禁止、
止、

返品の禁止、

遅延利息の支払い義務、

買いたたきの

下請代金の支払い

購入・ 利用強制の禁止、

不当な経済上

不当な給付内容の変更及びやり直しの禁止、

報復措置の禁

有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止、 といった事項が課されている。

例えば、 仕様が固まらないことを理由に契約書を締結せずに作業をさせる行為は 書面
の交付義務違反に該当する。 また書面は交付されていても、 発注内容に「 xx 一式」 としか
記載のない、 いわゆる一式発注は、 実質的に同罪である。 それがユーザー企業の仕様決定
能力に起因するのであれば、 それは正しく 経営者が支援すべきリ ソースの問題である。
下請代金の支払期日を定める義務は、 ユーザー企業の優越的地位の濫用に基づいて支
払期日を「 定めない」 ことを禁ずるのが主旨である。 一方、 支払期日が「 定められない」
背景には、「 プロジェ クト 」 の作業計画が明確化できないため、それに対する対価の支払い
期日も明確化できないという 要因が存在する。 この原因も根本的にはプロジェ クト ・ メ ン
バーの力量不足に帰結する。 以上のことから、

書面の交付義務と

下請代金の支払期日

を定める義務を遵守するためには、 適切なプロジェ クト ・ メ ンバーの選定と、 着実な人材
育成（ 表 3-7 における「 O1」 と「 O2」） が必須であることが理解できる。
買いたたきの禁止および 下請代金の減額の禁止の問題の構造も

下請代金の支払期

日を定める義務と類似している。 すなわち支払金額を「 減額する」 背景にはユーザー企業
の優越的地位の濫用が考えられる。加えて支払金額を「 減額せざるを得ない」 背景として、
「 プロジェクト 」 が当初の計画通り に進捗せずコスト オーバーとなり 、 その皺寄せが下請
事業者に向けられるという 構図が存在する。 このよう に「 プロジェ クト 」 を計画通りに進
められない原因も根本的にはプロジェ クト ・ メ ンバーの力量不足に帰結する。
更に要件定義局面での要件の膨張によるコスト オーバーの皺寄せが下請事業者への減額
要求につながるといったケースでは、 再度「 プロジェ クト 」 の原点に戻ってその目的に照
らして必須の要件に絞り 込むといった取り 組みが欠かせない。 通常この課題の解決はプロ
ジェ クト ・ メ ンバーとユーザー部門間の調整だけでは困難で、 経営者の介入や支援が必要
となる。 以上のことから、

買いたたきの禁止および 下請代金の減額の禁止に適切に対

応するためには、 表 3-7 における「 P2」、「 P3」、「 O1」、「 O2」、「 L4」、「 C1」 が必須であ
ると言える。
ユーザー企業は I T ベンダー側の納品物が基準を満たしていない場合は、 当然受領を拒
否し、 返品することができる。 しかしそれらが優越的地位の濫用と見做される場合には許
容されない。

受領拒否の禁止、

返品の禁止、 および 不当な給付内容の変更及びやり

直しの禁止はそれらに該当する。 当該項目に該当する実務としては、 ユーザー企業側の検
収能力不足が挙げられる。 すなわち成果物の納品を受けたら、 ユーザー企業は両者で取り
決めた期間内にその内容を評価、 確認し、 基準を満たしていれば検収作業を完了しなけれ
ばならない。正当な理由なく 一定期間以上放置する行為は、 受領拒否の禁止に該当する。
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それが期間内に終えられない原因は、 やはりプロジェ クト ・ メ ンバーの能力不足に帰結す
る。 これらの検収業務に適切に対応する上では、 表 3-7 における「 O1」、「 O2」 は不可避
の取り 組みとなる。
優越的地位の濫用は独占禁止法の第 19 条の規定であるが、 それは下請法にも援用され
ることも付記しておきたい。 それは I T ベンダー側のモチベーショ ンに、 ユーザー企業側
の担当者のメ ンタリティ ーが多大な影響を与えるからである。
「 プロジェ クト 」 は結局のと
ころ、 人と人が実行するものであり 、 そのモチベーショ ンは契約上の取り決めや条件だけ
に左右されるものではない。 業界慣習としてユーザー企業優位の関係が長く 続いてきたこ
とは否定できないが、 ユーザー企業が I T ベンダーを業者扱いするという 一部の現状は、
ユーザー企業、 I T ベンダー双方の利益につながらないことを認識する必要がある。またそ
の前提として、I T ベンダー側にもユーザー企業の真のパート ナー足り 得るだけの提案力と
実行力が求められることは言う までもない。 これらのことは表 3-7 における「 L1」 を、 I T
ベンダーのメ ンバーまで含めて行なう 必要があること、 かつそれを経営者も含めて理解し
ておく 必要があることを示している。 以上のことを総括すると、 経営者の支援行動の実践
が、 結果的に下請法違反のリ スクを軽減することにつながることが理解される。

5.2.3 情報システム・ モデル取引・ 契約書
情報システム・ モデル取引・ 契約書（ 以下、 モデル契約書）

49は、 経済産業省が組織し

た情報システムの信頼性向のための取引慣行・ 契約に関する研究会の成果物として 2007
年に公表された50。モデル契約書は モデル契約プロセス、
保守・ 運用の各フェ ーズの基本契約書）、

モデル契約書（ 企画・ 開発、

モデルド キュメ ント の総称である。以下その詳

細を、 経営者の支援行動との関連性の観点から検討する。
第 4 条（ 個別契約） 第 5 号「 ユーザ・ ベンダがそれぞれ担当する役割分担」、第 8 条（ 協
働と役割分担）、および第 14 条（ 要件定義作成支援業務の実施） では、ユーザー企業と I T
ベンダーの作業分担が規定されている。 そこでは請負と準委任の瑕疵担保責任などに関す
る民法上の相違点を明らかにした上で、 内部設計やソフト ウェ ア設計などは請負契約で、
システム化計画や要件定義などは準委任契約で実施することが推奨されている。
この審議の過程で、請負契約の場合はユーザー企業側の心理として「 I T ベンダーにすべ
てお任せ」 という 意識が強く なる傾向があることが指摘された。 しかし契約の形態は成果
物の性格によって選択されるべきものであり、 かつ請負、 準委任、 いずれの場合にも双方
に応分の責任が生じることを忘れてはならない。 実際の「 プロジェ クト 」 における実務が

49 経済産業省商務情報政策局 情報処理振興課, 情報システム・ モデル取引・ 契約書
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/keiyaku/
50 当該モデル契約書では契約当事者として、 I T ベンダーと対等に交渉する力のある大手ユーザー企業を
想定しており、 中小企業向けは「 追補版（ 2008 年 4 月）」 で規定されている。 本論文の主たる考察対象
は、大手企業において戦略目的の実現に向けて実施される大規模な情報システム構築プロジェ クト であ
るため、 モデル契約書も「 追補版」 ではなく 、 大手ユーザー企業向けを参照した。
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円滑に遂行されるかどう かには、 分担する役割の遂行能力、 成果物についての双方の理解
レベルなどが影響する。 そのためには表 3-7 における「 O1」、 および「 O2」 といった取り
組みが重要となる。
第 14 条（ 要件定義作成支援業務の実施） は、 要件定義作業はユーザー企業が行ない、

I T ベンダーがこれを支援する準委任契約の形態を前提として規定されている51。 情報シス
テムの要求品質を確保するためには、 開発に入る前の超上流工程において、 ユーザー企業
が社内の役割分担に基づいて、 情報システムに求める要件を定義する責任がある。 また同
第 3 項は、 各当事者が実施すべき分担作業を怠った場合には、 責任を問われることを規定
している。 例えば、 ユーザー企業側に不履行があった場合には、 結果としてソフト ウェ ア
が完成しなかったとしても I T ベンダーの帰責事由を認めないことや、 I T ベンダー側に不
履行責任が生じた場合でも、 ユーザー企業側の過失を相殺事由として考慮することなどが
規定されている。 これらは表 3-7 における「 P3」、「 O1」、 および「 O2」 の重要性を裏付け
るものである。
第 12 条（ 連絡協議会の設置） ではユーザー企業と I T ベンダーによる連絡協議会（ ステ
アリ ング・ コミ ッ ティ ー） を定期的に開催することを定めている52。 また同第 3 項では、
互いに相手方に特定の個人の出席を要請できること、 および相手側の出席要請に応じる義
務があることも明記している。 加えて同第 5 項では、 連絡協議会で決定した事項に当事者
が従う ことを義務付けている。 更に同第 6 項では議事録の作成手順も明確化された。 これ
らの規定から表 3-7 における「 L2」、「 L3」、「 L4」、「 C1」 といった支援行動の重要性が確
認される。
第 33 条（ 本契約及び個別契約内容の変更）、 第 34 条（ システム仕様書等の変更）、 第

35 条（ 中間資料のユーザによる承認）、 第 36 条（ 未確定事項の取扱い）、 第 37 条（ 変更
管理手続き） では、 変更管理手続きに基づく 工程の手戻り と応分の負担について協議する
プロセスが規定されている。 モデル契約書はウォーターフォールモデルを前提としている
が、 前工程への手戻り を完全に否定するものではなく 、 第 36 条ではシステム仕様書を追
完または修正できるものとした53。 これらの要請に適切に対処する上では、 表 3-7 におけ
る「 C1」 が特に重要である。
当該モデル契約書が「 情報システム保守運用委託モデル契約書」 によって保守・ 運用段
階をその対象に含めている点も注目に値する。 保守・ 運用段階では要求されるサービス品
質を定量化できることが重要であり 、 そのためには表 3-7 における「 P3」 と「 L2」 が必須
ただし、 準委任の場合にも IT ベンダーは受任者としての善管注意義務（ 善良な管理者としての注意義
務） を負っている。この義務を怠った結果、要件定義作成支援が適切になされなかった場合、 I T ベンダ
ーは債務不履行責任を負う ことになる。
52 各会議体はそれぞれ、 要件定義検討会は第 16 条、 外部設計検討会は第 21 条などで規定されている。
53 従来は取引開始時の合意事項や未決事項、 およびその後の変更の取り扱いが「 本契約書に記載なき事
項は、 契約当事者は双方誠意を持って協議を行なう 」 という 一文のみに依拠し、 契約書としては、 不十
分かつ曖昧さを残したままで締結される傾向があったことが検討委員会で指摘されている。当該モデル
契約書は、 各工程の開始のタイミ ングで再度の見積りを可能とするために、 工程毎に委託料を個別契約
書において定める多段階契約と、 再見積りの手順を規定している。
51
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である。 この考え方は、 情報システムの価値をシステムの完成ではなく 、 戦略目的の達成
で評価する目的達成度基準そのものである。 また評価の時間軸も、 情報システムの本番稼
動時ではなく 、 稼動から一定期間の経過後、 戦略目的の達成度を評価できるタイミ ングで
行なう エンド ・ ツー・ エンド の時間軸の考え方に立つものである54。 目的達成度基準、 エ
ンド ・ ツー・ エンド の時間軸のいずれもが、 経営者の視点と整合性が高い。 したがってこ
のよう なモデル契約書の普及は、 経営者が「 プロジェ クト 」 により 自発的に関心を持つ契
機となることが期待される。
以上のよう に、 当該モデル契約書には「 プロジェ クト 」 を成功に導く 様々な要素が盛り
込まれていることが確認された。 半面、 これらには強制力も罰則規定もないことが、 その
実践を不確実なものにしていることは否めない。 しかしユーザー企業が独力で同等レベル
の契約書を策定するのは相当な困難を伴なう 。 モデル契約書に準拠した契約書を締結し、
それに準拠した行動をユーザー企業、 I T ベンダー双方が実践することが「 プロジェ クト 」
の成功率を高めることを、 まずは経営者が理解する必要がある。 またそのためにも、 同契
約書のより広範で効果的な普及、 啓発活動が望まれる。

5.2.4 啓発活動
経営者から「 プロジェ クト 」 への自発的な支援活動を引き出す上で、 その対象である情
報システムおよびその構築実務そのものへの関心を惹起することが欠かせない。 しかし啓
発活動は強制力を伴なわないため、 その効果は限定的なものに止まっていた。 その打開に
向けては、 情報システム起点ではなく 、 経営者が本来的に責任を有する経営課題を起点と
して、 情報システムの価値や経営貢献の可能性への関心を高めていく アプローチが欠かせ
ない。

2006 年の「 証券取引法等の一部を改正する法律およびその整備法（ 以下、金融商品取引
法）」 の改正によって、 我が国にも J-SOX が導入され、 I T ガバナンス55の実践が求められ
るよう になった。 J-SOX や内部統制の要請に基づき、 経営者は I T ガバナンスを確立し、

I T 投資の効果やリ スクに関してステークホルダーに説明責任を負う ことになった。これは
表 3-7 における「 P2」、「 P3」、「 L2」、「 L3」 を後押しするものと言えよう 。
要求工学の分野において REBOK （ 情報サービス産業協会, 2011） が提唱され、 その普
及が進められていることは既に述べた。 その活動の一環として、 経営者として習得が望ま
れる要求工学に関する知識のエッ センスも整備が進められており 56、 現在進行形であるそ

54

後述の成果報酬型契約での評価は、 エンド ・ ツー・ エンド の時間軸に基づいて行なわれるものと考え
られる。
55 I T ガバナンスとは、企業経営に I T を活用するに当たり 、 I T に対する投資や I T により得られる効果と
リスクを組織として管理・ コント ロールし、ステークホルダーに対する説明責任を果たすメ カニズムの
ことである。 経済産業省 I T 経営ポータル, I T ガバナンス
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/it_keiei/action/keyword/governance/index.html
56 2013 年 3 月に青山幹雄 南山大学教授が、情報処理推進機構（ I PA） から大学 4 年生レベルを想定した
要求工学の啓発書を発刊し、 それが経営者向けのテキスト にも活用されている。
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れらの取り組みの今後の成果が期待される57。経営者にはこれらの機会をとらえて、「 プロ
ジェ クト 」における自らの役割を一層理解することが望まれる。これらの取り 組みが表 3-7
における「 L3」 を後押しすることは言う までもない。

5.2.5 成果報酬型契約
成果報酬型契約とは、 情報システムの導入効果に応じて対価を増減させる取り 決めのこ
とである。 情報システムの分野ではまだ事例もほとんどなく 、 大きな潮流になっていると
は言い難い58が、 ユーザー企業と I T ベンダーを Win-Win の関係に導く 手法の一つとして
注目されている。 成果報酬型契約では契約の対象項目を、 売上や利益といった、 より経営
者に身近なものにすることによって、 経営者の関心を高める効果が期待できる。 一方 I T
ベンダーにとってこの契約は、 情報システムがもたらす一次的な効果と契約対象である経
営指標とのギャッ プに起因するリ スクが大きく 、 積極的に推進する前に解決すべき課題が
少なく ない。 しかしこの取り 組みは表 3-7 における「 P2」、「 P3」、「 L2」 といった支援行
動に向けて、 経営者を動機付ける要因になる可能性が高いため、 5.3 および 5.4 で詳細な
検討を加える。
以上、 5 つの分野にわたる、 経営者の効果的な支援行動の阻害要因の解消に向けた取り
組みと経営者の支援行動の対応関係を図示したものが図 5-1 である。

図 5-1 「 経営者の効果的な支援行動の阻害要因解消に向けた取り 組み」 の因果関係図

情報処理学会のデジタルプラクティ ス誌は 2013 年 4 月号で「 要求工学で情報システム開発を変える：
ユーザとベンダの Win-Win Way へ」 を特集している。 ht tp://www.ipsj.or.jp/dp/dp-index.html
58 成果報酬型契約は、 営業代行業的な分野でアフィ リ エート 契約として普及が始まっている。
57

124

凡例
プロジェ クト ・ マネジメ ント 責任と協力義務
下請法のソフト ウェ ア開発業務への適用
報システム・ モデル取引・ 契約書
各種の啓発活動
成果報酬型契約

5.2.6 方法論の比較検討
本節では経営者の支援行動をより 確実に引き出すために有効に作用すると考えられる、
社会ルールや法制面での幾つかの取り 組みの有効性について検討した。 対象としてプロジ
ェ クト ・ マネジメ ント 責任と協力義務、 下請法のソフト ウェア開発業務への適用、 情報シ
ステム・ モデル取引・ 契約書、各種の啓発活動、成果報酬型契約の 5 項目を取り 上げたが、
この中で最も実効性が期待されるのは成果報酬型契約であることが確認された。 それは契
約の対象項目が、 売上や利益といった、 より経営者に身近でかつ責任を負う べき指標とな
るからである。 そこで次節以降は成果報酬型契約の有効性やその成立要件などについて、
詳細に検討する。

5.3 成果報酬型契約の有効性に関する考察

5.3.1 成果報酬型契約に関する理論的考察
本節では経営者の支援行動を確実に実現するに際して、 成果報酬型契約がどのよう に有
効に作用するのかに関して、 主として理論的な側面から考察する。 まずこのテーマは経済
学の分野で資源の希少性から生じる分業と専門化、 交換と調整が適切に機能しないことに
よって、 生産性のポテンシャルを利用し尽く せないという 状況を打開するために構築され
てきた組織問題（ Picot, et.al., 1997） と捉えることができる。 それは経営者の支援行動自
体が希少性の高い経営資源そのものだからである。 したがって本論文の目的の解決策を組
織問題の視点から表現すれば、
「 経営者の支援行動という 稀少な資源が適切にプロジェクト
に配分されない原因はどこにあり 、 どう すれば解決できる可能性があるのか」 との問いと
なる。 そこでまず、 組織問題に関する先行研究をレビューする。 本節では 4 章で述べた、
支援行動の提供レベルが経営者の経験や知見という 偶然に依存するという 現状を、 少しで
も必然に変えていく べく 、 経営学の経営管理と経済学における組織問題を融合させた視点
から、 解決のアプローチを試みる。

5.3.2 組織問題に関する先行研究

5. 3. 2. 1 主要な組織理論の分類
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Douma & Schreuder （ 1991） は主要な組織理論を分類し、 それぞれの理論とそれらが
適用される組織レベルとの対応を図示した（ 図 5-2）。支援行動の提供主体は特定の経営者
個人には限定されないため、 グループとしての経営陣とすることが適切である。 また提供
を受けるのはプロジェ クト ・ チームという グループであることは自明である。 したがって
本論文の考察範囲は、2 つの組織、組織またはグループ間の関係の分析レベルに該当する。
この時点で範囲外である組織のポピュレーショ ンに対応するポピュレーショ ン・ エコロジ
ーは検討の対象から除外される。 よって本論文の考察範囲に対応する理論は進化理論、 経
営戦略論、 行動理論、 取引費用経済学、 エージェ ンシー理論の 5 つとなる。

図 5-2 組織問題の分析レベル
出典： Douma & Schreuder （ 1991）

まず進化理論であるが、 これには何が組織の進化をもたらすのかについての前提を異に
する 2 つの潮流がある。 一つ目は Darwin の適者生存の考え方に基づき、 環境の変化に適
応できた組織が存続すると いう 環境決定論的パラ ダイムに立つ経営組織論であり 、

Barnard（ 1938） がその代表的論者とされる。 もう 一つは、 環境変化に受動的に反応する
のではなく 、 自らの戦略に基づいて能動的に組織形態を進化させることができた組織が存
続するという 戦略的選択論的パラダイムに立つ組織進化論である。 Campbell （ 1965） や

Weick （ 1979） がその代表的論者とされる。
これらの進化理論の知見を、 プロセスの視点から発展させたのが Hernes（ 2008） であ
る。 すなわち組織を静的な実在物（ エンティ ティ ー） の集合ではなく 、 エンティ ティ ー間
の流動的な関係の集合体と見做す立場である。 そこでは組織の成立から発展までのプロセ
スが動的な側面から考察されており 、 この立場からプロセス起点の組織分析フレームワー
クが提唱されている。この中で Hernes（ 同上） は 1990 年代の EU におけるユーロ経済圏
の確立プロセスをプロジェ クト と見做し、 どのプロセスがその成功に寄与したかを分析し
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ている。
また Lanzara & Morner （ 2004） はオープンソースのソフト ウェ アが開発されるプロセ
スをプロジェ クト と見做し、 任意のボランティ アによって組織が発足して発展するまでの
特定のプロセスにおいて開発方針に関するある規約が定められ、 それがその後の組織の活
動の方向性に大きな影響を与えることを明らかにした。
これらの研究からは、 プロジェ クト を成功に導く 上で特定のプロセスにおける意思決定
や規約の確立が重要な役割を果たすという 知見が得られるが、 本論文が対象とする経営陣
とプロジェクト ・ チームの相互作用という 観点からの詳細化は行なわれていない。
次に経営戦略論の領域では、 共に企業の競争優位性の確立を意図しつつも、 重視する要
素を異にする二つの潮流がある。一つは戦略的ポジショ ニングの重要性に着目する Porter
（ 1985） の立場であり、 企業の外部環境を買い手、 売り 手、 競争業者、 新規参入業者、 代
替品の 5 つの視点でとらえ、 それらの中に自社をどのよう にポジショ ニングするかによっ
て収益性が左右されるとする。 加えて自社のポジショ ニングを踏まえてコスト ・ リ ーダー
シッ プ戦略、 差別化戦略、 集中戦略のいずれかを適切に選択することを主張している。
これに対し Barney（ 2002） は企業の内部環境に着目して資源ベースアプローチ（ RBV：

Resource Based View） を提唱し、 優秀な人材や業務ノ ウハウなど、 模倣困難性の高い経
営資源こそが競争優位の源泉であると主張した。

Jugdev & Mathur （ 2006） は RBV の立場から、 企業がプロジェ クト ・ マネジメ ント を
成功させるために必要な資産を数値化できるものと数値化できないものに分類し、 ノ ウハ
ウやメ ソド ロジーのよう に可視化、 数値化できるもの以上に、 数値化できない資産が重要
であることを主張している。 またそれらの資産を RBV における VRI O （ valuable, rare,

inimitable, organizational support ） の観点から分析し、 プロジェ クト の成功に貢献度の
高かった資産を定量的に明らかにしている。 すなわちどのよう な資産がどのよう に、 どの
程度プロジェ クト の成功に寄与するのかを数値で明らかにした点において、 本論文は幾多
の示唆を与えるものと言える。 しかしながらこれらの資産がどのよう に形成・ 活用される
のか、 その過程で経営者を初めとするステークホルダーがどのよう な役割を担う のかにつ
いては議論されていない。
以上のよう に進化理論、 経営戦略論とも企業や組織の存続という 観点では幾多の知見を
提供している。 しかしいずれの理論も本論文の意図する、 経営陣とプロジェ クト ・ チーム
という 二つの組織の相互作用については言及していない。 これらの考察を踏まえて以降は
行動理論、 取引費用経済学、 エージェ ンシー理論に関する先行研究を検討する。

5. 3. 2. 2 主要な組織理論に関する先行研究

5. 3. 2. 2. 1 行動理論に関する先行研究
まず行動理論であるが、その中心的課題は、いかに企業は経済的意思決定をするのかとの
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問いであり、 その活動は貢献とインセンティ ブ、 およびそれらに与える情報の影響を中心
に分析される（ March & Simon, 1958） と述べられている。 したがって行動理論は、 取引
費用経済学やエージェ ンシー理論が対象とする個々の取り 引きや意思決定に先行する予備
的考察と位置付けられる。

5. 3. 2. 2. 2 取引費用経済学に関する先行研究
取引費用経済学は、 組織現象を市場現象と対比させることで、 組織内で起こる問題の原
因と解決策を取引費用の抑制という 観点から模索するものである。 取引費用経済学では、

Williamson（ 1991） の組織の失敗のフレームワーク（ 図 5-3） において、 取引費用の決定
要因が網羅的に述べられている。

図 5-3 組織の失敗のフレームワーク
出典： Williamson（ 1991）

表5-1 組織の失敗の分析フレームワーク
出典： Ouchi （ 1980）
市場
規範的要求

互酬

情報的要求

価格

階層型組織

クラン

互酬・ 合法

互酬・ 合法的権限・

的権限

共通の価値と信念

ルール

伝統

Williamson（ 1979） の取引費用経済学を踏まえ、 組織の失敗の分析フレームワークに発
展させたのが Ouchi （ 1980） である。 Ouchi はまず、 取引費用の上昇を抑制する取引制御
機構として市場、 階層型組織、 クラン（ 閥、 一族） を挙げ、 どのよう な状況においてそれ
ぞれが最も有効に機能するかについて述べている。 それによれば取引の当事者間のゴール
の一致度が低く 、 取引の効率の測定基準の明確度も低い場合には市場が、 双方とも高い場
合はクランが、 双方とも中程度の場合には階層型組織が適しているとしている。 またそれ
ぞれの取引制御機構を有効に機能させるために必要な要因を規範的要求と情報的要求に分
け、 市場には互酬と価格が、 階層型組織には互酬・ 合法的権限とルールが、 クランには互
酬・ 合法的権限・ 共通の価値と信念と伝統が必要だとしている（ 表 5-1）。 またこれらを踏
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まえ、 個人と全体の目標の一致度が高いクラン型の取引制御機構が、 組織の失敗を最も効
果的に抑止できると結論付けている。

Auberta, et.al.（ 2004） は取引コスト 経済学を情報システムのアウト ソーシングに適用
し、 関連する意思決定に影響を与える要因を情報の非対称性を解消するための取引コスト
の観点から明らかにするモデルを構築した。 またその意思決定に影響を与える 4 つの要因
と、 それが促進・ 抑制のどちらに作用するかについて、 次のよう に述べている。 まずユー
ザー企業の自社アセッ ト （ 資産） の特殊性、 情報システムを取り 巻く 環境の不確実性、 課
業を遂行する組織能力やスキルの 3 項目は、 それが高いほど自社運営の情報システムをア
ウト ソーシングに移行するための取引コスト を上昇させ、 アウト ソーシングを抑制する方
向に作用する。 残り の 1 項目であるユーザー企業の情報システム関連の技術スキルは、 そ
れが高いほど I T ベンダーによる代替可能性が高まり 、 アウト ソーシングを促進する。
これらの研究はいずれも本論文のテーマである、 情報システムプロジェ クト における経
営陣とプロジェクト ・ チームの関係を直接論じたものではない。 しかしながら経営陣と現
場の相互理解を促進し、 経営陣の適切な支援を実現する上での考慮点について、 幾多の知
見を与えるものと言える。 以上のことから、 取引費用経済学の分野には本論文を深化させ
る知見が得られる可能性があることが明らかになった。

5. 3. 2. 2. 3 エージェンシー理論に関する先行研究
エージェ ンシー理論の分野では Picot, et .al.（ 1997） が、 Williamson （ 1991） の組織の
失敗のフレームワークが生起する課題についての解決策を提言している。 経営者の支援行
動が提供されていないという 状況を組織の失敗のフレームワーク（ 図 5-3）に適用すると、
支援行動の提供者である経営者も受益者であるプロジェクト ・ チームも、 限定された合理
性と機会主義に支配されており（ 行動の仮定）、かつ適切に情報を配分する（ 情報の非対称
性を解消する） ための取引費用を大きく 感じる雰囲気（ 取引の雰囲気） に抗えないため、
不確実性／錯綜性を回避することができない、 と説明できる。 環境要因は当事者の性質、
行為、 意図によって生成される、 隠された特性、 隠された活動・ 情報、 隠された意図とい
う 3 種類の情報の非対称性として、 組織の失敗のフレームワークに影響を与える。 Picot,

et.al.（ 同上） はこれらの課題の解決策として、 エージェ ンシー理論の観点から情報の非対
称性の解消と利害の一本化を挙げている。

Picot, et.al.（ 同上） のアプローチを情報システムの分野で発展させた先行研究も存在す
る。 Wall （ 2008） は情報システムと企業の意思決定の品質の関係を明らかにするために、
エージェ ンシー理論を用いた分析フレームワークを構築した。 そこでは、 情報システムの
拡充によって情報の非対称性を減少させることが、 意思決定の品質を高めることに貢献す
ると述べられている。
また Mahaney & Lederer（ 2003） は同様に、 情報システムプロジェ クト に関する契約を
エージェ ンシー理論の観点から評価し、 出来高ベースの契約の方が、 報酬が固定されてい
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る契約よりも良い結果をもたらすことをインタビュー調査から明らかにした。 その原因と
して次の 4 点を挙げている。 1 点目はエージェ ント （ 従業員） の報酬が固定されている契
約より も、 プリンシパル（ 経営者） が望むよう な状態でエージェ ント が仕事に取り 組むか
らである。 2 点目は途中経過の作業の監視（ モニタリ ング） の工数を報酬が固定されてい
る契約よりも削減できるからである。 3 点目はプリ ンシパルとエージェ ント 間の利害相反
を抑制し、 エージェント の課業回避を予防できるためである。 4 点目はエージェント の行
動の予測可能性が高まるからである。
以上のよう に、エージェンシー理論には、本論文のテーマである、プリンシパルとしての
経営者の意思決定や支援行動について解明していく 視点が得られることが期待される。 そ
こで次に、情報の非対称性の解消と利害の一本化という 解決策について具体的に検討する。

5.3.3 情報の非対称性解消のアプローチ

情報の非対称性の解消という アプローチは、 情報システムに対する経営者の前提知識不
足という 情報の非対称性が生じており 、 その結果、 適切な支援行動が提供されていないと
いう 状況において、 その解決のために啓発や教育を実施するという ことに相当する。 しか
しながら啓発や教育の重要性は従来から主張され、 実践もされてきているが、 本項の冒頭
に述べたよう な状況に大きな改善効果が見られないのは 5.2 で確認したとおり である。
伊藤& 伊東（ 2006） は情報システム構築プロジェクト においてステークホルダー間のコ
ミ ュニケーショ ンの有効性を高める上での考慮点を、 コミ ュニケーショ ンの仕組みに基づ
いて論じたものである。 そこではコミ ュニケーショ ンは「 送り 手と受け手の相互作用によ
る意味の形成および共有のプロセス」 と定義され、 以下の 4 つの要素から成るとさ れる。
それらはメ ッ セージ（ コミ ュニケーショ ンでやりとり される実体）、コンテキスト（ メ ッ セ
ージを解釈する枠組み）、チャネル
（ メ ッ セージを伝達するための媒体）およびスキーマ（ 個
人が様々な経験から取得し、 蓄積している「 意味」 のことで、 コンテキスト に基づきメ ッ
セージを生成したり解釈するために活性化される） の 4 つである。
メ ッ セージの受け手は、 送り 手とは独立に、 自分が認知した情報からコンテキスト を決
め、 必要なスキーマを活性化させてメ ッ セージの意味の解釈を行なう 。 この考え方に基づ
いて、 経営者にプロジェ クト を成功に導く ために必要な支援行動を啓発・ 教育しよう とす
るコミ ュニケーショ ンのプロセスを表現すると 、 以下のよう になる。
啓発しよう とする側は必要な支援行動の内容を、 メ ッ セージの送り 手として経営者に発
信する。 一方経営者は、 自分が蓄積してきたスキーマに基づいてコンテキスト を生成し、
それに基づいて受信したメ ッ セージを解釈する。 経営者がプロジェ クト を成功させる支援
行動に関して発した送り 手のメ ッ セージを正確に解釈するためには、 プロジェ クト の実務
についてのある程度の知識が必要である。 具体的にはシステム設計段階の要件定義とは何
か、 それはどのよう に実行され、 どのよう な手順で進めるのが適切なのかといった方法論
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や、 要件定義の結果が開発の規模や費用にどのよう な影響を与えるのかといった費用対効
果についての基本的な事柄などである。 また本論文が考察の対象としている、 企業が何ら
かの戦略的意図を掲げ、 情報システムを手段としてその実現を企図するプロジェクト にお
いては、 どのよう な機能にどこまでの投資を許容するかは経営者が関与すべき戦略マター
であり 、PM 以下の担当者に一任して良いものではないことも理解されている必要がある。
しかしこのよう な前提知識が経営者に備わるか否かは、 その経営者の過去の職務経験に
依存し、 かつその内容がスキーマに蓄積される。 例えば情報システム部門長の経験の有無
などがその経営者がどのよう なスキーマを形成するかに影響するが、 それは偶然に依存せ
ざるを得ない。 かつそのよう な前提知識が備わっていない経営者がプロジェ クト を成功に
導く ために必要な取り 組みに関する啓発メ ッ セージを受信しても、 その内容が理解されな
ければ、 そのよう な取り 組みに自分が関与すべきだとも考えない可能性が出てく る。 すな
わち啓発メ ッ セージを受信するか否か自体も、 経営者の選択や判断に委ねられざるを得な
いことになる。
以上のことから、 従来から行なわれてきた啓発や教育という 情報の非対称性の解消アプ
ローチは、 部分的には有効ではあるが、 換言すれば適切な支援行動を確実に経営者から得
る手段とはなり得ないことが確認される。 そこで次節ではもう 一つのアプローチである利
害の一本化について検討する。

5.3.4 利害の一本化による解決の具体策

5. 3. 4. 1 3 種類の解決アプローチ

Picot, et.al.（ 1997） は環境要因を生成する要因として、 隠された特性、 隠された活動・
情報、 隠された意図の 3 つを挙げた。 更にそれぞれからもたらされる課題の利害の一本化
による解決策の例として、 順に契約パート ナーとしてのレピュテーショ ン、 契約パート ナ
ーの成果への参加、 保証を挙げている。 ここでは環境要因の生成要因と解決策の 3 対の組
み合わせをプロジェクト の実務に敷衍することで、 更なる具体策を模索する。
隠された特性に対する契約パート ナーとしてのレピュテーショ ンとは、 質の悪い製品や
サービスによる悪評を回避するため、 提供側に質を上げるインセンティ ブが働く ことであ
る。 プロジェ クト ・ チームにおける I T ベンダー側のメ ンバーには、 商道徳や職業倫理の
観点から質の高いサービスを提供してユーザー企業の満足を獲得したい、 良い評価がリ ピ
ート オーダーにつながる、 といった観点で、 レピュテーショ ンを向上させたいという イン
センティ ブ（ 以下、 レピュテーショ ン向上のインセンティ ブ） が働く 。
しかし I T ベンダー側のこのレピュテーショ ン向上のインセンティ ブは、ユーザー企業の
経営者の支援行動を引き出すことには直接にはつながらないと考えられる。 経営者の意思
決定は、 基本的には自社の利益につながるかどう かという 観点で下される。 経営者は自社
の利益になると判断すれば、 支援行動を提供するという 意思決定を下し、 そう でなければ
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支援行動を提供しない。
では I T ベンダー側がレピュテーショ ン向上のインセンティ ブを持つことがユーザー企
業の利益につながるであろう か。 このインセンティ ブに基づく I T ベンダー側の行動はユ
ーザー企業に対して行なわれるため、 結果的にユーザー企業利益につながるケースもある
かもしれない。 しかし更に進んで I T ベンダー側の思惑に基づく レピュテーショ ン向上の
インセンティ ブが、 直接ユーザー企業の経営者の意思決定に影響を与えるという 因果関係
を厳密に論証しよう としても、 それは困難である。 むしろ両者は次元の異なる事象と考え
る方が適切である。 以上のことから、 レピュテーショ ン向上のインセンティ ブは、 経営者
の支援行動を実現する解決策としては有効ではないと結論付けられる。
隠された活動・ 情報に対する契約パート ナーの成果への参加による解決策の例としては、
資本参加や成果への報奨金制度などが挙げられている。 プロジェ クト の領域におけるこれ
らの代表的な取り 組みとしては、 ユーザー企業と I T ベンダーの共同出資会社の設立や、
情報システムの経営成果への貢献度に応じて対価を増減させる成果報酬型契約の導入が該
当する。
最後の隠された意図に対する保証による解決策としては、 返品オプショ ンや金銭的なペ
ナルティ ーが挙げられている。 しかし本論文が対象とするプロジェ クト は、 単にハード ウ
ェ アの売買にとどまらないため、 そもそも返品という 概念には馴染まない。 また後者の金
銭的なペナルティ ーは、 広義には成果報酬型契約に含まれる。 したがって、 隠された意図
の保証の領域からは本論文に援用できる解決策は見出されなかったと結論付けられる。
以上の考察から、 有効な解決策の候補は、 成果報酬型契約と共同出資会社の設立の 2 つ
に絞り 込まれることとなった。

5. 3. 4. 2 解決策の比較検討
まず二つの解決策を取組期間の観点で比較すると、 成果報酬型契約は単体のプロジェ ク
ト における期間限定型の取組であるのに対して、 共同出資会社の設立は複数のプロジェ ク
ト に跨る継続的な取組であることが分かる。また有効性の観点では共同出資会社の設立は、
その会社の業績という 共通利益によって両社の利害相反を克服するという 効果は成果報酬
型契約よりも大きく なるものと考えられる。
一方両者を意思決定が行なわれる組織階層の観点で比較すると、 成果報酬型契約は比較
的現場寄りの業務的意思決定、 あるいは中間の管理的意思決定のレベルで行なわれ、 ト ッ
プレベルの戦略的意思決定が必要になるとは限らない。 しかし共同出資会社の設立に関す
る意思決定は成果報酬型契約より も組織の更に上層部で行なわれ、 最終決定にはト ッ プレ
ベルの戦略的意思決定が不可欠である。 結果的に共同出資会社の設立までの合意形成には
成果報酬型契約よりも多く のステークホルダーが関与し、 意思決定もより組織の上層部で
行なわれることから、 その実現には多く の困難を伴なう 。
翻って本項の目的は、 単体のプロジェ クト においてその成功のために、 経営者の適切な
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支援行動を実現する具体策を導出することであった。 この観点から、 共同出資会社の設立
は成果報酬型契約より 大きな効果が期待できるかもしれないが、 期間も複数プロジェクト
が前提となり 、 その意思決定や合意形成にも多く の困難が伴う ため、 単一プロジェ クト の
改善策としては合目的的ではない。 したがって今回の検討範囲の中では成果報酬型契約が
最も適切な解決策であると結論付けることができる。 ただし成果報酬型契約が成功裏に複
数回継続されることによって、 両者の信頼関係が双方の経営層まで拡大し、 より緊密なパ
ート ナーシッ プに基づいて共同出資会社の設立にまで発展することを否定するものではな
い。 むしろ筆者はそれが、 両者が理想的な姿に近付く 一つの方向性であると考えている。

5.3.5 成果報酬型契約の有効性に関する仮定

本節では、プロジェ クト の成功に不可欠な経営者の支援行動を確実に実現する方策につい
て考察した。 まず経営者の支援行動を稀少な経営資源と位置付ける組織理論のアプローチ
の中で、 情報の非対称性の解消は解決につながらないこと 、 および利害の一本化が有効で
あることを明らかにした。 次に利害の一本化の実現策を、 本論文の考察対象やユーザー企
業と I T ベンダー双方の組織上の意思決定の階層レベルの観点から比較検討した結果、 成
果報酬型契約が最も適切な取り 組みと考えられるという 結論を得た。
一方ここまでの考察は主として理論研究の結果であり 、 仮定の範疇にとどまっている。
この研究の有用性を高めていく 上では、 現実のプロジェ クト における成果報酬型契約の実
態を調査し、 その成立要件や成功要因を明らかにしていく ことが欠かせない。 そこで次節
では成果報酬型契約の成立要件について、 まず I T ベンダーの視点から考察する。

5.4 成果報酬型契約の成立要件に関する考察

5.4.1 成果報酬型契約の成立要件の検討手順
本節の目的は、 経営者の支援行動をより 確実に実現するための具体策として、 成果報酬
型契約の成立要件を主として I T ベンダーの視点から明らかにすることである。 しかしそ
れに際してはまず、 I T ベンダー、および受託開発ソフト ウェア業界の構造的課題を理解し
ておく 必要がある。 したがってここでは本来の目的に加えて、 受託開発ソフト ウェ ア業界
において労働集約型ビジネスから知識集約型ビジネスに移行する企業の比率が高まり、 同
業界が魅力ある産業へと変革していく ことへの貢献も意図しながら検討を進める。
情報システム産業、 その中でも受託開発ソフト ウェ ア業は知識集約型産業59である、 あ
59

改訂新版・ 世界大百科事典（ 平凡社, 2007） の「 産業分類」 の項目では次のよう に記述されている。
本論文においても、 各産業の定義はこれらの記述に準拠する。
資本集約型産業： 生産要素の結合具合において、 資本装備率の高い産業。
労働集約型産業： 生産要素の結合具合において、 資本より も労働との結合度が高い産業。
知識集約型産業： 製造業の内分類として、ハード ウェ アより もソフト ウェ アが重要なコンピューター産業
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るいはそう あるべきだと言われ続けてきた（ 情報サービス産業協会, 2014）。しかしその実
態は、 未だに労働集約型産業にとどまっている（ 中村, 2006）。 その大きな要因として、 情
報システムの対価が開発の工数に基づいて決まるという 、いわゆる人・ 月ビジネスの問題60
が挙げられる。 そこでまず、 この人・ 月ビジネスの問題を中心に、 受託開発ソフト ウェ ア
業界の課題を概観する。

5.4.2 受託開発ソフト ウェ ア業の課題と解決の方向性
本項は、 受託開発ソフト ウェ ア業は本来知識集約型産業を志向しているにも関わらず、
労働集約型産業にとどまっているのではないか61、という 筆者の問題意識に立脚している。
峰滝・ 元橋（ 2007） も、 我が国の受託開発ソフト ウェ ア業界の生産性が欧米に比べて劣っ
ていることを指摘している。 そこで本項ではまず、 同業界が目指す知識集約型産業の姿を
明確化し、 次に労働集約型産業にとどまっている現状とその原因について考察する。 最後
にそれらを踏まえて、 課題解決の方向性を模索する。

5. 4. 2. 1 受託開発ソフト ウェ ア業（ SI ： System Int egration62） の目指す姿
受託開発ソフト ウェ ア業が労働集約型産業にとどまっている、 という 筆者の問題意識を
換言すれば、 情報システムの対価が労働の価値ではなく 量（ 工数） で決まり 、 それに基づ
いて価格が設定され、 取引されている、 という ことになる。 したがって目指す姿はその逆
で、 工数ではなく 価値に基づいて、 対価が設定、 取引される、 となるはずである。
情報システムの価値には、 開発に参画したメ ンバー個人の能力の発現レベルに応じて評
価される価値、 開発期間やコスト の計画値を遵守できたかどう かという 、 プロジェ クト ・
マネジメ ント の成否によって評価される価値など、 様々な粒度のものが考えられる。 しか
し情報システムプロジェ クト が経営戦略遂行の一環として実施される以上、 それらの中で
最上位のものは、ユーザー企業の経営指標の改善への貢献という 価値である。したがって、
同業界が目指す知識集約型産業の姿は、 ユーザー企業の経営指標の改善への貢献である。

などを知識集約型産業などと言う 場合がある。
「 人・ 月」 とは受託開発ソフト ウェア業界において工数や対価を算定する際に用いる尺度であり、 1
人の技術者が 1 か月を要する作業量が 1 人・ 月である。 また SE、 プログラマーといった職種別に人・ 月
単価の相場が業界で形成されている。 これが技術者のスキルアッ プへの動機付けや I T ベンダーの新しい
技術を用いた生産性改善への挑戦を阻害している。 これらを総称して「 人・ 月ビジネスの問題」 と呼ぶ。
61 受託開発ソフト ウェ ア業の国内での売上規模は 2011 年度に 6 兆 6,274 億円、 2012 年度に 6 兆 9,378
億円（ 4.7%増） であった（ 総務省・ 経済産業省, 2013）。 しかし同ビジネスはクラウド ・ コンピューティ
ングや SaaS（ Software as a Service） などの登場によって減少が見込まれている（ I DC Japan, 2011）。
このことを受けて、本論文の課題は新しいサービスの登場によっていずれは解消し、論じる価値が無く な
るとの見解もあるかもしれない。しかし少なく とも、規模も与える影響も大きい大企業の基幹情報システ
ムの分野などではそのよう な標準サービスに全面的に移行していく とは考えにく く 、ソフト ウェ アの受託
開発ビジネスは無く ならない。したがって筆者は、この課題を論じる価値は当面低下しないものと考える。
62 本論文では SI （ System I ntegration） ビジネスを、
「 企業の情報システムの企画、 設計、 開発、 構築、
導入、 保守、 運用などを一貫して請け負う サービス」 と定義し、「 受託開発ソフト ウェア業」 と同義とす
る。 またそれを提供する SI er （ Syst em I ntegrator ） は、 I T ベンダーの一種とする。
60
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5. 4. 2. 2 労働集約型産業としての現状とその原因
木村（ 2014-a）

63は受託開発ソフト

ウェ ア業の根本的な課題が、 人・ 月ビジネスと業界

の多重下請構造にあるとしている。 加えて木村（ 2014-b）

64では多重下請構造の成立背景

を、 我が国の終身雇用が前提の雇用制度と、 情報システムの開発作業の繁閑の差に求めて
いる。

図 5-4 受託開発ソフト ウェ ア業の労働集約型産業としての諸課題の因果関係
木村（ 2014-a,b） を基に筆者作成

図 5-4 は木村（ 2014-a,b） が主張している 45 項目の課題の因果関係を示したものである
65。

一例を挙げれば、「 対価が価値ではなく 工数で決まる人・ 月ビジネス」 であるために、

I T ベンダー側に「 言われた通り 何でも作るという 御用聞き営業が蔓延」 し、 ユーザー企業
側にも「 I T 部門の I T ベンダー依存体質を生み、レベルダウンを招」 き、「 不必要な機能も
作り 込み、ユーザー企業の無駄なプロセスを温存」 することになり 、「 ユーザー企業は結果
的に割高なシステムを使う ことになる」、といった具合である。これによって受託開発ソフ
ト ウェ ア業が抱える諸課題の中心に、 人・ 月ビジネスと、 業界の多重下請構造が横たわっ
63

木村岳史, お客様相手に協業を持ちかける I T ベンダーの愚かさ
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/463805/090400007/
64 木村岳史, I T 業界の二大悪の今後
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/wat cher/14/334361/091100052/?ST=ittrend
65 課題は本論文に直結するものを抽出し、 因果関係の整合性を確保するために必要な項目は、 筆者が適
宜追加し、 破線で表示した。 表現は文意の等価性に配慮した上で、 学術論文に相応しい表現に修正した。
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ていること、およびこれらがユーザー企業、 I T ベンダー、受託開発ソフト ウェ ア業界のす
べてにデメ リ ッ ト をもたらしていることが確認できる。

これらの課題の本質は、人・ 月ビジネスにおいてはイノ ベーショ ンが起こり にく く なる、
あるいはイノ ベーショ ンを起こさない方が、 I T ベンダーは高収益を上げることができる、
という 点にある。 I T ベンダーが人・ 月試算に基づいて提示した工数を新しい技術の導入に
よって圧縮すれば、 受け取る対価が減少する。 すなわち経営努力をすればするほど、 自ら
のビジネスを縮小させるのである。こんな環境ではイノ ベーショ ンが生まれるはずがない。
このよう な悪循環の結果、ユーザー企業は割高な情報システムを使う ことになり 、 I T ベン
ダーでは技術レベルやモチベーショ ンの停滞が発生し、 受託開発ソフト ウェ ア業界全体と
しても学生の応募が減少し、更には受験生の理工系離れを招く といった弊害が生じている。
これが受託開発ソフト ウェ ア業の、 労働集約型産業としての課題とその原因である。

5. 4. 2. 3 知識集約型産業への変革に向けた課題解決の方向性
受託開発ソフト ウェ ア業界は、 工数ではなく 価値に基づいて対価が決まる知識集約型産
業を目指す必要があることを、 筆者は繰り 返し主張してきた。 したがって、 課題解決の方
向性は、 I T ベンダーとユーザー企業が対価について折衝する場において、工数という 要因
を除外し、 価値について議論することである。
価値提案の内容にも、 何を価値とするかによって幾つかのバリ エーショ ンが考えられる
が、 本論文では結果的にユーザー企業の経営指標に何らかの好影響を与える要因を須らく
価値と位置付ける。 成果報酬型契約の中には、 開発期間やコスト の当初計画に対する圧縮
の程度に応じて対価を上積みするという 、純粋に情報システムの開発作業の QCD（ 品質・
コスト ・ デリ バリ ー） やプロジェ クト ・ マネジメ ント の成果に特化したものも存在する。
しかしこのタイプでは開発方法論や技術論が議論の中心となるため本論文では対象外とし、
以後は情報システムのユーザー企業の経営指標改善への貢献度に応じて I T ベンダーの対
価を増減させる契約を対象とする66。

5.4.3 成果報酬型契約に関する先行研究
情報システムの分野における成果報酬型契約に関する先行研究は、 前述のよう にまだ少
66

本論文では成果報酬型契約の適用を検討する対象を、 個々の情報システムの経営指標への改善効果を
独立して評価可能な単位としての「 プロジェクト 」 に設定する。 また、 当該情報システムが対象とする業
務（ アプリ ケーショ ン） は特に限定しない。一方、情報システムの構築プロセスは要件定義・ 設計・ 開発・
テスト ・ 移行・ 運用・ 保守等に分かれるが、 本論文では基本的にそのすべてを考察対象とする。 それは成
果報酬型契約に基づく 評価は、情報システムが運用段階に入った時点で現実に期待した効果が認められた
かどう かによって下されるからである。換言すれば成果報酬型契約の議論の対象となるのは、情報システ
ム構築から運用までの全プロセスに責任を持てる I T ベンダー（ 元請 SI er ） であり 、 開発や運用のみに特
化した I T ベンダーは本論文の考察対象外となる。 多重下請構造も看過できない課題であるが、 これは開
発という プロセスの多段階外注の姿であり、 開発のみに関与する I T ベンダーは、 情報システム全体の成
果には責任を持ち得ない。したがって以降は、多重下請構造に関する課題は本論文の検討の対象外とする。

136

ない。 そこでまずは情報システム分野に限定せず、 成果報酬型契約に関連する先行研究を
主要な論文データベースに求め、該当した中から本論文の主旨に合致する 4 編を選定した。
本項ではまずこれらの先行研究から知見を抽出し、 5.4.4 でそれらを仮定の形に整理し 、

5.4.5 で事例と突合してそれらの妥当性を確認する。

5. 4. 3. 1 先行研究

企業の営業部門における成果給の導入効果に関する事例研究

近藤ら（ 2006） は製造業 Z 社の営業部門に導入された成果報酬制度に関する事例研究で
ある67。 同社は従来の年功序列型賃金のもたらす悪平等を解消し、 従業員のモチベーショ
ンを高め、 業績の向上を図るため、 職務成果型賃金制度を 2002 年に導入した。 当論文は
その制度を見直すために 2006 年に実施されたプロジェ クト に基づく ものである。 一連の
調査・ 分析を経て、 近藤ら（ 同上） が導いた結論は以下の 5 点である。

Ⅰ. 公平感を共有できる業績評価項目の設定が重要である。
業績評価項目とその評価基準の妥当性、 および評価者の客観的な評価態度を確保する
ことが重要である。 特に財務的に評価できる売上高のよう な項目だけでなく 、 現場で重
視されている非財務的な指標をも重視することによって、 満足度が上昇する。 ここに公
平感が欠落すると、 評価結果および処遇への満足度が低下し、 モチベーショ ンも損なわ
れる。

Ⅱ. 業績目標が経営目標に連動しているほど満足度が高い。
自らが担当している業務の成果が業績管理指標を経由して、 どのよう に会社全体の経
営目標や業績に連動しているかを理解すればするほど、 満足度が高まる。 これは自らの
業務の価値を会社全体の中で認識することによって、 貢献意欲を掻き立てられるためで
ある。

Ⅲ. 自ら目標設定に参画するほど満足度が高まる。
目標設定に従業員が参画することによって、 目標自体への納得感が高まる。 特に経営
陣からの押し付けではなく 、 現場重視のボト ムアッ プ的な指標も加味することが重要で
ある。

Ⅳ. 業務遂行途上での目標達成に向けたサポート が重要である。

67

当該論文は Z 社という 一企業内の雇用契約から派生する諸課題を論じたものである。 そこから得られ
た知見を、本論文のテーマである企業間の成果報酬型契約に敷衍することの妥当性に違和感を持つ向きも
あるかもしれない。しかし両者を契約に基づく 雇用者と被雇用者の関係としてとらえ直すと、本質的な論
点はその契約に盛り込まれるインセンティ ブ条項そのもの、あるいはその項目の設定方法や評価方法によ
って、被雇用者のモチベーショ ンがどのよう に変化するかという 点に絞られる。このことによって、当該
契約の形態が企業内であるか、企業間であるかという 点の重要性は、相対的に低下するものと考えられる。
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目標設定後の業務遂行プロセスにおいて、 目標達成に向けた上司のサポート が充実
し ているほど、 満足度は上昇する。 特に当該事例研究の対象となっている営業部門で
は、 仮に営業担当者が適切な目標達成努力を行なっていたと しても、 競合他社の想定
外の製品戦略やダンピングなどの価格戦術によって目標達成が困難になる、 といった
ケースは起こり 得る。 このよう な戦略的不確実性が顕在化し た場合には、 いち早く 上
司が介入し、 業務遂行方法の見直しや目標値の修正を行なう ことが肝要である。 これ
らのサポート が充実している場合には、 目標達成の場合は勿論、 未達成の場合にも、
評価に対する納得感は高まる。

Ⅴ. 業績評価の際のコミ ュニケーショ ンが重要である。
業績評価の際の上司（ 評価者） とのコミ ュニケーショ ンが十分であるほど、 評価に
対する満足度は高まる。 逆に上司の主観が持ち込まれるほど、 評価に対する納得感は
低下する。

以上の近藤ら（ 2006） の先行研究から、 成果報酬制度を機能させるためには、 個々の目
標項目の適切な設定のみならず、不測の事態への対処や評価実施に当たっての上司の態度、
コミ ュニケーショ ンといった、 目標設定後のコント ロール要因の重要性も確認された。

5. 4. 3. 2 先行研究 ゲーム理論に基づく インセンティ ブとペナルティ ーに関する理論研究
梅原（ 2012） は、 ユーザー企業と I T ベンダーの成果報酬型契約をゲーム理論に基づい
てモデル化し、システム障害の予防に向けたユーザー企業、 I T ベンダー双方の努力に関し
て設定したペナルティ ー
（ 損害賠償）やインセンティ ブ条項の影響を考察した研究である。
まず I T ベンダーに障害削減努力をさせる方策として、ペナルティ ーおよびインセンティ
ブを設定し、 1 回限り の囚人のジレンマゲームとしてモデル化した。 しかしこのゲームは
ナッ シュ均衡解である非協調戦略の採用（ 双方が裏切る＝対策を講じない） という 結果と
なり 、 システム障害を予防する努力を引き出す効果はないことが明らかになった。
次に長期契約を想定し、 繰返し囚人のジレンマゲームとしてモデル化した。 その結果、

I T ベンダー側が十分な障害予防対策を講じない場合、ユーザー企業側が契約を打ち切ると
いった、 上品かつ報復的な戦略をとれば、 I T ベンダーは障害削減努力をする可能性があ
る（ パレート 解の実現） ことが明らかになった。 同研究の知見は以下のとおり である。

Ⅰ. 成果報酬型契約の効果は、 一回限りのプロジェ クト の範囲では期待できない。
Ⅱ. 継続的な取引を前提としないと、 成果報酬型契約は有効に機能しない。

当研究は理論研究であり 、 実務でその有効性が確認されたものではない。 しかしそれで
も、 ペナルティ ーとインセンティ ブを含む成果報酬型契約の効果は、 ある程度長期の複数
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プロジェ クト を前提にしないと期待できないことが明らかになったことの価値は大きい。

5. 4. 3. 3 先行研究

成果報酬型契約を実践してきた I T ベンダーのビジネス戦略

白井（ 2012） は、 いち早く 成果報酬型契約の導入を実践してきた日本ユニシス社の戦略
と施策について述べたものである。 同社はまず SI ビジネスと SI er （ エスアイヤー： SI ビ
ジネスを営む I T ベンダー） に求められる役割について、 次のよう な基本認識を表明して
いる。『 これまではシステム構築に代表される「 物的価値」 の提供が中心であった。物的価
値の提供が中心となっていた時代は、 顧客と SI er の間には利益相反の関係が存在した。
顧客からの「 こう いう システムを早く 安く 提供してほしい」 という 要求に対し、 SI er 側の
視点に基づく “ 物的価値提供ビジネスモデル” においては、 開発工期が長く 、 工数をより
多く 投入するビジネスほど売上が増えるという 構造だったからである。SI er が物的価値の
提供に対していかにして大きな対価を得るかと考えるこう した関係性においては、SI er と
顧客との間に共存共栄の信頼関係を築く ことは、 構造的に無理があったと言えよう 。』（ 白
井, 同上）
加えて技術の分野ではクラウド ・ コンピューティ ングの出現により 、 顧客のシステム利
用形態は所有型から利用型へと変化し、 必要なときに必要なだけ使えるコスト メ リ ッ ト の
高いシステムが求められるよう になった。 顧客ニーズの面でも、 グローバル規模での競争
激化と競争優位の短命化により 、 顧客はビジネスの構想から具現化までの期間短縮を強く
求めるよう になった。 このよう な顧客ニーズの変化について同社は『 顧客は「 物的価値」
提供中心の SI er ではなく 、実現手段を決め、ビジネス推進に必要な「 もの」「 しく み」「 人
的資源」 を調達し「 サービス」 として組み上げ「 サービス価値」 を提供してく れる戦略的
なパート ナーに多く を期待するよう になってきている。 顧客企業とゴールを共有し、 戦略
的なパート ナーシッ プを発揮しながら「 サービス価値」 を提供することを、 日本ユニシス
では“ サービスインテグレーショ ン” と呼んでいる』（ 白井, 同上） と述べている。
同社では“ サービスインテグレーショ ン企業” としてのあるべき姿として「 SI 経験を活
かした I T の目利き力を持つ」、「 共創ビジネス68を推進する」、「 顧客企業の戦略的パート ナ
ーである」 の 3 点を挙げており、 成果報酬型契約は 2 番目と 3 番目のあるべき姿の実現手
段と位置付けられている。 同社がこれらの実践課程で得た知見は以下のとおり である。

Ⅰ. サービスプロデュースに貢献できる「 現場力」 が必要である。
「 共創ビジネス」 を展開し 新しい価値創造に挑戦する力、 具体的にはサービスインテグ
レーショ ンの超上流工程におけるビジネスの要求モデリング（ 顧客との間でビジネス要件
に関する認識を共有しながらビジネスプロセスを明確化する技術）の実現力が必要である。

68

顧客企業と同じゴールを見据え、 それぞれの強みを活かし共に学び共に作り 上げるビジネス。
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Ⅱ. 短期/中長期の両局面で最適化を実装できる「 技術力」 が必要である。
サービスインテグレータ型人材（ サービスプロデューサー） の育成が必要である。 その
よう な人材に求められるのは、 従来の SI で蓄積してきたスキルを活かし、 新たなサービ
スや事業を創造するために必要となる技術を目利きして組み合わせる能力である。 具体的
には同社がプリンシパル・ プロジェ クト や多能スペシャリ スト 育成プログラムと呼ぶカリ
キュラムで人材育成が実践されている。 これらの育成カリ キュラムの特徴は、 異業種交流
などを通じて異なる価値観に触れさせたり 、 実際にサービスの創出を実践させ、 それらの
体験から学ばせるといった点にある。

Ⅲ. 顧客のビジネススピード を加速する「 スピード 力」 が必要である。
スピード 力の実現には、 それを可能にする技術基盤の整備と 、 その技術を駆使できる人
材の育成が必要である。 以下、 それらを二つに分けて論じる。

Ⅲ-1. リ ユースマネジメ ント を実現する技術基盤の整備が必要である。
顧客企業のビジネス実現のスピード アッ プを図る支援力、 および具現化策としてのリ ユ
ースマネジメ ント 環境が重要である。リ ユースマネジメ ント は、「 作ったもの」 をデリ バリ
ー段階で再利用するという 狭義の意味ではなく 、 企画から保守・ 運用までの全工程で生じ
る暗黙知を形式知化した事例やベスト プラクティ スなど、 全工程における「 知」 を再利用
するという 広義の意味で用いられている。 リユースマネジメ ント 手法の成功のポイント は
まず、 できるだけ開発せずに顧客の要望を実現できるよう に、 ド キュメ ント 群やソフト ウ
ェ ア部品群を整備しておく という 技術面の取り 組みである。

Ⅲ-2. リ ユースマネジメ ント の価値を説得できる人材の育成が必要である。
加えてもう 一つのポイント は、 顧客の要望をそのまま全て受け入れるのではなく 、 同社
が整備済みの機能を提示し、 それに合わせれば新規開発よりも早く 安く 構築できることを
説得し、 理解と納得を得る、 人的スキル分野の取り 組みである。 特に後者は顧客が実現し
たいビジネスに必要な業務と情報システムの機能について熟知していることが必須であり 、
非常に高度なレベルのスキルが要求される。

5. 4. 3. 4 先行研究

ジャーナリ ズムの立場からの成果報酬型契約の成功のポイント

木村（ 2014-a） はジャーナリ スト の立場から、「 システムの価値は、 開発にどれだけの労
働力を投入したのかという 人・ 月ベースではなく 、 そのシステムがどのよう な利益をもた
らしたのかで測られるべきである」 と述べ、 基本的には成果報酬型契約の考え方を支持し
ている。しかし同時に、このビジネスモデルを成功させるためには、 I T ベンダー側に次の
よう な変革が必要であることを指摘している。 これらの知見は次のよう に要約できる。
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Ⅰ. 顧客と対等なパート ナーシッ プを構築することが必要である。
御用聞き営業を基本とする多く の I T ベンダーにおける現在の“お客様と業者”の従属関係
のままでは、 成果報酬型のビジネスは成立しない。 このビジネスモデルを採用するのなら
ば、 顧客はもはや顧客ではなく 、 対等なビジネスパート ナーでなければならない。

Ⅱ. I Tベンダーは自身の責任と権限範囲を拡大していく 必要がある。
成果報酬型契約に乗り 出していく ためには、 I T ベンダーは自身の責任と権限を、 従来の
範囲から拡大していかなければならない。 例えば EC（ 電子商取引） のビジネスでは、 い
く ら素晴らしいシステムを作っても、 それだけではモノ は売れない。 両者が業務提携し、
互いに資本や技術・ ノ ウハウ・ 人材を出し合い、 どちらがどこまでリ スクを負う かも取り
決める。 そう いった経営資源とリ スクを共有するという 大前提の下で、 提供した資本など
の多寡、 リスクの負担量などに応じて収益の取り分も決める。 そんな関係でなければなら
ないし、 そのためには自己の責任と権限の範囲を従来より も格段に拡大する必要がある。

Ⅲ. 超上流のコンサルティ ング工程からアプローチすることが必要である。
業務改革に取り 組まなければならない顧客に対して、 コンサルティ ングから入り 、 提案
した業務改革策やリスト ラ策を採用させ、 それに合わせてシステムを刷新するケースは成
功する可能性がある。 それはコンサルティ ングの工程において、 成果報酬型契約の目標と
する経営指標について、 ユーザー企業の担当者のみならず経営陣ともコミ ュニケーショ ン
をとる機会が得られ、 リ スクのレベルや回避策もある程度事前に検討できるためである。

Ⅳ. 従来の顧客と手を組んで新たなビジネス獲得を目指すケースは成功の可能性がある。
従来の顧客と共に新たな顧客を開拓するビジネスモデルは成功が期待できる。 それは顧
客と共に構築した情報システムの実績が、 両者の信頼関係の構築と当該情報システムの価
値に関する共通認識を容易にするからである。 加えてこのよう な緊密な関係が、 Ⅰの「 対
等なパート ナーシッ プ」 やⅡの「 経営資源とリ スクの共有」 といった踏み込んだコラボレ
ーショ ンを可能にするからでもある。 このためには、 過去に構築した情報システムへの双
方の評価が十二分に高いことが大前提であることを木村（ 2014-a） は指摘している。

5.4.4 成果報酬型契約の成立要件に関する仮定の設定
ここでは 5.4.3 で検討した先行研究に基づいて仮定69を設定する。 知見は、 必要に応じて
分割・ 統合を行い、 仮定の表現に修正する。 またそれらの仮定を「 環境整備・ 前提条件」
段階と「 成果報酬型契約の PDCA サイクル」 段階に分類し、それらとの対応関係を付記す
69

仮定の表記には先行研究の番号と知見の項目番号を結合させて、 次のよう な I D を付番する。

例：「 先行研究 企業の営業部門における成果給の導入効果に関する事例研究」 における「 知見Ⅰ： 公平
感を共有できる業績評価項目の設定が重要である。」 ® 「 -Ⅰ」
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る。 これは先行研究の事例の成否の主因が発生したタイミ ングが、 大きく 成果報酬型契約
という 契約形態の検討作業の前と後に分かれたからである。 これは各事例の成否の要因に
は成果報酬型契約自体に起因するものと、 それ以前の環境や前提条件に起因するものがあ
るという ことを示唆している。 これらの仮定や示唆の妥当性は 5.4.6 で確認するが、 そこ
でも同様の検討を可能にするために、 各仮定が主として成果報酬型契約の以前と以後のど
のプロセスに対応しているのかを明記した70。 以上の分析・ 検討の結果得られたものが表

5-2 である。

表5-2 成果報酬型契約の成立要件に関する仮定
ID

環境整備
前提条件

仮定

-Ⅰ

公平感を共有できる業績評価項目の設定が重要である。

-Ⅱ

業績目標が経営目標に連動しているほど満足度が高い。

-Ⅲ

自ら目標設定に参画するほど満足度が高まる。
業務遂行途上での目標達成に向けたサポート が重要で
ある。
業績評価の際のコミ ュニケーショ ンが重要である。

-Ⅳ
-Ⅴ

PDCA サイクル
Plan

Do

Check

Action

- Ⅰ 成果報酬型契約は継続的な取引を前提にし ないと 有効
＋Ⅱ
に機能しない。
超上流工程におけるビジネス要求のモデリ ング能力が
-Ⅰ
必要である。
-Ⅱ サービスインテグレータ型人材の育成が必要である。
- Ⅲ リ ユースマネジメ ント を実現する技術基盤の整備が必
-1
要である。
- Ⅲ リ ユースマネジメ ント の価値を説得できる人材の育成
-2
が必要である。
顧客と 対等なパート ナーシッ プを構築すること が必要
-Ⅰ
である。
I T ベンダーは自身の責任と権限範囲を拡大していく 必
-Ⅱ
要がある。
超上流のコンサルティ ング工程からアプローチするこ
-Ⅲ
とが必要である。
従来の顧客と共に新たなビジネス獲得を目指すケース
-Ⅳ
は成功の可能性がある。

5.4.5 調査事例企業とプロジェ クト の概要
ここでは I T ベンダー3 社（ N 社、 S 社、 X 社） の成果報酬型契約に基づく プロジェ クト
事例を取り上げる。 これらの調査事例はいずれも、 筆者自身が直接各 I T ベンダーのプロ
ジェ クト 担当者および経営陣にインタビューを実施して入手した一次データである。

5. 4. 5. 1 N 社（ 大手 I T ベンダー） の事例

5. 4. 5. 1. 1 事例の概要
70

一部の仮定は複数のプロセスに対応していることが確認された。
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N 社からは 2 件の事例を入手した。 1 社目の A 社は大手の家電量販店であり 、 顧客獲得
競争が激化している状況下、 出店増による売上拡大を狙う 他に、 新たな販売チャネルに活
路を見出すためインターネッ ト にその場を求め、ショ ッ ピングモールサイト を立ち上げた。

N 社はサービスインテグレータとして、 主として EC サイト 71のプラッ ト フォーム72およ
びマルチデバイス73に対応したアプリ ケーショ ン74を提供した。 また A 社側も、 競争力の
高い商品を扱う 大手企業の自社モールへの勧誘や店舗などのインフラの提供、 テレビや新
聞折り 込みチラシによる広告・ 宣伝など、 量販店ならではのノ ウハウを提供した。 これら
の相乗効果によって当該サイト の収益は向上し、双方がWin-Win の成果を獲得している。

B 社は大手小売業であり、 デジタルシフト （ オムニチャネル化） を標榜している。 この
戦略遂行の一環として、 実店舗での施策との相乗効果を意図したショ ッ ピングモールサイ
ト の拡充を実施した。 B 社は「 リ スクを双方で分担して、 改善を重ねていこう 」 という N
社からの提案を評価し、 採用に至った。 両社は「 B 社のビジネスの成功がプロジェ クト の
成功である」 という スローガンの下、 ユーザー企業と I T ベンダーの関係を超越した信頼
関係に基づいてこのプロジェ クト に取り組み、 成果を上げ続けている。
これらの事例の共通点は、 共にショ ッ ピングモールサイト の収益という 、 経営者に身近
な変数をプロジェ クト 目標としたことである。 これがユーザー企業の経営陣のプロジェ ク
ト への参画を促進し、 プロジェ クト の目標達成に向けたユーザー企業と I T ベンダーの役
割分担の理解と、その遂行に当たっての各現場責任者への効果的な支援行動につながった。
加えて N 社では成果報酬型契約のビジネス展開を図るのと並行して、 従来から蓄積して
きた同社のソフト ウェ ア資産の標準化と再利用に取り 組んでおり 、 ユーザー企業の要望に
いち早く 、 かつローコスト で対応できる体制を構築している。 加えて開発インフラにクラ
ウド ・ コンピューティ ングを導入し、 システム開発の初期段階で発生する開発環境構築の
関連コスト を削減し、 費用を平準化することにも成功している。

5. 4. 5. 1. 2 N 社の事例に基づく 仮定の妥当性確認

N 社の事例を表5-2 の仮定と突合し、その妥当性を確認した結果は以下のとおり である。
-Ⅰは A 社、 B 社とも、 N 社と公平感のある取り 決めが行なわれていたよう に受け取れ
るが、 今回の調査は N 社側のみにとどまっているため、 完全に確認されたとは言えない。
したがって、 A 社、 B 社側への調査が完了するまでは、 確認は不十分であったという 評価
とする。このよう に、 I T ベンダー側への調査からは仮定の妥当性が確認されたかに見える
が、ユーザー企業側の調査が完了するまで結論を保留するという 判断を、タイプ A と呼称
する。 当事例では他に -Ⅳ、

-Ⅴ、

-Ⅰが該当する。

71

電子商取引を行なう インターネッ ト 上のホームページ。
技術基盤となるハード ウェア、 ソフト ウェア、 ネッ ト ワークなどのインフラスト ラクチャー。
73 PC、 スマート フォン、 タブレッ ト など、 様々な情報端末のいずれからでも均質の情報サービスを受け
られるよう にする仕組み。
74 業務処理用ソフト ウェ ア。
72
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-Ⅱは A 社、 B 社とも、 インターネッ ト のショ ッ ピングモールの売上という 、 経営目標
に直結する指標を適用しており 、このことで N 社側のモチベーショ ンが非常に高まったこ
とが確認された。 また当該契約が継続されていることから A 社、 B 社とも、 契約内容につ
いて満足を感じていると判断されるため、この項目は確認されたと評価する。このよう に、
仮定の妥当性が確認されたものをタイプ B とし、 当事例では他に -Ⅲ、
Ⅰ、

-Ⅱ、

-Ⅲ-1、 Ⅲ-2、

-Ⅱ、

-Ⅲ、

-Ⅰ＋Ⅱ、

-

-Ⅳが該当する。

以上の仮定の妥当性確認に加えて、 新しく 得られた知見も 2 項目あった。 1 つ目はシス
テム開発のインフラコスト を平準化するための開発環境を整える必要がある、 という 点で
ある。 従来のシステム開発作業ではその初期段階で、 開発環境を構築するために多額のコ
スト が発生することが避けられなかった。 しかし成果報酬型契約では、 ユーザー企業が成
果を見定めてから対価を支払う ため、I T ベンダーは従来よりも情報システムの対価をユー
ザー企業から受け取るタイミ ングが遅く なる傾向がある。 これは I T ベンダーのキャッ シ
ュフローを圧迫する大きな経営課題である。そこで N 社では開発インフラにクラウド・ コ
ンピューティ ングを導入し、 初期費用の突出を回避し、 費用を平準化させることに成功し
ている。

2 つ目は経営陣の積極的な参画が成功にとって重要である、 という ことである。 N 社の
超上流工程からのコンサルティ ングアプローチは、 必然的にユーザー企業のト ッ プ・ マネ
ジメ ント とのリレーショ ン構築につながる。現実に A 社、B 社とも、N 社は良好なト ッ プ・
リ レーショ ンを維持しており 、 プロジェ クト の定例会議に双方のト ッ プ・ マネジメ ント が
欠かさず参画するのみならず、 経営課題のレベルでのディ スカッ ショ ンを頻繁に行なって
いる。 これがプロジェ クト の円滑な運営に大きく 貢献していることは明らかである。

5. 4. 5. 2 S 社（ 小規模ソフト ウェ ア開発企業） の事例

5. 4. 5. 2. 1 事例の概要

S 社は 1984 年の創業以来、 従業員を 6 名以上に増やさない、 技術者の派遣は行わない、
下請けにならない、 といったユニークなポリシーに基づく 経営を続けてきている。 同社は
数年前から勝ち残り戦略として、 フロービジネスからスト ッ クビジネスへの転換を進めて
きた。フロービジネスの代表例は従来からの受託開発である。一方スト ッ クビジネスとは、

SaaS、 メ ンテナンス、 製品開発販売、 ノ ウハウ販売など、 中長期にわたり 安定した収入を
確保できるものである。 同社では成果報酬型契約をスト ッ クビジネスの重要成功要因と位
置付け、2000 年から成果報酬型の契約条項をスト ッ クビジネスに盛り 込んで推進してきた。
その結果、 同社では現在約 8 割がスト ッ クビジネス関連の売上となっている。
一方、 成果報酬型契約は資金繰り のリ スクが高いビジネスモデルでもある。 それに関し
て同社は大きく 二つのアプローチをとっている。一つ目は N 社と同様の理由による、開発
環境へのクラウド ・ コンピューティ ングの活用である。 二つ目は統合開発運用環境の活用
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による技術管理コスト の抑制である。 全方位に技術のディ ファクト ・ スタンダード を追究
するにはある程度の企業規模と投資体力が必要である。 そこで同社では最新技術は敢えて
自社では追わず、 仏 F 社の開発運用環境を全面的に採用し、 それに個々の要素技術とのイ
ンターフェースの確保を委ねるという 方針を貫いている。

S 社の代表的な成果報酬型契約のプロジェ クト として、 大手広告代理店グループの PR
（ Public Relations） 会社・ D 社と進めてきた広報支援サービスを取り 上げる。 D 社の顧
客である大企業の広報部門には、I T の専門知識が無く ても活用できる広報業務の支援サー
ビスに対するニーズが潜在的に存在していた。 D 社はそこに着目し、 広報業務全般の効率
化に加え、 縦割り となっている顧客内部の組織構造から生じる弊害を解消し、 組織横断的
な知的資産の共有を支援する ASP（ Application Service Pr ovider ） サービスを提供するこ
とで、 顧客との関係強化を図る戦略を打ち出した。 そのビジネスの推進パート ナーとして
選定されたのが S 社である（ 図 5-5）。
両社は 1990 年の取引開始から約 25 年間取引が継続しており 、 基本的な信頼関係は十分
に構築されていた。当該プロジェ クト は 2001 年から開始され、 2002 年には上場企業 3 社
の顧客を獲得し、 その後も順調に顧客を増やし続けている。 対価は当該事業で得られたす
べてのビジネスの売上総利益を一定の比率で分け合う こととしている。

図 5-5 S 社と D 社の広報支援サービスビジネスにおける協業スキーム

役割分担は、サービス（ 商品） 企画が両社の共同責任、加えて D 社側はマーケティ ング、
販売管理、 顧客管理、 管理会計、 情報セキュリ ティ 管理、 S 社側はソフト ウェ ア開発、 シ
ステム運用、システム保守、 I T セキュリ ティ 管理となっている。 またその進捗は経営陣を
交えた定例会議で評価され、 改善策も共同で企画、 実行されている。

当プロジェ クト の成功要因としては、長年の取引によって S 社の H 社長と D 社の経営陣
および主要な幹部との間に十分な信頼関係が構築されていたこと、 当該サービスが特殊で
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ニッ チであったため競合が無かったこと、 成果報酬型契約ではディ スカッ ショ ンが I T 用
語ではなく 経営用語で交わされることが多いため、 D 社側の経営陣が議論に無理なく かつ
自発的に参加できたこと、 などが挙げられている。 S 社では他にも成果報酬型契約に基づ
いて数年にわたって継続しているプロジェ クト が数件あるが、 いずれも S 社の収益、 顧客
のビジネス成果と満足度の双方がバランス良く 実現されていること、 および経営陣が積極
的に参画していることが共通点である。

5. 4. 5. 2. 2 S 社の事例に基づく 仮定の妥当性確認

S 社の事例を表 5-2 の仮定と突合し、 確認結果を前述の N 社のタイプ分けに準じて整理
した。 その結果、 確認が不十分に終わったタイプ A は、
分確認されたタイプ B は -Ⅱ、
あった。

-Ⅲ-1 と

-Ⅲ、

-Ⅰ＋Ⅱ、

-Ⅰ、

-Ⅰ、

-Ⅳ、

-Ⅱ、

-Ⅴ、

-Ⅱ、

-Ⅰ、 十

-Ⅲ、

-Ⅳで

-Ⅲ-2 についてはその妥当性確認が可能な事象は確認されなかった。

これをタイプ C と呼称する。

S 社の事例でも 14 個の仮定以外に得られた知見が 3 点あった。1 点目と 2 点目は N 社と
共通で、 経営陣の積極的な参画が成功にとって重要であるという ことと、 システム開発の
インフラコスト を平準化するためのクラウド ・ コンピューティ ングの有効活用である。 3
点目は、 統合開発運用環境の活用によって技術管理コスト の抑制策を講じる必要がある、
という 点である。 5.4.5.2.1 で述べたよう に、 変化の激しい技術の標準を、 小規模企業が単
独で追究するには限度があり 、 その部分は外部の資源で代替できるという 知見である。

5. 4. 5. 3 X 社の事例

5. 4. 5. 3. 1 事例の概要

X 社はコンサルティ ングビジネスとソフト ウェ ア開発業務を行なっている中堅のI T ベン
ダーである。 システム開発の分野では、 開発する機能数とその対価において、 ユーザー企
業と I T ベンダーは正反対の利害を背負っている、という のが同社のK 社長の認識である。
すなわちユーザー企業はできるだけ多く の機能をできるだけ少ない対価で得よう とし、 I T
ベンダーはその逆である。 これはバーゲニング状態そのものであり 、 結局力関係で優位に
ある側の主張に落ち着く ことが多い。 このよう な状況を放置したまま成果報酬型契約だけ
を検討してもディ スクレーマー（ 契約の付帯条件や前提条件） が詳細化されるだけの条件
闘争に終始し、 Win-Win の関係など望むべく もない、 と K 社長は主張している。

X 社の成果報酬型契約の中で大多数を占めるのが、 ユーザー企業が新規に立ち上げたビ
ジネスの売上増分の一定割合を、 コンサルティ ングおよび情報システム開発業務の対価と
定めるタイプのプロジェ クト である。 新規事業はゼロから立ち上がるので、 既存事業より
も X 社の貢献を特定し易く 、 成果報酬型契約の条項に関する合意を、より短期間かつ容易
に形成することができる。また実際のビジネス展開にも X 社の社員が直接参加することで、
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プロジェ クト 遂行中の双方の履行義務の遵守状況も、 追加のモニタリ ングコスト を掛けず
に確認することができる。 これが更に契約条項を簡素化するという 好循環を生んでいる。
一方、 コスト 削減を目標とするプロジェ クト の場合、 コスト 削減という 結果をもたらし
た原因となる個々の取り 組みの貢献度やそれらの因果関係を特定することは容易ではない。

K 社長は、 これらが負の方向へ動き出すと、 契約条項の検討と合意形成だけでも多大な工
数が発生し、 プロジェ クト に着手する前に双方が疲弊してしまう という といった事態にも
なり かねないと考え、 様々な対策を講じてきた。
その一例として同社では成果報酬型契約の適用を、 当該ビジネスのアイデアを X 社側が
提示したものに限定している。 それは、 ユーザー企業側が発案した新規ビジネスは、 その
後もユーザー企業主導で展開されるため、 X 社が対等のパート ナーになるのは困難だから
である。 したがって X 社側のスタッ フには、それぞれの業界に精通しているユーザー企業
の幹部社員を納得させるだけの高度な洞察力や知見に基づく 提言能力を有し、 かつ実際に

X 社側から能動的に提言できることが求められる。 そして幾多の提言から一握り の卓越し
たアイデアがユーザー企業の共感を呼び、 プロジェ クト として認定されるのである。
加えて X 社では顧客側のプロジェ クト 責任者をト ッ プ・ マネジメ ント ではなく 事業部長
クラスに設定することが多い。 同社の顧客は大企業が多く 、 そこでの全社合意を目指す意
思決定プロセスや稟議決済手続きは煩雑を極める。 これが検討期間の長期化を招き、 最悪
の場合には顧客と X 社の双方がビジネスチャンスを逃すことにもなり かねない。
このよう な事態を回避するために X 社では、 ト ッ プ・ マネジメ ント ではなく 事業部長ク
ラスを責任者にして早期にスタート を切ることを提言している。 その理由は、 大企業にお
いてト ッ プ・ マネジメ ント がプロジェ クト の責任者になると、 それは絶対に失敗が許され
ないものとなるため、 徹底的なリ スク分析と対策立案が行なわれ、 検討期間が長期化し易
いからである。 一方事業部長クラスが責任者となる場合は、 失敗のリ スクも当該事業部内
にとどまり、 リスク分析や対策立案も遥かに短期間に実施することができる。 X 社が顧客
側の責任者を事業部長クラスとする方針をとっているのは、 これが理由である。
次に X 社のこのよう なビジネス展開を可能にしている要因について検討する。 情報シス
テムの開発プロセスはユーザー企業側から見て大まかに プロジェ クト の目標設定® ビ
ジネスモデルの構築®
成・ パート ナー選定®

ビジネスプロセスの設計®
開発プロジェ クト の実施®

情報システムの企画®

RFP75の作

運用と評価、に分けられる
（ 図 5-6）。

X 社が主として成果報酬型契約の対象とするのは、 X 社が図 5-6 の の段階（ 超上流工
程） から参加し、 ユーザー企業の経営陣と共にプロジェ クト の目標設定から実施し、 当該
ビジネスモデルの価値を共有できているタイプのプロジェ クト である。 一方、 従来からの
労働集約型の受託開発ソフト ウェ ア企業は、 通常は の段階から、 あるいは早く ても

の

段階からしか参画しないため、 対等の立場で成果報酬型契約の検討のテーブルに着く こと

75

Request For Proposal （ ユーザー企業から I T ベンダーへの提案依頼書）
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が困難になる。 受託開発ソフト ウェ ア業界の課題として、 ユーザー企業に対する受け身の
姿勢（ 図 5-4 における御用聞き営業） を脱し、 能動的に提案型営業ができる体制への転換
が求められていることを 5.4.2 で指摘した。 その実現のために X 社が実践してきたのが、
超上流工程からのアプローチである。 成果報酬型契約に加えて、 このアプローチをとった
ことが、 X 社とユーザー企業の Win-Win の関係を実現させたのである。

図 5-6 情報システムの開発プロセス

加えて X 社では成果報酬型契約がもたらすリ スクを回避するために、 向こう 3 年間の成
果報酬型契約に基づく プロジェ クト の数と規模が、 全社売上の一定比率を超えないよう に
コント ロールしている。 具体的には、 ある年度のすべての成果報酬型契約から期待される
予想収益額をリスクマネーと名付け、 それらが想定した掛け率どおり のリターンをもたら
した場合、 翌年にはその逆数分のリ スクマネーを追加で計上し、 その規模までのプロジェ
クト を認可する、 という 方法である。 これは成果報酬型契約のリ スクを回避し、 キャッ シ
ュフロー・ マネジメ ント に基づく 安定経営を実現するために、 必須の取り組みである。

X 社の事例から、 SI er が労働集約型産業にとどまるものと知識集約型産業に進化を遂げ
るものに二極分化していく と考えられること、 および後者となって成果報酬型契約で成功
を収めるためには、 超上流工程からのアプローチが必須であることが確認された。

5. 4. 5. 3. 2 X 社の事例に基づく 仮定の妥当性確認

X 社の事例を表 5-2 の仮定と突合し、 確認結果を前述の N 社の事例に準じて整理した。
その結果、 確認が不十分に終わったタイプ A は -Ⅰ、 十分確認されたタ イプ B は -Ⅰ、

-Ⅱ、
Ⅳ、

-Ⅲ、 確認が可能な事象が確認されなかったタイプ C が -Ⅰ、

-Ⅴ、

-Ⅰ＋Ⅱ、

-Ⅱ、

-Ⅲ-1、

-Ⅲ-2、

-Ⅱ、

-Ⅲ、

-

-Ⅳであった。

以上の仮定の妥当性確認に加えて、 新しく 得られた知見もあった。 まず N 社、 S 社と同
様に、 経営陣の積極的な参画が成功にとって重要である、 という 認識はここでも確認され
た。加えて
「 ユーザー企業が新規に立ち上げたビジネスが成果報酬型契約には適している」、
「 オーナーを事業部長クラスに設定する方が、 成果報酬型契約は成功する」 、 「 経営を安
定させるためのリ スクヘッ ジ策が必要である」 という 3 点の知見は、 幾多の成果報酬型契
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約に基づく プロジェクト を成功させてきた X 社ならではの知見であり 、 注目に値する。

5.4.6 事例研究に基づく 仮定の妥当性確認
本項では 5.4.4 における 3 社の事例を、 5.4.5 で導出した仮定群と個々に突合して事例単
位にその妥当性を確認した結果と統合し、 5 章全体としての仮定の妥当性確認を行なう 。
表 5-3 は 5.4.4 において 3 社の事例単位に行なった仮定の妥当性確認の結果を一表に統合
したものである。 以下に 3 社の評価を横断的に表記し、 個々の仮定を総合的に確認した結
果について述べる。

表5-3 3 社の事例に基づく 成果報酬型契約の成立要件に関する仮定の妥当性確認
凡例

・ ・ ・ 仮定は十分に確認された（ タイプ B）。
・ ・ ・ 仮定の確認は不十分であった（ タイプ A）。
・ ・ ・ 仮定の確認に関連する事象は確認されなかった（ タイプ C）。
新・ ・ ・ 事例から新しく 見出された知見。

ID
-

Ⅰ
-

Ⅱ
-

Ⅲ
-

Ⅳ
-

Ⅴ
-

Ⅰ
＋
Ⅱ
-

Ⅰ
-

Ⅱ

仮定

前提条件

Plan

公平感を共有できる業績評価
項目の設定が重要である。
業績目標が経営目標に連動し
ているほど満足度が高い。
自ら目標設定に参画するほど
満足度が高まる。
業務遂行途上での目標達成に
向けたサポート が重要であ
る。
業績評価の際のコミ ュニケー
ショ ンが重要である。
成果報酬型契約は継続的な取
引を前提にしないと有効に機
能しない。
超上流工程におけるビジネス
要求のモデリング能力が必要
である。
サービスインテグレータ型人
材の育成が必要である。

-

リ ユースマネジメ ント を実現

Ⅲ

する技術基盤の整備が必要で

-1

ある。

-

リ ユースマネジメ ント の価値

Ⅲ

を説得できる人材の育成が必

-2

要である。

-

PDCA サイクル

環境整備

顧客と対等なパート ナーシッ
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Do

Check

Action

N社

S社

X社

総合

事例

事例

事例

評価

Ⅰ

プを構築することが必要であ
る。

-

Ⅱ

-

Ⅲ
-

Ⅳ
新Ⅰ
新Ⅱ

新Ⅲ

新Ⅳ

I T ベンダーは自身の責任と

権限範囲を拡大していく 必要
がある。
超上流のコンサルティ ング工
程からアプローチすることが
必要である。
従来の顧客と共に新たなビジ
ネス獲得を目指すケースは成
功の可能性がある。
システム開発のインフラコス
ト を平準化するための開発環
境を整える必要がある。
統合開発運用環境の活用によ
って技術管理コスト の抑制策
を講じる必要がある。
ユーザー企業が新規に立ち上
げたビジネスが成果報酬型契
約には適している。
オーナーを事業部長クラスに
設定する方が、 成果報酬型契
約は成功する。

新-

経営を安定させるためのリ ス

Ⅴ

クヘッ ジ策が必要である。

新-

経営陣の積極的な参画が成功

Ⅵ

要因である。

-Ⅰ 公平感を共有できる業績評価項目の設定が重要である。
この仮定は「

-Ⅲ 自ら目標設定に参画するほど満足度が高まる」 と表裏一体の関係にあ

る。なぜならば、I T ベンダーがユーザー企業と信頼関係に基づく ディ スカッ ショ ンを重ね、
成果報酬型契約の項目や条件に合意することが、 成果報酬型プロジェ クト の必須の条件だ
からである。 この意味で、 3 社とも成果報酬型契約を成功させていることから、 成果報酬
型契約の業績評価項目への公平感は確保されていたものと推察され、 仮定の妥当性は確認
されたと言って良いかもしれない。 しかしながら今回の調査は I T ベンダー側のみが対象
となっており 、 ユーザー企業にとっても十分な公平感が確保されていたかどう かは確認さ
れていない。 したがってこの仮定の完全な確認には、 ユーザー企業側への調査が必要であ
ると判断される。

-Ⅱ 業績目標が経営目標に連動しているほど満足度が高い。

N 社の 2 件の事例ではショ ッ ピングモールサイト の収益、 S 社の事例では D 社の取引先
に対する広報支援サービスの外販実績という 、経営戦略に直結する目標が設定されており 、
またその達成が、 双方の満足をもたらしている。 したがって、 この仮定の妥当性は確認さ
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れたと言える。

-Ⅲ 自ら目標設定に参画するほど満足度が高まる。

-Ⅰと同様に、 事例の 3 社とも成果報酬型契約を締結するプロセスに参画し、 目標設定
にも積極的に関与したことは自明である。 したがって、 この仮定の妥当性は確認されたと
言える。

-Ⅳ 業務遂行途上での目標達成に向けたサポート が重要である。

N 社と S 社の事例では共に、 互いの役割分担を明確化し、 目標の達成に向けて協調して
いた。 したがってこの仮定の妥当性も確認されたと言って良いかもしれない。 しかしなが
ら

-Ⅰと同様の理由で、この仮定の十分な妥当性確認は、ユーザー企業側への調査結果を

待つこととする。

-Ⅴ 業績評価の際のコミ ュニケーショ ンが重要である。
事例の 3 社とも、 成果報酬型契約は数年にわたって継続している。 このことから、 業績
評価に対する満足度や納得感は高いものと推察される。 したがってこの仮定の妥当性も確
認されたと言って良いかもしれないが、 -Ⅰと同様にこの仮定の妥当性確認も保留とする。

-Ⅰ＋Ⅱ 成果報酬型契約は継続的な取引を前提にしないと、 有効に機能しない。

S 社は 2001 年から継続的に広報支援サービスの顧客を D 社と共に獲得していく ことに
合意している。また N 社のショ ッ ピングモールサイト のプロジェ クト も、継続を前提とし
て開始されている。 これらのことから、 1 回限り のゲーム理論がもたらす「 共に裏切る」
という 結果を回避するためには、 継続的な取り 組みが必要であることが確認された。 以上
のことから、 この仮定の妥当性は確認されたと言える。

-Ⅰ 超上流工程におけるビジネス要求のモデリ ング能力が必要である。
この仮定は「

-Ⅲ 成功のためには、 超上流のコンサルティ ング工程からアプローチす

る必要がある」 とほぼ同義である。 またその有効性は、 X 社が成果報酬型契約の適用対象
を、当該ビジネスのアイデアを超上流工程において X 社側から提示したものに限定してい
ることによって確認される。 したがって、 この仮定の妥当性は確認されたと言える。

-Ⅱ サービスインテグレータ型人材の育成が必要である。
この仮定は -Ⅰおよび -Ⅲの実現に必要な、人材育成面での取り 組みを表現したもので
ある。 したがって、 この仮定の妥当性は確認されたと言える。

-Ⅲ-1 リ ユースマネジメ ント を実現する技術基盤の整備が必要である。
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N 社が実践してきたソフト ウェ ア資産の標準化と再利用への取り 組みは正にこの項目に
該当する。 したがって、 この仮定の妥当性は確認されたと言える。

-Ⅲ-2 リ ユースマネジメ ント の価値を説得できる人材の育成が必要である。
この仮定は -Ⅲ-1 の実現に必要な、 人材育成面での取り 組みを表現したものである。 し
たがって、 この仮定の妥当性は確認されたと言える。

-Ⅰ 顧客と対等なパート ナーシッ プを構築することが必要である。
この仮定はある意味、 すべての仮定の大前提と言えるかもしれない。 それはそもそも、
対等なパート ナーシッ プがなければ成果報酬型契約自体が成立しないと考えられるからで
ある。 3 社へのインタビューでも、 ト ッ プ・ マネジメ ント を含めた良好なパート ナーシッ
プは大前提であると表明されていた。 したがってこの仮定の妥当性も確認されたと言って
良いかもしれないが、

-Ⅰと同様の理由でこの仮定の妥当性確認も、ユーザー企業側への

調査を待つこととしたい。

-Ⅱ I Tベンダーは自身の責任と権限範囲を拡大していく 必要がある。
この仮定は例えば -Ⅰおよび -Ⅲで述べられているよう に、超上流のコンサルティ ング
工程まで I T ベンダーの業務の範囲を拡大していく 、 といったことを意味している。 情報
システムの内容によっては、 それ以外の取り組みも必要になるかもしれない。 これらは今
まで受け身の姿勢で主として「 RFP の作成・ パート ナー選定の段階」 からしか参画してこ
なかった受託開発ソフト ウェ ア企業にとっては大きなハード ルであり 、 この仮定の妥当性
は確認されたと言える。

-Ⅲ 成功のためには、 超上流のコンサルティ ング工程からアプローチする必要がある。

-Ⅰで述べた内容に加え、 X 社のアプローチが「 プロジェ クト の目標設定」、あるいは更
に上流の工程から開始されていることによって、この仮定の妥当性は確認されたと言える。
この知見は受け身の姿勢を批判されることが多い従来型の受託開発ソフト ウェ ア企業には、
成果報酬型契約で成功を収めることは困難であることを推察させるものである。

-Ⅳ 従来の顧客と共に新たなビジネス獲得を目指すケースは成功の可能性がある。

S 社と D 社のケースはこの仮定の妥当性が確認できる典型的な事例である。 加えて D 社
に納入した広報支援サービスの評価が高かったことが、 このコラボレーショ ンに発展した
ことも確認された。 したがって、 この仮定の妥当性は確認されたと言える。

更に個々の事例で新たに見出された 6 個の知見についても、 その妥当性を確認済みの仮
定という 位置付けで同じ表に追記した。 更にこれら 6 個の知見が効果を発揮するために、
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事前の環境整備や前提条件の検討の段階、およびプロジェ クト の検討開始後の PDCA サイ
クルのいずれが重要かについても表中に追記した。 その結果、 すべての知見が事前の環境
整備や前提条件の検討の段階、 および PDCA サイクルの Plan 工程に主として依存するこ
とが判明した。

新-Ⅰ システム開発のインフラコスト を平準化するための開発環境を整える必要がある。
成果報酬型契約では一般的に、 従来の人・ 月ビジネスより も情報システムの対価を受け
取るタイミ ングは遅く なる。 それは情報システムが完成したタイミ ングではなく 、 その成
果が確認されたタイミ ングで対価の多く の部分が支払われるからである76。 したがって I T
ベンダー側は、 システム開発の初期段階で発生する多額の開発環境構築コスト を削減・ 平
準化させる必要がある。 N 社および S 社ではいずれもクラウド・ コンピューティ ングの環
境によってこの課題を克服していることが確認された。 この知見は環境整備段階において
重要である。

新-Ⅱ 統合開発運用環境の活用によって技術管理コスト の抑制策を講じる必要がある。

S 社の事例で確認されたよう に、変化の激しい I T 分野の技術標準を追求するコスト を抑
制する対策が必要である。 ユーザー企業からの対価は成果に応じて流動的となるため、 本
来のビジネス成果に直結しない技術管理コスト は最小限に止めることが、 特に規模の小さ
い企業ほど必要である。 この知見も環境整備段階において重要である。

新-Ⅲ ユーザー企業が新規に立ち上げたビジネスが成果報酬型契約には適している。
新-Ⅳ オーナーを事業部長クラスに設定する方が、 成果報酬型契約は成功する。
これらの知見は X 社の事例そのものであるため、 詳細は繰り返さない。 しかしながらこ
れらの知見は、 同社が幾多の成果報酬型プロジェ クト を実践し、 成功も失敗も積み重ねた
末に得られたものであることを改めて付記しておきたい。 これらの知見は Plan 工程にお
いて重要である。

新-Ⅴ 経営を安定させるためのリ スク回避策が必要である。

X 社のリ スクマネーの例のよう に、 成果報酬型契約に伴なう リ スクへの回避策を、 経営
管理プロセスに埋め込んでおく ことが必要である。 この知見は環境整備段階において重要
である。

新-Ⅵ 経営陣の積極的な参画が成功要因である。
76

現実の成果報酬型契約では、 成果の確認が終わるまでユーザー企業が一切の対価を支払わないといっ
た極端な取り決めは稀で、 実際には開発着手の段階から何回かに分けて I T ベンダーへ一定の金額を支払
う ケースが多い。 しかし成果の評価時点での対価が大きく 変動することは言う までもない。
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3 社の事例すべてで、 ユーザー企業の経営陣が積極的に参画していることが確認された。
これは新しい知見ではあったが、 成果報酬型契約を導入したから経営陣が積極的になった
のか、 元来そう いう 分野に知見や関心を持つ経営陣だから成果報酬型契約に積極的だった
のか、 因果関係の方向性までは今回の事例の範囲では特定できなかった。 しかしいずれに
してもこの知見は環境整備から PDCA までのすべてのプロセスにおいて重要であること
が明らかになった。

5.4.7 成果報酬型契約の成立要件
本節では経営者の支援行動をより 確実に実現するための具体策として、 成果報酬型契約
の成立要件を I T ベンダーの視点から考察した。

5.4.2 では本節の予備的考察として、 受託開発ソフト ウェ ア業の課題について検討し、 本
来知識集約型産業を志向しているにも関わらず、 現実には労働集約型産業にとどまってい
るという 実態を明らかにした。 次いで 5.4.3 では成果報酬型契約に関する 4 編の先行研究
から 15 項目の知見を得、5.4.4 ではそれらの知見の論理的整理と分割・ 統合を行なって 14
項目の成果報酬型契約の成立要件に関する仮定を導出した。 5.4.5 ではそれらの仮定を I T
ベンダー3 社の事例と突合し、 5.4.6 でそれぞれの妥当性を確認した。 その結果、 表 5-3 に
掲げた 14 項目の仮定のう ち 11 項目はその妥当性が確認され、新たな知見も 6 項目発見さ
れた。 3 項目の妥当性の確認は不十分に終わったが、 その原因はユーザー企業側の評価結
果を確認することが必要なためであり 、 これは今後の課題と位置付けられる。 また 20 項
目の仮定のう ち、 成果報酬型契約の締結前の環境整備段階で重要な取り 組みが 13 項目、
成果報酬型契約締結後の PDCA サイクルの実施段階で重要なものが 12 項目、 双方に該当
するものが 5 項目という 結果となった。

5.5 5 章のまとめ
5 章ではまず 5.2 で、 ここまでに導出してきた経営者の支援行動を、 誰も経営者に強要
できないという ジレンマの打開策について検討した。 続いて様々な法制度や社会情勢の変
化の中から、 自発的な経営者の支援行動を引き出すことに寄与し得る 5 つの取り組みとし
て、 プロジェ クト ・ マネジメ ント 責任と協力義務、 下請法のソフト ウェ ア開発業務への適
用、 情報システム・ モデル取引・ 契約書、 各種の啓発活動、 成果報酬型契約について検討
した。 またこれらの検討の中で、 成果報酬型契約が経営者の支援行動を実現する上で、 最
も期待できることが明らかになった。

5.3 では、 プロジェ クト の成功に不可欠な経営者の支援行動を確実に実現する方策につ
いて、 組織問題の視点から考察した。 その結果、 情報の非対称性の解消策は本論文の課題
解決にはつながらないこと、 および利害の一本化策が有効であることが明らかになった。
次に利害の一本化の実現策を検討し、 成果報酬型契約が最も適切な取り 組みと考えられる
という 結論を得た。
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5.4 では受託開発ソフト ウェ ア業が労働集約型産業を脱して知識集約型産業に移行し、
魅力ある産業へと変革していく ことへの貢献を意図し、 成果報酬型契約の成立要件を、 主
として I T ベンダーの視点から明らかにした。先行研究に基づいて設定した 14 項目の仮定
のう ち 11 項目はその妥当性が確認され、 新たな知見も 6 項目得られた。 またそれら合計

20 項目のう ち、環境整備段階において重要なものが 13 項目、PDCA サイクルが 12 項目、
両方に該当したものが 5 項目であった。 一方、 これら 20 項目のう ち 3 項目の妥当性確認
は、 調査が I T ベンダー側のみにとどまったことによって不完全に終わった。

以上の考察を通じて本章では、 本来的にそれを提供するか否かの意思決定が経営者側に
委ねられている「 プロジェ クト 」 への支援行動に関して、 その実現可能性を高めるための
具体的な方策について検討した。 その結果、 経営者が責任を持つ業績向上という ニーズに
直接的な関連を持つ成果報酬型契約という 契約形態が、 経営者の「 プロジェ クト 」 の関心
を高め、 支援行動の提供を促進する効果を発揮することが明らかになった。 また成果報酬
型契約の成立要件を、 I T ベンダーの側から明らかにした。一方、ユーザー企業にとっての
成果報酬型契約の成立要件の明確化は、 今後の課題として残された。
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6 章 おわり に： 本論文の到達点、 意義、 今後の課題
6.1 本論文の到達点
本論文ではまず 1 章で本論文の背景と目的を示し、 2〜3 章で経営学の先行研究に基づい
て「 プロジェ クト 」 を成功に導く 経営者の支援行動に関する 4 領域・ 10 項目の仮定を導出
し、4 章でその妥当性を 11 社の事例に基づいて確認した。次に 5 章でこれらの支援行動が
経営者から必ずしも提供されるとは限らないという 課題の解決策として成果報酬型契約に
注目し、 その有効性と成立要件について検討した。 その結果まず、 成果報酬型契約は本論
文が対象とする単発の「 プロジェ クト 」 において最も適合性の高い取り 組みであることが
明らかになった。
加えて I T ベンダーの視点から成果報酬型契約の成立要件を検討し、20 項目77の取り 組み
が有効であることが確認された。 またこれら 20 項目のう ち、「 プロジェ クト 」 開始前の環
境整備段階において求められるものが 13 項目、 開始後の PDCA サイクルにおいて求めら
れるものが 12 項目、 双方に該当したものが 5 項目であった。
この数を単純に比較する意味は無いが、 前者を成果報酬型契約成立の前提条件、 後者を
成功の必要条件と解釈することは可能である。 5 章では終始、 成果報酬型契約の成立要件
を考察してきたが、 ユーザー企業と I T ベンダーの信頼関係がそもそも成立していない状
態でユーザー企業が、 RFP に「 成果報酬型契約で実施すること」 とだけ記述し、複数の I T
ベンダーを競わせて最安値を提示したところに発注するという 姿勢では、 そのプロジェ ク
ト が成功するとは考えにく い。
一例として、 I T ベンダーが知識集約型産業に進化を遂げ、 成果報酬型契約で成功を収め
るためには、 情報システムの開発プロセスの超上流工程からアプローチできる能力が不可
欠であることが事例から確認された。 成果報酬型契約の内容の議論の前に、 この契約に基
づいて実施されるプロジェ クト 自体の成立の前提条件が何項目も明確に存在していること
を明らかにしたことは、 本論文の成果と言える。 以上が本論文の到達点である。

6.2 本論文の意義
従来の情報システムに関する議論では、 経営戦略から情報システム戦略に至る戦略立案
プロセスの中で「 情報システム」 自体の有効性を評価しよう とする戦略系アプローチをと
る研究と、 プロジェクト ・ マネジメ ント やソフト ウェ ア工学といった構築系アプローチか
ら、
「 情報システム構築プロジェ クト 」 の成否を評価する研究が個別に行われてきた傾向が
ある。 このことが実務の中で様々な弊害を生じさせてきた。
情報システム構築プロジェ クト はその途上で様々な課題に遭遇する。 それらの矢面に立
って課題解決を図るべき責任者は PM であることは言う までもない。しかし PM はプロジ

77

う ち 3 項目の妥当性確認は今後の課題である。

158

ェ クト ・ マネジメ ント の範囲内の権限しか与えられておらず、 その権限の範囲を超える課
題の解決には経営者を初めとするステークホルダーの支援行動が必要になる。 ところがこ
の「 PM 以上、 経営者未満」 のグレーゾーン78で生じる諸課題を直接的に扱った研究は今
までに行なわれておらず、 解決方法も明確になっていないため、 これらの課題に起因する
要因からプロジェ クト が破綻に進み始めていても、 有効な解決策が施せない状況が続いて
きた。
そこで本論文では、 情報システム構築プロジェ クト に関連して生じる課題の解決を、 プ
ロジェ クト ・ マネジメ ント 手法の範囲内だけで図るのではなく 、 プロジェクト を取り巻く
ステークホルダーの役割と責任という 範囲までスコープを広げ、 プロジェクト に起因する
課題の解決を、 プロジェ クト の外側から経営学のアプローチによって図るという 視座を設
定した。 すなわち考察の対象を「 情報システム構築を伴なう 経営改革プロジェ クト 」 と設
定し、 前述の戦略系と構築系という 二つの系統の研究間を経営者の視点から架橋するフレ
ームワークの構築を試みた。 このアプローチが本論文に様々な新規性、 独創性、 独自性、
有用性をもたらしている。
加えて事例研究ではアンケート ではなく 、 対面でのインタビュー形式を採用した。 この
取り 組みも同様に、 本論文の様々な新規性や有用性につながっている。 主要なポイント は
以下の 6 点である。

研究テーマの領域と着眼点の新規性
情報システム構築プロジェ クト の現場では、 失敗の原因や責任を一方的に PM に帰属さ
せる論調が珍しく ない。 また PM の責任や権限を超えるケースにおいて、 どのよう な対処
法が有効であるかについての知見は、 個々人の暗黙知にとどまっていたことも否めない。
本論文では情報システム構築プロジェ クト の失敗の一因が、経営陣の担う 戦略系の議論と、

PM や情報システム部門が担う 構築系の議論の齟齬にあるという 点に着眼し、 それを事例
研究によって確認した。 このよう な、 戦略系と構築系を統合した領域をスコープとして設
定した研究は過去に例が無く 、 新規性がある。

同一プロジェ クト に関する経営者と PM の成否に関する認識の相違を確認
本論文の事例研究では同一プロジェ クト に関して、 経営者と PM の双方にインタビュー
を実施し、 両者の同一プロジェ クト の成否に関する見解に相違点があることを確認した。
序文でも述べたとおり 、 情報システム構築プロジェ クト の成功率は日米とも 3 割程度に過
ぎないという のが従来の通説であった。 しかし それは PM の立場である QCD 基準での成
78

例えば当初プロジェクト にアサインされたメ ンバーの能力不足によってスケジュールの遅延が始まっ
ているといった状況を抜本的に改善するには、要求されるレベルの能力を有するメ ンバーを追加で投入す
ることが避けられないが、これは通常の PM の権限を超えている。そのメ ンバー投入にはステークホルダ
ーの経営判断としての人事権の発動が必要となるが、それが確実かつタイムリ ーに実施されるとは限らな
い。「 PM 以上、 経営者未満」 のグレーゾーンで生じる諸課題とは、 このよう なことを意味する。
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功率であり、 同じプロジェ クト が経営者からどのよう に評価されていたのかについては調
査データがなく 、 不明のままであった。 本論文の事例研究では同一プロジェ クト に関して
経営者と PM の双方に成否に関する見解をインタビューし、 サンプル数は限られているも
のの、 成功率は PM の QCD 基準によるものよりも高いことがデータで確認された。 すな
わち情報システム構築プロジェ クト は従来から言われてきたほどには失敗してはおらず、
不満足ながら経営者の付託に応え、 概ね「 成功」 の部類に属するもの少なく ないことが判
明した。 これは従来の一般的な認識とは異なる知見であり 、 新規性と有用性を持つもので
ある。

インタビューによる事例調査の実施
本論文の事例研究で用いた情報は、 統計資料やインターネッ ト 上で容易に収集が可能な
二次情報ではなく 、 筆者が現実のユーザー企業に直接実施したインタビューによって入手
した一次情報である。 一次情報は研究者自らが直接情報収集活動を行なう ことによって、
他者のバイアスの混入を未然に防ぎ得るため、 それ自身が一定の価値を持つものである。
加えて本論文では事例調査をアンケート ではなく インタビューによって行なったことで、
これまで試みられなかったレベルで立体的かつ詳細に、 多様な企業の内情や経営者の行動
に肉薄することができた。 アンケート 方式では、 回答内容の背景にある社内事情や経営者
の経営信条や考え方などを、 アンケート 回収後に知ることは困難である。 一方インタビュ
ーでは、 その場でそれらを更に深く 質問・ 確認することが可能である。 これらの詳細な付
加情報は今回の研究テーマである経営者の行動を、 背景を含めて解明していく 手がかり と
なった。 本論文の事例研究はこのよう な特徴を持っており 、 新規性と有用性を有する。

経営者インタビューによる失敗事例データの稀少性
今回の事例研究では成功事例のみならず、 失敗事例のデータをも入手できたことの意義
は小さく ない。 Yourdon（ 2003） が命名した「 デスマーチ」 という よう なプロジェ クト を、
誰も望まないことは当然である。 しかし大学や研究機関から企業への調査アプローチに際
しては、 成功事例しか詳細なインタビューに応じてもらえないという 悩みを関係者から聞
く ことが多い79。今回の事例研究は筆者の I T ベンダーに勤務する社員としてのメ リ ッ ト を
活かし、 調査に協力を得られたユーザー企業から、 失敗事例をも含めて詳細にインタビュ
ーすることができた。 勿論経営陣との面談時間を確保するのは、 特に失敗事例の場合には
容易ではなかったが、 ユーザー企業へのサポート 拡充の一環としての取り組みであるとい
う メ ッ セージが後押しとなって、 理解と協力を得ることができた。 失敗事例に関する情報
は、 どう すれば失敗せずに済んだのか、 次回成功を収めるためには何が必要かを理解する
79

特に失敗事例に関しては当該企業の名誉に関わることであるためか、 最低限の当たり障り のない情報
しか提供されなかったり、調査自体を拒否されるケースが珍しく ない。失敗事例にもアプローチできるの
は、 筆者のよう な実務に携わる研究者のアド バンテージと言える。
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上で、 社会的な有用性を持つ。

経営者の支援行動を促進する要因に関する科学的アプローチの提供
情報システム構築プロジェ クト の成功に向けて経営者の啓発や意識改革を呼び掛ける提
言80は、 ジャーナリ ズムの領域で従来から多数行われてきた。 しかしそれらは必ずしも理
論的なフレームワークに則った主張ではない。 経営者視点に基づき、 情報システムを成功
に導く 経営者の役割や責任、 および具体的な行動を明らかにした研究は、 未だ十分とは言
えない。 結果的に経営者の支援行動の内容も、 それが現実に提供されるかどう かも「 経営
者次第」 という 偶然の産物のレベルにとどまってきた。 その領域に科学的なアプローチを
導入し、 偶然を少しでも必然に変えていけるよう にするべく 、 経営者が自発的かつ能動的
に支援行動に乗り 出すためのメ カニズムの解明を試みたのが、本論文の次なる意義である。
具体的には取引費用経済学の理論を援用し、 組織の失敗を回避する方策として利害の一本
化を選択して経営者と PM の利害調整を図るアプローチであり 、 これは実務面での有用性
を持つ。

成果報酬型契約についての知見の獲得
まだ黎明期にある情報システム分野における成果報酬型契約の有効性を検討し、I T ベン
ダー側の視点からではあるが、その成立要件まで明らかにしたことは新たな知見と言える。
成果報酬型契約は経営者の支援行動を促進する要因の一つとして近年注目を集めているが、
まだ公表されている事例や研究論文も少なく 、 その具体的な取り 組み内容や成功のポイン
ト は未だ手探りの段階である。
本論文では成果報酬型契約の有効性がもたらされる源泉を組織理論のフレームワークに
求め、 利害の一本化策として機能した場合にその効果が発現されることを理論的に明らか
にした。 加えて I T ベンダーとしての成果報酬型契約成立の前提条件、 および成功の必要
条件も明示することができた。 成果報酬型契約の内容について議論する前に、 この契約に
基づいて実施されるプロジェ クト 自体の成立の前提条件が明確に存在していることを明ら
かにしたことによって、 今後のプロジェ クト 全般の成功率向上に資する知見を提示するこ
とができた。

6.3 今後の課題
引き続き今後の課題について展望する。 まず短期的な課題が 2 点ある。

1 点目は成果報酬型契約の成立要件の検討において、設定した仮定 20 項目のう ち 3 項目
の妥当性確認が不完全に終わったことである。 その理由はすべて、 今回の調査対象が I T
ベンダーのみにとどまったことにある。 成果報酬型契約はユーザー企業と I T ベンダー間

80

日経 BP 社, システムが止まる日 ト ッ プの無関心が招く 危機, 日経ビジネス 2012 年 4 月 16 日号
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で交わされるものであるから、 ユーザー企業の視点からもこの課題を考察すべきことは当
然である。 加えてユーザー企業側にも成果報酬型契約の成功に向けて、 より 踏み込んだパ
ート ナーシッ プやより 高次のスキル、 I T ベンダーとの関係性についての意識改革など、
様々な取り組みが求められることも想像に難く ない。 したがって今後の課題はまず、 調査
範囲をユーザー企業側にも広げることである。

2 点目は成果報酬型契約に関して取り 上げた事例がすべて成功事例であったことである。
当該研究の深化のためには失敗事例も踏まえ、 成功事例と対比した上での考察も不可欠で
ある。 一般に失敗事例は成功事例より も公表されるケースが少ないため、 調査には困難を
伴なう ことが予見される。 それは特に我が国では当事者が失敗を「 会社の恥」 と考え、 隠
蔽しよう とする傾向が強いからである。 しかしそのよう な失敗事例の収集も、 今後の課題
として銘記する。 以上のことによって、 今回は道半ばに終わった成果報酬型契約成立の前
提条件と成功の必要条件の更なる明確化に加え、 成功の十分条件までが明らかになる可能
性も期待される。

中長期的課題としては、 以下の 3 点が挙げられる。

1 点目は本論文の序文で議論の発散を回避するために一旦捨象することとした、 ユーザ
ー企業と I T ベンダーの関係に起因する諸問題が挙げられる。 現実の情報システム構築プ
ロジェ クト ではユーザー企業と I T ベンダー双方から責任者とメ ンバーがアサインされ、
混成のプロジェクト ・ チームが編成される。 実務上の課題のある割合は、 この両者間の契
約や役割分担、 責任範囲の不明確さに起因している。 本論文ではこれらメ ンバーの所属企
業は一旦捨象して単一のプロジェ クト ・ チームと総称し、 その内部で発生するこれらの課
題については検討を留保してきた。
図 1-1 は「 プロジェクト 」 に関与するステークホルダー間のコンフリ クト を図示したも
のである（ プロジェ クト マネジメ ント 学会, 2009）。同書では様々なステークホルダーが関
与する状況を「 プロジェ クト の森」 と命名し、 図 1-1 はその不健全な状態である「 森林汚
染」 を示したものである。 元来ユーザー企業と I T ベンダーは売り 手と買い手の関係にあ
るため、 利害が完全に一致することはあり 得ず、 利害相克の原点はここに認められる。
本論文の 4 章で明らかにした経営者の支援行動、 および 5 章で明らかにしたそれらの支
援行動の促進要因などはいずれも図 1-1 の構図の中に含まれる。 それらをより 具体化し、
現実の「 プロジェ クト 」 で実践可能なレベルまで詳細化するためには、 本論文で取り上げ
たテーマを図 1-1 の範囲までスコープを拡大して検討することが欠かせない。 また 3 章の
脚注10 において一旦検討の対象外とした、ユーザー企業と I T ベンダーの利害相反問題も、
改めてこのスコープにおいて掘り 下げることが必要である。 特に成果報酬型契約は I T ベ
ンダー側の戦略に依存するテーマであるため、I T ベンダー内部のステークホルダーを細分
化し、 その中でも特に I T ベンダー側の経営者の役割と責任に焦点を当てた検討が不可欠
である。 何故ならこれらは成果報酬型契約に基づく ビジネスを展開するか否か、 展開する
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とすればどのよう な人材を育成してそれに備えるのかといった、 いずれも I T ベンダーの
経営者の専権事項である戦略的意思決定の領域に属するテーマだからである。

2 点目は PMO（ Project Management Office） や CI O の役割と責任および機能に関する
考察である。 CI O については 1-1 の本論文で考察対象とする主要なステークホルダーの定
義の中で、 議論の発散を回避するため、 一旦考察の対象外としてきた。 また PMO につい
ては 4.3.5.3 でその概要を示したのみであった。しかし CI O、 PMO 共に、経営者と PM お
よびプロジェ クト チームメ ンバーとの中間に位置し、 様々な課題の解決に貢献してきた。
これは Anthony（ 1968） の経営管理の三階層理論に照らせば、経営者の担う 戦略的計画層
と PM の担う オペレーショ ナル・ コント ロール層を架橋するマネジメ ント ・ コント ロール
層という 重要な役割に相当する。 したがって、 「 プロジェ クト 」 の成功に向けて CI O や

PMO に求められる役割や責任を明確化することも、 成功率を向上させる上での今後の課
題と位置付ける。

3 点目はテクノ ロジーの進化を本論文の議論に反映させることである。 序文では本論文
をプロジェクト ・ マネジメ ント ではなく 経営論からの研究と位置付け、 図 1-1 のプロジェ
クト 組織における＜プロジェ クト ・ チーム＞の内部で生起する事象については、 ほとんど
検討の対象外としてきた。 特に開発方法論や情報基盤の技術的遷移についてはそもそも考
察の対象としてこなかった。 しかし従来ウォーターフォール型一辺倒だった開発手法の領
域でも、 アジャイル手法が採用または併用されつつある。 また情報基盤の領域でも従来、
オンプレミ スとしてユーザー企業が自社で I T インフラを保有することが当然とされてき
たが、 近年それらが急速にクラウド ・ コンピューティ ングにシフト しているのは周知の事
実である。 これらのテクノ ロジーの進化が「 プロジェ クト 」 の成功率に何ら影響を与えな
いとは考えにく い。 したがって、 これらの新しいテクノ ロジーが成功率にどんな影響を、
どのよう に与えるのかという テーマも今後の重要な課題である。

筆者は引き続きこのよう な問題意識に基づき、 「 プロジェ クト 」 の成功率向上に向けた
具体策を追究していく 所存である。 またその研究アプローチは引き続き事例研究を基本と
していきたい。 それはプロジェ クト 現場にこそ真実が存在し、 それらの現実の中でどのよ
う な人物が、 どのよう な背景から、 どのよう な意思決定を行ない、 どのよう な行動を起こ
したのかを理解することが、 筆者のよう な実務を経験した研究者の、 社会科学領域での研
究アプローチの原点と考えるからである。

「 プロジェクト 」 の現場には様々な不合理、 不条理、 不効率などから生起するト ラブル
が満ちている。 ともすればそれらの現実に圧倒され、 打開の糸口を模索する気力さえ奪わ
れる状況もあるかもしれない。 しかし筆者は、 人間の持つ限り ない問題解決能力を信じる
ものである。本論文がこの領域における課題や悩みを有する読者の何らかの一助となれば、
それに勝る光栄はない。 人類の叡智に限り ない信頼を表明して本論文を締めく く り たい。
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173

事例企業 11 社のプロジェクト 概要

A社
プロジェ クト

基幹システムのグローバル展開

インタビュー

A 社とベンダー双方の PM （ 2011/4/4 10:00-12:00）

対象者と日時

Y 社長と A 社の PM （ 2011/4/15 9:00-10:00）

企業概要と経

・ 家電やエレクト ロニクス業界を納入先とする中堅プラスチッ ク成型部品製造業。

営課題

・ 納入先のグローバリ ゼーショ ンに伴ない、 同社製品も既に過半数が海外拠点向け
であり、 製造拠点も現在 5 カ国に 10 工場を展開中である。
・ 同社の全グループ従業員に占める日本人比率は既に 10%程度にまで低下し、 情報
システムも国内のみならず、 グローバルに活用できる仕組みが求められていた。

プロジェ クト

・ 急拡大を続ける製造拠点をグループ共通の業務基盤で統一し、 規模の拡大に対応

の概要

しつつ、 日常の業務効率の向上と人材ローテーショ ンの円滑化を実現すること。
・ 国内 6 工場、 海外 10 工場に共通の ERP パッ ケージを導入し、 グローバルな業務
の統一オペレーショ ンを実現することが戦略目的として掲げられた。

QCD 目標と実

績の評価

・ 国内 6 工場への ERP のビッ グバン（ 一括） 導入を、 構想策定フェ ーズを含めて
10 ヶ月で完了。 要件定義フェ ーズなどで多少の紆余曲折があり、 スケジュールの

遅延やコスト 超過が懸念されたが、 結果的にすべて計画どおり に実施された。
・ 現在は 1 拠点当たり 3〜4 ヶ月のペースで海外 10 工場へ順次展開中。2011 年 5 月
時点で 3 拠点が完了し、 4 拠点目で導入作業を実施中である。
目的達成度と
実績の評価

・ Y 社長は ERP のビッ グバン導入を短期間で完了し、グローバル展開のインフラを
予算内で整備でき、 ユーザーも使いこなしていることを高く 評価している。

特筆すべき経

・ Y 社長は企業規模に比して巨額な投資である今回のプロジェ クト を是非とも成功

営者の行動

させるべく 、 プロジェ クト 期間中、 以下のよう なリーダーシッ プを発揮した。
1. 同様のシステムを導入している企業を訪問し、 成功の勘所の教示を仰いだ。
2. 上記で得た知見を自社の幹部に直接伝授し、 ERP 導入の必然性について納得

できるまで対話を重ね、 経営陣としての一枚岩の推進体制を築いた。
3. プロジェ クト ・ メ ンバーには各部門のエースを専属で投入した。 その際にエ

ース人材を引き抜かれる現場からの抵抗を、 エースの抜けた穴を次のエース
を育成して埋めることこそ管理職の責任、 との論理で説得した。
4. 選任した個々人に対して、 人選の背景や想い、 プロジェ クト の経営における

意義などを繰り返し説き続け、 理解を求めると共に動機付けを行なった。
5. 要件定義フェ ーズでの要件膨張に対して、 プロジェ クト 目的の達成に必須か

否かの観点から、 ユーザー部門からのアド オン要求の多く を却下した。
6. 新システムの操作性に関するユーザー部門の苦情に対し ても、 プロジェ ク

ト ・ メ ンバーを擁護し、 パッ ケージの画面・ 帳票をそのまま使わせた。
総合評価

満足な成功（ QCD 目標： 達成、 戦略目的： 達成）
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B社
プロジェ クト

物流システム

インタビュー

B 社 PM （ 2011/2/22 10:00-12:00）

対象者と日時

B 社社長および PM （ 2011/2/25 13:00-14:30）

企業概要と経

・ B 社は物流効率化を目的に、 酒販卸 2 社が共同出資で設立した、 酒類の物流に特

営課題

化したサード パーティ ー・ ロジスティ ッ クス（ 以下、 3PL ） 企業である。
・ 2003 年の酒類販売免許の自由化によって、 酒類の商流は酒販卸からスーパー、 デ
ィ スカウント スト ア、 コンビニなどにシフト し、 伝統的な酒販卸は地盤沈下と収
益性の悪化に直面していた。 そのため、 共同出資元の 2 社は、 徹底的な物流の合
理化と在庫削減によるコスト ダウンを目的として同社を設立した。

プロジェ クト
の概要

・ 当該プロジェ クト は共同出資会社の基幹をなす物流システムの構築である。
・ 物流業務の中でも欠品がもたらす納品率の低下は、 取引先からの信用失墜を招く
ため、 何としても避けなければならない。 一方経営効率の観点では在庫は圧縮せ
ざるを得ず、これらの相反する要請を同時に追求する方針が経営陣から出された。
・ これらの実現に向け、 取引先との発注・ 納品サイクルの標準化、 配送ルート 決定
方法の見直しによる配送業務の効率化、 ロケーショ ン管理や日次棚卸の導入、 業
務プロセスの見直しによる作業要員の削減といった業務改革の新機軸が次々と打
ち出され、 実施されていった。

QCD 目標と実

績の評価

・ 計画した業務の実装がスケジュール面でもコスト 面でも計画の範囲内で完了して
おり 、 成功である。

目的達成度と

・ 欠品を目標範囲内に抑制しつつ、 在庫は半減した。 加えて配送コースの設定やピ

実績の評価

ッ キング方法の変更で車両を約半分に削減するなど、期待を上回る成果を上げた。

特筆すべき経
営者の行動

・ プロジェクト 開始直後に社長の判断で PM を変更した。 当初アサインされた PM
は要件定義フェ ーズで噴出した、 業務プロセスの変更への現場の反発に適切に対
応できず、 先に進めない状況になった。 同社の社長は初代の PM のリ ーダーシッ
プに問題があることを喝破し、 即座に交代させる意思決定を行った。
・ 後任に指名された PM は初代の失敗の教訓を活かし、 迅速な意思決定や審議事項
への承認、 プロジェ クト ・ メ ンバーへの動機付け、 自身が矢面に立つト ラブル対
応の 3 つの基本姿勢を打ち出し、 最後までそれらを堅持したことが、 プロジェク
ト を「 満足な成功」 に導く 原動力となった。
・ プロジェ クト ・ メ ンバーを変更するという 意思決定は人事権を伴なう ため、 経営
者の専権事項である。 ましてや PM の変更にはリスクも伴なう 。 しかしそれに慮
って事態を放置してはならない。 同社の事例は経営者が状況を適切に把握し、 メ
ンバー変更に関する適切な意思決定を行った好例である。

総合評価

満足な成功（ QCD 目標： 達成、 戦略目的： 達成）
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C社
プロジェ クト

物流システム

インタビュー

C 社担当ベンダーの PM （ 2011/2/23 9:30-12:00）

対象者と日時

S 社長および C 社の PM （ 2011/2/24 10:00-12:00）

企業概要と経

・ C 社は住宅およびオフィ ス用設備機器メ ーカーR 社の物流子会社である。 R 社は

営課題

この業界で最初に受注生産方式を実現し た企業であり 、 実需に連動し た BTO
（ Build To Order ） と多頻度物流をコア・ コンピタンスとしている。
・ 同社の商品は工務店や施工会社に対して販売され、 据え付けられる。 同社の商品
には、 設置の際に同時に必要になる機器や資材が同社の商品以外にも多数ある、
という 特性がある。 そこで他社の機器や資材も一括して工事現場までタイムリ ー
に配送することが、 得意先の作業効率を高めるサービスとして歓迎される。 これ
らの物流サービスに更に磨きをかけることが経営戦略の根幹に位置付けられた。
・ 他社製品も本格的に扱う ことになることから、 法人形態も R 社から独立した子会
社とする方が得策との判断で、 C 社が R 社の 100%出資子会社として設立された。

プロジェ クト
の概要

・ 当プロジェ クト は C 社の基幹業務である物流の仕組みを構築するものである。 戦
略目的として物流ビジネスとしての C 社の売上高、 親会社R 社にとっての売上高
物流費率、 棚卸在庫回転率、 取り 扱い製品アイテム数の増加などの目標を掲げた。
・ 商品在庫は R 社の営業所在庫として管理されてきた。 新システムでは在庫を持つ
従来の DC (Distribution Center) から、 在庫を持たない TC (Tr nsfer Center)へ
移行した。 具体的には全国の物流パート ナー企業の拠点内に C 社の商品スペース
を確保し、 そこにオンライン端末を設置して配送指示を行なう 形態である。

QCD 目標と実

績の評価
目的達成度と
実績の評価

・ 当該プロジェ クト は計画どおりの 1 年の開発期間とコスト で完了し、QCD 目標は
いずれも達成されている。
・ C 社の売上高など、 戦略目的に掲げた目標はそのすべてが既に達成されている。
・ TC には在庫は常備しないため在庫管理業務は自然に減少し、主要業務は自社商品
と混載する他社製品を、 最適ルート で積載・ 配送することにシフト している。
・ C 社の売上高と親会社R 社の売上高物流費率は相反関係にある。そこで同社は3PL
業者として R 社以外の物流業務を取り 込むことで両者のバランスを図っている。

特筆すべき経

・ C 社の社長には R 社の物流部門長を務めていた S 氏が就任した。 S 社長は各種の

営者の行動

業務改革への社内外の抵抗を解消する上で卓越したリ ーダーシッ プを発揮した。
・ 例えば営業所から在庫がなく なることへの現場の不安感や心理的抵抗は当初、 相
当なものがあったが、S 社長を初めとする経営陣が確固たる信念と業務改革ビジョ
ンを示し続けることで、 徐々に現場も理解を示すよう になっていった。 特に S 社
長は長年の物流部門の責任者の経験から、 物流業務の勘所を熟知しており 、 また
社員との信頼関係も十分に構築できていたことも、 大きな成功要因であった。

総合評価

満足な成功（ QCD 目標： 達成、 戦略目的： 達成）
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D社
プロジェ クト

基幹システム再構築

インタビュー

D 社の PM （ 2011/4/13 9:30-12:00）

対象者と日時

D 社社長および PM （ 2011/4/21 10:00-11:00）

企業概要と経

・ D 社は動物用医薬品製造の中堅企業である。 同社の社長は経常利益率を維持しな

営課題

がら売上を 5 年間で 35%増大させるという 高い経営目標を設定した。
・ その実現のために、 迅速な経営判断を可能にするための損益・ 原価・ 購買･製造・
販売などのデータのリ アルタイムな把握、

医薬品企業に社会的責任として求め

られるト レーサビリ ティ ーや品質保証などへの対応、

欠品による販売機会の損

失や製造ロスの解消の 3 点を、 克服すべき経営課題として掲げた。
プロジェ クト
の概要

・ 同社の情報システムは 20 年以上にわたって業務ごとに開発されてきており 、近年
は迅速な意思決定を阻害する場面が目立ってきた。 そこで同社は再構築に当たり
基幹情報の整備と業務プロセス改革の実現に期待し、ERP パッ ケージを採用した。

QCD 目標と実

績の評価

・ 当プロジェ クト は結果的には QCD 目標を達成したが、途上では次のよう な紆余曲
折が発生した。
・ 経営データの迅速な把握に関して、 例えば原価管理の精度を高めるためには、 入
力を翌日回しにするよう な運用ルールの勝手な変更を許容してはならない。 しか
しその徹底を求める情報システム部門に対して、 製造部門からは労働強化になり
かねないとする強い抵抗が発生した。
・ 欠品防止には販売計画の精度向上が必須であり 、 そのためには営業部門が計画情
報をより 詳細かつタイムリ ーに提供する必要がある。 ここでも営業部門から同様
な不満が表明され、 この構想も一時は実現が危ぶまれた。
・ ERP パッ ケージとの Fit /G p 分析の結果、 膨大なアド オン要求が寄せられ、 それ
らをすべて実装すると、 当初の QCD 目標を大きく 逸脱する状況に追い込まれた。

目的達成度と

・ 経営データの把握、 ト レーサビリ ティ ーの実現、 欠品の防止という 3 つの戦略目

実績の評価

的は十分に実現された。欠品は従来の 1/3 に減少し、これが増収に寄与して、売上
高は予定より 2 年も早い 3 年目にして 35%増の目標を達成した。 加えて現状維持
で可としていた経常利益率が、 更に 5%上昇した。

特筆すべき経
営者の行動

・ 一貫してぶれない戦略目的を説き続けた同社社長の強力なリ ーダーシッ プが以下
の局面で如何なく 発揮され、 当該プロジェクト の成功に貢献した。
1. 原価や販売計画などの情報の即日入力がなぜ必要かを、 業務面のみならず経営

に与える影響の観点から繰り返し説明し、 現業部門の理解を求めた。
2. 毎週開催されるプロジェクト 会議に参加し、自ら ERP パッ ケージに対して寄せ

られたアド オン要求の必要性を精査した。 その結果、 実装するアド オンを大幅
に絞り込むことに成功し、 スケジュールとコスト 目標も達成できた。
総合評価

満足な成功（ QCD 目標： 達成、 戦略目的： 達成）
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E社
プロジェ クト

基幹システム再構築

インタビュー

E 社担当ベンダーの PM （ 2011/1/14 18:00-20:00）

対象者と日時

E 社常務取締役 管理本部長： PM （ 2011/1/18 10:00-11:00）

企業概要と経

・ E 社は自動車や電機メ ーカーに、 強度と精度が必要な鍛造部品を納入する中堅の

営課題

金属加工業である。 同社の強みは納入先の設計担当者や購買担当者などに直接、
同社の製品の優秀さや最終製品への適合性をアピールする技術営業にある。

プロジェ クト
の概要

・ 旧システムは同社独自の製品コード 体系と処理内容を連動させることで、 メ ニュ
ー選択方式より も遥かに高い操作性を実現していた。 半面この設計思想は若手営
業マンに障壁となり 、 ベテランが入力のためだけに休日出勤する結果となってい
た。 本来はデータ入力業務などは派遣社員に委ね、 営業マンを付加価値の高い業
務にシフト させるのが経営陣の希望であった。 しかし情報システムがその構想を
阻害する状況にあったため、 再構築プロジェ クト が立ち上げられた。
・ 再構築に当たってはI T ベンダーも変更した。旧システムは安定稼動していたため、
新システムへの切り 替えのタイミ ングは差し迫ったものではなかった。 以上の経
緯から、 新システムの戦略目的は「 営業マンを営業活動に専念できるよう にする」
こと、 狙いは「 素人でも使えるシステム」 を構築すること、 と設定された。

QCD 目標と実

績の評価

・ 期間は 15 ヶ月の予定が 3 年かかったが、 この主因はベンダーの変更にある。
・ 旧システムで実装されていた機能はユーザー企業には「 あって当然」 であるが、
新ベンダーにとっては想定外の要件であった。 かつそれらの多く を実装すること
となったため、 スケジュールとコスト の目標は未達成となった。 しかし稼動時期
の制約がなかったため、 スケジュール面での問題は発生しなかった。

目的達成度と
実績の評価
特筆すべき経
営者の行動

・ 新システムは使い易さを十分に高めた結果、 稼動後約 1 ヶ月で営業マンのみなら
ず、 新人や派遣社員も活用できるよう になっており 、 戦略目的は達成されている。
・ 経営陣から全権を委ねられた取締役が PM として、 I T ベンダーと経営陣の双方を
マネージできたことが大きな成功要因である。 一例として、 品質とコスト につい
てはI T ベンダーに遵守を求め、スケジュールについては妥協するといったよう に、
ネゴシエーショ ンに強弱をつけたことが挙げられる。
・ 経営陣の中にはスケジュールの遅れを問題視し、 I T ベンダーを変更すべきではな
いのかという 指摘もあった。 しかし同氏は戦略目的を堅持しながらプロジェ クト
を継続できる見込みが高いこと、 その方が得策であることを都度タイムリ ーに経
営陣に説き、 承認と支持を獲得し続けた。
・ このよう な合意形成の場として、 経営陣とは月 1 回のステアリング・ コミ ッ ティ
ーを、 I T ベンダーとは週 1 回のプロジェクト 会議を基本とし、 追加のテーマにつ
いては都度非公式な意見交換の場を高い頻度で設定し、 意思決定を行なった。

総合評価

不満足な成功（ QCD 目標： 未達成、 戦略目的： 達成）
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F社
プロジェ クト

生産管理& PDM （ Product D t M n gement: 製品情報管理） システム

インタビュー

F 社のプロジェクト ・ リーダー（ 2011/2/9 18:30-21:00）

対象者と日時

F 社執行役員： PM （ 2011/3/2 18:00-20:00）

企業概要と経

・ F 社はエレクト ロニクス関連製品の製造業であり、 顧客の特注品を個別に設計工

営課題

程から受託できることを強みとしてきた。 特に同社の斬新な 3 次元 CAD/CAM シ
ステムは開発当初、 ものづく り を根底から変革するほどの衝撃を市場に与えた。
・ しかしその後のライバル企業の台頭により 、 同社の優位性は徐々に低下し、 逆に
同社の受注から納入までのリード タイムが長いことが課題として浮上してきた。
・ その主因は各工程が個々人のノ ウハウに依存していること、 全体に業務工数がか
かり 過ぎていることであった。 そこで製品の設計から製造までを根本的に見直し、
リード タイムを大幅に短縮することを目標に、 当プロジェ クト が開始された。

プロジェ クト
の概要

・ 生産管理や CAD/CAM シ ステ ムから 成る 製品情報管理（ Product D t
M n gement:以下、PDM ） システムを再構築・ 機能強化するプロジェ クト であり 、

設計リード タイム半減、 製造リ ード タイムを 1/10 に短縮と目標が設定された。
・ 当プロジェ クト の要諦は設計検討項目の標準化や 3 次元モデリ ング方法の確立、
およびそれを支援する CAD/CAM の精度向上にあった。 従来の設計作業には属人
性が随所に見られ、担当者の熟練度が低い場合、モデリ ング・ データが CAD/CAM
に渡された時点で不具合を起こし易く 、 スケジュール遅延の原因となっていた。
・ 加えて CAD/CAM が出力する加工データの精度が不十分な場合、 試作や製造工程
で不具合が起こり 、 製造リ ード タイムの長期化を招いていた。 これらは品質を低
下させ、 コスト を上昇させることにもつながる。 したがって最上流の設計検討か
ら CAD/CAM までの精度をどこまで高められるかが、 当該プロジェ クト の成否を
左右することが、 開始時点からすべてのステークホルダーに認識されていた。
QCD 目標と実

績の評価

・ 新システムは 2 ヶ月の構想立案と 12 ヶ月の構築期間を経て、パイロッ ト 製品の開
発・ 製造に供された。 実際には設計システムの精度が目標に達していない状況を
解消するために、 予定より も 1 ヶ月本番移行が遅れたが、 コスト も予定どおりで
あり 、 QCD 基準においてはほぼ成功として良い事例である。

目的達成度と

・ 設計リ ード タイム、 製造リ ード タイムともパイロッ ト 製品において短縮目標を達

実績の評価

成し、 その後の製品においても所期の成果を上げている。 リ ード タイムの短縮に
伴なって製造原価も低減されており 、 利益率も改善された。

特筆すべき経
営者の行動

・ CAD/CAM の精度向上など、 技術的に難易度が高いフェーズでは問題が多発した
が、 経営陣の承認の下、 専門のスタッ フを追加で投入するなど、 臨機応変な対応
が迅速に実施された。 これはプロジェ クト ・ チームと経営陣の間で技術が共通言
語として機能し、 その重要性が全社的に共有されていたことによるものである。

総合評価

不満足な成功（ QCD 目標： 未達成、 戦略目的： 達成）
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G社
プロジェ クト

新エント リーシステム

インタビュー

G 社および G 社担当ベンダーの PM （ 2011/2/10 18:30-21:00）

対象者と日時

S 社長および G 社の PM （ 2011/2/16 16:00-17:00）

企業概要と経

・ G 社は企業向け情報提供サービスの老舗企業であるが、 高度成長期の需要取り 込

営課題

みに遅れをとった結果、 長年業界下位に甘んじ、 企業風土も保守化してしまった。
・ 企業向け情報提供サービスでは情報の量と鮮度が重要であるが、 同社はいずれも
他社に後れをとっており、 シェ アの挽回にはその両方での逆転が必要であった。
・ ところが旧システムは、 調査員が手書きで記入した調査用紙を外部業者にパンチ
させ、 出力されたリ スト で再度調査員が確認するという 、 高コスト な業務フロー
となっており 、 これを変革することが大手との差を縮める上で急務であった。

プロジェ クト
の概要

・ プロジェクト の目標は BPR によって業務プロセスを変革し、迅速かつ低コスト で
データベースを充実させることに置かれた。 すなわちデータ 入力を調査員自身が
担う ことで捻出した費用をデータベースの充実に振り 向けるという 変革である。
・ しかしこの BPR は開始直後から、データ入力を自ら行なう ことになった調査員の
抵抗に直面したが、 そこにはデータ入力の経験がないことによる不安感が作用し
ていた。 それらは入力画面や処理手順に関する際限ない要望として噴出し、 プロ
ジェ クト は要件定義段階で完全に暗礁に乗り 上げてしまった。その間、同社は PM
を 2 度交代させ、 事態の収拾を図ったが、 結果的に 3 代目の PM によって正常化
するまで、 長期間混乱を続けた。
・ 3 代目の PM は前の 2 名が業務フローや画面、 帳票といった、 システム要件を固
めることに躍起になっていたのを一旦凍結し、 プロジェ クト の本来の目的に立ち
戻ってユーザー部門と経営陣との意思疎通に務めた。 その結果、 S 社長の意図が
徐々に理解され始め、 要件定義作業がよう やく 進捗し始めた。
・ 経営陣に対してはユーザー部門の様々な要望の優先付けを求め、 圧縮に務めた。
このよう な地道な努力の結果、 新システムはよう やく 本番稼動を迎えた。

QCD 目標と実

績の評価
目的達成度と
実績の評価
特筆すべき経
営者の行動

・ スケジュールは当初の予定から 2 年強遅延し、 その間に旧システムの維持費や社
内担当部門の要員コスト などが必要となり、 コスト は想定額の約 2 倍となった。
・ 新システムによって情報の量、鮮度とも大幅に改善され、S 社長が想定したビジネ
ス成果が上がり始めている。 業界最大手との距離も着実に縮まりつつある。
・ 3 代目の PM が打ち出した、 経営視点からの要件絞り 込みアプローチが奏功した。
これは S 社長の経営レベルのメ ッ セージを、 現場の業務用語に適切に変換してス
テークホルダーの合意を取り付けたことを意味する。
・ また S 社長も一貫したメ ッ セージでプロジェクト の支援を続け、 経営の立場から
不退転の意志を現場に伝え続けたことが大きな成功要因である。

総合評価

不満足な成功（ QCD 目標： 未達成、 戦略目的： 達成）
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H社
プロジェ クト

生産管理システム

インタビュー

H 社の U リーダーとベンダーの PM （ 2011/3/16 13:30-15:30）

対象者と日時

H 社の V 取締役とベンダーの PM （ 2011/4/6 13:00-15:00）

企業概要と経

・ H 社は主として食品業界向け包装資材の製造販売企業である。 同社の強みは卓越

営課題

した技術にあり 、特許を多数取得することでそれを一層確固たるものにしている。
・ 一方食品業界向けの包装資材は単価が安いものを大量に、 繰り 返し納入するビジ
ネスモデルであり 、 歩留まりが採算性を大きく 左右する。 したがって品質管理の
徹底による歩留まり向上と、 正確な実績原価の把握が経営戦略上重要である。

プロジェ クト
の概要

・ 旧システムは標準原価方式で、 実績原価管理の機能は持っていなかった。 加えて
ハード ウェ アの能力不足やシステムの構造上の制約から、 新商品や新工場などに
対応できなかった。 そこで同社は歩留まり 向上と、 正確な実績原価の把握を目指
して、 生産管理から原価計算、 品質管理までを含むプロジェクト を立ち上げた。
・ 同社にとって当プロジェクト は過去最大の規模であり 、 かつ外部ベンダーとの共
同作業も初体験であった。 PM にアサインされた情報システム部門の U リーダー
は、 直後から大変熱意にあふれる取り 組みを展開し、 矢継ぎ早にプロジェ クト 作
業への参加を要請した。 ところがこの強い思い入れが逆効果となり 、 ユーザー部
門との軋轢を生じて要件定義が進まなく なってしまった。
・ 同社の経営陣はこの混乱打開のため、U リ ーダーの上司である V 取締役に U リー
ダーの後見役とユーザー部門との折衝を命じた。 すなわち V 取締役がユーザー部
門と業務要件を洗い出し、 それを U リーダーがシステム要件に変換していく とい
う 役割分担である。 この体制が奏功し、 プロジェ クト は何とか本番稼動を迎えた。

QCD 目標と実

績の評価

・ 初期の軋轢によるロスは最後まで挽回されず、 コスト は約 10%超過、 スケジュー
ルも 7 つのサブシステムを一斉に稼動させる計画が、 当初に 4 つ、 半年遅れで 1
つ、 更に 3 ヵ 月後に残りの 2 つを稼動（ 9 ヶ月遅れ） させるという 結果となった。

目的達成度と
実績の評価

・ 新生産管理システムは自社固有の要件に合わせて個別開発したものであるため、
経営陣とユーザー部門双方の要望を取り 入れ、 利便性への配慮も十分に行なわれ
たシステムである。
・ ロッ ト 単位の実績原価が翌日に把握できるよう になり 、 コスト 削減や不良品予防
のための迅速なアクショ ンをとる、 という 戦略目的は達成された。 また派生的に、
歩留まり 向上が製造原価の改善につながることも期待されている。

特筆すべき経
営者の行動

・ 最大の成功要因はU リーダーに V 取締役を後見役としてアサインした経営判断に
ある。 更にその背景には、 混乱の原因が U リーダーの仕事の進め方にあることを
喝破し、 V 取締役のアサインやむなしと判断した経営陣に、 当プロジェ クト の重
要性が十分共有されていたことが作用している。

総合評価

不満足な成功（ QCD 目標： 未達成、 戦略目的： 達成）
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I社
プロジェ クト

基幹システム再構築

インタビュー

I 社および担当ベンダーの PM （ 2011/3/2 9:00-12:00）

対象者と日時

I 社社長および同社の PM （ 2011/3/31 14:00-15:30）

企業概要と経

・ I 社は自動車と精密機械業界を得意先とする工業用部品の製造業である。取引先の

営課題
プロジェ クト
の概要

海外進出に合わせ、 国内 5 工場、 海外に 2 カ国 6 工場を展開している。
・ 今後の更なる海外展開を見据えて、構築後 20 年経過した旧システムを再構築する
プロジェ クト である。 構想は現社長（ 当時は副社長） の出身母体である金融機関
系のコンサルティ ング会社が策定し、 経営会議で承認されたが、 そこには「 MRP
による生産管理要員の大幅削減」 といった非現実的な内容も含まれていた。
・ システム部門からは、 同コンサルティ ング会社が製造業やシステム構築の実務に
暗いことが懸念されてはいたが、 経営陣主導で進んだ検討に反対するまでには至
らなかった。 以上の経緯から当プロジェ クト は経営陣が戦略目的を表明しないま
まに開始され、結果としてシステム部門が抱える課題解消が中心になっていった。

QCD 目標と実

績の評価

・ QCD 目標はシステム部門の起案と全社予算のバランスをとる形で「 承認された範
囲で、国内 5 工場に導入されていた分散システムを集中システムに移行し、MRP、
受注生産、 計画生産を 1 つのシステムで実施すること」 と設定された。
・ システム部門には業務とシステム双方に精通した人材がおらず、 要件定義はパッ
ケージの適合性検討に終始した。 ユーザー部門からは業務のあるべき姿を描ける
メ ンバーはアサインされず、 個々の担当業務に関する要望のみが表明された。 そ
こに戦略目的の不明確さが拍車をかけ、 プロジェ クト は要件の膨張に直面した。
・ コスト は 20%以上超過し、本稼動も 2 度の延期を経て計画から 1 年以上遅延した。

目的達成度と

・ 集中処理への移行による分散処理の課題解消という システム面の目的は達成でき

実績の評価

たが、 BPR によって経営効率を高めるという 目的の多く は未達成に終わった。
・ 経営陣はプロジェ クト 開始時にコンサルティ ング会社が描いた構想が実現されて
おらず、 莫大な投資をしたのに人は減っていないとの不満を表明している。

特筆すべき経
営者の行動

・ 経営陣はボト ムアッ プで上申された QCD 目標を承認した後は、特段の支援は行な
っていない。 プロジェ クト ・ チームから経営陣には費用の追加や本稼動の延期ば
かり が上申されるよう になり、 両者の意思疎通は急速に失われていった。 同社の
PM は当プロジェクト を総括して以下のよう に述べている。
1. 全社一斉再構築の陣容を整えられなかったので、 分割実装が現実解であった。
2. 旧システムの構築時と同様に、 ボト ムアッ プの要件定義による仕様の肥大化を

繰り 返し、 ト ッ プダウンでの効率化の観点がなおざり になってしまった。
3. ト ッ プダウンによる業務の再設計のためには、 経営陣とプロジェ クト ・ チーム

の言語を翻訳する役割が重要であり 、 それは自分自身の今後の課題である。
総合評価

純粋な失敗（ QCD 目標： 未達成、 戦略目的： 未達成）
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J社
プロジェ クト

基幹システム再構築

インタビュー

J 社情報システム部長および PM （ 2011/2/22 13:30-15:00）

対象者と日時

J 社社長および同社の PM （ 2011/4/13 15:30-17:00）

企業概要と経

・ J 社は精密機器製造業二社の経営統合に伴ない、それぞれの販売子会社の統合よっ

営課題

て発足した。 当時の同社には二系統の情報システムが並存し、 非効率であるばか
りか両者のシナジーを損なっていた。それを統合するのが当プロジェ クト である。

プロジェ クト
の概要

・ プロジェクト 構想は J 社のシステム部主導で立案され、 二社のどちらかに片寄せ
するのでなく 、 ERP パッ ケージによって新規に構築する方針が打ち出された。投
資は人件費削減や、 情報システムのプラッ ト フォーム変更によるコスト 削減によ
って回収を図ることとなった。
・ J 社の親会社は O 社製 ERP パッ ケージを導入済みであり、親会社にはグループ全
体をそれで統一したいという 意向があった。J 社の検討チームは O 社製 ERP の自
社への適合性に懸念を表明し、 代替案も上申したが、 結果的に押し切られた。 こ
れ以降、 J 社には検討作業の無力感と親会社への不満がく すぶる結果となった。

QCD 目標と実

績の評価

・ 当プロジェ クト は当初 P 社を開発パート ナーに選定して開始されたが、 直後から
要件の膨張に直面し、 すべてを実装すると計画の 2 倍近いコスト が見込まれる事
態に陥った。そこで同社はプロジェ クト を開始 6 ヶ月目に一旦凍結し、4 ヶ月をか
けて再度開発パート ナーを検討して Q 社を選定し、 再スタート を切った。 最終的
にそこから 1 年 9 ヵ 月後（ 通算で 2 年 7 ヶ月後） に 7 ヶ月遅れで本稼動を迎えた。
・ コスト は当初計画どおりとなったが、 これは開発パート ナーの再選定などに関連
するロスタイムで発生した予定外の支出分だけ開発機能を削減した結果であり 、
新システムは機能面でユーザー部門に大きな不満を与えることとなった。

目的達成度と

・ 人件費の圧縮は人員削減や残業禁止の形で達成された。 またシステムの運用費用

実績の評価

もプラッ ト フォームの切替により 削減された。 しかしコスト 目標のために機能を
削減した結果、新システムの機能不足への不満は現場にも経営陣にも残っている。

特筆すべき経
営者の行動

・ 当プロジェ クト はシステム部門主導で開始されており 、 経営戦略に立脚した戦略
目的は明確には定義されていない。 システム部門の設定したプロジェ クト 目標も
十分には達成されていないが、 戦略目的の達成度評価はなお一層曖昧である。
・ 加えてプロジェクト 開始後 6 ヶ月目に、 社長を初めとする複数の経営陣が交代し
た。 要件の膨張に直面していた旧経営陣はそのタイミ ングで一旦プロジェ クト を
凍結し、 新経営陣に開発パート ナーの再選定から先の作業を委ねたのは上述のと
おり である。 新経営陣は過去の経緯を理解しよう と務め、 プロジェ クト の建て直
しに奔走したが、 既に規定路線あるいは既成事実として変更できない事柄も少な
からずあり、 十分な成果を得ることはできなかった。

総合評価

純粋な失敗（ QCD 目標： 未達成、 戦略目的： 未達成）
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K社
プロジェ クト

物流システム

インタビュー

K 社担当ベンダーの PM （ 2011/3/16 17:30-19:30）

対象者と日時

K 社の Z 社外取締役とベンダーの PM （ 2011/4/8 14:00-16:00）

企業概要と経

・ K 社は輸送機械の輸入販売業の企業であり、 複数の海外メ ーカーから輸入した機

営課題

械の荷揚げ、 整備、 出荷業務を担っている。 当プロジェ クト の対象である物流シ
ステムは同社の輸入先の 1 社でグローバルに活用されていたものである。
・ ところが当該輸入先が輸送機械事業から撤退を発表し、 当該システムの使用権も
期限を切って終了する旨の通告をしてきた。そこで同様の機能を持つシステムを、
K 社として開発せざるを得ないこととなり 、 当プロジェクト が開始された。

プロジェ クト
の概要

・ 旧システムには特に大きな問題はなかったため、 プロジェクト には「 事業継続の
ために同等機能を持つ新システムを開発する」 という 目標が設定された。
・ K 社の PM はシステム部門からアサインされたが、 プロジェ クト ・ マネジメ ント
の経験は皆無で、 基本的な手法についても知見を有していなかった。 それでも当
人は最大限の努力は行なったが、 それが奏功しないため、 当人が徐々にメ ンタル
ケアを要する状況に陥っていった。 また K 社の経営陣にも、 この事態に適切な対
処のできる人物はおらず、 結果的に時間ばかりが空費される状況にあった。
・ その状況を偶然に聞き及んだ同社の非常勤取締役である Z 氏が知遇のソフト ウェ
ア開発会社の PM を引き入れ、 プロジェクト の建て直しを依頼した。 その結果、
システムはギリギリのタイミ ングで稼動に間に合った。

QCD 目標と実

績の評価
目的達成度と
実績の評価

・ コスト は計画の 2 倍かかった。 スケジュールは当初見込んでいた十分な余裕を 2
度にわたる稼動延期で使い果たし、 期限ギリ ギリ に何とか間に合わせた。
・ 事業継続のために同等機能を持つ新システムを開発するという 観点では、 新シス
テムはユーザー部門に利用されており、 機能的な目的は達成できている。
・ しかし経営陣が何らかの戦略目的を込めていたかという 観点では疑問が残る。 加
えて経営陣は投資効果という 観点では全く 評価していない。

特筆すべき経
営者の行動

・ 経営陣の中で誰一人プロジェクト の実務に関する知見を有しておらず、 適切な対
処ができなかったばかりか、 経営陣としての対処が必要であるという 認識すら持
つことができなかった。またそれを進言できる人物も非常勤の Z 氏のみであった。
・ 同社の事例ではプロジェクト を実施する上で必要とされる人材が量的にも質的に
も不足していたことは明らかである。 またそのよう な状況でプロジェ クト を開始
することのリ スクも経営陣に十分理解されていたとは言い難い。 これには平素か
らの地道な人材育成がまず求められる。 もしそれが困難な場合には社外に適切な
パート ナーを確保するなどの対策がまず必要なのではないかと考えられる。

総合評価

純粋な失敗（ QCD 目標： 未達成、 戦略目的： 未達成）
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