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経営戦略実現のための IT 投資戦略価値評価

長 尾 道 晃
Ⅰ

はじめに

本研究は、IT（情報システム）導入における定量的な価値評価手法を、企業経営者に
提供するものである。IT といっても幅広く、本研究では企業の業務処理において利用さ
れている会計、販売などの基幹業務システムを対象としている。

1. 背景と概要
企業にコンピュータシステムが発展した経緯として、手計算における記帳業務などの単
純な業務処理を、高速にそして精確に処理することを目的として IT を導入し、その効果
として、業務処理のスピードアップと手作業で行っていた人員を削減できる省力化を、目
に見えて発揮してきた歴史的経緯がある。
当初コンピュータは非常に高額な機器であり、まずは資本力のある大企業から導入され
ていった。途中タイムシェアリング方式、レンタル制など利用者を拡大する工夫などがあ
り、その後の目覚ましい技術革新と市場への浸透により低価格化が進み、中小企業レベ
ルまで広がっていった。現在では、ほとんどの企業に何らかのコンピュータシステムが導
入されており、当初の手作業を自動化する効果は十分に広まった感がある。よって、コン
ピュータシステム導入前までの目に見えての無駄はなくなってきており、各企業の資本力
に合わせて単純な作業はコンピュータシステムに置き換えられ、その効率化も現在ではや
り尽くした感がある。
このような現状において、現在の IT 導入における効果とは何であろうか。単純に導入
しただけで効果を得られるシステムは少なくなってきており、今までとは違った考え方が
必要になってきていると言える。
従来まではそのシステムを購入し、そのシステムの機能通り利用すれば十分に効果が
あった状況であったが、これからは、経営者、利用者双方が IT をうまく活用し、さらな
る効率的な活用方法を考えて IT を導入していく必要がある。
よって、経営戦略を実現する IT 投資戦略の効果を測定するためには、コンピュータシ
ステムから一歩離れて経営の課題を解決するために IT は何ができるのか、から考えてみ
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ると答えが出てくると考えられる。
そのためには、IT は経営戦略を実現するための道具であると考えるべきである。どの
ような目的で利用するのか、その基となる経営戦略が重要であり、その経営戦略を受けて
IT 投資戦略の立案を行うべきである。
経営戦略には、新市場開拓、市場深掘り、多角化、新製品開発などが考えられる。具体
的には、短納期を実現して顧客満足度を上げる、簡単手軽に注文してもらえる仕組みを作
る、在庫を公開し賞味期限切れ間際の商品を特価で販売する仕組みの構築など、高付加価
値を実現し総じて顧客満足度を向上させる戦略、または売上拡大戦略として、新規顧客開
拓を狙った営業テリトリーの拡大、競争力のある価格設定など様々な戦略が考えられる。
このような経営戦略を実現するための IT 投資戦略には、以下の 3 タイプに分類できる。
①

業務効率化による企業価値の向上
─高付加価値経営を目指し、自社内資源の能力を考慮した価値評価

②

競争優位環境構築における企業価値の向上
─売上拡大戦略を目指し、市場環境の変化を考慮した価値評価

③

システムコスト削減における企業価値の向上
─コスト削減を目指し、システムの仕組みを考慮した価値評価

本稿では①の業務効率化による企業価値の向上について記載している。

2. 価値評価の方法について
経営戦略を実現するためには、高度な人材の活用、パートナー企業とのアライアンスな
ど IT 以外での実現手段も当然考えられる。IT を特別視せずに経営戦略を実現するための
道具として考え、その他の実現手段と、投資金額およびその導入の効果が及ぶ範囲などと
それぞれ同等に比較検討し、投資の意思決定を行うべきである。そのため、本研究では、
投資における効果を企業価値にどれだけ影響を与えたかを基準に価値評価を行っている。
企業経営とは、経営戦略に基づき投資を行い、キャッシュを増やすことが使命であると
考えている。そして、そのような投資によってその企業が、この後どれぐらいキャッシュ
を増やすことができるかで、企業価値を測ることができる。
本研究では、このような考え方の企業価値を価値評価としているため、価値評価の手法
として「DCF 法」と市場環境の変化を考慮に入れて評価できる「リアルオプション」を
採用し価値評価を行っている。この手法にて価値評価することにより、IT 投資が、企業
価値の向上にどれだけ貢献しているかを測定することが可能となり、またどのタイミング
で投資するべきかまで判断が可能となる。従来までの費用対効果算定だけではなく、投資
の最適なタイミングの判定および自社の能力を考慮に入れての価値評価が行えるように
なっている。
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業務効率化による企業価値の向上 - 在庫削減効果モデル

1. 概要
業務を効率化させ付加価値の高い経営を目指す戦略を立案したとき、IT 戦略としてど
のようなことが考えられるか。IT は、高度な計算をスピーディーに行うことを得意と
しており、都度フレキシブルな判断が求められるような業務にはあまり適さない。IT に
とっての得意領域を範囲として尚且つ付加価値の高い経営すなわち業務効率を向上させる
IT 戦略の立案が求められている。そのような中、業務システムの導入目的としてよくあ
げられる在庫削減を目的とした IT 化はどのような効果があるのかを本研究でのモデルと
して構築した。
ある米国の経営者が「在庫はあらゆるマネジメントの失敗の産物である」と言ったそ
うである。たしかに、仕入れた商品がすぐに売れれば在庫になることはなく、そのために
は、計画的に仕入、販売を行う必要がある。その時によく需要予測を用いて在庫を管理す
るなどの話があるが、コンピュータシステムで需要の予測を行うとなると過去の統計デー
タから何らかの関係性を見つけて判断することになる。しかし、あくまでもその予測は過
去の統計データからだけの判断であり、需要の変動がそれほど激しくない商品であれば問
題ないかもしれないが、新商品の販売における需要の予測に統計データを全面的に採用で
きるかは疑問がある。本モデルにおける在庫削減モデルは需要の予測ではなく、もっと単
純に発注方式を変更するだけで効果が実感できるものである。
本モデルで採用する「不定期不定量発注方式」とは、発注する時期も発注する量も決め
ず、発注者の裁量により手配発注業務を行う方式である。既存の文献などには「場当たり
的発注方式」などと紹介されていたりする、あまりお勧めできない方式である。しかし、
発注すべき時期と量をどのように決めるか、それさえ明確になれば一番需要に合わせた最
適な発注ができる方式であると考えられる。その発注方式を、IT を活用し明確にしたの
がこのモデルである。
対して「定期定量発注方式」は、事前に決めた発注時期と量を直近の受注数量などを考
慮することなく、事前に決めた分だけ発注している。発注処理だけから考えると、発注書
の手書きからワープロ化しただけのコンピュータ利用レベルである。
「不定期不定量発注方式」は、直近の受注数、在庫数の動きなどを勘案して発注を行
う、需要を意識した方式である。当然直近の動きを見て最適な量を最適な時期に手配した
方がうまく在庫を管理できるが、問題は担当者の裁量ではなく、ある決められた方式を確
立し、その方式にそってシステム的に発注できる方法を考えることである。ここまで考え
てはじめて戦略的なシステム化が実現できる。尚且つ、このモデルでは、この方式の実効
性を事前にシミュレーションし、
「定期定量発注方式」との比較から価値評価を行ってい
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る。

2. 価値評価
今回のモデルでは、湯浅和夫ほか「最新在庫管理の基本と仕組みがよくわかる本」秀和
システム、2006 年の第 5 章に記載されている「補充量決定のメカニズムと管理体制」を
参考にモデル化した。この管理方式では、在庫数を数量として管理するのではなく、日数
に換算して管理することを特徴としている。その効果として、発注から仕入までのリード
タイムを考慮した発注処理が可能となるからである。
この方式で必要な基本データは以下のものである。
「受注数」
「出荷数」
「現在庫数」
「発注数」
「仕入数」
以上の基本データから以下のデータを演算する。
・発注残数（発注累計数 - 仕入累計数）
・有効在庫数（現在庫数 + 発注残数）
・直近 10 日間の平均受注数
・出荷対応日数（有効在庫数÷直近 10 日間の平均受注数）
あとは、リードタイム日数と安全日数を決定するだけである。
この発注システムは、日数をベースに発注時期を決定する。発注点は、出荷対応日数が
リードタイム + 安全日数以下になった時であり、発注数は、直近 10 日間の平均受注数×
（リードタイム + 安全日数）となる。
現在の有効在庫が何日持つのかと発注には何日必要かを判断し、尚且つ発注すべき量を
直近 10 日間の需要から判断している。シンプルであるが合理的な発注方法であると考え
られる。
尚且つ、シンプルであるが実際に発注処理を行うときには計算が都度発生することとな
り手作業では行いにくい処理であるが、ロジックが明確であり計算が得意なコンピュータ
にとっては、非常に有効なシステム化案件であると考えモデル化した。
■不定期不定量発注方式（システム化）による在庫数シミュレーション計算方法
1.

リードタイムを 5 日に設定。

2.

安全日数を 3 日に設定。

3.

当初の在庫数を 1 万個に設定。

4.

当初 1 日あたりの平均出荷数（システム化前の勘と経験からの算出）を 1 千個に設定。

5.

需要の変動を考慮するため受注の変動率を 4）に対して上下 50%に設定。（Excel
の RANDBETWEEN 関数により乱数を発生させシミュレーションを実行）

6.

稼働日数を単純にするため 24 時間 365 日とする。

7.

出荷数は受注に対して在庫があればすべて出荷する。なければある分だけ出荷する。
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8.

在庫不足分を機会損失として計上する。

9.

前日在庫に仕入れ数を足し、出荷数を引いたものを在庫数とする。

10. 発注累計数から仕入れ累計数を引いたものを発注残とする。仕入れは発注日から
リードタイムの 5 日後に仕入れされる。
11. 在庫数に発注残数を足して有効在庫数とする。
12. 直近 10 日間の平均受注数から有効在庫数を割って出荷対応日数を計算する。
13. 出荷対応日数がリードタイム + 安全日数の 8 日以下となれば発注する。
14. 発注量はリードタイム + 安全日数の 8 日間に平均受注数を掛けた数量とする。
以上の計算条件で Excel にてシミュレーションを行った。

表1

シミュレーション結果まとめ
現状
（定期定量発注）

当初在庫数

システム化
（不定期不定量発注）

10,000 個

10,000 個

53 回

72 回

平均発注回数

0.06%

0.07%

平均在庫数

機会損失割合

10,956 個

5,586 個

当初在庫からの変動数

959 増加

4,414 個削減

約 110%

約 44%

削減率

システム化において発注処理が、19 回も増加しているが、処理自体はシステムが自動
的に行うと仮定しているため特に問題がないと考えられる。今回の目的の在庫数量は、
「定期定量発注方式」と比較して 44%削減を実現しており、十分に導入効果のあるシステ
ムであることがシミュレーション結果からわかった。
このシミュレーション結果から実際の企業価値向上に与える影響の価値評価をこれから
行う。金額換算にあたり今回対象としている企業は中小企業であり、中小企業の特に在庫
削減効果のある卸売業における棚卸金額を中小企業庁の統計データより入手した。その結
果、棚卸金額は、1 社当たり平均 2.1 億円であることがわかった。今回の価値評価におい
て、できる限り現実的な数値をあてはめるためこの数値を利用することとする。もちろん
実際に導入を検討している企業においては、実際の金額を利用して価値評価を行うことと
なる。
平均 2.1 億円すべての在庫が削減できるとは考えにくいが、概ね削減できると考え削減
率にて調整する。削減率はシミュレーションの結果は 44%であったが、調整し 40%は効
果があるとして計算する。よって、効果の金額は、2.1 億円の 40%の 8 千 4 百万円を導入
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効果として計算する。
次に開発費用であるが、過去の導入事例などから今回のシステム規模などを勘案し、あ
くまでもモデル金額として以下のように定めた。
設計費用に 300 万円。開発費用として 1500 万円。保守費用として、今回のシステム
は、自動的に発注処理を行うため、システム停止リスクを避けるためのサーバ 2 重化対策
などを考慮し、月額 20 万円、年間 240 万円と設定した。また、このシステムの耐用年数
は 5 年間であり、5 年間での価値の評価を行った。
尚、今回の在庫削減における投資効果は、導入した年にすべての効果が発揮され 2 年目
以降はシステムが順調に稼働している限り在庫は削減された状態で一定となり、効果はな
いと考えるべきである。以上を基に DCF 法を使って価値評価を行った結果が表 2 である。

表2

在庫削減効果における DCF 法計算結果



（単位千円）
年

数

現在

1 年後

検討段階

開発期間

①効果（キャッシュイン）

0

0

84,000

0

0

0

0

②費用（キャッシュアウト）

0

-18,000

-2,400

-2,400

-2,400

-2,400

-2,400

③キャッシュフロー（① – ②）

0

-18,000

81,600

-2,400

-2,400

-2,400

-2,400

1.00

1.1

1.21

1.331

1.4641

1.61051

1.771561

0

-16,364

67,438

-1,803

-1,639

-1,490

-1,355

イベント

④割引率（資本コスト ^ 年数）
⑤現在価値（③ / ④）
NPV（⑤の総和）

2 年後

3 年後

4 年後

5 年後

6 年後

稼働後
（1 年） （2 年） （3 年） （4 年）

（5 年）

44,787

NPV は、⑤の現在価値の総和であり、44,787 千円となる。よって、十分投資効果のあ
るシステムであり、そのプラスの額の分、企業価値が向上すると言える。

3. IT 化における考慮点
この価値評価計算は、このシステム導入プロジェクトがすべて順調に行ったと仮定した
場合の価値評価結果である。特に今回のモデルでは、導入を検討している企業の在庫管理
のレベル、仕入先がリードタイム通りに納品してくれるのかなど、システム以外での検討
すべき課題もあり、システム開発以外での運用状況を検討に入れる必要がある。そのよう
な課題の解決を考慮して価値評価を再度行うべきである。
考慮すべき点として、例えば現在販売されている標準的なパッケージシステムで、今回
のような自動発注処理を標準機能として提供されていない理由は、以下にまとめられる。
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1 商品 1 仕入れ先と決まっていないことが多いから。
複数仕入れ先がある場合、発注の都度、最適な発注先を決めるための複雑なロジッ
クが必要となる。

●

そもそもコンピュータの在庫数と実際に倉庫にある在庫数があっていないことが多
い。
コンピュータシステム上での在庫数があっていない状態で、自動発注機能を安易に
利用されると間違った発注数となり、機会損失の大幅な発生および在庫が逆に増え
るなどのトラブルの発生が予想されることとなる。

●

リードタイムが曖昧で決められない。

このような問題を解決するためには、多少割高でも確実にリードタイムを守る仕入先と
だけ取引を行うことを決め、在庫管理の重要性と必要性を現場に説明するなどの業務レベ
ルを向上させる業務改革・改善をまず実施しなければならない。その他、システム停止リ
スクに備えてシステムの 2 重化などの対策を行うなど、導入するシステムに応じた適切な
システム設計を行う必要がある。
この業務改革・改善などは自社の能力に大きく依存することとなり、他社が成功してい
るからと言って安易に導入するわけにはいかない。今回のシステム化では、在庫が合わな
い場合には、間違った発注数となり効果がなくなり、投資した分だけ企業価値が減少する
こととなる。
このような自社の能力を考慮して価値の評価を再度行うべきであり、設計段階での、業
務改革・改善における自社の能力から成功確率を計算し、それを受けたプログラム開発で
の成功確率を計算する。開発の成功確率は自社開発、パッケージ利用などにより異なり、
それぞれ自社の事情に合わせて確率を設定する。
そして、プロジェクトは失敗するとそのシステムは役に立たないので価値がゼロにな
ると考えて行った価値評価の結果が図 1 である。例として業務改革・改善の成功確率を
30%、開発成功確率を 70%として計算している。

設計成功
確率
確率計算後
価値

14,578,512

投資額の PV

16,363,636

保守費用 PV

8,270,807

NPV

0.3

確率計算後 14,578,512
の価値

開発成功
確率

確率計算後 48,595,041
の価値

-10,055,931

図1

0.7

自社の能力を考慮した価値評価

効果の
現在価値

69,421,488
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在庫削減効果 8 千 4 百万円を現在の価値に換算し、その金額を開発、設計での成功確率
を掛けて、自社の能力を考慮した価値に再評価を行った。今回のモデルでは、一般的に難
しいといわれている在庫管理レベルの向上などを考慮し、設計段階での成功確率を 30%
と低くしたため NPV がマイナスとなってしまった。
マイナスでは投資を行うわけにはいかない。投資を実行し企業価値向上を実現するため
には、自社内で教育を実施し管理レベルが向上してから再度検討を行うか、システムコン
サルタントなどに依頼し成功のためにプロジェクトを援助してもらい、成功確率を上げる
などの対策が考えられる。
しかし、コンピュータシステムの導入プロジェクトは、業務改革・改善をうけてのシス
テム設計、そしてシステム開発と順を追ってプロジェクトを進めていくことができる。先
に行けば行くほど、つまり設計が終わればよりそのプロジェクトの状態が明確となってい
ることが考えられる。また、設計が失敗であれば開発も失敗してしまう可能性が高いこと
が考えられるなど因果関係が深く、先に進めば進むほど不確実性が減っていくのがシステ
ム開発の特徴である。よって、価値評価もこのシステム開発の特徴にあわせて、設計だけ
をまず行い、もし失敗すればプロジェクトをやめる、もしくは追加費用を出し延長するな
どの柔軟性を持たせたプロジェクトであれば価値の評価はどう変わるであろうか。

4. 自社の能力を考慮した柔軟性を持たせた価値評価
システム開発は設計、開発などの工程を経て進んでいくことができる。また進んでい
くほどに不確実性を減らすことが可能である。今回のモデルのように戦略的な IT 活用に
おいては、最終の成果物がどのようなものであるか目で見て確かめるわけにはいかず、リ
スクの高いプロジェクトであると言える。さらに成功するかどうかは自社の能力にも関わ
りが大きく、価値評価においてもそのような点を考慮に入れて行うべきであると考えられ
る。
設計前と設計後（開発前）と開発後（システム稼動前）に価値評価工程を分割し、価値
評価を行っている。分割した状態とそれぞれの成功確率を記載した、価値のツリーとして
表現したのが、図 2 である。
プロジェクト開始時点は「設計できる価値」の状態である。設計が終わった段階で、
「開発できる価値」に進める確率と「設計の追加」を行う確率と「失敗」してしまう確率
から価値を計算する。
「開発できる価値」に進んだ後も、「稼働できる価値」に進める確率
と「開発の追加」を行う確率と「開発の失敗」の確率から価値を計算する。このツリーか
ら最終的なこのプロジェクトの価値を計算する方法は、最終の事業価値から遡り確率を考
慮した期待値を計算していくことにより、この分割した場合の価値評価を計算することが
できる。
今回のモデルでの各確率は、設計では成功 30%、半年間さらに設計を追加するが
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図2

自社の能力を考慮してプロジェクトを進める場合の価値のツリー

図3

分割投資における事業価値計算結果
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50%、失敗（プロジェクトの設計段階での中止の決定）を 20%とした。開発では、成功
70%、半年間さらに開発を追加が 20%、失敗（開発まで行ったが、プロジェクトを中止す
る）を 10%とした。追加の投資額は設計、開発とも当初の 1.5 倍として計算を行った。そ
の計算の結果が図 3 である。
NPV は、28,624,506 円となり、分割投資の価値と途中でやめることができる価値が加
わっていることがわかる。この結果を受けて最終的に他の投資案と比較して実際に投資を
実行するか判断することが可能となる。もちろん投資は、すべて一度に意思決定するので
はなく、初めの設計だけ実施しその状況を経営者は報告を受け、その後のプロセスへ進む
か随時判断して進めていくべきである。

5. 考察
自社の能力を考慮し、より正確に価値評価を行ったが、成功確率を考慮しなかったとき
と比較すると価値が半減している。キャッシュフローには変化はないが、価値が半減して
いることに注意するべきである。もし自社の能力を考慮せずに費用対効果だけで投資の意
思決定を行ってしまうと、単純に削減できる金額と投資額を比較しただけの評価となって
しまう。しかし、DCF 法を活用し、時間の経過とともに価値は減価することを考慮に入
れ、また、自社の能力からの実現性を考慮に入れた価値評価を行う必要がある。これによ
り、より正確に投資の意思決定に役立てることができると考えている。今回のモデルによ
り IT 投資において価値を上げるためには、自社の能力を向上し成功確率を上げる、また
は設計、開発以外に分割できるポイントがないかを検討し、価値向上につなげていくこと
が重要であることがわかった。自社の能力を考慮し、投資に柔軟性を持たせることが重要
である。不確実性が高い IT 投資では非常に重要な要件であると思われる。
また、今回のモデルでは在庫削減効果などの事業価値が一定であるとして価値評価を
行ったが、もし事業価値自体が年度ごとなどに変化する場合にはリアルオプションを活用
し同様な価値評価を行うことが可能である。
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