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＜論　説＞

IT投資評価とバランスト・スコアカード

－その有効性と課題－

大串葉子・松島桂樹1

1．はじめに

情報化が進展するにつれて，IT（InformationTechnology）投資の目的は会計情報を中心とし

た事務処理の自動化・効率化から，組織全体の業務改善の支援へと移行し，さらには経営戟略

実施への活用が重視されるようになってきた。また，効果を測定する期間は短期から長期へと

移行し，効果測定対象もシステムを導入する当該部門のみならず，他部門や取引先など，バ

リュー・チェーンに繋がるさまざまなステークホルダーを視野に入れる必要がでてきた。IT投

資がもたらす結果を測定するために，業務効率化による時間削減やコスト削減等の従来型の指

標を用いたのでは，包括的な測定が困難であるという問題が生じるようになった。

一方，投資に対するアカウンタビリティが強く求められる現在，曖昧な指標や投資村効果の

因果関係が希薄な測定手法では投資は承認されず，結局，投資が実施できないことになる。業

務プロセスの改善とそれを支援するIT投資が組織の戟暗に合致し，最終的に財務数値の改善に

結びつくこと，そして，IT投資と戟略実施による達成成果との因果関係を可視化し，その効果

を測定するための新しい手法を適用することが必要とされている。その結果，これまでの「業

務の効率化」，「業務量削減」という社内志向の投資評価指標から，経営戦略と合致した価値創

造に結びつき，効果的な情報発信を支援するIT　政策に対する成果の指標化とその評価手法の

確立が急務となっている。

その結果，経済的評価のみならず，IT投資の戟略的効果を測定できる評価手法としてバラン

スト・スコアカード（BalancedScorecard：BSC）が注目されている。本論文では，IT投資マネ

ジメントにおいて，どのようにBSCが活用できるか，その有効性と課題についての考察を行う。
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2. BSCの概要

BSCは,財務尺度を重視した管理の限界を克服するべく, KaplanとNortonが提唱した業績

管理として登場した新しいフレームワーク(1992)である｡従来の業績管理に特徴的な財務指

標を中心とした短期コントロール志向とは違い,より長期かつ戦略的視点を重視したアプロー

チをとる｡｢財務指標は結果であって原因ではない｣という理念のもと,非財務指標(先行指

標)と財務指標(遅行指標)の因果関係oj連鎖をモデル化した｡具体的には,組織のミッショ

ンや戟略を以下の4つの視点に分けて業績評価指標に落とし込み,成果を導出する活動間の因

果連鎖を明確にし,定量的な評価指標と非定量的な評価指標の両方による｢バランスのとれた｣

評価システムを構築しようとするものである｡

2.1 BSCの4つの視点

BSCでは,次の4つの視点において業績指標を分類している｡

(1)財務的視点:組織の長期的なターゲットや評価尺度(ROE, RO士, EVAなど)を明確に

する｡さらに,長期的な成果目標を設定するための重要な変数(収益の増大,原価低減,

資産の有効活用等に関する指標)を設定する｡

(2)顧客の視点(外部) :組織の顧客と市場セグメントを明確にする｡そして,顧客に関す

る主要な業績評価指標(顧客満足度,顧客ロイヤリティ,顧客定着率,新規顧客獲得率,

顧客収益への貢献度)を設定する｡

(3)内部ビジネス･プロセスの視点(内部) :顧客や株主の目的を達成するのに最も重要な

組織内のプロセス効率性を明確にする｡その際,既存のプロセスを所与とするのではな

く,顧客や業務改善のための重要なプロセスを明確にし,これに対応する業績評価指標

を設定する｡

(4)学習と成長の視点:組織が目標とする高い業績を達成するために構築しなければならな

い組織基盤を明確にする｡特に,現在保有するケイパビリティと,他の3つの視点にお

ける目標から必要になるケイパビリティとのギャップを明確にし,そのギャップを埋め

るために必要なインタンジブルズを早急に蓄積することが可能なプログラムを開発す

る｡

2.2 戦略実行のためのBSC

1980年代後半, KaplanとJohnsonは｢レレバンス･ロスト｣において,これまでの短期の財

務尺度への偏重に対する反省と非財務的指標の重要性を指摘した｡その中で,月次利益や四半

期利益の測定よりも,企業の戟略に沿った製造,マーケテイング,および研究開発部門などの

目標の設定とその達成が不可欠であると論じている(1988)｡すなわち,革新的で高性能な製品

の生産において競争優位に立っている組織は,生産期間の短縮や製品の精度･品質の向上など,
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従来の管理会計で扱う業績評価では把握できない指標を測定したいと考えていることを明らか

にした｡さらに,財務指標を直接改善しようとすることは,むしろ悪影響を及ぼすとも指摘

(Johnson,1992)した｡

こうした財務指標偏重-の反省から,非財務指標の重視という過程を得て,両指標の融合が,

BSC手法において具体化された｡ BSCでは,上述した4つの視点におけるスコアカードを作成

する｡そして, ｢短期戦略と中長期戦略｣および｢財務的項目と非財務的項目｣といった相反す

る要素のバランスをとろうとする｡

図1 バランスト･スコアカードの4つの視点

出典: Kaplan,R. S. &D. P.Norton,BalancedSc''recard, 1996 (吉川武男訳『バランス･

スコアカード』生産性出版, 1997年, 57頁)

各視点におけるKPIの設定とスコアカードの作成によって,たとえば, scM構築では, "顧

客の需要予測がタイムリーな入手", "より平準化された日程計画策走やサプライヤへの発注納

入が促進されて緊急納入や販売機会損失の減少", "顧客の満足度向上,信頼関係の改善'', "港

在的なビジネス機会の増大",そして"最終的には財務指標の改善が見込まれる",と順に表現

できる｡

全社の経営戦略は,組織上の階層を反映して事業部単位の戟略や営業･製造･技術などの機

能単位の戦略へとブレークダウンされる｡この過程で,上位組織の｢目標｣を達成する｢手段｣

が下位組織に伝達され,下位組織ではこの上位組織の｢手段｣が白組織の｢目標｣と位置付け

られ,この変換作業が連鎖的に末端まで繰り返される｡その後, PDCA (Plan-Do- Check- Action)

サイクルを回してこれらをモニタリングすることによって,組織内の業務プロセスの改善や個

人のスキルアップを促し,変革を推進していく｡
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2.3 戦略マップとの連携

近年,企業は,顧客満足度の向上･サプライヤとのシームレスな連携t従業員の能力の向

上･プロセスマネジメント･技術蓄積･イノベーションのような,無形の資産-の投資を積極

的に行っている｡企業にとって,アイデアやノウハウ,コア･コンビタンス,アライアンスと

いった無形の資産:インタンジブルズは,事業推進の原動力であると考えられるようになって

きた｡そのような資産をいかに蓄積するか,具体的に何を蓄積したらよいか,そして現在,何

が蓄積されているかについて,経営戦略に沿って把握することが重要である｡その把握のため

に, KaplanとNortonはスコアカードに加えて,戦略マップを用いることを提唱した(2004)｡

戟略マップでは,最終的に目標とする財務成果を実現するために,対象とする顧客層や提倶

する価値,その価値を生み出すための内部プロセスや,組織運営を一枚の紙の上に表現する｡

戦略マップにおいて, BSCにおける尺度を組み込み,ミッションや戦略を一貫性のある具体的

な目標や業績評価指標に落とし込む｡この記述によって,経営戦略を具体的な指標の連鎖の結

果として明示し,戦略達成の組織縦断的なプロセスや必要なインタンジブルズを明らかにでき

る｡その結果,戟略策定と実行のミッシング･リングがつながり,戟略目標と尺度を設定し管

理することが可能になる｡すなわち,戦略と関連付けてIT施策を実施することが可能になる

のである｡戟略マップでは,学習と成長の視点にインタンジブルズとして,情報資本,人的資

本,組織資本の3つの資本を識別している｡これらの3つのインタンジブルズは,戦略に方向

付けられるように管理されていかナればならない｡IT投資との関連では,戦略的ITポートフォ

リオと連携して情報資本を戟略テーマへと方向付け,人的資本を補完するためにインフラを整

備して戦略的ITアプリケーションを利用できるように管理することが求められる｡すなわち,

戦略マップには, 3つの資本が相互に連携し,企業に付加価値をもたらすレディネスの創造を

生むプロセスが記述される｡

レディネスは,戟略マップにおいて重要な役割をもつ概念である｡ビジネスチャンスなど椎

好の機会が到来した時に,これを逃さないような用意周到な準備を行うこと意味する｡さらに

言えば,絶体絶命のピンチの時に,被害を最小限に食い止めるための準備でもある｡スピード

が求められる現代において,なるべく｢持たない｣経営を実践しつながら急激な環境の変化に

迅速に対応できる体制を構築しておくことは,まさしく重要な命題である｡しかしながら,全

方向に向けてレディネスを整えるのは合理的ではない｡戦略マップを描くことで,当該組織の

戦略にに対する現状のレディネスを評価でき,またレディネスを向上させなければならないイ

ンタンジブルズも明らかにされる｡
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図表2 :戦略マップ

財務の

視点

出所: Kaplan R.S. and D. P. Norton, 2005, p320

2.4 BSCを用いたIT投資評価のプロセス

GAO (1997)では, BSCによるIT投資評価について,次の5つのステップで説明している｡

(1) IT投資の目標設定:すべての業績尺度は目標の達成にリンクしていなければならない｡

組織のミッションや経営戦略と関連した, IT投資の目標を設定することが重要である｡

(2)バランスト･スコアカードによる評価フレームの設計:目標を設定した後に,現行の業

績評価尺度を検証し,新しい尺度が必要かどうかを検討する｡評価フレームは4つの視

点から構成され,それぞれに業績評価尺度が組み込まれる｡

(3)異なる意思決定層に応じた評価尺度の設定:スコアカードに記入された業績評価尺度は,

組織の各階層(経営層⇒部門層∋業務遂行層)へとブレークダウンされる｡

(4)データの収集･分析能力の構築:多様な分析ツールを活用して適切な目標値が設定され

る｡

(5)情報技術に関するビジネス.プロセスの改善:IT投資によって期待される成果を最大に

するために,ビジネスtプロセスを改善する｡
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ここでは,戦略にもとづく目標の設定,階層別の評価指標の設定,目標値の設定,プロセス

改善というステップが示されている｡すなわち,これまでの投資評価手法が費用対便益,言い

換えると, ITへの支払い金額に対して見合う効果の計測が大きな課題であったのに対して,こ

こでは,戟略に基づいた目標値の設定とその実現という方法論を示し, IT投資評価へのBSC

活用の意義を明確に提示している｡さらに言えば, IT投資の目標がプロセスの改善にあること

を明らかにしている｡そして,最終的にIT投資が実施されて,どれだけ目標の業績評価尺度

が達成されたかどうかを検証できることこそが, BSC活用の重要な成果の一つなのである｡

3. BSCを利用したIT投資評価の特性

BSCをIT投資評価に活用することによって,従来では取り扱いが難しかったいくつかの課題

に取り組むことができるようになった｡

3.1経営戦略とIT投資の関係性の明確化

従来の費用対効果分析では,会社がどの方向に向かっているかよりも,採算性が高いIT投資

プロジェクトが採択されるべきであるとの考えがベースにあった｡しかし,採算性が高いと評

価された個別ITプロジェクトに投資することのみが,効果的な意思決定手法とはいえない｡

IT投資が直接的に財務的なキャッシュインにつながるものではなく,間接的,あるいは戦略を

情報面で支援するものであるかぎり,その情報支援が企業の戦略にどのように貢献するのかと

いうシナリオ,さらに改善可能な指標について明らかにする必要がある｡そうでなければ,ど

んな効果が期待されようとも,企業にとって大きな価値を生じるものではないだろう｡

たとえば,在酎青報が迅速に把握できることは,どのようにして仕掛り在庫を減少させるの

かというほかの施策と連携すべきである｡また,従来,手作業であった設計作業をcADで置

き換えることで設計者の生産性向上を図るとしても,それが単なる人員削減なのか,新製品開

発期間の短縮による競争力のある製品の市場投入を意図するのかでは,この投資の評価尺度や

その価値は大きく異なるはずである｡

情報システム-の投資は今や不可欠であるといわれているにもかかわらず,｢顧客満足度の向

上｣や｢顧客のニーズ把握｣といった企業価値創造や付加価値の向上に繋がるような経営戦略

と関係する項目に関して,特別に評価指標を設けている企業は少ない｡大概は主観的に効果を

議論するだけであり,それでは投資に対する効果に関して合意を形成するのは困難といえる｡

総務省の調査では,情報システムの導入状況は米国企業と同等であるにも関わらず, IT投資に

村する効果の検証や, IT投資効果を最大限引き出せるような組織･業務プロセスへの改変に関

するスコアはきわめて低い(総務省, 2003)｡

IT投資は実施しただけでは明確な効果が確認できない｡ BSCを利用して,経営戦略や事業戦

略に対して担うべき役割を戦略マップで鳥撤し,企業が改革,改善すべき指標を明確にするこ
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とが重要である｡そうすることで,情報システム導入後の定期的,総合的な事後検証が可能に

なり,経営戦略に合致したIT投資であることのアカウンタビリティも確保される｡

3.2 合意形成イネーブラとしてのBSC

戟略が階層化されているのであれば,当然,戦略実行についての評価尺度も階層化されなけ

ればならない｡評価尺度は企業の階層を反映し,全社レベルでは財務指標,部門レベルでは財

務と非財務指標の混在,現場レベルでは非財務的指標が妥当と考えられる｡その場合,非財務

指標であっても定量化される必要がある｡顧客満足度などの指標は本莱,定性的ではあること

が多いが,スコアを活用した指標化によって定量化することが,改善のために有効である｡

BSCや戦略マップを活用することによって,情報システム機能の有効性評価の妥当性が向上

して信頼に足る評価指標が整備され,利害関係者間の建設的な合意形成が促進することによっ

て,各部門の利用者によるIT投資の評価結果への積極的なコミットメントが期待できる｡こ

のような合意形成の積み重ねの結果,情報システム導入や改革プロジェクトの効果が実感され,

次のプロジェクト提案がしやすくなるという好循環がもたらされる｡

3.3 モニタリングや事後検証の容易性

日本企業における意思決定や戦略の伝達は,不明確であるといわれることが多い｡この原因

として, ｢目的｣を｢手段｣ -変換する過程における"戟略の可視化"の不在,つまり戦略が現

場まで効果的に伝達されていないことがしばしば指摘される｡ BSCは,このような戦略の連鎖

を組織の末端まで可能な限り正確に伝達し,戦略が期待通りに実行されたかどうかを検証し,

戦略の実効性を高めるのに効果的である｡特に,各視点に張り巡らされたKPIを用いて,プロ

ジェクトの進行中においてもIT投資の効果をモニタリングしたり,事後に検証を行ったりする

ことで,その効果を数値または比率として確認することが容易になる｡このように, BSCは戦

略が確実に実施されているかどうかについて,事中･事後の検証を行うための効果的な仕組み

を提倶する｡

3.4 戦略とインタンジブルズの関係の可視化

従来のように,資金や設備の優位性といった物的な資源を確保するだけでは,競争優位を保

つことは困難である｡有形の｢目にみえる｣資産に加えて,物的資源(その多くは購入可能な

もので,競争優位の源泉とはならない)を有効に利用できるシステムと見えない資産:インタ

ンジブルズ(貴重なノウハウや技術の蓄積,ケイパビリティの向上,ブランドカなど)を確保し,

ものつくりやサービスの質を高めることが競争力向上のために極めて重要となってきている｡
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図表3 : Kaplanと Nortonによるインタンジブルズの分類

第31号 2007

インタンジブルズの分類 内容

人的資本
戦略的プロセスを実行するために必要となる人材(その人材が持

つスキルやナレッジ)

情報資本
戦略を実行するためのデータベースや情報システム等のⅠTイン

フラヤアプリケ-ション

組織資本 組織文化やリーダーシップ,チームワークなど

出所: Kaplan R.S. and D.P. Norton (2005)

伊丹(2004)は, ｢見えざる資産のみが,競争上の優位性の真の源泉であり,事業環境の変化

に対する対応力の源泉である｣2と主張し,その根拠として,次の3つを挙げている｡

(1) (見えざる資産は)カネを出しても容易には買えず,自分で作るしかない

(2) (見えざる資産は)作るのに時間がかかる

(3) (見えざる資産は)いったん作ると,同時多重利用が可能になる

目に見えない資産であるインタンジブルズを蓄積するルートは,戦略ルートと業務付随ルー

トの2つがある｡戦略ルートは戟略を実施しようと意図的に行動することによって,情報の流

れのダイナミズムが形成され,見えざる資産を蓄積する｡ブランドを構築するための広告宣伝,

新技術開発のためのプロジェクト,製品やサービスの質を高めるための研修などがあげられる

(図表4 :①)｡業務付随ルートは,日常の業務遂行のために行っているビジネス･プロセスを

通じて日々個人や当該組織に蓄積されるルートであり,組織が円滑に日々の業務を行うために

欠かせない｢知恵｣や｢工夫｣などが含まれる(図表4 :①')｡こうしたインンジブルズは,

大きな資金が投じられることも大々的に披露されることもないために,一見地味な存在であり

蓄積のスピードは遅いが,組織の構成員に広く共有されると大きな効果を発揮する｡トヨタの

カンパンシステムなどはこのルートによるインタンジブルズの代表的な成果であろう｡

このような見えない資産は物理的に存在するわけではなく,触ったり計量したりすることは

不可能であり,財務諸表などで把握することもできない｡そのため,見えない資産(インタン

ジブルズ)を可視化し,戟略との有機的な関係を明示的に理解する必要がある｡その際,戦略

や日常業務から情報の流れのダイナミズムを経て見えない資産が形成されるケースと,見えな

い資産から当該組織の強みを抽出し戦略を決定するケースが考えられる(図表4 :④)｡戦略

を実施することで見えない資産を蓄積したり,また,すでに蓄積された,見えか､資産から戦

略を抽出したりするために,将来の戦略の潜在性を認識するという有機的な関係性をそこから

見出さなくてはならない｡そして,戦略の実行に必要なインタンジブルズの蓄積を促進したり,

2 伊丹他(2004, p23, 14行目)
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蓄積されたインタンジブルズを必要な部署で共有することを可能にしたりするIT投資を見極

めなければならない｡ BSCと戦略マップの活用は,この局面において有用であるとともに,あ

いまいになりがちな戦略的IT投資の検討に際して,有効な評価手法を提供することができるだ

ろう｡

図表4 :戦略とインタンジブルズの関係

抽出･利用 ②

=コ

l

●

-

__ー.ー...

3.6 情報資本レディネスとケイパビリティの向上

戦略実行のためのIT投資を評価するにあたって,最近では,戟略マップに描かれた情報資

本を形成するための｢情報資本レディネス｣という概念が注目されている｡戦略の遂行を適時

に行うことを可能にするこのレディネスの成否が,企業価値の形成に重要な役割を果たすから

である｡必要なときに必要な情報を適宜加工するために,様々な情報やデータを準備しておく

ということは,経営における重大な決断のみならず,日々の意思決定にも大きな影響を及ぼす｡

一方,戦略遂行のためにどの情報資本(whatis)に対して,どのようにレディネスを高めてお

くべきか(howto)という課題も提示される｡経営にスピードやアジリティが求められる現在

の環境下では,情報資本レディネスの向上は不可避であり,ユーザー部門の情報要求に即座に

応じられる体制を事前に構築しておくことは,今や情報部門の主要なミッションのひとつなの

である｡企業における中長期的ビジョンを把握して,必要となる情報インフラを整備しておく

ことも並行して行われなければならか､｡このようにして意識的に収集された情報資本は,千

がてインタンジブルズとして蓄積される｡

蓄積された資産は使われなければ意味がないし,資産を最大限に使う能力,すなわちケイパ

ビリティを向上させる必要がある｡例えば, pos (pointofSales:販売時点管理)は今やスー

パーマーケットやコンビニエンスストアなど,ほとんどの小売業で導入されているが,そこで
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得たデータを有効活用している企業は必ずしも多くない｡データを活用するためのケイパビリ

ティを向上する仕組みをもたなければ,収集されたデータは宝の持ち腐れに終わってしまう｡

膨大なIT投資が,在庫管理や発注の効率化など業務プロセスの効率化にのみ利用されるので

は,他の店舗との差別化ができないことになる｡価格と販売数量の動向から相関関係を読み取っ

て最適価格の決定や在庫管理を徹底したり,効率的なscM (SupplyChain Management)を構

築したりするためには,それらを可能にする能力が不可欠である｡そのため情報資本形成を目

的にしたIT投資に対する評価に際しては,情報資本レディネスと同時に,ケイパビリティの

向上も考慮される必要があるだろう(図表5)｡

図表5 :情報資本レディネスを組み込んだ投資評価プロセス

出所:松島桂樹(2005) 17頁を加筆修正

4. BSCをIT投資評価に活用する際の課題と考慮点

これまで, IT投資評価においてBSCや戦略マップが果たしうる効用について論じてきた｡

しかしながら,もちろんBSCも万能ではない｡以下では, IT投資評価にBSCを活用する際

の課題と考慮点について検討する｡

4.1 KPl設定における窓意性の含有

IT導入の目的が最終的に財務的指標の改善であっても,それを達成するための活動は直接金

額換算されにくい｡そのため,BSCではITが経営に貢献する度合いをKPIで表現する｡ここ

でのKPIは最終的な経営目標と十分関連を持っていると説明可能なものが設定されるが,経営

目標からKPI,さらにより詳細で具体的な下位KPI-とブレークダウンする過程で,何段階

にも階層的な構造になることが多い｡その場合, KPIは複数の要因から影響を受けるので,上
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位のKPIに対して下位の複数のKPIがどの程度寄与したかを計算するために寄与率が考慮さ

れるが,この寄与率を客観的に妥当な値に決めることは大きな困難を伴う｡特に, KPIが成果

連動型の業績評価の指標として用いられる場合,容易に達成可能な,若しくは適切でないKPI

や寄与率が設定されてしまう誘引が働く可能性がある｡

4.2 バランスを欠いた評価の誘惑

BSC手法の利点は,コストだけに集約せずに, 4つの視点から多面的にバランスよく評価で

きるという点にある｡しかしながら,そのうちの一つの視点が突出して評価されてしまう事例

が散見される｡ BSCを業績評価基準として活用している企業へのインタビュー調査では,財務

の視点を相対的に高く評価している企業が多く,その業績評価指標全体に占めるウエートは平

均して60-70%に達しているの指摘もある(森沢･黒崎, 2003, 36頁)｡そうなると,財務に関

連するKPIが最重要視されることになり,非財務関連のKPIの改善は相対的に低く評価され

てしまう｡すなわち,前者の改善が最優先事項となり,後者を高めようという取り組みへのイ

ンセンティブが抑えられてしまう｡これではBSCの狙いが形骸化してしまう｡

また,顧客満足度の向上を志向しすぎて,財務の視点を軽視するといったケースにおいても,

同じことが示唆される｡ BSCを運用する組織の価値観が,視点間のバランスを無視し,その結

莱,四つの視点のバランスが取れなくなり,中･長期的な潜在成長力を高めることができない

という事態を引き起こしてしまうのである｡

4.3 膨大な指標の連関とこぼれおちる有益な情報

BSCを導入する際に, 4つの視点に沿って包括的に指標を配置しようとすると,その関係性

を明記するスコアカードは膨大なものになる｡それはIT投資評価に活用した場合も当てはま

る｡そこで,明らかに有効と判断される指標や,そうした指標間の因果関係の明記を中心に記

述や確認を行っていくと,今度は必要で重要な情報がこぼれ落ちてしまうことがある｡実際,

必要で重要な情報の多くは業務遂行上のノウハウとして特定の人に蓄積しているような日吉黙知

に属しており,そのままではスコアカード上で把握できか､｡ BSCを用いることで,本当は共

有すべき情報が失われるという, IT導入のパラドクスが生じてしまうのである｡

4.4 指標間の因果関係の定量化困難性

BSCによって示される4つの視点において指標を設定したとしても,その指標同士の関係は

矢印で示されるのみである｡学習と成長の視点で従業員の満足度を指標化した場合,それがメ

カニズムとして内部プロセスの効率化に結びつくと考えられるが,どのくらいのタイムラグが

ありどの程度効果的であるのかは表記が難しく,論証が困難である｡

その困難性を克服する試みとして,近年, BI (Businesslntelligent)ソフトウェアツールを用

いた数値化が試みられている(成田,2002)｡各々の指標間の相関関係を,過去,現在のデータ
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で分析し,導入後も追跡を続けることによって,同一時点だけではなく,タイムラグをも考慮

した相関関係が把握できるようになってきている｡しかし,まだ十分な成果をあげているとは

言えない段階である｡

5.ケーススタディ:新潟県十日町市

これまで述べてきたように, IT投資評価においてBSCを活用することによって,単なる費

用村効果の因果関係づけに着目するのではなく,そこに必要とされるさまざまな要因によるIT

投資評価の検討を行った｡このアプローチをケーススタディで検証する｡

5.1公的機関のIT投資

地方を含む日本全体の長期債務残高総額が1千兆円を超える中で,企業より無駄が多いとさ

れる公的機関に厳しい視線が注がれるようになり,公共経営という視点が導入されつつある｡

その視点をもとに,イギリスが80年代に取り入れたのが,一般に｢市場化テスト｣と呼ばれる

強制競争入札制度(compulsory Competitive Tendedng)であり(大住, 2002),日本でも実施が

進められてきている｡そのような環境において,ボトムラインのない,つまり最終利益で評価

されることのない自治体でも予算の範囲内で顧客(市民),利害関係者,従業員(職員)のニー

ズのバランスを取る必要が生じてきた｡すなわち, IT投資を実施し,その効果を測定する必要

性は民間企業と変わらない｡しかし,自治体などの公的機関では,民間と違うミッションも抱

えており,一概に評価することはできない｡そこで,地域の戦略にあわせて策定した戦略マッ

プのテンプレートを作成して,プロジェクトが戦略を達成するプロセスを記述してみた｡ケー

スとして取り上げるのは,新潟県十日町市の情報化推進プロジェクトである｡

5.2 十日町市情報化基本プランの策定と戦略マップ

･十日町市の背景

新潟県の南部に位置し,近年の市町村合併の影響で東西32km ･南北43kmに広がる広大な

地域から構成されている｡豪雪地域でもあり,毎年2mを越す積雪に加えて根雪期間が1年の

3分の1以上を占め,その大半が山間地域である｡人口は約6万3千人, 65歳以上を占める老

齢人口は約30%にのぼる(2006年8月現在)｡ 2004年の新潟県中越地震の際は大きな被害も受け

た｡魚沼こしひかりや織物の産地として名高いが,新産業を興したり域外企業の誘致を行った

りするには厳しい環境である｡そこで,

1 :ITを活用した住みよく安心して暮らせる地域づくり

2 :すべての住民が情報化の恩恵を享受できること

3 :情報化社会に対応し,個々の能力を最大限発揮できる人材の育成
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この3点を目指して情報化プランの策定を行った｡

自治体としてのミッションの第一は,図表6にあるように,住民満足度の最大化であり,住

みよい｢まちづくり｣をミッションとしている｡そして,その対象は現在すでに在住している

住民だけでなく,移住を希望とする住民をも想定している｡自然環境に恵まれ,大地の芸術祭

を主催するなど芸術振興でも有名な土地柄であるため,移住希望者の問い合わせは多いが,情

報化の遅れが足かせとなっている｡実際,十日町市では4割以上の世帯が共同受信アンテナの

傘下に入っており,市の中心街以外は民間のインターネット網の敷設も見込めない状況下にあ

る｡団塊の世代のⅠターン･ Uターン需要を喚起するためにも,情報化の推進は市にとって最

重要案件なのである｡

図表6 :十日町市のIT投資評価戦略マップ

住民の視点

財務の視点

内部の視点

長成と
点

習
視

学
の

人的資本･組織資本:ケイパビリティの蓄積

域内情報インフラの

整備と活用方法の教育

情報資本:域内インフラやデータベースの構築

5.3 具体的な実現のプロセスとその効果

十日町市は,まず2004年度に地域公共ネットワーク基盤整備事業を行い,地域内に光ファイ

バの基幹線を張り巡らせた｡その翌年には,地域イントラネット基盤施設整備車業によって,

市内の支所,公民館,診療所,すべての小中学校,保育園,消防施設など, 98施設を光ファイ

バで結んだ｡公的機関でのネットワーク化が完了し,地域情報化のインフラとなる公共情報ネッ

トワークが誕生したのである｡この結果,遠隔地にある支所との情報流が確保されて業務プロ

セスが改善されたほか,教育の現場でのインターネット活用や遠隔医療サービスの提供が可能
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になった｡

さらに,災害時の村応をより迅速に行うために, NTTの地域内データ(住民の電話番号と電

話利用者の名簿)を消防署で利用できるようにした｡これらの情報と消防署の地理情報システ

ム(GIS : Geographic lnfo皿ationSystem)とを連携させて,円滑な救助体制を構築したのであ

る｡具体的には,市民からの119番による緊急電話がかかると, NTTのデータベースとGISが

接続され,その電話の契約者や敷設してある住所,周辺の道路,地名,地形に関する情報が通

信司令室の画面で正確に把握できるようになり,より短時間で救助に駆けつけることが可能に

なったのである｡こうした情報資本レディネスの構築は, 2004年10月に起こった中越地震の際

にも大いに役に立った｡地滑り箇所や道路の被害状況のデータをGISに集約して利用できるよ

うにした消防署貞の機転によって,救援に利用できる道路情報の一覧性の確保と関係機関によ

る迅速な情報共有が実現したのである｡災害時の救援は一刻を争う｡同時に,救助をする人や

救援物資を運ぶ人の安全確保も要求される｡この例では,情報資本を効果的に利用した消防署

員のケイパビリティの高さが,その価値を多いに高めたと言えるだろう｡

今後は,さらに住民の満足度を高めるために,告知端末の導入による地域コミュニティ活動

の充実を図ったり, cATV放送によって地域の魅力やイベント情報を他の地域にアピールした

りするなど,敷設した情報インフラ網をより一層活用する手法が検討されている｡

5.4 BSC実施の評価

当プロジェクトにおいてBSCを活用したことで,以下の諸点が明らかになった｡

1.利害関係者間での意見の相違,了解事項が可視化された｡特に,政治がらみや業者の利

権がからみやすい状況において,利害関係者が目的を失うことなくプロジェクトを遂行で

きた効果は大きい｡

2.公共的な事業における定量化の可能性-の認識が高まった｡従来,公共事業評価は収益

を求めるものではなく,数値化になじまない領域であるとされていた｡つまり,金銭で評

価できるものではない,地域活性化のためにはやらなければならない,といった発言が大

きな声でまかり通っていた｡ではどのくらい地域活性化に有効なのか,どの部分の地域活

性化に貢献するのかという議論が省かれていることが多かった｡今回のBSC活用によっ

て,目標,目標実現のプロセスを明記し,その実現に必要なIT投資を把握した上でその

効果を評価することによって,ビジョンを達成するための投資と効果の関連性が明確に

なったことは大きな成果であろう｡

3.戦略マップを用いて安心･快適に暮らせる街づくりの視点からブレークダウンしていく

ことで,敷設したインフラ網の活用と住民満足度の向上を結びつけるプロセスが可視化さ

れたため,厳しい財政環境下のなかでもIT投資を実施することに対する住民の納得度が高

まった｡その結果,自治体でも想定していなかったような様々な活用方法が,利用者側か

らも活発に提案されるようになった｡
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4.情報資本を効果的に利用した消防署員の例にように,ケイパビリティの高さが迅速な救

援体制の構築につながり,地域住民の安全性確保という自治体の主要な業績指標を高める

のに大いに役立った｡インタンジブルズの役割の一端が見られた｡

6.おわりに

IT投資が財務数値の改善をもたらすことを確認するためには,長い期間を必要とする｡間接

的に改善を促したとしても,もしくは改善を促したということを多かれ少なかれ感じていたと

しても,それを明確な指標で捉えることは困難である｡特に,業務改善に直接結びつきにくい

戟略的な投資の場合には,その困難さは極まる｡

BSCをIT投資評価に適用することの意義は,経営戟略とIT投資戦略に関する整合性の問

題について,財務指標と非財務指標の両方を用いてモデル化したことにある｡測定できないこ

とは管理できない｡計るものさしがあってこそ,測定も可能になり,管理することが実現する｡

経営戦略に基づいて, 4つの視点内でそれぞれに位置付けられたKPIを改善するために行わ

れるIT投資や,それを利用するケイパビリティの向上への投資効果は, KPIの改善量として

測定される｡結果として, IT投資がKPIにどのように作用し,最終目標である経営戦略にど

う貢献するのかが自明となる｡直接財務指標に結びつかなくても,間接的な効果がKPIを通じ

て計量される｡さらに,戦略マップを作成することで,組織の価値創造プロセスが記述される｡

見えない資産であるインタンジブルズを確認し,それらを戦略に沿ってより一層増加･活用さ

せるためのプロセスが記述されることで,戦略的IT投資が容易になり,評価のあり方も担保

される｡

もちろんBSCは万能ではないし,実際に効果を生み出すためには業務プロセスの改善やKPI

の適切な設定の随時見直しなど,運用過程での努力も必要となる｡しかし,そうした課題を抱

えていながらも, BSCが1T投資の評価に大きな効果を発揮することが確認された｡今後, IT

投資評価に関して戦略的要素が一段と求められる中,より一層の活用が見込まれる｡
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