
．はじめに

近年企業では新製品開発プロジェクトや製品コスト削減プロジェクトなど、様々なプロ

ジェクトが実行されている。年々経営環境は厳しくなるばかりで、適切なプロジェクト管理

ができなければ、ライバル企業の後塵を拝することになってしまう。

プロジェクトの管理は定型業務の管理と違い、前例のないもの、つまりユニークなものを

管理対象としている。それがプロジェクト管理を困難なものにしている。そのユニークさゆ

えに、顧客が望む製品、サービスの仕様を当の本人である、顧客、あるいはプロジェクトの

実行者が理解しがたいという問題が生じ、成果物が完成に近づくにつれ仕様の変更が必要な

事態に陥ることがある。また、そのことによって、スケジュールが遅延し、コストがいくら

でも膨張してしまう。このような問題を克服するためには、プロジェクトの適切な管理、す

なわち、できるだけ詳細な計画を立て、プロジェクトの進捗状況について常にモニタリング

し、成果物の品質、コスト、スケジュールについての情報を管理者に報告する必要がある。

プロジェクト・マネジメント（以下 ）が誕生したのは、 年代のアメリカである。

それまでは、プロジェクト管理はベテランの勘に頼る部分が多く、属人的な性質が強かった

ため、たとえ、プロジェクトが成功したとしても組織知として残ることは少なかった。当

時、宇宙事業において、米国は旧ソ連に対して遅れをとっており、苦境から脱するために米

国政府は の開発に力を注いだわけである。 は宇宙産業だけでなく、公共、軍事産

業などで用いられていたが［ ］、当該産業は民間企業に比べコスト意識が低い

ことからもわかるように、 でもスケジューリングのみが重要視されていた［能澤，

］。

年代に入ると企業の経営者が を積極的に導入するようになり、 をどのよ

うに実行するかがテーマであった。つまり、 年代のスケジューリング偏重の から品

質マネジメントも重視する へと変化したのであった。 年代に入り、原価企画を基に

したコンカレント・エンジニアリングが米国で流行すると、 の主要なテーマは製品開
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発の期間短縮へと変化し、コスト・品質・スケジューリングという 大要素を統合管理する

ことが重要視されることとなった［井上 ］。

その後 に顧客要求という概念が取り込まれ、 年に の国際標準である

（ ）が発行された。 とは

の世界最大の団体 （ ）が発行している の知識体系

であり、国際標準 シリーズのガイドラインである （ における品質の

指針）の下敷きともなっている。

いまやプロジェクトを成功に導くにはいかに適切に を実行するかにかかっている。

そのためには、プロジェクトのコスト・品質・スケジュールに関して計画をたて、実行し、

差異が生じれば行動を是正する必要がある。

が成功するために管理会計の役割はどこにあるのかといえば、それは にコストマ

ネジメントの概念を適用することであろう。すなわち、戦略にもとづく の実行をサ

ポートするためにコスト情報を適切に用いるところにある。さらに戦略との統合を考慮した

の への適用も現在では提唱されており、わが国の である にもバランス

ト・スコアカードが取り入れられている［浅田， ］。

本稿においても、 の戦略との整合性は不可欠なものであると考えるが、その際に

は、コストとスケジュールとのトレードオフを考慮しなくてはならない。プロジェクトは単

一ではなく複数プロジェクトが同時並行的に行われるケースが一般的であるが、どのプロ

ジェクトを採用するか、あるいはプロジェクトの優勢順位付けをどのように行うかというよ

うなプロジェクト戦略を全社戦略に即した形で策定する必要があり、プロジェクト戦略を成

功させるためには、それぞれのプロジェクトについて、スケジュールとコストというトレー

ドオフ関係にあるものに関してどちらを重視した を行うか決定しなくてはならないの

である。つまり、プロジェクトの中にはコストをかけても積極的に取り組まなければならな

い重要プロジェクトもあれば、そうでないプロジェクトもあるわけである。コスト情報の提

供という点においては、このスケジュールとコストとのトレードオフ関係を考慮にいれなく

てはならない。

また、 では、 とは異なる独自のスコアカードである

（ ）が提唱されている。 はプロジェクトの利益だけ

でなく、 のもたらすソリューションそのものの財務的な成果も表示されている。この

ソリューションの成果に対する説明責任を果たそうという視点は を組織に根付かせ

るためには重要であると思われる。

本稿では、先行研究のレビューを通じ、 を成功に導くための管理会計の役割について

考察するために、 つの視点、 戦略にもとづく の実行と、 の財務的な成果に

ついて検討したい。
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．プロジェクト戦略と

道具箱のピラミッド構造

は、特定目的のために組み合わせた既存の ツールの集合体を

道具箱（ ）と定義し、その役割を標準的な （ ）プロセスを支援するも

のとしている。また、 は 戦略の実施を助け、 戦略は存続と成長を追及する企

業の競争戦略を支援するものと定義している。

によれば、この上向きの連鎖が機能するためには、逆に下向きの連鎖が

機能しなくてはならない。すなわち、競争戦略は 戦略を推進する必要があり、 戦

略は プロセスを推進し、 プロセスは 道具箱の設計を推進する必要がある。

競争戦略と 戦略、 プロセス、 道具箱の関係

図表 に示すように、 道具箱は プロセスを支援するものでなければならない

が、その支援関係については、 は以下に示すような図で説明している。

彼の競争戦略はいわゆるポーターが提唱した競争戦略であり、競争優位創造の源泉を低コ

ストか差別化に見出している。

差別化戦略

戦略、すなわち、競合他社とは異なる製品、サービスの特性を自社製品に付加することに

より、製品の優位性を確保するものである。この戦略を追求する企業は、顧客が喜んで購入

する機能をすべて盛り込み、差別化機能のための追加コストを補う割り増し価格を設定する

図表 プロジェクトマネジメント道具箱のピラミッド構造

出典



ことができる。

低コスト戦略

ライバル企業に対して、持続的なコスト優位を確立することを狙う戦略であり、ライバル

企業よりも低価格を設定することで市場シェアを奪うか、高い利益率を確保するところに意

図がある。品質および重要な機能を維持しつつコスト削減を継続的に追求し、過剰な機能を

有しない基本的でより製品により達成される。

ベスト・コスト戦略

この戦略をとる企業は、低コストかつ高機能を組み合わせている。この戦略では、顧客に

提供する機能が、顧客の価格上の期待を上回るものでなければならない。なおかつ、ライバ

ル企業よりも低価格で販売することによりコスト優位性を持続せねばならない

始めに、企業は市場でライバル企業と競争する手段として競争戦略を選択する。次に、企

業は に関する戦略を策定する。その目的は、 戦略と選択した競争戦略を整合させ

ることである。差別化戦略を採用する場合は、スケジュールを重視の 戦略を遂行し、

低コスト戦略であれば、コスト重視の 戦略を、ベスト・コスト戦略の場合は、コス

ト・品質重視の 戦略を遂行することになる。

このように、 の実行は最終的には競争戦略と結びついた 戦略を通して実行され

なければならない。 戦略の違いによってプロジェクト関係者へ提供せねばならない情

報も異なってくるからである。
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プロジェクト・マネジメントにおける管理会計の役割（坂手）

会計情報との関わりで考えると、拙稿［ ］で検討したように、これまでは戦

略を所与としたうえで、プロジェクトのコストについての情報を （

）などのコスト管理ツールを通じて、プロジェクト関係者に提供していたが、

企業戦略の違いによって提供すべき情報やコスト管理ツールの重要度には違いがあるだろ

う。

を例にとると、たとえば、差別化戦略を採用した場合には、コスト管理ツールの重

要度は低くなり、重要指標はスケジュール差異（実際に着手した作業に割り当てられた標準

額と、当初計画されていたその時期までの予定費用との差）のようなスケジュール遵守を促

すものとなる。すなわち、実際コストの情報に対する重要度が低下するわけである。

一方で低コスト戦略をとる場合には、コスト管理ツールの重要度は高くなる。重要指標と

しては、コスト効率指標（ ）、すなわち、着手した作業に割り

当てられた予算値と実際に支出したコストの比率やコスト差異、すなわち、着手した作業に

割り当てられる予算値と、その時期までの費用支出実績値との差額のような、標準と実績と

の差に焦点があてられる。どの程度までコスト管理ツールを活用すべきか判断し、焦点を当

てるべき指標を決定したうえで、プロジェクト関係者に情報を提供することは、管理会計の

はたすべき役割であろう。

そして、 の 戦略の実行に際しては、それぞれリスクがあることを忘れては

ならない。たとえば、低コスト戦略をとれば、コスト削減が最重要視されるわけであるか

ら、安易な人件費の削減による品質低下を招きやすいことは想像に難くない。一方で差別化

戦略を採用した場合、コスト超過が拡大する可能性がある。ベスト・コスト戦略に関して

も、コスト、品質の両方を重視するつもりが、両方とも要件を満足させられないという状況

に陥るリスクが存在するのである。

のモデルは の競争戦略を前提としているが、近年の戦略論で彼の戦略は

ポジショニング・アプローチに位置づけられ、もう一つの戦略である資源アプローチと区別

されている［佐々木， ］。企業の保有する競争力ある資源の活用を前面に押し出した資

源アプローチにおける戦略と との関係については未だ明らかにされていない。

図表 戦略とコスト管理ツールとの関係

競争戦略 戦略
コスト管理ツール

の重要度
重 点 リスク

低コスト戦略 コスト重視 高 標準対実績 品質低下

差別化戦略 スケジュール重視 低 予算対標準 コスト超過

ベスト・コスト戦略 コスト・品質重視 高
予算対標準

標準対実績
スケジュール超過

競争戦略 戦略
コスト管理ツール

の重要度
重 点 リスク



．

の目的

［ ］によれば、プロジェクトの成果のプロジェクト・マネジャー

に対する報告責任が高まる中で、 の重要性が高まってきているにもかかわらず、失敗

に終わる例が多い。

プロジェクトが失敗に終わる原因としては、事前にプロジェクトを明確に定義づけ、目的

へ焦点を当てていないこと、そして、成功したかどうかを評価するための適切な指標を設け

ていないことをあげている［ ］。その上で、彼らは の目的を

・プロセスにおける重要時点で業績測定する必要のある重要指標を定義づけ、業績評価

を行うことによりプロジェクトの目標整合性を保つことにあるとしている。また、彼らは

を用いることで、近年のプロジェクトにありがちなアカウンタビリティの欠如を克

服することができ、結果として、プロジェクトの資源や時間の浪費、スタッフのモチベー

ションの低下やキャリアの破壊を防ぐことができるとしている［

］。

本節では、 を支援する管理会計の役割について考察するために、 について検

討したい。

構築のステップ

ビジョンと計画［ ］

を構築する第 段階は、プロジェクトのビジョン設定と計画の立案である。プロ

ジェクトのビジョンは、プロジェクトの利害関係者へのインタビューなどで決定されたプロ

ジェクトの諸目標をもとにビジョン・ステートメントという形で文書化される。
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プロジェクト・マネジメントにおける管理会計の役割（坂手）

さらに、ビジョン・ステートメントの内容に対するコミットメントが得られているかどう

かも再確認しなくてはならない。ビジョンの設定がスムーズにいかない場合は、次段階であ

るプロジェクトの計画には進むことはできない。

ビジョンの設定ができれば、プロジェクト計画の立案ステップに移るが、ここでは、プロ

ジェクトのコスト、スケジュール、品質という つの制約について優先順位がつけられる。

そして、プロジェクトの評価方法に関する計画であるプロジェクト評価計画を策定し、標準

を設定するためのベースラインデータを収集する。その後、プロジェクトおよびプロジェク

ト評価を管理可能な単位に分割し、続いて のスケジューリング・ツールにプロジェク

トとプロジェクト評価についてのデータを入力する。

この段階では、より具体的にプロジェクト・タスクの期間設定やタスク間の関係、タスク

に必要な資源と予算についても決定される。

評価計画の準備

評価計画を立案する際には前もって以下の事項について検討しておく必要がある

［ ］。

評価の目的［ ］

評価計画に先立ち決めなくてはならない第 番目の項目は、プロジェクト評価の目的であ

る。具体的には以下の 項目について決定する。

・ ソリューションがプロジェクトの目標達成に貢献しているかを判断する

・ プロセスの強みと弱みを識別する

・ ソリューションの貨幣的な便益をコストと比較する

・将来のマーケティング・プロジェクトを支援する

・プロジェクトの主要業績評価尺度のデータベースを構築する

評価レベル［ ］

の評価は少なくとも以下に示す つ以上のレベルに分けて行う。重要なのは、レ

ベル からレベル までのデータの収集と分析をどう行うかについての計画を立て、

ソリューションの投資利益率（ ）を算定することである。

レベル ソリューションに関する反応、成功、計画された行動を測定する。

レベル ソリューションに必要とされる知識と技術における変化を測定する

レベル ソリューションの適用と実行を評価する

レベル ソリューションがもたらす事業へのインパクトを識別する

レベル ソリューションによる を算定する

データ収集の手段［ ］

プロジェクトに関するデータを収集するためにさまざまな手段が用いられる。どのような

評価手段を用いるかはプロジェクト評価計画の初期段階において考慮されるべきである。

プロジェクト・データの収集に最もよく用いられる つの手段としては、資料調査、アン

ケート、インタビュー、フォーカス・グループ、ガント・チャート、予算ワークシート、業

績記録、 ソフトウェアが挙げられる。

評価のタイミング［ ］

プロジェクトの評価や方法も大事だが、評価のタイミングを決定することも重要である。



基本的には事後的な評価になるが、事後的な評価と比較するために可能であれば、事前的に

も評価する。そして、評価は複数回実施されることが望ましい。一般的には、プロジェクト

が完了すると同時か、プロジェクトが達成され、成果が出たときに行う。

評価計画の立案

評価計画は具体的にはデータ収集計画と 分析計画という つの計画文書の作成を通

じて行われ、プロジェクトの実行前に完成されなければならない。

データ収集計画［ ］

データ収集計画に関する文書（図表 ）では つの評価レベルのそれぞれにおけるデータ

収集に関する主な要素が定められる。レベル の 目標 にはプロジェクトに対する肯定的

な反応や関係者に実行されるべき行動内容などが記入される。データ収集に関するレベル

の責任者はプロジェクトマネジャーである。

レベル の評価は、学習の測定に焦点があてられる。 目標 にはプロジェクト・チー

ム・メンバーの知識や技術、さらには姿勢などに関して改善する必要のある領域が記入され

る。評価手法には、それぞれの学習評価に対応する特定の方法（テストやシミュレーショ

ン、技術評価、実務評価、進行役評価）が採用される。一般的にレベル の評価を行うタイ

ミングは、プロジェクト期間中か終了時である。

レベル の評価は、 目標 はプロジェクトの実行に関する広範な領域（現場における重

要な活動など）である。評価手法にはポストプログラム評価方法の一つが含まれており、し

ばしばプロジェクト完了後の数週間、あるいは数ヶ月の間実行される。責任はプロジェク

ト・チームや部門訓練担当者等、地域の管理者等のような、複数のグループに割り当てられ

るため、プロセスの初期段階でレベル における各評価項目を明らかにすることは重要であ

る。

レベル の評価では、 目標 にはプロジェクトが及ぼす事業へのインパクト（に関する

変数）について記入される。そして、事業へのインパクトの測定方法も示される。たとえ

ば、目標の一つが品質の改善であるならば、 単位ごとの欠品数のように、その品質を

実際に測定する方法が示されている。望ましい評価手法には業績モニタリングやファイル分

析さらには、アクション・プランニング（特定の課題を解決するための具体的な行動に関す

る計画）などがある。

評価のタイミングはプロジェクト・チーム・メンバーがいかに早く持続的な事業インパク

トを生み出すかによって異なる。一般的にはプロジェクト実行後の数ヶ月に行われる。プロ

ジェクト・チーム自身、監督者、部門訓練コーディネーター、外部の評価担当者がレベル

のデータ収集に責任を持つケースが多い。

レベル の評価では、 目標 はターゲットとして示される。具体的には、レベル を実

行したことによる改善額と実行コストとの比率であらわされる。改善によってもたらされる

金額についてはプロジェクトのコストについてよく検討した後に決められる。データ収集に

ついての計画はプロジェクト評価の戦略にとって重要であり、プロジェクトを実行する前に

完了していなければならない。さらに、プロジェクトを進めるために、データ収集価計画は

評価計画の前に完了させなければならない。この計画はあくまでも、どのような種類

のデータをどのように、いつ、誰が収集するべきなのかについて明確な方向性を提供すると
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ころにその目的があるからである。

分析計画［ ］

図表 はプロジェクトの 分析計画を示している。この計画文書はデータ収集計画に

続いて作成するものであり、この計画で、実際の の計算を行う際に必要となるいくつ

かの重要項目に関する情報を把握する。最初の列では、重要なデータ項目、大抵はレベル

の 測度 データ の項目がリストされる。しかし、レベル のデータ項目を用いてもよ

い。

列目には、 ソリューションの影響を分離するための方法が示され、 列目には

データを金額に変換する手法が示される。そして、 列目には、将来把握されるプロジェク

トコスト・カテゴリが示される。コスト関連項目には、プロジェクト固有のコスト項目ない

限り、他のプロジェクトと同じものがリストされる。プロジェクトから得られる無形の便益

が 列目にリストされる。この項目はプロジェクトに関するスポンサーや専門家、その他の

利害関係者との会議によって決められる。無形の便益はレベル の測度の中でも貨幣価値へ

は換算されない測度である。報告対象は 列目に表示される。情報を受け取るべき多くのグ

ループが存在するが、 上級管理者グループ 、 プロジェクト・チームの監督者 、 プロ

ジェクト・チーム・メンバー 、 訓練・技術スタッフ という つの対象グループが挙げら

れることが多い。これら つの関係者グループが 分析の結果について周知する必要が

ある。プロジェクトの実行に影響するであろうその他の問題や項目は 列目で示される。典

図表 製造生産の遅延 プロジェクトに関するデータ収集計画

出所

図表 生産遅延プロジェクトにおける 分析

出所



型的な項目としては、プロジェクト・チーム・メンバーのケイパビリティ（組織的能力）や

データ・ソースへのアクセス権限、データ分析上の固有の問題がある。

プロジェクト・データの収集［ ］

データの収集は効果的な の実行にとって重要である。ある状況では、プロジェクト

後のデータが収集されプログラム前の状況、コントロール・グループ間の相違や期待と比較

される。アウトプット、品質、コスト、時間などのハード・データや労働習慣、職場の風

土、態度のようなソフト・データがしばしば収集される。データは以下に示すようなさまざ

まな方法で収集される。

・追跡調査

・追跡アンケート

・現場での観察

・実行後のインタビュー

・フォーカス・グループ法 ）

・プロジェクト・アサインメント

・出来高契約

・事後集会、再開集会

・業績モニタリングおよびファイル分析

・ガント・チャート ）

・予算ワークシート

の影響を分離する［ ］

このステップは、プロジェクトの業績向上に が直接的にどれほど貢献しているかを

見極めることを目的としている。業績向上は 以外の要因によってもたらされる部分も

あるはずである。よって、 がもたらす を正確に計算するためには、業績データに

影響を及ぼす 以外の原因を取り除き、 がもたらす要因のみを抽出する必要があ

る。このステップでは以下に示す方法を適用することができる。

・コントロール・グループの設置 ）

・傾向線による予測

・プロジェクト・チーム・メンバーによる改善度の予測

・プロジェクト・チームの監督者による改善度の予測

・上級管理者による改善度の予測

・専門家による改善度の予測

・プロジェクト業績の改善のうち、 の適用では説明できない改善の把握
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）フォーカス・グループ・ディスカッション（ ）ともいう。 は あらかじめ選定された研究関
心のテーマについて、焦点が定まった議論をしてもらう目的のために、明確に定義された母集団から少人
数の対象者を集めて行うディスカッションである（ ）。 を取り入れることでプロ
ジェクトに関する様々なデータを集められるということである。
）縦軸に作業を羅列し、横軸を日付などの時間軸として、作業の開始と終了を示す横線を記入して管理す
るものである［アイテック情報技術教育研究部 ， ］。
）コントロール・グループとはここでは、 を利用しないグループを意味する。 を利用している
実験グループとコントロール・グループを比較することで、 がもたらす諸要因を抽出することが可
能となる。
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・顧客の調査

データの貨幣価値への変換［

］

プロジェクトの の計算はデータ収集計画のレベル において行われるが、レベル

の評価のために収集されたデータが貨幣的価値へ変換され、 のコストと比較される。

具体的には、データの貨幣価値への変換は以下に示す つのステップによって行われる

［ ］。

ステップ 測定単位の決定

測定単位としては、生産量、サービスの提供量、売上高などがある。ほかにも時間に関す

る測度としてサイクルタイムや顧客への応答時間がある。品質に関する測度としてミスや欠

品、作業のやり直しなどがある。（例 顧客の苦情）

ステップ 個々の測定単位の値の決定

ステップ で決めた測定単位の価値（ ）を決定する。ほとんどの組織が製品一単

位あたりのコストや欠品のコストに関するデータを所有しているため、それらを利用する。

顧客の苦情、従業員の態度の変化の価値などの定性的なデータの場合、価値の評価は難しい

ものとなる。

（例 労働関係のスタッフなどの内部の専門家の見積で顧客苦情 件あたりの平均コストは

ドルと算定された。）

ステップ 業績データの変動量（ ）の計算

アウトプット・データが の影響を受けたあとにどれぐらい変動したかを計算する。

変動量（ ）は がもたらす業績改善の度合いを意味する。

（例 プロジェクト完了後、 ヶ月あたりの苦情件数は 件減った。プロジェクト・チーム

の監督者によりそのうち 件が によってもたらされたものであるとみなされた）

ステップ 年間の変動量の計算

変動量を年ベースで計算し、年間の業績データの総変動量（ ）を把握する。改善によ

る便益は 年間を通じて平均的にもたらされるものではないが、それでもプロジェクトの便

益を把握するさいには、年ベースでの改善度を計算することが基本的なアプローチとなる。

（例 件 ヶ月 件）

ステップ 改善度の年額の計算

改善の年間の変動量（ ）に測定対象の単位あたり価値（ ）を乗じることによって改

善度の総額が計算される。

（例 件 ドル ドル）

また、測定対象項目の単位あたりの金額を算定するには、以下の方法を用いることが可能

である［ ］。

・利益貢献額およびコスト削減額への変換

・品質改善のコスト削減額への変換

・従業員の活動時間短縮のコスト削減額への変換

・過去のコストの利用

・内外の専門家によるプロジェクトの改善度の貨幣価値への変換



・外部データベースの利用

・プロジェクト・チーム・メンバーによるデータ項目の貨幣価値による見積

・プロジェクト・チームの監督者による改善度の貨幣価値への変換

・上級管理者による改善度の貨幣価値への変換

のコストを把握する［ ］

コストの提示には の計算を目的とした、 関連のすべてのコストを明らかにし、

モニタリングしなくてはならない。 らによれば、 関連のコストは図表 に示

すとおり、 つに、すなわち、組織内部のコスト、顧客のコスト、顧客以外の外部のコスト

である。 つめのカテゴリの顧客関連のコストは、しばしばプロジェクトのコストに含まれ

ないことがあるが、あくまでも、これらもプロジェクトに関連して発生するコストであり、

のコストに含めるべきである［ ］。

より具体的なコスト項目の例としては以下のものがある［ ］。

・プロジェクト・ソリューションの設計と構築にかかるコストで、おそらくプロジェク

ト・ソリューションが適用される全期間に割り当てられる。

・関係者に提供されるプロジェクト・ソリューション・マテリアルのコスト

・プロジェクト・ソリューション関連の訓練を行う講師や進行役にかかるコスト。実行

だけでなく準備のコストも対象となる。

・プロジェクト・ソリューションのための特別な施設やサービスにかかるコスト

・もし、適用可能であれば、プロジェクト・チームのための旅費、宿泊費、食費など

・給料、および、 の会議や訓練に参加するプロジェクト・チーム・メンバーに対

する従業員手当て

・適切な方法によって配賦された、 や訓練に関する管理および間接費

の計算をする［ ］

投資利益率（ ）はプロジェクト・ソリューションによる便益とコストを利用して計算

される。便益 コストによって計算される比率は便益の貨幣額をコストによって除すること

によって求められる。計算式は以下のとおりである。
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図表 コストの種類

コストの源泉 コストを報告する際の問題

． を行う組織

給料、人件費

コストはたいてい正確である

変動費は過小評価されやすい

．顧客の費用

直接費と間接費

直接費の一部はコストとみなされないこと

がある

間接費がプロジェクト・コストとみなされ

ることはまれである

．その他の費用

設備関連の費用、サービスの費用

過小評価されることがある

報告責任が果たされていないことがある

出所
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しばしば、この比率はコスト 便益で計算されることもあるが、内容は上述の と同

じである。 はソリューションによる正味の便益をプロジェクト・ソリューション・コ

ストで除すことによって求められる。正味の便益は貨幣的な便益からコストを引いたもので

ある。式では、 は以下のようになる。

この式はそのほかの投資の採算性を評価する伝統的な計算式、つまり、収益を投資額で除

すわけである。

また、投資採算性の計算では時間価値を考慮することが重要であるが、彼らもその点につい

て認め、正味現在価値法、内部利益率法、回収期間法によってプロジェクトの評価をする方

法をあわせて採用することを推奨している［ ］。

無形の便益を識別する［ ］

有形の便益や貨幣的便益に加え、ほとんどのプロジェクト・ソリューションは無形の非貨

幣的な便益を享受することになる。 の計算はハード、ソフトの両データが貨幣的価値

に変換されることによって計算される。無形の便益は以下の項目を含む。

・仕事に対する満足度の向上

・組織内のコミットメントの向上

・チームワークの改善

・顧客サービスの改善

・不満の低下

・対立の減少

データ分析の間、すべてのデータを貨幣的価値へ変換するためのあらやる試みがなされ

る。成果物や品質、時間などのすべてのハード・データが貨幣的価値へ変換される。ソフ

ト・データの変換はすべてのデータ項目について行われる。しかし、もし変換のプロセスが

主観的すぎ、正確性に欠け、結果的に変換後の価値が信頼性のないものである場合は、デー

タは適切な説明が付された状態で無形的便益としてリストされる。いくつかのプロジェク

ト・ソリューションにとっては、無形の非貨幣的便益は非常に有用であり、しばしばハー

ド・データ項目と同等の影響力を持つ。

がこれまでの のためのツールと違う点は、プロジェクトのコストとベネ

フィットの測定と比較だけではなく、 がもたらすベネフィットとコストを測定して比

較し、 が適切に行われているかどうかをチェックしつづけるところにある。情報シス

テムや管理システム自体コストがかかるものであり、プロジェクトの失敗の責任追及は

そのものに及んでしまう。 を導入することで の有用性を示し、プロジェクトの

成功を阻害する要因について、質的なデータも含まれるが、多くの金額情報を示すことがで

きる。プロジェクトのコストだけでなく、 のソリューションコストとベネフィットの

情報提供は における管理会計の重要な役割であると考えられる。

プロジェクト・ソリューションの貨幣的便益
プロジェクトソリューションのコスト

（％）
プロジェクト・ソリューションの正味の貨幣的便益

プロジェクト・ソリューション・コスト



．おわりに

本稿では、 における管理会計の役割について考察するために、 道具箱および

について検討した。まず、戦略と との関係という視点から 道具箱について

検討した。どのような ツールを適用するかは全社戦略にもとづいて策定されたプロ

ジェクト戦略によって異なり、 ツールとしての会計情報システムもプロジェクト戦略

によって適用の仕方が異なることを指摘した。 についての検討では、管理会計シス

テムがプロジェクト自体のコストとベネフィットの測定だけではなく、プロジェクト・マネ

ジメントを用いることの合理性についての説明責任を果たすために のコストとベネ

フィットについてスコアカードという形式で示すことの重要性について指摘した。

プロジェクトは定常業務と違い、ユニークな取り組みであり、これまで管理会計の役割と

してはプロジェクトに必要な資源のコスト管理という点のみに焦点があてられがちであった

が、 を適切に実行し、プロジェクトを成功に導くには管理会計の適用可能性について

今後も検討し、より多くの有用な情報を提供する必要があると思われる。
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