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インテックのコンサルティング事業

これからのIT戦略とその策定方法
岡

真一郎

前書き
IT 戦略に求められるものは時代とともに変化しており、今や IT 戦略はビジネス戦略そのものと言っても過言
ではない。本文では、IT 戦略を策定するうえで考慮すべき要素や具体的な方法について紹介する。経営に IT
をもっと活用したい経営者の方、IT 戦略策定を担当している方、そして、IT に関心があり理解を深めたい方など、
幅広い方々にとって参考になれば幸いである。

1. はじめに
1.1 過去のITシステムの背景と目的
ITシステムがビジネスに本格的に使われはじめた1980年代頃、

システムを作ることができるようになった。そして今や、スマート
フォンにより、いたるところでITシステムを使うことができる。ま
た、PCさえあれば、
インターネットに接続して、自分が作ったアプ
リケーションを世界中に配布することも可能だ。

システム機器は高価であり、公共機関や大企業、IT企業を除く一

ア マゾンは 、ロングテール 市 場 を 開 拓し、2 0 0 8 年 創 業 の

般の企業にとっては特別な存在であった。オンラインでデータを

Airbnbは、約10年で4 0 0万室以上を持つ宿泊事業者[1]となっ

参照したり、データ通信を使って企業間で取引したりするために

た（1919年創業のHILTONは98年かかって79万室[2]）。2011年

は、個々の企業で専用設備を構築しなければならず、膨大なコス

にニューヨークでサービスを開始したUberは、わずか3 年で

トがかかった。この頃、ITシステムが担っていたのは、手書きの伝

イエローキャブの数（約1万3千台）[3]を上回っている。そして

票や在庫の入力、データ集計、帳票出力などであり、
その主な目

Facebookに代表されるSNSによって個人の行動様式を収集

的は定型的業務の省力化や自動化に限られていた。

することが可能となり、最適な広告を打って、ピンポイントで顧

当時ITシステムは、企業の付加価値を高めるというよりは、効
率化のために存在していたと言える。

1.2 これからのITシステムの背景と目的
近年ITシステムは、効率化・自動化のみならず、事業の付加価
値を高めること、新しい顧客を創造することを目的として構築・
活用されるようになってきている。
この変化は、
1995年あたりから始まったインターネットの普及
に因るところが大きい。インターネットにより、ほぼ無料で世界
中と接続できるようになり、オープン化によって誰もが安価にIT
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図 1 過去の IT システムと近年の IT システム
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客の購買意欲を刺激できるようになっている。また、2020年まで

2.3 これからのIT戦略とは

には、毎年540億個のセンサーが製造される[4]という。家、車、オ

前述した目的を果たすためには、これまでのようにビジネス戦

フィス、工場等から見たこともないような大量のデータが生み出

略が固まった後にIT戦略を策定するのではなく、ビジネス戦略と

され、サービスとニーズのマッチングに向けたこれまでになかっ

IT戦略を一体として考える必要がある。

た市場が創造されるだろう。

したがって、これからのIT戦略とは、ITを用いたビジネス戦略

このような新しいIT技術がもたらす変化によって、企業は世界

そのものであり、
「将来を先読みし、自社の強みを活かした目的

中の潜在的な新規顧客にリーチすることが可能となった今、IT戦

と目標を定め、これら目標を実現するために経営資源を最適に

略はビジネス戦略そのものといっても過言ではないだろう。

配分するためのシナリオ」である。

2.1 戦争における戦略と経営戦略について
戦争における戦略とは、勝つための資源配置のシナリオであ
り、一貫性を持った戦術や戦闘を行う上での礎となるものであ

3. IT 戦略を策定する前に留意し
ておくこと
より有効なIT戦略を策定するために、事前に以下3つについて
留意しておくとよい。

る。一方、経営戦略は、デュポン（1802年創業）、スタンダード・オ

●

よくあるIT戦略（間違った例）

イル（1911年創業）といった企業が発展した頃から、人やモノの合

●

IT部門の特性

理的な活用のために研究されてきた。

●

IT戦略の位置づけと全体の流れ

戦略論の権威であるルメルトは、戦略を業績目標と混同しては
ならず、また、戦略は専門用語を並べたり、
やることリストを並べ
たり、スローガンであってはならないとしている。そのうえで戦略
は、次の3つの要素から構成されると説いている[5](以下は筆者
が抜粋、要約したものである)。
：状況を把握し、取り組むべき課題を設定

3.1 よくあるIT戦略（間違った例）
よくあるIT戦略とは、概ね次の3つのいずれかではないだろ
うか。
●

流行りの言葉ばかりが並び内容を聞くと答えに窮するIT戦略

●

総花になっているIT戦略
以前から抱えている難しい問題に取り組まないIT戦略

●

診断

●

基本方針：課題に取り組むうえでの総合的な方針を策定

●

●

行動

1つ目にある流行りの言葉とは、現在では「IoT」や「AI」などで

：基本方針を実行するための一貫性のある行動

あろう。新しいIT技術や流行りを知っておくことは大事だが、自

2.2 IT戦略の目的

社としてどう解釈し、どう使おうとしているのか、技術がもたらす

企業の目的は、単にお金を儲けることではなく、事業を継続さ

効果の本質を理解することが重要である。流行りの言葉には発

せるために利益を追求することである。その目的を達成するため

信力があり、発言したり聞いたりするだけでワクワクする。しかし

に、企業は業務を効率的に運営し、商品・サービスの付加価値を

一方で、受け取り方によって解釈が様々になることもあり、言葉

向上させ、新しい顧客（市場）を創造し続けなければならない。

を使ってはみたものの、具体的な形が見えてこないということも

適切にIT戦略を策定することにより、企業は合理的でスピー

ある。

ディーなビジネスシステム（業務の構造や業務プロセス、情報の

2つ目の総花になっているIT戦略とは、一貫したコンセプトや

共有）を整備し、資産（人、
モノ、カネ、顧客、取引先、情報、権利な

思想がなく、各部門のアンケート結果を並べただけというもので

ど）を有効に活用し、新しい顧客を創造することができる。

ある。このようなIT戦略は実施策にまとまりがないことが特徴

このようなビジネスシステムを持つ企業は、資本コストより

で、何を目指しているのかあやふやで不明確である。

大きな利益を生み出すことができ、市場の評価指標の一つで

3つ目は、真の問題に取り組まない戦略である。例えば、汎用機

あるEVA®(Economic Value Added) (1)を高めることが可能

やオフコンを使っている場合、設計書がない、よく知っている担

となる。

当者が定年退職する、ということが起こりがちである。汎用機は
コード体系が硬直的なうえ、バッチベースで作られており柔軟性

（1） EVA®：Economic Value Added，Stern Stewart & Co., の登録商標。企業を評価する指標の 1 つ。税引後営業利益から資本コストを差し引いた利益。
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2. IT 戦略とは

が低い。したがって、
その場凌ぎの対策が積み重なっている状態

もう1つの特性として組織が縦割り化されていることが挙げら

になっていて、修正しようとすると想定以上にコストがかかった

れる。例えばメーカーは、
「販売計画→生産計画→購買→生産・

り、場合によっては修正ができず、
ビジネスに影響が及ぶ。

在庫→販売・物流→売上・回収」と複数の業務をスムーズに連携

このような場合は、古いITシステムを放置することの問題を解

させなくてはならない。しかし、最初から統合されている高度な

きほぐし、経営者に説明し、理解を得なければならないが、次の

ERPは別にして、多くのITシステムは、生産管理、営業管理と縦

異動までには対応できないからと担当者が見て見ぬふりをして

割りで構築されてきた。それに伴いIT部門内も縦割りで運営され

しまうことがある。見送れば見送るほどそれが慣例となり、本来

ることが多いことから、望ましい業務連携やITシステム全体に考

経営を支援すべきITシステムが足枷になってしまうのである。

えが及ばない場合がある。
企業全体の最適化のためにIT部門の役割を常に見直し、ビジ

3.2 IT部門の特性

ネスシステム全体を俯瞰して見る視点を持つ組織や人材育成が

多くのIT部門は2つの特性を持っている。1つ目の特性は、
手段

重要である。

が目的化した組織になりがちであること、2つ目の特性は、部内

3.3 IT戦略の位置づけと全体の流れ

が縦割りになる傾向があることである。
ITシステムは経営や事業を推進する手段の一つであるが、IT

IT戦略から実現までの全体の流れは、以下のように3つのフェー

部門にとっては、ITシステムを作ること自体が組織の目的となっ

ズから構成される（図2参照）。IT戦略は最初のフェーズに位置づ

ている場合が多い。例えばERPの導入であれば、本来の目的は

けられる。本文では、
フェーズ1のIT戦略策定について詳述する。

業務のスピードアップや効率化であるが、
しばしばシステム導入

●フェーズ1

IT戦略策定

自体が目的化してしまう。近年では、AIやIoTを導入することがビ

●フェーズ2

システム化構想・計画

ジネスの目的になってしまっているケースが散見される。

●フェーズ3

システム開発と業務改善

フェーズ１ IT 戦略
IT 戦略策定

フェーズ２
システム化構想、計画

予備調査とテーマ設定
予備
調査

テーマ
設定

計画

調査分析、評価

解決
方向性

現状モデル
（As-ls）

実施策

将来モデル
（To-Be）
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業務改善、システム開発

図 2 IT 戦略〜実現までの全体の流れ

AA

開発、業務改善

実施体制の整備、調達など

非機能要件
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4. IT 戦略策定（フェーズ 1）の
進め方
4.1 全体の進め方

3つについて述べる。
● 決算の効率化
（早期化と同義）
● グループ経営の実現、強化（シェアードサービス化等も

含む）

IT戦略の策定は、
「予備調査とテーマ設定」
と
「IT戦略策定」から
構成される。
テーマ設定では戦略を策定するテーマとその仮説を
作る。
そのテーマと仮説を元に調査、
検討し、
IT戦略を策定する。

● 法制度への対応

1つ目は、
「決算の効率化」である。毎日の経営では、事業戦
略や業務改善等が予定通り進んでいるかどうかの確認と意
思決定が必要になる。これは会計システムだけを改修すれば

4.2 予備調査とテーマ設定

改善される問題ではなく、営業における入金予定、仕入・購買

IT戦略を策定する際には、テーマの設定が重要である。グルー

さなければならない場合もある。

物流の連携を見直したい、顧客管理に新しい視点を取り入れたい

2つ目は、
「グループ経営の実現、強化」である。1997年に純

など、
予めテーマが明確になっている場合もあるが、明確でない

粋持ち株会社が解禁されたことと情報開示が連結会計中心

場合もあるだろう。その場合は、以下のフレームワーク（図3参照）

になってきたことによって、親会社中心からグループで経営す

の5つの視点からテーマを設定するとよい。

るスタイルへのシフトが進んでいる。この動きについて大企
業は一巡した感があるが、現在は中堅企業で特に検討されて

（1）
経営課題
（2）
事業課題

IT 戦略

いる。グループ経営にシフトするためには勘定科目コードなど
中核となるコード体系やデータ管理をグループ全体で見直す
（4）
IT 固有の課題

（3）
現場の問題

（5）現状の環境
・システム構造
・IT コスト構造
・IT システムを企画、実現化する力（IT ガバナンス）

図 3 IT 戦略テーマのフレームワーク
予備調査として、
フレームワークを使って経営や事業の課題を

必要がある。また、この他にもシェアードサービス化の導入が
ある。シェアードサービス化とは、経理、人事・給与、ITシステ
ムの開発、保守・運用など間接的な業務をグループで集約、共
通化することでコストを下げる経営手法であるが、同じグルー
プ会社だからといってこれらをすぐに集約できるものではな
い。業務プロセスの共通性と利用情報（伝票、帳 票、コード
等）の共有性の視点から業務を集約し、シェアード化させる計
画を作る必要がある。

把握し、テーマとともに仮説を立てる。例えば、事業会社別の業

3つ目は、法制度への対応である。近年の例では国際会計

績を正確かつ迅速に把握できるビジネスシステムとはどのよう

基準、
マイナンバーなどが挙げられる。これらの変更は事前に

なものか、明文化しておく。この仮説は、IT戦略策定時における

案内され、かつ対応が画一的になることから、専門のサービ

現状評価の視点となり、
その後は将来像となるもので大変重要

スが提供され、比較的対応しやすいテーマである。

である。

（2）視点2 事業課題

必ずしもすべての視点から検討する必要はなく、
その時々の経

事業課題では既存事業と新規事業の2つの領域が対象と

営トップの意向や経営課題などを背景に必要な視点からテーマ

なる。ここでは、既存事業の取り組みのコンセプトを「業務効

を設定するとよい。それぞれどのような視点なのか、
そして、どの

率化と付加価値の向上、及び既存技術の転用やその延長線

ようにビジネスシステムやITシステムに関わってくるのかを以下

上にある新規市場の開拓」とし、新規事業の取り組みのコン

に解説する。

セプトを「新しい市場に新しい商品・サービスをもって臨むこ

各視点で取り上げているテーマは一部であって、
すべてではな
いことを予め断っておく。
（1）視点1 経営課題
経営課題におけるテーマは様々あるがここでは主に以下の

と」と定義した。
1つ目の既存事業におけるテーマを設定する際に重要なこ
とは、自社の強みを理解することである。強みとは今の事業
を成り立たせているオリジナリティ（同業他社とは違う独自
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プ企業として事業会社別の業績をもっと早く把握したい、販売と

の決済や支払予定といった基礎的なビジネスシステムを見直

性）にある。効率化するにしても、付加価値を向上させるにし

める事を目的とした現場からの改善要求であり、具体的には

ても、オリジナリティに立脚し、
それを更に活かすものでなけ

画面の使い勝手向上や、多重入力の解消などである。このよ

ればならない。顧客（市場）の捉え方を変える、技術の組合せ

うな問題は現場に任せておけばどうにかなるだろうと侮って

や転用によって新しい市場を見つけるといったことは、強みを

かかると解決できない。例えば多重入力の解消の場合、解決

活かすことを前提にテーマを設定する方がうまくいく。

策は、正確な情報を一度だけITシステムに入力させ、業務の

稀に自社の強みに気づいていないことがある。独自のビジ

流れに沿って必要な情報だけ遷移させる事である。そのため

ネスシステムや情報力（蓄積している情報の価値やその情報

にはどこで何を入力しているのか、何を基準に正しさを確保

を収集する力）、商取引ネットワークなどの自社の強みを大切

するのかを分析し、全体のデータの流れを見直さなければな

にし、
それらを損なうようなテーマを設定しないよう注意しな

らない。

ければならない。
2つ目の新規事業における主なテーマは、次の3つである。

らし、非効率が常態化していることがある。このような場合、

● 事 業 実 現 のため のビジネスシステムとI Tシステムの

抜本的な改善が難しくなることがある。現場に赴き、現場の

構築
● 新規事業の収益管理
● 事業性の評価

方々と意見交換をしながらテーマを見出す必要がある。
（4）視点4 IT固有の課題
IT固有の課題の1つは機器やソフトウェアの保守切れであ

1つ目の事業実現のためのビジネスシステムとITシステムの

る。今ではクラウドによって回避できるケースも増えてきたが、

構築は、
その投資枠の中で取り組むことが条件になる。ITシス

自社で所有している場合は対応せざるを得ない課題である。

テムを構築するための原価は、単にシステム化要件を積み上

もう1つは、開発・運用プロセスにおける課題である。システ

げて原価を算定するのではなく、目標とする利益額と利益率

ムの改修に想定以上に時間がかかったり、
特定の人物でなけ

から割り戻して必要な売上高を作り、
その中から原価を企画

れば改修できないといったことは珍しくない。特にWebサービ

すべきである。

スがビジネスそのものとなっている場合は、主力になっている

2つ目の収益管理の面では各計上基準が既存事業と異なる

IT技術者が辞めるときに代わりの技術者が見つからず、深刻

ことがあるので注意が必要である。例えば、土木・建設業の企

な経営問題になることがある。この問題は、開発や運用のプロ

業が製造業や仕入販売といった異なる分野へ進出する場合、

セスが無い、
もしくは、
あっても機能していないところにある。

建設業では工事進行基準が適用されるが製造業では出荷基

この開発や運用プロセスが機能しない原因の一つに、開発

準等が適用される。また、製品や商品の在庫管理や原材料等

手法（構造化手法等）がビジネスニーズに合っていないことが

の使用量も考慮した業務管理も求められる。売上や原価の予

ある。従前の構造化手法は、規模が大きく、高い正確性が求め

測を含め、管理するスタッフがこの点を十分理解していないと

られる基幹系システムに用いられることが多いが、付加価値

事業の収益を把握、管理できないことになる。

を高めるために試行錯誤が求められるWebサービスや新規

3つ目は、
事業性の評価である。新規事業は一律に1年で黒

事業向けのITシステムには合わない。

字化、
3年で累損解消という枠をはめられることが多いが、
事業

昨今は、クラウドサービスやアジャイル、DevOpsなど柔軟

環境やリスクは既存事業とは異なるので、
一律の期間を設ける

性やスピードを重視した手法がある。ビジネスのニーズに合っ

のではなく、
事業の特性に応じて事業性を判断する期間を設

た開発手法や開発・運用プロセスをどう適用するかがテーマ

定することが重要だ。社長がこの事業は3年では難しい、
5年や

となる。

るからどうにか頑張れといった指示を出すのは、
社長はこの事
業の是非を問うには5年はかかると判断しているからだ。この
ような経営トップが持つリスクを見極める経験や勘を定量的・
定性的な評価基準にして仕組み化することがテーマとなる。
（3）視点3 現場の問題
現場の問題におけるテーマとは、主に利便性と効率性を高
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現場の問題を放置しておくと、担当者が他意なく工夫をこ

（5）視点5 現状の環境
IT戦略を実行するうえでの制約条件として、次の3つを把握
しておく必要がある。
● ITシステム構造
● ITを企画、
実現化する仕組み
● ITコスト構造
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1つ目のITシステム構造は、前述3.3で述べたフェーズ2「シス
テム化構想・計画」に相当するので割愛する。

ためのデータの抽出に時間がかかってしまい、
十分な分析ができ
ず販売計画が形骸化している」といった事象があったとする。こ

2つ目のITを企画、実現化する仕組みはITガバナンスと呼

の事象から導き出される問題は、
「データ抽出に時間が取られる

ばれ、企画する力、開発する力、保守・運用する力のことであ

こと」ではなく、本来やるべき販促計画に時間がかけられず「販

る。ITガバナンスを支える業務プロセスをそれぞれ整備し、要

売機会を逃してしまうこと」である。

員の技能を把握、育成することが必要である。
3つ目のITのコスト構造では、業務ごとにITシステムの初期

4.4 課題とその解決の方向性の検討
事象（起きていること）から問題（悪い影響）を導き出した後、

る。初期投資額とランニング費用を把握する際には原価を明

その原因を探り、
それを元に課題（成すべきこと）を設定する。そ

確にする必要があるが、
その支払先や明細は大量にあるうえ

して、課題を深堀し、
その取り組み方針として解決の方向性とそ

に内容も多岐にわたる。
「外部への支払（開発や運用等で外

の実施策（方法）を洗い出す。例えば、顧客別の収益の可視化と

部の委託先へ支払っている費用）」、
「労務費」、
「経費（支払と

いった課題があるとする。この場合、最初から全ての原価を顧客

労務費以外の費用で管理費、通信費、教育費等を指す）」の

別に把握するのは難しいので、まずは直接原価のうち外部への

3つを軸に原価を整理・把握すると分かりやすい。

支払から管理しよう、といった方向性を設定して実施策をまとめ
ていく
（図4参照）。

4.3 現状を診断し問題を明確にする

一般に、多くの事象は少数の原因に集約される。
したがって、問

最初に、テーマを設定した際に立てた仮説をもとに現状を診

題の数と同じだけ原因がある状態では分析が十分ではない。分

断・評価し、問題と原因を把握する。顧客が何人いるのか正確に

析は、KJ法（川喜田二郎氏考案）を使って進めることがあり、状況

わからない、来月の支払が今月にならないと正確にわからない、

が許されるなら問題や課題を共有するために複数部門からメン

在庫が第2倉庫に移動すると消えてしまう、など様々な事象が現

バーを選出し、
ワークショップ形式で行うことが効果的である。

場で発生している。

この段階から業務の責任者や担当者を巻き込むことで現状の

複雑に絡み合った事象を解きほぐし、何が問題なのか、
その原
因は何か、見極めることが重要である。例えば、
「顧客を分析する

起きていること

仮説との差異、
結果としての
悪い影響

問題の原因

問題や課題を高いレベルで共有することが可能となり、後の業
務改善やシステム開発が進めやすくなる。

原因を解消す
るために成す
べきこと

成すべきこと
の方針

方法

解決方向性

実施策
実施策

テーマ設定
仮説

修正

将来像

現状評価

課題設定

事象
事象
事象

問題
問題

原因

課題

解決方向性

原因

課題

解決方向性

問題

解決方向性

事象

実施策
実施策

図 4 調査・分析・検討の進め方
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投資額とランニング費用（保守・運用）を明確化すべきであ

4.5 実施策を策定する
検討の結果、
手を付けやすいもの、時間を要するものなどレベ

5. IT 戦略を策定する体制

ル感にバラツキのある複数の実施策が導き出される。業務構造

先頭に立つ役員のもと、IT部門が関連する部門とともにIT戦

や組織、業務ルールを見直すのか、
ITで解決できることなのかな

略を策定する体制が望ましい。IT部門だけでは業務の問題や課

ど、実施策を単純に並べるとまとまりがなく分からなくなる。先に

題を十分に整理・検討できず、システム構築の方法ばかりが議論

検討した解決の方向性に基づき、
例えば効率化が目的の場合、
ま

されがちである。

ずその仕事自体をなくすことができないのか、人の判断をなくせ

近年、ますますビジネスとITシステムの両方に精通した人材の

ないか、
10人でなく2人で、
10時間もかけずに10分でできないかと

重要性が増しているが、このような人材は希少で自然と出現して

いった視点で大胆に見直すことが重要である。また、実施策に少

くることはほとんどない。ビジネスとITの知識を体系的に習得さ

数の実施不可能なものがあったからといって不可能だと判断する

せ、両方の実務経験を積ませるなどにより、意識して育成すべき

と何もできなくなってしまう。最初から100%を目指すのではなく、

であろう。

限られた範囲であっても実際にやってみることが重要である。

4.6 優先順位をつける
限られた期間と予算ですべての課題に対処することはできな
い。具体的な実施策を洗い出し、検討して優先順位をつける必
要がある。優先順位は、
「戦略的重要度」、
「緊急性」、
「実現可能

6. IT 戦略策定後の進め方
（フェーズ 2 と 3）
IT戦略策定後のフェーズ2と3の進め方は、以下のとおりで
ある。

性」の3つの視点から相対的に検討する（図5参照）。この優先順
位付けは、課題レベルで行ってもよいが、より具体的にするため
一旦は実施策レベルで行うことを勧めている。

6.1 システム化構想・計画（フェーズ2）
IT戦略策定後のシステム化構想・計画フェーズでは、まず現状
の業務とITシステムを可視化する。その後、IT戦略で策定された

4.7 IT戦略としてまとめる

要件を取り入れ、将来のモデルを作成し、システム化する範囲と

現状の問題、原因、課題から実施策までをIT戦略としてまとめ
る。IT戦略として策定された内容は基本方針であり、調査、分析
から実施策の実現までを分かりやすく説明し、関係者がその重
要性と必要性を十分に理解できるものでなければならない。

その順序を決める。その後、スクラッチなのかパッケージやクラ
ウドを使うのかなど、開発方針や運用方針等を計画する。
フェーズ2では、現状(As-Is）と将来(To-Be)を同じ視点で捉
えることが重要である。インテックのコンサルティングでは、
EA(Enterprise Architecture)(2) を基礎としたフレームワーク
を活用している。

戦略的重要度の高さの視点

•
・中長期経営計画の施策である
•
・経営者層の指示に基づく取り組みである
•

・経営と現場の双方が認識する取り組みである など

緊急性の高さの視点

•
・早く着手することにより、機会損失を最小限にできる
•
・先延ばしにより機会損失が確実に拡大する
•
・他の施策が実施しやすくなる

実現可能性の高さの視点
•・実現課題がある程度想定できる
•・具体的なタスク、目標、スケジュールなど
十分な計画を立てることができる
・技術的課題が少ない など

•

図 5 課題の優先順位を決めるための 3 つの視点
（2） EA：Enterprise Architecture，業務とシステムを統一的な手法でモデル化し、全体最適を行うための手法と成果物の体系のこと。
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補足として、フェーズ1を行わずに、このフェーズのAs-Is分析か
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何が正しいかを知らなければ、正しい妥協と間違った妥協を
見分けることができない」[6]と説いている。
適切なIT戦略策定により、費用や体制などの制約条件を
踏まえたうえで自社にとって最適なビジネスシステムとITシ
ステムを構築することが可能となる。すなわち、意思決定に
おける正しい妥協が可能となるのである。

8. おわりに
OECD(Organisation for Economic Co-operation
and Development)の統計によると日本の就業者1人当た
り労働生産性は、OECD加盟35か国中22位である[7]（ちな
みに21位はギリシャ）。3位の米国を100とすると日本は61で
ある。海外のメーカーが日本の工場を見学したときにあまり
に古いITシステムを使用していることに驚いたということを
耳にしたことがある。生産性とは、
インプットとなる経営資源
（分母）とアウトプットなる成果、付加価値（分子）の比率で
ある。生産性アップのためには、コスト削減のみならず、将来
の成長を見据えた対策も必要である。企業の付加価値向上
と新しい市場の創造のために、IT戦略が大きく寄与できれ
ばと思う。
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適用をすることで業務改善を実現する。

2017 年 10 月）

