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ＣＩＭ投資の評価に関する－考察

松村健

Ｉはじめに

昨今の消費者のニーズの多様化・高品質化を反映して、企業は少品種大量生産

方式から多品種少量生産を可能にする生産方式への変化を余儀無くされている。

具体的には、ＦＭＳ（FlexibleManufacturingSystem，弾力的生産システム）

の導入、あるいはＣＩＭ化（ComputerlntegratedManufacturing，コンピュー

タ統合ＦＡ）といった工場のＦＡ化（FactoryAutomation，工場自動化）であ

る')。

このような自動化設備は、在庫の削減、フロア・スペースの削減、品質の向上、

フレキシビリティの増大あるいはリードタイムの短縮といった経済的な計算では

把握しきれない要素をもたらすものである。したがって、ＦＡやＣＩＭの導入を

検討する際には、経済計算だけでなく、導入にともなう効果の計算ないしは評価

も含めて検討されるべきであり、投資決定にあたっては慎重な判断が要求される

ようになってきている。

以上のことを踏まえて、本稿では、ＣＩＭへの投資においていかなる要素が考

慮されるべきかについて考察し、経済的な計算方法についても触れる。

ⅡＣＩＭの特徴と投資正当化のためのステップ

１ＣＩＭの特徴

ＣＩＭの評価方法について考察する前に、伝統的な設備と比較することによっ

て、その特徴を明らかにしていく。

ベネットーヘンドリックス（BennetandHendricks）によると、ＣＩＭと伝統
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的な手動制御設備（conventionalmanuallycontrolledequipment）は以下の４

つの点で異なっているとしている（BennettandHendricks［l9871pp44-45)。

①通常、従来型の設備は比較的明確な目的のために導入される。労務費の低減の

ように予想される効果も明確である。一方、ＣＩＭの場合には、製品の設計や

生産を含めてその適用範囲は非常に広く、潜在的な効果も多岐にわたる。

②従来型の設備の能力は比較的良く知られており、設置後の能力の変化もほとん

ど見られない。ＣＩＭの能力については、利用者の経験不足のためにあまり知

られていないが、経験を積み、その能力を理解するにつれて、能力は高まって

くる。また、利用者がハードウェアやソフトウェアを利用できるようになるの

にともない、ＣＩＭの能力も高めることができる。

③ＣＩＭの導入にかかわる費用と効果は、従来型の設備よりも定量化が困難であ

る。たとえば、労務費の低減、段取り時間の短縮あるいは仕掛品在庫の減少に

関連する節約はある程度見積もることができる。他方、品質の改善、リードタ

イムの短縮および生産のフレキシビリティの向上といった効果は定量化するこ

とが非常に難しい。ハードウェアとソフトウェアの支出は、比較的容易に定量

化できる。しかし、将来の営業費はＣＩＭに対する経験不足や予想外の問題の

ために定量化が困難である。さらに、ＣＩＭを導入しない場合の潜在的な売上

高の損失は見逃されるべきではないが、この定量化は非常に困難である。

④従来型の設備の導入に関連する長所と短所は、そのプロジェクトの関係者が評

価することができる。しかしＣＩＭの導入は、長期的な戦略的計画と合致しな

ければならないため、上級管理者チームの評価が必要である。

以上の相違点に加えて、櫻井教授は「従来型の設備投資では、規模の経済を考

えて、大型投資を行うのが一般的である。一方、ＣＩＭ投資は終わりなき投資で

ある。今日行った投資は、次の日には、新技術の出現によって新規設備の取替え

検討に取り組まなければならないことすらある。そのため、自動化投資は一般に、

ミニ投資になる傾向にある」（櫻井［19911176頁）と述べている。

ここでは③ＣＩＭの導入によってもたらされる定量化の容易な効果と困難な効
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果の存在が重要であるが、この点についてはⅢで触れることにして、次節ではＣ

ＩＭへの投資を正当化するステップについて見ていく。

２ＣＩＭ投資を正当化するためのステップ

ベネットーヘンドリックスは、ＣＩＭへの投資を正当化する場合には、管理会

計担当者が極めて重要な役割を担っているとし、その役割として以下の５つのス

テップを上げている（BennettandHendricks［l9871p45)。

①ステップ１は、企業の長期的な目標と目的を決定することである。管理会計担

当者は製品、市場、顧客の需要および国内外の競争を調査すべきである。その

後で企業の目標と目的の達成を可能にする包括的な長期的戦略が策定されるべ

きである。製造戦略の策定においては、企業は生産の要件とエンジニアリング

および製造能力を検討しなければならない。上級管理者は、最後の製造戦略を

十分にサポートすべきである。

②ステップ２は、ＣＩＭに関連する予想されるすべての効果と費用の一覧表を作

成することである。潜在的な効果が達成可能か否かを決定するため、企業は国

内外の競争相手の製造業務と比較してその地位を評価しなければならない。さ

らに、自動化プロジェクトをうまく実施するための企業の能力も検討されなけ

ればならない。

③ステップ３は、設備に対する最初の支出額はもちろんのこと、ステップ２の一

覧表に記載された、ある程度の信頼性をもって見積もることのできる効果と費

用を定量化することである。

④ステップ４は、ステップ３で定量化された効果と費用のための内部利益率や正

味現在価値および回収期間を計算することである。ある場合には、これらの計

算は自動化プロジェクトへの投資を正当化するだろう。

⑤ステップ４までに自動化プロジェクトへの投資を正当化できなければ、ステッ

プ５が実施される。ステップ５では、残りの効果と費用を定量化することが試

みられるべきである。製品の品質の改善、リードタイムの短縮、生産のフレキ
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シピリテイの増加といった効果は定量化しにくい。これらの効果は広範囲の職

能に影響を及ぼすため、その定量化にはチームによるアプローチが必要である。

つまり、合理的な見積りを行うために管理会計担当者はエンジニアリング、製

造およびマーケティング担当者と協力することが必要になるだろう。

以上、ＣＩＭ投資を正当化するためのステップについて、ベネットーヘンドリッ

クスの主張を要約してきた。ここで明らかにされたのは、ステップｌからステッ

プ４までにＣＩＭ投資に関わる費用と効果の比較考量を行い、投資プロジェクト

が正当化され得ない場合、つまり、経済的な計算結果がマイナスの値を示す場合

には、定量的に把握し難い効果の見積りが試みられるということである。

ＣＩＭへの投資が成功したと見なされるためには、投資した資本コスト以上の

収益が得られれば良い。この場合の収益には、投資から直接得られる収益だけで

なく、間接的な収益・効果も含められるべきであろう。では、ＣＩＭ投資からは

どのような効果が得られるのか。次章では、この点について考察していく。

ⅢＣＩＭの導入による２種類の効果

ＣＩＭは、伝統的な資本投資評価手法では定量的に把握し得ない多くの効果を

もたらす。たとえばキャプランによると、日本のヤマザキ・マザック社では、Ｃ

ＩＭの導入の結果、機械台数が68台から18台に、従業員数が215人から12人に、

生産に必要なスペースが10万3000平方フィートから３万平方フィートに、平均生

産時間が35日から１５日に縮小されたという（Kaplan［1986]，ｐ87)。

これらの効果のうち、機械台数や従業員数の削減あるいは生産スペースの縮小

といった効果は容易に定量化することができるが、生産時間の短縮といった効果

は定量化が困難である。キャプランは、これらの効果を定し量的に把握できるか否

かという観点から実体的な効果（tangeblebenefits）と無形の効果（intangeble

benefits）とに区分し、次のように例示している（Kaplan［l9881pp89-92)。
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１実体的な効果（tangeblebenefits）

①在庫の削減：月間の見積販売原価が50万ドルの製品ラインがあるとする。既存

の設備と技術を使って、生産部門は約３ケ月分の販売量を在庫として持ってい

る。フレキシブルな自動化への投資を行えば、製品部門の管理者は廃棄物、ス

クラップ、再加工の減少や事前の予測可能性の増大、生産時間の短縮が可能と

なり、それによって平均在庫水準を３分の２削減することができる。

在庫を販売量の３ケ月分から１ケ月分にまで減らせば、このシステムの稼働

初年度に100万ドルのキャッシュ・フローがもたらされる。販売高の増加率が

年間10％であるとすれば、この会社は以後毎年在庫削減によるキャッシュ．フ

ローの増加を享受することができるのである。つまり、翌年の販売原価が55万

ドルに上昇するとすれば、在庫２ケ月分の削減は、その年に10万ドル、次の年

に11万ドル、そしてその翌年には121万ドルの節約を生み出すことになる。

②フロア・スペースの縮小：ＣＩＭは生産に必要なスペースも縮小する。多数の

伝統的な機械で行っていたのと同じ仕事を行うのに、ＣＩＭの場合だとそれよ

りも少ないコンピュータ制御機械ですむ。さらに、工場のフロアを在庫品の保

管場所に利用することもなくなるのである。

また、ＣＩＭ技術を採用した多くの企業が、古くからの工場のなかに新しい

工場を形成している。この新しい“工場内工場”は、過剰な仕掛品在庫と使用

頻度の低い専用機械が専有していたスペースを利用している。仕掛品在庫を排

除し、機械のレイアウトを効率化することによって、５０％以上のフロア．スペー

スの節約が簡単に達成される。実際、このような節約によって工場やオフィス

の拡張計画を縮小し、時には第２工場の業務を再編成された第１工場に吸収す

ることのできた企業もある。

③品質の向上：ＣＩＭへの投資から得られる３番目の実体的な効果として、大|幅

な品質の向上が挙げられる。自動化された生産設備は、より均質化された生産

に直接つながり、欠陥の大|隔な減少をもたらすことが多い。このような効果は

定量化が容易であり、キャッシュ・フロー分析の一部となるはずである。手作
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業を自動化設備と置き換えることによって、廃棄物やスクラップ、再加工を５

分の１から10分の１に減らすことに成功した企業もある。

さらに、生産の均質化が進行すると検査場所と検査員が少なくてすむ。ＣＩ

Ｍの導入に自動測定が含まれていれば、部品の手検査はほとんどすべて必要な

くなる。また100％連続的な自動検査が行われれば、許容誤差範囲外の部品は

瞬時に発見される。手作業のシステムの場合だと、問題が発見される前に生産

された部品の全ロットを再加工するか、あるいは廃棄処分にすることになるだ

ろう。

以上のような能力は、保証費用の著しい減少にもつながる。たとえば、ゼネラ

ル・エレクトリック社がⅢ洗い機の工程を自動化したとき、修理依頼件数は50％

減少したという。製造方法に適合した製品設計、生産工程の信頼性と均質性の向

上および自動検査の改善は、すべてのキャッシュ・フローの節約に大きく貢献す

る可能性を持っている。

２無形の効果（intangeblebenefits）

①フレキシビリティの増大：ＣＩＭによって得られるフレキシビリティにはいく

つかの形態がある。範囲の経済の効果、すなわち多品種少量製品の低原価生産

の可能性は、ＦＭＳの環境下で今まさに始まりつつある。つまりＦＭＳ技術を

他社に先駆けて採用した企業が、現在生産されている大量生産モデルと同じ生

産設備を使って、生産中止モデルの補充販売サービスを開始しているのである。

また、標準製品と同じラインを使った注文生産も見られるようになってきてい

る。

このような範囲の経済の適用例のほかにも、ＣＩＭはプログラム変更への適

用能力があるため、機械相互間のバックアップが可能である。ある機械が一定

の狭い範囲の生産ライン用に使われている場合でも、まったく異なる製品を生

産している設備の類似部分が故障して生産できなかった分を２交代目あるいは

３交代目でこの機械に置き換えて、取り戻すことができる。
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さらにＣＩＭ技術は、技術的に仕様変更をともなう注文や製品の設計変更に

簡単に対応できるため、時間の経過とともに製品を変化させていくことができ

る。また市場で要求される製品の組合せが変わったとしても、ＣＩＭに基づく

工程なら原価の上昇なしで対応することができる。たとえばある自動車組立て

工場では、ある車種の２ドアから４ドアへの消費者の好みの変化に応じて、フ

レキシブルなプログラム式の点溶接ロボットをただちに適応させた。このライ

ンが非プログラム式の溶接設備を使っていたならば、この適応にははるかに大

きな費用が掛かることになったであろう。

②生産時間とリードタイムの短縮：ＣＩＭのはっきりとは目に見えないもう１つ

の効果は、生産時間とリードタイムの大幅な短縮が可能になることである。先

のヤマザキ・マザック社の工場では、作業単位当たりの平均加工時間は35日か

ら1.5日にまで短縮された。同社のフローレンスエ場やケンタッキーエ場を含

めて、他の工場の導入についても同じような節約の例が報告されている。

こうしたリードタイムの短縮によって、顧客ニーズに適合し、市場ニーズの

変化に迅速に対応することが可能となり、それによって顕著なマーケティング

上の優位性も得られるのである。

③学習能力の向上（技術に関する経験の蓄積）：新しい工程技術への投資のなか

には、重要な学習上の特質を持つものもある。つまり、そのような投資によっ

て管理者は新技術の経験を得ることができるし、新製品の市場テストを行い、

重要な生産技術の進歩に細かく目を配ることが可能となるため、たとえキャッ

シュ・フローの正味現在価値の計算が否定的なものになった場合でも、その投

資はなお大きな価値を持ちえるのである。

このような学習能力は、資本市場におけるオプション購入(buyingoptions）

と似たような性格を持っている。オプション購入は、最初は好ましくない投資

のように見えるが、しかし極めて小規模な初期投資で確実に大きな効果が得ら

れるのである。これと同じように、リスクの大きいＣＩＭ関連プロジェクトに

投資した場合、その技術によって将来予期しない競争上の優位が得られ、大き
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な利捕を得ることができるのである。

さらに、技術変化が急速であり、市場への早期算入が優位性を持つ場合には、

新しい技術が十分に確立するまでＩ程の投資を延期するような企業は、マーケッ

ト・リーダーに大きく遅れを取ることになるだろう。このような場合には、投

資を遅らせるという意思決定は、製品革命や生産雌命の次のラウンドで主役と

なることを放棄する決定と同じである。

たとえば、1970年代半ばにエレクトロニクス制御の自動工作機械に投資した

企業は、1980年代初期に襲ったマイクロプロセッサーによる能力の革命一よ

り低い原価でより大きな業績を－を利用するのに有利な立場にあった。オペ

レーションや維持要員、生産技術者がすでにエレクトロニクス技術に慣れ親し

んでいたため、既存の機械を強力なマイクロエレクトロニクスでもって改善す

ることは比較的容易であった。エレクトロニクス制御の工作機械の初期に、こ

れらの投資を遅らせた企業は遅れを取ることになった。こうした企業は、新し

い生産技術に対して選択の自由を獲得し得なかったのである。

キャプランは、定量的に把握できるか否かという点から、上述のように実体的

な効果と無形の効果として区分したのである。彼によると、無形の効果の定量化

の困難さはこれらの効果が原価の節約よりも収益の増加を表現していることに原

因があるという。彼は「すでに実現されている原価の削減のパーセンテージのお

およその見積りは非常に簡単である。しかし、まだ実体のない姿から予測される

収益の増加の程度を定量化するのは非常に困難である」（Kaplan［1986]，ｐ91）

と述べている。

ⅣＣＩＭ投資の評価方法

先に見たようにＣＩＭの導入からは多くの効果がもたらされるため、投資を決

定する際には、これらの効果も考慮に入れて検討されなければならないが、定量

化の困難な効果も多数ある。では、ＣＩＭへの投資を評価する場合にはどのよう
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な方法が採られるべきなのか。

この点について、ベネットーヘンドリックスは「製造の戦略が新しい自動化設

備の導入に関連するのであれば、正味現在価値法や内部利益率法が用いられるべ

きである。というのは、これら２つの割引キャッシュ・フロー（discountedcash

flow）法が、自動化プロジェクトと貨幣の時間的価値に関係する将来のすべて

のキャッシュ・フローの見積りを考慮に入れるからである」（Bennettand

Hendricks［l9871p45）と主張している。

ヘンドリックス（JamesAHendricks）も「工場の自動化のための投資と従

来型の設備の投資の間の大きな違いは、自動化設備の多くの無形の効果を正確に

定量化することが難しいということにある。この難しさのために、割引キャッシュ・

フローの資本予算技法（内部利益率法と正味現在価値法）が工場自動化への投資

を評価するためには適切ではないと信じる管理者もいる。・・・しかし割引キャッ

シュ・フロー法は、すべてのキャッシュ・フローの見積りと貨幣の時間的価値を

考慮に入れるために適切である」（Hendricks［1988]，ｐ25）とし、実際に55％

(最大値）の企業で内部利益率法が用いられている調査結果を提示している。

このように、正味現在価値法や内部利益率法がといった割引キャッシュ・フロー

法が最も一般的な技法であると考えられるが、これに否定的な主張もある。たと

えば、ノーブル（JeanLNoble）は「ＣＩＭは伝統的な技法では正当化するこ

とが困難な複雑でリスクの高い投資である。この困難さのために、多くの企業で

はＣＩＭの実施を控えてきた。しかし、企業はＣＩＭを避ける代わりに原価の正

当化のために利用されてきた技法を見直し修正すべきである」（Noble［1990]，

pl9）としている。

ポラコフ（JoelOPolakoff）も、回収期間法や投資利益率法よりも正味現在

価値法や内部利益率法のほうが優れているとしながらも、「進んだ製造技術の設

置は、多くの無形の効果をもたらすが、伝統的な会計技法（ここでは回収期間法、

投資利益率法、内部利益率法および正味現在価値法を指す）ではこれらの効果を

認識することができない」（Polakoff［19901pp28-29）とし、伝統的な技法の

－２３７－



琉球大学・経済研究（第52号）1996年９月

限界を指摘している。

このような主張に対して、キャプランは、ＣＩＭにかかわる投資に割引キャッ

シュ・フローのような伝統的な方法を利用すべきではないとする主張が増加して

いるが、割引キャッシュ・フロー法を正しく適用し、加えてＣＩＭの実態と性質

を適切に把握することが必要なのであるとする（Kaplan［l9861p86)。そして、

次のように述べている。「割引キャッシュ・フロー法は、新しい投資プロジェク

トを評価するために窓意的に高い収益率を設定する場合に最も悪い結果をもたら

す。そのような行動を採る企業は、おそらく製品や生産技術の革新、あるいは市

場での競争優位を巧みに確立し利用することよりも、高い収益率を設定すること

によって、高収益のプロジェクトが創造されると考えているのであろう。実際に

は、割引キャッシュ・フロー法の役割は、将来受け取るキャッシュ・フローを今

受け取るキャッシュ・フローに等しくするだけである」（Kaplan［l9861pp､86-

87)。このように、キャプランは割引キャッシュ．フロー法の適用の問題ではな

く、割引率の不適切さを指摘しているのである。

そして、ＣＩＭ投資の評価についてキャプランは次のように述べている。「測

定の困難な効果とそれよりも定量化しやすい効果を結び付ける１つの方法は、ま

ず第１に最も確実性の高い年間のキャッシュ・フロー－新しい設備の費用と労

働、在庫、フロア・スペースおよび品質コストの節約によって得られる効果一

を見積もることである。もしこの時、適切な割引率と関連する代替案を考慮に入

れた割引キャッシュ・フロー分析が、ＣＩＭへの投資がプラスの正味現在価値を

持つと示せば問題はない。無形の効果の価値を考慮するまでもなく、その投資の

プロジェクトはこの分析で財務的なハードルを越えたことになる。しかし、割引

キャッシュ・フローがマイナスになれば、この投資がプラスの正味現在価値を持

つためには、年間のキャッシュ・フローがどれだけ増加しなければならないのか

を見積もる必要がある」（Kaplan［1986],pp92-93)。

このように、投資の経済計算がマイナスとなる場合に、無形の効果の評価が必

要となってくるのであるが、その評価方法については次のように述べている。「管
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理者はもともと定量化の難しい効果にドルで値を付けるよりも、評価のプロセス

を逆にして考えるべきである。つまりまず第１に、提案された投資を正当なもの

と認めるためには、無形の効果がどれほどの大きさでなければならないかを見積

もるべきである」（Kaplan［l9861p93)。

たとえば、ある投資が望ましい収益を上げるためには、毎年10万ドルの追加が

あれば十分であると仮定した場合、フレキシビリティの増大や生産時間の短縮、

あるいは市場への迅速な対応といった無形の効果に10万ドルの価値があるかどう

かを判断すべきなのである。キャプランの言葉を借りれば、「管理者の課題は、Ｃ

ＩＭの費用と効果を見積もる能力を強化することであって、安易な道を選んで、

なくてはならない財務分析手法を捨て去ることではない」（Kaplan［1986]，ｐ93）

ということになる。

Ｖむすび

今日の企業にとって、ＣＩＭへの投資は必要不可欠なものとなってきている。

たとえば、櫻井教授は「急速な技術革新を考えるならば、新規の市場が確立する

まで設備投資を延ばすようでは、企業にとって将来はない。・・・技術革新の早

い投資においては、投資をなすべきか否かの選択については、判断の余地がほと

んどないことを認識しなければならない」（櫻井［19911184頁)。

キャプランも次のように述べている。「新しい有益な生産技術が実用化された場

合、ある企業がその技術への投資をしなくても、おそらく競争相手の企業が投資

をするだろう。ヘンリー・フォードのいうように、新しい機械が必要なときに、

その機械を買わなければ、機械を手に入れていないのに、その代金を支払うこと

になる」（Kapln［19861ｐ､88)。

このような状況のもとで、ＣＩＭへの投資をどのように評価すべきかについて

考えてみた場合、キャプランのいうように、財務分析の有効性が限られているか

らといってＣＩＭへの投資が信念（faith）だけに基づいて行われるべきではなく、
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導入にともなう費用と効果を的確に評価することが必要になってくるのである。

以上、本稿ではＣＩＭ投資にあたっていかなる要素が考慮に入れられ、どのよ

うな計算方法が採られるべきかについて考察を行ってきたが、このような投資決

定は企業の戦略に深く関わるものであり、これらの関連においても慎重な判断が

要求される。櫻井教授のいうように、「無形の効果は計算要素のなかに含めるのは

むずかしいため、最終的な判断は回収期間や収益'性を考慮したうえでの総合評価

によるべきである。設備投資の評価において計数を無視してはならないが、計数

にとらわれてはならず、最終的には戦略上の決定がなきれる必要がある」（櫻井

[1991],ｐ194頁）のである。

Ⅱ王

(1)ＣＩＭについて、櫻井教授は「ネットワーク技術により販売・技術・生産をコンピュー

タで結合し、高度な経営戦略として、経営の効率化を達成しようとするフレキシブルな統

合システム」と定義し、次の概念図を示している（櫻井［1991113頁)。

ＣＩＭの概念図（櫻井［1991113頁）
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