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スプレッドシートを使用して
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よく使用されるツールも、
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最大化したうえで、リスクを抑えるには

IBM Performance Management

2 スプレッドシートを使用してプランニングを行っていませんか?よく使用されるツールも、そのままではリスクがあります

目次
2 概要
2 スプレッドシートを使用したプランニング:
困難なプロセスに落とし穴が潜む
3 スプレッドシートで発生するエラーとは
4 プランニング・ツールとしてスプレッドシートを
活用することで頻繁に発生する 5 つのデメリット
6 IBM Performance Management を活用して、
Excel の機能を高める
7 結論
7 IBM Business Analytics について

概要
大企業から小規模企業まで、あらゆる規模の企業は戦略的な
意思決定とパフォーマンス管理を促進するために、毎年長時
間を費やして詳細なビジネス・プラン、業績予測、レポート
を作成しています。情報はタイムリーかつ正確でなければな
らず、ビジネス条件の変化に合わせて簡単に情報を更新でき
なくてはなりません。しかし、このようなプランとレポート
を提供するにあたって、ほとんどの企業はスプレッドシート
に依存しています。スプレッドシートは個人の生産性を高め
る有益かつポピュラーなツールであるものの、全社的なプラ
ンニングとパフォーマンス管理を行うにはあまり適してい
ません。エラーが頻繁に発生します。スプレッドシートのサ
イズが大きくなればなるほど、小さなエラーが重大化し、企
業が重大なリスクにさらされる可能性が高くなります。

スプレッドシートを使用したプランニング:
困難なプロセスに落とし穴が潜む
IBM は、10 年以上にわたってスプレッドシートがもたらす
問題を訴えてきました。2003 年には、
「スプレッドシートを
使用したプランニングは困難なプロセスを生む」というタイ
トルのホワイト・ペーパーを通じて、スプレッドシートでエ
ラーが発生する原因と結果について解説しました。この数年
でスプレッドシート・ソフトウェアの機能は向上を遂げたも
のの、特に大規模なプランニングや分析のためにスプレッド
シートを主なツールとして使用するユーザーにとって、深刻
な問題が引き続き存在しています。
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前述の 2003 年のホワイト・ペーパーは、スプレッドシート
のエラーがもたらす深刻な結果の例をいくつか挙げました。
残念なことに、ニュースになるような事件は増え続けていま
す。最近ニュースになった 3 つのケースが、スプレッドシー
トに依存し続けることの危険性を明示しています。
 2014 年 10 月に、スプレッドシートのエラーにより、買
収の対象となっていた TIBCO Software の発行済み株式
数が間違って公表されました。このエラーによって、同社
の価値は 100 万ドル分過大評価され、買収の完了時点で
TIBCO の株主はそれだけ受け取り金額が尐なくなってし
まいました。この結果、訴訟が発生しました 1。
 2012 年のロンドン・オリンピックでは、
「あるスタッフが
水泳競技の残りのチケット数をスプレッドシートに入力
する際に、正しい数の 10,000 ではなく『20,000』と間違っ
て入力してしまったため」、チケットを多く売りすぎると
いう事態が発生しました。
チケットを購入したものの
競技を観戦できない 1 万人のユーザーには、別の競技へ
のチケットが提供されました 2。
 2013 年には、スプレッドシートのエラーが原因で、スタ
ンフォード大学の経済学者が「Excel 事件」と呼ぶ国際的
に注目を集めた事件が発生しました。緊縮財政と国内総生
産 (GDP) の関係に関する重要な論文を執筆した著者が
「間違ってあるケースでデータを除外したため、別のケー
スで間違ったデータを使用してしまいました」
。エラーが
発見された時点で、論文の結論が大きく変わってしまった
だけでなく、欧州連合と世界中の多くの専門家と政治家の
取る公的な立場も大きく変わってしまいました 3。
スプレッドシートを全社的なプランニングに使用すると、ス
プレッドシートに付き物のエラーによって、戦略プランの整
合性に重大なリスクが発生することがあります。プランとレ
ポートを管理することが困難になり、コラボレーションに基
づく全社的なプランニング・プロセスを促進するどころか、
排除することになることがよくあります。ビジネス・プラン
とビジネス分析が大規模化し、複雑さを増すと、スプレッド
シートを使用するシステムがもたらす不正確な情報も深刻
化の一途をたどります。

スプレッドシートで発生するエラーとは
では、スプレッドシートではどのくらいの頻度でエ
ラーが発生しているのでしょうか。過去数十年間にわたっ
て実施された調査結果を読むと、驚くべきことに 88% のス
プレッドシートで何らかのエラーが発生していることがわ
かります 4。スプレッドシートの効果について研究した専門
家と学者によると、スプレッドシートを使用したモデルで主
に 3 種類のエラーが発生しています。
1. 1 つ目は機械的なエラーです。これは、入力、カット・
アンド・ペースト、その他の単純な手作業の処理によっ
て発生します。機械的なエラーは最初は重要ではないよ
うに見えるものの、間違って入力されたデータがモデル
全体の整合性に影響を及ぼすことがあります。さらに、
利用可能なコンピューティング能力が増大するにつれ、
プランニング・モデルの規模と複雑さも増大する傾向に
あります。モデルの規模が大きくなると、モデルに基づ
いて発生するエラーの件数と深刻度も増大します。
2. 2 つ目のエラーは論理エラーです。不適切なアルゴリズ
ムを選択することや、不適切な数式を作成することで不
適切なアルゴリズムを実装することがこれに当たりま
す。その結果間違った計算が行われ、発生したワーク
シートだけでなく、モデル全体にも影響を及ぼします。
3. 3 つ目のエラーは最も頻繁に発生するもので、除外エ
ラーと呼ばれます。重要なコンポーネントをモデルから
完全に除外してしまうことを指します。当然のことなが
ら、除外エラーは検出が困難です。ユーザーがワーク
シート上で作業して複雑なプランを作成すると、重要な
項目がワークシートに含まれず、そのことに気付かない
可能性が高まります。
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スキルの高いユーザーでさえスプレッドシートのエラーを
経験し、
「パワー・ユーザー」もこのエラーから逃れること
はできないことに留意する必要があります。実際、
「ビジネ
スを専攻する学部生、スプレッドシートを作成した経験のほ
とんどない MBA の学生、250 時間以上のスプレッドシー
ト作成経験のある MBA の学生」を比較した調査がありま
す。この結果、非常によく似たセル・エラー率 (CER) が見
られました 5。研究者が発見したのは、スプレッドシートの
エラーはユーザーの不注意を責めるべきものでなく、あらゆ
る手作業による活動で避けられない事実に過ぎないという
ことでした。

スキルの高いユーザーでさえスプレッド
シートのエラーを経験し、「パワー・
ユーザー」もこのエラーから逃れる
ことはできません。
あるエラーが機械的なエラー、論理エラー、除外エラーのい
ずれであったとしても、結果は同じです。間違いのあるモデ
ルと不正確な計算が発生するため、プラン、業績予測、レポー
トの精度と効果が下がります。大企業の財務部門の多くでは
専用のエンタープライズ・プランニング・ソリューションを
導入しているものの、数多くの最も重要な意思決定を毎日
行っている部門レベルや事業部門レベルでは、スプレッド
シートがいまだに標準のプランニング・ツールとなっていま
す。

プランニング・ツールとしてスプレッドシートを
活用することで頻繁に発生する 5 つのデメリット
エラーに直結する問題以外にも、企業が大規模なパフォーマ
ンス管理プロセスでスプレッドシートを使用しようとする
と、スプレッドシートにより機能制限とデメリットの問題が
発生します。以下に、プランニング・ツールとしてスプレッ
ドシートを活用することにより発生する 5 つの最も深刻な
問題を列挙します。

1. プランニング・プロセスが標準化されない
そもそもスプレッドシートとは、一時的かつ個人的にデータ
を処理するためのものです。体系的なワークフローの代わり
に、E メールによるやり取りが発生します。体系的で標準化
されたプロセスが存在しないため、無駄な作業に時間を浪費
し、他のユーザーがコンテンツの提供と検証を行ってくれる
まで待機しなければならないことがよくあります。
スプレッドシートではデータを提供するユーザーの進捗を
管理できず、当該ユーザーが作業を開始したかどうかさえ管
理できません。マネージャーが個々のデータ提供のステータ
スをチェックすることで、タイムリーにデータが提供された
ことを検証することも煩雑な作業となります。関与するユー
ザーが増えると、進捗を管理することがさらに困難になりま
す。その結果、プロセスが作業の最も遅いユーザーのペース
に左右されることになります。

2. データの整合性と透明性の欠如
スプレッドシートを使用したプランニング・プロセスに関
わったことのある人なら誰でも、他のユーザーとの間で「ど
うやってこの数字を出したんですか」、
「データの出所はどこ
ですか」、
「私の数字と違っている理由は何ですか」という会
話をしたことがあるでしょう。相互に連携していないスプ
レッドシートではデータのセキュリティーがほとんど確保
できず、いつ、どこで、なぜ変更が行われたのかを示す監査
証跡もあやふやになるため、さまざまなバージョンの情報が
生成されます。データが一致しない原因はわからないことが
多いため、結果として数字に対する信頼性が損なわれます。
スプレッドシートを使用してプランニングを行うと、バージョン
管理が不十分になることは明らかです。つまり、プランニン
グに関与するユーザーがあるプランの最新バージョンを使
用しているかどうかの確証が得られません。バージョン管理
が十分でないと、不正確なデータに基づいて統合プランが作
成され、モデル構造が合わないことが原因となって、プラン
の統合ができなくなることもあります。

IBM Analytics 5

3. コラボレーションの欠如
多くのユーザーの能力を結集すると 1 人のユーザーの能力
よりも高い能力を実現できるため、コラボレーションの欠如
はスプレッドシートを使用したプロセスの最も深刻な欠点
であると言えます。ユーザーが適切な人からタイムリーかつ
貴重なインプットを受領し、自分の質問に対するタイムリー
な回答を得ているか確認することができなくなることがよ
くあります。
全社的なプランニングを成功させるには、高いレベルのコラ
ボレーションと従業員の関与を実現することが非常に重要
です。社内で提供される情報が多ければ多いほど、プランの
精度が高まり、得られる知見は深くなります。しかし、スプ
レッドシートを使用すると、コラボレーションと関与が阻止
される傾向にあります。エラーの頻度が高く、実装が困難で
あるため、スプレッドシートを使用したプランニングでは、
企業のほんの一部しか関与しない、限られた集中管理プロセ
スが発生します。さらに、スプレッドシートは通常財務部門
が作成し、社内に配布します。財務部門は自分にとっては慣
れ親しんだ概念と用語を使用するものの、部門レベルや事業
部門レベルの従業員にとっては非常にわかりにくい概念と
用語を使用しがちです。この結果、コラボレーションと関与
がさらに制限されます。

4. スプレッドシートはスピーディーな処理には適していない
ビジネス環境はスピーディーに変化を続けています。この競
争の厳しい環境で迅速な意思決定を行うには、大量のデータ
にアクセスし、分析し、迅速に分析結果を出さなければなり
ません。しかし、スプレッドシートのあるデータ・ファイル
のサイズが大きすぎると、プログラムの実行スピードが非常
に遅くなります。スプレッドシートは、大量のデータを処理
し、複数のファイルを統合することには全く適していません。
そのため、ユーザーは分析を実施するよりも、データの収集
と検証により多くの時間を割くことになります。

スプレッドシートを使用したプランニングと分析のプロセ
スを使用すると、企業はリアルタイムでプランの変更、業績
予測のやり直し、予算の修正を行うことができなくなります。
市場の状況が変化すると、目標を修正し、製品の追加と削除
を行うため、迅速にプランとレポートを修正しなくてはなり
ません。しかし、サイズが大きく複雑なスプレッドシートで
このような変更を行うには、どのような変更をどこで行う必
要があるのか常に明確に把握できるわけではないため、大量
の時間をかけて細心の注意のもと作業する必要があります。
数百 (または数千) のスプレッドシートを統合しようとす
ると、経済環境、市場の状況、競合他社のアクションの変化
に迅速に対応できなくなる場合があります。
典型的なビジネス・プランにたった 1 つの経費項目を追加
するケースを考えてみましょう。2 つのオプションがありま
すが、どちらのオプションも時間がかかり、エラーが発生し
やすくなります。1 つ目のオプションは、多くのワークブッ
ク、ワークシート、行、列を含むプラン全体を手作業で検証
し、新規の行または列を挿入し、最後に必要なデータや計算
式を入力することです。2 つ目のオプションはマクロを作成
することです。しかし、マクロを作成するには、IT 部門以
外ではあまり見られないプログラミングのスキルが必要で
す。マクロの作成、テスト、デバッグ、実行を行った後、手
作業でモデル全体を検証することで、マクロが必要な結果を
提供できることを確認しなければなりません。これが確認で
きなければ、煩雑な作業のやり直しが必要になります。マク
ロの作成、テスト、デバッグを行い、モデルを検証するため
に必要な時間は、そもそも手作業で項目を入力するために必
要な時間よりもさらに長くなる場合があります。そのため、
迅速な対応が必要にもかかわらず、リアルタイムの情報が得
られない場合、意思決定者は推測するか、勘に頼らざるを得
なくなります。
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5. データ集計とアプリケーションのメンテナンス
スプレッドシートは最初に作成した時点では問題ないもの
の、メンテナンスが困難になる場合があります。ユーザーは
行や列を挿入したり、数式を変更したり、フィールドを削除
しようとします。ユーザーが間違って計算式を修正すること
で、複数のワークシートの統合の際にエラーが発生し (これ
を是正するために時間がかかります)、間違った結果が提供
されても、誰もエラーに気づかないことがあります。
個々のスプレッドシートにエラーがなくても、複数のユー
ザーが入力したデータを集計するプロセスが数週間かかる
大規模な作業となります。1 人のユーザーや 1 つの作業グ
ループが数多くのスプレッドシートを収集して、単一のバー
ジョンのデータに統合することで、
「関連」している可能性
のあるファイルを管理しなくてはなりません。提出されたモ
デルが同一でない場合は、データを正しく統合できません。
しかも、スプレッドシートを提供するユーザーの数が増えれ
ば、もちろんデータ集計もさらに困難になります。
2 次元の行と列で構成されたスプレッドシートには、スプ
レッドシートを使用して多次元分析を行うことがほぼでき
ないというさらに大きな欠陥があります。例えば、ビジネ
ス・ユーザーが製品、顧客、地域、販売チャネル、またはそ
の他の変数ごとの利益率を分析したいと考えても、関連する
スプレッドシートや最も高機能なマクロを使用しても、この
タスクを実行することはほぼ不可能です。ある数字が変化し
た場合、この変更がスプレッドシートのモデルに正しく反映
されるかどうか確認することは通常できません。

IBM Performance Management を活用して、
Excel の機能を高める
このような問題があるにもかかわらず、スプレッドシートは
あらゆる場面で使用され、非常にポピュラーなソフトウェ
ア・ツールとして活用されています。幸い、IBM Performance
Management ソリューションを導入すれば、財務部門とそれ
以外の部門のビジネス・ユーザーは慣れ親しんだツールを活
用したうえで、Microsoft Excel のスプレッドシートの機能制
限を克服し、Excel に基づいて最新の全社的なパフォーマン
ス管理を実現することができます。
本ソリューションを通じて、財務部門だけでなく、ビジネ
ス・アナリスト、事業部門のマネージャー、現場のユーザー
もさまざまなソースのデータを活用し、慣れ親しんだ Excel
環境で分析を実行することができます。オンプレミスとクラ
ウドの両方で実装可能な本ソリューションはパフォーマン
スの管理のあらゆる側面 (プランニング、予算策定、業績予
測、モデリング、アナリティクス、レポーティングを含む) で
専門知識を提供し、ほぼあらゆる業種の企業と公共機関で活
用できます。
IBM Performance Management ソリューションを通じて
Excel のスプレッドシートの機能を補完することにより、以
下を実現できます。
 プランニング・プロセスの定義、制御、最適化、自動化、
文書化を行うことにより、適切なタイミングで適切な
ユーザーが適切な処理を行うことができます。
 プランニングに関与するユーザーに、集中管理されアク
セス可能なリポジトリーを提供し、データを共有し、変
更をトラッキングし、ビジネス・ロジックを保護するこ
とで、信頼性の高い意思決定に不可欠な「単一の正確な
情報」を生成することができます。
 ソリューションに組み込まれたコラボレーションのパ
ワーを活用することで、制御されたワークフローに基づ
いて、適切な方法で適切な知識を持つ適切な人に情報を
提供することができます。
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業界トップレベルの思考スピードによるデータの集計機
能と計算機能を提供することで既存のスプレッドシート
の機能を強化できるため、リアルタイムで数十万個の
データ・ポイントから提供される検索結果と詳細情報を
検証し、分析できます。
セキュアなアプリケーションに主なビジネス・ロジック
と計算式を保存し、事前に指定された管理者のみが変更
を行い、関与するすべてのユーザーに変更データを即時
に提供することで、間違いと混乱を排除できます。

IBM Performance Management

ソリューションを導入すれば、
財務部門とそれ以外の部門のビジネス・
ユーザーは慣れ親しんだツールを
活用したうえで、Microsoft Excel の
スプレッドシートの機能制限を克服し、
Excel に基づいて最新の全社的な
パフォーマンス管理を実現することが
できます。
結論
スプレッドシートが長年にわたって個人の生産性を高める非常に
有益なツールとして機能してきたことは明らかです。しかし、本
ツールは制御機能と監査可能性に欠け、個人のユーザーがデータ
を入力し、複雑な数式とマクロを作成する必要があるため、全社
的なプランニングには最適なツールではありません。
そこで、スプレッドシートのみを使用するビジネス・プロセスの
機能制限を克服するために、IBM のソリューションが最適な環境
を実現します。この IBM ソリューションを導入すると、ユーザー
はデータを探索し、柔軟な分析を実行し、コラボレーションを行
うことで、使い慣れた Excel のツールと手法に基づいてビジネス
上の問題を解決できます。企業にとってオンプレミス・ソリュー
ションとクラウド・ソリューションのいずれが適している場合で
も、IBM Performance Management ソリューションを導入すること
で、企業が既に保有するソフトウェアとスキルを活用し、適切な
方法で自社のプロセスを先進的かつ全社的なプランニングに移行
することができます。

IBM Business Analytics について
IBM のビジネス・アナリティクス・ソフトウェアはデータ
に基づく洞察を提供するため、企業はよりスマートな業務を
実現し、同業他社を凌駕することができます。この包括的な
ポートフォリオには、ビジネス・インテリジェンス、予測ア
ナリティクスと意思決定管理、パフォーマンス管理、および
リスク管理のソリューションが含まれています。
ビジネス・アナリティクス・ソリューションを導入すると、
企業はビジネス業績に重大に影響を及ぼす可能性がある領
域 (顧客分析など) のトレンドとパターンを検出し、可視化
することができます。このようなソリューションはシナリオ
を比較し、潜在的な脅威とビジネス・チャンスを予測し、リ
ソースの計画・予算策定・予測を改善し、リスクと期待され
る効果のバランスを取り、規制に基づく要件に対応すること
ができます。アナリティクスを幅広く活用する企業は戦術的
な意思決定と戦略的な意思決定を連携させることによって、
ビジネス上の目標を達成できます。詳細情報については、
ibm.com/analytics/jp/ja/ をご参照くさい。

お問い合わせ先
IBM の担当者からの電話が必要な場合や質問がある場合は、
ibm.com/analytics/jp/ja/ からお問い合わせください。IBM の
担当者からは、お客様からお問い合わせをいただいてから 2
営業日以内に回答を差し上げます。
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