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意思決定のための EVM 分析手法

－EVM の基本的な指数と指標のみによる意思決定の研究ノート－
泉澤 聖一※1
※1 (有)グローバル・テクノロジーズ
概要：EVM の数種類ある基本的な指数と指標は、コストとスケジュールの計画と実績を比較追跡することが一般的
な目的である。一方で、プロジェクト・パフォーマンスの現状評価や今後の予測情報をプロジェクト・マネジャー
に提供して、必要な戦略策定と意思決定を促す手段でもある。本研究ノートは、事例研究を基にした、プロジェク
ト・マネジャーや、コスト・マネジメント報告書をさらに有用に活用することに関心ある人達向けの、簡潔な解説
である。実際に中止を意思決定した失敗プロジェクト事例から、EVM データと完成時総コスト見積り（EAC）とし
て称されるプロジェクトの最終コスト予測を、評価するための三つのシンプルな EVM 分析手法を解説する。
キーワード：EVM、コスト、スケジュール、パフォーマンス、アセスメント、マネジメント、プロジェクト・マネ
ジャー、意思決定、PMI
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Methodology of EVM Analyses for Decision Making

– Research Note for the Decision Making only by Fundamental EVM’s Variations and Indices –
Seiichi IZUMISAWA ※1

※1 Global Technologies, Inc.
Abstract: In general, the variations and indices of EVM are intended to track cost and schedule in comparison between planning
and performance. On the other hand, they are also a means to provide project managers with current status evaluations of project
performance and forecast information on the future, and to encourage necessary strategy formulation and decision making. This
research note, based on the case study, is a brief commentary for project managers and persons involved who will make effective
use of a cost management report. From the failed project case that actually was decided to cancel, three simple analysis methods
are described for evaluating the EVM data and the estimate of project final cost termed as the estimate at completion (EAC).
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1. はじめに：本研究ノートの趣旨
アーンド・バリュー・マネジメント（EVM）は、日
本では、ごく一部のコンサルタント企業活動を除いて、
多くは PMI や PMBOKⓇガイドとアーンド・バリュー・
マネジメント実務標準を通して紹介されてきたのが実
情である。これらの情報も、手法論の一般的概論が中
心であり、体系的かつ有機的な解説が欠如している。
そのため、実際にはシンプルな手法であるにも関わら
ず、馴染みにくい専門用語やその頭字略語が氾濫して
難解との誤解を招き、本質的な理解を阻害している。
こうした背景のため、我が国で大概は、本格的に EVM
を活用できていないし、また実際の活用事例公開もご
くわずかである。
このような EVM 活用情報の不足が、
Ⓡ
PMBOK ガイドなどにいろいろと書かれているけれど、
実際に、得られた EVM 数値データを、どの分析手法で
取捨選択し、どのように有機的に活用するのか分から
ないという困惑の原因となっている。
筆者は、旧 EVM 研究会での調査活動で、米国内での
EVM に関するさまざまな文献資料を収集してきた。そ
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の中で、前述の問題解決に有用と考えられる多くの論
文を見出した。これらの論文は、1980 年代の米国海軍
次期 A-12 艦上攻撃機開発プロジェクト中止という米
国国防総省の史上最大の巨額失敗プロジェクトに関連
した多数の文献である。これらを読み解くと、すでに
巨額資金を投下したプロジェクト進捗途中の中止であ
るにもかかわらず、その意思決定プロセスは、実にシ
ンプルな EVM の分析結果によるものであったことに
驚かされた。
そこで、A-12 プロジェクト事例の実際の EVM デー
タから、そのデータ各々の数値とデータの流れをどの
ように評価し、かつ有機的に分析判断し、意思決定に
至ったのかを簡潔にまとめて、EVM を有機的に活用す
る教材の資料用にケース・スタディ形式で編纂したの
が本研究ノートの目的である。
なお、本研究ノート作成に当たり、多数の関連文献
[1]～[11]
を翻訳し、比較参照して、検証した。そのうえで、
特に論文 [3] [4] と WEB 情報 [10] を中心に、他の文
献からも詳細情報を追加して、引用編纂した。
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2. 背景

ドルのインセンティブ条項付定額一式請負契約であり、
開発実証機 8 機納入と四つの実証試験のみを含んでい
た。なお、620 機購入予定の予算は、別途である [10]。
先の表解説１によれば、BAC は 4,046 百万ドル、EAC
は 4,400（≒4,380）百万ドルである。後述の本稿小節 5.1
の補足解説とその図 2 から考察すると、請負契約者は、
完成時総コスト見積り EAC を目標契約額 4,380 百万ド
ルに合わせて、4,400 百万ドルと報告した様子がある。
定額一式請負契約なので、契約シーリング額と目標
契約額 EAC の差額 4,840‐4,380＝460 が国防省裁量のイ
ンセンティブ資金込みのマネジメント予備（MR）と考
えられる。そして 4,380 ‐ 4,046＝334 あるいは 4,400 ‐
4,046＝354 の差額が請負契約者裁量の収益込みコンテ
ィンジェンシー予備（CR）と見てよい。表解説 1 の VAC
の 354 百万ドルも、このコンティンジェンシー予備に
合わせて報告した様子がある。

1991 年 1 月 7 日、チェイニー国防長官は A-12 アベ
ンジャー・プロジェクトを中止した。全面開発の次期
先進艦上攻撃機 A-12 アベンジャーⅡ（図 1）は、1980
年代の米国海軍主力航空機プロジェクトである。その
中止に多くの理由があるが、明らかに、完成時コスト
の見積り問題が重大な要因であった。その中止の時点
で、“完成時総コスト（EAC）”と呼ばれるプロジェク
ト完成時コストが、契約シーリング額（契約上限度額）
をはるかに上回る 10,000 百万ドルと見積られた。その
プロジェクト継続にいくらの費用が掛かるのかの完成
時総コスト EAC を、誰もが、正確に提示説明できてい
ないことを理由に、チェイニー国防長官はプロジェク
トを中止し、契約解除した。
A-12 Avenger II Advanced Tactical Aircraft (ATA) - 1983-1991

3. パフォーマンス評価の三つの基本的評価法
契約業者が報告したEACの妥当性を評価するには、
小節 3.1～3.3 の“三つの比較”をすべきである。

本 稿 で は 混 乱 を 避 け て分 か り や す く す る た め 、
TABLE 1 の古い EVM 表記 BCWS、BCWP、ACWP を
現在表記の PV、EV、AC に置き換えたうえで、データ
の取捨選択と分析を明示した表解説 1～6 を使用する。

3.1 コスト差異(CV)と完成時コスト差異(VAC) の 比較
まず一つは、コスト差異（CV）のコスト超過を、最
終コスト超過予測（VAC：完成時コスト差異）と比較
すべきである。もし、進捗中のコスト超過が予測した
最終コスト超過より悪いのであれば、契約業者は超過
縮小の軽減回復を予測していることになる。1990年4月
の時点では、A-12契約者は105百万ドル（459百万ドル
－354百万ドル）の軽減を予想している。国防契約にお
けるコスト超過の軽減回復は、特にプロジェクト20％
完成時点では、きわめてまれである。このプロジェク
トの例では、約37％（1,491/4,046 =0.368）の完成時点で
ある。分析者は、A-12プロジェクトが、4,400百万ドル
で終了できる可能性を強く疑わなければならない。A12プロジェクト中止報告書では、A-12コスト報告書の
分析責任がある海軍コスト分析者が、より高い現実的
なEACを海軍プログラム推進本部に伝えたことを明ら
かにしている。しかし、プロジェクト・マネジャーは、
より低い楽観的なEACを採ることを決め、“もっとも
可能性の高い”EACとして、上部の意思決定者にその
楽観値を報告した [2]。

表解説 1

表解説 2

図1

次期先進艦上攻撃機 A-12 アベンジャーⅡ

[4], [11]

A-12 プロジェクト中止の海軍調査で、調査官 Mr.
Beach は、A-12 プロジェクトのスケジュールとコスト
の最終目標額があまりにも楽観的で裏付けがないこと、
さらに A-12 プロジェクトの不都合な情報が、海軍プロ
グラム推進室により隠蔽されたことも明らかにした [2]。
下表の TABLE 1 は、プロジェクト中止の 6 ヶ月前に
報告された、A-⒓の 1990 年 4 月のコストパフォーマン
ス・データである[4]。この中止直前の報告書では、完成
時総コスト EAC は 4,400 百万ドルと予測されていた。

なお、A-12 プロジェクトは、契約解除の時点では、
目標額 4,380 百万ドルと契約シーリング額 4,840 百万
3
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3.3 完成時総コスト見積り（EAC）の評価
最後の比較は、式（3）で示した基本公式を用いた“独
自”EAC の算出幅である。具体的に言うと、式（3）は、
ある時点の累積実コストにその残作業に対する予算を
単純に加えて、パフォーマンス・ファクターで調整し
て推定したのが最終累積実コストであることを示して
いる。そのパフォーマンス・ファクターは、契約案件
の将来パフォーマンスについての分析者の見込み予想
を反映できる。
数百の完了した国防契約のデータを用いて、国防契
約の過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを
予測しており、式（3）で用いられたパフォーマンス・
ファクターは、コスト効率指標（CPI）、スケジュール
効率指標（SPI）、あるいは両指標の組み合わせのどれ
かであると、研究者は結論を下した [6], [9]。
式（4）は、スケジュール効率指標 SPI の式を示す。
１より小さい SPI は、不都合なスケジュール差異を示
す。A-12 のケースでは、SPI は 0.72（1,491 /2,080）で
あり、0.72 ドル分の完了について、1 ドル（の予算）を
費やしていることを意味している。言い換えると、こ
の契約案件はコスト超過のみならず、スケジュール遅
延となっている。スケジュール遅延の多くは、是正に
予算追加を必要とする故に、不都合な SPI 値は、さら
なるコスト超過が予想される[8]。

3.2 コスト効率指標(CPI)と残作業効率指標(TCPI) の
評価
二つ目の比較は、2 種の効率指標：コスト効率指標
（CPI）と残作業効率指標（TCPI）を使う。式（1）に
示すように、CPI は、完了予算コスト（アーンド・バリ
ュー：EV）と実コスト（AC）の比較である。もし、CPI
が１より小さければ、不都合なコスト差異を示す。こ
のケースでは、CPI は 0.76（1,491/1,950）であり、0.76
ドル分の完了について、1 ドルの予算を費やしている
ことを意味する。
CPI = EV / AC

・・・・

式（1）

表解説 3

式（2）に示すように、TCPI は、残作業（BAC－EV）
とその残作業を達成するためのコスト見積もり EAC
（※ 残作業分の EAC： ETC ＝ EAC－AC のことであ
る）との比較である。このケースでは、TCPI は 1.04 で
あり、残作業予算の 1 ドルについて 1.04 ドル分の作業
成果が必要になる。
表解説 4

SPI = EV / PV
過去の完成した国防契約の研究では、コスト効率指
標 CPI は、20％完成した時点の CPI 値から、±10％以
上変動しない。その多くは、－10％側に悪化するばか
りであることを明らかにしている [6]。この報告では、
(1.04- 0.76) /0.76 ＝ 0.28 /0.76 ＝ 0.368 の 37％ 以上の
改善が必要となるが、この 10％を超える高効率化改善
は、実際には不可能であることを意味する。
それ故に、TCPI が CPI より著しく大きい場合、A-12
契約が報告された完成時総コスト見積り（EAC）で完
成することは、きわめて疑わしい。A-12 のケースでは、
このシンプルな比較で、その EAC があまりにも小さす
ぎることを示している。より現実的ないくつかの EAC
は式（3）に示す簡潔な公式で算出できる。
TCPI = (BAC－EV) / (EAC－AC)
EAC = AC ＋ (BAC－EV) / PF

・・・・

式（4）

表解説 6

下記の TABLE 2 は、4 種の代表的なパフォーマンス・
ファクターと、 A-12 データを用いた予測結果の EAC
を示す[5], [8]。（表解説 7 も併せて参照）

・・・・ 式（2）
・・・・ 式（3）

もし、この EAC 予測範囲が妥当とみなされるならば、
請負契約者報告の EAC 4,400 百万ドルは、明らかに過
小報告である。ここで、EAC の最小値と最大値は、CPI、
CPI と SPI の積からそれぞれ導かれることに注目すべ
きである。これは当然と考えられる。CPI から導かれた
EAC は最終コストの下限値となる[5]。過去歴史的に見
て、国防契約のほとんどがスケジュール遅延とコスト

ここで PF は、パフォーマンス・ファクターである。
表解説 5
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超過で終るので、CPI と SPI の積算ベースの EAC も通
常はきわめて大きくなる[6], [7]。契約がスケジュール遅
延とコスト超過である場合、SPI 値と CPI 値はともに 1
より小さい。1990 年 4 月で A-12 ケースの SPI 値と CPI
値は、それぞれ、0.7168（＝1,491 /2,080）と 0.7646（＝
1,191 /1,950）であった。これら二つの効率指標を掛け
合わせたとき、その積は、0.7168 × 0.7647＝0.5481 と両
指標よりも小さくなり、結果的にその EAC は非常に大
きくなる。

稿の文章内容を論理的に推考し辛いかもしれない。
その手助けとして、筆者は視覚的な図式解説をまと
め作成した。これを俯瞰しながら推考して、本稿内容
を論理的に捉え理解してほしい。
5.1 米国官公庁発注プロジェクトに複数混在する契約
額の捉え方
国防総省などの米国官公庁発注プロジェクトでは、
民間セクターと異なり、契約形式が異なり、それに付
帯する予備の扱い方も異なる。このため、米国官公庁
発注プロジェクトが規準とする“ANSI /EIA-748”には、
請負契約者側裁量のコンティンジェンシー予備の規定
が全くなく、逆に官公庁発注者側裁量のマネジメント
予備のみ規定解説がある。一方、民間セクターを主と
する PMBOKⓇ では、コンティンジェンシー予備の記
述はある程度あるが、マネジメント予備の記述はごく
わずかであり、それぞれ明確な定義解説がない。『ア
ーンド・バリュー・マネジメント実務標準』第 2 版
APPENDIX-E に、初めて、両予備の概念がリスク・マ
ネジメントと連携する形で、詳細に解説、規定された。
本稿で記述した、EAC の妥当性を評価するには、予
備と予算の相対的配置関係を考慮した評価のベンチマ
ーク設定が必要である。図 2 に表示した ▼▲ が、その
評価基準ベンチマークである。このことを念頭に置い
て本稿を読み解く必要がある。

表解説 7（TABLE 2 を基に追記作成）

4. まとめと 提言
本稿 2 節で示した、A-12 プロジェクト進捗率 37％時
点の報告書 TABLE 1 の EVM データに基づいた小節
3.1～3.3 の EVM 分析結果から、不都合なデータ隠蔽が
強く疑われ、さらに契約シーリング額をはるかに上回
る EVM の客観的な独自完成時総コスト見積り（独自
EAC）分析を根拠に、海軍首脳部は早期に、A-12 プロ
ジェクトの継続中止と契約破棄の意思決定を下した。
小節 3.1～3.3 で解説した三つのシンプルな分析手法
は、EVM データの有効活用と、契約業者が報告した完
了時総コスト見積り（EAC）の妥当性評価の有効性を
明らかにした。
EVM で使用される頭字略語や専門用語が分かり辛
いとはいえ、コスト・マネジメント報告書の EVM 情報
は、プロジェクト・マネジャーに、プロジェクトのコ
ストとスケジュールの状況についての貴重な洞察を提
供できる。
EVM の差異データと指標データを適切に用いれば、
問題が発生する可能性がある場合、マネジャーは、早
い時期に察知して、対処を意思決定できる。
コスト・マネジメント報告書は、単なる会計財務報
告書ではない。それは、プロジェクト・マネジャーの
現況評価と意思決定のためのマネジメント手段でもあ
る。

図 2 予備の相対的配置関係を明示したベンチマーク図

5.2 第一分析の EAC 妥当性評価についての図式考察
本稿 3.1 小節の、最初の分析として、コスト差異（CV）
のコスト超過を、最終コスト超過予測（VAC：完成時
コスト差異）と比較すべきであると記述している。
これを、視覚的に図解したのが図 3 である。この図
から、両コスト超過（CV と VCA）の大小関係だけで
はなく、37％進捗時予測ポイントでの PV、AC、EV の
各ポイント位置関係とその CV から、完成時における
EAC と VAC に至る経過関係に疑問があるのが分かる。
（※ EV 累積曲線の完成時最終値は、必ず BAC に一致
することに注意）

5. 図式解説による補足
本研究ノートの A-12 プロジェクト・ケース引用元の
文献は、当時の簡素なワープロ環境ため、全てテキス
ト文章のみである。EVM 経験と知識が浅い人には、本
5
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図 3 CV と VAC の対比による EAC の妥当性評価

図 6 小節 3.2 の TCPI 評価

5.3 第二分析の CPI と TCPI の変動域についての図式考
察
コスト効率指標 CPI は、ラン・チャートで時系列傾
向分析する。TCPI と比較分析する場合は、図 4 のよう
に、比較するポイントまで直線に単純化して表示する
とわかりやすい。

“過去の完成した国防契約の研究では、コスト効率
指標 CPI は、20％完成した時点の CPI 値から±10％以
上変動しない。その多くは、－10％側に悪化するばか
りであることを明らかにしている [6] ”との記述は、図
7 のように図示解説できる。

図 4 ラン・チャートによる指標の時系列表示化

基本的に、TCPI は、その式の分母に BAC を用いる。
しかし、図 5 に示すように、何らかの方法で算出した
EAC も「それが現実的に達成可能であるか？」の妥当
性を検証するために、TCPI 式の分母 BAC を EAC に置
き換えて再分析することも必要である。

図 7 20% 進捗後に CPI が安定化する 経験則

5.4 第三分析のパフォーマンス評価法の図式考察
本稿の官公庁発注ケースでは、図 8 を見て分かるよ
うに、EAC が、できる限り企業収益が確保できる BAC
額以内に、一般的にはインセンティブ報奨が出る目標
契約額以内に、悪くてもシーリング上限度契約額以内
に収める努力が求められるはずである（図 8 右上の早
期警戒域表示色の緑ないし黄の帯域に収める）。ここ
で、請負契約者の報告 EAC は、目標契約額 4,380 百万
ドルをわずかに超過する 4,400 百万ドルの無難な額で
報告されている（緑と黄の境界域にある）。

図 5 BAC と EAC の各ベースの TCPI

本稿 3.2 小節での TCPI は、後者の EAC ベースの
TCPI であり、図 6 のように図式解説できる。このラン・
チャートに描画した TCPI を見て、「進捗途中の低い
CPI から突出した高パフォーマンスの継続的改善が現
実的に可能なのか？」の直感的判断に有用な評価手段
として、よく用いられる。

図 8 複数 EAC によるパフォーマンス評価

一方、パフォーマンス・ファクターによる四つの独
自 EAC の算出は、楽観的下方値 5,292 百万ドル、悲観
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的上方値 6,612 百万ドルの予測範囲を提供するが、そ
の楽観値でさえシーリング上限度契約額 4,840 百万ド
ルを大きく超過している（楽観値でも赤色の早期警戒
域に突入）。
海軍コスト分析官は、この厳しい不都合な予測結果
を海軍プログラム推進本部に報告したが、隠蔽された
と、海軍調査官 Mr. Beach は 調査報告している [2]。
以上のように、異なるパフォーマンス・ファクター
を前提に複数予想した EAC の見積り幅と、予備を考慮
設定したいくつかのベンチマークと比較分析すること
は、早い時期にプロジェクトの趨勢を見極める早期警
戒情報として、非常に重要である。（本稿記述にもあ
るように、15％～20％の進捗時点で、プロジェクト・
パフォーマンスの大勢がほぼ決まるとされている。）

翻訳引用および参考文献

6. おわりに：A-12プロジェクト中止後の状況
巻末参考文献を含む、1900 年代の EVM に関連する
多くの文献を通読すると、“Pre A-12”と“Post A-12”
のキーワードが度々散見されることから分かるように、
1991 年の A-12 プロジェクト中止と契約解除の出来事
は、2017 年に生誕 50 周年を迎えた EVM の歴史を大き
く二分する重要な転換期となりました。
その後から 2000 年代初頭までの混乱の中で、国防総
省は、A-12 プロジェクト失敗を教訓として、さまざま
な改善の取り組みを進めていきます。その流れの中で、
単なるプロジェクト進捗報告の手段から、プロジェク
ト計画の現実性とパフォーマンスを評価する手段へと、
EVM 活用法は拡大進化してきます。その後も進化して、
2010 年以降に現れ始めた、パフォーマンス・マネジメ
ント概念に必要不可欠である重要な手段となります。
これら一連の EVM 進化は、本稿 4 節の提言を着実に
具現化していると言えます。
さらに、2019 年 11 月に PMI は Principle（原理原則）
重視の標準「The Standard for Earned Value Management」
を新規公開しました。その新標準では、上級経営者層
や顧客発注者層などの幅広い関係者が、EVM を活用す
る考え方も詳しく解説しており、その解説文に、キー
ワード“Decision Making（意思決定）”が多く頻出して
います。
これら EVM 進化についての研究成果は、稿を改め
て報告します。
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