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【要旨】 

ニコラス・G・カーがハーバード・ビジネス・レビューに発表した”IT Doesn’t Matter”
は、IT 業界、IT と企業戦略の研究者、企業経営者の間に大きな論争を巻き起こした。カ

ーの主張は「IT は、電話や電力、鉄道などの基盤的技術と同じように技術的な成熟に伴い

コモディティになり、もはや企業にとって持続的な競争優位の源泉ではなくなっている」

というものである。 
多くの人たちはカーの論文について、カーが「IT は重要でない」と主張していると誤解

しているが、カーは決して「IT が重要でない」と述べてはいない。「持続的な競争優位の

源泉となるものは、普遍的なものではなく、希少な資源でなけれなならない。したがって、

誰でも入手できる IT によって持続的な差別化を図ることは困難であり、IT は戦略的な価

値はなくなっている」というのがカーの主張である。 
カーは、IT の最善の利用方法（ベスト・プラクティス）もソフトウェアの中に埋め込ま

れるようになっており、利用方法もコモディティ化していると述べている。しかし、IT を

実際にビジネスや経営に活用する能力（IT ケイパビリティ）は、企業の抱える人材や組織

形態、企業のカルチャーに依存しており、これは簡単に模倣できるものではない。IT が容

易に入手できるようになったことを考えると、IT を活用できる組織能力こそが競争優位の

源泉として重要になっているのではないだろうか。 
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1. はじめに 

1.1 “IT Doesn’t Matter” 論争の始まり 

ハーバード・ビジネス・レビュー（HBR）の 2003 年 5 月号に”IT Doesn’t Matter”とい

う論文が掲載された1。著者はニコラス・G・カー（Nicholas G. Carr）である。カーは、

ビジネス戦略と情報技術に関して数多くの記事や論文を書いている著述家であり、1997
年から 2003 年にかけてHBRの編集にも携わっていた（2002 年にはExecutive Editorを務

めていた）。現在はコンサルタントと紹介されることもある。 
言うまでもなく、”IT Doesn’t Matter”のITとは情報技術（Information Technology）の

ことであり、この論文のタイトルはITとitを引っ掛けた洒落になっている2。直訳すれば「IT
は重要ではない」とか「ITはどうでもいい」「ITはたいしたことではない」であろう。な

お、カーは「IT」をデジタル化された情報を処理、蓄積、伝達するための技術全般を指す

言葉として用いており、その意味するものは情報処理に用いられるハードウェア、ソフト

ウェアに関する技術のすべてを包含しており、ビジネス上のベスト・プラクティスを埋め

込んだアプリケーション・ソフトウェアもその範疇に含まれる。 
このセンセーショナルなタイトルもさることながら、その内容もまた、2000 年のネット

バブル崩壊の傷が癒えつつあった IT 業界やその関係者からみれば衝撃的なものであった。 
カーは、「IT は戦略上あえて注意を払うべきものではなく、その重要性は失われつつあ

る」とか「IT とその活用法は実質的に誰にでも入手できるものになり、差別化には役に立

たなくなっている」「過剰な機能や能力を持った PC を 2、3 年毎に更新するのは無駄遣い

である」「注目すべきなのは IT のもたらす価値ではなく、そのリスクである」というよう

な主張をこの論文の中で繰り広げているのである。 
この論文がHBRに掲載されると、米国の主なITベンダーの経営者、ITコンサルタント、

関連分野の研究者などが、さまざまな反論やコメントを発表し、マスコミもこれを取り上

げて論争が巻き起こった3。たとえば、ニューヨーク・タイムズ紙は 5 月中に 2 回、6 月に

1 回この論文あるいはこの論文に関する論争を取り上げている。コンピュータワールド誌

やインフォメーション・ウィーク誌などの業界誌はもちろん、ワシントン・ポスト紙やUSA
トゥデイ誌やフォーチュン誌もカーの論文を取り上げている。インテルのCEOであるクレ

イグ・バレットやマイクロソフトのビル・ゲイツなどのIT企業の経営者、ジョン・シーリ

ー・ブラウンやジョン・ヘーゲル、ハル・バリアンのような学識経験者もカーの論文に対

する反論やコメントを発表している。 
ここでは、この論文とその後の論争を踏まえてカーが書き下ろした書籍”Does IT 

Matter?”を取り上げ、その議論の内容を再考する。 

                                                  
1 Carr, Nicholas G. “IT Doesn’t Matter” Harvard Business Review, May 2003, pp.41-49 
2 “It doesn’t matter” は「気にしないで下さい」「構いませんよ」という意味で、日常会話でよく使われ

るフレーズである。 
3 カーの論文に対する主な反論やコメントについては、カー自身が”IT Doesn’t Matter”というウェブペー

ジ（http://www.nicholasgcarr.com/articles/matter.html）で紹介している。 
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1.2 IT は重要ではないのか 

まず、最初に指摘しておくべきことがある。それは、カーの論文のタイトル（”IT Doesn’t 
Matter”）と著書のタイトル（”Does IT Matter?”）は、その内容を正確に表現したもので

はないということである。 
この論文や著作の内容を紹介せずにタイトルだけを引用すれば、おそらく多くの人は誤

解をするだろう。実際、カーの論文に対する反論の中には、カーの実際の主張をよく理解

せずに「IT は生産性の向上をもたらすものだから企業にとって重要である」「IT はまだま

だ進歩し、企業にイノベーションをもたらす重要な要素である」といった的はずれな反論

が数多くみられる。カーは論文でも著書でも、「IT は不要だ」と書いているわけでもない

し、条件を付けずに「IT は重要でない」と書いているわけではない。 
カーの論文と著書の最も重要な部分を大胆に要約すれば、その主張は「IT は、電話や電

力、鉄道などの基盤的技術と同じように技術的な成熟にあわせてコモディティ（日用品の

ように誰でも容易に入手できるもの）になりつつあり、もはや企業にとって持続的な競争

優位の源泉ではなくなっている」というものである。 
つまり、情報技術は（電話や電力と同じように）ビジネスには不可欠であるが、企業戦

略や事業戦略から見れば重要ではなくなっていると主張しているのである。 
ちなみに、HBRの論文を掲載したダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビューは、

タイトルを「もはやITに戦略的価値はない」と意訳している。この方が内容を適切に表現

していると言えるだろう4。 

 
2. IT のコモディティ化に関する議論 

2.1 基盤的技術の宿命 

カーは、技術をプロプライエトリな技術と基盤的技術に区分している。プロプライエト

リ5な技術は、ある企業によって占有される独自の技術であり、基盤的技術は広く社会で共

有される技術である。たとえば、鉄道や電力は基盤的技術である。仮にある企業が鉄道を

建設し運営する技術を独占的に保有していたとすれば、鉄道が生み出す便益は、現実に存

在しているオープンな鉄道網から得られる便益よりはるかに小さいものとなっていただろ

う。電力や電話も鉄道と同じように、その技術が広く共有された方が社会的な価値は大き

くなる。 
基盤的技術は、その技術的な特徴と経済的な特性から広く共有されるものとなる。もち

ろん、基盤的技術であっても、その黎明期には特定の企業によって保有される技術で成り

立っている。しかし、鉄道や電力の歴史をみれば分かるように、その技術の利用が広まる

                                                  
4 カー, ニコラス G. 「もはやITに戦略的価値はない」ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー 
2004 年 3 月号、pp.137-148 
5 proprietary：私有財産として所有される、ここでは一企業が所有する独自技術のこと 
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につれ、標準化が進み、プロプライエトリな技術は姿を消すことになる。 
さらにカーは、標準化は技術そのものだけではなく、技術の利用方法にまで及ぶと指摘

している。カーは、電力利用の事例を挙げている。電力の利用が始まったばかりの頃は建

物ができた後で電気配線を行いコンセントを取り付けていたが、やがて新しい工場が建設

される時には、あらかじめ電気配線と数多くのコンセントを設置するようになっていった。

これはベスト・プラクティスが広く理解され、模倣されるようになり、一種の標準となっ

た事例であるとカーは述べている。 
  

2.2 IT は基盤的技術なのか 

カーは、ITも基盤的技術であると主張している。しかし、ITを鉄道や電力と同じように

考えてもよいのだろうか。ITは、鉄道や電力と比べてはるかに複雑で発展性も高い。この

点は、ジョン・シーリー・ブラウンやジョン・ヘーゲル 3 世なども指摘している点である

6。鉄道や電力の分野でも技術進歩がまったく止まってしまったわけではないが、その技術

が世に生まれた頃から比べれば、ほとんど止まっているに等しい。しかしIT分野において

は、現在も技術革新が続いている。その進歩が続く限りITは誰もが共通的に使う技術では

ない。常に、先進的なITを利用するイノベーターが存在する。これはITが基盤的でないと

いうことを意味しているのではないだろうか。 
しかし、カーは、IT が鉄道や電力などの基盤的技術より複雑で発展性が高いことを認め

つつも、以下の３つの理由を挙げて、基盤的技術であると主張する。 
まず第１に、鉄道が人や物を運び、電力網が電気を送るのと同じように、IT はデジタル

化された情報を運ぶ。言い換えれば、IT も鉄道や電力のようにネットワーク化されるもの

である。ネットワーク化されるものに関する技術は、必然的に相互接続性と相互操作性を

高めながら発展していくことになる。具体的に言えば、コンピュータは単独で利用される

時代から LAN に接続される時代を経て、現在は地球を包み込むインターネットに接続し

て利用する時代になっている。ネットワーク化の進展は技術の標準化をもたらす。最近は

機能の均一化という現象まで引き起こしている。 
第２に、IT はきわめて模倣が容易である。特に IT の機能の多様性を実現しているソフ

トウェアはデジタル化されたデータであり、ほとんど費用をかけずに際限なく完全なコピ

ーをつくることが可能である。ワープロや表計算のソフトウェアを独自開発する企業がな

いのと同じように、SCM（サプライ・チェーン・マネジメント）や CRM（カスタマー・

リレーション・マネジメント）の機能を備えたアプリケーションも安価に入手できるよう

になっている。仮に新しい機能を備えた革新的なソフトウェアが開発されても、その機能

あるいはソフトウェアは短時間でコピーされる運命にある。 
第３に、IT の利用方法も標準化されつつある。ビジネス活動で利用されるソフトウェア

                                                  
6 John Seely Brown and John Hagel “Commoditization of IT and its implications for business 
strategy” Financial Times January 19, 2004 
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が独自開発のものから汎用品に置き換わることは、企業のビジネスの仕組みやプロセスま

でもが均一化することを意味する。なぜなら、汎用的なアプリケーション・ソフトウェア

を購入するということは、汎用的なプロセスを購入することでもあるからである。 
カーは、IT がこれからも進歩、発展することを否定しているわけではない。しかし、ビ

ジネスにおけるその利用の現状を見れば、すでに IT は広く社会で共有される技術になっ

ているとカーは主張しているのである。 
 

2.3 IT はコモディティ化しているのか 

ITの中でハードウェアは、すでにコモディティ化し、低価格化していることについては、

誰にも異論はないだろう。カーは論文の中で、マイクロプロセッサの処理能力あたりのコ

ストを例としてあげている。1978 年に 1MIPS7あたりのコストは 480 ドルであったが、

85 年には 50 ドルに、95 年には 4 ドルまで低下している。ストレージも同様に価格低下が

進んでいる。1956 年に 1MB8のストレージは 1 万ドルであったが、現在、1 万ドルもあれ

ば、40GB9のハードディスク装置を搭載したPCを 20 台以上買うことができる。 
マイクロプロセッサやストレージだけでなく、メモリーや液晶ディスプレイなど PC（パ

ーソナル・コンピュータ）の構成部品の価格は劇的に下がっている。 
こうした構成部品の価格低下に加えて、IBM互換のPCは、そのアーキテクチャがオープ

ン・モジュールであったため、PCは完全にコモディティ化してしまった。そしてさらに、

インテル・アーキテクチャ10向けのサーバー用OS11の登場によって、サーバーも急速にコ

モディティ化している。ここでは詳述しないが、同様にストレージも、ハイエンドのルー

ターを除くネットワーク機器もコモディティ化が進んでいるとカーは指摘している12。 
問題は、ソフトウェアがコモディティ化しているかどうかである。もちろん、カーはソ

フトウェアもコモディティ化していると主張しているのだが、カーの論文に異議を唱える

専門家は少なくない。彼らは、ソフトウェアは人類の知性を具象化したものであり、コモ

ディティ化することはないと考えているからである。これに対してカーはその著書の中で、

確かにソフトウェアはハードウェアとは異なり無限の可能性を持っているが、それは抽象

的なレベルの話であり、現実にはソフトウェアはパッケージ・ソフトウェアとして販売さ

れていると反論している。 

                                                  
7 ミップス、コンピュータやマイクロプロセッサの処理能力を示す指標で、１MIPSとは１秒間に 100 万

回の命令を処理できる能力をいう。 
8 メガバイト、100 万バイトのこと。1 バイトは 8 ビットで、英数字 1 文字を表すのに使われる。日本語

の場合には、1 文字は 2 バイトである。 
9 ギガバイト、10 億バイト、あるいは 1000MB。 
10 マイクロプロセッサにインテルの 8086 系のチップあるいはその互換チップを利用したコンピュータ

のこと。 
11 Windows NT系のOS（Windows 2000, Windows XP）およびLinux, FreeBSD／NetBSDなどのUnix
系のOSのこと。 
12 カーは、独自の仕様を採用しているハイエンドのルーターも、やがては標準的な技術で構成されたル

ーターの性能が向上し、その市場を奪うだろうと予言している。 
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つまりビジネスの世界では、ソフトウェアは金銭で購入できる商品の一つにすぎない。

さらにソフトウェアは開発には膨大なコストが必要なことがあるが、再生産はきわめて容

易である。ソフトウェアは一度開発してしまえば、その再生産と流通に要するコストはほ

とんどゼロである。つまり、ソフトウェアの方がより共有することによるメリットが大き

いことが分かる。これはソフトウェアはハードウェアより日用品化しやすいという性質を

持っていることを意味している。 
企業には、巨額の費用をかけて独自のソフトウェアを開発するという選択肢も残されて

いるが、ソフトウェアを共有することによってコストを節約した方が、ソフトウェアの独

自性を維持するよりもメリットは大きい。実際にERP13やSCM14などのパッケージ・ソフ

トウェアの利用が増えているのが、ソフトウェアがコモディティ化しているなによりの証

明であるとカーは主張している。 
 

2.4 オーバーシューティングという問題 

カーは、IT が抱えるもう一つの問題を指摘している。それが「オーバーシューティング」

である。オーバーシューティングとは、目標に向けて何かを調整する場合に目標を超えて

しまうことをいう。ここでは、IT の技術進歩が利用者のニーズを超えてしまい、IT 製品

が利用者の必要とする以上の性能や機能を持つことを意味する。 
実際、我々が日常利用しているPCの情報処理能力は、かつてのスーパーコンピュータを

凌ぐものになっており、ワープロソフトなどのオフィス用のパッケージ・ソフトウェアに

は、普通の利用者が生涯にわたって利用することのないだろうと思われる機能が数多く備

わっている。しかし、企業内のほとんどのPCは、ワープロ、表計算、電子メールなどの限

られた用途にしか利用されておらず、そのパワーも機能も一部しか利用されていない。ス

トレージ（外部記憶装置）も同様である。コンピュータワールド誌の推計によれば、典型

的なウィンドウズ・ネットワークに接続されたストレージの約 70％は無駄に利用されてい

る15。 
そのような状況にもかかわらず、企業は2年から3年程度でPCを更新している。カーは、

こうした支出の多くはITベンダーの戦略に起因しており、利用者のニーズに基づいたもの

ではないと指摘し、システムの更新サイクルを少し長くするだけでかなりのコストが節約

できると主張している16。 
                                                  

13 Enterprise Resource Planning の略で、多くの企業に共通の購買・生産管理・販売管理・財務会計・

人事管理・物流管理など、企業活動全体にわたる業務を統合データベースによって有機的に結合して処理

すること。ERPパッケージとしてはSAP社のR/3が有名。 
14 原材料や部品の調達から製品やサービスを最終顧客に販売する流れを一つの供給の連鎖として捉え、

この連鎖全体を最適にするため、関係企業間で情報を取り交わして製品やサービスの流れを統合的に管理

する手法のこと。 
15 Barbara DePompa Reimers “Five cost-cutting strategies for data storage” Computerworld, Oct. 21, 
2002, http://www.computerworld.com/hardwaretopics/storage/story/0,10801,75221,00.html 
16 この部分を読むだけでも、マイクロソフトのCEOであるスティーブ・バルマーが、カーの論文を「く

だらない（hogwash!）」と評した理由が理解できる。 
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オーバーシューティングの問題は、未来的にはハードウェアよりソフトウェアの方がよ

り深刻かもしれない。なぜなら、ハードウェアは物理的な老朽化という問題があり、ある

程度長期間利用すれば更新されることになるが、ソフトウェアは朽ち果てることがないか

らである。仮に、現在利用しているソフトウェアの機能に不満がないのであれば、そのソ

フトウェアは、それに対応するハードウェアなどのプラットフォームがある限り未来永劫

使いつづけることができる。つまり、そのソフトウェアが、売り切りのパッケージソフト

であれば、二度とそのソフトウェアにお金を払う必要はない。これをベンダー側からみれ

ば、利用者が十分に満足するパッケージソフトを開発して販売してしまえば、それを改良

して新しいバージョンをつくっても商売にならないということである。 
 

3. IT の戦略的価値に関する議論 

3.1 競争優位をもたらすものは何か 

IT ベンダーや IT 系のコンサルタント、企業の CIO はもちろん、一部の企業経営者は競

争優位を獲得するために IT をいかに活用するかという問題に正面から取り組んでいる。

彼らの多くは、IT の戦略的重要性を信じ、先端的な IT を導入することによって、他社と

の差別化を図り、持続的な競争優位が得られると考えているに違いない。しかし、カーは

きっぱりと、もはや IT にはそうした戦略的価値はないと主張する。 
おそらくここが”IT Doesn’t Matter”論争でもっとも議論が激しい部分だろう。 
持続的な競争優位の源泉となるものはどのようなものなのかとカーは問いかける。それ

は普遍的なものではなくて、希少なものでなくてはならない。ライバル企業が持っていな

いものを持っているか、ライバル企業ができないことを実行できなければいけない。しか

し、IT はコモディティ化し、誰もがそこそこの金額を支払えば入手できるものになってし

まった。だから IT は競争優位の源泉とはなりえない。それがカーの主張である。 
したがって、IT がコモディティ化する前であれば、IT は競争優位をもたらす源泉にな

り得たのである。カーが例に挙げるのは、医薬品販売企業のアメリカン・ホスピタル・サ

プライ（AHS）が、顧客の病院向けに開発した ASAP という受発注システムや、アメリカ

ン航空の座席予約システム Sabre（セーバー）などの情報システムである。これらのシス

テムを開発するために AHS やアメリカン航空は巨額の IT 投資を行っている。しかし、ラ

イバル企業が同様のシステムを開発して普及させるまでに相当の時間を要したため、両社

はこの間に大きく業績を伸ばすことができ、その IT 投資額を十分に回収することができ

たのである。 
 
3.2 IT と競争戦略論 

ここで、カーの論文を少し離れて、IT と競争戦略論の関係について簡単に振り返ってお

こう。競争戦略論を確立したのはマイケル・E・ポーターである。ポーターは、市場におけ

るポジショニングが持続的競争優位をもたらすという「市場ポジショニング論」を唱えた。
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これは、他社との競合関係を考えつつ自社は市場の中でどのような位置を占めていくかを

考えるという戦略である。ポジショニングを考える上でベースとなる要素は３つある。商

品、顧客、アクセスである。どのような商品を扱うのか、どのような顧客をターゲットに

するのか、どのような地域あるいは場所でビジネスを行うのかである。ポーターは、IT に

ついて、オペレーション効率を向上させるものであり、それだけでは一時的な競争優位は

獲得できても持続的競争優位の源泉にはならないと考えている。 
競争戦略のもう一つの大きな潮流が「資源ベース論」である17。1990 年にC・K・プラ

ハラードとゲイリー・ハメルは「コア・コンピタンス」というコンセプトを発表した。コ

ア・コンピタンスとは「顧客に特定の利益を与える一連のスキルや技術であって、他社に

真似できない核となる能力」のことである。ただ、彼らの研究は、コア・コンピタンスを

企業戦略にどう生かすかという分析が十分行われていない。資源ベース戦略論は、J・B・

バーニーらによって概念が整理され、企業のもつ資源（人材、資金、技術力、専門能力、

組織文化など）が生み出す模倣困難性が持続的な競争優位の源泉になるという基本的な枠

組みが固まった。したがって、資源ベース論に従えば、ITがコモディティ化し、模倣可能

な要素であれば、ITは持続的な競争優位の源泉とはなり得ないことになる。 

 

3.3 IT は競争優位の源泉となりうるのか 

カーの考え方は資源ベース論に近い。IT が、誰でも容易に入手できるコモディティにな

ってしまったため、もはや IT だけによってビジネス上の模倣困難性を創り出すことは不

可能になってしまった。したがって IT は持続的な競争優位の源泉とはなり得ない。それ

がカーの主張である。 
この考え方を根本から揺るがすような反論は見あたらない。たとえば、CIOマガジンの

編集長であるアビー・ランドバーグは、インターネットの世界を見れば、アマゾンやｅベ

イのような例があるではないかとカーに反論している。しかし、カーは、それは「ITによ

って得られた一時的な競争優位をビジネスの領域にうまく転換できたがゆえに競争力を維

持していられるのだ」と答えている18。たしかに両社はともに先行的なIT投資で得られた

優位性をブランドという別の資源に置きかえることに成功している。特に、ｅベイの場合

には、ネットオークションの参加者が増加することによって、出品される商品が増加し、

それがまた入札者を増加させるというネットワーク効果によってネットオークションの市

場で圧倒的な市場シェアを獲得した。アマゾンやｅベイは、First Mover Advantageを最

大限に生かした事例であり、ITによって競争優位を得た事例ではない。 

                                                  
17 Resource Based View (RBV) の創始者については諸説ある。1984 年のB・ワーナーフェルトの論文が

始まりであるという考え方もあるし、1960 年代から 1970 年代にかけて企業戦略を研究していたハーバ

ード・ビジネススクールのケネス・アンドルーズらが「企業独自のコンピタンス（能力）を競争優位に変

換させるために資源をできるだけ集中させるために事業の範囲を定めること」が企業戦略であるという考

えを明らかにしており、これが資源ベース戦略の始まりだと考える説もある。 
18 CIOマガジン（日本版）2004 年 8 月号、p.15 
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また、ランドバーグは、グーグルの例を持ち出して先進的なITインフラが他社との差別

化を生み、高い競争力を生むこともあると主張している19。これに対して、カーは、「確か

に、非常に小規模な企業であっても、独自の機密的なアルゴリズムを採用することで高い

競争力を獲得できるということは、私も否定しません。ただし、グーグルが検索エンジン・

ベンダーというきわめて特異な立場にあることを忘れるべきではないでしょう」と答え、

グーグルにおける成功が、一般の企業で応用可能なものではないことを指摘している。 
ただ、それほど例は多くないにしても、アマゾンのワンクリック技術のように特許権を

付与された IT の場合には、ライバル企業による模倣を困難にする要素として持続的な競

争優位の源泉となりうるだろう。工業製品と同じように、特許はソフトウェアにおいても

模倣を防ぐ重要な武器になりうる。 
 

3.4 IT による競争優位という幻想 

そもそも現在、戦略論の中で IT を単独で戦略優位の源泉として考えている研究者は、

ほどんどいない。市場ポジショニング論をとる研究者はもちろん、資源ベース論派の研究

者でも IT そのものだけでは持続的な競争優位の源泉にはならないと考えている。 
ただし、これは現在の話である。かつてはそうではなかったとカーは考えている。先に

「3.1 競争優位をもたらすものは何か」で述べたように、カーは、かつてITが持続的な競

争優位を生み出したとして例として、AHSのASAPやアメリカン航空のSabreを取り上げ

ている。これらは、SIS（戦略情報システム）の事例としてよく知られている20。 
SISの提唱者としてしられているコロンビア大学のチャールズ・ワイズマンは、SISを「競

争優位を獲得・維持したり、敵対者の競争力を弱めたりするための計画である企業の競争

戦略を、支援あるいは形成する情報技術の活用である」と定義している21。SISの信奉者た

ちは、SISの導入によって、その企業と事業が劇的にイノベートされ、競合企業に打ち勝

つことができると信じていた。しかし、よく事例で取り上げられているASAPやSabreなど

に続く成功事例が生まれなかったために、90 年代にはSISを信じる人はほとんどいなくな

った。 
つまり、IT によって競争優位が得られるというのは、過去に遡っても、きわめて希なケ

ースであったことがわかる。 
にもかかわらず、現在でも、一部の IT ベンダーや IT コンサルタントは、ユーザー企業

に対するセールストークの中で、IT を戦略優位を生み出す魔法の杖のような特別な道具の

ように説明している。 
情報システムの歴史を冷静に振り返れば、ASAP や Sabre のような事例は例外的な存在

                                                  
19 同上、p.13 
20 日本では、花王のネットワーク受注システム、セコムの連絡網システム、セブンイレブンのPOSシステ

ムなどがSISの事例として取り上げられた。 
21 Wiseman, Charles M. “Strategy and Computers: Information Systems As Competitive Weapons”, 
Irwin Professional Pub (1985) 
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であり、大多数の企業にとって、IT によって持続的な競争優位を獲得できるというストー

リーは、かなり古くから幻想だったと考えた方が正しいように思える。 
 

4. IT ケイパビリティ  

4.1 IT に戦略的価値はまったくないのか 

IT そのものが競争優位の源泉にはなり得ないからと言って、直ちに IT には競争戦略上

の価値がないと結論することはできない。IT は、競争戦略を実行に移す際に必要な道具の

一つだからである。 
カーに対する反論の中にも、ITの価値は利用方法によって異なってくることを指摘する

ものがある。たとえば、ジョン・シーリー・ブラウンとジョン・ヘーゲル 3 世は、ITをテ

コとして新しいビジネス手法を生み出そうと徹底的に考える企業経営者が少ないから、IT
がコモディティとしてみなされるようになったのだと主張し、「差別化は、ITそのものに

あるのではなく、それによって可能となる新しいビジネス手法にある。とはいえ、ITなく

してそれは不可能なのである」と述べている22。 
しかし、カーは論文の中で、ITシステムと密接に関係したプロセスは、ITがコモディテ

ィ化し、標準化されるにつれて、ライバル企業に模倣されやすいものになるという議論を

展開している。また、著書 ”Does IT Matter” の中では「論文に寄せられたコメントの中

には、ITそのものが競争優位の源泉ではなく、ITの使い方にこそ競争優位の源泉があるの

だという意見がある。」と書いた上で、アメリカン航空のSabreの例を再び取り上げ、差別

化につながるどのようなITの利用方法であっても、ライバル企業にコピーされてしまう運

命にあるだけでなく、ライバルはより進んだシステムを導入することになると指摘してい

る23。 
したがって、IT の新しい利用方法を見つけ出した企業は、その利用方法による優位をで

きるだけ早期に他の持続的な優位をもたらす何かに転換する必要がある。しかし、技術の

複製サイクルはどんどん短くなっているため、IT の斬新な利用方法によって得た一時的な

優位を持続的なものに展開するチャンスは少なくなっているとカーは主張している。 
 
4.2 IT ケイパビリティの重要性 

確かに、カーが指摘するように ERP、SCM、CRM などの分野のビジネス用のソフトウ

ェアは、ベストプラクティスを取り込む形でバージョン・アップが行われている。したが

って、IT の優れた利用方法は、IT ベンダーを介してどんな企業でも入手できるようにな

るだろう。 
しかし、利用方法がソフトウェアに組み込まれ、誰でも利用方法を含めて IT を簡単に

                                                  
22 Brown, John Seely & Hagel III, John, “Letter from John Seely Brown and John Hagel III”, Harvard 
Business Review June 2003, ‘Letter to the Editor, Does IT Matter? An HBR Debate’ page 3 of 17 
23 “Does IT Matter?”のpp.76-81 
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入手できるようになっても、それをビジネス上有効に活用できるかどうかは別問題ではな

いだろうか。先進ユーザーの斬新な IT 利用方法をコピーすることはできても、それをビ

ジネスや経営に有効に利用できないことも十分に考えられる。 
カリフォルニア大学バークレー校のハル・バリアンは「ITがコモディティ化し、もはや

競争優位をもたらさないというニコラス・カー氏の主張は正しい。とはいえ、ITの効果的

な活用方法が広く理解されているかと問えば、依然スキルが不足しているといえる。（中略）

ITではなく、その効果的な使い方を知っている人たちが、競争優位をもたらすのである」

と主張する24。 
これは、IT を使いこなす能力（IT ケイパビリティ）の問題である。IT ケイパビリティ

は、IT あるいは IT そのものに関連する資源、IT を活用する人に関する資源、IT を活用

する組織に関する資源の 3 つの構成要素に分類できる。 
カーが主張するように IT それ自身とその利用方法は、標準化されコモディティ化し、

誰でも容易に入手できるので、問題は人と組織に関する資源である。IT を活用できるスキ

ルを持った技術者と IT とその活用方法を理解している経営者がいて、組織の構造やカル

チャーが IT を活かせるものであることが重要なのである。こうした人的・組織的資源は

模倣が困難であることを考えると、IT ケイパビリティは競争優位の源泉になりうるのでは

ないだろうか。 
 

5. まとめ 

ニコラス・G・カーが 2003 年 5 月に”IT doesn’t Matter”という論文を発表してから、企

業における IT の価値について活発な議論が巻き起こった。反論の中にはカーが IT の必要

性を否定したとの誤解もあったが、カーが言いたかったことは「IT は、技術的成熟にあわ

せて誰でも入手可能なものになりつつあり、持続的競争優位の源泉にはなりえない」とい

うことであり、最近の企業戦略論からみて、それほど突飛なものではない。 
カーは、IT の利用方法についてもソフトウェアの中に埋め込まれるようになっており、

利用方法も含めて IT はコモディティ化していると述べているが、IT を実際にビジネスや

経営に活用する能力（IT ケイパビリティ）は、企業の抱える人材や組織形態、企業のカル

チャーに依存しており、これは簡単に模倣できるものではない。つまり、ソフトウェアを

含めた IT はどんな企業でも容易に入手可能なものとなっているが、それを十分に使いこ

なせるかどうかは、個々の企業によって大きな差があると考えられる。この IT を活用で

きる組織能力こそが競争優位の源泉の一つとして重要になっているように思われる。 

                                                  
24 バリアン、ハル「ITスキルはいまだ不十分である」ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー 2004
年 3 月号、p.153 
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