
 

 

 1.サプライチェーン・マネジメント・ 
  システムとは 

 

 

 1 章では，まず，サプライチェーン・マネジメント(Supply Chain Management；

以下，SCM と略す)登場の背景，目的，理論的背景を整理する。その中から，SCM シ

ステムの役割とその実現に必要な機能を明らかにする。 

 また，SCM(および SCM システム)は，経営戦略，事業戦略，商品特性に合わせて，

様々な形を取る。本書で取り上げる 3 つのタイプについても紹介する。 

 

1.1 サプライチェーン・マネジメントとは 

1.1.1 SCM 登場の背景 

 市場が成長一辺倒だった大量生産・大量消費の時代は，何が売れるのか，何を作れ

ばいいのか，ある意味で予測できた。「ある意味で」と言うのは，市場環境が現在ほ

ど複雑でなく，予測するほどのことではなかったかもしれないからだ。 

 この時代は，作れば売れるので，生産部門は生産効率を追求し，大ロット生産を行

い，仕掛り在庫を増加させた。物流部門は輸送コストを最小にするために，大ロット

輸送を行い，流通在庫を増加させた。販売部門は欠品率を最小にするために，在庫を

増加させた。しかし，需要が常に供給を上回るような状態だったので，需要と需要に

追いつけない供給とのギャップを埋めるために，在庫が需給調整のバッファの役割を

果たしていた。また，一時的に在庫が増えても，いつかは売れてキャッシュを手にす

ることができた。つまり，生産部門，物流部門，販売部門が，それぞれ自分たちの都

合の良いように勝手に動いて在庫を増やしても，さほど問題にはならなかった。また，

在庫は資産として評価されるので，大量生産をして製造原価を下げれば，帳簿上の「見

かけの利益」が計上できた。会計上も在庫は「悪」ではなかったのである。 

 しかし，市場が成熟してくると，売れるものは限られ，何が売れるかは商品が市場

に物が出てからでないと分からない。しかも，消費者は移り気である。その意味で，
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1. サプライチェーン・マネジメント・システムとは 

現在は不確実性の時代であると言える。売れる物を作り続けるためには，単種大量生

産は変種変量生産となるざるを得ない。 

 こうなると，在庫は将来現金化できるかどうか分からないので，リスクとなる。現

金化できたとしても，今よりも価値が目減りしてしまうかもしれない。売れなければ，

在庫はすべて捨てるほかはなく，損をするだけである。大量生産時代のような部門効

率の追求で在庫を増大させることは，企業全体の経営効率を著しく悪化させてしまう。

ここに至り，在庫は「悪」であり，リスクとなる。 

 在庫を少なくするには，在庫をバッファとして需給調整を行うわけにはいかない。

市場の変化に俊敏に対応して，物が売れてから，売れた物を売れた分だけ市場に供給

することが，最も効率が良い。つまり，小売は売れた分だけ卸から仕入れ，卸は小売

に売った分だけメーカーから仕入れる。メーカーは売れた分だけ作ることになる。こ

うなると，小売，卸，メーカーといったメンバーは，「情報」と「物」と「金」の流

れで強固につながり，利益とリスクを共有する運命共同体として連携していくことが

必要となる。 

 この運命共同体こそがサプライチェーンであり，この共同体のメンバーが連携し，

利益の最大化とリスクの最小化を目指していくには，以下の 3 点が重要である。 

 ① スピードの重視：市場(実需)のタイムラグのない把握 

 ② 需給調整機能のシフト：「在庫」バッファから「情報」バッファへ 

 ③ フローコントロールの重視：「物流」「商流」「情報流」の同期化 

 この中で最も重視されるべきものが，「情報」の持つ役割である。その役割とは，

各メンバーが行動を起こすトリガーとなることである。目前に実物がなくても，情報

をきっかけにしてビジネスを先へ先へと進めていくことが求められている。そのため

に，「情報流」には，市場(実需)に即応できるスピードと，需要と供給をマッチさせ

られる正確さと，「物流」と「商流」と一体化されているという信頼が備わっていな

ければならない。ここに，情報の持つ意味が，単なる受発注データ，入送金データ，

などとは根本的に異なってくる。このような，スピードと正確さと信頼性を実現する

ためには，最新の IT(Information Technology：情報技術)の適用が必要不可欠である。 

 「予測可能」から「予測不可能」へ，「物」から「情報」へ，「部分最適」から「全

体最適」へ，3 つのパラダイムシフトを背景に，近年の IT の急激な進歩によって，SCM

は誕生したのである。 
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図 1.1 パラダイムシフトと SCM 

 

1.1.2 SCM とは 

(1) サプライチェーン，および SCM の定義 

 サプライチェーンとは，組織・企業の壁を越えた商品供給に関わるすべての業務の

連鎖を指す。つまり，商品の供給活動全体を，企画・開発→計画→調達→生産→流通

→販売・サービスといった 1 つの鎖として捉えたものである。 

 また，供給に携わるメンバーのつながりとしてサプライチェーンを見てみると，原

材料サプライヤー→部品サプライヤー→メーカー→卸売業者→小売業者→消費者とい

うつながりが存在する。そして，各メンバー(企業)の中にも，それぞれのサプライ

チェーン，つまり企画・開発→計画→調達→生産→流通→販売・サービスといった業

務連鎖が存在する。例えば，メーカーの中にある，調達，生産，販売の業務連鎖であ

る(図 1.2 参照)。 

 このうち，「企画・開発」はサプライチェーンに含めない場合もある。これは，「企

画・開発」は，知的創造が求められ，発想や思考・経験といった人間に極めて依存す

る業務であって，日常的なマネジメントの対象となりにくいためである。しかし，「企

画・開発」がサプライ(供給)する商品そのものを生み出すという意味では，サプライ

チェーンにとって重要な業務の 1 つであることは間違いない。 
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 本書では，SCM を以下のように定義する。 

 

「SCM とは，調達・生産・流通・販売といったサプライチェーン全体の最適化を

図り，顧客満足度の向上と，リードタイムの短縮，在庫削減，キャッシュフローの

増大を同時に目指す戦略的なマネジメント手法である。」 

 

 SCM を実現するポイントは，自社が提供する商品・サービスの特性をよく分析し，

いかに需要と供給のマッチングを図るべきかを十分に検討することである。これが

SCM を「戦略的な」手法とよぶ
ゆえん

所以である。 

 さらに言えば，需要と供給をマッチングさせるポイント(以下，マッチング・ポイン

ト)をサプライチェーン上のどこに置くかによって，その SCM のマクロな構造が決定

される。 

 大量生産・大量消費時代には，需要と供給のマッチング・ポイントは流通チャネル

上，例えば卸や小売の店頭にあった。そこに在庫を多く確保することで，消費者の旺

盛な需要に対応することができた。しかし現在は，流通在庫をなるべく減らすために，

できればメーカーの生産ラインの中にマッチング・ポイントを移そうとする動きが主

流である。SCM の目指すところもまさしくそこにある。 

 

Customer
Distribution
center

Maker
(Plant)

Supplier
(Parts)

Supplier
(Materials)

Procurement Production Distribution

●　サプライチェーン・マネジメント（ＳＣＭ）とは，

　　　調達・生産・流通・販売というサプライチェーン全体の最適

　　　　　　・顧客満足度の向上

　　　　　　・リードタイム短縮

　　　　　　・在庫削減

　　　　　　・キャッシュフロー増大

 　　　を同時に目差す戦略的なマネジメント手法

化を図り，

 

図 1.2 サプライチェーン・マネジメント(SCM)とは 
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 しかし，一般的にマッチング・ポイント(在庫ポイント)がサプライチェーンの上流

であるほど，在庫は削減できるが顧客への対応は悪化し，マッチング・ポイント(在庫

ポイン)が下流であるほど，在庫は増えるが顧客の需要には迅速に対応できる。このジ

レンマに対し SCM は，需要と供給のマッチングを上手くマネジメントすることで，

市場変化への即応性を維持しながらマッチング・ポイントをサプライチェーンの上流

へ移すことを実現しようとする。その方法は，在庫を需給調整用バッファとするので

はなく，情報を在庫に代わるバッファとすることである。 

 したがって，オペレーショナルに SCM を定義するならば，「経営資源の 3 つのフ

ロー，物流・商流・情報流のうち，特に情報流を活用して需要と供給のマッチングを

図り，この情報流と物流，商流を統合することでサプライチェーンの効率向上を図る

マネジメント手法」である。 

 SCM の定義におけるキーワードは，「戦略的な」である。商品特性，商品戦略，

チャネル戦略などと切り離して SCM はありえない，ということである。昨今，世の

中で SCM と言うと，「サプライチェーン上を情報が行き来する」「全体最適の計画

系が回っている」「スケジューリングができる」など，本来手段にすぎないものが目

的であるかのようにミスリードされている。 

 SCM は，本来の目的である「戦略的な」部分をしっかりと固めておかないと，実

際には機能ぜず，効果も期待できないということに，十分注意しなければならない。 

 

(2) SCM の目標・視点 

 SCM の究極の目標は，「収益基盤の強化」である。そのためには，「全体最適」

の観点から無駄を徹底的に排除したサプライチェーンを再構築し，顧客満足度の向上

(機会損失削減，売上増)と経営効率の向上(リードタイム短縮，在庫削減，キャッシュ

フロー増大)を同時に実現する必要がある。 

 この目標を実現するために，SCM で重要であるのが，顧客指向，全体最適，フロー

コントロールという 3 つの視点である。言い換えるならば，SCM は，戦略的(経営目

標)レベルでは顧客指向を，戦術的(計数管理)レベルでは全体最適を，オペレーショナ

ル(業務管理)レベルではフローコントロールを目指すものである。 
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① 顧客指向とは何か 

 「顧客指向」とは，顧客が望むものを望むときに望む量だけ提供する，顧客の需要

がサプライチェーン全体を引っ張るプル型の商品供給を目指すことである。供給側の

論理で，流通チャネルや顧客に商品を押し込むようなプッシュ型商品供給であっては

ならない。 

 プル型の商品供給を実現するためには，激しい需要の変化に迅速かつ柔軟に対応す

ることが求められるが，サプライチェーンのメンバー個々の取り組みには限界がある。

メンバーが協力して，サプライチェーン全体として供給体制の最適化を図っていくこ

とが必要である。その結果，大きな顧客価値を生み出し，大きな顧客満足を得ること

ができる。 

 顧客価値を生み出し，顧客指向の供給体制を実現するためには，自社のビジネスモ

デル自体を抜本的に見直すことも必要となる。つまり，ビジネスモデル改革(BMR：

Business Model Reengineering)が必要となる場合もある。BMR については 1.2.1 項

「SCM の導入ステップ」で詳しく述べる。 

 

② 全体最適とは何か 

 「全体最適」とは，サプライチェーン全体をシームレスな 1 つのバーチャル組織，

企業体と捉え，サプライチェーン全体の効率化を図ることである。 

 では，なぜ全体最適が重要なのかを，「戦略のトレードオフ」という観点から見て

みる。代表的な経営戦略としては， 

 

• 売上最大化戦略 

• 利益最大化戦略 

• 差別化戦略 

• リスク最小化戦略 

 

などが挙げられるが，この中で，例えば売上最大化戦略とリスク最小化戦略を同時に

実施したとしよう。 

 売上を最大化するには，まず既存商品の品切れによる機会損失を防ぐことである。

一方，リスクを最小化しようとすると，売れ残りの在庫を抱え込まないように在庫を

必要最小限に抑えることである。そこで，在庫管理部門は，在庫圧縮のために生産量
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を調整しようとする。ところが，需要に関する見通しが甘いと，品切れが発生し，機

会損失が増える。そうなると，売上増大を目指す営業部門では少し大目に注文して商

品を確保しようとする。このように，それぞれの部門は経営戦略を実現しようと努力

するが，ある時は品切れが起こり，ある時は在庫が増えるということを繰り返し，トー

タルで見れば，機会損失も減らないし，在庫も圧縮されないということが起こる。 

 このように，いくつかの経営戦略は，トレードオフの関係となる可能性がある。つ

まり，複数の戦略は相互に影響しているので，1 つの戦略だけを推し進めると，必ず

どこかに悪影響が出てくる。このトレードオフをきちんと解消しようとすると，全体

最適という考え方が重要となる。 

 

差別化戦略

リスク最小化戦略 利益最大化戦略

売上最大化戦略

在庫圧縮，
リードタイム短縮

短納期，CTO，高コストパフォー

ライ

生産性向上，機会損失削減

SCM

●　サプライチェーン全体を見渡すと，複数の戦略が相互

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--->>>　トレ

マンス

フサイクルサポート

に影響

ードオフから全体最適へ

 

図 1.3 経営戦略と SCM 

 

■SCM の範囲 

 「全体最適」の「全体｣というのは，極めて相対的な概念である。SCM の範囲も実

は相対的であり，特に決まっているわけではない。冒頭で述べたように，原料・部品

メーカーからメーカー，卸，小売，顧客までの範囲の広いサプライチェーンもあれば，

1 つの企業内の購買部門，生産部門，物流部門，販売部門というサプライチェーンも

ある(本書では，このような企業内サプライチェーンを対象とした SCM システムにつ

いて 3 章で取り上げる)。 
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 したがって，これから導入しようとする SCM がターゲットとする範囲を明確にす

ることが重要となる。この場合，自社にとってマネジメントの対象として意味のある

(有効である)範囲か，自社がマネジメント可能か，が判断基準となる。 

 仮に，サプライチェーン全体から情報を取ってきて計画してみても，マネジメント

する意味がなければ，だだ単にデータを加工してコストを発生させているにすぎない。

また，マネジメントできないところを一生懸命に計画してみても，実行が伴わないの

でやはりムダ骨に終わる。 

 

自社にとって，マネジメントの対象として意味
自社にとって，マネジメントできる範囲は？

のある範囲は？
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図 1.4 SCM の範囲 

 

■メンバー間の関係 

 1 章の冒頭で，サプライチェーンを運命共同体と表現したが，SCM におけるメン

バー間の関係は，まさしく協働するパートナーへと変わっていく。例えば，古い商習

慣にとらわれた多段階の流通や，大手メーカーを頂点とするピラミッド型ヒエラル

キー構造の「ケイレツ」は，徐々に崩壊していく。 

 代わって，個々の企業の自立・独立を保ち，対等な信頼関係に基づく水平統合とな

る。メンバーはオープンな取引関係を結び，Win-Win の関係を目指す。したがって，

サプライチェーンはメンバーの「強み」と「強み」を組み合わせた，フラットなマト

リックス構造となる。 
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③ フローコントロールとは何か 

 SCM でいう「フローコントロール」とは，サプライチェーンを流れる物流・商流・

情報流の 3 つのフローを同期化し，統合的に管理することである。 

 まず，物流とは，文字どおりサプライヤーから顧客に向かう商品の流れである。そ

して，商流とは，物と引き換えに顧客からサプライヤーに向かうキャッシュの流れで

ある。 

 情報流は，物流・商流とは異なり，顧客からサプライヤーに至る各メンバー間を相

互に流れる。特に SCM では，3 つの流れの中で情報流が最も重要である。なぜなら，

SCM において需給調整機能を担っているのが，情報流だからである。 

 従来は，需要と供給のマッチング機能は，「情報」でなく「在庫」バッファによっ

て担われていた。供給側は，市場(実需)の変化に追従するまでのタイムラグを埋める

ために，「在庫」を積んでいた。 

 しかし，SCM では，このマッチング機能を「情報」バッファによって実現しよう

とする。つまり，情報の共有化によって，市場(実需)の変化に対して極めて小さなタ

イムラグで供給を追従させようとする。 

 ただし，情報を共有するだけでは SCM は実現できない。SCM 上を流れる情報をも

とに，サプライチェーンのメンバーがそれぞれの役割に従って行動しなければならな

い。しかし，情報だけでアクションを起こすには，その情報に信頼性がなければなら

ない。つまり，情報に物やキャッシュが伴う保証がないとすれば，情報共有がその後

のアクションにはつながることは難しいだろう。したがって，実際に市場(実需)に対

するサプライチェーン全体のレスポンスを向上させるには，情報流・物流・キャッシュ

フローを同期化し統合化することが重要となる。 

 SCM における情報の共有化は，単なる受発注情報の共有から，顧客(消費者)情報，

経営情報の共有へと深化する。これに伴い，メンバー間の信頼関係が向上していくと

期待される。 

 なお，共有される主な情報としては，以下のようなものが考えられる。 

 

• デマンドサイド情報：購買情報(POS；Point Of Sales：販売時点情報)，それから

予測される需要情報(計画) 

• サプライサイド情報：在庫情報(計画)，生産情報(計画) 
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