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第一章  はじめに 
 
１． 背景 
最近、あらゆる物が低価格で買えるようになってきました。その中で、利益を少しでも多く上げる

ために、いかにコストを引き下げるかが企業経営の重要な要素となっています。少しでも無駄を無く

すために、欠かすことのできない SCMについて関心を持ち調べることにしました。 
 
２． 研究の狙い 
現在の SCM を使っている業界・企業のメリット・デメリットについて調べることで、SCM の効果を

見つける。それに基づいて、今後の SCMについて考えてみたい。 
 
３． SCM とは何か？ 
原材料の調達から製造、流通、販売までの一連の流れを管理して、サプライチェーン全体の動

きを見ながら、経営判断の迅速化を図る意思決定支援システムのことです。企業や組織の壁を超

え、ひとつのビジネス・プロセスとして経営資源や情報を共有し、全体の最適化を目指してプロセス

の無駄を徹底的に削減することを目的とします。 
 例えば、小売情報をチェーン全体で共有できれば、製造会社や部品供給会社もより素早く的確

に資材を発注することができます。受注から納入までの期間が短縮できるうえに、納期回答の迅速

化にもつながり、顧客満足度の向上も期待できます。このように、複数の企業や組織の壁を超えて

ひとつのビジネス・プロセスとして経営資源や情報を共有し、チェーン全体の最適化を目指してプ

ロセスの無駄を徹底的に削減していくことが、SCMの狙いであります。 
 
第二章 SCM と食品業界 
 
１． 事例の紹介 
 食品業界において、在庫の管理は重要なポイントになる。なぜなら、食品には消費期限があり、

余った在庫は即無駄につながる。そのような食品業界において、SCM はもっとも力を発揮する。そ
の、食品業界での事例をもとに SCMの効果と目的を見ていく。 
 
２．  モスフードサービス＜事例 1＞  
① 目的 
食材・包材メーカーの生産支援システム「MOS-Nile」を稼動させた。「MOS-Nile」は、
ハンバーガーチェーンのモスバーガーの店舗に向けて、食材や包材を生産するメーカーと

モスフードサービスの本部をつなぎ、販売実績や在庫状況といった情報を共有するシステ

ムである。稼動させた理由として、食材や包材のメーカーは、店舗側（チェーン本部）が
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発注するアイテムの数量に合わせて生産し、さらに緊急の発注にも応じられるように独自

の在庫を持っている。メーカーにとって、店舗での販売実績や在庫状況などは、販売を予

測して生産の最適化を図ったり、新製品の提案などに取り組む際、大変貴重な情報となる。

一方、店舗を運営する企業が、こうした情報を積極的に取引先メーカーに提供するケース

はあまりない。人的な労力やコストがかかる上、こうした情報は機密的な内容を含んでお

り、情報漏えいを懸念するといった理由が挙げられる。これまでは、販売実績や在庫状況

といった情報は、取引先メーカー側がモスフードサービスの本部にいちいち電話で依頼し

なければ入手することができなかった。メーカーから「いつからいつまでの全店舗のある

メニューに関する食材の在庫数を知りたい」という要請があって初めて、モスフード本部

の担当者が基幹システムからデータを抽出し、ファクシミリや封書で送付していた。これ

では、メーカー側はリアルタイムに販売現場や倉庫の状況を把握できず、品切れというリ

スクを回避するためには余分に在庫を持つしかなかった。その量は、実際に「適正」とさ

れている約 1 カ月分の 3 倍を超え、中には消費期限を過ぎて廃棄処分を余儀なくされるケ
ースもあったという。モスフード側にとっても、メーカー側から情報提供の要請があるた

びに本部の人手を使ってデータを調べ、抽出し、紙に出力してファクシミリで送付すると

いう作業が発生しており、その間は担当者の本業の業務が中断される上、膨大な用紙費用

もかかっていた。こうした問題の根源にあるのは、業務に必要な情報が必要な人に正しく

提供されていないという状況だった。そこで、必要な情報をすべて自動的に提供してしま

おうという考えが、MOS-Nileである。MOS-Nileのポイントは「共存共栄、ギブアンドテ
イクの関係を築くことだという。これまで見せてこなかった情報を進んでオープンにする

が、取引先メーカー側の自主性も求める。本部から情報が降りてくるのを待つだけだった

状況を、自分から情報を取りに行き、生産予測や新製品開発に活用してもらう方向に変え

るということです。 
 
② MOS-Nileの特徴 
モスフードサービスの本部と、食材や包材を取り扱う取引先メーカーを結び、本部がメ

ーカーとの間で生産に必要な情報のやり取りを行うためのシステムである。メーカーにと

って生産に必要な情報とは、店舗の販売実績やセンター倉庫の在庫状況といったデータの

ことです。メーカーは、MOS-Nileから得られる情報を元に生産予測を立てたり、在庫量を
調整する。 
 モスフードサービスの店舗展開を支えるサプライチェーン・システムは大きく 4 つに分
けられる。（1）モスフードサービス本部の基幹システムである「GENESIS」、（2）本部と
各店舗をつなぐ POS（販売時点管理）システム「P4」、（3）本部と物流センターをつなぐ
倉庫支援システム「Mariana」、（4）本部とメーカーをつなぐ生産支援システム「MOS-Nile」
である。本部、店舗、センター、メーカーの情報を基幹システムである GENESIS に集約
して、必要な情報をそれぞれに振り分けていくというイメージだ。MOS-Nileの場合は、店
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舗の販売情報、センターの在庫情報を GENESISから抽出してメーカーへ提供している。 

モスフードサービス本部

Mariana

GENESIS

MOS-Nile

P4

 
 
（図１）サプライチェーンを支える「MOS-Nile」 
 

Marianaは、2000年の 4月に全センター13カ所で稼働開始した。その成功実績を元に、
次はメーカーの生産支援を行うため「MOS-Nile」の構築にあたった。それまでは、メーカ
ー別にファクシミリによって入庫指示書などを送付していた。また、メーカー側で販売実

績などを問い合わせる以外は情報をやり取りすることはほとんどなかった。そこで課題と

なっていたのは、「在庫」の増大である。メーカー側は、数少ない情報の中で独自の判断や

過去の最大値に合わせて生産し、リスクを回避するためモスフード側で持っている在庫の

ほかに、さらに別の在庫を持っているケースがほとんどだった。その量は、最適とされて

いる約 1カ月分の約 2倍から 3倍にも及んでいた。そこで、店舗の POSシステム「P4」か
ら得られる販売実績と、Marianaから得られるセンター倉庫の入出庫状況を MOS-Nileを
通じて提供することにした。さらに、これまで提供してこなかった売上相関（昨年度の売

上実績と生産実績）、消費予測（次月の商品ごとの消費予測）、倉庫入出庫予定・履歴など

もいつでも見られるようにした。 
 
③ MOS-Nileのメリット 
・ 生産、在庫系担当業務のファクシミリ廃止、ペーパーレス化 
・ 生産、メーカー在庫の削減（最大 70％） 
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・ 生産ライン組みの円滑化 
・ 倉庫間移動の削減 
・ メーカー物流のスポット率減少 
・ 業務全体のスピードアップ 
 
④ MOS-Nileのデメリット 
短期キャンペーン商品の販売予測がなかなか当たらない。短期キャンペーン商品とは、

モスバーガーが、レギュラーメニューとは別に、40日～50日間という期間限定で次々と打
ち出す新商品のことで、売り上げは全体の 14～20％を占めるという。レギュラーメニュー
については、前年同時期のデータが蓄積されていることもあり、ある程度販売予測ができ

るが、キャンペーン商品の場合は、その時の消費者ニーズや、その年の気候によっても売

れ方が全く異なるという。予想外に売り上げが伸びると、在庫が底をついて販売を休止せ

ざるを得ないといったことが発生する可能性もある。消費者サービスにもかかわる部分で

あるだけに、今後、予測データの精度を上げていくことが、大きな課題の一つになると思

います。 
 
３． ジョナサン＜事例 2＞ 
① 目的 
 従来のシステムは、本部にホストマシン、店舗にローカルなストアコントローラを置い

て、VAN サービスでデータ集配信する構成だった。商品物流用ホストコンピュータは、店
舗が年々増加したため、負荷が重くなり、障害頻度も多くなった。また、メニューの違い

などによる事態の多様化により、プログラムの修正だけでは対応出来ないところまで限界

がきた。運用面においても、店舗システムはマルチベンダーでシステムを構築していたた

めに、ヘルプデスク窓口が分散し、本部担当者にかなりの負担を強いてしまった。新しい

システムでは本部担当者の負担を減らし、特別なスキルを持たない担当者でも情報を分

析・加工できるようにし、食材在庫・発注情報のリアルタイム管理を目指した。 

 
② 特徴 
データを一元化してネットワークで共同利用するとともに、開発・保守コストを削減き

るパッケーンジを活用。一元化したデータを、店舗・本部・工場・物流センターなどでリ

アルタイムに共有し、活用するためにはネットワークを活用。そのネットワークの利用環

境、低コスト化が急速に進むと判断した新システムのデッサン。 
システムは、店舗の営業データを管理するのと、本部などが SCMシステムとして食材物
流で活用するものとの２つが連携するものである。 
（１） インターネットを活用した店舗システムを導入・運用 
（２） パッケージソフトの活用 
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（３） 外部データセンターへのデータの集中化 
（４） データ連携を考慮した、統一システム基盤の設計 

ジョナサン本部 取引先・工場 ジョナサン店舗

データセンター

在庫情報 物流情報

情報のリアル
タイム化経営の迅速化

正確な需要
予測可能

      
（図２）新システム「デッサン」 
 

ジョナサン単体では、システム開発の資金力がないため、NECの力を借りて新たなシテ
ムを開発することになった。システムの開発には、まず店舗営業管理のシステムから開始

され、続いて商品物流システムが行われた。 
 システム基盤は、NECのデータセンターに置かれ、SCMシステムの ASPサービスであ
る「NEC Food Service SCM」を利用。 
厳しい競争下にある外食産業チェーンでは、店舗、本部、物流間の連携が不十分な場合、

計画と在庫や人材配置等の実績との間に大きな食い違いが生まれ、ロスが発生しやすくな

ります。そこでシームレスな連携を実現する SCM（サプライ・チェーン・マネジメント）
が求められるのですが、システム投資がかさむことが懸念されます。NECの「フードサー
ビス SCM－ASP」は、ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）方式を採用する
ことで投資コストを低減し、経営効率を高めることができます。 

 
③ 導入効果 

 店舗営業データを管理する場合には、「欲しいデータ」をすぐに見ることができ、そのデ

ータも CSV 形式に落とせるので、特別なスキルがない担当者でも、WindowsPC 上でエクセル

などを使って分析・加工することが可能になりました。また、データがセンターに一元化

されているので、運用や機能の追加・変更も簡素化されました。 
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 商品物流システムでは、全社の在庫コントロールを可能にし、また店舗消費予測データ

をもとにしたより精度が高く、食材調達・配送計画・生産計画を実現しました。 

・経営情報をスムーズに把握できることによる経営判断の迅速化 

・情報システム/運用コストを約２０％削減 

・食材コスト削減 

 

４． フレッシュネスバーガー＜事例 3＞ 
① 目的 
 全国に約 180 店舗を展開する中堅ハンバーガーチェーンのフレッシュネスバーガーが、
業務の大改革に乗り出した。過去 2年間に展開した 3つの新業態を含めて、年間 50店舗と
いう大規模な出店計画を実現するために、店舗運営の効率化と食材調達コストの削減に着

手した。従来、店舗ごとの食材の発注は、店長の経験と勘に頼っていた。このため、品切

れを恐れるあまり、食材を多目に発注し、大きな廃棄ロスが発生することも少なくなかっ

た。 
 
② 特徴とシステム 

本部

自動発注
システム

店舗

卸

発注

365日配送を
実現

発注量を提示
食材の棚卸
しデータを
毎日入力

これまで３社だった仕入先を一本化。
スケールメッリトを生かす。

（図３）フレッシュネスバーガーの SCMシステム 
 
ＳＣＭシステムによって発注の精度を高めて、この状況を改善する。具体的には、店舗ご

との過去 1 週間分の売り上げ実績を基に、翌日の食材量をシステムが日次で算出。本部の
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担当者があらかじめ設定した売り上げ目標などを勘案して、この数字を修正する。店舗で

は、食材の棚卸しを毎日実施し、その結果をシステムに入力する。システムが算出した食

材量から、店舗の在庫を差し引くことによって各店舗の発注量が確定する。これを、本部

から卸業者に送信する体制にした。これによって、経験の浅い店長でも大きな廃棄ロスが

発生することがなくなる。 
また、システムの導入効果を高めるために、物流改革にも取り組むことだ。食材の配送は、

すべての店舗が 365 日体制に切り替わる。これまでは、週 3 回しか配送できない地域があ
るなどバラツキがあった。将来的には、6時間分の在庫までに圧縮したいという。 
さらに、調達コストを下げるために卸業者を一本化する。これまで 3社に分散していた原
材料の卸を、3社のうちでメーカーとの取引額が最も大きいユニバーサルフードに集約する。 
 
③ 導入効果 
・ 店舗運営の効率化 
・ 食材調達コストの削減 
・ 大きな廃棄ロスの発生がなくなる 
これら一連の改革によって、大規模な新規出店にも耐えうる体制が出来上がる。従来の

体制では、合計で 200店舗までしか運営できなかったが、最大で 1000店舗までは出店でき
る体制を構築できている。 

 
（表１）3社の SCM 戦略の比較 

・店舗運営の効率化。

・食材調達コストの削

減。

・大きな廃棄ロスの発

生がなくなる。

・店舗ごとの過去1週
間分の売り上げ実

績を基に、翌日の食

材量をシステムが

日次で算出。

・店舗運営の効率化。

・食材調達コストの削

減。
フレッシュネス

バーガー

・運用や機能の追加・

変更を簡素化。

・店舗消費予測デー

タをもとに在庫コン

トロールを実現した。

・開発コスト削減のた

め、SCM－ASPを
利用。

・食材在庫・発注情報

のリアルタイム管理。

・在庫の最適化。

ジョナサン

・ペーパレス化。

・在庫の削減。

・業務全体のスピー

ドアップ。

・情報共有のための

積極的な情報開示。

・情報共有で無駄を

省き、コスト削減。

・在庫の最適化。
モスフードサービス

効果特徴目的
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５． ３社の比較とまとめ 

３社を比較してみた結果、ＳＣＭの目的が見えてきた。ＳＣＭの目的は、原材料の調達か

ら製造、流通、販売までの一連の流れを管理して、サプライチェーン全体の動きを見ながら、全体

の最適化を目指していることだ。具体的には、食材在庫情報をリアルタイムに管理し、在庫を減らし

てコストの削減を図ったり、リアルタイムに情報を共有することで店舗運営の効率化を図っている。 

 ３社とも目的に大きな違いはない。しかし、３社とも目的を達成するためのＳＣＭの利

用はそれぞれだ。モスフードサービスでは、ＳＣＭを利用して積極的に情報開示し自社だ 

けではなく取引先のメーカーなどと協力して、全体最適化を目指している。積極的に情報

を開示することは、メーカー同士の信頼関係をより強くし、目的に一致団結して取り組む

勢いを生んでいる。しかし、積極的に情報を開示することにより、セキュリティの問題が

含まれる。情報を多く発信することは、それだけ情報が漏れてしまう危険もありセキュリ

ティの対策をしっかりすることが重要だと感じる。 

 ジョナサンでは、ＳＣＭにかかるコストさえカットの対象である。ＳＣＭシステムを構

築し運用にも大きな費用がかかる。それを最小限に抑えるために、ＡＳＰのＳＣＭシステ

ムを利用した。ＡＳＰを利用することで、ＳＣＭの目的を達成しながらも、ＳＣＭにかか

るコストを抑えた。だが、自社で改善したい部分があったり、問題が発生したりしたとき

に、それに迅速に対応しづらい。また、システム自体が自社のオリジナルではないため、

システムの自由度が低いという部分もあるだろう。 

 フレッシュネスバーガーは、従来店舗ごとの発注は店長の勘に頼っていた。このため、

品切れを恐れるあまり、食材を多目に発注し、大きなロスが発生することが少なくなかっ

た。食品を扱う会社にとって不良在庫は、即大きなロスとなる。逆に、在庫を減らせれば、

確実にコストを削減することができる。そこで、フレッシュネスバーガーでは、発注の精

度を高める予測システムに力を注いでいる。店舗ごとの過去１週間分の売り上げ実績を基

に、翌日の食材量をシステムが日次で算出する。これによって、経験の浅い店長でも精度

の高い発注ができる。今後は、よりいっそう発注の精度を高めるために、自社だけでなく

取引先とも協力していくことが重要だと考えられる。 

 ３社とも食品を扱う企業であり、在庫は即会社の経営に影響を与える。在庫を必要以上

に抱えてしまえば大きなコストが発生し、品切れを起こさないように在庫を減らせればコ

ストの削減につながる。つまり、コストの管理は効率的な経営に欠かせないのだ。SCM を利

用して、全体最適化を図ったことによって、大きな効率化に成功していると感じる。 
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第三章 SCM と様々な業界 

 

１．雪印乳業＜事例１＞ 

 

① 目的 

雪印は、2000 年 6 月に食中毒事件で信頼を失っていた。そのため、雪印は、牛乳事業・

アイスクリーム事業・食品事業を切り離し、2003 年から乳製品（マーガリン・プロセスチ

ーズなど）に特化して再出発となった。再スタートした雪印乳業は、30 日分の在庫を保持

していた。そのため、店頭の商品鮮度が高められず競争力が低下していた。そこで、30 日

分の在庫量を 15 日分までに減らし、店頭商品の鮮度を高め、競争力の向上を狙う。また、

在庫を減らすことによりキャッシュフローの改善を図る。 

 

 

（表１）雪印乳業の概要 

 

 

目標 

在庫量を 30 日分から 15 日に半減する。 

・10 億円以上のキャッシュフローの改善 

・店頭商品の鮮度向上 

主な機能 年間需要予測、3 ヶ月分の需要予測（週次で修正）、販売計画、生

産計画、物流配分 

システム構築費用 数億円  

 

 

② 特徴 

 SCM システムは、4つのサブシステムに分かれる。需要予測、販売計画支援、生産計画支

援、物流配分。需要予測をもとに、販売計画の制度を高め、生産計画、物流配分と連携さ

せて、生産、販売、物流の流れをスムーズに保つ。 

 従来、需要予測システムはあったが、正確に入力しなくても販売業務に支障がないため

ほとんど使われていなかった。 

 営業部門では、在庫の確保だけを重視して過大な販売予測を上げる傾向があった。確実

に売れる分の販売予測をしっかり入力するように、業務設計から見直す。 

 需要予測システムは、コンピュータで自動予測する商品と、営業部門が正確な販売予測

を入力する重要な商品に分け、入力しやすくする。 
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工場

基幹倉庫

地方拠点

倉庫

横浜チーズ
工場

厚木マーガ
リン工場

関西チーズ
工場

関西マーガ
リン工場

SCMシステムの物流配分指示に基づき出荷

関東倉庫 関西倉庫

日時で在庫を補充し、商品鮮度のばらつきがないようにする

北海道倉庫 東北倉庫 中部倉庫 九州倉庫

雪印アクセスなど卸業者

（図１）雪印乳業の SCM 

 

 社内物流体制は、東西の 4 工場でマーガリン・チーズを生産し、全国 6 ヶ所の倉庫で在

庫を持つというもの。工場・倉庫からなる 2 階層の物流体制。これを SCM の稼動に合わせ

て、工場・基幹倉庫、地方倉庫からなる 3階層の物流体制に改める。 

 これまでの 2 階層の物流体制は、不良在庫が発生しやすいという構造的な問題を抱えて

いた。これは、雪印が商品の品質保持期間を、日付単位で表示していることが一因となっ

ている。マーガリン・プロセスチーズといった製品は、品質保持期間が 6ヶ月～1年と長く、

法律上は月単位の表示しか義務付けられていない。だが、日付単位の表示は在庫を小売店

に納入する際に、重大な制約条件となる。小売店は、前回に納入した商品よりも新しい商

品が届くことを期待するからである。ある地方で在庫が不足すれば、余剰在庫のある別の

地方倉庫から商品を融通するが、都合よく新しい日付の商品だけを確保できるとは限らな

い。品質保証期間が残っているにもかかわらず、結局店頭に並べられないまま倉庫に眠る

在庫が発生することになる。加えて、倉庫間の在庫移動は、物流費用の無駄にもつながる。 

 生産計画の立案でも難しい条件をクリアしなければならない。チーズ・マーガリンの生

産は、できるだけロットを大きくして 1 日単位で生産ラインを切り替えたほうが効率的で

ある。生産品目を切り替える際に、成分にバラツキがでてしまうため、廃棄しなければな

らない部分があり、生産ラインをいったん洗浄しなければならないといったロスが発生す
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る。とはいえ、雪印の抱える商品は 200 種類に上り、需要に応じた機動的な生産品目の切

り替えも必要となっていく。このような制約条件の複雑さに対処できる SCM パッケージ製

品がなかったため、雪印は自社開発を選択した。 

 

③ 導入効果 

・ 在庫量を 30 日分から 15 日分に半減 

・ 10 億円以上のキャッシュフローの改善 

・ 店頭商品の鮮度向上 

・ 競争力の向上 

需要予測システムを再構築し、販売計画・生産計画・物流配分システムと連携すること

により、社内の生産・物流が効率化。 

 

 

２． 日本航空（JAL）＜事例２＞ 

① 目的 

日本航空は従来、部品の調達や在庫管理などを自社で実施していた。それを、米ボーイ

ングと契約し、自社で行っていた部品の調達や在庫管理を一括して代行させ、コストの削

減・在庫の削減を図った。 

 

② 特徴 

 ボーイングは、航空機用保守部品に関する SCM システム「GAIN」を稼動した。日本航空

（JAL）の部品倉庫に、納品させた在庫をボーイングの資産として扱い、日本航空（JAL）

は使用した分の代金だけを支払うシステムである。日本航空（JAL）は、5年間で約 80 億円

分の部品在庫をボーイングの資産に切り替えていくため、日本航空（JAL）の部品在庫はそ

の分だけ削減できる。 

日本航空（JAL）は、取得価格ベースで約 400 億円に達する約 20 万点の部品を、成田空

港と羽田空港内の整備場に保有している。GAIN の対象に切り替えるのは、ボーイング経由

のほうが安く調達できると判断できた、約 80 億円相当の約 7万点の部品。具体的には、空

調用エアフィルターやボルト、ナットといった使い切り型の消耗品から適用する。 

航空機は、飛行機時間や離発着回数などに応じた定期検査が義務づけられており、その

内容は法律や社内ルールで決まっている。だが、どのような修理や部品交換が必要化かは、

実際に作業をしないと分からない。部品の劣化や摩耗は、飛行時間などだけでは判断でき

ないため。そのため、これまで日本航空（JAL）は、安全を優先して、部品の在庫水準を高

めに設定していた。そこで、日本航空（JAL）がボーイングに検査スケジュールや部品の使

用実績データなどをネットワーク経由で送信する。ボーイングは、これらのデータに基づ

いて部品の需要を予測して、必要な量の部品を JAL の倉庫に納品する。この体制は、日本
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航空（JAL）だけでなくボーイングもメッリトが大きい。航空会社からの急な発注に備えて、

仕入れ先の部品メーカーから事前に購入していた部品在庫の削減につながるからである。 

 

部品を使用 部品の必要量を

予測し納品

使った分だけ代金を支払う

「富山の薬売り」 方式を採用

日
本
航
空

ボ
｜
イ
ン
グ

JALの製品倉庫
（成田・羽田）

5年間で約80億円の在庫を削減

 

（図２）SCM システム「GAIN」 

 
③ 供給の形 
今日では、品切れを起こせば競合他社の製品が売れることになる。そのため、製品の部

品供給業者にも厳しい納期や部品在庫の確保が求められるようになった。物が大量に市場

に供給できるようになったため、顧客が品物を選択できるという余地が生まれ、顧客ニー

ズの多様化が生じた。顧客ニーズの多様化は、製品ライフサイクルの短期化をもたらした。

今まで売れていた製品の価格が急に低下し売れなくなる。製品の在庫を多く抱えることは、

在庫リスクの増大やキャッシュフローの悪化を招くことになる。したがって、企業は、顧

客満足度の追求と在庫コストの削減を同時に実現するという経営課題に直面した。  
この課題への取り組みにおいては、製品の供給側が市場の需要動向に柔軟に対応できる

生産体制を構築し、受注から納入までのリードタイムの短縮などの対策が不可欠である。

それには一企業の最適化だけでは不十分となり、サプライチェーン全体の最適化を目指す

SCMが必要となった。その中で、SCMの構成要素として在庫の適性化に寄与する VMI「ベ
ンダーマネジメントインベントリ」が注目された。日本航空（JAL）の「GAIN」は、その
VMIのひとつと考えることができる。 
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④ 導入効果 

・ 約 80 億円の在庫を削減 

・ 部品調達のコストを削減 

また、代行を行っているボーイング自体も、航空会社からの急な発注に備えて、仕入れ

先の部品メーカーから事前に購入していた部品在庫の削減につながる。 

日本航空（JAL）は、修理によって再利用できる「循環部品」を 1200 億円分保有している。

この、循環部品や消耗部品については、他の航空会社の参加が増え、一括購入によって調

達コストが引き下げられることが確認できたら、現在よりも調達コストが削減できるメリ

ットがでてくる。 

 

 

３． ブリヂストン＜事例３＞ 

① 目的 

 ブリヂストンは従来、受注量や在庫などから立案した販売計画を集約して、各工場に４

～５日に１回の頻度でファクシミリを使って送信。その情報を基に、工場で生産計画を立

てていた。ところが、タイヤは サイズだけでも３００種類以上になるため、どの生産ラ

インでどのサイズを何個作ればいいか、別サイズのタイヤに切り替えるタイミングはいつ

かといった判断をしながら生産計画を立てるのは非常に難しく、手間がかかる作業だった。

そのため、生産計画を毎日見直すことができなかった。そこでブリヂストンは、販売計画

や生産計画、手作業によるミスをなくし計画の制度を向上するために、SCM ソフトを導入。 

 

② 特徴 

 ブリヂストンは、国内にある 9 つの工場と本社をネットワークで結び、自動車用タイヤ

の需要の変動に素早く対応できる生産体制を整えた。 

 これまで手作業に頼っていた生産計画の立案作業を効率化するため、新たな SCM ソフト

を導入。毎朝、本社からネットワークを通じて、販売計画や出荷情報、在庫情報といった

データを送る。そのデータを基に、翌日以降の生産計画を工場ごとに見直せるようにした。 

 生産計画の変更が必要な場合は、SCM ソフトの機能を使って、タイヤの種類やサイズ別に

生産数量を自動的に算出する。その数量に応じて、実際の工場のライン上でいつ、どのタ

イヤを生産するかといったスケジュールを SCM ソフトが自動的に計算する。 

 大手カー用品チェーンの販促などによって日々変わる販売計画を工場にネットワーク経

由で届け、そのデータを SCM ソフトが直接受け取る仕組みを構築。手作業をシステム化す

ることで、短時間で生産計画を立案できるとうになった。そのため、手作業によるミスな

どがなくなり、計画の精度も向上ができる。 
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③ 導入効果 

 手作業のシステム化により、手作業のミスがなくなる。また、販売計画や生産計画の精

度が向上、短時間で生産計画を立案できるようになった。各工場における生産計画の立案

作業量が約４割削減できる。今後は SCMソフトに需要予測機能を付け加えて、より生産計
画の精度を高める考えだ。過去 3年間の販売・生産実績データのうち、2年間分の実績デー
タを使って、SCMソフト上で需要を予測する。 
 

（表２）3社の SCM 戦略の比較 

 

・手作業のミスがな

くなり、販売計画

や生産計画の精

度向上。

・生産計画の立案

作業量が約４割削

減。

・本社と９つの工場をネッ

トワークに結び、需要

の変動に素早く対応で

きる生産体制を整えた。

・販売計画や生産計

画の精度向上。

・生産計画の立案作

業を効率化。ブリヂストン

・約８０億円の在庫

を削減。

・部品調達のコスト

を削減。

・納品させた在庫をボー

イングの資産として扱

い、日本航空（JAL）は
使用した分の代金だけ

支払うシステム。

・部品調達や在庫管

理を代行させ、コ

スト・在庫の削減。日本航空
（JAL）

・在庫量を30日分
から15日分に
半減。

・店頭商品の鮮度

向上。

・競争力の向上。

・需要予測

・販売計画支援

・生産計画支援

・物流配分

・4つの要素が互いに作
用して効果を生む。

・在庫の削減。

・店頭商品の鮮度を

高め、競争力の向

上。

雪印乳業

効果特徴目的

 

４． ３社の比較とまとめ 

食品業界以外の３社を比較してみて、ＳＣＭの目的は、原材料の調達から製造、流通、販売ま

での一連の流れを管理して、サプライチェーン全体の動きを見ながら、全体の最適化を目指してい

るという目的がより明確になった。やはり、企業のSCMを導入する目的は大きく一つのようだ。すな
わち、在庫の最適化である。 
 雪印乳業は SCM に４つの要素を含んでいる。需要予測、販売計画支援、生産計画支援、物流

配分である。４つの要素が互いに作用して、在庫量を３０日分から１５日分に半減にさせている。ま

た、店頭商品の鮮度が向上し、それにより競争力が高まっている。 
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 日本航空は、自社で管理するのではなく、ボーイングの SCM システム「GAIN」に参加して在庫
の管理を代行させている。納品させた在庫をボーイングの資産として扱い、日本航空（JAL）は使
用した分の代金だけ支払うシステムである。こうすることにより、部品調達コストが削減できる。同時

に、約８０億円の在庫も削減できるようになった。 
ブリジストンは、本社と国内にある 9 つの工場をネットワークで結び、自動車用タイヤの需

要の変動に素早く対応できる生産体制を整えた。本社からネットワークを通じて、販売計

画や出荷情報、在庫情報といったデータが送られる。その送られたデータを基に、翌日以

降の生産計画を工場ごとに見直せるようになった。それによって、大手カー用品チェーン

の販促などによって日々変わる販売計画を工場にネットワーク経由で届け、そのデータを

SCM ソフトが直接受け取る仕組みを構築。手作業をシステム化することで、手作業に頼って

いた生産計画の立案作業が効率化している。 

食品業界以外の製造業でもやはり在庫の削減、在庫のコントロールは欠かせないものだ。

各社とも、大きな目的は全体最適化だが、そこに至るシステムや活用方法は様々であると

感じた。企業は、SCM を導入する上で、目的に合わせてシステムなどを選択する必要がある

だろう。 
 
 
第四章 まとめ 
 
１． SCMの課題と展望 
 様々な事例を見てきたなかで、重要だと感じたのが需要予測だ。なぜなら、ＳＣＭは全体

最適化を目指すものであり、在庫を減らすことを目的としている企業が多いからである。

在庫を余分に持つから、在庫の管理費や倉庫の管理費など、不良在庫が生まれコストが発

生する。ＳＣＭを利用することによって、その一連の流れを最適化しコストを減らすこと

が重要である。需要予測は、在庫を持ちすぎないということにもっとも必要である。需要

を予測し極力在庫を減らすことができるが、需要予測は、悪魔で予測に過ぎず、予想は外

れるものだ。ここが、ＳＣＭを利用する上で重要になってくる。ＳＣＭを利用している企

業のなかには、需要予測ばかりに目がいってしまう企業が存在する。需要予測に頼りすぎ

れば、予測が外れたときに柔軟に多様が難しくなる。例えば、需要を予測して物を作った

けど、実際の需要予測が低ければ、不良在庫が生まれ、コストが発生する。逆に、需要予

測が高ければ欠品が発生し顧客の満足度が減る。需要予測に捕らわれすぎて、柔軟な対応

ができなければ結局は、ＳＣＭを導入した意味がなくなる。 

 次に重要だと感じたのが、情報共有である。在庫を減らし、トータルでコストを引き下

げるには 1 社だけの努力では限界がある。効率的にコストを減らすためにも、全体の流れ

を改善する必要がある。そのためには、取引先企業との協力が必要であると考える。そこ

で、ポイントとなるのが情報の共有である。情報共有により、需要予測や商品の売り上げ
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などを用いて全体でコストを引き下げることが必要となる。例えば、重要予測や販売実績

などを共有することで、取引企業も在庫を減らしてコストを下げることもできるし、また

新製品を開発するなどの際に、大変貴重な情報になる。取引先がコストを引き下げること

できれば、商品の仕入原価を引き下げることができるし、魅力のある新製品を購入するこ

とができる。情報を共有することで、情報を与えた企業も情報をもらった企業も両社とも

にメッリトが発生する。しかし、今までならば企業秘密であった情報も外部に発信するこ

とになり、その際に、情報が漏えいするといったセキュリティの問題も発生する。セキュ

リティにも十分気をつける必要があるだろう。このように、今までのＳＣＭは在庫管理に

視点をおいたシステムであった。 

 在庫を減らして在庫の最適化を図ることが大きな目的であったが、これからのＳＣＭは、

輸送トラブルや在庫量、輸送中の部品などを完全に把握するようなシステムが必要となっ

てくるのではないかと考える。在庫だけではなく、在庫の流れ全体を把握したような最適

化が必要となってくる。例えば，神奈川から富山まで製品を輸送するときに，途中で荷物

を積んだトラックが事故にあったと考えたとき、このようなトラブルが発生すると画面に

警告が表示され，新しいトラックを事故現場に派遣して，荷物を積み直して輸送させる案

や，新たに東京から在庫を送るという案などの代替案が表示されるといったことが可能に

なれば在庫を減らすだけではなく、全体の流れを管理し、より確実なサプライチェーンが

実現できるのではないだろうか。ＳＣＭはまだまだ進化する可能性も秘めている。 
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