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第一章 はじめに 
１－１、背景 
 高度経済成長期には、作れば売れる時代が続いた。しかし一通りモノが行き渡ると作れ

ば売れる時代は去っていき、現在では顧客が会社を選択するという時代になった。 
 そのため「必要なものを、必要な場所に、必要な時に、必要な量だけ」供給し、逆に必

要なくなったときには供給も生産も調達も止めて、無駄な在庫を持たずにマネジメントす

る SCMの重要性が近年増してきている。 
 
１－２、研究の狙い 
 SCMを実際に活用している企業を調べ、それぞれの SCMについて比較し、SCMが成功
するために必要なものは何かについて考えてみたい。 
 
１－３、SCMについて 
 SCM（サプライチェーンマネジメント）とは小売業が店舗の在庫や実売情報をアパレル
や消費財メーカーに開示し、迅速な補充と在庫管理を可能にした※ⅰQR や※ⅱECR が発
展した形といえる。 
原材料や部品の調達から製造、流通、販売という、生産から最終需要（消費）にいたる

商品供給の流れを「チェーン=連鎖」ととらえ、それに参加する部門・企業の間で情報を相
互に共有・管理することで、ビジネスプロセスの全体最適を目指す戦略的な経営手法だ。

顧客のニーズに答え、顧客満足を向上させ、商品を適切に供給して売上を伸ばし、かつ在

庫が余るリスクを最小化することで、儲けを生み出すことが SCMの目的である。 
また、SCMは業種、会社によって形が異なる。顧客は最終消費者か、それとも流通、小
売業か、受注後組み立てて出すのか、完成在庫届けるのか、直送か、店舗で手渡しか、ト

ラック輸送をするのか、船で運ぶか、飛行機で空輸をするかなど様々な組み合わせとパタ

ーンがある。これらによって SCMの形態やモデルというものが決まっていく。 
現在、SCMは製造、流通、販売など「モノ」を扱う企業や会社には必要不可欠なもので
ある。 
  
※ⅰ…QR（quick response） 小売りとメーカーが情報共有し，販売時点や生産時点で、
注文に応じて素早く反応しようという経営手法 
※ⅱ…ERC（efficient consumer response）…消費者のニーズへの対応を目的として、メー
カー、卸業者、小売業者が連携し、流通システム全体を効率化しようとする取組み 
 
第二章 機械メーカーの SCM 
事例紹介 
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 「モノづくり」をする機会メーカーはどのような形で SCMを活用し、コスト削減をして
いったのかを事例をもとに見ていきたい。その際、機械メーカーの SCMにはトヨタ生産方
式が欠かせない。まずはトヨタ生産法式について説明していきたい。 
 
２－１、トヨタ生産方式 
 トヨタ自動車は工場での生産活動の運用方式での一つでもある「トヨタ生産方式」とい

うものを開発した。このトヨタ生産方式の二本柱は「ジャストインタイム」と「自働化」

だ。 
 
○ジャストインタイム 
 ジャストインタイムとは、「必要なものを、必要なときに、必要なだけ」という意味であ

る。生産計画に応じて「必要なものを、必要なときに、必要なだけ」供給できれば、「ムダ、

ムラ、ムリ」がなくなり、生産効率が向上するというしくみだ。 
 トヨタ自動車では後工程が必要最小限の部品在庫をもつ方法によりジャストインタイム

を成立させている。この方法では、在庫の部品を使ったら、使った分だけ前工程や取引先

に部品を要求する。つまり部品が必要になったら手持ちの在庫を使い、次に必要になると

きまでに前工程や取引先に使った分だけ持ってきてもらうのだ。この方法なら、部品を要

求してから多少日数がかかっても手持ちの在庫を調整すれば必要数が確保できる。この時、

どんな部品を何個使ったかを伝える道具として「かんばん」が使われる。これを「かんば

ん方式」と呼ぶ。 
 
○自働化 
 トヨタ方式の基本思想は「徹底したムダの排除」であり、その中でも「作りすぎのムダ」

を最大のムダと考えている。この作りすぎと不良品の防止を実現するのが自働化だ。なぜ

自(動)化ではなく自(働)化かというと、機械をただ単に動かすだけではなく、機械に人の知
恵を授け機械を動かすからだ。「異常があれば機械が止まる」ことで、不良品は生産されず、

ひとりで何台もの機械を運転できるので、生産性を飛躍的に向上させることができる。 
 
また機会メーカーにとって重要な「セル生産」というものがある。正式なトヨタ生産方

式ではないのだが、生産コンサルタントの山田日登志氏がトヨタ生産方式の改善、多能工

を進化させたものだ。ここではこの「セル生産」もトヨタ生産方式のひとくくりとして説

明したい。 
 
○セル生産 
 セル生産とは基本的には少人数で１つの製品を完成させる方法だ。有名なのは「一人屋

台生産」と呼ばれる、組立作業の最初から最後までを一人の作業者が行う方法だ。またこ
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れとは別に複数人で行う方法もあるが、最初から最後までの組み立て作業を行うという意

味では殆ど変わらない。人数が多い場合は連携して作業することとなる。これに対するも

ので使い多人数の作業者が並んで作業分担をするベルトコンベアのライン生産である。 
 
セル生産のメリットはまとめると３つある。 
①…増産したければ一台ずつセル追加してこまめに能力アップできること。 
増産時に多大な投資をする必要がなくなり投資リスクを回避することができる。 

②…仕掛品在庫を大幅に削減できる。 
  セル生産ではつくるそばから部品が一台一台製品になっていくので工場内や下請け工

場に点在していた仕掛品在庫を一気に減らすことができる。 
③…製品の完成スピードの向上 
  ベルトコンベアの速度に制限されていたベテラン作業者が自分のスキルを最大限に活

用でき、ライン生産の生産力を大きく超えた速さで製品を完成させることができる。 
 
このセル生産が現在では多くの機会メーカーに活用され、どの企業も効果を出している。 
 
 

 

 

（図１）セル生産の例 ライン生産とは違い、１人の力を最大限に発揮できる 

図：御社のトヨタ生産方式は、なぜ、うまくいか... ~偽りの「かんばん」 より 
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２－２、 DELL 
  PCは主に小売店やパソコン専門ショップ経由で販売されている。しかし DELLはエン
ドユーザーに直接販売し、中間業者を排除する「ダイレクトモデル」というもの作りあげ

た。中間マージンを排除したことにより他社の PCが 500ドルのところを DELLは 450ド
ル（日本円にして約 5000円の差）で販売することができたのだ。シンプルな方法だが DELL
は低コストの製造プロセスを実現しているため、ライバル社が同程度の PCを作り販 
 この製造プロセスこそ DELLの強みであり SCMを活用したものとなっている。 
○BTO 
 BTO とは受注生産のことだ。つまり、顧客からの注文を受けてから製品を生産し販売す
ることである。他社の多くは販売予測に基づいて製品の生産・販売を行っているが、当然

ながらBTOの方が在庫を最小に抑えることができ、コスト削減に大きく繋がってくる。 こ
の BTOを実現するために、DELLはセル生産を用いて PCを組み立てている。 
 DELL のセル生産は１つの作業グループで 1 台の PC の組み立てを最初から最後まで担
当している。これにより、「責任の所在をはっきりさせる」という効果を生み出した。要す

るに、1人の作業員が 1台のパソコンを最初から最後まで組み立てれば、何か問題が生じて
もそのパソコンを作った作業員にきけばいい、ということだ。そうすれば顧客にも必ず誰

かが説明してくれるという安心感を与えることができる。1つの商品に関する説明責任を１
人のスタッフに集約する、という体制によって、顧客は生身の人間を相手にしているとい

う実感を持つ。こうした信頼感につながるものがリピートユーザーを生み出す秘訣にもな

る。つまり BTOを活用することにより、顧客の信頼感を掴みとる、というところまでに結
びつくのだ。 
 さらに BTOのメリットは顧客が自由に仕様を決める「カスタマイゼーション」も可能に
してくれる。顧客はそれぞれが PCを使う用途は違う。その為に顧客一人ひとりが求めるパ
ソコンを作ることが可能なのだ。 
 
 DELL はほとんど在庫を持っていない。在庫を持たないことは大きなコスト削減につな
がるからだ。2000 年には 6 日分の部品在庫を持っていたが、2005 年の時点でオースティ
ン工場には 5時間～7時間分の在庫しかない。なぜすぐに補充できるのか。それはサプライ
ヤーが近くに倉庫を構え、部品を DELLの製造ラインに素早く届けるからだ。DELLでい
う「ジャストインタイム補充」である。 
 この在庫を限りなくゼロにするという方式には、短期的に見たときと長期的に見たとき

それぞれにこのような効果を発揮する。 
 
短期的…投資を最小限で始められるため、企業をバックアップするはたらきがある。 
長期的…人件費の安い海外のライバルと競争するための大切な要素となる。 
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また DELLが 2時間分の在庫を持たないで、サプライヤーが近くに倉庫を構えていると
いうことは、「在庫」を実質的にサプライヤーに持たせていることは言うまでもない。つま

り自らの在庫負担をサプライヤーに転嫁しているのだ。そのような過酷な条件を与えられ

た中でも、なぜサプライヤーが DELL と組むのかというと見返りが大きいからだ。大量の
発注や分け前が約束されていると言っても過言ではない。 
 かといって、来るもの拒まずというわけではなく、DELL はサプライヤーを慎重に選ん
でいる。自らのやり方についてこないサプライヤーは切り捨てる。つまり DELL の方針に
従えないサプライヤーとは組まないのだ。これは DELL の負の部分でもある。また、一時
は 500 社以上と取引をしていたが、サプライヤーの数が多いと物流面の不安要素と成りか
ねない。いずれかの企業で問題が起こればサプライチェーン全体のボトルネックになるか

らだ。これらのことを踏まえ、現在 DELLは大手と組む傾向がある。大手であれば DELL
が成長してもさほど問題にならないという点も忘れてはいけない。 
 また在庫を抑えるための、「クロスドッキング」という手法がある。クロスドッキングと

は 1 つのドックに搬入された商品を即座に仕分けして別のドックに移動し、店舗行きのト
ラックに載せる方法だ。これはウォルマートが編み出した手法なのだが、DELL も製造工
場に部品を運搬するのに活用している。このときサプライヤーは部品にすでに DELL のロ
ゴを付けた製品をそのまま出荷している。DELL の仕事は、トラックから商品の箱を降ろ
して別のトラックに積み替えることだけた。普通は部品に不良品がないかどうか箱を開封

して確認するのだが、DELLは品質検査もサプライヤーにアウトソーシングしている。 
 まず、サプライヤーがつくる製品は信頼性が高く、自信を持って DELL ブランドとして
販売できると判断した時点で不良品率を100万台あたり1000台以下になるように協力する。
（モニターの場合）そして、この目標に達した時点で箱から製品を出して検査するのをや

めるのだ。在庫管理と同じ様に品質検査もサプライヤーへアウトソーシングすることによ

り、在庫を持たない体制を築きあげている。 
 
 これまで述べてきたことからもわかるように DELL はスピードを非常に重視している。
スピードの短縮こそが一番のコスト削減につながると考えているからだ。 
 その中で人の手によりまだまだスピードを短縮できるのが製造部門の現場だ。現在、オ

ースティン工場の面積は前工場の半分以下だが、生産量は 3 倍だ。だがそれでもまだ十分
ではない。DELL現状の改善に努めている。 
 1 つ DELL の現状改善の意識が非常に高いのがわかる有名な話がある。梱包ラインの 1
つ担当するチームが梱包スピードを 1時間当たり 300箱から 350箱にどうやってあげたの
かをマイケル・デルに説明した。この時マイケル・デルはスタッフを褒め称え、皆とハイ

タッチをしたのだが、ではどうすれば 1 時間当たり 400 箱にできるだろうとスタッフにま
た新たに課題を与えたのだ。DELLではこうした細部へのこだわりが徹底している。 
 また作業員の生産力向上のために利益分配型のインセンティブ制度も取り入れている。



A6P21019  上平貴之 

8 
 

時間単位の実績データが現場のモニターに表示されるので各チームは目標の達成状況を実

感することができる。チームの効率が上がれば上がるほど、報酬も増える仕組みなのだ。 
 
 
２－３、キヤノン 
メーカーの社内で一番資金を使っているのは工場だ。工場のコストダウンはキヤノンの

経営課題の常に上位にあり、工程の合理化などは日々検討されていた。しかし、それと並

ぶ主な合理化手段と言えば、部品のサプライヤーに値下げを頼みコストを抑えるという手

立てが主たるものだった。それに対しサプライヤーは下げられた価格で何とか利益が出る

ように必死にコストダウンをしていた。つまり自分の会社の為に取引先の首を絞め利益を

追求していたのだ。発注量を増やしたりはしていたが、工場の生産性を高める方法は旧態

以前としており、さしたる改革というものを行ってこなかったのだ。 

 

そこでキヤノンは自社工場のコストを抑えるため、生産方式をベルトコンベア方式から

セル生産方式に変えた。ベルトコンベア方式は 80年以上続いてきたシステムだ。これまで
はベルトコンベア方式による徹底した分業システムが最も効率的と考えられていたが、大

きな欠点があるのを発見した。それはベルトコンベアが流れるスピード以上の速さで作業

をすることができないということだ。作業をする人間は自ずと技能はあがっていく。しか

しベルトコンベア 40 人から 50 人で構成するため作業時間のかかる人を基準に流ため、個
人の技能向上が全体の生産性につながらないのだ。セル生産方式はこのベルトコンベア方

式の欠点を解決するものだった。またセル生産方式は作業員の習熟度に従って、生産性が

上がるだけではなく、作業員に連帯感や、達成感というものも与えた。 
  
セル生産方式のコストダウンの効果は直接的にも間接的にも絶大であった。 

○労務費の削減 

 今まで何十人で行っていた作業を最終的に数人で行えるようになった。これにより生産

性が数倍にもなった。 
○工場の仕掛品を削減 
 ベルトコンベア方式の時は仕掛品が作業者と作業者との間にいくつもあり、コンベアで

運ばれていた。しかし、セル生産方式では作業員はみな方を寄せ合って仕事をするため自

分の作業が終わった仕掛品はすぐとなりの作業員に渡すことが基本となる。したがって隣

の作業員との間にある仕掛品はほとんどなくなった。ベルトコンベアの時代には仕掛品は

平均 20日くらいであったが、これがわずか 4,5日に短縮された。 
○部品在庫の削減 
 セル生産方式と同時にジャストインタイムを導入した。セル生産方式とジャストインタ

イムは非常になじみやすく、3,4日あった部品在庫は 6時間分の水準にまで減らすことがで
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きた。 
○工場スペースの節約 
 全世界 54の工場で廃棄したベルトコンベアの長さは約 2万メートルにもなった。それに
付随して自動倉庫四八システムも撤去したため、合計で 86万 9千平方メートルのスペース
を空けることができた。またこの空いたスペースを製品の一次保管スペースとして利用し

始めることができた。これにより倉庫数を半分以下に減らすことができ、年間約 20億円の
賃貸料を削減することができた。 
 
 またキヤノンは全世界で統一されたコードがなかったため、在庫管理がうまく掌握でき

ていなかった。キヤノンには販売会社が世界中に 150社、製品コードは約 20万種類ともの
凄い数に上る。これだけのコードを統一するのには 2 年かかったが、各事業部が非常に協
力的で予想以上にうまく進めることができた。この結果、短時間での在庫把握が可能とな

り販売会社間での余っている商品を品不足の会社に送るといったやり取りが自在にできる

ようになった。さらにスピーディーな在庫の把握が、セル生産方式やジャストインタイム

と結びついて相乗効果を発揮し、在庫水準を格段に下げることができた。 
  
セル生産方式と同時にもうひとつ取り入れたものがある。マイスター制度というものだ。

これは一人で何能工になると与えられる称号だ。さらに、複雑なものを 1 人で作ることが
できる人にはスーパーマイスターに認定される。スーパーマイスターに認定されると腕に

それを示す腕章が付けられ、皆の尊敬を集める。またそれが仕事の評価にも結び付き給料

にも反映される。この制度の導入により、今までベルトコンベアで決められた作業だけを

何年もしてきた人達に挑戦目標ができ、職場は一段と活性化されるようになった。 
 
２－４、松下電器（パナソニック） 

「脱生産ライン」を掲げた松下電器（現パナソニック）でもセル生産方式を採用してい

る。松下の導入は産業界で先進的とは言えないが、最新 AV機器まで含めた幅広い領域で採
用いているのが特徴である。DVDレコーダーなどをセル生産方式で生産していた門真工場
を例に挙げて説明する。 

 
同工場の社員は各人の作業ブースの中で、時折パソコン画面に目をやりながら部品を一

点ずつ素早く差し込む。パソコン画面には「××カンパニー」と社員名を冠した”社名”

とその日仕上げた製品数、不良品発生率などのデータが映る。各人が始業開始から完成し

た商品数、不良品数はインターネットを活用して一時間ごとに管理される。完成品数など

から計算する疑似収入と給料など疑似支出をはじき、個人の業績がはっきり数値で示され

る仕組みだ。個人業績はボーナスの査定の参考になる。セル生産を始めてから社員のやる

気の変化が目に取るとうにわかるようになった。自働かラインに任せず、自分の手で触れ
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ると部品の形状や組み合わせ方など細かな点まで目につくようになる。また同工場では現

場からの意見を積極的に収集して設計開発に生かしている。工場内はセル生産方式で変わ

った点が多い。例えば従業員の足元にはクッション材が敷いてある。1日 8時間近い立ち仕
事はきついため、クッションで少しでも体への負担を和らげようとの工夫だ。 
このセル生産方式導入によりDVDレコーダーの生産は以前に比べ 1台当たりにかかる人
員が 40%に必要な面積も 40%超縮小に成功した。また設備投資も 10 分の 1 で済み、大型
装置が必要なくなったためエネルギーは半分以下しかかからなくなった。 
また以前、松下では販売実績作りのため、上新電機など家電量販店へ期末などに強引に

製品を引き取らせる「押し込み販売」が存在していた。そうしたなれ合い商習慣を SCMで
見直すことができた。具体的にどのようなことを行ったかというと、上新電機が関西圏に

もつ約 100 店舗の販売動向をインターネットを通じて即座に松下の生産に反映させること
だ。SCMを効果的なものには社内インフラの整備だけではなく、実際に消費者と接する販
売店の協力が欠かせない。上新電機以外に、ケーズデンも販売時点情報管理（POS）デー
タを松下に公開し一週間ごとに両社の需要予測をつき合わせて受発注を調整している。

SCMで「顧客満足の視点からすべての業務プロセスを構築し、全体最適を追求する」とい
う姿を目指すために、このようなことが行われるようになったのだ。（前までは販売店と

の受発注の商談は 1ヵ月ごとだった） 
 

２－５、コニカミノルタ 

コニカミノルタは、単価 100万円以上の法人市場向け A3カラー複合機が海外市場で高い
シェアを持つ。米調査会社、ガートナーグループによると 2008年 11月現在で出荷台数シ
ェアは、欧州ではリコーに次いで 2 位、米国ではキヤノンに続いて 3 位と上位に食い込ん
でいる。 

 
コニカミノルタは 2003 年に旧コニカと旧ミノルタが合併して誕生したが、翌年の 2004
年から補修部品の在庫削減に取り組んできた。その取り組みは 2 段階で進んだ。まず第 1
段階は 2004年から 2006年までの旧 2社の基幹システムや物流拠点の統合などインフラ整
備。第 2段階は 2006年からで、補修部品専用の需要予測システムを導入し、自動補充の仕
組みを取り入れた。補修部品在庫がおよそ 2割減る大きな成果を生んでいる 
補修部品は生産用部品に比べて、品目数が数倍多い。過去数年分の機種の部品を管理す

る必要があるからだ。また、故障時の対応は顧客満足度にかかわるため、販社側は安全在

庫を多く持ちたがる。部品の製造打ち切りへの対応も悩ましい問題だ。 
コニカミノルタ情報機器事業部門の補修部品事業で管理する保守部品点数は、17 万点に

達する。このうちフィルタといった消耗部品約 100 点が売り上げの半分を占めるが、その
ほかの部品も本体生産終了後 7年間は供給義務があるため保管する。 
今回の取り組みに着手した 2004年以前は、こうした補修部品の必要量は欧州や米国など
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各地域の販売会社で個々に見積もって倉庫管理していた。コニカミノルタは、本社や工場

にある在庫は把握していたが、こうした販社の在庫を 2004年以前は把握していなかった。 
 
従来、販社側の在庫を削減しにくい理由は主に 2つあった。 
 
○1つ目…販売会社が発注してから納品するまでに 60～90日間もかかり、販売会社は欠品

を恐れて多めに発注していた。物流の経路が長く、補修部品は中国の 3 工場で
生産し、深センの中継倉庫で集約し、日本の愛知県豊川市の倉庫で保管。販社

からの注文に応じて各会社へ送っていた。 
○2 つ目…本社が各販社の需要予測担当者の予測と注文量を精査することなく製造部門へ

そのまま発注していた。 
 
そこで第 1段階では、旧コニカと旧ミノルタのシステム統合や倉庫の集約に取り組んだ。

2004年 5月に旧 2社の基幹システムを統合。2004年 8月までに旧 2社の中国内の部品倉
庫も集約した。 

2006 年から第 2 段階の取り組みを始めた。まず実施したのが、自動補充方式の導入と、
自動補充の在庫基準量の本社管理だ。 
在庫基準量を本社側で決めるに当たり、2006 年 8 月に新たに IT ツールを導入した。本
社と各販売会社から月次の受注実績と在庫量を収集し、需要予測を行い、発注計画を立案

する機能を持つツールだ。IT ツールにはサービジスティクスアジアの保守サービス業務向
けパッケージソフト「サービス パーツ マネジメント」を採用した。 

 

 

（図２）コニカミノルタの需要予測システム 
図：日経ストラテジー コニカミノルタ「自動補充で補修部品在庫を 2割減、在庫基準量の切り詰めに IT駆使」より 

 
販社の在庫管理を厳しくした途端に、本社倉庫の在庫量は数カ月にわたって増加した。

それまでの販社の在庫量が、システムが弾き出した適正量を大幅に上回っていたことの表

れだった。 
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販社への納期を短縮するため、部品の搬送経路も変えた。2007年 2月に中国の製造拠点
から需要の大きい部品については販売会社の倉庫へ直送するようにした。従来は深セン市

と愛知県豊川市の倉庫を経由していたのに比べると、これだけでも大幅な短縮だ。さらに

2007年 7月からはプリント基板といった 100g 以下の軽量で高額な補修部品 4万～5万点
は船便から空輸に切り替えたので、補充指示が出てから販社の倉庫に入庫するまでのリー

ドタイムが 60日から 15日へと短縮された。 
その後もコニカミノルタは需要予測をより正確にして在庫基準量を下げる改善を実施し

た。主な改善点は 3つある。 
まず第 1に、2007年 7月から需要予測と自動発注のタイミングを月次から週次に切り替

えた。向こう 20週分を需要予測し、4週分を確定していく。販売会社からの受注実績と在
庫量の収集も週次に切り替えることで需要変動に追従しやすくなった。 
第 2 に、従来は、パーツの品目単位で需要予測を行っていたのを、キット単位で行える
ようにした。 
 例えば、同社の製品には 10万枚の複写ごとに 1回、定期交換する指定部品がある。こう
した定期点検は、ローラーなど同時に 5～6個の部品をキットとして消費する。品目ごとに
受注実績や在庫量を見ているだけだと定期点検が何件あり、キットとしてどう消費されて

いるのかの実態が分からなかったのだ。キット単位で計算することで、さらに正確に需要

量を予測できるようになった。 
第 3に、2007年 12月に ITツールを追加導入した。狙いは、部品メーカーが製造打ち切

りにした部品の必要量を、打ち切り時に正確に予測することである。特に、高額な電子部

品の多くは、本体の製造終了と同時に、供給停止になる。本体製品がいつまで何台稼働す

るのか、毎年の減衰率（20～50％減）や年間の故障発生率などを勘案し、従来は手作業で
予測していた。 

IT ツールには、サービジスティクスアジアの「ライフサイクルモジュール」を国内で初
めて導入した。予測対象の製品と同様の過去の製品の稼働台数の減衰を参考にしながら、

需要を予測する。担当者は重点製品や気になる製品の予測を確認して修正するだけで済む。 
これらの取り組みによって販社も含めたコニカミノルタビジネステクノロジーズの在庫

は 2004年度末に比べて 2007年度末は 20％減った。地域別には期末棚卸在庫の計上額を月
平均売上高で割った数値が、日本国内では 2004年度の 6カ月分から 2007年度は 4.7カ月
分に減り、特に欧州地域は同期間に 4.2カ月分から 3カ月分に約 3割減ったという。 
納期達成率（販売会社からの注文数に対して、販売会社の倉庫から納期通りに出荷でき

た数量がどれだけあったかを示す数値）は 2004 年当時の 80％台から 2007 年度に 98％に
まで向上した。補修部品在庫削減は大きなキャッシュフローを生んでいる。期末棚卸在庫

のうち約 8 分の 1 が部品在庫分であることや、コニカミノルタホールディングス全体の期
末棚卸在庫（2007 年度で約 1329 億円）に対するコニカミノルタビジネステクノロジーズ
の売り上げ比率などを参考に概算すると、2004 年度から 2007 年度にかけて補修部品の在
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庫削減でおよそ 20億円のキャッシュフローを生むことができた。 
 

第三章 その他の業界の SCM 
事例紹介 

 では次に、その他の業界はどのようにして SCMを活用し、在庫などの無駄を省いて行っ
たのかを見ていきたい。 

 

３－１、ロックフィールド 
ロックフィールドは高級総菜店「RF1（アール・エフ・ワン）」やコロッケ販売の「神戸

コロッケ」、野菜ジュースの「ベジテリア」などを全国に 300店以上展開し、製造および販
売を行う会社だ。 
生ものである総菜の鮮度は、素材の産地から店舗に商品が並ぶまでの SCMの精度で決ま

る。そこでロックフィールドは自社工場で素材を調達し、そこで総菜を生産して直営店舗

に運んで販売するというビジネスモデルにこだわり続けてきた。しかも扱う総菜は保管が

容易な冷凍商品ではなく、より鮮度が高いチルド（冷蔵）商品である。そのため商品は原

則として、完成品や仕掛かり品の段階で工場に在庫を長時間留め置くことができない。 
そこでロックフィールドは 1990年代後半から社外に目を向けて、自己流の SCMを抜本
的に見直す決断を下した。そして手本としてトヨタ生産方式であるジャストインタイムに

目をつけた。 
しかし、自分たちの力で現場にトヨタ生産方式を取り入れようと何度も試行錯誤してき

たが思うようにいかなかった。現場からも総菜工場でトヨタ生産方式の実現は無理だとい

う声まであがってきた。そこでトヨタ自動車にトヨタ流企業改革の本家本元の人材を迎え

入れたい旨を申し出た。そして願いが叶い、2001 年 12 月にトヨタ自動車から矢嶋勝氏を
（現在は取締役物流システム本部長）招くことができた。 
矢嶋氏は着任するとすぐ、静岡工場に入り込んだ。トヨタ流の基本である、ストップウ

オッチを使った現場の現状分析に取りかかり、作業の停滞や手待ち、運搬時間などを正確

に測定するためだ。このようにトヨタ方式は１秒も無駄にしないというところから始まる。 
そしてロックフィールドは矢嶋氏の指揮の下でトヨタ流企業改革に取り組んで以来、業

績が堅調に推移している。2007年 4月期には 3期連続で増収増益を達成した。味や鮮度に
対する顧客の評価が高まった結果である。ここ数年は売上高の伸びに比例して売上高労務

費率も上昇していたが、2007年 4月期は前期の 9.0％から 8.8％へと減少に転じた。わずか
0.2ポイントとはいえ、トヨタ流改革が製造原価の低減にも寄与し始めた証拠だ。 

 
また「年 6 回、商品の改廃があることは分かり切っているのに、なぜ整然と切り替えら
れないのか」という疑問を抱くようになっていた。旬の素材を使った総菜の開発にこだわ

るロックフィールドは、2カ月に 1度の頻度で商品のラインアップを変更している。特に総
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菜には欠かせない野菜類は季節によって使える素材が変化するし、その年の気候や収穫量

によって仕入れの状況が変わる。生産する総菜の工程やその生産手順は、商品の改廃に合

わせて毎回変更しなければならない。だが変更のタイミングが回ってくるたびに現場は大

慌てになり、「お祭り騒ぎ」に陥るのが通例だった。それが現場の暗黙の了解になってい

て、「ドタバタして当たり前」という甘えが作業員の体に染み付いていた。当時は商品の

改廃時期になると、現場に事前の説明が十分にされないまま、「ぶっつけ本番」に近い状態

で、工場は新商品の生産に取りかからねばならなかった。生産の歩留まりが一気に悪化し

て数量が足りなくなったり、逆に作り過ぎて在庫が増え、大量の廃棄を生んだりしていた。

どちらにしても、現場の労働時間は増加して数時間の残業を生む。  

お祭り騒ぎの要因は工程ごとの作業員の能力バランスの悪さだった。総菜の生産は、野

菜を洗ったり、じゃがいもの芽を取ったりする下処理に始まって、カッティング、殺菌、

パッキング（計量と充填）、アセンブリー（組み立て）、出荷の順に工程が設計されている。

だが前工程の下処理では人手が足りずに作業が遅れがちになり、逆に後工程の殺菌やパッ

キング、アセンブリーでは手待ちが発生していた。 

この問題を、トヨタ生産方式の基本である「後工程引き取り」を活用して改善した。後

工程で手待ちが散見されるのは、物の流れが前工程からのプッシュ型（押し込み型）にな

っているためで、前工程の作業が遅れれば、後工程が暇になるのは当然だ。そこで現場に

従来とは逆の流れであるプル型生産を現場に根づかせた。こうして生まれたのが「1時間ご
との指図」だ。そこには、この 1 時間にどの作業をしなければならないかだけが簡潔に書
かれている。次の 1 時間の指図は直前になって渡されるから、作業員は間違いが少なくな
る。1時間分の作業が終わり、仕掛かり品が完成すれば、そのケースに指図とセットになっ
た「現品票」を張り付け、後工程に送る。現品票にはこの仕掛かり品が何で、どこに運べ

ばよいかという工程内の住所が書かれている。これがロックフィールド流にアレンジした

「かんばん」による生産であり、必要な物を必要な時に必要なだけ生産し、無駄なく配送

する JIT（ジャストインタイム）の実現手段である。作業員は指図に書かれた物と数量を生
産していれば、大幅な廃棄を出す心配もないし、商品改廃で作る商品が変更になっても慌

てることがない。かつて 2週間近く混乱が続いていた改廃時の現場も、今は 2～3日あれば
通常レベルに戻れるところまで成長した。 
  
 
３－２、日本水産 

 日本水産（ニッスイ）は食品事業や水産事業を主にした冷凍食品などを販売している会

社である。 
 原材料の高騰が続く食品業界。食材のコスト管理は重要な課題だ。生産計画が難しく、

不良在庫や欠品に悩まされている。食品業界における SCM（サプライチェーン・マネジメ
ント）は、需給調整が難しい。需要面では、スーパーマーケットなど特売の実施状況で数
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字がブレやすい。きちんと営業担当者から情報が届かなければ欠品を起こす。店頭から外

されたカット商品の情報も届かないと不良在庫を積み上げてしまいかねない。意外にも冷

凍食品の売り上げは、天候に大きく左右される。猛暑になると、同じように冷凍売り場を

利用するアイスクリームに売り場を大きく取られてしまったりする。 
 日本水産も在庫管理に悩んできた。冷凍食品やソーセージなど加工食品を手がける食品

事業は売上高の 48.7％（2007年 3月期）を、鮮魚や冷凍魚などを販売する水産事業は 42.2％
（同）を占める。 
 同社は 2002年 3月期に最終赤字になり財務体質が悪化、2003年 3月期は黒字化したも
のの、営業キャッシュフローの改善が進まなかった。SCM 改革に着手した 2004 年当時、
大きく 3つの課題として、 
 
①…生産計画の立案サイクルを月次から週次にすること 
②…営業部門が生産部門に送る情報の精度を高めること 
③…全体最適の意識が各部門に根付いていないこと 
 
があった。まず取り組んだのが主に①と②の解決だ。生産計画を月次から週次にすること

により、毎週細かい生産計画を変更できる体制を整えた。また日本水産は改革推進役とし

て SCO（サプライチェーン・オフィサー）を設けた。当初は水産品と食品の 2部門それぞ
れに SCOを置いたが、分けている意味がないとして半年後に 1人にした。その一人と言う
のが現・サプライチェーンマネジメント部（SCM部）の酒井久視部長である。 
 酒井部長がまず目をつけたのは水産品だ。日本に到着してから倉庫に 3 カ月以上滞留し
ていた在庫が 15％あった。魚の中には 1年のうち確保できる時期が限られるものもある。
欠品を恐れて多めに発注してしまっていた。過去のデータを参照して適切な助言をし、4年
間で水産品の在庫は 75億円減って約 4分の 3になった。 
 2005年からは食品事業に取り組んだ。酒井部長は営業部門と生産部門との間に入り、調
整役を務めた。需要予測システムを活用し、過去 12カ月分の売り上げ情報を基に需要予測
ソフトで月次の需要量を予測する。営業からは、特売や、カット商品と呼ばれる商品棚か

ら外された情報をもらう。そして需要予測や、特売情報・カット情報を交えて加減したり、

週次の需要情報を平準化したりといったフィルターをかけた数字を毎週、生産部門に送る

ようにした。3年間の取り組みを総括すると成果は出ている。3年間で冷凍食品の販売数量
は約 20％伸びているが、在庫量は一定なのだ。つまり在庫回転率が 20％向上した勘定だ。 
 需給の調節に手応えを感じ始めた日本水産は、SCO を発展的に解消して 60 人規模の
SCM部を 2006年に設置。全体最適をより手広く推進することにした。SCM部は需給調整
だけが役割ではない。物流など SCMにかかわるすべての業務改善を担う。 
 2006 年後半に取り組んだのが、主力製品である焼きおにぎりの梱包だった。おにぎり 1
個ずつを収納するプラスチック製容器（トレー）の高さをたった 4mm低くすることで、出
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荷用段ボール箱の中にもう 1段収容できコンテナ当たりの積載効率が、15％向上した。 
 
３－３、三菱樹脂 

三菱ケミカルホールディングスグループの事業会社で、塩化ビニルなどのプラスチック

素材とその加工品を製造・販売する三菱樹脂（東京・中央区）。同社の住設環境事業部は、

ミサワホームなどの大手住宅メーカーに住宅関連部材を製造・販売している部門だ。例え

ば、雨どいや破風といった住宅外装部材を手掛けている。 

住宅関連部材は原材料の高騰が続いているうえに、住宅の需要動向によって製品の生産

量が大きく変動する。さらに部材の多品種少量生産への移行が顕著になる一方、住宅メー

カーからのコスト削減の要望も強い。この厳しい状況でも利益を確保すべく、同社の工場

やグループ会社は改善活動に取り組んできた。 

中でも塩化ビニル管や住宅外装部材の加工などを手掛ける生産子会社の菱琵テクノ（滋

賀・東浅井郡）は改善活動の旗艦的存在だ。同社は 2000 年に「DDK（誰でもできる化）
活動」と呼ぶ、トヨタ生産方式に独自の工夫を加えた改善活動を開始し、大きな成果を上

げてきた。その成果は三菱樹脂本社のみならず社外からも一目置かれている。 
菱琵テクノのメタル加工工場では、トヨタ生産方式の１個ずつ完成させてから次の製品

を完成させる「1個流し生産」を応用した「邸別生産」を 2004年に開始した。このメタル
加工工場は、塩化ビニル鋼板を加工して雨どいなどを製造する拠点。2000年に 10t（トン）
以上あった製品在庫を、2007年までに 100分の 1に減らした。 

 
1999年、琵琶テクノは売上高 60億円規模に対して 1億 3000万円もの赤字を計上し、危
機に瀕していた。そこで生産効率を向上させるには、ロット生産の見直しが必要だと考え

た。住宅メーカーが求める「注文確定から 2 日以内」という納期に間に合わせるため、当
時は在庫の作りおきが常態化していた。製品在庫は 2000 年には 10t を超えるまでになり、
在庫から必要なものをピッキングする作業の非効率ぶりが目立っていた。そこで 2001年に
かんばん生産を導入しのだが、結果的には一時的なものになってしまい。改善できたとは

言えるものではなかった。原因は多品種少量生産が進み、部品点数が 2 倍近くに増え、一
つひとつの在庫は減ったが、種類が増えたことで総量は変わらない水準になったしまった

ことだった。2004年の前半には加工ロット数をさらに半分以下に設定したが、抜本的な解
決には至らなかった。部品が増えたため、在庫が多少減ってもピッキング作業の複雑さが

変わらなかったからだ。 
ピッキング作業を無くせないか─現場の従業員たちは会合を開いた。すると「加工した

製品をすぐパレットに載せて出荷すればいい」という意見が出た。この発言をきっかけに、

ロット生産を否定して 1個流しを極める邸別生産の挑戦へと意見がまとまった。 
邸別生産は、注文があった 1 邸ごとに必要な部材を必要なだけ作って出荷する方式であ
る。必要量だけを作るため在庫が増えないし、1邸分の部材がそろったらすぐに出荷に移る
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ため、在庫からピッキングする作業も発生しない。 
ただし、邸別生産を実現するには克服しなければならない課題があった。加工用の金型

を交換する段取り替えの作業回数が大幅に増えて作業時間が延びることだ。取引先からの 1
日の注文件数は平均で 11邸ほどあり、合計すれば膨大な段取り替え作業が発生する。段取
り替え作業は 1回当たり平均で 27分かかっていた。そこで、1回当たりの時間を 5分以内
に短縮することを目標に掲げた。その中で段取り替えの作業手順の中で大きなボトルネッ

クになっていたのが加工用プログラムの入力だった。この作業だけで 8 分を要する。担当
者が必要なプログラムを手で入力する時間が大きなロスとなっていた。対策として、汎用

のプログラム入出力装置を NC ベンダーと接続。プログラムを登録したフロッピーディス
クを入出力装置に読み込ませ、NCベンダーへと伝送するシステムを用意した。その結果プ
ログラムを手で入力する手間が無くなり、作業時間は 1 分に短縮できた。段取り替え時間
を短縮して邸別生産に移行した 2004年後半以降は、製品在庫は 2000年の 10分の 1以下
に激減した。菱琵テクノの営業損益も 2004年度から黒字に転換した。 

 

  

●加工コスト               ●在庫量と部品点数 
（図３）三菱樹脂の SCMの効果 

図：日経情報ストラテジー 三菱樹脂 「住宅１邸分の部材を「1個流し」で生産、在庫は 100分の 1、納品は１日以内に」より 

 

３－４、東邦薬品 

東邦薬品は医薬品卸の会社である。全国に約 6 万軒ある調剤薬局は必ずしも、スタッフ
の数やシステム環境が十分に整っているわけではない。それでも毎日の発注業務はできる

だけ簡単にして省力化するに越したことはない。その課題にいち早く目をつけ、今ある環

境を生かしながら、誰でも使えて、しかも省スペースな端末を提供してきたのが東邦薬品

である。1997 年に東邦薬品が自社開発した小型発注端末「ENIF（エニフ）」は瞬く間に
全国の調剤薬局に広がり、全体の約 40％を網羅するに至った。ENIF を使えば、注文のた
びに卸に電話をかける必要がなく、24時間 365日いつでも発注ができる。バーコードを使
うので注文の間違いもほとんど起きない。さらにはコクヨの子会社カウネット（東京・品

川）を通じ、調剤薬局で使う事務用品や生活用品も ENIF で注文できる。医薬品やオフィ
ス用品の注文だけでなく、医薬品の添付文書や服薬指導書を取り寄せる手続きも発注と同
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じ操作でできるし、バーコードで棚卸しまで可能だ。 
また ENIFを使う調剤薬局を「ENIFクラブ」という会員組織に誘導し、その数は病院を

含めた全顧客 10万軒の約 10％に相当する 1万 1432軒に達した。約 8000億円ある売上高
の 25％に当たる約 2000億円を ENIFクラブ会員から稼ぎ出している。。会員になれば、1
シート単位から医薬品を購入できる分割販売を利用できたり、調剤薬局同士で不動在庫情

報をやり取りしたり、薬剤師の eラーニングを受講できたりもする。 
東邦薬品が病院や調剤薬局に提供するシステムは ENIFだけではない。ENIFを拡張した

大病院向けの在庫管理システム「ENIFwin」や患者がタッチパネルに従って操作すれば病
院から調剤薬局に処方せんをファクスで送っておけるシステム「ENI ファーマシー」（同
619 台）、患者が電話やネットから病院の診療時間を予約できるシステム「LXMATE 
HeLios/SELENE」など多岐にわたる。2008年 2月には複数の調剤薬局を展開するチェー
ン向けのネット型経営管理システム「e-ENIF.net」も始めた。 
東邦薬品はこれらを総称して「顧客支援システム」と呼ぶ。医薬品単体ではなく、顧客

支援システムを前面に押し出した提案型営業で病院や調剤薬局の評価を勝ち取ろうとして

いるのだ。2008年 3月期に 3期連続で増収増益を達成し、売上高と経常利益ともに過去最
高を更新できたのは顧客支援システムの成果であることに他ならない。 

 
また、東邦薬品のシステム投資は病院や調剤薬局といった SCMの川下にとどまらず、川
上まで広範囲に及ぶ。例えば、病院や調剤薬局からの問い合わせに対応しながら注文も受

けるコールセンターを東西 2 カ所に拡充し、注文忘れを確認するアウトバウンド（東邦薬
品側から決まった時間に顧客に電話をかける営業活動）による緊急配送の削減を始めた。

また、同社の営業担当者であるMS（マーケティング・スペシャリスト）が出先での受注や
在庫確認、価格検索に使う営業端末（1983年の初代システムから数えて 5世代目）は携帯
電話と一体化してコストを下げた。ほかにも物流センターでは従来からのバーコード管理

に加えて ICタグを併用し始め、基幹システムの東西 2センター化による非常・災害時の安
定供給体制も確立した。 
そして、2006年末に 1億円かけて開発した、LED（発光ダイオード）を搭載した独自の

「光る無線 IC タグ」は業界初の試み。営業端末「Meissa（メイサ）」は、NTT ドコモの
法人向けスマートフォン「hTc Z」を採用したファーストユーザーになっている。 
 ENIFに限らず、コールセンターや営業端末と多彩な受注手段を用意することで病院や
調剤薬局が使いやすい方法を選択できるようにした。営業端末を除いたオンラインでの「自

動受注率」は 2005 年末の 48％から 2008 年 3 月までに 56.9％に達し、業務の効率化が進
んだ。 
医薬品は用途が限られ、食品と違って代用が利かない。また服用を間違えると最悪の場

合は死に至る恐れがある。東邦薬品は物流センターに売れ筋から稀少薬まで、常時 2 万種
類以上を取りそろえている。該当商品の入ったかごに反応して光る無線 ICタグを 800個も
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駆使して人為的なミスを防ぎ、出荷精度をバーコードだけだった時の 99.99％から
99.9998％まで高めた。作業員のピッキングミスをスキルの低さのせいにはせず、仕分けを
間違えない仕組み作りに注力してきた。納品する医薬品には東邦薬品がロット番号と使用

期限の情報を付加し、トレーサビリティーも確保している。 
 

 

（図４）顧客支援システムと多彩な受注手段を用いた物の流れ 

図：日経情報ストラテジー 東邦薬品 「顧客支援システムの充実で最高益、医薬品の出荷精度は 99.9998％」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 それぞれの SCMの比較 
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 この章では 2章、3章で挙げた事例で挙げた企業の SCM戦略を「主な SCM活用方法」、
「特徴」、「主な効果」に分け、それを表にしてそれぞれを比較していきたい。 
４－１、機械メーカーの SCM 
 主な SCM活用方法 特徴 主な効果 

 

DELL 

①セル生産 

②BTO 

③インセンティブ制度 

①チームで一つの商品

を仕上げる 

②顧客の注文が確定し

てから商品を作る 

③人の力を向上させら

れる 

･在庫を約 5 時間～7 時

間分に抑えることに成

功 

･従業員のやる気向上 

 

キヤノン 

①セル生産 

②商品のコード統一 

③マイスター制度 

①チームで一つの商品

を仕上げる 

②在庫の管理が向上 

③人の力を向上させら

れる 

･工場スペースの節約 

･部品在庫を 5 時間分に

抑えることに成功 

･従業員のやる気向上 

 

松下電器 

①セル生産 

②小売の POS データを

使った需要予測 

①チームで一つの商品

を仕上げる 

②計画的に生産をでき

る 

･生産に対してのコスト

を削減 

･なれ合い商習慣を見直

せた。 

 

コニカミノルタ 

①需要予測システム 

②搬送経路の変更 

①データに基づいたム

ダのない在庫管理が可

能 

②搬送速度の向上 

･リードタイムが 60 日

から 15日へと短縮 

･約 20 億のキャッシュ

フローを生む 

機械メーカーはそれぞれに生産という部分に SCMを活用し、在庫の削減に取り組んでい
る。その中でトヨタ生産方式を応用したセル生産方式が一番多く使われていることがわか

った。特にベルトコンベア生産からセル生産に転嫁したことにより、生産に必要な面積が

少なくなったり、生産者の能力をそのまま生産に反映させることにより生産コストを大き

く下げることができたようだ。またセル生産により DELL ではインセンティブ制度、キヤ
ノンではマイスター制度などを取り入れ（パナソニックでも行っている）ているため作業

員のやる気向上にもつながり、日々作業員は作業の効率化に取り組んでいる。さらにチー

ム単位で生産を行っているため、競争心などにもつながっている。しかし DELL は事実上
自分達の在庫をサプライヤーに転嫁しているなど多少の強引さもうかがえる。 
  
コニカミノルタのような需要予測システムや松下電器の POSデータを使った需要予測は
セル生産よりはコスト削減という意味では劣るが、最初のムダを省くための土台となる部

分だ。需要予測を行うことにより生産計画を円滑に行え、そこから生産コスト削減や在庫
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削減につながっている。 
さらにコニカミノルタはセル生産ではなく、部品の搬送経路を変えることによりリード

タイムを約 4分の 1にし生産コストを抑えている。 
 
 これらを踏まえて機械メーカーは全てにおいて生産速度の短縮が在庫やコストを削減に

つながっているといえるだろう。セル生産による生産速度の向上やリードタイムの改善に

よる生産速度の向上は確実にいい方向に連鎖しているといえるだろう。 
  
４－２、その他の業界の SCM 
 主な SCM活用方法 特徴 主な効果 

 
ロックフィールド 

①JIT 

②現品票（かんばん） 

①その時に必要なもの

を作れる 

②後工程から指示を出

す 

･製造原価の低減 

･2～3日で改廃を可能に

した 

 

日本水産 

①需要予測システム 

②SCO 

①データに基づいたム

ダのない在庫管理が可

能 

②SCM の改革改善が行

いやすい環境 

･在庫を 75億円削減 

 

三菱樹脂 

①邸別生産 ①邸ごとに必要な部材

を必要なだけ作って出

荷する 

･製品在庫を 100 分の 1

に減らした 

 

東邦薬品 

①顧客支援システム 

②ICタグ 

①自働受注率を向上さ

せる 

②出荷精度を向上させ

る 

･2008年 3月期に 3期連

続で増収増益を達成 

 その他の業界でも SCMを活用して在庫を削減していることが分かった。特にロックフィ
ールドと三菱樹脂はトヨタ生産方式を自分の業界に応用し在庫を削減している。日本水産

はトヨタ生産方式を活用していないが、需要予測や商品のトレーをコンパクト化しムダを

省いている。ここからもトヨタ生産方式の導入や需要予測システムの重要性がうかがえる。

その中でもロックフィールドは製造をするという面だけではなく、「人」という面からも

改廃を向上させムダを省いた。 
  
東邦薬品に関しては卸の会社のため、3社と比較しても SCMの活用方法が違う。病院や

調剤薬局といった SCM の川下に対して顧客支援システムを使い在庫管理の円滑化に行っ

た。さらに営業端末を携帯電話と一体化させることによりコスト削減にも成功している。
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また医薬品は一つのミスが命に関わる。そういった中で ICタグを使って出荷精度を向上さ
せることにより顧客の信頼も勝ち取っていることがわかった。 
  
 これらを踏まえその他の業界を見ても在庫管理を円滑化や在庫削減を目指し SCM を導

入していることが分かった。業界によって手法は違うものの、ムダな在庫やコストを減ら

すという目的は同じだ。業界にあった方法の SCMを活用し様々なサプライチェーンの信頼
を獲得する重要性も大切なものになってくるだろう。 
 
５、まとめ 
 今後の SCMの課題 
様々な事例を通して企業はそれぞれに在庫削減やコスト削減に向かって SCM を活用し

ている。そういった面からみても重要なのは SCMを行う上で土台である需要予測や生産方
式、情報共有などたくさんあるが、その中でもその土台の上にある「人」や「連鎖」とい

うものが最も重要なものだと感じた。 
SCMは現在ではそれほど新しい経営戦略とはいえない。そういった意味でも土台という
ものはかなり固まってきている。その中で SCMの土台であるものを動かすのは人だ。SCM
を活用する企業や業界は「人」にインセンティブというものを与えることが非常に大切な

のではないだろうか。特にトヨタ生産方式の活用は 1 人ひとりの力次第で製造のスピード
の向上やコスト削減、効率化などに大きく貢献できる。さらに人にはシステムと違い限界

がない。そういった意味でもモノを製造する業界や企業には人が全体最適に結び付くため

に重要な位置にいると思う。土台がしっかり固まってきているからこそ今後はまだまだ伸

びしろがある「人」をいかにして活用していくかがキーマンとなっていくだろう。「人」

の能力向上が「連鎖」して在庫削減やコスト削減につながり、それがまたさらに「連鎖」

して全体最適へと繋がってくる。その為にも企業はインセンティブ制度をどんどん取り入

れ「人」を動かしていくことが大切だと思う。 
需要予測や情報共有に関しても円滑に取り組むためには、「人」や「連鎖」というもの

が大事だ。需要予測はシステムの力も非常に大きいが、その中で予測に対する細かい修正

やトラブルなどに対応するのは「人」である。情報共有もシステムの力が大きいが企業間

を結び、信頼関係を築くには「人」と「人」のつながりが欠かせないものだ。それが「連

鎖」しシステムの上にいる「人」が全体最適を生んでいくのだと感じた。そういった意味

でも企業はしっかりと SCO を取り入れ、SCM の改善や改革することに専念できる環境を
作っていくことも大事だ。 

SCMの土台に関して言えば、需要予測が大事だと感じた。特に買い手市場の近年には余
計に言えることであろう。まずはどれだけのモノが必要か、または生産すればいいのかと

いうことがしっかりとわかることが一番重要だ。それが在庫削減やコスト削減に最短かつ

大きく結び付くことは間違いない。しかし、在庫を必要な分しか持たないということは様々
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なトラブルが起きた場合に対応というものができない。それは部品の運搬車や貨物船が事

故に巻き込まれ商品を作れない、発注時の入力ミスなど理由は様々なものが挙げられる。

こういったトラブルにも対応できる自働修正機能をもったシステム（緊急搬送経路の確保、

明らかな発注ミスの自動修正など）というものが必要である。 
さらにより完璧な需要予測をするためにも情報共有は今後必要不可欠なものになってい

くだろう。情報を企業間で共有することにより情報を受け取る側だけでなく情報を伝える

側にも余計な仕入れをしなくて済み、あらゆるムダを削減できるメリットが生まれる。 
先ほども述べたが、今後はこれらのことを踏まえた SCMの土台であるシステムを利用し、

それを「人」をうまく活用させ、いい方向に「連鎖」させていくかということが大切にな

ってくると思う。 

 

＜参考資料＞ 

 
・トヨタ自動車公式ホームページ～トヨタ生産方式 

URL：http://www2.toyota.co.jp/jp/vision/production_system/ 
 
・キヤノン～ホームページ 

URL：http://web.canon.jp/about/activities/production.html 
 
・コニカミノルタ 
「自動補充で補修部品在庫を 2割減、在庫基準量の切り詰めに IT駆使」 
日経情報ストラテジー 2009年 2月号 92～95ページ 

URL：http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20090616/332026/ 
 
・ロックフィールド 
「総菜工場にトヨタ生産方式導入、JITの実現で鮮度と廃棄を改善」 
日経情報ストラテジー 2007年 9月号 50～55ページ 

URL：http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090625/198526/?P=1 
 
・三菱樹脂 
「住宅１邸分の部材を「1個流し」で生産、在庫は 100分の 1、納品は１日以内に」 
日経情報ストラテジー 2008年 4月号 160～164ページ 

URL：http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080715/310825/?ST=cio&P=1 
・日本水産 
「水産品の在庫が 75億円削減、全体最適の推進部設置が奏功」 

日経情報ストラテジー 2008年 1月号 186～189ページ 



A6P21019  上平貴之 

24 
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