
サプライチェーンマネジメントの

SCM担当者様向け事業経営者様向け

基本と原則

DX時代に求められる経営レベルのSCM実践書



目次

1

はじめに ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 2

SCMの歴史1 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 3

SCMで何が実現するのか？2 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●8

最大の改革とは、内面的な改革3 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●12

※本書は株式会社オンザリンクスが定期発行しているオンライン情報誌「物流・倉庫改革の
夜明け」を再編集したものです。

SCM改革でコミュニケーション向上4 ●●●●●●●●●●●●●●●● 15

サプライチェーンと戦略の連携5 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●19

一貫性のあるプロセスの設計6 ●●●●●● ●●● ●●●●●●●●●●●●● 23

サプライチェーン組織の構築7 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 28

コラボレーションモデルの構築8 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●33

パフォーマンスの測定9 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 37

情報システムと5つの原則を連携させる10 ●●●●●●●●●●●●● 41

DX時代の物流システム導入のキーワード11 ●●●●●●●●●●●● 45

おわりに ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 49



はじめに

2
弊社の物流情報サイト「物流・倉庫改革の夜明け」の中で経営者が学ぶサプライチェーン
マネジメントの基本と原則について全10回にわたり記事を掲載してきました。

お陰様で大変多くの方にご覧頂きご好評を頂きました。そこで、情報サイトに記事として投
稿した内容をより読みやすく再編集し、さらに多くの方のお手元に届けばという思いで小冊
子として発行することにいたしました。

とは言いましても、本書はプロのライターの校正を一切通していないので、文章がお粗末で
読みにくい点もあるかもしれません。その点につきましては予めご了承下さい。

2018年5月、経済産業省は「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」のタスク
フォースを設置しました。

そこで作成された「DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開
～」(以下、DXレポート）によれば、現状のままでは、「IT人材の不足」と「レガシーシス
テム（古い基幹システムのこと）」の2つが障害となり、2025年以降、年間で最大12兆円
(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性(2025年の崖)があるといいます。

多くの経営者が、新たなデジタル技術を活用して競争力を強化する必要性について理解して
いますが、現場サイドの抵抗や複雑化、肥大化したレガシーシステムがそれを阻んでいます。

本稿では経営レベルでサプライチェーンマネジメントを成功させるための実践書として、経
営者目線で要点をまとめるとともに、５つの原則でその具体策を解説します。

本稿に書かせて頂いた物流についての知識、改善の為のヒントを1社でも多くの企業の物流
改善にお役立て頂き、日本の物流を強くしていければ本望です。

株式会社オンザリンクス
代表取締役 東 聖也



SCMの歴史 1

コミニュケーション型SCMへの変貌 3

1.2020年、世界のSCMトップ25の企業

今日のビジネスの成功に、サプライチェーン戦略は不可欠です。
2020年5月20日、米リサーチ会社「ガートナー」がサプライチェーンへの取り組みを評価す
る企業ランキング「2020年ガートナーサプライチェーントップ25(The Gartner Supply 
Chain Top 25 for 2020)」を発表しました。（下図参照）
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2020年ガートナー・サプライチェーン・トップ25に選ばれた企業は以下の通りです。

1.シスコシステムズ
2.コルゲート・パーモリーブ
3.ジョンソン・エンド・ジョンソン
4.シュナイダーエレクトリック
5.ネスレ
6.ペプシコ
7.アリババ
8.インテル
9.インディテックス
10.ロレアル
11.ウォルマート
12.ヒューレット・パッカード
13.コカ・コーラ社
14.ディアジオ
15.レノボ
16.ナイキ
17.アッヴィ
18.BMW
19.スターバックス
20.H&M
21.ブリティッシュ・アメリカン・タバコ
22.3M
23.レキットベンキーザー
24.バイオジェン
25.キンバリークラーク

16年前から毎年発表されるこのランキングは、サプライチェーンのレベルと取り組みを総合
的に数値化して評価し、トップ25が選出されます。ノミネートされるためには、米経済誌
『フォーチュン』による「フォーチュン500」、または米経済誌『フォーブス』による
「フォーブスグローバル2000」にランクインしていることが必須条件となります。

また、財務データが公開されており、年間売上高が120億ドルを上回っていなければノミ
ネートすらされません。このような厳しい条件をクリアするだけでもすごいことですが、そ
の中から直近3年間の総資産収益率、在庫回転率、所得成長率などを指標として採点し、上
位25社がこのランキングに入ることを許されるのです。

筆者としてはやはり、日本の企業が1社もランクインされていないのがとても残念です。

製造業や小売業などモノを”作る”、あるいは”流通する”というビジネスに身を置いている経
営者の方であれば、誰もが「サプライチェーン・マネジネント(SCM)」について少しは勉強
されたのではないかと思います。

しかしその基本をしっかりと理解し、原則を自社のビジネスに応用出来ている経営者の方は、
ごく少数ではないでしょうか。

本書は、経営者が理解しておきたいSCMについて分かりやすく解説していくと同時に、SCM
によって競争優位を生み出すための原則を詳しく紹介します。
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2.SCMの歴史 ～在庫削減普及期～

何事を学ぶにしても、まずは歴史からと言います。そこでSCMの歴史について少し触れてお
きたいと思います。

サプライチェーンとは、「原材料の調達から生産、流通を経て消費に至るまでのプロセスを
複数の鎖に見立てたもの」です。「供給業者⇒メーカー(製造業)⇒卸売業者⇒小売業者⇒消
費者」までの一連の連鎖を示しています。そして、そのサプライチェーン全体のなかで、商
品や物資の最適な供給を管理することがサプライチェーン・マネジメント(SCM)です。

1980年代前半までは、在庫は流動資産であり、売上の状況に関わらず常に価値を持ち続け
るものという認識が一般的でしたから、アイテム別売上高の下位5%で総アイテム在庫数の
半分程度を占めている企業が沢山ありました。

しかし1980年代後半、企業競争の激化、増産、販売の拡大、商品種の多様化という流れの
中で在庫が不良資産化する可能性が指摘され始め、在庫管理が大きくクローズアップされま
した。経営者はこの分野が未開拓だけに、コストダウンの可能性を秘めていることに気付き
始め、在庫削減への関心が急速に高まりました。

その後実際にSCMの取り組みが本格化したのは、90年代に入ってからです。当時はアイテム
数が膨大に存在し、生産管理や物流管理に大きな負荷を強いていました。担当者レベルでは
コントロールしきれず、過剰在庫や欠品が発生する原因になっていました。需給体制も合理
的とは言えませんでした。営業部門が販売計画を立て、それに基づいて生産部門が生産計画
を立てることになっていましたが、営業サイドは欠品を恐れるあまり過剰な販売予測の数字
を提出し、生産サイドは製造ラインの操業率を優先するという個別最適に陥っていました。
結果、１つの企業内に複数の数値が統一されないまま使用され、需給調整は困難を極めてい
ました。

そのような状況の中、2000年前半に、SCMというコンセプトとともに海外のSCMパッケー
ジが日本に入ってきました。
ガートナーサプライチェーントップ25のような海外のエクセレントカンパニーの成功事例を
引っ提げて国内を営業して回ったのです。結果、多くの日本企業が数億～数百億円という莫
大な金額を支払ってSCMパッケージを導入しました。（注：当時はまだそのようなランキン
グはありませんでした）
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3.SCMの歴史 ～第一次SCM導入期～

企業はこぞってSCMパッケージを導入し、営業から上がってきたデータをもとに需要予測
し、生産計画を立てるようになりました。そして、関連部門はこの数値に従って活動する
というルールを定めました。このシステムには需要予測データのほかにも生産計画、アイ
テムごとの在庫量や生産量などあらゆる情報が入っており、社内のどこからでも同じデー
タを閲覧することが可能になったのです。

全員が情報を共有することで、過剰在庫を生み出す原因になっていた生産や営業の不安の解
消を図りました。こうして需給の新ルールの定着を図るとともに、生産のリードタイム短縮
化や計画サイクルの見直しなど多くの改善施策を実施しました。これらの取り組みが功を奏
し、企業の在庫は順調に減っていったのです。

2000年代前半においては、「在庫削減」をメーンテーマに位置付け、華々しい成果を上げ
る企業も増えていました。（注：一方でSCMパッケージの導入に失敗する企業も後を絶ちま
せんでした。成果を上げた企業、失敗した企業の違いについてはいつか記事にしたいと思っ
ています）

4.SCMの歴史 ～第一次SCMの末期～

しかし、2000年代半ばに入ると、その在庫削減の効果が足踏みを始めました。横ばい、ま
たは増加基調に転じ始めたのです。

企業の在庫削減は、ほぼ限界にまで達していました。さらには、需給の現場では新たな問題
も出始めていました。

システムが弾き出した需要予測に従うというルールは徹底されていましたが、反面、需給に
関わるスタッフがシステムに振り回され、その数字を後追いすることに終始するようになっ
ていたのです。いつしかシステムを上手く回すこと自体が目的化されてしまい、そのことが
逆に過剰な欠品を生むなどの非効率にも繋がっていたのです。

企業のSCMが曲がり角に差し掛かったことは明らかでした。従来のようなシステム任せでは
なく、関連部門のスタッフが密にコミュニケーションを取りながら、互いに納得できる最適
な販売計画や生産計画を策定し、統計だけでは計れない人の意思を落し込むことで、より経
営に貢献するSCMが目的とされるようになっていったのです。

5.SCMの歴史 ～第二次SCMの到来～

しかし、そうして企業も2000年代半ばを過ぎると、「在庫削減」の旗を降ろし、SCMの目
的をコスト削減から全体最適による企業体質の強化にシフトしていきました。そして今は、
持続可能性の高いSCMが目的となってきます。

在庫の効率化だけに留まらず、全体最適の視点から、製品を安定供給するための持続可能性
を高めるために、何がベストなのかを意識しながら、社会に貢献できるSCMを志向し始めて
いるのです。企業の在庫削減活動は2000年代前半の時点で一定の成果を得ていました。あ
る意味でいきつくところまで行き着いていたのです。
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これ以上、闇雲に在庫だけを追いかけても効果は期待できず、それどころか、欠品や現場ス
タッフの疲弊など新たな問題も生じ始めていました。そこでSCMに新たな価値を見出す必要
があったのです。

6.経営レベルのSCMが問われている

在庫削減を重要な指標としつつも、最も重要なのは社会全体に貢献できるSCMを実現できて
いるかどうかです。

まさに「コミュニケーション型SCM」への変貌を遂げる時代がやってきたと言えます。
製造業においては、欧米標準型のPBの拡大が止まりません。総合商社による卸の系列化も進
んでいます。これまでメーカーが築き上げてきたサプライチェーンが大きく塗り替えられよ
うとしています。その行き着く先は欧米型の寡占化でしょうか、それとも日本特有の小規模
分散型による独自の進化でしょうか。誰と組み、どのように変化していくべきなのか、経営
レベルのSCMが今、問われています。



SCMで何が実現するのか？ 2

企業が手にする効果を事例で紹介 8

1.SCMで何が実現するのか？

高度経済成長期には製品を作れば作るほど売り上げが上がりました。商品のライフサイクル
も長かったので、在庫を積み上げれば積み上げるほど、資産が増え、大量生産し在庫をどん
どん増やしました。

しかし、作れば売れる時代も終わり、顧客の元に、顧客が欲している商品を顧客が欲してい
るタイミングで供給することがだんだんと難しくなってきました。

営利企業共通の目的である「現在から将来にわたって儲け続ける」というゴールの達成には、
企業内共通の目標を識別し改善を進める事以外に方法はありません。顧客の変化に直面した
企業は、供給マネジメントのやり方を大きく変えることを迫られていました。SCMとは商品
やサービスの供給手段にフォーカスする事によって、最小の努力で最大の効果（利益）をあ
げる経営管理手法の一つであると言えます。

SCMにとって永久改革のテーマは「必要なものを、必要な場所に、必要なときに、必要な量
だけ届けるために、マネジメントの質をどこまで高めることができるか」ということです。

沢山の関係組織があり、そこに人が属して、多種多様なリスクと利害があり、いろいろな制
約条件が複雑に絡み合うなかで最大限の利益を持続的に上げ続けるためには、経営者にはど
のような戦略計画が求められるでしょうか？
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ピーター・ドラッガーは自著「マネジメント」の中で、戦略計画とは、①リスクを伴う起業
家的な意思決定を行い、②その実行に必要な活動を体系的に組織し、③それらの活動の成果
を期待したものと比較測定するという連続したプロセスであると述べています。

変化する環境への将来を見据えた対応を考え、限りある経営資源を使って、永続的に”儲け
続ける”手段の一つとして、経営者自らがSCMの重要性を認識し、社内にその必要性と実行
力を浸透させていかなければなりません。

しかし、経営者にしてみると、「そもそも、SCMって概念的なことであって、具体的に自社
が何をしたらよいのか分からない」、「いま自社で取り組んでいることは、SCMなのかどう
なのかすら分からない」といったところが本音だったりします。

SCMの基本を学ぶために、SCMによって企業が手にすることが出来る効果について、事例を
交えて詳しく解説します。

2.「事例１：収益性を劇的に変えた医療機器メーカー」

それでは早速、SCMによって在庫削減と売上増加を同時に実現した実例を見てみましょう。

とある中堅の医療機器メーカーM社は、病院や医療施設、介護施設などに医療用の機器を納
入しているメーカーです。長い間事業は堅調に成長を続けていましたが、ここ数年は競合他
社の台頭もあり、機器の販売は鈍化気味で、利益率も徐々に下がりはじめていました。

原因を調査してみると、ここ数年は製品の販売に集中するあまり、消耗品の供給で他社より
遅れをとり、顧客へのサービス力が低下していることが課題として見えてきました。機器の
在庫は常に過剰気味で、消耗品の在庫は常に不足気味であることも分かりました。消耗品は
即納が要求されますが、欠品が多く消耗品市場で他社に大きく水を開けられていました。

M社の社長はこの事態を自社ビジネスの転換点として捉え、チャンスに変えるべく、トップ
ダウンでSCMに着手することを決断しました。

まず、弱みとなっていた消耗品の在庫を増やし、顧客のそばに在庫を抱え、即納体制を構築
しました。販社や顧客のデポに在庫し、受注後24時間以内に納入できるようにしました。消
耗品の在庫は1.5倍に増えましたが、消耗品による売り上げも大幅に増え、顧客満足度も向
上し、製品の受注増加につながりました。

続いて、製品の過剰在庫にメスを入れました。製品を提供価格帯で大きく３段階に分けて、
最も高価な価格帯の製品については在庫せず、半製品状態で受注を取り、顧客の求める機能
や仕様に変えて納品する方式に変えました。
見込み生産型から受注組立生産型への大転換です。これによって、大幅に在庫を減らす一方
で、顧客満足度を向上させることが出来ました。
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※注：DP・・・デカップリングポイントの略

3.「事例２：リードタイム短縮した精密機器メーカー」

続いては、SCMによってリードタイムを大幅に短縮させて、迅速に市場動向に対応できる体
制構築に成功した事例をご紹介しましょう。創業からずっと精密機器を製造している製造装
置メーカーS社は、メイン製品の生産リードタイムが3ヶ月かかっていました。営業サイドも
製造サイドもそれが当たり前となっていました。しかし、競合他社は同じ製品をその半分の
リードタイムで顧客に提供しており、M社の市場シェアはだんだんと奪われていました。

直近決算で赤字を計上し、年度末の在庫を調べてみると莫大な在庫が残っていました。原因
はすぐにわかりました。長い生産リードタイムと予算の縛りです。

営業サイドは、3ヶ月先の製品の仕上がりを見込んで販売計画を作成します。しかし、この
ご時世に3ヶ月先の顧客動向を正確に読むことは困難です。更に予算必達の風潮が強く、販
売計画の下方修正は許されませんでした。
工場側も予算必達に向けて生産を続けた結果、年度末になって売れ残った在庫がS社の資金
繰りを悪化させました。

S社の社長は、販売の状況を見つつ、迅速に市場動向に対応できる体制にしなければならな
いことを痛感しました。生産のリードタイムを短縮し、早期に生産の下方修正や増産を指示
できる組織にするためにSCMに着手しました。

まず、生産計画作成のサイクルを変更することにしました。これまで月単位で生産計画を作
成していたのを、週単位に変更しました。生産サイドは大変ですが、これで迅速に生産数を
上げたり、下げたりすることが出来るようになりました。



続いて、生産ロットも出来るだけ小さい単位で、できれば1台単位で製造できるように、大
幅に生産方法を変更しました。

さらに、3ヶ月先の生産指示を4週先の生産指示に変更しました。これらの改革によって、
生産のリードタイムは従来の3分の1に短縮されたのです。リードタイムが短縮されたこ
とによる事業への効果は劇的でした。

S社の在庫は半分以下になり、タイムリーな製品供給体制で受注も増え、資金繰りが驚異的
に回復しました。S社の社長はSCMによる威力にただ驚嘆するばかりでした。
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最大の改革とは、内面的な改革 3

SCM改革を成功させた３つのステップ

1.最大の改革とは、内面的な改革

組織における最大の改革とは、すでに設定されている目標に、内面的な目標を合致させるこ
とです。経営者の意志は、その実践を通して表れます。何よりもまず、社員に「改革が必要
であり、今それが自分たちに求められている」ことを理解してもらうことが重要です。

次の段階では、その理解を消極的なものではなく、積極的な認識へと変換し、それを実践さ
せ拡大しなければなりません。そのために経営者は自らの言葉で、何故いま、それをする必
要があるのか、その目標を達成することで、自分たちの状況がどう変わるのかを伝えます。

そして、最終段階では、その目標を達成することが自分たちにとっての使命であるという信
念を持つように、その改革によって影響を受ける人たち自身が主体的な改革者となるように
働きかけます。社員が改革の実践すべき義務を理解し、積極的に実践できる環境が整うこと
によって、実践スピードが飛躍的に増すのです。
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本章では、３つの改革によって、部品と製品の在庫を削減させ、キャッシュフローをV字回
復したある電機製品メーカーの事例をご紹介します。

製造業の多くは顧客からの発注に応えられるよう、一定の在庫を常に抱えています。
なぜなら受注した際に在庫が無ければ、即時納品ができず一定期間待たせてしまったり、
機会損失に繋がったりするためです。今回ご紹介する会社も即時納品を出来るように常
に一定量の在庫を抱えていました。

しかし、市場の急激な変化により、あっという間に会社は創業以来最大のピンチを迎えます。
社長の決断とたゆまない実践が、社員の内面的改革を促し、会社を見事に復活させました。
そしてこの会社はSCMの持続的な実践に向けて大きな一歩を踏み出したのです。

2.「事例３：キャッシュフローを増大させた電気製品メーカー」

WEBカメラなどの映像用の電気機器の製造・販売を行うT社は、シックなデザインと他社に
はない独自の機能が市場で顧客ニーズをとらえて、これまで安定的な売上を確保してきまし
た。

しかし、昨今のオンラインブームにより、あっという間に競合メーカーがしのぎを削るレッ
ドオーシャン市場になってしまいました。競合メーカーは海外の安価な部品でT社と同じ機
能を実装し、T社価格の20%～30%安で市場に製品を投入してきました。それでも、T社は
これまで技術革新型の製品で成功した経験から、これまでと変わらず高価な専用部品にこだ
わり続けました。

当初は自社製品に自信があったT社社長は、「安かろう、悪かろう」で競合他社の製品を顧
客が選ばないだろうと、たかをくくっていました。しかし、市場の競争は日ごとに激しさを
増し、だんだんと市場から置いてきぼりを食うようになっていったのです。

さすがにT社の社長も慌てました。

「２～３年というレベルではなく、わずか１年で立場が逆転してしまった」とこれまでに経
験したいことのない市場変化のスピードに驚くとともに恐れを抱いていました。

加えて汎用部品を使う競合他社は、専用部品のように調達に時間がかからないため、T社よ
りも少ない在庫でタイムリーに製品を市場に投入することができ、圧倒的有利な状況にあっ
たのです。

倉庫には売れ残った製品と、高価な専用部品の在庫が山のように積まれていきました。T社
は急速に資金繰りが悪化し、金融機関の支援を受ける状況になってしまいました。

3.SCM改革を成功させた３つのステップ

T社社長はとにかく早急にキャッシュを生み出す方策を打ち立てるために、SCMプロジェク
トを立ち上げました。

そして、「設計方針の改革」、「調達の改革」、「生産の改革」と３段階でキャッシュフ
ローを増大させる計画を策定しました。
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設計方針の改革がSCMと関係があるのかと思うかもしれませんが、これは当然のことでした。
製品の設計によって、どのような部品を使い、どう生産するかが決まってくるため、製品の
企画や設計はSCMと密接に関連してくるのです。

このような上流からの抜本的な変革がSCMの効果を増大させることを多くの経営者が知ら
ないのは、非常にもったいないことです。

設計方針の改革ステップでは、汎用部品の活用と共通部品化です。競合他社の製品も調査し
ながら、汎用部品を使いつつ現状の機能と性能を実現する設計にしました。部品単価を下げ、
共通部品を増やすことで、調達コストを抑えつつ、在庫管理コストも削減することに成功し
ました。

調達の変革ステップでは、専用部品から汎用部品に変えたことによって、調達のリードタイ
ムを大幅に短縮し、市場への新製品投入がスピーディになり、市場の動向に柔軟にレスポン
ス出来るようになりました。

また汎用部品のため、余った在庫を引き取りする必要もなくなり、不良在庫リスクも撤廃さ
れました。共通部品を増やしたことで、部品全体の在庫を減らしつつ、欠品も減らすことが
出来ました。

更には汎用部品や共通部品の安全在庫を自動で算出する在庫管理システムに1千万円の投資
をして、需要連動型の部品調達の仕組みをわずか３ヶ月で実現しました。

生産の改革ステップでは、大きく２つの点で生産のリードタイムを短縮し、製品在庫の滞留
期間を短くすることで、キャッシュフロー増大につながりました。１つは汎用部品に変えた
ことによる部品調達リードタイム短縮です。

もう１つは設計をシンプルにし、汎用部品、共通部品を利用することで、これまで自社工場
生産に拘っていた方針を改め、積極的に協力工場にアウトソースしました。これによって、
需要に対して柔軟性を持った生産体制を構築することに成功したのです。T社のキャッシュ
フローはSCMプロジェクト発足から１年ちょっとでＶ字回復し、類択な資金で新たな新商品
開発に投資を行っています。
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SCM改革でコミュニケーション向上 4

秘訣は”組織変容のリーダーシップ”

1.SCM改革成功の秘訣は”組織変容のリーダーシップ”

米国の経営コンサルタントであるトム・ピーターズが、その著書「エクセレントカンパ
ニー」の中で、リーダーシップについて以下のように述べています。

「リーダーシップとは、会社の中で物事が横道にそれたときに姿を現し、うまくいっている
ときには姿を隠しているものである。」

リーダーの仕事とは、組織を作り上げることであり、人と技術を上手く活用して、革新的で、
永続的な価値を作り上げることです。そのためには、人の話を注意深く聴き、励ましの言葉
を頻繁にかけてやり、その言葉を信頼できる行動で裏づけてあげることが大切です。

組織変容のリーダーシップとは、価値観を高め、つぎにそれを守り通す者です。ここで少
し、”価値観”について考えてみたいと思います。価値観を高めるとよく言いますが、価値観
とはいったいどんなものでしょうか？

ある分野で「いちばんになる」ことかもしれません。マクドナルドのレイ・クロックのよう
に「ハンバーガーをはさむあの丸いパンに美を感じる」ことかもしれません。IBMのワトソ
ンのように「個々人を尊重する」ことなのかもしれません。アマゾンのベゾスのように「顧
客至上主義」もそれに含むに十分でしょう。

こうした考えを信じ、実践する企業では、常に「変容」が生まれているのです。
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本章では、変容のリーダーシップを発揮し、SCM改革を成功させた食品トレー容器を製造す
るF社の事例をご紹介します。「営業」と「工場」を一枚岩にしたSCMの威力をこの短いス
トーリーから感じ取って頂ければ幸いです。

2.「事例４：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ向上を成功させた食品トレーメーカー」

F社は食品トレー容器を製造する会社です。F社の強みは、市場の変化と顧客ニーズを的確に
捉え、高い機能性とデザイン性を持った商品開発力です。コンビニエンスストアの登場で、
一気に市場を拡大し、会社の売上も急成長しました。

F社では、デザイン性を重視するため、材料工場できれいに印刷し、最終製品工場で納入形
態に加工して出荷していました。
このため生産のリードタイムは長くなりますが、製品の美しさやデザイン性で勝負をしてい
ました。

F社は自社が保有する古いシステムが、急成長を支えられなくなったため、当時流行してい
た海外のSCMパッケージを情報システム主導で導入することにしました。ところが導入した
システムは旧システム以上に使い難いものでした。

海外製のパッケージ製品ということもあり、日本の商習慣に関する細かい対応が難しく、カ
スタマイズも簡単には出来ないため、稼働を最優先させた結果、現場に全くそぐわないシス
テムとなってしまったのです。

受注や生産指示を入力するにも、入力項目が多く、沢山の画面を開かなければならないため、
営業が入力を嫌って正確なデータがインプットされませんでした。工場側への生産指示は
メールやFAXになり、担当者間の都度調整が常態化し、導入前よりも状態が悪化してしまっ
たのです。

工場側も営業に対して、電話やメールでやり取りを行うため、製品がいつ完成するかも分か
りません。
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そして、悪いことは続くものです。受注の大半を占めていたコンビニエンスストアも、製品
のデザイン性よりもスピーディな納品と価格をより重視するようになり、F社のリードタイ
ムがネックとなっていきました。

また顧客企業から納期確認が入っても、電話やメール、FAXのバケツリレーで正確な回答
をするこが出来ずに、顧客がストレスを抱えるようになり、徐々に競合に市場を奪われて
いったのです。

そのような状態の中、社内では営業サイドと工場サイドで責任のなすり合いになり、全体会
議では怒号が飛び交うようになっていました。

3.SCM改革でコミュニケーション向上を図る

このような危機的状況を早急に打開すべく、F社社長は解決策を模索していました。何より
もまず、営業と工場のコミュニケーションを向上させることが大切だと考えました。そもそ
も、営業サイドが把握している顧客側の需要情報と、工場サイドが把握している供給情報と
いう、サプライチェーンの基本となる情報が全く共有されていないことが問題だと気付きま
した。

誰も状況が分からないので、都度調整が発生し、結果的に声の大きい担当者の意見が通って
いました。会社として顧客戦略や製品戦略は、現場のオペレーションと全く関連性がなくな
り、その場しのぎの緊急対応の連続で高コスト化し、過剰在庫、欠品、納期遅延により現場
は疲弊していました。

まず何よりも、新しく導入したシステムに正確なデータを入力してもらわなければ何も始ま
りません。ただ「入力しろ！」と声を荒げて指示しても、効果は期待出来ません。何故、入
力する必要があるのか、何故システムを刷新する必要があるのか、自社の価値観と照らし合
わせて現場に繰り返し伝えることから始めました。

「高品質な製品をどこよりも早く、顧客が必要としている時に確実にお届けする」という価
値観です。そして、システムの入力を極力簡素化し、正確に確実にデータ入力を行うことと、
その価値観を関連付けするようにしたのです。現場の意見に耳を傾け、改善し、実行しまし
た。

続いて、単純な需要と供給のつながりが見える「見える化」のためのサブシステムを導入し
ました。材料と製品の在庫を管理するシステムです。材料と製品の出荷実績ベースで需要を
把握し、安全在庫や必要量を算出し、営業と工場でこのデータを共有しました。在庫管理シ
ステムにより在庫をリアルタイムに管理し、ここに販売計画、受注、生産指示数を関連付け
させて、工場サイドはこのデータをもとに生産計画を立てるようにしたのです。

需要情報と供給情報が共通のデータで見えるようになったため、全体会議ではこの情報をも
とに予実管理が行えるようになりました。営業から工場まで、販売から材料までつながった
情報連鎖が構築されたことによって、会社に信頼性の高いサプライチェーンが構築された瞬
間でした。

これによって、営業と工場のコミュニケーションの質が劇的に向上し、互いの責任のなすり
合いから、データを活用した分析と改善、実行が実践されていったのです。納期は正確に回
答できるようになり、リードタイムも短縮され、コスト競争力も向上し、F社に受注が戻り
始めたのです。
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4.経営者が抱く、SCMへの幻想

長い間、SCMには経営者が抱く、いくつかの幻想がありました。

100%に近い需要予測により、完璧なまでの適正在庫を実現し、市場の需要に対して、過不
足なく商品を提供するというものです。しかし、現実的ではないかもしれないこうした高い
目標を”価値観”に昇華させ、社員に積極的な関心（または刺激)を与えることが、リーダーの
役割になります。

幻想で終わらせるのではなく、健全な刺激を与える仕組みを構築するのです。抑制と管理が
のさばり、駆け引きのリーダーシップが幅を利かせている組織の中では変容は起こりません。

人が一介の作業者としてではなく、一人の人間として組織あるいは組織のやり方に愛着を抱
くとき、かならずその組織が行う仕掛けそれ自体が尊重されるようになるでしょう。
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サプライチェーンと戦略の連携 5

差別化の武器になるSCの構築

1.新型コロナの感染拡大で混乱するサプライチェーン

新型コロナウイルス感染症の拡大により、サプライチェーンが混乱しています。この混乱に
対処するために企業ができることは何でしょうか？

このような未曽有の事態に対処するには、状況を適切に把握して、生産量を調整したり、調
達先を変更したりしながら、サプライチェーンを柔軟に再構築する決断力と実行力が必要に
なります。まさに経営者の決断、実行による変化、変化、変化です。

変化することを怠ったり、そのスピードやサイクルが鈍いと、あっという間にこの未曽有の
事態の渦に飲み込まれてしまいます。新型コロナウイルスの混乱が収まるまでは、経営者は
危機的状況がもたらす変化に対してどのような計画を立てればよいか頭を悩ませ続けること
になるでしょう。

しかし、逆の見方をすれば、危機的状況はサプライチェーンを大きく変化させる機会でもあ
るのです。混乱の中から日々生まれる新しい課題に目を向け、既存のサプライチェーンの発
注や補充の方式に手を加え、手作業による様々な調整をコントロールしつつ、新たな仕組み
を構築していくのです。

これを専門家は、「サプライチェーンの柔軟性」と表現し、その重要性を新型コロナの問題
が起きるだいぶ以前から指摘していました。日本企業でSCM専門の部門が設けられている割
合は約３割です。しかし、その３割の企業も今回のコロナ渦の対応において、現場の判断が
優先され、SCM部門が需給量の調整や調達先変更といった運用面で機能していないのは残念
に思います。
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そこで、筆者はあらためて日本企業の経営者がサプライチェーンマネジメント(SCM)を原則
から見直す必要があるとの認識に立って、ショシャナ・コーエン著「戦略的サプライチェー
ンマネジメント」の５つの原則を基に、今後経営者が注力すべきSCMの課題について考察し
たいと思います。

※ショシャナ・コーエン・・・スタンフォード大学経営大学院グローバル・サプライチェー
ン・マネジメント・フォーラムのディレクター

2.SCMで競争優位を生み出す5つの原則

全ての製造業にとって、サプライチェーンはそれそのものが貴重な財産であり、競争上の強
みであり、付加価値を生み出す源泉です。しかし、多くの経営者が自社のサプライチェーン
に目を向けないのは何故でしょうか？革新的な製品、選ばれるサービス、強烈な顧客体験、
圧倒的なコスト競争力など、SCMが「強み」を実現する領域を過小評価しているのかもしれ
ません。

超優良企業と呼ばれる企業は、自社のサプライチェーンを競争上の強みとして常に磨きをか
けています。サプライチェーンで付加価値を生み出し、パフォーマンスをさらに拡大する新
しい方法を探求し続けています。

経営者が戦略的にサプライチェーンをマネジメントする上で、頭に入れておきたい５つの原
則は以下の通りです。

原則１．サプライチェーンと戦略の連携
原則２．一貫性のあるプロセスの設計
原則３．サプライチェーン組織の構築
原則４．コラボレーションモデルの構築
原則５．パフォーマンスの測定

以下のグラフはこのコロナ渦の中で企業が今後注力すべきと考えているSCMの課題のアン
ケート結果です。最も回答が多かったのは、「業務プロセスの改革」でした。

（出典：月刊ロジスティクス・ビジネス2020年8月号より筆者作成）
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3.第一原則：サプライチェーンと戦略の連携

企業の経営者は、常に明確で実行力のあるビジネス戦略を周囲から求められます。

サプライチェーン戦略もその一つであり、製造業であれば、他社との差別化を可能にする
ビジネス戦略とサプライチェーンが密接に連携していなければ、その実現性に疑問を抱か
ざるを得なくなります。

マーケティングの4Pによると、企業はProduct（プロダクト：製品）、Price（プライス：価
格）、Place（プレイス：流通）Promotion（プロモーション：販売促進）という４つの側
面で競争しています。これらの要素で競合他社と差別化を図る上で、サプライチェーンは大
きな役割を果たしています。

サプライチェーン戦略をビジネス戦略と連携させるためには、「顧客サービス」「販売チャ
ネル」「バリューシステム」「オペレーションモデル」「資産配置」という観点で設計を行
い、目標を定めます。

顧客サービスでは、デリバリーのスピード、正確さ、柔軟性に関する目標を設定します。販
売チャネルでは、顧客が自社の製品やサービスをどのように発注し、どこでどのように受け
取るのかを設計します。バリューシステムではサプライチェーン全体の中で自社が担当する
役割、パートナー企業が担当する役割を明確に設定します。

オペレーションモデルでは、顧客サービスの提供と、運転資本やコスト面の目標達成を両立
するための、計画、調達、生産、出荷方法などを設計します。資産配置では、自社のリソー
ス（お金、人）をサプライチェーン全体の中で、どこにどれだけ割り当てるかを明確に定め
ます。
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経営者はこれらの要素について決断し、設計、計画、目標を作り上げていくことになります。

この時、これらの要素どれか１つだけに着目して、他の要素は検討しない場合があります。
しかし、これには少々問題があります。例えばコストは抑えることは出来たが、その結果
顧客サービスを満たせなくなった、などという事態が起こりうるからです。

サプライチェーンから効果性の高い戦略的メリットを引き出すためには、各要素を全体の一
部として扱うことが重要です。

22



一貫性のあるプロセスの設計 6

求められる高度な意思決定

1.新型コロナで求められる高度な意思決定

新型コロナがサプライチェーンに与えた影響は、従来の災害とは異なるものでした。

既存のBCPではもはや対応し切れず、製品の納入、原料や部品の調達に様々な障害が発生し
ています。こうした危機に対して、企業はサプライチェーン戦略の高度な意思決定が求めら
れています。

何よりもまず、製品が確実に顧客に届くようにすることが求められます。その為には顧客に
より近い場所に在庫を置くという意思決定が必要です。確実に顧客に製品を届けることを強
く意識して出来る限りの在庫を抱えて対応するのです。

そして、各拠点の在庫データを可視化してサプライチェーンのあらゆるプレイヤーと緻密に
コミュニケーションし、実行力を発揮するのです。そうした実行力を発揮する上で、大切と
なるサプライチェーンのプロセス設計について考察します。

2.第二原則：一貫性のあるプロセスの設計

第一原則では、サプライチェーンの戦略を整えることの重要性について解説しました。次は
その戦略を実行に移すためのプロセスの設計を行います。

優れたサプライチェーンを実現している企業では、サプライチェーン全体の活動を明確化し
たプロセスが設計されています。
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計画、調達、生産、納入、返品などあらゆる活動を高いレベルで実行をするための組織の強
化・改善の総括的な取り組みがなされているのです。そして重要なのは、個々のプロセスが
一貫性のあるワークフローの一部として統合され、整合していなければならないということ
です。

効果的で戦略的なサプライチェーンには、理想(ビジョン)と運用と教育それぞれのファク
ターにおいて、一貫性が必要なのです。

一貫性が保たれた状態で発生する「効果性」とは、「効率性」とは似て非なるものです。効
率性は部分的なものであり、効果性は全体が最適化された状態による効果を意味します。

効果性を意識して準備された設計図はサプライチェーンを機能させるために必要となる情報
システムを選択したり、その情報システムを効果的に運用させる際にも役に立ちます。

第一原則で整えたサプライチェーン戦略がビジョンとなります。そのビジョンを実現するた
めには柔軟性と信頼性の高い運用が必要になります。その運用を支えるのが教育です。サプ
ライチェーン全体の一貫性のあるオペレーションの方法を設計することが理想です。

たとえば、高い品質を競争基盤とするレクサスは、生産プロセスに秀でたサプライチェーン
を設計しています。また、顧客第一主義を競争基盤とするアマゾンでは、オーダー処理のプ
ロセスに秀でたサプライチェーンを設計しています。
このように、サプライチェーンのプロセス設計は自社の競争基盤を支えるものであってはじ
めて、効果性が最大化出来るということです。これがいわゆる”一貫性が保たれた状態”、つ
まり”効果性が高い”状態です。

他社で上手くいっているプロセスをそのまま自社に適用しても、上手くいく可能性は低いで
す。自社の戦略と一貫性がないからです。肝心なのは、そのプロセス設計が自社の競争基盤
を支えるかどうかという点です。

24



3.SCMのための主要プロセス

優れたプロセスの設計を行うには、自社のサプライチェーン活動の中で、どのプロセスを
設計に含めるかを決める必要があります。また分類されたプロセスの中でどの活動をどの
プロセスに含むのかといったことも整理が必要です。

サプライチェーン活動の分類方法には色々あるので、自社で決めることになりますが、ここ
では参考までにSCMの標準参照モデルである、「SCORモデル」で使われているものをご紹
介します。

＜計画プロセス＞

需給のバランスを適切に保つために必要となる計画については、可能な限りプロセスを簡素
化することが重要です。

高度で複雑な計画ではなく、現実的で実行可能な計画を立てることに集中しなければなりま
せん。しかし、実はこれが一番難しいとも言えます。様々な各種リソース（拠点、人員、
パートナー）を考慮すると同時に、各地の顧客の需要というパラメーターに基づいて、最も
利益率の高い優先順位でリソースを割り当てしなければなりません。

こうしたあらゆるパラメーターを考慮してサプライチェーン全体のリソースを最適化すべき
でしょうか？答えはNOです。すぐに行き詰まってしまうことでしょう。この時に役立つプ
ロセスの設計手法として、TOC理論があります。
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＜調達プロセス＞

２つ目の主要プロセスである調達プロセスでは、総所有コスト(TCO)に着目します。

原料や部品などを最低価格で購入しようとする企業は多いですが、これは短絡的なアプ
ローチであり、しばしば逆効果となります。

安いために不良が頻発する場合もあれば、安く買っているために、不足事態時に自社の供給
を優先して貰えない場合も考えられます。少々高くでも、安定供給を約束してくれたり、質
の高い部品で生産工程でのTCOの削減につながることも考えられます。

続いて、適切なサプライヤーを選定し、適切な合意を形成します。お互いのデータの可視化
とタイムリーなコミュニケーションを構築するための合意です。情報開示、責任範囲の明確
化、サプライヤーの能力を最大化するための取り組みを設計します。

＜生産プロセス＞

３つ目の主要プロセスは生産プロセスです。卓越した生産プロセスとは、決められた予算の
中で高い品質と生産スケジュールを守ることで優れた業績に貢献するものです。生産プロセ
スに求められるのは柔軟性です。

顧客との条件を守りつつ、生産スケジュールを直前になって変更することも可能とします。

そのためには、サプライヤーと生産活動を同期させなくてはなりません。サプライヤーが常
に最新の情報を共有できるように生産スケジュール、原料や部品の使用状況、在庫水準を適
時開示することが大切です。

また高い品質の維持は基本であり、万が一不良が発生した際に速やかに原因を特定できるよ
うに、全ての製品をロットや部品レベルでトレースできるようにする必要があります。

＜納入プロセス＞

卓越した納入プロセスは、期日通りに顧客の要求通りの品質と価格で製品やサービスを届け
ることです。そのためには、全ての関係部門が受注情報を同じタイミングで入手できるよう
にしましょう。

部門間のコミュニケーションのズレの大半はタイミングのズレから生じているからです。こ
れが納入活動をより円滑に迅速に進められるようにする第一条件となります。

続いて、注文に対する出荷状況を完全に可視化します。関係部門のみならず、顧客もそれを
強く望んでいます。

＜返品プロセス＞

不良品や誤出荷など返品の理由によって、プロセスが変わります。重要なのは、返品時点で
の製品データの把握です。
返品で現場を混乱させる要因は、少量であること、不規則、不定期であることです。こうし
た製品を可能な限り効率的かつ経済的に収集、仕分け、分配する方法を検討しなければなり
ません。
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また製品に対する不満を原因とする返品については、返品条件を予め明確に決めておく必要
があります。顧客は速やかな返品処理を望んでいるため、返品対応については、予めこうし
た条件を定めておくことで処理スピードが向上します。

4.優れたサプライチェーン設計4つの条件

優れた実績をあげるサプライチェーンの設計は以下の４つの条件を満たしています。

１．全体を網羅しておりカバーしている
２．個々のプロセスや手法が戦略と一貫性がある
３．主要プロセスが文書化され、情報システムに裏打ちされ信頼性が高い
４．戦略の変更に対して、適応性が高い

経営者は今回紹介した主要プロセスについて、これら４つの条件を意識して、サプライ
チェーンプロセスの標準化と組織調和のためのルール作りを行う必要があります。
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サプライチェーン組織の構築 7

適切な組織構造を選択する

1.西友が独自調達モデルを導入

スーパーマーケットチェーン大手の西友は9月3日、”より良いものをより安く”を実現するた
め、西友独自の「統合型調達モデル」を導入する方針を表明しました。

原料調達から製造・物流までサプライチェーン全体が統合された新たな調達スキームを構築
し、PBを強化するとともに、消費者の支持を獲得できる品質、安定供給、低コストの諸条件
を兼ね備えた商品を開発するのが狙いです。

この独自の「統合型調達モデル」による初めての開発商品となる「ツナフレーク」を9月28
日に発売する予定です。
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新型コロナウイルス感染症の影響による生活スタイルの変化や節約志向の高まりに伴い、サ
プライチェーンには「より良いものをより安く」かつ「安心・安全」が求められるように
なってきています。

西友はサプライチェーン戦略の重要性を認識し、計画、調達、生産、納入という主要プロ
セスを網羅するサプライチェーン組織を設計したのです。そのために必要な方針や手順、
情報システム等の整備も進めています。

今回の西友のような取り組みは、必ずしも既存オペレーションの全面的な見直しや、部門の
新設が必要になるとは限りません。重要なのはむしろ、各プロセスの実行と継続的な改善を
担当する要員を、確実にサプライチェーン組織に組み込むことです。

今回はこれらのことを念頭においた上で、サプライチェーン組織設計のためのガイドライン
を提示し、組織設計に不可欠な活動や特徴について考察したいと思います。

2.第三原則：サプライチェーン組織の構築

企業が効果性の高いサプライチェーン組織を構築するには、優れた設計が必要であり、次に
挙げる３つを行わなければなりません。

１．役割と責任を定義する

組織で仕事をする際に、全ての作業や仕事について役割と責任を定義することは不可能です。
しかし、重要な役割についてはすべて明確に定義する必要があります。

例えば、ツナフレークの生産に必要な原材料を調達する際、西友の品質規格を満たしている
ことを確認するプロセスを考えてみるとしましょう。

受入検査について質問すると、恐らく西友は次のように説明するでしょう。「まず、原材料
を入荷エリアで受け取り、その原材料の品質を自社のサンプリングに基づいて検証しま
す。」
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極めて簡略化して書きましたが、恐らく多くの企業のプロセスやオペレーションの手順も、
おおよそこのように表現されていると思います。

しかし、これだけでは作業の実行に誰が責任を持つのかという重要な情報が抜け落ちてい
ます。サプライチェーン戦略を支えるための活動には必ず、責任を負う個人または部門や
部署が明確にされていなければなりません。

経営者は、こうした主要プロセスの各ステップを誰が責任を持って実行をするのか細かく確
認し、定義する必要があるのです。例えば、ツナフレークに取引先の卸売業者から大量の注
文が入った際に、配送予定日が遅れてしまった場合、新しい配送日を顧客に連絡する作業に
誰が責任を負うのか決まっていなかったらどうなるでしょうか？

どの活動にも、必ず説明責任を負うグループまたは個人が存在しなければならないのです。

２．適切な組織構造を選択する

組織は、目的達成のための機能を持った人材の集合体です。各主要プロセスを構成するすべ
てのプロセスや活動が目的達成のために行われなければなりません。しかし、サプライ
チェーン組織はこうあるべきだという唯一の正解があるわけではなさそうです。自社にとっ
ての正解はどういった組織構造でしょうか？

この正解を得るには、サプライチェーン組織構造の３つの型を押さえておくとよいでしょう。

中央集権型は、コアプロセスを企業レベルで管理し、それを複数の部門や地域に展開します。
企業が中央集権型を選ぶ理由としては、スケールメリットが得られること、冗長性が排除で
きること、方針や手順を組織で共通化できることが挙げられます。
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分散型は、各部門、地域毎に計画、調達、生産、納入などの各プロセスの責任を負います。
契約交渉やサプライヤーの選定、在庫管理などは自由に行うことが出来ます。サプライ
チェーン組織構造で分散型を選択する企業の特徴として、多種類の製品を販売する大規模な
組織であることが挙げられます。

地域ごとの商習慣に対応出来る点、サプライチェーンを製品や部門毎に最適化できる点な
どがメリットです。

ハイブリッド型は、サプライチェーンプロセスの一部を中央集権化し、それ以外のプロセス
を分散化します。ハイブリッド型の例として、調達プロセスの責任を中央集権化して、計画、
製造、納入は各部門に任せるという方法です。その他の組み合わせも当然可能です。一部の
ビジネス要素については、全社的な標準を導入し、その標準を満たす方法は各ビジネス部門
が柔軟に決定できる点がハイブリッド型の特徴です。

サプライチェーンの組織構造を選択するには、自社のビジネス戦略を適切にサポートできる
型を選択すべきです。またその組織構造は企業文化を反映したものであるべきでしょう。
チャレンジを推進し、起業家精神の育成を目指している企業が、中央集権型を選択するのは
有効だとは言えません。ここでも一貫性のある選択が全社的なパフォーマンスに大きく影響
するのです。

３．適切なスキルと才能を持つ人材を配置する

組織の主な役割と構造が定義されたら、それぞれの役割に適切なスキル、才能、意欲を備え
た人材を配置します。サプライチェーンの責任者には、実に幅広い能力が求められます。

生産管理、在庫管理、物流最適化など各分野におけるハンドリング、分析能力、そしてさら
にはコミュニケーションおよびリレーション管理の高いスキルが必要になります。果たして、
そのような人材を見つけることは出来るのでしょうか？外部からそのような人材を引っ張っ
てくるしかないのでしょうか。

経営者の約60%が、自社の成功にはサプライチェーン責任者の獲得と育成が不可欠だと答え
ています。経営者自らも学び、社内の育成プログラムを強化し、優秀なサプライチェーン責
任者には多額の報酬を用意する必要があるでしょう。
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私の意見としては、外部の人材を採用するより、自社の人材のサプライチェーンスキルを伸
ばす方が良いと考えます。

なぜなら、最初は上手く行かなくても、自社独自の育成コースを設けたり、経営者自身が
一緒に学び成長することで、中長期的な視点で自社のコアスキルとして保有することを目
指せるからです。
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コラボレーションモデルの構築 8

コラボレーションの４つのレベル

1.カイザー・パーマネンテの良質なコラボーレーションモデル

米国最大の非営利健康保険企業であるカイザー・パーマネンテは質の高い医療を低価格な料
金で提供し、2018年時点で、契約者数は1,220万人、営業収益の797億ドルに対して25億
ドルの純利益を計上しています。

高収益を実現する鍵を握るのが、同社のサプライチェーンパートナー企業との良質なコラボ
レーションです。この良質なコラボレーションを支えているのが、多額の投資がされた最先
端の情報システムです。このシステムには診察から術後治療に至るまでの患者の全情報が詳
細に登録されています。

コラボレーションと情報システムの統合に重点的に取り組むことで、大幅なコスト削減を実
現し、医療の質と治療時の患者体験の両方を向上させることに成功しています。

同社は医療サービスの向上に取り組みつつ、コストを削減する新たな方法として、医療機器
や医療用品のサプライチェーンに目を付けました。病院運営コストの最大40%を占める医療
用品は、人件費に次いで大きなコストです。しかしこの業界はサプライチェーンマネジメン
トという点で、他の業界に大きく後れを取っていたのです。

同社はサプライチェーンの専門家を招き、自社のサプライチェーンの課題について整理しま
した。そこで喫緊の課題として挙がったのが統一データ規格が存在しないことによる、不効
率でした。統一のデータ規格が存在しないため、各病院で同一の製品を異なる品番で扱った
り、製品の説明や呼び方が異なる場合もありました。

33



サプライチェーンの中で統一の規格があれば、患者の治療に使用した医療機器や医療用品の
情報をチェーン全体で容易に共有することが可能になります。効率性は向上し、医療の質の
向上にも貢献します。この業界のある調査によると、看護師の70%が、勤務時間の5～20%
を医療用品を探すことに費やしていました。在庫の場所を決めて、持ち出しや返却のルー
ルを定め、バーコードをスキャンして管理する上で、データ規格の統一化が大きく貢献し
ました。

これはほんの一例に過ぎません。カイザー・パーマネンテは、サプライチェーンで発生する
取引のデータを収集する情報システムに多額の投資をし、チェーン全体の情報を取りまとめ、
調達プロセスの大幅な簡素化、施設間のリソースの共有、サプライヤーとの良質なコラボ
レーションの構築を見事に成功させているのです。

2.第四原則：コラボレーションモデルの構築

自社のサプライチェーンを取り巻くサプライヤーと質の高いコラボレーションが実現されれ
ば、戦略面および財務面で多くのメリットを生み出すことが期待できます。

質の高いコラボレーションを構築するためには、何が必要になるのでしょうか？

自社とサプライヤーの関係をあらゆる面から理解して、自社のニーズとパートナーのニーズ
が最も適合する点を見つけ出すことでしょう。自然災害が増え、政情不安が頻発する昨今の
情勢では、以前にも増してパートナーシップが成功に不可欠な要素となっています。

コラボレーションとは、自社とサプライヤーの間でアイデア、資産、情報、リスク、報酬を
共有し、共通の目標に向かって協力するための手法のことです。

コラボレーションによって、関係者全員に以下の様なメリットをもたらすことができます。
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3.コラボレーションの4つのレベル

コラボレーションを構築するパートナーには、顧客、原材料や部品のサプライヤー、製造
面や物流面でのオペレーションを支えるパートナーなどが含まれます。こうした沢山のパ
ートナーと構築するコラボーレションは、企業の種類や重要性によって、異なる4つのレ
ベルに整理されます。

１．取引上コラボレーション

取引上コラボレーションは、最も基本的で多く利用されるレベルです。特定の製品、サービ
スを特定の期間、あるいは特定の購入量、購入額を条件に合意し、日々の取引は最小化して
行われます。このレベルで求められることは、パートナーとの取引を効率的かつ効果的に進
めることです。このレベルでの取引においては、戦略的価値を生み出すことはありません。
また取引の大部分が手動で行われる点も特徴の一つです。

２．協力的コラボレーション

協力的コラボレーションは、取引上コラボレーションよりも高度な情報共有が行われます。
需要予測、在庫量、発注、注文、納入状況など沢山の情報をパートナー企業と共有します。
標準化されたデータを用いることで、サプライヤーは計画プロセスでこのデータを活用し、
顧客の直近の購入行動や売上パターンなどを的確に把握することができます。

３．協調的コラボレーション

協調的コラボレーションでは、自社とパートナーがより一層緊密に協力し、互いの能力の依
存度が高くなります。このレベルのコラボレーションでは、情報が双方向に流れ、計画、実
行プロセスが同期されていなければなりません。多くの企業では、戦略的に重要なサプライ
チェーンパートナーに限定して、協調的コラボレーションを構築しています。ベンダーマ
ネージドインベントリー（VMI）は協調的コラボレーションの代表的な例と言えるでしょう。
このレベルで期待されるのは、コレボレーションによって生み出されるメリットを当事者同
士が享受することです。

４．同期コラボレーション

同期コラボレーションは、最も深いレベルのコラボレーションです。共同のR&Dプロジェク
ト、サプライヤー開発、知的財産開発に一緒に取り組みます。分かり易い例がパソコンです。
ハードウェア、OS、アプリケーションは互いにサービスの共同開発、情報共有、共同作業が
行われています。
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以上、4つのコラボレーションのレベルについてご紹介しました。パートナーとのコラボ
レーション戦略を立てるときは、各パートナー企業に最もふさわしいコラボレーションのレ
ベルを明確に決める必要があります。

企業がコラボレーション構築に成功するかどうかは、企業とパートナー企業が相互の合意
事項を実現できるかどうかにかかっています。そのためには、お互いにどのレベルで関係
を構築するのか、認識を合わせた上で合意事項を決めていく必要があるのです。
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パフォーマンスの測定 9

自社に最適なKPIの選択

1.レノボの常識にとらわれないSCM

常識にとらわれないサプライチェーンマネジメントで世界有数のパソコンメーカーに成長し
たレノボ。ノートパソコンやデスクトップパソコンで同社が世界中に知られるようになった
のは、ここ15年ほどのことです。

同社が2005年にIBMのパーソナルコンピューティング部門を買収した際の大胆なサプライ
チェーンマネジメントはベストプラクティスとして世界中で語られることになりました。
レノボがIBMのパソコン事業を買収した時点では、129もの管理指標(KPI)がありました。
多いでしょうか？それとも少ないでしょうか？

実際にはそれらの指標は有効に管理されていませんでした。各自がそれぞれのやり方で測定
をして、ごく小さな分野にまでKPIが設定されており、各担当者は自分のKPIを測定して、
「私の目標は達成しています。なぜ改善する必要があるのか？」と胸を張って応えるだけで
した。同社ではこの129あったKPIを2年後には5つに絞り込みました。大規模なプロセスの
再評価を実施して、重要なKPIだけを残したのです。

その５つとは「納入パフォーマンス」「キャッシュサイクルタイム」「品質」「原材料コス
ト」「サプライチェーン総コスト」です。

こららの重要なKPIに大胆に絞り込むことで、サプライチェーン全体のパフォーマンスを測
定しやすくなりました。同社はこの5つのKPIを測定しながら、需給管理プロセスを徹底的に
見直し、実行責任と説明責任を一貫性のあるものにしたのです。
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2.第五原則：パフォーマンスの測定

かつてピーター・ドラッカーはこう言いました。「測定できないものに責任を負うべきでは
ない」。測定できないものは管理不能です。しかし、多くの企業ではサプライチェーンの
パフォーマンスを正しく測定する手順を知りません。

KPIを設定している企業がそもそも少ないのですが、KPIを設定してもそこに明確な意図がな
かったり、レノボの事例のように無作為に設定された沢山のKPIを記録することで満足して
いたり、以前は設定していたけれども続かないのですっかり過去のものになってしまってい
たり。

KPIで示されるパフォーマンスの問題の根本的な原因を突き止め、改善機会の発見を促す仕
組みを実行出来ている企業は本当に少ないのです。何故でしょうか？答えは単純明快です。
そのような測定手順を作り上げること自体が極めて困難だからです。しかし、経営者として
サプライチェーンを的確にマネジメントしたいのであれば、測定出来るようにするしかない
のです。

正しく測定できる手順が出来上がれば、サプライチェーンのパフォーマンスが改善している
か、悪化しているか、あるいは将来悪化する可能性があるかといったことを理解することが
できるのです。それによってマネジメントが可能になります。目標を設定したり持続的な改
善を促したりすることが容易になります。

パフォーマンスの測定手順を確立するときに皆さんがよく迷うのは「最適なKPIの選択」と
「適切な目標値の設定」です。この２つの難題の解を知らないために、多くの企業では的確
な測定が行われないまま、誤ったマネジメントが実行されているのです。今回はこの２つの
難題の解決策について考えてみましょう。

3.自社に最適なKPIの選択方法

どのようにして自社に最適なKPIを選択すれば良いのでしょうか？誰しもが抱える問題だと
思います。その指標として、以下を参考下さい。
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１．業界の標準のKPIについて理解する

業界や自社に特有のKPIを定義することを推奨するコンサルタントの方もいますが、まずは
業界や企業を問わずに適用できる標準的なKPIを使用することに大きな意味があります。
例えばサプライチェーン総コスト、運転資本利益率、キャッシュサイクルタイム等です。
レノボの事例を思い出してみてください。設定された5つの指標はいずれも、レノボ特有
のものではありませんでした。

SCORモデルはパフォーマンス評価に使用できる標準的な指標を用意してくれていますので
そちらを参考にしてみて下さい。

（出典：Supply Chain Operation Reference Model,Revision 11.0,Supply Chain Council, October1012.）

２．KPIをビジネス戦略と連携させる

サプライチェーンのKPIは自社のビジネス戦略と一貫性がなければなりません。サプライ
チェーンそのものが自社の目的ではなく、自社のビジネス戦略を支えるものとしてサプライ
チェーンが存在することを考えればその必要性が理解いただけると思います。

レノボでもIBMのパソコン事業部を買収した当初は複数のKPIをばらばらに測定していまし
た。こういった測定方法は非生産的です。まず自社の戦略目標を起点とし、そこから逆算し
て戦略を支えるKPIを決めていくアプローチが理想です。

オーダー遂行のスピードで勝負している企業が物流コストを重要なKPIに設定して、その物
流コストを目標値にするために、船便で輸送するようにしたらどうなるでしょうか？

すこし極端な例だと思われるかもしれませんが、実際にこれに似たような運用が行われてい
るのです。
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３．バランスの取れた包括的なKPIを設定する

KPIを選択する上で、バランスを考慮することは重要です。すべての領域で優れた数値を上
げるということではなく、バランスのとれたKPIを揃えることが重要だということです。

KPIには顧客基準、社内基準、財務基準、財務以外など様々な基準があるので、その点を踏
まえて考慮します。またKPIをバランスよく選択するための条件として、因果関係を理解す
ることがあります。

例えば、部品の在庫日数が目標値をはるかに上回っている場合は、社内、サプライヤー、顧
客のどこで部品在庫が過剰になる要因があるのかを把握できれば、その背後にあるプロセス
を調べ改善することが容易になります。

その結果に基づいて必要なKPIを選択することが可能になります。

4.適切な目標値の設定方法

自社に最適なKPIを選択したら、次は各KPIの目標値を設定します。では何を目指して目標値
を設定すればよいのでしょうか？これには正直なところ、ある程度経験と勘に頼る必要があ
ると考えます。しかし、それだけだと「これまでと変わらないじゃないか！」と怒られそう
なので、少しだけヒントをお教えします。

ポイントは３つです。「１．社内のベンチマークを実施する」「２．社外のベンチマークを
実施する」「３．達成可能な目標値を設定する」

社内のベンチマークは社外よりも実施しやすいと思います。自社と他社のパフォーマンスを
比較することは、大変に有効なので社外のベンチマークも実施することを強く推奨します。
同じ業界でも良いし、異なる業界でも構いません。

また高い目標を掲げ果敢にチャレンジすることを社内文化としている企業では、現場からす
ると到底達成不可能な目標が設定される場合があります。しかし、すべてのKPIに対して高
い目標を設定するのは禁物です。どうしても高い目標を設定したいのであれば、特定のKPI
に絞るほうが効果的です。

5.パフォーマンスの測定は自社だけのためではない

サプライチェーンのパフォーマンス測定は、自社のためだけにつくるものではなく、全ての
人のために価値を生み出す道具であるべきだと私は考えます。

適切な方法で正確な測定が行えるようになれば、関わる人すべてが利益を得られるようにな
ると私は確信しています。関わる人すべてに向けてKPIを可視化し、定期的に監視すること
を実践しましょう。
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情報システムと5つの原則を連携させる 10

情報システム導入プロジェクトを成功に導く

1.基本的なプロセスが機能していることが大前提

ここまでの章ではサプライチェーンマネジメントの5つの原則、「サプライチェーンと戦略
の連携」、「一貫性のあるプロセスの設計」、「サプライチェーン組織の構築」、「コラボ
レーションモデルの構築」、「パフォーマンスの測定」について解説しました。
サプライチェーンの取り組みをテーマにした本は世の中に沢山溢れています。またその取り
組みを支援するコンサルティング会社も多数存在します。しかし、現実にはほとんどの企業
がこうした変革に期待した効果を得られていません。その要因は大きく３つあります。

１つは、企業の基本戦略とサプライチェーン戦略を全く別物として扱うことにあります。本
テーマで何度も申し上げた通り、サプライチェーンマネジメントの５つの原則は、自社の戦
略を支えるものとして実行しなければ強みを得られません。

２つ目は、サプライチェーンの変革をその他の変革と同様に扱い、部分的な改善を進めてし
まう点です。サプライチェーンの変革の取り組みでは、組織全体の幅広い機能が関連します。
いかにして全社的な変化を取りまとめられるかどうかが重要なのです。

３つ目は、基本的なプロセスが正常に機能していないまま、サプライチェーンの変革に取り
組んでしまうことです。サプライチェーンの変革については、基本的なオペレーションに問
題がないことを前提とします。例えば、製品の品質保証が機能していなかったり、サプライ
ヤーが納期の約束を守っていないなどの状況であれば、サプライチェーンの変革の前にまず
はその問題を解決しなければなりません。

変革の優先事項を誤らないようにすることが大切です。
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2.情報システムと5つの原則を連携させる

優れたサプライチェーンマネジメントを支えるのは優れた情報システムです。サプライ
チェーンを構成する多くの関係者（社内の各部門、顧客、サプライヤーなど）との間で標準
化されたデータをリアルタイムに共有することが求められます。

しかし、多くの企業ではこの情報システムが逆に足かせとなってしまって、サプライチェー
ンマネジメントのパフォーマンスを発揮できていません。それは、以下のような理由からで
す。

・社内の情報システム部門がシステム運用で手が回らない
・基幹システムに手を入れることが容易ではない
・開発パートナーであるベンダーとビジョンが共有できていない
・社外の関係企業とのデータ標準化、自動化が進まない

ある調査結果によると、情報システムを導入していても、５つの原則のようなプロセスや組
織に関心を払っていない企業のパフォーマンスは、情報システムをまったく使用しない場合
よりも劣るのだそうです。

またSCMのベストプラクティス企業は競合企業と比べて、使用しているアプリケーションの
数がはるかに少ないというデータもあります。競合企業が平均17種類のアプリケーションを
利用しているのに対して、彼らの使用するシステムは10種類です。

つまり、サプライチェーン全体で使用するシステムの数を減らすことは、パフォーマンスの
改善に役立つ可能性があると言えます。使用するシステムの数を合理化して、管理の報告や
統制の質を改善しているのです。

情報システムはあくまでもツールであり、オペレーションのプロセスについて人間の代わり
に明晰な判断を下してくれるわけではありません。

様々なアプリケーションが利用しやすくなっていますが、情報システムをツールとして利用
する際の基盤がなければ、システムのメリットを十分に活かすことはできないのです。
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3.情報システム導入プロジェクトを成功に導く

新型コロナウイルスが蔓延する真っ只中、複数の設備投資案件が重なり、システム導入計
画の変更を余儀なくされている企業も少なくありません。あらゆる影響を考慮しながら、
プロジェクトを進めていかなければなりません。弊社でも限られた選択肢の中で、現場
の方々の粘り強い厚い協力を頂きながらコミュニケーションを重ね、厳しい状況をクリア
しながらリリースから約1か月ほどで安定稼働に至る成功事例が最近もありましたので、そ
こで気づいたことについて少しご紹介させて頂きます。

- 要件定義で見えるもの、見えないもの -

システムを導入する際にはまずシステムの要件定義を行います。その段階で「見えるもの」
「見えないもの」とがあります。

担当のシステムエンジニアがクライアント企業の要望を聞き取りしながら設計を起こしてい
きます。現時点で見えるものは顧客側の要件として的確に掴むことが可能です。しかし、現
時点で「見えないもの」というのは、顧客側では認識できません。

その見えない部分を補うのが我々開発ベンダーの役割だと思っています。過去の導入実績や
ノウハウから顧客の潜在的ニーズを引き出したり、リスク回避の策などを情報として提供し
ます。

- ウォーターフォール型の限界 -

企業が変革にチャレンジをする時、未知なる領域に足を踏み入れる事になります。どの分野
にも共通していると思いますが、当初の計画通りに全てが進む事は皆無です。それは計画時
点では、「見えないもの」が「まだ見えない」状態だからです。つまり計画を狂わせる犯人
は「不確定要素」の存在です。この不確定要素に対して関心を払っているかどうかがプロ
ジェクト成功の成否を分けます。

変革を求める企業の特徴として、あらゆることが目まぐるしく変化しているということが言
えます。時代背景や経済状況などの変化に応じて、自社の提供価値を向上すべく、あらゆる
手法で加速度的に実行してきます。その動きに古くから存在するウォーターフォール型のシ
ステム開発では限界が生じます。また、先ほど述べた「見えない不確定要素」の存在が邪魔
をし、ウォーターフォール型のプロジェクトの前に高い壁となって立ちはだかります。

4.プロジェクトを成功に導くリーダー像とは？

最後に企業が大きな変革プロジェクトを成功させるために最も重要な要素を我々の私見とし
てお伝えして本テーマを締めたいと思います。結局のところ、プロジェクトの成功の鍵を握
るのは「人」です。では、どういった人がプロジェクト成功に必要なのでしょうか？

よく言われる一般的なところでは、

✔プロジェクトに数多く携わった経験豊富な人
✔システムに詳しい人
✔現場の運用に詳しい人
✔コミュニケーション能力の高い人
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しかし、我々が考える「成功の鍵」を握る人物像はこれとは少し違います。

プロジェクトは沢山の関係者が存在し、かつ予測不能は出来事が頻発します。経験や知識
があるに越したことはないですが、逆にそれがプロジェクトの成功を阻む要因となること
もあるのです。なぜならプロジェクトは生ものであり、経験や知識を超えた、不確実性の
連続だからです。

そこで我々の経験から導き出されたプロジェクトを成功に導く人の共通点は、以下の様なも
のです。

✔ 常に冷静に状況を捉えている
✔ 問題や障害に対して、次の一手をいかに早く、どう打つかを考える
✔ コミュニケーションを取り士気を高め、チームや仲間を巻き込む
✔ 状況に合わせた細かいゴール設定を取る
✔ やるべきこと、やらないこと、保留を明確に示す
✔ 100点を狙わず、少しずつ100点に近づけていくスタンス

プロジェクトが大きくなればなるほど、あらゆる分野から協力を得なければなりません。

その時に人と人のやり取りが生じます。同じものを見ても全く異なる解釈が生じたりします。
よくある例え話ですが、コップに半分入っている水を見て、「半分も入っている」と思う人
もいれば、「半分しか入っていない」と思う人もいます。むしろそれが当然であり、全く同
じ解釈になると思う方が不自然です。

あらゆる意見に真摯に耳を傾け、状況を冷静に俯瞰的に捉え、目標を定め実行していける
リーダーが不可欠です。またそうしたプロジェクト成功請負人は「絶対うまくいく」という
信念と、何かあれば自分が責任を取るという「覚悟」という目に見えない武器を持っていま
す。人は確固たる信念と覚悟を併せ持った人に強く影響されます。

スキルや経験も重要ではありますが、それに勝る要素としてリーダーの「在り方」そのもの
が人を巻き込み、あらゆる試練を乗り越える糧になるのだと思います。

いまを生きる経営者の方々、変革を志すリーダーの方々にとって、本稿が良い教科書となれ
ば幸いです。
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DX時代の物流システム導入のキーワード 11

DXを成功させるには内製化がポイント

1.年間で最大12兆円の経済損失

最近、弊社にご相談頂くクライアント企業様から「DX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）」という言葉を頻繁に聞くようになりました。DXとは、一言でいうと「デジタル技術を
活用してビジネスモデルを抜本的に改革すること」です。

2018年5月、経済産業省は「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」のタスク
フォースを設置しました。

そこで作成された「DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開
～」(以下、DXレポート）によれば、現状のままでは、「IT人材の不足」と「レガシーシス
テム（古い基幹システムのこと）」の2つが障害となり、2025年以降、年間で最大12兆円
(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性(2025年の壁)があるといいます。

多くの経営者が、新たなデジタル技術を活用して競争力を強化する必要性について理解して
いますが、現場サイドの抵抗や複雑化、肥大化したレガシーシステムがそれを阻んでいます。

本章ではDXレポートを参考に、本レポートの要点をまとめるとともに、３つのキーワードで
その解決策を解説します。
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（出典：経済産業省作成 DXレポート）

2.DX時代の物流システム導入の3つのキーワード

孫氏の兵法に「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」とあります。経営の意思決定をする
ためには、次の３つの因子を十分に考慮しなければ、判断を誤ってしまう可能性が高くなり
ます。

１．自社の強みと弱みを認識しているか
２．他社の強みと弱みを認識しているか
３．市場にどのような変化が起きているか

これらによって、自社の立ち位置が明らかになり、どのようにビジネスモデルを構築してい
くのか判断がしやすくなります。
本田宗一郎さんと共にホンダを創業された藤沢武夫さんの言葉に「経営者たるもの、３歩先
を読み、２歩先を語り、１歩先を照らしながら経営にあたれ」とあります。

冒頭で説明したとおり、DXとは従来のIT化とは違います。ビジネスを抜本的に変える手段
としてITを活用しなければなりません。
であるとすれば、DXを成功させるには、何よりもまず企業のトップである経営者自らが大局
をつかみ、トップダウンでDX推進にあたらなければなりません。

そうすることで、やるべきことが明確になりますので、その「やるべきこと」に”集中”しま
す。その為に「やるべきこと」を“細分化”します。例えばやるべきことが「オーダー管理を
顧客体験の向上に役立てる」というものだとすれば、以下のように細分化できます。

１．価格の決定
２．顧客に価格を通知
３．顧客の注文を受け付け
４．発送日、納期の連絡
５．出荷完了通知の連絡
６．発送日、納期の変更
７．注文のキャンセル受付

このように細分化された各プロセスに対して、役割や責任を明確にします。その為の手法と
してRACI分析が役立ちます。RACI分析とは、特定の活動について個人または機能が果たす
4種類の役割の頭文字を取った言葉です。
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・R(Responsible)・・・実行責任者
・A(Accountable)・・・説明責任者
・C(Consulted)・・・協議先
・I(Informed)・・・報告先

このようにして一連の活動の内容や、各活動の実行責任者を明確にすることによって、”や
るべきこと”が確実に実行されることになり、その上でデジタル化を推進していくことをお
勧めいたします。

何故ならば、既存システム刷新に際し、各関係者が果たすべき役割を担えていないと、情報
システム部門がベンダーの提案を鵜呑みにしてしまったり、各部門はオーナーシップをとら
ず、できたものに不満を言うだけになってしまうからです。

ここまで説明した通り、DX時代の物流システム導入のキーワード１つ目は「集中化」、二つ
目は「細分化」です。そして３つ目のキーワードが弊社が今クライアント企業に推進してい
る「内製化」です。

3.DXを成功させる最も重要なキーワードは「内製化」

レガシーシステムがブラックボックス化している現状には、いくつかの背景があります。1
つ目は「日本ではユーザー企業よりもベンダー企業にITエンジニアが多く所属している」点
です。ユーザー企業は、ベンダー企業に受託開発を依頼する構造となっているため、ユー
ザー企業側にITシステムに関するノウハウが蓄積しにくいのです。

結果的にベンダー企業がシステムの主導権を握ることになり、リプレイス、カスタマイズ、
他社システムとの連携など全ての変更をベンダー企業に頼ることになってしまいます。

また社内に情報システム部門を抱える企業でも、情報システム部門が新たな技術を活用した
り、開発したりするケースは稀でほとんどの業務が日々のシステム運用及びユーザーサポー
トに充てられているのが現状です。
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これだとユーザー企業内でデジタル技術を活用できる人材が育たないばかりでなく、「守り
のIT投資」ばかりとなり、「攻めのIT投資」が出来ない企業体質となってしまう恐れがあり
ます。

（出典：経済産業省作成 DXレポート）

2017年時点でのIT人材分布率によると、ユーザー企業が3割、ベンダー企業が7割です。欧
州ではこの比率が５：５です。

ベンダーに丸投げの完全外製型から、アジャイル等を駆使して自社内でデジタル技術を活用
する内製化にシフトする重要性が今後益々高まっていくことでしょう。

そして、ユーザ企業のあらゆる事業部門で、デジタル技術を活用し、事業のデジタル化を実
現できる人材を育成しましょう。
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おわりに

DX時代のシステム導入においては、従来のユーザ企業（依頼）とベンダー企業（請負）の
関係ではなく、共に創るという新しい共創型の契約形態が望まれます。ベンダー側には新し
いビジネスモデルを顧客と一緒に考えるパートナーへの転換が求められています。

医療系や金融系のミスの許されない品質最重視のシステムは別ですが、物流システムのよう
な現場のオペレーションを担うようなシステムは、目まぐるしくニーズが変化します。
ウォーターホール型で完全に設計していてはこのスピードに追い付けません。アジャイルで
どんどん作って、トライ＆エラーを繰り返し、積極的に新しい技術を試していく攻めの姿勢
が大切です。

物流デジタル化の重要性が叫ばれていますが、データそのものに価値はありません。データ
を今一度、人間の高い基準の発想力を使って、組み換えをして、活用するところに最大の価
値が存在します。

既存の情報システムをバージョンアップする、サプライチェーンを効率化する、Eコマース
の比率を高めるとか、そういった表面的な発想ではなく、従来の概念を全て捨てて、今の時
代を先取りした形に自社の組織、ビジネスの仕組みそのものを変えていくことが求められる
時代になりました。自社の在り方そのものを再定義して、仕事に対する基本的な考え方を根
底から変えていかなければ、生き残ることが難しい時代です。

本書に書かせて頂いたことを皆様に実践頂き、質の高いビジネスの形成に少しでもお役立て
頂ければ幸いです。

2020年11月某日
株式会社オンザリンクス
代表取締役 東 聖也
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