特集 オンデマンド経営時代の到来

マネジメント最前線
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オンデマンド経営を支えるビジネス・コラボレーション
顧客ニーズの高度化、
事業のグローバル化、
技術・ノウハウの複雑化、
商品サイクルの短縮化。
このよう
なビジネス環境の下では、
自社のみでの取り組みには限界があり、
外部資源の有効活用が不可欠です。
加
えて、
もはや予測不能ともいえる最近のドラスチックな環境変化に対応するには、
従来よりもはるかに
柔軟で、
スピード感のある
「優れた外部資源の活用」
を行う必要が出てきます。
外部資源活用のスコープ
が広がるだけでなく、
その質も高度化・深化してくるのです。
これは、
企業間の関係、
それも連携の関係性
が大きく変わりつつあることを意味しています。
今、
ビジネス・コラボレーションという形態による企業間連携が注目を集めています。
ビジネス・コラボ
レーションは企業間で、
「共通の目標に対し、
相互のビジネス・プロセスを連携させる」
ことにより、
顧客
日本アイ・ビー・エム株式会社
e-ビジネス・オンデマンド事業担当
常務執行役員

価値や企業価値の向上をより柔軟に図ろうというもので、
まさにオンデマンド時代に求められる
「変化
に対応できる新しい企業間関係」
です。
そのポイントとして、
（1）
「共通の目標」
が企業間で明確に共有さ

水谷 浩二

れていること（2）
あくまで
「プロセス」
を重視すること（3）
バリュー・チェーン全体視点のダイナミッ

Kohji Mizuya

クな最適化を目指すこと、
の3点が挙げられます。
そして、
効果的なビジネス・コラボレーションを行うた

Vice President
e-business on demand
Japan
IBM Japan, Ltd.

めには、
業務の変革が伴わなければなりません。
変革の重点となるのは
「標準化」
「可視化」
「新しいサービ
ス・モデル」
で、
これらがダイナミックなコラボレーションを可能にします。
中でも
「可視化」
は、
バリュー・
チェーンをエンド・ツー・エンドで結合し、
プロセスを連携させるための必須の要件となります。
SCMもオンデマンド時代に向かっています。製造・物流といったサプライ・サイドにとどまらず、
今後は
デマンド・サイドの適応力強化をも図ることで真のエンド・ツー・エンド統合を実現し、
さらにはセンス＆
レスポンド能力の獲得による
「需要と供給のリアルタイム双方向マッチング」
を目指すことになります。
そこではより高度な可視性とコラボレーション能力が求められます。

Management Forefront―1

SPECIAL FEATURE : Arrival of the Era of On Demand Management

Business Collaboration Supporting On Demand Management
The current business environment is characterized by increasingly sophisticated customer needs, the globalization of
business operations, the increasing complexity of technology and expertise, and ever shorter product cycles. Under such
conditions there are limits to the extent to which a company can cope entirely on its own devices, in consequence of which the
effective use of outside resources has become indispensable. Furthermore, the ability to respond to recent drastic
environmental changes, which have now become virtually impossible to predict, currently requires the use of outstanding outside
resources that are able to act more flexibly and speedily than ever before. Scope for the use of outside resources is not only
expanding quantitatively: this whole area is becoming increasingly sophisticated and profound on the qualitative level too. This
is a reflection of the major changes that are occurring in the relationships between companies and especially in the nature of
inter-company collaboration.
Inter-company tie-ups based on business collaboration are increasingly coming into focus at present. Business
collaboration is intended as a means for enhancing customer value and corporate value in a more flexible manner by getting
companies to work together on each other's business processes with a view to achieving joint objectives. This is precisely the
type of new inter-company relationship capable of responding to change that is going to be required in the era of on
demand. There are three main points in this regard: 1) the joint objectives must be clearly shared between the companies
involved; 2) emphasis should be placed first and foremost on processes; and 3) the aim should be to optimize in a
dynamic manner the overall viewpoint of the value chain. In addition, effective business collaboration is necessarily
dependent upon the implementation of work reforms. The focus of work reform needs to be on standardization,
visualization and new service models, which open up the path to dynamic collaboration. In particular, visualization is an essential
requirement if one wishes to see the value chain linked from end-to-end and to enable linkage between processes.
SCM is also moving toward the on demand era. The aim is to achieve real end-to-end integration by strengthening the
adaptability of the demand side and not just the supply side in the form of manufacture and distribution, and to go on then to
achieve real-time two-way matching of demand and supply by acquiring "sense and respond" capacity. A yet higher level of
visibility and collaboration capacity will be required in this connection.
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競争力の強化こそ目的

の構築は困難になっているのです。従っ
て、外部資源やプロセスをいかに効率的

しかしこれまでのところ、アライアンス

インターネットがもたらしたe-ビジネス

にバリュー・チェーンの中に取り込むかが

で成功したケースは少数派というのが実

は、時間・距離・組織・階層・人脈・会社・

ますます重要になっています。自社にはな

情のようです。なぜでしょうか。それは、ア

国境などの壁を越えて、よりスピーディー

い外部の優れたビジネス・プロセスをい

ライアンスのポテンシャルを最大限に実

で効率的なコミュニケーションとトランザ

かにオンデマンドで利用するか、どのよう

現するのに必要な業務の仕組み・基盤

クション（取引）の世界をもたらしました。

な提携先をオンデマンドで選択するかが、

が、不十分もしくは未成熟であったからに

そして、さらなるIT（ Information Tech-

新しい価値を生み出す決め手であり、企

ほかなりません。
「業務遂行に必要な情

nology：情報技術）の進化は、ビジネス・

業競争力のキーになっているのです。

報が行き渡らない」
「相互の役割・責任や

ました。

プロセスやモジュールなどを必要に応じ

利害調整のルールがはっきりしない」
、さ

てネットワークから取り寄せ、企業間のダ

らには「それぞれがお家の事情から脱却

イナミックなコラボレーション（協働）をも
可能にするオンデマンドの世界を切り開

できない」などが、アライアンスの成功を

従来型の企業提携を超える
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阻む制約となっていたわけです。

ところで、優れた外部資源を調達する

また環境変化が激しくなると、アライア

ビジネスにおけるインターネットの功績

方法には、幾つかのオプションがありま

ンスもオンデマンド型になることが求めら

がスピードと効率性であるとすれば、オン

す。市場メカニズムにのっとったトランザ

れてきます。つまり、
「素早く立ち上げ、使

デマンドの目的は、
「 変化対応型ビジネ

クション（市場取引）や、M&A（企業の合

命を終えれば速やかに整理し、新しい機

ス・モデルへの変革」であり、それによる

併・買収）
、ジョイント・ベンチャー、系列化

会への投資に切り替える」能力がアライ

競争優位の獲得です。

などの資本関係に基づく取り込みは、従

アンスのマネジメントには必要になってく

では、なぜ今、ビジネス・モデルの変革

来からの手法でした。一方、市場取引の

るわけです。

が求められるのでしょう。それは、ビジネ

利点である競争原理を生かしながら、資

今、企業間提携はスコープが広がるだ

ス・モデルに影響する、
需要構造、
競争環

本関係という「重たさと堅苦しさ」を伴わ

けでなく、スピードと柔軟性がますます求

境、社会・制度、金融市場、テクノロジー、

ずに、俊敏に社外の経営資源を活用しよ

められています。このようなオンデマンド

リスクなどが大きく変化しているからで

うという「企業間アライアンス（企業間提

時代の企業間提携を効果的・効率的に

す。その変化が予測不能なまでに激しい

携）」の考え方もあり、1990年代には大き

支える仕組みが、以下に述べるビジネ

ために、いかなる状況にも適応できるア

な関心を集めました。そして、さまざまな業

ス・コラボレーション（以下、BC）です。BC

ダプティブなビジネス・モデルに切り替

界でアライアンスの取り組みがなされてき

は、
「企業間提携において共通の目標を

いています。
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える必要があります。それがオンデマン
BCが必要となる環境変化

ド・モデルです。
ここで、自社の事業で基幹となっている
業務を今一度振り返ってみてください。ビ
ジネス・プロセスが部門内で完結してい
る例はもはや見当たらないといってもよい
ほど、ほとんどのプロセスが社内の各部
門にまたがり、さらには社外の主要なパー
トナー・取引先・お客様などとつながって
いるはずです。この状況は、SCM（Supply
Chain Management）プロセスでは顕著
であり、もはや自社内だけにとどまる、ある
いは、従来の企業グループ内だけにとどま
る取り組みでは、最適なバリュー・チェーン

多様化するニーズ

移り気な需要

・プロダクト・ライン、機能
・付加サービス
・いつでも、
どこでも、欲しいだけ

・従来の経験が当てにならない
・プロダクト・ライフ・サイクルの
短縮化
・短い 旬 ― 需要の急加熱／
冷却

複雑化するオペレーション
・グローバル市場への対応
・膨大なSKU（Stock Keeping Unit）
・ビジネス遂行を揺るがすさまざまな
脅威

1社単独／従来の企業グループだけでは対応に限界
・新規投資のリスクが大きい〜急速な資産の陳腐化
・自らの能力を備える時間がない

ビジネス・コラボレーション（BC）
「企業間での共通目的達成のために、相互プロセスの動的最適化を図ること」
業務情報のデジタル化

企業間情報システムの進化
・インターネット／EDI
・オープン・スタンダード／業界標準
・Webサービス

外部資源活用サービス業界の成長

・CRM：顧客データベース、DWH
・SCM：生産・販売・在庫情報／POS
・PLM：CAD／CAM／CAE

・アウトソーシング
・EMS
・APS、3PL、人材派遣

BCを可能とする基盤の進化

図1. ビジネス･コラボレーションとは何か？
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達成するために、必要になる企業間の情
報共有とプロセス連携を促進し、顧客価
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BCを設計する必要があります。
（1）
BCガバナンス
（計画と統制の仕組み）

値／企業価値向上をより柔軟に実現さ

BCによって、バリュー・チェーンの最適

せるための仕組み」と定義することがで

化が図られます。その結果、俊敏な変化

きます。

対応、顧客へのより優れた価値の提供、

セス、知的財産の開示・使用などに関す

BCとはまさにオンデマンド時代に求め

コストの削減、収益の向上などのメリット

るルール、共通評価基準とインセンティ

られる新しい企業間関係なのです。近年

が見込まれます。しかし、BCを実行する

ブ、標準・「共通言語」の採用など。一般

企業間情報交換のインフラストラクチャー

には、さまざまな工夫と努力が求められ

的にEA（Enterprise Architecture）あるい

が飛躍的に整備され、業務情報のデジタ

ます。提携先を見つければいいといった

はCBM（Component Business Model）

ル化が格段に進んだことにより、BCが実

単純なものではありません。経営者は潜

と呼ばれているアーキテクチャーを利用

現できる環境も急速に整ってきています

在的なデメリットにも十分な注意を払う必

して定義することも可能です。

（図1）
。
上に述べたBCの定義にはポイントが三
つあります。
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には、以下のフレームワークにのっとり、

経営のガバナンスがカギ

要があります。BCでは大きなメリットが見

共通目標の設定と共有、
利害調整プロ

（2）BCプロセス（遂行の仕組み）

込まれると同時に、特有のコストやリスク

企業間プロセスの設計のみならず、
BC

もあるのです。

参加企業内部の既存業務プロセスの再

まず、
「共通の目的」
が企業間で明確に

BCのコストには、
「提携先を選択し、取

設計も必要になります。また、プロセス・

共有されていることです。BCに参加する

り決め（ビジネス・ルール）に至るまでのコ

オーナーによる定期協議、プロセス・パ

企業のベクトル合わせがしっかり果たさ

スト」
「BC遂行の環境を整えるセットアッ

フォーマンス評価など、PDCA（Plan, Do,

れれば、より大きな価値が共創できます。

プ・コスト（設備／施設導入、トレーニン

Check, Action：計画・実施・検討・対

次に、あくまで「プロセス」を重んじる

グなど）
」
「BC関係を維持するためのコス

処）サイクルを回し、恒常的な改善につ

視点が求められます。単に参加企業のア

ト（コミュニケーション・監視・調整・評価

なげるマネジメント・プロセスも重要です。

セット（販路、ノウハウ、スキル、情報など）

など）」があります。

（3）
BC情報システム
（遂行を可能にする
情報基盤とツール）

を共有するだけで、活用をそれぞれの自

また、BCのリスクには、
「提携先の不履

主裁量にゆだねるのでは不十分です。共

行のリスク（不測の事態、誠実性の欠如

リアルタイム・データ、モデリング・ツール、

有アセットを最大限に生かし、現実に価

などを含む）」
「ノウハウなど機密漏えい

需要分析・予測ツール、
知識データベース、

値が生まれるように連携プロセスがきち

のリスク」
「提携先への一方的な依存性

情報セキュリティーなどがプロセス遂行を

んと定義され、日常の実践にまで落とし

（特に知的財産面）が高まることのリスク」

込まれている必要があります。
最後のポイントは、
「ダイナミック（動的）
最適化」です。前述のように、現在のビジ

支える上で必要／有効なものです。

などが考えられます。
このようなコストやリスクを最小化し、
BCのメリットを最大限に発揮させるため

この中で経営者の積極的な参画が求
められるのは、BCガバナンスの策定で

ネス環境においては、さまざまな変化要
因それ自体が急変するほどに、不確実性
が一層増しています。
「 共通の目標」も
「プロセス」も決して永続的なものではあ
りません。環境変化に応じて、商品・サー
ビスの組み替え、ノウハウの更新、チャネ
ルの組み替えなどが迅速に行われなけ
れば、変化に追いつけないのです。ときに
は参加企業相互のプロセスが離合集散
するダイナミックな関係の中でバリュー・
チェーン全体の最適化を目指すのがBC
です。
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標準化・可視化・ 新しいサービス・モデル がダイナミックなコラボレーションの要件となる
・外部リソース／専門などの柔軟な取り込み（アウトソーシング／インソーシング）
・可視化〜情報共有に基づくプロセスの企業間連携
コラボレーション
・相互に有する知識・知恵・情報のシナジーを通じて、
イノベーションを実現
・バリュー・ネットのオペレーションに関する
重要データ／指標情報の共有

可視化

標準化
・業務プロセス間のインターフェース
・シームレスな情報交換が可能なシステム・インフラストラクチャー
・外部リソースと新規利用する際の手順・手続き
・必要なときに、必要なだけ外部リソースを利用
（ユーティリティー型）
・購入対価が使用価値により強く反映される
（SLA）

図2. 業務改革に求められる要件

契約形態
対価の規準
支払い方法
柔軟な調達

新しい
サービス・
モデル

しょう。バリュー・チェーンの中での自社

寄せられる時々刻々の購買データを集積

の役割や能力を客観的に規定し、さまざ

した一種のデータ・ウェアハウスで、約7,000

まなパートナーとの関係を定義し、新しい

社に及ぶサプライヤーに公開されていま

ビジネス・チャンスを創造するための「グ

す。サプライヤーはその購買データを見て、

次に、SCMにおけるオンデマンド・ビジ

ランド・デザイン」を決定付けるからです。

必要に応じて商品やサービスを供給し、同

ネス・コラボレーションを見ていきましょう。

また、BCはバリュー・チェーン最適化を狙っ

時に、販売動向を分析して、今後の販売

SCMは、
「作る」から「売る」までの諸プ

た業務改革の一環であり、それは社員に

トレンドの予測、店舗ごとの最適納品・販

ロセスの改革を通して、業務効率やキャッ

新しい業務のやり方を求めることになり

売促進の提案を行っています。こうした情

シュ・フロー改善面で一定の成果を上げ

ます。BCの目的を、効率性とスピード向

報共有がBCプロセスを活性化させ、同社

てきました。しかし、市場は変化していま

上を超えた イノベーション共創 へと置

のロープライス構造を支えています。このよ

す。今後、SCMに求められるのは、市場の

くならば、各参加企業の内部変革こそが

うに、市場の最前線から供給側の最上流

動向をいち早く感知して（センス）
、素早く

大切なのです。その意味では、目的を達

までが一元的な情報をリアルタイムで共有

こたえる（レスポンド）
、ダイナミックなプロ

成するための業務改革を導く、経営者の

することにより、調整の手間が排除され、

セスを介した適応力です。製造→物流→

強力なリーダーシップがBC成功のための

計画のクオリティーが高まり、アクションのス

販売という流れは多くの経営者がなじん

最大要因となります。

ピードを速めることができます。

できたものでしたが、これからは思考プロ

ポイントは「可視化」

SCMの進化 Ⅰ
デマンド・サイド強化によりエンド・ツー・エンドを実現

「新しいサービス・モデル」とは、統合

セスを逆転させる、すなわち、顧客ニーズ

化・自動化・仮想化などのITソリューショ

→販売→物流→製造に切り替える必要

ンにより可能になった「ビジネス・プロセ

があるのです。
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スの利用と支払いの新しい形態」のこと

そこであらためて製造業におけるSCM

上記のガバナンス、プロセス、情報シス

です。初期的なものにはASP（Application

の取り組みを振り返ってみますと、サプ

テムの具体的なデザインは、バリュー・

Service Provider）
があります。
（必要なと

ライ・サイド（製造・調達・ロジスティクス）

チェーンによってさまざまになるでしょう

き必要なだけ利用する）ユーティリティー

では企業間提携・コラボレーションを通

が、業務改革面では共通する三つの要素

型サービスへと、まさにオンデマンド化が

じて適応力の強化が進められてきまし

があります。それらは「標準化」
「可視化」

進んでいきます。また、サービスの内容・

た 。EMS（ Electronics Manufacturing

「新しいサービス・モデル」で、これらがダ

価値を可視化し、ベンダー企業とユーザー

Service：電子機器の製造受託サービ

イナミックなコラボレーションを可能にし

企業が共通データを基に業務改善を共

ス）、グループ集中購買、VMI（ Vender

ます（図2）
。

同で達成しようとする、SLA（Service

Managed Inventory：供給者管理在庫

Level Agreement）の採用も浸透してい

方式）
、
3PL（Third Party Logistics）
などが

くことでしょう。

その例です。対照的に、デマンド・サイド

BCの前提に「標準化」があるのは、自
明の理だと思います。ビジネス・プロセス

（市場理解・流通・販売）での取り組みは

間のインターフェースが標準化されて初め
て、バリュー・チェーンでのシームレスな情

マネジメント・システムとして見たSCM

報交換も可能になります。外部資源を新

これからのSCM重点領域

規に利用する際の手順や手続きなども標
準化されていることで、立ち上がりも早く、
セットアップ・コストも少なくて済みます。
「可視化」とは、バリュー・チェーン全体

販売戦略
策定能力

情報収集
能力

・セグメンテーション
・マーケティングの
4P

・需要動向情報
・供給動向情報

の状況をリアルタイムで把握できるように
することです。具体例として、世界最大の
小売業である米国ウォルマート社の巨大

パフォーマンス
指標

これまでのSCM重点領域

意思決定
能力

実行能力

・製造・調達
・需要予測
・供給体制（中期） ・ロジスティクス
・供給計画（短期）

正確性
統合性・分解可能性
■ 時系列
■ 一貫性
■リード
・タイム

最適性
客観性
■リード
・タイム

バッファリング
・在庫
・リード・タイム
・キャパシティー

正確性
リード・タイム

■

■

■

■

■

■

なSCMを支えるリテール・リンクが分かり
やすいと思います。これは全米各店から

図3. 製造業SCMにおける可視化の重点領域
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速にスケールアップ／ダウンさせる」とい

見えてくる実需の姿が変わってしまいま

エンド・ツー・エンドで見たSCMのトー

う 変化受容型 のみならず、
「実需の微

す。サプライ・チェーンの需要予測コラボ

タル・パフォーマンスは「チェーンの最も

妙な変化を読み取った上で、供給側から

レーションを行う際には、
「実需をどうとら

弱い部分」
に制約されます。従って、
今後

の可能な対応オプションを動員して、実

えるか」の認識を一致させておくことがと

はデマンド・サイドでの適応力強化がよ

需が望ましい方向に変わるよう働き掛け

りわけ重要です。

り大きな課題になってきます。デマンド・

る」という 変化刺激型レスポンド の可

サイドにおける可視化を通して情報収集

能性をも追求する点です。

まだまだ進展していません。

特
集
オ
ン
デ
マ
ン
ド
経
営
時
代
の
到
来

このようにエンド・ツー・エンドでセン
ス＆レスポンド能力を備えたサプライ・
チェーンでは、

能力および意思決定能力を向上させ、さ

マーケティングの4Pというものがありま

らにコラボレーションによるプロセス連携

す。これはProduct＝商品構成、Price＝

を進める必要があります（図3）。デマン

価格、Place＝チャネル、Promotion＝プ

ド・サイドこそ、SCMのさらなる効率性と

ロモーションの四つの変数を上手に組み

（2）最適な販売／供給戦略を速やかに

スピードの向上をもたらし、顧客価値創造

合わせることによって、需要の創出に望

策定し、実行できるだけの機動力

を高めうる領域であり、より大きな投資効

ましい影響を与えることができる、という

（3）これらを支える高度な可視性とコラ

果が期待できるでしょう。

考え方です。
この考え方を、
エンド・ツー・
エンド統合により、
「実需動向情報が瞬時

（1）実需の状況変化を瞬時に察知できる
能力

ボレーション能力
が求められることになります。

かつ正確に見えるサプライ・チェーン」に

SCMの進化 Ⅱ 〜実需をとらえる〜

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
最
前
線
│
1

◇

適用したら、何ができるでしょうか。それは
「需要と供給のリアルタイム双方向マッチ

オンデマンド時代の経営者に求められ

当初は企業／グループ内でのプロセ

ング」です。実需の刻々の変化を読み取

ることは多岐にわたりますが、明確な戦

ス統合であったSCMも、外部とのコラボ

りながら、4Pの何をどう動かせば売り上

略的目的を踏まえた上で最適なBCをデ

レーションによってバリュー・チェーンを

げ・利益を上げられるのか仮説を立て、

ザインできる能力が、
最も重要なものの一

エンド・ツー・エンドで統合するまでに進

その仮説をサプライ・チェーン供給側の

つでしょう。
「自社の競争優位獲得におい

化していきます。これがオンデマンド

状況・制約条件とマッチさせることで検

て何が必要か、何をどこまで外部に依存

SCMの初期の段階です（図4）
。

証し、実現可能なアクションを策定し、

できるか」を明確にできる意思決定の能

次々に実行に移していく、という姿です。

力です。
「何」の部分も大事ですが、
「どこ

さらに次の段階が、センス＆レスポンド能
力を備えたSCMです。最終需要、つまり

「需要と供給のリアルタイム双方向マッチ

まで」の部分も同様に重要なことを忘れ

「実需」の変化に対する、バリュー・チェー

ング」
とは
「実需に基づくアジャイルな
（敏

るべきではありません。そしてこの意思決

ン全参加者の協働を通じた「エンド・ツー・

捷な）マーケティング」と言い換えること

定において、最もクリティカルな「何」と

エンド視点のセンス＆レスポンド能力」を

もできましょう。

は、設備などの有形資産ではなく、組織

意味します。ここで注意していただきたい

なお、実需をどうとらえるかは、
「センス

が有するナレッジ（知識・経験）にほかな

のは、
「実需の変動に応じ、供給体制を迅

側」の非常に重要なテーマです。さまざま

りません。言い換えれば、最適なBCのた

な実需のとらえ方が考えら

めには、
「自社は何を知っておく必要があ

れるからです。注文予約時・

るのか、外部にどの知識をどこまで依存

受注時・納品時・料金受領

できるか」を、まず明確にできる必要があ

時のどの段階を実需と認知

るのです。

オンデマンドSCM

オンデマンドSCM

・センス＆レスポンド
・需要と供給のリアルタイムな
双方向マッチング

・エンド・ツー・エンド統合
・標準化、可視化、外部とのコラボレーション

SCM
・企業／グループ内プロセス
統合
・ 機能別
の最適化

図4. SCMの進化ステージ
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するか、どのタイミング・頻

BCを通じて競争優位を獲得する企業

度でモニターするか、季節

とは、自社の強化すべきナレッジを特定

変動・循環変動などの要素

でき、そのための効果的な投資を行え、

をどう切り離せるか、チャネ

そのナレッジを研ぎ澄ますための意識

ル間で重複する需要をどう

が社員に浸透している企業であると考

切り分けるかなどによって

えます。

