強靭で持続可能、かつ
インテリジェントなサ
プライチェーンの構築
トランスフォーメーションの新しい原動力

エグゼクティブ・サマリー

サプライチェーンの専門家にとって、今はまたとない好機です｡
近年の困難な状況は、産業全体に見直しを促す一方で、戦略的改
革を促進する一世代に 1 度のチャンスを提供しています。主要企
業は、サプライチェーンを削減すべきコスト以上のものとして認
識し始めています。
次世代のサプライチェーンは、ひとつの場所から別の場所へ効率
的にモノを移動するだけでなく、強靭で機敏で持続可能な事業運
営のモデルを作り、実証することになるでしょう。
その原動力となるのは、データ統合、ハイブリッドクラウド､
IoT、AI といった、著しい飛躍を遂げている技術の活用です｡
これらの技術によって、サプライチェーンの運用に使われる個々
のアプリケーションを最新化して連結させ、サプライチェーン全
体のリアルタイムの視覚化、AI を活用した例外管理などの画期的
な試みが可能になります。
これらのモダナイゼーションは総合的にデジタル・トランスフォー
メーションに貢献します。切実な社会的ニーズや事業のニーズ
を解決するためにサプライチェーンの機能を活用するように､
人材に着想をもたらし、支援し、関与を促します。変革されたサ
プライチェーンは、組織全体が発生する課題に軽やかに対応し､
必要に応じて新しいビジネス・モデルを支えるのに役立つでしょう｡
適切な戦略とサポートにより、サプライチェーンに対するアプロー
チを徹底的に見直すことができ、それ以降は最小化すべきコスト､
あるいは最適化すべきプロセスとしてさえ見ることは無くなるで
しょう。むしろ、事業運営を変革する重要な機能として捉えるよ
うになるはずです。
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現代のサプライチェーン:
かつてない挑戦と飛躍の
機会
今ほど、サプライチェーンに取り組むことが刺激的でやりがいが
あったことはありません。この数年に非常事態が次々と起こり､
サプライチェーンの最高責任者 (CSCO) や、その他のサプライ
チェーンの専門家は、ニューノーマル、つまりサプライチェーン
の課題が毎晩ニュースで話題になり、今後も混乱の可能性がなく
なることはないと思われる世界に対応しつつあります。しかし今
は、サプライチェーンとは何かや、めまぐるしく変化するビジネ
スをサプライチェーンがどのように支えられるかについて再解釈
できる、一世代に 1 度のチャンスでもあります。

サプライチェーンの変革は、さま
ざまな業種で、資産活用の 44%
改善、需要予測精度の 40% 改善な
どにより、最終的な収益性を増加
させ、回復力を高める可能性を持っ
ています｡9
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近年の前代未聞の試練は、コスト削減のための最適化を数十年間
続けてきて、すでに弱っていたサプライチェーンを圧迫しました｡
かつての垂直統合されたサプライチェーンとは違い、現代のサプ
ライチェーンは、何百もの第一段階のサプライヤーとその他の何
千ものサプライヤーを全部まとめて、効率的で安全で信頼性が高く､
かつ安価に、時間通りに品物を届けることが期待されます。
企業がこの状態になるまでの変化は徐々に起こりました。1980
年代、1990 年代には、世界で自由貿易が拡大し、初めて本当
に統合されたグローバル・サプライ・チェーンが出現しました｡
低コストの新しい労働力が利用可能になったことと、歴史的に低
いエネルギー価格が組み合わさり、非常に複雑で長距離のサプラ
イチェーンが出来上がりました。それと平行してグローバルな企
業資源計画 (ERP) システムが出現し、大企業がこれらのサプラ
イチェーンを自信を持って運営できるようになりました。長年に
わたり、需要と供給は概ね予想可能なパターンに収まっていました｡
2008 年の金融危機によって、はじめて需要側が大きな打撃を受
けましたが、サプライチェーンはそれほど大きな困難なく回復で
きました。大不況の後、経済的な圧力により、サプライチェーン
はさらに無駄を省き低コストにすることが求められました。そし
て2020 年代の初めに新型コロナウイルスの世界的流行やその他
の出来事が発生し、現代のサプライチェーンを破壊する条件がほ
とんど揃った状況が訪れました。

物流と倉庫保管業務の合計費用に対する速達料金の割合
売上に対するサプライチェーン管理費用の割合

キャッシュ・トゥ・キャッシュ・サイクルタイム
(在庫日数＋売掛債権回転日数)

図1 2019 年までの10 年間のサプライチェーンの重要業績評価
指標 (KPI)

40 年以上にわたって徐々に進行した弱さは無視できなくなって
います。冗長性が少なかったため、小さな混乱や需要と供給のミ
スマッチにより連鎖反応が起こり、最初は小さく、徐々に厳しさ
を増していきました。拡大し複雑さを増したサプライチェーンでは､
貨物の追跡が困難になりやすく、全サプライヤーの情報を知るこ
とが難しく、変化する状況に合わせて取り組み方を変えにくくな
っていました。この種のサプライチェーンは、パンデミックや労
働力不足、インフレ、通貨変動、地政学的不安定などの混乱に対
してもろく、融通がきかないことがわかっています。
図1は、これらの弱点が 2010 年代にはすでに明らかだったこと
を示しています。2010 年代終盤に向かって、速達料金が跳ね上
がるとともに、キャッシュ・トゥ・キャッシュ・サイクルタイム
(在庫日数＋売掛債権回転日数）と、収入に対する費用比率の両
方が上昇する傾向がありました｡1 今後成功するためには、すべて
の企業が費用重視の考え方から離れ、サプライチェーンがどのよ
うに戦略的強みと技術的強みをもたらせるかを考える必要があり
ます。
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デジタル・サプライチェーン変革を早くから取り入れた Apple 社､
Amazon 社、Target 社、Walmart 社などは、課題に取り組み競合
他社よりも大幅に優位な位置につくことができました。これらの
企業が示したのは、次世代のサプライチェーンの専門家が以下の
ようないくつかの新しいマインドセットを受け入れる必要がある､
ということです。
• 純粋なコスト最適化から、より良い顧客体験の提供と成長の
推進へと焦点を変える
• データサイロをなくし、各チェーン内およびさらに広いサプ
ライチェーンのエコシステム内のエンドツーエンドの遂行能
力を最適化する
• コネクテッド・サプライチェーンのデータ・インフラストラク
チャーを活用し、リアルタイムに近い情報を使って運営する
• アナリティクス、機械学習、AI を活用して将来を見通し､
サプライチェーンを予測的かつ事前対応的に運用する
まとめると、これらの新しいテクノロジーとサプライチェーンに
関する考え方がトップ企業を差別化し、優れた業績をもたらす
ことになるでしょう。

回復力と持続可能性を支
える可能性をもつ未来の
サプライチェーン

次世代サプライチェーンは効率的に荷物を運ぶだけでなく、
本当に回復力のある、持続可能な事業運営を支えます。
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最近のサプライチェーンの危機によって、費用の最小化と必要十
分なサービスを求めるだけでは足りないことが明らかになりました｡
以前よりもスマートなテクノロジーを実装し複数のデータ･ソー
スを統合することで、サプライチェーンをリアルタイムでさらに
把握でき、実際の、および予測された混乱に対して素早く対応で
きるようになります。遂行能力と適応性が向上すれば、サプライ
チェーンは回復力と持続可能性を同時に支える可能性があります｡
適切な戦略と支援により、サプライチェーンをインテリジェント
で変化にすぐ反応できるワークフローにし、事業運営の新しい方
法を可能にし、会社にとって固有の強みを作り出すことができます｡
これは、B to C では既に広く行われていることで、主要企業は改
善されたサプライチェーンを使って差別化された顧客体験を提供
しています。効率も重要ですが、同じくらい重要なのは、取引で
摩擦が生じないことです。消費者がパーソナライズされた助言を
受け取ります。注文が効率的に処理され出荷されます。注文状況
が常に確認でき、何か問題があるときには簡単な修復オプション
を使用できます。
この体験を典型的な B to B サプライチェーン業務と比較すれば､
違いは歴然としています。貨物の場所、到着時、あるいは貨物
の正確な内容についてさえ、可視性が低いことがよくあります｡
修復オプションが不十分なことがあります。連絡に時間がかかり
ます。B to B の顧客は気付いています。個人消費者の体験から､
より良い結果を期待します。そしてそれは、実は良いニュースな
のです。B to B サプライチェーンに関わる業者は、新しいサプラ
イチェーンを使ってパーソナライズされた B to C のような体験を
B to B の顧客に提供することで、他社から差別化し大きな強みを
獲得する非常に大きなチャンスです。初歩的な顧客体験の改善で
さえ、たとえば NPS スコアの 18 ポイント改善や売上高の 6% 近
い増加などの、目に見える利益があります｡2
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B to B の遂行能力と並行して重視されるのは、持続可能な運営と
いう新しく歓迎される視点です。企業の 2/3 が、中心的なビジ
ネス価値のひとつとして持続可能性を取り入れています。米国の
フォーチュン 500 企業はすでに、毎年 220 億米ドルを持続可能
性イニシアチブに積極的に投資しています｡ 3 持続可能性に対す
る意欲は明らかに存在します。しかし、異なる企業や企業内の異
なる部門では、他の方法で持続可能性を推進している場合もあり
ます。持続可能性は、CO2 やその他の汚染物質の排出量を減らす
など、単純な環境目標を指す場合があります。サプライチェーン
は、典型的な企業の排出量の 90% 超を占めるため、このことは
重要です｡4 しかし、持続可能性には排出量を単に減らす以上のこ
とを含めることが可能であり、そうするべきです。例えば、次の
ようなものがあります。
•
•
•
•

燃料やパッケージなど物理的リソースの使用を制限する
確固たる環境、社会、ガバナンス (ESG) 方針を実施する
空気質、水質、生物多様性などの指標を改善する
従業員の長期的な福利厚生に取り組む

それらをまとめると、価格安定性、回復力の向上、新しい機能
性と、持続可能性指標の改善という目標は相容れないように思わ
れます。ですが、そうではありません。このソリューションは､
統合されたデータを使い、サプライチェーンを現代化し、最終的
には変革するものなのです。

サプライチェーンのテクノ
ロジーとアプリケーション
のモダナイズによる変革

米国のフォーチュン 500 企業はす
でに、毎年 220 億米ドルを持続可
能性イニシアチブに積極的に投資
しています｡3

多様なやりがいのある目標を達成するために、サプライチェーン
の専門家は、サプライチェーン戦略の新しい理解から始めて､
新しいデータ、計測装置やアプリケーションの使用方法を取り込
む必要があります。CSCO の 3/4 近くがデータの戦略的価値をす
でに理解し、複数のソースのデータを統合して、情報を意思決定
に生かそうとしています｡ 3 ただし、データの価値を理解する
のと、実際にその価値を得るのは、別のことです。統合された
データから意味のある結果を得るには、変革を経営幹部が率い､
適切な情報技術でサポートする必要があります。
変革のプロセスは、サプライチェーンによって何が達成できるか
広い視野で考えるところから始めるべきです。現在および将来の
顧客のニーズから逆に考え、デザイン思考とコ・クリエーション
手法を使ってパートナーとともに取り組み、それらのニーズを満
たす新しいソリューションを共同で開発します。

ハイブリッド・クラウドの実装
どのような新しいサプライチェーン・ソリューションでも、イン
フラストラクチャーをモダナイズしてハイブリッド・クラウドを
組み込むことが重要な第一歩になることが多いです。今日の企業は､
提携、合併と買収を通して成長してきたところが多く、その結果､
複雑でサイロ化したシステムやデータがあるところが多くなって
います。実際、「組織内のデータに責任を負うビジネス・リー
ダーの 60% が、データを取得し、分析し、扱う上で、データサ
イロが一番の障壁だと話しています｡｣ 5 サイロ化された環境
では、データがポイント・ソリューションやスプレッドシートに
閉じ込められ、「サプライチェーンの階層を調べるうえで障害に
なっています｡｣6
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その結果、組織は信頼できる唯一の情報源がなく、不完全、不正確､
時代遅れ、あるいは無効なデータがあるといったことがよくあり
ます。こうした状況が発生すると、従業員はコア・システムの外
で見つけられるあらゆるデータを使って必死に業務をこなそうとし､
例外的な 処 理 が あ ち こ ち で 行 わ れ ま す 。 こ の よ う な状況は､
円滑なサプライチェーンの運営にとって有害です。おそらくそれが､
CSCO の 74% が、サプライチェーンのデジタル・トランスフォ
ーメーションを加速し有効にするためにはハイブリッド・クラウ
ドの統合が欠かせないという理由でしょう｡3
ハイブリッド・インフラストラクチャーは、データサイロの問題
を解決できます。ツールキット全体をサプライチェーンの変革に
つなげ、データを集めて、リアルタイム・データへのアクセス可
能性、アジャイルで回復力のあるワークフロー、自動化、シナリ
オ・シミュレーションなどを実現します｡ 3 組織は、サイロの中
でサプライチェーンのパフォーマンスを最適化するために、これ
まで驚くほどの努力をしてきました。しかし今、有効で統合さ
れた、持続可能でエンドツーエンドのサプライチェーンが必要な
ら、さまざまなテクノロジーとツールを相互につなぎ、組織内お
よび組織外を含めたサプライチェーン運用の全体像を作り出す必
要があります。ハイブリッドクラウドは、そのようなデータのや
りとりを可能にします。無限に拡張可能で、堅固なセキュリティー
があり、地理的な脅威に対する回復力があります。ハイブリッド
クラウド・プラットフォームは、さまざまなデータ・リソース
と異なるプロバイダーのツール形式をつなぎ、どこにあるかに関
わらず、クラス最高のソリューションを選択可能にします。

最適なアプリに対応
IBM コンサルティングの専門家の経験によれば、サプライチェ
ーンの運用の多くが、いまだに手動のプロセスやスプレッドシー
トに大きく依存しています。これらの手動プロセスは拡張性が
なく、繰り返すことができず、自動化できず、別の人への引き
継ぎが簡単にできません。成功しようとする組織はこの土台を
変える必要があります。各機能のデータを追跡管理するために
Microsoft Excel のような単一のツールを使うのではなく、目的に
適したツールを導入して個々のプロセスを改善し自動化すべきです｡
こうしたツールには、以下のものがあります。
• プロセス設計、顧客関係管理、リスクデータ管理、物流と倉
庫業務などの具体的ニーズのための、業界をリードするサプ
ライチェーン・ツール
• IBM Watson® Assistant などの自然言語検索ツール
• SAP、Oracle、またはその他の ERP で、プロセスがどのよう
に実行されているか分析するための視覚化およびプロセス･
マイニング・ツール
• 業務の中で時間をかけて開発し展開された、できればコア
ERP システム以外の場所とクラウドにある、カスタマイズさ
れたソリューション
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これらのツールと性能に関して検討すべき重要なポイントが2つ
あります。まず、多くのツールにはデータの収集と解析を容易に
するための自動化された機能があります。例えば、自動化された
リスクモニターが、サプライヤーのネットワークを巡回してリス
クや混乱を特定し、事前対応の緩和策を提案するなどです。しか
しツールそのものが文字通り自動化されていない場合でも、カス
タマイズされたスプレッドシートから業界標準のツールに移行す
るだけで、非常に大きな機能的メリットがあります。カスタマイ
ズされた例外プロセスを削除して、同じツールに複数の専門家が
参加するたびに、手動の作業を削減し、再現性と効率を向上させ
ることができます。

ERP を目的に適合させる
ハイブリッドクラウドのアプローチを採用しても、必ずしも既存
の ERP システムを変更する必要はなく、全システムのデータを
統合して、分析と最適化の新しい方法をサポートできるようにな
ります。そのデータ統合だけでも、目に見えるメリットをもたら
します。例えば、化学薬品のグローバル企業が購入から支払いま
でのワークフローを最適化した際には、運転資金のうち 5 千万米
ドルが自由に使えるようになり、サプライヤーへの支払いを早め
ることができました｡3
モダナイゼーションは、SAP や Oracle の基本の ERP ツールを見
直し更新して、現代的なクラウド ERP アーキテクチャーに移行
する良い機会でもあります。モダナイゼーションは、必要条件を
再考し、プロセスを設計しなおし、そして多くの場合は複雑性と
費用を削減する機会を提供します。すべてのシステムをハイブリ
ッドクラウドに置くことにより、取引や履歴システムのデータな
どの業務内の英知を、リスク条件や消費者感情などの外部の英知
と組み合わせたくなるかもしれません。統合された知見を探求す
ることで、提供する顧客体験について再考し、それに対応したサ
プライチェーンに作り変えることができます。
サプライチェーンの運営を支援する IT インフラストラクチャー
とアプリをモダナイズすることにより、サプライチェーン機能の
徹底した変革が可能になり、全体的なサプライチェーン戦略と一
致させることができます。

クラウド、データ、AI の
飛躍的な力を活用

最初に B to C の顧客体験を見習った B to B 企業は、競争で
非常に大きな強みを持つことになります。
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ハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーは、変化させる
飛躍的なテクノロジーをサプライチェーンの課題に適用するため
に必要な土台と統合されたデータ環境を提供します。サプライ
チェーンはワークフローですから、もっと機器を使い、相互接続
して、インテリジェントにすることができます。モノのインター
ネット (IoT) データ、チリデータ、アナリティクス、AI のよう
な多くのテクノロジーは、ビジネスの他の領域で価値を実証し
ています。それをサプライチェーンの運用にも適用すべきです｡
平行して導入すると、それぞれの強みの上に構築されたこれらの
テクノロジーが、サプライチェーン体験全体に飛躍的な改善をも
たらします。複数のテクノロジーを組み合わせた強さがよくわ
かる、2 つのケースを検討しましょう。デジタルツインとAIによ
る強化です。

デジタルツインでサプライチェーンの可視
性を高める
デジタルツイン・モデルは、企業自身と、上流のサプライヤー
や下流の顧客のサプライチェーンの活動をリアルタイムで可視
化しシミュレーションします。IoT 機器、天気や地理情報の追
跡、ERP や取引データなど、さまざまなソースを組み込むこと
により実現します。サプライチェーン全体のデータ、指標、イベ
ントをパーソナライズされたダッシュボードに表示するコントロ
ール・タワーと組み合わせることにより、このモデルは今までに
ない可視性と変革の力を与えます。デジタルツインによって、注
文、出荷、納品のリアルタイムのアクティビティーを確認し、そ
のアクティビティーを事前対応的に調整し、そして提案した変更
を実施する前に結果をシミュレーションすることさえ可能です。
その結果、デジタルツインはサプライチェーンの運用を改善する
多くのメリットをもたらします。いくつか例を挙げます。
• ある電気通信オペレーターは、地理情報の追跡を、高額なフ
ィールド・メンテナンス装置の正確な位置を知り、必要に応
じて配分したり、さらには気象現象が起こる前に必要とされ
そうなところに配置したりするために利用できました。
• ある製薬会社は、地理情報のタグ付けと気象データや物流
データを結び付けることで、ワクチン出荷のための品質管理
をモニタリングし、暖かい地域で出荷が遅れそうな潜在的な
危険がある状況を予測できました。相互参照する IoT センサ
ーとタグ付けにより、低温流通システムの輸送中の状態を示
す証拠を提供できるかもしれません。
• エレクトロニクスの OEM 企業は、デジタルツインを使用し､
離れた工場から顧客への納品まで、地球上のどこにあっても
予測的に貨物を管理しました。組み込まれた予測アルゴリズ
ムにより、期待された納品とのずれをリアルタイムで特定し､
顧客からは見えないところで担当者を変更し対処できました｡
その結果、不必要な速達料金をかけることなく、顧客体験が
強化されました。
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AI を活用して洞察力を高める
デジタルツインは、統合され、自動化され、可視化されたサプラ
イチェーンのデータ基盤により可能となった、機能改善と柔軟性
向上の一例です。土台ができれば、AI の階層が、需要予測から､
物流、倉庫業務、検索まで、実質的にあらゆる改善の潜在的可能
性を飛躍的に広げます。
そのコアの部分で、AI システムが、履歴パターンや在庫や売上数
値などの従来のデータセットと、紙の書類、気象データ、ニュー
スのセンチメントなどの従来とは異なるデータセットの両方をモ
ニタリングし統合します。次にアルゴリズムを訓練して、予想外
で気づかれないデータのポイント同士を関連付け、現在のニーズ
に一致した価値ある知見を提示します。最も適切な改善は組織の
状況によって異なりますが、サプライチェーンに素晴らしい価値
をもたらした、AI によって強化された例をいくつかご紹介します｡
需要検知と需要予測
AI モデルは、人口統計、地方のイベント、天気と注文パターンな
どの従来のデータ・ソースおよび従来とは違うデータ・ソースを
複数取り込み、どのように需要が発展するかをほぼリアルタイム
で数時間から数日の幅で予測できます。AI により得られる洞察に
は、消費者個人にとっては明白ではない場合もある、傾向に基づ
いた高精度の需要予測もあります。例えば、周囲温度の予測、コ
ミュニティーのイベント、プロモーションは、炭酸飲料などの衝
動買い品の需要と非常に密接に関連します。改善された予測によ
り、企業はローカル・レベルで消費者需要をさらに満たすことが
可能になり、ロイヤルティーを高め収益を向上させることにつな
がります。
インテリジェント・プランニングとリスク緩和
予測インサイトにより、企業は、ほぼリアルタイムでイベントに
反応し意思決定を行うことが可能になります。この機能は、昔か
らサプライチェーンの運用では培われてきませんでした。必要な
データとデータを理解する能力がなかったためです。しかし今日
では、サプライチェーン・デジタルツインがあれば、混乱を引き
起こすイベントの発生を AI がリアルタイムでモニタリングし、
予測アルゴリズムを使って混乱の影響をより良く管理できます。
サプライチェーンの担当者は、リスクを緩和するために以前より
もずっと事前対応的な役割を果たすことができ、経営陣は機敏さ
を推奨して報酬を与える方針を策定できるようになります。

サプライチェーン変革が事
業に与えるメリット

↑95%
長く続く課題の解決効率
が改善10

↑40%
需要予測の精度改善9

↑44%
資産利用率の改善9

↓10%
構造的費用の削減10

自然言語による対話
自然言語を搭載した AI 検索ツールは、一見つながりのない大
きなデータセットからインサイトを抽出できます。例えば､
｢この特定の空港が封鎖されました。これにはどんな意味がありま
すか？｣と聞くことができます。ツールは、どのサプライヤー､
およびサプライヤーのサプライヤーの出荷がその空港を経由する
かについての情報を返し、どの製品に影響があり、どの未処理の
注文が影響を受けるかをを分析します。混乱がもたらす結果につ
いて、そのような統合されたイメージが得られることで、対応の
待ち時間をなくし、追加費用をかけずに顧客サービスの目標を満
たす確率を高めます。
AI の機能は、新しく作成するよりも、あらかじめ構築されたエン
ジンを訓練できる形で提供されるようになり、ますます入手しや
すくなっています。たとえば、IBM は、自社開発の気象データ
を含むさまざまなデータセットを組み合わせた、需要検知ソリュ
ーションを開発しました。このソリューションによって、従来の
月次需要予測の代わりに、毎週または毎日更新される、レスポン
シブな予測が使用されるようになりました。また、このソリュー
ションは、B to C の業務でも B to B の業務でも、3 ～ 6 週間で導
入可能です。
AI モデルは訓練し複製できるため、AI 駆動型のプロセスは短時
間で拡張可能です。そのため、ある石油・ガス生産のグローバル
企業は、AI を活用したプロセス・アナリティクスを、5 つのシ
ステムを横断した 9 つのプロセス領域に適用することにより、企
業資産管理プロセスを設計し再構成しました。それにより、この
企業は資産および投資管理のポートフォリオおよび機能を変革し
モダナイズし、同時に世界中のプロセスを共通化することができ
ました｡3

回復力、セキュリティー、持続可能性を
一緒に改善する
データ基盤と、対応する現代化されたアプリケーション・スイ
ートにって、デジタルツインや AI の強化などの改善を促進できま
す。しかし、組織の収益に本当に影響を与えるのは、サプライチ
ェーンの回復力、ダウンサイド・リスク、IT セキュリティー、
組織の持続可能性などの組織の質の改善です。
以下のすべての領域に共通する、改善を支える特性は、デジタル･
トランスフォーメーションです。統合されたテクノロジーのスマー
ト・アプリケーションによって、変化するビジネス状況に適合す
る継続的なプロセス。これらがサプライチェーンにどのように適
用されるか、詳細は個別に異なりますが、どのような可能性があ
るかイメージできるような例をいくつか挙げます。

CSCO の 73% がデータの戦略的価値を理解3 データを担当する
ビジネス・リーダーの 60% がデータサイロを一番の障害と形容5
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機能と適応性の改善は、本当に統合されたデータ環境を作れる
かにかかっています。

IBM のサプライチェーンの変革は､
多様なデータ・ソースを統合し AI
を適用したことにより、永続的なサ
プライチェーンの課題を解決する効
率を 95% 改善しました｡10
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回復力のあるサプライチェーンの運営は、すべての専門家にとっ
て最大の関心事です。米国と欧州の上級サプライチェーン幹部社
員および調達担当の幹部社員に対して行った最近の調査で、その
うち 2/3 が、サプライチェーンの混乱により売上高が 6% ～ 20%
減少したと報告されています｡7幸い、サプライチェーンの専門家の
約半分が、これらのニーズに対応するために、既にテクノロジー
を採用し始めています｡8 さまざまな業界で発生する典型的な課題
に応じて、採用には様々な形式があります。例えば、次のような
ものがあります。
• 製薬会社と生命科学会社は、業務をすばやくデジタル化し､
販売までの時間を短縮し、リスクと回復力のイニシアチブを
導入することにより、供給の混乱による売り上げ減少の脅威
に対応しています。
• 消費者向けのパッケージ化された商品の会社と工場向けに納品
する会社は、在庫の可視化、需要検知、需要予測に投資する
ことによって原価の上昇と e コマースの増加に対応しました｡
• 産業および製造企業は、SKU ミックスを改善し需要主導型の
サプライチェーンに合わせて調整することによって、生産を
需要に合わせようとしています。

サプライチェーンの変革は、さまざまな業種で、資産活用の
44% 改善、需要予測精度の 40% 改善などにより、最終的な収益
性を増加させ、回復力を高める可能性を持っています｡9
これらの業務上の利点に加え、データ基盤を改善し、アプリケー
ションをモダナイズし、サプライチェーンの可視性を高めることで､
セキュリティー侵害のリスクを削減できる可能性があります。IT
システムとオペレーショナル・テクノロジー (OT) システムの関
係がよく理解され、すべてのユーザーが信頼できる唯一の情報
源を利用できる場合、統一されたデータ環境によってセキュリ
ティーの脆弱性が大幅に低減されます。さらに、定評のあるベン
ダーのクラウドベースのアプリケーションなら、従来のオンプレ
ミスのアプリケーションよりも堅固なセキュリティーが提供され
ます。例えば、企業内の弱いソフトウェア・サプライチェーンは､
特に今は企業のアプリケーションにアクセスするリモートワーカー
が増加していることもあり、企業のセキュリティーにマイナスの
影響を与える恐れがあります。不明な接続や広範な例外プロセ
スは、セキュリティーの専門家にとって大きな課題であり、それ
らを減らすことは、大半の場合、セキュリティーにとってプラス
になります。さらに、サプライチェーン技術の変更を生産サプラ
イチェーンに適用する前にシミュレーションできる機能により､
セキュリティー上の欠陥を発生前に特定できる貴重な機会を提供
します。
また、回復力とセキュリティーを高めるのと同じテクノロジー基
盤が、マイクロ・レベルとマクロ・レベル両方で持続可能性目標
もサポートします。
わかりやすい改善例として、特定の貨物の移動距離や必要な労働
時間などの指標を最適化するために AI ツールを応用できます｡
さらにリアルタイムの可視化とシミュレーションがあれば、持続
可能性を改善する、めざましい新しい道筋を手に入れることにな
ります。例えば、有害な採掘手法に関与するサプライヤーのサプ
ライヤーを特定し、その供給源を避けて調達先を変更するための
戦略的決定が可能です。生産品の消費期限と輸送中の注文を関連
付け、古い在庫を先に使用し、腐敗率を下げるのに役立てるこ
とができます。あるいは、製品の需要が高まる時期を予測して､
急いで航空便を使う代わりに、環境に優しい列車をより多く使っ
て出荷できるようになります。結果は次のことを実証しています｡
サプライチェーンを変革した企業は、CO2 排出量が 32% 、廃棄
物が 18% 減少しました｡9
これらの目標すべてに役立つ重要な改善点は、サプライチェーン
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の投入量と外部性についてよりよく理解することです。投入量は､
原材料から、作業時間、計算のリソース、資金などの項目が含まれ､
複雑です。しかし、外部性はさらにもっと複雑です。サプライ
チェーンが提供するものだけではなく、サプライチェーンの過失
や障害による、公害や医薬品不足による健康状態の悪化など、も
っと離れた結果が含まれるからです。この多層的な理解は、可視
性の向上と計画の改善によってもたらされます。サプライチェ
ーンのストレス要因の出所を理解すると、その理解により、業
務を改善し顧客を満足させる、実行可能な対応が導き出されま
す。IBM が自身のサプライチェーンで証明したように、より良い
計測装置、データの統合、アナリティクス、予測技術、サプライ
チェーンの活動のリアルタイム・デジタル・モデリングにより、
これらの目標を達成できます。

IBM のサプライチェーンの変革
IBM 自身の、IBM Systems ハードウェアのグローバル・サプライ
チェーン10には、世界中の戦略的設備と機能が関係します。これ
らを合わせて、非常に多くのお客様への納品、および継続したサー
ビスとネットワーク・メンテナンスの要求をサポートしています｡
IBM のサプライチェーン・チームは、AI を実装して、混乱の予
測と特定を行い、処理能力、費用、品質を最適化するために最も
良い対策を指示しています。チームは、リアルタイムの正確な追
跡のために IoT センサーを組み込み、自動化、ビジュアル・イン
サイト、拡張現実、IBM Blockchain™、エッジコンピューティン
グなどのその他の技術も投入しました。新しいサプライチェーン
のワークフローは、重大な混乱が以前よりも多く発生するように
なった世界に対応しやすくなっています。
サプライチェーンの変革の成果 :
• 混乱の収束にかかる期間を数日から数時間に削減
• 長く続くサプライチェーンの課題を解決する効率が 95% 向上
• サプライチェーンの構造的費用の 10% 削減

新しい世代のサプライ
チェーン人材を支援

CSCO の 73% はデータの戦略的価
値を理解し、意思決定に生かすた
めに複数のソースのデータを統合し
ようと努めていますが 3、「組織の
データを担当するビジネス・リー
ダーの 60% は、データサイロが､
データを取得し、分析し、利用する
上での障害だと言っています｣5

サプライチェーン業務の変革は、ハイブリッドクラウド・イン
フラストラクチャー、自動化、デジタル・モデリング、AI を含む､
いくつかの主要なテクノロジーに基づいてい ます。ただし､
これらのテクノロジーはすべて、積極的に関与する力をつけた労
働力に依存しています。
新しい統合されたサプライチェーン戦略は、人々に働き方を変え
る力を与えます。再設計プロセスは、自動化の追加、洞察の提供､
AI による強化を通じて、さらに事前対応的になり、時代遅れの
手順に従う必要があるのではなく作業の道のりにある兆候に対応
できるように支援します。自動化と拡張知能は、機械的な反復作
業を大幅に削減し、事前対応的な意思決定に焦点を合わせるよう
に求めることにより、従業員の意気を高め、サプライチェーンの
専門家の役割を再調整でき、差別化されたパフォーマンスをまさ
に推進します。
目的に合わせたツールを採用することで、社内のワークフローの
効率が上がるだけではなく、従来のプロセスを理解するよりも現
代的なツールとデータを使って働きたい才能あるデジタル・ネイ
ティブの期待も満たします。さらには、統合されたテクノロジーが､
知識の保持の問題にも、ひとつのソリューションを提供します｡
サプライチェーンの専門家が退職すると、その世代の価値ある
経験が失われる可能性があります。しかし、AI ツールはこれま
での文書や記録を自然言語で取り込み理解することができます｡
それによって組織の知識と経験を取得し、異常なイベントに反応
して関連する経験をすばやく表面化させるメカニズムまで提供し
ます。
そして最後に、ESG の優先事項を前進させるサプライチェーンの
役割には、新しい世代の才能ある専門家にインスピレー
ションを与える可能性があります。サプライチェーンの
仕事は、経費の最小化が唯一の KPI である、単純に底に
向 か っ て い く 競 争 で は な く 、 意 味 の ある社 会 的 目 標 を 実 行
す るた め の 組 織 の ミ ッ シ ョ ン の 土 台 に な り え ま す 。 持 続 可
能性を前進させ、効率性を高め、芽生えつつある社会的
トレンドを先取りし、問題のあるサプライヤーを回避し､
好ましいパートナーから材料を仕入れたいと考えるなら、
変革したサプライチェーンこそが、そのソリューションです。
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絶え間なく変革が
進むアジャイルな
世界を受け入れる

業務をリアルタイムでよりよく理解することが、問題を
予防し、機敏に対応し、新しいビジネスモデルをサポートする
ために役立ちます。
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世界は、新しいテクノロジーとプロセスへの広範な投資を伴う､
サプライチェーンの変革の新しい時代に入っています。2020 年
代初めに起こった複数の危機によって課題に直面しましたが､
同時に飛躍的なテクノロジーがいかに素早く、従来のサプライ
チェーンを根本的に変え、高めることができるかも明らかになり
ました。これらのテクノロジーに投資することが、リードタイム
やコンポーネント・デリバリーなどの単純な効率指標をはるかに
超えた改善を支援します。例えば、サプライヤーのネットワーク
を改善し、新しくてよりアジャイルなビジネスモデルをサポート
するのに役立ちます。

より良いサプライヤー・ネットワークを作る
変革したサプライチェーンは、サプライヤー・ネットワーク全体
に良い影響をもたらします。前進する最初の段階として、組織の
サプライ・チェーンのパフォーマンスを改善することを考えて
ください。次の段階では、特定の主要供給業者との関係構築と､
共通基準のシステム統合を行います。それらによって、需要検知
と注文の履行にかかる労働力を減らし、効率を高めます。CSCO
の 26% が、2025 年までにこれを実施する計画を立てています｡3
このモデルは、従来の垂直統合されたサプライチェーンの利点に
アプローチしていますが、実際にはすべてのサプライヤーにシン
グル・オーナーシップを求めていません。そうではなく、共通す
るベストプラクティスの周辺に複数のサプライチェーンを統合し
ています。

新しいビジネスモデルをサポートする
サプライチェーンの変革は、正確な需要検知と継続的な製品サポー
トに依存する、新しいビジネスモデルを可能にします。製品のサー
ビス化モデルは、従来のサプライチェーンの概念の限界を押し広
げます。単純に製品を生産する代わりに、消費者にサービスを提
供しそれに対する対価を支払ってもらう、アズ・ア・サービス･
ビジネスモデルは、消費者と継続的な関係を維持し、使用をモニ
タリングした結果に基づいて、必要なサービスを届けます。その
ため、消費者が交換品や主要装置のメンテナンスを必要とすると
きに、元のサプライヤーはただちに提供する準備ができていない
といけません。これを達成するために、サプライヤーは利用や現
地条件などに関するデータを統合して、需要を予測し継続中の義
務を果たせるようにしておかなければなりません。デジタルツイ
ンは、このレベルのサービスを統合し、サプライチェーンの可視
性をサポートするために不可欠です。
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サービスとしての資本設備とサービスとしてのデバイスは、サプ
ライチェーンのパフォーマンスが改善したことにより可能になっ
た最近の事業革新の例です。将来起こるひとつひとつの事業革新
を予測するのは不可能ですが、将来のサプライチェーンの勢力図
は今日とはかなり異なったものになるでしょう。イノベーション
やディスラプションが起こりそうなペースを考えたときに、重要
なステップは絶え間ない変革を受け入れることでしょう。変革は､
採用するマインドセットであり、完了するプログラムではあり
ません。将来の課題が何であれ、その解決に効率的でインテリ
ジェントなサプライチェーンが欠かせないことは確かです。今後､
これらの新しいパラダイムを受け入れ、予測不可能なイベントに
対応するために必要な機敏性を培っているサプライチェーンの
リーダーには幸運が訪れるでしょう。

成功のために適切な
パートナーを選ぶ

サプライチェーンの変革のための戦略、戦術、ツールは広く適用
できますが、必要な選択とステップは組織ごとに異なります。

次のステップ
サプライチェーンの変革と、回復力があり､
アジャイルで、持続可能で競争力のあるビジネ
ス･プラクティスを可能にすることについての詳
細は、今すぐ当社のウェブサイトをご覧ください｡
https://www.ibm.com/jp-ja/services/supplychain
お客様のサプライチェーンの課題について
専門家と 1 対 1 で話す電話会議のご予約
https://www.ibm.com/jp-ja/services/supplychain?schedulerform=
IBM Garage エンゲージメントで、ビジネスを
革新し、変革し、拡張した 4,500 を超える企業
に参加: https://www.ibm.com/jp-ja/garage
IBM Expert View
ニュースレターを購読して
ビジネスとテクノロジーに関する新しいトレ
ンドのインサイトを獲得：https://www.ibm.
com/account/reg/jp-ja/signup?formid=newsurx-51525
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サプライチェーンの変革に成功するために、企業は、これらの要
求を端から端まですべて解決でき、適切な戦略を設定するだけで
なく、協力してそれに命を吹き込むパートナーが必要です。理想
的なパートナーは、供給から需要と遂行まで、サプライチェーン
全体に広がる点をつなぐことができるはずです。またこのパート
ナーは、業界についての深い専門知識を提供し、テクノロジー､
データ、アナリティクス、実装、アウトソーシングについて理解
しているはずです。例えば、IBM コンサルティングは以下の内容
をご提供します。
• オープン・テクノロジーへのコミットメント、つまりお客様
のビジネス・ニーズに適した、クラス最高のハイパースケー
ラー、ISV、テクノロジー、プラットフォームと協力します｡
• 組織とクライアントに関するコミットメント: テクノロジー､
業界、場所に関わらず、お客様の必要に応じてチームをカス
タマイズ
• 新しいビジネスモデルやバックオフィスの変革のための戦略
のリーダーシップ
• 変革したアジャイルな働き方のための人材およびスキル開発
• 協働による問題解決のための実証済みのモデル IBM Garage™
の手法
• 100 億米ドルの IBM Systems ハードウェア・ビジネスのサ
プライチェーンの変革を監督した、IBM の社内サプライチェ
ーンの専門家の専門知識
サプライチェーンの変革は、ひとつの方法がすべてに当てはまる
というわけではありません。ひとつの方法に当てはめるにはあま
りにも課題が複雑で、個別化されているからです。その代わりに
クライアントは、効率的かつインタラクティブなやり方で変革の
過程を一緒に作るパートナーと協力して取り組むべきです。それが､
観念化から実装まで、徹底した体験を提供するために、IBM コン
サルティングが組織化された理由です。

専門家経歴

ジョナサン・ライト
マネージング・パートナー、サービス・リーダー
IBM コンサルティング
Jonathan.Wright@ibm.com
サプライチェーンとオペレーションでの配慮の行き届いたリーダー
シップと仕事が認められ、多国籍大企業のグローバル事業の変革
に関するコンサルティングのキャリアを積んでいます。デジタル
戦略、アナリティクス、顧客サービス、サプライチェーン、オペ
レーション、調達/費用削減プログラム、受注から売上回収まで
の業務での経験は、小売り、消費者製品、電気通信、旅行、医療
など非常に多くの業界部門にわたっています。

ロブ・クシュマン
サプライチェーン・トランスフォーメーション・シニア
パートナー
IBM コンサルティング
Rob.Cushman@ibm.com
IBM コンサルティングのサプライチェーン担当グローバル・リー
ダーです。ビジネス・トランスフォーメーション、テクノロジー､
サプライチェーンが交差するところで 30 年近く働いてきました｡
コンサルタントおよびライン産業の幹部として大きな業務変革プ
ログラムを率いてきました。データ、アナリティクス、AI に詳し
く、最近は、クラウドにインテリジェント・サプライ・チェーン
を構築することを専門にしています。

1. IBM Institute for Business Value と the American
Productivity & Quality Center のデータを IBM が 2022
年 1 月に集計。
2. Personalization Demystified: Enchant Your Customers
By Going From Good To Great (PDF, 1.1 MB), Forrester,
February 2020.
3. The resilient digital supply chain, IBM Institute for
Business Value, April 2022.

タクシャイ・アガワル
グローバル・サプライチェーン・プラクティス・アンド・オファ
リング・リード
IBM コンサルティング
Takshay.Aggarwal@ibm.com

4. Transparency to Transformation: A chain reaction, CDP,

IBM コンサルティングのパートナーです。業界とコンサルティン
グの経験が 21 年以上あり、SAPとクラウド、AI、ML などの革新
的テクノロジーを活用して企業のサプライチェーン運用モデルの
変革を支援してきました。

7. The Business Costs of Supply Chain Disruption,

February 2021.
5. Breaking Out of Data Silos—Again and Again, Dell,
25 May 2021.
6. Siloed data presents a hurdle to tracing tiers of the
supply chain, Supply Chain Dive, 7 October 2021.
The Economist Intelligence Unit, February 2021.
8. Forging the future of supply chains, IBM Institute for
Business Value, February 2022.
9. Supply chain planning: Digital transformation, IBM
Institute for Business Value, 2022.
10. Creating a virtual enterprise by reimagining workflows,
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