インテリジェント・
サプライチェーン
新たな自動化による
進化したサプライチェーンの
実現に向けて

Executive Summary
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が世界的なサプライ

最後が「デジタル」です。ブロックチェーンや AI など、指数関数的に

チェーンの寸断を生み、ビジネスの遂行や私たちの生活に甚大な

進化していくエクスポネンシャル・テクノロジーの活用や、急激な

影響を及ぼしたことは、記憶に新しい出来事です。ロックダウン

勢いで増加し続けるデータを生かすためのハイパースケーラーの

や人手不足の影響などにより、工場の操業が停滞したり、部品の

活用など、サプライチェーンを最適化していくために欠かせない

供給に遅れが生じ、完成品を生産できなくなりました。また物流

のがデジタルです。企業においては、特定の部門内でのデジタルの

の混乱によって必要なものが必要なタイミングに入手できないと

活用は進展しているものの、部門横断や企業の枠を超えたデジ

いう問題が世界的規模で発生しました。その後も、新型コロナウイ

タル活用は、まだ限定的だといえます。戦略や組織文化の変革も

ルス感染症からの回復期に発生した急激な需要の増加とそれに

絡めながら、デジタルの活用範囲を広げていく必要があります。

よる需給バランスの乱れや、地球温暖化の影響で頻発する自然
災害による供給遅れなどが発生しています。

こうしたサプライチェーンに求められる変革に対して、IBM は「イン

その背景には、必要な情報や正しい情報が 企業の枠を超えて

テリジェント・サプライチェーン」への進化のご支援を行っています。

活用できず、代替措置へ の移行や新たなアイデアの創出など、

次世代のサプライチェーンでは、社内外の顧客やサプライヤーの

迅速な対応につなげられなかったことがあります。

情報が連携され、顧客接点から受発注、製造、物流まで自動化が

サプライチェーン管理におけるデジタル化や全体最適視点による

実現されます。たとえば、部品の物流工程で不測の事態が発生

効率化は以前から課題視されてきましたが、今回のような予期せぬ

しても、システムが製造スケジュールの変更等の対応策を推奨して

出来事がいつまた起きないとも限りません。サプライチェーンを

くれるようになります。また、製造ラインでは、設備の稼働データを

取り巻く課題を解決していくことは、今や最優先に取り組むべき

基に故障を事前に予知し、ライン停止を回避する。あるいは、故障

テーマになっています。

してもシステムから推奨対応策が 提示されて、人間は承認のみ
を行えば、製造が再開される―このように、従来多数のワーク

サプライチェーン領域には大きく変革を促す要素（チェンジ・ドラ

ロードをかけていた作業が大幅に効率化されます。

イバー）が三つ存在します。
一つ目は「レジリエンス」です。地震や台風被害といった自然災害

企業がインテリジェント・サプライチェーンに取り組む価値は、

の影響に加えて、新型コロナウイルスのような予測不能な世界的

目先のコスト削減に留まりません。現状のさまざまな課題の根本

被害が発生したときに、いかに柔軟に対応できるのかが、サプライ

にある問題を解決し、将来の目標に向けて歩みだすことにあります。

チェーンには求められています。

差し迫る人材不足への対応や、持続的な成長の実現、従業員の

二つ目は「グリーン」です。2050年のカーボン・ニュートラルの

働き方改革と社員満足度の向上、顧客に対する価値の提供、そして

実現に向けた規制への対応や、脱炭素社会の実現に向けた取り

環境問題や社会貢献といった、より大きな目標に向けて企業のある

組みは、サプライチェーンの構築において、避けて通れない要素

べき姿を実現することができるのです。多くの企業経営者が直面

です。サーキュラー・エコノミー（循環型経済）やシェアリング、

するサプライチェーンの課題を解決する手段が、インテリジェント・

そしてSDGs や Society 5.0などの中長期のイニシアチブの動きも、

サプライチェーンだといえます。

しっかりと捉えていく必要があります。
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インテリジェント・ワークフローとは
インテリジェント・サプライチェーンは、
「インテリジェント・ワーク

インテリジェント・ワークフローが実現する自動化の進化は、次の

フロー」をサプライチェーンに適用していくことで実現します。そこで

3点で示すことができます。
（図1）

「インテリジェント・ワークフロー」について簡単に説明します。

横断的

インテリジェント・ワークフローとは、IBM が提唱する新たな自動

●

化の概念です。従来行われてきた自動化は、特定システムのルール

企業や組織を跨いだ最適なオペレーションが実現され、人の介在

やプロセスに則り、標準化および統一化されたアプローチを基

が極小化されて業務継続性や持続可能性が向上します。

に進められていたため、結果として、既存システムが制約となり

●

サイロ化したり、特定組織の範囲内での取り組 みになるなど、

既存のルールやプロセスに基づく従来の自動化とは異なり、ルール

部分的な導入に留まっていました。業務オペレーションに RPA を

やプロセスが新たな洞察に応じて動的に変更され、仕組みその

導入したもの の、例外処理や人間 が 逐次判断しなけれ ばなら

ものを動的に変えていくことができるようになります。

ないところがネックとなり、自動化が途中で止まっているという

●

経験をしている企業も多いはずです。

社内外のデータを活用した知見に基づき、人間の意思決定を支援

インテリジェント・ワークフローでは、RPA による自動化の範囲を

するほか、意思決定そのものを AI に任せることができます。また、

超え、AI や IoT、ブロックチェーンなど、自動化を支える技術を

例外的な判断に対してもリコメンドを出せるようになります。

動的

人間的判断の自動化

活用することで、ワークフローを進化させるものになります。

図1 インテリジェント・ワークフロー
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インテリジェント・サプライチェーンへの道筋
インテリジェント・サプライチェーンの実現に向けては、まずコア

した段階を経過すると、企業間の自動連携に向けた新たな一歩に

業務に対して横断的連携基盤を構築し、次にノンコアや人間の

踏みだすことができ、インテリジェント・サプライチェーンの実現

意思決定が必要な業務を自動化させ、最終的に企業間の動的な

へとつながります。

連携を実現していくステップを踏みます。

IBM では、企業が目指すべき究極の姿として、外部企業などと、

具体的には、社内でサイロ化した IT 環境を、ERP の導入によって

よりオープンに、よりバーチャルにつながり、適応力や柔軟性を

横断的な環境へと移行させるのと同時に、まずは単純な自動化

高める「バーチャル・エンタープライズ」を打ち出しています。これ

を行います。さらに、AI による意思決定支援を導入し、例外処理

はまさに、インテリジェント・サプライチェーンによって成しえる

の自動化などを通じて横断的な意思決定支援を実現します。そう

ものです。

3

インテリジェント・サプライチェーンの全体像
では、インテリジェント・サプライチェーンによって現状の業務は

こうした世界は、AI やブロックチェーン、IoTといった先進テクノ

どのように変わるのでしょうか。

ロジーの活用によって実現されます。

インテリジェント・サプライチェーンでは、顧客接点から受発注、製造、

全社で共有したデータを基に、サプライチェーンのプロセス全体に

物流まで組織横断で情報が連携されています。社内だけでなく社外

対して、判断の自動化、的確化、迅速化を促進します。同時に、

の顧客やサプライヤーも含めてそれぞれの現場のオペレーションが

サプライチェーンの現在の状況を見える化し、サプライチェーン

つながり、
「横断的」な自動化が実現します。たとえば、悪天候の影響

計画を動的に変更したり、部品や製品の物流の最適化を行うこと

を受け、サプライヤーや物流業者による部品納入に遅延が発生しそう

ができるようになります。

になったことを把握すると、
「動的」に製造や出荷スケジュールを調整

このように、今まで各プロセスを支えてきた個別システムが、自動化、

し、顧客への納期が遅れないように柔軟に対応することができるよう

連携されたプラットフォームに昇華することで、サプライチェーン

になります。さらに、
「人間的判断の自動化」が進み、AI が製造スケ

を構成する「研究開発・生産準備」→「調達」→「生産」→「販売

ジュールの変更などの提案を自動的に提示し判断を支援。人間は、

サービス」→「市場サービス提供」のプロセスサイクルは、今よりも

承認のみを行うことで、スムーズな意思決定ができます。また、製造

一層シームレスに自動化されます。また、この自動化されたプラット

ラインのトラブルも、過去データや現在の稼働状況を基に故障予兆

フォームが、プロセスを継続するといった観点でも重要な役割を

を事前に察知し、ライン停止を避けるといったことが可能になります。

果たすことになります。

取り組み領域
サプライチェーンの課題はお客様によって異なります。お客様の

IBM は以下に示す業務領域において、インテリジェント・サプライ

状況により、対応の優先順位の高い領域からワークフローのイン

チェーンのソリューションを用意しています。
（図2）

テリジェント化に取り組み、順次つなげていくことをお勧めしてい

各領域でどのようにアプローチを進めていけばよいのか。課題と

ます。業務間をつなげればつなげるほど相乗効果が期待できる

解決の方向性を具体的な事例とともにご紹介します。

ため、それを意識しながら広げていくことが重要です。

図2 業務間連携によるシナジー
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AR/VRによる
保全作業支援
★技術継承

保全在庫最適化/
自動発注
●在庫最適化

研究開発・設計・生産準備 ［ライフサイクル・マネジメント］

生産計画に反映し、スケジューラーや MES、ERP に連携すること

製品が上市されるまでには、研究開発や生産準備、調達、生産と

で、計画や実行オペレーションにおける連携促進を可能にします。

いったさまざまな部門が関わります。しかし、部門ごとに情報を

これにより、生産やロジスティクスの変化による納期の変動を

個別に管理しており、連携した業務推進のためには、都度手間

自動的に反映し、サプライヤーや生産、ロジスティクスなど、サプ

をかけて情報を集め、突き合わせることが必要になっています。

ライチェーン上で発生する変化を迅速に発見するとともに、その

さらに、それらの情報は別の場所で更新されても同期されず、古い

影響を判断し、対応を自動化することができます。さらに、予算

情報のまま業務を進めて問題が生じるなど、変化への即応が求め

実績を解析したり、AI が生産や物流の制約やリード・タイム等の

られる今日の業務遂行の妨げになっています。

基本設定情報の適正値を判断することで、サプライチェーン計画

技術系も含むさまざまな情報をつなぎ込んでいくためには PLM

の精度を高めることができます。
（事例1）

導入が効果的ですが、各部門で既存の業務・情報基盤がある中で、

調 達 ［サプライ・コントロール・タワー］

全業務を組み直す大規模 PLM の導入は難しいケースも多々あります。
このような場合は、既存システムの情報を接続したデータの共通

調達におけるネットワークは、グローバルに広がり、複雑さを増し

基盤を構築することで、一元的に集約されたデータを活用できる

ています。そのため、部品工場のロックダウンや半導体の供給

ようになります。関連するデータが更新された際にも、バリュー

不足、天候による物流遅延、さらには予期せぬ工場火災や震災・

チェーン全体で常に最新の情報が共有されるようになると同時に、

事故などへの対応が難しくなっています。また、調達ネットワークは、

集約・蓄積したデータを基に AI によるさまざまな業務品質向上

社内外の多くの組織やパートナーが関わっているため、情報を

の支援も可能になります。

収集することに翻弄され、変化への柔軟な対応が 難しいという
課題を持つ企業が少なくありません。

サプライチェーン計画［オートノマス・サプライチェーン（自律型）］

そうした課題に対しては、データ取得が 難しい状況をブロック

サプライチェーン計画は、販売、需給、生産、ロジスティクスに

チェーンや AI を活用することで、データのサイロ化を打破し、

おいて、担当者同士がやり取りした結果に対して製販会議でマネ

同時に手動プロセスを排除でき、エンド・ツー・エンドで実用的な

ジメントの承認を得るケースが多くあります。その準備のためには

洞察をリアルタイムに入手できるようになります。問題が発生した

社内の各種システムやサプライヤーの情報を人手で集めて、集計

際の柔軟で適切な対応のほか、過剰な部品在庫を持たずにすみ、

する必要があります。しかし、変化の発生をリアルタイムに認識

資源の無駄遣いも避けることができます。また、調達担当者は、

できず、それが実行段階で問題になり、結果として対応に時間を

多品種少量生産などに伴い、扱う部品の種類が 増加したため、

要してしまうこともあります。ここで改善の鍵になるのが、組織の

適正価格での調達や、安定調達の検討が十分にできないといった

枠を超え連携を容易にするコラボレーション基盤と自動化です。

課題も新たなテクノロジーにより改善ができ、今後重視される

サプライチェーン上の異なる組織で発生する変化を横断的にとらえ、

グリーンな調達の実現にもつなげることができます。

｜ 事例 1 ｜ データ基盤を構築／活用し、納期回答を AI が支援 ＜部品メーカー＞
ある部品メーカーでは、生産現場とサプライチェーン計画を連携し、

当システムは、過去のデータから学習し、納期回答・納期調整

納期回答を AI が支援するシステムを導入しました。

での考慮点やノウハウを反映した複数の納期調整シナリオを AI

同社においては、1日に数万件の納期調整依頼を受けます。各工場

が作成して推奨案を提示します。回答した結果を再度機械学習

では多くの納期調整要員を抱えて対応していますが、作業には

することにより、AI の選択精度を向上させます。

多大な工数を要していました。しかも、納期調整のノウハウは

これにより、経験が乏しい新人でも熟練した社員と同様のことが

多様で難しく、経験のあるスタッフにしか適切な対応ができず、

できるようになりました。その結果、生産量の拡大、稼働率の向上、

要員不足のなか、新人を採用できたとしても育成も難しく、業務

ユーザー業務の削減、在庫最適化、欠品の抑制、顧客満足度の

効率化や工場立ち上げ時の課題となっていました。

向上が実現されました。また計画作成においては、精度アップ、

こうした状況に対応するために、データ基盤に最新の実績データ

工数削減などの効果が得られました。

を吸い上げて分析し、それをサプライチェーン・プランニングと

この仕組みは既に海外にも展開されて、日本で運用しています。

統合することで、生産計画上にあるものも含 めて、納期回答、

新型コロナウイルス感染症の影響で世界的に出勤が制約される

あ る い は 納 期 調 整 をする AI による 支 援システムを 構 築しま

中でも、担当者は日本の自宅からリモートで海外もサポートを

した。

行えるようになっています。
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市場・サービス提供 ［コネクテッド・プロダクト/MaaS］

製造現場の機器の IoT 情報から設備状況を把握するだけでなく、

モノ売りからコト売りへのシフトにより、企業は製品を売るだけ

AI を活用して、予防保全につなげることができる自動診断を実施し、

ではなく、販売後に顧客とインターネットを介してつながること

保全指示の自動発行や作業の優先順位づけを自動で行うといった

が重視されています。それに加えて、顧客の行動や、製品の稼働

仕組みに移行することで、作業や指示を効率化し、問題が発生した

状況などの各種データを活用して、新たな製品やサービスを生み

際にも柔軟な対応が可能になります。生産計画と連携した形で保全

出す仕組みづくりが求められています。

を実施することが可能になる上、機器の稼働可能期間が延びること

製品の IoT 化とAI がそれを可能にします。たとえば、コネクテッド・

や、保全部品在庫の余剰が少なくなることでの廃棄コストの減少

カー（つながる車）によるモビリティー・ソリューションでは、データ

は、間接的に地球環境にも良い影響を与えることができます。

を活用して、重大な交通事故につながる運転中のヒヤリ・ハットの

ロジスティクス［スマート・ロジスティクス］

回避や、目的地および立寄地情報を活用することでの利用者の利便
性向上につなげることができます。また、ビジネス領域では、管理車両

ロジスティクスにおいては、物流の少量多頻度化や、EC の拡大、

の経路を最適化したり、遠隔操作によってコスト削減効果が期待

ドライバー不足などから、車両やコンテナなどの輸送制約が大きな

できるほか、稼働状況のデータが設計へと自動的にフィードバック

課題となっています。また、物流が 与える環境負荷への社会的

されることで、次なる商品開発において有益な情報を設計者に提供

責任や負荷軽減に対する関心も高まっています。

するといった活用も期待できます。IoTとAI を活用したエンド・ツー・

これらを解決するためには、輸送効率を最大限に高める動的な業務

エンドの自動連携によって、新たなサービスが提供されるとともに、

遂行が不可欠です。IoT やブロックチェーンなどの先進テクノロジー

ビジネスの広がりや製品価値の向上に大きく貢献することができます。

の活用により、販売量をリアルタイムで把握し、その情報を基にした
機械学習により、販売予測の精度を高める。また販売予測を基に、

製 造 ［スマート・ファクトリー］

タイミングに応じて必要な補充量、欠品リスク評価を AI が実施する。

製造現場では、市場ニーズの変化や差別化競争の激化に対応す

その上で、車両やコンテナなどの資源制約を加味して、補充タイミング

るために、迅速な量産立ち上げが求められている一方で、現場

や在庫量の調整を AI が 自動的に実施し、動的に配送効率を高め、

の人材不足への対応、品質維持管理に向けた製造トレーサビリ

環境負荷を低減した物流を実現することができます。また、トレーサ

ティーへの対応、工場施設の省エネ化や CO2削減等のさまざま

ビリティーにおいても、ブロックチェーンや RPA などの技術を使う

な課題に直面しています。

ことで、製造や調達まで遡って情報収集することができるようになり、

これに対して、AI や IoT を駆使し、工場内のさまざまな活動から

品質を担保した上で、消費者に届けることができるようになります。

生み出されるデータを最大限活用することで、品質要因解析や品質

販売・サービス管理 ［コグニティブ・フルフィルメント］

の予測、作業スケジューリング指示の自動化などが実現できます。
たとえば、最適化エンジンによるシミュレーションを基に整流化

顧客は、スマートフォンや PC などのあらゆるデバイスを活用して、

することで、工場の生産能力を最大限に高めることができます。また、

企業とつながりたいと考えていますが、今は企業側がこうした

シミュレーションでネックになりがちな、パラメーター設定のため

ニーズに応えきれていないのが現状です。その背景には、企業が

に必要なデータ収集を、MES のデータや装置管理システムの実績

既存システムやプロセスを変更しにくいこと、販売やサービス、

データから自動取得することで簡略化できます。生産の効率性を

製品情報や在庫情報などのデータが分散し、新たなサービスに

高めることは、製造に必要な電力などを削減することにもつながり、

つなげることができないといった課題があります。

地球環境への負荷低減に貢献することができます。

インテリジェント・サプライチェーンは、これらの課題に対して、
既存のシステムを活かしながら、AIとRPA などで自動化や高度

保全 ［スマート・メンテナンス］

化を実施し、解決することができます。オペレーターが応対して

点検や巡視、修理、修繕などの保全業務は、人手による作業が多いの

いた内容を AI のバーチャル・エージェントが応答し、処理を判断

が現状です。点検や巡視を定期的に人手で実施し、その結果を紙に

しながら自動で実行。バックオフィスのシステムと連携して事務

記録したり、打音検査などは経験に基づいて実施したり、実施タイ

作業を自動で処理します。

ミングを過去の基準から指示したりといったことも多い上に、現場

また、フルフィルメントにおいては、納期や賞味期限、配送コスト

の保全作業員は紙やファイルで保全指示を受領し、作業にあたって

等を加味し、ルールベースでの引き当てを AI が自動で最適化し

いることが少なくありません。また、修理 / 修繕時には保全部品の

ます。コストを最小限にしつつ、販売機会ロスを回避することが

在庫を現物で確認し、不足があればその都度発注するため、納期

可能です。また、納期変更などが 発生した場合でも、取るべき

によっては保全作業がタイムリーにできないこともあります。さらに、

対策を AI が自動提案することで、適切な対応が可能になります。

熟練した社員の退職に伴う技能継承問題や保全作業員のリソース

納品の物流コストの効率化が、環境への負荷軽減にもつながる

不足もあり、保全領域でのデジタル化は喫緊の課題になっています。

点も見逃せません。
（事例2）
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｜ 事例 2 ｜ 最適な値引き価格を提示する AI を導入、値引き率が平均2割改善

＜イオンリテール＞
イオンリテールは商品の値引き時に適切な価格を提示する「AI

では、AI に過去の価格、販売実績などのデータを学習させ、利益

カカク」をほぼ全店（約350店舗）に導入しました。

を最大化するための値引き率を店舗ごと、単品・時間帯別に算出

弁当や惣菜などの値引きは従来、一定のガイドラインに基づき、

しています。

タイミングや値引き率を決めていました。この方法だと従業員の

先行導入した店舗では総菜部門で値引きが平均2割改善、廃棄

経験や勘に依存するところも大きく、必ずしも適切な値引きに

も同様以上の効果を実現しています。また、副次的効果として、

なっておらず 無駄な 値引きで収益を毀損していました。また、

値引きの意思決定を迅速に行えるようになり、従業員が値引き

廃棄による食品ロスも大きな課題でした。

以外の作業に時間を使うことができるようになりました。

そこで、AI による「客数予測」と「最適値引き」という二つの取り

現在は販売計画と販売（値引き）業務に AI を適用していますが、

組みを実施。客数予測では、AI に客数、天候、販促イベントと

今後はさらに自動発注による発注最適化、店舗内での食品製造

いったコーザルデータをインプットし、店舗ごとの将来の来客数

の最適化などに取り組むことを検討しています。それにより、販売

を予測しています。予測客数をベースに商品を発注することで

計画から販売までのエンド・ツー・エンドの業務プロセスに AI を

精度を向上させ、無駄な廃棄、ロスを削減できます。最適値引き

活用し、自動化、最適化することを目指しています。

インテリジェント・サプライチェーンの始め方
IBM が提唱するインテリジェント・サプライチェーンは ERP を SoR の

るサービスです。

コアと位置づけ、そこにさまざまな機能やソリューションをつなぎ、より

お客様とディスカッションを行い、現在のインテリジェント・ワーク

効果を高めていくことができるソリューションになっています。対象と

フローの成熟度はどうか、ビジネスにおける重要度合などを検討し、

なる領域を広げれば広げるほど、効果が相乗的に大きくなっていきます。

今後の推奨アクションを整理していきます。

しかし、どこからどう手を付けたらいいのかがわからないという

また、これまでに示した「研究開発・設計・生産準備」、
「サプライ

場合、まずは「インテリジェント・ワークフロー成熟度診断」を

チェーン計画」、
「調達」、
「市場・サービス提供」、
「製造」、
「保全」、

ご提案させていただいています。

「ロジスティクス」、
「販売・サービス管理」といった領域の取り

当診断サービスは、IBMコンサルタントが、お客様の CIO や COO、

組みをご紹介しながら、課題解決に向けた方向性をマネジメント

CEO、あるいは部長クラス、マネジメントクラスの方とディスカッ

レベルと合意し、今後の取り組みをよりスムーズに進めることを

ションを2日間程度実施し、サプライチェーン領域におけるインテ

目指します。もちろん、こうした診断なしに、各領域の改革プロ

リジェンス度合いを診断し、今後のアクションについてご提案す

ジェクトをご支援させていただくことも可能です。
（図3）

図3 インテリジェント・ワークフロー成熟度診断の概要
以下の3つのステップで実施
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IBM がサプライチェーン領域でご支援できること
IBM はサプライチェーン領域全般において戦略立案、業務構想、システム構築、BPO などの
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