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制約条件理論に基づくサプライチェーン経営戦略
―戦略提携によるコストダウンのアプローチ―
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Abstract
This paper addresses the important role of the inter-firm network called supply-chain
management (SCM). Based on theory of constraints (TOC), a framework is offered for the
calculation of a suitable flow of product parts and completed products from supplier, to
factory, to warehouse, to final delivery; and supply-chain management is suggested as a
system for obtaining efficient production planning. A central question considered is whether
product design can assist the minimization of total supply chain costs as well as other relevant
costs, such as cost of goods sold, safety stock cost, and pipeline stock cost. With recent
advances in information communication technology and the networking, boundaries between
the production and service industries have begun to fade. Management techniques and
concepts useful in business-model building are illustrated by the example of Dell Computer,
well known for its impact on industry structure. The conclusion of this paper is that the
supply-chain management is acquiring a great role in assisting the evolution of Japanese
small and medium-sized enterprises.
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1．問題の所在と限定
グローバル大競争時代で、かつデフレ経済の時代は、物の価値やそれに伴う商品の価格は市
場の劇的な変化によって大きく変わってしまう。フォーディズムに代表される近代資本主義社
会から、ポスト資本主義社会や知識社会などと呼ばれる新たな時代へ移行しつつあるとの議論
がある1)。
こうした時代の変化の波は、
「物流」にも大きな影響を与えている。ジャスト・イン・タイム
物流、多頻度小口配送の進展、国際物流の活発化など、ロジスティクスの分野でも大きな構造
変化が起こっている。輸送や保管といった機能に限定されていた従来型の物流は、生産者から
消費者へのモノの流れを効率的かつ包括的に繋ぐ、ロジスティクス・システムへと変貌しつつ
ある。さらに今日、ロジスティクスは経営戦略そのものであり、ロジスティクスの概念は、今
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なお拡大・統合しつつある。
80 年代後半より「物流からロジスティクスへ」という言葉が提唱されたが、この背景には、
バリューチェーン（価値連鎖）概念の台頭がある。ポーター(1985)は、企業内部の活動は互い
に連結関係を有しつつ、全体として買い手のための価値を創造しており、この連結関係をうま
く管理することができれば、競争優位に立てると指摘する。つまり、競争優位を獲得するには、
企業のバリューチェーンを個々の部分の集合としてではなく、ひとつのシステムとして管理す
る必要がある 2) 。従来、企業活動の単なる一部分として捉えられていた「物流」は、生産や販
売などの諸活動をも加味した一連の企業システムとしての「ロジスティクス」という概念へと
進化したのである。POS 3) 、VAN 4) 等の情報技術の活用とも相まって、ロジスティクスの時代は
主として社内全体の効率化を図られた。しかしながら、元来企業活動は他の組織との関係性を
有しながら行われるものであり、社内最適化の視点の限界が指摘されるに至ったのである。
90 年代後半に入り、原材料の調達から製品の販売やマーケティング、顧客までを包括し、流
通チャネル全体の効率化や最適化を目指そうとする動きが高まったが、この背景にあるのが社
外のバリューチェーン、すなわちサプライチェーン（供給連鎖）の概念である。物流の分野で
も、このサプライチェーン概念の台頭を受けて、供給先・メーカー・販売先・顧客までをトー
タルに捉えた、新しいロジスティクスを確立しようとする取り組みが始まった。
サプライチェーンは、流通チャネル全体最適化を目的とするものであり、そのために、企業
間の連携の方法・仕組みがカギになるが、これを達成する手段として脚光を浴びたのが、製販
同盟やアウトソーシングである。つまり、サプライチェーンは、企業内および企業間のロジス
ティクス関連活動の戦略的統合に特徴があるということが言えるのである。本論文の目的は、
このような戦略的な意味を持つ SCM をどのように位置付けるべきかの方法論を提案すること
にある。
本論文は 5 章で構成される。第 1 章は、問題の所在と限定、目的、方法、構成を示し、第 2
章で SCM の概念（概念、位置付け、TOC 理論）を提起する。第 3 章は SCM の効果を考察し、
第 4 章では SCM のケース（デル・コンピュータ）を挙げ、第 5 章において SCM による企業間
取引の変革について述べる。最後にまとめと考察をおこなう。

2．
2−1

SCM の概念
SCM の概念

1998 年 10 月、アメリカでも最も代表的なロジスティクス専門化団体である「ロジスティク
ス管理協議会（The Council of Logistics Management：CIM） 5) 」は、従来のロジスティクスの定
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義を一部修正した。
新しい定義は、「Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and
controls the efficient, effective flow and storage of goods, services and related information from the
point of origin to the point of consumption in order to meet customers' requirements.」であり、日本語
に訳すと、
「ロジスティクスとは、サプライチェーン・プロセスの一部であって、顧客の必要条
件に適合することができるように、産出地点から消費地点に至るまで、財・サービスおよび関
連する情報のフローとストックを効率的かつ効果的にするための計画立案・実施・統制するプ
ロセスである」という。
「 Supply
オハイオ大学ランバード教授が主宰している Global Supply Chain Forum6) による定義、
Chain Management is the integration of key business processes from end user through original suppliers,
that provides products, services, and information that add value for customers and other stakeholders. 」
SCM とは、顧客とその他の利害関係者に価値をもたらしている製品・サービスおよび情報を提
供するための主要ビジネス・プロセスを、最終需要家から最初の供給者まで遡って、統合する
ことである。
この二つの定義を比較すると､以下のことが分かる。
第 1 は両者ともカバーする領域は同一であること。第 2 は取り扱う対象も「財（製品）、およ
び関連する情報」であって同一である。違う点が第 3 点であって、ロジスティクスは対象物の
「フローとストック」に関連するプロセスに限定しているのに対して、SCM は対象物を提供す
るための「主要ビジネス・プロセス」を統合することとしている。つまり、SCM が守備範囲と
する主要ビジネス・プロセスの内の 1 つが、ロジスティクス・プロセスだということになる。
オリバー(Oliver, R. Keith)とウェバー(Michael D. Webber)（1982）の主張をもとに、サプライ
チェーンと従来型ロジスティクスが異なる点は「組織・システムの統合、戦略性、在庫圧縮機
能」の 3 点であると分析している。つまり、サプライチェーンにおいては、調達から販売に至
る生産・流通活動を担う各組織、各部門が、あたかも単一組織のように連携しており、機能的
にも一つのシステムとして統合されている。そして「供給」が、各々のコストや市場シェアに
強い影響を及ぼすという戦略性が、各組織、各部門において認識されており、加えて、情報の
共有や蓄積を通して、在庫調整が図られると主張している。

2−2

SCM の位置付け

阿保栄司（1996）は以下の表 1 のようにロジスティクスの発展段階のなかにサプライチェー
ンを位置付けた。
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表1

ロジスティクス・マネジメントと基礎理論の変遷・展望
内

容
手

段

階

年

代

特

徴

基礎理論

段

＊マネジメントの
思考方法
目的

輸送、保管、包
装、荷役、流通
第 0 段階：

1970 年代

物流以前

まで

加工、物流情報

―

がバラバラな
段階
個別要素が組
第 1 段階：

1970 年代

需要と供給との懸

システム化、機

隔の克服

械化、

システムとな

＊部門内物流効率

自動化等

った段階

化

＊合理化

織化して物流
懸隔理論

物流

より

製品物流、生産
必要な商品を顧客
管理、原材料調
第 2 段階：
1980 年代

達という 3 つの

後半より

サブシステム

ロジスティクス

到達理論

(価値連鎖)

に到達させて、効

POS、VAN、EDI

率化を図る

等

＊社内全体物流効

＊競争戦略的

がカップリン
率化
グされた段階
第 3 段階：
サプライ

パートナーシップ

製販同盟、ｱｳﾄｿ

を基礎に相互利益

ｰｼﾝｸﾞ

の関係を樹立

＊市場チャネ

＊ﾁｬﾈﾙ全体流通最

ルの強力化戦

適化

略

企業間パート

チェーン・

1990 年代

ナーシップが

ロジスティクス

後半より

形成された段

戦略的提携
階

(供給連鎖･
共同物流)

リバース･ロジス
第 4 段階：

ティクスをも 組

開放･ﾈｯﾄﾜｰｸ

み入れた低公害型

＊社会システ

循環システムの完

ムのｻﾌﾞｼｽﾃﾑと

成

して分出

廃棄物処理や
グリーン・

2000 年代
リサイクルま

ロジスティクス

ｻｽﾃｨﾅﾋﾞﾘﾃｨ

より
で含めた段階

(循環型ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ)

＊社会全体最適化

出所：阿保栄司(2000)『サプライチェーン・コストダウン』中央経済社、P.13 を一部修正加筆
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阿保(1993)は、戦略的提携の問題点として、協調の不足や組織上の障害などを指摘する。そ
して戦略的提携は、今後、因襲的な「系列」から、民主的でイコール・パートナーシップを尊
重するような「調和型自律分散」システムとしてのサプライチェーンを目指すべきであると主
張している(P.98)。また阿保(1996)は、サプライチェーンは、「需要者が消費後あるいは使用後
に発生する廃棄物の処理・ロジスティクスを大きく見落としている」と指摘し、還流をも視野
に入れた「循環型ロジスティクス」の重要性を強調している。
つまり、今後のサプライチェーンには、供給システムが「閉じた系」とならないよう、参加
主体の自律性や他との開放な関係性を確立していくということと、サプライだけでなくリバー
スの視点も加味し、社会全体の最適化を考えていくことが求められているのである。

2−3

SCM の理論的な裏付け―制約条件の理論（Theory of Constraints ：TOC）

サプライチェーン・マネジメントとは、制約理論（TOC）に基づき、仕入先、工場、倉庫、
納入先までを流れる部品、製品の適正量を計算し、効率的な生産計画を算出する仕組みである 7) 。
ボトルネック（制約条件）とは、瓶の一番細くなった部分のことで通常工場では能力の一番
低い工程・設備を指す。TOC ではこのように純正に能力が不足している状態の物理的制約のほ
かに、マネジメント上のボトルネックにも着目する。この 2 つのボトルネックは相互に関連し
合っているが、TOC では企業の方針や経営管理の仕組みが企業活創の目的を阻害している場合、
これらを「方針制約」と呼ぶ。企業は一般にはこの方針上の制約条件が設備の生産能力などの
物理的な制約条件よりはるかに多く存在し、より深刻な影響を与えている。TOC では企業目的
と改善活動を結びつけるために、鎖のアナロジーが使われる。受注から原材料入手、生産、納
入､請求、入金までの個々の活動が鎖の輪の一つ一つに相当する。このように考えると企業の収
益力は鎖全体の強度として捉えることができる。これは鎖の強度が最も弱い和の強度と等しい
ように、企業の利益も最も能力の低い活動に制約される。つまり、儲けるためには最も弱い鎖
の輪を探してそれを強化すればいい。それ以外の輪の強度をいくら高めても利益には貢献でき
ない。
図 1 のように、各設備の能力に合わせて、生産を計画してみてもアウトプットは増大せず、
仕掛が過剰となる。その結果さまざまな無駄が生じる。ネック工程（制約）を対策し、各工程
を平準化すれば、各工程は同期化し、スループットが向上する。平準化させながら投入を増大
させれば、それに比例し、アウトプットも増大しコストが低減する。会社（製造業）の業績は
基本的に「売上高−（製造原価＋人件費＋経費＋その他固定費）＝利益」という単純な式で表
せる。ではその残ったお金（利益）を最大にしてゆくためには、どのような活動が最も適切だ
ろうか。
TOC によれば「利益最大化」ことは以下の 3 つの条件を満たせば達成できるとする。

- 183 -

制約条件理論に基づくサプライチェーン経営戦略（孫）

(1) スループット（貢献利益：製品を販売することで企業に入ってくる金、つまり売上高から
資材費を引いたもの）を増大させること。
(2) 総投資（設備や棚卸など、製品を製造・販売するための投資）を低減すること。
(3) 経費（資材費以外の総経費、つまり人件費も含んだ固定費）を低減すること。
図1

TOC 基本的な考え方
市場の制約

企業利益の

スループット

最大化

の最大化
自社の制約

★制約条件に着目、コントロールして全体最適を導く
（部分最適の総和≠全体最適）

⇒ 従来の改善手法には、（部分最適の総和＝全体最適の発想が多い）
TOC の生産改善技法

制約条件を見
つける

★

制約条件に着眼し、

スパイラルに改革を継続

惰性を排し、

制約条件を徹

発展させる

改善を継続

底活用する

する

制約条件部分

制約条件にそ

の能力を向上

れ以外を従属

させる

させる

出所: 福島美明(1998)『サプライチェーン経営革命』日本経済新聞社、P.104
TOC ではこの順位を(1)のスループット増大が最も重要で、次が(2)の総投資低減、最後が(3)
固定費低減であるとしている。この理由はスループット増大には理論的な限界がないのに対し、
総投資や固定費はゼロ以下にはできないからである。また総投資低減が固定費低減より重視さ
れているのは、在庫、特に仕掛在庫（工程途中の在庫）が多いことは生産性や品質にも悪影響
を与えることと、仕掛在庫を減らすことは製造期間短縮と、顧客対応の柔軟性を高めることに
つながるからである。
スループット（貢献利益）を増大させるという事は売上高を伸ばすという事も対象となる。
これは、新製品を開発したり，営業を中心とした改善活動の展開、工場での活動によって得ら
れた原資（Q、C、D の成果）を営業活動に還元し売上を伸ばすことも含まれる。
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ここで注意が必要なのは以下の 5 点である。
(1) 現在の業績はその企業の一番弱い点（ボトルネック）に左右されること。
(2) 業績は，様々な内外環境の複合的な要因によって決まっていて，一概に法則化できるもの
ではない。例）流れ生産化、高設備効率、高品質、などの単一指標は業績に直結しない。
(3) ボトルネック（制約条件）は、常に変化していること。
(4) かつての右肩上がりの時代に比べて環境の変化が大きく、素早く対応できるスピードが要
求されていること。
(5) 従って、今までのような手法に則った活動では業績を向上させることが難しい。
物理的制約条件は、既存の改善手法を総動員して最適と思われる手段を採用し抽出・解消を
行っていく。設備系の生産ラインであれば PM（予防保全）の手法が有効であり、組立系の生
産ラインであれば JIT の一個流し生産ラインを構築するなどの具体的な改善である。また、工
場（工程）内のボトルネック（物理的制約）を特定するためには IE の分析手法が非常に有効で
ある。
TOC では、スループット（貢献利益）増大、総投資低減そして固定費低減を同時に実現する
ために次にあげる改善の 5 ステップを基本に掲げている。
(1) 制約条件を見つける
(2) 制約条件を徹底的に活用する
(3) 制約条件以外を制約条件に従属させる
(4) 制約条件の能力を向上させる
(5) 惰性に注意しながら（1）に戻る
制約条件の能力をどんどん高めていけば、いずれ他の工程が制約条件になり、新たな改善活
動の内容は大幅に変わる。この意味でも惰性に注意して活動を進める事が重要なのである。こ
うして現場の改善活動を進めてゆけば必ず 2 つの問題に突き当る。1 つは、 前述したように方
針上の制約が大きな障害になるということである。方針を変えることは複数の部門が複雑にか
らみ、多くの対立が生じてなかなか議論が前に進まない。
もう 1 つの問題は、TOC の改善手法を適用して能力に余剰が生まれてもそれに対応して売上
が伸びず、市場が制約条件になった状態である。従って、収益を最大限にするためには、生産
部門の改善と並行して市場を拡大する手法が何としても必要なのである。
TOC をひとことで表現すれば「儲け続けるという目的(ゴール)の達成を阻害する制約条件を
見つけ、それを克服するためのシステム改善手法」である。従って「生産性向上」
「顧客満足度
の向上」「品質向上」「売上の増大」等はこの目的を実現するための「必要条件」といえる。
TOC はこうした時代の変化に素早く対応できる考え方であり、従来の改善手法との併用で素晴
らしい効果を上げることができる。
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3.
3−1

SCM の効果
コア・コンピタンスを再定義する

SCM が企業の再生と更なる発展の道として、大きくクローズアップされている。しかし、SCM
の実行だけで、グローバルスタンダード時代への対応は可能なのであろうか。SCM の解決の枠
組みは、開発のリードタイム、調達のリードタイムを短くすることによって単位当りのスルー
プットを増やし、利益を増大させようというものである。確かに、複雑系経済の中ではスピー
ドが重要であり、その点においては納得ができる。しかし、企業のサプライチェーンの利益構
造がスタティック（静的）、つまり将来にわたって一定の場合はそれでもかまわないが、ダイナ
ミック（動的）に利益構造が変わる場合は、どうであろうか。むしろ、現代の企業に求められ
ているのは、アジリティ、つまり変化に対する俊敏性や適応力である。そして、企業の不得意
分野、俊敏に時代対応できない分野に関しては、アウトソーシングする方向にある。
こうなってくると重要なのは、企業のサプライチェーンの全行程を整えることではなく、企
業はどこから利益が出ているのかを巧みに見出し、不採算業務についてはリストラを行ない、
アウトソーシングでサプライチェーンの穴の空いた部分を補うことになる。この利益を生む源
泉こそ、その企業のコア・コンピタンス 8) なのである。この利益の源泉は、クリティカル・サ
クセス・ファクタ（CSF：成功要因）という形で探し出される。
SCM からコア・コンピタンス経営への変革は、業務のプロセスやサプライチェーンの各プロ
セスを要素化（分解）して考える必要がある。この経営改革の考え方の変化が、ビジネス・プ
ロセスからビジネスモデルヘの視点の転換につながっている。そして何が企業の利益を生む源
泉なのかを見付け出し、その業務モデルを要素としてとらえる。利益を生む源泉は経営として
集中管理し、それ以外の不採算部門は、アウトソーシングする。そしてそれぞれの要素をビジ
ネス・モデルとして再構築する。これがコア・コンピタンス経営のスタートである。
コア・コンピタンス経営は、もはや企業や業界にある既存のビジネス・プロセスを肯定して
改善するアプローチの時代ではない。また、成功企業のビジネス・モデルをベストプラダティ
スとして、そのままテンプレート化して適用する時代でもない。重要なのはビジネスのプロセ
スではなく、企業の利益を生む源泉の構造であり、企業価値を最大にするために取り組むこと
である。
情報システムの企業への導入にあたっても、ERP 9) などの大型なシステムのプロセスをすべて
ベストプラダティスとして導入するやり方から、要素としてシステムのライフサイクルに合わ
せながら組み立てて導入していく、オブジェクト指向的なやり方が注目されている。
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顧客価値戦略として SCM を実施する

SCM を用いて、顧客中心とした統合化を目的を明らかにする顧客価値戦略が問われる。
サプライヤーと顧客の関係改善によって、機会の統合化への関心が高まっている。かつては
図 3 のような「蝶ネクタイ型」販売モデル（販売担当者が購買担当者に売るもの）として把握
されていたが､今では図 4 に示されるような「ダイヤモンド型」モデルに取って代わられようと
している。これは企業同士が互いに折衝するというモデルである。
図2

伝統的な「蝶ネクタイ型」販売モデル

トップ・マネジメント

トップ・マネジメント

マーケティング

マーケティング

ロジスティク

販売

購買

ファイナンス

ロジスティク
ファイナンス

アカウンティング

アカウンティング

情報システム

情報システム
サプライヤー

顧客

出所:ｼﾞｰﾝﾃｨﾝﾄﾞｰﾙ他著（1999）『市場優位をリードする業務優位性戦略』ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社、P.134

図3

新しい「ダイヤモンド型」販売モデル

マーケティング

トップ・

マーチャンダイジング

ロジスティク

ロジスティク

ファイナンス

ファイナンス

アカウンティング

アカウンティング

マネジメント

トップ・
マネジメント

販売
情報システム

購買
情報システム

サプライヤー

顧客

出所:同上。
統合化戦略は、コスト削減、資本支出を抑えるニーズと売上増、あるいはこの両方によって
進められる。ここでも目指すべきは、サプライヤーと顧客双方によっての価値を高めることで
ある。個別の、ときには独立した SCM を、広範な多数の製品を対象としたチェーン（原材料
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から顧客に至るまで、また逆方向にも適宜統合されたもの）に変換することによって、非常に
大きいな全社的価値を実現できる。
今後、サプライチェーンはグローバルやリージョナル、ローカルといったそれぞれ固有の特
徴をもったものになる。さまざまな市場、顧客､製品、価値プログラムに応じてその組み合わせ
は多種多様になってくる。しかし、事業や技術の標準化、共通化が進み、個々のサプライチェ
ーンの基盤となるプロセスが共通の特性や構成要素、資材を持つようになれば、グローバルな
サプライチェーンやリージョナル、ローカルごとのサプライチェーンであっても、その効果は
極めて大きなものとなる。

4

ケース・スタディー：デル･コンピュータ

デル・コンピュータ・コーポレーション 10) （以下デル）は米国テキサス州に本社を置き、世
界規模でビジネスを展開するコンピュータシステムの直販メーカーである。デルは、1984 年の
創業以来わずか 14 年で、売上高約 2 兆 1000 億円、税引き後利益率は実に 8％を達成している。
世界第二位の PC（パソコン）メーカーにのしあがった。現在でも業界平均をはるかに上回る驚
異的な成長力を見せつけ、独自の経営モデル「デル・ダイレクト・モデル」で業界一の効率経
営を実現した。顧客ニーズを徹底して追及し、品質・性能・サービス・価格のすべてにおいて、
常に最高のバリューをユーザーに提供することによって、ビジネス市場やパソコンの知識のあ
る個人ユーザーを中心に急成長を続けている。更に近年は、インターネットを販売活動や顧客
との関係構築、また経営に積極的に活用することによって、インターネット・リーダーとして
の地位も確立している。

4−1

デル・モデルの特徴

バーチャル・インテグレーションとも呼ばれるデル・モデルを分解していくと、SCM、CRM、
アウトソーシングなど、いくつかの経営コンセプトあるいは経営手法が組み合わせていること
がわかる。その特徴は以下のとおりである。
（1） インターネットを活用して受注から調達、生産、配送までをつないだ「ダイレクト・サ
プライチェーン（DSC）」：
デルが始めたパソコンの直接受注販売（Built-to-Order）システムは、顧客の希望仕様通りの
製品を適切な価格と品質バランスで提供できれば、顧客を満足させ、リピーターを発生させ、
自らも利益を上げることを実証したのである。
デルの製品販売の流れとは、デルで PC を購入する顧客は、まずホームページ上や電話で仕
様を確認し、見積を得たうえで発注する。発注情報は生産工場に送られ、それを基に必要な部
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品をサプライヤーに発注する。デルの工場に隣接したサプライヤーの倉庫から必要数量の部品
が納品され、組み立てられる。必要なソフトウェアのインストールは、あらかじめ仕様書に添
付されているバーコードによって自動的に行われる。その後、製品はフェデックスによって顧
客まで届けられる。
従来のパソコンショップまたは VAR（付加価値販売業者。主に事業所向けにシステムを組み
合わせて販売するディーラー）経由の販売ルートでは当然ながら在庫商品はすでに出来上がっ
ており、顧客が自分の希望する仕様そのものに巡り合う可能性はかなり低い。しかも小売店の
店員はパソコンについて格別深い知識を持っているわけでもない。
デルは顧客の希望仕様に基づいて製品を組立・出荷・納入という全く新しいビジネス・モデ
ルを考え出した。消費者または企業顧客から直接、CPU やメモリなどに関して希望するカスタ
ム仕様の注文を、フリーダイヤルの電話・ファクス、インターネットまたは（営業が）口頭で
受ける。顧客はデルのフリーダイヤル応答担当者が、自分の PC の仕様も、あとで追加注文し
たメモリや前回相談した内容も、すべて覚えてくれているおかげで、長々と自分の状況を説明
する必要がない。受注センターにいるフリーダイヤル応答担当者はデルのコア・コンピタンス
でもある。最近はインターネット経由による注文がうなぎ上りである。企業顧客ごとに作成さ
れたデルの専門ホームページで、ユーザー部署の担当者が自社仕様の PC を必要なだけ必要な
時に注文できる。納入価格はすでに設定されている。注文処理が省けるだけでなく、それらの
管理情報はすべて情報システム担当者にフィードバックされるので、管理の手間もかなり省力
化できる。最近は SOHO や消費者向けの注文ホームページも整備され、即時の相談が不要で、
伝達間違いを懸念するユーザーの利用が増えているようだ。インターネット通販は受注処理の
手間が少なく、注文量の増加に比して小人数ですむので、これによりさらにコスト抑制が図ら
れる。その分だけ製品が割安になればまたデルの売上が伸びる、と好循環が期待される。

（2）受注生産なので完成品在庫も流通品在庫も持たない
部品倉庫と物流倉庫をデルの組立工場の隣接地に設置させたことによって、デルの在庫約 0.2
か月にさせ、運転資金の効率化と不良在庫を激減させたことである。
オーステイン工場では部品在庫さえなく、JIT 方式により組立の数時間前に部品が到着する。
半製品の在庫で 7 日分にすぎない。パソコン部品は一週間で値下がりすることも稀ではないた
め、ぎりぎりまで発注を待つことで、数か月前に発注している競合より確実に割安になってい
る。
工場では、受注センターから回ってくる発注書を見ながら一人一人の作業員がおもむろに手
作業で組み立てる。最初は非近代的に見えたが、よく考えるとオーダー製品にはこの方式のほ
うが合っている。デザインや基本部品が一夜で変わることすらある業界なので、下手に自動化
するよりは賢いやり方である。しかも設備固定費は低く抑えられる。
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（3）SCM によるコスト構造の変革
デルは徹底した SCM で、主要なサプライヤーを 30 社程度に絞り込み、受注状況に応じてリ
アルタイムに部品を納入させることによって、日本の大手 PC メーカーでは 1 ヵ月分程度ある
部品在庫を 7 日分に削減。売上が 4 倍に増加しても在庫量は一定を保てたという。また 1 台当
たりの製造時間も従来の 11 時聞から 3 時間に短縮。発注から納品までのリードタイムも、わず
か 5 日間程度という短期間を達成した。販売コストは従来の四分の一程度に低下。本来ならば、
代理店に落とさなければならない 20％の粗利を、直販する顧客とデルが折半し、顧客に安価に
製品を提供し、デルは高収益を実現した。
流通面で見れば、中間業者を排除して顧客へ直販することにより中間マージンは省かれてい
る。物流はアウトソーシングしており、最も効率の高い業者を世界各地で使っている。間接販
売ルートに頼る他のメーカーにとっての流通在庫の問題としては、一部業者の在庫が膨れ上が
ると叩き売りに走り値崩れを呼ぶこと、新製品を競合に先んじて投入したいのに流通在庫があ
る程度しわけるまで待つことを余儀なくされること、の二つが一番大きい。この意味で、直販
により流通在庫を持たないデルは、その価格の信頼性と機動性で圧倒的に優位な立場にいるの
である。

（4）徹底したコスト削減によって、低コストで高性能な PC の販売および高品質のサービス提
供を実現
こうして効率化を徹底的に進める一方、削減したコストを高品質な製品の開発や、高度なサ
ポートサービスなど、より高付加価値な業務へ振り向ける。これにより、デルは既存モデルと
の差を決定的にしている。たとえば、デルでは電話対応の減少によって余剰となったサポート
要員を、より高度なサポートを必要とする大口法人顧客などに派遣し、質の高いサービスを提
供している。一例を見ると、ボーイングには 30 人以上のスタッフを派遣しているし、NASDAQ
についても、24 時間体制でサポートを提供している。
こうしたサービス品質向上の結果、現在ではデルを選択したユーザーの実に 6 割以上が、デ
ルを選択した理由として「顧客サービスの充実」を挙げるまでに至っている。DSC 型に SCM
を組み合わせて、コスト構造を変革しなければ、ここまでのサービス提供は不可能である。

（5）

戦略的ネットワークの構築

ジャスト・イン・タイムを実現させるために「かんばん」ではなく、顧客情報を、製造組立
のデルだけでなく、その前工程にある部品デバイス企業と後工程にある物流企業、アフターサ
ービス企業と共有した。
さらに、デルではアフターサービスの効率化にも着手。ホームページ上でマニュアル類やア
ップデート・ソフトをダウンロードできるようにし、FAQ（質問解答集）のデータベースも構
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築した。また、オンラインでシステムを診断できるソフトウェアも配布し、ホームページ上で、
大抵のサービスを提供できる体制を整えたのである。この結果、現在では全サポート件数のお
よそ 8 割をホームページ上で対応している。電話でのサポートが一件減ると 8 ドルのコスト削
減になるというから、全体では相当のコスト削減を達成できたことになる。

4−2

デル・モデルの考察

情報ネットワークの発達で、ネットワークを利用して情報の共有や活用が可能になり、仮想
の組織統合が実現した。そうなると、むしろ専門性をもった外部組織に業務を委託したほうが、
業務が精緻化されるだけでなく、業務にかかわる経費が削減されたり、変動費化されるので、
効率がよい。これが、外部組織の経済性11)である。
デル・コンピュータの場合、ロジスティクスをフェデックスにアウトソーシングできたこと
が、ビジネス・モデルの完成度を高めているのである。オペレーションの視点から見たデル・
モデルの特徴は JIT12) との類似点は、大量生産システムが前提とした「作り溜め」を否定し、
量産品にもかかわらずビルド・トゥ・オーダーを実現した点にある。
流通階層の短縮化と既存の販売チャネルを否定することからデル・コンピュータは出発した。
一時期小売店での販売を実施したこともあったが、自社のビジネス・モデルとは全く適合しな
いことに気づき撤退した。
在庫圧縮・リスク外部化理論は、注文に基づく原材料・仕掛品および出荷待ちの製品だけが
在庫になる。プロセス間にバッファーとしての在庫を置くことを前提に設計されているマス・
プロダクション・モデルではそもそも無理な相談であろう。また、在庫がなくなればその分価
格変動や陳腐化のリスクを外部に出すことが可能となる。
外部資源の有効活用顧客全員に商品を届けるディストリビューション・システムを事前に作
ることは非現実的である以上、物流業者との提携は不可欠である。デルの場合、さらに一歩踏
み込んで、ロジスティスに関するオペレーションすべてをフェテックスに委託している。サー
ド・パーティ・ロジスティクス（3PL）の活用である。3PL の活用により、デルは自社がより
注力すべき分野である組立とカスタマー・マネジメントのオペレーションに特化することがで
きた。デル・モデルの本質は、高速経営やローコスト・オペレーションだけではない。ユーザ
ー・ダイレクトな仕組みは、顧客中心のビジネス・モデルへ成長したのである。
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5．SCM による変革
5−1

中小企業は下請けからパートナーへ

日本ではこれまで大手企業と中小企業はいわゆる「系列」と呼ばれる関係にあり、大手メー
カーを頂点とした 1 次下請け、2 次下請けといったピラミッド構造にあった。系列は、高度経
済成長期の大量生産・大量消費に対応するためには適しており、親企業は下請企業に対して、
仕事の発注だけでなく、資金的、技術的支援をし、お互いにその恩恵を享受してきた。
時代が変わり、今日のような不確実な時代 13) では、親企業は下請企業の面倒をみるだけの余
裕がなくなり、下請企業に対して親企業に頼らず自立するように求め出した。親企業は、グロ
ーバル競争を勝ち抜くために、部品を自社の系列の下請企業から購入するだけではなく、広く
世界中のサプライヤーの中から、品質、コスト、納期の点で一番適した会社から購入するグロ
ーバル・ソーシングに変わってきている。従来の系列の崩壊と下請企業の選別が始まっている。
従来の閉鎖的な系列が崩壊した後は、SCM によるパートナーシップを基調とした開放的な取
引関係の構築が進む。そこでは、メーカーとサプライヤーの関係は、親企業・下請企業といっ
た垂直的な関係にかわり、メーカーとパートナーといった水平的な関係が求められている。

5−2

中小企業がパートナーとなるために

SCM は開放的な取引であるからこそ、企業の力の優劣が明らかになり、力のある中小企業は、
大手企業とパートナーとして結びつきが強くなると考えられる。SCM において、パートナーと
して認められるかどうかに、中小企業の存続がかかっている。
かつての中小企業は、いわゆる「腕がいい」と表現された製造技術があれば、仕事があった。
そして次には「いいものを安く作れる」生産技術が競争力の源泉であった。しかし、今後は、
SCM でパートナーとなるために、製造技術と生産技術に加えて管理技術が要求される。中小企
業は情報技術を十分に活用し、SCM に対応でさる力をつける必要がある。そして、中小企業は
部品加工サービス提供者として、メーカーとウィン・ウィンな関係を構築していかなければな
らない。

5−3

メーカーはサプライチェーンの一員としての責任がある

SCM によって、サプライチェーンの一員であるメーカーは、モノの生産者から、モノと情報
を提供するサービス業者へと意識を変えていく必要がある。
従来は、注文を取ってきて卸売業者に納品した段階で売上があがっていった。しかし、SCM
は企業間の協力の下に成り立っており、メーカーがものをいくら作っても、市場でそれが売れ
なければ、利益をもたらさない。つまり、メーカーといえども、本当のお客は卸売業者ではな
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く、市場の顧客であることを再認識し行動しないといけない。
「本当のお客は市場にいる」とい
うことを忘れずに、経営戦略の立案から日々の業務まで行なえば、サプライチェーンにおいて、
メーカーとしての責任を果たせる。

5−4

情報技術に支えられた生産システムの革新

情報技術の進歩にともない、市場が不確定になってきている。が、幸いなことに、情報技術
の進歩は同時に新しい生産システムを実現可能にしてくれた。市場の様子は日々変わっている
ので、何も行動を起こさないとどんどん置いていかれるような不安がメーカーを襲いる。が、
「リードタイムを短縮し、余分な在庫を減らす」という目的のために、自社の生産システムの
変革を進めていけば、何ら恐れることはない。在庫を削減すれば、在庫リスクと資金の固定化
を防ぐことができる。リードタイムを短縮すれば、柔軟で迅速な顧客対応ができる。こうして、
経営体質を強化できる。

5−5

メーカーは得意分野に特化する

SCM の理想的な姿は、顧客の満足を得るために、サプライチェーンの各構成企業がパートナ
ーとしてお互いを信頼し、情報を開放にし、全体を最適化するように行動する。開放な関係で
は、お互いの強みと弱点が明らかになってくるが、SCM において、弱点を持つことは不利には
ならない。企業は、研究開発、設計、年産や部品供給などのうち、自社の得意な分野に特化し、
コア・コンピタンスを伸ばしていて、弱点部分はアウトソーシングすればいい。研究開発と営
業に特化し工場を持たないフアプレス企業や、製造に特化した製造アウトソーシング請負企業
が現れている。コア・コンピタンス企業（中核業務のみに特化した企業）の結合体であるサプ
ライチェーンは、限界が見えてきたフルセット型企業（あらゆる社内業務を自社内のみで行な
う企業）に対する一つの解答である。

まとめと考察
今日の経営戦略におけるキーワードである「選択と集中」は、企業の情報化投資戦略の中に
もあてはまる課題である。競争はもはや企業対企業のレベルではなく、サプライチェーン対サ
プライチェーンという構図において行われている。情報技術の進展とインフラの整備を背景に、
部門間や企業間そして顧客までを連鎖状のシステムとして構築し、経営競争力を向上させよう
とする。21 世紀の世界市場における長期的競争優位のカギは柔軟性と顧客対応力である。非持
続的な環境変化の中で、情報技術という新しいツールを利用して、アウトソーシングや SCM
を合理化・効率化し、新たなバリューチェーンを再構築することによって、新たな競争優位を
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生み出すことこそ、21 世紀の経営環境に適応する競争戦略である。
重要なのは、競合他社の動向である。トータルで見て、競合他社より良い経営パフォーマン
スであり、競合他社との相対的関係でみて、より多くの収益が出る SCM であればよい。また、
SCM のパフォーマンスが競合他社と比べて遜色ない場合、SCM 以外での問題、たとえばマー
ケティング上の問題を検討する必要がある。
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