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まえがき

米国で生まれたサプライチェーンマネジメント（SCM）

の概念の導入により，バブル崩壊後，日本の物流分野にお

いても従来の現場改善だけの取組みではなく，全体最適を

目指したロジスティクス戦略へと発展してきており，ロジ

スティクス戦略が経営戦略の重要な課題として認識される

ようになった。

その一例として，製造，卸，小売りの企業間を超えた協

業型プロセスが行われるようになり，ロジスティクス分野

においては共同配送などの取組みが新聞紙上に紹介される

ことが以前に比べて多くなっている。

そこで本稿では，現在の物流の置かれている状況を紹介

し，最新の技術動向と，富士電機が提供するロジスティク

ス戦略上重要な物流センターシステム（WMS：Ware-

house Management System）とを，その特徴および導入

方法を中心に説明を行う。

最近の物流動向

２.１ 米国に見るベストプラクティス

日本における物流の変遷は，次のとおりである。

後処理物流の時代

1985 年以前は，ようやく物流という概念が生まれ始め

た時期である。倉庫内のものの管理は倉庫台帳による管理

が主流であり，「物流発生源」である生産，仕入れ，販売

の活動結果の後処理として物流が考えられていた。

物流システムの時代

1985 年以降は，無意味な在庫をなくすため，在庫拠点

の配置と拠点への移動の仕組みが導入され，ジャストイン

タイム（JIT）の概念が進み，JIT 物流が重要視され，情

報化が進み，倉庫内のものの管理もオフィスコンピュータ

を用いたロケーション管理が行われ，ロジスティクスとい

う概念が生まれた時代である。

ロジスティクスの時代

1995 年以降，生産・販売・物流のプロセスは統合して

行われ，一気通貫の供給システムとして，市場に商品を過

不足なく供給するためのマネジメント手法が導入されるよ

うになった。これに並行して通信コストの低下やパソコン

の低価格化が「物流」から「ロジスティクス」への移行を

加速し，SCMという管理手法が完成することになった。

一方，米国では，デルモデルで注目されている DELL

Computer 社が 2001 年度第 4四半期の決算報告の中で，

部品の平均在庫日数が約 4日間という報告を行っている。

IT（Information Technology）バブル企業などがある中

でも，この数値は驚愕（きょうがく）に値する。この驚く

べき在庫日数は，生産拠点の周辺に部品のサプライヤーに

在庫を持たせるというロジスティクス戦略が組み込まれて

いるからだと考える。また，現場の正確な在庫状況，出荷

計画などをすばやく経営判断の場で展開できるシステムが

できていることも，在庫日数短縮に大きく貢献していると

推測する。

以上のことから，日本においても今後ますます，経営戦

略の側面からロジスティクスを追求していくことが重要と

なる。特に物流現場のデータを，いかに正確に，かつ迅速

に把握して計画系に反映していくかがその企業の経営効率

を左右するといっても過言ではないと考える。

２.２ 今後向かうべきロジスティクス

物流からロジスティクスへの転換，またより高度なロジ

スティクスへの移行のためには，物流現場で求められるオ

ペレーション効率の向上要求と，経営サイドから求められ

るサプライチェーンとデマンドチェーンとを最適化するロ

ジスティクスの実現要求という，二律背反的な要求を短期

間で満足させる解決策を発見することが必要である。

そのための一つの方法としては，物流プロセスの情報化

による物流システムの高度化が必要となる。現場のオペ

レーション情報を活用することで得られる生産性向上と歩

留り改善だけでなく，現場で収集されるさまざまな情報を

経営判断に活用するためのシステム基盤を構築することで，

すばやく現場側と経営側の両方の要求を満たすことが可能

となる。
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富士電機の提案する「ロジスティクス」における基本的

考えは，「経営と物流現場とをリアルタイムで結び付ける

物流システムの実現」であり，ロジスティクスに関する具

体的な評価指標を設定することでその実現したシステムを

評価する。ここで，図１に示す評価指標は，ロジスティク

スにかかわるさまざまな特性をコストに換算して指標化し

ている。コストに換算することで，ロジスティクスシステ

ムのトレードオフの関係が定量化され，全体最適化が可能

となる。

図１に示すロジスティクスマネジメントを実現するため

の一つのソリューションとして，WMSがあり，以下に

WMSの概要，特徴，メリット，導入例を説明する。

物流センターシステム（WMS）

３.１ システムの概要

WMSは一般的な倉庫管理システムが持つ倉庫管理機能

を持つだけでなく，商流（つまり「物流＋金流＝ SCM」）

を扱う情報システムと製品を扱う物流システムとの間でリ

アルタイムに情報交換を行う機能を保有して，無線端末

（ハンディターミナル）や DPS（Digital Picking System）

などで迅速に作業実績データを伝送できるシステムである。

富士電機が提供する WMSのソリューション「Logis-

tics _MEISTER」の全体像とその機能構成について図２と

図３を使って説明する。

さまざまな顧客企業の業種・業態・物流特性に合わせる

ため，図２に示す物流の一般的業務に対し，今まで培って

きた富士電機のノウハウを盛り込んだ各種の業務モジュー

ルを基本パッケージとして準備しており，それらの中から

顧客企業にフィットするモジュールを選択することで，最

適な物流センターシステム構築を提案できるようにしてい

る。このような倉庫単体を管理するシステムに加え，顧客

企業の全社の在庫拠点を統合管理するための上位系モ

ジュールも提供できるようにしている点が Logistics _

MEISTERの一つの特徴でもある。

このように，倉庫内の管理を行う機能とともに，作業実

績，入出庫実績，在庫状況などの物流基本情報を迅速に基

幹系システムへ伝送できるWMSを導入することで， 章

で述べた現場における作業効率向上と歩留り改善を実現し，

物流システムのさまざまな情報を企業の経営判断にすばや

く生かしていくことが可能となる。

３.２ システム導入の手順

３.１節でまとめたように，物流システムの高度化のため

に欠かすことのできないソリューションである「Logis-

tics _MEISTER」であるが，その導入，特にパッケージ

選定・導入にあたっては留意すべき点が幾つかある。ここ

ではそれらのポイントについて説明する。
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図１　ロジスティクスマネジメントの概念
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３.２.１ パッケージの選定

パッケージやモジュールの選定にあたっては，総合的な

業務分析や取扱商品の特性との親和性などを考慮して選定

を行う。特に現状業務に対する親和性，言い換えるとカス

タマイズに対する考え方を十分に事前に検討熟慮すべきで

ある。３.１節で紹介した Logistics _MEISTERでは，あら

かじめモジュール化して，組合せを作りやすいタイプの

パッケージなので，導入前にカスタマイズ範囲やカスタマ

イズの作業規模の想定が容易である。また，ソフトウェア

構築だけでなく，運用までどのような作業を行うかという

導入コンサルティングも提供している。さらに Logis-

tics _MEISTERは，ロジスティクス・ビジョンフレー

ムを用いて，現状分析（FIT/GAP）を短期間で実施する

サービスメニューも用意している。詳細は後述する。

３.２.２ カスタマイズ量

標準的なパッケージを導入してシステムを構築する目的

の一つは，導入コストの低減である。しかし，現状の業務

プロセスにフィットしていない内容についてパッケージの

カスタマイズを行うことで，カスタマイズの作業量が多く

なり，結果として導入コストがシステム全体を作り込む費

用より多くかかってしまうケースもある。したがって，

パッケージの導入コンサルティングを通じて，現状の姿だ

けでなく，常にあるべき業務の姿を視野に入れ，パッケー

ジに合わせるべきところは合わせ，カスタマイズ量を可能

な限り減らし，導入コストを削減することを十分検討すべ

きである。また，そのような観点で適切なモジュールを選

定していく必要がある。

３.２.３ その他のシステムとの親和性

「物流センターシステムを導入し，リアルタイムで在庫

情報が得られるようになったが，それをホストマシンへ反

映するのは夜間のバッチ処理」といった状態では，システ

ムの導入効果は半減する。システム導入の目的の一つが，

企業全体として現場の情報をできるだけ早く，しかも正確

に共有することにあるだけでなく，その情報をいかに活用

して効果を出すかを考慮したシステムの実現であるから，

システム導入に合わせた既存システムとの連携も重要とな

る。したがって，単にシステム導入コストのみで検討を行

うのではなく，既存のシステムの改造作業量までを含めて

適切なパッケージ群を選定する。

３.２.４ ソースマーキング（物流ラベル付け)

システムの性能を発揮するためには，取り扱う商品に関

して物流タグや RF-ID（Radio Frequency IDentification）

などでソースマーキングを行い，物流システムにおける商

品固体の管理に積極的に活用している。

取扱商品のどこかに最初から ITFコードや JANコード

などのバーコードを張り付けて利用すればいいが，現状の

物流現場ではそうしない場合が多く，現場にて発行する帳

票類にバーコードを一緒に印刷するなどの対策が必要とな

る。つまり，例えば入荷検品の場合を考えると，入荷時点

でのソースマーク添付率により検品作業の効率が変わって

くることとなる。したがって，物流センター内部だけでな

く，その他の場面ででもソースマーク添付率を高めてもら

う必要がある。この際，取引作業条件の見直しも必要とな

る。また，その添付精度の改善も必要である。

ソースマークに関しては，従来から ITFコードや JAN

コードのバーコードが一般的であるが，富士電機では無線

インテリジェントタグ〔RF-ID：シャープ（株）/JRFS（株）

製〕を利用して，流通業界向けにローコストオペレーショ

ンを実現する業務プロセスのテンプレートを提供している。

システムの代表的な機能は次の３点である。

™店舗ノー検品機能

™バックヤード在庫管理機能

™発注支援機能

図４に画面イメージを示す。また，このシステムの定性

的効果は次のとおりである。

入荷検品業務のリードタイム短縮

バックヤード在庫管理精度の向上・在庫の可視化

発注業務の効率向上

RF-IDを適用した自動受入れシステムの例を図５に示す。

まとめると，「システムの導入理由を明確にし，導入に

（3）

（2）

（1）
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図３　Logistics_MEISTERの機能構成
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際しては業務内容を含めた周囲の環境条件の整備」が必要

である。システムが必要のない状況でシステムのメリット

のみに着目し，投資を行うことは効果を生みにくい。また，

システムを有効に活用するための環境を十分に整えない状

態での導入では，十分な投資効果が得られない。

次に，システムを導入すべきかを診断するための一つの

方法である物流コンサルティングに関して説明する。

３.３ 物流コンサルティング

ここでは簡単にコンサルティングの概要を説明する。作

業内容を図６に示す。図の流れは物流に限らず一般的なコ

ンサルティングの流れと同一であるが，ここで物流コンサ

ルティングにあたっての重要なポイントに絞ってまとめて

いる。

まず，特に重要なのは現状把握フェーズである。このフ

エーズの調査とヒアリング結果を用いて，現状の姿を取り

まとめ，最終的に物流センター管理システムの持つべき機

能とシステムを導入すべきか否かの判断を行う材料とする。

また，調査結果からシステムを導入することを決めて構築

段階となる場合に，導入コンサルティングにより不必要な

作業を削減するとともに，計画を策定するフェーズとなる。

このフェーズでは，コンサルタントの能力を有効活用し，

望むレベルのアウトプットが得られるまで妥協しないで進

める。

さらに，不必要な投資を避けて，生産性の高い作業の実

現を行うためにも，現状調査の結果得られた課題の対策を

検討し，不必要な機能，「あればいいな」というレベルの

機能に情報システムとして重み付けを行い，排除すること

が重要である。

以上のポイントを押さえられるコンサルタントあるいは
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図４　システムの機能および画面例
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SIベンダーとして精緻（せいち）な作業を行うことで，よ

りよい物流システム，さらに全体最適を可能とするシステ

ムを実現することが可能となる。

あとがき

ビジネス環境は猛スピードで変化し続けている。例えば

一時もてはやされたドットコムバブルも，数多くの企業の

破綻（はたん）により終焉（しゅうえん）した。それにも

かかわらず，ITという「技術」によって現在も急激に企

業のビジネスモデルが変化しているといえる。

その潮流の中にあっても，普遍的な業務の一つである物

流，つまり物をいかにして正確に，安いコストで運ぶか，

といった業務の変革への取組みが今後も重要であり，最優

先で取り組むべき課題の一つである。DELL Computer 社

の例に見るまでもなく，経営のコンピテンスに物流（ロジ

スティクス）を置く企業が優位性を維持しており，経営改

革が進んでいる企業と考えられる。

このような厳しい経済環境下で，すばやい変化，改革を

求めて努力している顧客企業に対し，富士電機は今後もベ

ストプラクティスを実現するためのロジスティクスにおけ

るソリューションを創造していく所存である。
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




