
サプライチェーン
の統合



目を閉じて、アフリカのサバンナが夕日に照らさ
れ、地平線に向かって熱気を帯びていく華やかな風
景を撮影したドキュメンタリー番組を思い浮かべて
ください。そこでは必ず、巨大なサイとその背中に
乗る繊細なオウギガイとの並々ならぬ友情がナレー
ションで語られる。この関係は、相互主義の典型的
な例として取り上げられることが多い。相互主義と
は、「生態学百科事典」によると、異なる種の個体
間の相互作用で、双方の繁殖や生存に利益をもたら
すものと定義されている。

サイと鳥の場合、2つの種がお互いに恩恵を受けて
いるだけでなく、彼らの生存が相互に依存してい
る。鳥はダニや虫から絶え間ない食料の供給を受
け、サイは掃除の恩恵を受け、さらに重要なことに
は侵入者への警告システムがある。サイはほとんど
目が見えず、天敵もいないため、羽毛のある友人が
いなければ、本当の危険が近づいていることに気づ
けないのです。 オーストラリアのビクトリア大学
で環境科学の講師を務めるRoan Plotz氏は、次のよ
うに述べています。

「タグの付いていないサイは、背中にオックスペッ
カーを付けているために、私たちを避けているので
す。」1

彼のチームがサイにタグ付けをしているとき、オッ
クスペッカーを同乗させていないサイは、彼のチー
ムに25％しか気づかず、75フィート離れたところ
にいたこともありました。しかし、鳥を連れたサイ
は、100％の確率で彼のチームに気付き、しかも
200フィート（約3.5m）離れたところにいまし
た。

自然界の外に目を向けると、相互作用が働いている
システムや環境は他にもあります。自然の要素を都
市の構造に取り入れる「相互主義的持続可能性」の
ような物理的な概念や、他の企業の技術プラット
フォームの上に構築され、どちらも相手なしでは成
長できないようなスタートアップ企業もあります。
また、サプライチェーンにおいても、入荷と出荷の
波に合わせて自然に調和した流通と輸送の間で、サ
イとオオカミのダンスにも似た相互の共生が常に存
在していました。

私たちがそれを壊すまでは。

しかし、その前に少し時間をさかのぼる必要があり
ます。

相互に利益
をもたらす
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最初から
やり直す

紀元前2世紀には、ローマには300以上の倉庫が
あり、40万トンの穀物、蒸留酒、オリーブオイ
ル、そして1億リットル以上のワインが保管され
ていました。これらの施設の中には、225,000平
方フィート以上の広さを持つものもあり、ユ
ニット間に防火壁を設けたり、盗難を防ぐため
に高さのある細長い窓を設けるなど、かなり洗
練されたものでした。2

空気循環を冷やして内部に保管されている商品を
保護するために、床を地面から少し持ち上げたも
のもありました。毎年1700隻近くの船がローマを
出入りし、その中には長さ180フィート、1,000ト
ンの貨物を運ぶ商品が世界中に向けられていまし
た。そして、そのどれにも、シルクロードを越え
て中国から遠く離れたローマとの間で陸路を行き
来した数万トンは含まれていません。

この時代には、世界中から品物を受け取り、お返
しをするための最も効率的で流動的な方法を、古
代世界の偉大な頭脳が考えていたため、配達と履
行の自然な秩序が生まれました。
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入荷と出荷
そして、そのプロセスは、その後の1～2千年の
間、あまり変わらなかったのです。モーター駆
動の輸送機が登場すると、距離はさらに伸び、
ルートはより多くなり、倉庫での自動化への最
初の試みも現れた。しかし、流通と輸送のプロ
セスは、ほぼ変わらず優雅で流動的なダンスの
ようであった。

しかし、20世紀末になると、世界的な成長によ
りバランスが崩れ、コンピュータによるサプラ
イチェーンの時代が始まり、流通と輸送の間に
人工的な境界線ができてしまったのです。
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意図せぬ結果

最初の倉庫管理コンピュータシステム
は、1970年代に大量の在庫を処理するために
使用されたAS/RS（Automated Storage and 
Automated Retieval System）でした。 
1970年代に大量の在庫を管理するために使用
されました。システムは遅く、レポートもま
ばらだったが、少なくとも量は管理でき
た。1990年代に入ると、余分な在庫を抱える
ことのコストが高くなり、AS/RSシステムは新
しいコンピュータ技術とリレーショナルデー
タベースを使った「ジャストインタイム」在
庫戦略に取って代わられた。1990年代と
1990年代から2000年代初頭にかけては、現
在のような真の倉庫管理システムが初めて登
場した時期である。

しかし、この時期には、入荷と出荷を流通や
輸送などのサブカテゴリーに人為的に分離す
ることも始まりました。倉庫管理システムと
輸送管理システムは、貨物の出発地と目的地
の間でのみ機能する特殊なソリューションと
なりました。出荷を全体的に考えるのではな
く、あるツールは倉庫内の効率と生産性に焦
点を当て、別のツールは入出荷作業に焦点を
当てていました。

その後数十年の間に、これらのシステムはよ
り強力に、より複雑に、そしてよりサイロ化
した処理を行うようになりました。流通と輸
送が分離されただけでなく、1つの流通セン
ター内での卸売、小売、消費者への直接販売
といったワークフローまでもが分離されて
いったのです。労務管理や自動化実行システ
ムは、在庫や需要を把握する倉庫管理システ
ムの外で管理されていることが多かった。そ
の結果、統合、修正、アップグレードに異な
るアプローチを必要とする、異なるアーキテ
クチャとバージョンサイクルを持つ、異なる
ベンダーのソリューションのポートフォリオ
ができあがりました。

アーキテクチャ、インターフェイス、統合、
回避策の多様性は、生産性の可能性に人為的
な制限を与え、不必要なコストやオーバー
ヘッドによって収益性を阻害します。流通と
輸送が再び結びつくためには、技術的な混乱
を是正する必要があります。
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フューチャーシス
テムを第一に
アクセンチュア社は、「イノベーションを繰り返し
拡大し、組織に必要な戦略的俊敏性を与えることが
できる企業システム」を開発する際の、デザイン思
考の最新の進歩を表現するために、「フューチャー
システム」という言葉を作りました。
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今後のソリューションは、今日の世界の接続性を
考慮した「境界のない」ものでなければなりませ
ん。従来のWMSやTMSのようなアプリケーショ
ン戦略は、独立した存在と見なされていました
が、これからは分裂せず、より協調的でなければ
なりません。しかし、輸送や流通などの機能的な
能力を統合する前に、ソリューション技術の設計
やアーキテクチャ自体を再構築する必要がありま
す。大規模なリレーショナルデータベースや巨大
なアプリケーションコードベースでは、今日必要
とされる俊敏性やスケーラビリティ、さらにはイ
ノベーションへの迅速なアクセスを提供すること
はできません。

その代わりに、将来のシステムは、マイ
クロサービスで構築されたクラウド・ネ
イティブなSaaS（Software-as-a-
Service）アプリケーションとして提供さ
れます。マイクロサービスとは、機能的
なソリューション間で共有可能な複合的
な機能単位のことです。これにより、1
つの注文や出荷のエンティティに、物流
部門と輸送部門の両方がアクセスできる
ようになります。重複や統合の必要はあ
りません。また、このアーキテクチャア
プローチは、より高いパフォーマンスが
必要な場合には、無制限のj自動・スケー
ラビリティを提供します。
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また、未来のソリューションは「適応性」が求め
られます。つまり、迅速に革新を行い、個々の組
織のユニークなニーズに合わせてソリューション
をパーソナライズするための拡張性オプションを
提供しなければなりません。マイクロサービスは
自己完結型であるため、個別に機能拡張や交換が
可能であり、迅速な革新が将来のシステムの基礎
となります。また、拡張性が高いため、企業が独
自のロジックを追加する場合でも、将来のソ
リューションの拡張や更新によって、その拡張機
能が壊れることはありません。また、このアーキ
テクチャアプローチのクラウドネイティブな性質
は、すべてのユーザーが常に最新バージョンのソ
リューションを利用できることを保証しま
す。FacebookやNetflixをアップグレードする必要
があったのはいつですか？新機能が自動的に全
ユーザーに配布されるので、一度もありません。
未来のシステムでは、エンタープライズ・ソフト
ウェアのユーザーも、同じように新しい機能の利
便性と利便性を体験することができます。
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そして最後に、アクセンチュア社によれば、
未来のシステムは「根本的に人間的」でなけ
ればならないという。人間のようなシステム
は、人間と同じように話したり、聞いたり、
学んだりすることができます。このようなシ
ステムは、人間と機械の相互作用や関係性の
ギャップを埋めるのに役立ちます。動機決定
理論のような行動科学の分野では、生産性と
効率性を高めるためにソフトウェアに直接組
み込まれたゲーミフィケーションやその他の
動機付け技術を用いて、システムや職場環境
との関わり方を再構築しています。もちろ
ん、サプライチェーンにおけるデータサイエ
ンスは新しいものではありません。何十年も
の間、高度な数学的解決アルゴリズムが、ト
ラックのルーティングや箱の梱包を可能な限
り効率的に行うという複雑な作業に取り組ん
できました。しかし、新しいタイプのインテ
リジェンスが登場し、機械学習や高度なロ
ボット工学などの人工知能技術が流通・輸
送・商取引の最前線に登場しています。

マイクロサービス・ソリューション・アーキ
テクチャーのユニークな利点は、新しい機能
が登場したときに新しいコンポーネントを追
加できることです。今日、サプライチェーン
を統一的に管理するためには、流通、労働、
自動化、輸送のすべてが別々ではなく連携し
て機能する必要があります。しかし、このよ
うな機能は、数学、科学、オペレーション、
および実行に対して大きく異なるアプローチ
を必要とするため、従来のポートフォリオが
別々のアプリケーションの集まりであったの
はそのためです。

今では、アレクサのインタラクティブ性のため
のコンポーネントや、継続的な最適化のための
新しい機械学習、あるいは新しいタイプのロ
ボットが必要になっても、アーキテクチャが成
長と拡張のために設計されているため、サプラ
イチェーンに簡単に統合することができます。

マンハッタン・アソシエイツでは、サプライ
チェーン実行の「未来システム」が、レガシー
ソフトウェアによって作られた生産性や効率性
に対する人工的な障壁を取り除き、統合サプラ
イチェーンが可能になると考えています。
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統合サプライチェーン
流通、労働、自動化、輸送が一つのソリュー
ションにまとまれば、統合、回帰テスト、重
複、コントロールタワー、データレイクなど
の複雑な作業が大幅に軽減され、さらには解
消されます。情報技術のリソースとコストは
大幅に削減され、エンタープライズソリュー
ションのセキュリティ、回復力、安定性も向
上します。

しかし、IT面でのメリットもさることなが
ら、統合サプライチェーンを特別なものにし
ているのは、列車やトラック、倉庫のフロア
で可能になることです。流通と計画の最適化
が最終的に連携すると、WMS対TMSではな
く、入荷と出荷を考えるようになります。

入荷プロセスでは、リアルタイムの貨物の可
視性を利用して、入荷のアポイントメントカ
レンダーを変更したり、時間、シフト、日ご
との労働力要件を入荷の到着に合わせること
ができるようになりました。これにより、
ゲートでのトレーラーのチェックインをより
迅速かつ効率的に行うことができます。統一
されたアプリケーションコンポーネントが共
有されていることで、WMSが駆動する
「キュービング」ボリュームを、統合や遅延
なしに、より正確な輸送計画に活用すること
ができます。また、荷降ろしのためのドック
の割り当ては、到着したトレーラーに積まれ
た既知のアイテムの予測搬出位置に基づいて
動的に割り当てることができ、時間と移動距
離の短縮につながります。

出荷プロセスでは、ライフサイクル後半の注文変
更の「ポイント・オブ・ノーリターン」をトレー
ラーのドアが閉まる時に設定できるようになりま
した。これにより、お客様は、DCで注文が処理
されている間に、モバイルデバイスから注文を修
正することができます。小売店の組織は、トレー
ラーが閉まるまでの間、店舗内での日中の売上変
動に対応して、リアルタイムに補充オーダーを更
新できるようになりました。トレーラーが出発さ
れるまでの間、補充オーダーをリアルタイムに更
新することができます。WMSの労働力に優先順
位をつけて、ピッキング、梱包、積み込みを行う
残りのコンテナに集中させることで、出荷のト
レーラーの回転を早めることができます。
また、SKU/コンテナに至るまでの貨物内部の完
全な可視性を、最終配送までのサプライチェーン
全体を通して提供することができます。

10

1 popsci.com/story/animals/rhino-oxpecker/
2 uwlabyrinth.uwaterloo.ca/labyrinth_archives/roman_warehousing/
3 accenture.com/us-en/insights/future-systems/future-ready-enterprise-systems



© 2021 Manhattan Associates, Inc. 

サプライチェーン
の「未来」
従来のサプライチェーン・ソリューション・アーキテクチャーの
ポートフォリオ・アプローチでは、流通、労働、自動化、輸送を分
離することで、効率化のための人工的な障壁を作り出していまし
た。そこで私たちは、サプライチェーンの計画と実行を1つの優れた
アプリケーションに統合するために、Manhattan Active Supply 
Chainを開発しました。

マンハッタン・アソシエイツは、商取引やサプライチェーンの環境
で成功するために必要な機能をまとめた、応用可能なインテリジェ
ンスを備えた統合ソリューションを提供する最前線で、革新を続け
ています。Manhattan Active® オムニやManhattan Active® Supply 
Chainなどのソリューションです。未来のシステム、統一されたサプ
ライチェーン、そしてマンハッタン・アソシエイツがどのようにし
て流通と輸送の共生を回復させることができるのかについて、今す
ぐお問い合わせください。

詳細はこちら manh.com/ja-jp/active/supply-chain

manh.co.jp

https://www.manh.com/active/supply-chain
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