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サプライチェーン・マネジメントの概念

知念肇

１はじめに

流通の研究は、いわゆる商流と物流に分かれて議論されてきた。商流の研

究はマーケティング・マネジメントの範囲でなされてきた。マーケティング・

マネジメントでは近年、リレーションシップ・マーケティングが強調される

ようになってきた。物流においてもロジスティクスが主流である。そして激

しい競争はマーケット・シェアを争うものから顧客満足の確保を競うものと

なっている。

サプライヤー←→メーカー←→流通業者←→消費者の関係を見てみよう。

メーカー÷→流通業者←→消費者の研究は一般消費者を強く意識したもので

あり（ＢｔｏＣ)、サプライヤーとの関係は一定のものと仮定されていた。そ

の研究はマーケティング・マネジメントの理論となった。サプライヤー←→

メーカーの取引はプロとプロとの取引（ＢｔｏＢ）と見なされ、その研究はイ

ンダストリアル・マーケティング・マネジメントとしてなされている。そこ

では一般消費者の購買行動が一定のものと見なされている。

近年の顧客満足重視のマーケティング戦略は、マーケティング・マネジメ

ントとインダストリアル・マーケティングを連結させることになった。メー

カー及び流通業者が顧客との関係を見直すと、彼らは同時にサプライヤーと

の関係を見直さざるをえなくなってきたのである。サプライチェーン・マネ

ジメントの概念自体は、1980年代の中頃からロジスティクスの文献にでてき

ている。企業間にまたがるロジスティクス・システムの構築は、企業間の関

係が確立されなければ実現されない。サプライチェーン・マネジメントは、

マーケティング研究者と物流研究者が共に議論できるテーマとなっている。

一方、曰本の商慣行は世界のビジネスに関係という概念の重要性を認識さ
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せたと筆者は考えている。企業単独で複雑化した市場ニーズへのフレキシブ

ルな対応は困難であった。顧客満足を考えたとき、取引先との関係を見直さ

なくてはならない。例えば、小売店に客が入り、今夜６時までにどうしても

ワインカラーのネクタイがほしいと言ったとしよう。小売店は問屋に電話で

発注する。その際、これまで全く取引のない問屋では、そのような急な発注

に対応するのは困難とみなされよう。一方、長い取引関係があり、問屋が自

社をその小売店と利益共同体であると認識している場合、最大限の努力が期

待できよう。ワインカラーのネクタイが午後６時までに届けば、販売は確実

になされ、顧客は満足し、小売店へのロイアリティは高まる。この場合、そ

の小売店に対するロイアリティの源は、小売店と問屋との関係にあったと見

て良いだろう。

欧米のロジスティクスにおいては、JITシステムの導入が大きな課題であっ

た。その際、システムそのものよりも、システムを維持するための企業間の

関係構築が困難であった。それは完全競争が最大効率を生み出すとのこれま

での常識を修正することが必要だったからだ。企業間関係を見直すことによ

り当初最も期待されたのがコスト削減であった。これはJITシステムの導入

が大幅な在庫削減につながるからである。しかし、最終顧客まで考慮に入れ

た場合、企業間関係の見直しは価値を生み出すと評価できる。先にあげたネ

クタイの例は価値を生み出したと考えられる。サプライチェーン・マネジメ

ント（以下ＳＣＭ）の発想は、企業間関係を含めたビジネス・プロセスの見

直しにより価値を創造しようというものである。本稿は産業界で注目される

ＳＣＭ概念についてのレビューである。

２ＳＣＭとロジスティクスの違い

クーパー等（MarthaOCooper,DouglasMLambertandJanusD

Pagh)はロジスティクスとＳＣＭの違いについて考察している。彼らは以下

の２つの定義を採用することにより両者を区別している。
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①CouncilofLogisticsManagement（CLM）によるロジスティックスの

定義(1)

「原材料、過程内の在庫、完成品、そして関連した情報の効率的でコスト効

果のある流通と保管を計画し、実行し、統制する過程である。それらは始点

から消費点まで流れており、顧客の要求に合致するという目的を持つもので

ある。」

②ThelnternationalCenterforCompetitiveExcellence（1994）による

サプライチェーン・マネジメントの定義(2)

「サプライチェーン・マネジメントとは顧客への価値を付加する製品、サー

ビス、そして情報を提供するエンド・ユーザーから最初のサプライヤーまで

のビジネス・プロセスの統合である。」

彼らはＳＣＭのフレームワークについては、次のように述べている。(3)

「SCMのフレームワークは３つの大きなそして大変密接に関係した要素か

らなる。：ビジネス・プロセス、マネジメント構成要素、そしてサプライチェー

ンの構造である。ビジネス・プロセスとは顧客に対する価値の特別なアウト・

プットを作り出す活動である。マネジメント構成要素とはそれによりビジネ

ス・プロセスが構成され管理される要素である。サプライチェーン構造とは

サプライチェーン内における諸企業の形状である。」（図１）

ジンペロとブランド（LarryCGiunpero＆RichardRBrand）は、

ＳＣＭをロジスティクスの発展したものと捉えている。その上で、パートナー

シップ関係的、ロジスティクスそしてＳＣＭを表１のように比較している。

まず彼らはＳＣＭに対して３つのアプローチが存在するとした｡(4)
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図１サプライチェーン・マネジメントのフレームワークにおける要素

出所：MarthaCCooper，DouglasMLambertandJanusD・Pagh,'，Supply
ChainManagementMoreThanaNewNameforLogistics,',Thelnternational

JournalofLogisticsManagement,ＶＯＬ８，No.1,(1997)，ｐ､6．

(1)財の流れアプローチ

ＳＣＭはサプライヤーから最終顧客までの財の総合的流れを示してい

る。：それはチャネル内における生産と供給の各要素を結びつけている。

(2)財と情報の流れの管理

システム全体での最高の成果を達成できるように管理ざれ分析された

総合的思想。物的流れだけではなく、情報の流れも含む。

(3)統合的付加価値アプローチ

調達プロセス全体を含み、それは企業による最終顧客までの付加価値

やマーケティング活動、そしてこれらの活動が顧客に対して最高の価値

を与えることを確実にするものである。関係的取引に集中している。

-276-



サプライチェーン・マネジメントの概念（知念肇）

表１サプライチェーン・マネジメントへの発展

第１段階第２段階第３段階
パートナーシップサプライチェーン

関係的ロジスティックスマネジメント

出所：LarryOGiunperoandRichardR・Ｂｒand，

SupplyChainManagement,”Thelnternational

Management，ＶＯＬ７，Ｎｏ．１，１９９６，ｐ､3．

"Purchasing'sRolein

JournalofLogistics
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強調点

原材料供給者や流通

業者との良い関係を

作る 。

最初の点から消費される

点までの情報や財の流れ

を履行し、制御する。

スピードと柔軟性を保つためにビ

ジネスプロセスの再設計に焦点を

あてる。

含まれる

関係者

サプライヤーと購買

者、顧客サービスと

流通業者、そして卸

売業者と小売業者と

いったような二つも

しくは三つの関係者６

原材料供給者から消費の

地点での流通業者までの

サプライチェーンにおけ

る全ての関係者。

原材料供給者から最終顧客までの

関係者の連鎖全体。

利益

･提携した関係者に

対するコスト削減

.よりよい品質

．より高い在庫回転

･コスト削減

．より早いサイクルタイ

ム

。より高い回転率

｡よりよい品質

．より信頼性の高い配送

･大きなシステム範囲のコスト削

減

．より効率的な再設計のプロセス

･サプライチェーンを通した組織

規模の改善

関係

購入者と販売者

マーケティング担当

者と流通業者

顧客が製品やサービスを

得るまでに含まれる関係

者。調達から完成財や流

通までのロジスティック

ス機能に焦点を当てる。

原材料調達から最終的消費までに

財に係わるか財を動かす全関係者、

そしてこれらの動きに影響する過

程。

最も重要

な点

よりよい関係がコス

卜削減を導く

関係と能率化された情報

の流れが価格をおさえ、

品質そして在庫を改善す

るロジスティックスを作

り上げる。

各製品やサービスを生産するのに

あてられる時間の短縮をもたらし、

その際に顧客がその製品やサービ

スを素早く得ることが出来る効率

的なビジネス・プロセスである。

製品へのタッチがもっとも少なく

顧客に最速に届く。スピードとう

レキシピリティがシステム規模の

改善を導く。それはより低いコス

卜であり、絶えず知識を作り出し、

将来の改善を働きかける学習する

組織を構築する。
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表２：伝統的チェーンとサプライ・チェーン・マネジメントアプローチ比較

出所：MarthaC・Cooper，LisaME11ram，ＪｏｈｎＴ．
Ｍ・Hanks”MeshingMultipleA11iances，'，Journal

VoL18，Ｎｏ．１，１９９７，ｐ69.

Gardner，andA1bert

ofBusinessLogistice，

彼らはさらに主要企業の購買担当者への調査から、ＳＣＭにおける具体的

な利点として次の５つをあげている｡(`）

１）リードタイムの削減。

２）操業におけるより大きな生産性。

３）在庫削減。
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要素 伝統的 サプライ・チェーン

在庫管理アプローチ 独立的効果 チャネル内在庫の共同削減

総合的コスト・アプローチ 企業コストの最小化 全チャネル的コスト効果

時間範囲 短期 長期

情報共有と傍受の量 現在の取引ニーズに限定 プランニングと傍受過程で

要求されるだけ

共同計画策定 取引ベース 継続的

企業哲学の適合性 関係ない 少なくとも重要な関係につ

いては適合

供給者の幅
競争を増し、リスクを拡散

するために大きい

調整を増すために小さい

チャネル・リーダーシップ 必要なし 調整力として必要

リスクと利益の割り当て額 その都度 リスクと利益は長期的に割

り当てられる

作業、情報そして在庫の流

れの早さ

流れを妨げることで遮られ

た倉庫指向（保管、安全在

庫）

に限定

チャネル内の一組

流通センター指向（在庫連

度）相互連結的流れ；ＪＩＴ

チャネル横断的クイック

レスポンス

●

９

情報システム 独立的
両立的、コミュニケーショ

ンのキー
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４）サプライヤーからの配送における信頼性の向上。

５）より低い生産コスト。

しかし、彼らはＳＣＭがロジスティクスを越えたものとして、次のよう

に述べている。(6)

「重要なビジネス・プロセスは１）開発、２）マーケティング、３）調達、

４）生産、そして５）財とサービスの配送である。このより広い見地はＳ

ＣＭがロジスティクスを越えたものであることを意味する。その最も広範

な文脈においてＳＣＭは全般的な顧客満足を高めるのに使用される戦略的

管理手段であり、それは企業の競争性と収益性を向上させようとするもの

である。」

これまでの企業関係を伝統的チェーンとしてＳＣＭと比較したのが、クー

パー、エルラム等（MarthaOCooper，ＬｉｓａＭ・E11ram，ＪｏｈｎＴ、

Gardner,ａｎｄＡ１ｂｅｒｔＭ・Hanks）である。（表２）

３ＳＣＭへのアプローチ分類

ベッテルとジャラム（ChristianBechtelandJayanthJayaram）は今

日の市場における長期的競争優位の鍵は柔軟性と顧客対応であると考えてい

る。そしてサプライチェーンとロジスティクスについて下記のように述べてい

る。(7)

「サプライチェーンの概念はロジスティクスの文献から出てきた。そしてロ

ジスティクスはその概念に大きな影響をもたらし続けていた。まずはじめに、

製品の移動を促進しサプライヤーと購買者の間の供給と需要を調整すること

が強調された。小売り、食料品店、あるいは他の在庫の多い産業は大きな競

争的優位'|生が入荷や出荷のチャネルを通した物資の管理から生じることに注

目し始めた。その小売り産業への導入以来、サプライチェーンの概念はコン

ピュータ、コピー、そしてチェンソーといった他の産業に広まった。」

彼らはサプライチェーンについてのアプローチを学派ごとに分類し、紹介
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表３サプライチェーン学派の考え方

出所:ChristianBechtelandJayanthJayaram,“SupplyChainManagement：
AStrategicPerspective,，，ThelnternationalJournalofLogisticsManagement，
ＶＯＬ８，Ｎｏ．１，１９９７，ｐ､17.
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著者 定義

ＪｏｎｅｓａｎｄＲｉｌ

(1985）

eｙ

Houlihan（1988）

LangIeyandHolcomb
(l”l）

Cavinato（1991）

ＮｏｖａｃｋａｎｄＳｉｍｃｏ

(1991）

Stevens（1990）

LeeandBiIlington

(1992）

チェーン認識学派

サプライチェーン・マネジメントとはサプライヤーからエンド・ユーザーまでの物

資の総合的な流れを取り扱うものである。（pl9）
サプライチェーン・マネジメントとはサプライヤーから製造業者そして流通業者を

経てエンド・ユーザーまでの財の流れをカバーするものである。（p､14）
サプライチェーン・マネジメントとはエンド・ユーザーに対して最高の競争的価値
を与える最終製品／サービスを生産するためのチャネル・メンバー間の相互行為に

焦点をあてたものである。（p､14）
最終顧客までの企業の結びつき全体での調達、付加価値、そしてマーケティング活
動全体。（p､32）
サプライチェーン・マネジメントとはサプライヤーから製造業者、流通業者を経て

エンド・ユーザーまでの財の流れをカバーする。（p32）
サプライヤーから付加価値（生産）過程と流通チャネルを経て顧客までの財の流れ
を統制すること。

原材料を調連し、それらを中間財や最終財に変え、完成財を顧客まで流通させる製
造と流通の渦のネットワーク。（p65）

ScottandWestbrook

(1992）

Turner（1993）

リンケージ・ロジスティクス学派

サプライチェーンとは原材料から最終顧客までの生産と供給過程の各要素を結びっ

けるチェーンについて言及するのに利用される。（p23）
原材料供給者から最終顧客までの製造、在庫、流通の様々なレベルを経由するチ
ンの全ての結びつきを注視する技術である。（52）

エー

Johannson（1994）

Ｔｏｗ、，NaimandWikner

(1992）

ManrodtandHamngton

(1995）

情報学派

ＳＣＭは実際には調達のためのオペレーションズ．アプローチである。サプライチェー
ンの全参加者が適切な情報が行き渡ることを必要とする。ＳＣＭにより、サプライ

チェーンの様々なメンバー間の結びつきと情報の流れが全体的な成果にとって重要
である。

サプライチェーンとは－つのシステムである。その構成する部分は、材料の前方へ

の供給と情報のフィードバックにより共に結びついた材料のサプライヤー、生産設
傭、流通サービス、顧客を含む。

サプライヤーのサプライヤーから始まり、顧客もしくは顧客／エンド・ユーザーで

終わる全ての関係者を網羅した製品と情報の流れ。…流れは双方向である。

CooperandEⅡram

（1990）

ElIramandCooper

（1993）

Hewitt（1992）

統合学派

サプライヤーから最終のユーザーまでの流通チャネルのトータルでのフローを管理
するための統合的思想。（ｐｌ）
サプライチェーン・マネジメントとは一つのアプローチであり、その際にサプライ

ヤーから最終顧客までのネットワーク全体が全システムにとって最高の成果を達成
しうるように分析され管理される。

サプライチェーン統合とは、再設計されたビジネス・プロセスの自然の結果に過ぎ
ず、現存する機能的組織の再整理ではない。

Cavinato（1992）

Famer（1995）

未来

サプライチェーン・コンセプトは積極的に管理された調達と流通のチャネルである。

それは最初の原材料から最終顧客までの製品の流れにそって価値を付加する企業の
集団である。それは取引的要素よりも合理的な要素に集中している。
サプライチェーン・マネジメントという用語を使わずに、我々は切れ目のない需要
パイプラインのアイディアを利用すべきである。
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している。

機能的チェーン知覚学派(7)

「機能的チェーン学派の考え方は、機能的分野でのチェーンの存在を理解

することである。定義のほとんどがサプライチェーンがチャネル・メンバー

もしくはサプライヤーからエンド・ユーザーまでの物資の流れをカバーして

いることで一致している。重要なのは、始点から最終点までの全てのチェー

ン・メンバーを含んでいると言うことである。また物流が強調されている。

機能的知覚学派が事例として示す代表的な産業が、レストラン・フードサー

ピス産業である。例えば、マクドナルドやペプシといった企業は、物資の信

頼できる流通を与えるロジスティクス・システムのみならず信頼できる世界

的サプライヤーから大きな利益が得られることをはっきりと認識し始めた｡」

リンケージ・ロジスティクス学派(8)

「彼らは、競争的優位性のためには、機能的分野間のリンケージがどのよ

うに開発されるべきかについて研究している。特にロジスティクスと運輸の

分野に焦点をあてている。リンケージに関しては、在庫の削減のために機能

的分野間の物資の流れをスムースにすることが強調されている。リンケージ・

ロジスティクス学派が事例として示す代表的な産業が家具産業である。」

情報学派(,）

「情報学派は、サプライチェーン・メンバー間の情報の流れを強調する。

購買者からサプライヤーへの一方向の情報だけでなく、双方向的な情報を重

視している。情報は－人のチェーン・メンバーから次のメンバーへ流れるの

ではなく、全てのチェーン・メンバーが彼らの顧客やエンド・ユーザーが彼

らの成果をどのように感じているのかを知るためにフィード・バックされね

ばならない。情報学派を象徴する産業は銀行である。」
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統合・プロセス学派('０）

「サプライチェーン分野を－つのシステムに統合することに焦点を当てい

るのが統合プロセス学派である。彼らはサプライチェーンを最高の全体的シ

ステムとなろうとする一連の過程として定義した。その過程とは価値を付加

するものである。統合学派はサプライチェーンにおける機能分野の形状を考

慮しない顧客満足を強調している。この過程における意志決定者はサプライ

チェーンの代替的な形状を自由に探求する。これらの代替的システムは同時

にいくつかの行為を遂行することにより余分な部分を取り除くことになる。

自動車産業が統合・プロセス学派を最もよく示している。」

未来(u）

「ＳＣＭの概念はパートナーシップ、戦略的アライアンス、そして他のサ

プライチェーン・メンバーとの協調関係といった概念と密接に結びついてい

る。よってＳＣＭに含まれている純粋な取引的要素と反対の関係的要素がよ

り強調されている。しかし関係的要素を強調することが唯一重要なＳＣＭの

要求ではない。ここに分類されている研究者はＳＣＭという用語の不適当性

を示している。彼らは顧客の果たす役割に注目する。サプライチェーンとい

う言葉は供給が行動の連鎖を始め、そして運営することを示唆している。し

かし、どのチェーンもサービスあるいは製品を要求する顧客から始まるべき

である。よりよい言葉は『切れ目のない需要パイプライン』であろう。そこ

ではサプライチェーンを運営するのはエンド・ユーザーでありサプライ機能

ではない。」
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図２ＳＣＭ各学派の考え方

チェーン認識学派：それを通して物が流れる供給者からエンド・ユーザーま

でのチェーンが存在する。

Ｚ
リンケージ・ロジスティクス学派：機能分野間の結合が強調される。そこで

はロジスティクスと輸送に焦点が当てられている。

スティ スティ

と輸送と輸送

情報学派：チェーンメンバー間の双方向となりうる情報の流れがii調される。

＆
胃報のiｉ

統合学派：機能ではなくシステム思考の過程が強調される。

原材料管理）製造（流通／サービス

未来：需要が方向付けた取引と同じく関係も強調する継ぎ目のないパイプラ

イン。

デザイン

原材料管理
リサイクル

取付

二三〈{,!=▽～￣製造保管一ﾉﾆﾆ,Ｌ
出所:ChristianBechtelandJayanthJayaram,，,SupplyChainManagement：

AStrategicPerspective,''ThelnternationalJournalofLogisticsManagement，

ＶＯＬ８，Ｎｏ．１，１９９７，pl9．

保管
製造
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４ＳＣＭの新しい理解と関係

クーパー等はＳＣＭに関する文献においては、下記のような共通点が存在す

るとしている。(②

「．それは組織内や組織間の統合や調整を増大させるいくつかの段階を通し

て進化する。そしてその最も広い意味と履行の中でチェーン全体を最初

の調達（サプライヤーのサプライヤー等）から最終顧客（カスタマーの

カスタマー等）にわたるものとする。

．それは潜在的に多くの独立した組織を含む。よって組織内や組織間の関

係の管理が本質的に重要である。

。それは製品（物とサービス）双方向の流れと情報、関連する管理的そし

て操業的行為を含む。

。それは適切な資源の使用により高い顧客価値を提供するという目標を達

成し、競争的チェーン優位性を作り上げることを求めている。」

クーパー等は、さらにＳＣＭについては下記のような理由で新しい理解が

必要と強調している。('3）

「この出現しつつある新しい理解の中心においては２つの重要な変化がある。

第１に、今曰広く知られ、遂行されているビジネス・ワーク活動のプロセス・

オリエンテーションが企業内や企業間の機能的構造を強調していない。第２

にＳＣＭをただのロジスティクス以上の物であるとする知覚上の大きな変化。

それは全てのビジネス・プロセスの管理でありうる。企業は、それがサプラ

イ・チェーンを越えるロジスティクス過程というだけでなく、原則的に全て

のビジネスプロセスであることを理解している。よって、ビジネス・プロセ

スは組織の境界の内外を貫くサプライ・チェーン・ビジネス・プロセスとな

り始め、またそのように管理されている。」

米国企業においては表４のようにサプライヤーの数を減らす企業が増えて

いる。欧米の企業は特定のサプライヤーへの依存度が高まるのを恐れ、サプ

ライヤーの数を減らすことは好まなかった。しかしゼロックスがサプライヤー
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の数を減らし良質のサービスと低コストを獲得したように、多くの企業が数

を絞ったサプライヤーとの信頼度の高い長期的取引関係を好むようになって

きた。

表４サプライヤー数の削減

出所:JagdishNShethandArunSharma,''SupplierRelationships,''1ndustrial
MarketingManagement，VoL26（1997)，ｐ､95．
上図は下記の新聞記事からの引用である。

Emshwiller,ＪｏｈｎＲ.，SuppliersStrugletolmproveQualityasBigFirms
SlashthierVendorRoles，WallStreetJournal，August16,Ｂ1.(1991)．

そのようなサプライヤーとの取引関係は従来の蝶ネクタイ型ではなくダイ

ヤモンド型をめざしている。このような信頼関係を必要とする取引の実現の

ために取引を行うサプライヤーの数を限定しているのである。ビジネス・プ

ロセスが企業の境界を越えて連動するための関係なのである。
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企業
サプライヤーの数

現在（1991） 以前
変化パーセンテージ

ゼロックス 500 5,000 90.00

モトロー
￣

フ 3,000 10,000 70.00

デジタル。

エクイップメン卜
3,000 9,000 66.66

ゼネラル ●

モータース
5,500 10,000 45.00

フォード．

モータース
1,000 1,800 44.44

テキサス ●

インストルメント
14,000 22,000 36.36

ラインパード 380 520 26.92

アライド・シグナル．
エアロスペース

6,000 7,500 20.00
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図３蝶ネクタイ型とダイヤモンド型の見地

蝶ネクタイ

生産

マーケティング

ロジスティクス

財務

生産

マーケティング

ロジスティクス

財務

完販

ダイアモンド

生産、
マーケティング

ロジスティクス

財務／

／生産
マーケティング

ロジスティクス

、財務

購買完販

出所：MarthaC､Cooper，ＬｉｓａＭ，E11ram，JohnmGardner，ａｎｄＡ１ｂｅｒｔ

Ｍ・Hanks,，'MeshingMultipleA11iances,'，JournalofBusinessLogistics，
ＶＯＬ18,Ｎｏ．１，１９９７，Ｐ､77.

５まとめに代えて

以上の議論からも、日本企業が系列内において行ってきた効率的操業をＳ

ＣＭによって欧米企業も行えるようになってきたという見方もできよう。し

かしＳＣＭを曰本型取引の模倣と捉えることは大きな間違いのようである。

ベッテルとジャラムも次のように述べている。(M）

「曰本の系列関係について多くのことが書かれてきた。系列関係は曰本では

普及しているが、米国では独占禁止法のために違法である。しかし、米国の

企業はなお、強くて、うまく作られた（結びつけられた）曰本で見られるよ

うな系列における供給者関係の開発に努力している。ＳＣＭは系列に特有の

大量の株の交換なしに密接で、よく結びついた顧客供給者関係を作り上げる

ためのフレームワークを与えた。ビジネス・エコシステム、ビジネス・ネッ

トワーク、そして系列は、示されたような理由で評価できる考え方であるが、

-286-



サプライチェーン・マネジメントの概念（知念肇）

これらの概念はＳＣＭで与えられた深さ、実際性、そして現実性を与えるこ

とは出来なかった。」

実際に機能している例はQRやECRのレベルと変わらないものがほとんど

である。しかし、概念的にはすでにバーチャル・オーガニゼーション等のコ

ンセプトが欧米企業の間では行き渡っている。今後の企業競争力を考えた場

合、これらの概念がどのような形にせよ実現されると、我が国企業にとって

大きな驚異になることは間違いない。我々の競争は新しいレベルに達したよ

うである。

理論研究で言えば、我が国のＳＣＭについての研究は遅れていたわけでは

ない。製販同盟といった言葉が聞かれるように、企業が同盟関係のもとで最

大のトータル・パフォマンスを実現しようという試みはむしろ我が国企業の

得意とするところであった。しかし今曰の環境は我が国企業へより一層の改

革を要求するものである。今曰我々が迎えている新たな環境は大変激しい競

争の時代であろう。例えばカーンは、産業がより競争的になりつつある理由

として、規制緩和、情報への容易な接近、国際化、産業間の境界の暖昧さ、

コスト削減への強烈なプレッシャーをあげている。('6)このような新しい環境

への適応のためにも、ビジネス・プロセスの再吟味が必要である。これはま

た下請けや親会社といった我が国固有の企業間関係にも改革を要求するもの

となっている。またＳＣＭプランナー等サードパーティ（第三者）といわれ

る新たな経済活動の担い手の登場が望まれる。これらの論議は今後の課題と

させていただきたい。

(注）

（１）MarthaOCooper,DouglasM・LambertandJanusD・Pagh'，Supply

ChainManagement：MoreThanaNewNameforLogistics''，The

lnternationalJournalofLogisticsManagement，ＶＯＬ８，Ｎｏ．１，１９９７．

（２）同上２ページ。
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（３）同上５ページ。

（４）LarryOGiunperoandRichardR、Ｂｒand’'Purchasing'sRolein

SupplyChainManagement,'，ThelnternationalJournalofLogistics

Management，ＶＯＬ７，Ｎｏ．１，１９９６，ｐ30.

（５）同上３４ページ。

（６）同上３０ページ。

（７）ChristianBechtelandJayanthJayaram,''SupplyChainManagement：

AStrategicPerspective,'’ThelnternationalJournalofLogistics

Management，ＶＯＬ８，Ｎｏ．１，１９９７，pl6．

（８）同上１７ページ。

（９）同上１８ページ。

(10）同上１８ページ。

(11）同上１８ページ。

(12）同（１）４ページ。

(13）同上５ページ。

(14）同上（７）１ページ。

(15）BarbaraEKahn，“DynamicRelationshipswithCustomers：High‐

VarietyStrategies,”JournalofAcademyofMarketingScience，Vol、

２６，Ｎｏ．１，ｐ45.
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