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概要
企業革新や業績の向上を図る為にサプライチェーン上では、ビジネスインテリジェンス(BI:Business

Intelligence)を活用してのデータ分析が必要不可欠となっている。競合他社やマーケットの変化に迅速

で柔軟に対応する為にも的確な経営戦略の立案と遂行が重視される。多面性を持った経営手法であるバ

ランス・スコアカード（BSC:Balanced Score Card）を適用して、SCM（Supply Chain Management）

とBIを融合させたSCMインテリジェンスを導入することで効率化を図り、顧客価値を生み出す新たな業

務プロセスの構築を進めることができる。

1. はじめに（1）

ERP（Enterprise Resource Planning）とは企業全体の

業務プロセスを簡素化、統合化することにより、管理レベルの

向上と経営資源の有効活用を図り、利益の最大化を図ることを

目指したものである。一方、SCMとは企業内というよりも企

業内外との資材調達から物流・製造そして販売までサプライ

チェーンの全体を最適化することを目指したものである。本来

であれば、ERP/SCMを導入することにより、業務の効率化、

最適化が実現されていることが見込まれるが、これらの導入効

果はこれまでの財務評価指標では見えない部分が多く、水面下

に隠れていた。

しかし、ERP/SCMとBSCを連携させることにより、これ

まで見えなかった隠れた導入効果を分析することが可能とな

る。BSCでは事業戦略を設定するために、財務/顧客/業務プ

ロセス/学習と成長の４つの視点から評価・検討を行い、これ

ら４つの視点の達成すべき戦略的目標値、評価指標（KPI：

Key Performance Indicator）を設定する。財務以外の視点

を持ち、効果を数値で測定できることからERP/SCMの導入

効果測定に有効と考えられている。逆に言えば、BSCを導入
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し、事業戦略を設定するためには、ERP/SCMとBIを連携さ

せてリアルタイムに業務プロセスの運用結果を分析、KPIをモ

ニタリングすることが要件の一つといえる。

「経営指標」といえば、貸借対照表・損益計算書などの財務

指標が思い浮かべられる。 BSCとは、これらの財務指標だけ

を経営指標として使用して業務評価を行う手法ではなく、「バ

ランス」のとれた複数の経営指標を使って業績評価を行う手法

である。

事業戦略を設定するためには、財務の視点だけではなく、そ

の他の視点からも分析することが必要である。

多角的な指標から業績を評価することがBSCの手法だが、

この条件として「事後指標と先行指標」および「指標と戦略の

整合性」が必要となる。先行指標とは戦略を進めるための判断

2.  BSCを適用した
ERP/SCM－BI連携（2）（3）

2.1 経営分析におけるBSCの導入

2.2 多角的業績評価の条件
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となる指標であり、事後指標とは活動全体の結果を評価する指

標である。

また、戦略を進めていく上で様々なセグメント別の多角的な

指標が必ずしも全てが必要というわけではない。例えば新市場

を開拓する部署に既存の製品別売上高はあまり役立たない。戦

略管理者がどのような戦略を進めており、そのためにどのよう

な指標を必要としているのかということを考慮して経営指標を

設定する必要がある。

戦略管理者が戦略を設定するためには、業務プロセス単位の

統合されていない事後指標（財務指標）だけではなく、統合/

整合性がとれた情報、リアルタイムに更新される情報とそれを

多角的に分析できるツールが必要となる。業務プロセス、デー

タを統合することを目指したものがERP/SCMであり、統合

された情報を戦略管理者が多角的に分析するものがB Iである

(図１参照)。

この章では、SCMからのデータ活用事例（KPIモニタリン

グとSCM分析の構築事例）及びBSC導入における経営分析へ

の活用について説明する。

図１ ERP/SCM－BIとBSCの連携イメージ図

2.3 ERP/SCM－BIとBSCの連携

3.  SCM－BI連携における
経営に資するデータ活用（4）

3.1 SCM－BI連携の概要

SCMの業務アプリケーションが導入されることにより、調

達から生産、販売に至るまでのビジネス・プロセスが統合され、

情報が共有されることになる。これにより、ビジネス・プロセ

スが全体的に最適化され、基幹業務の効率化が実現される。し

かし、複数の情報が点在しており、最適に情報加工できず、結

果として迅速に情報を分析できないという問題が発生する。

さらなる業務向上や業務改善を実施していく為には、基幹系

で蓄積された情報を統合的な情報系の環境に集積し、経営に有

効に活用することが不可欠となっている。

経営の意思決定支援の為にBIを有効に活用するには、戦略

目標を立案し、その戦略に基づき業務に適応したKPIを定義す

る。このKPIを元に定型的に分析した結果を可視化して管理す

ることで、日々の業績をモニタリングすることができ、有効に

活用することが可能となる。あらかじめ閾値を設定して業績を

モニタリングすることにより、早期かつ的確に業務的なアラー

トを検知することができる。さらに、ナレッジマネジメントと

連携することで迅速な対応を促し、対応実績やノウハウ、業務

知識をナレッジベースに蓄積し、情報共有することが可能とな

る。

サプライチェーンを成功させる為には、各部門での管理指標

を定義して達成するのではなく、サプライチェーンを統合化し

た管理指標を定義し、達成する必要がある。米国のサプライ

チェーンカウンシルが定めるサプライチェーンの効果指標は

“SCORメトリクス・テンプレート”として、顧客視点、業

績・社内視点からの指標として定義されており、コスト指標、

資産効率指標、信頼性指標、俊敏性指標に分類することができる。

（1）コスト指標

売上に対するサプライチェーン関連の業務コストで活動

原価の割合で測定する。調達⇒製造⇒物流⇒販売といった　

プロセス別に管理コストを定義して活動原価で計る。

製造原価（原材料費、人件費、購買・製造・調達物流コ

ストなど）や販売管理費（工場・営業・物流関連コスト、

人件費、研究開発費など）を削減することにより、経常利

益率の向上につながる指標となる。

（2）資産効率指標

サプライチェーンにかかわる資産の活用度合を示し、

キャッシュフローの向上に直結し、その向上により企業価値

3.2  SCMの導入を成功に導く為の
KPIの定義
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SCMの導入を成功に導く為には、経営層による戦略方針に

沿った目的や評価指標を定義しB I にて導入効果や業務上での

効果を測定するのが重要な要素となる。SCMプロセスの流れ

に沿って業務目標と業績管理指標の関連性を定義し、具体的に

管理指標を明示して解説すると共に経営への効果について述べ

る（図３参照）。

①計画精度の向上

需要予測精度の向上による正確な計画、在庫把握精度の

向上、適切な需給調整ルールの設定と運用支持などが必要

で生産・販売の需給ギャップをバランスさせ、収益向上を

図る需給計画・調整機能のコントロールが計画精度の向上に

の向上につながる。

（3）信頼性指標

顧客からの要求度合を示し、顧客満足度の向上につな

がるような指標が信頼性指標である。

（4）俊敏性指標

サプライチェーンの運用速度を表し、組織の柔軟性や変

化に対応する適応度合を示す。この指標が高いほど組織の　

俊敏度合が高いと判断できる。

経営戦略を実行し、経営判断に有効な情報を活用する為には、

KPIモデルや分析モデルを実際の業務に照らし合わせ、個々の

企業ニーズと問題点の解決に即したKPIの定義と分析機能を構

築することが重要な要素となってくる。

KPIや分析手法を実際の業務に適合し導入する為には、経営

層により管理方針を明確に打ち出し、経営的な戦略目標を定義

するトップダウン型のアプローチが必要となる。その管理方針

と戦略目標を実際に実現する為には業務の管理層により実業務

に即して分析する機能をボトムアップ型のアプローチで精査

し、形成する必要がある。

製造メーカにおけるSCMシステムでのBI評価・分析システ

ムの導入を事例にあげて、効果的なシステム構築のポイントに

ついて述べる。

SCMとBIの連携の業務的な概念はPlan-Do-Seeでのマネジ

メントサイクルでの業務運用を捉え、SCMは基幹系業務とし

てPlan & Do（計画＆実行管理）の役割を担い、BIは情報系

の分析業務としてSee（評価＆分析）の役割を担う（図２参照）。

業務プロセスの役割分担を明確にしそれぞれの業務を遂行し

ていく中で、複数部門にまたがって業務の流れを追跡し、プロ

セスの改善率を測定することが可能となってくる。販売部門の

顧客情報と製造部門の製品情報とを組み合わせて分析する等、

全社的なデータを様々な角度で分析することで、全体としての

効果が測定される。
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3.3  企業ニーズに即した評価・分析
システムの導入

3.3.1  SCM－BI連携の業務的概念

図２ ERP/SCM-BI連携のPlan-Do-Seeサイクル

3.3.2  SCM導入における目的と
評価指標及び導入効果の定義

図３ SCMにおけるプロセスと業績目標・業績管理指標の関連性
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向けての重要な要素となる。

②コスト削減

在庫削減は重要な経営課題の１つである。SCMでの経営

革新活動の成果の多くは在庫削減によってもたらされてい

る。在庫を多く抱えることは、それだけ多額の資金を眠らせ

ることになり、経営効率を下げる結果となる。キャッシュフ

ローの減少は経営体質を悪化させ、企業価値の下落を招くこ

とにもつながる。また、つくりすぎによる在庫は、陳腐化によ

るリスクを招くと同時にさまざまな効率低下の原因となる。

在庫にはさまざまな変動を吸収するバッファとしての機能

があり、これを無視して手持ち在庫をいきなり急激にゼロに

近づけようとすると現場が混乱し、かえってトータルの在庫

量を増やす結果にもなる。

在庫の適正水準をきめ細かく設定し、管理することが在庫

削減の近道となる。そして、欠品を起こさない必要最小限の

在庫を持つためには、在庫の適正量を正しく求める技術が必

要とされる。

③時間短縮

顧客からの受注から顧客への納品までにかかる時間をサプ

ライチェーンリードタイムとして、運用速度をモニターし、

この時間を短縮することにより組織の変化への対応力が増し

てくる。

トータルリードタイムは各プロセス毎のリードタイムに分

解し、前後のプロセスを見ながら、削減の施策構築の為、問

題点を掘り下げていく。プロセス間の計画、共有度合の強化、

計画変更に伴う連携を密接にしてリードタイムを短縮させる

ことが必要である。

【サプライチェーン全体管理指標】

¡トータルリードタイム（受注、資材発注、製品製造、

配送の全リードタイムの合計）

¡レスポンスタイム（予測の変更に基づいて生産計画を

変更するまでのリードタイム）

【プロセス別指標】

¡資材供給リードタイム（資材発注から資材納品までの

リードタイム）

¡製品製造リードタイム（資材納品から製造完了までの

リードタイム）

¡配送リードタイム（製造完了から配送までのリードタ

イム）

¡納期回答リードタイム（受注後、納期回答するまでの

リードタイム）

④生産性・品質の向上

生産工程において収集されたデータを分析し、品質に大き

く影響を与える工程および生産条件を特定し検証することに

より、原材料の効率的な利用、製品品質や歩留まりの向上、

生産管理コストの削減などが可能となる。分析データを活用

することは、無駄な作業の見直しや改善など、効率的な製

品製造と製品品質の向上につながる。

【生産・品質における分析手法例】

¡製品・品質に関する手法

製品DR/QC７つ道具/設計品質分析/加工性・組立

性評価等

¡工程・物流・レイアウトに関する分析手法

工程分析/FROM-TOチャート/物流コスト分析/流動

数分析等

¡設備に関する分析手法

安全性分析/スループット分析/干渉分析/マシン

チャート分析等

¡作業・事務に関する分析手法

情報の流れ分析/作業分析/作業習熟分析/ＭＭチャー

ト等

¡人間性・小集団活動に関する分析手法

業務棚卸分析/小集団目標分析/ヒューマンエラー分析等

¡思考・創造性に関する分析手法

チェックリスト法/ブレーンストーミング/ワークデザ

イン/ＮＭ法等

⑤顧客サービスの向上

顧客満足度の向上につながる目標は、下記の目標と管理指

標の定義が挙げられる。

¡オーダ充足率の向上（欠品率の低減）

欠品率が高いということは、受注が発生してもその分販

売できないことになり、メーカとしては機会ロスとなる。

（オーダ充足率＝顧客の要求納期通り出荷されたオー

ダ数/出荷予定オーダ数）

¡納期回答精度の向上

納期回答を正確に行う為には、生産計画時の単品管理、

個別オーダベースの商品の引当ルール、生産計画と供

給計画の連動、柔軟な生産計画の実現といった課題

が解決され、各部門間で連携を取って運用すること

が必要になる。
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（1）戦略策定上の視点を定義

BSCでは４つの視点（財務/顧客/業務プロセス/学習と

成長）として定義するが、追加・選択は可能である。企業　

の経営ビジョンや方向性・戦略の相互関係を明示し、導入

の目的を明確にしながら定義することが必要となる。

（2）各視点での戦略目標及び重要成功要因（CSF）を抽出

戦略目標と重要成功要因（CSF : Critical Success

Factor）との因果関係を明らかにし、戦略マップを形成　

することが重要となる。策定された組織戦略を実現する為　

にも具体的なシナリオを戦略マップとバランス・スコアカー

ドを用いて作成することが有効である。目標管理、方針管

理、中期経営計画などの各種の経営システムや施策の整合

性を図る必要がある。

（3）CSFの達成状況を示すKPIを選定

先行指標の選定がキーとなり、定性的な要因もポイント

を算定し定量的に評価することが必要になる。実績からの

フィードバックによりKPIの選択可否の検証が必要にな

る。業績評価の革新は慎重に行い、まずは上位レベルから

適用し、実践することが望ましいといえる。

（4）KPIを達成するためのアクションプランの策定と運用

導入の初期段階では、「形を作ることを急ぎ過ぎる」、

「細かくし過ぎる」、「全て決らないと動き出せない」など

の傾向がある。BSCには“小さくはじめて大きく育てる”

という考え方がある。 PDS(Plan-Do-See)によるマネジ

メントサイクルで運用し、効果測定を行い結果の分析と評　

価を行うことによって、ビジョンや戦略の立案にフィード

業務改革の実施による一番の効果は、業務が目にみえる形に

なり、可視化されることである。生産部門は中期的な需要予測

に基づき先々までの負荷状況が見えるようになることで、ボト

ルネック工程を瞬時に判断し、それに対応した能力計画を前もっ

て立案できるようになる。販売部門は、工場の負荷状況に基づ

く納期がリアルタイムで検索できるため、顧客との交渉が円滑

になり、必然的に生販の業務が一体となった顧客への製品供給

体制が構築されることになる。

前章でSCM－BIを連携した統合システムの導入について紹

介したが、導入の目的や狙いを定義する上でBSCメソドロジ

を適用している。企業の現状をより多面的にかつ正確に分析で

き、現状把握に活用できるだけでなく、「成長の目標」を設定

する為に必要要因を分析し、対応を決めるのに有効でもある。

BSCはSCMの導入により企業がどのように変化したかの効

果を測定する最適なメソドロジで、SCMで最も重要な要素で

ある目標設定と課題抽出、要因分析を支援する。目的から目標、

そして目標要件へと問題をブレークダウンしていき、どこを改

善すればよいのか、何を補強すればよいのかを把握できる。

財務の視点では、経常利益を向上することが目標となる。そ

の経常利益を高める為には売上高の増大が方策である。たとえ

ば顧客のロイヤリティを高めてリピート客が増加すれば売上が

増大し経常利益が増加することになる。リピート客を増やす為

には、顧客満足度の向上を図り、信頼性を向上させることが必

要となる。

顧客満足度を向上させるためには、たとえば受注した商品を

迅速に納品することが必要となる。そのためには、品質を向上さ

せ、かつリードタイムを短縮することが方策として挙げられる。

品質の向上やリードタイムを改善するには、社員の教育とス

キルアップが必要となる。

４つの視点の関係をBSCのツールである戦略マップ（戦略

を記述する為の論理的で包括的なフレームワーク）として表１

に示す。
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表１ SCMにおける戦略目標とKPIの戦略マッピング

4. BSC導入における企業経営
分析への活用（5）

4.1 BSCメソドロジを適用したSCMの構築

4.2 SCMにおけるBSCの視点の
因果関係と戦略マッピング

4.3 BSCの導入の手順と留意点



バックする。フィードバックすることが、繰り返し継続し

ていくマネジメントサイクルでの段階的なアプローチの中

でより実務に即した最適なBSCを構築するために重要で

ある。

製造業の企業活動において、環境問題への取り組みは、企業

経営の最重要課題の一つである。BSCの第５の柱として環境の

視点を組み込むことで、現状の４つの視点に対してより強固な

因果関係の構築が可能となり、さらなる業績向上を図るもので

ある。

環境マネジメントに関する戦略方針を立案し、サプライチェー

ンに環境配慮のプログラムを組み込んで、数値目標を掲げての

取り組みが必須となっている。B Iでは環境影響評価について

のSeeプロセスの役割を担い、環境分析をすることでより多

面性のある経営の可視化を実現することができる。

【環境マネジメントにおける戦略目標とKPI定義の事例】

（1）省エネルギーの推進：電気使用量の削減、重油使用量の

削減、CO2排出の削減

（2）グリーン製品の調達：グリーン調達率の向上

（3）環境への配慮：産業廃棄物量の削減、環境配慮の物流業務

の推進、包装材料のリサイクル率の向上

（4）緑化の推進：生産拠点での緑化、汚染物質濃度の低減

（5）環境会計：製品別環境コスト

サプライチェーンのBPR(Business Process Reengineering)

には限りが無く、同じ価値観を共有している取引先や顧客との

効率化も必要である。また、BtoBを通じて同じ方向性を持っ

た同業他社との相互の協力も必要となってくる。

顧客満足度をさらに向上していく為には、製品の供給や開

発をより顧客ニーズにあわせることが必要となる。その為には

より顧客マーケティングを意識した生産、販売計画の調整をす

ることで効率性を向上させることができる。

多様化する市場の顧客ニーズに対応するためには財務指標の

みに頼らずにBSCの視点からリアルタイムに経営状況を分析、

企業戦略を策定することが求められる。これを実現するために、

ERP/SCM－BIの統合システムが今後更に必要とされてくる。

菊田　雅広
Masahiro Kikuta

・ビジネスソリューション事業本部
ITプロダクトソリューション部

・ビジネスインテリジェンスソリューションサービス
の保守/営業支援に従事、保守インフラグループ・リーダ

関川　哲也
Tetsuya Sekikawa

・ビジネスソリューション事業本部
ITプロダクトソリューション部

・ビジネスインテリジェンスソリューションサービス
の開発に従事、企画グループ・リーダ

5. おわりに

39

B Iの果たす役割は、今後さらに多様化し、経営の意思決定

支援という側面だけでなく、スタッフ管理層はもとより、業務

を遂行する管理層にも無くてはならない存在となる。情報系と

しての分析だけではなく、基幹業務のプロセスに組み込んだ

BIの活用が安定した企業経営を実現する基盤となり、一歩先

をゆく企業活動を実践する事となる。
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