
経営センサー　2017.6
3030

青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 教授
細田 高道（ほそだ たかみち）
Ph.D.（Business & Management）英国国立カーディフ大学を経て現職。実務家時代か
ら一貫してサプライチェーンを主要な研究テーマとしている。European Journal of 
Operational Research などの海外学術誌より論文を発表。現在は英国と米国の研究者の
協力を得ながらサプライチェーンの原理原則に関する研究プロジェクトを実行中である。

【青山学院大学大学院　国際マネジメント研究科　シリーズ⑦】

サプライチェーン・マネジメントの原理原則

はじめに
昨今、さまざまな場面で例えばインダストリー

○ .○（○には数字が入る）、IoT、人工知能（AI）、
などのキーワードを目にすることが増えてきてい
る。このことは2000年前後の数年間、サプライ
チェーンの分野においてもさまざまなキーワード
が世に氾濫し吹き荒れていたことを想起させる。
それらキーワードの多くは概念の域を超えていな
いにもかかわらず採用すべき当然の手段であると
多くの組織に信じられていた。このようなブーム
ともいえる多少過熱ぎみの動向に対して、一部の
研究者たちは警鐘を鳴らした（例えば、文献 1））
が、世の中で注目されることはほとんどなかっ
た。熱をおびたブームに惑わされないのは現実に
はなかなか難しいかもしれない。しかしながら、
サプライチェーンの効率を向上させる原理原則を
多少でも理解していれば、ブームに乗ってやって
きた各種システムの有効性をより正しく判別でき
取捨選択できるのではないか。それがブームに安

易に飛び乗って振り回されることの回避につなが
るのではないか。このささやかな願いをもって書
かれたのが本論である。
最初に、本論の主要テーマであるサプライ

チェーン・マネジメントそのものを定義しておき
たい。本論では「商品やサービスを市場まで効率
的に届けるための仕組みや手段を複数の組織が協
力して構築し維持する活動」と定義する。ここで
重要なのは「複数の組織」の部分である。通常、
各組織はそれぞれ固有の目標を持っており、異な
る組織間では個々の目標が相いれない場合が多
い。このような相いれない目標を持った複数の組
織が一つのサプライチェーン内に存在しているこ
とがさまざまな問題を生じさせる原因でもあり、
また同時に、実はそれら原因は解決の糸口でもあ
る。本論は、問題を発生させている原因を見いだ
し解決するために必要となる原理原則の、ほんの
一部を簡単な例を使って紹介する。相いれない問
題の発生原因を正しく把握することが最も重要で

Point
❶  サプライチェーンにおける問題の原因と解決策を見いだすのに必要となる原理原則の、ほんの一部
を簡単な例を使って紹介する。

❷  直面している問題をどの視点からどう理解するかで解決策は異なってくる。
❸  ２段階のサプライチェーンを例にとり、リスクの調整により三方良しとなる可能性があることを示す。
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1    「小売」「製造」という名称は便宜上使っているだけであるので、例えば「小売」を「小売事業本部」や「卸」、「製造」を「製造事
業本部」や「サプライヤ」などと読みかえても差し支えない。

2  英語では newsvendor problem あるいは newsboy problem。その起源は文献 4）と 5）にまでさかのぼる。
3  つまり仕入れは全て買い取りを想定している。
4  詳細については文献 6）146 ページにわかりやすく書かれている。

あり、ITなどのツールはその原因を効率よく排除
するための手段であることを理解していただけれ
ば本論の目的は達成したことになる。
本論では、需要の予測が非常に困難でありかつ

製品ライフサイクルが非常に短い製品（例えば
ファッション性の高いアパレル）を扱うサプライ
チェーンを想定する。このようなサプライチェー
ンの場合、短い販売シーズン中に短納期で過不足
なく製品を供給できる体制が必要とされる。しか
しながら、需要の不確実性によりシーズン終了時
には想定以上の欠品あるいは売れ残りが発生して
いるのも事実であり、それらに関連して発生する
コストは売上の30％を占めるとも言われている
（文献 2））。この損失を少しでも緩和するために、
例えばサックス、コールズ、 J.C. ペニーなど米国
の大手百貨店では、トミーヒルフィガー、ラルフ
ローレン、ジョーンズ・アパレル・グループなど
と売れ残り商品を買い戻してもらう契約を締結し
ていることが知られている（例えば、文献 3））。
この例において大手百貨店にとってのメリットは
わかりやすい。しかしながら、買い戻すことはも
う一つの組織である供給側にはどのようなメリッ
トをもたらすのであろうか？　この素朴な疑問を
題材として本論は話を進めていく。
本論の構成は以下のようになっている。まず導

入として、単体の組織（例として小売）が自己の
利益のみを考えて意思決定をした場合の問題点に
ついて考えてみる。つぎに、小売の上流側に位置
する製造も考慮の対象に含め、小売と製造 1を含
めたサプライチェーン全体の視点からは問題がど
う違って見えてくるのか、そしてどうすれば問題
を解決できるのかを考える。

小売の意思決定による影響
ここでは「新聞売子問題」2と呼ばれる古典的

な問題を使って利益と在庫量の関係について思考
をめぐらせてみる。ここでは文献 6）（pp. 144 ～
147）にある設定を使う。需要量は図表1に示す
ような分布をしているとする。需要量の期待値（平
均値）は5個である。在庫品を一つ販売すれば
¥1,000 のもうけであり、売れ残れば仕入値である
¥200を損するとする 3。この条件下において来る
べき販売シーズンに向けてどれだけの量を在庫し
ておけば小売の利益は最大となるか、が「新聞売
子問題」における一般的な問いである。解答だけ
示しておくと、今回の条件下においては6個の在
庫を保有しておくことが小売の利益を最大にす
る 4。ここから先、文献 6）とは異なる方法を使い、
6個の製品を在庫した場合の販売数と利益の額は
いかほどかについて考える。

図表 1　需要量の分布

出所：文献6）を基に筆者作成
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顧客（消費者）の立場に立って考えてみると、
需要は最終的には「満たされた」か「満たされなかっ
た」の二つの結末しかない。よって需要量は以下
のような二つの数の和と考えることができる。

需要量　＝　満たされた数　＋　満たされなかった数

つぎに小売の立場から考えてみる。先ほどの
「満たされた数」は小売側から見れば「販売数」で
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ある。同様に「満たされなかった数」は「機会損
失数」である。つまり先ほどの式は

需要量　＝　販売数　＋　機会損失数 （1）

と書きかえることができる。この式（1）を期待値
で考えてみる。まず需要量の期待値は5個であっ
た。次に、計算が容易な機会損失数を考える。6
個の在庫を保有したときの機会損失数は需要量が
7個の場合に発生する1個であり、その発生確率
は10%である。よって機会損失数の期待値は（7 － 
6）× 0.1 ＝ 0.1 個となる。式（1）に需要量と機
会損失数の期待値を代入すれば次の式にあるよう
に販売数の期待値4.9 個を得る。

5（需要量）＝　4.9（販売数）＋　0.1（機会損失数）

利益の期待値は、販売数が4.9 個、売れ残り数
が（6 － 4.9）個であることから、4.9 × ¥1,000＋
（6 － 4.9）×（－¥200） ＝ ¥4,680 となる。この
¥4,680 が小売にとっての最大の利益である。

ところで、これまでの結果を多少の驚きをもっ
て受け止めている人もいるかもしれない。それら
驚きは以下の2点についてであろう。
●   6 個在庫しても需要量の平均値5個より少ない
4.9 個しか売れない

●   需要量の平均値 5個に 1個あたりの利益である
¥1,000 を乗じた¥5,000 が利益の期待値と思っ
ていたが、実際にはそれより低くなる
在庫品は思っているほど売れないし、利益の試

算に需要量の平均値を使うと過大な値となるので
ある。

閑話休題。小売がさらに利益を増やすにはどの
ような手があるのだろうか？　さらに、少ないな
がらも発生している機会損失を減らすにはどうし
たらよいのか？　また、製造の立場では小売に6
個ではなく 7個発注してほしいであろう。小売の

利益を損なわずに個々の状況を好転させ、サプラ
イチェーン全体の利益や顧客満足度を上げる方法
はあるのであろうか？

図表2　小売と製造からなる2段階のサプライチェーン

出所：筆者作成
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原理原則からみた問題解決への糸口と解決例
この章では図表2にあるように思考の対象を広

げて製造も考慮の対象とする。小売だけの利益を
考えれば6個を仕入れることが最適であった。そ
の時、製造の売上は6 × ¥200 ＝ ¥1,200 であ
る。仮に製品1個を製造するのに¥80のコストが
かかっていれば、製造の利益は6 ×（¥200 － 
¥80） ＝ ¥720となる。製造としては小売にでき
るだけ数多く（例えば、需要量の最大値である7
個）注文してほしいのであるが、今のままでは小
売は決して7個の発注はしてくれない。確認のた
め、7個発注した場合の小売の利益期待値をここ
で示す。7個在庫した場合、機会損失数はゼロと
なるので、式（1）で示した関係は以下のように
なる。
5（需要量）＝　5（販売数）＋　0（機会損失数） 
 （2）
よってこの時の小売の利益期待値は5 ×

¥1,000 ＋（7 － 5）×（－¥200） ＝ ¥4,600 とな
り、当初の¥4,680 より低くなる。

小売が製造へ7個の発注をしない理由はこのよ
うに自己の利益の期待値が小さくなるからである
が、別の視点からの解釈も可能である。需要量に
不確実性があれば常に売れ残りのリスクが存在し
ている。売れ残りのリスクは小売だけが負ってお
り、そのことで小売は7個の発注をしないのであ
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る。このリスク偏在の状況を少しでも好転させる
ことが解決の糸口となるはずである。好転させる
方法にはさまざまあるが、例えば、売れ残り時の
コストを製造も一部負担する 5、というものが知
られている。例として、売れ残った製品1個につ
き製造が¥50負担するとしよう。この場合、小売
が7個仕入れたとして、式（2）から販売数の期
待値は5となるので、小売の利益期待値は5×
¥1,000 ＋（7 － 5）×（－ ¥200 ＋ ¥50） ＝ 
¥4,700 となる。この額は前に求めた利益の最大値
¥4,680 を上回っている。また買い戻した場合の製
造の利益期待値も7 ×（¥200 － ¥80）＋（7 － 
5）×（－¥50） ＝ ¥740となり当初の¥720より
も高くなる。さらに、式（2）にあるように7個
在庫すれば機会損失数はゼロとなり顧客の満足度
もより好ましい状況となる。つまり、顧客良し・
小売良し・製造良しの「三方良し」の状況を売れ
残りリスクの再配分により実現したことになる。

図表 3　買戻し契約が成立する領域

出所：筆者作成

1個あたりのもうけと仕入値は変化しないとし
た場合、買戻し価格と製造コストがどのような関
係にあれば買戻し契約が成立するかを図表3は示
している。図中のグレー部分であれば、小売は7
個発注することで、そして製造は小売の売れ残り
を買い戻すことで両社ともに利益期待値を大きく
することができる 6。なお、図表 3中の点は本文
中で使った例、つまり買戻し価格¥50、製造コス
ト¥80の位置を示している。今回の事例は、¥200
で卸す場合は製造コストを¥120以下にしておか
ないと、そもそも買戻し契約は成立しないことを
示している。
なお、買戻し契約以外にも小売の売れ残りコス

トの一部を製造が負担する方法がある。例えば、
収益分配 7と呼ばれるものである。収益分配では、
仕入値を極端に下げることで、小売が被る売れ残
りコストを小さくし、結果としてより多くの発注
をしてもらう、というものである。ただ仕入値を
下げたままでは製造の利益を圧迫するので、小売
の収益の一部を製造に還元することが必要とな
る。例えば、仕入値を¥100下げたとする。小売
にとって製品1個あたりの利益はその分増えて
¥1,100 となる。7個仕入れた場合の小売の利益期
待値は5 × ¥1,100 ＋（7 － 5）×（－¥100） ＝ 
¥5,300 となる。一方、収益還元前の製造の利益期
待値は7 ×（¥100 － ¥80） ＝ ¥140とかなり低
い。しかし小売から製造へ¥600の還元をしたと
すると小売の利益期待値は¥4,700、製造のそれは
¥740まで回復し、先に示した買戻し契約の例と
同じ利益水準を両社とも達成することができる。

まとめ
サプライチェーンにおけるリスクの偏在が非効

率の原因であることを例を使って示した。原因を
取り除く解決方法として買戻し契約と収益分配を

5    このような取り決めを買戻し契約（buy-back contract）と呼ぶ。詳細は文献 7）参照。「買戻し」とあるが、必ずしも製品が移動
するわけではない。書店から書籍のカバーのみを出版社に返品することで買戻し契約が履行される例が米国ではある。

6    図表 3を作成するに際し、例えば 6個の発注を受けた時の製造の利益は¥720 ではなく、6×（¥200 － 新しい製造コスト）と変
化することに注意。

7  英語では revenue sharing。文献 8）参照。
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取り上げ、その効果は小売と製造の利益を増加さ
せるだけでなく顧客満足度も向上させることを示
した。当初の小売による自己利益のみ最大化する
意思決定は、利己的な行為ともとれるし、あるい
はリスクを負わされた結果としてのやむにやまれ
ぬ策とも解釈できるのであるが、後者の解釈に気
が付けば「三方良し」を実現する道が見えてくる
のである。
注意すべき事項もある。買戻し契約や収益分配

を円滑に運用するには、売れ残り数や収益額の正
確な情報を小売と製造が共有する必要がでてく
る。そこで重要となるのはお互いの信頼関係であ
る。信頼関係の欠如により情報を意図的に操作し
裏切るかたちで終わってしまった取り組み事例が、
少なくとも海外ではある。信頼のおける相手と原
理原則に従った取り組みを ITの助けをもって実
装し、最終的に「三方良し」を実現することが、
目指すべきサプライチェーンの理想像の一つであ
ろう。
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