
FRIコンサルティング最前線. Vol.4, p.10-17 （2012）10

特集：今、そこにあるグローバル化

グローバル化が進展し、販売拠点や生産拠点の多拠点化と複雑化が進む中で、利
益最大化と在庫最適化のために、拠点間のオペレーションを見直し、需要変動に即
応した需給調整機能の強化、グローバルでのPSI情報の見える化による意思決定基盤
構築、マネジメント体制の構築等が必要となっている。

本論では、PSIマネジメント改革の考え方と共に、これまで実施したコンサルティ
ング事例を2件ご紹介する。事例1ではグローバルオペレーション改革と、グローバ
ルにおける連結会計の見える化、事例2では需給調整機能体制の確立と、それに合わ
せた業務標準化について実施した事例である。
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需要変化への対応力を高めるPSIマネジメント

ま　え　が　き

グローバル市場の中で、とりわけ新興国市場が
拡大を続けている。2008年には先進国市場が名目
GDPシェアの60%以上を占めていたが、2015年の
予測では新興国のGDPは先進国のGDPとほぼ並ぶ
規模となる。（1）

この動きに歩調を合わせ、国内企業の新興国進
出が加速している。2008年のリーマン・ショック
の影響があったにも関わらず、海外進出社数はア
ジアを中心に伸び続け、2009年度の現地法人数の
約6割強はアジア地域に集中している。（2）

FTA（自由貿易協定）やEPA（経済連携協力）の
拡大も海外進出に拍車をかけている。FTAやEPA
は企業の国籍は問わず原産地によって関税が決ま
る（3）ため、今後成長が見込める新興国と協定を結
んでいる国へ進出する企業が増加している。

経済産業省が発行している「2010年版ものづくり
白書」によると、海外に生産拠点を設置・増強する
理由・背景は、「進出先の市場としての有望性」を
挙げる割合が、1990年代、2000年代、今後におい
ても最も高く増加する傾向にある。物流費や関税、
地場産業への貢献を考え、生産拠点を設置・増強
する傾向があると考えられる。「国内既存取引先の
海外移転」も依然高い割合を占めることから、サプ
ライチェーンでつながっている企業の多くが有望
市場へ海外移転していると考えられる。（1）

このように、日本の製造業において、事業の売
上や収益の海外比率が高まるにつれて、さらなる
事業拡大、収益性の向上に資するグローバルでの
経営管理基盤を強化することが喫緊の課題となっ
ている。日本企業の多くは、日本や欧米等の先進
国を主体に、業務や情報システムが構築されてお
り、新興国を中心とした地域では、十分な業務や
情報システムの整備がされていない。さらに、拠
点毎に業務ルールや情報システムが構築されてき
たため、個別最適化になっていることが多く、グ
ローバルで統制していくことが非常に困難になっ
ている。

本稿ではこれらのグローバルでのビジネスが複
雑化、多様化した環境において企業としてどのよ
う対応すべきか、需給マネジメントに着目し、解
決する考え方と事例を紹介する。

対処すべき課題

グローバル化の進展に伴い、国を跨いだ工程分
業や、複数拠点から同一市場への製品投入、地産
地消など、サプライチェーンが複雑化する中で、
過剰在庫や欠品発生による販売機会の損失など、
需給に関する問題が顕在化している。また、それ
らの事業活動が迅速に捉えられないために、意思
決定の遅れを招いている。

この状況に対応するため、グローバルでの拠点
毎の情報を見える化し、組織・プロセス改革に踏
み込んで、グローバルマネジメント体制を確立し、
俊敏な需給マネジメントをどのように実施してい
くかが重要な課題となっている。

 

PSIマネジメント改革とは

PSIマ ネ ジ メ ン ト 改 革 と は、 企 業 の 製 造
（Production）、調達（Procurement）、販売（Sales）
在庫（Inventory）を見える化し、需要変動に俊敏に
対応するために、需給コントロールの仕組みを最
適化し、サプライチェーンをスムーズに回す上で
の需給マネジメントの体制及び業務のやり方を改
革することである（図-1）。

従来のサプライチェーン改革においても同様の
取り組みがなされてきたが、特に、需給調整の仕
組みに重点を置いている点が大きな特徴となる。
在庫量の最適化によりキャッシュフロー（余剰在庫
削減）と顧客満足度（欠品最小化）を最大化し、経
営へ貢献することを目指す。

  PSIマネジメントに関係する業務改革領域は、
需給コントロール機能、販売・生産・調達業務・
在庫管理業務と、サプライチェーンに関わる全て

図-1 PSIマネジメント
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の領域が対象である。生産・販売拠点の最適配置
や物流網の最適化などサプライチェーン戦略その
ものを変革する取組みとは区別して、より業務改
革中心の取組みとなる（図-2）。

PSIマネジメントにおいては、大きく3つの改革
の方向性で取組むべきである。

（1）事業活動をタイムリーに把握する経営モニタリ
ングの実現
多くの企業は決算情報でしか拠点の事業活動が

見えない場合が多く、また企業グループ内での商
流が複雑化し、本当の収益構造（原価構造）が見え
にくくなっている。そのような状況の中で、経営
ニーズとしては、複数拠点の事業活動を横串でタ
イムリーに捉えることが求められている。

そのためには、各拠点の事業活動（販売・生産・
調達）を経営指標に紐づけ、モニタリングすること
が必要である。具体的には、事業活動を捉えるKPI
の設定と、これらを継続的にモニタリングする仕
組みを構築することである。これにより、経営者
や事業責任者がよりタイムリーな意思決定が可能
となる。

（2）全体視点での需給統制を実現する組織とマネジ
メントプロセスの確立
全体視点で需給統制をするためには、拠点内に

とどまっていた需給情報を俯瞰し、事業全体を統

制する仕組みが必要である。
第一に、事業単位に俯瞰できる需給マネジメン

ト機能を担う組織を明確にし、組織内の役割を再
定義する。特に日本の場合は、販売部門と生産部
門が会議による合意形成によって需給を決めるた
め、需給マネジメントの責任が曖昧であることが
多い。そこで、組織における役割・責任・権限を
明確にすることがポイントとなる。

第二に、プロセスにおいては、拠点の情報を収集・
分析し、計画立案・調整を行い、実行に繋げるプ
ロセスを効率的かつ短時間で実現することがポイ
ントとなる。そのためには、需要情報の収集方法
をルール化し、需要分析からPSI計画と各拠点への
生産計画・調達計画に展開するサイクルを短期化
する（例えば、月次から週次への短サイクル化）。

特に、需要分析においては、海外の販売（需要）
情報や販売政策をどこまで情報収集できるかの見
極めが必要である。

更に、製品特性（ライフサイクル、カスタム品/
汎用品など）や需要特性（安定的/季節変動が大き
いなど）を分析し、これまで続けてきた販売・生産
方式が最適であるかを評価した上で、新しい販売・
生産方式に変更し、需給マネジメントプロセスを
構築する必要がある。

第三に、需給マネジメントの実施に際しては、
計画に基づく予実差異をモニタリングし、各拠点
に対する改善策の検討と是正措置を促すプロセス
が必要である。

（3）PSI情報基盤の構築
需給マネジメントプロセスに合わせ、需給コン

トロールに必要な情報をタイムリーに見える化す
るためには、拠点毎に異なるコード体系を見直し、
実績収集方法や情報の意味、粒度、タイミングを
合わせ、拠点横串で情報が見れるよう整備するこ
とが求められる。

以降の例では、上記改革観点を踏まえPSIマネジ
メント改革に取り組んだ事例をご紹介する。

事例1：電子部品メーカA社

（1）顧客の概要
顧客は、売上高730億円（海外比率約51%）、各種

トランス・電源関連等の電子部品関連事業、電子図-2 PSIマネジメント改革における業務機能領域
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化学材料・はんだ付装置関連事業、情報機器関連
事業の3つの事業を柱に、素材の調達から製造、販
売サービスまでをグローバルで展開している。

（2）背景課題
顧客では、さらなる成長に向けた事業展開とロー

コスト戦略により、販売、生産拠点をグローバル
に拡大しているが、実態はローカル企業の集合体
になっていた。また市場では、グローバル化によ
る競争が激化し、短納期、コストダウン要求が増
大していた。

販売拠点と事業部、生産拠点のグループ取引が
複雑化し、付加価値のつかない取引による管理コ
ストの増加を招ねくとともに、需給調整も複雑な
商流の中において、各拠点任せであった。さらに、
海外拠点の状況は決算結果でしか分からず、日々
の運営実態や課題が把握できない状態にあった。

このような状況の中で、顧客にとって、グロー
バルオペレーションにおける需給コントロールの
最適化とグローバルでの連結経営管理基盤を構築
することが喫緊の課題であった。

（3）改革の方向性
—グローバルオペレーション改革と連結経営の見
える化を実現—

市場からは「A社ブランド」として認知され、カ
スタマイズ力のある付加価値品から、大量生産の
汎用品までを扱っており、顧客の多様なニーズに
対応した製品開発と合わせた多品種少量の個別受
注生産や見込生産等の複数の生産形態に対応する
必要があった。

特に、グローバルで展開する見込み生産品にお
いては、常備在庫によるカタログ品と顧客からジャ
ストインタイムで納入要求がある製品に分類され、
調達から生産までのリードタイムが長い中で、販
売拠点からの見込みと確定オーダの差異を極小化
しながら、グローバルでの需給調整と在庫コント
ロールにより、顧客からの短納期要求に対応する
ことが求められた。さらに、収益面から、市場毎
の実勢価格と製品コストをグローバルで拠点別に
管理し、グループにおいて利益を最大化するため
の最適な生産場所を決定し、需要変動に対する在
庫リスクを最小化する需給コントロール機能と連
結視点での利益管理が求められた。

そのために、改革の内容として取り組んだ3つの

ポイントをあげる。

①グループ取引の最適化とグローバル統括コント
ロール機能の設置

②製品別の連結原価管理による「つなぎ利益管理」
の導入

③グループの情報をつなぐグローバルオペレー
ションシステムの構築

①グループ取引の最適化とグローバル統括コント
ロール機能の設置
リードタイム、コスト、品質を最適化するために、

リージョン単位に統括組織を設置し、複数拠点に
またがる供給・調達計画の立案、能力把握、製造オー
ダの管理、部材の所要情報の把握、工場別の部品
表作成、品目別の工程データ管理を行うことで、
複数の生産拠点を政策的に束ねる機能を強化した。
本社では、生産関連総合企画･管理機能として、生
産関連情報分析、改善施策作成、新規設備投資計画、
標準部品制定、全社資材政策策定等を行い、グロー
バルでの経営管理体制を明確にした。

需給のコントロールにおいては、LT、コスト、
品質を考慮し、リージョン単位に負荷先（生産場
所）を決定し、全拠点のPSI情報を見える化し、需
給バランスを取りながら、生産拠点に生産指示を
行う仕組みを構築した。また、部品手配において
は、リージョン単位で集中購買し、各工場の在庫
量、購入単価を評価するしくみを整備した。さらに、
在庫リスク管理として、グローバルでの不良性在
庫把握や発注予定前情報を参照し、他工場の余剰
在庫を見つけ、工場間在庫の融通を実施した。また、
各工場の最新購入単価を把握し、最適地仕入れや
コストダウン交渉に活用できる仕組みを構築した。
②製品別の連結原価管理による「つなぎ利益管理」

の導入
連結経営による収益力向上と更なる成長を図る

ための経営基盤強化に向けて、グローバルでのビ
ジネス活動と経営成果を可視化する仕組みを構築
した。そのために、バランススコアカードの経営
手法を全社に適用するとともに、連結を重視し、
グループ間での取引においては、市場に販売され
るまで、本当に儲かっているのかを把握するため
に、標準原価を活用し、グローバルで製品別原価

2012コンサル集_03.indd   13 2011/10/17   10:42:48



FRIコンサルティング最前線. Vol.4, （2012）14

特集：今、そこにあるグローバル化

積上げを行い、つなぎ利益（連結利益）としての採
算管理を実現した。それによって、受注時点での
連結利益を把握し、利益先行管理を可能にした。
ローコストオペレーションを実施する上で、大変
重要な連結利益管理の仕組みを構築した（図-3）。
③グループの情報をつなぐグローバルオペレー

ションシステムの構築
グローバルにおいて、拠点毎のビジネス活動や

経営成果を可視化するためには、グループで情報
を共有できる仕組みが不可欠である。そのために、
グローバル共通ルールとローカルルールを定義し、
業務を標準化し、販売、生産の情報システムを国
内外拠点に順次導入した。同時に、設計データや
部材、製品コード等グループ共通情報の一元管理
を実現した。そして、全体整合のためのマスタ登録、
配信システムにより、グローバルでのビジネスルー
ル（社内取引ルール）に基づいたフォーキャスト、
受注オーダ、発注オーダ等グループ内データ交換
が可能となり、需給コントロールに必要なサプラ
イチェーン全体を可視化することが実現された。

（4）効果
• グローバルでの販売・生産・在庫等データを日次

で自動集計し、翌日にはPSIの情報が参照可能と

なり、需要変動に対応できるモニタリング情報が
可視化された。

• 企業活動の見える化により、経営サイドから拠点
や現場への指導も的確かつタイムリーに行われ、
また、社内の仕事のやり方が標準化され、各自が
無駄なことをしなくなり、業務のパフォーマンス
が上がるとともに、適切な業績評価による充実感
により、従業員のモラル向上につながった。

事例2：化学素材メーカー B社

（1）顧客の概要
顧客は、売上高約3,000億円（海外比率約45%）の

化学素材メーカーである。事業はエラストマー事
業群を中心として、その他電機、電子業界等の顧
客に対する高機能性材料事業群をグローバルに展
開している。

（2）機能集約と業務の標準化によるフレキシブルな
需給調整体制の確立
多くの企業が変化に強いサプライチェーンの実

現に向けて様々な取り組みを行う中で、B社では機
能集約型の新たな需給調整組織を立ち上げた。

本事例では、直面していた課題の解決に向けて、

図-3 つなぎ利益（製品別連結原価）
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需要変化への対応力を高めるPSIマネジメント

どの様な観点から組織立上げを行ったのかを紹介
する。
①背景課題

今回の改革に対する取り組みは、リーマン・
ショックに端を発する。リーマン・ショックによ
る急激な市場全体の需要減退に対して、需給の素
早い対応が出来ず在庫が急速に積み上がった。こ
の事に対して、本社の在庫管理を総括する部門を
中心にサプライチェーン全体の見直しを実施した。
その中で、特に需給調整に関して見えてきた問題
は以下の様なものであった。
• 販売担当の個別指示による予約在庫の増加
• 販売担当も把握していない顧客のオーダ変更や

緊急オーダの増加
• 実オーダの計画に対するブレ拡大による、工場で

のなし崩し的な受注対応の拡大
これまでの体制は、販売、生産、調達の月次計

画作成は本社で行い、生産日程計画作成、受注・
出荷のデリバリー業務は、各製品群の生産を主に
行う工場毎に実施する体制をとっていた。この体
制は、安定した製品力を背景にした事業の成長期
の段階では、その確実な供給力を支え、強いサプ
ライチェーンを実現した。

一方で、事業が成熟期を迎えると、一般に以下
の様な環境変化が発生する。
• 販売が市場に製品を押し込んでも売り切れない
（供給過剰の発生）
• 他社製品に対する優位性の低下により派生製品

等が増加する（少量多品種化）
この様な変化に対してこれまでの体制では、生

産日程計画作成機能、デリバリー（受注、出荷）機
能が各工場へ分散していたため、販売担当や顧客
の個別/緊急の要望を受ける事が可能であり、実際
に工場毎に個別対応を受ける、また個別改善の取
り組み行う等が進み、サプライチェーンの部分最
適化を進める事態を招いた。つまり、本社で需給
を調整し、計画を立てても、日々のオーダのブレ
や個別対応により、そのガバナンスが効きにくい
状態が発生していた。
②組織見直しの観点

そこで今回、需給調整の観点から見た事業特性
に応じて組織機能と組織体制の見直しを実施した。
具体的には、下記2点から需給調整業務の特性を評

価・判断した。
• 需要変動の大きさ/サイクル、製品ライフサイク

ル等のビジネスサイクル
• 製品仕様の固まり度合いによる事業成熟度

この観点からエラストマー事業群、高機能材料
事業を見ると大きく異なり、特に高機能性材料事
業群における製品仕様については、顧客との共同
開発等もあり、個別仕様等が多く、エラストマー
事業群とは需給調整における判断の要素、難易度
が異なった。

結果として、エラストマー事業群では事業横串
で需給調整機能を水平統合した組織・機能形態を
採用した。また、高機能性材料事業群では事業毎
に需給調整機能を垂直統合した組織・機能形態を
採用した。
—エラストマー事業群の水平統合型需給調整組織—

エラストマー事業群では、これまで本社で行っ
ていた月次計画業務に加えて、各工場で担ってい
た各事業の生産日程計画、デリバリー（受注、出荷
指図）業務機能をリソースも含めて本社の新需給調
整組織へ集約した（図-4）。これはエラストマー事
業群が事業として成熟段階にあり、顧客ニーズの
多様化による個別対応や差別化要素の縮小による
少量多品種化への対応が改革のポイントだった事、
またその解決には、生産日程計画、デリバリー業
務を集約し、オーダマネジメント機能の強化によ
る計画の徹底と実需の変化に対する柔軟な対応の
両立が需給調整のポイントだと考えたためである。

この組織改革によりデリバリー担当者と販売～
生産日程計画まで把握した計画担当者のスムーズ
な連携が可能となり
• オーダの適切な取捨選択（サービスレベル適正

化）
• 多様なユーザーに対する納期回答の迅速化
• オーダの流れから計画担当者が実需をリアルタ

イムに把握し、適切な計画変更の判断実施
といった事を実現することができるようになっ

た。また、部分最適の結果発生していた多くの調
整業務の負荷低減にも繋がった。
—高機能性材料事業群の垂直統合型需給調整組織—

エラストマー事業群が事業部間を跨いで水平統
合し、強い需給調整組織を立ち上げた一方で、高
機能材料事業群は、事業毎に販売の元にデリバリー
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特集：今、そこにあるグローバル化

業務を含む需給調整機能を集約した。ただし、完
全な集約ではなく、担当工場へ一部機能を残した
形とした。これは高機能材料事業群が導入/成長段
階の事業であり、特定顧客と密な関係を築きなが
ら、個別の要望へも迅速な対応の実現が需給調整
のポイントであるためである。

結果として、事業毎に需給調整機能を持つ事で
事業部内において販売から生産までが密に繋がり、
顧客ニーズへの柔軟な対応や生産技術が安定しな
い中での確実なデリバリーを実現している。
③機能の集約と共に業務標準化を実施

更に本改革では、組織機能と体制の改革と同時
に業務の標準化にも取り組んだ。特に全社で導入
しているERPシステムの活用度向上を前提とした
標準化を実施した。その狙いは、これまで工場毎
や事業毎に業務機能が分散していた事による部分
最適化や属人化を、廃する事である。また、各種
業務や判断の共通化/標準化を進め、誰もが適切に
対応できる状況で業務を遂行できる状態にする事
は、今回の統合・集約のリスクへの対応としても
必要不可欠な要素であった。

具体的な取り組みとしては、業務マニュアルの
作成から、イレギュラー業務の数値による見える
化、日々の改善カードと改善ボードでの課題の見
える化、自律改善ミーティングの実施によるチー
ムによる課題の解決、担当製品のローテーション
による標準化の徹底等を実施した。結果として、
これまで個別化していた外部業者との帳票のやり
取りの電子化、ERPシステムのマスタの継続的な

メンテによるシステム提案機能の活用度向上、組
織としての販売への改善提案の実施等が徐々に成
果として現れている。
—新組織によってもたらされた事—

新組織を立ち上げ後、東日本大震災が発生した。
B社の主力工場への大きな被災等は無かったが、燃
料不足による物流のストップ、本社人員の出社困
難等の問題が発生した。その中でエラストマー事
業群の新組織では、機能集約型組織であったため、
各事業のユーザー被災情報、生産拠点情報、物流
業者情報が一元的に収集された。その結果、本社（東
京）における出社困難者の発生による新組織の機能
停止/遅延の発生が、B社のサプライチェーンに最
も大きな影響を与えると判断し、業務の安定的遂
行が可能な西日本の工場へ新組織の業務機能の一時
移管を判断・実行した。

B社では、この行動を震災発生後、一週間で実施
しており、震災に伴う様々な問題に対して的確に
対応する事ができた。

ここでのポイントは、的確な判断と共にその判
断・行動の速さにある。その速さの要因は、経営
層からのトップ判断・指示より先に、現場層から
自発的に判断・行動出来た事による。そして、そ
の判断・行動を支えたのが、必要な情報を一元的
に集約できていた事であり、誰でも業務が出来る
ようにと取り組んでいた業務標準化の取り組みで
あった。

期せずして、新組織の立上げと共に、集中化の
リスクが現実のものとなったが、組織の集約化と
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需要変化への対応力を高めるPSIマネジメント

いった枠組みだけの取り組みではなく、業務標準
化といった足元を固める取り組みを堅実に行う事
で、変化に強い需給調整組織を実現し、大きな成
果を生むこととなった。

 

む　　す　　び

PSIマネジメント改革は、プロセス改革、マネ
ジメント改革、組織改革、マネジメントを支える
情報システムの導入により、改革範囲はサプライ
チェーン全体に及ぶ。

とりわけ、マネジメント改革とそれに伴う組織
改革を実施するためには、業務方式の最適化と需

給コントロール体制を明確にし、組織の責任・権限、
業績評価指標を加味した上で、需給のマネジメン
トプロセスを構築することが、実現性のポイント
となる。

今後もグローバルな環境変化に伴い需給マネジ
メントのやり方も変化させる必要があるが、PSIマ
ネジメント改革によって、環境変化に強い仕組み
作りを支援していく。
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