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2 DXソリューション vol.1 サプライチェーン

不確実性の時代における
デジタルサプライチェーン
米中摩擦、COVID-19 等の予想不可能な事態に備え、変化に柔軟に対応できるデジタルサプライチェーンの構築が求めら
れている。構築のポイントについて事例を交えて説明する。

造業は、「分散化（複雑化）するサ

不確実性を増す時代に
製造業に求められる
サプライチェーンの再構築

プライチェーンをいかに可視化（コ
ントロール）できるか」を求めてい
ることが読み取れる。

COVID-19 は、サプライチェーン
に大きな影響を及ぼしている。特に、
日本の製造業に顕在する動きは以下
の２点だ。
（図１）

デジタルサプライチェーンの仕
組みづくりに要求される「デー
タの繋ぎ」と「データの活用」

産地消

面環境下で複雑化するサプライ

生産コストを重視するあまり、こ

チェーンの可視化を実現していくた

れまで国外に一極集中していた生産

め に、 今 こ そ デ ジ タ ル サ プ ラ イ

拠点を、今後は分散化し重要部品の

チェーンの仕組み作りが必要です。

製造は国内に移管しようとする動き。

デジタルサプライチェーンとは、こ

②供給網の把握・BCP の強化

れまでのような紙中心、エクセル中

可 視 化 範 囲を２次３次のサプライ

心、会議中心のすり合わせ型の意思

ヤーまで拡大し、サプライチェーン全

決定から、デジタル技術を活用した

体の供給網を可視化しようとする動き。

最速の意思決定が出来る状態にサプ

これら２つの動きから、日本の製

ライチェーン業務を変革することで
す。」 と 述 べ
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（7/2日経XTECH）
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（対面・すり合わせ） （モジュール型）

デジタルサプライチェーンの必要性が増す
図１
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大居氏は、「New Normal の非対

①一極集中⇒分散化（国内回帰）、地

With コロナ／ After コロナにおけるサプライチェーンへの影響

たうえで、
「そ
の際、ポイン
トとなるの

課長 大居 由博氏

間の情報を繋ぎ、最新かつ正確に状
況を常時共有し、②その情報を積極
的に活用した意思決定を行う、こと
が重要となる。

デジタルサプライチェーンを
実現に導くプラットフォーム
「iQuattro 」
こうした背景の下 NTT データは、
ビジネスコラボレーションプラット
フォーム「iQuattro （アイクアト
ロ ）」※ 1 を 提 供 し て い る（ 図 ２）。

は、『 デ ー タ

iQuattro

の繋ぎ』と

え、これまで以上に短期間で使用を

『データの活
用』であると
している。つ
まり、①部門
／拠点／企業

は、以下２点の特長に加

開始することが可能だ。
①豊富な API とデータマネジメント
製造業においては特に、日々の企
業活動（設計、調達、生産、流通、
販売等）で発生する様々な情報を収
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競争力のある
デジタルサプライチェーンを
目指して

IoT

繋げたデータを可視化、活用するための豊富な活用サービス群
企業間取引の高度化

している。（図３）
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「デジタルサプライチェーンの本
質は、最速かつ有用な意志決定を行

社内
(バックオフィス)

なえる状態を、デジタル技術を用い
て作りだすことにあります。しかも

Development
Management

時間をかけずに実現することが非常
に重要です。これまでのような重厚

デジタルサプライチェーンを実現に導くプラットフォーム「iQuattro 」

長大なシステムを綿密な計画を立て

集し活用するための豊富な API 群と、

に繋がる仕組み構築のために

てから進めるのではなく、既にある

蓄積されるデータを安全かつ確実に

iQuattro を導入した。その結果、A

サービス、プラットフォームを活用

管理。
活用できる形に保つためのデー

社はサプライヤーを含めた需給状況

し、経営層主導のもと、小さな成功

タマネジメントの仕組みを提供。

を把握したうえでの最適な生産振り

体験を素早く、多く積み重ねるアプ

②繋げたデータを可視化、活用する

分けや在庫移動の意思決定を一元的

ローチが有効となります。」
（大居氏）

ための豊富な活用サービス群

に実行できるようになった。さらに、

不確実性の時代においては、意思

繋げたデータは iQuattro が具備

納期調整時間削減、調達計画の変更

決定のために必要な情報はますます

する各種サービスにより、可視化等

頻度低減までをも実現した。現在、

増加する。それらの情報を、いかに

の様々な活用を素早く実現し、最速

iQuattro で繋いだデータを活用し、

繋げて活用できる状態を作れるか。

の意思決定をサポート。バリュー

原価決定プロセスのデジタル化、物

その点が今後のサプライチェーン競

チェーン全体をつないだサプライ

流のトラック & トレースによる不

争力の重要なポイントとなるだろう。

チェーンの需給バランスの可視化、

具合発生時の迅速な影響把握など

AI・ 機 械 学 習 を 用 い た サ プ ラ イ

様々な業務改善を創出し、ロバスト

チェーン計画の最適化、ブロック

なデジタルサプライチェーンを遂行

※ 1 https://enterprise-aiiot.nttdata.com/
iquattro/

チェーンベースのトレー
サビリティ／スマートコ

工場

ントラクトなどのサービ

生産計画/実績
物流

ス群を提供。

サプライヤー

具体的な活用事例を挙

プライヤーといったサプ

出荷計画
出荷実績

ERP

部品製造

タ を API で 連 携 し、 デ
ジタル世界でデータが常

2020 Vol.57 No.11

部品物流

マスタ

製品製造

API

本社

製品物流

C工場
工場
350
B工場
200

物流

A工場
150

Air
20
D工場
300
70

SHIP2
180
50

生産計画

NA
Ware
420
hous
e
600

API

SHIP1
100

ERP
生産管理

生産要求
製品注文
マスタ情報

最速な意思決定

ライチェーン全体のデー

ビジネスコミュニケーション

ERP

IoT

入出庫実績

デジタルの世界でデータが常に繋がる状態

リアル

（ERP）
、工場（IoT）
、サ

納期回答

デジタル

製 造 業 A 社 は、 本 社

在庫管理

部品在庫

API

iQuattro による
ソリューション事例
げよう。大手グローバル

部品注文

業務部門

図3

経営層

工場

グローバルでの在庫状況のリアルタイム
可視化
生産振り分け、在庫移動の意思決定を
プラットフォーム上で一元的に実行可能に。

活用事例（大手グローバル製造業 A 社）
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