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これからの在庫管理

生産管理の話をしよう

交通革命と情報革命
かつて経営環境を一変したものに「交通革命」があります。ヘ
ンリーフォードが発明した車は 20 世紀の世界を変えたといわれ

＜車と道路網＞
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ています。しかし、車の発明、製造そのものが世界を変えたわけ
ではありません。いくらよい車を作ってもそれだけでは世界を変
道路網

えることはできなかったでしょう。

人や荷物の移
動時間が短縮

車が経済や社会を変えるようになったのは道が整備されより
多くの人が運転できるようになったからです。物流は変わり、産
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地の新鮮な食品がどこででも手に入れることができるようにな
りました。人々が買い物をする場所は近くの商店街から郊外のシ
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ョッピングセンターに変わり、旅行も形を変え、消費者は欲しい
物を身近で手に入れることができるようになりました。
＜情報機器とハイウェイ＞

車は人やモノの移動効率を飛躍的に上げることで社会を大きく
変えたのです。
「交通革命」は車の性能アップとそれが通る道の整
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高速大容量
通信で便利
な社会に

機としての性能が向上するに伴い、コンピューター間の情報交換
の必要性が増してきました。
を要したものです。遠方の支店とテレビ会議をしようものなら画
像が粗く、しかも不自然な動きしか伝えることはできませんでし
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かつてコンピューターは計算機として発達してきました。計算
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た。それは情報を運ぶ回線がよくなかったため、大
容量の情報を送ろうとするとすぐ渋滞を起こしてし

しく向上しつつあります。上図のように今では職場

まっていたためです。まさに情報伝達は、馬力の小

家庭間だけでなく、スマートフォンで個人間でもい

さい車と未舗装の狭い道路しかなく、物の輸送に苦

つでも情報のやり取りが可能となりました。しかも

労していた「交通革命」未成熟期のようでした。

それは日本国内だけでなく海外とのやり取りも低価

ところが、2000 年代に入り「デジタル･ネット
ワーク革命」といわれるほどに情報伝達効率は目覚

格で可能となっています。物や人の移動コストに比
べ情報伝達コストが飛躍的に低下したのです。

情報革命に乗る
「交通革命」進行中は運転者の技術未熟やマナー

「情報革命」においてもそれを有効に活用できる

の欠如により交通事故や暴走族のような運転者が現

運転手はまだまだ不足しています。そして「情報革

れたり、環境汚染問題などのマイナスの面もありま

命」の未成熟な現時点においては、マナーの欠如し

した。それでも「交通革命」はより高度に進展し、

た運転手が多くの事件を発生させていることも事実

それを有効に活用した企業が発展しました。

です。

とはいえ「交通革命」に乗り遅れた企業が存続で

に応じて減少した移動コストは情報伝達にかかるコ

きなかったように、
「情報革命」を意識しないで顧

ストよりはるかに高いのが現状です。

客のニーズに応えていくことは困難な時代となりつ

たとえば今までは近くの会社から買っていた物で

つあります。

も、世界中のお店でいくらで売っているかが簡単に

「交通革命」は人や物の移動コストを飛躍的に低下

わかるようになってきていますから、後は輸送コス

させましたが、人や物の移動量そのものを減らしは

トを考えて得な方で購入することができます。

しませんでした。逆に、その便利さのために移動量

情報伝達コストが飛躍的に低下することにより何

は大きく増加してきました。

が起きているかと観察してみると、今までよりはる

「情報革命」は情報が伝達されることで、人や物の

かに広い範囲での最適行動をとる必要性が高くなっ

移動量そのものを最小限にすることが可能となりま

てきたということです。「情報革命」に乗り遅れる

す。最小限にした時に移動量は減少しますが、それ

ことは企業の存亡にかかわる出来事です。
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しかし、多くの工場はこのようになってはいませ

人は食べることによって栄養を取り活発に活動

ん。多くの工場には、図Ｃのように材料倉庫や製品

することができます。一方人体は不要なものは排

倉庫があります。図Ａと図Ｂでは、生産の効率化が

出します。適切な栄養摂取と排泄により健康な体

重要課題でよかったのですが、図Ｃでは倉庫にある

を維持しています。企業体も活発に活動すれば不

在庫の管理も重要な課題となります。

要なものが発生します。不要となったものを適切

図Ｃの製品倉庫のように製品の流れがバイパス化

に排泄していかないと健康体は維持できません。

していますと、営業活動とのつながりが薄くなりが

不要なものとは、使うあてのない端材や生産ロ

ちです。倉庫にある在庫とお客様とのつながりがあ

ットや歩留まりの関係で多くできてしまった部品

いまいになっていることが、在庫管理の問題の原因

などです。不要なものを適切に排泄しないと倉庫

となっていることが多いようです。

の動きが悪くなってしまいます。

＜在庫期間別在庫金額＞
右図は在庫期間別にグラフにしたものです。ブルーのグラフは
不要なものの処分が行われていますが、赤のグラフは保存してい
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分が物置化してしまっている例です。
適切に排泄が行われていないため物置化した倉庫となってし
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ＡＢＣ分析でのグループ別管理は以下のようです。
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最小にします。
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つようにし、発注回数も少なくして発注費用もかけ
ないようにします。
Ａグループは大量に動くので、価値の大きさに応じた管理コス
トを投入するというこの管理方法は、かつては効果的な方法でし
た。しかし、不良在庫の防止という点から見た時は必ずしも有効
な方法とはいえません。右のグラフは出庫金額の多い品目順に在
庫金額累計を示したものです。出庫金額の少ない品目の方が在庫
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重点管理からはずれた品目の不良在庫の発生を防ぐことが次
の２点から非常に重要です。一つは消費動向の多様

をかけても防止することが必要です。

化、スピード化で在庫の陳腐化が激しいこと、もう

ＡＢＣ分析による重点管理は必ずしもベストの方

一つは動きの少ない品目ほど埋もれてしまい目が届

法とはいえなくなりました。それは情報機器やネッ

かなくなってしまうからです。不良在庫の発生はそ

トワークの技術進歩が在庫の管理コストを飛躍的に

のまま利益の減少になってしまいますから、コスト

低下させたからです。100 品目を管理するのも

10,000 品目管理するのもコストの違いはそれほど

報網を行き渡るようにして新しい在庫管理法を取り

大きくないのです。倉庫が孤島化している場合は情

入れることをお勧めします。

在庫管理とはなにか

＜在庫管理のあり方＞

システム開発の仕事をしていてお客様からお聴き
するご要望の中で多いものに、在庫管理があります。
ところが在庫管理の意味がお客様によって違ってい
るようです。あるお客様は「在庫が多いので何とか
少なくできないか」と言われることがあり、別のお
客様は「納期遅れが発生しないように在庫を確保し
たい」という意味で在庫管理をしたいと言われるこ
とがあります。また廃棄する在庫をなくしたいとお
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このようなご要望を聴いて、何か重要な点がかけ
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ているように思います。経営上、在庫は何のために
持っているのかという点です。在庫はないほうがよ
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い、あればコストが増えるばかりだが、納期遅れを

中
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＜顧客満足への貢献度＞

出さないために仕方なく持たざるを得ない、とおっ
しゃられる会社が多くあります。一方、積極的に在

上はコストだけでなく顧客満足への貢献を横軸に追

庫を持つことで繁栄している会社もあります。

加し在庫管理レベルを表そうとしたものです。

コンビニエンスストアでは、バックヤードの在庫

コンビニエンスストアでは天気や気温で売れるも

をゼロにし、なおかつ「品切れゼロ」に挑戦してい

のが変ることがあるそうです。またお祭りなどの行

ると聞きます。
「品切れゼロ」ということはお客様

事で売れるものなど変ってくるのでお祭りの情報を

が来店した時買いたいものが必ずあるということで

入れておき発注数を決めると聞きます。

す。品切れを起こすような在庫圧縮は本末転倒です。

工場での在庫管理にも顧客情報を活かすべきなの

これからの在庫管理は、在庫にコストダウンだけ

に、在庫管理担当者に顧客情報や生産情報が伝えら

の視点ではなく顧客満足に貢献できる在庫管理でな

れているでしょうか。

ければなりません。在庫には利用価値のあるものと

廃番になった部品が倉庫に大量に埋もれていたと

ないものがあります。利用価値とは顧客満足に貢献

いう話もときたま耳にします。製造部品が廃番にな

できるかどうかで決まります。漠然と何かに役立つ

るとわかった時、即座に在庫数がわかり、廃番時ま

だろうで決めていては在庫が増えていくだけです。

での必要数を予測し対策が立てられるでしょうか。

顧客満足は「品質・コスト・納期」に要約されま

人や物の移動を情報の伝達に置き換えることがこ

す。この在庫を持つことは「品質向上に役立つか、

れからの改善・合理化の有効な手段になりつつあり

コストダウンを可能にするか、納期厳守に必要か」

ます。情報革命が進展する中、倉庫が孤島化しない

を常に見直さなければなりません。

よう「情報の道」を整備しましょう。

システム設計から情報分析まで
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