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安すぎる日本:
日本の物流システムの現状

消費者の目線で見れば、日本の物流システムは世界一といって
も過言ではないでしょう。昨今ネットでものを注文することは普
通に行われていて、しかも翌日配送はあたり前。ものと場所に
よっては、朝注文したものが夕方に届くということも珍しくなく
なってきています。この日本の物流システムの優秀さは、違う観
点でも証明されています。

例えば、かなり古い話になりますが、フランスのカルフールが日
本の小売業界に風穴を開けるべく鳴り物入りで日本市場に参入
を試みましたが、数年後にあえなく撤退し、イオンに日本の事業
を全て売却しました。最近ではドイツのメトロが同様に日本市場
からの撤退を決定しました。米国のウォールマートも西友を買収
することで日本市場の攻略を試みていましたが、最終的にファン
ドに大部分の株式を売却しています。
海外で実績のある実行力も資本力もある彼らをもってしても高
度に発展した日本の物流システムに対抗しきれずに日本の消費
者の支持を得られなかったということでしょう。

これも日本の物流に関わる方々の今までの途方もない時間と労
力を費やした血のにじむような努力の結晶であることは間違い
ないでしょう。しかしながら、便利さに慣れてしまうとそういうこ

とに思いを馳せることがなかなかできなくなります。そして一方
で、消費者はこの便利さがずっと続くと思っていますが、裏では
様々な困難が持ち上がっていて、この確立された優秀なシステ
ムの維持が難しくなってきています。
まずこの消費者にとって非常に都合のいい状態は、一方で物流
システムの担い手の皆さんには過剰な負担がかかっており、しか
もそのプロセスは、必ずしも全てが効率的なものではなく、人手
による非効率な作業がまだたくさん含まれています。
その非効率な部分を物流に携わる皆様の身を粉にするような働
きでなんとか問題を顕在化しないようにしているのではないかと
思います。
そして今後特に日本では働き手となる生産労働人口が減少する
ことを避けることができず、このまま放っておけば、状況が急速
に悪化するのは目に見えています。そして今までの改善が比較
的目に見えやすいもの、人が理解しやすく、改善指標を示しやす
いもの、個別の対応が行いやすいものを中心に行われてきた経
緯があります。
一方でその部分での改善はほぼやりつくした、あるいは、改善努
力をしたところで改善効果があまり望めない状況になりつつあ
るのではないかと思います。しかし、少し視点を変えるとまだまだ
改善の余地はありそうです。言い方を変えると、部分的な最適化
はある程度やりつくしたけれども、全体的な最適化はまだほとん
ど手つかずな状況であると言えます。

サプライチェーンとSCM4.0
省力化・自動化とデータ

そこで物流システムよりはより上位の概念であるサプライ
チェーン管理（SCM）の視点で見てみると少し異なる風景が見え
てきます。
ところでSCMに対しても日本ではまだまだ誤解があるのではな
いかと思います。SCMというとそれは“徹底的な効率化によって
コストを最大限に抑えること”と何となく理解している人が多い
のではないかと思います。実は、私もそう理解していました。今
回セミナーで講演するにあたって、事前調査のためにインター

ネットでSCMを検索してみました。
そうすると、SCMの本来の定義は、必要なものを必要なタイミン
グで必要な場所に必要な量だけ準備し、届けるための構想、計
画、実行・統制、検証のマネージメントサイクルであって、コスト
削減は目的の一つではあるけれど、むしろ売り上げ、利益の最大
化の方が重要ということです。

これは非常に重要なポイントだと思います。
週刊ダイヤモンドという経済誌がありますが、2021年8月28
日号のタイトルが「安すぎ日本」というタイトルでした。気が付い
たら日本は諸外国に比べて賃金の安い国になってしまったという
話です。
物流業界に限らず、日本人のより良いものをより安くという善意
に基づく行動の帰結と考えると少し悲しくなりますが、これはか
なり真実を含んだ指摘でしょう。私のような物流の素人にいわれ
たくないと思われるでしょうが、ここはやはり発想の転換が必要
ではないかと思います。
つまり、物流を単なるコストと捉えるのではなく、それは立派な付
加価値なので価格を上乗せしても良いのではないかという発想
を持つことです。
私のような素人がせいぜい考えられるシナリオは、“顧客の都合
の良いタイミングで商品を届けることができれば、中身は全く同
じ商品でも価格は多少高くても良いと考える人はいるのではな
いでしょうか?
（逆に再配達をするということは余計なコストが余分にかかって
いるわけですが、その分現状は価格に転嫁できていないわけで
す）”くらいですが、知恵を絞ればまだいろいろなことが考えらえ
ると思います。
何十年も続いた慣習をそう簡単には打破できないでしょうが、こ
のまま均衡縮小の道を突き進むよりは、状況好転の道を模索す
るほうが良いと思いませんか?
理想的にはより良いものをより高くというのが本来あるべき姿
ではないかと思います。

つぎにSCM4.0について少し話をします。
SCM4.0は人によってはサプライチェーン4.0と呼んだり、非常
に近いものとしてロジスティクス4.0というものがあります。こ

れは主にEU加盟国、特にドイツを中心に提唱されている
Industry 4.0から派生したイニシアティブです。
そして何故4.0なのかというと一応定義があって以下のように
なっています。
- SCM 1.0 - 輸送の機械化
- SCM 2.0 - 荷役の機械化
- SCM 3.0 - 物流管理の機械化

SCM1.0では、輸送手段、つまりトラック、鉄道、船舶、飛行機等
の発達を上げています。
SCM2.0は、倉庫内の作業の機械化、フォークリフト、自動倉庫、
マテハンと呼ばれる倉庫内作業を効率化する機械の導入が進み
ました。
SCM3.0ではITを利用して物流管理を行うようになったという
ことです。その結果WMSやWCS、TCSといったシステムの導
入が進んでいきました。日本の物流システムはこの部分で非常
に頑張った結果、世界に類をみないくらいの洗練されたシステム
の構築ができているといえます。
そしてSCM4.0の定義が省人化、自動化となります。
3.0で機械化はかなりの所まで進んだけれども、人が行わなけれ
ばならない作業、判断がまだ多量に残っていて、それを効率化す
ることに主軸が移りつつあるということです。
そして省人化、自動化を進めると人手による作業に比較して属人
性を排除してプロセスの標準化をしたり、AL/ML（機械学習）を
活用することで、結果のばらつきをなくすというような効果が期
待されています（人の場合は、融通を利かして臨機応変に対応で
きるメリットがある一方、同じ情報を与えられたとしても同じよう
に反応、行動するとは限らないけれども、機械やコンピュータの
場合は、同じデータを与えられれば同じように反応する）。

日本でも国レベルでの物流の課題に対する取り組みがあります。
それは内閣府が主導しているSIP（戦略的イノベーション創造プ
ログラム）と呼ばれる取り組みの1つであるスマート物流サービ
スというテーマです。
ここでは、非効率なサプライチェーンという課題を解決するため
に省力化、自動化の推進、それを実現するための物流・商流デー
タ基盤の構築というのが大きなテーマになっており、その先の目

ン・コントロールタワーと呼ばれるものです。これはサプライ
チェーンに携わってきたITコンサル会社やITアナリスト企業等
が提唱し始めたコンセプトで、少なくとも5年くらい前から言わ
れてきたことですが、なかなか実現できていませんでした。
しかし、今回のコロナ禍の状況下でサプライチェーンの分断化が
様々な所で発生し、様々な影響が顕在化したためそれらを解決
するためには、こういう仕組みが必要だということで再度世間の
注目が高まっています。

他の業界にはまさにこのシステムのお手本となるシステムがあ
ります。
それは航空業界の管制塔のシステムです。管制塔というものが
あるからこそ飛行機は安全に飛行できているわけで、この機能
がなければおそらく飛行機の安全な運用は不可能でしょう。管制
塔の機能の肝は、管轄内の飛行機の走行状態および周辺情報を
全て把握し、それに基づいて様々な指示を飛行機に与えることで
運行を制御します。管制塔のシステムは実際にはITシステムと
それを操作する管制官とのコンビで運用されますが、まず行わ
なければならないことは飛行機の関連情報を人が理解できる形
で提供する可視化です。
さて、このような考え方をサプライチェーンに適用するにはどう
すればよいでしょう。ところで、飛行機の世界ではこの管制塔の
システムが完璧に実装されて長い間運用されているのに対して、
同じことが適用できそうなサプライチェーンでなかなかそのよう
なシステムが実現できていない理由はなにかあるでしょうか?
これは私の想像の域を出ませんが、一つ目は、危急性、緊急性で
す。飛行機の場合には、この機能がなければ、人命が担保できま
せんので、そもそもビジネスが成り立ちません。一方、サプライ
チェーンの場合は、いろいろな支障があるにしても人命にまで関
わることはそんなにないため、なくてもなんとかやりくりできまし
た。
二つ目は、飛行の情報を全て把握することももちろん大変です
が、サプライチェーンの場合は、対象となるものの量、種類など
が桁違いに多くなるために実装のハードルが格段に高い、そして
関わる人、組織などが多岐にわたるための交渉事など解決しな
ければならないことが山のようにあることです。

ということでこのような機能の実装は先送りされてきたわけです
が、いよいよその様なシステムを作らないことには前にすすめな
い状況になってきました。実現に向けて一気呵成に構築といきた
いところですが、そもそも非常に構築の難しいシステムなので、
着実にことをすすめていくべきでしょう。

それでは、サプライチェーン・コントロールタワーを実現するス
テップについて考えてみましょう。
まずは、先ほどにも言及しましたが、コントロールタワーに流れる
データを可視化するところから始まります。ただ可視化しただけ
ではそんなにメリットは感じられないでしょう。

しかし、この可視化はその後に続くステップの実現に不可欠なも
のなのでまず最初に行わなければなりません。
可視化のメリットを実際に感じられるのは、次のステップである
アラートの発出です。
これは旧来のシステムがプル型、つまり人が何らかのトリガーを
与えない限りシステムが作動しないのに対して、プッシュ型のシ
ステム、つまりシステム側から人（機械でも別のコンピュータで
も良いです）にアクションを促すことを実現できます。
まず人がアクションするということが出発点となるとそこがボト
ルネック（量をこなせない、システム側から情報提供の準備がで
きていない場合には待ちが発生するなど）になりがちですが、シ
ステム側から発出するタイミング、そのトリガーの発出量、対象条
件を制御することで効率良く人の介在を抑えることができます。
そして次のステップが、意思決定支援です。
人にアクションを促すに際し、その人が状況を正しく理解して正
しい判断を下すために、先ほど述べた通り、正しいデータを適正
な量渡す必要があります。この適正な量というのもなかなか難し
いところで、正しいけどその量が大量すぎると人はなかなか限ら
れた時間内に正しい判断を下せません。必要十分な情報量の
データを人が理解しやすいように整理された形で提供されなけ
ればなりません。
そして次のステップが最終ゴールに近い、その状況判断、意思決
定すらもコンピュータに任せてしまおうということになります。
コンピュータの場合には、正しい量のデータというハードルは人
に比べると幾分改善されるかもしれませんが、より整理された形
でデータを提供しないとコンピュータは融通が利きませんから
正しく機能しません。この部分で大きく期待されているのが
AI/MLといった技術になります。
そもそも人が行っている操作や判断をコンピュータで完全に実
装しずらい理由は、人間の判断がかならずしも全て完全に論理
的に説明できない部分があること、サブジェクトマターエキス
パート（その道のプロ）にヒアリングしてその知見をシステム開
発者が実装するためにその内容を完全に理解するのが難しいこ
と、そしてそもそもその変換作業にも非常に時間がかかるため
に結局コストや物理的に限られた時間の中では現実問題として
困難です。これはロジックを積み上げていく方式つまり演繹的ア
プローチの限界だと言えます。

一方で、AI/MLの世界では、帰納的なアプローチで物事を解決
しようとします。帰納法的なアプローチでは入力したデータから
ある結果が導き出される場合に、内部でこういうロジックが動い
ているのではと推定するということになります。帰納法で物事を
解決するためにはまずデータが必要で、それもデータ量が多い
ほど精度があがっていく傾向があります。

昨今はインターネット上で様々なデータを利用できる環境が
整ってきていますし、IoTをはじめとする入力の手段も増え、デー
タの取得も容易になってきています。そしてコンピュータの性能
も飛躍的にあがってきていますので、このアプローチの優位性
が高まっています。

サプライチェーン・コントロールタワーを
実現するデータプラットフォーム

さて、サプライチェーン・コントロールタワーの実現はなかなか
ハードルの高いチャレンジですが、その開発の具体的な課題につ
いて考えてみましょう。
まずは、様々なシステム、人、機械、その他からデータを集めてき
て可視化するためには、やはりデータベースのようなものが必要
になります。
データベースシステムとなると一般的なシステムでよく使われ
ているリレーショナルデータベースが思い浮かぶと思いますが、
果たしてリレーショナルデータベースで用が足りるでしょうか?
データソースの中には、テーブルのようにきれいに項目が整理さ
れているデータではなく、データが入れ子になっていたり、繰り返
し項目があったり、同じデータの違うレコード同士で項目の種類
が違うとか、機器が新しくなってデータ項目が追加されたとか、リ
レーショナルで取り扱いずらい形式のデータも多いでしょう。
しかし、一方で分析を実施する際にデータがリレーショナルテー
ブルのような形できれいに整理されているほうがやりやすい場
合が多いのも事実です。
・そうするとリレーショナルとそのほかデータソースに合った
形の別々のデータベースを用意するというアプローチを取
りたくなりますが、それではいくつのデータベースシステム
を用意しなければならないのか?

・個々のデータベースのデータとリレーショナル形式のデータ
にどうやって変換するか?

・元々のデータがかわったらその変更をまたどうやってリレー
ショナルデータベースに反映するのか?

とかデータベースの種類や数が増えるにつれデータ同期に関連
する問題に悩まされることになります。

そしてもう一つの課題は、リアルタイム分析です。様々なデータ
ソースからデータをどんどん投入しながら、一方で必要なポイン
ト、タイミングで判断を実施するためには分析機能をまさにオン
ザフライ（その場）で実施できなければなりません。

しかし伝統的なシステムアーキテクチャでは業務システムと分析
システム、日本ではよく基幹系と情報系という分け方をされます
が、これらは全く別運用されるのが一般的です。
ですが、このアーキテクチャーをとる限りは、リアルタイム要件は
満たすのは、非常に難しいでしょう。データの記録と分析が一体
運用できなければなりません。そして今までとは比較にならない
くらいのデータがこの場所に流れ込んでくることになります。
データベース性能はいままでとは一線を画す性能要件を満たさ
ないといけません。そしてデータ投入スピード（レイテンシー）と
大量データ処理（スケーラビリティ）を同時に満たす必要があり
ます。また投入されてくるデータ（メッセージ）をもれなく蓄積で
きる仕組みがほしくなります。この仕組みがないと、データを受
信するたびにそれを蓄積する処理を記述しなければなりません
が、そうすると処理を組み込むことを忘れてしまうということが
簡単に発生してしまいます。
そして様々なデータソースからデータを収集するためには、様々
なシステム、アプリケーション、データベースなどと連携する必要
があります。これをまた個別に開発すると大変な労力が必要で
すし、連携の数、種類は時間とともにどんどん増えていきますの
で、いつまでも楽になりませんし、最終的には開発のキャパシ
ティの限界を超えることになるでしょう。
そしてシステムの連携は様々な理由で思ったように接続できな
いケースが発生します。その時に原因を素早く特定し、問題を修
正して、リカバリーする仕組みも重要です。

ここでもデータの可視性が重要なポイントになります。

自動化、省人化を推進するためには、システム分析の機能も重要
です。特にAI/MLなどの機能開発がスムーズに行えなければな
りません。AI/MLが期待した通りに機能するためには、きれいに
整理されたデータ（クリーンデータ）を準備する必要があります。
コントロールタワーつまり司令塔として機能するためには、全体
を統制する能力が必要です。アラートのようなプッシュ型のシス
テムの構築のためにもこの能力は重要です。
これは単一の開発ツールでは到底実現不可能で様々なツールを
組み合わせて利用するしかないように感じるかもしれません。
しかし、一方で複数のツールを組み合わせて使うためには、個々
のツールに習熟する必要があって、その労力は大変なものです。
そしてツールの組み合わせも相性等の問題もあって協調して動
作させるためには、設定の調整や個別の仕掛けづくりなどが必
要かもしれません。
また、オープンソースのツールを使うと製品サポートの関係で頻
繁にバージョンアップを強制され、そうすると他のツールの連携
に支障がでるなど、初期準備および継続的な構成管理に目くば
せをする労力も大変なものがあります。
するとそういうインフラの構築や保守にほとんどの時間を取られ
てしまって本来やるべきことに時間を割けることができなくなる
という本末転倒なことも起こりがちです。

こういう状況を想定すると理想的には1つのツールが全てをこ
なすことができればずいぶん楽になるはずです。それをイメージ
した絵が下の図で、コントロールタワーの機能を実装するための
万能なデータプラットフォームがあると非常に仕事がやりやすく
なるはずだということを示しています。

繰り返しになる部分がありますが、サプライチェーン・コントロー
ルタワーを実現するためのデータプラットフォームの要件として
は、以下のようなことが重要です。
データをリアルタイムに処理する必要がありますので、でき得る
限り高速にデータの取り込みができるほうが良いです。様々な
データソースから同時にデータが投入されてきますので、一定
時間に処理できるデータは多ければ多いほど良いです。
そして、将来にわたってそのハードルは上がっていきます。最初
はなんとか要件をみたすことができてもやがて対応できなくな

るかもしれません。そういう状況で性能強化のためのチューニン
グをご自分でやらなければならないとなると相当大変です。状況
によっては小手先の対応ではうまくいかず根本的なアーキテク
チャーを変更しなければならないかもしれません。

そう考えるとデータプラットフォームが継続的に性能を向上させ
てくれて、将来の処理能力の増加要求に耐えてくれると大変楽に
なります。そしてデータを高速に記録しながらそのデータを即時
活用できなければなりません。データにも鮮度があって、賞味期
限の切れたデータに価値は全くありません。様々な形態のデー
タを処理して、それを利活用（分析、AL/ML利用）するためにき
れいに整理できる能力が必要です。様々なデータソースから
データを取り込むためにアプリケーション、システム、機器と簡単
につなげて、簡単にデータ取得ができなければなりません。
より多くのデータを取得するために、さあデータをとりこむぞと
意気込んだり、常にデータの取り込みを意識せずとも、勝手に
データが蓄積する仕組みがあるとうれしいはずです。
データの取り込みだけではなく、そのデータを使って全体を統制
するまさにコントールタワーの機能を実装する仕組みが必要
です。

さて、インターシステムズは、以上で説明したようなデータプラッ
トフォームとしてInterSystems IRIS Data platformを提供し
ています。
インターシステムズは、創業以来、40年以上にわたってずっと
データ管理に関係する製品を開発、販売してまいりました。その
歴史の中で、高速性に定評のあるキーバリュー型のデータベー
スをリレーショナル形式で表現する技術、オブジェクトデータ
ベースやドキュメント型のデータベースとして表現するマルチモ
デルデータベース技術を開発して参りました。また分析システム
用には、多次元データベース（OLAP）形式のキューブを表現す
ることもできます。

指すべき世界としてSociety5.0の具現化が謳われています。
バージョン5.0なのが面白いところです。
これは私の想像にすぎませんが、欧州の4.0に対抗して、日本は
もっと先をいっているということを表現したくてバージョンを一
つ上げているのではないかと思います。そして部分最適から全
体最適へのシフトも強調されています。
以上のことから物流システムの変革の大きな1つのポイントが
明らかになってきました。
省力化・自動化です。
このテーマをもう少し掘り下げてみましょう。省力化・自動化と
は、操作、作業あるいはそこで必要となる判断を人がするのでは
なく、機械やコンピュータが行います。機械やコンピュータが人
の手を借りずに操作、判断するためには何が必要でしょうか?こ
れは皆さん言わなくてもわかりますよね?言うまでもなくデータ
です。

もう少し補足すると、人もデータを必要としますが、人の場合は、
多少データに不備があったり、整理されていないデータであって
も自らの経験だったり感だったり、創意工夫でなんとか対応したり
します（そこに逆に属人性が入りこむ余地があったりしますが）。

一方、機械やコンピュータには、正確で全く不備、不足のない完
全なデータが必要です。
そしてもう少し言うと、正しいデータを正しい量、正しいタイミン
グで、正しい対象（機械やコンピュータでもいいです）に提供する
ことで初めて機械やコンピュータは正しい判断を得ることができ
て、その正しい判断に基づいて正しいアクション（行動、操作）が
できるということになります。
言葉で書くと当たり前のことを言っているだけであまり難しく感
じないかもしれませんが、これは実際に行おうとすると本当に難
しいです。

サプライチェーン全体最適
サプライチェーン・コントロールタワーの構築

さて、SCM4.0とは直接は関係しませんが、そこで目指している
世界を実現するための方法論があります。それがサプライチェー

この技術を応用して、さらに今後も様々なデータモデルに対応し
ようと考えています。
データベースの高速性を生かして、データの記録と分析を一体
運用できるマルチワークロードも実現しています。様々なシステ
ムの連携を行いやすくするための相互運用性（インターオペラ
ビリティ）の充実にもずっと注力してきました。このプラットフォー
ム上で分析、AI/MLの機能を簡単に実装できるような仕組みづ
くりにも継続して取り組んでいます。
もちろん完全ではありません。
今後ももっと大量データを処理できるよう、もっと素早くデータ
を取り込めるよう、もっと多くのデータモデルを取り扱えるよう、
様々なシステム、データ連携ももっと楽にできるよう、データを
もっと簡単に整理できるよう、AI/MLに関連する技術開発もどん
どん行っていきます。
データ管理に関するややこしいことは我々にお任せいただき（餅
は餅屋）、皆さんはその道のプロとして物流、サプライチェーンの
様々な課題解決のためにその能力を最大限発揮していただくよ
うな協力関係が築ければいいなと思っています。

欧米のある企業では、実際にサプライチェーン・コントロールタ
ワー機能を実現するにあたり、様々な商用ソフトとオープンソー
スのソフトを組み合わせて構築にトライした結果、当初想定した
ハードウェアでは性能要件を満たせなかったり、開発工数が想定
より大幅に膨らみ、費用面、スケジュール面でプロジェクトが頓挫
しかけましたが、その後、InterSystems IRIS data platform
を利用して構築する方針に変更し、無事にシステム稼働した事例
もあります。
サプライチェーン・コントロールタワーといったある意味壮大な
試みは今のところは考えられないという方々も、ご自分自身の直
近の課題の解決にインターシステムズがお手伝いできるかもし
れませんので是非お気軽にお問い合わせください。
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安すぎる日本:
日本の物流システムの現状

消費者の目線で見れば、日本の物流システムは世界一といって
も過言ではないでしょう。昨今ネットでものを注文することは普
通に行われていて、しかも翌日配送はあたり前。ものと場所に
よっては、朝注文したものが夕方に届くということも珍しくなく
なってきています。この日本の物流システムの優秀さは、違う観
点でも証明されています。

例えば、かなり古い話になりますが、フランスのカルフールが日
本の小売業界に風穴を開けるべく鳴り物入りで日本市場に参入
を試みましたが、数年後にあえなく撤退し、イオンに日本の事業
を全て売却しました。最近ではドイツのメトロが同様に日本市場
からの撤退を決定しました。米国のウォールマートも西友を買収
することで日本市場の攻略を試みていましたが、最終的にファン
ドに大部分の株式を売却しています。
海外で実績のある実行力も資本力もある彼らをもってしても高
度に発展した日本の物流システムに対抗しきれずに日本の消費
者の支持を得られなかったということでしょう。

これも日本の物流に関わる方々の今までの途方もない時間と労
力を費やした血のにじむような努力の結晶であることは間違い
ないでしょう。しかしながら、便利さに慣れてしまうとそういうこ

とに思いを馳せることがなかなかできなくなります。そして一方
で、消費者はこの便利さがずっと続くと思っていますが、裏では
様々な困難が持ち上がっていて、この確立された優秀なシステ
ムの維持が難しくなってきています。
まずこの消費者にとって非常に都合のいい状態は、一方で物流
システムの担い手の皆さんには過剰な負担がかかっており、しか
もそのプロセスは、必ずしも全てが効率的なものではなく、人手
による非効率な作業がまだたくさん含まれています。
その非効率な部分を物流に携わる皆様の身を粉にするような働
きでなんとか問題を顕在化しないようにしているのではないかと
思います。
そして今後特に日本では働き手となる生産労働人口が減少する
ことを避けることができず、このまま放っておけば、状況が急速
に悪化するのは目に見えています。そして今までの改善が比較
的目に見えやすいもの、人が理解しやすく、改善指標を示しやす
いもの、個別の対応が行いやすいものを中心に行われてきた経
緯があります。
一方でその部分での改善はほぼやりつくした、あるいは、改善努
力をしたところで改善効果があまり望めない状況になりつつあ
るのではないかと思います。しかし、少し視点を変えるとまだまだ
改善の余地はありそうです。言い方を変えると、部分的な最適化
はある程度やりつくしたけれども、全体的な最適化はまだほとん
ど手つかずな状況であると言えます。

サプライチェーンとSCM4.0
省力化・自動化とデータ

そこで物流システムよりはより上位の概念であるサプライ
チェーン管理（SCM）の視点で見てみると少し異なる風景が見え
てきます。
ところでSCMに対しても日本ではまだまだ誤解があるのではな
いかと思います。SCMというとそれは“徹底的な効率化によって
コストを最大限に抑えること”と何となく理解している人が多い
のではないかと思います。実は、私もそう理解していました。今
回セミナーで講演するにあたって、事前調査のためにインター

ネットでSCMを検索してみました。
そうすると、SCMの本来の定義は、必要なものを必要なタイミン
グで必要な場所に必要な量だけ準備し、届けるための構想、計
画、実行・統制、検証のマネージメントサイクルであって、コスト
削減は目的の一つではあるけれど、むしろ売り上げ、利益の最大
化の方が重要ということです。

これは非常に重要なポイントだと思います。
週刊ダイヤモンドという経済誌がありますが、2021年8月28
日号のタイトルが「安すぎ日本」というタイトルでした。気が付い
たら日本は諸外国に比べて賃金の安い国になってしまったという
話です。
物流業界に限らず、日本人のより良いものをより安くという善意
に基づく行動の帰結と考えると少し悲しくなりますが、これはか
なり真実を含んだ指摘でしょう。私のような物流の素人にいわれ
たくないと思われるでしょうが、ここはやはり発想の転換が必要
ではないかと思います。
つまり、物流を単なるコストと捉えるのではなく、それは立派な付
加価値なので価格を上乗せしても良いのではないかという発想
を持つことです。
私のような素人がせいぜい考えられるシナリオは、“顧客の都合
の良いタイミングで商品を届けることができれば、中身は全く同
じ商品でも価格は多少高くても良いと考える人はいるのではな
いでしょうか?
（逆に再配達をするということは余計なコストが余分にかかって
いるわけですが、その分現状は価格に転嫁できていないわけで
す）”くらいですが、知恵を絞ればまだいろいろなことが考えらえ
ると思います。
何十年も続いた慣習をそう簡単には打破できないでしょうが、こ
のまま均衡縮小の道を突き進むよりは、状況好転の道を模索す
るほうが良いと思いませんか?
理想的にはより良いものをより高くというのが本来あるべき姿
ではないかと思います。

つぎにSCM4.0について少し話をします。
SCM4.0は人によってはサプライチェーン4.0と呼んだり、非常
に近いものとしてロジスティクス4.0というものがあります。こ

れは主にEU加盟国、特にドイツを中心に提唱されている
Industry 4.0から派生したイニシアティブです。
そして何故4.0なのかというと一応定義があって以下のように
なっています。
- SCM 1.0 - 輸送の機械化
- SCM 2.0 - 荷役の機械化
- SCM 3.0 - 物流管理の機械化

SCM1.0では、輸送手段、つまりトラック、鉄道、船舶、飛行機等
の発達を上げています。
SCM2.0は、倉庫内の作業の機械化、フォークリフト、自動倉庫、
マテハンと呼ばれる倉庫内作業を効率化する機械の導入が進み
ました。
SCM3.0ではITを利用して物流管理を行うようになったという
ことです。その結果WMSやWCS、TCSといったシステムの導
入が進んでいきました。日本の物流システムはこの部分で非常
に頑張った結果、世界に類をみないくらいの洗練されたシステム
の構築ができているといえます。
そしてSCM4.0の定義が省人化、自動化となります。
3.0で機械化はかなりの所まで進んだけれども、人が行わなけれ
ばならない作業、判断がまだ多量に残っていて、それを効率化す
ることに主軸が移りつつあるということです。
そして省人化、自動化を進めると人手による作業に比較して属人
性を排除してプロセスの標準化をしたり、AL/ML（機械学習）を
活用することで、結果のばらつきをなくすというような効果が期
待されています（人の場合は、融通を利かして臨機応変に対応で
きるメリットがある一方、同じ情報を与えられたとしても同じよう
に反応、行動するとは限らないけれども、機械やコンピュータの
場合は、同じデータを与えられれば同じように反応する）。

日本でも国レベルでの物流の課題に対する取り組みがあります。
それは内閣府が主導しているSIP（戦略的イノベーション創造プ
ログラム）と呼ばれる取り組みの1つであるスマート物流サービ
スというテーマです。
ここでは、非効率なサプライチェーンという課題を解決するため
に省力化、自動化の推進、それを実現するための物流・商流デー
タ基盤の構築というのが大きなテーマになっており、その先の目

ン・コントロールタワーと呼ばれるものです。これはサプライ
チェーンに携わってきたITコンサル会社やITアナリスト企業等
が提唱し始めたコンセプトで、少なくとも5年くらい前から言わ
れてきたことですが、なかなか実現できていませんでした。
しかし、今回のコロナ禍の状況下でサプライチェーンの分断化が
様々な所で発生し、様々な影響が顕在化したためそれらを解決
するためには、こういう仕組みが必要だということで再度世間の
注目が高まっています。

他の業界にはまさにこのシステムのお手本となるシステムがあ
ります。
それは航空業界の管制塔のシステムです。管制塔というものが
あるからこそ飛行機は安全に飛行できているわけで、この機能
がなければおそらく飛行機の安全な運用は不可能でしょう。管制
塔の機能の肝は、管轄内の飛行機の走行状態および周辺情報を
全て把握し、それに基づいて様々な指示を飛行機に与えることで
運行を制御します。管制塔のシステムは実際にはITシステムと
それを操作する管制官とのコンビで運用されますが、まず行わ
なければならないことは飛行機の関連情報を人が理解できる形
で提供する可視化です。
さて、このような考え方をサプライチェーンに適用するにはどう
すればよいでしょう。ところで、飛行機の世界ではこの管制塔の
システムが完璧に実装されて長い間運用されているのに対して、
同じことが適用できそうなサプライチェーンでなかなかそのよう
なシステムが実現できていない理由はなにかあるでしょうか?
これは私の想像の域を出ませんが、一つ目は、危急性、緊急性で
す。飛行機の場合には、この機能がなければ、人命が担保できま
せんので、そもそもビジネスが成り立ちません。一方、サプライ
チェーンの場合は、いろいろな支障があるにしても人命にまで関
わることはそんなにないため、なくてもなんとかやりくりできまし
た。
二つ目は、飛行の情報を全て把握することももちろん大変です
が、サプライチェーンの場合は、対象となるものの量、種類など
が桁違いに多くなるために実装のハードルが格段に高い、そして
関わる人、組織などが多岐にわたるための交渉事など解決しな
ければならないことが山のようにあることです。

ということでこのような機能の実装は先送りされてきたわけです
が、いよいよその様なシステムを作らないことには前にすすめな
い状況になってきました。実現に向けて一気呵成に構築といきた
いところですが、そもそも非常に構築の難しいシステムなので、
着実にことをすすめていくべきでしょう。

それでは、サプライチェーン・コントロールタワーを実現するス
テップについて考えてみましょう。
まずは、先ほどにも言及しましたが、コントロールタワーに流れる
データを可視化するところから始まります。ただ可視化しただけ
ではそんなにメリットは感じられないでしょう。

しかし、この可視化はその後に続くステップの実現に不可欠なも
のなのでまず最初に行わなければなりません。
可視化のメリットを実際に感じられるのは、次のステップである
アラートの発出です。
これは旧来のシステムがプル型、つまり人が何らかのトリガーを
与えない限りシステムが作動しないのに対して、プッシュ型のシ
ステム、つまりシステム側から人（機械でも別のコンピュータで
も良いです）にアクションを促すことを実現できます。
まず人がアクションするということが出発点となるとそこがボト
ルネック（量をこなせない、システム側から情報提供の準備がで
きていない場合には待ちが発生するなど）になりがちですが、シ
ステム側から発出するタイミング、そのトリガーの発出量、対象条
件を制御することで効率良く人の介在を抑えることができます。
そして次のステップが、意思決定支援です。
人にアクションを促すに際し、その人が状況を正しく理解して正
しい判断を下すために、先ほど述べた通り、正しいデータを適正
な量渡す必要があります。この適正な量というのもなかなか難し
いところで、正しいけどその量が大量すぎると人はなかなか限ら
れた時間内に正しい判断を下せません。必要十分な情報量の
データを人が理解しやすいように整理された形で提供されなけ
ればなりません。
そして次のステップが最終ゴールに近い、その状況判断、意思決
定すらもコンピュータに任せてしまおうということになります。
コンピュータの場合には、正しい量のデータというハードルは人
に比べると幾分改善されるかもしれませんが、より整理された形
でデータを提供しないとコンピュータは融通が利きませんから
正しく機能しません。この部分で大きく期待されているのが
AI/MLといった技術になります。
そもそも人が行っている操作や判断をコンピュータで完全に実
装しずらい理由は、人間の判断がかならずしも全て完全に論理
的に説明できない部分があること、サブジェクトマターエキス
パート（その道のプロ）にヒアリングしてその知見をシステム開
発者が実装するためにその内容を完全に理解するのが難しいこ
と、そしてそもそもその変換作業にも非常に時間がかかるため
に結局コストや物理的に限られた時間の中では現実問題として
困難です。これはロジックを積み上げていく方式つまり演繹的ア
プローチの限界だと言えます。

一方で、AI/MLの世界では、帰納的なアプローチで物事を解決
しようとします。帰納法的なアプローチでは入力したデータから
ある結果が導き出される場合に、内部でこういうロジックが動い
ているのではと推定するということになります。帰納法で物事を
解決するためにはまずデータが必要で、それもデータ量が多い
ほど精度があがっていく傾向があります。

昨今はインターネット上で様々なデータを利用できる環境が
整ってきていますし、IoTをはじめとする入力の手段も増え、デー
タの取得も容易になってきています。そしてコンピュータの性能
も飛躍的にあがってきていますので、このアプローチの優位性
が高まっています。

サプライチェーン・コントロールタワーを
実現するデータプラットフォーム

さて、サプライチェーン・コントロールタワーの実現はなかなか
ハードルの高いチャレンジですが、その開発の具体的な課題につ
いて考えてみましょう。
まずは、様々なシステム、人、機械、その他からデータを集めてき
て可視化するためには、やはりデータベースのようなものが必要
になります。
データベースシステムとなると一般的なシステムでよく使われ
ているリレーショナルデータベースが思い浮かぶと思いますが、
果たしてリレーショナルデータベースで用が足りるでしょうか?
データソースの中には、テーブルのようにきれいに項目が整理さ
れているデータではなく、データが入れ子になっていたり、繰り返
し項目があったり、同じデータの違うレコード同士で項目の種類
が違うとか、機器が新しくなってデータ項目が追加されたとか、リ
レーショナルで取り扱いずらい形式のデータも多いでしょう。
しかし、一方で分析を実施する際にデータがリレーショナルテー
ブルのような形できれいに整理されているほうがやりやすい場
合が多いのも事実です。
・そうするとリレーショナルとそのほかデータソースに合った
形の別々のデータベースを用意するというアプローチを取
りたくなりますが、それではいくつのデータベースシステム
を用意しなければならないのか?

・個々のデータベースのデータとリレーショナル形式のデータ
にどうやって変換するか?

・元々のデータがかわったらその変更をまたどうやってリレー
ショナルデータベースに反映するのか?

とかデータベースの種類や数が増えるにつれデータ同期に関連
する問題に悩まされることになります。

そしてもう一つの課題は、リアルタイム分析です。様々なデータ
ソースからデータをどんどん投入しながら、一方で必要なポイン
ト、タイミングで判断を実施するためには分析機能をまさにオン
ザフライ（その場）で実施できなければなりません。

しかし伝統的なシステムアーキテクチャでは業務システムと分析
システム、日本ではよく基幹系と情報系という分け方をされます
が、これらは全く別運用されるのが一般的です。
ですが、このアーキテクチャーをとる限りは、リアルタイム要件は
満たすのは、非常に難しいでしょう。データの記録と分析が一体
運用できなければなりません。そして今までとは比較にならない
くらいのデータがこの場所に流れ込んでくることになります。
データベース性能はいままでとは一線を画す性能要件を満たさ
ないといけません。そしてデータ投入スピード（レイテンシー）と
大量データ処理（スケーラビリティ）を同時に満たす必要があり
ます。また投入されてくるデータ（メッセージ）をもれなく蓄積で
きる仕組みがほしくなります。この仕組みがないと、データを受
信するたびにそれを蓄積する処理を記述しなければなりません
が、そうすると処理を組み込むことを忘れてしまうということが
簡単に発生してしまいます。
そして様々なデータソースからデータを収集するためには、様々
なシステム、アプリケーション、データベースなどと連携する必要
があります。これをまた個別に開発すると大変な労力が必要で
すし、連携の数、種類は時間とともにどんどん増えていきますの
で、いつまでも楽になりませんし、最終的には開発のキャパシ
ティの限界を超えることになるでしょう。
そしてシステムの連携は様々な理由で思ったように接続できな
いケースが発生します。その時に原因を素早く特定し、問題を修
正して、リカバリーする仕組みも重要です。

ここでもデータの可視性が重要なポイントになります。

自動化、省人化を推進するためには、システム分析の機能も重要
です。特にAI/MLなどの機能開発がスムーズに行えなければな
りません。AI/MLが期待した通りに機能するためには、きれいに
整理されたデータ（クリーンデータ）を準備する必要があります。
コントロールタワーつまり司令塔として機能するためには、全体
を統制する能力が必要です。アラートのようなプッシュ型のシス
テムの構築のためにもこの能力は重要です。
これは単一の開発ツールでは到底実現不可能で様々なツールを
組み合わせて利用するしかないように感じるかもしれません。
しかし、一方で複数のツールを組み合わせて使うためには、個々
のツールに習熟する必要があって、その労力は大変なものです。
そしてツールの組み合わせも相性等の問題もあって協調して動
作させるためには、設定の調整や個別の仕掛けづくりなどが必
要かもしれません。
また、オープンソースのツールを使うと製品サポートの関係で頻
繁にバージョンアップを強制され、そうすると他のツールの連携
に支障がでるなど、初期準備および継続的な構成管理に目くば
せをする労力も大変なものがあります。
するとそういうインフラの構築や保守にほとんどの時間を取られ
てしまって本来やるべきことに時間を割けることができなくなる
という本末転倒なことも起こりがちです。

こういう状況を想定すると理想的には1つのツールが全てをこ
なすことができればずいぶん楽になるはずです。それをイメージ
した絵が下の図で、コントロールタワーの機能を実装するための
万能なデータプラットフォームがあると非常に仕事がやりやすく
なるはずだということを示しています。

繰り返しになる部分がありますが、サプライチェーン・コントロー
ルタワーを実現するためのデータプラットフォームの要件として
は、以下のようなことが重要です。
データをリアルタイムに処理する必要がありますので、でき得る
限り高速にデータの取り込みができるほうが良いです。様々な
データソースから同時にデータが投入されてきますので、一定
時間に処理できるデータは多ければ多いほど良いです。
そして、将来にわたってそのハードルは上がっていきます。最初
はなんとか要件をみたすことができてもやがて対応できなくな

るかもしれません。そういう状況で性能強化のためのチューニン
グをご自分でやらなければならないとなると相当大変です。状況
によっては小手先の対応ではうまくいかず根本的なアーキテク
チャーを変更しなければならないかもしれません。

そう考えるとデータプラットフォームが継続的に性能を向上させ
てくれて、将来の処理能力の増加要求に耐えてくれると大変楽に
なります。そしてデータを高速に記録しながらそのデータを即時
活用できなければなりません。データにも鮮度があって、賞味期
限の切れたデータに価値は全くありません。様々な形態のデー
タを処理して、それを利活用（分析、AL/ML利用）するためにき
れいに整理できる能力が必要です。様々なデータソースから
データを取り込むためにアプリケーション、システム、機器と簡単
につなげて、簡単にデータ取得ができなければなりません。
より多くのデータを取得するために、さあデータをとりこむぞと
意気込んだり、常にデータの取り込みを意識せずとも、勝手に
データが蓄積する仕組みがあるとうれしいはずです。
データの取り込みだけではなく、そのデータを使って全体を統制
するまさにコントールタワーの機能を実装する仕組みが必要
です。

さて、インターシステムズは、以上で説明したようなデータプラッ
トフォームとしてInterSystems IRIS Data platformを提供し
ています。
インターシステムズは、創業以来、40年以上にわたってずっと
データ管理に関係する製品を開発、販売してまいりました。その
歴史の中で、高速性に定評のあるキーバリュー型のデータベー
スをリレーショナル形式で表現する技術、オブジェクトデータ
ベースやドキュメント型のデータベースとして表現するマルチモ
デルデータベース技術を開発して参りました。また分析システム
用には、多次元データベース（OLAP）形式のキューブを表現す
ることもできます。

指すべき世界としてSociety5.0の具現化が謳われています。
バージョン5.0なのが面白いところです。
これは私の想像にすぎませんが、欧州の4.0に対抗して、日本は
もっと先をいっているということを表現したくてバージョンを一
つ上げているのではないかと思います。そして部分最適から全
体最適へのシフトも強調されています。
以上のことから物流システムの変革の大きな1つのポイントが
明らかになってきました。
省力化・自動化です。
このテーマをもう少し掘り下げてみましょう。省力化・自動化と
は、操作、作業あるいはそこで必要となる判断を人がするのでは
なく、機械やコンピュータが行います。機械やコンピュータが人
の手を借りずに操作、判断するためには何が必要でしょうか?こ
れは皆さん言わなくてもわかりますよね?言うまでもなくデータ
です。

もう少し補足すると、人もデータを必要としますが、人の場合は、
多少データに不備があったり、整理されていないデータであって
も自らの経験だったり感だったり、創意工夫でなんとか対応したり
します（そこに逆に属人性が入りこむ余地があったりしますが）。

一方、機械やコンピュータには、正確で全く不備、不足のない完
全なデータが必要です。
そしてもう少し言うと、正しいデータを正しい量、正しいタイミン
グで、正しい対象（機械やコンピュータでもいいです）に提供する
ことで初めて機械やコンピュータは正しい判断を得ることができ
て、その正しい判断に基づいて正しいアクション（行動、操作）が
できるということになります。
言葉で書くと当たり前のことを言っているだけであまり難しく感
じないかもしれませんが、これは実際に行おうとすると本当に難
しいです。

サプライチェーン全体最適
サプライチェーン・コントロールタワーの構築

さて、SCM4.0とは直接は関係しませんが、そこで目指している
世界を実現するための方法論があります。それがサプライチェー

この技術を応用して、さらに今後も様々なデータモデルに対応し
ようと考えています。
データベースの高速性を生かして、データの記録と分析を一体
運用できるマルチワークロードも実現しています。様々なシステ
ムの連携を行いやすくするための相互運用性（インターオペラ
ビリティ）の充実にもずっと注力してきました。このプラットフォー
ム上で分析、AI/MLの機能を簡単に実装できるような仕組みづ
くりにも継続して取り組んでいます。
もちろん完全ではありません。
今後ももっと大量データを処理できるよう、もっと素早くデータ
を取り込めるよう、もっと多くのデータモデルを取り扱えるよう、
様々なシステム、データ連携ももっと楽にできるよう、データを
もっと簡単に整理できるよう、AI/MLに関連する技術開発もどん
どん行っていきます。
データ管理に関するややこしいことは我々にお任せいただき（餅
は餅屋）、皆さんはその道のプロとして物流、サプライチェーンの
様々な課題解決のためにその能力を最大限発揮していただくよ
うな協力関係が築ければいいなと思っています。

欧米のある企業では、実際にサプライチェーン・コントロールタ
ワー機能を実現するにあたり、様々な商用ソフトとオープンソー
スのソフトを組み合わせて構築にトライした結果、当初想定した
ハードウェアでは性能要件を満たせなかったり、開発工数が想定
より大幅に膨らみ、費用面、スケジュール面でプロジェクトが頓挫
しかけましたが、その後、InterSystems IRIS data platform
を利用して構築する方針に変更し、無事にシステム稼働した事例
もあります。
サプライチェーン・コントロールタワーといったある意味壮大な
試みは今のところは考えられないという方々も、ご自分自身の直
近の課題の解決にインターシステムズがお手伝いできるかもし
れませんので是非お気軽にお問い合わせください。
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安すぎる日本:
日本の物流システムの現状

消費者の目線で見れば、日本の物流システムは世界一といって
も過言ではないでしょう。昨今ネットでものを注文することは普
通に行われていて、しかも翌日配送はあたり前。ものと場所に
よっては、朝注文したものが夕方に届くということも珍しくなく
なってきています。この日本の物流システムの優秀さは、違う観
点でも証明されています。

例えば、かなり古い話になりますが、フランスのカルフールが日
本の小売業界に風穴を開けるべく鳴り物入りで日本市場に参入
を試みましたが、数年後にあえなく撤退し、イオンに日本の事業
を全て売却しました。最近ではドイツのメトロが同様に日本市場
からの撤退を決定しました。米国のウォールマートも西友を買収
することで日本市場の攻略を試みていましたが、最終的にファン
ドに大部分の株式を売却しています。
海外で実績のある実行力も資本力もある彼らをもってしても高
度に発展した日本の物流システムに対抗しきれずに日本の消費
者の支持を得られなかったということでしょう。

これも日本の物流に関わる方々の今までの途方もない時間と労
力を費やした血のにじむような努力の結晶であることは間違い
ないでしょう。しかしながら、便利さに慣れてしまうとそういうこ

とに思いを馳せることがなかなかできなくなります。そして一方
で、消費者はこの便利さがずっと続くと思っていますが、裏では
様々な困難が持ち上がっていて、この確立された優秀なシステ
ムの維持が難しくなってきています。
まずこの消費者にとって非常に都合のいい状態は、一方で物流
システムの担い手の皆さんには過剰な負担がかかっており、しか
もそのプロセスは、必ずしも全てが効率的なものではなく、人手
による非効率な作業がまだたくさん含まれています。
その非効率な部分を物流に携わる皆様の身を粉にするような働
きでなんとか問題を顕在化しないようにしているのではないかと
思います。
そして今後特に日本では働き手となる生産労働人口が減少する
ことを避けることができず、このまま放っておけば、状況が急速
に悪化するのは目に見えています。そして今までの改善が比較
的目に見えやすいもの、人が理解しやすく、改善指標を示しやす
いもの、個別の対応が行いやすいものを中心に行われてきた経
緯があります。
一方でその部分での改善はほぼやりつくした、あるいは、改善努
力をしたところで改善効果があまり望めない状況になりつつあ
るのではないかと思います。しかし、少し視点を変えるとまだまだ
改善の余地はありそうです。言い方を変えると、部分的な最適化
はある程度やりつくしたけれども、全体的な最適化はまだほとん
ど手つかずな状況であると言えます。

サプライチェーンとSCM4.0
省力化・自動化とデータ

そこで物流システムよりはより上位の概念であるサプライ
チェーン管理（SCM）の視点で見てみると少し異なる風景が見え
てきます。
ところでSCMに対しても日本ではまだまだ誤解があるのではな
いかと思います。SCMというとそれは“徹底的な効率化によって
コストを最大限に抑えること”と何となく理解している人が多い
のではないかと思います。実は、私もそう理解していました。今
回セミナーで講演するにあたって、事前調査のためにインター

ネットでSCMを検索してみました。
そうすると、SCMの本来の定義は、必要なものを必要なタイミン
グで必要な場所に必要な量だけ準備し、届けるための構想、計
画、実行・統制、検証のマネージメントサイクルであって、コスト
削減は目的の一つではあるけれど、むしろ売り上げ、利益の最大
化の方が重要ということです。

これは非常に重要なポイントだと思います。
週刊ダイヤモンドという経済誌がありますが、2021年8月28
日号のタイトルが「安すぎ日本」というタイトルでした。気が付い
たら日本は諸外国に比べて賃金の安い国になってしまったという
話です。
物流業界に限らず、日本人のより良いものをより安くという善意
に基づく行動の帰結と考えると少し悲しくなりますが、これはか
なり真実を含んだ指摘でしょう。私のような物流の素人にいわれ
たくないと思われるでしょうが、ここはやはり発想の転換が必要
ではないかと思います。
つまり、物流を単なるコストと捉えるのではなく、それは立派な付
加価値なので価格を上乗せしても良いのではないかという発想
を持つことです。
私のような素人がせいぜい考えられるシナリオは、“顧客の都合
の良いタイミングで商品を届けることができれば、中身は全く同
じ商品でも価格は多少高くても良いと考える人はいるのではな
いでしょうか?
（逆に再配達をするということは余計なコストが余分にかかって
いるわけですが、その分現状は価格に転嫁できていないわけで
す）”くらいですが、知恵を絞ればまだいろいろなことが考えらえ
ると思います。
何十年も続いた慣習をそう簡単には打破できないでしょうが、こ
のまま均衡縮小の道を突き進むよりは、状況好転の道を模索す
るほうが良いと思いませんか?
理想的にはより良いものをより高くというのが本来あるべき姿
ではないかと思います。

つぎにSCM4.0について少し話をします。
SCM4.0は人によってはサプライチェーン4.0と呼んだり、非常
に近いものとしてロジスティクス4.0というものがあります。こ

れは主にEU加盟国、特にドイツを中心に提唱されている
Industry 4.0から派生したイニシアティブです。
そして何故4.0なのかというと一応定義があって以下のように
なっています。
- SCM 1.0 - 輸送の機械化
- SCM 2.0 - 荷役の機械化
- SCM 3.0 - 物流管理の機械化

SCM1.0では、輸送手段、つまりトラック、鉄道、船舶、飛行機等
の発達を上げています。
SCM2.0は、倉庫内の作業の機械化、フォークリフト、自動倉庫、
マテハンと呼ばれる倉庫内作業を効率化する機械の導入が進み
ました。
SCM3.0ではITを利用して物流管理を行うようになったという
ことです。その結果WMSやWCS、TCSといったシステムの導
入が進んでいきました。日本の物流システムはこの部分で非常
に頑張った結果、世界に類をみないくらいの洗練されたシステム
の構築ができているといえます。
そしてSCM4.0の定義が省人化、自動化となります。
3.0で機械化はかなりの所まで進んだけれども、人が行わなけれ
ばならない作業、判断がまだ多量に残っていて、それを効率化す
ることに主軸が移りつつあるということです。
そして省人化、自動化を進めると人手による作業に比較して属人
性を排除してプロセスの標準化をしたり、AL/ML（機械学習）を
活用することで、結果のばらつきをなくすというような効果が期
待されています（人の場合は、融通を利かして臨機応変に対応で
きるメリットがある一方、同じ情報を与えられたとしても同じよう
に反応、行動するとは限らないけれども、機械やコンピュータの
場合は、同じデータを与えられれば同じように反応する）。

日本でも国レベルでの物流の課題に対する取り組みがあります。
それは内閣府が主導しているSIP（戦略的イノベーション創造プ
ログラム）と呼ばれる取り組みの1つであるスマート物流サービ
スというテーマです。
ここでは、非効率なサプライチェーンという課題を解決するため
に省力化、自動化の推進、それを実現するための物流・商流デー
タ基盤の構築というのが大きなテーマになっており、その先の目

ン・コントロールタワーと呼ばれるものです。これはサプライ
チェーンに携わってきたITコンサル会社やITアナリスト企業等
が提唱し始めたコンセプトで、少なくとも5年くらい前から言わ
れてきたことですが、なかなか実現できていませんでした。
しかし、今回のコロナ禍の状況下でサプライチェーンの分断化が
様々な所で発生し、様々な影響が顕在化したためそれらを解決
するためには、こういう仕組みが必要だということで再度世間の
注目が高まっています。

他の業界にはまさにこのシステムのお手本となるシステムがあ
ります。
それは航空業界の管制塔のシステムです。管制塔というものが
あるからこそ飛行機は安全に飛行できているわけで、この機能
がなければおそらく飛行機の安全な運用は不可能でしょう。管制
塔の機能の肝は、管轄内の飛行機の走行状態および周辺情報を
全て把握し、それに基づいて様々な指示を飛行機に与えることで
運行を制御します。管制塔のシステムは実際にはITシステムと
それを操作する管制官とのコンビで運用されますが、まず行わ
なければならないことは飛行機の関連情報を人が理解できる形
で提供する可視化です。
さて、このような考え方をサプライチェーンに適用するにはどう
すればよいでしょう。ところで、飛行機の世界ではこの管制塔の
システムが完璧に実装されて長い間運用されているのに対して、
同じことが適用できそうなサプライチェーンでなかなかそのよう
なシステムが実現できていない理由はなにかあるでしょうか?
これは私の想像の域を出ませんが、一つ目は、危急性、緊急性で
す。飛行機の場合には、この機能がなければ、人命が担保できま
せんので、そもそもビジネスが成り立ちません。一方、サプライ
チェーンの場合は、いろいろな支障があるにしても人命にまで関
わることはそんなにないため、なくてもなんとかやりくりできまし
た。
二つ目は、飛行の情報を全て把握することももちろん大変です
が、サプライチェーンの場合は、対象となるものの量、種類など
が桁違いに多くなるために実装のハードルが格段に高い、そして
関わる人、組織などが多岐にわたるための交渉事など解決しな
ければならないことが山のようにあることです。

ということでこのような機能の実装は先送りされてきたわけです
が、いよいよその様なシステムを作らないことには前にすすめな
い状況になってきました。実現に向けて一気呵成に構築といきた
いところですが、そもそも非常に構築の難しいシステムなので、
着実にことをすすめていくべきでしょう。

それでは、サプライチェーン・コントロールタワーを実現するス
テップについて考えてみましょう。
まずは、先ほどにも言及しましたが、コントロールタワーに流れる
データを可視化するところから始まります。ただ可視化しただけ
ではそんなにメリットは感じられないでしょう。

しかし、この可視化はその後に続くステップの実現に不可欠なも
のなのでまず最初に行わなければなりません。
可視化のメリットを実際に感じられるのは、次のステップである
アラートの発出です。
これは旧来のシステムがプル型、つまり人が何らかのトリガーを
与えない限りシステムが作動しないのに対して、プッシュ型のシ
ステム、つまりシステム側から人（機械でも別のコンピュータで
も良いです）にアクションを促すことを実現できます。
まず人がアクションするということが出発点となるとそこがボト
ルネック（量をこなせない、システム側から情報提供の準備がで
きていない場合には待ちが発生するなど）になりがちですが、シ
ステム側から発出するタイミング、そのトリガーの発出量、対象条
件を制御することで効率良く人の介在を抑えることができます。
そして次のステップが、意思決定支援です。
人にアクションを促すに際し、その人が状況を正しく理解して正
しい判断を下すために、先ほど述べた通り、正しいデータを適正
な量渡す必要があります。この適正な量というのもなかなか難し
いところで、正しいけどその量が大量すぎると人はなかなか限ら
れた時間内に正しい判断を下せません。必要十分な情報量の
データを人が理解しやすいように整理された形で提供されなけ
ればなりません。
そして次のステップが最終ゴールに近い、その状況判断、意思決
定すらもコンピュータに任せてしまおうということになります。
コンピュータの場合には、正しい量のデータというハードルは人
に比べると幾分改善されるかもしれませんが、より整理された形
でデータを提供しないとコンピュータは融通が利きませんから
正しく機能しません。この部分で大きく期待されているのが
AI/MLといった技術になります。
そもそも人が行っている操作や判断をコンピュータで完全に実
装しずらい理由は、人間の判断がかならずしも全て完全に論理
的に説明できない部分があること、サブジェクトマターエキス
パート（その道のプロ）にヒアリングしてその知見をシステム開
発者が実装するためにその内容を完全に理解するのが難しいこ
と、そしてそもそもその変換作業にも非常に時間がかかるため
に結局コストや物理的に限られた時間の中では現実問題として
困難です。これはロジックを積み上げていく方式つまり演繹的ア
プローチの限界だと言えます。

一方で、AI/MLの世界では、帰納的なアプローチで物事を解決
しようとします。帰納法的なアプローチでは入力したデータから
ある結果が導き出される場合に、内部でこういうロジックが動い
ているのではと推定するということになります。帰納法で物事を
解決するためにはまずデータが必要で、それもデータ量が多い
ほど精度があがっていく傾向があります。

昨今はインターネット上で様々なデータを利用できる環境が
整ってきていますし、IoTをはじめとする入力の手段も増え、デー
タの取得も容易になってきています。そしてコンピュータの性能
も飛躍的にあがってきていますので、このアプローチの優位性
が高まっています。

サプライチェーン・コントロールタワーを
実現するデータプラットフォーム

さて、サプライチェーン・コントロールタワーの実現はなかなか
ハードルの高いチャレンジですが、その開発の具体的な課題につ
いて考えてみましょう。
まずは、様々なシステム、人、機械、その他からデータを集めてき
て可視化するためには、やはりデータベースのようなものが必要
になります。
データベースシステムとなると一般的なシステムでよく使われ
ているリレーショナルデータベースが思い浮かぶと思いますが、
果たしてリレーショナルデータベースで用が足りるでしょうか?
データソースの中には、テーブルのようにきれいに項目が整理さ
れているデータではなく、データが入れ子になっていたり、繰り返
し項目があったり、同じデータの違うレコード同士で項目の種類
が違うとか、機器が新しくなってデータ項目が追加されたとか、リ
レーショナルで取り扱いずらい形式のデータも多いでしょう。
しかし、一方で分析を実施する際にデータがリレーショナルテー
ブルのような形できれいに整理されているほうがやりやすい場
合が多いのも事実です。
・そうするとリレーショナルとそのほかデータソースに合った
形の別々のデータベースを用意するというアプローチを取
りたくなりますが、それではいくつのデータベースシステム
を用意しなければならないのか?

・個々のデータベースのデータとリレーショナル形式のデータ
にどうやって変換するか?

・元々のデータがかわったらその変更をまたどうやってリレー
ショナルデータベースに反映するのか?

とかデータベースの種類や数が増えるにつれデータ同期に関連
する問題に悩まされることになります。

そしてもう一つの課題は、リアルタイム分析です。様々なデータ
ソースからデータをどんどん投入しながら、一方で必要なポイン
ト、タイミングで判断を実施するためには分析機能をまさにオン
ザフライ（その場）で実施できなければなりません。

しかし伝統的なシステムアーキテクチャでは業務システムと分析
システム、日本ではよく基幹系と情報系という分け方をされます
が、これらは全く別運用されるのが一般的です。
ですが、このアーキテクチャーをとる限りは、リアルタイム要件は
満たすのは、非常に難しいでしょう。データの記録と分析が一体
運用できなければなりません。そして今までとは比較にならない
くらいのデータがこの場所に流れ込んでくることになります。
データベース性能はいままでとは一線を画す性能要件を満たさ
ないといけません。そしてデータ投入スピード（レイテンシー）と
大量データ処理（スケーラビリティ）を同時に満たす必要があり
ます。また投入されてくるデータ（メッセージ）をもれなく蓄積で
きる仕組みがほしくなります。この仕組みがないと、データを受
信するたびにそれを蓄積する処理を記述しなければなりません
が、そうすると処理を組み込むことを忘れてしまうということが
簡単に発生してしまいます。
そして様々なデータソースからデータを収集するためには、様々
なシステム、アプリケーション、データベースなどと連携する必要
があります。これをまた個別に開発すると大変な労力が必要で
すし、連携の数、種類は時間とともにどんどん増えていきますの
で、いつまでも楽になりませんし、最終的には開発のキャパシ
ティの限界を超えることになるでしょう。
そしてシステムの連携は様々な理由で思ったように接続できな
いケースが発生します。その時に原因を素早く特定し、問題を修
正して、リカバリーする仕組みも重要です。

ここでもデータの可視性が重要なポイントになります。

自動化、省人化を推進するためには、システム分析の機能も重要
です。特にAI/MLなどの機能開発がスムーズに行えなければな
りません。AI/MLが期待した通りに機能するためには、きれいに
整理されたデータ（クリーンデータ）を準備する必要があります。
コントロールタワーつまり司令塔として機能するためには、全体
を統制する能力が必要です。アラートのようなプッシュ型のシス
テムの構築のためにもこの能力は重要です。
これは単一の開発ツールでは到底実現不可能で様々なツールを
組み合わせて利用するしかないように感じるかもしれません。
しかし、一方で複数のツールを組み合わせて使うためには、個々
のツールに習熟する必要があって、その労力は大変なものです。
そしてツールの組み合わせも相性等の問題もあって協調して動
作させるためには、設定の調整や個別の仕掛けづくりなどが必
要かもしれません。
また、オープンソースのツールを使うと製品サポートの関係で頻
繁にバージョンアップを強制され、そうすると他のツールの連携
に支障がでるなど、初期準備および継続的な構成管理に目くば
せをする労力も大変なものがあります。
するとそういうインフラの構築や保守にほとんどの時間を取られ
てしまって本来やるべきことに時間を割けることができなくなる
という本末転倒なことも起こりがちです。

こういう状況を想定すると理想的には1つのツールが全てをこ
なすことができればずいぶん楽になるはずです。それをイメージ
した絵が下の図で、コントロールタワーの機能を実装するための
万能なデータプラットフォームがあると非常に仕事がやりやすく
なるはずだということを示しています。

繰り返しになる部分がありますが、サプライチェーン・コントロー
ルタワーを実現するためのデータプラットフォームの要件として
は、以下のようなことが重要です。
データをリアルタイムに処理する必要がありますので、でき得る
限り高速にデータの取り込みができるほうが良いです。様々な
データソースから同時にデータが投入されてきますので、一定
時間に処理できるデータは多ければ多いほど良いです。
そして、将来にわたってそのハードルは上がっていきます。最初
はなんとか要件をみたすことができてもやがて対応できなくな

るかもしれません。そういう状況で性能強化のためのチューニン
グをご自分でやらなければならないとなると相当大変です。状況
によっては小手先の対応ではうまくいかず根本的なアーキテク
チャーを変更しなければならないかもしれません。

そう考えるとデータプラットフォームが継続的に性能を向上させ
てくれて、将来の処理能力の増加要求に耐えてくれると大変楽に
なります。そしてデータを高速に記録しながらそのデータを即時
活用できなければなりません。データにも鮮度があって、賞味期
限の切れたデータに価値は全くありません。様々な形態のデー
タを処理して、それを利活用（分析、AL/ML利用）するためにき
れいに整理できる能力が必要です。様々なデータソースから
データを取り込むためにアプリケーション、システム、機器と簡単
につなげて、簡単にデータ取得ができなければなりません。
より多くのデータを取得するために、さあデータをとりこむぞと
意気込んだり、常にデータの取り込みを意識せずとも、勝手に
データが蓄積する仕組みがあるとうれしいはずです。
データの取り込みだけではなく、そのデータを使って全体を統制
するまさにコントールタワーの機能を実装する仕組みが必要
です。

さて、インターシステムズは、以上で説明したようなデータプラッ
トフォームとしてInterSystems IRIS Data platformを提供し
ています。
インターシステムズは、創業以来、40年以上にわたってずっと
データ管理に関係する製品を開発、販売してまいりました。その
歴史の中で、高速性に定評のあるキーバリュー型のデータベー
スをリレーショナル形式で表現する技術、オブジェクトデータ
ベースやドキュメント型のデータベースとして表現するマルチモ
デルデータベース技術を開発して参りました。また分析システム
用には、多次元データベース（OLAP）形式のキューブを表現す
ることもできます。

指すべき世界としてSociety5.0の具現化が謳われています。
バージョン5.0なのが面白いところです。
これは私の想像にすぎませんが、欧州の4.0に対抗して、日本は
もっと先をいっているということを表現したくてバージョンを一
つ上げているのではないかと思います。そして部分最適から全
体最適へのシフトも強調されています。
以上のことから物流システムの変革の大きな1つのポイントが
明らかになってきました。
省力化・自動化です。
このテーマをもう少し掘り下げてみましょう。省力化・自動化と
は、操作、作業あるいはそこで必要となる判断を人がするのでは
なく、機械やコンピュータが行います。機械やコンピュータが人
の手を借りずに操作、判断するためには何が必要でしょうか?こ
れは皆さん言わなくてもわかりますよね?言うまでもなくデータ
です。

もう少し補足すると、人もデータを必要としますが、人の場合は、
多少データに不備があったり、整理されていないデータであって
も自らの経験だったり感だったり、創意工夫でなんとか対応したり
します（そこに逆に属人性が入りこむ余地があったりしますが）。

一方、機械やコンピュータには、正確で全く不備、不足のない完
全なデータが必要です。
そしてもう少し言うと、正しいデータを正しい量、正しいタイミン
グで、正しい対象（機械やコンピュータでもいいです）に提供する
ことで初めて機械やコンピュータは正しい判断を得ることができ
て、その正しい判断に基づいて正しいアクション（行動、操作）が
できるということになります。
言葉で書くと当たり前のことを言っているだけであまり難しく感
じないかもしれませんが、これは実際に行おうとすると本当に難
しいです。

サプライチェーン全体最適
サプライチェーン・コントロールタワーの構築

さて、SCM4.0とは直接は関係しませんが、そこで目指している
世界を実現するための方法論があります。それがサプライチェー

この技術を応用して、さらに今後も様々なデータモデルに対応し
ようと考えています。
データベースの高速性を生かして、データの記録と分析を一体
運用できるマルチワークロードも実現しています。様々なシステ
ムの連携を行いやすくするための相互運用性（インターオペラ
ビリティ）の充実にもずっと注力してきました。このプラットフォー
ム上で分析、AI/MLの機能を簡単に実装できるような仕組みづ
くりにも継続して取り組んでいます。
もちろん完全ではありません。
今後ももっと大量データを処理できるよう、もっと素早くデータ
を取り込めるよう、もっと多くのデータモデルを取り扱えるよう、
様々なシステム、データ連携ももっと楽にできるよう、データを
もっと簡単に整理できるよう、AI/MLに関連する技術開発もどん
どん行っていきます。
データ管理に関するややこしいことは我々にお任せいただき（餅
は餅屋）、皆さんはその道のプロとして物流、サプライチェーンの
様々な課題解決のためにその能力を最大限発揮していただくよ
うな協力関係が築ければいいなと思っています。

欧米のある企業では、実際にサプライチェーン・コントロールタ
ワー機能を実現するにあたり、様々な商用ソフトとオープンソー
スのソフトを組み合わせて構築にトライした結果、当初想定した
ハードウェアでは性能要件を満たせなかったり、開発工数が想定
より大幅に膨らみ、費用面、スケジュール面でプロジェクトが頓挫
しかけましたが、その後、InterSystems IRIS data platform
を利用して構築する方針に変更し、無事にシステム稼働した事例
もあります。
サプライチェーン・コントロールタワーといったある意味壮大な
試みは今のところは考えられないという方々も、ご自分自身の直
近の課題の解決にインターシステムズがお手伝いできるかもし
れませんので是非お気軽にお問い合わせください。
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安すぎる日本:
日本の物流システムの現状

消費者の目線で見れば、日本の物流システムは世界一といって
も過言ではないでしょう。昨今ネットでものを注文することは普
通に行われていて、しかも翌日配送はあたり前。ものと場所に
よっては、朝注文したものが夕方に届くということも珍しくなく
なってきています。この日本の物流システムの優秀さは、違う観
点でも証明されています。

例えば、かなり古い話になりますが、フランスのカルフールが日
本の小売業界に風穴を開けるべく鳴り物入りで日本市場に参入
を試みましたが、数年後にあえなく撤退し、イオンに日本の事業
を全て売却しました。最近ではドイツのメトロが同様に日本市場
からの撤退を決定しました。米国のウォールマートも西友を買収
することで日本市場の攻略を試みていましたが、最終的にファン
ドに大部分の株式を売却しています。
海外で実績のある実行力も資本力もある彼らをもってしても高
度に発展した日本の物流システムに対抗しきれずに日本の消費
者の支持を得られなかったということでしょう。

これも日本の物流に関わる方々の今までの途方もない時間と労
力を費やした血のにじむような努力の結晶であることは間違い
ないでしょう。しかしながら、便利さに慣れてしまうとそういうこ

とに思いを馳せることがなかなかできなくなります。そして一方
で、消費者はこの便利さがずっと続くと思っていますが、裏では
様々な困難が持ち上がっていて、この確立された優秀なシステ
ムの維持が難しくなってきています。
まずこの消費者にとって非常に都合のいい状態は、一方で物流
システムの担い手の皆さんには過剰な負担がかかっており、しか
もそのプロセスは、必ずしも全てが効率的なものではなく、人手
による非効率な作業がまだたくさん含まれています。
その非効率な部分を物流に携わる皆様の身を粉にするような働
きでなんとか問題を顕在化しないようにしているのではないかと
思います。
そして今後特に日本では働き手となる生産労働人口が減少する
ことを避けることができず、このまま放っておけば、状況が急速
に悪化するのは目に見えています。そして今までの改善が比較
的目に見えやすいもの、人が理解しやすく、改善指標を示しやす
いもの、個別の対応が行いやすいものを中心に行われてきた経
緯があります。
一方でその部分での改善はほぼやりつくした、あるいは、改善努
力をしたところで改善効果があまり望めない状況になりつつあ
るのではないかと思います。しかし、少し視点を変えるとまだまだ
改善の余地はありそうです。言い方を変えると、部分的な最適化
はある程度やりつくしたけれども、全体的な最適化はまだほとん
ど手つかずな状況であると言えます。

サプライチェーンとSCM4.0
省力化・自動化とデータ

そこで物流システムよりはより上位の概念であるサプライ
チェーン管理（SCM）の視点で見てみると少し異なる風景が見え
てきます。
ところでSCMに対しても日本ではまだまだ誤解があるのではな
いかと思います。SCMというとそれは“徹底的な効率化によって
コストを最大限に抑えること”と何となく理解している人が多い
のではないかと思います。実は、私もそう理解していました。今
回セミナーで講演するにあたって、事前調査のためにインター

ネットでSCMを検索してみました。
そうすると、SCMの本来の定義は、必要なものを必要なタイミン
グで必要な場所に必要な量だけ準備し、届けるための構想、計
画、実行・統制、検証のマネージメントサイクルであって、コスト
削減は目的の一つではあるけれど、むしろ売り上げ、利益の最大
化の方が重要ということです。

これは非常に重要なポイントだと思います。
週刊ダイヤモンドという経済誌がありますが、2021年8月28
日号のタイトルが「安すぎ日本」というタイトルでした。気が付い
たら日本は諸外国に比べて賃金の安い国になってしまったという
話です。
物流業界に限らず、日本人のより良いものをより安くという善意
に基づく行動の帰結と考えると少し悲しくなりますが、これはか
なり真実を含んだ指摘でしょう。私のような物流の素人にいわれ
たくないと思われるでしょうが、ここはやはり発想の転換が必要
ではないかと思います。
つまり、物流を単なるコストと捉えるのではなく、それは立派な付
加価値なので価格を上乗せしても良いのではないかという発想
を持つことです。
私のような素人がせいぜい考えられるシナリオは、“顧客の都合
の良いタイミングで商品を届けることができれば、中身は全く同
じ商品でも価格は多少高くても良いと考える人はいるのではな
いでしょうか?
（逆に再配達をするということは余計なコストが余分にかかって
いるわけですが、その分現状は価格に転嫁できていないわけで
す）”くらいですが、知恵を絞ればまだいろいろなことが考えらえ
ると思います。
何十年も続いた慣習をそう簡単には打破できないでしょうが、こ
のまま均衡縮小の道を突き進むよりは、状況好転の道を模索す
るほうが良いと思いませんか?
理想的にはより良いものをより高くというのが本来あるべき姿
ではないかと思います。

つぎにSCM4.0について少し話をします。
SCM4.0は人によってはサプライチェーン4.0と呼んだり、非常
に近いものとしてロジスティクス4.0というものがあります。こ

れは主にEU加盟国、特にドイツを中心に提唱されている
Industry 4.0から派生したイニシアティブです。
そして何故4.0なのかというと一応定義があって以下のように
なっています。
- SCM 1.0 - 輸送の機械化
- SCM 2.0 - 荷役の機械化
- SCM 3.0 - 物流管理の機械化

SCM1.0では、輸送手段、つまりトラック、鉄道、船舶、飛行機等
の発達を上げています。
SCM2.0は、倉庫内の作業の機械化、フォークリフト、自動倉庫、
マテハンと呼ばれる倉庫内作業を効率化する機械の導入が進み
ました。
SCM3.0ではITを利用して物流管理を行うようになったという
ことです。その結果WMSやWCS、TCSといったシステムの導
入が進んでいきました。日本の物流システムはこの部分で非常
に頑張った結果、世界に類をみないくらいの洗練されたシステム
の構築ができているといえます。
そしてSCM4.0の定義が省人化、自動化となります。
3.0で機械化はかなりの所まで進んだけれども、人が行わなけれ
ばならない作業、判断がまだ多量に残っていて、それを効率化す
ることに主軸が移りつつあるということです。
そして省人化、自動化を進めると人手による作業に比較して属人
性を排除してプロセスの標準化をしたり、AL/ML（機械学習）を
活用することで、結果のばらつきをなくすというような効果が期
待されています（人の場合は、融通を利かして臨機応変に対応で
きるメリットがある一方、同じ情報を与えられたとしても同じよう
に反応、行動するとは限らないけれども、機械やコンピュータの
場合は、同じデータを与えられれば同じように反応する）。

日本でも国レベルでの物流の課題に対する取り組みがあります。
それは内閣府が主導しているSIP（戦略的イノベーション創造プ
ログラム）と呼ばれる取り組みの1つであるスマート物流サービ
スというテーマです。
ここでは、非効率なサプライチェーンという課題を解決するため
に省力化、自動化の推進、それを実現するための物流・商流デー
タ基盤の構築というのが大きなテーマになっており、その先の目

ン・コントロールタワーと呼ばれるものです。これはサプライ
チェーンに携わってきたITコンサル会社やITアナリスト企業等
が提唱し始めたコンセプトで、少なくとも5年くらい前から言わ
れてきたことですが、なかなか実現できていませんでした。
しかし、今回のコロナ禍の状況下でサプライチェーンの分断化が
様々な所で発生し、様々な影響が顕在化したためそれらを解決
するためには、こういう仕組みが必要だということで再度世間の
注目が高まっています。

他の業界にはまさにこのシステムのお手本となるシステムがあ
ります。
それは航空業界の管制塔のシステムです。管制塔というものが
あるからこそ飛行機は安全に飛行できているわけで、この機能
がなければおそらく飛行機の安全な運用は不可能でしょう。管制
塔の機能の肝は、管轄内の飛行機の走行状態および周辺情報を
全て把握し、それに基づいて様々な指示を飛行機に与えることで
運行を制御します。管制塔のシステムは実際にはITシステムと
それを操作する管制官とのコンビで運用されますが、まず行わ
なければならないことは飛行機の関連情報を人が理解できる形
で提供する可視化です。
さて、このような考え方をサプライチェーンに適用するにはどう
すればよいでしょう。ところで、飛行機の世界ではこの管制塔の
システムが完璧に実装されて長い間運用されているのに対して、
同じことが適用できそうなサプライチェーンでなかなかそのよう
なシステムが実現できていない理由はなにかあるでしょうか?
これは私の想像の域を出ませんが、一つ目は、危急性、緊急性で
す。飛行機の場合には、この機能がなければ、人命が担保できま
せんので、そもそもビジネスが成り立ちません。一方、サプライ
チェーンの場合は、いろいろな支障があるにしても人命にまで関
わることはそんなにないため、なくてもなんとかやりくりできまし
た。
二つ目は、飛行の情報を全て把握することももちろん大変です
が、サプライチェーンの場合は、対象となるものの量、種類など
が桁違いに多くなるために実装のハードルが格段に高い、そして
関わる人、組織などが多岐にわたるための交渉事など解決しな
ければならないことが山のようにあることです。

ということでこのような機能の実装は先送りされてきたわけです
が、いよいよその様なシステムを作らないことには前にすすめな
い状況になってきました。実現に向けて一気呵成に構築といきた
いところですが、そもそも非常に構築の難しいシステムなので、
着実にことをすすめていくべきでしょう。

それでは、サプライチェーン・コントロールタワーを実現するス
テップについて考えてみましょう。
まずは、先ほどにも言及しましたが、コントロールタワーに流れる
データを可視化するところから始まります。ただ可視化しただけ
ではそんなにメリットは感じられないでしょう。

しかし、この可視化はその後に続くステップの実現に不可欠なも
のなのでまず最初に行わなければなりません。
可視化のメリットを実際に感じられるのは、次のステップである
アラートの発出です。
これは旧来のシステムがプル型、つまり人が何らかのトリガーを
与えない限りシステムが作動しないのに対して、プッシュ型のシ
ステム、つまりシステム側から人（機械でも別のコンピュータで
も良いです）にアクションを促すことを実現できます。
まず人がアクションするということが出発点となるとそこがボト
ルネック（量をこなせない、システム側から情報提供の準備がで
きていない場合には待ちが発生するなど）になりがちですが、シ
ステム側から発出するタイミング、そのトリガーの発出量、対象条
件を制御することで効率良く人の介在を抑えることができます。
そして次のステップが、意思決定支援です。
人にアクションを促すに際し、その人が状況を正しく理解して正
しい判断を下すために、先ほど述べた通り、正しいデータを適正
な量渡す必要があります。この適正な量というのもなかなか難し
いところで、正しいけどその量が大量すぎると人はなかなか限ら
れた時間内に正しい判断を下せません。必要十分な情報量の
データを人が理解しやすいように整理された形で提供されなけ
ればなりません。
そして次のステップが最終ゴールに近い、その状況判断、意思決
定すらもコンピュータに任せてしまおうということになります。
コンピュータの場合には、正しい量のデータというハードルは人
に比べると幾分改善されるかもしれませんが、より整理された形
でデータを提供しないとコンピュータは融通が利きませんから
正しく機能しません。この部分で大きく期待されているのが
AI/MLといった技術になります。
そもそも人が行っている操作や判断をコンピュータで完全に実
装しずらい理由は、人間の判断がかならずしも全て完全に論理
的に説明できない部分があること、サブジェクトマターエキス
パート（その道のプロ）にヒアリングしてその知見をシステム開
発者が実装するためにその内容を完全に理解するのが難しいこ
と、そしてそもそもその変換作業にも非常に時間がかかるため
に結局コストや物理的に限られた時間の中では現実問題として
困難です。これはロジックを積み上げていく方式つまり演繹的ア
プローチの限界だと言えます。

一方で、AI/MLの世界では、帰納的なアプローチで物事を解決
しようとします。帰納法的なアプローチでは入力したデータから
ある結果が導き出される場合に、内部でこういうロジックが動い
ているのではと推定するということになります。帰納法で物事を
解決するためにはまずデータが必要で、それもデータ量が多い
ほど精度があがっていく傾向があります。

昨今はインターネット上で様々なデータを利用できる環境が
整ってきていますし、IoTをはじめとする入力の手段も増え、デー
タの取得も容易になってきています。そしてコンピュータの性能
も飛躍的にあがってきていますので、このアプローチの優位性
が高まっています。

サプライチェーン・コントロールタワーを
実現するデータプラットフォーム

さて、サプライチェーン・コントロールタワーの実現はなかなか
ハードルの高いチャレンジですが、その開発の具体的な課題につ
いて考えてみましょう。
まずは、様々なシステム、人、機械、その他からデータを集めてき
て可視化するためには、やはりデータベースのようなものが必要
になります。
データベースシステムとなると一般的なシステムでよく使われ
ているリレーショナルデータベースが思い浮かぶと思いますが、
果たしてリレーショナルデータベースで用が足りるでしょうか?
データソースの中には、テーブルのようにきれいに項目が整理さ
れているデータではなく、データが入れ子になっていたり、繰り返
し項目があったり、同じデータの違うレコード同士で項目の種類
が違うとか、機器が新しくなってデータ項目が追加されたとか、リ
レーショナルで取り扱いずらい形式のデータも多いでしょう。
しかし、一方で分析を実施する際にデータがリレーショナルテー
ブルのような形できれいに整理されているほうがやりやすい場
合が多いのも事実です。
・そうするとリレーショナルとそのほかデータソースに合った
形の別々のデータベースを用意するというアプローチを取
りたくなりますが、それではいくつのデータベースシステム
を用意しなければならないのか?

・個々のデータベースのデータとリレーショナル形式のデータ
にどうやって変換するか?

・元々のデータがかわったらその変更をまたどうやってリレー
ショナルデータベースに反映するのか?

とかデータベースの種類や数が増えるにつれデータ同期に関連
する問題に悩まされることになります。

そしてもう一つの課題は、リアルタイム分析です。様々なデータ
ソースからデータをどんどん投入しながら、一方で必要なポイン
ト、タイミングで判断を実施するためには分析機能をまさにオン
ザフライ（その場）で実施できなければなりません。

しかし伝統的なシステムアーキテクチャでは業務システムと分析
システム、日本ではよく基幹系と情報系という分け方をされます
が、これらは全く別運用されるのが一般的です。
ですが、このアーキテクチャーをとる限りは、リアルタイム要件は
満たすのは、非常に難しいでしょう。データの記録と分析が一体
運用できなければなりません。そして今までとは比較にならない
くらいのデータがこの場所に流れ込んでくることになります。
データベース性能はいままでとは一線を画す性能要件を満たさ
ないといけません。そしてデータ投入スピード（レイテンシー）と
大量データ処理（スケーラビリティ）を同時に満たす必要があり
ます。また投入されてくるデータ（メッセージ）をもれなく蓄積で
きる仕組みがほしくなります。この仕組みがないと、データを受
信するたびにそれを蓄積する処理を記述しなければなりません
が、そうすると処理を組み込むことを忘れてしまうということが
簡単に発生してしまいます。
そして様々なデータソースからデータを収集するためには、様々
なシステム、アプリケーション、データベースなどと連携する必要
があります。これをまた個別に開発すると大変な労力が必要で
すし、連携の数、種類は時間とともにどんどん増えていきますの
で、いつまでも楽になりませんし、最終的には開発のキャパシ
ティの限界を超えることになるでしょう。
そしてシステムの連携は様々な理由で思ったように接続できな
いケースが発生します。その時に原因を素早く特定し、問題を修
正して、リカバリーする仕組みも重要です。

ここでもデータの可視性が重要なポイントになります。

自動化、省人化を推進するためには、システム分析の機能も重要
です。特にAI/MLなどの機能開発がスムーズに行えなければな
りません。AI/MLが期待した通りに機能するためには、きれいに
整理されたデータ（クリーンデータ）を準備する必要があります。
コントロールタワーつまり司令塔として機能するためには、全体
を統制する能力が必要です。アラートのようなプッシュ型のシス
テムの構築のためにもこの能力は重要です。
これは単一の開発ツールでは到底実現不可能で様々なツールを
組み合わせて利用するしかないように感じるかもしれません。
しかし、一方で複数のツールを組み合わせて使うためには、個々
のツールに習熟する必要があって、その労力は大変なものです。
そしてツールの組み合わせも相性等の問題もあって協調して動
作させるためには、設定の調整や個別の仕掛けづくりなどが必
要かもしれません。
また、オープンソースのツールを使うと製品サポートの関係で頻
繁にバージョンアップを強制され、そうすると他のツールの連携
に支障がでるなど、初期準備および継続的な構成管理に目くば
せをする労力も大変なものがあります。
するとそういうインフラの構築や保守にほとんどの時間を取られ
てしまって本来やるべきことに時間を割けることができなくなる
という本末転倒なことも起こりがちです。

こういう状況を想定すると理想的には1つのツールが全てをこ
なすことができればずいぶん楽になるはずです。それをイメージ
した絵が下の図で、コントロールタワーの機能を実装するための
万能なデータプラットフォームがあると非常に仕事がやりやすく
なるはずだということを示しています。

繰り返しになる部分がありますが、サプライチェーン・コントロー
ルタワーを実現するためのデータプラットフォームの要件として
は、以下のようなことが重要です。
データをリアルタイムに処理する必要がありますので、でき得る
限り高速にデータの取り込みができるほうが良いです。様々な
データソースから同時にデータが投入されてきますので、一定
時間に処理できるデータは多ければ多いほど良いです。
そして、将来にわたってそのハードルは上がっていきます。最初
はなんとか要件をみたすことができてもやがて対応できなくな

るかもしれません。そういう状況で性能強化のためのチューニン
グをご自分でやらなければならないとなると相当大変です。状況
によっては小手先の対応ではうまくいかず根本的なアーキテク
チャーを変更しなければならないかもしれません。

そう考えるとデータプラットフォームが継続的に性能を向上させ
てくれて、将来の処理能力の増加要求に耐えてくれると大変楽に
なります。そしてデータを高速に記録しながらそのデータを即時
活用できなければなりません。データにも鮮度があって、賞味期
限の切れたデータに価値は全くありません。様々な形態のデー
タを処理して、それを利活用（分析、AL/ML利用）するためにき
れいに整理できる能力が必要です。様々なデータソースから
データを取り込むためにアプリケーション、システム、機器と簡単
につなげて、簡単にデータ取得ができなければなりません。
より多くのデータを取得するために、さあデータをとりこむぞと
意気込んだり、常にデータの取り込みを意識せずとも、勝手に
データが蓄積する仕組みがあるとうれしいはずです。
データの取り込みだけではなく、そのデータを使って全体を統制
するまさにコントールタワーの機能を実装する仕組みが必要
です。

さて、インターシステムズは、以上で説明したようなデータプラッ
トフォームとしてInterSystems IRIS Data platformを提供し
ています。
インターシステムズは、創業以来、40年以上にわたってずっと
データ管理に関係する製品を開発、販売してまいりました。その
歴史の中で、高速性に定評のあるキーバリュー型のデータベー
スをリレーショナル形式で表現する技術、オブジェクトデータ
ベースやドキュメント型のデータベースとして表現するマルチモ
デルデータベース技術を開発して参りました。また分析システム
用には、多次元データベース（OLAP）形式のキューブを表現す
ることもできます。

指すべき世界としてSociety5.0の具現化が謳われています。
バージョン5.0なのが面白いところです。
これは私の想像にすぎませんが、欧州の4.0に対抗して、日本は
もっと先をいっているということを表現したくてバージョンを一
つ上げているのではないかと思います。そして部分最適から全
体最適へのシフトも強調されています。
以上のことから物流システムの変革の大きな1つのポイントが
明らかになってきました。
省力化・自動化です。
このテーマをもう少し掘り下げてみましょう。省力化・自動化と
は、操作、作業あるいはそこで必要となる判断を人がするのでは
なく、機械やコンピュータが行います。機械やコンピュータが人
の手を借りずに操作、判断するためには何が必要でしょうか?こ
れは皆さん言わなくてもわかりますよね?言うまでもなくデータ
です。

もう少し補足すると、人もデータを必要としますが、人の場合は、
多少データに不備があったり、整理されていないデータであって
も自らの経験だったり感だったり、創意工夫でなんとか対応したり
します（そこに逆に属人性が入りこむ余地があったりしますが）。

一方、機械やコンピュータには、正確で全く不備、不足のない完
全なデータが必要です。
そしてもう少し言うと、正しいデータを正しい量、正しいタイミン
グで、正しい対象（機械やコンピュータでもいいです）に提供する
ことで初めて機械やコンピュータは正しい判断を得ることができ
て、その正しい判断に基づいて正しいアクション（行動、操作）が
できるということになります。
言葉で書くと当たり前のことを言っているだけであまり難しく感
じないかもしれませんが、これは実際に行おうとすると本当に難
しいです。

サプライチェーン全体最適
サプライチェーン・コントロールタワーの構築

さて、SCM4.0とは直接は関係しませんが、そこで目指している
世界を実現するための方法論があります。それがサプライチェー

この技術を応用して、さらに今後も様々なデータモデルに対応し
ようと考えています。
データベースの高速性を生かして、データの記録と分析を一体
運用できるマルチワークロードも実現しています。様々なシステ
ムの連携を行いやすくするための相互運用性（インターオペラ
ビリティ）の充実にもずっと注力してきました。このプラットフォー
ム上で分析、AI/MLの機能を簡単に実装できるような仕組みづ
くりにも継続して取り組んでいます。
もちろん完全ではありません。
今後ももっと大量データを処理できるよう、もっと素早くデータ
を取り込めるよう、もっと多くのデータモデルを取り扱えるよう、
様々なシステム、データ連携ももっと楽にできるよう、データを
もっと簡単に整理できるよう、AI/MLに関連する技術開発もどん
どん行っていきます。
データ管理に関するややこしいことは我々にお任せいただき（餅
は餅屋）、皆さんはその道のプロとして物流、サプライチェーンの
様々な課題解決のためにその能力を最大限発揮していただくよ
うな協力関係が築ければいいなと思っています。

欧米のある企業では、実際にサプライチェーン・コントロールタ
ワー機能を実現するにあたり、様々な商用ソフトとオープンソー
スのソフトを組み合わせて構築にトライした結果、当初想定した
ハードウェアでは性能要件を満たせなかったり、開発工数が想定
より大幅に膨らみ、費用面、スケジュール面でプロジェクトが頓挫
しかけましたが、その後、InterSystems IRIS data platform
を利用して構築する方針に変更し、無事にシステム稼働した事例
もあります。
サプライチェーン・コントロールタワーといったある意味壮大な
試みは今のところは考えられないという方々も、ご自分自身の直
近の課題の解決にインターシステムズがお手伝いできるかもし
れませんので是非お気軽にお問い合わせください。
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安すぎる日本:
日本の物流システムの現状

消費者の目線で見れば、日本の物流システムは世界一といって
も過言ではないでしょう。昨今ネットでものを注文することは普
通に行われていて、しかも翌日配送はあたり前。ものと場所に
よっては、朝注文したものが夕方に届くということも珍しくなく
なってきています。この日本の物流システムの優秀さは、違う観
点でも証明されています。

例えば、かなり古い話になりますが、フランスのカルフールが日
本の小売業界に風穴を開けるべく鳴り物入りで日本市場に参入
を試みましたが、数年後にあえなく撤退し、イオンに日本の事業
を全て売却しました。最近ではドイツのメトロが同様に日本市場
からの撤退を決定しました。米国のウォールマートも西友を買収
することで日本市場の攻略を試みていましたが、最終的にファン
ドに大部分の株式を売却しています。
海外で実績のある実行力も資本力もある彼らをもってしても高
度に発展した日本の物流システムに対抗しきれずに日本の消費
者の支持を得られなかったということでしょう。

これも日本の物流に関わる方々の今までの途方もない時間と労
力を費やした血のにじむような努力の結晶であることは間違い
ないでしょう。しかしながら、便利さに慣れてしまうとそういうこ

とに思いを馳せることがなかなかできなくなります。そして一方
で、消費者はこの便利さがずっと続くと思っていますが、裏では
様々な困難が持ち上がっていて、この確立された優秀なシステ
ムの維持が難しくなってきています。
まずこの消費者にとって非常に都合のいい状態は、一方で物流
システムの担い手の皆さんには過剰な負担がかかっており、しか
もそのプロセスは、必ずしも全てが効率的なものではなく、人手
による非効率な作業がまだたくさん含まれています。
その非効率な部分を物流に携わる皆様の身を粉にするような働
きでなんとか問題を顕在化しないようにしているのではないかと
思います。
そして今後特に日本では働き手となる生産労働人口が減少する
ことを避けることができず、このまま放っておけば、状況が急速
に悪化するのは目に見えています。そして今までの改善が比較
的目に見えやすいもの、人が理解しやすく、改善指標を示しやす
いもの、個別の対応が行いやすいものを中心に行われてきた経
緯があります。
一方でその部分での改善はほぼやりつくした、あるいは、改善努
力をしたところで改善効果があまり望めない状況になりつつあ
るのではないかと思います。しかし、少し視点を変えるとまだまだ
改善の余地はありそうです。言い方を変えると、部分的な最適化
はある程度やりつくしたけれども、全体的な最適化はまだほとん
ど手つかずな状況であると言えます。

サプライチェーンとSCM4.0
省力化・自動化とデータ

そこで物流システムよりはより上位の概念であるサプライ
チェーン管理（SCM）の視点で見てみると少し異なる風景が見え
てきます。
ところでSCMに対しても日本ではまだまだ誤解があるのではな
いかと思います。SCMというとそれは“徹底的な効率化によって
コストを最大限に抑えること”と何となく理解している人が多い
のではないかと思います。実は、私もそう理解していました。今
回セミナーで講演するにあたって、事前調査のためにインター

ネットでSCMを検索してみました。
そうすると、SCMの本来の定義は、必要なものを必要なタイミン
グで必要な場所に必要な量だけ準備し、届けるための構想、計
画、実行・統制、検証のマネージメントサイクルであって、コスト
削減は目的の一つではあるけれど、むしろ売り上げ、利益の最大
化の方が重要ということです。

これは非常に重要なポイントだと思います。
週刊ダイヤモンドという経済誌がありますが、2021年8月28
日号のタイトルが「安すぎ日本」というタイトルでした。気が付い
たら日本は諸外国に比べて賃金の安い国になってしまったという
話です。
物流業界に限らず、日本人のより良いものをより安くという善意
に基づく行動の帰結と考えると少し悲しくなりますが、これはか
なり真実を含んだ指摘でしょう。私のような物流の素人にいわれ
たくないと思われるでしょうが、ここはやはり発想の転換が必要
ではないかと思います。
つまり、物流を単なるコストと捉えるのではなく、それは立派な付
加価値なので価格を上乗せしても良いのではないかという発想
を持つことです。
私のような素人がせいぜい考えられるシナリオは、“顧客の都合
の良いタイミングで商品を届けることができれば、中身は全く同
じ商品でも価格は多少高くても良いと考える人はいるのではな
いでしょうか?
（逆に再配達をするということは余計なコストが余分にかかって
いるわけですが、その分現状は価格に転嫁できていないわけで
す）”くらいですが、知恵を絞ればまだいろいろなことが考えらえ
ると思います。
何十年も続いた慣習をそう簡単には打破できないでしょうが、こ
のまま均衡縮小の道を突き進むよりは、状況好転の道を模索す
るほうが良いと思いませんか?
理想的にはより良いものをより高くというのが本来あるべき姿
ではないかと思います。

つぎにSCM4.0について少し話をします。
SCM4.0は人によってはサプライチェーン4.0と呼んだり、非常
に近いものとしてロジスティクス4.0というものがあります。こ

れは主にEU加盟国、特にドイツを中心に提唱されている
Industry 4.0から派生したイニシアティブです。
そして何故4.0なのかというと一応定義があって以下のように
なっています。
- SCM 1.0 - 輸送の機械化
- SCM 2.0 - 荷役の機械化
- SCM 3.0 - 物流管理の機械化

SCM1.0では、輸送手段、つまりトラック、鉄道、船舶、飛行機等
の発達を上げています。
SCM2.0は、倉庫内の作業の機械化、フォークリフト、自動倉庫、
マテハンと呼ばれる倉庫内作業を効率化する機械の導入が進み
ました。
SCM3.0ではITを利用して物流管理を行うようになったという
ことです。その結果WMSやWCS、TCSといったシステムの導
入が進んでいきました。日本の物流システムはこの部分で非常
に頑張った結果、世界に類をみないくらいの洗練されたシステム
の構築ができているといえます。
そしてSCM4.0の定義が省人化、自動化となります。
3.0で機械化はかなりの所まで進んだけれども、人が行わなけれ
ばならない作業、判断がまだ多量に残っていて、それを効率化す
ることに主軸が移りつつあるということです。
そして省人化、自動化を進めると人手による作業に比較して属人
性を排除してプロセスの標準化をしたり、AL/ML（機械学習）を
活用することで、結果のばらつきをなくすというような効果が期
待されています（人の場合は、融通を利かして臨機応変に対応で
きるメリットがある一方、同じ情報を与えられたとしても同じよう
に反応、行動するとは限らないけれども、機械やコンピュータの
場合は、同じデータを与えられれば同じように反応する）。

日本でも国レベルでの物流の課題に対する取り組みがあります。
それは内閣府が主導しているSIP（戦略的イノベーション創造プ
ログラム）と呼ばれる取り組みの1つであるスマート物流サービ
スというテーマです。
ここでは、非効率なサプライチェーンという課題を解決するため
に省力化、自動化の推進、それを実現するための物流・商流デー
タ基盤の構築というのが大きなテーマになっており、その先の目

ン・コントロールタワーと呼ばれるものです。これはサプライ
チェーンに携わってきたITコンサル会社やITアナリスト企業等
が提唱し始めたコンセプトで、少なくとも5年くらい前から言わ
れてきたことですが、なかなか実現できていませんでした。
しかし、今回のコロナ禍の状況下でサプライチェーンの分断化が
様々な所で発生し、様々な影響が顕在化したためそれらを解決
するためには、こういう仕組みが必要だということで再度世間の
注目が高まっています。

他の業界にはまさにこのシステムのお手本となるシステムがあ
ります。
それは航空業界の管制塔のシステムです。管制塔というものが
あるからこそ飛行機は安全に飛行できているわけで、この機能
がなければおそらく飛行機の安全な運用は不可能でしょう。管制
塔の機能の肝は、管轄内の飛行機の走行状態および周辺情報を
全て把握し、それに基づいて様々な指示を飛行機に与えることで
運行を制御します。管制塔のシステムは実際にはITシステムと
それを操作する管制官とのコンビで運用されますが、まず行わ
なければならないことは飛行機の関連情報を人が理解できる形
で提供する可視化です。
さて、このような考え方をサプライチェーンに適用するにはどう
すればよいでしょう。ところで、飛行機の世界ではこの管制塔の
システムが完璧に実装されて長い間運用されているのに対して、
同じことが適用できそうなサプライチェーンでなかなかそのよう
なシステムが実現できていない理由はなにかあるでしょうか?
これは私の想像の域を出ませんが、一つ目は、危急性、緊急性で
す。飛行機の場合には、この機能がなければ、人命が担保できま
せんので、そもそもビジネスが成り立ちません。一方、サプライ
チェーンの場合は、いろいろな支障があるにしても人命にまで関
わることはそんなにないため、なくてもなんとかやりくりできまし
た。
二つ目は、飛行の情報を全て把握することももちろん大変です
が、サプライチェーンの場合は、対象となるものの量、種類など
が桁違いに多くなるために実装のハードルが格段に高い、そして
関わる人、組織などが多岐にわたるための交渉事など解決しな
ければならないことが山のようにあることです。

ということでこのような機能の実装は先送りされてきたわけです
が、いよいよその様なシステムを作らないことには前にすすめな
い状況になってきました。実現に向けて一気呵成に構築といきた
いところですが、そもそも非常に構築の難しいシステムなので、
着実にことをすすめていくべきでしょう。

それでは、サプライチェーン・コントロールタワーを実現するス
テップについて考えてみましょう。
まずは、先ほどにも言及しましたが、コントロールタワーに流れる
データを可視化するところから始まります。ただ可視化しただけ
ではそんなにメリットは感じられないでしょう。

しかし、この可視化はその後に続くステップの実現に不可欠なも
のなのでまず最初に行わなければなりません。
可視化のメリットを実際に感じられるのは、次のステップである
アラートの発出です。
これは旧来のシステムがプル型、つまり人が何らかのトリガーを
与えない限りシステムが作動しないのに対して、プッシュ型のシ
ステム、つまりシステム側から人（機械でも別のコンピュータで
も良いです）にアクションを促すことを実現できます。
まず人がアクションするということが出発点となるとそこがボト
ルネック（量をこなせない、システム側から情報提供の準備がで
きていない場合には待ちが発生するなど）になりがちですが、シ
ステム側から発出するタイミング、そのトリガーの発出量、対象条
件を制御することで効率良く人の介在を抑えることができます。
そして次のステップが、意思決定支援です。
人にアクションを促すに際し、その人が状況を正しく理解して正
しい判断を下すために、先ほど述べた通り、正しいデータを適正
な量渡す必要があります。この適正な量というのもなかなか難し
いところで、正しいけどその量が大量すぎると人はなかなか限ら
れた時間内に正しい判断を下せません。必要十分な情報量の
データを人が理解しやすいように整理された形で提供されなけ
ればなりません。
そして次のステップが最終ゴールに近い、その状況判断、意思決
定すらもコンピュータに任せてしまおうということになります。
コンピュータの場合には、正しい量のデータというハードルは人
に比べると幾分改善されるかもしれませんが、より整理された形
でデータを提供しないとコンピュータは融通が利きませんから
正しく機能しません。この部分で大きく期待されているのが
AI/MLといった技術になります。
そもそも人が行っている操作や判断をコンピュータで完全に実
装しずらい理由は、人間の判断がかならずしも全て完全に論理
的に説明できない部分があること、サブジェクトマターエキス
パート（その道のプロ）にヒアリングしてその知見をシステム開
発者が実装するためにその内容を完全に理解するのが難しいこ
と、そしてそもそもその変換作業にも非常に時間がかかるため
に結局コストや物理的に限られた時間の中では現実問題として
困難です。これはロジックを積み上げていく方式つまり演繹的ア
プローチの限界だと言えます。

一方で、AI/MLの世界では、帰納的なアプローチで物事を解決
しようとします。帰納法的なアプローチでは入力したデータから
ある結果が導き出される場合に、内部でこういうロジックが動い
ているのではと推定するということになります。帰納法で物事を
解決するためにはまずデータが必要で、それもデータ量が多い
ほど精度があがっていく傾向があります。

昨今はインターネット上で様々なデータを利用できる環境が
整ってきていますし、IoTをはじめとする入力の手段も増え、デー
タの取得も容易になってきています。そしてコンピュータの性能
も飛躍的にあがってきていますので、このアプローチの優位性
が高まっています。

サプライチェーン・コントロールタワーを
実現するデータプラットフォーム

さて、サプライチェーン・コントロールタワーの実現はなかなか
ハードルの高いチャレンジですが、その開発の具体的な課題につ
いて考えてみましょう。
まずは、様々なシステム、人、機械、その他からデータを集めてき
て可視化するためには、やはりデータベースのようなものが必要
になります。
データベースシステムとなると一般的なシステムでよく使われ
ているリレーショナルデータベースが思い浮かぶと思いますが、
果たしてリレーショナルデータベースで用が足りるでしょうか?
データソースの中には、テーブルのようにきれいに項目が整理さ
れているデータではなく、データが入れ子になっていたり、繰り返
し項目があったり、同じデータの違うレコード同士で項目の種類
が違うとか、機器が新しくなってデータ項目が追加されたとか、リ
レーショナルで取り扱いずらい形式のデータも多いでしょう。
しかし、一方で分析を実施する際にデータがリレーショナルテー
ブルのような形できれいに整理されているほうがやりやすい場
合が多いのも事実です。
・そうするとリレーショナルとそのほかデータソースに合った
形の別々のデータベースを用意するというアプローチを取
りたくなりますが、それではいくつのデータベースシステム
を用意しなければならないのか?

・個々のデータベースのデータとリレーショナル形式のデータ
にどうやって変換するか?

・元々のデータがかわったらその変更をまたどうやってリレー
ショナルデータベースに反映するのか?

とかデータベースの種類や数が増えるにつれデータ同期に関連
する問題に悩まされることになります。

そしてもう一つの課題は、リアルタイム分析です。様々なデータ
ソースからデータをどんどん投入しながら、一方で必要なポイン
ト、タイミングで判断を実施するためには分析機能をまさにオン
ザフライ（その場）で実施できなければなりません。

しかし伝統的なシステムアーキテクチャでは業務システムと分析
システム、日本ではよく基幹系と情報系という分け方をされます
が、これらは全く別運用されるのが一般的です。
ですが、このアーキテクチャーをとる限りは、リアルタイム要件は
満たすのは、非常に難しいでしょう。データの記録と分析が一体
運用できなければなりません。そして今までとは比較にならない
くらいのデータがこの場所に流れ込んでくることになります。
データベース性能はいままでとは一線を画す性能要件を満たさ
ないといけません。そしてデータ投入スピード（レイテンシー）と
大量データ処理（スケーラビリティ）を同時に満たす必要があり
ます。また投入されてくるデータ（メッセージ）をもれなく蓄積で
きる仕組みがほしくなります。この仕組みがないと、データを受
信するたびにそれを蓄積する処理を記述しなければなりません
が、そうすると処理を組み込むことを忘れてしまうということが
簡単に発生してしまいます。
そして様々なデータソースからデータを収集するためには、様々
なシステム、アプリケーション、データベースなどと連携する必要
があります。これをまた個別に開発すると大変な労力が必要で
すし、連携の数、種類は時間とともにどんどん増えていきますの
で、いつまでも楽になりませんし、最終的には開発のキャパシ
ティの限界を超えることになるでしょう。
そしてシステムの連携は様々な理由で思ったように接続できな
いケースが発生します。その時に原因を素早く特定し、問題を修
正して、リカバリーする仕組みも重要です。

ここでもデータの可視性が重要なポイントになります。

自動化、省人化を推進するためには、システム分析の機能も重要
です。特にAI/MLなどの機能開発がスムーズに行えなければな
りません。AI/MLが期待した通りに機能するためには、きれいに
整理されたデータ（クリーンデータ）を準備する必要があります。
コントロールタワーつまり司令塔として機能するためには、全体
を統制する能力が必要です。アラートのようなプッシュ型のシス
テムの構築のためにもこの能力は重要です。
これは単一の開発ツールでは到底実現不可能で様々なツールを
組み合わせて利用するしかないように感じるかもしれません。
しかし、一方で複数のツールを組み合わせて使うためには、個々
のツールに習熟する必要があって、その労力は大変なものです。
そしてツールの組み合わせも相性等の問題もあって協調して動
作させるためには、設定の調整や個別の仕掛けづくりなどが必
要かもしれません。
また、オープンソースのツールを使うと製品サポートの関係で頻
繁にバージョンアップを強制され、そうすると他のツールの連携
に支障がでるなど、初期準備および継続的な構成管理に目くば
せをする労力も大変なものがあります。
するとそういうインフラの構築や保守にほとんどの時間を取られ
てしまって本来やるべきことに時間を割けることができなくなる
という本末転倒なことも起こりがちです。

こういう状況を想定すると理想的には1つのツールが全てをこ
なすことができればずいぶん楽になるはずです。それをイメージ
した絵が下の図で、コントロールタワーの機能を実装するための
万能なデータプラットフォームがあると非常に仕事がやりやすく
なるはずだということを示しています。

繰り返しになる部分がありますが、サプライチェーン・コントロー
ルタワーを実現するためのデータプラットフォームの要件として
は、以下のようなことが重要です。
データをリアルタイムに処理する必要がありますので、でき得る
限り高速にデータの取り込みができるほうが良いです。様々な
データソースから同時にデータが投入されてきますので、一定
時間に処理できるデータは多ければ多いほど良いです。
そして、将来にわたってそのハードルは上がっていきます。最初
はなんとか要件をみたすことができてもやがて対応できなくな

るかもしれません。そういう状況で性能強化のためのチューニン
グをご自分でやらなければならないとなると相当大変です。状況
によっては小手先の対応ではうまくいかず根本的なアーキテク
チャーを変更しなければならないかもしれません。

そう考えるとデータプラットフォームが継続的に性能を向上させ
てくれて、将来の処理能力の増加要求に耐えてくれると大変楽に
なります。そしてデータを高速に記録しながらそのデータを即時
活用できなければなりません。データにも鮮度があって、賞味期
限の切れたデータに価値は全くありません。様々な形態のデー
タを処理して、それを利活用（分析、AL/ML利用）するためにき
れいに整理できる能力が必要です。様々なデータソースから
データを取り込むためにアプリケーション、システム、機器と簡単
につなげて、簡単にデータ取得ができなければなりません。
より多くのデータを取得するために、さあデータをとりこむぞと
意気込んだり、常にデータの取り込みを意識せずとも、勝手に
データが蓄積する仕組みがあるとうれしいはずです。
データの取り込みだけではなく、そのデータを使って全体を統制
するまさにコントールタワーの機能を実装する仕組みが必要
です。

さて、インターシステムズは、以上で説明したようなデータプラッ
トフォームとしてInterSystems IRIS Data platformを提供し
ています。
インターシステムズは、創業以来、40年以上にわたってずっと
データ管理に関係する製品を開発、販売してまいりました。その
歴史の中で、高速性に定評のあるキーバリュー型のデータベー
スをリレーショナル形式で表現する技術、オブジェクトデータ
ベースやドキュメント型のデータベースとして表現するマルチモ
デルデータベース技術を開発して参りました。また分析システム
用には、多次元データベース（OLAP）形式のキューブを表現す
ることもできます。

指すべき世界としてSociety5.0の具現化が謳われています。
バージョン5.0なのが面白いところです。
これは私の想像にすぎませんが、欧州の4.0に対抗して、日本は
もっと先をいっているということを表現したくてバージョンを一
つ上げているのではないかと思います。そして部分最適から全
体最適へのシフトも強調されています。
以上のことから物流システムの変革の大きな1つのポイントが
明らかになってきました。
省力化・自動化です。
このテーマをもう少し掘り下げてみましょう。省力化・自動化と
は、操作、作業あるいはそこで必要となる判断を人がするのでは
なく、機械やコンピュータが行います。機械やコンピュータが人
の手を借りずに操作、判断するためには何が必要でしょうか?こ
れは皆さん言わなくてもわかりますよね?言うまでもなくデータ
です。

もう少し補足すると、人もデータを必要としますが、人の場合は、
多少データに不備があったり、整理されていないデータであって
も自らの経験だったり感だったり、創意工夫でなんとか対応したり
します（そこに逆に属人性が入りこむ余地があったりしますが）。

一方、機械やコンピュータには、正確で全く不備、不足のない完
全なデータが必要です。
そしてもう少し言うと、正しいデータを正しい量、正しいタイミン
グで、正しい対象（機械やコンピュータでもいいです）に提供する
ことで初めて機械やコンピュータは正しい判断を得ることができ
て、その正しい判断に基づいて正しいアクション（行動、操作）が
できるということになります。
言葉で書くと当たり前のことを言っているだけであまり難しく感
じないかもしれませんが、これは実際に行おうとすると本当に難
しいです。

サプライチェーン全体最適
サプライチェーン・コントロールタワーの構築

さて、SCM4.0とは直接は関係しませんが、そこで目指している
世界を実現するための方法論があります。それがサプライチェー

この技術を応用して、さらに今後も様々なデータモデルに対応し
ようと考えています。
データベースの高速性を生かして、データの記録と分析を一体
運用できるマルチワークロードも実現しています。様々なシステ
ムの連携を行いやすくするための相互運用性（インターオペラ
ビリティ）の充実にもずっと注力してきました。このプラットフォー
ム上で分析、AI/MLの機能を簡単に実装できるような仕組みづ
くりにも継続して取り組んでいます。
もちろん完全ではありません。
今後ももっと大量データを処理できるよう、もっと素早くデータ
を取り込めるよう、もっと多くのデータモデルを取り扱えるよう、
様々なシステム、データ連携ももっと楽にできるよう、データを
もっと簡単に整理できるよう、AI/MLに関連する技術開発もどん
どん行っていきます。
データ管理に関するややこしいことは我々にお任せいただき（餅
は餅屋）、皆さんはその道のプロとして物流、サプライチェーンの
様々な課題解決のためにその能力を最大限発揮していただくよ
うな協力関係が築ければいいなと思っています。

欧米のある企業では、実際にサプライチェーン・コントロールタ
ワー機能を実現するにあたり、様々な商用ソフトとオープンソー
スのソフトを組み合わせて構築にトライした結果、当初想定した
ハードウェアでは性能要件を満たせなかったり、開発工数が想定
より大幅に膨らみ、費用面、スケジュール面でプロジェクトが頓挫
しかけましたが、その後、InterSystems IRIS data platform
を利用して構築する方針に変更し、無事にシステム稼働した事例
もあります。
サプライチェーン・コントロールタワーといったある意味壮大な
試みは今のところは考えられないという方々も、ご自分自身の直
近の課題の解決にインターシステムズがお手伝いできるかもし
れませんので是非お気軽にお問い合わせください。
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安すぎる日本:
日本の物流システムの現状

消費者の目線で見れば、日本の物流システムは世界一といって
も過言ではないでしょう。昨今ネットでものを注文することは普
通に行われていて、しかも翌日配送はあたり前。ものと場所に
よっては、朝注文したものが夕方に届くということも珍しくなく
なってきています。この日本の物流システムの優秀さは、違う観
点でも証明されています。

例えば、かなり古い話になりますが、フランスのカルフールが日
本の小売業界に風穴を開けるべく鳴り物入りで日本市場に参入
を試みましたが、数年後にあえなく撤退し、イオンに日本の事業
を全て売却しました。最近ではドイツのメトロが同様に日本市場
からの撤退を決定しました。米国のウォールマートも西友を買収
することで日本市場の攻略を試みていましたが、最終的にファン
ドに大部分の株式を売却しています。
海外で実績のある実行力も資本力もある彼らをもってしても高
度に発展した日本の物流システムに対抗しきれずに日本の消費
者の支持を得られなかったということでしょう。

これも日本の物流に関わる方々の今までの途方もない時間と労
力を費やした血のにじむような努力の結晶であることは間違い
ないでしょう。しかしながら、便利さに慣れてしまうとそういうこ

とに思いを馳せることがなかなかできなくなります。そして一方
で、消費者はこの便利さがずっと続くと思っていますが、裏では
様々な困難が持ち上がっていて、この確立された優秀なシステ
ムの維持が難しくなってきています。
まずこの消費者にとって非常に都合のいい状態は、一方で物流
システムの担い手の皆さんには過剰な負担がかかっており、しか
もそのプロセスは、必ずしも全てが効率的なものではなく、人手
による非効率な作業がまだたくさん含まれています。
その非効率な部分を物流に携わる皆様の身を粉にするような働
きでなんとか問題を顕在化しないようにしているのではないかと
思います。
そして今後特に日本では働き手となる生産労働人口が減少する
ことを避けることができず、このまま放っておけば、状況が急速
に悪化するのは目に見えています。そして今までの改善が比較
的目に見えやすいもの、人が理解しやすく、改善指標を示しやす
いもの、個別の対応が行いやすいものを中心に行われてきた経
緯があります。
一方でその部分での改善はほぼやりつくした、あるいは、改善努
力をしたところで改善効果があまり望めない状況になりつつあ
るのではないかと思います。しかし、少し視点を変えるとまだまだ
改善の余地はありそうです。言い方を変えると、部分的な最適化
はある程度やりつくしたけれども、全体的な最適化はまだほとん
ど手つかずな状況であると言えます。

サプライチェーンとSCM4.0
省力化・自動化とデータ

そこで物流システムよりはより上位の概念であるサプライ
チェーン管理（SCM）の視点で見てみると少し異なる風景が見え
てきます。
ところでSCMに対しても日本ではまだまだ誤解があるのではな
いかと思います。SCMというとそれは“徹底的な効率化によって
コストを最大限に抑えること”と何となく理解している人が多い
のではないかと思います。実は、私もそう理解していました。今
回セミナーで講演するにあたって、事前調査のためにインター

ネットでSCMを検索してみました。
そうすると、SCMの本来の定義は、必要なものを必要なタイミン
グで必要な場所に必要な量だけ準備し、届けるための構想、計
画、実行・統制、検証のマネージメントサイクルであって、コスト
削減は目的の一つではあるけれど、むしろ売り上げ、利益の最大
化の方が重要ということです。

これは非常に重要なポイントだと思います。
週刊ダイヤモンドという経済誌がありますが、2021年8月28
日号のタイトルが「安すぎ日本」というタイトルでした。気が付い
たら日本は諸外国に比べて賃金の安い国になってしまったという
話です。
物流業界に限らず、日本人のより良いものをより安くという善意
に基づく行動の帰結と考えると少し悲しくなりますが、これはか
なり真実を含んだ指摘でしょう。私のような物流の素人にいわれ
たくないと思われるでしょうが、ここはやはり発想の転換が必要
ではないかと思います。
つまり、物流を単なるコストと捉えるのではなく、それは立派な付
加価値なので価格を上乗せしても良いのではないかという発想
を持つことです。
私のような素人がせいぜい考えられるシナリオは、“顧客の都合
の良いタイミングで商品を届けることができれば、中身は全く同
じ商品でも価格は多少高くても良いと考える人はいるのではな
いでしょうか?
（逆に再配達をするということは余計なコストが余分にかかって
いるわけですが、その分現状は価格に転嫁できていないわけで
す）”くらいですが、知恵を絞ればまだいろいろなことが考えらえ
ると思います。
何十年も続いた慣習をそう簡単には打破できないでしょうが、こ
のまま均衡縮小の道を突き進むよりは、状況好転の道を模索す
るほうが良いと思いませんか?
理想的にはより良いものをより高くというのが本来あるべき姿
ではないかと思います。

つぎにSCM4.0について少し話をします。
SCM4.0は人によってはサプライチェーン4.0と呼んだり、非常
に近いものとしてロジスティクス4.0というものがあります。こ

れは主にEU加盟国、特にドイツを中心に提唱されている
Industry 4.0から派生したイニシアティブです。
そして何故4.0なのかというと一応定義があって以下のように
なっています。
- SCM 1.0 - 輸送の機械化
- SCM 2.0 - 荷役の機械化
- SCM 3.0 - 物流管理の機械化

SCM1.0では、輸送手段、つまりトラック、鉄道、船舶、飛行機等
の発達を上げています。
SCM2.0は、倉庫内の作業の機械化、フォークリフト、自動倉庫、
マテハンと呼ばれる倉庫内作業を効率化する機械の導入が進み
ました。
SCM3.0ではITを利用して物流管理を行うようになったという
ことです。その結果WMSやWCS、TCSといったシステムの導
入が進んでいきました。日本の物流システムはこの部分で非常
に頑張った結果、世界に類をみないくらいの洗練されたシステム
の構築ができているといえます。
そしてSCM4.0の定義が省人化、自動化となります。
3.0で機械化はかなりの所まで進んだけれども、人が行わなけれ
ばならない作業、判断がまだ多量に残っていて、それを効率化す
ることに主軸が移りつつあるということです。
そして省人化、自動化を進めると人手による作業に比較して属人
性を排除してプロセスの標準化をしたり、AL/ML（機械学習）を
活用することで、結果のばらつきをなくすというような効果が期
待されています（人の場合は、融通を利かして臨機応変に対応で
きるメリットがある一方、同じ情報を与えられたとしても同じよう
に反応、行動するとは限らないけれども、機械やコンピュータの
場合は、同じデータを与えられれば同じように反応する）。

日本でも国レベルでの物流の課題に対する取り組みがあります。
それは内閣府が主導しているSIP（戦略的イノベーション創造プ
ログラム）と呼ばれる取り組みの1つであるスマート物流サービ
スというテーマです。
ここでは、非効率なサプライチェーンという課題を解決するため
に省力化、自動化の推進、それを実現するための物流・商流デー
タ基盤の構築というのが大きなテーマになっており、その先の目 インターシステムズジャパン株式会社

InterSystems.com/jp/

ン・コントロールタワーと呼ばれるものです。これはサプライ
チェーンに携わってきたITコンサル会社やITアナリスト企業等
が提唱し始めたコンセプトで、少なくとも5年くらい前から言わ
れてきたことですが、なかなか実現できていませんでした。
しかし、今回のコロナ禍の状況下でサプライチェーンの分断化が
様々な所で発生し、様々な影響が顕在化したためそれらを解決
するためには、こういう仕組みが必要だということで再度世間の
注目が高まっています。

他の業界にはまさにこのシステムのお手本となるシステムがあ
ります。
それは航空業界の管制塔のシステムです。管制塔というものが
あるからこそ飛行機は安全に飛行できているわけで、この機能
がなければおそらく飛行機の安全な運用は不可能でしょう。管制
塔の機能の肝は、管轄内の飛行機の走行状態および周辺情報を
全て把握し、それに基づいて様々な指示を飛行機に与えることで
運行を制御します。管制塔のシステムは実際にはITシステムと
それを操作する管制官とのコンビで運用されますが、まず行わ
なければならないことは飛行機の関連情報を人が理解できる形
で提供する可視化です。
さて、このような考え方をサプライチェーンに適用するにはどう
すればよいでしょう。ところで、飛行機の世界ではこの管制塔の
システムが完璧に実装されて長い間運用されているのに対して、
同じことが適用できそうなサプライチェーンでなかなかそのよう
なシステムが実現できていない理由はなにかあるでしょうか?
これは私の想像の域を出ませんが、一つ目は、危急性、緊急性で
す。飛行機の場合には、この機能がなければ、人命が担保できま
せんので、そもそもビジネスが成り立ちません。一方、サプライ
チェーンの場合は、いろいろな支障があるにしても人命にまで関
わることはそんなにないため、なくてもなんとかやりくりできまし
た。
二つ目は、飛行の情報を全て把握することももちろん大変です
が、サプライチェーンの場合は、対象となるものの量、種類など
が桁違いに多くなるために実装のハードルが格段に高い、そして
関わる人、組織などが多岐にわたるための交渉事など解決しな
ければならないことが山のようにあることです。

ということでこのような機能の実装は先送りされてきたわけです
が、いよいよその様なシステムを作らないことには前にすすめな
い状況になってきました。実現に向けて一気呵成に構築といきた
いところですが、そもそも非常に構築の難しいシステムなので、
着実にことをすすめていくべきでしょう。

それでは、サプライチェーン・コントロールタワーを実現するス
テップについて考えてみましょう。
まずは、先ほどにも言及しましたが、コントロールタワーに流れる
データを可視化するところから始まります。ただ可視化しただけ
ではそんなにメリットは感じられないでしょう。

しかし、この可視化はその後に続くステップの実現に不可欠なも
のなのでまず最初に行わなければなりません。
可視化のメリットを実際に感じられるのは、次のステップである
アラートの発出です。
これは旧来のシステムがプル型、つまり人が何らかのトリガーを
与えない限りシステムが作動しないのに対して、プッシュ型のシ
ステム、つまりシステム側から人（機械でも別のコンピュータで
も良いです）にアクションを促すことを実現できます。
まず人がアクションするということが出発点となるとそこがボト
ルネック（量をこなせない、システム側から情報提供の準備がで
きていない場合には待ちが発生するなど）になりがちですが、シ
ステム側から発出するタイミング、そのトリガーの発出量、対象条
件を制御することで効率良く人の介在を抑えることができます。
そして次のステップが、意思決定支援です。
人にアクションを促すに際し、その人が状況を正しく理解して正
しい判断を下すために、先ほど述べた通り、正しいデータを適正
な量渡す必要があります。この適正な量というのもなかなか難し
いところで、正しいけどその量が大量すぎると人はなかなか限ら
れた時間内に正しい判断を下せません。必要十分な情報量の
データを人が理解しやすいように整理された形で提供されなけ
ればなりません。
そして次のステップが最終ゴールに近い、その状況判断、意思決
定すらもコンピュータに任せてしまおうということになります。
コンピュータの場合には、正しい量のデータというハードルは人
に比べると幾分改善されるかもしれませんが、より整理された形
でデータを提供しないとコンピュータは融通が利きませんから
正しく機能しません。この部分で大きく期待されているのが
AI/MLといった技術になります。
そもそも人が行っている操作や判断をコンピュータで完全に実
装しずらい理由は、人間の判断がかならずしも全て完全に論理
的に説明できない部分があること、サブジェクトマターエキス
パート（その道のプロ）にヒアリングしてその知見をシステム開
発者が実装するためにその内容を完全に理解するのが難しいこ
と、そしてそもそもその変換作業にも非常に時間がかかるため
に結局コストや物理的に限られた時間の中では現実問題として
困難です。これはロジックを積み上げていく方式つまり演繹的ア
プローチの限界だと言えます。

一方で、AI/MLの世界では、帰納的なアプローチで物事を解決
しようとします。帰納法的なアプローチでは入力したデータから
ある結果が導き出される場合に、内部でこういうロジックが動い
ているのではと推定するということになります。帰納法で物事を
解決するためにはまずデータが必要で、それもデータ量が多い
ほど精度があがっていく傾向があります。

昨今はインターネット上で様々なデータを利用できる環境が
整ってきていますし、IoTをはじめとする入力の手段も増え、デー
タの取得も容易になってきています。そしてコンピュータの性能
も飛躍的にあがってきていますので、このアプローチの優位性
が高まっています。

サプライチェーン・コントロールタワーを
実現するデータプラットフォーム

さて、サプライチェーン・コントロールタワーの実現はなかなか
ハードルの高いチャレンジですが、その開発の具体的な課題につ
いて考えてみましょう。
まずは、様々なシステム、人、機械、その他からデータを集めてき
て可視化するためには、やはりデータベースのようなものが必要
になります。
データベースシステムとなると一般的なシステムでよく使われ
ているリレーショナルデータベースが思い浮かぶと思いますが、
果たしてリレーショナルデータベースで用が足りるでしょうか?
データソースの中には、テーブルのようにきれいに項目が整理さ
れているデータではなく、データが入れ子になっていたり、繰り返
し項目があったり、同じデータの違うレコード同士で項目の種類
が違うとか、機器が新しくなってデータ項目が追加されたとか、リ
レーショナルで取り扱いずらい形式のデータも多いでしょう。
しかし、一方で分析を実施する際にデータがリレーショナルテー
ブルのような形できれいに整理されているほうがやりやすい場
合が多いのも事実です。
・そうするとリレーショナルとそのほかデータソースに合った
形の別々のデータベースを用意するというアプローチを取
りたくなりますが、それではいくつのデータベースシステム
を用意しなければならないのか?

・個々のデータベースのデータとリレーショナル形式のデータ
にどうやって変換するか?

・元々のデータがかわったらその変更をまたどうやってリレー
ショナルデータベースに反映するのか?

とかデータベースの種類や数が増えるにつれデータ同期に関連
する問題に悩まされることになります。

そしてもう一つの課題は、リアルタイム分析です。様々なデータ
ソースからデータをどんどん投入しながら、一方で必要なポイン
ト、タイミングで判断を実施するためには分析機能をまさにオン
ザフライ（その場）で実施できなければなりません。

しかし伝統的なシステムアーキテクチャでは業務システムと分析
システム、日本ではよく基幹系と情報系という分け方をされます
が、これらは全く別運用されるのが一般的です。
ですが、このアーキテクチャーをとる限りは、リアルタイム要件は
満たすのは、非常に難しいでしょう。データの記録と分析が一体
運用できなければなりません。そして今までとは比較にならない
くらいのデータがこの場所に流れ込んでくることになります。
データベース性能はいままでとは一線を画す性能要件を満たさ
ないといけません。そしてデータ投入スピード（レイテンシー）と
大量データ処理（スケーラビリティ）を同時に満たす必要があり
ます。また投入されてくるデータ（メッセージ）をもれなく蓄積で
きる仕組みがほしくなります。この仕組みがないと、データを受
信するたびにそれを蓄積する処理を記述しなければなりません
が、そうすると処理を組み込むことを忘れてしまうということが
簡単に発生してしまいます。
そして様々なデータソースからデータを収集するためには、様々
なシステム、アプリケーション、データベースなどと連携する必要
があります。これをまた個別に開発すると大変な労力が必要で
すし、連携の数、種類は時間とともにどんどん増えていきますの
で、いつまでも楽になりませんし、最終的には開発のキャパシ
ティの限界を超えることになるでしょう。
そしてシステムの連携は様々な理由で思ったように接続できな
いケースが発生します。その時に原因を素早く特定し、問題を修
正して、リカバリーする仕組みも重要です。

ここでもデータの可視性が重要なポイントになります。

自動化、省人化を推進するためには、システム分析の機能も重要
です。特にAI/MLなどの機能開発がスムーズに行えなければな
りません。AI/MLが期待した通りに機能するためには、きれいに
整理されたデータ（クリーンデータ）を準備する必要があります。
コントロールタワーつまり司令塔として機能するためには、全体
を統制する能力が必要です。アラートのようなプッシュ型のシス
テムの構築のためにもこの能力は重要です。
これは単一の開発ツールでは到底実現不可能で様々なツールを
組み合わせて利用するしかないように感じるかもしれません。
しかし、一方で複数のツールを組み合わせて使うためには、個々
のツールに習熟する必要があって、その労力は大変なものです。
そしてツールの組み合わせも相性等の問題もあって協調して動
作させるためには、設定の調整や個別の仕掛けづくりなどが必
要かもしれません。
また、オープンソースのツールを使うと製品サポートの関係で頻
繁にバージョンアップを強制され、そうすると他のツールの連携
に支障がでるなど、初期準備および継続的な構成管理に目くば
せをする労力も大変なものがあります。
するとそういうインフラの構築や保守にほとんどの時間を取られ
てしまって本来やるべきことに時間を割けることができなくなる
という本末転倒なことも起こりがちです。

こういう状況を想定すると理想的には1つのツールが全てをこ
なすことができればずいぶん楽になるはずです。それをイメージ
した絵が下の図で、コントロールタワーの機能を実装するための
万能なデータプラットフォームがあると非常に仕事がやりやすく
なるはずだということを示しています。

繰り返しになる部分がありますが、サプライチェーン・コントロー
ルタワーを実現するためのデータプラットフォームの要件として
は、以下のようなことが重要です。
データをリアルタイムに処理する必要がありますので、でき得る
限り高速にデータの取り込みができるほうが良いです。様々な
データソースから同時にデータが投入されてきますので、一定
時間に処理できるデータは多ければ多いほど良いです。
そして、将来にわたってそのハードルは上がっていきます。最初
はなんとか要件をみたすことができてもやがて対応できなくな

るかもしれません。そういう状況で性能強化のためのチューニン
グをご自分でやらなければならないとなると相当大変です。状況
によっては小手先の対応ではうまくいかず根本的なアーキテク
チャーを変更しなければならないかもしれません。

そう考えるとデータプラットフォームが継続的に性能を向上させ
てくれて、将来の処理能力の増加要求に耐えてくれると大変楽に
なります。そしてデータを高速に記録しながらそのデータを即時
活用できなければなりません。データにも鮮度があって、賞味期
限の切れたデータに価値は全くありません。様々な形態のデー
タを処理して、それを利活用（分析、AL/ML利用）するためにき
れいに整理できる能力が必要です。様々なデータソースから
データを取り込むためにアプリケーション、システム、機器と簡単
につなげて、簡単にデータ取得ができなければなりません。
より多くのデータを取得するために、さあデータをとりこむぞと
意気込んだり、常にデータの取り込みを意識せずとも、勝手に
データが蓄積する仕組みがあるとうれしいはずです。
データの取り込みだけではなく、そのデータを使って全体を統制
するまさにコントールタワーの機能を実装する仕組みが必要
です。

さて、インターシステムズは、以上で説明したようなデータプラッ
トフォームとしてInterSystems IRIS Data platformを提供し
ています。
インターシステムズは、創業以来、40年以上にわたってずっと
データ管理に関係する製品を開発、販売してまいりました。その
歴史の中で、高速性に定評のあるキーバリュー型のデータベー
スをリレーショナル形式で表現する技術、オブジェクトデータ
ベースやドキュメント型のデータベースとして表現するマルチモ
デルデータベース技術を開発して参りました。また分析システム
用には、多次元データベース（OLAP）形式のキューブを表現す
ることもできます。

指すべき世界としてSociety5.0の具現化が謳われています。
バージョン5.0なのが面白いところです。
これは私の想像にすぎませんが、欧州の4.0に対抗して、日本は
もっと先をいっているということを表現したくてバージョンを一
つ上げているのではないかと思います。そして部分最適から全
体最適へのシフトも強調されています。
以上のことから物流システムの変革の大きな1つのポイントが
明らかになってきました。
省力化・自動化です。
このテーマをもう少し掘り下げてみましょう。省力化・自動化と
は、操作、作業あるいはそこで必要となる判断を人がするのでは
なく、機械やコンピュータが行います。機械やコンピュータが人
の手を借りずに操作、判断するためには何が必要でしょうか?こ
れは皆さん言わなくてもわかりますよね?言うまでもなくデータ
です。

もう少し補足すると、人もデータを必要としますが、人の場合は、
多少データに不備があったり、整理されていないデータであって
も自らの経験だったり感だったり、創意工夫でなんとか対応したり
します（そこに逆に属人性が入りこむ余地があったりしますが）。

一方、機械やコンピュータには、正確で全く不備、不足のない完
全なデータが必要です。
そしてもう少し言うと、正しいデータを正しい量、正しいタイミン
グで、正しい対象（機械やコンピュータでもいいです）に提供する
ことで初めて機械やコンピュータは正しい判断を得ることができ
て、その正しい判断に基づいて正しいアクション（行動、操作）が
できるということになります。
言葉で書くと当たり前のことを言っているだけであまり難しく感
じないかもしれませんが、これは実際に行おうとすると本当に難
しいです。

サプライチェーン全体最適
サプライチェーン・コントロールタワーの構築

さて、SCM4.0とは直接は関係しませんが、そこで目指している
世界を実現するための方法論があります。それがサプライチェー

この技術を応用して、さらに今後も様々なデータモデルに対応し
ようと考えています。
データベースの高速性を生かして、データの記録と分析を一体
運用できるマルチワークロードも実現しています。様々なシステ
ムの連携を行いやすくするための相互運用性（インターオペラ
ビリティ）の充実にもずっと注力してきました。このプラットフォー
ム上で分析、AI/MLの機能を簡単に実装できるような仕組みづ
くりにも継続して取り組んでいます。
もちろん完全ではありません。
今後ももっと大量データを処理できるよう、もっと素早くデータ
を取り込めるよう、もっと多くのデータモデルを取り扱えるよう、
様々なシステム、データ連携ももっと楽にできるよう、データを
もっと簡単に整理できるよう、AI/MLに関連する技術開発もどん
どん行っていきます。
データ管理に関するややこしいことは我々にお任せいただき（餅
は餅屋）、皆さんはその道のプロとして物流、サプライチェーンの
様々な課題解決のためにその能力を最大限発揮していただくよ
うな協力関係が築ければいいなと思っています。

欧米のある企業では、実際にサプライチェーン・コントロールタ
ワー機能を実現するにあたり、様々な商用ソフトとオープンソー
スのソフトを組み合わせて構築にトライした結果、当初想定した
ハードウェアでは性能要件を満たせなかったり、開発工数が想定
より大幅に膨らみ、費用面、スケジュール面でプロジェクトが頓挫
しかけましたが、その後、InterSystems IRIS data platform
を利用して構築する方針に変更し、無事にシステム稼働した事例
もあります。
サプライチェーン・コントロールタワーといったある意味壮大な
試みは今のところは考えられないという方々も、ご自分自身の直
近の課題の解決にインターシステムズがお手伝いできるかもし
れませんので是非お気軽にお問い合わせください。


