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 気象・POSを活用した高精度需要予測（気象協会）と、SCM改革コンサルティング

（ABeam）を融合し、企業のサプライチェーン改革をご支援します。

両社が協業し、社会的問題の解決に尽力

 気象予測

 気象・POSを用いた高精度需要予測

 業界知見（食品・飲料・日用品）

 SCM改革ノウハウ（業務・システム）

 プロジェクト推進

気象データの活用とSCM企業間連携による、

食品流通の生産性向上
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食品流通 生産性向上

 農水省様にて、「食品ロス削減」に向けたワーキング活動を実施頂いておりますが、

「食品流通の生産性向上」の観点においては、

製・配・販における、サプライチェーンマネージメント（SCM）に、今一度メスを入れる

必要があると考えております。

活動の成果

賞味期限延長

納品期限緩和（1/3ルール等）

国民への啓蒙活動 等々

製・配・販のサプライチェーンマネージメント（SCM）にメスを

入れないと、これ以上の食品流通生産性向上は望めない。
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何が問題なのか？ （弊社理解）

 マーケットから最も遠い食品メーカーが、自社出荷を元に需要予測し、見込み生産・在

庫補充を行っている。（未だ、このケースが多い）

 人の意思入れによる、ブルウィップを繰返し、在庫ロス・廃棄ロスの温床となる。

 複雑な取引制度が、情報連携を阻害している。 （販促・リベート、在庫量、 ・・「知られたくない」。 ）
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在庫計画 発注 在庫計画

在庫計画 補充 生産計画 調達

卸予測

メーカー

予測

小売予測 発注

翌日・翌々日 翌日・翌々日

2-3週前 1-2ヶ月前

取引制度 取引制度

過剰在庫

ブルウィップ効果：サプライチェーンにおいて、川下で起こった小さな需要変動が川上に伝播されるに従って大きな需要変動になる現象を言います。川下で顧客需要の小さな波が、

川上の工場や原料調達では大きな需要の波になります。

メーカーの生産・調達が必要なタイミングでは、小売・卸からの情報は伝播されない。



© 2018 ABeam Consulting Ltd.                         Confidential4

改革の方向性 （弊社仮説）

☛ POS・気象データを活用し、マーケットに近い地点で、共同需要予測。

☛ メーカーの生産・調達が間に合うタイミングで、需要予測を連携。予測・在庫を見え

る化し、余計な意思入れを排除する。

☛ 取引制度を簡素化し、情報連携し易い環境をつくる。（企業間プラットフォーム構築に向けて）
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企業間の「製・配・販を繋げる」＝マーケット起点のワンナンバー予測を連携

ワンナンバー

予測
生産計画 調達計画在庫計画 補充計画

発注 発注

POS気象データ

適正在庫

2-3週前 1-2ヶ月前

CPFR思想の復活

CPFR：Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment ・・・需要予測と在庫補充のための共同事業」と訳されることが多い。

2000年代 米ウォルマートの事例が有名。
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なぜ今、実現可能なのか？ 企業間SCM連携

 「Digital時代のテクノロジー進化」と、「Connectedの機運」が揃った今、

企業間SCM連携を実現するチャンスが、再び訪れている。

☛AI×気象×POS予測

-AI/アルゴリズムの進化。気象データ+POS情報

を活用した予測モデルを開発。

（経産省実証事業で予測精度を評価）

☛仮想SCMシミュレーション

-小売-卸-メーカー、一連のサプライチェーンにおけ

るコスト削減機会(物流・在庫)を、事前に試算で

きる。どれだけ儲かるのか？

☛官による実証推進ムード

-経産省様（Connected Industries）、

農水省様（商慣習検討WG）の推進。

「日本の競争力向上のために」。

Digital

テクノロジ
ーの進化

Connecte

dの機運

1. マーケット起点の

需要予測精度の向上

2. 繋がる恩恵を

事前に見える化できる

3.大義名分を得た

企業間連携実証
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なぜ今、実現可能なのか？ AI×気象×POS予測

 日本気象協会（JWA）

• 気象データを活用した商品予測モデルを開発。経産省実証事業で成果創出。
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なぜ今、実現可能なのか？ サプライチェーンデザイン

☛サプライチェーンデザイン
・・サプライチェーンの変動要素をモデル化し比較検証

ネットワーク最適化

在庫最適化 シミュレーション

輸配送最適化

デジタル

現実

③分析・

対策検討

②シナリ

オ定義
①モデル化

デジタルプラットフォーム

サプライチェーン・ネットワーク

フィードバック

(対策の実施)

 アビームコンサルティング、ラマソフト社の協業

• 仮想シミュレーションにより、需要予測連携した場合の全体効果をはじき出す。

• 小売-卸-メーカー、『全体で、幾らの利益創出ができるか？』を試算。

（物流コスト、在庫保管コスト、返品・廃棄コスト等）
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小売の参加意欲が沸かない。

「今でも、卸・メーカーが良しなに・・」

大手小売を巻き込んだ

実証、効果検証が未実施

予測精度が高くても、当り・外れする。

流通全体の在庫コントロールを誰がする？

メーカー主導で補充？小売・卸主導？

企業間連携時の

業務プロセス・役割分担が

未整備

『全体での削減コスト』が見えた後、

製・配・販でどう分配するの？

現行取引制度をどう変えるのか？

利益分配モデルが未整備

阻害要因は何か？ 企業間SCM連携

 「SCM企業間連携による、食品流通の生産性向上」の実現に向けて、小売の巻き込

み、および、ビジネス・業務ルールの整備が最大の壁となる。

1. マーケット起点の

需要予測精度の向上

2. 繋がる恩恵を

事前に見える化できる

3.大義名分を得た

企業間連携実証

出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
事

実現に向けて

まだ大きな壁がある
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我々にできる事は何か？ 企業間SCM連携

 2018年度、実証事業の実現を目指して、奔走中。

• 仮想シミュレーション（AI×気象×POS予測活用）による、SCM全体の利益創出の試算。

• 業務ルール、取引ルールの見直しガイドラインの策定。

 ご支援いただけることがありましたら、何卒、宜しくお願い致します。

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

実証実験
(PB品)

成功モデルの展開①
（中堅食品メーカー）

準備・公募 世の中へのマーケティング

実証
実験

(一般品)

実プロジェクト
SCM企業間連携

11月 12月 1月 2月 3月
2017年度 2018年度

4月 5月 6月 7月

協業調整 公募申請
実証実験

(PB品)

民：実証企業勧誘

学：理論の構築

官の巻き込み（経産省様、農水省様）

8月 9月 10月

成功モデルの展開②
（海外の日系食品SCM）

※早稲田大学 日本橋分校（早稲田NEO）にて、産学の共同研究を立上予定
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ご清聴ありがとうございました




