OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

−37−

銑鋼一貫・乗用車産業における
情報化の進展
一博報の価値と情報システムの評価，
生産・流通システムとの関連において−

瀬 戸 広 明，本 田 道 夫
Ⅰ∴ 序。Ⅱ，．調査とその結果。Ⅲ．．生産・流通システム変化の歴史。Ⅳ．．1985
年（通信の自由化元年）から現在まで一乗用串の生産と流通について−−−。
Ⅴ∴結び

I

1990年度に伊勢丹商業経済研究助成を受けて産業の上位メ・−か−16社を，そ
して1993年度と94年度に．文部省より科学研究費補助金（一・般研究㈱）を受けて
2節に挙げる産業とメーカ−33社の本社とエ場を訪れて予め記入してくれてい
た調査票に基づいて回答者との間で率商な議論をおこなった。さらに乗用車の
地区販売会社，家電の専門量販店（NEBA加盟会社）とチェ・−ンス1−パ・−を訪
問した。
調査票ほ変遷を繰り返した。しかしながら，小稿にはメーカーに．対する調査
票（最終版）のみを補過として掲げる。
筆者らはチャネルに．おける生産と流通に主導権を持つと考えられるメ・−カー

の「生産と流通を結ぶ情報システム」の調査研究（1990年度）（瀬戸，本田
［1］）から出発していまでは，日本経済における生産の始めから流通の終わり
まで

もの が細かく動く（流れる）ことを助けるところにCompany−based

information networkの働きがあると企業のトップマネジメントによって認識
されしたがってそのための投資に力点が置かれていることを認めるに至った。
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なお，生産のはじめとは乗用車や家電にとっての銑鋼【貫産業，同じく乗用車
や家電さらにはコンピュータにとってのシリコンウエノ＼・一産業などであり，終
りとは乗用車の地区販売会社や家電の系列小売店・専門量販店などを意味する。
筆者らは生産・流通に支配力を持つメーか一の自社内における生産（あるいは
精々乗用車生産における第1次協力メ・−か−の生産）とその製品の流通を結ぶ
ところに情報システムの意義があるとする認識から出発した。しかし今では広

く素材産業から流通までを結ぶ情報システム，それもCompany−based
information systemsからなる企業間Networkに企業の情報システム投資の力点
が置かれているとする認識に至った。またこの情報システムの投資の力点の変
化と広く素材産業から流通に至るまで もの が細かく流れるようになってき
ていることの間には何等かの関連があるとする認識にも到達した。この認識ま
でに5カ年を要しているのであるが，この5カ年はほぼそのまま現実の歴史の
動きでもあった。
企業間Networkによる情報の授受ほ内示情報の授受として行われているので
あり，この内示情報が もの の細かい動きを可能に．しているか−そしてこ
の細かい動きが素材産業から流通の末端までの資本の回転を速め，したがって

所要資本量を縮減することになるのではないか−はまさに本稿の研究主題で
ある。
Ⅰ

Ⅰ−1 調査対象の企業

最初の調査は1990年に行われた。1990年7月から9月にかけて調査設計を行
い，これに基づいて同年10月より1991年3月末にかけて∴乗用車メーカーの上

位2社とそのうち1社の第1次協力メ・−カー2社，家電メ1−カーの上位4社の
うちの3社，洗剤メ1−か−の上位2社中の1杜，乳食品（乳業）メーか−の上
位2社，総合食品卸商の上位3社，チェーンスーパ・−の上位3社中の2社及び
コンビニエンスストアの最上位1社の計16社せ訪れて，予め記入してくれてい
た調査票に基づいて回答者との間で率直な議論をおこなった。情報システムの
定義（あるいは範囲）と情報の価値を中心に補遺には掲げない調査票を10月時
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点では用い，それ以降はこの10月のときの経験からこれを圧縮した調査票を用
い，卸，チェーソス・−パー，コンビニ‥エンスストアにはそれぞれに適したよう
に変更した調査票を用いて，調査を行った。
文部省科学研究費補助金（−・般研究B，商学部門）を受けて，平成5年度と
6年度に以下の産業と企業の本社と工場を訪れて予め記入してくれていた調査

票に基づいて回答者との間七率直な議論をおこなった。平成5年度の調査に基
づいて調査票に．変更を加え，内示情報を明示的に主題とした。これは最初の年
度の調査に．おいて回答の中で強調されていたことであるので，両年度のデータ
の接続に本質的な困難はない。
面接調査のため訪問した会社：銑鋼一・貿メ1−カー3社，シリコンウエハー
メ・−か−2社∴エレクトロニクス（IC，LSI）メ・−か−3社り化学工業メ・−カー
2社（うち1社はICに．不可欠な部材の世界的なメ・−・か−），パソコンメ・−カ−
1社とその完全子会社メ・−・か−1社，乗用車のアセンブリ1−メ・−か−のうち3
位を争う3社のうちの2社，乗用車のアセンブリ・−第1位メ・−カ・−の第1次協
力メ・十か−4社，総合電機メーカ鵬の家電部門1社∴ 今一つの総合電機メ・−
カー1社，家電メーカー1社，カメラメ・−か−2社，アパレルのブランドメ・−
か−2社，紡績・化繊メーカー2社，乳業メーか−1社，菓子メ・−か−・2社，
加工食品メ・−カー2社そして化粧品メーか−1社。以上はメ・−か−であるが，
以下は流通業に属する：乗用車の大きな地区阪売会社1社，家電の専門量販店
3社（NEBA加盟），チ3＝．l−ンス1−パ1−のうち1990〜91年に．は訪問しなかった
2社。
Ⅱ−2 調査結果の概要
さて，戦後の生産・流通システム変化の歴史は資本の回転期間の短縮の歴史
とみることができる。
生産・流通システムの時代区分：

1973年（昭和48年）まで；トヨタ自動車販売会社の成立（1950年）から
経済の高度成長の終わりまで−∵販売会社システムによる流通における資
本の回転期間の短縮に重点が置かれた。
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第1次石油危機（昭和48年秋）から1985年（昭和60年）まで一同時化生
産（Synchronisedproduction）に．よってメl−か一内における資本の回転期

間を短縮することに重点が置かれた。しかしながら，生産期間を短縮する
ことによってメ・−カーの資本の回転を速めても流通に入った資本が遅く回
転しては，結局メ・−カ1−の資本の回転も速くはならない。この時期に．は消
費者需用の変動に．は流通在庫で対応し，その変動がメ・−カ一に細かく速や
かには伝わっていなかった。そのために消費者需要の変化が生産に虜映す
るまでに．時間がかかった。逆に流通情報がメ・−か一に細かく速やかには伝

わらなかったので，1985年以降に比して相対的に長かった生産期問と相
侠って，大きな流通在庫で対応せざるを得なかったというのが真実であろ
うか。
1985年（通信の自由化元年）から現在まで一生産と流通をsynchroniseす
ることによって，すなわち卸・小売り流通における資本の回転を速めてこ
れに自らの生産過程をsynchroniseすることによって，メ・−か−は自らの資
本の回転を速めるように．生産・流通システムを変えつつある。

1985年以降は小売り販売における細かい情報もonline realtimeに伝えられ
る。情報の流れは製品によって異なり，乗用車の場合は（1）メーか−・地区販売
会社チャネル，家電の場合は（2）メ・−カ−・・地区販売会社・系列小売店と（3）メー
か−・・量販店向け販売会社・専門量販店（チェ・−ンス−パーを含む）の二つの
チャネル，加工食品の場合は極）メ・−か−・総合食品卸商・二次卸・−・般小売店
と（5）メ・−か−・総合食品卸商・（二次卸）・地方の中小ス・−パ1−，及び（6）メ・−
か−・商流としての総合食品卸商・大手チェ・−ンス・−パ・−の三つのチャネルに
分かれる。（1）と（2）でほメ・十か−の流通支配力が強く，流通業者はメーか−と−
体となって他のメ1−カー・流通業者との競争に参加する。（3）ではNEBA加盟店
に関する限り，メ・−か−の価格体系の傘の下に専門量販店は利益を上げること
ができる。（4）及び（5）では総合食品卸商の力が強いが，総合食品卸商との関係で
優位にたっているメーか−もある。（6）では大手チェ・−ンス・−パ・−が優位にある。
消費者需要の変化情報あるいは流通情報とは品目別さらに細かくほ銘柄別小
売店別（乗用車の場合は地区販売会社別，家電の場合は地区販売会社からの出
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荷台数）の毎日の売上げ情報であるとする。この流通情報は二様に使われる。
一つの使われ方はメ・−か−の生産計画を，それも月，二週，旬，過といった期
間の生産に入る商前の計画を樹てるのに用いられる。なお月から週までのどれ
が直前の計画であるかは生産期間の長さに依存し，一般に生産期間が短いはど
直前の計画期間も短い。いずれにしても，直近の流通情報を用いて生産を流通
に近づける。今一つの使われ方はメーか−の生産に流通在庫の補充生産という
性格を与えることである。流通というあるいは流通期間という必要悪を介し
て，あるいは必要悪をバッファとして，売れたものを補充するために生産をす
る。これを在庫補充生産とメ−か−では呼んでいる。品切れは販売機会を逸す
るが，できるだけ流通在庫は少ない方が，消費者需要における変化が生産に直
結する。ここで「直結」というのは，流通在庫量が少ない場合には，消費者需
要が引取った仕様レベルでの流通在庫をメ・−カ−が直ちに補充生産するからで

ある。直ちに補充生産するというとき，仕掛在庫をもっている場合には仕掛在
庫を補充することを意味する。乗用車生産の場合がこれに当たる。この文節で
描いたことをInformationTbasedProduction−DistributionSystem，日本語で「情
報化した生産・流通システム」と呼ぶことができよう。
Ⅲ

Ⅲ−11973年まで
表1は（自社手形振出しの）総販売会社の親メ・−か一に対する役割の変遷を

示す。筆者のうちの一人は，1970，75，80年と廠売会社を有するメーか−を資
本金1億円以上の全てのメ・−か一について郵送調査により確定した上で，総販
売会社を有するメーか一に対して，資本金1億円以上10億円未満，10億円以上

50億円未満，そして50億円以上と層別にして50億円以上については1／1抽出
を，それ以下については1／3抽出を系統抽出法（これは無作為性を保証する）
により行って標本を構成した。
1970年標本に対して1975年と80年に繰り返した面接調査が表1の基礎となっ

ている。回転期間の計算の場合，一つ一つの標本についてまず回転期間を計算
し，しかるのちにその平均をとる方法（これを比→和法と呼ぷ）と，まず分子
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表1 親メーカーと（自社手形振出Lの）総販売会社の回転期間（和→比法）
（単位：月）
総販売会社

親メ1−・カ・一

6

1

1

0

1300

0

0
0

44

0

1

0

5

2

9

4

7

1

0 2

0

5

1
2
5

1975
586
381
074
045
0．18
0．18
1．61
0．58

8 4

推定平均

9

3

0 7 0 2 9 7 4 1 1
7 7 9 4 3 2 1 0 4
9
1 6 4 0 0 0 0 2 0

（2） 270 3，02
（3） 1．05 070
（4） 106 1 73

㈲㈲の㈱㈱㈹㈹㈹

（1） 376 372

0 6 4 3 8 8
9
1 2 2 0 1

推定平均
1970 1975

匪）（1）販売会社に対する売掛債権（＝売掛金＋販売会社振出手形）
（販売会社振出手形の銀行割引残を含む）回転期間
（2）販売会社に対する売掛債権（＝売掛金＋販売会社振出手形）
（販売会社振出手形の銀行割引残を除く）回転期間
（3）販売会社振出手形の銀行割引残回転期間
（4）金融機関短期借入金回転期間
（5）流動資産回転期間（受取手形銀行割引残を含む）
（6）売掛債権回転期間（受取手形銀行割引残を含む）
（7）在庫回転期間
（8）自己資本回転期間

（9）親メーか−よりの長期借入金回転期間
（畑 受取手形銀行割引残回転期間
（1D 金融期間短期借入金回転期間

㈹ 金融期間長期借入金回転期間
のたとえば売掛債権期末残と分母の売上高1カ月分をそれぞれ標本全体につい
て合計し，しかるのちに両者の比をとる方法（これを和→比法と呼ぶ）があ
る。表1は後者を採っている。

表1は次のことを示す。親メ・−か−の売掛債権（売掛金＋総販売会社振出手
形＋総販売会社ヰこ対する短期金銭債権）回転期間（受取手形銀行割引残回転期
間を含む）と（自社手形振出しの）総販売会社の売掛債権回転期間（受取手形
銀行割引残を含む）が比較される。1970年において，1．．14（＝4−．90−3．．76）カ
月は，もし総販売会社が存在しなかったら，親メ・−カーの売掛債権回転期間の
構成要素となるであろう。親メ・−か−の回転期間の95％信頼幅は表2に与えら
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れているように0．．33であり，総販売会社の1い23に比して極めて小さい。全ての
親メーカ−を合わせて一つの親メーカーとし，全ての総販売会社を合わせて−
つの総販売会社とした場合，このことは総販売会社の一つの役割を示唆する。
その役割とは，親メ−カーの生産計画の樹立を容易にし，親メ・−か−の販売の
ための投資負担を軽くし，そして親メー・か−の流動資本の回収速度をコンスタ
ントなものにする。

その上，販社手形を銀行割引に付すことによらて流動資本の親メ・−か一に・よ
る回収は一層速まる。販社振出手形の銀行割引残回転期間は1い05土0．．23である。
結局親メ・十か一の流動資本の回収は1970年において2．20＝4．．90−2．．70と約2カ
月だけ速まっている。

総販売会社ほ1970年から75年までの5年間に売掛債権回転期間を1．．09カ月だ
け短縮し，この短縮分を在庫負担増0．32カ月に・充てる分を除いて自身の力の増
強に充てられるはずのところ，1い09カ月と0．．32カ月の差0一．77カ月は政策的に手
許に増加した資金として残っているか，あるいは家電と自動車以外の産業め販
売会社に多い他社品扱いに充てられているということができるであろう。
1980年までの5年間に総販売会社の売掛債権回転期間はさらに1．．02カ月だけ
短縮して2．．79カ月となった。しかしながら，特徴的なことは親メ−カーの総販
売会社に対する売掛債権回転期間の短縮である。3‖72カ月が2，36カ月へと1＝36
カ月の短縮を示しているのである。これらの数値ほ，消費者による需要の伸び
が鈍化しかつ多様化して，これが生産における小ロット化，同時化生産を招来
し，さらにこの小ロット化・同時化生産が流通過程に影響を及ぼして寡占資本
の流動資本の回転様式を変化させるというようにり資本の回転様式が変化して

きていること，あるいは確実にこの方向に変化することを示していたといえる
であろう。実際従来（具体的には，1973年秋の第1次石油危機の発生まで）は
親メーか−・総販売会社間の資本の回転を速めることが重要であり，そのため
総販売会社のその次の取引主体との間の資本の回転にまで親メーカーの目が届

かなぐてよかったのであるが，1975年以降の小ロット化・同時化生産の進展の
中で，小売店・消費者に至る資本の回転を速めることによって親メーカーはそ
の資本の回転を速めるというように変化している。
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表2は乗用車や家電など総販売会社を有したメ・−か−は地区販売会社との間
に総販売会社を介在させることによってはじめてその資本の回転期間を日本に
おける資本金1億円以上のメ1−か−の回転期間に近づけ得たことを示している。
具体的には，総販売会社に対する売掛債権回転期間は総販売会社振出手形の銀
行割引残を含む場合（項目番号（1））と含まない場合（項目番号（2））のどららの

場合もこのことを指し示している。これに対して，総販売会社の売掛債権回転
期間は資本金1千万円以上の全卸売り企業の売掛債権回転期間の平均から有意

に長かったことを示す。このように第1次石油危機以前の日本経済では総販売
表2 親メーカー・総販売会社，全メーカー・全卸売業の回転期間，
I

2

3

1

4

1

1

㈲㈲の㈱㈱㈹㈹㈹

3

2

1

8 7 1 7
5 4 1 9

1

C

2

％33252635
5
9 0 0 0 0

値

定76700506

∩︸∵∵仏

撫3

（和一比法）1970年
推定値 95％CI

6−77 188 （5）′ 5．38
4．90 1‖47 （6）′ 2い86
0い42 0小22 （7）′ 0．56

0．39 0．05 （8）′ 040
0‖27 0．40 （9）′ −

0‖14 018 ㈹′ 0．83
2、01 0185 仙′ 099
0い41 0．30 ㈹′ 0り40

紬（1）′−（4）′資本金1億円以上の全メーカー（ただし，船舶製造・修理を除く）
（5）′−㈹′ 資本金1千万円以上の全卸売業
（1）′ 売掛債権回転期間（受取手形銀行割引残をり含む）
（2）′ 売掛債権回転期間（受取手形銀行割引残を除く）
（3）′ 受取手形銀行割引残回転期間
（4）′ 金融機関短期借入金回転機閑
（5）′ 流動資産回転機関（受取手形銀行割引残を含む）
（6）′ 売掛債権回転機関（受取手形銀行割引残を含む）
（7）′ 在庫回転機閑
（8）′ 自己資本回転機閑

（9）′ 親メ、−カーよりの長期借入金回転機閑

㈹′ 受取手形銀行割引残回転機関
㈹′ 金融機関短期借入金回転機閑
㈹′ 金融機関長期借入金回転機関
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会社のところでいったん流れを堰止めることによって−メ−カーの資本が速やか
に還流していたのである。（瀬戸〔2〕，〔3〕）

Ⅲ−2 第1次石油危機（昭和48年秋）から1985年（昭和60年）まで
経営における合理化の内容として，生産期間の問題は工数−これは，1単
位の製品に必要とされる作業時間と定義され，通常は人工数で示される−の

問題に比して，取り上げられることが少ない。これは工数低減問題が藻利教授
の「費用的管理」にあたり，「本質的に．より長期的性格をもつ時間的管理」にあ
たる生産期間の短縮問題に対して，「本質的により短期的性格」を持つことに
由来するのであろう（藻利［4］）。

しかし，わが国においては，1973年の第1次石油危機と1979年の第2次石油
危機の聞から，生産期間の靡紡が′第1に多様化した需要にできるだけ細かく

対応すること，第2に所要投下流動資本の縮減の2点を目指して，小ロット化
とその極限としての生産の同時化（synchronisation）によって，実現している。

表3−1から表4−2までがこのことを示している。
表3−1から表4−2は表1と2の基礎となった無作為標本の生産管理部門
と工場に対する筆者のうちの一人による面接調査から得られたデータに基づい
ている。彼は1978年から1980年にかけてこの調査を行った。調査時点における

生産期間とその7〜9年前の期間がこれらの表に与えられている。表3−1と
4−1は被調査メ・−か−の売上高をウェイトとした数値であるのに対して表3
−2と4−2は全ての被調査メ・−か−を同じウェイトで計算して得た数値であ
る。売上高をウェイトとした生産期間の短縮が標本平均において著しいことは
大規模メーカ・一に．おける生産期間の短縮が著しいことを示している。そしてこ
のことは資本金50億円以上規模における著しい短縮濫表れている。この資本金

50億円以上規模に属するメ・−か一には乗用車と家電（具体的には，家電事業部
を持つ総合電機メ・−カー）のアセンブリ・−メーか−が含まれている。層1と層
2の分摂についてほ瀬戸［2］，［3］を参照されたい。
標本メ、−カ・−がその後も生産期間を短縮し続けたことは1987年調査によって
も裏付けられる。1987年に上の標本の資本金規模50億円以上の同じ24工場を訪
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表3−11971年前後の生産期間（1975年売上高ウエイト）稼働日
標本全体：2141±6．85

メー・カー・規模 資本金1−10億円 10−50億円 50億円以上
2521
1678

3581
4856

16 70
14 94

表3−21971年前後の生産期間（単純平均）稼働日
標本全体：2952±874
メーカ・一塊模

資本金1−10億円 10−50億円 50億円以上
3184
12．55

4113
3820

2188
2529

表4−11978〜・80年の生産期間（1975年売上高ウエイト）稼働日
標本全体：12．32±423

ま 資本金1￣10億円10￣50億円 50億円以上
盲−−ニヱニ竺
28い86

10．72

2352
26，28

6 45
12′24

表4−21978〜80年の生産期間（単純平均）稼働日
標本全体：2259±534

資本金1−10億円 10−50億円 50億円以上

盲一丈ヱニ讐
1
2

3241
8，05

23．70
2244

12．01
22い09

問した。この24工場に．は次の諸工場が含まれている：1位と2位を含む3大乗
用車メーカー，1大トラックメt−か−，上位3大メt−か−の洗濯機工場，上位
3のうちの2大メーカ・−の冷蔵庫工場，1位を含む2大メーカーの家庭用エア
コン工場，1大メーカーのビデオ工場，カラーテレビ上位3社のうちの2大

メーか−の工場，1位を含む2大メーカーのカメラ工場，1大自動販売機メー
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か−，1大化粧品メーカーの工場，1大時計メ・−か−の工場。標本には含まれ

ていないが，1大銑鋼一貫メーか一，1大IC・LSIメ・−か−そして1大陶磁器
メ・−カーをも訪問した。生産期間短縮の様子ほ表5に．よって∴示されている。表

5は1982年に比しての1987年現在における生産期間の短縮状況を示すことに
よって生産期間の短縮が1978〜80年調査以後も引き続いていたことを物語るも
のとなっている。

表の説明に入る。生産期間5日以内に挙げられている全ての品目はその生産
期間をこの5年以内に短縮していることは注意を要する。生産期間短縮の運動
ほベアリングや銑鋼一・貫といった資本財産業にまで及んだ。銑鋼一眉産業は乗
用車，家電の出発点である。銑鋼一貫のトップメ1−カ・−はその生産管理を 後
工程が前工程を引っ張る に．1987年には改めていた。さらに，乗用車や家電の
ような消費財産業は生産の初めから消費者に手渡されるまでの時間的長さを短
縮することに力を傾けてきた。このうち乗用車については直ぐ後の節で述べら

れる。上位3家電メ一カーのうちの一つは1985年以来生産と流通の同時化
（Synchronised production−distribution）を実現するために・Totalproductivity
movementをトップマネジメントの号令のもと（ということは企業戦略として
と表現できるのでほなかろうか）実行に移している。乗用車メ−カ−Aの生産
期間が同Bの生産期間より，調査した乗用車のグレイドが同じであるにもかか
わらず，短い理由の一つはAがトランスミッショソ工程のような鍛造工程を考
慮に入れていないからである。AにおけるロットサイズがBにおけるよりも小
さいことも貢献しているであろう。
瀬戸・安藤［5］ほ家電を含む電気及び電子機械製造業と乗用車を含む輸送
用機械製造業においては，1985年を境に生産を流通に同期化させることに成功
していることを裏付けている。
表6ほメーカーにおける生産期間の短縮が流通期間の短縮に結び付くには通
信の自由化が必要であったことを雄弁に物語っている。しかしながら，−・歩進
んで，生産期間の短縮が流通期間の短縮に結果したというとすれば，それはす

べての産業一乗用串，家電のようにチャネルリ・−ダーの存在する産業，
チェ・−ソスーパ・−の力の強い加工食品産業さらにいわゆるブランドメ、−カーの
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表5 生産期間の短縮、稼働日
〜5

5′−10 10〜15 15〜20 20〜25 25〜30

電気洗濯機
メーカーA
メ・−カーB
メ・−・カ・−C

カラーテレビ
メーカ・−・A
〜5

家庭用エアコン

メーカーA
メ、・・−・・カ・一B

乗用車
メーカーA
化粧品
メー・カ・−A

（5〜10）（10〜15）（15〜20）（20〜25）（25〜30）
カメラ
メーカーA

5′〜10

自販機
メ・−カーA
カラー・テレビ

10〜15

メ・−カ、−B

15′、−20

トラック
メ・−カーA
カメラ
メーカーB
ベアリング（小径）
メーカーA

20′−25

銑鋼−・貫

25〜30

メーカーA

乗用車

30〜40

メーカーB

30′、ノ40

40〜50
50〜60
60〜

40〜50

50〜60

60′、

ベアリング（中径）
メ、−カーA
IC・LSI
メーカ・−A

陶磁器
メ・−カ・−A
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表6 回帰分析，生産を流通に同期化する
y＝仕掛在庫（i−（i−1）），Ⅹ＝月あたり売上原価（（i＋2）−（i＋1））
1965−1984
Ⅹ
定数項
推定値 t一億 推定値
t一億
s

8
0

5324309

911934

3．733

0．456

1

1743173
793，302
591 714
4854468
5658984
1732530
10492828
5148242
4472962
24004147
44326496
1485900
6737186
1183419

DW

−1005 12634761 0 000 2239

−0，009

0079

2
4
6
7
0
1
2
3
4

0．576 −0 244
0．858 −0‖001
0．597 −0 012
3．671 0．050
0．956
0．024
0．804 −0085
1．587 −0 045
2．502 −0，073
1．608 −0。138
4．551 −1．128
4．596 −0…642
0．317
0．112
2．938 −0．．211
0．530 −0．000

哀2

1186 17813187
−2213
−0，024
−0 310
2‖103
0 602
−1．303
−0．464
−1．134
−1．775
−10．380
−6．155
1．580
−1．679
−0．010

0．005 1590

19044388
0．091 1198
5785．556 −0．026 2709
8637 845 −0日012 1995
10877．116
0．．042 1589
37243。353 −0．017 1527
13368．257
0．018 1 606
57901．755 −0．．010 2．209
17849．464
0．．004 2。794
24196．855
0．．026 2．337
45578い556
0小575 1．624
79967．598
0．．318 2．214
23981．881 0．037 3．420
13500．762
0．045 2．236
13731．．149 −0り026 2．413

5
6

1985−1989
7
9

18

1

58742．577
0，022 2．994
27714595 −0051 2．．364
21628548 −0 059 2．258
11865．527 −0‖036 1て21
4705376 −0 031
12888296
0‖216
8

9
3

4

6

1

8

6

5

5

0

4

︵1．〇

2

3

5

3
3

4

0 638

7

3

7 1
4 2

5

3 3 3 3 3

2

3

33315．336 −0．062
18550．005 −0．021
15620．072 −0．033

2

0．158

29789 697 −0．048
32941349 −0．026
148600 352
0い208

131356．749

8

−0．042

9

0．213

3

2

71022740

3

13807706

6

7

38480046

0

3

2

2

32
33
34
35
36
37
39

−12798507 −0．．924
0．071
1．172
985846
0．149
0．067
0．421
6570614 1．287
0．018
0．230
−1892034 −0．657
0．082
0．645
655262
0．588 −0．019
−0．697
275696
0．091 0．099
2．384
−10875641 −1．185
0．198
2．364
1806406
0．542 −0…037
−0．562
−12101271 −0．723 −0．．451 −2045
−3799 801 −0．541 −0．071 −0．464
5037。083
0．649 −0．125
−0751
34415‖982
0976 −0．599
−2．337
60169．807 1．916 −0．751 −5562
6877．385
0．811 0．007
0‖108
8714．417 1959 −0．107
−0 806
2293．544
0．616
0．025
0，．672

4

2

31

DW

5

2

30

R2

s

t一億

0

2

27

Ⅹ

5

20
21
22
24
26

定数項
推定値 t一億 推定値
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表6 回帰分析，生産を流通に同期化する（続き）

y＝仕掛在庫（i−（i−1）），Ⅹ＝月あたり売上原価（（i＋1）一i）
1965−1984
Ⅹ
定数項
推定値 t一億
推定値 t一億

R2 DW

s

18
20
21
22
24
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
39

4732980 3384
357434 0196
474065 0149
877．474 0953
695り635
0703
6478．．769
4811
6456．．911 1093

995．259 0453
6843．275 1076
2983…579 1543
4104…689 1．461
−3122．126 −0609
5613．．786
0535

7105．605 1433
3640．905 1628
392．606 0182

0…019
2．043
0．256
4．187
0．．137 1．179
−0．．026 −0．633
−0…030 −0…763
−0．．025 −1．020
−0．．029 −0．．730
0．．029
0…431
0…234
2468
0．．206
3．420
−0．．094 −1．205
1．．294 10．792
0．．504
4．343
−0．031 −0．409
0．267
2．129
0．．066 1．585

12389．356
16240714
19874348

0039 2238

5755．325

8611126
11107505

37160686
13630133
55842990
16781764
24453981
44544684
87468115
24702380

13225，671
13298828

0173 1。833
0010 1 105
−0016 2703

−0005 1998
0001 1。678

−0012 1 471
−0021 1 722
0061 2．298
0119 2．792
0006 2．153

0．594 1．355
0。184 2．487
−0，022 3．242
0．083 2．496
0．037 2．．606

1985−1989
定数項
推定値 t一億
18

20
21
22
24
26
27

30
31
32
33
34
35
36
37
39

−12013．903 −0．935
3537．330
0て80
4230，396
0．813
−606．177 −0234
168。153
0け182
464。207
0．140
−12496，290 −1．234

3029．728

0776

−8989。950 −0け804
30 255
0．004

9572453 1．098
11787‖855

0．516

5133247

0．228

407209
6215772

0り078
1け571

4356568 1．089

推定値

Ⅹ
t一億

s

R2

DW

−0．．088 −1．517
56014，240
0．067 3．．091
0．442
3．975 19467．396
0…451 2．．320
0．084 1．027
22675．431
0．．003 2．141
−0．178 −1．511 10957．861
0．．067 1．．625
4003．138
0…233 2．．650
0．058
2．544
0小032
0て05 14428．577
−0．．029 2．．267
0．．019
0．203
43781．977
−0056 1．727
0．045
0．578 16514．374
−0．038 1．940
0．803
5．488
48679．660
0．．618 1．432
0．287 1て90
31145．518
0．．109 2237
−0．099 −0り517
37989．014
−0042 2り057
0．981 6り097
97967．278
0．668 2．511
0．861 8．780
96275．002
0い809 2．319
0．246
6．067
21289．165
0．666 1．744
0り216 1．820 16826．227
0．114 3．078
0け002
0．058 17216．481 −0．059 1．758

囲18：食料品，20：繊維，21：衣服・その他の繊維製品，22：木材・木製品，24：パルプ・
紙・紙加工品，26：化学，27：石油製品・石炭製品，30：窯業小土石製品，31：鉄鋼

， 32：非鉄金属，33：金属製品，34：−・般機械器具，35：電気機械器具，36：輸送用機械器
具，37：精密枚械器具，39：その他の製造業
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存在するアパレル産業一について十般的にいえることではないのではない
か？これについては産業によって差異があるのではないか？筆者ら二人の間で

もこの点については確定的な結論を共有している訳ではない。メ・十か−が流通
業における資本の回転を速めることに．よって自らの資本の回転を速めるよう
に，1985年以降自らを変えたとする筋道が筆名ら二人の間での確定的共有物と
はまだなっていない。ただ乗用車のアセンブリ−メ・−カーは家電のアセンブ
リーメーーカーとともに，統計が示す社会における資本の回転様式の変化を最も
よく代表していると考えられるのである。
Ⅳ

Ⅳ−1乗用車の生産と流通
地区販売会社はメ−カーの旬計画の1カ月前に畳とスタイルに閲しでアセン

ブリーメ・−か一に発注をする。しかし，メーか−・の力によって異なるが，完成
3〜5日▼前までなら注文を，範囲の限定ほあるが，変更することができる。こ
のことはその時1までに客との商談が■まとまれは実需に∴基づいた発注となること

を意味するし，たとえ商談がまとまらなぐても，それに・限りなく近い状態の中
で発注をすることができることを意味する。
あるエレクトロニクスメ・−か−・はパソコンについて販売店からの注文に基づ
いてよりもこのメーか−の売上の70％をカバ・−・している販売店10社の週データ

を基礎としている市場情報システムに．基づいて各販売店への出荷のガイドライ
ンを作って，これを販売店に示して販売店からの発注を誘導する。この思想は
ある自動車メーか−の 情報システム改築の目的 にもなっている。すなわち
この自動車メ・−か−では地区販売会社の顧客との商談中の情報を予め生産準備

をするために取るのである。しかし，同じ上のエレクトロニクスメ・−か一内で
も事業部が異なればメ・−か一と流通業者との間のやりとりは異なってくる。半
導体の流通と生産の関係においてはこのようになる。先ず，販売特約店が自ら
の販売購入システムを通じてメ・−カ・一に仮発注を行なう。これを受け取った
メーか−はその特約店へ以下に．挙げる情報とともに仮受付したことを知らせる。
それは商談情報と需要予測である。特約店はこの情報に基づいて発注を行なう。

−5J−
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なお，販売特約店のうち11社からは1日1回これらの販売特約店における受
注，出荷，在庫そして受注残情報をメ・−か−の生産・販売統合データベ・−スに
受ける。
上でいえる一つのことは受発注（取り引き）も情報である（不確かさを残す
のが情報である）（完成3日前までなら仕様の変更を許す，1カ月前に受けた
受注よりもその発した地区販売会社において現に発生している商談を情報とし
て尊重する）とする思想がメ・−か−と流通業者の間の関連において重要視され
ていることである。そしてこの思想を支えているのが両者を結ぶ情報システム
である。
表5の二つの乗用車メ・−カーA，Bではないメ・−カーの場合（メ・−か−Cと
呼ぶ），乗用車の生産から串が個人ユーザーへ届けられるまでの日数を半減す
ることを目指しで情報システムを1993年現在で改築中であった。このメ・−カ−
を例にとると，地区版元会社からのフトーダ・−の70〜80％は顧客がついていな

かった。現に発生している商談を情報として生産に結びつけたいということ
は，第1位メーか一にあっても切実度は同じである。第1位メーカーの地区販
売会社ほメ・−か−・の旬計画の1カ月前に．発注すると上で述べた。この後も入り
つづける地区版元会社からの情報を基に．メーか−は生産計画を樹てるシステム
に変更することによって，この第1位メ・−か−は生産開始から個人ユ・−ザ一に
渡るまでの日数を全車種平均で半減することを目指している。このことは顧客
のつかないまま生産される台数をできるだけ少なくすることによって実現する
（日本経済新聞1994年10月7日号）。
しかしながら，上で述べた完成3〜5日前の仕様変更はアセンブリ・−メー
か−から第1次協力メ・−か−（第1次供給業老）への生産変更通知がこれに同
期化することが条件となるであろう。下の例と4い2節の叙述はこのことを裏付
ける。
あるアセンブリーメーカーの場合である（このメーか−は表5における乗用
車メーカー・のAでもBでもなく，すぐ上で引用したメ・−か−Cでもないので，
Dと呼ぶ）。1986年に完成した情報システムによって個人客の−＼人−・人に何月
何日に引渡しが出来るかを答えることが出来るようになった。協力メーカーと
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の関連でいえは，このシステムのもとでも，月単位の内示発注であった。具体

的に．は，N月に対してN−1月の15日にN月1カ月の日別（日単位）発注を行
なっていた。これに対して，1988年から1992年にかけてのシステム化（これに

ついては次のパラグラフで述べる）によって，N月に対してN−1月の15日に
N月1カ月の日別（日単位）の内示が行われるようになった。同時にN＋1，
N＋2月の予定数を月単位で知らせることも行われるように．なった。N月内示
に対しては，週間確定発注とした。具体的には，部品に．関して，N週に対して

はN−2週に確定発注を行い，N−1週に搬入指示を行なう。週間確定発注の
基となる生産計画は週次割付生産であるので，ディーラーからの変更要望が可
能であるのは1週間前までである。
計画生産方式あるいは割付生産方式と呼ばれる上の方式は物事が計画通り流
れるという前提のもとに成り立っている。ここで計画とは組み立てにおける計

画である。組み立てに至る前工程はこの組み点て計画を基礎に逆算する。計画
通りの生産が行えない場合を考慮して溶接工程と塗装工樫の間と，塗装工樫と
組み立て工程の間にそれぞれある時間ロットのストックを順序をつけて持って

いる。トラブルが発生したときはこの順序を変えるのである。溶接工程のはじ
めからある時間後に観み立てに．入る。組み立て工程に入ったところが，納入
メーカーに．オンラインでこのことを知らせている。これは同期搬入のためであ
る。計画通り流れに．くい時は同期搬入がよい。例えば，100弱の種頬のあるガラ

スの場合，同期搬入，日分割搬入（最高16回／日，1日2直16時間なので1時間
が最小単位となる）それに．日単位搬入（1日分1ロットが最小単位となり最大
が5日ロットとなる）と3種類の搬入方式の中から，同期搬入としている。し
かしながら，取引先の製造手番を確保するため計画通りの生産を100％達成す
ることで，同期搬入方式を0化すべく取り組んでおり，現在同期搬入は70％減
にまで音曹ぎつけている。
1週間の割り付け生産をする上のアセンブリーメーカー・の場合，目的ほ全世界に散在する

工場の生産システムを同じ思想一計画された通りに生産されるいわゆる割付生産一に基礎
をおいたものとすることである。このメーカーは全世界の情報システムを統一・し部品の全世
界共通化，ノックダウンと部品の全世界共通化を含めた全世界におけるロジスティックスの
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システム化を目指して実現しつつある。一つの効果として，…方において客からみれば発注
やゝら入手までに1カ月〜2カ月かかっていたのが20日〜30日（暦日）で済むようになった。他
方において完成車在庫ほ100であったのが50弱に縮減した。

−・般に．乗用車の生産ほ大きく三つのラインからなる。エンジンほ鋳造と鍛
造，機械加工およびエンジン観み立て工程を経て総組み立てラインに流れ込む。
トランスミッションは鍛造，機械加工およびトランスミッショソ射み立て工程
を経て総組み立てラインに流れ込む。ボディはプレス，板金，塗装そして総観
み立てラインと進む。
三つのラインのうち最も時間的に長いのはトランスミッションラインである。
これを乗用車の生産期間とすると，表5の乗用車メ¶・−−・・カ−Bが示すように1987
年現在で15〜20日であった。しかしながら，原価的にはボディライシが最も大
きい。その最も大きいボディラインのロットを考慮に入れた生産期間は1987年
現在で4〜5日であった（同表の乗用車メーーか−Aの数値がこれに当たる。ま
たこの二つの数値の違いについては同表を説明した際に述べた）。この短い生
産期間を基礎としてプレスとエンジン観み立ての後に仕掛在庫を持っている。
仕掛在庫を持つことによって地区販売会社からの注文変更に対応する。
Ⅳ−2 内示情報 対

かんばん

かんばん に基づいて生産に入ることは確定受注に基づいて生産に入るこ
とであるが，内示受注に基づいて生産に．入ることは確定受注に基づかない生産

力式である。このことについて訪問各社からの回答に基づいて考察する。以下
にアセンブリーメーカーAに対する第1次協力メ、−カー4社からの回答を掲げ
る。
労ノ．次威力メ−カ−∂．】
このメーカーの場合，顧客（需要家）数は1994年現在において300から500の
間であり，生産品種数は30前後であった。生産品種数のうちこのメーか−の主
要顧客（アセンブリーメ・−カー）向けが50％弱を占める。また，月平均受注規
格（仕様）数は700から1，000の間であり，うち主要顧客向けは60％前後であった。
この第1次協力メーカーにおける かんばん の導入ほ1967年よりは後で
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あった。この当時，パレットの入用数の計算は「1の日に100個，3の日に・150
個」という夙にコンビュ−・タブログラミングされていた。 かんばん の導入
前は，納入指示がアセンブリ・−メ・−・か−よりあった。このときほロットも大き

かった。しかしながら，内示が3カ月であった点は今と変わらない。前の2カ
月は内示で，当月は確定であった（1984年前後には旬次が確定であった）。前の
2カ月の内示で畳の引当て計算をする。生産変動と型式の複雑化の度合いが増
すにつれてこの引当て計算は複雑になる。この引当て計算に基づいて；この第
1次協力メ・十か−はサプライア・−（アセンブリ・−メ・−カー・からみれば第2次協

力メーか−である）に対してやはり前の2カ月は内示で当月は確定の内示を出
していた。なお今でもこの第1次協力メ・−カ・−は，大きぐて かんばん 納入
ではラインサイドを占めてしまうので，サプライアーからはシート，ドアトリ
ムや天井を順序納入（Just on time，筆者らの英訳）で入れさせている。
このメ・−カーからは，内示情報を利用することが効くのほ仕掛在庫の短縮も
あるが，サプライア・−から供給される部品の在庫量と在庫スペースの削減に対
しでであると回答されている。アセンブリ・−メ・−か−からの内示情報は社内
かんばん 枚数を月度で設定する時点で利用される。1989年前後にこの第1
次協力メーか−のある工場の工務課長（このポストは工場ごとにある）は仕掛

かり計画を内示情報（確度90％，これが70％に下がれば以下のことほ出来な
かったであろうとこの工務課長は述懐している）にしたがって樹でていた。社
内仕掛かり計画は月間の社内 かんばん

枚数を予測させる。内示情報がなけ

れば，協力メり−−−カー（ここでは第1次協力メ・−カーaへのサプライア・−）は在

庫して応えるはかないであろう。以上を要約すると，1967年以前はアセンブ
リt−メ・−か−からは かんはん による納入指示でほなく，大ロットでの−・括
指示であり，この第1次協力メ・−カーは計画的に納入していた。歯車が狂った
時は，第1次協力メ・−カ−かアセンブリ・−メーカーかに在庫の山ができていた。
1994年10月現在でも向こう3カ月の内示がアセンブリ・−メーカーより毎月提

示される点に変わりはない。生産に入る月をNとする。N−3，N−2そして
N−1とNに近づくにつれて確度が高くなる。この第1次協力メ・−カーではこ
の向こう3カ月の内示月度生産計画に基づいて月間の所要部品量を計算する。

ー55−
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それを内示情報としてサプライア・一に・渡す（この内示情報はサプライア一にお
いて仕掛かり計画として利用される）。それと同時に，計画台数に必要な月度
の かんばん 枚数を計算する。
プレス後にアセンブリーメ・−か−から日次の確定生産計画台数を受取り，日

次の部品所要量を計算する。この所要量に基づいて月間で設定した かんは
ん，，運営枚数を再検討し，振り出す かんばん の枚数を増減する。 かんは
ん には工場内で使われるものとサプライア・−との間で使われるものの二つが
ある。このうちサプライア・−との間で使われる

かんばん は以下のように使

われる。工程に．運ばれた部品についている かんはん
れ場で かんばん が仕入先別に仕分けされる。

が回収される。受け入

かんばん は仕入先に渡さ

れ，部品とともに．再び納入される。この第1次協力メ・−カ・−はアセンブリ・−
メ−カ・−・との間を高速ディジタル回線で結び，サプライア・−との間は業老
VANで結んだり専用回線で結んだりしている。
生産期間は1994年現在で，プレス後3日である。このように．短いことが基礎
となってアセンブリ・−メ・−か−との間の取り引きの決済は1985年前後から月2
回決済となっている。しかし，サプライア・−との間の決済は月1回である。
内示情報を利用していなかった時代との比較を示すデータはないが，1994年
とその10年前の1984年について次のような比較は可能である。
1994年

購入材料・部材の在庫期間

57

1984年
100（指数表示）

受注・問い合わせから
納期回答までに

即時

製品納入までに

3日

即時
4〜14日

虜J炎威力メ−・か−ゐ．●
特殊鋼メーカーであるこのメーカーの顧客（需要家）数は1994年現在におい

て17，000から20，000の間であった。生産品種数は，長さ，直径，カーボン比に
よる違いを品種の違いとすると，37，000−40，000にのはり，うち主要顧客向け
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は40％前後であった。また，月平均受注規格（仕様）数は22，000−24，000であ
り，うち主要顧客向けほ40％前後であった。
製鋼工程では内示に基づいて粗鋼準備ができるようになった。内示に基づい
て製鋼工程がスタートし，粕鋼ができた段階で受注が釆て圧延に入ることがで
きる。継続品について，アセンブリ−メ・−か−あるいは他の第1次協力メ・一
カ−から

かんばん が送り返される−これは確定受注である−と在庫が引取

られる。そうすると，次の圧延に入る。
3カ月内示は月々改訂される。新しいモデルの図面指定となると，次の1モデ
ルチェンジまでは年間の納入屯数が生産台数に基づいて計算できる。しかしな
がら，これは契約ではない。月々の鋼材の3カ月前生産計画量は年次計画にお
ける月生産計画量に対しても生産実績に対しても95％の精度である。月次計画
も内示に．基づいて樹てられる。精度は次のパラグラフの意味で100％である。

内示情報システムは6年前の1988年に導入された。爾来2年間隔で計画と引
き取りの精度が向上してきた。1日1日にはプラスマイナスがあるが，月単位

で見ると内示通り引取ってもらえる。月次損益計算をし，アセンブリーメ・一
か一との間では月1回決済である。第1次協力メ1−カーaがこのアセンブリ・−
メーか−との間では月2回決済であるのとは生産期間の違いが決定的であるよ
うに思われる。
粗鋼の生産開始から圧延が終わって特殊鋼として指定された仕様に．基づいて
製品として完成するまでのロットを考慮に入れた時間的長さは30日との回答で

あった。例えば，顧客の1月25日内示を受けて2月に粕鋼の生産をする。2月
8日に受注（これも内示であるので，以下ではこれを内示受注と呼ぶ）。これを

受けて2月21日に圧延に入り同月末プラス2〜3日（2月は28日しかないので
月末とはいえない）に終わる。2月25日に3月納入に関する内示を受けて，2
月25日から3月5日までの納入については2月21日から2月28日プラス2〜3
日に．圧延した製品を日々 かんばん による納入指示を受けて行う。内示シス
テムの導入によってか精度の向上によってか，受注締め切りが月3回設定でき
るように／なったので，つぎの内示受注は2月18日である。これに基づいて3月

1日に圧延に入って3月10日に終わる。ここでできた製品は3月6日から3月
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15日の間に日々納入する。2月28日の内示受注に基づいて3月11日から3月20
日までの圧延に入る。ここでできた製品ほ3月16日から3月25日までに日々細
入される。以上は内示情報システムが導入された後のことである。導入前は月
1回の圧延であった。1月15日に受注し，これに基づいて2月1日から2月末
日までの間に圧延をおこなう。ここでできた製品を3月1日から3月末までの
間に日々納入を行う（ かんばん によってであったか否かは不明である）。
以上を要するに，受注締め切りが月3回設定できるように／なったことで受注か
ら納入までのリードタイムが短縮できたのである。以上の叙述を図解したのが
図1である。
図1内示情報システムと生産期間、特殊鋼、主要顧客の瘍合、1994年

2／8

1／25
．■⁝．＝．−＝．一．一一．；−．：＝．／

内示

2／212／252／283／5
＋（2〜3）

内示受注

2

5

2

内示 内示受注
納入
3／113／163／203／25
内示 内示受注

圧延㌻ 納入：

以上は主要顧客あるいはこの主要顧客の第1次協力メーか−との間の内示，

内示受注生産，納入関係を描いたものである。これが主要顧客以外のアセンブ
リーメーカ・−との間ではどうなるか？対三社のうちの少なくともこ社との間で
は かんばん は使っていない。しかしこれらの二つのアセンブリ・−メーか−
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（アセンブリ・−メ・−カ血DとF）からも内示はある。この特殊鋼メーか−は内
示で作って，運輸業老の倉庫に、入れておく。これらの二つのアセンブリ・−メー
カ−・に．よる生産打切りと生産の増減処理から生じるリスクほこの特殊鋼メ1−
カ一が負う。なおこれら二つのメ・−か−のうちの一つに対する納入ほ−・括納入
と一日何回かの納入というように もの によって異なる。

アセンブリーメーか−C，DやFからの内示は主要顧客であるAからより5
日早い1月20日に受ける。これに．基づいて粗鋼生産に入る。1月28日に内示受

注を受ける。2月11日に圧延に入る（主要顧客あるいはその第1次協力メ1−
か−からの場合には2月8日内示受注したものは2月21日に圧延に入る）。圧
延は3月10日に終わる（主要顧客あるいはその第1次協力メ・−カーからの場合

には2月末日プラス2〜3日で終わる）。これで分かるように，C，D，Fある
いはそれらへの協力メ・−カーとの間の取り引きは1カ月ロットである（主要顧
客A凌）るいはその第1次協力メー・か−との間の取り引きでは圧延は10日ロット

である）。納入は2月15日から3月15日までの冊カ月である。以上の叙述を図
解すれは，図2のようになる。
図2 内示情報システムと生産期聞、特殊鋼、主要顧客以外の場合、1994年

1／20

1／28

3／10

2／11 2／18

；＋
内示

納入
夢ノ次彪カメ−オーC．
この第1次協力メーカー・の顧客（需用家）数は100から150の間である。生産
品種数は150から200の間であり，このうちの85％弱が主要顧客向けであった。
また，月平均受注規格（仕様）数は20，000から25，000の間であり，このうちの
80％強が主要顧客向けであった。
主要顧客からは前月の下旬に当月分が日割りで入ってくる。しかし10〜20％
のぶれがある。

3／15
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アセンブリ・−メーカ−Fからは，週単位の合計値が翌週と翌々週について
入ってくる。
アセンブリ・−メ・−カ、−Cからはオンラインで（ かんはん は入れていな
い）入るが，はんとうの確定は2〜3日前になる。以前は旬単位で確定であっ

た。しかし追加や変更があった。これが内示に変わった。
労ノ衆威力メーか−・♂」

この第1次協力メーーか−の顧客（需用家）数は50から100の間であった。生産

品種数ほ50から100の間であり，この80〜90％が主要顧客向けであった。月平
均受注規格（仕様）数は品番数に．して3，000〜4，000であり，この80％が主要顧
客向けであった。
このメー・カーの場合も，アセンブリー・メ−・か−からほ3カ月内示が情報とし
て与えられる。この3カ月内示情報に基づいて3カ月内示工数計画が策定され
て全社的負荷調整が行われる。またこの3カ月内示情報に基づいて部品所要量
計算が行われてサプライア1一に内示情報として送られる。この部品所要量計算

は10年前にほN−2月初めの19日前に着手されていた。（したがってアセンブ
リ1−メ1−カ−からの内示情報はその前に得られた流通情報に基づいたもので
あった）それが，1994年現在では5日前に．着手して即日結果が得られるまでに

なった。工数計算も5日前の1日で完了するので3カ月内示工数計画は4日前
に策定されて即日完了する。製品別生産計画表も同じく4日前に作られる。具
体例として1994年9月をN月としたときのN−2月初に．おける内示に基づく生
産計画数屋を100（品種数も100とする。以下同様）としたとき，N−1月初の
内示に基づいて106（100．6）に変更され，さらにN月初の計画数畳は1090
（100．．6）に変更された。N月の生産実績はN月初めの計画に対して100．．4で
あった。ところで，生産開始の5日前にそれまでに与えられた内示情報と細か
く具体的になった納入指示（これもあくまで内示である）に．基づいて生産計画
が作られる。この精度は実績に．対しでプラスマイナス4％である。最後の生産
計画は生産開始の0．．25日前に作られる。これは かんばん に．基づくもので，
確定受注である。
サプライア一に．対して以前は生産期間中に納入指示を出し納入させていたり
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したのであるが，現在は かんばん による生産（すなわち確定発澄生産）に
なっているので，生産期間中の納入指示はなく，生産開始以前の納入指示の回
数も生産開始以前の納入の回数もそれぞれ1回である。アセンブリ・−メ−・か−
との間でも事情は全く同じである。現在は かんばん による生産（すなわち
確定受注生産）になっているので，生産期間中の納入指示ほなく，生産開始以
前の納入指示の回数も生産開始以前の納入の回数もそれぞれ1回である。この
メ・−か−が強調する内示情報生産のアドヴァソティジはまさしくこの点から生
じる：すなわちアドヴァソティジは仕掛在庫を縮減できることと生産数畳の変
動幅がなくなることである。この回答は

かんばん による生産と平準化生産

それに内示情報による生産は，第1次協力メ・−カ−bからの回答にもあるよう
に，互いに助け合って成り立っていることを示しているように思われる。
Ⅳ−3 銑鋼−・貫メ・一か−

アセンブリーメーーか一には乗用車のボディになる冷間圧延鋼板がコイル状で

納入される。この鋼板がブランキングされでプレスされる。ここで何時聞か貯
めておかれ，何時聞かのロットで打たれるわけである。地区販売会社からの仕
様変更がリリースの，例えば，3日前に．入ってくる。これを確定受注と呼ぶ
と，1カ月前の確定受注は内示情報に属することになる。この仕様変更を受け
てプレス後貯め置かれていた鋼板が次の工程である板金工程に引取られる。以
下リリースまでの3日の間は細かいロットで，工程間 かんはん ，による在庫
補充生産の形をとりながら流れる。上で考察した特殊鋼メ・−カーには3カ月内
示が入って納入月の前の月に粗鋼が生産され貯め置かれる。より直近の情報に
基づいて策定したアセンブリーメ・−カ・−の生産計画（おそらくは旬計画）にし
たがった内示がこの特殊鋼メーか一に発せられる。この内示を受けてこの特殊
鋼メ・−カーは圧延に入る。同様に，以下で考察する銑鋼−・貫メーカーにおいて

も，熱間圧延工程を終えたところで鋼板が貯め置かれる。そしてアセンブリー
メ・−カー（といっても，アセンブリ・−メーか−の本社からすでに発せられてい
る月単位の確定発注に応じてではなく，アセンブリーメーカーの乗用車工場）
からのいついつかくかくの仕様の鋼板をこれだけのトン数納入できるか，ある
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いはかくかくの仕様の鋼板をこれだけのトン数ほしいがいつ納入できるかと
いった問い合わせ−といっても，これが実質的には確定受発注であると筆者
らは考えるので，その確定受発注に応じて鋼板が冷間圧延工程に投入されてリ

リースまで行き着くのである。以上を要するに，川下の変化に速やかに対応で
きる能力に応じてものを貯め置く工程を遡ることができるのである。（陶磁器
の生産において，絵付け工程の前で自生地が貯め置かれるのとは根本的な違い
がある。陶磁器の場合には同じ形の器に．描く色と柄が異なるだけであるが，乗

用車のボディにしろ，特殊鋼にしろ，ほたまた熱間圧延鋼板にしろ，仕様
（形，大きさ，成分比）が異なるという意味で，多くの品番が貯め置かれるの
である。このため，仕掛在庫が日数換算で長くならざるをえない。アセンブ
リ−メ、−・か−への納入製品仕様の確定があってはじめて工程を稼働させる。こ
の工程が出来るだけ源流工程に近いことが競争力となる理由である。）
乗用車の冷間圧延鋼板は同じグレイドでもメーカーによって仕様（規格）が
異なる。ある銑鋼一・貫メ・−カーの場合であるが，受注規格数は，厚板，熱間圧
延鋼板，冷間圧延鋼板，形鋼，棒鋼，線材，鋼管，表面処理材料などを含んで
月平均で600前後と多い。さらに特別仕様はこの数倍にのぼる。このうちから
熱間圧延鋼板と冷間圧延鋼板のサイズ数は合わせて，厚みと幅の組み合わせで
5，000弱にのぼる。
銑鋼一貫メ・−カ一における工程は表7が示すように，出鋼一連統鋳造一熱間
圧延一冷間圧延一焼き鈍し一精整から成る。
この表7の各工程におけるロット集約上の心得は三つの点に集約される：
第1は種々の注文を製造条件に合わせて集約すること，
第2は納期を勘案してロットに集約すること，
第3は旬あるいは週が1単位になること，
である。この最後の第3ほ転炉の容積から見た1日当たりの平均出鋼回数で出
鋼鋼種数を除して得られる能力を表す。1回（1チャージ）当たりの出鋼トン
数の10％から14％が月平均の同一・ユーザ・一同一虜格の受注トン数である。1受
注当たりの小ロット化は急激で，これを1975年における1受注当たりのトン数
を100として1990年をみると，冷間圧延鋼板について50〜60に小さぐなってい
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表7 各工程でのロット集約条件
出鋼

鋼種（出鋼条件）

・成分
・特殊精錬要否 など
連続鋳造 鋼種
スラブ連続鋳造幅
熱延

コイルサイズ（幅）

スラブ加熱温度
厳格材（ゆっくり圧延する）

特殊鋼（電磁鋼，ステンレス鋼 など）

冷延

規格（＝材質＝硬さ）

サイズ（厚み，幅）
表面仕上げ（暗さ，輝度 など）
焼き鈍し 規格・材質（用途） これによって焼き鈍し方が異なる

炉の稼働予定
精整

サイズ（厚み，幅）

舵検査・塗油 など

る。熱間圧延鋼板についてはこれほどに小さくはなっていないが，亜鉛鋼板と
ブリキについては一層小さくなっている。以上は銑鋼−・貫メ・−か−・aのデータ
に基づく。
冷間圧延鋼板の本社受注から本社における事務処理，製鉄所における事務処
理，生産工期，製鉄所在庫までの時間的長さは1994年現在で，筆名らの訪問し

た3社において，60日前後であった。本社事務処理は注文受付，契約条件
チェック，技術条件スクリ・−ニング，投入明細選択，生産能力検証＆製鉄所配
分そして生産指示（投入指示）から成る。製鉄所における事務処理は製品仕様
チェック，在庫引当て（これは冷延在庫から熱延在庫さらに．は出鋼後のスラブ
在庫さらには出鋼予定へと遡る），製造工程別旬・週計画，出鋼命令作成そし
て生産命令から成る。ここまでで約10日である。表7の−・連の工程の時間的合
計を生産期間とすると，生産期間は20〜30日である。製鉄所在庫はしたがって

20〜30日となる。この20〜30日のうちの3分の1は顧客（需用家）の納入指示
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待ちと需用家の側における使用計画の変更に起因する。なお，この20〜30日ほ

あくまで平均であって，在庫日数は1〜10日から3カ月超まで分布しているご
とは注意を要する。さらに上の20〜30日に物流センタ−・在庫（中継地在庫とよ

ばれる）が加わる。これも平均7日前後に対して0〜10日から3カ月超まで分
布している。
銑鋼−・貫メ・−カー・の本社は月次生産計画を立てるときに納期が全て分かって

いるわけではない。ところで，これは訪問した銑鋼一貫メ・−カー3社の全てに
当てはまることであるが，同じ銑鋼−・貫メ・−か一においても製鉄所によって生

産管理の考え方−したがって仕方−は異なる。凌）る製鉄所では週サイクル
で投入する。4月第…・週に投入したら，4月末から5月初めにできるようにな
る。この製鉄所の薄板の工程は，冷間圧延工程からコイルとしての完成まで

7〜10工程を経て完成する。この7〜10工程の組み合わせの数が50〜70に達す
る。複数ライン／工程すなわち，設備の組み合わせが50〜70ある。事務工期，

生産工期も含めて，時間の短縮が重要である。以下はこの製鉄所における事務
工期と生産工期短縮の努力である。

InformationLOrientedガントチャl，ト（Gant chart）：これは1994年2月に薄
板工程（冷間圧延工程から完成まで）について完成した。ロット，仕掛推移そ
れに供給線の三つからなる。この最後の供給線については，今日薄板工程（冷
間圧延工程）に投入されたロットがどのようなラインを通過して薄板として完
成するかという線すなわち左上（冷間圧延工程）から右下（完成）への線と，
反対に，右下から左上へ，何月何日にかくかくの仕様の薄板をどれだけのロッ
ト完成させなければならないとしたら冷間圧延工程に材料を何月何日に投入し
なければならないかを措く二つがある。
このガントチャ・−トは何カ月先まででも作れるが，だんだん精度が悪くなる。

毎日の実績に基づいて修正していく。従来は2日分作るのが精いっぱいであっ
た。顧客（需用家）への情報turnaround timeが即座になった。

トン数，日数ともに相当の仕掛りが縮減されるであろう。理由は流れを作っ
たところにある。1995年（平成7年）には高炉から最後（コイル）までの
チャ・−トが完成するであろう。
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図3 ガンチャート イメージ

このInformation−Orientedガントチャ−・トほ日々の生産を最適に行う目的で
プログラミングされたものではあるが，トップマネジメントからみても，川下
とのつながりを重視するシリコンウエハ・−メ・−か−のトップマネジメントの例
を考え合わせるとき，経営を財務的な面からのみでなく，本来メ・−カーがそれ

に基づいている生産を−そして流通と一財務との統一胎な観点からみる助
けとなるであろう。Decision suppor・t SyStemとは呼ばれないDecision support
systemであり得るであろう。またこのInformation−Orientedガントチャl−トか
ら得られる情報は情報システムがあることに．よってその価値が見いだされた情
報の最たるものではなかろうか。
なお，上で「このガントチャートは何カ月先まででも作れるが，だんだん精
度が悪ぐなる」と述べた。精度の変動にほ1）納入日と畳が変わることと2）工
程内での歩留変動の二つの側面がある。1）に関しては，商社が在庫補充発注を
行うことがある。納入は，乗用車の場合は単純でメ・−か−の工場への直接納入
である。
上の銑鋼−・貫メーカーaにおけるInformation−Orientedガントチャ1−トは工
程における もの の流れをコントロトールする。別の銑鋼−・貫メ・−か−bは出
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鋼から出荷までの−・貫進捗管理を1993年から稼働させている。これは出鋼から
出荷まで動いているもの動いていないものの全てにバ・−コ・−ドをつけることに
よって仕掛かりを完全に把握することを目指してこいる。このメ・−カーbは情報
システムの重要な役割の一つをここに．置いている。これによって原価要素を縮
減し，この縮減度をもって情報システムの効果と評価する。このことはメ・−
か−aにも当てはまるであろう。なぜならば，装置産業的である製鉄所にとっ
てはどのラインを選んで生産するかは装置に大きなコストがかかっているので
重要であるからである。
しかしながら，仕掛在庫の縮減による生産期間の短縮もまたこの銑鋼一・貿
メ・−カ−a，bに共通のアドヴァソティジである。
Ⅴ
チャネルリ・−ダ−であるアセンブリ・一メ・−か−ほ川下（流通）からの情報を

細かくmということは，速やかに−とってそれに基づいて生産計画を樹て
る。すでに．樹てられている3カ月生産計画と日程計画は改訂される。この細か
く速やかに樹てられる生産計画は内示情報として川上に送られる。川上では，
もの の生産期間の長さに応じて，例えば特殊鋼のように2カ月内示で粗鋼
が生産され，1カ月内示あるいは旬内示で圧延が行われる。確定発注といえど
も，引き取りに変更がある。それならば，引き取りの確かな−ということほ
今日発注のあったものを納期に合わせて最適な製造方法で生産することに全力
を傾ける。乗用車の源流である銑鋼−・貫メ−か−とエレクトロニクスの源流で
あるシリコンウエハ・−メーカーの製造における重点投資の一つはここに向けら
れている（シリコンウエハーについては別の機械に考察する）。
内示情報は仕掛在庫を縮減する。仕掛在庫の縮減は流れのある生産において
ほ生産期間の短縮を意味する。（瀬戸［6］）。銑鋼−・貿−メーカーと特殊鋼メー
か−（これにエ・レクトロニクスの源流工程であるシリコンウエハーメーカーが
加わるが）における生産期間の短縮，アセンブリ・−メーカ一における生産期間
の短縮それに地区販売会社における流通期間の短縮，これらは全て乗用車の生
産と流通のための所要投下資本量を縮減する。所要投下資本量の縮減は同じ規
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模の生産のために必要とされる仕掛在庫（生産）と流通在庫（流通）の縮減で

あるので，この縮減分だけ経済成長は小さくなる。こうした縮減に基礎をおい
た経済成長は経済の足腰の強さを低目に表すことになる，あるいはより低い経
済成長でより強い経済の足腰を表すこととなる。
上のパラグラフではこれからの経済成長は従来と同じようには経済の足腰の
強さを表すものとはならないことを云ったのであるが，同じ資本量でより高い
経済成長が実現される側面も無視され待ないであろう。
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補遺

メーカーに対する面接調査質問項目
メr−・カーにおいては，近年特に必要な物を必要な畳だけ生産するためにさま

ざまな方式で対処されていることと考えております。そして，そのような方式
においては，情報が重要な役割を果たしているのではないかとも考えておりま
す。つまり，貴社の生産・流通における流れと，取引先企業における流れをス
ム−ズに連動させるのに情報が重要な役割を果たしているのではないかという
ことです。たとえば，在庫削減のために，在庫状況や市場動向などの情報を用
いた生産計画をとられるとか，確定生産計画より前に川下の取引先企業からの
内示情報を用いて大まかな生産計画や所要量計算をして，必要な原材料や部品

などについての所要量や納入時期を，川上の取引先企業へ内示情報として渡
し，確定生産計画から生産開始までの期間や生産期間の短縮を実現しているの
ではないかと考えており，以下の質問はこのような視点からのものです。
質問Ⅰ
（Ⅰ−1）最初に∵貴社の注文明細の概要についてお尋ねします。
顧客（需要家）数

（

生産品種数

（

月平均受注規格（仕様）数（

主要顧客向け内数（

）

主要顧客向け内数（

）

（Ⅰ一2）我々がこれまでお尋ねしたいくつかのメ・−カ・一企業の生産計画立案
のパタ・−ソとしては，大別して次の（a），（b）の2つがありましたが，貴社はどち
らのパターンでしょうか。
バク・−ン（

）

（a）川下取引先からの内示情報・確定受注に対して，多少は市場動向などから

の予測を入れるが，原則としては受注に応じられる生産計画を立てる。つ
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まり，生産計画立案では，その企業の判断よりも，内示情報・確定受注情
報が重要な要素である。
（b）川下取引先からの販売計画や市場動向を参考に・，その企業が販売計画を立
て，その計画に基づいて生産計画，川下取引先への製品提供情報の提示な
どを行う。生産計画立案では，川下取引先の販売計画よりも，その企業の
判断が重安な要素である。
（Ⅰ−3）取引としては，年間あるいは半年を単位として，その期間中の製品
の引取り台数を契約し，月あるいは週単位でそれらの納入指示を行う方式もあ
るようですが，貴社の場合は，このような方式に該当するでしょうか。下記の
項目の前の括弧中に○印を記入してください。
（）受注側として該当する。
（）発注側として該当する。
（）該当しない。
（Ⅰ−4）我々がこれまでお尋ねした多くのメ・−か一企業では，生産計画とし

ては，たとえば，6カ月生産計画，3カ月生産計画，月次生産討軌旬次生産
計画，週次生産計画，日次生産計画と精緻化していくことによって，生産量な

どを実需に合わせて対応してきているようです。そこで，貴社の主要な製品に
対して，このような生産計画（貴社では販売計画，所要量計画などと名付けて

いるかもしれませんし，6カ月，3カ月などは異なるかもしれません）をモデ
ルとして，それぞれの生産計画で利用している下記の情報等についてお尋ねし
ます。なお，表の中の「精度」についてほ，次のように．定義するとしてご記入
ください（経験からの概数で結構です）。

精度：内示情報を用いた生産計画での生産量をvl，実際の生産量をv2と
したとき，

（1−lvl−V21／v2）＊100）の億
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（舟 以下の記入対象とした主要な製品について
製品名
確定受注の間隔

（

（

月平均の受注ロットサイズ（
生産品種数

日）

個）

（ ）…‥主要顧客向け内数（

）

月平均受注規格（仕様）数（ ）…川・主要顧客向け内数（

）

（功 生産計画立案に用いる（主として川下取引先からの）情報について
製品仕様，量，納入月などに関する内示の内容がだんだん具体的で確かな
ものになっていく様子を，上記の・モデルをできるだけ生かした形で，システ
ム構成・役割を入れながら，内示情報の確からしさの成熟に焦点をあてて記
述してみていただけないでしょうか。（別紙にして下さっても結構です。）

お手数ですが，次の表への記入もお願いします。
・生産計画名が適切でない場合ほ，適切なものに修正してください。
・該当しない欄には，斜線をお引きください。

生産計画名 6カ月計画 3カ月計画 月次計画 旬次計画 週次計画 日次計画
生産開始日の
日前
日前
日前
日前
日前
内示か確定
内・確 内・確 内・確 内・確 内・確 内・確
受注か。
その精度
％
％
％
％
％
立案した計画
％
％
％
％
％
の精度

の原材料・部品などに．関する川上取引先への内示の内容がだんだん具体的で
確かなものに／なっていく様子を，モデルをできるだけ生かしながら，貴社
からの内示情報が貴社における工場在庫，物流センター在庫，流通在庫，

日前

％
％
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さらには市場動向情報に基づいて確かなものになっていく，すなわち内示
情報が成熟していく様子に焦点をあでて記述してみていただけないでしょ
うか。（別紙にしてくださっても結構です。）

お手数ですが，次の表への記入もお願いします。

生産計画名 6カ月言十両 3カ月計画 月次計画 旬次計画 週次計画 日次計画
内 確
貴社工場への
内示か確定指
示か。
％
％
その精度
％
l●
％
川上取引先へ
の内示か確定
発注か。
％
％
その精度
％
％
％

（功生産についてお尋ねします。
・その製品の生産開始から製品が完成するまでのロットを考慮に入れた日数
（ 日）

・発注から納入までの期間が最も長くかかる，主要な川上取引先とのやり取
り
ヽ︐ノ

回
回

ヽ−ノ

・生産期間中 の納入指示の回数（納入指示

ヽ■′

・生産開始以前の納入 の回数（納入

回

・生産開始以前の納入指示の回数（納入指示

回

︶

・生産期間中 の納入 の回数（納入

内・確

％
内・確

％
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・主要な川下取引先とのやり取り
ヽ︐ノ

回 回 回

・生産開始以前の納入指示の回数（納入指示

＼−′

・生産期間中 の納入指示の回数（納入指示

＼︼

・生産期間中 の納入 の回数（納入

・生産形態ほ次のどれでしょうか（該当生産形態に○印をおつけください）。
（）ロット生産
（）混合生産
（）装置工業的生産
・ロットサイズはどれくらいでしょうか。

（ロットサイズ

）

（Ⅰ−5）そのような情報の利用によって達成された効果について，内示情報
を利用していなかった時（あるいは10年前）との比較でご記入ください。
現在

内示情報未利用時

購入材料・部材の在庫期間

日

日

仕掛品での在庫期間

日

日

完成品の工場在庫期間

日

日

貴社の物流センタ・−での在庫期間

日

日

その先の流通での在庫期間

日

日

（Ⅰ−6）支社・販社・取引先等からの受注・問い合わせに対してどのように
対応していますか。内示情報を利用していなかった時（あるいは10年前）との
比較でご記入ください。

現在

内示情報未利用時

納期回答まで隼・

日

日

製品納入までに．

日

日
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質問Ⅰ
（Ⅰ−1）質問Ⅰで，私たちほ，現在の生産・流通は内示の上に立っているこ
と，これを可能に．したのは情報システムであることを視点としました。それで
は，情報システムが入る以前はどうであったのでしょうか？ 川下取引先（得
意先）からの受注が何カ月か前にあって，それに基づいて貴社は材料の発注を
生産開始の何カ月か前に行うという方法であったのでしょうか？ これは極端
な表現であるかもしれませんが，現在のように内示に．基づいて計画が立てられ
て物が動く以前はどのようであったのかを描いていただけないでしょうか。
（別紙にしてくださっても結構です。）

（Ⅰ−2）このような内示情報を利用する生産計画等の方式となったことに関
連して生じたと思われるさまぎまな変化についてお教えください。

質問Ⅲ
貴社は，材料・部材から始まって，仕掛かりを経て，製品となる過程を，細
かいアイテム毎に．把握あるいは予測するシステムをお持ちでしょうか。お持ち
の場合に．は，その利用目的と効果について記述してください。

