
 
 
 
 
 
 
 
 

ホワイトペーパー 

持続可能なサプライチェーンの実現 
Blue Yonderが支援する グリーンな事業運営



市場動向 
 

従来、コストとサービスは、サプライチェーン
が 「最適」 に運用されているかどうかを 
判断する上で最優先の要素でした。    
収益やマージンが高く、顧客が満足して
いる限り、サプライチェーンは成功している
と考えられていました。 
しかし、現在、状況は異なっています。 
持続可能性が、企業の最終的なパフォ
ーマンスを測定するための、最新かつ  
最重要な基準となっています。 

環境および持続可能性の問題に対する企業や政府、消費
者の関心が、サプライチェーンマネジメントの未来を形作って
います。国連 (UN) の 2030アジェンダと持続可能な開発
目標 (SDGs) の採択により、世界各国が、世界規模での
貧困の終結、地球環境保護、質の高い生活の実現に真剣
に取り組む時代を迎えました。 

「サプライチェーンの持続可能性」とは、製品やサービスのライ
フサイクル全体を通して、環境、社会、経済への影響を管理
し、質の高いガバナンスの実践を奨励することです。サプライ
チェーンの持続可能性の目的は、製品やサービスの提供に
携わるすべてのステークホルダーにとって、環境、社会、経済
に関わる長期的な価値を創造、保護し、成長させることです。
サプライチェーンの持続可能性を通じて、企業は事業の長期
的な存続性を守り、事業運営の社会的許諾を得ることが 
できます。1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62% 
気候変動に関して問題意識を抱いている 
米国人の割合 

 

58% 
政府による取り組みに進展がない場合、 
企業が率先して問題解決を模索すべきだ  
と回答した米国人の割合2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

持続可能な事業運営をするということは、ほとんどの  
企業がサプライチェーンの基本的な運用を大きく変えな
ければならないということであり、それは持続可能性の 
新しい時代が到来するのにしたがって、迅速に実施され
なければなりません。 

企業や組織は、サプライチェーンにとって戦略的であり、  
かつ企業責任と持続可能性の目標を満たすような計画
策定を行わなければなりません。

1 Our Global Strategy. (2020) Retrieved from https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/strategy  
2 Cone. (2018). Climate Concerns Continue. Retrieved from https://conecomm.com/research 

 
 
 

環境、社会、経済への影響は、サプライチェーンの
あらゆる段階に存在しています 

http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/strategy
https://conecomm.com/research


サプライチェーンのジレンマ 

何十年もの間、サプライチェーンは経済、
環境、文化に関連する不測の事態への
対応を迫られてきましたが、企業は現在 
対処しなければならない変化の複雑さと 
その相互関連性にいまだ不意をつかれる 
ことがあります。 
ビジネスに影響を及ぼす様々な事象の 
予測不可能性と複雑さの増大は、サプラ
イチェーンにとって特に大きな課題です。 
サプライチェーンが効果的に機能するため
には、社内外の関係者と緊密に連携する
必要があります。 

 
従来型のリニア (直線的で一方向) なサプライチェーン
のモデルも課題を抱えている一方、課題や変化への 
対応力を備え、接続性があり、協調的かつ循環型の
サプライチェーンを構築することが、ビジネスと持続可能
性双方の将来的な目標を達成しつつ、課題を克服 
する上で鍵となります。 

課題や変化への対応力：未来を知る 
2020年の COVID-19 パンデミックを例に考えてみまし
ょう。この世界規模のウイルス感染拡大は不測の事態で
あり、企業が危機に適応してサプライチェーンへの影響を
軽減することは極めて重要です。COVID-19 のような 
突然の事態であれ、異常気象であれ、あるいはその他の
不測のサプライチェーン上の障害であれ、高度なサプライ
チェーンテクノロジーを持った企業は、状況の変化に対応
するための計画を立て、迅速に適応することができます。 

技術的な観点から見ると、COVID-19 のパンデミック
発生時における反応は、誰が対応する準備ができて 
いるか、誰ができていないかを明らかにしました。食料 
や医薬品、水など、あらゆる必要な物資を人々に供給
するため、最適化されたサプライチェーンは不可欠であり、
準備を整えておくことが非常に重要です。ビジネスのため
に準備を整えるだけにとどまらず、人類のために準備を 
整えておくということです。 

より高度なソリューションを活用している企業では、ソーシ
ャルメディア、ニュース、イベント、天候、IoT データなど、
社内外にわたるシグナルを取り込むことができています。
これらのスマートで、自己学習、自己修正する自律的な
サプライチェーンにより、実際に起きている混乱や潜在的
な需要の変化を感知し、その影響を特定し、是正措置
を講じることができるようになりました。これらAI や機械
学習を駆使したソリューションは、COVID-19 のパンデ  
ミックで見られたように、障害や危機の時に非常に重要
になります。起こり得る課題への準備ができていることは、
サプライチェーンの成功にとって不可欠です。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コネクテッド：透明性と可視性 
今日のグローバル経済において最重要かつ共通の課題
は、サプライチェーン全体を通じた透明性のあるコネクティ
ビティ (接続性) の欠如です。データに対するリアルタイム
の可視性の欠如もまた、最終的に、持続可能性の取り
組みを最大化するための組織の能力に影響を与えてい
ます。 

先進的なソリューションを活用している企業では、天候 
不順から欠品に至るまで、各種障害が発生した場合、
社会面や環境面での責任を考慮した上で対応を決定
することができます。サプライチェーンのソフトウェアは  
データを収集し意思決定を支援することで、エネルギー
消費量や CO2 排出量など、持続可能性の問題を 
考慮することができます。例えば、資材が不足している
場合には、コストやサービスに対する影響だけでなく、 
天然資源への影響も考慮して、代替的な供給戦略 
を評価することができます。 

配送トラックが故障した場合には、輸送計画ソフトウェア
により、環境への影響が少ない代替措置を決めることが
できます。今日、持続可能性への関心が高まっているた
め、サプライチェーンにおける最適な対応の判断に複雑さ
が増しているのは確かですが、先進的なソフトウェアには、
この新たなビジネス上の課題を管理し、サプライチェーン 
をエンドツーエンドで接続、連携させるための洗練された
技術が備わっています。 

コラボレーション:社内外の連携 
持続可能性への効果をより大きくするためには、社内  
だけでなく、社外のパートナー企業とのインテリジェントで
デジタルな接続を形成することが重要です。持続可能
なサプライチェーンの意思決定を行う際には、エンドツー
エンドのサプライチェーン全体にわたり、鍵となる考慮点
が含まれていなければなりません。また、サプライヤや  
取引先において倫理的な調達がなされているか、   
児童労働を用いない労働政策を採っているかなど、   
外部の利害関係者の社会面、環境面での影響も  
評価しなければなりません。 

企業は、サプライヤの日々の業務を可視化し、2030 
ビジョンの優先事項に則っている組織とのみ提携する 
ことを選択できます。調達・輸送ソフトウェアにより、潜在
的なサプライヤを比較検討する際、持続可能性を考慮
に入れることが可能です。今日のグローバルなサプライ 
チェーンは複雑になっていますが、デジタル化により、  
相互に接続・連携し、重要なデータを共有することが 
容易になりました。実際、2019 年の CDP (Carbon 
Disclosure Project) のサプライチェーン・レポートに 
よると、CDP サプライチェーンメンバーの 63% が、サプ
ライヤ契約の決定に影響を及ぼすために CDPデータを
使用しているか、または使用を検討しているといいます。
持続可能性は、パートナーシップを含め、ほとんどのビジ
ネス上の意思決定の最重要事項になりつつあります。 



循環型サプライチェーン：
持続可能なモデル 
リニアなサプライチェーンは、長年にわたって、それで十分である 
ことが証明されてきたものの、最も持続可能な選択肢というわけ
ではありません。現在、多くの企業が現行のサプライチェーンモデ
ルを変えるという課題に直面しています。循環型サプライチェーン
モデルでは、サプライチェーンを循環させることで、廃棄物や過剰
在庫を削減し、環境への影響を最小限に抑えることが奨励され
ています。 

デジタル化により、変化する顧客のニーズをモニタリングし、エンド
ツーエンドのサプライチェーンをリアルタイムでそのニーズに合わせる
能力が大幅に向上しました。需要予測や S&OP などの分野で、
共有されたテクノロジープラットフォームや、互いに接続された、 
実績のあるソリューション群を持つ企業は、顧客の変化を即座に 
予測または察知し、対応することができるようになり、サプライチェ
ーン内で変動する動向のプレッシャーに対し、先手を打って問題
解決を行う意思決定ができるようになりました。 

景気後退の予測や新たな未対応のニーズがネットワーク全体に
伝達されると、生産および輸送プランも即座に調整されることで、
資材を再利用する機会や、原材料にかかる費用の削減、また、
労働力、食品、燃料を含むあらゆる種類の無駄の削減につな
がります。先進的なツールを活用し、循環型で、リアルタイムの 
即応性を備えたサプライチェーンを構築することが持続可能性を
実現する鍵となります。 

 
 
 
 
 

 
 

「私たちはビジネスとして、気候変動対策に取り組んでいる企業から刺激的なビジネスチャンスを
得ています。これらの顧客の中には、潜在的なサプライヤや既存のサプライヤもおり、気候変動
への取り組みに好循環を生み出す機会を得ています。低炭素排出製品を提供することで、   
私たちのアクションがお客様の二酸化炭素排出量削減に貢献し、私たちには新たな収益機会
がもたらされ、サプライチェーン全体での二酸化炭素排出量の削減にも貢献しています。    
これこそ、コラボレーションによる真の win-win です」 
Rachel McEwen 氏（SSE、チーフサステナビリティオフィサー） 

（CDP サプライチェーン・レポート 2019） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
持続可能な 
サプライチェーン実現 
のための4つのC 

人口増加と、私たち自身の浪費的な 
消費傾向によって悪化した天然資源の
制約により、自然環境や社会の健全性
だけでなく、企業が成長のために依存  
するリソースもまた脅かされています。 
環境にとっての正しい行いは、ビジネスに
とっても正しい行いなのです。 

 

持続可能性の課題は日々複雑化していますが、AI を   
活用したサプライチェーンにより、廃棄の削減、より効率的
な生産、よりスマートな輸送戦略、資源消費の削減、  
その他スチュワードシップ上の実践を通じて、企業が責任 
を果たしつつも収益を確保できるような事業運営を支援 
することができます。 

環境スチュワードシップを推進するためのひとつの方法として、
真に自律的なサプライチェーンを実現することが挙げられま
す。そのようなサプライチェーンにおいては、持続可能性の 
問題を含む障害や破壊的な事象を検知し、人による介入
なしにリアルタイムで対処することが可能です。しかし、デジ 
タル化とAIの真の力は、この４つのCで表されるようなビジ 
ネス課題を乗り超え、ネットワークベースのスチュワードシップ
や、共有された持続可能な意思決定を実現する能力に 
あります。真に持続可能なサプライチェーンは、課題や変化
への対応力を備え、接続性があり、協調的かつ循環的な
ものでなければなりません。 

協調 

循環 

接続性 

課題への準備体制 

循環型 
インテリジェントな 
意思決定に基づいた
責任ある業務遂行 

コラボレーション 
・協働 

持続可能性の 
目標達成のための 
意識的な協調 

・協働 

課題や変化への 
対応力 
外部要因を 
予測、把握し、 

対応・適応する能力 

コネクテッド 
リアルタイムデータ 
への接続による、 
多階層にわたる 
サプライチェーン 
の可視化 

4つのC 



Blue Yonderの視点 
Blue Yonder のオートノマス(自律的な) サプライチェーンTM のビジョンは、持続可能性を
核として構築されています。また、グローバルな商取引に伴う廃棄やエネルギー、コストを
削減しつつ、経済的繁栄とグローバルな持続可能性を加速させるという、Blue Yonder 
のブランドビジョンにも根ざしています。 

 
Blue Yonder はどのようにしてこのようなインパクトのあるビジョンを実現するのでしょうか。オートノマス(自律的な)  
サプライチェーンを導入することで、これまでのサイロ化した従来型のサプライチェーン組織から、今日のデジタル化された
企業、そして未来の自律型企業への変革を後押しするエンジンとなることによって、です。 

そのメリットは計り知れないものがあります。オートノマス サプライチェーンは、AI・機械学習を活用した強力な予測能
力と自動化を組み合わせることで、廃棄の削減、二酸化炭素排出量の削減、業務効率の改善、利益率と収益の
向上を実現し、即時性、決断力、成長性、持続可能性を以て事業運営や課題解決に対応できるようになります。
オートノマス サプライチェーンは、オンデマンドで提供でき、数か月前に起こり得る障害を予測して対応策を示し、また
あらゆる変化に先んじてビジネスを維持できるよう設計されています。自己学習および自己修復のアプローチにより、 
課題や混乱を予測し、それを成長の機会に変えていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blue Yonder は、従来型のサプライチェーン組織を、 
課題や変化への対応力を備え、接続性があり、 
協調的かつ循環的な自律型サプライチェーンへと 
変革するようご支援します 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luminate のデジタル・フルフィルメント・プラットフォーム 
Luminateのデジタル・フルフィルメント・プラットフォームは、今日の常時接続・稼働、即時反応型マーケットに対応
した包括的なビジネスソリューションです。スマートでアジャイル、モバイル、コネクテッドな機能を備えたプラットフォーム
上で、プランニング、生産、倉庫管理、輸配送、販売・小売り、さらにこれらの業務を効率的に遂行するための労働
力を、リアルタイムかつ統合的にサポートします。Luminate デジタル・フルフィルメント・プラットフォームは、収益性を
確保しつつお客様の期待を上回る、自律的なサプライチェーンを実現するためのデジタルフレームワークです。 

Luminate デジタル・フルフィルメント・プラットフォームは、主に製造業向けの計画系、物流向け、小売向けの3つの
統合ソリューション群で構成されており、インテリジェントなクラウドベースのLuminateプラットフォームとエコシステムに
支えられています。また、社内外のサプライチェーンの活動を可視化し、制御するコントロールタワー・ソリューションも
備えています。 
 
 
 

 
Luminate デジタル・フルフィルメント・ポートフォリオの基盤となるのが Luminate Platformです。 
Luminate Platformは、クラウドベースのデジタル・エコシステムであり、包括的なソリューション群の機能を、時と
場所を問わず提供するのに必要な、統合性、インテリジェンス、可視性、制御を SaaSモデルで提供しています。 

Luminateプラットフォームは、即応性だけでなく、IoTセンサーを活用した継続的な学習と改善をサポートする   
ため、高度なAI・機械学習によるインテリジェンスをソリューション機能に組み込んでいます。急速に変化する顧客
企業や消費者の需要を先取りし、循環型のサプライチェーンを維持するためには、将来のサプライチェーンを現在 
よりもはるかにスマートかつ迅速にする必要があるため、これは非常に重要な機能です。Luminateプラットフォーム
は、課題や変化への対応力を備え、エンドツーエンドで連携し、協調的なサプライチェーンを実現するためのベース
となるテクノロジーです。 

 
 
 
 
 

Blue Yonder Luminate
ポートフォリオ 



   
 

グローバル市場の動きは、従来のリニアなサプライチェーンやプランニングシステムにとっては、あまりに急速なものにな
っています。これまで、変化や混乱への迅速な対応が、重視される評価基準でしたが、今日それだけでは不十分
となっています。企業は現在、顧客企業や消費者の需要の変化だけでなく、サプライチェーン上の混乱、障害や 
不足も予測できなければなりません。また、予期せぬ事態にも瞬時に、しかも収益が確保できる形で対応できな
ければなりません。そのためには、リアルタイムかつ反復的な計画が必要です。 

Luminate Planning は、ネットワーク設計に関する幅広い領域から、製品・商品や棚レベルでの詳細な補充
計画までをカバーするインテリジェントなプランニング機能を備えています。供給ネットワークに AI とセンサーを埋め
込むことで、フルフィルメントプロセスの各ノードでの詳細要件を予測し、予測されたニーズに対応した計画や予期
せぬ事象への対応を周到に調整します。また、リアルタイムかつ反復的に調整・実行されるため、計画は、実行時
に陳腐化することなく、需要や状況の変化に対応できるよう常に修正されます。Luminate Planning は、課題
や変化への対応力を備え、接続性があり、協調的かつ循環型のサプライチェーンの構築・維持を支援します。 

 
 
 

 

小売業ほど、急速に進化するグローバル市場の影響を受けているビジネスはありません。リアルの取引から電子商
取引、オムニチャネルまで、小売業のあらゆる側面が変化しています。しかし、小売業者は、気まぐれで目の肥えた
顧客に対して、地域的に、またより広域に、すべてのチャネルにわたって利益を確保しつつ商品を在庫し、陳列し、
販売しなければなりません。これまで以上に速いペースで、しかも複雑なレベルで、計画、価格設定、配置、補充、
管理を行う必要があります。そのためには、課題や変化への対応力を備え、循環型のサプライチェーンを構築する
必要がありますが、Luminate Retail はそれらの機能を提供しています。 

Luminate Retail は、商品、スペース、品揃え、フロアプランニングに加え、アロケーション、価格設定、プロモーシ
ョン、店舗運営、従業員管理のための、インテリジェントで統合されたソリューションです。これらの機能は AI や機
械学習と融合され、売上、収益性、顧客ロイヤルティの最大化を実現します。 

 
 

顧客との約束を遵守し、かつ顧客の期待を超えるサービスを提供することが、物流の大きな課題です。この課題は、
今日の、時と場所を問わない消費者中心の市場環境において、非常に困難なものになっています。顧客が望む時
に、顧客が望む場所に、どのようなチャネルにおいても適切な製品を届けることは、すべてのビジネスにとって、顧客
満足および長期的な成功のために不可欠です。これを収益性の高い形で実現することが課題です。 

Luminate Logistics は、供給元からラストワンマイルまでの商品の流れを正確かつ効率的に制御する、サプライ
チェーン実行ソリューションの統合ポートフォリオです。ネットワーク全体、倉庫内、ヤード内の輸送、倉庫保管、フル
フィルメントのモデル化、計画、実行を行います。Luminate Logistics は、生産性を最大化する、業界でも定評
のあるタスク管理・労務管理ソリューションと、供給元から消費地までの追跡機能を備えており、課題や変化への対
応力を備え、接続性があり、循環型のサプライチェーン実現のために、究極のプラットフォームを提供します。 

計画系ソリューション（主に製造業向け） 

流通向けソリューション 

物流向けソリューション 



価値の提案 
エンドツーエンドの単一プラットフォーム 
• 計画管理、ロジスティクス、商取引にまたがる業界初の
プラットフォームをエンドツーエンドのソリューションで実現 

• ワークフロー・オーケストレーション：拡張可能なフレーム
ワークにより、社内外でワークフローやアプリケーションの 
作成、統合、カスタマイズが可能 

• 統合されたエコシステム：MuleSoft API サービスに 
加え、パートナや開発者向けの幅広いエコシステムに  
より、自社開発またはサードパーティ製のソフトウェア、   
ハードウェアのインスタンスとシームレスに統合可能 

実用的なビジネスインサイト 
• Luminate のサプライチェーン全体を完全に可視化する 

360°インテリジェンスにより、サプライチェーンのエコシステム
を未来志向に 

• 組み込みの機械学習とAIにより、膨大な量のデータや   
イベント、トレンドを収集整理し、リアルタイムでの問題   
解決をサポートするビジネス上の実用的な洞察を提供 

シームレスなユーザー体験 
• Blue Yonder の堅牢で機能豊富なサプライチェーン、 
物流、また小売アプリケーション全体にわたって、一貫性  
のあるシームレスな体験を提供する先進的なUIとUX 

• モバイル、デスクトップのどちらでも利用可能 

持続可能な成果 
自律的なエンドツーエンドのサプライチェーンは、人間の認識
力では不可能な精度で顧客のニーズに対応します。つまり、
無駄を最小限に抑え、これまでにないレベルで資源を有効
活用できるようになります。Luminateデジタル・フルフィル 
メント・プラットフォームを利用することで、配送における燃料 
消費量、食品廃棄、生産過剰を削減し、過剰生産された
製品を埋め立て処理せずに済んでいます。 

Lenzing (「テンセル」で知られるオーストリアの大手繊維  
メーカー) は、繊維製造会社として、また世界有数の木質
繊維生産者として、埋立地行きとなる繊維廃棄物を削減
できる効率性改善の機会を見出しました。単に廃棄を減ら
してコストを削減するだけではありません。同社は繊維産業
が直面する社会的な圧力だけでなく、環境にポジティブな 
影響を与えることにも関心を持っていました。Blue Yonder 
のプランニング機能を導入することで、Lenzingはまさにその
可能性を獲得しました。同社は、最終的には、バリューチェ
ーン全体をつなぎ、環境への影響を真に最小限に抑える 
ことを構想しています。 

持続可能なサプライチェーンとは、食糧不安や食品廃棄の 
回避など、より大きな問題への取り組みでもあります。適切な
食品を、適切な場所に、適切な時間に届けることは、食品 
廃棄を最小限に抑え、余った農産物の在庫を食糧不安の 
ある人たちに確実に提供するためにも不可欠なことです。  
現在の Blue Yonder の食料品チェーンの顧客の中には、 
正確な生産計画および在庫の最適化に焦点を当てて、  
過剰在庫と不要な食品の腐敗を減らすことで、食品廃棄  
の分野で躍進を遂げている顧客もいます。 

例えば Walgreens (米大手ドラッグストアチェーン) のよう
な企業は、輸送管理とモデリングを活用して、二酸化炭素
排出量を削減し、環境への影響を最小限に抑えています。
同社はモデリングの制御性を向上させることで、走行距離と
トラックの台数をいずれも削減し、コスト削減目標を達成   
できましたが、それ以上に重要なのは、持続可能性の目標
に向かって行動できたことでした。 



Blue Yonderが支援する 持続可能でグリーンな事業運営 
企業は、これまで上流や下流のパートナー企業と切り離
されていました。そのため、世界のサプライチェーンの多くが
環境への影響についてあまり高く評価されていなかったこ
とは容易に理解できます。グローバル競争の激化や経済
の変動に直面し、多くの企業が生き残りをかけている中、
これらの企業は、持続可能性に関するビジネス課題を 
乗り超え、サプライヤや顧客から環境保全の複雑さを 
学ぶために割けるリソースがなかっただけなのです。 

今日、すべての状況は変化しています。持続可能な  
トップレベルでのビジネス戦略を策定し、バリューチェーン
全体でそれを実行することは依然として困難ですが、
新しいテクノロジーが企業に先進的な能力や機能を
付与し、事業運営をサポートすることができるようになり
ました。共有プラットフォーム上で接続された、スマートな
ソフトウェアソリューション群は、社内外の組織の壁を壊し、
グローバルなサプライチェーンを環境スチュワードシップの
ためのツールへと変革するよう支援します。

これら最先端のソリューションは、変化する状況をリアル
タイムでモニタリングし、予測を立て、対応策を実施する
ため、従来からの収益性やサービスに関する目標と並行
して、持続可能性の目標も考慮することができます。
サプライチェーン・ソフトウェアによってあらゆる取引パート
ナーが繋がり、また AI を活用してサプライチェーン全体
で持続可能な形での意思決定をサポートするようにな
るにつれ、あらゆるビジネスが 2030ビジョンの目標に
貢献できる体制が整いつつあります。グローバルに複雑
に連携し、エンドツーエンドで循環している今日のサプラ
イチェーンは、課題や変化への対応力や接続性、制御
性、自律性、さらにコラボレーションの精神を備えること
で、正しい意思決定を行い、環境面、社会面において
真の勝者になることができるのです。

貴社はグリーンな経営を目指す準備は
できていますか？

blueyonder.com/jp/ja/ 
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