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サプライチェーン･マネージメント支援ツールMIMIの機能と導入事例
MIMI Supply Chain Suite and Success Stories

サプライチェーン・マネージメント(SCM)支援ツール「MIMI」は，全世界で既に300社以上，1,000アプリケー

ション以上の導入実績のあるAPS（Advanced Planning ＆ Scheduling）ソフトウェアである。

「MIMI」はプロセス産業に向いたSCMであり，この分野への導入事例も多い。プロセス産業固有のバッチ・連

続などのプロセス表現や，段取替えに必要な制約をモデル内に取り込み易い機能を提供することを特長とする。

しかしながら，昨今では，半導体業界，日用品といった分野での導入事例も急激に増加している。

本稿では，サプライ・チェーンマネージメントの概要，機能，導入のキーポイントなどを説明し，さらに，

化学・製紙・半導体などのプロセス産業への導入事例を紹介する。
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The Supply Chain Management Suite "MIMI" has been already implemented more than 300 compa-

nies and over 1,000 applications in world-wide.

The design of "MIMI" is familiar with process industry, especially in point of model-explanation for

continuous and batch processes. "MIMI" can handle easily these structure and concept of the changes.

The implementation for the process industry today has been higher percentage than past as is stated

above,  but the applied ratio of semiconductor and consumers' goods is increasing recently.

  In this paper, we will report the SCM generic specifications and functions, and the key points for

implementation, in addition the success stories of chemical, paper and semiconductor applications.

1. は  じ  め  に

昨年より日本の情報産業界では，ERP（Enterprise Re-

source Planning）ブームに引き続いて，SCM（Supply

Chain Management）ブームが起きている。このSCMは，

究極の在庫減らしの手法として，何か新手の生産管理手

法のように認識されていることもあるようだが，源をた

どれば，長年に亘り日本の産業界が培ってきた各種の生

産管理手法（カンバン生産管理など）にその原型を見出せ

る。これらの管理手法を80年代に米国が徹底的に研究

し，これに業務構造改革（BPR: Business Process Re-

engineering）ならびに最新の情報技術（IT: Information

Technology）を付加して，再構築した生産管理手法が

SCMに他ならない。

2. サプライチェーン･マネージメント（SCM）とは

SCMは，企業における調達，生産，販売，物流の諸活

動全体を，統合管理し，顧客サービスの向上と在庫コス

トなど製造コストの削減を併せて実現しようとするもの

である。図１に，SCMの概念を示す。サプライヤのサプ

ライヤからカスタマのカスタマに至る一連の調達，生

産，販売活動について，情報技術を最大限に活用して，

物と情報の流れを最適化するものである。

これは，従来の生産管理（生産計画，スケジューリン

グ），物流管理（工場内物流，製品配送計画），あるいは販

売管理（販売計画，受注管理）のように個別の管理として

扱われてきた活動の隙間を埋め，全体最適を狙うもので

ある。

3. SCM導入のキーポイント

昨年後半より，日本においてもSCMに対して多くの文

献にてその仕組みが紹介されているが，それらの中に共

通のキーワードを見出すことができる。それは，①“情報

開示”，②“同期化生産”，③ “目的の明確化”である。

①“情報開示”は，部門あるいは社内／事業部内だけで

従来保持していた生産管理情報を，部門外さらには社外

の関連会社（取引き関係の有る）に開示するものである。

（当然ながら，情報開示には情報共有レベルからの強いモ

チベーションが必要とされる。）これにより原材料の調達



サプライチェーン･マネージメント支援ツールMIMIの機能と導入事例

32横河技報　Vol.43 No.3 (1999)126

から顧客に至るまでの全サプライチエーン業務の効率

化，ならびに社外の関連会社同士の競争（コスト･品質･納

期）を促す。この情報開示は日本の産業を支えてきたカン

バン生産とケイレツ生産体系が生み出すジレンマ（即ち，

本体のカンバン生産体制に応じることがケイレツ会社の

過剰在庫を生み出す問題）をブレークスルーする事が出来

る。いわゆる 本体とその関連会社がAll Winとなるため

の生産体系の効率向上を実現するには，この情報開示が

必須となる。

②の“同期化生産”とは，予算･月次･日次計画立案の際

に行う，販売／物流･生産･調達計画などの立案サイクル

タイムを減少させ，実態にあった意思決定をリアルタイ

ムに行うことを目的としている。SCMでは，このサイク

ルタイムをAPS（Advanced Planning ＆ Scheduling）と

いったIT技術を用いてより短くし，各計画と実績の同期

がとれた運用体系を目指している。この同期化生産によ

り，環境変化により迅速に対応できる計画･実行体系が実

現可能となる。

③の“目的の明確化”とは，SCMではキャッシュフロー

や顧客満足度（納期遵守率など）の向上を明確に指標とし

て表し，これを向上させるように企業活動の全体最適化

を狙う。このときAPSなどのSCM支援ツールは現在の指

標を抑えているボトルネック制約を明示し，意思決定者

にボトルネック改善を促すメッセージを出す。このよう

に，常に意思決定者に目的を指標として意識させるよう

な管理手法がSCMである。

以上にSCMの導入と適用にあたってのキーポイントを

説明したが，このSCM実現の中で大きな役割を果たすの

が，上記で述べたAPSである。APSとしてはERP同様，

各種のソフトウェアパッケージや支援ツールが提供され

ているが，弊社として10年のサポート経験をもつ「MIMI」

を次項にて紹介する。

4. SCM支援ツールMIMI

MIMI （Manager for Interactive Modeling Interface）

は，米国Aspen Technology社が開発・販売しているサプ

ライチェーン・マネジメントツールであり，世界で約300

社が利用している。日本国内では，88年よりシステムプ

ラザ（株）が日本語化／販売しており，既に約44社84サイ

トの導入実績がある。特に，プロセス産業を中心とした

多くの導入実績経験を元に，クライアントに対する技術

支援を導入からその後の運用フェーズ/改善フェーズに至

るまで，ユーザの立場に立った対応を行ってきている。

MIMIはERPや他のAPSのように機能が限定された

パッケージ（パラメータ設定のみよるモデル構築）ソフト

ウェアではない。個々の適用先の状況に応じたモデルを

効率的に構築するツール群から構成されており，このた

めにどんな業種，業務にも適用可能である。なお，これ

までの国内・外での豊富な適用経験から業種，業務別の

テンプレートが用意されており，これによりモデル構築

の期間とコストの低減を図っている。

5. SCMにおけるMIMIの役割

（1）適用業種およびその割合

MIMIはプロセス業を中心に導入事例が多いが，近

年，とりわけ，半導体，日用品などの分野での導入

事例が急激に伸びている。（図２参照）

図１　サプライチェーン･マネージメント（SCM）の概念

サプライチェーン・マネジメントとは�
　（SCM : Supply Chain Management）�
�サプライチェーン・マネジメントとは�
　生産活動と販売活動を、密接に連係させ最適化することである。�
　（受注、生産、配送のための統合化された機能）　�
　－顧客サービスの向上�
　－企業活動全体の生産性向上、最適化�

調達先� 生産者� 物流業者� 卸業者�地域卸業者�販売会社�

円滑な物の流れ�

タイムリー、正確な情報の流れ�

図２　MIMIの導入状況

半導体�
12% 化学�

16%�CPG�
19%

紙・パルプ�
8%

その他製造�
7%

食品�
6%

金属�
6%

石油・ガス�
26%

図３　MIMI機能構成

スケジューリング�

ガントチャート�

納期回答�

エキスパート言語�

クライアント�
サーバ機能�

外部RDB接続�

Web対応�

需要管理�

最適化�

独自DB
基本機能�



サプライチェーン･マネージメント支援ツールMIMIの機能と導入事例

33 横河技報　Vol.43 No.3 (1999) 127

（2）MIMIの機能構成

MIMIはSCM用に設計された独自のデータベースを

中核として，各種の機能がモジュール単位で構成を

なしている。（図３参照）

以下，MIMIの主たる機能を解説する。

（a）需要管理機能

需要管理機能は，生産，販売実績のデータから，各

種の予測手法により未来の生産，販売量を予測する

ものであり，標準的な予測手法（線形回帰，指数平滑

法，重み付き移動平均法，ホルツ/ウィンター法等）

が用意されていると共にルールベースによる予測，

標準手法の組み合せ利用によるカスタム化なども可

能である。さらに，求めた需要予測をもとに安全在

庫を計算/設定する機能も付加されている。

（b）最適化機能

最適化機能は生産配分や物流計画に対し，グローバル

レベルでの最適解（利益最大計画）を提供する。（図４

参照）エンジンには線形計画法，逐次線形計画法，混

合整数計画法等の最適化ツール（I L O G 社製の

CPLEX6.0）を利用しているが，モデルの作成，保守及

び結果の解析が容易に行える構成になっている。ま

た，近年，解法の進歩（内点法の開発等）とコンピュー

タ処理能力の高速化から，現実に近い大規模な問題を

短時間で解くことが可能となってきている。

（c）生産スケジューリング･納期回答機能

MIMIの生産スケジューリングと納期回答機能は，

各種スケジューリングロジック（山積み，設備過負荷

調整，生産タイミング調整等）を標準的に持ってお

り，対話修正機能を持つガントチャート生成機能と

の組み合わせで容易にスケジュールを作成すること

が可能である。また，納期回答機能はスケジューリ

ング機能と連携しており，受注時にスケジューリン

グシステムに確保されている確定スケジュールを参

照して，納入可能量，時期を回答する。また納期優

先の場合は，自動再スケジューリングを行った後，

納期回答を行う。

6. MIMIの適用事例

  ここでは，MIMIの適用事例の一部を紹介する。

（1）海外での導入事例の紹介

（a）化　　学

総合化学会社であるBASF社は，北米に17の事業体

があり，ここにMIMIを利用したSCMシステムを97

年より稼動させた。同社の扱う最終製品品種は約

25,000であり，134箇所の出荷倉庫が存在する。出荷

倉庫と顧客との組合せは約15,000にのぼり，かつ年

間の輸送量も多い。このためBASF社のサプライ

チェーンコストにおいて物流費の割合も高かった。

SCM導入により，同社のサプライチェーンコストは

約10％削減することができた。また製造後の翌日出

荷の割合が77％から96％に増加し，在庫回転率が大幅

に向上した。最終的にBASF社では86箇所あった配送

センターを16箇所に統合することに成功している。

（b）製　　紙

製紙会社James River社のNaheola製紙工場は，年間

20億ドルを超える出荷額をもつ同社最大規模（５系列

の製紙工程及び２系列のボール紙製造工程）工場であ

る。同工場ではSCM導入プロジェクトを早期に推進

した結果，大幅なコスト削減に成功した。

最初に稼動したSCMシステムは，製紙機械のスケ

ジューリングであった。このスケジューリングにお

いて問題になるのは，装置能力バランスや製品切り

替え時間の最小化（原ロール交換，色替え等），紙

ロールの品切れ回避，裁断ロスの最少化である。

MIMIの導入後，これらの問題が改善され，結果とし

て，既存のスケジューリングシステムよりも，年間

70万ドル以上節約できることが分かった。また，紙

ロールの品切れ発生量が減少したために，顧客サー

ビスも大幅に改善された。最近になって，James

River社で２番目に大きい工場にもNaheola工場のシ

ステムを応用したものが導入され，裁断ロスが，年

間およそ140万ドル削減されたと報告されている。

（c）半  導  体

Cypress社はASIC製品を中心とした半導体デバイス

メーカである。同社はファブ工程（前工程）を持つ４

工場と，組立て工程（後工程）がある10工場を保有し

ている。同社の扱う製品には約450種のタイプがあ

り，最終製品品種では約37,000品種に至る。半導体

デバイスの生産では前工程が約１ヶ月程度，後工程

が約1週間と製造リードタイムが長く，かつ製品毎に

図４　MIMIの物流計画 画面例
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ボトルネックとなる工程が異なっている。加えて，

他の業種に比べて製品のライフサイクルが短いた

め，需給バランスをとることが非常に困難である（常

にデッドストックの危険性がある）。

Cypress社では上記のような条件下で，顧客に対する

納期回答の精度向上とその所要時間を短縮するこ

と，ならびに仕掛り品を含めたトータル在庫削減の

ため，MIMIを利用したSCMを導入した。（図５参照）

同社のシステムではLP（Linear Programming）を用

いて，前工程と後工程との最適投入タイミングと投

入量を求めている。このベースとなる技術は，BPS

（Berkeley Planning System）と呼ばれているラグラ

ンジュ緩和を利用した半導体生産計画用の大規模LP

モデル解法である。（図６参照）

Cypress社では約1年かけて導入プロジェクトを遂行

したが，その結果全部門で同期化のとれた生産情報

が共有可能とり，最終的には納期遵守率を88％から

97％に大きく向上させることに成功している。

（2）国内での導入事例の紹介

先にも述べたたとおり，弊社は長年にわたって

MIMIをサポートしてきており，数多くのプロジェ

クトを経験してきた。その多くはSCMにおける最適

生産配分やスケジューリング部分である。

特に化学･石油化学系の合成樹脂･ゴム･その他の特殊

化学品等については数多く経験を踏んできている。

これらのプロセスにおいては，バッチ運転毎の切替

制約（切替前後の品種制約等）が複雑，かつ絶対条件

であるのが一般的である。当社は過去のプロジェク

トの経験を元に，同制約に対しての解法ロジックを

テンプレートとして準備している。このテンプレー

トを用いることにより，短期間でのモデル作成が可

能になっている。

図５　Cypress社のSCM実行階層 図６　BPSを利用した生産計画モデル
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下記に，近年，弊社がサポートした国内導入事例の

一部を示す。

・石油精製業向け１次／２次装置生産計画

・化学工業向け合成樹脂／合繊／特殊化学品生産計画

・窯業向け最適生産配分ならびに物流計画

・タイヤ業向け加硫生産計画

・製薬業向け製剤生産計画

・日用品業向け生理用品･オムツ生産計画

・半導体業界向けウェハ/デバイス生産計画

7. お  わ  り  に

日本の製造業を取り巻く経済環境は，長引く不況の中

で元気のない長い冬の時代といわれているが，過去米国

がSCMとリエンジニアリングを元手に復活した様に，日

本もSCMを米国以上に活用し，活力のある姿を取り戻す

ことを期待したい。

そのためには，SCMの適用にあたり，先に掲げたSCM

導入にあたってのキーポイントを強く意識し，戦略的な

業務改革の推進を行うことが必要となるであろう。
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