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<は しが き>
サプ ライチ ェー ン ･マネ ジメン ト (SCM) とは､最初 のサプ ライヤーか らエ ン ドユ
ーザー にいた るまでの全 ビジネ スプ ロセ スを統合管理す ることで､効率性の改善お よび
新 システ ムの開発 を図 るものである｡ SCM に関 しては､すでに多 くの著作が出版 され
てい るが､マーケテ イング とい う見地か ら書かれ た ものはなかった｡今回の研 究におい
ては､モ ジュール化 ､マス ･カスタマイゼ‑ シ ョン､ポス トポー ンメン ト､ リレー シ ョ
ンシ ップ といった SCMにおいて重要 な概念が考察 されている｡

SCMは 21世紀にお ける ビジネスのイ ンフラス トラクチ ャー となる理論であ り､SC
Mの理解 な く して事業 を展 開す るこ とはで きないであろ う｡欧米企業 にお ける リエ ンジ
ニア リングの成果 とす る研 究者 も多いが､本報告書 においては今後 ます ます の発展 が予
測 され るシステム として SCM に係 わ る基本理論 を考察 している｡
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