
サプライチェーンのハブとしてのス
イス 
はじめに
グローバル化の波は、多くの企業にとって大きな課題となっています。多くの企業は、急速
に変化する市場と、国境を越えた顧客層に対応するためには、ビジネスを国際的に構築
する必要性があることを認識しています。世界的な需要による巨大な機会が存在する一
方で、克服すべき課題もあります。企業は、広範囲に散らばる顧客層による激しさを増す
需要の変動に直面しています。

サプライチェーンマネージャーとしての成功は、グローバルな物流プロセスの複雑さ、コ
ストそしてリスクをコントロールできる長期戦略にかかっています。ここでは、収益性、柔
軟性、拡張性と持続可能性を失うことなく、顧客により大きな利益を提供できる、効率的か
つ強力なグローバルサプライチェーンを構築する必要があります。

ここで大きな課題となるのは、長期間にわたり、様々な地域にまたがって世界全体で事業
を行う企業が形成された場合です。このような企業には、多くの場合、異なる内部物流シ
ステムと現地に根差した独自のソリューションが存在します。これには、ブランド、内部機
能やビジネスユニットなど様々なケースがあります。このような状況においては、グロー
バルレベルでのマネージメントツールやプロセスを一貫して採用することが困難になりま
す。また、ジョイントベンチャーや企業買収には、非常に独特で困難な問題が発生し、顧客
のニーズを満たすと同時に、様々なブランドやビジネスユニット間のコストの相乗効果を
実現することは難しくなります。

アジア、欧州、米国のタイムゾーンの間に位置する戦略的に有利な立地、優れた交通・通
信インフラ、そしてリスクと収益管理のための具体的なソリューションによって、スイスは、
多国籍企業にとってサプライチェーンのための最高の立地として発展してきました。

スイスを選ぶ理由

次のような企業は、スイスでは多くのメリットを享受できます
• 世界中のサプライチェーンマネジメントを、財務、物流および税制の観点から統一した
いと考えている多国籍企業

• 貴重な商品に関連した特別な物流要件を持つ多国籍企業
• スイスを介して調達を行う金融サービスプロバイダ
• ホテルや旅行サービス業者で、スイスの差益課税の恩恵を受けたい企業

サプライチェーンのリスクがも小さ
な国ランキング
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サプライチェーンマネジメントの主な動向

トレンド1：戦略的なサプライチェーンマネジメント
サプライチェーンはますます複雑化するとともに、断片化されつ
つあります。それにもかかわらずサプライチェーンを組織横断的
な基礎に基づいて制御するためには、バリューチェーンに沿って
適切な戦略を実行に移す必要があります。

課題：
• 経済、関税、貿易そして物流の各側面を、1つの共通のサプライ
チェーンモデルに統合すること

• 共通のサプライチェーンにおける複雑な物流、付加価値税、関
税および経済的側面をコントロールできる、優秀な従業員を見
つけること

スイスを選ぶ理由：
1.	 スイスには、統合されたサプライチェーンを駆使し、税および

関税の側面と経済・物流における検討事項について適切なバラ
ンスとっている多国籍企業が多く存在します。

スイスでの国際的サプライチェーン活動の大半では、税務計
画も欠かせない部分となっています。このシステムの特徴は、
販売からの収入だけでなく、生産と流通におけるリスクが、スイ
スにおける単一の企業として統合されているところです。この
ようにして、事業活動、機能、リスクおよびその他の重要な要素
をより簡単に集中管理し、サプライチェーンマネージメントに
活かすことができます。また、企業は魅力的な税率の恩恵を受
けることができ、これは業績にも良い影響を与えます。

2.	 スイスでは、バリューチェーンのあらゆる分野に専門化した優
秀で多言語を操る人々が活躍しています。スイスの多く大学や
教育機関では、サプライチェーンマネジメントの分野に関する
職業教育やコースを開設しています。
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スイス – サプライチェーン学

スイス邦工科大学チューリッヒETH 
インターナショナル・サプライチェーン・マネジメント・エグゼクティブMBA
www.mba.ethz.ch
サンクトガレン大学 
物マネジメント・エグゼクティブMBA
www.es.unisg.ch/emba
スイス購材理協 
スイス購の門
www.procure.ch
州購マネジメント 
サプライチェーンびを門とするMBAびプログラム
www.eipm.org
国物マネジメントIML  
グローバル・サプライチェーン・マネジメントのエグゼクティブ・マスタープログラム
https://iml.epfl.ch
ジュネーヴ大学HEC Geneva  
セールス・マネジメントび物ディプロマ
http://achat.unige.ch
購とサプライマネジメントの国 
びサプライチェーン
www.ifpmm.org
チューリッヒ律マネジメント技大学
サプライチェーン・オペレーション・マネジメントのマスタープログラム
www.zhaw.ch/sml
カライドス科大学株式
サプライチェーンび物マネジメントの明書 
www.kalaidos-fh.ch 
北スイス科大学サプライ・マネジメントのマスタープログラム
www.fhnw.ch
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トレンド2： リスクマネジメント
企業活動における課題は、複雑さの増大にとどまるものではあり
ません。経済、物流、財務、会社のイメージ、法規制など様々な側
面におけるリスクは絶えず増加しています。

課題：
• コアビジネスと関連するリスクを、卓越したインフラを有しサプ
ライチェーンマネージメントに有利な環境がある場所に集中さ
せることで、サプライチェーン内の可視性を強化すること

• グローバルに展開する物流サービス会社のネットワークに近い
立地をとることにより、サプライチェーンにおける物流要素の管
理を改善すること 

スイスを選ぶ理由： 
1.	 高品質なインフラ、安定した政治環境、信頼性の高い労働者、そ

して国外で政情不安が発生した場合のスイスの中立性により、
リスクを最小限に抑えることができます。

2.	 スイスには、驚くほど数多くのサービスプロバイダーがありま
す。これらは異なる産業分野にまたがりすべてのサプライチェ
ーンの要素をカバーできるので、様々なリスクに関して個別の
回避措置を講じることが可能です。

2018	年度の	FMグローバル社による回復力指数のランキングで
は、スイスはサプライチェーンの安全性の分野で首位に輝きまし
た。したがってスイスは、スウェーデン、ドイツ、オランダ、アイル
ランドといった国々よりも高くランク付けされています。この指数
は、130か国を対象とし、サプライチェーンで障害が発生した場合
の企業の相対的復元力の高さを示すものです。ここでは、リスク
の質、経済的およびその他のサプライチェーンにおけるファクタ
ー、例えば、汚職の防止、インフラや現地サプライヤーの質など
が考慮されます。

事例：
Unilever	Supply	Chain	Company	AGは、世界最大の消費財企業
の1つであるオランダ・英国発祥のユニリーバ・グループの子会社
で、シャフハウゼンで独立した会社として活動しています。スイス
に拠点を置く同社は、約1,400人の従業員を雇用し、グループの欧
州、北米、南米におけるすべての調達、生産、物流プロセスを担当
しています。ユニリーバの新しいサプライチェーンの中心拠点と
して、このスイス企業は、原材料および包装資材の調達、グループ
全体の生産拠点ネットワーク（欧州の62の生産拠点における生産
計画、数量割り当てと投資を含む）、さらに完成品の保管や生産拠
点から顧客市場への輸送を担当しています。

グローバルに展開しているビール会社AB	InBevは、世界全体の
購買を担当する拠点として、ツーク州のシュタインハウゼンに
Anheuser-Busch	InBev	Procurement	GｍbHを運営しています。
このグループは、スイスが効率的なサプライチェーン活動のため
の魅力的な条件を提供できると判断し、スイスで調達業務を行う
ことを決定しました。その他の魅力的な要因としては、有能な労働
者、企業活動に有利な環境が挙げられます。

事例：
Luxury	Goods	International	SA（グッチ・グループ）は、ティチーノ
州で物流センターを運営しています。この32万㎡の大規模なセン
ターからは、全世界に製品が供給されています。LGIはグッチグル
ープの物流センターで、元々はグッチブランドの製品のみを取り
扱っていました。他のブランドの買収後、スイスにおいて新しい拠
点と新しい物流センターがオープンしました。有名なブランドの
製品、服やアクセサリーは、スイスから世界中のグループに属す
るお店やフランチャイズ、免税ブティック、専門店、複数のブラン
ドを取り合う店などへ出荷されます。スイスに拠点を立ち上げる
前、同社は、物流の面でその高級品の安全性を確保する際に頻繁
に問題を抱えていました。

Metalor	Technologies	SAは、ヌーシャテルに本拠地を構える、業
界をリードする貴金属再処理会社です。この会社のサプライチェ
ーンにおける調達はスイスを拠点に行われています。調達に際し
ては、貴金属が合法的かつ倫理的に問題のない産出地からのも
のであり、犯罪、武力紛争や人権侵害に関与していないことを保
証できるよう確認します。スイスへ運ばれた原材料となる金属は
ヌーシャテルで加工され、その後、安全で信頼性の高い方法によ
って、迅速かつ安全に顧客に供給されます。



トレンド3： eサプライチェーン
eサプライチェーンは、事業活動の日常の一部となっています。今
日、特に個人の顧客はますます多くの商品とサービスをオンライ
ンで購入しているため、企業はこれを売買取引の効率的な手段と
して利用することが多くなっています。電子媒体として提供される
デジタル製品やサービスの利用は増加を続けており、そこではマ
ウスクリック1つで地理上の境界を越えることができます。

課題：
• 事業活動を、優れたITインフラと魅力的なビジネス環境の両方
が提供される場所に立地させること

• データ保護を保証すること 

スイスを選ぶ理由： 
1.	 IT関連の専門家が揃っています。さらに、欧州全体でも最も速

いインターネット接続を誇る国のひとつです。

2.	 スイスのデータセンターの緊密なネットワークは、堅牢で模範
的なデータ保護環境を提供します。スイスは、安全なデータセ
ンターの運用に関する重要なリスクに照らして世界37か国を
評価した、データセンター・リスク・インデックスで第3位にラン
キングされました。これは、プライバシーの保護に関してスイス
が誇るもう1つの優位性です。

事例：
Kayak	Europe	GmbHは、Pricelineグループの独立系子会社で、フラ
イト、ホテル、レンタカーやパッケージ旅行といった旅行者が必要と
する情報を提供しています。チューリッヒに拠点を置く同社は、多くの
言語でアクセスできるインターネットベースのプラットフォームを提
供しています。同社は、イノベーティブで高度な能力を有する従業
員、優れたインターネットとITインフラに大きく支えられています。

ジュネーブに拠点を置くExpedia	Lodging	Partner	Service	Sarlは、全
世界のExpedia	Inc.のすべてのブランドの調達と販売を担当してお
り、34か国に約2,300任の従業員を抱えるホテルサービスのための
購買担当の中心部署となっています。Expedia	Inc.は、世界中のホテ
ルの部屋の予約を仲介し、唯一のインターネットマーケットプレイス
で様々なチャンネルへのアクセスを実現しています。これは、ホテル
独自のウェブサイトでの直接予約にもプラスの影響をもたらしてい
ます。このポータルはまた、各市場を担当する熱意のあるチームによ
り、世界中の市場に関する見識を提供しており、ホテルは収益率の上
昇に役立てることができます。

旅行サービスおよび金融サービス業界の購買活動におけるスイスの付
加価値税（VAT）システムのメリット
1.	 ツアー主催者のためのマージン課税システム：スイスの付加

価値税（VAT）に関する法律は、スイスのツアー主催者が完全
にまたは主にスイスの外でツアー業務を行う場合、付加価値税
の免税措置を規定しています。これは、海外で販売されるパッ
ケージ旅行を購入するスイスのツアー主催者にとって大きなメ
リットとなります。仮に課税の最適化のためにこれ以上何の措
置を講じなかったとしても、この措置により、例えば英国に本拠
地を構える競合他社と比較して、最大20	％も高い収益率を実
現することが可能です。

2.	 銀行やその他の金融機関は、多くの場合、調達活動に際して税
金の事前支払いを行う必要があり、それはほとんど最終コスト
に反映させると同時に、競争上の不利につながります。スイス
の付加価値税率が比較的低い7.7	％であるという事実は、この
負担の軽減につながります。こういったことから、スイスは調達
センターのための魅力的な立地だと言うことができます。
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