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最近の物流事情
• 物流子会社問題

– スピンアウトの役割・物流専門の事業会社から自立化・外販拡大

– コストセンター（プロフィットセンター）脱却が仇 → 不用論

• 小口化、積載率低下
– コンビニ中心に超小口化、多品種・少量・多頻度

• 働き方改革
– 人手不足

• 製造物責任、フードディフェンス
– 賞味期限管理の厳格化、トレーサビリティの必要性

• 環境対策
– モーダルシフト、エコドライブ、食品ロス、アパレルロス

• BCP（事業継続計画）、災害時の対応（含コロナ）
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オーダー当たりの数が小さくなっている

荷の数が少ない
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ＪＩＴ納品のために待機するトラックの列
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宅配便取扱実績の推移百万個
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出典：国立社会保障・人口問題研究所

我が国の人口推移と将来予測

予測
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出典：厚生労働省「職業安定業務統計」

有効求人倍率の推移
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		自動車運転者の有効求人倍率の推移（パート含む） ジドウシャウンテンシャユウコウキュウジンバイリツスイイフク
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		全職業（パート含む） ゼンショクギョウフク		0.94		1.02		0.97		0.73		0.42		0.51		0.62		0.74		0.87		1.00		1.11		1.25		1.24		1.22		1.26		1.31		1.35		1.38		1.41		1.46		1.52		1.52		1.51
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		※生産年齢人口：総務省「人口推計」 セイサンネンレイジンコウソウムショウジンコウスイケイ

		※有効求人倍率：厚生労働省「職業安定業務統計」 ユウコウキュウジンバイリツコウセイロウドウショウ
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第4次産業革命
Industrie4.0

• マスカスタマイゼーションMass Customization
– 個別大量生産

– 顧客一人ひとりの好みや要望に合わせた製品の生産

– IT、IoTによって受発注の仕組みや生産の効率化

• スマートファクトリーSmart Factory
– Cyber Physical System
– 考える工場

• モノ・コトのインターネットIoT
– ＲＦＩＤ貼付の仕掛品と生産ラインが繋がり、リアルタイムに指示
が出て、消費者ニーズに応える

• サービタイゼーションServitization
– 製造業のサービス化 TUS  Araki  Lab. 8



•TUS  Araki  Lab.

Society5.0
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ＳＩＰ スマート物流サービスの目指す姿

サプライチェーンの上流から下流までを繋いだ高度なデータ連携による
全体最適化、新たな付加価値創造 10



共同配送は排他的協働

• ビール業界の共同配送

• 加工食品業界の共同配送

• 菓子業界の共同配送

• 化粧品業界の共同配送

参加企業間での条件調整がカギ

• 他社の追加加入は不可能・拒否

• 加工食品6社のF-LINEはゼロからスタート
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加工食品の共同配送 F-LINE



各社ごとの専用ネットワークから、複数企業がシェアするネットワークへ

フィジカルインターネットではシェアリングで共同配送

• 荷主企業が４社存在（色で識別）。

• 水色の倉庫から、水色の荷物だけが
顧客に配達される。同様に、緑色の
倉庫から、緑色の荷物だけが顧客に
配達される。

⇒各社ごとの専用ネットワーク
（dedicated）

• 複数の荷主が共同在庫保管拠点・
OCDCを設置し、共同配送を行う。

これにより、資産（車両、拠点）の稼
働率を高める。

⇒複数企業がシェアするネットワーク
（hyperconnected）

OCDC

企業別在庫
保管拠点

出所）5th International Physical Internet Conference資料

OCDC：Open Crossdock Center

共同在庫
保管拠点



カナダのケベックから米国のロサンゼルスに至る約5,000キロの長距離陸上輸送を、
約300km間隔のリレー型（ドライバー計17人が交替）に変えると、「早く、かつ、安く」なる。

フィジカルインターネットではリレーして共同配送

将来
ドライバー17人

の場合

現状
ドライバー1人

の場合

→所要時間は半減

→ドライバーは日帰り可

→走行時間は6％増

出所）5th International Physical Internet Conference資料
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フランス大手小売のサプライヤー～店舗間の物流にPIを導入した場合の経済効果

• フランスの大手小売企業２社が取り扱う物量の規模は、フランス全体のFMCGの約20％を
占める。

• 現状の拠点数はメーカーの倉庫が57、小売の倉庫が58の計115。サプライヤー～店舗間
の物流にPIを導入する際に必要な共同物流拠点は37。

• PI導入効果は最大で、在庫は1/3に圧縮、CO2排出量は60％削減、輸送キロは15％削減
すると推計。

現状（共同物流拠点なし） 共同物流拠点を使用

出所）5th International Physical Internet Conference資料



日本式フィジカルインターネットの構築
• 日本の法律、規制、慣習に合わせる

• 消費者の要望に俊敏に応える

• 内閣府のＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログ
ラム）プラットフォーム（データベース）と連携

• 全国のキャリア・フォワーダーを活用

• 自由経済競争の維持、独占禁止法遵守

• 海外動向に配慮

• 従来のビジネスモデル（郵便、宅急便など）は
排除しない

• 全国一律サービス体制の構築
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フィジカルインターネット構築に向けて

• 海上コンテナ、ＪＲコンテナ規格変更あり得ない

↓
• パレット、カゴ車、6輪車（カーゴテーナ）

トレー、クレート、小型コンテナ、折畳みコンテナ

など物流容器の大きさの規格の標準化

荷姿の標準化

伝票の標準化 → ＲＦＩＤの活用
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ポイント
データベース（ビックデータ）：プラットフォーム

• 物流センターなどの建物

• コンベア、仕分け機などの物流設備

• トラック、貨物列車、船、航空機などの輸送手段

• ドライバー、梱包、ピッキングなどの人材

シェアリングエコノミー（共用・共有）

• 標準化

• トレーサビリティ・見える化
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フィジカルインターネットπ構築の
今後の展開

• 研究会（産学官）

– 日本の物流の構造改革について考える会

– π推進する役割

• 懇話会（個人参加）

– フィジカルインターネットπに関心のある方の会

• 協議会（キャリア・フォワーダー・荷主等プレーヤー）

– πビジネスモデル本格稼働に向け検討する会

– 標準化などの分科会を設置して協議
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The Physical Internet
The Network of Logistics Networks

• Eric Ballot、Benoit Montreuil、 Russell D. Meller共著

• 翻訳本の出版（荒木訳）

• 5月末

• 日経ＢＰ

TUS  Araki  Lab. 20
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