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スマート物流を支える動態管理

一般社団法人
ＳＣＣＣリアルタイム経営推進協議会

兼子邦彦

２０２１年１０月２７日（水）



Ｐ－ ２

２．運輸デジタルビジネス協議会（ＴＤＢＣ）

３．経済産業省
「ビジネスモデル構築型事業」

５．「動態管理項目」の標準化

１．ＳＣＣＣリアルタイム経営推進協議会

４．「動態管理プラットフォーム」の構築

６．その他「物流システム」



１．ＳＣＣＣリアルタイム
経営推進協議会
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ＳＣＣＣ
「サプライチェーン・キャッシュ・

コンバージョン・サイクル」

（サプライチェーン資金循環速度）

サプライチェーン全体の資金効率化＝

資金の「回収も支払いも早く」を実現
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ＫＰＩ：「２０２３年までにＳＣＣＣを５％改善」

骨太方針２０２１ （閣議決定）令和３年６月２日



２．運輸デジタルビジネス協議会
（ＴＤＢＣ）
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【業界団体】
一般社団法人ＳＣＣＣ・リアルタイム経営推進協議会
一般社団法人環境ロボティクス協会
一般財団法人コミュニティ政策基盤創造機構
一般社団法人千葉房総技能センター
一般社団法人東京都トラック協会
日個連東京都営業協同組合
公益社団法人佐賀県トラック協会

株式会社アウトソーシングテクノロジー
アクティア株式会社
株式会社ＡＣＣＥＳＳ
Ascend株式会社
株式会社アスア
株式会社Azoop
株式会社アルファ・デポ
株式会社イエス,アンド
イージスワン株式会社
いすゞ自動車株式会社
伊藤忠商事株式会社
イネーブラー株式会社
医療法人社団勝榮会 いりたに内科クリニック
株式会社ウフル
株式会社ヴァル研究所
株式会社エー・アンド・デイ
AI inside株式会社
株式会社ABシステムソリューション
ＳＧシステム株式会社
株式会社エナジー・ソリューションズ
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
株式会社Enhanlabo
大塚製薬株式会社
株式会社キャブステーション
キヤノンITソリューションズ株式会社

京セラコミュニケーションシステム株式会社
クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社
株式会社クレオ
株式会社グローバルワイズ
京滋ユアサ電機株式会社
光英システム株式会社
コネクシオ株式会社
株式会社3LIM
サトーホールディングス株式会社
株式会社GCAP
CBC株式会社
シェアフル株式会社
株式会社JX通信社
ジスクソフト株式会社
システムギア株式会社
株式会社システム計画研究所
株式会社システムライフ
株式会社シムトップス
ジャパン・トゥエンティワン株式会社
SUSEソフトウェアソリューションズジャパン株式会社
スーパーストリーム株式会社
株式会社スマートドライブ
株式会社セールスフォース・ドットコム
ソフトバンク株式会社
株式会社タイガー

大日本印刷株式会社
株式会社タックス
株式会社ＤＮＰアイディーシステム
ＴＭ特許事務所
帝人株式会社
株式会社TDモバイル
株式会社ディルバート
株式会社データ・テック
株式会社データビークル
株式会社デジタルガレージ株式会社
株式会社デンソー
株式会社デンソーウェーブ
株式会社デンソーソリューション
株式会社電通国際情報サービス
トヨタ自動車株式会社
豊田通商株式会社
株式会社トランストロン
ドルビックスコンサルティング株式会社
日本システムウエア株式会社
日本事務器株式会社
日本電気株式会社
株式会社野村総合研究所
野原ホールディングス株式会社
パイオニア株式会社
株式会社パスコ

株式会社はちどり
日野自動車株式会社
二葉計器株式会社
物流企画サポート株式会社
株式会社フルバック
株式会社フレクト
株式会社ブロードリーフ
株式会社ベストセーフティ
ＨＯＹＡ株式会社
ミズノ株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井製糖株式会社
株式会社村田製作所
モバイルクリエイト株式会社
矢崎エナジーシステム株式会社
矢崎総業株式会社
株式会社ユニ・トランド
ユニオンツール株式会社
株式会社リアライズ
株式会社りそな銀行（株式会社りそなホールディングス）
株式会社両備システムズ
ウイングアーク１ｓｔ株式会社

会員一覧

HAVIサプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン合同会社
Ｐ＆Ｊ株式会社
菱木運送株式会社
株式会社日立物流
株式会社平松運輸
株式会社フジタクシーグループ
ベイラインエクスプレス株式会社
北陸大池運送株式会社
松浦通運株式会社
丸磯建設株式会社
丸市倉庫株式会社
マルタケ運輸株式会社
株式会社 丸山運送
丸和運輸株式会社
三重執⿁株式会社
山崎製パン株式会社
両備ホールディングス株式会社 両備バスカンパニー
株式会社ワカスギ

合計 159社

サポート会員 98社

株式会社首都圏物流
株式会社新宮運送
真和工業株式会社
鈴与カーゴネット株式会社
株式会社西三交通
谷口運送株式会社
千曲運輸株式会社
中国タクシー株式会社
中日臨海バス株式会社
富山県トラック株式会社
トランコム株式会社
奈良交通株式会社
⾧良通運株式会社
ニコニコ観光株式会社
西福運送株式会社
株式会社日本トランスネット
日本郵便オフィスサポート株式会社
野々市運輸機工株式会社

事業者会員 61社 【事業者】
アイシーエクスプレス株式会社
アルピコ交通株式会社
株式会社 伊藤運送
伊藤忠TC建機株式会社
茨城乳配株式会社
ＥＰ Ｒｅｎｔａｌ株式会社
ウィルポート株式会社
梅田運輸倉庫株式会社
株式会社MIコーポレーション
大河原運送株式会社
株式会社大林組
関東交通株式会社
北関東物流株式会社
京王バス株式会社
株式会社合通
有限会社西条タクシー
サーラ物流株式会社
三興物流株式会社
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ワーキンググループ活動の概要
WG 研究テーマ・内容

WG01 事故の撲滅と実現のための乗務員教育

WG02 乗務員の健康増進 （眼、睡眠、腰、その他）

WG03 MaaSへの取り組み Season2

WG04 人材不足の解消、リソースシェアリング

WG05A 各社サービスをAPI統合する
動態管理プラットフォーム構築

WG05b 準天頂衛星みちびきによる測位技術の物流現場での活用

WG05c 経営者の考える無人AI点呼への挑戦

WG06 運輸業界共通プラットフォームの構築

WG07 建設機械、建設業の自動化等による課題解決
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３．経済産業省
「ビジネスモデル構築型事業」

Ｐ－１３



ビジネスモデル構築型公募（１次）
Ｐ－１４



ビジネスモデル構築型採択結果（１次）

Ｐ－１５



Ｐ－１６



４．「動態管理
プラットフォーム」の構築
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ＴＤＢＣ動態管理プラットホーム動画（約５分）

「ＴＤＢＣ動態管理プラットホーム」の動画： https://unyu.jp/warikan/
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トラックには各種装置が装備されているが
メーカー別で連携されていない。
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実施内容（概要）
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５．「動態管理項目」の標準化
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車両動態管理プラットフォーム （API HUB)

項目

車両車番

デバイスＩＤ

計測時刻

緯度

経度

測地系

車両管理情報

その他付加情報 etc

今回の「動態管理プラットフォーム」構築において、実際に
利用する項目のみに限定して定義する。
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温度
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ＴＤＢＣ ＣｌａｓｓＤｉａｇｒａｍ

国際標準：UN/CEFACTへの申請



Ｐ－３３
更なる必要情報（一部）



Ｐ－３４



６．その他「物流システム」

Ｐ－３５

①ＳＩＰ：スマート物流サービス

②物流「ＭａａＳ」



①ＳＩＰ：スマート物流サービス

Ｐ－３６

国土交通省主導
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標準化ガイドラインが公開
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不足
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ＳＩＰ「スマート物流サービス」標準メッセージは、全７ページ
で膨大な情報項目（約５００項目）の定義がされているが、
TDBC「動態管理プラットフォーム」の必要項目は定義がさ
れていない（将来的には車両番号で連携）。



②物流「ＭａａＳ」

「物流ＭａａＳ」の実現に向けた研究開発・実
証事業（見える化・混載・自動化等による輸
配送効率化）を令和３年６月よりスタートで、
まだ実態がなく、今後ＴＤＢＣとも連携予定。
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経済産業省主導
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