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│JILS設立30周年2

設立30周年のご挨拶

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

会　長　大橋　徹二

このたび日本ロジスティクスシステム協会の会長を仰せつかりました大橋徹二でございます。よろしくお願
い申しあげます。
当協会は、2022年6月に設立30周年を迎えることとなりました。会員の皆さまをはじめとする産官学からの

ご支援の賜物であり、これまでのご厚情に心より感謝を申しあげます。
当協会は、バブル経済崩壊後の、わが国経済が大変苦しい時期に設立されました。当時の企業は、需要の喚

起と生産性の向上に腐心し、多様化する消費者の嗜好に対応するために、生産・流通において、多品種少量化
を進めた時代でもありました。企業経営においては、物流コストの削減のみならず、市場の世界的な拡大を実
現するべく、ロジスティクスが注目されるようになります。このような背景から、需要に調達・生産・流通を
同期化させるロジスティクスシステムを構築するために、各界が一体となって、必要な方策を推進する場が求
められていました。こうした時代の要請を受け、当協会は、1992年6月に、物資流通の円滑化をめざして設立
されました。産業界、行政、学識経験者など、高い志を持つ関係者の総意に基づき、当時の通商産業省と運輸
省からの支援を受け、両省共管の社団法人として発足しました。
設立の目的は、ロジスティクスの高度化による生産性の向上と環境問題などの外部不経済の克服等による、

産業の発展、国民生活の向上、国際社会への貢献です。以来、理想をもってロジスティクスシステムの将来像
を描くべく、産官学の利害関係者とともに歩んできました。現在に至るまで、現状を把握し、あるべき姿を実
現するために、調査研究、開発普及、提言や政策立案への支援、経営指導、人材育成を柱とする活動を続けて
います。
設立から30年が経過し、企業経営や消費者をめぐる潮流は大きく変化しました。企業は、成長と拡大だけ

でなく、企業価値の向上を志向するようになります。追い求めるものは、売上からキャッシュフローへ、単体
から連結決算へ、規模の拡大から投資効率の向上へ、更にESGを意識した経営へといった変遷をたどります。
物流面では、物流二法（貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法）の施行が規制緩和をもたらし、その後
の過当競争につながっていきます。物流不動産の証券化が進み、外資も含めた投資を呼び込み、巨大な物流施
設が誕生しています。消費サイドにおいては、その嗜好や消費行動が多様化し、EC（電子商取引）やシェア
リングエコノミーが日常のものとなりました。ネット上ではフリーマーケットや個人同士の取引も盛んになっ
ています。一方で、労働人口の減少により、モノが運べなくなるリスクが現実のものとなりつつあります。環
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境面においては、地球温暖化を防止するために京都議定書やパリ協定が決議されましたが、天災や風水害は収
まる気配をみせていません。
こうした状況に対応するべく、企業経営におけるロジスティクスの在り方も、この30年で大きく変化して
います。キャッシュを最大化させるためにサプライチェーンマネジメントが浸透しました。経営効率の向上の
ために、ロジスティクス関連資産や在庫を持たないオフバランス化が進み、物流子会社の、親会社からの独立
が続きます。資本コストをにらみつつ、企業価値向上につながる効果的な投資が進められるようになりました。
物流企業は専門領域に磨きをかけ、3PL企業が隆盛しています。高度な能力を持つ人材が活躍し、荷主の企業
価値向上を支援するようになりました。ECやフリーマーケットの拡大は、ラスト1マイルを担う物流システム
の高度化が支えています。現場においては、労働力不足に対応するべく、自動化省人化が急速に進展しました。
マテハン機器の高度化も進み、今や、トラックの自動運転すら視野に入っています。
このように、企業経営、消費者、社会をめぐる30年の動きを振り返ると、時代の経過とともに、ロジスティ
クスは存在感を増すばかりであることがわかります。今日において、ロジスティクスは重要な社会インフラで
あり、経営課題・社会的課題を解決するための重要な方策である、というポジションを確固たるものにしました。
持続可能な社会の実現に向けて、当協会は、2020年1月に、『ロジスティクスコンセプト2030』を発表して
います。このコンセプトでは、2030年に向かって私たちが目指すべきロジスティクスの姿を描き、その実現
に向けて7つの提言を行いました。そこに示されている社会の持続可能性、生産性の向上、標準化、デジタル
化といった課題は、個社の取り組みだけでは解決できません。そこで、当協会は、設立30周年にあたり、新た
に「共に創る持続可能な社会」をスローガンに定めました。あわせて、業種や業態を超えた共創を目指す高次
元のロジスティクスである「Meta-Logistics」をロゴにあしらい、共創の重要性を訴えます。このコンセプト
やスローガンに沿って、持続可能な社会の実現や、直面する諸課題の解決に向けて、積極的に取り組んでいき
たいと考えています。
今後とも、関係者の方々のご支援、ご協力と協会活動への積極的なご参画をいただけますよう、あらためて
お願い申しあげます。
� 2022年6月
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JILS設立30周年に寄せて

経済産業省　商務情報政策局　商務・サービスグループ
商務・サービス審議官

畠山　陽二郎

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会の設立30周年を記念しまして、ご挨拶を申し上げます。
物流課題を解決するためには、物流分野に携わる方だけではなく調達・生産・販売の関係者が連携し、一体

となって高度化を進めることが必要です。公益社団法人ロジスティクスシステム協会におかれましては、業種
の垣根を超えた様々な企業が参画し、設立以来30年にわたって、我が国におけるロジスティクスの発展に貢献
されています。サプライチェーンが複雑化し、労働力不足等に伴う物流危機が顕在化しつつある現在、貴協会
の役割もまた、より一層重要性を増しています。
貴協会は、各種の物流資格認定や物流効率化に係る検討会の開催など、これまで多岐にわたり社会に貢献さ

れてきました。特に、2030年に向かって目指すべきロジスティクスのすがたを示した「ロジスティクスコン
セプト2030」は、日本の物流を取り巻く課題やその解決に向けての考え方を体系的かつ印象深くまとめ上げ
られており、社会に大きなインパクトを与えました。
「ロジスティクスコンセプト2030」においても示されているように、物流の需給バランスの崩壊を回避し、
持続可能な物流を実現していくためには、ロジスティクスを経営戦略とし、企業間の連携を進めるとともに、
将来を見据えた投資を進めていくことが重要です。こうした中で、経済産業省では国土交通省と連携して、
2040年の物流のあるべき姿とその実現に必要な取組を示した「フィジカルインターネット・ロードマップ」を
策定しました。ロードマップにおいては、サプライチェーン全体、あるいは社会全体で物流システムを改革し
ていく必要があることを強調しており、これは貴協会の理念とも通底するものです。
我が国における物流課題を解決するため、そしてフィジカルインターネットを実現するため、経済産業省と

しましても、貴協会と連携しながら、引き続き流通・物流の高度化に向けた施策を推進してまいります。設立
30周年を迎えられた貴協会が、我が国のロジスティクスを支える基盤として更なる飛躍を遂げられることを心
から祈念申し上げます。

祝 辞
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JILS設立30周年に寄せて

国土交通省
大臣官房　公共交通・物流政策審議官

寺田　吉道

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会におかれましては、日頃より物流行政に多大なご支援とご協
力を賜り、心から感謝申し上げます。この度、貴協会が設立30周年を迎えられますことをお慶び申し上げます。
貴協会におかれましては、平成4年の設立以降、荷主、物流事業者等様々な立場の幅広い関係者の方々の協
力を得て、ロジスティクスに関する調査・研究や人材育成等に先進的に取り組んで来られました。これまでの
ご尽力に改めて敬意を表します。
物流は我が国の国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラですが、一方で、昨今の物流は難しい課
題への対応を迫られています。人手不足やいわゆる「2024年問題」への対処、カーボンニュートラルの実現など、
いずれも決して容易なものではありません。
こうした課題に適切かつ効果的に対応していくためには、荷主企業も含めた物流関係者の緊密な連携・協力
はもちろんですが、それにとどまらず、多くの国民に物流をより身近に感じて頂き、労働力や環境の面も含め
て持続可能な物流の重要性について正しく認識して頂くことが非常に重要だと考えられます。
そのためには物流についての様々なデータや知見の集積、その分析、一般消費者も含めた幅広い対象への情
報発信などが不可欠であり、これまで30年にわたってそうした活動で我が国物流界を牽引されてきた貴協会の
役割は、間違いなく益々重要なものとなるはずです。
今後も、物流関係者にとどまらず、広く国民全体も含め、より多くの方々が物流・ロジスティクスについて
我が事として深く理解して頂けるよう、貴協会におかれては引き続きのご尽力を賜れば幸いです。
貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を心より祈念申し上げます。

祝 辞
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JILS設立の沿革と事業目的

1970年10月に設立された任意団体�日本物的流通協会（1991年4月1日に日本ロジスティクス協会に改称）と、
同じく1970年11月に設立された任意団体�日本物流管理協議会とが一つに統合され、1992年6月10日に、通商
産業省（現�経済産業省）、運輸省（現�国土交通省）共管の社団法人として設立許可を受けた。その背景として、
設立趣意書には「経済活動の国際化・情報化・成熟化が進展し、価値観が多様化するにつれ、物流はロジスティ
クスシステムとして認識され、経済効率を高める経営課題として、きわめて重要な役割を担うようになってき
た」と書かれている。そこで物流専門の両団体を一体化し、新たなロジスティクスシステムの構築を図ること
となった。
事業の目的は「経済活動において、物資流通の円滑化を実現するため、調達、生産、販売、回収を同期化す

るとともに、輸送、保管、包装、荷役、流通加工、情報等を総合的にマネジメントする機能（＝ロジスティク
ス）に関する調査及び研究、企画の立案及び推進、人材の育成及び指導等を行うことにより、ロジスティクス
の生産性を高めるとともに外部不経済の克服等社会との調和を図り、もって我が国産業の発展と国民生活の向
上及び国際社会への貢献に寄与すること」である。
その後、公益法人制度改革により、内閣府から公益を担う法人として認定を受け、2010年8月2日に公益社

団法人に移行したが、一層公益的な視点に立ちながら、変わらずロジスティクスに関する様々な事業を推進し
ている。

歴代会長（敬称略。所属は会長就任時のもの）

初代� 1992年6月～ 1996年6月� 齋藤　　裕� 新日本製鐵㈱　代表取締役社長

二代� 1996年6月～ 2002年6月� 佐藤　文夫� ㈱東芝　代表取締役社長

三代� 2002年6月～ 2006年6月� 張　富士夫� トヨタ自動車㈱　取締役社長

四代� 2006年6月～ 2010年6月� 三村　明夫� 新日本製鐵㈱　代表取締役社長

五代� 2010年6月～ 2015年7月� 西田　厚聰� ㈱東芝　代表取締役会長

六代� 2016年6月～ 2022年6月� 遠藤　信博� 日本電気㈱　代表取締役会長

七代� 2022年6月～� 大橋　徹二� コマツ　取締役会長
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JILSの最近の10年

JILSの設立はバブル経済の終焉期を迎えた1992年である。それ以来我が国経済は「失われた20年」といわ
れる景気の低迷や2011年3月の東日本大震災を経験した。その後も大規模な自然災害の発生や国境を越えて相
互依存を深める経済のグローバル化、さらには深刻化する労働力不足などの課題に直面してきた。近年におい
ては新型コロナウイルス感染症の拡大や地政学的な紛争も生起した。
産業界においては地球規模での気候変動抑制だけでなく持続可能な発展を考慮することが求められるよう
になった。企業経営においても財務指標の向上だけでなく多様性や人権の尊重、安全・快適な労働環境の整備
などへの配慮が必須の要件となりつつある。
一方でICTを中心とするIoT、BD、AI、ロボティクスなどのテクノロジーは長足の進歩を遂げ、あらゆる
もののデジタル化を通して、産業界や市民生活に大きな便益をもたらしている。
ここ10年におけるこれらの変化は、経済、産業、市民生活などあらゆる活動の基盤となるロジスティクス
システムのあり方にも大きな変革をもたらしている。JILSでは持続可能で豊かな社会の構築に貢献するロジ
スティクスの目指すべき姿を「ロジスティクスコンセプト2030」として提言した。設立30周年を契機として、
この目指すべき姿を実現するために会員をはじめとしたステークホルダーの皆様とともに公益に資する事業活
動を精力的に推進して参ります。

ロジスティクスの高度化・効率化を支える
ICTの能力は飛躍的に向上している。あらゆる
ものがインターネットにつながり、リアルな活
動が生み出すデータがバーチャルなシステムと
シームレスに繋がるようになってきた。これま
で輸送の機械化、荷役の自動化、管理のシステ
ム化と高度化してきたロジスティクスは、ロジ
スティクス4.0すなわちバーチャルなシステム
からのフィードバックによりリアルな操作や判
断を自動的に最適化する省人化のフェーズをむ
かえつつある。
JILSでは2016年には「IoT、BD、AIの進展
による2030年の物流ビジョン」をとりまとめ、
IoT／ BD／AIの進展がもたらす2030年のロ
ジスティクスを想定し、そこに至るまでの過程
と課題を整理して提示した。このビジョンに基
づき想定される課題を克服しビジョンを実現す

るための方策等を検討する場としてロジスティ
クスIoT推進部会を設置し議論を深化した。
また経営目標を達成するためのロジスティ
クス管理指標について、ロジスティクスKPI推
進部会を設置し「ロジスティクスKPI活用の手
引き」を発行した。部会ではKPIの活用普及を
図るとともにロジスティクスイノベーションの
推進に向けて、ヒトの生産性向上・モノの有効
活用・環境負荷低減をKGI（重要目標達成指標）
として掲げた。
さらに最新のテクノロジーを駆使した自動
化設備やソリューションに関する情報の発信、
ベンダー、ユーザーの交流、適用事例の紹介と
共有の場として、関係団体と連携して国際物流
総合展、ロジスティクスソリューションフェア
などの展示会を継続して開催している。

ロジスティクスイノベーション
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ロジスティクスに関わる人材の育成や能力
開発はJILS設立以来の重点事業として注力し
ている。人材に求められる知識や能力は、時代
の変化とともに、より高度により広範になって
きている。また人材への投資が経営戦略上の重
要なテーマとして取り組まれるようになってき
た。近年の人材不足の課題は現場のみならずあ
らゆる階層で顕在化しており、優秀な人材の獲
得は一層困難な状況となってきている。
JILSではロジスティクスに携わる人材が階

層別・分野別に習得すべき知識や技術の体系と
人材高度化のモデルを人材育成支援ガイドとし
て提示し、プログラムの充実と高度化を進めて
いる。
また、人材の能力開発に加えて優秀な人材の

獲得、配置、評価、処遇までを見据えたHRM�
（人的資源管理）の観点から企業活動を支援す
るプログラムの開発に取り組んでいる。

◇
能力開発では、既存プログラムのカリキュラ

ムの見直しを図り、グローバル化やデジタル化、
省人化・自動化などへの対応を取り入れている。

設立当初から開講している物流技術管理士資格
認定講座はコンテンツの充実化を重ねて継続的
に開催しており、資格認定者は2015年度に累
計で10,000名を超えて物流業務従事者向けの標
準プログラムとして定着した。東京工業大学で
社会人向けに実施されていたストラテジック
SCMコースを2016年からJILSへ移行し、国際
的な水準のSCMを学ぶプログラムを提供して
いる。
社会人としての活躍の場を求めている大学
生を対象にして、職業としてのロジスティクス
の実態とその魅力ややりがい、さらに社会的な
意義を伝える業界研究フォーラムを開催すると
ともに、企業の採用担当者と大学の教員やキャ
リアセンターの担当者との交流の場を提供しロ
ジスティクスを指向する人材の裾野の拡大に努
めている。

◇
近年のリモートワークの普及に対応して、オ
ンラインでの効果的な研修の受講やグループ
ディスカッションを円滑に実施できる環境もい
ち早く整えて成果を上げている。

人材育成の拡大

ロジスティクスの活動は道路や港湾、通信設
備などの社会インフラの整備状況に左右される
とともに活動に伴う温室効果ガスの排出が避け
られない。2015年にCOP21パリ協定が採択さ
れ、これまで以上に環境に配慮した活動が求め
られている。さらに、同年に国連サミットで
SDGsが採択され、「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が示された。

JILSでは、ロジスティクス環境委員会の成
果を調査研究委員会に引き継ぎ、環境関連プロ
ジェクトに限らずより幅広く協会の事業全般に
環境対応とSDGsの視点を織り込んできた。
「グリーン物流パートナーシップ会議」は経
済産業省、国土交通省、日本物流団体連合会と
JILSの共催で2004年から今日まで開催されて
おり、環境対策の優秀事例が広く共有されてい

持続可能な社会の実現
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る。その成果をASEAN諸国に展開するために、
マレーシアで同様の会議を開催するにあたり行
政とともに支援を行っている。
ロジスティクス分野におけるSDGs推進のた
め、SDGsの17の目標とロジスティクスの活動

との関連を明らかにし、打つべき対策を提示す
るための調査を実施した。この調査をもとに、
ロジスティクスに関連する多くの企業がSDGs
に取り組めるよう手引書の発行を予定している。

経済活動のグローバル化に伴いあらゆるも
のが国境を越えて取引されるようになってき
た。グローバルに展開するサプライチェーンを
効率よく構築し適切にコントロールすることが
活動の継続性を維持することも含めて重要な企
業戦略となっている。
JILSは国内では国際物流・グローバルSCM
に関する講座・セミナーなどを開催し、国際物
流に精通する人材の育成を行っている。また、
蓄積してきた人材育成のノウハウを活用して
ASEAN地域における現地人材の能力開発・育
成活動を支援するために現地のカウンターパー
トとともに取り組んでいる。これまでインドネ
シア、タイ、ベトナム、インドなどでロジスティ

クス講座の開講を支援し、既に現地の講師・事
務局による継続的な実施が実現している。
海外のロジスティクス事情の収集のため、
APLF（アジア太平洋ロジスティクス連盟）に
加盟しており、各国の人材育成への取り組みや
物流コストの状況など関連情報や技術の共有を
促進している。2019年には米国のグローバル
SCM調査を行い、その成果を公表した。近年
のアメリカ西海岸の港湾や、地政学的リスクの
顕在化によるサプライチェーンの混乱などに関
して、会員の協力を得て緊急アンケート調査を
実施して、混乱の実態や対応策の実施状況など
を発表し情報共有に努めた。

グローバル化対応
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2012年度事業概要

（概況）

日本経済は緩やかな回復が期待されたが、前半は長期化する円高や原材料高
などに加えて、海外経済の減速や日中関係悪化により不透明な状況が続いた。
このような状況の中、JILSは2012年6月に設立20周年を迎え、経済活動の基盤
となるロジスティクスのビジョン「ロジスティクスコンセプト2020」を発表し、
新たなスタートをきった。また、協会運営の効率化と利便性向上のために本部
事務所を移転した。

（主な事業活動）

1．新たなロジスティクスビジョンの策定
JILS設立20周年の記念事業として、2012年度実

施した「ロジスティクス総合調査」に基づき、2020
年に向けてのロジスティクスのあるべき姿の方向性
と、その実現に向けた取り組み課題を策定した「ロ
ジスティクスコンセプト2020」を6月開催の定時総
会で公表した。

2．企業活動のグローバル化対応
ミャンマーへ調査団を派遣し、物流インフラ、生

産・物流の拠点となる工業団地の視察、調査を行い
現地情報収集及び情報提供に努めた。タイにおいて
は、Logistics Qualification System Program（ロ
ジスティクス管理士資格制度：LQSP）の強化及び
ロジスティクス改善講演会を開催し、現地スタッフ
の能力開発を支援した。また、新任担当者向けにグ
ローバルロジスティクスの概要を説明したDVD教
材を開発した。

3．ロジスティクスにおける環境調和対応
次世代に健全な地球環境を継承することは、人類

の共通する課題であり、ロジスティクスにおける環
境対応は、省エネ・省資源、コスト削減に直結して
いるため、環境対応への活動を加速させた。ロジス
ティクス環境委員会のもと、環境対応や省エネに関
する調査、環境への取り組みを促進する共同研究、
事例研究を実施したほか、講座・研究会・セミナー

ロジスティクスコンセプト2020

等をとおして環境意識の醸成と普及・促進を推進し
た。また、関係機関と共同で、荷主企業と物流企業
の連携によるCO2排出量の削減を促進するための
「グリーン物流パートナーシップ会議」を開催した。

4．ロジスティクス人材育成の強化
企業において、ロジスティクスに精通した人材の
育成は重要テーマであるため、能力開発委員会のも
と、テーマ別、階層別に研修メニューを体系化する
とともに、経営環境の変化や顧客ニーズに対応して
カリキュラムの充実化を図った。また、物流教育
DVDに新たに「グローバルロジスティクス」と「グ
リーンロジスティクス」の2テーマを加え、手軽に
学習できるツールを充実させた。個別企業の人材開
発ニーズに対してはオーダーメイドのカリキュラム
を提供、実施した。

5．ロジスティクスイノベーションの促進
物流関連7団体の共催による、記念すべき10回目と

なる「国際物流総合展2012（LOGIS-TECH�TOKYO�
2012）」を、9月に東京ビッグサイトにて開催した。
「ロジスティクスの新たなステージへの挑戦～人・
社会・地球のために～」を統一テーマに、最新の物
流システム機器、サービス等が一堂に展示された。
スマート・トラフィック、拠点進出ソリューション、
環境にやさしい包装システムをテーマにした集中展
示や、アジア物流戦略講演会なども併催され、4日
間で12万人を超える来場者が訪れた。
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2013年度事業概要

（概況）

低迷が続いていた我が国経済も成長軌道に乗りつつある一方で、エ
ネルギー価格の高騰や顕在化した労働力不足、自然災害による物流網
の機能不全、加えて、企業活動のグローバル化やネット通販の拡大等、
経営環境や産業構造の変化に対応するためにロジスティクスの一層の
高度化、効率化が求められた。このような状況の下で、昨年度発表した「ロジスティクスコンセプト2020」
に沿って、持続可能な発展を目指すロジスティクスの推進に向けた活動に取り組んだ。

（主な事業活動）

1．ロジスティクスの統合管理
経営の視点からは、ロジスティクスは全体最適を

志向し、個別部門の機能を統合管理することが求め
られる。ロジスティクスのパフォーマンスを可視化
し、強み弱みの把握や、他部門やパートナーとの共
通理解をすすめ、統合管理や相互連携を実現する必
要がある。そのために、昨年度から引き続き「ロジ
スティクスコンセプト2020」の普及に努めた。さ
らに、これまで試行してきたマネジメントレベルか
らオペレーションレベルまでの各種評価指標の普及
に取り組んだ。

2．企業活動のグローバル化対応
インドへ調査団を派遣し、物流インフラ、生産・

物流の拠点となる工業団地の視察、調査を行い現地
情報の収集に努めた。また、日独経済シンポジウム
への協力や、ドイツ、タイ、フィリピンからの海外
機関の調査団との情報交換を行った。これらの活動
で得た情報を、会員相互の情報交流サイトやメール
マガジン、ホームページなどを活用しタイムリーに
情報提供を行った。

3．�ロジスティクス分野における環境負荷低減活
動の推進
輸送分野におけるエネルギー消費削減の取り組
みを定着させるため、先進企業の事例研究をとおし
て、共同化の促進等について研究を行った。また、

JILS-net

省エネルギー型物流を推進するために、荷主間連携
による物流効率化に関する課題や方策の調査・研究
を行った。さらに、グリーンロジスティクスに関す
る人材育成プログラムの全面的な見直しを行い、次
年度からの開講に向けて準備を行った。

4．ロジスティクス人材育成活動
グローバル化の進展やICTの活用領域の広がりな
どに対応して、教育研修事業のプログラムの改訂や
コンテンツの充実をはかり、分野別・階層別の資格
認定講座、テーマ別・階層別セミナーを実施した。
また、物流教育DVDの普及をとおして、ロジスティ
クスの人材育成の機会を拡大した。さらに、多様化
する個別企業の人材育成ニーズに応じて、オーダー
メイドのプログラムによる講師派遣にも注力した。

5．�ロジスティクスを支えるノウハウや技術の交
流促進
ソリューションプロバイダーとユーザーの交流
をとおして、ロジスティクスの高度化を支援する「ロ
ジスティクスソリューションフェア2013」を9月に
東京ビッグサイトで開催し、12,000名を超える来場
者を迎えた。また、物流現場改善のノウハウの交流
を促進する物流改善事例の発表会を東京、大阪、名
古屋で開催した。
新たにWEB上で会員相互の情報交換やデータの
蓄積を可能にする会員相互の情報交流サイト（JILS-
net）をオープンし、約1,800名のメンバー登録を得
て、企業間情報交流の促進を図った。
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2014年度事業概要

（概況）

消費税率8％への引き上げや、欧州、アジア、中東諸国におけ
る地政学的なリスクの増大、急激な石油価格の下落に伴う混乱等
があったが、その影響を克服し、多くの企業が金融危機以来7年
ぶりに高収益を上げ、長らく続いた低迷から回復した。経営環境が急変する中で、経済活動の基盤を担う、ロ
ジスティクスシステムの高度化、効率化が課題として強く認識されるようになった。こうした中、ロジスティ
クスに関わる環境問題、人材教育、グローバル化対応などの活動に重点的に取り組んだ。

（主な事業活動）

1．�組織基盤の強化と統合管理による全体最適化
への対応
ロジスティクスコンセプト2020を軸として事業

活動を推進し、会員の企業価値の増進、ロジスティ
クスの普及活動に努めた。加えて会員組織化に向け
て、双方向で情報交流が可能なSNS（JILS-net）の
活性化、展示会でのプロモーション、業界別のフォー
ラム開催、新年賀詞交歓会の開催、関係者からの紹
介などの活動を積極的に展開した。

2．サプライチェーンのグローバル化への対応
ASEAN地域に進出している日系企業の国際競争

力強化に資する物流人材育成に関する調査や、ベト
ナム・ミャンマーの現地にて講習会を実施するなど、
ASEANにおける物流人材育成事業の基盤整備に努
めた。また、精密機器メーカーのグローバルロジス
ティクスの担当者による研究会を開催し、課題整理
や情報交流を促進した。国内では、国際物流に関す
る講座、セミナーを開催し、グローバル人材の育成
プログラムの強化に努めるとともに、アジア各国の
ロジスティクス団体との連携を促進した。

3．ロジスティクスにおける環境活動への対応
経済産業省から調査事業を受託し、ロジスティク

スにおける環境負荷の低減取り組みとして、抜本的

省エネルギー対策を進めることを目的とした、次世
代物流システム構築事業を実施した。また、「グリー
ン物流パートナーシップ会議」や環境取組の先進企
業との情報交流を推進する事例研究会を実施した。

4．ロジスティクス人材育成への対応
現場リーダーからエグゼクティブの育成まで、幅
広い人材を対象にした、資格認定講座や階層別、分
野別のセミナーを開催した。また、物流技術管理士
資格認定講座のカリキュラムの見直しを行い、次年
度から一新したカリキュラムで提供できる体制を整
えた。

5．口ジスティクスイノベーションへの対応
物流関係7団体の共催で、「国際物流総合展2014」

（LOGIS-TECH�TOKYO�2014）を、9月に東京ビッ
グサイトで開催した。最新の物流機器、システムや
関連サービス、ソフトウエアなどを対象領域として、
アジア最大規模となる418社・団体／ 1,701小間の
展示規模での開催となった。今回は新しい試みとし
てアドバイザリー会議を設け、ユーザー／来場者の
視点を企画運営に取り入れ、特別企画として「安全
で環境にやさしいトラック輸送」、集中展示として
「拠点進出ソリューション」、「環境にやさしい包装
システム」のコーナーを設置したほか、プレゼンテー
ションセミナー等の関連行事を併設した。

ベトナム・ハノイで行った現地講習会の様子
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2015年度事業概要

（概況）

欧州、アジア、中東諸国における地政学的なリスクの増大、新興国
経済の停滞、資源価格の急激な下落等、世界経済は不安定な状況が続
いた。また、11月に開催されたCOP21でパリ協定が採択され、地球
規模で温暖化対策に取り組むことになった。グローバル化の進展のみ
ならず、ECと実店舗販売の融合、インバウンド消費の拡大、慢性的な人手不足など、企業活動を取り巻く環
境が大きく変化し、こうした動きに対応すべく、ロジスティクスシステムの高度化は、改めて、重要な経営課
題として認識されることとなった。

（主な事業活動）

1．�ロジスティクスコンセプト2020の普及と組
織基盤強化
産業界の課題を解決すべく、「ロジスティクスコ
ンセプト2020」に沿い、企業価値を高める事業を
展開するとともに、カレントなテーマについて、交
流サイト（JILS-net）やワークショップセミナー等
を開催してタイムリーな情報発信を行った。

2．グローバルロジスティクスの進展
ベトナムにおける物流人材の育成環境を整備し、
物流の知識を持った人材市場の拡大を通じ物流水準
を向上させることで日系企業の進出拡大を図ること
を目的とした事業を経済産業省と連携して実施し
た。日本での招聘研修にてベトナム人講師を育成し、
ベトナム現地で開催した講習会の講師を担当した。
また、APLF（アジア太平洋ロジスティクス連盟）
加盟各国における、ロジスティクス人材に関する資
格制度等の現状を確認した。

3．�産業構造の変化に対応したロジスティクスに
おける環境課題への取り組み
2015年12月に採択されたCOP21・パリ協定によ
り、環境問題が改めて注目される中、経済産業省と
の連携により、ロジスティクスの領域における効率
的な省エネルギー対策について、調査・研究・実証

事業を実施した。また、荷主と物流事業者との連携
を進めるべく、官民4団体により「グリーン物流パー
トナーシップ会議」を開催した。人材育成面では、
環境に関する教育プログラムのカリキュラムを改
定・実施し、ロジスティクスにおける環境対策を推
進した。

4．ロジスティクス人材の育成
産業構造の変化に伴い、複雑化・高度化するロジ
スティクスの推進には、優れた人材の育成が重要な
テーマとなっている。階層別・分野別に、現場リー
ダーから経営層までを対象とした幅広い人材育成の
ニーズに対応し、各種資格認定講座やセミナーなど
を充実強化して提供した。物流管理の中核となる人
材育成を目的とした物流技術管理士資格認定講座の
カリキュラムを一新し、受講者のさらなる知識の定
着、実践力の強化を目指した。

5．ロジスティクスの高度化を支援する技術交流
グローバル化の進展、ECと実店舗販売の融合、
労働力不足など、ロジスティクスが直面する課題は
多様化、複雑化している。これらの課題に対応する、
最新のICT活用や運用支援のソリューションが集結
し、ユーザーとプロバイダーの交流を通して、ロジ
スティクスの高度化、効率化を支援する「ロジスティ
クスソリューションフェア2015」を9月に東京ビッ
グサイトで開催した。

物流技術管理士資格認定講座 
資格認定証授与式
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2016年度事業概要

（概況）

世界的な安全保障政策・自国優先通商政策の重視、英国のEU
離脱決定、新興国における成長の停滞など、世界経済に影響を及
ぼす事象が数多く発生した。また、地球温暖化対策としてパリ協
定が発効され、途上国を含む全ての条約加盟国が温室効果ガス削
減に取り組むことになった。産業を取り巻く環境が著しく変化する中で、グローバル化対応、環境問題、人材
育成等の活動に重点的に取り組んだ。

（主な事業活動）

1．ロジスティクスイノベーション推進
JILSがとりまとめた「IoT、ビッグデータ、人工

知能の進展による2030年の物流ビジョン」をベー
スに､ 将来像の提示､ 課題の整理､ 実現のための
方策等を検討するべく､ ロジスティクスIoT推進部
会の活動を開始した。また、ロジスティクスKPI推
進部会を設置し、ロジスティクスの高度化に向けて
の議論を進めた。荷主企業のロジスティクス関係者
が集う場を持ち、個々の企業では対応が難しい課題
を議論した。さらに、産業振興、関係者交流の場と
して、アジア最大規模の展示会、｢国際物流総合展
2016｣（LOGIS-TECH�TOKYO�2016）を、東京ビッ
グサイトにて開催した。

2．グローバルロジスティクスの進展
グローバル化した経済の激しい変化に対応するため

に、国際的なロジスティクスの高度化は重要な経営課
題となっている。本年度、人材育成面では、ASEAN
におけるロジスティクスキーパーソンの育成や、APLF
（アジア太平洋ロジスティクス連盟）各国における、ロ
ジスティクス関連資格制度に関する情報交換を行っ
た。貿易交流を促進するために、タイにおける物流展
との連携推進、産業振興の活性化方策を模索した。

3．�新たな世界的協定とロジスティクス分野の環
境課題への取り組み
COP21でのパリ協定採択後、ロジスティクス部

門においては、これまで以上に、環境に配慮した活
動が期待されている。経済産業省の支援のもと、ロ

ジスティクスにおける省エネルギー活動の取り組み
を継続させた。また、経済産業省、国土交通省等と
ともに、グリーン物流パートナーシップ会議を運営
し、優れた事例に対する顕彰を行った。環境対策を
特別な取り組みと捉えるのではなく、企業の成長と
軌を一にして恒常的に実行するために、環境問題の
検討の場を、調査研究委員会に統合し推進すること
とした。

4．ロジスティクス人材の育成
現場リーダーから経営幹部までを対象とした、階
層別、分野別の各種講座やセミナーなどの充実強化
に取り組んだ。従来、東京工業大学が企画運営して
いた、ストラテジックSCMコースをJILSへ移行さ
せ、SCMのスペシャリストの育成を図った。また、
ロジスティクスや物流に対する学生の理解を深め、
ロジスティクス・物流分野を支える人材の裾野を広
げることを目的に、ロジスティクス・物流フォーラ
ムを大阪にて開催した。

5．�ロジスティクスオペレーションにおける現場
改善推進
物流現場には、労働力不足、労働環境改善、生産
性向上等の多くの課題があり、これらを解決するた
めに、物流現場改善士資格認定講座や全日本物流改
善事例大会他、各種関連事業を実施してきた。これ
まで個別に活動していた物流現場改善関連事業を有
機的に機能させるために、新たに「物流現場改善推
進委員会」を設置した。企業の物流現場改善活動の
取り組み度合いに応じて、改善活動を加速させるべ
く、課題の整理、今後の支援方策の検討を行った。

ストラテジックSCMコース
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2017年度事業概要

（概況）

労働力不足は深刻さを増し、企業は物流コストの適正化、サービ
スレベルの向上や在庫の圧縮のために工夫を迫られることとなっ
た。こうした中、2017年7月に総合物流施策大綱が閣議決定され、
持続可能な社会を実現するための物流のあり方が示された。JILSは
行政や関連団体との連携を強めつつ、ロジスティクスコンセプト2020に描かれたビジョンの実現に向けて活
動を展開した。

（主な事業活動）

1．ロジスティクスイノベーション推進
ロジスティクス高度化のための課題の整理、解決
策の検討、将来像の提示等を目的に、部会活動を推
進した。ロジスティクスIoT推進部会では、物流セ
ンターにおけるバース予約システムを有効に機能さ
せるための課題の抽出と、データ項目等共通基盤の
あり方を検討した。ロジスティクスKPI推進部会で
は、経営目標を達成するためのロジスティクス管理
指標について、「ロジスティクスKPI活用の手引き」
として発行した。また、最新ロジスティクステクノ
ロジーの普及、産業振興や関係者の交流、情報発信
をする場として、ロジスティクスソリューション
フェア2017を開催した。

2．グローバルロジスティクスの進展
ベトナムにおけるロジスティクス資格認定講座
の次年度開講に向けて、現地講師育成や現地事務局
への指導を行った。また、APLF（アジア太平洋ロ
ジスティクス連盟）を通じ、物流コストやロジスティ
クス人材の育成に関する情報交換と議論を深めた。
さらに、国土交通省と連携して、ASEAN域内にお
ける再利用可能な物流資材に関する研究を行った。

3．労働力不足を克服するための現場改善推進
昨年度設置した物流現場改善推進委員会を中心
に、物流現場改善活動を推進した。物流現場改善士

資格認定講座や全日本物流改善事例大会等を継続す
るとともに、これから物流現場改善を始めようとす
る企業向けの講演会・セミナーの開催、WEBサイ
トからの情報発信を行った。また、「物流現場改善
推進のための手引書」の改定を行うとともに、英語
版、ベトナム語版、タイ語版を合わせて作成した。

4．ロジスティクス人材の獲得・育成
労働力不足、情報技術の進展、ビジネスモデルの
変化等の課題を解決するためには、ロジスティクス
分野における人材の獲得・育成が急務である。その
ため、優秀な大学生にロジスティクスの世界で活躍
してもらうために、「ロジスティクス・物流業界研
究フォーラム」を、東京、大阪、福岡にて開催した。
また、中央職業能力開発協会と連携して、実践力の
基礎を身に付ける「物流技術管理士補資格認定コー
ス」による人材育成を行った。

5．�ロジスティクス分野の環境課題への取り組み
と新しい協定への対応
経済産業省、国土交通省等とともに、グリーン物
流パートナーシップ会議を運営し、優れた企業事例
に対する顕彰を行った。また、ASEANのグリーン
物流を推進するために、「ASEANグリーン物流パー
トナーシップ会議」を立ち上げるための標準作業手
順書を作成し、マレーシアにて、政府と専門家会合
を開催した。

「KPI手引き」「改善手引き」を発行
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2018年度事業概要

（概況）

世界経済が米中の覇権争いに翻弄される一方で、TPP11協定
や日EU・EPAが発効され、貿易や投資の活発化、企業競争力強
化等への期待が高まった。国内においては、労働力不足のみなら
ず、多発する異常気象や天災風水害が、ロジスティクスオペレー
ションに大きな影響を与えた。こうした状況に対応するためには、適切な冗長性を持たせつつ、需要と供給を
同期化させるロジスティクスシステムの構築が重要であるため、JILSは、社会や経済の持続可能な発展のた
めに、ロジスティクスシステムの普及推進に努めた。

（主な事業活動）

1．ロジスティクスイノベーション推進
ロジスティクスIoT推進部会では、IoTやAI、ビッ
グデータを活用した、新たなロジスティクスシステ
ムのデザインや、プラットフォームのあり方を検討
し、産業界に提示した。ロジスティクスKPI推進部
会では、企業間・部門間・部門内の、生産性や品質
向上のためのKPIの普及に尽力した。また、企業が
物流改善に取り組み、成果を上げられるよう、情報
発信力を強化し普及活動に注力した。さらには、産
業振興や関係者交流の場として、アジア最大規模の
展示会、｢国際物流総合展2018｣（LOGIS-TECH�
TOKYO�2018）を、9月に東京ビッグサイトにて開
催した。

2．グローバルロジスティクスの進展
日米のSCMの現状や課題や、先進企業の取組事

例を調査した。また、ベトナムにてロジスティクス
資格認定講座を開講した。さらに、ASEANにおい
て実施してきた人材育成事業を整理するとともに、
日系企業が多く進出しているインドにおける物流人
材の育成ニーズや今後の支援の方向性について現地
調査を行い、現地団体（インド工業連盟）の協力を
得て講習会を開催した。

3．人的資源管理（HRM）の高度化
ロジスティクス高度化のためには、人的資源の活

用が欠かせない。これまで、人材の育成に注力し活
動を進めてきたが、育成のみならず、HRM（人的
資源管理＝人材の獲得、配置、育成、実践、評価、
処遇）全体に活動を広げ、企業活動を支援した。人
材の獲得については、優秀な大学生にロジスティク
スの世界で活躍してもらうための一連の活動を加速
させた。人材の育成については、引き続き、階層別、
分野別の各種講座やセミナー、オーダーメイドによ
る研修の実施やキャリアプラン策定の支援を進める
など、プログラムを充実させた。

4．�ロジスティクス分野の環境課題への取り組み
と新しい協定への対応
ロジスティクスにおける環境負荷軽減活動を推
進するために、経済産業省や国土交通省他、関連団
体と共同で、グリーン物流パートナーシップ会議を
継続して実施した。さらに、こうした活動の
ASEAN展開や、マレーシアにおいて同様の会議が
開催できるよう支援を継続した。

5．�ロジスティクス総合調査とロジスティクス新
コンセプト提言の準備
持続可能な社会の実現を目指し、10年前に「ロ
ジスティクスコンセプト2020」を発表した。激変
する環境に対応し、ロジスティクスのさらなる高度
化を進めるために、新たなロジスティクスコンセプ
トを策定するため、研究会を設置し、新しいロジス
ティクスの姿を提案するべく活動を開始した。

MEETLOGI2018を開催
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2019年度事業概要

（概況）

米中の貿易摩擦や英国のEU離脱等の地政学的なリスクがある中で、新型コロナ
ウイルスが世界中で流行し、グローバルなサプライチェーンが分断され、世界景
気を停滞させる一因となった。国内では、天災や風水害、消費増税による需要の
変化が、ロジスティクスオペレーションに大きな影響を与えた。こうした中、
JILSは、社会や経済の持続可能な発展のために、ロジスティクスシステムの普及
推進に努めた。なお、中部支部が設立20周年を迎えた。

（主な事業活動）

1．新ロジスティクスコンセプトの提言
持続可能な社会の実現をめざし、ロジスティクス

の高度化を進めるために、産・学の有識者によるロ
ジスティクス総合調査委員会にて議論、調査を重ね、
その結果に基づき、「ロジスティクスコンセプト
2030」を2020年1月に発表した。新コンセプトにお
いては、標準化の推進、高度人材の育成など、7項
目を提言した。

2．�ロジスティクスイノベーション推進のための
科学的マネジメント手法の開発・普及
ロジスティクスIoT推進部会では、IoTやAI、ビッ
グデータの活用によるロジスティクスの高度化が目
指すべきゴールを設定し、ゴールに到達するために
必要な項目を整理し、管理すべき指標を体系化した。
ロジスティクスKPIの推進については、企業間・部
門間・部門内の重要業績指標と、企業の価値向上や
経営管理指標との関係について調査研究を継続し
た。物流現場改善活動においては、物流現場改善推
進委員会を通じて、一連の活動の整備・体系化を進
めた。これらの活動を発表や、産業振興、関係者の
交流を推進する場として、「ロジスティクスソリュー
ションフェア2019」を8月に開催した。また、課題
解決を望む産業界の強い要望に応えるべく、イノ
ベーティブな情報発信・交流の場、｢国際物流総合
2020�INNOVATION�EXPO｣ を、2月に東京ビッ
グサイトで開催した。

ロジスティクスコンセプト
2030を発表

3．サプライチェーンマネジメントの進展
前年度実施した米国を中心としたグローバル
SCM調査の成果を発表した。また、SCMの総論の
みならず、製品設計や需要予測などの新規のセミ
ナーを開発し、人材育成プログラムの拡充を図った。
さらには、インドにおける、物流現場の生産性と物
流品質向上のためのThe�Certified Warehouse 
Kaizen Practitioner（物流現場改善士資格認定講
座）立ち上げに向けて、現地のカウンターパートで
あるインド工業連盟への支援を行った。

4．�大学や企業と連携した、学生に対するロジス
ティクスの普及と優秀な人材の獲得
労働力不足に対応し、大学生をはじめとする人材
の確保や、生産性向上に資する活動に注力してきた。
大学生に対する活動として、「知る」「学ぶ」「体感
する」「活躍する」のステップに応じて、ロジスティ
クスの面白さ、奥深さを伝える活動を充実させた。
JILSが持つ大学のネットワークと、企業の経営者・
人事採用担当者を結びつける場を設定し、それぞれ
の現状と将来像について、緊密な情報交流を行った。

5．�ロジスティクス分野の環境課題への取り組み
と新しい協定への対応
経済産業省や国土交通省等と共同でグリーン物
流パートナーシップ会議を開催し、マレーシアをは
じめとするアジア各国からも参加を得て、アジアに
おけるグリーン物流の推進につなげた。
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2020年度事業概要

（概況）

新型コロナウイルス感染症が拡大し、世界経済は史上例を見ない規
模で危機に見舞われた。ロジスティクス分野においては、各国の感染
拡大防止対策に伴いサプライチェーンに大きな混乱が生じ、また、消
費者の行動変化によって物流量が急激に変動し、企業は需給調整や在庫管理への対応に追われることになった。
このような中、JILSは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から上期の多くの事業は開催中止となっ
たが、下期はオンライン開催により事業を展開することができた。また、コロナ禍における企業の現状や課題
を把握するために、会員企業を対象とした調査を3回行い、調査結果を公表した。

（主な事業活動）

1．�持続可能な社会の実現に貢献するロジスティ
クス
ロジスティクス全国大会2020にて三つのテーマ

（①ロジスティクス分野の活動とSDGsのゴールと
の関係、②ロジスティクス分野の活動と気候変動に
係るゴールとの関係、③コロナ禍がロジスティクス
分野に与えた影響とSDGsのゴールとの関係）に関
するパネルディスカッションを行い、ロジスティク
ス分野におけるSDGsの推進を図った。さらに、グ
リーン物流パートナーシップ会議によるロジスティ
クス分野の環境対応、効率化への取り組みを継続し
て行った。

2．サプライチェーンマネジメントの進展
SCMのスペシャリストの育成に向けて、新たに

SCMの入門セミナーを開講し、人材育成プログラ
ムの拡充を図った。また、持続可能な加工食品物流
検討会、需要予測研究会、グローバルロジスティク
ス研究会等を開催し、個々の企業だけでは対応が難
しいサプライチェーンに関する課題の解決に向けた
活動を展開した。

3．ロジスティクスイノベーション推進
ロジスティクスIoT推進部会については、最終会

合を開催し総括を行うとともに、ロジスティクス全
国大会2020において成果報告を行った。ロジスティ

クスKPI活用の推進については、ロジスティクス部
門のケイパビリティに係る指標が経営指標に与える
影響について研究を行った。「ロジスティクスKPI
活用の手引き」を通じてロジスティクスKPIの考え
方の普及や各社の取り組みを活性化させるために、
各講座で配布し、講義で紹介した。物流現場改善に
ついては、企業での物流現場改善の普及・活性化、
改善活動を担う人材育成、関係企業との協働やシス
テム化等による物流現場改善の高度化のあり方等に
ついて、物流現場改善推進委員会にて検討を行った。
また、コロナ禍及び東京オリンピックの会期変更に
伴い、産業振興、関係者交流の場である ｢国際物流
総合展2021｣ の会期を2021年3月、会場を愛知スカ
イエキスポに変更し開催した。

4．人的資源管理（HRM）高度化
階層別、分野別の各種講座やセミナーについて
は、従来の集合型からオンライン型に切り替えて開
催した。これまでの活動に加え、物流企業の経営者・
人事担当者向けに、HRMによる企業価値向上に関
する人材育成交流会を開催した。また、大学生に対
して、ロジスティクスの重要性や奥深さを伝える活
動（講演会、研究発表会、企業研究等）を継続した。
さらに、昨年度に引き続き、インド人講師の育成、
テキスト作成、インドにおける資格認定講座事業へ
の組み込みについて、オンラインによる指導を行い、
2021年1月に受講者20名にて、講座を開講すること
ができた。

多くの事業をオンライン型式で開催
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2021年度事業概要

（概況）

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況が続き、
原材料や原油価格の高騰、国際海上コンテナ不足等により、世
界中のサプライチェーンは混乱に陥った。このような中、「総合
物流施策大綱」が閣議決定され、物流施策を推進する国の基本
的方向性が示されるとともに、「フィジカルインターネット実現会議」が開催され、フィジカルインターネット
を我が国において実現するため、2040年を目標年次としたロードマップが策定された。

（主な事業活動）

1．�持続可能な社会の実現に貢献するロジスティ
クス
SDGsの17の目標に対し、ロジスティクス分野がど

のように関連し、どのような対策を行うべきかにつ
いて調査を実施した。また、グリーン物流パートナー
シップ会議を開催し、ロジスティクス分野の環境対
応、企業連携による効率化への取り組みを継続した。

2．サプライチェーンマネジメントの進展
個々の企業だけでは対応が難しいサプライ
チェーンに関する課題解決に向けて、各種研究会を
引き続き開催した。また、SCMのプロフェッショ
ナル育成に向けて、新たにSCMセミナーを4本開講
し、人材育成プログラムの充実化を図った。これら
の課題解決に向けた事業の体系化を行い、次年度よ
り「SCM�Academy�of�Japan」を設立し、活動を
展開する。

3．ロジスティクスイノベーション推進
ロジスティクス分野におけるDXの実装に向け

て、3つのワーキンググループ（加工食品、日用雑貨品、
医薬品）を設置し、問題課題の整理、実装対象の絞
り込み等について検討を行った。また、企業のロジス
ティクスKPI、特にロジスティクス部門のケイパビリ
ティに係る指標が経営指標に与える影響に関する研
究を進めるにあたり、ヒアリング調査を行い、アンケー
ト調査票の設計を行った。さらに、産業振興、関係

者交流の場として、ロジスティクス強調月間の期間中
に ｢国際物流総合展�第2回INNOVATION�EXPO｣
を、2022年2月に「ロジスティクスソリューション
フェア2022」を東京ビッグサイトにて開催した。
あわせて、国内外問わず多くの関係者が参加できる
ようオンラインで同時開催を行った。

4．人的資源管理（HRM）高度化
階層別、分野別の各種講座やセミナーについては、

オンライン型の開催を中心にしつつ、グループ演習
は集合型開催にするなど、集合型、オンライン型、
それぞれの長所を活かした型式で開催した。また、
物流企業を対象としたHRM研究会を開催し、HRM
に関する課題の共有、対策について検討を行った。
さらに、ロジスティクス分野に関心を持つ学生を増
やし、職業としての選択肢となりうるよう、産官学
と連携し、講演会、研究発表会、企業研究等の活動
を継続した。新たに企業事例紹介動画の収録し、
WEBにて公開した。

5．物流現場改善活動の推進
物流改善推進委員会のもとで、物流現場改善活動
を積極的に行っている先進企業を認定する制度につ
いて検討した。この制度は次年度から開始する。ま
た、物流現場改善に有益な情報を発信するWEBペー
ジを整備した。さらに、改善発表会開催から表彰ま
での一連の事業をインドへ技術移転し、現地で物流
改善事例大会（発表15事例）を開催することができ、
インドでの物流現場改善活動の定着を図った。�

国際物流総合展 第2回INNOVATION EXPO
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（地球の歴史と地球の有限性）
広大な宇宙の銀河系の端にある太陽系に地球が

誕生してから46億年が経ちました。今から500万年
前（諸説あり）に地球上に現れた人類は、地球誕生
以来長い時間をかけて蓄えられてきた「化石」を資
源やエネルギーとして活用し、結果的に今日の化石
に依存する文明を築くに至りました。しかし、これ
から50億年後、太陽は白色矮星化し終焉を迎えま
す。そのときに我々の子孫が地球上で存続していた
としても、彼らは太陽の終焉とともに絶滅を迎える
ことになるでしょう。
我々の子孫が絶滅をまぬがれるためには、地球の

終焉の前に新しい「地球」に移り住むか、あるいは、
現在のような有機生命体とは全く異なる姿となって
宇宙のどこかでサバイバルしなければなりません。
ただ、残念ながら、これまでのところ人類が発見し
てきたエネルギーの中で、人間が制御でき、地球の
重力圏からの脱出を可能にするものは、化石エネル
ギーだけだと思われます。だとすれば、我々の子孫
が地球を脱出するか、地球外から新たな資源・エネ
ルギーを獲得することを想定して、我々または子孫
の世代が新たなエネルギーを発見し制御できるよう
になるまでは、有限な地球の中に保存されている有
限な化石エネルギーを使い尽くさず残しておく必要
があることになります。
さらに、地球を資源・エネルギー採掘の場だけで

なく、“ゴミ”捨て場として見た場合にも、地球が
有限であること（地球が閉じていること）を考える
必要があります。地球の生態系は、我々がゴミとし
て捨てたものを巡り巡って我々に戻してきます。20
世紀の後半に我が国の各地で発生した公害問題や、
近年のマイクロプラスチックの問題は、このことを
よく表しています。

（地球本位制と地球経営）
20世紀の文明を批判的に著わした図書の中に、
ローマクラブの『成長の限界』（1972年）があります。
限界なき成長を掲げた20世紀的な文明の指導原理
のひとつに通貨管理制度があると考えられますが、
その制度は一国が持つ紙幣の上限を定めていた金本
位制に替わって生まれたものです。管理通貨制度は、
間違いなく、経済活動を世界的な規模で拡大しまし
たが、その一方で、「信用」の名のもとにつくられ
た金融商品が暴走したサブプライム問題などの危機
の遠因になったとも言えるでしょう。
我々が暮らす地球の50億年先を想像し、そこか
らバックキャスティングして構築する文明、また、
資源・エネルギー採掘の場やゴミ捨て場としての地
球の有限性に立脚した文明の指導原理を、仮に「地
球本位制」と呼ぶならば、我々は地球本位制に基づ
く「地球経営」を推進する必要があります。

（物流課題の解法の今日的な変化）
ロジスティクスは、「物流の諸機能を高度化し、
調達、生産、販売、回収などの分野を統合して、需
要と供給の適正化をはかるとともに顧客満足を向上
させ、あわせて環境保全及び安全対策をはじめ社会
的課題への対応をめざす戦略的な経営管理」と定義
されています（JIS�Z�0111：2006　1002）。それを
踏まえれば、ロジスティクスは企業内を統合する概
念とも言えるでしょう。
企業内を統合することが重要なのは言を待ちま
せん。しかしながら、現下の物流の課題（しばしば
物流危機とも言われます）を企業ごとに別々に解く
ことが限界に来ているのも、やはり言を待ちません。
物流の課題を物流領域で解くのではなく、物流を派
生させている商流に遡って課題を解く必要が出てき
た。つまり、サプライチェーンで繋がる企業同士が

メタ・ロジスティクス
＝地球経営のためのロジスティクスの変容＝
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連携して課題を解くこと、言いかえれば、物流と商
流を再び一体化した流通と捉え、ビジネス（経営）
の課題として解くことが必要になってきたと考えら
れます。

（�ロジスティクスを経営課題にすること、そして
サプライチェーンで繋がる企業の連携）
「ロジスティクスが経営課題になっていない」と
はしばしば耳にする文言です。
では、ロジスティクスを経営課題にするとはどう
いうことでしょうか。端的に言えば、「企業のKGI＊1

を構成するKPI＊2に、ロジスティクスが係る（ロジ
スティクスでコントロール出来る）項目を入れるこ
と」と考えられます。代表的なKGIであるROA＊3

を例にとると、物流コスト、物流不動産、在庫など
が思い浮かびます。これらの指標が見える化され、
KPIとして経営者に直接管理されるようになれば、ロ
ジスティクスが経営課題になったと言えるでしょう。
個々の企業の話はそれでよいかもしれません。し
かし、先に述べた「サプライチェーンで繋がる企業
同士が連携して課題を解くこと」を想定した場合、
上記のような財務系指標は連携のためのKGIとして
機能するでしょうか。ここではKPIとして在庫を例
にとります。一般に、在庫は小さいほどROAは大
きくなりますから、各社は自社の在庫を小さくする
ことを考えるはずです。サプライチェーン全体の在
庫が一定と仮定すれば、個々の会社の在庫を小さく
することは、すなわちサプライチェーンで繋がる取
引先の在庫を大きくすることになり、話はまとまり
ません。財務系のKGIは連携のためのKGIにはなり
難いと予想されます。

（メタ・ロジスティクス）
地球経営のためのロジスティクスとして、JILS
は「メタ・ロジスティクス」を提唱します。
メタ・ロジスティクスが連携KGIとして着目して
いるのが地球本位制に係る非財務系のKGI、具体的
に言うと、SDGsのゴールや、ESG経営の指標とさ
れる温室効果ガス排出量や、物流に携わる方々の
QOL＊4といった社会的な指標です。

そのような指標であればサプライチェーンの連
携KGIに成り得るのではないか。
そして、連携戦略が策定され、連携KGI達成のた
めに流通をコントロールするメタ・ロジスティクス
が実現するのではないか。
実際、加工食品製造業と卸売業の間で、ドライ
バーの滞留時間の短縮と二酸化炭素排出量の削減を
目標に掲げ、発注方法を見直してアイテムを集約し
ロットを大きくすることで一貫パレチゼーションを
行うと共に、検品の単位を大きくした事例がありま
す。これは、サプライチェーンで繋がる企業同士が、
非財務系の社会的な指標を連携KGIとしたメタ・ロ
ジスティクスの嚆矢と言えるでしょう。
メタ・ロジスティクスは決してファンタジー（絵
空事）ではありません。
メタ・ロジスティクスは、ロジスティクスの変容、
それも地球経営のための変容なのです。

＊1　Key�Goal�Indicator；経営目標達成指標
＊2　Key�Performance�Indicator；重要業績評価指標
＊3　�Return�On�Asset；総資産利益率。利益を総資産（総

資本）で除した収益性の財務指標
＊4　�Quality�of�Life；生活の質や人生の質。生活や人生が

豊かであることの指標。

図表　メタ・ロジスティクスの概念図
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当協会では、1997年よりロジスティクス分野にお
ける環境負荷低減に向けた取り組みを実施してき
た。2015年の国連総会で採択された「持続可能な開
発目標（SDGs）」は、環境、経済、社会三側面のバ
ランスを考慮した取り組みが求められている。SDGs
は、政府や自治体だけではなく、企業を含む全ての
主体が取り組むべき目標であり、民間企業において
も取り組む機運が高まっている。JILSに期待されて
いることは、公益社団法人としてロジスティクスに
関連する社会課題の解決に貢献することである。そ
こで、ロジスティクス分野において、SDGsを推進
するため、企業の取り組み状況、課題を把握し、ど
のように取り組むことができるのかを作業部会「ロ
ジスティクス分野におけるSDGs推進WG（以下、ロ
ジスティクスSDGs推進WG）」を設置して検討を行っ
た。ここでは、2021年度の活動の概要を紹介する。

1．これまでの取り組み
1997年からの取り組み開始以降、1999年度には、

「ロジスティクス環境マネジメント調査（LEMS）」
（経済産業省委託事業）を実施した（～ 2004年度）。
2003年度からは、「ロジスティクス環境会議」にてロ
ジスティクス分野における環境負荷低減に向けた活
動を展開した（～2009年度・3期7年）。2004年度か
らは、「グリーン物流パートナーシップ会議」を経済
産業省、国土交通省、（一社）物流団体連合会ととも
に運営している。そして、「ロジスティクスコンセプ
ト2030」（2020年1月）では、SDGsをロジスティク
スのユートピア（目指すべきもの）に向かうための
重要な原動力であるとしたうえで、7つの提言を行っ
ている。

2．�ロジスティクス分野におけるSDGs推進への
取り組みの必要性
前述の通り、「ロジスティクスコンセプト2030」

（提言）のなかでSDGsへの取り組みの必要性に言及
した。「総合物流施策大綱（2021年度～ 2025年度）」
においても我が国が直面する課題の1つとして、「地
球環境の持続可能性の確保やSDGsへの対応」があ
げられており、ロジスティクスに関連する企業にお
いてもSDGsの目標の実現に向けた取り組みの必要
性が示されている。しかしながら、行政やNGO・
NPO等により民間企業の活動にSDGsを取り込むた
めの文書（環境省の「持続可能な開発目標（SDGs）
活用ガイド」等）はいくつか発行・公表されている
が、ロジスティクス分野に対する具体的な言及は見
られない。そこで、ロジスティクス分野を対象に、
現状や課題等を調査したうえで、SDGsの推進に高
い関心を持つ方々と共に、体系的な整理、解決策を
検討することとした。

3．アンケート調査（2021年9月）の概要
調査研究に先立ち、会員企業を対象にSDGsの取
り組み実態をアンケートにて調査した（120社回答、
有効回答率13％）。主な調査結果としては以下があ
げられる。
・SDGsに対する認知度は約90％。
・�SDGs達成に向けて、いずれかのゴールに対して
「全社課題として取り組んでいる」のは約66％で
あるのに対して、「物流・ロジスティクス部門と
して取り組んでいる」のは約54％であった。
・�取り組み動機（複数回答）としては、「環境負荷
の低減」（約88％）が最も高く、次いで「地域社
会への貢献」（約76％）、「将来的なリスク対応」（約
72％）となった。一方で外部からの要請（「株主
からの要請」（約41％）「取引先からの要請」（約
37％））は低い回答割合となった。
・�推進の阻害要因としては、「SDGs人材がいない」
が最も多かった（約41％）。次いで、「特にない」（約
37％）、「事業目標との紐づけができない」（約

持続可能な社会の実現に貢献するロジスティクス

主要5テーマに関する取り組み
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25％）、「自社の社員が理解できない」（約25％）
となった。
なお、荷主と物流事業者を比較すると、物流事業

者では取り組み割合が低く、また取り組み範囲が狭
いことがわかった。

4．「ロジスティクスSDGs推進WG」の活動
ロジスティクスSDGs推進WG（座長：納富信氏（早

稲田大学教授））では、企業のロジスティクス分野
の関係者がSDGsに取り組む際の課題を、前述のア
ンケートの結果や各WGメンバーの取り組み紹介を
手掛かりに整理し、議論を行った。7回の会合にお
ける検討結果を、以下のような点を踏まえて、報告
書として発信（提言）することとした。
・�ロジスティクス分野に関連する企業がSDGsに取
り組む際のヒントを示す。
・�実態として、ロジスティクス分野における現状を
アンケート結果として示すとともに企業からの意
見（自由回答）を示す。
・�ロジスティクス分野における社会課題を示す各種

統計データとSDGsの各ゴールの関係を整理した
考察結果を示し、ロジスティクス分野における社
会課題の解決とSDGsに向けた取り組みは軌を一
にすることを示す。
・�既にSDGsに取り組んでいる企業の事例を示し、
着眼点を見つけてもらう。

5．今後の展開
2022年度は、2021年度のロジスティクスSDGs推
進WGの活動成果として、「SDGs×ロジスティクス
入門ガイド（仮称）」を作成する。物流、ロジスティ
クスに関わる方々が、SDGsを理解し、組織の目標
や日々の業務とSDGsの関係を捉えて、取り組む手
がかりとして活用していただきたい。
また、ロジスティクスSDGs推進WGにおいて、
SDGsの取り組み状況や課題をより具体的に把握し
つつ、体系化を進めることで、ロジスティクス分野
において、企業がSDGsに取り組むきっかけづくり
をさらに進める予定である。
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当協会では、設立以来、物流、ロジスティクス、
サプライチェーンマネジメント（以下、SCM）に
係わる活動を進めてきた。ここでは、「1.�これまで
の取り組み」「2.�SCMの課題（SCM調査より）」「3.�
SCM�ACADEMY�of�JAPAN（SCM-AJ）」につい
て紹介する。

1．これまでの取り組み
当協会は、産業界を取り巻く外部環境が大きく変

化する中で、SCMの進展や課題解決に向けて、特に、
人材育成事業（図表1）や研究会事業を中心に活動
を展開・拡充してきた。
専門講座である「物流技術管理士資格認定講座」

や「ロジスティクス経営士資格認定講座」において
は、SCMに関連する知識の習得に向けた在庫管理
やSCMの単元設置や、SCMに関連するケーススタ
ディに取り組む等の講義や指導が行われている。
2016年には、東京工業大学MOTよりストラテジッ

クSCMコースの運営を引き継ぎ、以降、産業界の課

題を解決すべく、SCMに関わるセミナーや研究会の
拡充に力を入れている。具体的には、在庫管理や需
要予測、S&OP（Sales�and�Operations�Planning）
等の実践セミナーを拡充させた。
2020年以降、SCMについての基礎を固めたいとい

う要望に応え、『超』入門！SCMセミナーシリーズ
を開講した。現在、『超』入門！世界標準のSCMセ
ミナーを始め、SCM担当者のための生産管理セミ
ナー、SCM担当者のためのロジスティクスセミナー
等を開催している。加えて、SCMの関連領域として、
マーケティングやOR（Operations�Research）に関
するセミナーも開催した。
また、講座・セミナーのみならず、参加者が課題
を持ち寄り、情報共有や交流ができる場として、需
要予測研究会やグローバルロジスティクス研究会等
の研究会活動にも力を入れている。
これらの活動に加えて、今後も事業の精査を行
い、不足している分野については新規に企画を行う
予定である。

サプライチェーンマネジメントの進展

図表1　SCMに関連するコース、セミナー

立ち上げ時期 事業名称  開催期間 開催形式 キーワード

2020年度
以前

ストラテジックSCMコース 半年（20回×2時間） オンライン 戦略的SCM
需要予測の基本 2日間×半日 オンライン 需要予測
S&OP（Sales and Operation 
Planning）セミナー 2日間×半日 オンライン S&OP

梱包・包装最適化による物流コスト削
減実践セミナー 2日間×半日 オンライン DFL（Design for Logistics）

サプライチェーン構造改革セミナー 
～基礎から実践まで～ 1日間×半日 オンライン サプライチェーン改革

在庫適正化実践セミナー 1日間×半日 オンライン 在庫
『超』入門！世界標準のSCMセミナー 4日間×2時間 オンライン SCM入門

2021年度
開講

『超』入門！ SCM担当者のための生産
管理セミナー 3日間×2時間 オンライン 生産管理

『超』入門！ SCM担当者のためのロジ
スティクスセミナー 3日間×2時間 オンライン ロジスティクス

顧客価値創造のためのSCM実践セミ
ナー 1日間×半日 オンライン マーケティング

SCMにおけるオペレーションズ・リ
サーチの活用セミナー 1日間×半日 オンライン OR

2022年度
以降

SCM新セミナー① 1日間×半日 オンライン サプライチェーン設計（仮）
SCM新セミナー② 1日間×半日 オンライン 社外連携（仮）
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2．SCMの課題（SCM調査より）
当協会では、SCMに関わる調査研究にも取り組
んでいる。2017年には、東京工業大学との共同の
下に開発したスコアカード手法を用いたSCM、ロ
ジスティクスの調査研究を行い、その成果をグロー
バルSCMスコアカード（GSC）として公表した。
経済のグローバル化に伴い、企業のサプライ
チェーンは広範かつ複雑になっており、これをマネ
ジメントする、いわゆるSCMは、今後ますます重
要になってくる。しかし、米国のGartner社が毎年
発表している「Supply�Chain�Top�25（2018）」を
みると、そこに日本企業の名前はないというのが現
状であった。
そのため、2018年に、日本でSCMが普及しない

要因を探るべく、日米比較調査を行った。
調査からは、日本でSCMが普及しない主な要因

として、①経営戦略におけるSCMの位置付け（経
営におけるSCMの役割や在庫の捉え方）、②部門間

図表2　SCM ACADEMY of JAPAN （SCM-AJ）概要

連携（部門間連携の実態、KPIの活用）、③SCM専
門人材の育成（SCM専門家の採用やキャリアパス、
SCM関連資格の評価）の、3つのキーワードが明ら
かになった。

3．�SCM�ACADEMY�of�JAPAN（SCM-AJ）
の紹介
このような課題認識のもと、2021年度より、「サ
プライチェーンマネジメント推進会議」を設置し、
SCMに関する諸問題の洗い出しや整理、課題解決
について検討を行っている。現在、検討結果を提言
書（仮称：JILS�SCM推進に向けた提言書2022）と
してまとめているところである。
また、2022年度に、「SCM�ACADEMY�of�JAPAN

（SCM-AJ）」を立ち上げ、調査・研究、普及・啓発、
情報収集・発信、企業間連携・人的交流、人材育成
等の事業を展開し、SCMの課題解決に貢献するこ
とを目指している（図表2）。
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当協会では、ロジスティクスイノベーションの推
進に向けて、2016年に「ロジスティクスIoT推進部
会」を設置して以降、テクノロジーを活用した物流・
ロジスティクス分野の課題解決を目指し活動を進め
てきた。ここでは、「1.�これまでの活動（ロジスティ
クスIoT推進部会の活動）」「2.�現在の活動（業種別
DX実装検討WGの活動）」「3.�今後の活動」につい
て紹介する。

1．これまでの活動
ロジスティクスIoT推進部会は、IoTの活用によ

る、産業界全体の生産性向上、またIoTを有効活用
するために必要な社会共通価値を創出することを目
的として、2016年に設置された（2020年に活動終
了）。本部会では、IoTをはじめとしたテクノロジー
活用に向けた3つのKGI、またKGIと施策（PI）を
結ぶロジックツリー（KPIツリー）をアウトプット
として策定した（図表1）。

2．現在の活動
ロジスティクスIoT推進部会で策定したKGIの実
現に向けてDXを活用すべく、より具体的な議論を
行うため、2021年度に3つの業種（加工食品、日用
雑貨品、医薬品）において「業種別DX実装検討
WG」を設置し、活動を行った。各WGの活動概要
は以下の通りであり、2022年度も活動を継続する。
①加工食品WG

加工食品のサプライチェーンの中でも問題が顕
在化しているプロセスとして「需給調整/在庫管理」
や「入出荷/輸配送」に着目した。2021年度は「入
出荷/輸配送」におけるバース・車両予約システム
等を活用した業務改革の現状と課題について、WG
メンバー企業の取組事例を持ち寄りながら議論を
行った。
②日用雑貨品WG 

日用雑貨業界で発生している問題（協調領域が限
定される、業務プロセスが標準化されていない等）

ロジスティクスイノベーションの推進

図表1　KGI、CSF、KPI、PIのロジックツリー（各項目の例示）
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図表2　JILSオープンイノベーションラボ

の中から、「共に創る」の理念のもと、WGメンバー
が共通して討議可能な「パレット運用の共通化」を
テーマに設定し、特にパレットの共同回収実現に向
けた検討を継続している。
③医薬品WG 

人の命や健康に関わる医薬品の物流に関し、「有
事における安定供給」を目標に掲げて、有事の際、
プレーヤーが連携して対応するための仕組みや、平
時より備えるべき事項等についてWGメンバーで議
論を行った。今後は行政や自治体との協力も視野に
入れ、関係者の輪を広げながらWG活動を継続する。

3．今後の活動
現在の深刻化する物流・ロジスティクスの諸課題
解決に向けて、高い視座での企業連携によるイノ
ベーションが求められている。当協会では、2022
年度、新たな活動として、物流・ロジスティクスに
関するヒトと情報が交わるプラットフォームを目指
す「JILSオープンイノベーションラボ」を設置する。
本ラボは、共通課題の解決に向けたマッチング支援、
共創活動支援、アウトプット活用支援を柱とし、「共
に創る」活動を支援・促進するものである。
活動の詳細は現在検討・企画中であり、準備が整
い次第、産業界に向けて広く告知を行う予定である。
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当協会は設立以来、ロジスティクスの高度化を推
進できる人材の育成を目的として、主に産業界を対
象にした各種専門講座やセミナー、企業内研修等に
よる人材育成の支援に注力してきた。また、物流・
ロジスティクス人材の裾野拡大、就職活動の支援の
ために、学生に物流・ロジスティクスの仕事を理解
いただくための普及活動にも取り組んできた。
近年の物流・ロジスティクス分野の課題は、サプ

ライチェーンのグローバル化のさらなる進展やEC市
場の拡大等により、従来にも増して複雑化・多様化
している。このような環境下において、業務改革や
市場開拓、イノベーションを推進するためには、人材
を経営資源と捉え、開発・活用する「HRM（Human�
Resource�Management）」をこれまで以上に推進
していくことが必要である。このような認識から、
従来の「人材育成」を中心とした活動に加え、
HRMを俯瞰的に捉えた研究・推進活動に着手した。
2021年度に物流事業者、物流子会社の経営管理

部門、人事総務や教育担当部門の方々を対象にした
登録制研究会「物流企業のHRM推進研究会」を立
ち上げた。

「物流企業のHRM推進研究会」
会　　期：2021年6月～ 2022年3月
　　　　　（月1回開催、全9会合実施）
参加企業：物流子会社19社21名、
　　　　　物流事業者10社10名（計29社31名）

この研究会ではHRMの課題として想定される8
つのテーマを設定し、参加メンバーの関心度につい
てアンケート調査を実施した。その結果、「人材の
育成方法」についての関心度が最も高く、続いて、「人
事評価制度」「働き甲斐やエンゲージメントの向上」
「人材像の具体化」「人材の確保、採用」等の分野に
関心が高いということがわかった。
このアンケート結果を踏まえて、2021年度の研
究会では、
①物流業界が求める人材と育成方法
②求める人材のキャリア構築の考え方
③人材の確保・獲得、活躍のための促進施策、処遇
④�人事評価の在り方、目標設定、社員へのフィード
バックや指導方法
の4つの視点を中心にメンバー各社の取り組み事例
の研究やディスカッションを通じて、物流企業にお
けるHRMの取組状況、課題や悩みを共有し、課題
解決に向けた情報交流、人的ネットワークの構築支
援等に取り組んだ。
メンバー各社からは「企業理念と連動して採用、
育成、配置、処遇等を一貫して管理していくことの
重要性を再認識した」「定年延長や継続雇用人材の
活用等の切実なテーマや自社の研修体制についてア
ドバイスを得ることができた」「研究会で共有した
新入社員採用時のフォロー制度等のユニークな取り
組みを自社の施策に導入することができた」等の高
い評価をいただいた。

人的資源管理（HRM: Human Resource Management）高度化の取り組み

図表1　想定されるHRMの課題

想定されるHRMの課題 関心度
1 創業理念、経営理念の浸透 12
2 求める人材の具体化 34
3 求める人材の確保／採用、配置 34
4 事業課題を解決できる人材の育成方法（OJT、Off-JT）の構築 48
5 人事評価制度（目標設定、評価、フィードバック）の整備、運用 38
6 従業員の働きがいやエンゲージメントの向上、離職の低減 37
7 従業員のキャリア開発 11
8 多様な人材（女性、高齢者、外国人、障がい者等）活躍のための仕組みの整備 28
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さらに、研究会終了後にメンバー各社に今後さら
に研究したいテーマや推進していきたいテーマを調
査したところ、以下の内容が提示された。
・�階層別・分野別の人材育成プログラム／教育制度
の構築
・�企業理念・経営戦略とHRM施策を連動させるた
めの方策
・公正で納得感の高い評価制度の構築・運用方法
・多様な人材が活躍できる施策・処遇の構築
・エンゲージメント向上のための施策・環境整備
・求める人材を確保するための施策

◇

図表2　HRM推進に向けた活動計画（2022年度-2024年度）

当協会では2022年度も「物流企業のHRM推進研
究会」を継続開催し、上記テーマに関する事例研究、
メンバー相互のディスカッション、情報交流を通じ
て、課題解決の方策を検討していく。
また、上記テーマは研究会メンバー企業にとどまら
ず、産業界においてもHRMの重要テーマであると認
識しており、図表2に記載した諸活動を通じて、HRM
推進に資する参考事例の収集や情報発信、HRMの諸
施策を実行する人材に求められる知識やノウハウを
習得できる研修プログラムの企画開発等に取り組ん
でいく予定である。これらの活動については、新た
にHRM推進ボード（仮称）を設置して検討を進める。�
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当協会では、設立以来「全日本物流改善事例発表
会」の開催や「物流改善賞」の授与等を通じて物流
現場改善の取り組みを推進してきた。しかし、当協
会における物流現場改善の取り組みは体系的には行
われておらず、結果として産業界に物流現場改善を
普及、定着させるまでの活動にはなっていなかった。
2000年代前半は、経済のグローバル化、製品の短
ライフサイクル化等、企業経営の環境がめまぐるし
く変化しており、産業界においては、企業競争力強
化のため、サプライチェーンマネジメントの構築や
ロジスティクス効率化を進めていた。そして、それ
らを効果的に機能させるため、経営その他の環境変
化に柔軟に対応できる「物流の現場力」の強化が必
要であるとの機運が高まっていた。
そのような状況下、当協会は物流現場が自発的に

率先して考え改善する力をつける「強い現場」の育
成に焦点を当て、物流現場改善の活性化推進を支援
する物流現場改善活性化委員会を2006年3月に組織
した。そして、2007年4月にはその活動の成果とし
て「物流現場改善推進のための手引書」（以下、手
引書）（図表1）を発行している。手引書は企業の
物流現場改善活動実践の取り組みプロセスを「気付
き・問題点把握（Mind）」「改善活動（Improve）」「情
報共有・横展開（See）」「評価・報奨（Award）」
の4段階に分けた「現場活性サイクル」や、「物流現
場でよくある問題点と改善活動実践策例」等、物流
現場改善取り組みへのきっかけ作りとして役立てて

いただくための内容となっている。この手引書は現
在、英語版、タイ語版、ベトナム語版が発行されて
いる。さらにこの手引書に記載された能力要件（改
善企画･推進力）を体系的に習得する講座として、
2010年に「物流現場改善士資格認定講座」が開講し、
以来12年にわたり、計708名の物流現場改善士を輩
出している（図表2）。
さらに、各種診断ツール、WEBを通じた改善事
例の情報発信等、これら一連の物流現場改善の取り
組みを「物流現場改善メソッド」（図表3）として、
上述の「現場活性サイクル」に沿った物流現場改善
支援を進めている。

◇
現在は物流現場改善に積極的に取り組み、成果を
上げる企業を、物流現場改善の先進企業として認定
し、産業界に情報発信し、それらの優れた企業を目
指すべきモデルとして産業界に示す物流現場改善の
取組実績を認定する制度を検討している。当協会の
主催する改善事例発表会や表彰制度を対象に、内容
に応じポイントを付与し、基準を設けて物流現場改
善の先進企業に認定するものであり、認定企業向け
にロゴマークを与える。
また、物流現場改善の情報を発信する「お役立ち
サイト」の充実や各種診断ツールの普及等、今後も
産業界に物流現場改善の取り組みを普及するために
様々な活動を実施する予定である。

物流現場改善活動の推進

図表1　物流現場改善推進のための手引書

日本語版 英語版 タイ語版 ベトナム語版
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図表2　物流現場改善士資格認定講座　資格取得者の推移

図表3　物流現場改善に向けた支援活動（物流現場改善メソッド）
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