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Meta Logistics

JILS設立30周年の集い



【全 体 構 成】

Ⅰ．ロジスティクスの再定義

Ⅱ．地球経営

Ⅲ．サプライチェーンの再構築
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Ⅰ．ロジスティクスの再定義

１．物流とロジスティクス

２．Meta Logistics
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◆物流の定義(JIS Z 0111：2006 1001)
・物資を供給者から需要者へ、時間的、空間的に移動する過
程の活動。

・一般的には、包装、輸送、保管、荷役、流通加工及びそれ
らに関連する情報の諸機能を総合的に管理する活動。

・調達物流、生産物流、販売物流、回収物流（静脈物流）、
消費者物流など、対象領域を特定して呼ぶこともある。

・対応英語（参考） physical distribution



出典：これからのロジスティクス ～2020年に向けた50の指針～ JILS 2013年5月 p.26

◆ロジスティクスは企業内の諸活動を統合する概念
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・「物流の諸機能を高度化し」（手段①）、「調達、生産、販
売、回収などの分野を統合して」（手段②）、「需要と供給の
適正化をはかる」（目標①）とともに「顧客満足を向上」（目
標②）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」（目標③）をめざす戦略的な経営管理。

・対応英語（参考） logistics

＊）「」、（）並びに下線は引用者

◆ロジスティクスの定義(JIS Z 0111：2006 1002)
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○需要と供給の適正化/顧客満足と利益の向上
○社会的課題（環境保全、安全対策）への対応
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◆ロジスティクスと物流の概念図（ロジスティクスは物流のメタ概念）



Ⅰ．ロジスティクスの再定義

１．物流とロジスティクス

２．Meta Logistics
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提言１ ロジスティクスを再定義しよう

提言２ サプライチェーンを再構築しよう

提言３ 標準化を猛烈に進めよう

提言４ 適切な投資をしよう

提言５ データ共有型プラットフォーマーを育てよう

提言６ ユートピアへの準備をしよう

提言７ 提言１から６を実行できる高度人材を育成
しよう

◆『ロジスティクスコンセプト2030』の七つの提言

出典：ロジスティクスコンセプト2030 JILS 2020年1月 p.1



提言１ ロジスティクスを再定義しよう
ロジスティクスで重要な視座は“俯瞰する”こと。物流を高度化してロジスティ

クスにするというボトムアップ思考では自ずから限界があります。
これまでの思考法を180度転回して、俯瞰的/メタ的思考でトップダウンからロ

ジスティクスを戦略として再定義する必要があります。

9出典：ロジスティクスコンセプト2030 JILS 2020年1月 p.1



◆ロジスティクスやSCMを推進するうえでの自社の課題（3つまで回答）
・2021年度のJILS会員企業アンケート調査結果では、ロジスティクスやSCMを推進するうえでの課題は、
引き続き「物流コスト削減（改善）」が首位。

・回答者の53%の回答が集まったが、前回の調査（2019年）から8ポイント減少したことが特徴。

・前回からの動きでは以下が目立った。
‐DXが初登場２位
‐ドライバー不足が２位から６位へ後退
‐回答選択肢に「SDGs」が追加された環境負荷軽減が16位から5位に浮上

出典：2021年度会員アンケート調査 集計結果 p.3 JILS 2022年4月19日

N=306 
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◆企業の代表的なKGI（財務指標）

ROA =

■ROAを大きくするために物流が寄与できること。

〇分子（利益）を大きくする
・物流コストの削減 など

〇分母（総資産/総資本）を小さくする
・物流不動産（自社倉庫など）の削減
・在庫の削減 など

利益

総資産（総資本）

Return On Asset；総資産利益率
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事業者や取引先との連携による持続可能な物流構築が

重要

調達から販売を通じた自社の物流の全体最適が重要

物流はコストであり、コスト削減が最優先事項

物流は協調領域であり、同業他社との連携が重要

物流は環境やSDGsなど社会課題解決の鍵となる

物流はイノベーションや新しい産業の源泉である

出典：2021年度 物流コスト調査報告書 JILS 2022年3月 p.122

・荷主企業の経営層における物流に対する認識については、他社との連携（⇒SCM）と自社の
物流の全体最適（⇒ロジスティクス）が上位二つを占めたことは誠に喜ばしい。

・「物流はコストであり、コスト削減が最優先事項」とする回答は3位を占めたが、先に見た
2021年度のJILS会員アンケート調査の結果では、前回調査（2019年度）から8ポイント減
少していた。

・これに続いたのは「物流は協調領域であり、同業他社との連携が重要」というもの。

・これらは荷主企業の経営層の物流に対する認識の変化のあらわれだろうか？

・例えば、物流部門を含む自社（個社）の財務系指標に対する貢献から、社内外の連携による
社会的課題の解決といった非財務系指標に対する貢献へ、などの。

◆荷主企業（主に経営層）における物流に対する認識（複数回答）

（n=185）
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◆サプライチェーンの類型化

①SPA型
例；ファーストリテイリングなど

②系列型
例；トヨタ自動車など

③典型型
例（品目）；加工食品、日用雑貨など
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◆ロジスティクス、SC/SCM、Meta LogisticsⅠ

etc

調達 生産 販売 物流 etc etc

ロジスティクス

KGI（主に財務指標；ROA、ROICなど）

戦略

A社（製造業）

etc

調達 生産 販売 物流 etc etc

ロジスティクス

KGI（主に財務指標；ROA、ROICなど）

戦略

B社（卸売業）

etc

調達 生産 販売 物流 etc etc

ロジスティクス
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戦略

C社（小売業）

物流

―サプライチェーン/サプライチェーンマネジメント→

調達販売調達

←デマンドチェーンー

A社＋B社＋C社の連携

連携戦略

メタ・ロジスティクス etc

―サプライチェーン/サプライチェーンマネジメント→ etc

←デマンドチェーンー/デマンドチェーンマネジメントー etc

・個社のKGI（主に財務指標）をいきなり個社連携のKGIに拡張するのは難しいだろう。

・当初、サプライチェーンで共有できるKGI（連携KGI）は、非財務指標（ESGなど）ではないか？

・メタ・ロジスティクスのミッションは、連携KGIを達成するために、サプライチェーンとデマンドチェーンを制御すること。

・メタ・ロジスティクスの目標は地球経営に資すること（後述）。
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地球経営

地球本位制

連携KGI（主に非財務指標；ESG）



物的流通≡物流

であるならば、
流通＝物的流通＋非物的流通

ここで、
非物的流通≡商流
とすれば
流通＝物流＋商流

さらに、
物流≡サプライチェーン
商流≡デマンドチェーン
とすれば
流通＝サプライチェーン＋デマンドチェーン
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etc etc etc

調達 生産 販売 物流 etc etc 調達 生産 販売 物流 etc etc 調達 生産 販売 物流 etc etc

←流　通→

戦略 戦略 戦略

ロジスティクス ロジスティクス ロジスティクス

KGI（主に財務指標；ROA、ROICなど） KGI（主に財務指標；ROA、ROICなど） KGI（主に財務指標；ROA、ROICなど）

地球経営

地球本位制

A社＋B社＋C社の連携

連携KGI（主に非財務指標；ESG）

連携戦略

メタ・ロジスティクス etc

←流　通→ etc

A社（製造業） B社（卸売業） C社（小売業）

◆ロジスティクス、SC/SCM、Meta LogisticsⅡ

・ロジスティクス、SC/SCM、メタ・ロジスティクスⅡの図柄は、物流と商流を
一体化した「流通」により、Ⅰと比べてずっとシンプルになる。
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Ⅱ．地球経営
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写真出典：千葉学芸高等学校ホームページ http://www.cgh.ed.jp/TNPJP/nineplanets/gif/Earthbig.jpg

20世紀の

使う文明

「使う文明」の指導原理：
限りなき成長

☜金本位制（有限）から管理通貨制度（無限）への移行

信用が信用を生み、経済破綻へ繋がるケースも起きた！
（サブプライム問題）

・成長の限界（ローマクラブ）
・宇宙船地球号（バックミンスター・フラー）
・沈黙の春（レイチェル・カーソン）
という“認識”

☞有限な、資源・エネルギー・ゴミ捨て場

効率的に使う文明
脱炭素文明
使わない文明

次の文明の指導原理：

資源本位制？
地球本位制？

“経済”の大きさとスピードを制
御するための原理（知恵）

人類は
宇宙へ？
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19

写真出典：千葉学芸高等学校ホームページ http://www.cgh.ed.jp/TNPJP/nineplanets/gif/Earthbig.jpg

『宇宙船地球号操縦マニュアル』（1969年）
バックミンスター・フラー（米、1895～1983）

宇宙船地球号の船内に保存されてきた数十億年分のエネルギーの貯金を、
天文学的な歴史から見ればほんの一瞬の間に消費し続けるほど、我々が
愚かであってはならない。

有限な化石資源は新たな資源を地球外部から獲得するためだけに使われる
べきだ。

脱炭素の問題のもうひとつの側面
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地球経営

20

と

地球本位制

今のサピエンスは地球の胎児のような存在

ファンタジーではなくリアリズムが要る



Ⅲ．サプライチェーンの再構築
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提言２ サプライチェーンを再構築しよう
サプライチェーンマネジメントは、ロジスティクスを実践できる企業同士が連

携することではじめて実現できる概念です。SDGSやESG経営の拡がりに伴い、
製造業を例にとれば、企業が商品に対して配慮すべきは、作って供給して終わり
ではなく、消費者側からの還流を管理することも含まれるでしょう。また、産業
構造がパイプライン型からプラットフォーム型に変われば自ずからサプライ
チェーンのかたちも変わるでしょう。
このような視点から、サプライチェーンを再構築する必要があります。

22出典：ロジスティクスコンセプト2030 JILS 2020年1月 p.1



◆環境調和型ロジスティクスのグランドデザイン
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調達、生産、流通、消費の諸活動とそれらの過程を経て発生する廃棄物の処理の行為は、環境汚染や環境
破壊など、環境に対して様々な負荷を与えます。私達の世代は健全な地球環境と社会環境とを（人類生存
の大前提である）最も重要な財産として、将来の世代に引き継ぐ責務を有しています。その責務を果たす
べく、ロジスティクスにおいても、環境への調和、環境との共生、環境改善への積極的貢献を最優先に考
えねばなりません。

ロジスティクスには、再使用や循環などの視点に加え、素材の選択や廃棄物の処理のあり方まで視野を広
げ、環境への負荷に適切に配慮しつつ、費用対効果を最適化することが必要です。
JILSは21世紀の循環型経済における、ロジスティクス活動のあるべき姿として「環境と調和した循環型社
会を支えるロジスティクス」を提唱します。

循環型の経済活動を、ロジスティクスを通じて実現したいという思いを込めて、「循環型社会を実現する
ロジスティクス・グランドデザイン」を提案します。

出典：ロジスティクス環境会議 JILS 2003年



◆グランドデザインに触発されたMeta Logisticsの別の図案

Meta Logistics

連携KGI

連携戦略

地球本位制

地球経営
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写真出典：千葉学芸高等学校ホームページ http://www.cgh.ed.jp/TNPJP/nineplanets/gif/Earthbig.jpg



◆Meta Logistics

〇「地球本位制」とは、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。

〇「地球経営」とは、この地球本位制に基づいて、我々の文明をマ
ネジメントすること。

〇「メタ・ロジスティクス」とは、地球経営のために、ロジスティ
クスを変容させること。

〇メタ・ロジスティクスのKGIは、地球本位制に繋がる非財務系の
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といった社会
的な指標。

〇メタ・ロジスティクスのミッションは、このKGI達成のためにサ
プライチェーンで繋がる個社が連携して、「流通」（物流＋商流）
をマネジメント（コントロール）すること。
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Meta Logistics!
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ー地球経営のためのロジスティクスー

ー地球経営のためのロジスティクスの変容ー

ー宇宙船地球号のためのロジスティクスー

ー宇宙船地球号操縦のためのロジスティクスー

ー持続可能社会のためのロジスティクスー

ー持続可能社会構築のためのロジスティクスー
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おわり

http://jda.jaxa.jp/jda/p4_download_j.php?mode=level&f_id=15208&time=N&genre=5&category=5025


