
2000年以降世界は大きく変わりました。成長を続け
るアメリカと中国，停滞している日本と欧州。アメリカで
はGAFA，中国ではBAT，いずれも巨大プラットフォーマ
が誕生し，ネットビジネスを中心に世界を支配する勢い
で発展し続けています。そして製造業が強いドイツでは
2013年にIndustry4.0を国家戦略として採択し，グロー
バル競争力強化に力を入れています。

このような背景のもとで，我が国でも2016 年に
Society5.0を国家戦略と位置づけ，Society5.0の実現
を目指して，戦略的イノベーションプログラムはじめ，多
くのプログラムやプロジェクトを立ち上げました。我々
はSociety5.0が基幹技術の開発を中核に置きながら，産
業レベルでのプラットフォームを構築していくことを認

JMFIには，150社ほどの会員企業がそれぞれのロジスティクスの改善を目指して参集しており，その改善を実現する活動の土
俵になる役割を果たしたいと考えています。学会研究者（15名の学術研究員・JMFIホームページ参照）を通じて，経営工学の成果
を活用した業務改善の取り組みや，研修事業・シンポジウムを開催することを進めて行きます。
今回は，そのパイロット活動として「JMFI産学連携交流会」を開催します。これは，継続的に開催することを念頭におきながら，

秋には第1回産学連携交流会に発展させたいと思っております。皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。

（一社）日本マテリアルフロー研究センター（JMFI） 事務局長  川野信夫

テーマ 期日 開催方法

「物流DXへの道」 2022年3月16日㈬
9：30～16：30 Zoomウェビナー

識しており，そしてそれを実現するために産学が連携し
て努力しなければならないとの認識にも共感し，一般社
団法人として産学連携を強力に進めていくことを通じて
Socity5.0の実現に貢献したいと考えています。

今回のJMFI産学連携交流会は産学連携のパイロット活
動として開催されます。全体テーマは「物流DXへの道」と
し，企業における問題発見と問題解決の手法や戦略を紹
介することにしました。学の方からは方法論として管理
技術に関する手法と事例を紹介し，産の方からはDXの実
現のための取り組みについて紹介します。そして，今回の
パイロット活動の経験を踏まえて，錦秋の11月初旬に第
1回産学連携交流会を開催し，毎年続けていく予定です。
特に，産学連携においては人材育成が重要であると思っ
ており，今後は学生たちの産業界へのアクセス，そして人
生100年時代に向けて社会人の学び直しの場も提供して
いく所存です。皆様の積極的な参加，及びサポートを期待
していると同時に，より多くの方達がこの活動の重要性を
理解し，普及活動に加わって頂くことを切望しています。

JMFI産学連携交流会
事業開発推進会議  議長｜松川 弘明

パイロット

JMFI産学連携
交流会

（一社）日本マテリアルフロー研究センター（JMFI）が
産学連携推進し，シンポジウムを開催!!



講演 9：30～10：15
質疑応答 10：15～10：30

テーマ

自動化工場における
設備投資の
最適化事例

講師
慶應義塾大学
松川弘明氏

講演 10：30～11：15
質疑応答 11：15～11：30

テーマ

『協調物流』実現のための，
日用品ロジスティクスEDI
（物流DX）

講師
サンスターグループ
荒木協和氏

講演 11：30～12：15
質疑応答 12：15～12：30

テーマ
経営革新と
科学的先手管理

講師
早稲田大学
中島健一氏

近年，スマート工場やスマート物流が注
目されている。しかし，自動化設備を導入
しても思ったように生産性が上がらないケ
ースがある。1つの対策として，設備投資
においては償却問題最適化を考えるだけで
なく，市場の変化に柔軟に対応できるよう
な工場設計を工夫することが考えられる。

本講演では，高度に自動化された乳業メ
ーカーの工場を対象に，設備投資の最適化
事例を紹介する。設備投資をする時に考慮
する要因として，ピーク時の需要，需要の
ばらつき，主要設備の種類，価格，製品の
種類と生産ラインの数を取り上げる。その
うち，設備の選択，生産ラインの数，そし
て設備の生産ラインへの配置を意思決定
の対象とし，ピーク時の生産能力を確保し
ながら，普段の生産においては市場の需要
に合わせて生産能力を調整でき，さらに異
なる工程における生産能力のバランスを取
りやすくすることを目指す。 

本講演では1つの特殊な事例だけ紹介す
るが，この事例で用いた方法はDXにおけ
る1つの方法論として生産と物流における
他の類似問題にも適用できる。

略歴

東京工業大学理工学部経営工学専攻博士課程単位
取得退学し，助手に就任（1992年）。同年9月博士（工
学）号取得。1994年オリンパス光学工業に転職，深
圳工場行政部副経理，経理，工場の総経理助理を歴
任。1996年東京工業大学に戻り，専任講師，准教授
を歴任。2006年から慶應義塾大学の教授。主な学会
は日本経営工学会。学会評議員，委員長，理事，監
事，会長歴任。論文奨励賞（1993年）と学会賞（学術）
（2015年）受賞。OR学会会員，スケジューリング学
会会員，JOMSA会員，INFORMS会員，IJPEエディター。
その他，文部科学省大学設置審議会工学専門委員
会委員（平成21年～24年），物品識別標準化委員会
RFID標準化分科会（一般社団法人日本自動認識シス
テム協会）委員長（平成23年～24年），（独）大学評
価・学位授与機構学位審査会社会システム工学専門
委員会副委員長（平成27年～），（独）日本学術振興
会科学研究費委員会審査第二部会総合系複数細目
小委員会委員（平成26年），（独）日本学術振興会科
学研究費委員会審査第二部会複合領域Ⅰ小委員会
委員（平成27年），（独）日本学術振興会科学研究費
委員会挑戦的研究部会委員（平成28年），国土交通
省港湾ICT戦略研究会委員（平成20年～21年），平成
21年度特許出願技術動向調査（SCM）委員会（三菱
総合研究所特許庁受託事業）委員（平成21年）， SIP
スマート物流サービスのパイロットプロジェクト審
査委員，本プロジェクト審査委員（2019年）などを歴
任。現JMFI事業開発推進会議議長，ENAA「次世代ス
マート工場のエンジニアリング手法研究会」の主査。

近年，わが国では生産性革新や働き方改
革といったスローガンのもと，各企業にお
いて，さまざまな経営革新への取組みがな
されている。製品・サービスの質保証を前
提として，固有技術の向上・業務の改善・
効率化が求められるだけでなく，コスト低
減も要求されている。 

本講演では，企業活動におけるマネジメ
ントシステムを「管理技術」の側面から俯
瞰し，ヒト・モノ・カネ・情報といった経営
資源・プロセス管理の視点から経営革新に
ついて論じる。すなわち，インプットされ
た資源が，各プロセスを通じて，部品・製
品やサービスなどの付加価値をアウトプッ
トされる一連の企業活動を，経営システム
モデルとして体系的に捉える。 

また経営活動では，最小の時間で，より
高いレベルの成果が求められるため，慌て
て失敗をする場合も多々生じることとな
る。そのような失敗した結果に対しては，
急いで対策や改善の手を打つこととなり，
これを「後手管理」とよぶ。これに対して，
固有技術や経験などの知識を集めて，先手
が打てるようなプロセス管理を「先手管理」
とよぶ。ここでは，科学的な判断・行動に基
づき問題を事前に発生させず，さらに持続
可能な経営活動を展開するための「科学的
先手管理」についても紹介する。

略歴

1995年名古屋工業大学工学研究科生産システム工
学専攻博士課程修了，博士（工学）号を取得し，同
年大阪工業大学着任。同大学助手・講師・准教授を
経て2010年神奈川大学工学部教授， 2016～2017年
度同大学長補佐を務め，2018年4月早稲田大学社会
科学総合学術院教授，現在に至る。
1998年度マサチューセッツ工科大学Visiting assistant 
professor, 2003～2005年日本学術会議（第19期・第3
部）企業行動研究連絡委員会委員， 2017年～2020年
北京交通大学Adjunct professorを兼任。
2015年に東北大学より博士（経営学）号を取得。
主な学会活動として，（公社）日本経営工学会第35
期副会長，第27，31，34期理事，（一社）日本品質管
理 学 会 フ ェ ロ ー 会 員，第43，44年 度 理 事，
International Foundation for Production Research理 事，
Asia Pacific Industrial Engineering and Management 
Systems理事など。その他の活動として，（一財）日本
科学技術連盟 デミング賞審査委員会委員，（一財）
日本規格協会 ISO/TC69 SC4 国内委員会委員，Journal 
of Intelligent Manufacturing International Editorial Board，
神奈川県立産業技術総合研究所品質管理講習会講
師，鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト推進協議
会主催セミナー講師，AOTSスリランカ企業経営セミ
ナー講師，その他講師・改善指導など多数。

日用品メーカーの製商品の多くは，卸店
を経由して販売店へと流通しています。卸
店→メーカー間の商流（受発注）は，メーカ
ー約700社・卸約500社が同じVAN（Value 
Added Network：プラネット社）を共有
し，標準化された情報で交換されていま
す。しかしメーカー→卸間の物流は，各社・
各拠点が独自な改善を進めており，必ずし
も標準化されているとは言えません。この
結果，移動（運送）過程で歪みが生じ，拠点
への繋ぎ役である「運送＝ドライバー」に，
多くの負担が掛かっているのが現状です。

日用品業界では30年以上前から，メー
カー十数社による共同物流に取り組み，生
産性の向上やシームレス化を進めてきまし
た。しかしメーカー共同化だけでは，これ
から到来する物流クライシスを解消するこ
とは難しいだろう，と思えるようになって
きました。この解決策は，発・着荷主と物
流会社が連携＋協調して解消することが重
要であり，「物流DX」，即ちITC技術を活用
して，サプライチェーン全体の変革を行う
ことが必須と考えられます。

本講演では，日用品メーカーが取り組も
うとしている，商流情報と物流情報を連携
させた「ロジスティクスEDI」と，「実証実験
等で得た課題や解決案」を中心に，「協調物
流とロジスティクスEDI」についての展望
をご紹介したいと思います。

略歴

1994年サンスター開発入社。2004年物流企画部部
長。2006年SCM部部長。2008年取締役就任。サンス
ターグループ執行役員兼務。2015年サンスターグ
ループ理事就任。現在に至る。



講演 15：30～16：15
質疑応答 16：15～16：30

テーマ
医療用医薬品流通
について

講師
㈱メディセオ
若菜 純氏

講演 14：30～15：15
質疑応答 15：15～15：30

テーマ

経営学教育としての
ビジネス
シミュレーション

講師
横浜国立大学
田名部元成氏

講演 13：30～14：15
質疑応答 14：15～14：30

テーマ

SGホールディングス
グループにおける
DX戦略

講師
SGシステム㈱
谷口友彦氏

企業経営においては，企業戦略，会計，
マーケティング，オペレーションズ・マネジ
メントなど，経営学分野のさまざまな領域
における知識とスキルが求められる。しか
しながら，これらの知識を総合的な視点か
ら問題解決に適用し，望ましい解決策を得
るための能力開発は難しい。本講演では，
さまざまな視点からのものの見方や考え方
を関係者間で互いに構築しあい，問題解決
のためのより良い解を得るための方法，お
よび，そのような能力開発の方法としての
ビジネスシミュレーションを取り上げる。
特に，人間が参加することによりシミュレ
ーションを進行させるゲーミングシミュレ
ーションに焦点を当てて，その考え方と方
法，そして応用事例について紹介する。

また，横浜ビジネスゲーム（YBG）と呼ば
れる，経営学の教育や訓練，研究，問題解
決を目的としたビジネスゲームの開発と運
用を支援する総合的オンラインサービスプ
ラットフォーム，および，ゲーム設計者，教
育者，研究者，実務家で構成されるコミュ
ニティへのゲームや関連資料，情報提供や
ゲーム利活用支援サービスを提供する人
的な仕組みについても紹介する。

本講演で取り上げる方法の一部は，DX
推進において必要なる自社ビジネスを捉え
直して再定義する際にも適用することがで
きる。

略歴

1998年東京工業大学大学院総合理工学研究科システム
科学専攻博士後期課程修了，博士（工学）取得。同年，横
浜国立大学経営学部に専任講師として着任。その後，同
助教授・准教授，国際社会科学研究科教授（2012年）を経
て，2013年より現職。この間，米国アリゾナ大学電気情報
工学科訪問研究員（2006年），東京工業大学大学院社会理
工学研究科経営工学専攻内地研究員（2008年），横浜国立
大学情報基盤センター長（2015年～2019年），同国際戦略
推進機構企画推進部門長（2019年～2021年），同学長補
佐（2020年～）を歴任。現在，横浜国立大学において，ビ
ジネスシミュレーション研究拠長，ならびに，ネクスト・
アーバン・ラボ「ゲーミング横浜」ユニット長として，シミ
ュレーション&ゲーミングの教育研究および地域貢献活
動に従事。主要所属学会は，経営情報学会（JASMIN）。総
務担当理事，研究担当理事，PACIS2018実行委員会を歴
任し，2021年6月より会長に就任。Pacific Asia Conference 
on Information Systems （PACIS2018）では組織委員長を務
める。日本シミュレーション&ゲーミング学会（JASAG）で
は，2011年理事就任以来，副会長，学術委員長，学会誌
編集委員長を歴任。日本テレワーク学会では，理事・学
会誌編集委員長を経て，現在では顧問を担当。横断型基
幹科学技術研究団体連合元理事，横断型基幹科学技術
推進協議会元監事，Association for Business Simulation and 
Experiential Learning（ABSEL）元理事。現在，経営工学関連
学会協議会幹事，経営関連学会協議会評議員，情報シス
テム学会評議員，科学技術融合振興団理事。

医薬品卸売会社は生命と健康に欠かせ
ない医薬品を製薬メーカーから全国約23
万カ所に及ぶ病院・診療所・調剤薬局等を
はじめ，老健施設・ 歯科・動物病院等へ販
売しております。この流通を担う私たちは，
地震・台風等の自然災害や近年の新型コロ
ナウイルス感染症によるパンデミック禍に
おいても国や自治体，医療機関と連携して

「必要な時に」「必要な量を」「安心・安全に」
供給を努めて参りました。

医療用医薬品の流通は1961年に始まり
ました日本の国民皆保険制度下において人
口の増加，高齢化の進展により一定の成長
を遂げて参りましたが，近年少子高齢化・
生産年齢人口の減少に伴う財政逼迫により
社会保障費の抑制は避けられないものとな
りました。医薬品においても公的な薬価制
度の中で毎年の引き下げ，後発医薬品の使
用促進，高額医薬品の薬価見直しなど市場
全体が横ばいである一方で，物量は伸びて
おり在庫コストや配送コストも増加してお
ります。

このような環境下において医薬品卸も
従来の延長ではなく新たな業態転換と流
通価値を創造する施策をすすめておりま
す。「平時・有事を問わず安定供給を行う社
会維持機能」「地球温暖化による外気温上
昇へのGDP対応」「患者様までのトレーサ
ビリティと情報提供・副作用等情報収集機
能」など医療を支える基盤として活動して
おります。

ここには近年の技術革新による自動化・
省力化やIT活用やグリーン化など，社会の
新たなニーズに積極的に対応し，質が高く
効率的な医薬品流通のシステムに取り組ん
でおります。本講演では，当社の取り組み
と今後の課題について発表したいと思いま
す。

略歴

1983年クラヤ薬品㈱（現㈱メディセオ）入社。2016
年執行役員経営企画室長。2021年取締役ロジステ
ィクス本部長就任。現在に至る。

佐川急便を中核としたSGホールディン
グスグループでは，2005年～2012年に
ホストコンピューターをオープン化された
グループ共通のシステム基盤に刷新。その
際，IT人材のスキル移転を積極的に進め，
開発，保守・運用を内製化するなど，「2025
年の崖」は既に脱却しています。

その上で現在は『成長戦略=DX戦略』と
して位置づけ，「デジタル基盤の進化」「業
務の効率化」「サービスの強化」という大き
く3つの施策を中心にDXを推進しており
ます。
「デジタル基盤の進化」では，アジャイ

ル開発体制の強化，「業務の効率化」では，
AI・ロボティクス等の技術を活用した抜本
的な業務改革，「サービスの強化」ではプ
ラットフォームサービスの拡充といった，
様々な取り組みを推進しています。

本講演では，このようなSGホールディン
グスグループの経営戦略とDX戦略を一体
的に進めてきた歩みと今後の展望について
お話しいたします。

略歴

2002年フューチャーシステムコンサルティング（現
フューチャーアーキテクト）入社。2016年にSGシス
テム㈱の代表取締役社長に就任し，2019年よりSG
ホールディングス㈱の執行役員IT戦略担当，佐川急
便㈱の取締役を兼任している。



下記申込書にご記入の上，FAXまたはE-mailにてご送信，もしくはご郵送ください。

パイロット JMFI産学連携交流会　事務局行
FAX：03-6825-5565　E-mail：info@ryuken-jm�.or.jp

フ リ ガ ナ □ JMFI会員　　　□ 非会員

会 社 名

フ リ ガ ナ
Eメール
アドレス

※必ずご記入下さい参加者氏名

所属・役職

会 社 住 所

〒

連 絡 先 TEL： FAX：

フ リ ガ ナ □ JMFI会員　　　□ 非会員

会 社 名

フ リ ガ ナ
Eメール
アドレス

※必ずご記入下さい参加者氏名

所属・役職

会 社 住 所

〒

連 絡 先 TEL： FAX：

※用紙が足りない場合は恐れ入りますが，コピーしてお使い下さい。

日 時 2022年3月16日㈬  9：30～16：30

開催方法 Zoomウェビナー

参 加 費
JMFI会員 10,000円（税別）

非会員 20,000円（税別）

申込締切 2022年3月11日㈮

※お申し込み頂いた方に，後程Zoom参加URLをご連絡いたします。

＊お申込み後のキャンセルは，　以下のキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
◦開催1週間前以降…参加費の30%　◦開催日当日…参加費の全額

（一社）日本マテリアルフロー研究センター（JMFI）　パイロット JMFI産学連携交流会  事務局

〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-47-6 パレス南池袋2階
TEL：03-3988-2671　FAX：03-6825-5565　E-mail：info@ryuken-jm�.or.jp

お 申 込 み ／ お 問 い 合 わ せ 先

開 催 概 要


