
5月開催予定のフォーラムに向け
事務局が再構成した企画骨子を
審議

2020年５月14日㈭・15日㈮の両日，東
京流通センター（東京都大田区）で
開催される注目イベント，「アジア・
シームレス物流フォーラム（ASLF）
2020」〔主催（一社）日本マテリアル
フロー研究センター（JMFI）／企画・
運営㈱流通研究社〕に向けて，第
２回企画・実行委員会が１月31日，
都内のJMFI会議室で開催された。
当日は委員と主催および企画・運
営等の関係者40余名が出席した。

回からJMFIの主催，流通研究社が企画・
運営を担当する体制に変更し，JETRO
やJICA等，多数の政府系機関や関連団
体からの後援に，国土交通省・経済産業
省も加わることで，国内屈指の物流イベ
ントとして発展を続けている。

近年の物流業界は，グローバル化に加
えて，昨年来の業界挙げての一大テーマ
となっているホワイト物流・働き方改革
をはじめ，今年の東京2020大会での物流
対策，自然災害対応，デジタルトランス
フォーメーション（DX）・自動化等，国内
においても様々な形でシームレス化・高
度化が求められており，次回の第９回フ
ォーラムでは，これらのニーズに応える
充実した企画内容が期待されている。

企画・実行委員会には，我が国を代表
する製配販の荷主や物流事業者，ICT，
MHメーカー等の企業および省庁・団体
から，38名の委員と３名のオブザーバー
が名を連ねている。当日は，川野信夫
JMFI事務局長の司会進行のもと，小林
史男JMFI専務理事が開会の挨拶に立
ち，今回の委員会を第１回の審議を受け
た事務局提案を行い，第３回委員会に向
けた意見集約を行う審議の場としたい主
旨を説明した。続いて，初参加の委員の
紹介を経て，議長を企画・実行委員長で
ある堀尾 仁JMFI理事（味の素㈱理事・物
流企画部長）に委ね，審議が開始された。

審議事項①として，ASLF企画・実行
統括の菊田一郎JMFI常務理事から前回

本フォーラムは国内産業のグローバル
化進展に伴い，物流・サプライチェーン
にもシームレスな国際対応がますます求
められている中，2012年に流通研究社の
主催で第１回がスタート。2017年の第６

菊田一郎 JMFI常務理事堀尾 仁 企画・実行委員長小林史男 JMFI専務理事川野信夫 JMFI事務局長
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「アジア善隣物流」で日本とアジアの
協働・共創プラットフォームを!

アジア・シームレス物流
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第2回企画・実行委員会を開催
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審議を受けた検討ポイントと対応の方向
性，企画の改善ポイント等を説明した。
まず2020年の共通テーマは従来通り，

〈「アジア善隣物流」で日本とアジアの協
働・共創プラットフォームを！〉のスロー
ガンと，〈《コ

つ な が る

ネクト》へのテクノロジー＆
サービス〉のサブスローガンを本年も引
き継ぐが，2020年の強調テーマとして

〈サプライチェーンのコネクティビティ高
度化に挑む〉を新たに設定。サブタイト
ルは〈「標準化」「見える化」「デジタル化

（DX）」で「物流ホワイト化」「安全・環境・
サスティナビリティ」「アジア連携」を支
援〉とする改善案を提出した。

また，ASLFフォーラムの核の１つとな
るセッション・セミナー企画では，物流
BCP特設ゾーンと環日本海・対災害BCP
物流ネットワークのセッションをはじ
め，特設展示ゾーンとセミナー・セッシ
ョンを連動させ，来場者にアピールする
多彩な企画を推進。来場者のターゲティ
ングとしては，荷主の来場者拡大を最優
先として注力するため，荷主目線の課題
解決テーマを強化するほか，ロボティク
スやDX，東京大会等，旬なテーマを取
り揃えるほか，注目企業の講師やパネラ
ーの強化も図る。

このほか，展示コーナーへの来場者の
誘導を喫緊の課題と位置づけ，セッショ
ンの時間配分を再考。例えば，同じ階の
２会場の進行時間のずれが従来15～30
分程度だったが，これを約60分ずらすこ
とにより，セミナーの重複でその階の展
示コーナーの観覧者が減少する時間帯を
最低限に縮小する等，来場者の動線を意
識した様々な工夫も検討していく。海外
団体や後援団体，委員，出展各社との連
携強化を進め，海外や学生等の新規来場
者の獲得を図る考えも表明した。

建設的な意見が多数，
議論は活発に

以上の事務局提案を受け，審議事項②
として堀尾議長の進行で，出席委員から
意見を聴取。委員の事務局提案に対する
意見としては，「企画内容はさらにレベ
ルアップしている」「前回出たキーワード
が整理され，セッションもきれいに並ん
でいるので来場しやすくなった」「パネル
ディスカッションの本数がさらに充実し
た」「関係者・業界に広く参加を呼びかけ
ていきたい」等，賛同の声が多数寄せら

れた。
一方で，「顧客の定義を明確化し，総

花的にならない企画とすることで，業界
別でなく文字通りシームレスな社会課題
を追って欲しい」「ロボット化がすぐでき
ない中小向けのコンテンツも必要では」

「途中退席については，店舗の動線と同
じく，出る人は立ち見としてもらえるよう，
椅子の配置等の工夫を」等の建設的な意
見も多く，活発な議論の場となった。

また，当日の委員会のオブザーバーは，
経済産業省の内田隆物流企画室長が所用
により欠席，国土交通省大臣官房参事官

（国際物流）の宮島正悟氏が参加した。同

氏は，「セミナー会場にはもっと流動的
に，来場者が出入りするのが当たり前と
考えるのも１つの考え方。事務局から依
頼のあった『ASEANスマートコールド
チェーンセッション』に関しては，現在
調整中で，関係者を招くパネルディスカ
ッションとする方向で企画を練っている」
と述べた。

最後に堀尾議長は，「前回出たあれだ
けの意見とキーワードをきれいに取りま
とめてくれた事務局に敬意を表したい。
特にセッションは塊が見えるように上手
く整理されており，展示会とのつながり
も見えてきた。委員の皆さんの意見も高

図表1 ASLF2020企画・実行委員 ＊2020年1月31日現在，順不同・敬称略（ASLF事務局まとめ）

委員長 味の素㈱｜上席理事 食品事業本部 物流企画部長 堀尾　仁
副委員長 日本通運㈱｜事業開発部長 坂田道治

委員

㈱イトーヨーカ堂｜物流企画開発部 総括マネジャー 松浦　敦
㈱ニトリホールディングス｜上席執行役員（㈱ホームロジスティクス｜代表取締役社長） 五十嵐明生
㈱メディセオ｜上席執行役員 ロジスティクス本部長 若菜　純
三菱食品㈱｜ロジスティクス本部長 千田　建
㈱日本アクセス｜常務執行役員 ロジスティクス管掌 宇佐美文俊
トラスコ中山㈱｜東京本社 取締役 物流本部 本部長 直吉秀樹
キユーピー㈱｜上席執行役員 ロジスティクス本部 本部長 藤田正美
ユニリーバ・ジャパン・サービス㈱｜代表取締役 三浦　聡
㈱ブリヂストン｜海外業務本部 輸出物流部長 波多野学
㈱LIXIL｜常務役員 物流・購買統括部 統括部長 鎌内浩司
伊藤忠商事㈱｜物流物資部 部長代行  末吉牧人
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱｜代表取締役社長 金井宏芳

SGHグローバル・ジャパン㈱｜代表取締役 正代　誠
山九㈱｜ロジスティクス・ソリューション事業本部 企画部 部長 岩丸克之
センコーグループホールディングス㈱｜経営戦略室 物流経営研究所 所長 藤原正邦
㈱セイノー情報サービス｜常務取締役 東京本社担当 第一営業担当・第二営業担当 松本充博
㈱日立物流｜IT戦略本部 担当本部長 兼 デジタルビジネス推進部長 佐野直人
三井倉庫ロジスティクス㈱｜執行役員 ビジネスソリューション本部 石川輝雄
㈱丸和運輸機関｜営業企画部 部長 前多靖広

CMA CGM JAPAN㈱｜代表取締役社長 恵谷　洋
大和ハウス工業㈱｜取締役常務執行役員 建築事業推進部長 浦川竜哉
ソフトバンク ロボティクス㈱｜顧問 松浦　学
日本アイ・ビー・エム㈱｜流通サービス事業部 AI-IoT推進部 部長 大矢幸雄
日本電気㈱｜交通・物流ソリューション事業部 ソリューション推進部 部長 武藤裕美
㈱NTTデータ｜第一公共事業本部第二公共事業部 貿易物流ソリューション担当 部長 安部雅哉
伊藤忠テクノソリューションズ㈱｜未来技術研究所 SCMコンサルタント 長谷川真一
㈱ダイフク｜執行役員 FA&DA事業部 営業本部長 鳥谷則仁
㈱豊田自動織機｜トヨタL&Fカンパニー 国内営業部 部長 小倉　崇
トヨタモビリティサービス㈱｜フリート営業企画部 担当部長 黒野英明
日本パレットレンタル｜経営企画部長 兼 広報グループ長 新井 健文
三甲㈱｜専務取締役 営業部長 赤星慎一郎
独立行政法人 日本貿易振興機構（JETRO）｜海外調査部 アジア大洋州課長 小島英太郎
（一社）日本物流団体連合会｜理事 事務局長 宿谷　肇
（一社）日本アパレル・ファッション産業協会｜事務局長 境　泰志
（一財）流通システム開発センター｜常務理事 金子　実
（一社）日本パレット協会｜専務理事 福本博二

オブザ
ーバー

国土交通省｜大臣官房参事官（国際物流） 宮島正悟
経済産業省｜商務情報政策局 商務・サービスグループ 消費経済企画室長 兼
物流企画室長 内田　隆

独立行政法人 国際協力機構（JICA）｜東南アジア・大洋州部
計画・ASEAN連携課 参事役兼課長 丸山英朗
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度化しているので，大変だと思うが，本
日の意見も生かして，さらに工夫してい

ただきたい」と議論をまとめた。
続いて，坂田道治副委員長（日本通運

㈱事業開発部長兼お客様相談センタ
ー所長）に議長を交代し，補足審
議と質疑応答の議事を進行した。
その中では長年の課題であるグロ
ーバル視点の企画充実に加えて，
コロナウィルス問題が大きな課題
になってきており，チャイナリスク
にどう備えるかも課題になるとの
意見もあった。また，将来的にフ
ォーラムの有料化を検討すべきで

は，との意見もあったが，来年以降の課
題とし，充実した審議は終了した。

＊
ASLF2020は国土交通省，経済産業省，

タイ王国大使館，（独法）日本貿易振興機
構（JETRO），（独法）国際協力機構（JICA），

（一社）日本物流団体連合会をはじめ，約
30の内外の省庁・関連団体・組織の後援・
協賛を得ている。また，出展申し込みに
いては，下記のASLF2020運営事務局ま
でお問い合わせを（次頁を参照）。

 

ASLF2020出展・企画に関する問い合わせ先 主催

株式会社 流通研究社　アジア・シームレス物流フォーラム運営事務局 一般社団法人 日本マテリアルフロー研究センター（JMFI）

〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-47-6  パレス南池袋201 〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-47-6  パレス南池袋202
［TEL］03-3988-2661　［FAX］03-3980-6588　［URL］https://mf-p.jp/ ［TEL］03-3988-2671　［FAX］03-6825-5565　［URL］https://ryuken-jm�.or.jp/

図表2 ASLF2020セミナー・セッション企画骨子案（依頼中含む。今後，内容・時間帯を調整することがあります）

坂田道治
企画・実行副委員長

国土交通省の宮島正悟
大臣官房審議官（国際物流）

A 政策連携セッション①
《日本のアジア連携物流政策》

D チャイナ・セッション
中国の先端自動化技術事例を予定

G 連携セッション①
《協働/コネクト/シェアリング①》

J 物流DX（デジタルトランスフォーメーション）
セッション①

◦基調講演／
…国土交通省 国際物流課長
…経済産業省 物流企画室長ほか

◦物流・IT取り組み事例
…中国の物流・流通関連団体代表
　（調整中）

◦《パネルディスカッション》荷主と物流の
連携・協働で幹線共同輸送～物流危機克
服へ多業種ノウハウ結集で共同プラット
フォーム
…酒類メーカー・菓子メーカー，連携物
流企業，プラットフォーム提供企業など

◦取り組み事例／ブロックチェーン，見え
る化・共有，DX事例
…ジョンソン&ジョンソンなど

◦ロジスティクス4.0とDX時代のサプライ
チェーン・ロジスティクス
…ローランドベルガー

B 政策連携セッション②
《災害対応ロジスティクス/BCP》

E アジア・セッション①
《タイ，インドほか》

H 連携セッション②
《協働/コネクト/シェアリング②》

K 物流DX（デジタルトランスフォーメーション）
セッション②

◦《パネルディスカッション》東アジア環
海・対災害BCPネットワーク
…サンスター，新日本海フェリー，陸運
企業，国土交通省ほか

◦物流・IT取り組み事例　
◦タイ王国のロジスティクス戦略と日系企
業の連携
…在京タイ王国大使館　

◦ASEAN，インド地域の開発支援の最新
動向
…国際協力機構（JICA）

◦《パネルディスカッション》物流情報のデ
ジタル化と標準化・企業間の連携へ～デ
ジタルロジスティクス推進協議会の協働
チャレンジ

◦物流DX事例
…SGホールディングス，大手EC企業／
ネットスーパーなど

C 政策連携セッション③
《海運とBCP/ESG/環境保護》

F アジア・セッション②
《ベトナム，インドネシア等その他ASEAN》

I アジア物流不動産特別セッション L SIP/スマート物流・特別セッション
《AI/IoT・見える化》

◦取り組み事例／港湾・海運，緊急支援物
資供給プロジェクト，地球環境保護と物
流支援など

◦物流・IT取り組み事例　
◦アジアの貿易現場で起こる諸問題と実態
…（独法）日本貿易機構（JETRO）

◦《パネルディスカッション》アジア・日本
の物流不動産開発の今後と展望
…代表企業各社にパネラー依頼予定

◦SIP/スマート物流サービスの取り組み～
物流情報見える化・共有化で全体最適へ
…SIP・田中プログラムディレクター

◦SIPスマート物流チャレンジ報告
…研究開発A／日用消費財，ドラッグス
トア・コンビニ，医薬品医療機器，地域
物流など
…研究開発B／各種自動データ収集技術

M 政策連携セッション④
《ASEANスマートコールドチェーン》

P 物流ロボティクスセッション①
《自動化・省力化・働き方改革》

S 物流・近未来トレンド
《ロジスティクス2030》

V リテール物流セッション①
《物流・流通政策への提言》

◦「ASEANスマートコールドチェーン」推進
施策の実施状況
…国土交通省＋物流企業，コールドチェ
ーン支援企業 ほか

◦ユーザー事例発表
…日本通運

◦物流・IT取り組み事例

◦2030年のサプライチェーン・ロジスティ
クス
…関連団体と高度ロジスティクス研究グ
ループ他に依頼予定
…IT企業，日用品など消費財メーカー，
ロジスティクス団体

◦《パネルディスカッション》我が国物流・
流通の未来へ，産業界と国策のあるべき
方向性は?
…注目量販店，SPA企業，専門店等の物
流キーマン

N 政策連携セッション⑤
《ホワイト物流/働き方改革》

Q 物流ロボティクスセッション②
《自動化・省力化・働き方改革》

T 食品・薬品サプライチェーン
《コールドチェーン/医療機器》

Wリテール物流セッション②
《小売物流の未来》

◦《パネルディスカッション》持続的・安定的
な強い物流を! 「ホワイト物流」への挑戦
と展望⑵
…日通総合研究所，キユーピー，日本アク
セス，物流企業，国土交通省など

◦物流・IT取り組み事例
◦先端ロボットユーザー大集結／物流現場
作業 自動化・省力化の限界にチャレンジ！
…アスクル，PALTAC，トラスコ中山

◦食品メーカー，医薬or医療機器メーカー
ほか

◦《パネルディスカッション》競争から「共
送」へ，持続可能な小売物流の未来を探る
…注目SM各社／ラルズ，バロー，エイ
チ・ツー・オーリテイリングなど

O 政策連携セッション⑥
《ソーシャルロジ/ラストマイル，東京2020》

R 物流ロボティクスセッション③
《自動化・省力化・働き方改革》

U EC物流セッション
《再配達削減/シェアリング/越境EC》

X シェアリングロジセッション
《コネクト，シェア&テクノロジー》

◦MaaS事例発表など
◦東京2020大会と大会物流
…東京都 オリンピック・パラリンピック
準備局 大会施設部 輸送課

◦東京2020大会への取り組み／ドローン
によるラストマイル配送
…国土交通省

◦物流ロボティクス最先端トレンド
…ロボット技術ベンダー，ロボットユー
ザー

◦大手EC企業／ネットスーパーなど ◦《パネルディスカッション》フィジカルイ
ンターネット／シェアリングによるサプ
ライチェーン・ロジスティクスの未来
…ヤマトグループ総合研究所，東京大学，

JMFIシェアリング・ロジスティクス研
究会 リーダー
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