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㈶日本気象協会
流通ロス削減省エネプロジェクト
気象予報共有で物流を変える
情報を持ち、ＰＯＳ（販売時点情報
管理）データに基づいて需要予測を

会（本社東京）は、予報で物流を大

とは周知の通りだが、㈶日本気象協

経済が気象に大きく左右されるこ

通段階でズレが生じたり、ミスマッ

しているとはいえず、そのため、流

測で使用しているデータは十分共有

しかし、製・配・販各社が需要予

行ってきた。

きく変える取り組み《需要予測の精

チ（予測の誤差）が起き、商品の廃

需要予測の精度向上
画期的な取り組みへ

度向上で食品のロス削減、省エネ物

棄や返品のムダを生じてきた。

気象協会が気象情報を中心に高度

流プロジェクト》をたち上げた。
な需要予測をたてた上、食品メーカ
業（販）と需要予測を共有、食品の

部にわたり解析、高度な需要予測を

が気象情報プラスＰＯＳデータを細

このプロジェクトは日本気象協会

予測精度の向上で
共通のデータ活用

ロス削減、返品、返送、回収、廃棄

した上で、製・配・販の各部門に提

ー（製）
、卸売事業（配）
、小売り事

の段階を削減、さらに不要に生じる

供、
気象情報には﹁アンサンブル（集
団）予測﹂を用いた長期予報を活用、

二酸化炭素５％削減を目指そうとい
つまり、製・配・販を気象情報で

需要予測の精度を向上させるという

う画期的な取り組み。
連携、ムダを減らそうというもので
食品の物流では一般的に製・配・

生させている二酸化炭素を削減、一

これによって商品ロスやむだに発

国内初の試みとして注目されている。 システム。
販の各事業者がそれぞれ独自に気象

方、賞味期限の比較的長いものとし

て﹁麺つゆ類﹂を選び、平成 年以

を﹁豆腐﹂
、
﹁麺つゆ・鍋つゆ﹂の２

段階で適正な在庫、商品のスムーズ

トケースとして範囲を拡大、各流通

降は対象商品を食品に限らず、テス

品目に絞り、
﹁豆腐﹂は気象情報に

メリットが得

な供給により、結果的に消費者にも

られるプロジ

ェクトを目指

す。

同プロジェ

クトには学識

経験者として

立教大学大学

院ビジネスデ

ザイン研究科

教授張輝氏、

気象庁気候リ

スク対策官、

中三川浩氏、

テクニカルソ

リューション

ズ株式会社代

表取締役、勝

呂隆男氏らが

参画する。
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石二鳥のプロジェクトといえる。
プロジェクトの取り組みは、平成
年度にはまず関東地域。対象商品

27

よって大きく左右される日配品。一

26

㈱ イ ト ー キ
近未来オフィスＵ＆Ｉ空間プロジェクト

理解を深めたり、新奇なアイデアが
多く生まれるよう積極的な場を演出
している。

オフィスコンセプト
の特徴と概要

グループワークで創造的なアウト

プットを得るためには参加者が相互

日本ユニシスは人と人とのコミュ

は、人のように文脈を理解、場の空

オフィスＵ＆Ｉ空間プロジェクト﹂

に刺激し合うことが肝要。
﹁近未来

ニケーションに交ざり、コミュニケ

日本ユニシスの
これまでの取り組み

めるため、持続的にイノベーション

気を読む、そんな﹁コモンセンスＡ

高い創造性発揮できる空間構築
イトーキ（本社大阪市）と日本ユ

Ｉ﹂という頭脳をもった会議室がも

う１人の参加者として議論の場に参

ーションをサポートするコンピュー

加、アイデアを出したり、合意形成

ターの実現を目的に、人間がコミュ
ニケーションを取る時の前提として

をサポートしてくれる そんな会議

を起こす新たな着想を生む協創的コ

共有している背景知識や感覚を備え

室が考えられている。

ミュニケーションの場が求められて

た人工知能の研究開発を鋭意進めて

ニシス（本社東京）は、より高い創

創造性はある特定のクリエイター

きた。

造性が発揮できる空間の構築を目ざ

だけのものではなく、あらゆるワー

す独創的コミュニケーションを支援、 いる。
共同研究﹁近未来オフィスＵ＆Ｉ空

カーに望まれる能力で、企業成長の

導くひとつのカギは人と人、人と情

イトーキでは、新たな価値創造へ

期的なコミュニケーション﹂の創造

た﹁近未来オフィスの協創的かつ画

は、両社の強みの相乗効果を発揮し

を皮切りに日本ユニシスとイトーキ

を推進する。

報のコミュニケーションととらえて
このため長年にわたってオフィス

きた。

今回の共同研究成果の第一弾試作

今後の展開

間プロジェクト﹂をこのほどスター
原動力となっている。

近未来オフィスＵ＆Ｉ空間の
プロジェクトが目ざす近未来
オフィス空間
近未来のオフィス空間は人々の
﹁フェイストゥフェイス﹂による創

イトーキのこれまでの
取り組み

トさせた。
共同研究は日本ユニシスの人工知
能とイトーキの最先端ワークスタイ
ル・デザインを融合することで、人
と人とのコミュニケーションを支え
るクリエーティブワークのためのオ
その第一弾としてコンセプトを具

フィスコンセプトを提案。

現化するオフィス空間の試作を公開。 造的なコミュニケーションがいたる

ロトタイピングならびに実証実験を

Ｕ＆Ｉ空間プロジェクト﹂としてプ

また、共同研究﹁近未来オフィス
またＩＣＴを活用、
実世界空間
（オ

通じて、近未来オフィス空間を支援

の創造性を追求。
フィス）
と情報空間
（コンピュータ）

するシステムの３年後の製品化を目

ところで生まれるように仕組まれる

が相互作用するシームレスな融合デ

指す。

場となる。
カフェや窓際コーナー、会議室な

ザインの研究開発をプロトタイピン

この試作ではグループワークにおけ

ど、人が集うところに埋め込まれた

グ（実際に稼動するモデルの作成）
を進めてきた。

知性を持つ設備がそこに生じるコミ
が互いに相手の考えていることへの

ュニケーションの目的を察して各々

る発想や共通認識を形成するための
コミュニケーションを強化するオフ
ィス空間を体験できる。

背 景
現在、企業は国際競争力をより高
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アサヒビール㈱
﹁アサヒの森﹂
森林経営の取り組み評価
林野庁長官賞を受賞

境ビジョン２０２０﹂を設定、
﹁低

アサヒビールは２０１０年、
﹁環

地域住民に親しまれている。

の森﹂から学んでもらう森林環境教

護者の野外での森林教育を通じて環

また、２０１１年からは子供と保

ど森林の役割の重要性をアピール、

経営、水を蓄える働きや地盤保持な

ローム㈱（本社京都市）はＨＥＶ

さらに標準化が進む自動車業界に

のものに比べ最大５％と大幅に向上。

能にし、同時に電力変換効率を従来
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役割、環境保全の大切さを﹁アサヒ
育﹁アサヒ森の子塾﹂を展開してい

築﹂
﹁生物多様性の保全﹂
﹁自然の恵

炭素社会の構築﹂
﹁循環型社会の構

みの啓発﹂を重点課題として掲げて

る。
２００９年からは林野庁と共同で

いる。また、アサヒビールは﹁アサ

広島県庄原市比和小学校の生徒を対
象に森林環境教育
﹁森と水の学習会﹂

当初ビール瓶の王冠の裏地に使用し

今後も社会貢献に全力を注ぎたいと

ヒの森﹂を通じて、持続可能な森林

ていたコルクの代用材としてアベマ

境の大切さを学ぶ森林環境イベント

いう。

アサヒビールの前身、大日本麦酒が、 も実施。

行事で
﹁アサヒの森﹂（広島県庄原市）
キの樹皮を必要とし、広島県の山林

﹁アサヒの森、自然学園﹂を実施、

アサヒビール（本社東京・小路明

の森林経営の取り組みが評価され、

を購入したのがはじまり。１９６０

善社長）は第 回全国林業経営推奨

﹁林野庁長官賞﹂の受賞に輝いた。

㈱

年代からヒノキ、スギの本格的植林

ム

﹁アサヒの森﹂は広島県庄原市や

現在は、森林経営計画に基づいて

アイドリングストップ搭載車の

ー

に着手、社員の手で森を育ててきた。

６５㌶、東京ドーム４６３個分に相

～ 年生のヒノキ、スギを対象と
50

した間伐材を市場に出荷。２００１

40

ロ

三次市の か所に点在、総面積２１
当。健全な森林の維持、持続可能な

やＥＶなど自動車の電動パワーステ

たいして、さまざまなマイコンに適

体制で量産を開始。生産拠点は前工

10

森林経営に取り組んできた。

「アサヒの森」
自然学園（広島県）

マイコン向け汎用システム開発

アリング、燃料噴射装置に使われる

応できるよう起動シーケンス設定機

２０１４年３月からすでにサンプ

高性能かつ各種マイコンに最適なシ

ル出荷（５００円／個税抜き）して

ステム電源﹁ＢＤ３９００１ＥＫＶ
独自の新しい昇降圧自動切り替え

おり、同年 月から当面日産 万個

能を搭載している。
制御方式を採用したことで、バッテ

ＩＣ﹂を開発した。

リー電圧が降下するアイドリングス
トップ後にも安定した電圧供給を可

12
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﹁アサヒの森﹂は遠く１９４１年、 年には小学生を対象に森林が荷なう

森林教育を通じ環境の大切さ学ぶ
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程をローム浜松工場（浜松市）
、後

駆使、耐圧 Ｖと最低駆動電圧４Ｖ
という幅広い入力電圧範囲を実現。

－

工程をＲＯＨＭ Ｅ ｅｃｔｒｏｎ
また、アイドリングストップ対応の

近年、自動車業界はプラットフォ
リー電圧変動（５Ｖ以下）時にもマ

制御方式を採用したことで、バッテ

三井不動産㈱

﹁結の場﹂プロジェクトに連携

「復興マルシェ」を拡大開催

くの人が集まる場所で、復興途上の

イコンに必要なＳＶを安定して供給

地域特産品販売・調理販売を行うこ

ームの統一化（標準化）が進められ

三井不動産グループは、東日本大

ており、使用部品の共通化が世界的

震災復興支援の一環として、宮城県

とで、経済的支援を行うとともに、

でき、併せて電力変換効率もこれま

石巻市や気仙沼市の水産加工品、特

被災地企業の認知度、観光誘致促進

に進んでいる。これまではカスタム

昇降圧自動切り換え制御方式によ

産物の販売﹁東北復興マルシェ２０

でのもの比較、最大５％向上してい

る可変のプライマリ電源を基準に、

る。

し、どんなマイコンにも使用可能で、

マイコンのコア用電源（３、３ＶＤ、 １４﹂を拡大、開催した。

性の高い専用電源や特定用途向けの

さまざまな状況に適応できる製品が

ＤＣ／ＤＣ）
、 用電源（ＳＶ、Ｌ

ドリングストップ搭載車が増加して

また、低燃費化の要求によりアイ

るウインドウ式ウオッチドッグタイ

に加えて、マイコンの動作を監視す

ＤＯ）という常に安定した電源機能

みとして東日本大震災被災地での研

催。

を﹁日本橋室町マルシェ﹂として開

る精神力を学んだり、自らの防災意

いを受け止めるとともに震災に対す

見たり、被災を経験した人々の話を

員研修は、被災地の現状をつぶさに

また、東日本大震災被災地での社

などへの貢献が担い。

求められており、その傾向はますま

おり、アイドリングストップ後のバ

マー機能などの各種監視機能による

修を三井不動産社員に向け実施。こ

また、２０１４年 月には初の試

聞くことにより、被災地の方々の思

ッテリー変動（クランキング）マイ

高い信頼性も同時にかつコンパクト

コンが誤動作しない対策が求められ

５月の研修には 人の三井不動産
でクラッキング時にも安定動作、同

①新しい昇降圧自動切り換え制御

ゆる経営課題などの経営資源を効果

大震災の被災地域企業が抱えるあら

委員会”のメンバーとして、東日本

は街づくりの本業を通じて、社会に

これまでにも三井不動産グループ

同社は“結の場プロジェクト実行

応、汎用性が高く、標準化の流れに

時に従来の品に比べ最大５％向上と

新製品の特徴

に提供。

沿ったアイドリングストップ後も安

社員が参加した。

定した電圧供給が可能な電源ＩＣを

ざまな社会貢献活動に取り組んでき

－

トレットパーク仙台港﹂など三井不

﹁霞が関ビルディング﹂
﹁三井アウ

の場﹄
﹂に加わり、被災地企業の販

オフィスビルや商業施設が集中、多

今回の﹁復興マルシェ﹂の拡大は、

た。

貢献、各部門の事業展開に伴うさま
②マイコンを選ばない起動シーケ
③高信頼マイコンを実現するウィ

ンス設定機能。
ンドウ式ウォッチドッグタイマー。

路拡大など支援している。

的につなぐ
﹁地域復興マッチング
﹃結

㈱ロームはこれらにもいち早く対

11

なる省エネ性能の実現。

25

ている。

識の向上をはかった。

¹⁄₀

れは５月の研修に続き２度目。

今年で２回目となる
﹁霞マルシェ﹂

すの加速が推測されている。

高性能品が要求されていたのにたい

ｉｎｃ（フィリピン）で行ってきた。 ために、新しい昇降圧自動切り換え

ｉｃｓ Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ

40

開発した。
﹁ＢＤ３９００１ＥＫＶ Ｃはパ
ｍのＢｉＣＤＭＯＳを採用、ロー

ワー系最先端プロセスである０・

35

ムが得意とするアナログ設計技術を

●月刊公論 2015． 1

55

µ

日本の経済成長を牽引

企業NEWS

コ ス モ 石 油
全世界に緑化プロジェクト

がいま世界中に広がっている。なか

コスモ石油のエコカード基金活動

植林、植林後の管理の支援をしてい

ド沿いの植林地域の農家の苗木育成、

プロジェクトチームはシルクロー

エコカード基金、各地で大活躍

井ビルの職域食堂で復興支援ランチ
でもシルクロードの緑化は地元住民

嶺山脈での植林のほかパプアニュー

ど人と森をつなぐプロジェクトを展

開、文字通り﹁ココロも満タン﹂で

環境問題に取り組んでいる。
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動産が管理する施設にマルシェを開
催したほか、
﹁新宿三井ビルディン
グ﹂
﹁虎ノ門ツインビルディング﹂
をはじめ５棟の職域食堂で復興支援
の﹁結の場ランチ﹂を展開した。
マルシェ開催に加え、
﹁結の場﹂

メニュー開始、好評を博したため、

るがなかでもエコカード基金は苗木

初の飲食店の継続事業として新宿三

﹁虎ノ門ツインビルディング﹂
﹁新
の協力もあり、植林活動が活発だ。

がすことで緑化と貧困解消の効果が

木場センタービル﹂
﹁オーパルコー

寧夏回族自治区、甘粛省など複数の

原は、黄河の上流 山西省、陝西省、 られている。農家の自助努力をうな

購入、植林地管理の資金支援に充て

ティ大崎﹂へも順次導入、ランチに

シルクロードが通る中国の黄土高

東北産品の特別メニューも登場させ

期待されている。

ト大崎マークウエスト﹂
、
﹁ゲートシ

東北産品のランチが好評

省・自治区をまたぐ広い地域におよ

た。

２０１３年には甘粛省で沙棘の植
林活動を実施、約 ㌶の土地に７万
本の植林に成功、沙棘だけでなく、

この高原は中国北部の砂漠から飛

んでいる。
来する細かい砂が積もってできた土

乾燥に強い松や柳も混植。

の再開が期待されている。

意識が高く、日本からの植林ツアー

現地では日本からの支援に感謝の

地で地盤が固い半面、雨や風に侵食
その長い歴史の中でいつしか森林

されやすい。
が失われ、近年急激な砂漠化がすす
砂漠化の進行を止めるには森林の

ギニア、ソロモン諸島、ツバル、キ

コスモ石油はこのほか、中国の泰
復活が必要で、コスモ石油の緑化プ

リバスなど広範に緑化活動を展開し

んでいる。

ロジェクトは現地の気候に合った植

里山再生﹂
﹁アカマツの森再生﹂な

日本国内では、
﹁どんぐりの森、

物﹁沙棘（サジー）
﹂の植林に手がけ、 ている。
苗基地をつくるなど植林活動を支援
している。

中国・陝西省での植林事業

緑の耕作地づくり（ソロモン諸島）
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