
物流業界向け
DXサービス・ソリューション
Making DX a Reality



デジタルトランスフォーメーションに関して、ＦＰＴでは、日本の「改善」の原理に触発された「デジタル改善®」と呼ばれるデジタ
ル変革成功のためのＦＰＴ独自のメソトロジーを提唱しています。「デジタル改善®」は、デジタル変革プロジェクトにおいて失敗
を引き起こしやすい主な3つの要素である、「テーマが大きすぎる」「断片化する」「トップマネジメントと従業員間で意見の相違
が起きやすい」といった課題を解決することを目的に提唱されました。

手作業でエラーが発生しやすい
作業のコストを削減

4アクションのフレームワークのブルーオーシャン戦略を適用

ＦＰＴ Digital Kaizen® 

AI/RPAで処理時間と
ビジネスプロセスの速度を上げる

IT運用コスト、求人、
トレーニングを削減

運用効率の向上、予測保守、市場の効率性、
サプライチェーンの最適化の推進のために、
BPOデータサービスを作成

ボットの管理と非構造化データの処理を排
除するために、RPA 2.0（AI駆動の自動化テ
クノロジー）を介して商品化プロセスを作成
分析による意思決定に集中

管理コストを軽減

低スキルと反復的な
作業の工数を削減

適正価格で機能別の
センター・オブ・エクセレンスを設置

様々な要因からデジタル化や構造改革が加速する中、日本の物流業界が抱える課題も鮮明化されました。競争力を高め、新たな
付加価値を創造することに取り組むにあたって、多くの企業はこのような課題に直面しています。

出典：国土交通省「総合物流施策大網（2021年度～2025年度）概要」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001464774.pdf

物流のデジタル化や
構造改革を加速度的に
促進させる

● EC市場の急成長
● 新しい生活様式（非接触・非対面型物流）
● 物流の社会的価値の再認識

ＦＰＴ独自のメソドロジー「デジタル改善®」

物流業界を取り巻く環境の変化
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ドライバーや倉庫作業人材の人手不足

技術革新の進展（Society5.0） 新型コロナウイルスの感染拡大

SDGs対応

災害の激甚化・頻発化

生産年齢人口の減少・ドライバー不足

深夜・長時間など過酷な労働環境の改善

強靭で持続可能な物流ネットワークの構築 環境負荷低減

システム活用による輸配送の効率化 ECサイト利用者の増加による小口配送の増加

物流業界を取り巻く環境は様々な変化が生じています。
新型コロナウイルスの感染拡大だけでなく、AIやIoTなどの最先端技術の進展、
SDGsへの対応は物流のデジタル化を加速度的に促進させました。
企業は物流のデジタル化および構造改革を進めるにあたり直面する課題を迅速に解決し、
競争力を高めなければなりません。



物流業界のDXを加速させるため、
ＦＰＴは人工知能を活用した様々なソリューションを展開しています。
カスタマーサービス、フリートマネジメント、
スマート倉庫における課題の迅速な解決を支援します。

物流業界向け人工知能ベースソリューション

ドライバーモニタリングシステム

NextDrive DMS

フリートマネジメント

事故のリスクを軽減し、安全・安心な運転の実現を支援する
ために設計されたドライバーモニタリングシステム

各ソリューションの
詳細資料の
無料ダウンロードはこちら

声紋認証
ソリューション

音声除去
ソリューション

音声テキスト変換・
感情分析ソリューション

NamiSense

カスタマーサービス

人それぞれ異なる声紋を分析し、最短
わずか2.5秒で高精度な本人確認を提
供する、AIと機械学習を活用した安全
な声紋認証ソリューション

電話会議中に自分と相手側から聞こえ
てくる不要なバックグラウンドノイズを
リアルタイムで除去するソリューション

音声認識アルゴリズムにより音声を 
テキスト化し、話者の感情を分析する
ソリューション

自律走行搬送ロボット 行動分析ソリューションSaaS型需要予測ソリューション

NextAMR

スマート倉庫

AIを搭載した自律走行ロボットとして、
大規模な自律走行搬送ロボットの構築
を検討する物流業界のOEMに最適な
ソリューション

カメラを用い、顔認証、オフィスや工場
内の従業員の行動分析、倉庫内の監視
など多様な場面で活用することができ
る行動分析ソリューション

データ分析、機械学習モデル探索から
モデル運用までノーコードで実現する
ことができるSaaS型需要予測ソリュー
ション



ＦＰＴはグローバル大手企業25社を超えるロジスティクス企業を成長させるため、
250以上のソリューションを開発・カスタマイズしてきた経験を持っています。
複数の業界や市場にわたり、従来のロジスティクスを改革したり、
ビジネスを革新するためのソリューションを設計できる豊富なノウハウが蓄積されています。

事例

フリートマネジメント トラックの最適なルート作成

倉庫管理　集荷作業の効率化

1つの倉庫からエージェントに1日200件商品を配送するた
めに最適な配送ルートを検索し、作業効率を向上したい

さまざまな倉庫から複数の種類の商品を集める際の集荷作
業の時間短縮効率を向上したい

· 30秒以内という短時間で最適なルートを作成するこ 
　とができる
· ソリューション導入前と比較し、移動距離を15%削減

商品の保管場所が集荷作業の効率化に大きく影響している
という結論を出し、ソリューション導入以前と比較し集荷に
必要な移動距離を約50%削減

車両の管理者（オペレーター）が、ＦＰＴのルート最適化ソ
リューションを利用して、各ドライバーに配送依頼を割り当
てる

1. ビジネス上の観点
・作業を観察し、集荷時間に影響する要因を抽出
・データをレビューし上記で抽出した要因を検証
・ 抽出した要因は、ピッキングリストの割り当て、不適切な

集荷ルート、最適化されていない商品保管場所の3つの要
因がある

2. データ上の観点 
・ 集荷履歴のデータを収集し、非効率的な集荷パターン(同

じ数であっても集荷時間がかかるもの)を抽出
・より詳細なデータ分析を行い、原因を検出
・ 分析した結果、集荷担当者のパフォーマンスと商品保管

場所が主な原因であることが分かった

2012年に設立されたベトナムの商社

東京に本社を置く総合物流企業

お客様

お客様

お客様の課題

お客様の課題

成果

成果

ソリューション

ソリューション

最適なルート提案画面

ソリューション導入前後の移動距離の比較



ＦＰＴは、物流業界において長年の経験と知識を持つ開発・ITアウトソーシングサービスだけでなく、
ビジネスやDXに関するコンサルティングサービスを提供します。
さらに、革新的な製品と強力なパートナーシップを持ち合わせ、お客様のビジネス発展を支援します。

ドメイン・戦略パートナーシップ
ＦＰＴジャパンホールディングスは、セイノー情報サービスと協業パートナーシップを締結しています。ＦＰＴの持つ最先端テ
クノロジーやDXソリューション、セイノー情報サービスが持つ物流・SCMソリューションや上流・コンサルティングリソースといっ
た、両社の強みを活かしてお客様に新たな価値を提供します。

デジタル変革成功のためのＦＰＴ独自のメソトロジーである「デジタル改善®」と、提供サービスからお客様に主に以下の価値
をお届けします。

コンサルティングサービス
● ビジネスおよびIT戦略 ● 一般的なビジネス管理 ● デジタル変革

開発サービス
● 物流専用サービス

・宅配ITリノベーション
・宅配ITイノベーション
・特注のWMS・TMS開発
・倉庫運用業務の最適化
・空港システム開発

● 新世代テクノロジサービス
・人工知能
・データ分析・BI
・ロボティック・プロセス・オートメーション
・クラウド
・IoT・モビリティ
・ブロックチェーン

● アウトソーシングサービス
・アプリケーション開発
・組込みシステム
・テスティング
・運用保守
・レガシーマイグレーション
・BPO

● 小売
・次世代店舗システム・EC開発
・POS・決済システム・販売・
　マッチングシステム開発
・自店舗・アプリ連携
・OMO/オムニチャネル

ITアウトソーシングサービス
● 事務管理部門
　 技術サポート　

● クラウドマネージドサービス

● インフラまたはアプリケーション
　 技術サポート（レベル2とレベル3）

● ITネットワークと運用

● 技術サポート
　 ヘルプデスク（レベル1）

● インフラマネージドサービス

● セキュリティマネージドサービス
　 監視と監査、miniSOC、侵入テスト

● ITコールセンター

ＦＰＴが提供する価値

提供サービス

ビジネス促進 高品質コスト効率向上 新しい価値

最先端テクノロジー、DXソリューション、オフショア
リソースプール

物流・SCMソリューション、上流・コンサルティングリ
ソース、国内での豊富な導入展開経験

Total SCM │ WMS │ TMS │ Labor MS

ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社 株式会社 セイノー情報サービス

革新的な製品

® NamiSense

NextAMR NextDrive DMS

音声除去
ソリューション

声紋認証
ソリューション

自律走行搬送
ロボット

SaaS型需要予測
ソリューション

顧客データ
プラットフォーム

トランスフォーメーションを
加速させるコンテナプラットフォーム

ドライバーモニタリング
システム

エンタープライズブロック
チェーンプラットフォーム

DevOps
プラットフォーム

行動分析
ソリューション

音声テキスト変換・感情分析
ソリューション

従業員エンゲージメント
プラットフォーム

RPA
ソリューション



柔軟なグローバルオペレーションモデル
● オンサイト・ニアショア・オフショアを最大限に活用したベストショアモデルを提供
● 地域（言語/タイムゾーン）ごとに共有されるガバナンス体制

豊富な高品質エンジニアリングリソースプールの確保
● ＦＰＴグループの教育センターが毎年エンジニア体制の強化
● グローバルにおける最先端技術知識の横断展開

エンドツーエンドのデジタルサービス提供
● ビジネスコンサルティングから開発・運用保守まで、「アプリ/インフラ」の統合モデルにより、トータルITコスト

削減、IT管理体制のストリームライニングと幅広いデジタル化の確約
● 運用/サービス戦略とBPRのためのコンサルティングサービスの拡大

〒105-0011東京都港区芝公園1-7-6
KDX 浜松町プレイス6F　
TEL：03-6634-6868（代表）
メール：Fjp.contact@fsoft.com.vn

© 2022 FPT Japan Holdings Co., Ltd.

ＦＰＴジャパンホールディングスは、グループ全体で約37,000名を擁し、来る
2023年に創立35周年を迎えるベトナム最大級のICT企業ＦＰＴコーポレーション
において、海外に特化し、広範囲のITサービスを全世界のお客様に提供している
グループ企業ＦＰＴソフトウェアの日本法人です。東京を中心に国内9拠点を構え、
2005年の設立以来、日本企業に対する多数のITサービス提供実績を有しています。

ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

ＦＰＴは、15年以上にわたり、物流業界の世界トップクラスの物流サービスプロバイダー、
運送業、小売業、製造業、航空業などのお客様に対し、
数多くのサービスとソリューションを提供し続けています。
グローバルに展開する物流スペシャリストやエンジニアを含む、大規模かつ優秀な人材プールにより、
拡張性に加えスピード感のある24時間365日のサービスを提供することが可能です。

国際標準

強力なパートナーシップ
業界をリードするテクノロジーリーダーとパートナーシップを締結することにより、
革新的なデジタルトランスフォーメーションを実現します。

ＦＰＴの強み




