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要旨 
スマートコンテナとはセンサーと無線通信機能を持ち取得した情報や警報を無線で伝えることが可能

なコンテナ器材である。現時点ではスマートコンテナ用の構内無線インフラが存在しないことを理由に

導入は時期尚早であると一般に認識されているが、この認識は適切ではない。 新のスマートコンテナ

は通信機能を拡張可能で将来構内無線インフラ規格が決まってから対応が可能である。また、スマート

コンテナの用途には、構内無線インフラを必要とするものだけではなく、携帯電話・衛星電話のみを利

用するものも存在する。先行ユーザーがそれら用途で利用を開始することで、利用経験を踏まえて製品

が成熟していき、構内無線インフラの導入議論が進むという望ましい普及モデルが可能になる。そのた

めには物理特性および相互接続性の標準化が必要である。 
 
１．はじめに 
現在スマートコンテナはアメリカのテロ行為

防止プログラムに関連して議論されることが多

く、その文脈ではプログラム開始時に輸送事業者

が通信インフラを整備していることが普及の前

提と認識されている。だが、これは必ずしも適切

な普及モデルではない。なぜならば、通信インフ

ラの陳腐化のリスクが大きく、多くの輸送事業者

は整備に踏み切れないためである。強いニーズ・

高いコスト負担力を持つ先行ユーザーがまず導

入を行い、互換性を維持しつつ製品の成熟、量産

による価格低下によって利用範囲が広がってい

くという普及モデルの採用のほうが望ましい。 
現状の認識と異なり、スマートコンテナには後

者の普及モデルを取る条件が整いつつある。本稿

では後者の普及モデルを取ることができる理由

とその条件、問題点と解決策について論じる。 
 
２．スマートコンテナの現状 
２．１．スマートコンテナの定義 
 スマートコンテナには公的機関による明確な

定義は存在しない。本稿では、次項で述べるアメ

リカ国土安全保障省のプロジェクトの記述、また

既存のスマートコンテナ製品を参考に、以下の特

徴を持つ器材をスマートコンテナと呼ぶ。 

(1)コンテナの状態を取得するセンサー機能を持

っている。代表的なセンサーには GPS、温度計、

開封検知などがある。この条件のため、識別番号

や文書情報のみを格納するコンテナRFID器材は

本稿のスマートコンテナの対象外である。 
(2) 無線通信機能を持ちコンテナの状態を外部に

通知することができる。この条件により、無線に

よる通信を行わないリーファーコンテナはスマ

ートコンテナとは呼ばない。無線通信機能には携

帯電話・衛星電話などの公衆通信サービスのほか、

輸送事業者がアンテナなどの設備を設営し管理

下のコンテナに対して提供するものがある。本稿

では後者を構内無線インフラと呼ぶ。 
(3) 受動的に情報を記録し問い合わせに答えるだ

けでなく、ルールに基づいた異常値の検出や警報

の発信などを行える。但し、必ずしも常時通信が

可能である必要は無く、通信可能範囲になった時

点で通知が行えればよい。 
(4) コンテナと一体化した器材だけではなく、コ

ンテナに後から取り付けることができる、また装

脱が可能な器材もスマートコンテナと呼ぶ。 
２．２．スマートコンテナの歴史 
 スマートコンテナという用語の利用は現在の

ところ 2001 年のアメリカ同時多発テロ以前にさ

かのぼる事はできない。この用語が 初に登場す



るのは 2004 年 4 月のレポート"2004-2012 - 
Maritime Smart Container Market/Technology 
Forecast Report"であるa。このレポートはアメリ

カ国土安全保障省がFuture Smart Container 
Initiativeというスマートコンテナの推進プログ

ラムを開始するきっかけになったものである。こ

のプログラムの中心はコンテナ外装の破壊や危

険品の存在を検知する Advanced Container 
Security Device(ACSD)プロジェクトである。

ACSDプロジェクトは後述するC-TPATとも関係

があり、現在のスマートコンテナに対する認識に

支配的な影響を与えている。 
 一方で、公的なセキュリティプログラムとは独

立して、商業上の利益を目的として開発されたス

マートコンテナ製品も存在する。位置・温度・開

封状況などの情報を遠隔地で取得する機能は、盗

難や破損の防止、可視性の向上などの商業的な目

的にも有用なためである。この種の製品は単独で

動作することが必要であり、構内無線インフラに

依存せず携帯電話・衛星電話を利用して動作する。 
２．３．代表的なスマートコンテナ製品 
 現在報道などで一般に情報が知られているス

マートコンテナには以下のようなものがある。 
・ iControl MATTS: 上述の ACSD プロジェク

トの下で開発されている器材であり、商業輸

送のテロ行為対策が主要な用途である。コン

テナの現在位置と開封状況をモニタリングす

るため、GPS・開封センサー・各種無線通信

機能を搭載している。 
・ SECCONDD: EU がテロ行為対策を含む総合

的なサプライチェーンセキュリティの評価プ

ロジェクトの中で開発した器材。GPS や開封

検知、各種危険物検出センサーを持ち、ゲー

ト通過時に使う構内無線インフラと遠距離通

信に使う携帯電話を搭載する。 

                                                  
a このレポートの出版を報じた記事(Business 
Wire, 2004)に「"future smart container" 
initiative (a term the HSARPA adopted from 
one of the research authors, Michael Wolfe)」と

いう記述がある(1)。 

・ ODIN blackbird: アメリカ海軍が工事部隊で

利用している器材。無線通信機能や GPS に加

え、コンテナ内部の Gen2 タグを読むための

RFID リーダーを搭載している。 
・ Impeva GSU / Savi ST-694 GlobalTag: いず

れもアメリカ陸軍が中東でのコンテナ輸送の

トラッキングのために利用している器材。 
・ OrbitOne SX-1: 上記の他の器材とは異なり、

商業上の利益を目的として開発された器材で

ある。衛星電話と GPS、開封検知センサーを

持っており、コンテナの現在位置と開封状況

を通知することが出来る。 
２．４．スマートコンテナのアーキテクチャ 
 上記の通りスマートコンテナにはさまざまな

種類があるが、 新のスマートコンテナのアーキ

テクチャは類似したものに収束しつつある。その

アーキテクチャは具体的には以下のようなもの

である。 
・ 本体、通信ユニット、センサーユニットの 3

つの構成要素を持っている。 
・ 本体とセンサーユニットの接続インタフェー

スが標準化されている。 
・ 標準インタフェースに準拠した携帯電話、衛

星電話、無線 LAN などの通信ユニットを追加

することができる。 
２．５．現状に関する認識とその問題点 
 上記の通り、スマートコンテナへの一般的な認

識は ACSD プロジェクトの強い影響を受けてい

る。このプロジェクトの用途では構内無線インフ

ラの存在が想定されているのだが、現時点では構

内無線インフラの標準は存在せず、また先行して

整備を行っている輸送事業者も存在しない。構内

無線インフラには、数百メートルをカバーする大

型のアンテナから数メートルの距離に近づいて

使うハンドヘルド端末まで様々なものが提案さ

れており、それぞれに対応した技術規格が存在す

る。自社施設への構内無線インフラの導入後に異

なる標準規格が制定されるとそれまでの投資が

陳腐化してしまうため、輸送事業者は導入に踏み



切れないのである。 
 これを理由に、多くのユーザーはスマートコン

テナ全体が導入には時期尚早だと認識している。

だが、筆者はこの認識は正しくないと考える。上

記の通り 新のスマートコンテナ製品は通信ユ

ニットを拡張可能なアーキテクチャになってお

り、構内無線インフラの標準が成立後、その標準

に対応する通信ユニットを搭載できる。つまり、

現時点で携帯電話・衛星電話により実現できる用

途に対しては、将来の陳腐化を恐れスマートコン

テナの導入を先延ばしする必要は無い。 
 
３．スマートコンテナの用途 
 それでは携帯電話・衛星電話により実現できる

用途とはどのようなものであろうか。本節では現

時点でのスマートコンテナの 2 大用途、セキュリ

ティと貨物状況監視について説明する。 
３．１．セキュリティ目的での利用 
 セキュリティ目的での利用として も有名な

ものは国家によるセキュリティプログラムへの

対応であり、その代表はアメリカの C-TPAT であ

る。C-TPAT の当初のロードマップには輸入コン

テナの検査免除(グリーンレーン)が含まれており、

セキュリティ機能を持つスマートコンテナの利

用がその条件の一部になっていた。このロードマ

ップが実現した場合、高額貨物の荷主の多くはス

マートコンテナの利用を望むだろう。だが現在は

グリーンレーン導入の動きは止まっている。筆者

はその原因としてグリーンレーンがリスク管理

の定石であるレイヤード・アプローチと矛盾する

点を以前の論文で指摘した(2)が、本稿では遅れの

別の理由として制度設計者(国家)、受益者 (荷主)、
費用負担者(輸送事業者)が異なる点を指摘したい。

このようなプロジェクトでは必要な決断を適切

に行うことができず、導入が遅れがちである。 
 著者が現時点で有望と考えるセキュリティ関

係の用途は、荷主が盗難・破損防止のために追加

コストを負担して採用する対策である。この用途

では制度設計者、受益者、費用負担者が一致する

ため、費用対効果がある場合には迅速な決断・実

行が可能なのである。この対策のため行われてい

る取り組みを標準化するものとして TAPA TSR
がある。TAPA のトラック輸送でのセキュリティ

要求事項である TAPA TSR には、不正開封防止用

のシール、携帯電話など双方向の通信機能、輸送

ルートの事前登録やGPSを用いた車両追跡など、

スマートコンテナの機能と重なるものが多数含

まれており、スマートコンテナの利用と親和性が

高いと考えられる。 
３．２．貨物情報取得のための利用 
 スマートコンテナを用いて貨物情報、特に貨物

のセンサー情報をリアルタイムに取得すること

は大きなビジネス価値を持つ。現状のリーファー

コンテナでは、記録された温度の変化は基本的に

は事後に参照されるだけであり、温度の測定記録

はダメージの原因究明に利用できるのみである。

これに対し、温度変化や警報をリアルタイムに取

得し、ダメージの発生を事前に予想できれば、そ

の情報を元に損害を 小化することが可能にな

る。例えば、事前に代替品を手配して販売機会の

損失を 小化したり、生食用予定のものを加工用

に用途を変更したりといった対策が可能になる。 
 更に、上述の ODIN Blackbird のようにコンテ

ナ内のケースごとに貨物の情報を取得できる場

合、有用性は更に高まる。不適切な積み付けによ

る冷却の不均一化などの理由でコンテナ内の各

ケースの温度が一定にならない場合がある。この

ような状況でケースごとに温度を取得できれば

ダメージの状況をより細かく把握でき、効果の高

い損害局限対策を取ることができる。 
 このような情報の取得を行う場合、大きな温度

変化が起きるのは環境が安定した船内よりも道

路走行中や蔵置中と考えられるため、携帯電話・

衛星電話での通信が必要になる。 
 
４．スマートコンテナの標準化 
 上述の通り、スマートコンテナのアーキテクチ

ャは収束しつつあり、構内無線インフラの標準が



制定された時に通信ユニットを、グリーンレーン

の要件が定まったときにセンサーユニットを追

加できる拡張性を持つようになっている。また、

盗難防止のセキュリティや貨物情報取得など、携

帯電話・衛星電話を利用して投資対効果が得られ

る用途があることも述べた。 
 だが、これら拡張性のメリットをユーザーが実

際に享受するためには、いくつかの分野で標準化

が行われることが必要である。具体的には、購入

したスマートコンテナの本体に事後に通信ユニ

ットを追加できる、あるいはスマートコンテナ本

体を購入した際に手持ちのセンサーユニットを

接続できる、そういったことを可能にするのは、

物理特性の標準化とユニット間相互接続性が必

要になるのである。 
４．１．物理特性 
 スマートコンテナ器材の取り付け位置、器材そ

のものの寸法・重量などが製品ごとに異なると、

スマートコンテナを変更するたびに器材の取り

付けや貨物の搭載時の影響確認が必要になり、ユ

ーザーにとって非常に厄介である。特にコンテナ

の外側に取り付けが必要な部品(例えば通信用ア

ンテナ)については輸送事業者での取り扱いに関

係してくるため標準化作業が非常に重要になる。 
４．２．ユニット間相互接続性 
 スマートコンテナ本体と通信ユニット・センサ

ーユニットとは任意の組み合わせで接続でき、一

体となって動作することが必要である。このため

に必要なのはコネクタの物理的・電気的な仕様の

標準だけではない。例えば、マウスやメモリをパ

ソコンの USB ポートに接続したらそのまま動作

するのと同様の、アプリケーション面での標準化

も必要になる。 
４．３．標準化への課題 
 上述の標準化にあたっての課題は、現時点でス

マートコンテナのメーカー間の連携が取られて

いないことである。それぞれのメーカーは特定の

顧客や業界に集中する形で開発を行っており、ア

ーキテクチャ自体は拡張性の高いものを提示し

ていても、実際に物理特性の標準化・相互接続性

の確保のためのインセンティブが足元では働か

ない。この状態が続いた場合は、インセンティブ

が働かないため標準化が停滞し、標準化が停滞す

るため利用が新しいユーザー層に広がらず、それ

によりメーカーのインセンティブがさらに低下

するという悪循環が発生する。 
 この悪循環を断ち切る方策の一つにユーザー

とメーカーが共同で標準化を行う場を持つこと

がある。ユーザーとメーカーが共同で標準規格を

策定し、メーカーが開発した器材が規格に準拠し

ていることをテストによって確認する。これによ

り、ユーザーは標準化に参加するメーカーからは

自らが必要とする標準に従った製品を調達でき

ることが保証できるのである。 
 
５．おわりに 
 スマートコンテナの先行利用の拡大は構内無

線インフラを整備する立場の輸送事業者にもメ

リットがある。先行ユーザーが利用を拡大し、ノ

ウハウが蓄積されることで、スマートコンテナに

必要な機能、導入によるコストと利益が明確にな

る。これにより、インフラ整備の事業化可能性、

そしてユーザーとの間での費用分担について、公

平な議論が行えるのである。 
 ゆえに、スマートコンテナの先行利用の拡大、

およびそのために必要となる標準化については、

輸送業界ぐるみで取り組むことが望まれる。 
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