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要旨 

アメリカ同時多発テロ以降、コンテナ物理セキュリティの主目的は物流関係者の損害の最小化からテロ行為の防

止へと変化した。だが、規制を先導したアメリカでの動向を見ると、一定のコストで統計的なリスクを最小化し

ようとする行政府と、有権者の不安を背景に直感的な納得・安心を求める議会の一部との間で意見の対立が存在

する。コンテナ物理セキュリティの中核であるコンテナ監視器材は現時点では商業輸送分野での本格的な利用の

可能性が検討されている段階であるが、一方で安全保障目的の器材の普及が進んでおり、価格の低下や技術の標

準化などで商業輸送用の製品との区別があいまいになりつつある。よって、商業用のコンテナ監視器材の標準化

が足踏みしている間に安全保障目的で開発された器材が議会により採用を決定され、商業輸送分野で不必要なコ

ストの増大や運用上の問題を生じさせる可能性がある。本稿では、商業輸送と同じ技術を用いたコンテナ監視器

材が安全保障分野で導入されている事例を紹介すると共に、物流関係者が取るべき対応策を提示する。 
 
Abstraction 

Preventing unauthorized access to ocean containers is one of the most important tasks of border protection 
nowadays.  However, there are two targets which sometimes inconsistent; minimizing the threat statistically 
and convincing people of safety.  Recently technologies used for container surveillance devices are developing 
rapidly and differences in devices for military and civilian demands are getting smaller.  As a result, the party 
considering convincement is more important than statistical safety may lead to introduce military devices to 
commercial transportation, which may cause extra costs and inconvenience. 
 
１．はじめに 

 アメリカ同時多発テロの影響を受け、アメ

リカを中心にコンテナ監視器材の導入に関す

る議論が活発化した。コンテナ監視器材はテ

ロ行為対策に加えて省力化・コンテナ可視性

向上などの商業目的にも有効であり、これら

の商業上のメリットを行かせる導入がなされ

ることが本来全ての関係者にとって望ましい。 
 だが、現時点でのアメリカでの議論を見る

と、対策について広範なコンセンサスが成立

した状態には無い。逆に、統計的なリスクの

最小化という専門家の意見(そしてその知見

を基に行動する行政府)と、直感的に納得でき

る安心を求めたいという一般市民である有権

者の意見(そしてその意見を代弁する議会)と
がぶつかり合っている。そして、物流関係者

の側でも、多くの関係者が関わり技術の進歩

が激しかったためコンテナ監視器材およびそ

の利用方法の標準化作業は足踏み状態にある。 
 一方、コンテナ監視器材を技術面から見る

と、基盤技術であるアクティブタグ・センサ

ーネットワークの利用が急速に拡大しており、

製品の成熟・低価格化・標準化が進んでいる。

この過程でコンテナ監視を安全保障の用途で

行うための器材が開発され、しかも商業輸送

用の器材との差異が小さくなりつつなる。 
 コンテナ監視器材の導入案の具体化を行え

るのが物流事業者だけであるならば物流関係

者が議論の流れをある程度コントロールでき

る。だが、安全保障用のコンテナ監視器材お

よび関連サービスが商業輸送にも応用できる

のであれば、物流関係者の議論を経ずにいき

なり導入を決められる可能性がある。安全保

障分野で実績がある製品は一般市民である有
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権者にとっての直感的な安心・納得は優れて

いるが、商業輸送に利用した場合の費用対効

果が低い可能性があるため、物流関係者にと

っての不利益が生じうる。 
 コンテナ監視器材の導入についてコンセン

サスが分裂しており、そのいずれの側にも導

入可能な製品・サービスが存在するのであれ

ば、相手の説得・啓蒙に加えて議論のイニシ

アチブを確保することが対策として必要にな

る。本稿では物流関係者が議論のイニシアチ

ブを確保する方法として標準化機関を通じた

情報交換を取り上げた。 
 
２．コンテナ物理セキュリティの議論の動向 

２．１．同時多発テロ前後での議論の変化 

 アメリカ同時多発テロ以前は、国際コンテ

ナ輸送でのコンテナ物理セキュリティは、主

に物流関係者が不正アクセスによる損害をど

う引き受けるか、という問題であったa。主要

な問題は貨物の盗難であり、防犯対策にどれ

だけのコストをかけ、どのような直接間接の

損害を防止するかについては、物流関係者は

自らのイニシアチブで決定することができた。

物流業界のこのようなセキュリティ認識を反

映したものとして、同時多発テロ以前の 1997
年に設立されたセキュリティレベル認証プロ

グラム TAPA(Transported Asset Protection 
Association)がある。TAPA は民間企業によ

る倉庫・輸送のセキュリティレベル認証プロ

グラムであり、ハイテク製品の保管・輸送中

の紛失・盗難などでの損失防止を目的として

いる。 
 アメリカ同時多発テロはこの状況を決定的

に変え、コンテナ物理セキュリティを安全保

障のための国策とした。テロリストが国際貿

                                                   
a本稿では、権限を持たない人間がコンテナの

内部空間にアクセスすることを不正アクセス

と呼び、不正アクセスを(例えば外部の防犯カ

メラではなく)コンテナ自体が検出・防止する

機能をコンテナ物理セキュリティと呼ぶ。 

易インフラを利用することを防ぐためのアプ

ローチはアメリカ同時多発テロ以前にも存在

した。例えば、1991 年に導入されたアメリカ

の 拡 散 管 理 強 化 構 想 (Enhanced 
Proliferation Control Initiative, EPCI)、ま

た国際的な取り組みとしては 1985 年に設立

されたオーストラリア・グループが、大量破

壊兵器がテロリストの手に渡ることを防ぐこ

とを輸出管理の主要な目的としている。 
 アメリカ同時多発テロを受けて認識が変化

した部分は、特に海上コンテナ輸送ルートが

テロリストの輸送手段ではなく攻撃手段とし

て利用される可能性である。具体的には、海

上コンテナに大量破壊兵器を搭載してアメリ

カ国内で作動させるという攻撃が想定される

ようになってきたのであるb。このようなテロ

攻撃の被害についてはさまざまな推計がなさ

れている。Meade et al.による研究(1)では、ロ

サンゼルスの港頭地区がコンテナに積載され

た核爆弾の爆発によって被害を受けた場合の

被害額は最大 1 兆ドルに達するとしているc。 
 大量破壊兵器の密輸はテロリストが第 3 者

のコンテナの空きスペースを利用するだけで

可能になるため、単に荷主がまともな事業者

であるだけではコンテナの安全性を信頼する

ためには足りない。このため、第 3 者が密航・

密輸のための不正アクセスを行えないことを

輸送プロセス全体で保障することが、物流関

係者に対して要求される。このような議論に

沿って導入されたプログラムがC-TPATであ

る。C-TPAT は前述の TAPA の内容を踏まえ

たものになっており、要求項目やその内容が

                                                   
b 以降、本稿では「テロ行為」「テロリスト」

という用語はこの攻撃とその実施者をそれぞ

れ指すものとする。 
c ただし、この推定方法は研究ごとに異なり、

同様の前提でも被害額の推計は異なる。例え

ば Gordon et al.による研究(2)ではほぼ同様の

攻撃の被害額を 450 億ドルと推定している。 
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類似しているd。ただし、C-TPAT と TAPA と

の間では認定の相互乗り入れは行われていな

い。TAPA には C-TPAT などの他のセキュリ

ティプログラムとの互換性を高める動きが存

在する(3)。 
 国際コンテナ輸送のテロ行為対策では業務

の標準化や貨物情報の事前提出(24 時間ルー

ル、10+2)などが先行している。コンテナ物

理セキュリティについては、後述の高セキュ

リティシールの義務付けを除けば、輸入コン

テナの積み地でのX線スキャニングがトライ

アル期間中である程度で導入に向けた大きな

動きは無い。この分野で進展が遅い理由とし

ては以下の点が指摘されている(4)。 
・ 通関の迅速・効率化、セキュリティの確

保、輸送状況の可視化による業務改善な

ど多くの目的が関係していること 
・ 荷主、税関、船会社、ターミナルなど利

害関係者も複数存在していること 
・ 器材の標準化作業が進んでおらず、特定

の機能や価格を前提として目的や費用対

効果の評価を行えないこと 
 
２．２．コンテナ物理セキュリティに関する

議論の動向 

 コンテナ物理セキュリティについては、ア

メリカでは基本方針の部分でコンセンサスの

分裂が存在する。 
 コンテナ物理セキュリティの確保が合理的

に行われる場合、そのプロセスは次のように

なるであろう。政府が政治的なコンセンサス

に基づき適切なセキュリティレベルを定め、

物流関係者がそのセキュリティを確保するた

めの器材および業務プロセスを設計し、関係

者の間での公正な費用分担方法について合意

                                                   
d日本物流学会第 25 回全国大会、佐藤守信氏

の発表「コンテナ輸送におけるサプライチェ

ーン・セキュリティの現状と課題」での質疑

応答による。 

する。コンテナ監視器材はオペレーションの

省力化・サプライチェーン中のコンテナの可

視性向上に役立てることも可能であり、その

業務プロセス設計を適切に行えば正味の費用

分担はさらに削減できる可能性がある。 
 目的とするセキュリティレベルを確保する

ためにはレイヤード・アプローチと呼ばれる

手法が採用される。これは、貨物に関する情

報を収集した上で、そのリスクに応じて検査

手段を割り当てることにより、一定の予算枠

の中で最大のセキュリティの確保(密輸の発

見)を得ることを目的としている(5)。レイヤー

ド・アプローチを取ると、リスクの高いコン

テナには多くの検査が、リスクの低いコンテ

ナには少ない検査が割り当てられる。 
 また、国際物流では複数の国が関係するた

め、世界各国が協調して取り組むことが望ま

しい。実際にも、SOLAS 条約の改正、

ISO-28000 の制定などの国際的な取り組み

が行われており、またアメリカ税関・国境警

備局も各国 AEO 制度(アメリカの C-TPAT 含

む)の相互認証や WCO(世界税関機構)のセキ

ュリティフレームワーク SAFE Framework
の作成などの中心になって活動している(5)。 
 しかし、現実のアメリカでのコンテナ物理

セキュリティへの対応では、上記のような合

理的なプロセスを無視した政治的な介入が頻

繁に行われている。問題は、コンテナ物理セ

キュリティの確保が安全保障上のテーマであ

るため、有権者が金銭に換算した損得ではな

く、感情的な納得を求める傾向があるという

点にある。具体的には、物流の専門知識を持

たない有権者はレイヤード・アプローチによ

って大量破壊兵器の密輸の発見を統計的に最

大にする意義を理解することが困難で、すべ

てのコンテナに対して何らかの物理的な検査

を行うという直感的なアプローチに魅力を感

じるということである。 
 アメリカのセキュリティ対策法案 9.11 委

員会勧告実施法の成立によりパイロットテス



 44 

トの実施が決定した X 線による 100%スキャ

ニングが政治的介入の代表である。これには

アメリカ税関・国境警備局の長官以下が「コ

ンテナごとのリスクの違いを無視しており費

用対効果に問題がある」「実現が困難であり正

常な貿易活動を萎縮させる」といった問題を

指摘したが、議会は有権者へのアピールを優

先し、9.11 委員会勧告実施法を成立させた。 
 コンテナ監視器材に関する例としては運輸

分野を中心に活動する Frank Lautenberg 上

院議員が 2008 年 6 月に提出した "Port 
Authority of New York and New Jersey 
Port Security Task Force Implementation 
Act of 2008(S.3714)"法案がある。この法案は

コンテナの封緘から開封までの輸送プロセス

全体でセキュリティを監視するための標準を

定め、その条件を満たさないコンテナはアメ

リカへの入国を禁ずるというものである。こ

の法案自体は 100%スキャニングが進展しな

いことへの牽制として提出されたものであり、

監視の細かい仕様については触れられていな

い。アメリカ税関・国境警備局は各種のコン

テナ監視器材の評価プロジェクトを実施して

おり、法案がそれらを参照していないことが

この問題が政治的な意図を中心に扱われてい

ることを示している。 
 
３．コンテナ監視器材の変化とその影響 

３．１．コンテナ監視器材の概要 

 コンテナ監視器材とは、コンテナに対して

行われる正常・不正なアクセスを記録・通知

するための器材である。 
最も基本的なコンテナ監視器材はコンテナ

シールである。コンテナシールは金属製のテ

ープなどに識別用の番号を刻印したもので、

コンテナのドアの部分に取り付ける。コンテ

ナのドアを開く時にコンテナシールが切断さ

れることになるため、コンテナシールが付い

ていない、あるいは荷主が通知したものと異

なる番号のシールが付いている場合に、コン

テナドアが開封されたと判断することができ

る。不正な開封を検出するだけであればシー

ルは再封印さえできなければ材質は問わない。

切断に特殊な工具が必要な素材をシールに利

用することで、コンテナの物理セキュリティ

を向上させることができる(その代償として

シールは高価になるし作業の負担は大きくな

る )。高セキュリティシールは ISO/PAS 
17712 として標準化が進んでおり、2008 年

10 月よりアメリカの輸入コンテナには

ISO/PAS 17712 準拠シールの利用が義務付

けられている。 
 コンテナシールには、偽造が容易である、

状態の確認を目視で行わなければならないと

いう弱点がある。この弱点を改善したものが

電子シールである。電子シールは番号を暗号

化して格納しており、偽造・改竄が行えなく

なっている。また、小型の通信機を内蔵して

おり、番号の読み取りを専用の受信機を用い

て行えるほか、コンテナドアの開封を即座に、

あるいは後日の読取り時に通知することがで

きる。電子シールの標準規格は ISO 18185 で
あり、2007 年 7 月に承認されている。 
 さらに高度な不正アクセス検知機能を持つ

器材として、ドアの開封に加えて、コンテナ

の側板・底板に穴があけられたことを検知し

たり振動などで不正アクセスの試みそのもの

を検知したりするセンサーを備えたもの、携

帯電話・衛星電話などで受信機が存在しない

エリアでも不正アクセスを通知できるもの、

GPS 機能を持ち位置情報を取得できるもの

などが提案されている。このような機能を持

つ製品を(コンテナ内蔵・外付けいずれの場合

も)スマートコンテナと呼ぶ。 
 なお、コンテナシールの番号を無線で離れ

た距離から取得できる、あるいは GPS と衛

星電話の組み合わせによりコンテナの現在位

置をリアルタイムで把握できるといった機能

は、オペレーションの省力化・サプライチェ

ーン中のコンテナの可視性向上にも有用であ
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り、一部の荷主や輸送事業者が自社業務の改

善を目的として導入を開始している。 
 このような製品の一例としてOrbit One社
の SX1 がある。これは Globalstar 社の低軌

道通信衛星を利用し、位置情報・外部センサ

ーの情報を送信する製品である。通信速度が

低く送信頻度が限定されるがその分低価格で

あり、製品本体の単価は一個 250 ドルから

350 ドル、通信衛星の利用料金は通信データ

量により1ヶ月5ドルから20ドルである(6)。 
 また、商業輸送のテロ行為対策用途では、

コンテナの現在位置と開封状況をモニタリン

グすることを目的として GPS・衛星通信・開

封センサーを持つ MATTS という製品が開発

中である。現在アメリカ国土安全保障省と国

土交通省が実証実験を共同で実施している(7)。 
 
３．２．関連技術・製品の普及とその影響 

 現在、電子シール以降のコンテナ監視器材

は無線タグ(RFID)の一分野、アクティブタ

グ・センサーネットワークに属する製品とし

て認識されている。アクティブタグ・センサ

ーネットワークは現在急成長している分野で

あり、調査会社 IDTechEx 作成のレポート(8)

によると、センサー・アクティブタグの市場

は 2007 年から 2018 年にかけて 11 倍になる

というハイペースで拡大している。 
 この市場拡大がもたらす影響として、以下

の 3 点が挙げられる。まずは量産効果による

価格の低下である。次に標準化の進展、前述

の電子シール規格 ISO 18185 の承認も標準

化の進展の一部であり、今後はセンサー機

能・通信機能についても標準化が進むと考え

られている。最後はノウハウの蓄積であり、

普及が進むにつれてある器材をある条件下で

利用したときにどのような問題が起こるかと

いうノウハウが共有・蓄積されていく。 
 
３．３．コンテナ監視器材の性格の変化 

 このアクティブタグ・センサーネットワー

クの普及がコンテナ監視器材の性格を変えつ

つある。従来、コンテナ監視器材は、特定の

目的・運用方法を前提として開発された高価

で互換性の無い製品であった。特に軍事用・

準軍事用(国境警備活動)の安全保障用途で利

用される製品については民需用製品との製

造・開発上の共通点が無かったといってよい。 
 アクティブタグ・センサーネットワークの

普及に伴い、高度なセンサーや通信機能も含

めて量産により価格が下がり、標準化によっ

て部品の組み合わせが自由になり、運用ノウ

ハウが蓄積されることで幅広い環境での利用

を保障できるようになる。このため、標準部

品を組み合わせることにより、安全保障用製

品と民需輸送用製品を同様に製造することが

可能になりつつある。 
 アメリカ国防総省はRFID 技術の標準化お

よび商業技術との共用に対して積極的である。

例えば、現在アクティブタグ分野で利用の中

心となっている電子シールについて、調達先

の Savi 社が利用していた技術を ISO 
18000-7 として仕様を公開させ、この技術の

採用を前提に調達の提案依頼書を公募した(9)。 
 
４．コンテナ監視器材利用義務付けのリスク 

４．１．安全保障用器材の義務付けの可能性 

 テロ行為対策を目的としたコンテナ物理セ

キュリティの導入が感情的な納得を元に行わ

れる可能性があること、安全保障分野で民需

用と明確な区別が困難なコンテナ監視器材の

導入が進むこと、この 2 点が組み合わさるこ

とにより商業輸送分野で安全保障用器材の利

用が義務付けられる可能性が高まる。なぜな

ら、テロ行為対策に対する安心感という意味

では軍事・準軍事分野で利用実績があるもの

への有権者の信頼感は高いと考えられるし、

軍事機密や価格といった面での導入の制約は

低減されていくためである。 
 
４．２．商業コンテナ輸送に対する影響 
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 一方で、安全保障用器材をそのまま商業コ

ンテナ輸送の分野に持ち込むことは経済合理

性に反する可能性がある。一つは、一般論と

して軍事用の器材・システムは民需用途には

オーバースペックである可能性である。もう

一つは、仮に器材の価格それ自体が導入の障

害にならない場合でも、オペレーションの省

力化・サプライチェーン中のコンテナの可視

性向上などの民需で重要な要素が安全保障用

器材では考慮されておらず、充分な利益が得

られない可能性である。 
 安全保障用器材であっても、アメリカなど

先進国の軍隊の非戦闘地域での移動で利用さ

れる器材は商業コンテナ輸送のものとほとん

ど異ならない。たとえば、米軍はアフガニス

タン戦線でのパキスタン国内の補給線におい

て衛星電話と GPS を組み合わせたコンテナ

位置管理システムを利用しているが、それは

物流企業 APL Logistics が提供する商用サー

ビスをそのまま採用したものであるe。 
 オーバースペックになりがちであるのは、

中小国における国境警備活動、具体的にはコ

ンテナ輸送の監視・警備に関する利用である。

このような地域においては先進国と比べ不十

分な治安インフラ・通信インフラを前提とし

て器材を運用する必要があるためである。 
 これら国家ではコンテナ監視器材を導入す

るメリットが具体的であり、また導入規模が

小さいために導入プロセスが短い。よって、

類似のニーズを持つ中小国グループの中で同

一・類似のベンダによる製品の導入が短期間

で広がり、デファクトスタンダードになる可

能性もある。このようなデファクトスタンダ

ードが成立すると、それもアメリカなどでの

                                                   
e 2008 年 10 月の公開カンファレンス EPC 
Connection 2008 中のプレゼンテーション

"DOD RFID Update - The Future Vision of 
Asset Visibility"での質疑応答による。 
 

議論に影響を与える可能性もある。 
 
５．安全保障目的のコンテナ監視器材の例 

 本稿では、民需分野に転用されうる安全保

障目的のコンテナ監視器材の導入例として、

アメリカの Hi-G-Tek 社がカザフスタンとリ

トアニアに納入したコンテナ監視器材システ

ムを紹介する。リトアニアの案件は 2008 年 2
月 26 日、カザフスタンの案件は 2008 年 4 月

10 日付けで Hi-G-Tek 社によるプレスリリー

スが出されている。 
 Hi-G-Tek社はイスラエルで 1986年に創業

した企業であり、コンテナ・トレーラー輸送

用のアクティブタグ製品を中心に扱っている。

創業者はイスラエルの国防関係者が中心であ

る。同社は2006年にアメリカに本拠を移し、

ワシントン郊外の Rockville に本社を構えて

いる。このエリアは IT 産業・物流産業のい

ずれにとっても主要な集積地ではなく、同社

の製品を併せて考慮すると、アメリカの外

交・国防関係者との交流・協業が目的である

ことが示唆される。 
 
５．１． Hi-G-Tek 社システムの概要 

 Hi-G-Tek 社が提供するコンテナ監視器材

は、通常の器材よりも高い機能、特に不正ア

クセス検出機能を求める顧客を対象としてい

る。具体的には、音響・振動・傾き・衝撃な

ど競合メーカーが提供していない不正アクセ

ス検出に関連したセンサー、そして衛星電話

や携帯電話などの通信機能をオプションとし

て提供しており、Secure Sensor Platform と

いう社内規格を元に必要なセンサー・通信機

能を持つ器材をカスタマイズして生産できる

ようになっている。 
 
５．２． 導入されたシステムの詳細 

 Hi-G-Tek 社がカザフスタン・リトアニア

に導入したシステムはどちらのシステムも陸

送の通過コンテナを対象にしたもので、犯罪
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組織による密輸や盗難を防ぐことを目的とし

ている。カザフスタンではコンテナ監視器材

を取り付けるのはロシアと中国の国境で、器

材と一体化したシールが壊された時には国道

沿いに設置された受信機に警報を送信して国

境警備隊に連絡する。リトアニアではベラル

ーシ⇔ロシア間のトランジット貨物に対して

コンテナ監視器材を取り付ける。輸送中のト

ラックが不自然に停止した場合には振動セン

サーが動作し始め、異常な振動が続いた場合

には無線で警報を送信してパトロール中の税

関職員に通知する。利用されるセンサーや通

信方法の相異は Secure Sensor Platform に

基づくカスタマイズの範囲にある。 
 
５．３． 民需用器材・システムとの比較 

 Hi-G-Tek 社がカザフスタン・リトアニア

に導入したコンテナ監視資材は現在民需品と

して入手可能な技術・部品を基にしている。

だが、通常の民需用の器材よりも高い機能(つ
まり高い価格)をターゲットとしているのは

上述の通りである。また、陸送通過コンテナ

を特定国内で監視するという条件、サプライ

チェーンの可視化ではなく密輸・盗難行為の

発見・即時対応という主目的から、運用は商

業コンテナ輸送に適していない可能性がある。 
 また、これらの Hi-G-Tek 社のシステムは

前述の MATTS と基本的に同等の機能を持つ

ものである。だが、MATTS は現時点ではト

ライアルの段階であり、実用化に向けたスケ

ジュールは決定されていない。 
 
６．取りうる対策 

６．１．有権者・政治家への啓蒙活動 

 コンテナ監視器材の導入が合理的な判断を

元に行われるために物流関係者が行うべきこ

とは、有権者や政治家を対象として、合理的

な判断を行うために必要な情報を提供し、扇

情的な議論に反論するなどの啓蒙活動を行っ

ていくことである。 

 アメリカの現状を踏まえて物流関係者がア

メリカの有権者や政治家を対象に行う啓蒙活

動の内容の中では、輸入コンテナ数を考える

とリスクを考慮せずに一律の対策を行うこと

が不合理であり、レイヤード・アプローチに

より全体的にリスクを最小化することが唯一

の現実的な方法であるという点が最も重要に

なろう。また、国際機関を通じて世界的に統

一された取り組みを行うことが費用対効果を

高めるとか、輸入貨物に対して行う検査を輸

出貨物に対して行わないのは不公平であると

いう点も論点になる。 
 ただ、これらの点は、前述の通りアメリカ

税関・国境警備局やアメリカ会計検査院など

の政府機関によってすでに指摘されており、

それでもなお有権者に届いていないことに留

意する必要がある。 
 
６．２．技術側の標準化団体への参加 

 上記の啓蒙活動は時間のかかるプロセスで

ある。効果が出るまでの間必要な時間を確保

するためには導入への議論のイニシアチブを

確保することが重要であり、そのためには安

全保障分野での導入状況を早期に把握するこ

とが非常に有効である。安全保障分野の関係

者は自分の利益のためにセキュリティ器材を

開発・調達しており、物流関係者の利害を尊

重する特別な義務は無い。しかし、特に器材

メーカーには、無理な調達に巻き込まれてト

ラブルが発生するのを避けたい、あるいは商

業輸送器材との相互運用性を高めてマーケッ

トを広げたいというニーズが存在する。積極

的な情報交換を行うことは、物流事業者・安

全保障事業者の双方にメリットがある。 
 このための手段として技術側の標準化団体

への参加がある。RFID 技術の標準化団体で

ある EPCglobal には、器材メーカーのグルー

プや業種ごとのユーザー団体のグループなど

の組織を持ち、標準規格策定のために議論を

行っている。具体的には、器材メーカーのグ
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ループと複数の業種別ユーザーグループが共

同で規格を定義する会議 (Joint Action 
Group)があり、そこで器材の利用方法の議論

が行われている。 
 物流企業がこのような業界団体に積極的に

参加・活動することで、器材の標準規格に物

流業務のノウハウを反映させることができる

だけでなく、他の業界での器材の利用方法や

標準規格への反映要求を知ることができる。

現在、EPCglobal には国境警備業務を対象と

したユーザー団体グループは存在しないが、

器材メーカーとの議論を通じて該当分野での

導入実態を知ることはできる。 
 なお、標準化団体は互いに連携を取って活

動しており、一方で行った努力が他方で無効

になるようなことはない。EPCglobal は国際

コンテナ輸送分野の主要標準団体である ISO
と協調関係にある。例えば、ISO が他の標準

化団体の規格を引用するためには、その団体

が ARO(Approved RS Originator 
Organization)の資格を持っていなければな

らないが、EPCglobal は ISO の ARO 資格を

2008 年 6 月に取得した。 
 
７．あとがき 

 本稿はアメリカの動静を中心に記述したが、

これはアメリカの特殊事例であると考えるべ

きではないと筆者は考える。日本においても、

先日の建築基準法に関する騒動を想起すると、

経済合理性を無視して有権者が安心を求める、

そして行政による制度設計がそのような世論

に引きずられる状況は発生しうる。国際物流

の関係者はこの問題が日本でも起こりうるも

のと考えておくべきであろう。 
 コンテナ監視器材で利用される技術要素は

今後 10 年の間にさらに普及が進むと見込ま

れている 。それにつれ、物流分野への潜在的

な導入圧力、安全保障分野での利用実績は共

に高まっていくことになる。物流専門家の側

の準備が急がれるゆえんである。 
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