
サプライチェーンの
トレーサビリティを実現

データ利活用によるサプライチェーン
の可視化、リスクマネージメント、

およびコンプライアンス強化
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トレーサビリティ実証の
必要性

Circulorのプラットフォーム

2017年設立の当社Circulorは、長期的な問題を解決する最先端のテクノロジーの可能性に期待し、

産業界のサプライチェーンにおけるトレーサビリティを向上させることをミッションに掲げてい

る。顧客や投資家などのステークホルダーは現今、「責任ある調達」など、企業に対してより多く

のことを要求し、その証拠も求める。Circulorは、企業に対して様々なデータを導き出すソリュー

ションを提供し、企業のデータドリブン取り組みに関与する。

一般消費者の意識、新たな規制、投資家の投資方針
などに関連する変化によって、企業はサプライ

チェーンのトラッキングと分析を強化し、製品に使
用される材料の「責任ある調達」を推進し、温室効
果ガス排出を削減することが求められている。

上記のような課題の解決にいち早く取り組む企業
は、事業リスクを大幅に削減し、競争力を高め、株

主価値を向上させることができるため、このような
取り組みはサプライチェーンのあらゆる側面に影響
する重要な機会である。

しかし、企業がこの重要なチャンスを生かすには、
エンタープライズ・テクノロジーとサプライチェー

ンのデジタル化が必要である。

Circulorのソリューションは、原材料のデジタルツインを作
成することによって、サプライチェーン内の事業者を繋

ぎ、原材料の供給源から製造プロセス全体において原材料
のトラッキングを行う。また、サプライチェーンのスコー
プ1・2・3にわたる排出データの収集や、各事業者のESG評

価をレコードするなどの機能も有する。

当社のソフトウェアは、直感的に使いやすいインターフェ

イスを持つ、安全でプライベートな許可制のエンタープラ
イズSaaSプラットフォーム上に構築されている。ビジネス
ロジックが組み込まれ、多言語に対応した統合されたオペ

レーションを備えている。

Circulorのソリューションは、顧客のサプライチェーンを中

心に構築され、RESTful WebサービスAPIを通じて既存のERP
プラットフォームを容易に統合でき、あらゆるセキュリ
ティ・認証プロトコルに対応している。

実績による高い信頼性のある

サプライチェーン可視化ソフトウェア
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01. 法規制

製造業において、サプライチェーンのリスク、組織レジ
リエンスやコンプライアンスの重要性は、下記の原因に
よって高まっている。

米国のインフレ抑制法の一環として、今後10年間で
3600億ドル以上が米国のクリーンエネルギーや気候

変動対策に投資されるといわれている。投資内容には
電気自動車用バッテリーの産地証明や生産証明に加
え、再生可能エネルギーの税額控除、「クリーンバン

ク投資ファンド」の設立、環境衛生対策への助成金、
2500億ドル相当のクリーンエネルギー融資制度など
が含まれている。

この画期的な法律は、米国経済においてクリーンエネ
ルギー利用の拡大と新たな気候対策の実現に向けて大

きな一歩であり、世界最大の経済大国である米国のビ
ジネスの在り方をリセットし、世界に対して新しい
ゴールドスタンダードを打ち出すものである。

02. レギュレーション

G20加盟国によるFSB気候関連財務情報開示タスク
フォース（略：TCFD）は、企業の気候変動への取

り組みやリスク管理と関連する財務情報を開示する
ことを求める。また、世界の環境対策を先導する
ヨーロッパでは、下記のようなレギュレーションが

定められている：

◆欧州電池規制のは、自動車メーカーに電池のバ

リューチェーン全体に足する責任を負わせ、EU市
場に投入される電池がそのライフサイクル全体（回
収、リサイクル、廃棄）を通して持続可能で安全で

あることを保障することを目的としている。

◆企業持続化可能性デューデリジェンス指令（略：

CS3D）は、グローバルなバリューチェーンを通じ
て持続可能で責任ある企業行動を促進するために、
欧州で営む企業に対するデューデリジェンス規定の

導入を目指す。

◆ EU炭素国境調整メカニズム（略：CBAM）は、

2030年までに温室効果ガス排出量を55%削減するこ
とを目標に設定している。炭素集約型の輸入製品を
対象とし、カーボンプライシング対策を奨励するこ

とにより、炭素リーケージの回避を目指す。

◆イギリス政府は、重要鉱物戦略（英：Critical 

Minerals Strategy）を策定し、サプライチェーン確
保を促進。新たな雇用と富を生み出し、投資を呼び
込むことで生産能力の向上を図る。

03. 原材料の供給

製造業者は、原材料の不足、物価や燃料の激しい
価格高騰、混乱や労働制約などによる不安定さに

直面している。しかし、Tier2以上のサプライ
チェーンを可視化できている企業はわずか2％であ
り、効果的なリスクマネジメントができていな

い。

サプライチェーンの可視化はリスクと脅威の特定

につながる。特定したリスクに対して効果的なリ
スクマネジメントを行うことで、製造業者は不安
定な状況に耐えて成長を図ることができる。

さらに、製品に含まれる重要鉱物、金属、プラス
チックの再利用を証明することは、企業がESGや

市場ポジショニングの目標を達成する上で、また
目標達成を条件とする資金調達において重要な役
割を果たす。

04. 一般消費者の意識・行動

年々、一般消費者のサステナブル意識が高まってお
り、ライフスタイルの変化が続いている。イギリス

では、過去12か月間で、より持続可能なライフスタ
イルを送る消費者が増えていると示すデータがあ
る。デロイトの調査によると、消費者は必要最低限

のもののみを購入し、肉の消費量を減らし、低炭素
の交通手段を選び、エシカルまたはサステナブルな
バリューを掲げるブランドを選択する傾向がある。

また、消費者はサステナビリティを推進しないよう
なブランドから遠ざかっていることが明らかであ
る。

持続可能なパッケージングや製品製造、製造過程に
おける廃棄物の削減、エシカルな労働環境構築、二

酸化炭素排出量の削減、人権の尊重などは、一般消
費者にとっては重要なバリューである。

サステナブルでエシカルな取り組みへのコミットメ
ントとそのインパクトを開示する企業は、その結
果、将来的にブランドの成長を図り、市場でのポジ

ショニングを強化することができるだろう。
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ブロックチェーンを含むCirculor独自の技術によって、企
業はデータを保護しながら不変の記録を作成し、責任ある
ビジネスの実践を証明することができる。

Circulorのデータソリューションにより、サプライチェーンを完全に可視化し、持続可能でコンプライアンスに
適合した材料調達を証明することが可能である。

● サプライヤーのネットワークをデジタル化し、材料の供給源を証明

● スコープ1・2・3にわたるCO2データを収集し、独立した検証可能なブロックチェーン台帳に保管

● リサイクル素材とバージン素材に関するデータドリブン意思決定を促すデータダッシュボードを提供

● プロジェクトと素材に関連するESGデータを収集し、ESGコミットメントの達成を長期的に証明

透明性と信頼性のあるサプライチェーン構築

アイデンティティ 供給源 抽出 運送 製造 ロジスティクス 最終組立

原材料 + バッチID GPS / QR / NFC タグ 物質収支 コンテナ追跡 物質収支 GPS & RFID プロダクトID

サプライチェーン全体の原材料トラッキングデジタルツインの作成

サプライチェーンのリスク管理とコンプライアンス強化のソリューションとして
Circulorが選ばれる理由

ESG関連のソリューションの多くは、取引のデータや手動のデータ収集手順から得られる内部データソースの定期
報告に重点を置き、必ずしも検証可能で正確であるものでない。

Circulorのソリューションでは、独自のブロックチェーン技術を活用しているため、商品自体にタグをつけて追跡
し、原材料が下流に移動することに伴う排出量を含む製造プロセスにおけるデータを正確に収集・記録することが
できる。

当社の技術は、EV製造、自動車、鉱業、リサイクルなど、多くの産業分野の複数の顧客ニーズに対応している。デ
ジタル化されたトレーサビリティの用途は無数にあり、多くの製品製造に適用することが可能である。

マテリアル
トレーサビリティ

バッテリーパスポート 排出量トラッキング

サプライチェーンをマッピング
してデジタル化し、使いやすい
ダッシュボードですべてのアク
ティビティを表示・確認

EUの規制が求めるサステナブ
ルな「責任ある調達」を証明
するために設計されたデジタ
ルパスポートを発行

サプライチェーン全体の排出
量を動的に計算し、蓄積され
たCO₂-e フットプリントを可
視化・把握



新たな循環型収益モデルの開拓

リアルとデジタルの融合が加速する中、メーカーやリサイクル業者にとって革命的な変化が進む。

何十億もの製品のアイテムレベルのデジタル識別子が爆発的に増えることで、メーカー、ブランドやリサイクル業
者は、新たな過程でより大規模に製品の追跡・再利用・再販売を行うことが可能になる。

資源の「責任ある管理」におけるこの飛躍的な進歩は、規制上のニーズに応え、変化する顧客の期待に応え、重要
材料の追跡を容易にし、コスト削減に関与し、再販などの新しい機会の開拓の可能性をもたらす。

しかし、このような新たなメリットや機会を生かすには、企業はステークホルダの対して「責任ある調達」「責任
ある管理」を行っていることを証明する必要である。

自社の取り組みの実践やインパクトを証明することで、企業は資本への継続的なアクセスを確保し、進化する商業
的・政策的インセンティブを受ける資格を得ることができる。さらに、サステナビリティを求める顧客に対して自
社の取り組みについて発信することができる。

そこで企業は、サステナブル取り組みを証明するにあたって、新技術を活用してデータ取得およびデータ処理をす
る必要がある。
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デジタル・プロダクト・パスポート

回収ターゲット

リサイクル、リサイクル効率

原材料の供給源および製品の製造過程

「責任ある調達」の要求事項の遵守

サステナブルソーシングの要求事項の遵守

Circulorのデジタル・バッテリー・パスポートの先駆的な取り組みは、規制上の様々なニーズに応え、
サーキュラリティの機会を活かす企業にとってDPPの新しい領域を切り開くものである。

バッテリー・パスポートは、下記を証明する。

欧州電子管理システムへの対応・適合

トレーサビリティによるデジタル・プロダクト・パスポートの発行

供給源の特定・証明

排出トラッキング

ESG

バッテリー
パスポート

電気製品
パスポート

その他の製品
パスポート

データドリブンなリソース管理
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業界キープレイヤーとの協業・コラボレーション

Contact

Aloysius Lim

クライアントパートナー
alim@circulor.com

www.circulor.com

© 2023 Circulor | All rights reserved

Circulorは、長期的な資源確保のた

めに、新たなビジネスチャンスを切

り拓いていく。当社は、循環型の

マーケットの実現に向けて、より高

レベルの可視化、トレーサビリティ

を実現することに取り組んでいる。

企業に対して検証・証明のソリュー

ションを提供することで、企業に

とって最も重要の資産である「信

頼」を得る手段を提供する。

「変化の時代」

PolestarとCirculorの協業プロジェクト

https://www.youtube.com/watch?v=IkUZCJmSHmI
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