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「Manhattan Active輸送管理のような次世代TMSソリューションは、大
幅に高速化されているだけでなく、毎回最適な解決策を確保するための
自己設定と自己調整のインテリジェンスにより、輸送計画の仕事を容易に
しています。」
クリス・クネイン、, ARC Advisory Group

より速く、より賢く、より簡単に
Manhattan Active® Transportation Management

ロジスティクスの複雑さとサービスレベルへの期待は過去10年間で劇的に増加し、こ
の1年で混乱は新たなレベルに達しました。ネットワークの変化、運賃の上昇、輸送能
力の低下、サプライヤーや消費者の要求の高まり、世界的なパンデミックなどのミク
ロ的・マクロ的な混乱は、従来の輸送管理システム（TMS）が想定していなかった複雑
さとボリュームを生み出しています。企業は新たな不確実性に適応しようと必死にな
っており、アジリティは業界で最も価値のある資産となっています。

その一方で、調達は複雑になりすぎ、計画には時間がかかりすぎ、実行には例外や回
避策がつきものになっています。現状のままでは、もはや十分ではありません。そこ
で、私たちはより良いものを作りました。Manhattan Active輸送管理 (TM)は、次世代
のTMSです。クラウドネイティブで、すべてマイクロサービスで構築されており、アップ
グレードの必要はありません。すべてのユーザーに対して、90日ごとに新機能とアップ
デートが提供されます。TMSは拡張可能な設計になっているため、将来のアップデー
トに影響を与えることなく、お客様のイノベーションをTMSに追加することができま
す。最も重要なことは、Manhattan Active Supply Chainの一部であることです。これ
は、すべての流通、労働、自動化、そして今では輸送を完全に制御するための単一の
アプリです。

※当該資料は欧米にて事業展開されている日系企業様向けのもので、「Manhattan 
Active 輸送管理」は現在、日本・韓国では提供されておりません。

特徴＋機能
– すべてマイクロサービス、クラウドネ

イティブなSaaSアーキテクチャ
–  独自のロジックをシームレスに追加

できるように設計された拡張性
– 継続的なマルチモーダル計画と最適

化
– 業界最速の最適化ソリューションスピ

ード
– 自己設定、自己調整可能な最適化エン

ジン
– ネットワーク全体で統一された、応答

性の高いユーザーエクスペリエンス
– 事前に接続された可視性、キャパシテ

ィ、キャリアパートナー



メリット：
– すべてマイクロサービス、クラウド・ネ

イティブで、アップグレードの必要がな
いSaaSソリューション

– ボリュームの変動に合わせてリアルタ
イムにパフォーマンスを自動でスケー
リング

– 四半期ごとにリリースされるイノベーシ
ョンへの継続的なアクセス

– 配信、労働、自動化機能を備えた単一ア
プリの一部
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クラウドネイティブなアジリティ
とパフォーマンス
この10年間で、TMSソリューションのほとんどがクラウド化されました。しかし、「クラウ
ド」や「クラウドコンピューティング」という言葉は、企業の壁の外で管理されているあ
らゆるソリューションをカバーするために一般化されているため、クラウド製品の違いを
理解するのは容易ではありません。一般的に、「クラウド上で動作する」や「クラウドで
ホストされている」といった用語は、レガシーソリューションのアーキテクチャや設計コ
ンセプトを、遠隔地のデータセンターで動作するように変更（ウォッシュ）したものです。
クラウドウォッシュされたソリューションは、ビジネスに大きな可能性をもたらすクラウ
ド・アーキテクチャのコア要素を十分に活用していません（多くの場合、全く活用してい
ません）。それどころか、従来のソリューションの限界を別の建物の別のサーバーに移し
ているだけです。つまり、拡張、実装、アップグレード、スケーラビリティ、ライセンスコス
ト、市場投入までの時間などの問題に悩まされることになります。どこから見ても、それ
らは時代遅れのモノリシックなオンプレミス型ソリューションと同じです。
 
Manhattan Active輸送管理は、クラウドのためにネイティブに設計されています。つま
り、次に何が起こっても対応できるように、柔軟性と弾力性を備えて設計されています
「 クラウドネイティブ」とは、仮想化やコンテナを最大限に活用し、APIを多用し、インタ
ーネットのスケーラビリティを活用して膨大なコンピューティングパワーを自律的に利用
するアプリケーションを指します。これらの違いにより、Manhattan輸送管理は拡張性、
信頼性、拡張性、そして価格が大幅に向上しています。ユーザーは、すべての役割とロケ
ールにおいて、最大のスピード、一貫性、正確性を備えた単一の統一された体験を得る
ことができます。

マンハッタン・アソシエイツでは、サプライチェーン・ソリューション全体にクラウド・ネイ
ティブなアプローチを採用しています。それは、お客様が約束を守り、お客様のチーム
とお客様の両方に素晴らしい体験を提供できるようにするためです。
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統合管理
運送業界のリーダーが最も効果的に仕事をするためには、オフィ
スでも外出先でも、単一の包括的なワークスペースが必要です。
ユニファイド・ロジスティクス・コントロール（Unified Logistics 
Control）は、より直感的で設定可能な、完全に再設計されたプ
ランニング・エクスペリエンスを提供します。これは、プランナー
がよりスマートに作業できるように、交通ネットワークをより速
く、より簡単に視覚化できるように意図的に設計されています。

驚くほどリッチなユーザーエクスペリエンスは、もともと視覚的で
あり、デザインによって設定可能です。大型のインタラクティブマ
ップは、注文や出荷の詳細を確認するための豊富なキャンバス
となり、クリックやタップでリアルタイムに詳細を確認すること
ができます。

ソリューションコンポーネント
量、複雑さ、地域に関わらず、企業の輸送ニーズに適応して成
長するように設計された、統合されたクラウド型の物流ソリュ
ーションです。

輸送管理
Manhattan Active輸送管理は、これまでに作られた中で最も速
く、賢く、簡単なTMSです。このTMSは、30年以上にわたって世界
で最も複雑なサプライチェーンを扱ってきたマンハッタンのデー
タサイエンスとエンジニアリングの専門チームによって設計され
ました。私たちはこれらの知識をすべて取り入れ、業界で最も革
新的なテクノロジーと組み合わせて、輸送計画と実行において真
にユニークなものを生み出しました。

卓越したクラウドネイティブ・アーキテクチャー、インテリジェン
トなセルフチューニング最適化を備えた全く新しい高速マルチ
モーダル・ソルバー、統一されたユーザー・エクスペリエンス、事
前に統合されたレートおよびキャパシティ管理など、Manhattan 
Active輸送管理は、可視性を向上させ、プランニングを加速さ
せ、輸送の総コストを削減します。
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直感的なユーザーインターフェースは、ユーザーのニーズに合わ
せてビジュアルやデータを再構成することで、パーソナライズさ
れたプランニングを実現します。すべての計画および実行タスク
の作成と管理は、Unified Logistics Controlの中で、あらゆるレ
ベルの粒度で行うことができます。貨物の可視性が前面に出て
いるため、変更の実行がこれまで以上に容易になります。

検索は迅速かつ便利で、すべての重要業績評価指標の結果を簡
単にフィルタリングできます。ユーザーはトレンドをより早く認識
し、即座に対応することができます。従来の「コントロールタワ
ー」とは異なり、洞察力と実行力が同じアプリ内にあるため、理
解と行動の間に隔たりはありません。

また、アラートとメッセージの両方で、リアルタイムの通知機能
も備えています。アラートは設定可能で、変更や例外発生時にト
リガーされ、ソリューション内のどこにいてもユーザーにリアル
タイムで通知されます。また、ピア間のプロアクティブなデジタル
コミュニケーションも含まれており、ネットワーク内のどこにいて
も、ユーザー同士がコラボレーションやエンゲージメントを行う
ことができます。

TMキャリア
Manhattan TM Carrierは、キャリアネットワークとモバイルアプリの間で調和のと
れた単一のエクスペリエンスを提供し、新しい統合されたコントロール機能を提
供します。そのため、ユーザーはどこにいても、入札や受諾、アポイントメントのス
ケジューリング、貨物の可視化、イベントのトラッキングなどのアクティビティを単
一のインターフェースで行うことができます。

Manhattan TM Carrierを使えば、荷主はサービスプロバイダーと直接かつ効果
的に連携し、業務遂行能力を向上させることができます。配車担当者は、ドライ
バーの割り当てやモニタリングにも活用できます。中小規模の輸送業者にとっ
て、Manhattan TM Carrierは、スマートフォンとジオフェンシング技術の普及を利
用して、高度な可視性とコミュニケーションを実現します。これにより、追加コスト
なしでコンプライアンス要件を満たすことができ、競争条件が整います。また、ド
ライバーがどこにいても、Manhattan Active輸送管理と直接コミュニケーション
をとることができます。

その結果は？サービスの向上、コンプライアンスの強化、そしてより良い報告書の
作成が可能になります。

特徴＋機能
– 1つのワークスペースで可視性、洞察力、

実行力を統合
– ネットワーク上のあらゆる役割に対応す

る、直感的で応答性の高いユーザーエク
スペリエンス

– 仲間とのコミュニケーションを迅速かつ
容易にするアプリ内メッセージング

– 設定可能なインターフェースパネルによ
り、プランニング体験をパーソナライズ

– すべての重要なビジネスオブジェクトの
ためのシンプルで迅速な検索とフィルタ
リング

– プロアクティブなサブスクリプションベー
スのアラート機能により、個別の例外管理
を実現
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統合された最適化
過去20年間で、輸送量の大幅な増加、配達時間の短縮、輸送能
力の変動などにより、輸送計画は非常に困難になっています。
このような変化により、コストとサービスの両面から、実現可能
性とルーティングの評価が飛躍的に複雑化しています。従来の
TMSソリューションでは、現代のサプライチェーンの要求を満た
すために必要な、拡大する量と複雑な貨物のバリエーションに
対応することができなくなっています。

Manhattan Active輸送管理は、業界最速となる全く新しいマル
チモーダル最適化コアを採用しています。新しいパラメータを計
画するたびに階層的なデータ構造を再構築するのではなく、デ
ータをキャッシュしておくインメモリー・コンピューティング技術
を活用しています。この技術は、輸送ネットワークの確率的な分
析を行うことで、解決しようとする問題に応じて、必要な理想的
なアルゴリズムを自動的に決定します。また、このシステムは、複
数のルート生成技術の中からリアルタイムでインテリジェントに
選択します。

どのような最適化においても、正確なデータへの迅速なアクセ
スが重要な要素となります。より多くの高品質なデータを検討す
ることができれば、より良い結果が得られます。また、データの
解釈と計画が早ければ早いほど、組織は最適な意思決定を行う
ための時間を確保することができます。そのため、Manhattan 
Active輸送管理では、プランニング時に外部データも考慮し、視
界、天候、交通情報などの情報をこれまで以上に多くのクラウド
に接続しています。また、通信事業者の選択も同時に最適化さ
れるため、一般的な通信事業者とフリートの選択肢を評価する
ことが容易になります。

Manhattan Active輸送管理は、他に類を見ないほどスマートで
す。従来、輸送プランナーは膨大な数の詳細なパラメータを扱
わなければならず、レガシーTMSプランを完璧にするためには、
そのすべてを調整しなければなりませんでした。Manhattan 
Active輸送管理では、これらの要素を自動的に設定し、最適な

結果が得られるように調整します。従来のTMSソリューションで
は、停留所間の最大距離のような手動設定は、プランナーが公
称75マイルに設定しても、75.4マイル離れた停留所を含める機会
を逃してしまいます。Manhattan Active輸送管理では、すべての
要素をリアルタイムに考慮してプランのパラメータを調整するの
で、効率化の機会を逃すことはありません。全体として、何百も
の手動の設定パラメータが排除されています。

Manhattan Active輸送管理は、これまでに作られた中で最も技
術的に進んだ出荷最適化ソリューションです。すべての輸送計画
を合理化、加速化、最適化し、お客様の利益を守り、顧客サー
ビスレベルを向上させます。

特徴＋機能
– フリートおよびコモンキャリアのための、すべてのレーンと資

産を対象とした完全なモーダルサポート
– 新規オーダーが可能な場合、既存の貨物をギリギリまで検討

可能
– すべてのモードで柔軟なレーティングを完全にサポート
– 過去および現在のトラフィックを考慮
– 自己調整および自己構成可能な最適化コア
– インメモリ・コンピューティングとキャッシングにより、業界最

速のネットワーク・ソルバーを実現
– 負荷の最適化とモードの統合／変換（LTLからマルチストップ

TLへの変換など
– クロスドックの使用を含むマルチレッグの最適化
– ルート、マイル、燃料費の削減
– 効率的な出荷を行うためのオーダーの統合
– 輸送会社およびサプライヤーのコンプライアンスおよびガイ

ドラインのサポート
– 取引先とのコラボレーションとコミュニケーションの強化

拡張性のある設計
Manhattan Active輸送管理は、お客様の革新的な力と当社の力を迅速かつ容易に組み合わせるために、拡張性を考慮して一から設計
されています。私たちは、お客様のビジネスがユニークであることを理解しており、お客様がデータモデルをカスタマイズしたり、APIや出
口にアクセスしたり、インターフェイスを自由に設定できることが必要だと考えています。私たちは、新しいタイプのSaaS TMSアーキテク
チャを利用して、荷主が将来のリリース更新に影響を与えることなく、Manhattan Active輸送管理を拡張できるようにしました。ユーザー 
インターフェイス内での新しいエクスペリエンスの設定、追跡するための新しい属性の追加、カスタムの「シークレット ソース」外部ロジ
ックの統合など、この優れたTMSではそれが可能です。

メリット：
– アップデートに影響を与えることなく、データ、UI、サービスレベルでの拡張が可能
–  数千ものREST APIにより、新しいネットワークパートナーを迅速かつ容易に接続可能
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統合された実行力
国内または海外への輸送計画を実行する際、Manhattan Active
輸送管理は、最先端のアーキテクチャ、データサイエンス、最
新のユーザーエクスペリエンスのすべての利点を備えた、世界
で最も複雑なサプライチェーンに取り組むための基準を高めま
す。Manhattan Active輸送管理は、ネットワーク内の企業の統
合をこれまで以上に容易にするために設計されました。これま
で以上に多くのパートナーと接続でき、さらに迅速かつ簡単に追
加できるこのテクノロジーは、タップするだけで、より多くの可視
性、より多くのキャパシティ、より多くのエンゲージメントを実現
します。また、マンハッタンの迅速なオンボーディングプロセスに
より、新しい機能や接続を、最初から最後まで最短1週間でオン
ラインにすることができます。

さらに、私たちはお客様に代わって、これらの接続の多くをすで
に行っています。マンハッタン・キャリア・ネットワークは、これ
まで以上に多くのキャリア、キャパシティ、ビジビリティ・パート
ナーへの事前接続を提供します。ベンダーネットワークについて
も同様で、サプライヤーのセットアップやオンボーディングを1回
で迅速に行うことができ、ルーティングリクエストの管理やル
ーティングレスポンスの伝達も可能です。スポットレーティング
やキャパシティ、リアルタイムの視認性、トラフィックなどのメリ
ットを提供するパートナーの多くは、あらかじめ統合されていま
す。Manhattan Active輸送管理には、スポットニーズを放送した
り、TMS内で直接貨物マーケットプレイスとやりとりする機能も
組み込まれています。

当社のクイックレート検索機能は、契約レートのレートとルート
の実現可能性の両方をダイナミックに照会し、単なるレートチェ
ック以上のものを提供します。実現可能性は、重量や容積の制
約、容量の空き具合、さらには輸送時間など、さまざまな要素に
基づいています。Manhattan Active輸送管理は、請求書を例外
的に管理し、過剰な請求や不正な請求を迅速かつ効率的に引き
下げることで、旧式の貨物決済プロセスを合理化します。コミュ

ニケーションとプロセスを自動化することで、オーバーヘッドとコ
ストのかかるエラーを削減し、事前/事後監査のキャリア契約コ
ンプライアンス、貨物監査、支払い能力を向上させます。

Manhattan Active輸送管理のユーザーエクスペリエンスで提供
されるリアルタイムのインサイトに加えて、高度なレポートやビジ
ネスインテリジェンスも利用でき、これまでにないコントロール
と実用的なインサイトを提供することで、運用指標をできるだけ
簡単にモニターできるようになります。

特徴＋機能
– 事前に接続された視認性、キャリア、マーケットプレイスのパ

ートナーとの連携
– 視認性、アラート、例外管理のニーズに対応
– レートショップやブロードキャスト機能を備えたデジタル貨物

仲介の統合
– 貨物をリアルタイムで確認しながらアポイントメントスケジュ

ールを管理
– モバイルヤードチェックイン・チェックアウトによるきめ細かな

可視化と効率化
– 簡単に設定・管理できるベンダーネットワーク
– 複数のサービスプロバイダーやブローカーからスポットレー

トを取得
– 統合されたビジネスインテリジェンスのダッシュボードとレポ

ート
– 請求書の発行と照合の管理
– 輸送業者とのマッチングや自動支払プロセスの導入
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