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卒論 

                         Ａ５Ｐ２１０２９ 鬼塚 史明 
 

              一章「背景・研究の狙い」 

 
近年の原油などの燃料高騰に伴い、自家用車の運転を避ける人や食料品の値上げなど国

民の生活レベルでも大きな影響が出ている。しかし、物流会社などにおいてはさらにその

影響を大きく受けており、トラック輸送を行う物流会社などは特に大きなダメージを受け

ている。一方で参入規制の緩和に伴い多産多死ではあるが運送会社の数は増えているなど

の現象が起きている。しかし、売り上げをあげる一方でドライバーに過酷な労働をさせ、

安全運行管理不足の会社もあるというのが現実でありそういう事をしなければ利益を上げ

る事が出来ない会社が多い。 
近年では、輸送のみではなく３ＰＬなどの総合的な業務を行う会社や倉庫や在庫管理に

伴い付加価値を加えるなどして利益を上げている会社も増えているなど、経営手法も変わ

ってきている。物流は法人だけでなくスーパーやコンビニなどにおいては、実際に身近に

関わる商品の物流でもありどのような物流の仕組みかが気になり、さらには燃料費高騰な

どの問題により今後の展開が自分の周りにどう影響するかを調べようと思いました。 
 

             第二章「物流業界とは」 

 
物流業界においては、業界や商品ごとによって物流の取り組み方や仕組みが違う。まず、

身近な日用雑貨用品などは従来都道府県ごとの物流だったのだがスーパーなどの大型小売

店が増え全国的な物流になり、それにより一括物流で多品種少量の納入しなければならな

く、小売側としてもＰＯＳシステムを利用し多品種の商品から売れる商品を選択しそれに

対応し卸としてもピッキング効率を上げなければならないので双方の間で的確なコミュニ

ケーションや正確なやりとりがなされなければならなくＩＴなどによる効率化がこれから

先も必要となる。 
次に酒類業界は 2003 年までにコンビニや量販店や百貨店の販売が拡大してそれに伴い、
低価格商品販売や他食品との一括納入により配送コスト削減を求められているのでそれに

対応した受注、納品システムの構築が必要である。 
出版業においては、近年のインターネットの普及により新たな情報源や電子書籍さらに

はアマゾンなどの消費者との直接販売により商品流通の機会が減りつつある中で、出版業

界における物流において書籍の返品制度があるので返品物流という特殊な物流があり、そ
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ういった中で、返品された書籍のデータを集めマーケティングをして返品率を下げるなど

の経営手法がとられている。 
スーパー業界においては、特徴としては商品を流通センターにまとめそこから一括配送

して配送効率や物流効率化をするために小売自らが配送センターを運営する企業が多くま

た、多品種化と他頻度少量化の配送の迅速化により在庫することなくすぐに仕分けして出

荷することが多い。しかし、大手のイオンなどは既存の物流を廃止して３ＰＬなどにより

物流コストの削減や直接取引さらにはＰＢ開発、他業種との物流の共有化など大手ならで

はの政策もあり利益水準が低迷するなか物流の改革が行われている。 
また、スーパーストア「オーケー」は小売業において他社よりも同じ商品を安く売るた

めにはいかに安く商品を仕入れるかが大事にしており、物流においてスーパーなどは多品

種少量の納入が主だがオーケーは他社との差別化のため少品種大量の納入を行うことによ

り仕入れに掛かるコストを減らし消費者に安い商品を提供している。｛例→醤油なら丸大豆

の醤油のみでキッコーマンは販売していない｝など。メーカーとしては物流においては、

年間で安定した量を納入してもらい、さらには他社の商品を置いていないので自社の商品

が売れるので可能だがそのために安い値段で卸さなければならないが新たな物流の仕組み

とも言える。 
コンビニチェーンにおいては、業界トップのセブンイレブンにおいては共同配送により

雑貨共同配送センター・加工食品共同配送センター・チルド共同配送センター・フローズ

ン共同配送センター・さらには本や雑誌類などのトーハン配送センターなど食品において

も温度帯別に集約して配送することにより多品種の品揃えに対応することが出来る、さら

には配送効率も上げることができる。これはコンビニという限られたスペースでいかに効

率よく配送するためにこのような仕組みがとられている。このように業界ごとにそれぞれ

の特徴もあり時代と共に物流の形は変化している。 
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第三章「成長を続ける物流業界独自の経営手法」 

 
物流をするにあたり実際に行われる過程としては、輸送する商品の保管や荷役や包装や

流通加工がありそれらを実際に輸送することである。しかし、それだけではなく近年では 3
ＰＬと呼ばれるものが注目され始めている。３ＰＬとは企業の物流を一括して受託でき、

コンサルティング・プランニング・マネジメントの 3 つの能力がある会社のことをいうが
定義に反してそれを達成している会社はわずかで、日立物流・ハマキョウレックス・キュ

ーソー流通システムなどである。理由としては、３ＰＬを行うには物流拠点の削減や変更

また在庫を減らすなどの提案を行うコンサルティング能力・コンサルティング提案を実行

するための計画作成や予算計画を行うプランニング能力・自社だけでなく派遣や業務請負

会社を使管理する現場運営管理などのマネジメント能力など、各分野で専門的なスキルが

必要で、それらを達成できる会社は少ない。さらに、実際に委託する場合において一度委

託した場合にすぐに他社に移りかえることができないので、資金面や会社などの実績さら

には社員の人材など厳しい審査がある。また 3ＰＬを行うにあたり倉庫管理システムと呼ば
れる、在庫管理やロケーション管理、物流機関管理などを持つことにより保守や入れ替え

やの経費や投資さらにはシステム費用を抑えるなど 3ＰＬを行うことはたやすいことでは
ないが顧客からのメリットは大変大きく、今後の事業拡大や顧客獲得には必要である。          

 
図 1 ３ＰＬの図例 
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              ※３ＰＬの図例            

                    
              ※３ＰＬの委託の図 
 
※荷主は複数の３ＰＬ受託会社の中からプレゼンテーションなどの説明を受け、自社の

物流にもっともあった会社を選択することが出来る。３ＰＬ受託会社の能力の一つに顧客

に対する自社のアピールも重要である。 
 
日立物流においては、長年の積み重ねによりアディダスなどから返品・再出荷までの判

断を任されるなど３ＰＬなどの委託業務により近年業績が伸びており２００９年３月の連

結純利益は前期 6％増の８２億円と三期連続で最高益見込まれている。実際問題、日本企業
の売上高物流費比率は、97年の６．５％から 10年間で４．８％と１．７％も減少しており
そのかわりに、外部委託の比率が６６％と１０ポイント伸びており日本企業全体として外

部委託傾向が強まっている。日立物流における３ＰＬ事業の収入は連結売上高の 73％＝
1034億円と大半を占め、また３ＰＬは解約リスクも少ないので他社との差を広げることが
可能である。 
 

 
 
 
 
 
 

荷主 
（委託会社） 

Ａ・Ｂ・Ｃ社の中か

ら一社を選択できる 

 
Ａ社 

（３ＰＬ受託会社） 

 
Ｂ社 

（3ＰＬ受託会社） 

 
Ｃ社 

（３ＰＬ受託会社） 
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図 2 ３ＰＬの流れ（例 1） 
 

「※３ＰＬの実際の事例（日立物流）････日用雑貨製造業Ａ社」 
  
※Ａ社は、顧客から発注を受け受注した情報を日立物流情報センターに送りそこから出

荷に関する指示の情報をもらい国内工場や海外工場などに発注を行い横浜・札幌・大阪の

３つの拠点から顧客に出荷する仕組みである。 
 
導入目的＝商品別、顧客別営、業部門別に物流にかかるコストを明確にし、経営全体に役

立てる 
 
特徴＝情報主幹窓口機能・物流コスト分析支援・海外工場からの取引を含む輸入管理業務・

配車情報/帳票等の自動作成・発送履歴管理機能 
 
効果＝年間物流コスト 20％削減・物流拠点 16カ所→3カ所 
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図 3 3ＰＬの流れ（例 2） 

 
「※３ＰＬの実際の事例（日立物流）････宗教用具小売業Ｂ社」 

 
※Ｂ社は、まず店舗から契約に関するデータをもらい、それらの情報を日立物流情報セ

ンターに送りそれらのデータをもとに店舗配送や展示会場さらには個人宅への直接配送も

行うようになった。 
 
導入目的＝物量の増加に対応・現在 119店舗→将来 200店舗に対応 
 
特徴＝顧客の ECR構築支援・バーコード利用の仏壇シリアル NO管理、入出荷検査 
   
倉庫経営    自家運営→アウトソーシング 
出荷支持    ＦＡＸ→ＥＤＩ 
配送サイクル  1便/週→毎日 
配送先     店舗→店舗・宅配 
在庫量     大→小 
効果＝200店舗に対応・商物分離による営業効率向上・物流費の変動費化 
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         「3ＰＬの事例（日本通運）・・・玩具業界 A社の事例」 

物流拠点集約と、調達～販売までの一括管理にて受託 

 

               改善後の物流フロー 
                  ↓ 

 
図 4 3ＰＬの流れ（例 3） 
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しかし、近年の燃料高騰に伴い 3ＰＬのよう一括委託するのではなく、顧客本来が物流に
関わるケースも近年出始めている。漁港関係のケースの場合、燃料高騰に伴い経費が高く

なり今までどおりに他社に加工や運送などを委託すると利益が出ないので漁師組合などが

会社を立ち上げ、加工に伴う施設やノウハウを買いさらには業者だけでなく個人客との取

引を行い直接配送行などの物流を行えるようネットを通じての物流取引も行われている。

漁師自らが釣った魚を加工や配送の処理・注文受付やお客様対応まで行うなど新たなビジ

ネスモデルも生まれ、個人客としてみればスーパーに行かずにさらには鮮度の高い商品を

購入できるなどのメリットもあり、漁師としても仕事に対するノウハウさえ取得できれば

卸売りのコストを抑え利益を上げることが出来るというメリットがある。近年、物流にお

いても、国際化が進み人件費の安い中国などに物流拠点を置く傾向があった。しかし、中

国国内における人件費の高騰によりベトナムやインドなどに移り変わりつつあり三菱商事

や三井物産などが進出している。しかし、国際物流においては国ごとの意識の違いが大き

く現れ製品に関する扱いなどを徹底するのは大変であり、大手の会社などでなければきち

んとした物流構築をする事が難しい。そういった中で佐川急便などは国内で得たノウハウ

を中国で活かすことにより業績を伸ばしている。 
               「佐川急便の事例」 
                 
国内の宅配輸送市場が成熟しており、料金の低下などが求められ国内ではなく海外に進

出する必要性がでてきた（背景）。しかし、欧米などにおいては飛行機などを使った自国で

の宅配に関する物流市場が出来上がっているために新規参入が難しかった、そこで海外（ア

ジア）へ視野を広げた。 
アジア（台湾）などにおいては、自国の宅配に関する物流があるもののまだまだ未完成

で参入できる余地があり、国際展開をするにあたり資材や人材など参入をするに当たりリ

スクも大きいが欧米などの海外企業が参入する恐れもあるので、いち早く佐川は参入を決

意した。2000年 3月に佐川は台湾で二番手の新竹貨運と技術提携を結んだ。台湾において
日本の物流ノウハウを移植しようとしたが当然、既存の社員からの反発なども多く衝突も

あったが自社のやり方を貫いた。手書きの住所での送り状だったがそれだとミスも多発し

て作業時間や管理の点からも問題がありバーコードを印刷した送り状に改善し、さらに仕

分け機やＩＴシステムの導入さらにはセールスドライバー（セールス活動、集配業務、物

流提案、料金回収）制の導入などにより 1.5日かかっていた配送時間を翌日午前中に届けら
れるようにした。現地に派遣する人材もマネジメント能力や営業力などを重視した更に現

地で働く外国人に日本ではお客に対して頭を下げるのは常識だが海外においては必ずしも

そうではない、そういった部分も日本のやり方にあわせてお客に対して頭を下げるなど日

本流のやり方を徹底した、そういった人対人の部分でのサービスも好評だった。そういっ

た企業努力が実を結び 2001年度中に二番手だった新竹貸運が最大手になりさらに、軽自動
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車を使った宅配専用の配送部隊を設置して業務領域をＢｔｏＣに拡大した。また現在アジ

アにおいて台湾だけでなく中国・韓国・ＡＳＥＡＮ諸国にも進出している。 
 
              
 
 

「オカムラ物流」 
物流における直接物流を行いユーザーからの注文から納品までのリードタイムを短くす

るために、工場から直送→小口の注文が多くなり作業量が多くなりそれに伴い従業員や外

部倉庫の必要性が出てきて経費が高くなる→倉庫内におけるレイアウトの改善や、ＩＴを

導入することにより数量ミスや作業員のレベルの格差も少なくなりプロジェクトに4500万
円を投資して年間 3000万円のコスト削減に繋がった。 
              

 

        第四章「物流業界の問題点について」 

 
物流をする上で車・飛行機・船など様々物流手段があるがそれに伴いかかる燃料費は近

年高騰し続けている。そういった中でもまず、物流業界における国内貨物輸送の約六割を

占める運送会社におけるトラック輸送に注目した。平成 15年にはトラックにかかる軽油料
金は６４円/リットルで業界として約１兆円の燃料経費だったのが年々上昇しており、平成
19 年に 108/リットルで１兆 7100 億円と業界全体として 4 年の間に 7100 億円も燃料費が
増加している。 
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図 5 軽油料金高騰のグラフ 
 
しかし業界自体は 90 年 12 月に貨物自動車運送事業法施行により、規制緩和がなされ事
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業への参入は需給調整規制に基づく免許制から許可制になりまた、運賃・料金は認可制か

ら事前届出制とされるなどの理由で増え続けいているがそれに伴い、価格競争やまた燃料

高騰や排ガス規制など様々な問題があり利益を上げるのが難しく多産多死の業界である。

しかし、新規参入の 46.5％は運送業とは関係なく事業計画として参入が多く賃金や会社の
倒産などの理由で同業種からの独立した人が 27.9％であるなど新規参入者全員が厳しい業
界であることを覚悟して参入しているわけではない。平成 2 年の事業者数は 400.702 社に
対し平成 17 年度には 62.056 社まで増えているがそれに対して運転者の数は平成 2 年
823.692人から平成 16年度は 864.320人と事業者数の増加に対して運転者の数は増加して
いない。 
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図 6 事業者数とそれに伴う事故数のグラフ 

 
理由としては、賃金や将来性などが原因で人材不足が原因でそれに伴い運転者に過酷な

労働をさせるなどして事故も多発していて事業数に対しての事故数の割合は減ってきては

いるが、事故そのものの数は減っていない。そういった問題を解決するために、国土交通

省の巡回調査による監査実施やまた高速料金の値下げさらには、補助金などの対策がとら

れているが抜本的な解決には繋がっていない。これから先、物流を行うためにはトラック

の燃料などのコスト面だけでなく、ドライバーなどの安全面にも注意をしなければ国内に

おける物流が的確に行われないなど企業だけでなく消費者にも影響し国内物流の信頼性が

失われてしまう。 
物流の形は、近年のＩＴ化や企業の変化、さらには燃料高騰により変わりつつあります。

物流において規模の大きい会社でのみ３ＰＬさらには全国規模での拠点や配送や物流の国

際化などを行うことが出来る。そこには規模の経済なども関わってきて今後の燃料高騰な

どの厳しい状況に耐えるのは規模の小さい会社では、厳しくなるので物流業界において独

占化がおきてしまうのではないかと思う。 
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五章「物流業界の今後・まとめ」 

 
物流業界において、規模の小さい会社は大きい会社に吸収もしくは統合といった形で生

き残る以外には、新たな経営システムやビジネスモデルを構築しなければならないため、

先ほどの漁港の例のように個人や小規模向けのあらたな物流サービスを展開していく必要

があると思い、それらのシステム構築をする必要があります。物流の今後を考える上で現

状の問題だけでなく、これから起こりうる問題として自分は業界内の格差などがあると思

い思いました。３ＰＬにおいては、一度受注を受けると、解約リスクも少ないので業界内

の格差を縮めるのは難しく、業界格差は広がり実際問題、３ＰＬ事業において日立物流な

どの大手物流会社のガリバー化は進んでおり、今までの物流ノウハウだけでなく３ＰＬで

の実績も毎年伸ばしておりそういった部分においても差別化につながってきている。 
しかし、アウトソーシングの視点から見れば、３ＰＬなどの登場により３ＰＬサービス

を受ける会社にとっては、外部委託によるコスト削減や大幅な利益につながるなど、３Ｐ

Ｌの発展は物流だけはなく、今後の日本の経済発展にも大きくつながると思いました。３

ＰＬは世界的にも浸透しているので今後は、日本国内だけでなく海外進出や逆に海外企業

が日本に進出するなど、国際化を踏まえた動きが今後は加速することもあるので今後の日

本の貿易や経済発展において物流は重要課題であるとおもいました。原油価格についても、

原油国などに注意を呼びかけたことにより、この論文を書き始めたころに比べ値下がりを

したが、一定の値段が安定する保証は無く原油価格についても国際化に伴い、世界的な解

決が必要である。これらの問題は、消費者つまり自分達の周りにおいても、深く関わって

おり燃料高騰により製造段階だけではなく、物流コストにも負担がかかりそれに伴い商品

の値段も上がるなど消費者レベルでの問題も起きている。燃料価格については国際的な問

題なので企業努力での解決は難しい。 
しかし、近年の３ＰＬ事業などの企業の事業拡大により消費者自身は、３ＰＬを直接利

用する機会は無いが企業などが、３ＰＬ利用により浮いた物流コストを消費者に商品価格

や物流サービスという点で還元できるので、物流において３ＰＬなどの新たなサービスの

展開は身の回りにおいて価格・サービスといった形で影響しており、物流サービスの今後

の展開は、企業だけ無く消費者にとっても大変重要だと思う。 
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