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1．会社の概要

㈱ホームロジスティクス
は2010年にニトリグループ
より分社化された物流企業。
ニトリグループは商品の8割
以上を海外で生産。それら
の商品を海外主要50港から日本の主要港へ海上貨
物として輸入し、さらに国内約400店舗へ商品を供
給、同時にお客様の元へ直接商品の配送をしている。

国内には9つの物流センターがあり、総床面積が
約20万m2に及び、これは東京ドーム約13個分に匹
敵。その他、78の配送センター（営業所）、そして
7つの発送センターを有し、全国各地へ商品を供給
できるネットワークを構築している。

その他、マテハンやシステム開発など4つの事業
（図表1）を柱としている。

2． 部署（物流センター統括本部 
業務東日本）の概要

物流センター統括本部業務東日本は、海外より輸

入した商品を物流センターから東日本エリアの各店
舗・営業所へ供給するための車両を管理する部署。
管轄エリアは北海道から静岡県までの東日本エリア
を担当。日当たり約80台、年間30,000台のトラック
の手配・管理を行っている（図表2）。
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図表1　事業概要

図表2　輸送網
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3． 現状把握、 
改善の目的

（1）外部環境
物流業界全体では、燃料の

軽油価格が高止まりしている
中で、荷主への価格転嫁が進
まず経営を圧迫し、厳しい状
況に置かれている。また最近
は、若年層のドライバーが不
足していることや、中型免許
の新設によりドライバー不足
に拍車が掛かっている。結果、
車両保有台数とドライバー数
の減少が続いている。しかし、輸送する貨物の量は
減少していない。結果、減少した労働力を取り合う
形で、搬入運賃の上昇が続いている。

（2）内部環境
ドライバーを取り巻く環境が厳しくなっている

ことから、運送会社からの値上げ要求は続き、弊社
の発送配達費は上昇を続けている。弊部署内におい
て、輸送費の推移を比較すると、輸送費は4年前と
比較して36％上昇している（図表3）。

（3）改善の目的
弊社で取り扱う荷量は年々増加を続けているが、

荷量の増加以上に輸送に掛かるコストの上昇幅が大
きくなっている。また、ドライバー数が減少してい

る中で、増加し続ける荷量の安定供給のため、ドラ
イバーの確保が急務である。輸送コストの削減、並
びに車両の安定確保を実現すべく、問題解決への取
り組みを開始。

4．問題点の抽出

（1）原因推察
特性要因図（図表4）にて、積み込みを行うドラ

イバーの負担となっている項目の抽出を実施。
調査を行った結果、弊社の倉庫では他社の倉庫と

比較して長時間作業・重量物のバラ積み・不規則な
作業時間など、ドライバーの業務において、運転以
外の積み込み作業の負担が大きいことが推測された。

（2）現地調査
次に、実情を把握するため、弊社倉庫で実際に

積み込みを行っているドライバーへのアンケートを
実施（図表5）。負担となっている項目の抽出を行っ
た。結果は推察の通り、倉庫内での荷役部分に負担
を感じているドライバーが数多くいることが明らか
となった。

現状の運用では男性ドライバーでも体力的に厳し
い環境であり、女性ドライバー、高齢ドライバーは就
業が難しい現実を改めて実感する内容であった。

図表3　物量・輸送費増加率推移

図表4　原因推察 特定要因図
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5．改善の実施

（1）荷役分離
ドライバーの負担を軽減し、就業しやすい環境を

整備するため、荷役と運行の分離を起案。積み込み
地と降ろし地が自社物流倉庫である強みを活かし、
倉庫内作業員での作業実施案を検証。

現状の運行では、積み込み地に到着後ドライバー
自身で積み込みを実施。積み込み終了後トラックを
運転して荷降ろしをする拠点に到着。ドライバー自身
で荷降ろし実施。というハードな内容となっている。

変更案ではドライバー自身が行っていた積み込
みと荷降ろしの部分を自社の倉庫内作業員が行う運
用とした。ドライバーは着車後、積み込みは行わず
待機。積み込み後出発し、荷降ろしをする拠点に到

着。荷降ろし中は待機。結果、ドライバーは運転に
のみ専念することができ、荷降ろしの負担を軽減で
きるものとした。

（2）改善案の検証
荷役分離案では、ドライバーの負荷軽減をするこ

とが可能となることは実証できた。しかし、積み込み・
荷降ろしの間、倉庫、配達拠点での待機が発生する
ため、拘束時間に変化は見られなかった（図表6）。

6．スワップボディコンテナ導入

（1）導入の背景
「5.（1）荷役分離」の対策を実施することにより、

ドライバーの負担を軽減することに効果があるが、
拘束時間自体は減少しないため、新たな輸送力の確
保・運賃交渉には繋げることができない結果となっ
た。この問題を解消するため、次に運転を切り離す
案の検討を実施。

そこで、海上コンテナ・トレーラーと同様に、車
体と荷台を切り離すことで、ドライバーが積み込み
中も待機不要となる運用を実現できないかを検討。
ただし、トレーラーや海上コンテナではドライバー
が牽引免許を取得していることが条件となる。これ
では、新たな輸送力の確保には繋げることができな
い。この問題を解決するため、通常の大型免許で運
転が可能となり、荷台の切り離しができるスワップ
ボディコンテナの導入を検討。

（2）スワップボディコンテナ概要説明
スワップボディコンテナは、商品を積

載する荷台部分を脱着できる車両。車体
と荷台が分離することで、商品を積載し
たコンテナ輸送と空きコンテナへの積み
降ろしを別拠点同時並行で行うことがで
きるようになる（図表7）。

これにより完全に運転と積み降ろしを
切り離すことが可能になり、ドライバー
は運転に専念し待機時間も発生しない。
前節での問題点であるドライバーの拘束

図表5　アンケート結果パレート図

図表6　ドライバー運行状況
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時間の問題も解決でき、効率的な運行が実現できる。
また、前述したとおり、牽引免許は必要なく大型免
許のみで運行可能で、サイズも10t車と同規格であ
るため、トレーラーでは搬入できない場所での運行
も可能となる。

（3）運行イメージ
弊社の関東DC⇔川崎DC間の運行状況にスワップ

ボディコンテナによる運行を当てはめてみる。現状
の運行は日当たり10tトラックで関東DC⇒川崎DC3
台、川崎DC⇒関東DC2台の計5台の運行を実施。積
み降ろしもドライバーが行うため、ドライバー数は
5名必要。仮に往復運行したとしても残業して2運行
が限度なため、3名は必ず必要（図表8）。

スワップボディコンテナ導入後の運行シミュレー
トを実施。関東DC・川崎DCにて事前にコンテナへ

の積み込みを実施。積み降ろしは倉庫作業者が行う。
ドライバーは積み込まれたコンテナを移動するのみ
となり、1名で3運行が定時内で可能になりドライバー
数は2名で済む結果となった（図表9）。

7． 導入に向けた問題点

（1）車両確保
新たな運行を実施する上での課題が該当車両の確

保であった。弊社と輸送業務契約を取り交わしてい
る運送会社へ相乗効果が得られる提案を行い、実現
に向けた打合せを実施。また、近年、無謀な運行管
理（ドライバーの長時間、連続勤務）によって、トラッ
クや観光バスの大きな事故が多発し社会的問題に発
展していることも問題視。業界全体としてコンプライ
アンスの遵守が最も重要な問題であることを改めて

図表7　スワップボディコンテナ概要

図表8　現状の運行状況
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運送会社と共有し、運送会社と以下3点の問題点を共
有し、解決する道筋を立てて検討を開始した。
Ⅰ：ドライバー不足の解消
Ⅱ：車両購入費用の抑制
Ⅲ： ドライバーの拘束時間の抑制（コンプライアン

スの遵守）

Ⅰ：ドライバー不足の解消

「6.（3）運行イメージ」の通り、ドライバーは従
来の業務と比較すると、積み込み作業を行わず、コ
ンテナ移動のピストン運行業務のみを行うため、以
前と同じ5台分の運行でも5名⇒2名での運行が従来
同等の時間軸で実現。3名相当のドライバー数を抑
制可能となる。

また、重量物の積み込みを行わないため、高齢
ドライバー、女性ドライバーが活躍できる環境によ
り、従事するドライバーの幅を広げることが可能と
なる。
Ⅱ：車両購入費用・維持費用の抑制

スワップボディコンテナでは車体部分と荷台部
分が分割しており、実際に商品を積載する荷台部分
が現状と同等の数必要とするのに対して、車体部分
は少なく済むため、初期の購入費用を4割削減する
ことが可能となる（図表10）。

またトレーラーと違い荷台部分には自動車税が
かからず、車検も必要なし。牽引免許や通行許可等

の煩雑な手続きも必要なしのため、維持費用の抑制
にも繋がる。
Ⅲ： ドライバーの拘束時間の抑制（コンプライアン

スの遵守）

ドライバーは運転のみに集中できるため、積み
込み時間を考慮した労務管理が不要となり、運行管
理が簡素化できる。また、運転状況のみの管理のた
め、与件が減少することで労働時間が大幅に超過し
てしまうという従来の問題を解消することも可能と
なる。

実際の運行の計画では、ドライバーが積み降ろ
し・運転全てを担う改善前の方法と積み込み代行の
方法とも拘束が13時間になるのに対し、スワップ導
入後は8時間の拘束時間となる（図表11）。

コンプライアンスを遵守し、かつ、上記問題を解
消できる車両であることを、運送会社と共有し、車
両の確保を実現することが可能となった（図表12）。

図表10　車両購入例

図表9　導入後の運行状況
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（2）積み込みスキル取得
導入に向けて次なる問題として、積み込みスキル

の不足が露呈したことへの対応が必要となった。今
までドライバーが実施していた業務を弊社倉庫内作
業者が実施する必要性に迫られたためである。経験

図表12　実際導入されたスワップボディコンテナ

不足を解消するた
め、自社独自の研
修であるブートキャ
ンプを利用し、テキ
ストを用いた座学講
義（Off-JT）と、実
際に商品を積み込む
体験を行う実技講義

（OJT）を実施（図

表13）。ブートキャ
ンプでは、専用の施
設を用意し新入社員
への教育等も行って
いる。

また今までは、毎
回異なるドライバー

が積み込みを行っていたが、現場で専属の積み込み
メンバーを教育することにより、積み込みレベルが
均一になり、積みこぼしの抑制や積み込み時間の短
縮に繋がった。

（3）必要備品準備
積み込みに必要な備品を全て準備し、自社で積み

込みが完結する環境を整備。また、スワップボディ
コンテナは荷台を着脱する構造のため、どうしても
一般の低床トラックより荷台の高さが高い。この問題
を解決するため、特注のスロープを作成。取り回し
が利くようにキャスターを取り付け、ハンドリフトの
要領で簡単に移動できるように設計した（図表14）。

図表13　自社ブートキャンプのOff-JTとOJT風景

図表11　導入前後の運行計画比較
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9．今後の課題

今後の課題として、運行方法の見直しを検討。現
在の運行では荷量の安定している大型センター間の
輸送のみに特化しており、小型のセンター・店舗への
導入を行っていない状況。今後コスト削減効果を増
大させていくため、小型のセンター・店舗への搬入で
も実施可能な運行方法を検討し、拡大をしていく。

また、弊社ホームロジスティクスはグループ内へ
の商品供給が大半を占めている中で、他社の家具や
一般貨物の取り扱いも拡大していきたいと考えてい
る。その際ホームロジならではの特色として、スワッ

8．導入効果

従来の運送業務をスワップボディコンテナへ切
り替えたことにより、導入後3 ヶ月後の効果は下記
の通りであった。

（1）コスト
・人件費コスト：208万円増加
　 （積み込み人員の確保を自社で行ったため、費用

増加）
・輸送費コスト：404万円減少
　 （運行車両数が減少、またドライバー負担減によ

る運賃交渉により費用減少）
⇒ 全体で196万円のコスト削減、年間では850万円

の経費削減

（2）品質
自社の専属メンバーが積み込みを行うようになり、

積み込み基準・ルールを遵守した積み込みを実施。
結果、品質が向上し、スワップボディコンテナ輸送
過程において商品の破損は1件も発生していない。

図表14　オリジナルスロープ

図表15　今後の展望
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今後も取引先の皆様、自社従業員と手を携え、企
業理念に基づき、思いやりあふれる社会の実現に貢
献していきたいと考えている。

プボディコンテナによる物流ソリュー
ションの提案を行い、新しい物流を構築
していきたい（図表15）。

最後に、物流業界を取り巻く様々な
問題を解決するためには荷主と運送会社
とがWINWINの関係を築き、共に考え、
協力しあうことが不可欠。コンプライア
ンス遵守は勿論のこと、ドライバー、庫
内作業者の労働環境の改善により一層注力してい
く。その一環としてドライバー休憩室と、ドライバー
も利用できる食堂を関東DCに設置した（図表16）。

選考評

本事例は今年度発表の全30件の中で多くの実行委
員が高く評価し物流合理化努力賞に輝いた事例であ
る。その改善ポイントは、物流業界が抱えている共通
の課題、すなわち年々深刻化するドライバーおよび車
両不足に伴う運賃上昇に対して、従来発想の改善から
は全く視点の異なる「スワップボディコンテナの導入」
という新たな取り組みで様々な課題を克服したことに
ある。このように新たな発想での改善ではあるが、実
現に至る検討プロセスは極めてオーソドックスで、改
善の定石である「特性要因分析」「アンケート調査」
などからドライバーの負担要因を抽出し、その本質改
善に取り組んでいる点は大いに参考になると思われる。

本事例で取り上げられたドライバー業務の「運行
と荷役の分離」は、海上コンテナ輸送では古くから
実施されているが、日本の一般トラック業界ではほ
とんど見られない。「荷役分離」は口で言うは易い
が、実際の世界では輸送品質の安定確保のためにド
ライバー自身が嫌うことも多い。言い換えればドラ
イバー自身が自らの運行に全責任を持っているとい

う自負心の表れでもあるが。しかしながら、昨今の
急激なドライバー不足や高齢化など社会的課題に対
するドライバー自身の意識が変化してきているので
あろう。そのような社会的課題や将来動向を見据え
たうえで、同社の輸送業務の安定性確保の取り組み
が「スワップボディコンテナの導入」であった。事
例発表資料にも記載されているが、スワップボディ
コンテナを購入したのは協力運送会社である。ホー
ムロジスティクスから提案を行い、両社が対等の立
場で導入による改善効果を詳細に事前検討し、双方
に大いに意義のあるメリットをもたらした。

ホームロジスティクスは川崎の通販発送セン
ターに導入された「ロボット倉庫」や西日本通販発
送センターに今秋予定されている「無人搬送ロボッ
ト」の導入など、最新技術を活用した近代的物流セ
ンターの構築に積極的に取り組んでいる。今回の事
例も、ドライバー不足対策や働き方改革に好影響を
もたらすため、今後のビジネスモデルの一つの方向
性を示していると言える好事例であった。

「 スワップボディコンテナ導入による車両の安定確保と輸送
コスト削減」について

全日本物流改善事例大会2017	実行委員　脇田 哲也
（東芝ロジスティクス㈱	物流改革推進部	企画担当	参与）

図表16　ドライバー休憩室と食堂メニュー




