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1．会社概要

社名：本田技研工業株式会社
本社：東京都港区南青山2-1-1
創立：1948年（昭和23年）9月
従業員数： 連結208,399名 

単独22,399名 
（2016年3月31日現在）

2．業務概要

弊社、海外部品物流部では、海外四輪生産工場向
けに量産用部品の輸出業務を行っている。現在、日
本から、年間約2万本のコンテナ（FEU）を出荷し
ており、鈴鹿技術開発課では、日本出荷全ての部品
の包装荷姿を決定し、高品質かつ高効率での供給を
目指している。

多種多様な包装資材から最適な資材を選定し、部
品を物流リスクから保護する「個装」、コンテナ内
に効率よく積載するためにモジュール化されたケー
スに個装を集約する「外装」、個装が集約されたケー
スをコンテナ内に積載する「バンニング」の3つの

領域において、最適な荷姿を立案し、包装資材使用
量を必要最小限に抑えることによって、コスト削減
を図るだけではなく、環境に対して貢献していくこ
とも自部門の大きな役割となっている。

3．廃棄物削減の取り組み

環境の観点では、包装資材使用量を最小限に抑
え、廃棄物をできるだけ減らすために、様々な取り
組みを行ってきた。大きな取り組みの一つが包装資
材のリターナブル化である。海外拠点に到着後、包
装資材を使い捨てで廃却（1WAY）するのではなく、
拠点間でサイクル活用（リターナブル）することに
より、包装資材の使用量を削減するという取り組み
である（図表1）。

リターナブル化の拡大展開により、多くの廃棄物
を削減してきたが、現在でも依然として、海外部品
物流部として1日約60tの廃棄物を排出しており、リ
ターナブルのさらなる拡大に加え、包装資材の軽量
化・薄型化等、様々な施策を通じて廃棄物削減を図っ
ている。
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4．現状把握

現在1年間で約14,600tの廃棄物を排出しており、
内訳は紙類52％、鉄類で25％と、紙と鉄で全体の
約80％を占めている（図表2）。

最も多い紙類に関しては、カートンボックスや組
仕切り、トムソン型といった多種多様な資材で占め
られているのに対して、鉄類に関しては25％の全て

を1WAYの外装ケースが占めている。外装ケースや
ボルト等の鉄類で未だに年間約3,650tもの廃棄物が
排出されているという状況を踏まえた上で、外装ケー
ス使用比率を確認すると、過去、継続的にリターナ
ブルケース拡大を図ってきたにも関わらず、未だに
使い捨てで廃却される1WAYケースを出荷ケース全
体の約30％も使用していることが判明した（図表3）。

出荷ケース数を地域別で比較しても、使い捨てで
廃却される1WAYケースを完全に撤廃することは
できていない状況であることが分かる（図表4）。

供給する部品の形状が特殊で現行のリターナブ
ルケースの規格（図表5）に合わないものがあるこ
とや、海外拠点に到着後、現地で取引先様にケース
ごと支給する部品に関しては、リターナブルの返却
が見込めないため使用できないといった現地要件に
より、1WAYケースしか使用できない場合がある。
現状の要件・制約の下、リターナブルケースを使用

図表1　包装資材のリターナブル化

図表3　外装ケース使用比率（2016年度）

図表4　地域別出荷ケース数

図表2　材料別 廃棄物量比率（2016年度）

図表5　現行外装ケース種類・規格
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できるものに関しては全て導入済みであり、これ以
上の拡大は見込めない状況であった。

5．着眼点

リターナブルケースのさらなる拡大が見込め
ない状況下で、1WAYケースに改善を加えるこ
とにより、廃棄物削減に貢献できないかと考え、
1WAYケースの使用状況を規格別に分析した（図

表5、図表6）。
すると、HALF-Aという最も小型のケースの使

用比率が高いことが判明した。そこで、HALF-A
ケースの現在の主な供給荷姿を確認してみると、大
きく2つの使用方法があることが分かった（図表7）。

図表7の2の、鉄製の外装ケースの中に、ケース
と同一サイズのカートンボックスを設定し、ボルト
やナット等の小物部品の集約箱として使用する荷姿
に着目した。カートンと比較して重量のある鉄製
ケースを廃止し、カートンだけで成立する軽量ケー
スを開発することによって、廃棄物を削減し、環境
負荷の削減・地球環境の保全に寄与できないかを考

えた（図表8）。
一方で、カートンはスチールよりも強度が弱く、

水にも弱いため、荷崩れを起こしやすいことから、
「いかにカートンケースに強度を持たせ、品質を保
証しながら、ケースの軽量化を図るか」という観点
で開発をスタートさせた。

6．目標値設定

弊社の海外生産拠点にてすでに使用している
カートンケースを参考に、まずは、類似のケースの
調査に着手した（図表9）。

弊社メキシコ工場、インド工場、インドネシア工場
から出荷しているカートンケースの調査を行った。

現行の鉄製ケースの積載可能重量は、400kgであ
るが、メキシコ・インド・インドネシア製のケース
はいずれも150kgから200kg程度の物量しか積載で
きない上、陸上輸送や、港でのコンテナの積み下ろ
し作業等、コンテナ輸送中の衝撃・振動により、図

表10の写真のような荷崩れを起こす事象が弊社海
外生産拠点にて確認できた。

このようなカートンケースの弱点に起因する荷崩
れトラブルが発生しているという状況を踏まえつつ
も、鉄製ケースの強度と同等のカートンケースを開発
するという観点で、積載可能重量400kgかつ、現行
の鉄製ケースよりも軽量のケース開発を目標にした。

図表6　1WAYケース規格別使用状況

図表9　類似のカートンケース

図表8　発想・着眼点

図表7　小型ケース（HALF-A）の供給荷姿
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7．実際の輸送環境

7.1　輸送環境の検証
軽量かつ強化カートンケースの開発をスタートさせ

るにあたり、まず、弊社海外生産拠点における輸送
時の振動や衝撃・倉庫での保管環境・輸送時の気候
という3つの観点で、輸送環境の確認を行った。輸送
時の振動・衝撃に関しては、弊社の部品供給業務の
中で最も輸送中の衝撃（重力加速度）が大きい動線
のデータ（図表11）を参考に、コンテナの船積み等、
大きな衝撃や負荷にも耐え得るケースの開発を目指
した。また、現地での倉庫保管にて、4段積みをする
ため、一番下段のケースが1.2t（400kg×3ケース）の
荷重に一定期間耐える必要がある。さらに、各拠点
における輸送時の気候に関しては、空気中の最大水
蒸気量のデータを参考に、高温多湿の環境下でもカー
トンケースへの加湿による強度ダウンで荷崩れトラブ
ルを発生させない強度のケース開発に
挑戦した（図表12）。

7.2　輸送環境テスト概要
前述の通り、開発するケースが実際

の輸送環境での振動・衝撃、4段積み
保管、高温多湿の気候に耐え得るかど
うかを見極めるために、振動試験・圧
縮試験・耐湿試験という3種類の輸送
環境テストを実施した（図表13）。振動
試験は、コンテナ輸送中の衝撃・負荷
環境の再現、圧縮試験は、倉庫保管中

の静荷重耐圧の再現、耐湿試験は、コンテナ輸送中
の気温、湿度環境の再現という観点で実施に至った。

これらの3種類の輸送環境テストをクリアし、実
走テストに結びつけるべく、まずはメーカー推奨の
カートンケースから試験を実施した。

メーカー推奨のカートンケースは、全面に特殊
強化ボードが二重に設定されており、3種類のいず
れの試験もクリアすることができたが、現行の鉄製
ケースと比較して、コストが割高になってしまうこ

図表10　弊社海外生産拠点での荷崩れ

図表12　 弊社海外生産拠点における空気中の
最大水蒸気量

図表11　輸送時の振動・衝撃

図表13　輸送環境テストの概要
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とから、推奨品から資材の使用量を削減し、コスト
を抑えながらも、輸送中の衝撃・振動に耐え得るケー
スの開発を目指し、試験を行った（図表14）。

7.3　輸送環境テスト結果
全面に特殊強化ボードが二重に採用されている

メーカー推奨品に対して、特殊ボードを一重に削減
し、廉価な一般強化材を追加した。さらに、サイド
面（L方向）の一般強化材を一重にしたタイプ1のケー
ス、フロント面（W方向）を二重にしたタイプ2のケー
スはいずれも、一般強化材を一重にした部分、すな
わち、コストダウンを狙い資材の使用量を削減した、

「弱点」となる部分が簡単に座屈してしまった。
資材使用量を削減したケースの側面が座屈して

しまうという結果を受け、ケースの中央にZ字型の
仕切りを入れることによって、ケース側面への上か
らの荷重・負荷を分散させ、側面に強度を持たせよ
うと考えた。このケース中央部に設定した柱によっ
て、失敗を重ねていた振動試験をクリアすることが
できた。そして、引き続き実施した、実走テスト（テ
ストシップ）においてもケースや部品の品質に影響
はなく、積載可能重量400kgかつ、鉄製ケース比－
8kgの強化カートンケース開発に成功した。

8．技術のポイント

上からの荷重を分散させるためにケース中央部

に設定した仕切りに
加え、鉄製ケースと
同等の強度を持たせ
るためにいくつかの
改善を図った。まず、
ケース中央部の仕切
りによって、ケース
側面の強度が改善さ
れ、外周の資材を二
重ではなく一重にで
きたため、資材の使
用量を削減し、ケー
ス重量－8kgの実現

に繋げることができた。また、最も荷重のかかるケー
ス中央部の底面の強度をアップさせるため、ゲタ材
を二重にした。さらに、高温多湿の環境下でも衝撃・
振動に耐え得るケースを実現するために、資材には
耐水性の高い特殊資材を採用している。

作業性という観点でも、メーカー推奨品からいく
つかの改善を図っている。倉庫保管時やバンニング
時の鉄製ケースの上段に積載できるように、スキッ
トの裏面4コーナーに丸穴を設定し、段積みに制約
を発生させないよう、鉄製ケースと嵌合可能にした。
さらに、カートンケース同士の段積みの際に、上段
のケースが滑り落ちないように、天板の上部に突起
を設定し、上下のケースが嵌合可能になるよう、工
夫をした。上述のような改善を通じて、現行の鉄製
ケースと同等の強度（積載可能重量400kg）かつ、
軽量（ケース重量18kg）ケースの開発に成功し、
作業性に関しても、段積みにおける制約や、フォー
クリフトでの荷扱いを鉄製ケースと同等にすること
ができた（図表15）。

9．効果

積載可能重量400kgかつケース重量－8kgの軽量
ケースの開発・導入による効果として、廃棄物の削
減、CO2の削減を実現することができた。

図表14　輸送環境テストの検証結果
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9.2　CO2削減
鉄と紙をそれぞれ1kg製造

する際に生じる二酸化炭素の
差を1kg当たりのCO2削減効
果とし、月度の出荷ケース数
を基に累計削減効果を算出。
量産導入以来、約220tのCO2

削減を実現した（図表17）。

10．今後の展開

現在、弊社海外生産拠点向
け量産部品出荷業務の中で年
間約15,000tの廃棄物を排出
しており、これらの廃棄物を

出来る限り減らしていくことは、日本出荷の量産部
品全ての包装荷姿を決定している自部門の責務であ
る。今回、廃棄物削減に向けた取り組みの一環とし
て開発を進めたカートンケースの導入を通じて、一
定の廃棄物削減効果を出せた一方で、未だ部分的な
導入に留まってしまっている（図表18）。カートン
ケースの使用比率は1WAYの出荷ケース全体の5％
に留まっているため、今後さらに現在出荷している
1WAYの鉄製ケース（HALF-A）の代替としてカー
トンケースの拡大を図ることにより、廃棄物・CO2

の削減に寄与していきたい。

企業として、地球環境の保全に寄与し、持続可能
な社会の実現に貢献するために、今後も積極的に環
境施策を推進していきたい。

9.1　廃棄物削減
鉄製ケース比－8kgをケース当たりの廃棄物削減

効果とし、月度の出荷ケース数を基に、累計削減効
果を算出。2015年12月の量産導入以来、現在まで、
約45tの廃棄物削減を実現した（図表16）。

図表15　技術のポイントまとめ

図表16　廃棄物削減効果

図表17　CO2削減効果

図表18　1WAYケース規格別使用率（2016年）



22 │LOGISTICS SYSTEMS  Vol.26 ● 2017 夏号

選考評

本受賞事例は、コスト削減と環境負荷低減を担う
部門における改善事例である。

包装資材の使用量を抑え廃棄物の削減を図るた
めの大きな取り組みは、資材のリターナブル化の拡
大展開と包装資材の軽量化・軽薄化等の施策を通じ
た廃棄物削減であるが、リターナブルケース使用比
率が約70％に達しており、導入可能な供給先には導
入済みという現状把握のもとでの取り組みである。

現状把握の結果、包装資材の改良施策を通じた
1WAYケースの廃棄物削減に着眼している。使用率
において半数以上を占めるスチールケースの改良に着
手し、スチール製外装ケースとカートンボックスを使
用する現状の運用から、カートンケースのみを用いた
軽量ケース開発という野心的な取り組みである。強度、
耐水性いずれにおいてもスチール製に劣り荷崩れし
やすいカートンケースに、いかに強度を確保し、品質
を保証し、軽量化を図るかという観点での開発経過で
あった。当然、様々な難関が予想されたものの、スチー

ルケースと同等の強度と積載可能重量を確保しつつ、
より軽量化を図るという開発目標を設定している。

また、輸送環境についても振動・衝撃・段積み保管・
温度・湿度の観点から試験実施を繰り返して、ケー
ス材質、形状の改良を加え、実走テストに至っている。
さらに、作業性の観点からも改良を加え、保管、バ
ンニング時にカートンケース同士及びスチールケー
スとの嵌合をも可能にした内容であった。

本事例の発表において、新ケースの導入により一
定の削減効果を出せたものの、部分的導入に留まっ
ているとして、さらなる導入拡大を図るとしている
が、技術のポイント説明において貴重なノウハウを
開示するなど、個社、業界の別を超えたグローバル
な梱包技術全体の向上に資する内容であった。また、
本事例発表時に、国外拠点での試験に相当な時間を
割き、担当者自ら何度も現地拠点に赴くなどの話を
披露されていたのが印象的であった。その労苦を本
大会参加者にて活かしていくことを期待したい。

「強化カートンケース開発による廃棄物削減」について
全日本物流改善事例大会2017	実行委員　堀川 亮一

（三菱地所リアルエステートサービス㈱	企業不動産三部	次長）




