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1．会社概要

㈱ロジスティクス・ネットワークは、
2004年に㈱ニチレイの分社化により設
立された食品物流会社である。業務
内容は、3PL事業、輸配送事業（利
用運送業）、TC・PC事業、保管（DC）事業。国内
No.1のグループ低温物流拠点網と全国を網羅する輸配
送ネットワークにより食の安心・安全を提供している。

● ロジスティクス・ネットワーク川越物流センター

の概要

【業態】

イトーヨーカドー生鮮センター（TC事業）
取扱物量：100,000 ～ 180,000Cs/日

【取扱商品部門】

 洋日配、和日配、惣菜、精肉、鮮魚、青果、他生
鮮食品

【業務内容】

①荷役業務：入荷検品・仕分け・集積・その他
②配送業務：店舗配送・拠点間輸送・その他
③事務業務：入荷管理・配車管理・仕入計上・その他

【供給エリア】

店舗配送：東京都下、埼玉、群馬、長野、山梨
 拠点間輸送：杉戸生鮮C、川崎生鮮C、厚木生鮮C、
習志野生鮮C、新潟生鮮C
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【供給店舗】

イトーヨーカドー 29店舗
ヨークマート 13店舗
協賛 4店舗

【規模】

敷地面積：7,148坪
 床面積：1,445坪（8℃作業場 
1,045坪、3℃作業場 400坪）

2．現状認識（問題提起）

日本の生産年齢人口の減少に伴い、非製造業の人
手不足はより一層深刻化している。若年層の車離れ、
中型免許制度の導入、賃金格差、他業種への人材流
出、労務管理の厳格化などドライバー不足に拍車を
かける状況になっている（図表1）。

川越センターでも、御多分に漏れず労働力（ドラ
イバー）不足は深刻な問題となっていた。過去3年

（2012－2014年度）のドライバー総数とその離職状
況（図表2）を見ると、ドライバーの必要要員数に
変化はないものの、離職者数が増加していることが
わかる。それにより運送会社の撤退・新規参入が続
き（図表3）、この結果、業務品質の低下、運送効
率の悪化、運送原価上昇に至った（図表4）。この
状況を打破するため、ドライバー不足を問題と捉え、
改善活動に着手した。

3．分析

ドライバーの離職理由を時代背景が主因と決め
つけず、まずは川越センターのドライバーに労働環

搬送機器。左：キャリー、
右：カート

図表1　ドライバー不足の時代背景 

図表2　ドライバー総数と離職者数

2012年度 2013年度 2014年度

図表3　運送会社の入れ替わり

2012年度 2013年度 2014年度

図表4　運送原価率と車両事故率

2012年度 2013年度 2014年度
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境に関するインタビューを行った。労働環境・仕事
内容・安全管理・待遇面の4項目に切り分けて課題
を整理し（図表5）、次の2点に着目した。
①運送以外の業務（付帯業務）が負担
②拘束時間が長い

この結果を踏まえて、ドライバーの労務実態の適
正可否を判断するため、タイムテーブルを作成し当
社他センターとの労務比較を行った（図表6）。ド
ライバーの拘束時間を確認すると、川越センターで
は平均12時間であるのに対し、他センターは平均
10.5時間であり、次の違いがあることがわかった。

それは、“1便積
み込み時間の長
さ”と“手待ち・
待機時間がない”
と い う2点 で あ
る。そして、そ
の業務内容を深
堀していった。

3.1　1便積み込み時間の長さが違う点
積み込み時間の違いを深堀するにあたり、積み込

み業務内容を定義付けした（図表7）。
・搬送（集積場からバース前までの搬送）
・積み替え（カートの積載商品の手直し・同一部門

混載）
・積み込み（養生をしてから車両への搬送）
・出発手続き（出発点呼）

この4つのタクトタイムをとり、川越センターと
他センターで比較を行った（図表8）。調査の結果、

“積み替え”の部分で大きな違いが出ていることが

図表5　ドライバー意見特性要因図

図表6　ドライバー労務にて当社他センターとの比較
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わかった。そこでこの“積み替
え”業務がどのような内容なの
か、さらにブレークダウンした。

（1）“積み替え”の実態

ドライバーが“積み替え”を
する理由を現場で調査していく
と、積み付け不良などの積み替
え（手直し）よりも、一番の理
由として空気積載のカート（図

表9）を積み替えていることが
わかった。そのまま車両に積み
込むと、カート内で商品が転倒
して破損しかねないため、ドラ
イバーが車両に積み込む前に、

“積み替え”を行うのである。
ドライバーが積み替えたカー

ト台数を1つの店舗で実測確認
をしたところ、仕分け終了後の
カート台数102台に対して、実際の積み込み台数が
72台となっており、ドライバーによる積み替えカー
ト台数は1店舗あたり30台もあることがわかった。

ではなぜ、仕分け終了後にこのような空気積載
カートができあがるのか。作業工程を調べていくと、
いずれも仕分けカテゴリの最終カートが空気積載に
なっていることが判明した。

（2）仕分けカテゴリによる空気積載カート発生理由

“カテゴリ”とは洋日配（以下、洋デイリー）や精

肉などの部門分類をさらに細かく分類したものをい
う。例えば洋デイリー部門ではデザートや飲料に分
類したものを“カテゴリ”と呼ぶ。仕分け作業はこ
のカテゴリごとにラインを組んで行っている（2014
年で部門数7に対してカテゴリ数は20となってい
る）。カテゴリ毎の仕分けを行っていくと、仕分け最
終カートにおいてそのカテゴリ商品だけでは満載に
ならないことがある。これが要因となり空気積載カー
トができあがることが多くなっていた（図表10）。

ドライバーは、積載率を上げるとともに商品破

図表7　ドライバー積み込み業務定義 図表8　ドライバー積み込み業務時間

図表9　空気積載カート状況

図表10　カテゴリ仕分け終了時の空気積載カート状況
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損を防ぐため、積載率の悪いカー
トに同一部門の混載（積み替え）
を行っていた。特に1便は取扱物
量（カテゴリ）が多いため積み
替えに時間を要しており、ドラ
イバーの意見にもあった「運送
以外の業務（付帯業務）が負担」
という問題も引き起こしていた。

3.2　他センターには手待ち・待機時間がない点
当社他センターとの比較の中でのもう一点の違

いは、他センターでは手待ち・待機時間がないのに、
川越センターでは60分程発生していたことだ。手待
ち・待機時間があることにより、ドライバーの拘束
時間が長くなっていた。なぜ手待ち・待機時間が発
生するのか、仕分け作業と配送作業のタイムテーブ
ル（図表11）を作成し、原因を確認すると、2便積
み込み以前に仕分け作業が終わっていないことによ
り、ドライバーの手待ち・待機時間が発生している
ことがわかった。これが拘束時間を長くしている要
因であり、ドライバーの意見にあった「拘束時間が
長い」という問題を引き起こしていた。

以上の2点を改善してドライバーが働きやすい環
境を作り、ドライバーの定着率を上げることが、ド
ライバー不足問題を解決するカギになると考えた。

4．目標設定

目標設定をするにあたり、本来あるべき姿とは何
かを考え、そこから改善目標を定めた。

（1）ドライバーによる積み替え作業の負担問題

あるべき姿とは、積み替えがなく最初から積み
付けがキチンとできている状態。これを改善目標と
し、仕分け作業員にて積み替え作業を行う運用を構
築し、ドライバーの業務負担を軽減することで拘束
時間30分の削減を目標とした。

（2）手待ち・待機時間による拘束時間問題

あるべき姿とは、手待ちがなく待機が発生しない
状態。改善目標は手待ちの原因を追究し、改善する
ことで、ドライバー拘束時間の1時間の削減を目標
とした。

5．改善活動

5.1　ドライバーによる積み替え作業の削減改善
ドライバー業務（積み替え）を構内作業へシフ

トするには、運用変更と作業員の意識改革が必要で
あった。構内作業の流れの中で、仕分け終了後→集
積という作業ではなく、仕分け終了後→同じ部門へ
搬送し積み合わせ→その後集積、という運用を構築

（図表12）していった。
この流れを構築するにあたり、同部門の積み合わ

せの作業手順書（図表13）とドライバーの意見を織

図表11　作業タイムテーブル

図表12　現場運用の流れ
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り交ぜた積み付けマニュアル（図表14）を作成し、
運用定着を図った。

しかし、従来の作業体質が染み付いており、積み
替えという業務負荷に抵抗があったことで、運用の
定着（昨日はできたが、今日はできてない）がなか
なか進まなかった。

改めてとった対策は、
・人員体制を強化（業務負荷を吸収できる人員配置）
・座学指導／取り組みの趣旨説明、作業手順書・マ

ニュアルによる教育（図表15）
・実践講習の実施（図表16）
・現場巡回による積み付けチェック（図表17）

このサイクルを繰り返すことで作業員に積み替
えが浸透し、ドライバーの積み替え作業を軽減でき
た（図表18）。

この改善によりドライバーの積み込み時間も短

図表13　作業手順書

図表14　積み付けマニュアル

図表15　座学指導

図表16　実践講習

図表17　積み付けチェックリスト

図表18　積み替えの運用の改善前後
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縮され、平均80分程度かかっていた積み込み時間
が、平均50分となり、ドライバー拘束時間の30分
の削減につながった。

5.2　ドライバー手待ち・待機時間の削減改善
手待ち・待機時間の発生原因は、2便の仕分け作

業が遅いことが問題であることがわかった。構内作
業全体の進捗確認を行うと、入荷待ちによる手待ち

（仕分け待ち時間）が発生していることがわかった
（図表19）。

根本的な原因がベンダーの入荷待ちということ
が確認できたため、ベンダーの入荷時間を洗い出し、
時間調整をかけていった。入荷を早め（図表20）、
作業人員を入荷に合わせた配置にしたことで、2便
仕分け作業終了を60分早めることができた。これに
よりドライバーの手待ち・待機がなくなり拘束時間
の削減に成功した。また店着時間も60分前倒しにな
り、店舗へのサービスレベル向上につながった。

6．改善効果

6.1　ドライバー拘束時間と離職率
2014年度のドライバーの平均拘束時間が12時間

だったのに対し、2015年度は平均10.5時間となり、
1.5時間分の削減となった。またドライバーの離職
率は2014年度の30％から、2015年度は11％まで改善
し、負担軽減と拘束時間の改善によりドライバーの
定着率向上に効果があった（図表21）。

6.2　運送原価率と品質
運送原価率は2014年度107％に対して、2015年度

99％となり、8.1％の削減となった。品質において
は、車両事故率を見ると、運行数に対して2014年度
0.0097％のところ、2015年度は0.0022％という結果
となり、大きく低減した（図表22）。これは約46,000
運行に対して事故発生が1件のみという結果で、イ
トーヨーカ堂様からも評価され、イトーヨーカ堂様
の年次総会において品質優秀センターとして表彰し
ていただいた（図表23）。ドライバーの定着率向上
が運送原価の削減と品質の向上につながった。

図表19　現場仕分け作業の入荷率と仕分け進捗率

図表20　入荷率改善前と改善後

図表21　ドライバー拘束時間と離職者数

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

図表22　運送原価率と車両事故率

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
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7．まとめ

物流全体で問題となっている、ドライバー不足問
題に対して、運送・事務・作業で三位一体となり、
取り組んで改善していったことは大きな効果となっ
た。しかし、運送の改善をしたかわりに、その分、
作業人件費が増えている（図表24）。

この作業人件費の増加に関しては運送原価の削
減費が大きいため、センターのコストコントロール
という点では十分に吸収している。しかし、近年叫
ばれている労働力不足による作業の不安定さは、作
業生産性の低下（図表25）になるため問題となって
いる。今後の取り組みとしては、作業生産性低下の
根本的な原因をセンター内で捉え、生産性を向上し
て作業の安定化を図っていく（図表26）。

我々配送プロバイダーだけで対応できることは
限界があり、今回の改善は、イトーヨーカ堂様のご
理解があったからできた事例でもある。今後も運送
業を取り巻く環境は厳しくなると懸念されるが、さ
らに運行効率を高め、作業の安定を図り、常にお客
様（店舗様）目線で業務を捉え、サービスレベルの
向上と商品の安定供給に努めたい。

図表26　組織体制

図表23　イトーヨーカ堂様年次総会における表彰式

図表24　運送原価率と作業人件費率

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

図表25　作業生産性

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度
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選考評

本事例は物流合理化努力賞を受賞した㈱ロジス
ティクス・ネットワークの川越物流センターにおけ
る改善事例である。

同センターはGMS向けの生鮮品を取り扱うセン
ターであるが、ドライバー不足による運送会社の撤退・
新規参入に起因する業務品質低下、効率悪化及び運
送原価の上昇に悩み、その改善に取り組んでいる。

本事例の参考になる点は以下の3点が上げられる。
1つ目は現状把握と分析をしっかりと行っている

点である。このことにより目標値の設定と改善効果
の把握が可能となり、有効な対策が導かれる。

ドライバーの離職者数や運送原価率／車両事故
率など定量的に現状を把握し、ドライバーへの労働
環境に関するインタビューに基づく特性要因図によ
る分析と他センターのタイムテーブルの比較を実
施。現状把握と分析に基づき課題を浮き彫りにし、

「あるべき姿」を想定した上で積替作業では30分、
待機時間では1時間の削減を目標に設定している点

が評価される。
2つ目は改善に向けて運送作業のみで考えずに庫

内作業やベンダーを巻き込んだ全体最適を求める対
策を実施した点である。このことにより対前年8.1％
の運送原価率の改善と劇的な作業事故減少という効
果が創出できたと考える。

ドライバー不足の解決策としては運送部門のみ
の改善では効果も限定的となり、本事例のように作
業系全体を考えた改善が不可欠であることがうかが
える。

3つ目は定着に向けた取組みを具体的に実施して
いることである。庫内作業者による積み合わせの実
施などはマニュアル整備／教育／人員体制の見直し
に加えて現場巡回によりチェックによる歯止めも行
いしっかりと定着させている。

ドライバー不足は物流業界全体の課題であり、本
事例と同じようにドライバー不足に悩む同業他社の
良い見本となるものと考える。

「 配送ドライバーの労務改善による効果」について
全日本物流改善事例大会2017	実行委員　中原 敬一郎

（山九㈱	LS事業本部	企画部	部長）




