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1．企業概要

1.1　概況
会社名： ㈱スバルロジスティクス 

（㈱SUBARU様100％出資）
創立： 2004年7月1日（合併） 

●スバル物流㈱（1986年） 
●スバル梱包輸送㈱（1988年）

本社所在地：群馬県太田市朝日町558-1
従業員数： 415名。正規 325名／嘱託・パート90名

（2017年4月1日現在）
主な事業内容：
　① 車両物流事業…国内特約店向け、並びに海外向

け車両の船積み港へのスバル車の輸送
　② 納整事業…スバル車の最終検査・整備、ディー

ラーオプションの取付け、ボディの磨き上げ
　③ 部品用品事業スバル車補修部品・用品の国内・

海外特約店への梱包輸送
　④ 航空宇宙事業…中型ジェット旅客機中央翼／中

胴部構成部品の梱包・出荷
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　⑤ 部品物流事業…部品サプライヤーのアメリカ法
人向けに部品・材料、設備・金型等を梱包・出荷

　⑥CKD事業…スバルCKD※部品の梱包輸送

　　＜1.3で詳細を説明＞
※ Complete Knock Downの略で、自動車を構成するすべて

の部品を海外へ送り、現地にて組立や溶接、塗装、艤装、
仕上げなどを行い、自動車として完成車にする製造技法「完
全現地組立」

1.2　経営方針
三位一体経営を経営方針とする（図表1）。

図表1　経営方針



49LOGISTICS SYSTEMS  Vol.26 ● 2017 夏号│

1.3　CKD事業概要
㈱スバルロジスティクス（以降「SLCO」と

略す）CKD事業本部では、㈱SUBARU様（以
降「SBR」と略す）のCKD部品の梱包及び輸
送を行っている。
① 北米向け：レガシィ・アウトバック・イン

プレッサ（北米向けCKD…1988年開始）
② マレーシア向け：XV・フォレスター（マレー

シア向けCKD…2012年開始）
物流のプロ集団として、お客様にご満足い

ただけるよう、委託されたCKD部品の梱包仕
様設計から始まり、輸送品質を確保した梱包・
バンニング作業及びドレージ手配などの業務
に、日々 QCD向上を目指して取り組んでいる

（図表2）。

2．テーマ選定

2.1　ビジネスを取り巻く環境
近年、北米市場におけるスバル車の販売は

右肩上がりを続けている。特に2016年9月から
追加車種「インプレッサ」の生産が開始する
など、増え続けるCKD部品に対応するべく梱
包能力の増強を図ってきた（図表3）。

梱包能力の増強を図る中、環境の変化に対
応するため、改善への総合的取組みが急務と
なっている。総合的とは梱包の軽量化、生産性、
資材コスト、環境負荷、品質と様々な視点か
ら効果を評価し、改善計画を実行することで
ある（図表4）。

2.2　出荷実績と制限
コンテナの出荷実績は出荷本数と並んで充

填率という指標で評価する必要がある。この
充填率には「重量勝ち」と「容積勝ち」の二
つの側面がある。

（1） 「重量勝ち」と「容積勝ち』

コンテナの輸送は取り巻く様々な規制の中
で運用され、重量制限（図表5）により貨物を

図表2　CKD事業の流れ

図表3　総合的取組み案件（上位12件）

図表4　コンテナ本数と生産台数
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それ以上入れられない状態を「重量勝ち」と言い、
一方でコンテナの内容積制限により貨物を入れられ
ない状態を「容積勝ち」と言う。

（2）現状と理想

長年の荷姿改善により、部品個々の梱包効率が良
くなった結果、重量充填率は99％に達したが、容積
充填率は88％に留まっており、「重量勝ち」の状態
になっている（図表6）。

2016年度の容積充填率は88％だが、残り12％の
空間を有効活用して、重量・容積充填率共に100％
に近づけることが理想である（図表7）。

2.3　課題形成
（1）改善対象の調査

容積充填率の改善にあたっ
て、部品重量の低減が最も効果
的だが、問題点を顕在化するた
め、現在の状況を調査した。
① コンテナ内のレイアウト 

（図表8）

積荷のバランスをとるため、
重量物であるパワーユニットを
コンテナ中央部に置き、前後に
その他の部品を積み込んでい

る。この部品積込部の上部に前述した空きスペース
（12％）があることがわかった。
② コンテナに積まれた貨物の重量内訳調査（図表9）

・部品：81.7％
　⇒自動車部品のため、SLCOでの変更は難しい
・部品以外の容器：16.9％
・段ボール箱：1.4％
　⇒SLCO本来業務の容器軽量化で容積充填率を改善

※重量＝積載貨物重量＋梱包材
出展：㈱MOL	JAPAN	HPより　参照：2017年3月

図表5　北米総重量規制

図表6　現状の充填率 図表7　理想の充填率

図表8　コンテナ内レイアウトイメージ

図表9　コンテナの重量内訳
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（2） ステップ2：重い容器を使用停止

製造初期のものは修繕が繰り返され、重くなって
いた。しきい値を変更し、古く重いもの（約1,000個）
使用を停止した（図表12）。

（3） ステップ3：軽量容器の開発設計

設計手法を変更した。
・ 従来：既存容器の変更を最小に抑える
・ 今回：P/U毎に必要な強度でゼロから設計を見直

し（図表13）

（4）ステップ4：老朽更新

以下を優先的に軽量容器に更新した（図表14）。
①20年以上経過したもの
② 重い容器（ステップ2で停止したもの）

3．改善事例

3.1　現状把握
容器の種類は大きく分けて2種類に分類できる

（図表10）。
①パワーユニット（トランスミッション、エンジン）

用容器
②スチールクレート（組み立て式）

いずれも長年改造、改修を繰り返して使い続けて
おり、大幅な改善には着手できていなかった。今回、
現在の仕様を見直し、徹底的に軽量化を追求した。

3.2　 パワーユニット用容器の改善
改善を4つのステップに分けて計画した（図表11）。

（1） ステップ1：軽量化の効果

が出ない実態を調査

最重量の容器に合わせてしき
い値を設定する必要があり、容
器の重量を全数（約10,000個）、
半年間かけ計測。容器の状態も
あわせて確認。

図表10　容器種類

図表12　パワーユニット用容器の重量分布

図表11　改善のステップ
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図表14　製造年・重量による分布図（しきい値を追加②）

図表16　クレートレス化最終荷姿

図表13　軽量容器の開発

3.3　 スチールクレートの改善（クレートレス化）
スチールクレートの軽量化については、強度検

証、耐久性評価、投資効果確認等に時間が掛かる。
そこで発想を転換し、クレート自体を使わない方法
を検討した。

既存の梱包品をヒントに量産品への流用とリユー
スできる方法を検討し、既成品の樹脂パレットに部
品を梱包した段ボール箱を並べ、ストレッチフィル
ム巻きを行った。現行に比べ耐荷重不足に問題が
あったが、段ボール箱の強度を増すことで対策した。
既成品の樹脂パレットを使用することでスチールク
レート同様にリユースも可能とした（図表15）。

不具合改善のため、北米工場へ何度
も出張して協議し、諦めずに仕様を玉
成した（図表16）。

3.4　改善効果
① パワーユニット用容器軽量化：
　－50kg ／個

② クレートレス化：－27kg ／個
　以上により容積充填率が2.1％改善（図表17）。
⇒期待効果額：40フィートコンテナで年間60本／

年（約4,000万円／年）

4．今後の取組み

4.1　 物流費低減への総合的取組み
今回の発表項目以外につても軽量化効果見込め

る案件を継続して取り組む。小さな効果のものも地
道に積み上げ、入念な企画・計画と万全な準備を基
に実行する（図表18）。

図表15　クレートレス化
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4.2　充填率100％へ向けたチャレンジ
（1）重量削減による充填率改善を継続（図表19）

・次世代軽量パワーユニット容器の開発（材料置換：
鉄⇒樹脂）

・梱包のスリム化（充填材や仕切りの見直し）
・梱包資材の軽量化（薄肉化及び強度見直し）

（2）重量削減による充填率改善を継続

・北米総重量規制に対する現在の制限を厳しい管理
を前提とした管理値にすべく見直しを図る。

（3）作業性向上と重量軽減の両立

・クレート組立の作業性向上のため、新たなクレー
トを開発しているが、重量増を最小限にすべく検
討を進める（図表20）。

5．まとめ

1989年北米工場ヘ向けたCKD部品の輸送を開始以
来、輸送用容器は基本設計を変えることなく使用し
てきたが、今回はゼロベースで仕様を見直したこと
で、容積充填率向上が図れた。難題である容積充填
率向上にSUBARUグループ全体で取り組んだ結果、
目に見える成果をあげることができたことは、携わっ
たメンバーのモチベーションを大きく向上させた。

今後さらなる容器、梱包材の軽量化はもちろんの
こと、SUBARUグループの物流課題全般をプロ集
団として解決していく所存である。 図表20　新世代容器

図表18　総合的取組み案件（残り10案件）図表17　重量削減効果

図表19　軽量化案
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選考評

本事例は長年の経験則から積み上がってくるロ
スの放置という、物流現場で陥りがちな課題に果敢
にチャレンジし効果を見出した好事例であり、まさ
に物流合理化努力賞に値するものである。

改善に向けた取り組みにおいても、現状把握から課
題の在りどころと目指すべき姿がきちんとイメージさ
れている。課題形成～現状把握において、表面的に得
られる数値分析に止まらず、今取り組みのように一つ
一つの調査を行った分析の下で解決に向けた行為計
画が策定されていることは、物流現場改善の手法とし
て非常に優れたものであり努力の表れと評価できる。

ビジネスを取り巻く環境が右肩上がりに伸びて
いる生産台数に比例してコンテナ輸送量も同率で
増えたのでは、物流事業としての存在意義はなく、
その効率化を目指すべく、12％の空間率（充填率
88％）低減に目を向けられた。

その手法として容器（パワーユニット用・スチー
ルクレート）の重量軽減及び段ボール強度の合わせ
技で効果を最大限に引き出そうと考えたことは、物
流現場として工夫の表れであり、物流使命である製
品の安全かつローコスト輸送を追求したものである。

パワーユニット用の改善では、1万個にもおよぶ
調査から、古い年代製造のユニットほど重いことが
分かり、その実態に即してStep 1 ～ Step 4と改善
に向けた組み立て～実行がされている。

スチールクレートの改善では、新たに軽量なもの
に作り替えるという発想を止め、製品品質を担保す
ることを前提に、段ボール強度を高めることで既成
パレットを利用することを可能としたことは非常に
参考になる取り組み事例である。

ただ、運用面での工夫ではあるが、ストレッチ
フィルムの利用については、環境面からリユースで
きる資材開発を一考いただきたい。

こうした地道な努力の結果として充填率2.1％向
上（40fコンテナ60本削減）という大きな効果が生
み出された。

本事例の取り組みは、品質担保を大前提に様々な
耐久試験等を繰り返した上で、コスト低減という物
流の果たす役割を、携わられた皆様の努力で勝ち取
られたものと思える。

次のステップもすでに計画されており、今後の取
り組みを大いに期待したい。

「 CKD海上輸送コンテナ容積充填率向上へ向けた総合的取組み 
～輸送用容器見直しによるコンテナ本数削減～」について

全日本物流改善事例大会2017	実行委員　篠崎 正詞
（㈱イトーヨーカ堂	物流運営管理部	総括マネジャー）




