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物流連新会長ご挨拶

活 動 の 原 点 に立返り対話を重視
新 た な 切り口や方向性を
第 10 代会長に就任いたしました渡邉健二で

し、119 名の学生が参加しました。会員若手に

す。田村会長の後任として重責を担うことと

よる「物流いいとこみつけ隊」が主体でパネル

なりました。

ディスカッション、グループワーク、若手社

物流連は 1991 年の発足以来、物流業界が抱

員との座談会を進め、プログラムの充実が図

える諸課題をモードや業界の垣根を越えて意

られていました。この発想とパワーを今後も

見を取りまとめ、提言や活動を進めてきまし

活かしていきたいと思います。

た。歴代会長が進めて来られた活動を踏襲し
つつも、新たな切り口や方向性も模索してい
きたいと考えております。

若手の意見を取込みつつ、
新たなメニューにも取組む

先端技術による自動化推進や、
BCP 対策のバージョンアップも
２点目は「社会インフラとしての物流機能
強化」の取組みです。労働力不足対策や生産
性向上を目指す活動に加え、今後はさらに先

まずは、創立以来一貫して取組んできまし

端技術活用による自動化推進や、近年多発す

た「物流を（広く社会・国民から）等身大で見

る自然災害等への BCP 対策を改めて強化する

ていただく」ための活動です。物流現場での

ことなどを進めてまいります。

人手不足問題もあり、ここ数年大きく前に進

本年７月にその小委員会の第１回会合を開

んだと理解しておりますが、今後は会員企業

き、10、11 月を中心に熊本、岡山、愛媛、北海

とりわけ若手社員の方々の意見も取込みなが

道等の直近の災害対応の実態を調査し、それ

ら、新たなメニューも加えていきたいと考え

らを踏まえて「物流事業者のための BCP の手

ております。

引き」をバージョンアップする予定です。ま

既に８月下旬に会員企業 30 社による「第６
回物流業界インターンシップ５日間」を実施
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た 11 月には最新の自動化倉庫を「物流連見学
会」として企画すべく準備をしております。

国際展開に資するための調査推進や
テーマの多様化を

今年度は新たな取組みとして、物流環境大
賞受賞企業やこれに長く携わった専門家等に
講演をいただき、その取組みを語っていただ

３点目は「国際的な課題への取組み強化」
です。我が国物流企業の国際展開に資するた

く場を設けるなどの新たなメニューも取入れ
進めてまいります。

めの調査活動をアセアンからインドに広げて
おりますが、グローバル化のさらなる進展を

これら活動を新たに進めていくためには、

考慮し地域やテーマもより多様にして充実を

一度「活動の原点」に立返り、関係各社、関係

図っていきます。

業界、事業者の声を広く聞き、対話や議論を

本年度は 10 月下旬にインド東南部３都市に

より重視していくことが必要と感じておりま

調査団を派遣します。インド物流に注目する

す。そしてこれらを通じて活動の充実を図り、

会員企業４社も同行予定であり、会員の事業

その結果をしっかりと社会に発信していきた

拡大の一助になれればと考えております。ま

いと考えております。

た今後の調査、視察の方向性も検討していき
ます。

顕彰制度の充実とともに、
先進的取組みを普及させるためのプランも
さらに発足以来のテーマである「物流環境
対策の取組み」は、二つの顕彰制度を中心に
進めていますが、世界の先進企業の ESG 重視
の動きを鑑みれば活動の重要性を再認識すべ
きであり、普及をさらに進めるための活動な
どを検討してまいります。

会長

渡邉

健二
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第 20 回「物流環境大賞」の受賞者が決定

16 回

第

このコーナーでは、各界の有識者の方々に、

物流についてさまざまな角度から解説していただきます。

１．はじめに
企業がパソコンなどを用いて行う作業をソフ
トウエアの活用などにより、自動化・省力化する
ことを RPA（ロボティクス・プロセス・オートメー
ション：「事前に決められた手順を自動化するし
くみ」）という。
RPA の導入を図ることで生産性向上やコスト
削減が図れることはいうまでもないが、物流業界
にとっては、事務処理関連の人手不足、労働力不
足を解消できる可能性があるということが大き
な魅力となっている。また、近い未来には AI（人
工知能）とのリンクが強化され、物流センターの
自動化・無人化の大きな原動力となる可能性も高
い。

２．RPA の導入とメリット
RPA の導入はプログラミングや IT に関する専
門的な知識を持つ技術者でなくても、専用ソフト
ウエアを用いて行われる。実務担当者レベルで、
低コストでルーチン業務の自動化を実現するこ
とができる。
RPA は AI とは異なり、プログラムが自律的に
状況に対応するということはない。機械学習を行
い、経験をもとに学習していくこともない。ただ
し、人間の作業者などに代わり、定められた作業
を自動的に進めていく。単調で膨大な量に及ぶ作
業でも人間に代わり、行うことが可能になる。単
純な入力作業や帳票などの作成など、意思決定を
必要としない定型かつ反復作業となるルーチン
業務への活用が注目されている。
「繰り返しの定型業務でありながら作業ミスが
発生しやすい」といった場合、導入すれば大きな
効果が期待できる。例えば、物流センターにおけ
るピッキングリストの作成をはじめ、一連の受発
注業務や商品管理業務などの効率化に威力を発
揮すると考えられる。

物流業における
RPAの活用
鈴木

邦成

日本大学 教授

RPA 導入のメリットを整理すると次のように
なる。
⑴ ヒューマンエラーの撲滅
単調で莫大な量に及ぶ反復性の高い作業を
ミスなく行うことができる。想定される範囲内
の定型の業務ならばミスなく、迅速にこなすこ
とができる。人間の作業者ならば避けられない
ヒューマンエラーやケアレスミスが発生する
リスクがない。例えば、取引先関係の名刺をス
キャンして、顧客管理システムに登録すると
いった作業をミスなく長時間にわたって行う
ことが可能である。
⑵ 単純作業の自動化を実現
大量の単純作業の処理を継続的、かつ迅速に
行うことが可能になるので、これまでその作業
に従事していた人員をより専門的な業務など
に割当てることも可能になる。実施すべき時間
帯が決まっている作業で「どうしてもその時間
帯に事務処理をする担当者を割り当てなけれ
ばならない」といった単純な事務作業は RPA
に任せて自動化することができる。その結果、
人員配置の柔軟性も高まる。
⑶ 人件費などのコスト削減
自動化を推進することで人件費を大幅に削
減することができる。例えば人間に代わり、夜
間、深夜などにも大量の伝票処理やデータ取得
などを行わせることも可能になる。また、クラ
ウド型の RPA ツールを活用することで、初期
投資も比較的、安価で済ませられる。

３．導入に際してのリスクと対策
事務ベースの業務でいえば、データの検索、集
計、加工、登録、報告などへの導入が想定される
が、次にあげるような導入に際してのリスクや想
定されるトラブルなどについても十分認識して
おく必要もある。
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⑴ 現場の不信感・経営陣の無理解
例えば、せっかく導入したものの、
「現場が
使いこなせず、結局、人力に頼っている」といっ
たケース、あるいは経営トップが「導入すれば
余分なスタッフは一切いらないはずだ」といっ
た具合に RPA システムへの極度の依存方針を
打ち出すケースなど、RPA を使いこなせない
現場やその特性に理解のない経営陣などの存
在が大きな障壁になることも考えられる。
⑵ システム停止の際のサポート体制の充実
人間のスタッフと異なり、停電やシステムト
ラブルなどが発生すれば、RPA は停止する。万
が一のケースを想定して、バックアップできる
スタッフを確保しておく必要もある。
⑶ 自動化による作業のブラックボックス化
導入当初はともかく一定期間が経過すれば、
RPA 任せにすることで、
「どのような作業が行
われているのか」ということが次第にブラック
ボックス化するリスクがある。
⑷ 継続的な手順ミスの発生
導入に際して要件定義に誤りがあったり、作
業手順の設定ミスなどがあったりしても、完全
自動化の状況の中では発見が遅れる恐れがあ
る。間違った手順で間違った処理を途中で止め
ることなく継続してしまえば、大きな損害を発
生させてしまうことになりかねない。ただし、
この点に関しては将来的には AI の一種である
機械学習をうまく組み込むことで克服される
ことになるかもしれない。
⑸ クラウドなどからの情報漏洩・流出のリスク
初期導入コストが安価なクラウド型の RPA
ツールなどの場合、受発注データ、顧客データ
などの外部への漏洩や流出のリスクが全くな
いとはいえない。十分な情報セキュリティ対策
も必要になる。
以上の対策としては「社内コンセンサスの徹
底」
「作業標準化の徹底と運用ルールの設定」
「情
報セキュリティポリシーの策定」が主としてあげ
られる。
RPA の概要、機能や導入効果などについて、社
内でしっかりとした情報共有を行い、コンセンサ
スを得ておくのである。そしてそのうえで作業標
準化の徹底と運用ルールの詳細な設定と綿密な
情報セキュリティポリシーの策定を行う必要が
ある。
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とくに作業標準化の徹底は RPA 導入には不可
欠といえる。システム停止に際しての作業スタッ
フの投入、自動化によるブラックボックス化の回
避、継続的な手順ミスの発生抑制などは標準化が
徹底されていれば、システム停止に際しても代替
スタッフの投入やトラブルの原因究明などがし
やすくなる。また、クラウド化などによる web 経
由の情報漏洩・流出に関しては、情報セキュリ
ティポリシーをしっかり策定することで不正ア
クセスなどにも迅速に対応できるようにする。
どのような流れでどのような点に気をつけて
作業を行う必要があるのかを念頭に社内コンセ
ンサス、作業標準化、情報セキュリティポリシー
を整えておくことがスムーズな導入のための前
提条件といえる。

４．物流・ロジスティクス領域に
おける可能性
RPA を物流・ロジスティクス領域に導入する
ことで、モノの流れを側面から支えるさまざまな
事務作業をこれまで以上に効率的にこなしていく
ことが可能になる。一連の受発注業務や商品管理
業務などの効率化に威力を発揮する。データベー
スから特定の作業用リストを作成したり、集計表
を作成したりするのに活用することもできる。
なお、物流企業の視点から RPA のしくみをま
とめると、図１のようになる。

図１ RPAのしくみ
データ入力（顧客・取引先・商品の各種リストなど）
データ出力（ファイル作成）
システム間連携（各種情報のアップロード/ダウン
ロードなど）

RPA

（ロボティクス・プロセス・オートメーション）

業務システムにデータ入力
定型文書化してデータ出力
WMS⇔荷主側・販売管理/受注管理システムなどの
システム間連携

物流業における活用法については、例えば、物
流センターにおける発注書のメール送信や運用
システムへの登録に活用することが考えられる。
物流センターでは受発注データをもとに注文書、
ピッキングリストを印刷し、そのリストをもとに
ピッキング作業を行い、そのうえで出荷案内書を
発行し、商品と照合、さらには送り状を発行すると
いった一連の事務作業が行われるが、このプロセス
に RPA を導入することで業務効率化が可能になる。
また、荷主側の販売管理システムなどと物流セ
ンター側の WMS（倉庫管理システム）とで WebEDI などを介して指示や実績データなどを交換す
る際にも、RPA の導入で効率化が可能になる。実
際、すでに入出荷の日時・スケジュール、問い合
わせ番号、該当する運送会社などを荷主側の受注
管理システムなどにアップロードする作業に活
用している物流企業もある。出荷実績や在庫情報
などのバックアップの作成も RPA を導入すれば
省人化が可能になるわけである。
また、24 時間体制で夜間にデータ処理を行って
いるといったケースでは人手不足などもあり、夜
間スタッフを昼間業務に割当てる必要も出てきて
いる。注文データに基づいての出荷依頼の取り込
み処理や帳票印刷、出荷準備作業といった一連の
流れを RPA に任せれば夜間スタッフを昼間業務に
シフト変更できる。夜間スタッフを RPA に置き換
え、人員配置を刷新することで 20 ～ 30％以上のラ
ンニングコストの削減も可能になると考えられる。
ちなみにヤマトシステム開発ではヤマトグ
ループ各社の RPA 導入を支援し、さらにそのノ
ウハウも組み合わせ、物流・運輸業界向けの RPA
サービスを提供している。
さらにいえば RPA 導入にあわせて新たに手順
書を作成する動きも出てきている。例えば、ニ
チ レ イ ロ ジ グ ル ー プ で は 2018 年 3 月 に ビ ジ ュ
アル SOP（標準作業手続き）プラットフォーム
「Teachme Biz」を導入し、RPA で自動化した業
務の手順書を作成し、さらには RPA 導入効果を
事例動画として継続的に社内に発信している。

５．人工知能との融合
RPA は AI とは別物ではあるが、
「AI への橋渡
し」という見方が有力である。すなわちルーチン
業務が RPA により自動化されている現場環境は

将来的な AI 管理を導入するうえでのきわめて好
都合な環境とも考えられるのである。
RPA の導入により物流センターの事務処理を
フルデジタル化、完全自動化させる流れと、AI と
のリンクで無人フォークリフトやオートストア
などを活用する庫内作業の無人化・自動化の流れ
とはいずれ合流することになると考えるのはき
わめて自然なことである。
また「RPA でデータを取得・収集し、そのデー
タを AI で予測・分析し、そのうえで RPA に集計・
登録する」
（図２）というモデルも今後、普及、浸
透していく可能性が高い。
例えば、出荷先の登録や更新などを RPA の導入
で自動化することに加え、そのデータをもとに AI
の一種である「機械学習」により、出荷頻度ごと
に納品先などを分類するモデルを作成したり、出
荷スケジュールを予測させ、必要に応じて今度は
RPA で自動登録させたりするというわけである。

図２ RPAとAIとの融合の一例

RPA

データ取得 収集

AI

機械学習などによる分析モデルの生成

RPA

分析データを集計 登録

６．まとめ
物流業界における RPA の導入はまだまだ始
まったばかりではある。しかし近年の物流 IoT
や AI 化の加速を受けて、物流センターの完全自
動化・無人化への流れもここにきて強まってい
る。そしてその流れの中で、AI 化への橋渡し的な
役割を担う RPA の活用の可能性はより一層、広
がっていくはずである。RPA の導入により、物流
センターにおける事務作業の自動化を進めてい
くことが大きなトレンドとなってきていること
は間違いないといえよう。
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令和元年度

定時総会・懇親会を開催

渡邉会長新体制スタート！
6 月 25 日、物流連は、東京都港区の第一ホテ
ル東京で令和元年度 定時総会を開催しました。
田村会長の挨拶後、各委員長から平成 30 年
度事業についての報告があり、続いて平成 30
年度収支決算、役員選任などの議案が原案通
り承認されました。
役員人事では、田村修二会長に代わる 10 代

挨拶する田村会長
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目の新会長に全国通運連盟の渡邉健二会長を
選出したほか、新副会長として日本内航海運
組合総連合会の栗林宏𠮷会長、日本船主協会
の内藤忠顕会長、ヤマトホールディングスの
山内雅喜取締役会長が就任。また、田村修二
副会長が代表理事を兼任することも決定し、
新たな布陣でスタートを切りました。

新任の挨拶をする渡邉新会長

来賓として挨拶する国土交通省の
松本物流審議官

新 役 員 の ご 紹 介
◆ 新任会長
渡邉

健二氏

◆ 新任副会長
栗林

宏𠮷氏	

山内

雅喜氏

内藤

忠顕氏

◆ 新任理事

服部千太郎氏
本村

正秀氏

渡邊淳一郎氏
長谷川伸一氏

（公社）全国通運連盟

会長

日本内航海運組合総連合会

会長

ヤマトホールディングス㈱

取締役会長

（一社）日本船主協会

西濃運輸㈱
佐川急便㈱

会長

取締役

代表取締役社長

（一社）国際フレイトフォワーダーズ協会
（一社）日本物流団体連合会

◆ 新任業務執行理事
宿谷

肇氏

（一社）日本物流団体連合会

理事長

会長

事務局長

総会の様子

監査報告

総会終了後に行われた記者会見の様子

8
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大勢の来賓を迎え
懇親会を盛大に開催

総会の終了後には、懇親会場「ラ・ローズ」に場所を移し、懇親会を
開催しました。
石井啓一国土交通大臣をはじめ政界・官界からも多数の来賓が出席し、
盛会のうちに終了しました。

挨拶する石井国土交通大臣

9

挨拶する渡邉会長

田村副会長の音頭による乾杯

人材育成・広報委員会

２年目がスタート！
物流連「企業間クロス教育」の実施

佐川急便

人

日本パレットレンタル

材育成・広報委員会では、物流教育・研

最後に、受講生に対して企業間クロス教育の

修のパイロット事業として、６月 26 日と

アンケートを実施しており、以下のような意

６月 27 日、７月９日の３日間、会員企業である

見、感想が出ました。

山九株式会社で物流部門に配属された新入社員
を対象に、他の複数会員企業が講師となり研修
を行う「企業間クロス教育」を実施しました。
企業間クロス教育は、人材育成・広報委員会
の下に設置された会員企業の若手社員で構成

◆ 物流企業という同じ業界の中でも、
企業によって色があり、
「物を運ぶ」
ことに対して、それぞれ違う考え方
を持っていることを学べた

される「物流いいとこみつけ隊」が企画・検討

◆ 物流業界全体を視野に、広く考えら

を行ったもので、今回で２年目の開催となりま

れる多方面的なものの見方が必要だ

した。

と思う

本教育の目的は、会員企業が行う社員研修に

◆ それぞれの企業の強みを生かした事

おいて、他社の事業であるさまざまな輸送モー

業を展開して、独自のサービスを作

ドやサービスを教育カリキュラムに取り入れ

り上げていくことの大切さを学んだ

ることで、受講生が自社の知識習得に留まらず

◆ ライバル会社であっても、何かしら

物流業界の動向を知り、参加企業との人的交流

の方法で、お互いを助け合う機会が

を通じて、新しい発想で品質向上や協業、さら

いつか来るかもしれないと感じた

に物流業界発展につなげる人材の育成に資す
ることにあります。
今回は、西濃運輸株式会社、佐川急便株式会

◆ 他社の強み、戦略を知ることができ、
自身も自社の強みを伸ばしていける
ような社員になりたいと思った

社、日本パレットレンタル株式会社から招かれ
た３名の講師が、山九株式会社の新入社員に対

このような意見、感想を踏まえて、物流いい

して、会社の概要、サービス内容、強みなどを

とこみつけ隊の会合において、今後の方針等に

講義しました。

ついてさらなる検討を行っていきます。

10
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第

6回

物流業界インターンシップを開催

令和元年８月 26 日～ 30 日の５日間、ベルサール秋葉原を主会場として、会員企業 30 社と共同で、
「第６
回物流業界インターンシップ」を開催し、119 名の学生が参加しました。
物流連では、学生が普段見ることができない物流現場における業務体験を通じて、物流業の社会的重要性
や先進性に対する理解を深め、業界の魅力を感じてもらうと共に、自己の職業意識の育成を図る機会を提供
することを目的として、平成 26 年９月より毎年この時期に５日間のインターンシップを開催しています。

8月26日
（月）

オリエンテーション・業界研究セミナー

初日の午前中は、参加者全員を集めたオリエン
テーションとして、物流連の長谷川理事長の開会
の挨拶の後、物流いいとこみつけ隊４名から学生
に向けたメッセージをパネルディスカッション形
式で行いました。
続いて、参加企業 30 社が構えるブースに、学生
が自由に訪問できる業界研究セミナーが全７クー
ル（各クール 30 分間）行われました。学生は興味の
ある企業ブースを訪れ、多種多様の業種で構成さ

長谷川理事長

開会の挨拶

れる物流業について多角的に情報収集を行いまし
た。

物流いいとこみつけ隊による▶
パネルディスカッション
業界研究セミナー

11

8月27日（火）
〜
8月29日（木）

企業訪問・体験

２日目～４日目は、各企業での訪問・体験期間であり、参加学生に物流業を実際に目で見て肌で感じ
てもらうことを目的として、各社物流拠点の見学、座学、現場体験業務、座談会、ビジネスシミュレー
ションゲーム等、各社工夫を凝らしたカリキュラムを体験する貴重な機会となりました。

鴻池運輸㈱

鈴与㈱

セイノースーパーエクスプレス㈱

㈱日新

㈱ナカノ商会

日本ロジテム㈱

トナミ運輸㈱

日本パレットレンタル㈱

日本貨物鉄道㈱

12
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8月30日
（金）

講演会・グループワーク・座談会

最終日の午前中は、後援を受ける国土交通省（総
合政策局 物流政策課 新川課長補佐）より、
「日本の

一人ひとりの学生のさまざまな質問に応答し、交流
を深めました。

物流政策について」と題し、
「物流の現状」や「総合

その後、宿谷事務局長による「学生目線で見る物

物流施策大綱と施策例」について講演が行われ、学

流業界」と題した、物流業全般の総まとめの講演会

生たちは真剣な眼差しで聴講していました。

が行われ、５日間の全プログラムを終了しました。

講演後、本インターンシップ４日間で各人が得た
知識を持ち寄って、参加学生間の情報共有を目的に

参加学生からは本インターンシップを通して、実

物流業をテーマとした企画提案型のグループワー

際に物流施設を見学・体験することで物流業への理

クが行われ、20 チームに分かれて活発な議論・意見

解が深まる良い機会となったとの声が多く上がっ

交換がなされました。各グループの趣向が凝らされ

ていました。

た発表が２チームごとに行われ、最後に物流連の宿
谷事務局長が全体の総括を行いました。

今後は、
「物流業界インターンシップ」の継続事業
として今年 12 月に予定される「第６回物流業界研究

同日午後の座談会では、参加企業若手社員との交

セミナー東京」および、来年２月に予定される「第

流の場として、物流いいとこみつけ隊を含む参加企

２回物流業界研究セミナー大阪」に向け、鋭意準備

業スタッフ総勢 39 名が、１名～２名で学生５名程

を進めていくこととしております。

度を担当する座談会をローテーションで３回行い、

国土交通省

新川課長補佐による講演

グループワーク

座談会

グループワーク発表会

13

宿谷事務局長による講演

第

6回

「モーダルシフト最優良事業者賞（大賞）」
モーダルシフト取り組み優良事業者公表・表彰制度について
日本物流団体連合会では、モーダルシフト取り組み
優良事業者公表・表彰を行っております。
これは、モーダルシフト促進に関し、物流事業者の
自主的な取り組みの推奨や、意識の高揚を図るため、
平成15年度より継続してきた「モーダルシフト取り組
み優良事業者公表制度」を、より広く社会に発信して
いくことを目指し、平成26年度より“表彰”
を主軸とし

た制度へ改定したものです。
近年の労働力不足の深刻化に鑑み、環境負荷軽減の
みならず輸送の効率化の観点も含めて多角的に評価
し、表彰いたします。また、表彰対象とならなかった応
募事業者も、表彰基準に該当する場合は優良事業者と
して認定・公表いたします。

公募要項は、下記のとおりです。
当表彰制度は物流事業者を対象としたもので、最優良事業者賞（大賞）
の他にも表彰基準ごとに複数の部門賞
を設けています。

公表・表彰基準
次の基準に適合したモーダルシフト案件を実現した物流事業者を、モーダルシフト優良事業者として、部門
ごとに公表・表彰を行います。
◎モーダルシフト最優良事業者賞(大賞)
全ての応募案件の中で、最も秀逸な成果を達成したとして、委員会にて選定された事業者
○モーダルシフト取り組み優良事業者賞
１．実行部門

平成30年（暦年、事業年度いずれも可）の全国的な幹線輸送量の合計における評価対象比率
（総輸送重量に対する鉄道・海運の輸送重量）が40％以上の事業者

２．改善部門

１の実績が前年実績を1％以上上回った事業者

３．新規開拓部門 モーダルシフトの新規案件を１件以上実施し、応募時点でモーダルシフトの輸送開始から
３カ月以上継続して現在も当該案件の輸送を行っている事業者
４．有効活用部門 これまでに幹線輸送におけるモーダルシフトによって著しい環境負荷軽減、または輸送の
効率化・省人化を実現し、現在も継続して当該案件の輸送を行っている事業者
なお、過去に当制度において表彰を受けた案件は対象としない

スケジュール
◆令和元年９月30日

応募受付締切

◆令和元年10月中旬

選定委員会にて表彰案件選定

◆令和元年11月下旬

公表・表彰予定
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第20回「物流環境大賞」の受賞者が決定

５月24日、第20回物流環境大賞の受賞者を決定しました。環境にやさしい物流を目指す意識の一層の高まりにより、多数のご応
募をいただき、
大変活気に満ちたものとなりました。
今回は物流環境大賞１件をはじめ合計11件について、
６月25日に開催された令和元年度定時総会において、
表彰しました。

1

物流環境大賞（１件）

被表彰者 ：山九株式会社
三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社
日本ニュートリション株式会社
株式会社サンキュウ・トランスポート・東日本
功績事項 ：路線便輸送から複数品目の共同輸送及び鉄道を利用したモーダルシフトの実施
山九㈱、三菱エンジニアリングプラスチックス㈱、日本ニュー
トリション㈱、㈱サンキュウ・トランスポート・東日本は、茨城県
から東北各県への合成樹脂および飼料添加物の輸送について、ト
ラック輸送から鉄道コンテナ輸送へのモーダルシフトを行った。
モーダルシフトの実施にあたっては、茨城県神栖市の工場から
出る２社の貨物を別々に路線便で小口輸送していたものを、盛岡

2

貨物ターミナル駅に拠点を設け、鹿島臨海鉄道神栖駅と盛岡貨物
ターミナル駅間で鉄道コンテナ輸送による共同輸送を行い、同駅
からトラックで配送する輸送形態へと転換した。
本件は、大幅なCO2排出量の削減を実現しているほか、性状の異
なる複数品目の共同輸送とモーダルシフトを同時に実現してお
り、
環境負荷低減と物流効率化の範となる取り組みを行っている。

物流環境保全活動賞（４件）

被表彰者 ：日本通運株式会社
パナソニック株式会社 アプライアンス社
日通・パナソニック ロジスティクス株式会社
功績事項 ：RORO船を活用した静岡～佐賀間のモーダルシフト
日本通運㈱、パナソニック㈱ アプライアンス社・ランドリー・ク
リーナー事業部、日通・パナソニック ロジスティクス㈱は、静岡県
から佐賀県への洗濯機の輸送について、従来のトラック輸送から
RORO船による海上輸送へのモーダルシフトを行った。
輸送に関しては、曜日間のオーダーの波動の大きさが安定的な輸
送の障壁になっていた為、モーダルシフトを行うにあたり、定期的

な運行になるよう集荷を毎週火曜日、配達を同週木曜日と固定化す
る工夫を施し、静岡県袋井市の工場～清水港および大分港～佐賀県
鳥栖市の物流センター間でのトラック輸送の波動を抑制した（2019
年５月16日集荷分から毎週木曜日、
配達を同週土曜日へと変更）
。
これらの取り組みにより、CO2排出量の削減および輸送効率化を
実現している。

被表彰者 ：日本通運株式会社
横浜ゴム株式会社
浜ゴム物流株式会社
功績事項 ：鉄道コンテナ輸送を活用した三重～広島間のモーダルシフト
日本通運㈱、横浜ゴム㈱、浜ゴム物流㈱は、三重県から広島県へ
のタイヤの輸送について、従来のトラック輸送から鉄道コンテナ
輸送へのモーダルシフトを行った。
輸送に関しては、三重県松阪市の集荷先から三重県四日市市の
貨物駅まで約50kmの距離があるため、集荷日を調整しコンテナ
２個単位のオーダーとしたほか、コンテナ２個積み車両の前方コ

15

ンテナにも積載ができるよう、専用のステージを設置してコンテ
ナ側面からの荷卸を可能とする工夫を施した。
これらの取り組みにより、CO2排出量の削減および輸送効率化
を実現している。

被表彰者 ：飛騨産業株式会社
濃飛倉庫運輸株式会社
功績事項 ：北海道から岐阜県までの幹線輸送に鉄道コンテナ
輸送を活用
飛騨産業㈱と濃飛倉庫運輸㈱は、北海道工場から全国各県への
家具製品の輸送について、北海道から岐阜県の区間で発生する幹
線輸送に鉄道コンテナ輸送を活用した。
北海道工場から濃飛倉庫運輸㈱岐阜輸送センターまでの１次
輸送には鉄道コンテナ輸送を活用し、その後、同センターから着
荷主まではトラックによる２次輸送を行うことでCO2排出量の
抑制を実現した。

被表彰者 ：株式会社ロジスティクス・ネットワーク
功績事項 ：継続的なモーダルシフトの取り組みについて
㈱ロジスティクス・ネットワークは、北海道から神奈川県およ
び千葉県から広島県への冷凍食品の輸送について、従来のトラッ
ク輸送から鉄道コンテナ輸送へのモーダルシフトを行い、CO2排
出量の削減およびドライバーの省力化を実現した。
北海道から神奈川県への輸送については、復路の輸送を温度帯
の異なる他社の貨物輸送と組み合わせることで、同一コンテナの
往復利用を実現している。

3

物流環境啓蒙賞（１件）

被表彰者 ：日本自動車ターミナル株式会社
功績事項 ：トラックターミナルにおける「環境負荷の低減」と
「環境意識の向上」
日本自動車ターミナル㈱は、各トラックターミナルにおいて、
太陽光エネルギーの活用や高効率機器の積極的な導入により、建
築物総合性能評価システム（CASBEE）やDBJ Green Building認
証等を取得している。ガソリンスタンドでは、CNG・LNGスタン
ドも導入し環境負荷低減に貢献している。

4

また、ペットボトルキャップ回収、植樹や節電イベントの開催
を通じ、構内にて働く人への環境意識向上に関わる取り組みや、
社員へのeco検定の受験推奨など、環境配慮の重要性を関係者に
奮起し、環境対策に貢献している。

物流環境負荷軽減技術開発賞（１件）

被表彰者 ：山九株式会社
三井化学株式会社
功績事項 ：500kgフレコン（合成樹脂）の内航船へのモーダルシフト
及び積載効率向上による環境対策
山九㈱と三井化学㈱は、千葉県から広島県への500kgフレコ
ン（合成樹脂）
の輸送について、従来のトラック輸送から内航
船による海上輸送へのモーダルシフトを行った。
モーダルシフトの実施にあたっては、特殊20Fハイキュー

ブコンテナ（実用新案取得）
および専用ラック（意匠取得）
を製
作し、従来段積みができなかったフレコンについて、二段積み
を可能とすることにより、積載効率を向上させ、より一層の
CO2排出量の削減およびドライバーの省力化を実現した。

16
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５

物流環境特別賞（３件）

被表彰者 ：センコー株式会社
旭化成ホームズ株式会社
功績事項 ：住宅部材の輸送車両大型化による輸送効率化の取り組み
センコー㈱と旭化成ホームズ㈱は、兵庫県と愛知県間における
内装材の輸送について、輸送車両を大型トラックからトレーラー
へ転換し、トラック台数を削減することで、ドライバーの省人化お
よびCO2排出量の削減を実現した。

転換前は２台の10tトラックが兵庫県と愛知県を往復して輸送し
ていたが、トレーラーを用いた輸送に転換することで10tトラック
２台分の貨物をトレーラー１台に集約して輸送することが可能と
なり、
輸送効率を向上させることに成功した。

被表彰者 ：日本パレットレンタル株式会社
キユーピー株式会社
ライオン株式会社
関光汽船株式会社
功績事項 ：異業種３社による往復幹線輸送の実現
～内航フェリーによる海上モーダルシフト～
日本パレットレンタル㈱、キユーピー㈱、ライオン㈱、関光汽船
㈱は、茨城県から佐賀県への調味料・加工食品の輸送、佐賀県から
香川県へのレンタルパレットの輸送、香川県から埼玉県へのトイ
レタリー用品の輸送について、トラック輸送から内航フェリーに
よるモーダルシフトを組み込んだ異業種３社による往復幹線輸送
を実施し、
CO2排出量の削減および輸送効率化を実現した。

加工食品輸送の際の香りの課題については、13mトレーラーコン
テナを専属・固定使用することで輸送品目を限定させる等の工夫
を施した。
なお、現状輸送を行っていた各社のルートを組み合せている為、
輸送の転換時に追加で発生するコストはゼロに抑えられている。

被表彰者 ：株式会社ランテック
功績事項 ：冷蔵・冷凍食品の小口混載便の車両大型化による
ドライバー不足と環境負荷低減への対応
㈱ランテックは、神奈川県・愛知県・大阪府・福岡県間の冷蔵・冷凍
食品輸送について、
輸送車両を13.5tトラックからセミトレーラーへ
転換することで積載量を向上させてトラック台数を削減し、ドラ
イバーの省人化およびCO2排出量の削減を実現した。
また、従業員が日帰りできるよう、神奈川⇔名古屋間の輸送では

６

静岡県のランテック静岡支店、神奈川⇔大阪間の輸送では愛知県
新城IC、名古屋⇔福岡間の輸送では広島県福山ICを中継地とした
乗務員交代を行い、
働き方改革にも取り組んでいる。

日本物流記者会賞（１件）

被表彰者 ：株式会社ジェイアール東日本物流
功績事項 ：JR東日本グループのインフラ（新幹線）を活用した
新たな輸送
㈱ジェイアール東日本物流は、首都圏から福島県内のJR東日本
のグループ会社が運営するコンビニエンスストア（NewDays）
へ向
け、同社のPB商品について、トラック輸送から下り新幹線を利用し
た輸送へ転換した。
また東北・信越各県から首都圏への青果物の輸送について、上り

17

新幹線を利用した輸送をしており、輸送にあたっては、新幹線車両
の空きスペースを活用し、賞味期限の短い冷蔵食品や、青果物を輸
送品目として扱っている。
JR東日本の新幹線の強みを活かし、高速輸送による鮮度の高い状態
での販売や地域の魅力を発信するための斬新な物流を実現している。

受賞者

物流環境
大賞
第20回「物流環境大賞」

山九株式会社
三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社
日本ニュートリション株式会社
株式会社サンキュウ・トランスポート・東日本

路線便輸送から鉄道利用の共同配送を実施し、
CO2 削減及び省力化の実現

１

はじめに

担っている。
環境活動の取り組みとしては、特にトラッ
クによる長距離輸送を鉄道および海上輸送へ

⑴山九
山九は、1918 年に創業者中村精七郎が磯部
組の株式を受け社長に就任し社名を『山九運

シフトするモーダルシフトの推進を図ってお
り、その他、再資源化活動や省エネ活動・環
境に関する社会貢献活動を推進している。

輸株式会社』に改め創業を開始する。1980 年
に社名を『山九株式会社』に変更し、昨年で『創
業 100 周年』を迎えた。
当社では『山九のユニーク』マークを掲載し
紹介しているが、このマークは山九グループ
の総合力を表すものであり、プラント・エン
ジニアリング、ロジスティクス、オペレーショ
ン・サポートの３事業が有機的に結びつくこ
とを表している。
当社の国内陸運事業はトラック輸送の専門
会社であるサンキュウ・トランスポート各社
をグループ会社として、山九の横断的な事業
部制で全国 6 エリアに分けて国内陸運事業を

18
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⑵サンキュウ・トランスポート・東日本
サンキュウ・トランスポート・東日本は、

な利用）や配送拠点の見直し（小口長距離配送
の削減）を実施している。

山九グループの輸送専門会社として、3PL 事
業においても輸送部門で一翼を担う目的で、
主要地域に設置された運行専門会社の一社と
して 1988 年 11 月に設立された。
物流事業者の使命である『安全で確実な作

⑷日本ニュートリション
日本ニュートリションは、高品質の飼料及
び飼料添加物の供給を目的として、伊藤忠商
事の全額出資により、2007 年に設立された。

業遂行力の維持・向上』、
『効率的で高品質な

『 安 全、化 学 的 そ し て 独 創 的 な ア ニ マ ル

サービスの提供』にいつも挑戦し続ける『プ

ニュートリションの供給を通じて世界の飼

ロ集団』－お客様をサポートする『こころ』

料・畜産業界に貢献すること』という理念の

－であるとの認識に立って、日々活動してい

下、鹿島工場で生産する高品質飼料用プレ

る。

ミックスや国内外の優れた飼料用機能性素材

環境活動として、山九が中心となって取り

を提供しつづけている。

組む環境活動やモーダルシフトに参画し、環

鹿島工場における環境活動への取り組み

境に優しい物流を目指し、お客様や地域貢献

は、お客様のご要望に応じた各種飼料用プレ

のお役に立てていければと考えている。

ミックスを製造し、全国各地に出荷している
が、配送地域毎の集約化、車両の大型化及び

⑶三菱エンジニアリングプラスチックス
三菱エンジニアリングプラスチックスは、

路線便から鉄道利用の共同配送を実施するこ
とで、CO2 削減を図っている。

1994 年 に 三 菱 ガ ス 化 学 と 三 菱 ケ ミ カ ル（ 当
時は三菱化成）からエンジニアリングプラス
チックス事業を継承、スタートを切った。
当社グループは、下記スローガンの下、社会

２

取り組みの背景

の一員としての自覚と責任を持ち、グローバ
ルにお客様により満足いただける製品、サー
ビスの提供を目標に活動している。

不足や高齢化の問題は勿論のこと、
『働き方改

１ .お客様のニーズに応えるハイレベルな製品

革』による長時間労働者の時間削減が必要と

価値を実現。

なり、特に長距離輸送は長時間労働を招く結

２ .全世界で迅速・正確なサービスを提供。

果になりやすい傾向にある。加えて、地球温

３ .自然環境と健康への配慮。

暖化の防止措置は社会的責任として、企業の

環境活動の取り組みとしては、環境に配慮
した製品設計の実践（環境負荷の低い製品や

19

物流業界の市場変化は著しく、ドライバー

宿命でもあり、環境問題を考慮した物流改善
を検討することにした。

お客様での製造効率を改善できる製品の開

その中、山九鹿島支店より東北向けに路線

発）、及び物流工程で発生する CO2 低減のため

便で輸送していた貨物に着目することとし

のモーダルシフトの実施（鉄道、船舶の積極的

た。その背景には、路線業者もドライバー不

足と市場変化の煽りを受けており、日常の運

共同輸送については、これまで三菱エンジ

用であった対応が厳しくなってきたため、当

ニアリングプラスチックス株式会社および日

該輸送の改善として、三菱エンジニアリング

本ニュートリション株式会社の貨物を茨城県

プラスチックス社と日本ニュートリション社

神栖市の工場および当社倉庫にてそれぞれ個

の貨物を合わせた共同配送として、東北拠点

別に集荷していたが、鉄道コンテナを利用し

までの鉄道を利用したコンテナ輸送と東北地

て 2 社分の貨物を共同で集荷することとした。

区の共同配送提案をさせていただいた。

トラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシ
フトについては、これまで茨城県神栖市での

３

取り組み概要

当社は荷主の異なる複数品目の共同輸送
およびトラック輸送から鉄道輸送へのモー
ダルシフトの実現により、既存の路線便によ
る長距離トラック輸送に代わる新たな物流
網を構築し、輸送の省力化と環境負荷低減を
達成した。
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集荷以降、東北地方の納入先に向けて路線便
によるトラック輸送を実施していたが、鹿島

⑶三菱エンジニアリングプラスチックス
三菱エンジニアリングプラスチックスは、

臨海鉄道 / 神栖駅から JR 貨物 / 盛岡貨物ター

長らく茨城県神栖市、三重県四日市市、福岡

ミナル駅間の輸送を鉄道に切り替え、盛岡の

県北九州市を主要配送拠点として、日本全国

新たな配送拠点から東北地方の納入先までト

のお客様に商品を届けてきた。

ラックにて配送することとした。

昨今の物流環境を取り巻く社会情勢の急

以上の取り組みの結果、トラック運転時間

激な変化に対応すべく、過去取り組んできた

および CO2 排出量の大幅な削減が可能とな

モーダルシフトの積極的な利用を継続すると

り、輸送の省力化、環境負荷低減を同時に達

共に、効率的な生産計画と在庫配置計画に取

成することができた。

り組むことによってさらなる CO2 削減を目指
す。

４

また、当社の製品配送は小口配送の件数比

今後の展望

率が高いことが物流効率化のハードルをあげ
ているが、
「路線便輸送から複数品目の共同
輸送及び鉄道を利用したモーダルシフトの実

⑴山九
山九は、モーダルシフトを推進し、山九グ
ループ全体で環境負荷低減活動に取り組む。

施」といった取り組みを物流委託先様と協業
することでお客様への供給安定性の確保と効
率化の両立を実践していく。

山九では中期計画（2017 年度～ 2020 年度）
として長距離輸送のモーダルシフト率 53％の

⑷日本ニュートリション

目標を掲げており、2017 年度は 52.5％の実績

日本ニュートリションは、お客様に安全で

となった。2018 年度は自然災害が多く発生し

安心して使用していただける製品を製造する

た年となり、鉄道・船舶に大きな影響があっ

ため、各認証システム（2012 年に「FAMI-QS」

たため、47.1％に止まった。残りの２年間でお

( 欧州飼料添加物製造の品質安全管理システ

客様と共に環境負荷低減を図り、CO2 削減と

ム )、2016 年に「ISO22000」、
「統合 GMP」( 飼料

省力化少人化活動を進める。

等の適正製造規範ガイドライン )）を取得。
今後も原料調達を含め、各種生産工程の管

⑵サンキュウ・トランスポート・東日本
サンキュウ・トランスポート・東日本は、

送業者と共に協力して、環境に配慮した物流・

山九グループの輸送専門会社の一員として、

輸送の体制構築を図り、お客様から信頼され

自社車両の増強、協力会社との連携の強化、

る飼料用プレミックスメーカーとなれるよう

新たな輸送モードの提案を通し、山九の展開

さらなる進化を続けていく。

する環境負荷低減活動に引き続き積極的に参
画していく。
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理体制の強化に努め、品質重視経営の下、運

国際業務委員会

海外物流戦略ワーキングチームの活動について
国際業務委員会では、海外において物流事業者がどのような問題を抱えているか、どのような要望を持っ
ているかを把握し、一企業を超える横断的課題について検討を行うため、国土交通省を交えた海外物流戦略
ワーキングチームを結成し、定期的な会合を開催しながら課題解決に向けて官民の連携を図っています。
昨年度は国土交通省の関係者、会員企業のメンバーからの積極的な参加を得て６回の会合が開かれ、物流
業の海外進出に係る課題について情報共有や意見交換が行われました。今年度も海外現地視察の予定等を見
据え、本ワーキングチームにおいて対象国に関する情報共有や意見交換を活発化させていくこととし、２回
の会合を開催しています。

令和元年度第１回海外物流戦略ワーキングチーム会合
初回の会合では、日本貿易振興機構（ジェトロ）
渡邉敬士氏より、スリランカのビジネス環境と日系
企業動向について説明を受けました。今後、物流連
では、今秋に予定されている南アジアの海外現地視
察を見据え、ワーキングチームにおいて南アジアに
関する検討を活発化させていくこととしています。
次に、国土交通省・総合政策局の宮島国際物流課
長（当時）より、
「最近の国土交通省の国際物流政策
の取組について」と題し、①「ASEAN スマートコー
ルドチェーン構想」におけるビジョンおよび戦略、
②第 15 回日 ASEAN 物流戦略専門家会合の開催概
要、③シベリア鉄道の利用促進に向けたパイロット
事業募集の各項目について報告がありました。

会合全景
◀日本貿易振興機構（ジェトロ）
渡邉敬士氏

令和元年度第２回海外物流戦略ワーキングチーム会合
第２回の会合では、国土交通省・大臣官房の宮島
参事官（国際物流）より、
「最近の国土交通省の国際
物流政策の取組について」と題し、①マレーシアに
おけるグリーン物流パートナーシップ会議の開催
結果、②第 15 回日 ASEAN 物流専門家会合の開催結
果、③ 2019 年度 ASEAN におけるコールドチェーン
物流サービスの展開に関するパイロット事業募集
概要の各項目について説明がありました。
次に、日本貿易振興機構（ジェトロ）西澤知史課
長代理より、
「成長するインドと日系企業の投資環
境」と題し、同国政治経済概況、日系企業動向、ビジ
ネスのヒントなどについて説明を受けました。2027
年度に世界最大の人口となることが予測されるイ

ンドは、税制改正や外資規制の緩和、自由貿易協定
の活用などで、さらなる発展の基盤が整いつつあ
り、進出日系企業の黒字化率も高まっていること、
併せて、インフラの未整備等のリスクとそれへの対
処につき幅広く触れられ、質疑応答も活発に行われ
ました。

日本貿易振興機構（ジェトロ）
西澤課長代理

国交省
宮島参事官

今後も、物流連では、本ワーキングチームの活動を重要な業務と位置づけ、現地情報や実務に
詳しい会員企業や外部専門家の参加を得て、継続した活動を進めていきます。
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会 員 企業をたずねる

No.

女性 の 力 、女 性 の 声

このコーナーは、会員企業をたずね、物流業界で働く女性社員に業務内容や、
職場の取り組み、個人の抱負などを語ってもらうコーナーです。

第23回

日本貨物鉄道株式会社（JR貨物）
関東支社
越谷貨物ターミナル駅
助役

木村

奈緒さん

PROFILE
2008年入社、北海道支社苫小牧駅に配属されフロント業務を担当後、翌年苫小
牧営業支店。2010年から5年間は北海道支社総務部で採用教育、人事を担当。
2015年本社総務部採用・教育グループ。
2018年10月から現職。
神奈川県出身。

皆の模範となるべく自らを律する
――現在の業務について教えてください。
貨物ターミナル駅では、コンテナ列車の入換作業、

――やりがいを感じるときはどんなときですか。
当駅では何か問題が生じると、皆で相談し合い解
決策を考えます。
「自分がやります」と率先して手を
挙げてくれる社員も多いですね。日ごろからコミュ

トラックから貨物列車の積卸し、貨物列車を発車さ

ニケーションが良く、良い社員に囲まれていること

せるための検査等を行っており、その中で営業助役

に幸せを感じます。大勢の社員がいる当社にはさま

の仕事を一言で表すと、人とモノの管理になると思

ざまな個性を持った人が集まっていますが、いざと

います。フロント業務に従事している社員および、

なったら一致団結するマインドがありますし、社内

その他設備等の管理業務です。デスクワークが中心

の雰囲気も温かく感じます。そうした職場で働ける

ですが、駅の構内を巡回したり、フォークリフトオペ

こともやりがいになっています。

レーターや構内にある利用運送事業者様との打ち合
わせも多いので、
外に出ることも多いです。
――助役になられて、意識の変化はありましたか。
管理者は皆から見られる立場であり、だからこそ、
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社員の成長をサポート
――管理者として、心がけていることを教えてくだ
さい。

皆の手本になるよう自らの言動に配慮しなければい

安全な職場づくりを追求し、事故を起こさせない

けないことを実感しています。現在、女性の助役は私

ことが管理者の役割だと考えています。心身の健康

一人。女性だからどうというわけではないと思いま

は安全を保つ大きな要

すが、このような記事にも取り上げていただいてい

因 の 一 つ で す か ら、日

るのでなおさらそう思います。もともと当社は男性

ごろからコミュニケー

が多いのですが、私が入社したころに比べ女性も増

ションをとって話しや

えてきました。同年代でも出産を終え復職した同期

すい雰囲気をつくると

や管理者もいます。私も後進のことを意識しなけれ

ともに、社員の声に耳を

ばいけないなと思っています。

傾けるよう心がけてい

ます。また、社員の成長をサポートすることも使命
の一つ。社員には、社会人としてのスキルや知識を
身につけてほしいですし、私も全力で応援したいと
思っています。
――お忙しい日々の中、オフタイムの過ごし方を教
えてください。
本社時代の懇親会で

高校生のときに、子供のころに習っていたクラ
シックバレエを復活して以来細々と続けています。
今も週に１回、昔通っていた地元の教室に通ってい
ます。一緒に習っていた同年代の友人にも会えるの
で、行くたびにリフレッシュしています。衛生管理
者の資格取得のため勉強中なのですが、バレエ教室
の行き帰りも貴重な勉強時間になっています。
――今後の抱負を教えてください。
まずは今の目の前にあることに真摯に取り組ん
でいきたいと考えています。規程の勉強、業務の効

バレエの発表会で踊る木村さん

率化、ほかの職場の見学などやりたいことは山積し
ていますので、プライオリティを見極めながら着手
していきたいと思います。

いことを意識してほしいと思っています。いろいろ
な考え方、生き方が過去に比べると理解されやすく

――物流業界で働く女性の皆さんにアドバイスをお

なっていると思いますので、互いの考え方を認め合

願いします。

い大事にする環境が、職場から会社へ、そして社会

人生100年時代と言われている中、自分がどう生

に広がっていけば良いと思っています。これから物

きたいか、そのためにどうしたらいいか、今何をす

流業界を支える女性の皆さんにも、広い視野を持ち

べきかを考えることが大切だと思います。先ほど社

挑戦していってほしいですね。

員に社会人としてのスキルを身に付けてほしいと
話しましたが、自分のいる職場が社会の基準ではな

――ありがとうございました。

会社概要

日本貨物鉄道株式会社
本

社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5－33－8

設

立：1987年4月1日

資 本 金：190億円
従業員数： 5,402名（2019年4月1日現在）
代 表 者：代表取締役社長兼社長執行役員

真貝

康一

【事業概要】
JR貨物は全国ネットワークを有する国内唯一の貨物鉄道会社。
「Challenge and Change 挑戦、そして変革」
をブランドメッセージとし、日本
の経済・社会を支える重要な産業関連物資や生活関連物資の輸送を行うとともに、災害時におけるライフラインとしての役割も果たしてい
る。また、
物流施設等不動産事業にも積極的に取り組み、
鉄道を基軸とした総合物流企業を目指している。現在、
東京貨物ターミナル駅構内に、
マルチテナント型大規模物流施設
「東京レールゲートWEST・EAST」
を建設している。
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経営効率化委員会

委員会全景

「第１回 物流部門のBCP策定に関する
調査小委員会」を開催
７月 25 日（木）、第１回物流部門の BCP 策定
に関する調査小委員会（座長：鈴木邦成日本
大学生産工学部教授）を千代田区の全日通霞
が関ビルで開催しました。

鈴木座長▶

この小委員会は、経営効率化委員会（委員
長：外山俊明全日本空輸㈱上席執行役員）の

このため、東日本大震災以降に発生した自

下に設置されたもので、委員 17 名（座長を含

然災害による物流への被害状況や対応時の課

む）が出席しました。

題、教訓、および必要な情報・対応策（アイデ

初会合にあたり、本小委員会の活動目的と

ア）等について調査・情報収集し、現行のガイ

運営予定等について、事務局より詳細な説明

ドラインの内容を充実させ、バージョンアッ

がなされました。具体的には、会員各企業の

プするとの説明がなされました。

BCP による備えのさらなる強化に資するた

続いて、今後の委員会活動に反映させるた

め、東日本大震災後の平成 24 年７月に、物流

め、各委員より要望、意見、抱負等を聴取しま

連が策定した「自然災害時における物流業の

した。

BCP 作成ガイドライン」について、昨今、頻発、
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今後、ヒアリング調査を進めるとともに、新

多様化する豪雨・台風等の自然災害にも対応

ガイドラインの構成・骨子等に係る仮案を事

する新たなガイドラインとして改定すること

務局において作成し、次回委員会において報

を目的とすること。

告のうえ検討・討議することとしました。

2018年度版「数字でみる物流」のご案内
2018年度版「数字でみる物流」概要
Ａ６版 ポケットサイズ
2018年12月刊
定価860円＋消費税(送料別)
Ⅰ.物流に関する経済の動向
Ⅱ.国内物流の動向
Ⅲ.国際物流の動向
Ⅳ.輸送機関別輸送動向
Ⅴ.貨物流通施設の動向
Ⅵ.貨物利用運送事業の動向
Ⅶ.消費者物流の動向
Ⅷ.物流における環境に関する動向
Ⅸ.物流企業対策
その他「総合物流施策大綱」
等参考資料

当連合会 最近の活動状況

2019年
6月

14日

第１回物流いいとこみつけ隊会合

6月

25日

7月

18日

第２回海外物流戦略ワーキングチーム

7月

25日

第１回物流部門のBCP策定に関する調査小委員会

7月

31日

第６回物流業界インターンシップ事前説明会

8月

7日

8月

26日

9月

3日

第３回海外物流戦略ワーキングチーム

9月

5日

第１回経営効率化委員会・講演会

9月

6日

物流・ロジスティクス入門講座

9月

10日

物流コスト管理入門セミナー

9月

12日

物流現場業務改善の実務

令和元年度定時総会、理事会、懇親会
第20回物流環境大賞表彰式

第２回物流いいとこみつけ隊会合
第６回物流業界インターンシップ（〜 8月30日）

20日から開催のラグビー WC、日本はプールＡ、
ティア１の強豪国アイルランドとスコットランドに

編集
後記

勝って是非初のベスト８以上に進んでほしいです。

（I）

９月になりました。東京はまだまだ暑い日が続きますが、夏と呼ぶには抵抗があるし、台風は来るし
で、なんだか変な季節です。先日、セミとスズムシが一緒に鳴いていてビックリしました。

（Y）
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表紙の写真

テーマ

「明日に
つながる」

紅葉の大山寺から望む相模湾
通称大山不動で知られる大山寺は、神奈川県伊勢原市にある真言
宗大覚寺派の寺院。高幡山金剛寺、成田山新勝寺と共にしばしば
「関東の三大不動」に数えられ、落語「百人坊主」の題材にも取り上
げられている。大山は古くから山岳信仰の対象であり、その始まり
も、かなり古い時代にまでさかのぼると推定されている。現在も紅
葉の名所として多くの人が訪れる。

物流連会報
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