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I. いまなぜ 3PL 事業か 
 
１．3PL 事業とは何か 

 
当マニュアルにおける 3PL（サードパーティ・ロジスティクス）事業とは、中小物流事

業者が、あくまでも運送等の本来事業に軸足を置きながら、経営基盤の強化を目的として、

既存荷主との関係を強化することや、新規荷主を開拓して新たな収入源を確保する取り組

みを指しています。 
3PL 事業には、物流センター等の設備を構え、荷主の物流管理を包括的に受託するよう

な大掛かりな事業のイメージがあるかもしれませんが、ここでいう 3PL 事業は決してその

ような事業に限定するものではありません。ここでは、特に施設整備など伴わなくとも、

言われたとおりに運ぶだけでなく、「より効率のよい運び方を考えて提案する」や、「必要

なものを一緒に、取り揃えて納品する」、「後工程の加工を済ませて納品する」など、これ

までの事業に何らかの「プラスワン」の要素を付け加え、仕事の幅を広げたり、荷主との

接点を深めたりするような地道な取り組みを、幅広く 3PL 事業と呼ぶこととします。  
中小物流事業者にとっての 3PL 事業は、何よりもまず、他社に簡単には取って代わられ

ることがないサービスを提供することで「既存の事業を守る」という重要な意味を持ちま

す。さらに、「プラスワン」の部分を武器として新規荷主の獲得に展開していく可能性もあ

ります。これらは、既存事業を強くするとともに社内の活性化、サービスやモチベーショ

ンの向上の効果も期待でき、中小物流事業者の経営基盤の強化に資するものです。 

中小物流事業者の経営基盤強化に役立つ 3PL 事業 

 
  
 
 
 

既存事業の品質・サービス向上 

社員のモチベーション向上 

社内体制強化・活性化 

経営基盤の強化 

既存事業を守る、強くする 

収入機会の増大 

既存の仕事に『プラスワン』の工夫・サービスを付加 

簡単には取って代わられないサービスになる 

既存荷主のことがよくわかる、関係が深まる 

新規荷主開拓の武器に 
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２．なぜ 3PL事業が経営基盤強化に役立つのか 

 
中小物流事業者にとっての 3PL 事業は、何よりもまず「既存の事業を守る」という点で

重要な意味を持っています。 
ただ“運ぶだけ”“保管するだけ”ということでは、その事業は他の事業者に容易に取っ

て代わられてしまうおそれがあります。ここに荷主の事情やニーズを把握して何らかの工

夫やサービスを付加することで、他の事業者にすぐには真似できないものにするとともに、

さらに荷主にとって付加価値の高いサービスを提案していく手がかりもみえてきます。こ

うした「プラスワン」によって既存荷主との取引を深めていく努力は、事業を安定的に継

続していくうえで不可欠なものです。また、「プラスワン」の部分を武器として新規荷主の

獲得を展開していくという可能性も出てきます。 
このような既存荷主における取引範囲や量の拡大と新規荷主の獲得は、「元請依存」、「特

定荷主依存」からの脱却にもつながり、中小物流事業者の経営基盤強化の両輪として位置

づけることができます。 
さらに、中小物流事業者においては、既存、新規を問わず、荷主との付き合いを深める

こと自体が社員教育の絶好の機会となり、提供している事業の品質やサービスの向上を促

すという場合が多くあります。加えて、これまでにない何かに取り組むことは、マンネリ

状態を打破し、社員の士気を高めて、会社全体を活性化させるという効果ももたらします。

すなわち、中小物流事業者にとっての 3PL 事業は、結果として経営基盤強化の効果をもた

らすと同時に、取り組みそのものが経営基盤を強化させる手段としても役立つという、二

重の意味を持つことになります。 
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II. 3PL 事業への取り組み方策 
 
１．中小物流事業者は 3PL 事業にどう取り組むべきか 

 
中小物流事業者の 3PL 事業において、最も重要になるのは既存荷主との付き合いです。

既存荷主の現在の業務に「小さな改善」をもたらす「プラスワン」を提供する、荷主の新

商品や新規事業の物流を支援するといったように、現在の業務の中で種を探して、新たな

分野を付け加えていくことが、3PL 事業の最も確実な出発点になります。既存荷主が物流

コンペを開催するというような事態の発生も、前向きに捉えれば、自社の役立ちを荷主に

正しく知ってもらい、さらに業務範囲を広げて 3PL 事業に進出するチャンスともなります。 
3PL 事業を社業の発展につなげていくためには、1 つの荷主に提供している「プラスワン」

の業務を他の複数の荷主にも提供し、それなりの報酬を得るという次の展開が求められる

ことになります。現在の厳しい環境のもとで新規荷主を開拓することは簡単ではありませ

んが、「プラスワン」の要素を明確に持ったうえで、既存荷主と同じ特性を持つ同業他社等

の荷主に提案して共同配送・共同物流を展開したり、既存荷主のサプライチェーン（仕入

先、外注先、販売先）に提案して、縦に業務領域を拡げていくといった展開は、新規開拓

の取り組み方針としても有効です。 
これらの展開を進めるには、トラックや保管庫・倉庫といったモノのほかに、人に関わ

る体制を有効に整え、「問題発見力」「現場力」「品質」「改善」「新規開拓」「提案・アピー

ル力」といった力を磨いていくことが、成功の鍵になります。ただし、これらの体制は「や

らなければ、いつまでも準備できない」という面もあり、実際の 3PL 事業に取り組む中で、

走りながら体制を整えていくことが現実的です。 
 

中小事業者に有効な 3PL 事業の展開方策 

 
 
 
 

 
 

必要な体制をつくる                          

提案・アピール力 

品質・安全保持力、改善・開拓継続力 

問題発見・気づき力、やりきる現場力 
走りながら調達し、磨いていく 

 

既存荷主に 

「プラスワン」の提案 

 

同業他社等の荷主を取り込んで 

共同化（横の展開） 

仕入先、外注先、販売先にも 

「プラスワン」の提案（縦の展開） 
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２．既存荷主に「プラスワン」の提案をする 

 
中小物流事業者の 3PL 事業は、既存荷主との付き合いが出発点となります。実際の取り

組み事例によれば、多くの場合、既存荷主との付き合いに何かをプラスしていく提案をす

ることが、3PL 事業展開の鍵となっています。 
具体的な提案の中身は様々ですが、既存荷主が物流について困っている問題や新たに必

要としていることなどの情報を得て、これを解決するための提案をすることが最も基本的

な取り組み手順です。 
もちろん、荷主側から情報を得るだけではなく、物流事業者自身の中からきっかけをつ

かむこともあります。つまり、荷主ではなく自社にとっての非効率や不都合をなくすため

に知恵をしぼる中で、結果として荷主にもメリットのある提案が受け入れられたという取

り組み例もあります。また、それをやらなければ仕事を失うという状況で荷主から対応を

迫られた例や、たまたま立ち会った業務を見様見真似で取り込んだというしたたかなケー

スもあります。 
その気になって探してみれば、日常の業務のいたるところに、「プラスワン」の工夫をす

る可能性の芽が存在しています。以下、下記の項目について具体的な事例を踏まえてみて

いきましょう。 
 
 

 
 

（１）  既存業務の「小さな改善」から始める。 

① 荷主の困っていることを１つでも解決する。 

② 物流事業者にとっての非効率の種を取り除く。 

（２）  荷主の新たな展開を支援する。 

（３）  あらゆる機会に提案のチャンスをつかむ。 

（４）  コンペも３ＰＬ事業進出のチャンスとする。 
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（1）既存業務の「小さな改善」から始める 

 
① 荷主の困っていることを 1 つでも解決する 

いま既存荷主が困っていることは何か、幅広く考えて探し出し、1 つでも解決して荷主に

喜んでもらおうと改善の知恵を絞ること、これが 3PL 事業の出発点になります。 
3PL 事業の改善提案というと大掛かりなイメージを持たれるかもしれませんが、決して、

そのように構える必要はありません。例えば下表の事例 1 と 2 の会社は、チャーター便を

出している荷主の路線利用部分の代替、波動対応というような極めて日常的な問題への対

応から取り組んでいます。事例２の会社では、「車を集めること」はもともと得意分野で、

繁閑がずれる荷主を探すために「現在の荷主の繁忙期に来ている傭車のレギュラー先を調

べる」「現在の荷主の専属車の傭車先を調べる」、また、フリーのトラックを集めやすくす

るために「届け先のフォークマンと親しくなって、荷降し等で便宜を図ってもらう」「ドラ

イバーが早く回ってもう一本仕事をとれるよう、すぐに集荷できるところから回れるよう

にナビゲーションする」というように現場密着のノウハウを豊富に持っています。これら

を駆使して、荷主の「専属車両は最低限に抑えたい、かつ、繁忙日には確実に車を集めた

い」というニーズに応えています。 
現在、直接関わっている部分の小さな改善について、得意分野を生かし、地に足のつい

た提案をするところから始めればよいのです。 
 

既存業務周辺の小さな改善から 3PL 事業に取り組んだ例 

 荷主 

業種 
荷主の問題 改善のポイント 取り組みの内容 

事

例 

1 

雑貨卸 顧客納品のためにチャーター便を

出している荷主が、路線便を利用

している部分について、梱包と荷

札作成の手間、バラ荷役による外

箱の傷みや中身の破損の発生な

どに不満を持っていた。 

少量でもチャーター便と同

じ出荷条件（簡易梱包、荷

札作成なし、カーゴテナー

での荷役）で出荷できる輸

送手段を提供する。 

チャーター便と同じ作業

で出荷でき、他社と混載

で納品する「セミチャータ

ー便」の利用を提案し、受

託した。 

事

例 

2 

食品メ

ーカー 

専属チャーター便を出している荷

主が、波動の中で繁忙日にトラック

を集めるのに苦労している。専属

車両の数は最低限に抑えている

が、繁忙日はその 2 倍から 4 倍以

上の台数を必要とし、運賃を高くし

ても集まらない。 

この荷主の繁忙日に確実に

車を集められるようにする。 

車集めのノウハウを生か

して繁閑がずれる他業界

荷主の専属車両や、フリ

ーのトラックを確実におさ

え、波動対応で頼りにさ

れるようになった。 

 
 
 
 



 
 
 

6 

② 物流事業者にとっての非効率の種を取り除く 

「荷主が困っていること」という問題設定をすると、「改善余地はあるが困っているのは

自分たち物流事業者であり、荷主はこの件で困らない仕組みになっている」ということも

あるでしょう。例えば、トラックの効率が悪い部分があったとしても、荷主の支払いは「個

建て」や「1 件ごと」だから関係ないといった場合です。 
このような場合、実は、自分たちの問題を解決するための取り組みが、3PL 事業への第

一歩になり得るのです。 
心ある荷主ならば、単に単価を下げてもらうというよりも、仕組みの見直しでコストを

下げたいという考えを持っています。トラックの効率が上がる提案に対して荷主が興味を

持ち、最終的には自分たちのメリットにつながることがわかれば、その提案は評価され、

荷主から必要な協力が得られる可能性は十分にあるのです 
実際のところ、コスト削減意欲が高まっているときこそ、非効率の種を取り除く提案の

チャンスです。事例 4 のように、荷主みずからが納品先への交渉に動いてくれたという例

もあるのです。 
 

自社の問題解決から 3PL 事業に取り組んだ例 

 
荷主 

業種 
問題 改善のポイント 取り組みの内容 

事

例 

3 

ボイラー

メーカー 

荷主のボイラーの輸送につい

て、納品先での設置工事の都

合に合わせた細かい時間指

定に対応しなければならず、

配車のネックとなっていた。 

荷主が工事業者と輸送

を別々に手配する体制

を改め、輸送担当の当

社が輸送と工事をセット

で受注できるようにす

る。 

社員に設置工事に必要な資格を

取得させて、セット受注を提案。配

車と工事のスケジュールを一緒に

コントロールできるようになり、トラッ

クの効率を向上させた。 

事

例 

4 

菓子メ

ーカー 

納品先の時間指定が午前に

集中していて、物量が少なくて

もルートを多く組まなければな

らず、トラックの効率が悪かっ

た。 

納品先に迷惑のかから

ない範囲で時間指定を

緩和してもらい、ルート

を集約して、少ない台

数で運べるようにする。 

燃料サーチャージの交渉では断ら

れてしまったが、荷主から、荷主の

努力でトラックを減らせる可能性が

あれば教えてほしいと言われ、提

案した。荷主が顧客（問屋など）へ

時間指定に幅を持たせる交渉をし

てくれ、複数のルートの集約が実

現した。 
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（2）荷主の新たな展開を支援する 

  
既存荷主が新たな商品の取扱いを始めたり、販売地域を拡大したりといった新しい展開

をする場面は、新たに「荷主の困っていること」を見つけ出して提案に持ち込んでいく絶

好のチャンスです。 
このようなチャンスをつかむためには、前提として既存荷主のことをよく知っているこ

とが必要になります。販売動向や営業活動に常に関心を持ってアンテナを張り、業界の動

向や注目されている新商品の内容等についても情報を入手すべきです。事例 3 の会社は、

荷主の動きをいち早くつかんで先手を打つ提案をしていますが、この会社の社長は「主要

荷主の業界で一番読まれている業界紙と月刊専門誌は定期購読している。お金を払わなく

ても、荷主業界の主要企業のホームページをくまなく読むだけでも結構勉強になる」とい

うように、荷主業界のことを熱心に勉強しています。 
また、現在の業務で品質の高い仕事をし、荷主の信頼を得ていることも重要な要件にな

ります。事例 1 と 2 は「荷主から相談されたこと」が提案のきっかけとなっていますが、

この背景に「いつもよくやってくれているから」という信頼があったことは言うまでもあ

りません。 
 

荷主の新たな展開の支援から 3PL事業に取り組んだ例 

 
荷主 

業種 
荷主の新たな展開 支援の機会 取り組みの内容 

事

例 

1 

住宅メ

ーカー 

荷主が「ゼロ・エミッシ

ョン住宅」を商品化し

た 

荷主から廃材等を建築現場からジ

ャスト・イン･タイムで回収する収集

運搬のパートナーになることを打

診された。既往業務の建材現場搬

入で、中小ならではの小回りの効く

サービスを提供してきたことが評価

された。 

新たに免許を取得して、廃材の

収集運搬を事業化した。現場か

らｗｅｂシステムで依頼を受けて

速やかに回収する仕組みも構築

した。 

事

例 

2 

建材メ

ーカー 

荷主が「金具付きプ

レカット建材」の販売

を伸ばしている 

荷主から金具取り付け加工を倉庫

でやれないかと相談された。 

社員 2 名に訓練を受けさせて、

納入前に倉庫で金具取り付け作

業を行う加工サービスを事業化

した。 

事

例 

3 

包装資

材メーカ

ー 

チャーター便を出し

ている荷主が、遠隔

地域の新規顧客向け

に新商品を提供する

という情報を得た 

中距離、少量の納品を、極力コスト

を抑えて実施したいニーズが発生

すると読んだ。 

途中地点にある保管庫にバッフ

ァ在庫を持って納品の足を短く

する案、新規顧客の地域に向か

う共同配送便を利用する案を提

示し、準備を進める。 
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（3）あらゆる機会に提案のチャンスをつかむ 

 
荷主の問題を解決する、改善するということは提案の基本ですが、中小物流事業者の場

合、荷主に関わる情報が断片的であるため、改善提案など現実には、なかなか実行しにく

いという場合もあるでしょう。 
最初から「改善提案」を前提として構えるよりも、荷主との接点すべてに「プラスワン」

の芽があると前向きに捉える方が得策だと言えます。以下の例は、他の物流事業者がやっ

ていた業務の現場にたまたま立ち会い、その業務を見様見真似で取り込んだという「プラ

スワン」の例です。 
 

集荷時に新たな事業の機会をつかんだ例 

製品輸送を請け負っていた荷主の工場で、集荷時にたまたま、新しい製造装置の

搬入据付作業に立ち会う機会があった。作業をやっているのが実は大手運送事業

者だと知り、かつ、製品輸送よりもはるかにうまみのある仕事だと知った。 
 
荷主に是非当社にも据付作業をやらせてほしいと持ちかけた。 

 
最初は搬入の方法も、床や壁の養生方法などもすべて見様見真似で覚え、車や資

材類も真似をして揃えていった。他の運送事業者がやっているのだから自社にもで

きないはずはないと信じ、だんだんと自分のノウハウにしていった。 

 
機械搬入据付業務を事業化した。 

 
 

（4）コンペも 3PL 事業進出のチャンスとなる 
 

① 物流コンペを行う荷主が増えている 

最近、「物流コンペ」ということを耳にされることが多いかと思います。物流コンペでは、

荷主が輸送や倉庫業務を最も条件のよい事業者に委託することを狙いとして、複数の事業

者に声をかけて提案と料金見積もりを募り、比較検討して事業者を選定しています。 
中小物流事業者にとって、既存荷主が物流コンペをやると言い出すことは、「脅威」「恐

怖」と捉えられていることでしょう。これまで築き上げてきた関係が白紙に戻され、力の

ある大手事業者が包括的な改善提案をしたり、ライバル業者が戦略的に安価の見積もりを

出すことで、荷主がそちらに魅力を感じれば仕事がなくなるかもしれないという事態は、

恐怖以外の何ものでもありません。 
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② 物流コンペとはどんなものか 

実際のところ、物流コンペは、他の事業者が提示した安価な料金を元に、これまで委託

してきた既存事業者に対し値下げを要請するだけで終わるという一方的な決着を見る場合

もあるのですが、荷主が最初からこれを意図している場合は別として、既存荷主の物流コ

ンペは、物流事業者にとって自分たちがこれまでやってきたことの価値を正しく荷主に知

ってもらう機会であり、さらに既存業務をベースとして業務範囲を広げていく、すなわち

3PL 事業に進出するチャンスでもあると前向きに捉えることが望まれます。 
コンペにおいて求められる提案は、大まかに言って以下のような流れになります。物流

事業者に対しては、ⅰからⅴまでのすべてを提案の中身として求められる場合と、ⅰⅱⅲ

までは荷主がおよそ既定し、ⅳとⅴの部分が提案の中心になる場合とがあります。 
 

コンペにおいて求められる提案の流れ 

ⅰ)現状把握 
 

ⅱ)課題整理 
 

ⅲ)改善策 
 ⅳ)改善策実

現の具体案 

 
ⅴ)見積もり 

 
いずれの場合でも、コンペにおける既存事業者は、実は、最も優位な立場にあり、良い

提案をできる材料を持っていると言えます。既存業務をよく知っているところから、問題

点を深く掘り下げ、実効性のある正しい改善策を導き出すことができるからです。 
 

③ 経験に基づく実効性の高い提案でコンペを勝ち抜く 

次ページの例は、大口荷主から突然、物流センターを外部委託するためのコンペをやる

と申し渡された中小物流事業者が、これまでの経験から問題点を掘り下げ、改善策を組み

立てた実例です。それまではトラックによる配送のみで、センター運営もコンペ参加も全

く未経験でしたが、コンペに参加して元請とならない限り、下請けになるか、最悪の場合

は大口荷主を失うという危機に立たされ、思い切ってコンペに参加しました。コンペでは

大手運送会社や大手卸売事業者との競争になりましたが、何としても仕事を守りぬくとい

う強い思いを持ってコンペを勝ち抜き、センター業務を受託して、結果的に 3PL 事業への

進出を果たしました。 
この会社の勝因は、これまでの配送業務の経験の中で感じてきた問題をベースとする、

実現可能性の高い改善提案が評価されたことでした。コンペのあと、荷主から「(ライバル

となった)大手事業者の提案は見栄えはよくても机上の空論の感があった。御社の提案は一

番説得力があった」と言われたそうです。 
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中小物流事業者がコンペを勝ち抜いた改善提案の道筋 

ⅰ）現状認識 
コンペ主催荷主（食品卸）は、自家物流で運営してきた倉庫の作業のコストが高いこと、

作業品質が悪いこと、作業効率が低いことが問題であるとして、改善提案を求めてき

た。 

配送を請け負ってきたわが社は、これまでのつきあいでわかっていることから荷主が抱

える問題の本質を突き詰め、そのうえで、当社が提案すべき内容を考えることとした。 

 

ⅱ）課題整理 

（なぜコストが高いのか／なぜ効率が悪いのか） 

社員である倉庫管理者、作業員ともに、年齢が高いため、給料が高い。 

管理者に物流管理のノウハウがない。他に適当な仕事がなく倉庫にいる社員である。 

 

 

 

（なぜ若い人に変えられないか／もしくは外注できないか） 

倉庫管理者、作業員ともに配置転換は難しい。 

社長は長年の関係から、減俸や退職の勧告もしたくないといっている。 

 

 

 

（作業改善の可能性はないのか） 

改善余地は大いにあるが、この倉庫は作業改善などではコストは下がらない。 

固定の人件費を据え置いてパートの費用だけ下げても焼け石に水である 。 

また、倉庫内には改善の推進力がどこにもない。 

 

 

ⅲ)改善策・ⅳ）実現の具体策 

（当社にできることは何か） 

a） 当社が出荷作業を請け負い、荷主の社長がやりたくないリストラを、当社が悪者に

なって断行する。 

b） 社員である倉庫管理者、作業員は当社でひきとる。ただし、現在の仕事内容にふさ

わしい給料を提示し、当社規定のこの給料で働くか、いやならば退職してもらうという選

択肢を示す。 

c） そのうえで、現場作業の改善も、当社が推進力となってすすめる。 
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３．新規荷主に 3PL 事業を展開する 

ここまで、既存荷主への「プラスワン」の提案が 3PL 事業の出発点となるということを

実例を踏まえてみてきました。 
このようにして出発させた 3PL 事業を社業の発展につなげていくためには、1 つの荷主

に提供している「プラスワン」の業務を、他の複数の荷主に対して提供し、それなりの報

酬を得ることが求められます。すなわち、「新規荷主」かつ「報酬を得て」というところが、

次の展開の鍵を握ってくるわけです。 
新規荷主の開拓は必ずしも決して簡単ではありませんが、ここでは、既に「プラスワン」

の提案の経験を持っていることが有効な武器になります。新規荷主については、以下の 2
つの展開が考えられます。 

・ 既存荷主と同様の特性を持つ荷主に対し、共同配送・共同物流を展開する 
・ 既存荷主のサプライチェーン（仕入先、外注先、販売先）に対し、「プラスワン」

を展開する 
以下、これらについて具体的に見ていきましょう。 

 
（1）共同配送への展開 

既存荷主の同業他社にあたる荷主は、既存荷主に提案した「プラスワン」を横展開して

いきやすい相手です。既存荷主が困っていたことと同じような悩みを持ち、同じ解決策が

功を奏する可能性が高いからです。この場合、同業他社の仕事を束ねて、いわゆる「共同

配送」に仕立てていくことが、新規荷主獲得のポイントになります。 
また、業種は違っても、｢行き先が同じ｣｢集荷先が同じ｣といった共通事項を持っていれ

ば、共同配送に組み込んでいく可能性があります。あるいは、「2 人作業が必要」というよ

うな業務特性の共通事項による共同配送もあり得ます。 
実際に、中小物流事業者の 3PL 事業展開においては、共同配送が最も重要な商品として

事業の柱となっている例が多くみられます。 

共同配送による 3PL 事業展開の例 

 ターゲット 共同配送の切り口 展開 

事

例 

1 

建材メ ーカー

の同業種 

在来工法の住宅建築現場向けに、必要

な資材一式を自社拠点に集めて邸別に

取り揃え、工期に合わせて計画納品する 

資材メーカー、住設機器メーカーが次々と

参加、当該拠点にその地域の物流センター

業務一式を委託する荷主もでてきている。 

事

例 

2 

エコキュート（ヒ

ー ト ポ ン プ 式

給湯 器 ） の販

売主 

これまで住設機器の末端をやったことの

ないメーカーや販売店が販売しており、

新しいチャネルで流通しているために混

乱・トラブルも多い納品を、現場納品の豊

富な経験を生かして束ねる 

2 人作業・手作業での納品が必要な準重量

品全般の共同配送に展開へ 

事

例 

3 

医薬品卸の同

業種 

域内の薬粧卸のドラッグストア向け納品を

束ねる 

医薬品共同配送便（医薬の業界に特化し

た域内共同配送）を展開。 
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（2）既存荷主のサプライチェーンに展開する 

 
既存荷主の仕入先や外注先、届け先も、既存業務をベースとして「プラスワン」を展開

していくことができる可能性があります。サプライチェーンをさかのぼって既存荷主の調

達物流において役に立つ仕組みを提案したり、届け先が助かるサービスを工夫するなど、

様々な方法があります。 
ここで調達物流という視点は、3PL 事業において重要になります。日本の商慣行では「届

けていくら」の価格設定が通例であり、荷主は届けるほうの仕組みは優先してつくります

が、届けてもらう方は受身で、効率的な仕組みが作られていないことがあるからです。荷

主の課題があるところに、工夫を生かすことができるチャンスもあります。 
 

既存荷主のサプライチェーンを攻めた 3PL 事業の例 

 既存荷主の業種 サプライチェーンへの攻め口 その後の展開 

事

例 

1 

食品メーカー 調達先になる原料メーカーに集荷に行き、

検品・仕分けをして工場に納品する業務を

請け負った。 

独自の仕分けシステムの開発等も行

って高い業務品質を実現、工場の調

達物流全般を任された。 

事

例 

2 

雑貨品卸 届け先になるホームセンターの店舗で、バッ

クスペースへの商品搬入、店頭品出しをサ

ービスした。他の運送事業者は、倉庫の前

に置くだけで帰っていた。 

ホームセンター側からの逆指名によ

り、域内全店舗への納品業務を任さ

れた。 

事

例 

3 

印刷会社 外注先である裁断・製本等の下請け加工会

社について、業務をオーバーフローさせな

いような外注管理を代行しようと考えた。 

繁忙日にはラインの空いている下請

け会社に仕事の一部を逃がす判断

を任され、移送・納品を一括して担う

ことになった。 

事

例 

4 

輸入家電・家具小

売 

納品先でセッティングまでやってほしいとい

う希望があるが、手間がかかりトラックの効率

が落ちるので、どの配送事業者も対応してい

なかった。 

現地でのセッティング時間を最小化

するべく、港の倉庫から配達前日に

持ってきて営業所で取り揃え・準備を

できるようにしたうえで、セッティング

サービスを開始した。 
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（3）いかにして報酬を得るか 

 
3PL 事業の展開において重要なポイントは、「プラスワン」の提案に対する報酬をどのよ

うに考えるかということです。報酬を収入増だけに限定せず、その他のメリットも含めて

考えれば、3PL 事業の報酬は、以下の 3 つに整理できます。 
 ①新規需要の獲得 
 ②既存料金のアップもしくは維持 
 ③既存荷主との関係強化 
 ①の新規需要の獲得は売上増につながりますので、目指すべき最終目標と言えますが、

すぐに①に結びつかなくても、②あるいは③の報酬を積み重ねていくことに大きな意味を

持ちます。現在、受託している業務を維持したり、その料金の値下げを避けることも 3PL
事業の報酬となるということです。 
ある荷主の印刷会社から外注先の手配管理の一部を任されている物流事業者は、「管理の

報酬はもらっていないが、輸送のタリフをみると、同業他社が半分くらいの価格で行って

いる部分もある中で、値下げ交渉をされたことはない。安く運ぶだけの他社の参入を阻ん

でいるのは、外注先管理のおかげだ」と述べています。 
このような荷主との関係強化も、3PL 事業を展開する大きなねらいであることは言うま

でもありません。 
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４．3PL 事業の展開および継続に必要な体制を持つ 

 
3PL 事業に取り組むためには、当然、「資源」が必要になります。トラックや保管庫・倉

庫といったモノが資源として必要になることはいうまでもありませんが、ここで取り上げ

たいのは「人的資源」です。それらは、以下のように区分できます。 
すなわち、既存業務から改善すべき問題を発見していく「気づき力」、日々の業務をやり

きる「現場力」、何よりも安全・品質を重視して業務を遂行する「品質・安全保持力」、3PL
事業を継続させるために日々改善とともに新規業務・新規荷主開拓を続けていく「改善・

変革継続力」、自社の力を荷主に見せる「提案・アピール力」といったものです。 
 

3PL 事業の展開･継続に必要な体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図の中で「現場」に近い部分の「力」は、中小物流事業者が既存業務の中で培い、すで

に持っているはずの力です。ただし、これらの力は、往々にして現場の中にとどまりがち

であり、社内で意識的に掘り起こし、磨き上げていく必要があります。逆に上方の「荷主」

に近いところの「力」は、新たに備えるべきものとなる可能性があります。 
こうした体制作りにおいては、社内で 3PL 事業をリードする推進者を定めて、強力なリ

ーダーシップを持って進めていくことが不可欠です。中小物流事業者の場合、通常の推進

者は経営トップということになるでしょう。社長自身が担当しない場合には、このような

3PL の推進者を決め、育成するとともに、必要な権限と責任を与えることが社長の仕事と

なります。 
ただし、すべての体制を準備してから 3PL 事業に進出すると考える必要はありません。

中小物流事業者は、3PL 事業に必要な体制を 3PL 事業への取り組みの中で構築していくこ

 

経営者 

 

 

 

管理者 

 

 

 

作業者 

ドライバー 

  荷主 

提案・ 

アピール力 

 

改善・変革 

継続力 

 現場 

 

問題発見・ 

気づき力 

 

やりきる 

現場力 
 

品質・安全 

保持力 
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とが通例です。ことに、荷主に近いところで求められる力は、何よりも荷主との接点を広

げ、深める中で鍛えられ、育てられていく面があります。やらなければいつまでも準備な

どできるものではありません。新たな業務に取り組む中で必要な技能や能力を習得し、走

りながら体制を整えていくことが現実的です。 
以下、それぞれの「力」について、実例を踏まえて解説していきます。 
 
 

（1） 既存業務からの問題発見・気づき力 

 
① 現場から 3PL 事業の種を拾うには教育が必要 
中小物流事業者では、3PL 事業の出発点は既存業務にあることを何度か述べてきました。

既存業務のなかで小さな「プラスワン」による改善の種を見つけるためには、現場におけ

る問題意識が重要になります。常に現在のやり方に「おかしいのではないか」という疑問

をもち、「こうした方がいいのではないか」「なぜ、こうできないのか」と考える習慣が不

可欠です。 
改善の種は現場にあり、特に荷主と直接、接しているドライバーは貴重な情報源となり

ます。ただし、ドライバーが改善の種に「気づく」ためには教育が重要です。問題意識が

なければ、改善の種があっても「そういうものか」と見過ごされてしまいます。3PL 事業

の推進者が、荷主の業界事情を踏まえてドライバーに常に問題意識を投げかけて、「気づき

の芽」を育てることが求められます。 
 

② ドライバーの「気づきの芽」を育てた例 
ドライバーが納品時や集荷時に待たされることが多いのは、その納品・集荷先の管理に

何か問題があるに違いないという問題意識から、社長が「自分たちが待たされる原因を探

ってみよう」とドライバーに投げかけました。日々の仕事に追われるドライバーは、特に

問題意識がなければ「長い時間待たされて遅くなってしまった。疲れた」という以上の感

想を持たないのは無理もないことです。ところが、よく待たされる納品先の様子を見てい

ると、納品させてもらえないのは作業場が空いていないためで、仕事が集中してしまい、「足

の踏み場もない状態」であることがわかりました。この納品先は、荷主が外注している作

業会社で、荷主の指示に基づいてドライバーが作業材料を持ち込み、作業が終わったもの

を集荷する役割を担っていましたが、作業完了を見計らって集荷に行っても、荷揃え作業

が終わっていないために、待たされることが常態化していました。 
その結果、荷主は納期の遅れに困り、外注先は仕事がさばききれなくて困り、ドライバ

ーは長い待ち時間による車の稼働率低下に困るという状態になっていました。この原因は、

荷主と外注先との間の情報が断絶しているために発生していることがわかりました。外注

先は荷主から、いつ仕事を頼まれるかわからない状態で仕事を入れており、荷主も外注先
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の稼動状況がわからない状況で作業を依頼し、集荷指示を出していたのです。 
そこで、この情報断絶を埋めるべく、この運送会社が荷主と外注先の架け橋となる提案

をしました。繁忙日には事前に外注先の空き具合をつかんで荷主にフィードバックし、作

業依頼があった場合は進捗状況をつかんで集荷のタイミングを調整することで、納期の遅

れや過剰な業務発生、待ち時間の発生などという状況が改善されました。 
この例は、特に難しいことをしたわけではなく、日常的な気づきから問題解決をしてい

ます。つまり、荷主に言われたとおりに運ぶだけではなく、荷主の目の届かない外注先と

の調整の役割を果たすことで、荷主の問題をひとつ解決し、荷主との関係を深めたことに

なるのです。 
 
③ 3PL 事業推進者の問題意識が鍵になる 
ドライバーの情報を発端とする 3PL 事業の例が、しばしば見受けられますが、ドライバ

ーが持つ情報は、誰かが問題意識を持って収集し、タイミングよく編集することで、はじ

めて価値を持つ情報になります。ドライバーに問題意識を持たせ、情報を的確に吸い上げ

るとともに、それを踏まえて荷主ニーズに沿った形で解決策を組み立てることが、3PL 事

業の推進者の重要な役割となります。 
 3PL 事業の推進者が、荷主ニーズを踏まえた的確な問題意識を持つためには、荷主を知

り、荷主の業界事情を知るということが欠かせません。新聞や雑誌で、荷主の業界全般の

新しい動きを知り、対応を迫られている課題を押さえておくことが、問題意識のベースに

なることは言うまでもありません。 
 

 
 
 

社長インタビュー語録：問題意識を持つために 

 物流で困っていない荷主などいないと断言できる。その意味では仕事はいくらでもある。 

 問題意識を持って見れば、必ず、何か解決すべきことが見えてくる。 

 ターゲットにした荷主業界で一番読まれている業界紙と月刊専門誌は定期購読している。 

 荷主業界主要企業のホームページをくまなく読む。結構勉強になる。 

 荷主を訪問したときは、会社の壁に貼ってある標語や社是をメモしてくる。社長室の額なども、

相手の会社の好みを知り、攻め口を考える手がかりになる。 

 人（社員）に勉強してもらうには、まず自分（社長）が変わらないといけないと思い、この 3 年間ず

いぶん勉強してきた。 
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（2） 日々の業務をやりきる「現場力」  

 
① 3PL 事業において最も大切なものは「現場力」 
「3PL 事業とわざわざいう必要は感じないけれど、わが社の歴史は『プラスワン』への

挑戦の歴史であり、20 年前から 3PL 事業そのものだ」と語る、ある物流事業者の経営者は、

3PL 事業にもっとも大切なのは、日々の仕事を確実にやりきる「現場力」であると言い切

っています。そして、「現場力」に最も長けているのは実運送や倉庫実務をやってきた物流

事業者であり、「実務をやってきた者が一番強い」ということに信念を持っています。 
また、ある経営者は「新規荷主を獲得するための最大の武器は、当社の現場だ」と言い

ます。「当社の現場を見せれば、荷主は安心する。なぜなら、現場がしっかりと動いている

のを数字などで見える化しているからだ。荷主が安心し、信頼できる現場こそが最大の営

業力だ」と現場の重要性を強調しています。 
日々の仕事を確実にやりきるのは、ある意味、あたり前のことなのですが、「あたりまえ

のことをあたりまえにやる」ということを現場で徹底するのは、決して自然にできるもの

ではありません。徹底させ、やりきるためのあらゆる工夫の実践が「現場力」の本分とい

うことになります。 
 

 
 
 

② 「現場力」を磨くにはトップダウンが欠かせない 
「現場力」はこれまでの業務の経験から培われるものですが、これを強くするためには、

やはり、3PL 事業推進者が率先垂範してトップダウンで徹底して磨き上げることが重要で

す。 

社長インタビュー語録：「現場力」は 3PL 事業で最も大切なもの 

 

 当社の現場に 10 分立っていてもらえば、日々、どれだけの気遣いと工夫をし続けているかを感

じてもらえるだろう。大きな声で挨拶すること、笑顔で仕事をすること、問題を個人で抱え込まず

すぐに「報、連、相」することなど、1 つ 1 つはあたりまえのことともいえるが決して一朝一夕では

できない。「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらなきゃ、人は動かん・・・」をく

りかえして、ようやく今の現場がある。この現場があればこそ、365 日 24 時間休みのない食品物

流の世界で、入出荷・配送のきめこまかいコントロールをやりきることができている。 

 「現場力」は一朝一夕に実現できるものではなく、当社が技術力と「人」の力の両面について、

長年実践し続けてきた取り組み、保持してきた企業姿勢の成果として、ようやく、持ち得ているも

のである。人を育て、活き活きと、高いモラルを持って働いてもらうために、あらゆる気遣いと工

夫を、日々、実践し続けている。この部分にノウハウのない「自称 3PL」を必要以上に恐れること

はない。何よりも、実務をやりきっていることに誇りを持つべきだ。 
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3PL 事業に熱心な会社では、経営者が、日々現場を強くする方策を考え、よさそうなも

のを思いつくと早速実行に移し、効果がなければまた新しいものを試すことを精力的に繰

り返し、取り組んでいます。 

 
 

 
（3） 何よりも安全・品質を重視する「品質保持力」 

 
① 品質を磨く鍵は人を育てること、誇りをもたせること 
輸送品質、作業品質のよさは 3PL 事業の重要な前提条件です。現在の既存業務で荷主の

望む品質が確保されていなければ、「プラスワン」の提案などあり得ません。3PL 事業に熱

心な会社ほど、申し合わせたように品質の重要さを口にするという点で共通しています。 
品質を確保するためには、何よりも、そのような仕事ができるように人を育てることが

重要です。品質を重視する会社は人を育てるということに実にさまざまな創意工夫を行っ

ています。「物流業のコアとなる力は、人を育てる力だ」と言い切る社長もいます。また、

教育の成果をあげるには「仕事に誇りを持つ」「情熱を持つ」といったメンタルな部分が鍵

を握るところから、そのための体制づくりにも力を注いでいます。 
 

社長インタビュー語録：社長が率先垂範してよい現場をつくる 

 「朝の 10 分は 1 日の縮図」として朝礼を実施。社長が日替わりで営業所を回る。最初は あまり

効果が感じられなかったため、サービスがよいとされる会社（異業種）の朝礼を見学したり、研究

会に入ったりして勉強し、自社なりの「朝礼マニュアル」をつくった。たかが朝礼だが、このように

社長が勉強して工夫することで現場が変わってくる。継続は力なりと考えて実施している 

 「あたりまえのことをあたりまえにできるようになること」。そのために、社長を含む管理職が社員

をちゃんと育てられる会社になることを最優先課題とした。日頃からドライバーとのコミュニケー

ションを密にし、運転日報がちゃんと提出されない、車がきたない、といったことを口うるさく、社

長が率先して注意するようにした。デジタコのデータも声をかけるための材料として活用した。

会社が本気で変わろうとしていることに社員が気づいてから、社員も変わってきたと思う。無断

欠勤や遅刻が無くなり、挨拶ができるようになった。 
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社長インタビュー語録：仕事への誇り、情熱が教育を支える 

 運送事業は産業社会のインフラであり、きちんとした会社が、誇りを持ってやるべき仕事だ。社

員が誇りを持って幸せに働ける会社にしなければ、教育の成果も出ない。このために、会社とし

てまず見直しに着手したのは給与体系。40 歳になったときに、法定労働時間の勤務で 40 万円

はもらえる体制でなければ、40 代社員の生活は苦しいだろうし、若い人もずっと続けていく仕事

として夢を持つことができないだろう。 

 社員の幸せを何よりも大切にするということで、｢安全第一｣の方針も改めて打ち出した。利益よ

り安全が優先だということを社長が明言し、管理者がドライバーの健康状態を常に気遣いをする

ようにする。やむを得ず無理させることがあっても「次はここで休め」というように声をかけさせる。

これらのことで会社が本気で変わろうとしていることに社員が気づいてから、社員も変わってきた 

 弊社ではかねてから、品質向上のためには従業員教育が不可欠だと考えてきたが、社長が参

加した中部トラック総合研修センターでの研修の際に「教育を支えるのは情熱だ」と教わり、以

来、この言葉を心に刻み付けて経営を行ってきた。 

社長インタビュー語録： 現場を支える人を育てる 

 現場で働くスタッフの作業品質を維持することがもっとも重要と考え、社長自ら作業現場を直

接、頻繁に回ることとした。訪問先では朝礼を行い、働く意欲をかきたて、作業品質を維持する

ことの重要性を毎日のようにアピールした。また、 訪問先で必ずだれか一人以上について、よ

いところを見つけてほめるということを行っている。ほめられた本人は喜び、さらに努力する可能

性が増すし、ほめられているのを聞いた人も自分もほめられたいと思って努力すると考えている

からである。 

 ドライバーの質を向上させるにはどうすればよいか考えた末、ドライバーに社会性を身につけさ

せるためには、人間との付き合いができるようにさせることが必須であるという結論に達した。ドラ

イバーの持てる能力で人間と付き合いをさせるとしたら、旅客運送に乗り出すことである。このよ

うな考えから送迎バス事業に進出、バスでドライバーが「よいおもてなし」を追求し、ドライバーを

育てるとともに事業としても競争力を確保していく。 

 きちんと運べる会社になろうと思ったらドライバーの生活指導からやらないとダメだというのは、

どこの運送会社も大同小異であるはず。ドライバー志望の子の多くは、これまで努力したことが

なく、そのための教育も受けてこなかった。こういう子をまともに仕事できる子に育てあげる能力

は、運送事業の会社経営においてコアとなる力であると思う。 
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② 品質の良さを「見える化」する 

 
3PL 事業においては、ただ品質が良ければいいというだけでなく、品質への取り組みを

何らかの形で目に見える形にし、荷主にアピールできるようにするということも重要にな

ります。 
確実な方法として、安全性優良事業所（全日本トラック協会）、グリーン経営認証、

ISO9000 シリーズなど、品質に関連する認証を取得する方法があります。また、トラック

の車両も、品質の良さをアピールする場の一つです。ある社長は「エアサス車で仕事がと

れるなら安いものだ」と話していました。デジタコや車両動態管理システムなどの IT ツー

ルも、品質のよさの見える化を助けるツールであり、荷主へのアピールに活用できます。 
このほかにも、例えば、ある会社では、物流品質のチェックシートを作成して毎月、社

員にチェックさせています（下図参照）。毎月末に社員が自己採点し、責任者はその採点結

果を確認して保管します。また、運用方法をひと工夫しており、チェックシートの採点基

準が荷主と共有されています。さらに、荷主の要望があれば、採点結果を連絡することも

あります。つまり、この会社では品質が一定以上に管理されていることを、荷主に証明で

きる仕組みをつくりあげていることになります。 
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物流品質の社内チェックのための診断シート 

【物流品質自己診断シート】                         月分 

 事業所名：事務所           

○＝よい、△＝先月より改善されている、×＝悪い 

整理・整頓・清掃 身だしなみ 安 全 運 転  
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例 ： 鈴木 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○  

上 原              

大 塚              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 
 

（4） 改善・変革の継続力 

 
① 3PL 事業に現状維持はあり得ない 

3PL 事業を継続させるためには、日々、新たな挑戦が欠かせません。荷主に「プラスワ

ン」の提案をして、それが喜ばれたとしても、少し時が経てば、その内容は既存業務にと

り込まれ、改善の効果も過去のものとなります。ここで立ち止まってしまうと、3PL 事業

が継続しなくなることがあります。 
3PL 事業を継続していくためには、日々、より一層の改善を進展させるとともに、新た

な改善の種を見つける、取り組んでいる事業を新たな荷主に提案するという新規開拓を続

【採点基準】 

● 以下のチェックポイントについて、評価する。「○」＝よい、「△」＝先月より改善されている、「×」＝悪い 

整理・整頓・清掃 【 事 務 所 】 ・清掃・整理・整頓が出来ているか 

 【 車 輌 内 】 ・食べ物や飲み物の置き場所、処置は適切に行われているか 

  ・窓ガラスの視界は良好か 

  ・不要な装飾物が置かれていないか 

 【 車 輌 外 】 ・泥はね等が除去されているか 

身だしなみ 【 挨   拶 】 ・あかるく・いつも挨拶しているか 

 【 服   装 】 ・制服をキチンと着用しているか。ファスナーは胸元までしめているか 

 【 装 飾 品 】 ・業務の邪魔になるアクセサリーの装着がないか 

 【 頭 髪 ・ 顔 】 ・髪には櫛が通っており、フケや汚れがないか 

  ・茶髪にしていないか 
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けていくことが不可欠になります。改善、「プラスワン」が 3PL 事業の本質である限り、現

状維持はあり得ないのです。 
 

 
 
 

② 「強み」を創り出す 
新規開拓では「自社の強みを明確にする」ことが重要です。3PL 事業そのものが「強み」

になるわけではありません。他社には真似できないような特別な内容をもつ 3PL 事業を行

っているならば別ですが、そのようなことはむしろ稀です。 
この場合の「自社の強み」は、始めから存在するものではなく、3PL 事業に取り組む中

で意識して新たに創り出すものです。強みがないと思われる会社であっても、現在、顧客

がいて何かを買ってくれているのであれば、「それはなぜか」と考えることが重要です。ス

ピードなのか、安さなのか、融通を効かせられるところなのか等を検討し、強みを見つけ

るのです。また、社員からみて、どんなところがよい会社なのか、顧客からみて、どんな

ところがよい会社なのか、という分析の視点もあります。 
強みを創り出すとは、「当社はこれのプロフェッショナルになる」という軸を決めること

でもあり、経営者としての意思決定に他なりません。実際、当初は何も知らない分野だっ

たところを必死で勉強して得意分野とし、立派な強みに育て上げたという例もあります。 

社長インタビュー語録：3PL 事業に現状維持はあり得ない 

 改善に終わりはない。自分たち（物流事業者）の改善もずっとレベルアップの余地はあるし、荷

主に協力を求めて「時間指定が変わったら配車をこう変えて効率化できます」「受注締め切り時

間が一時間早くなればこれだけ変えられます」というような提案をしていけばさらに改善できる。

改善を継続してこその 3PL 事業だ。 

 （3PL 事業では）新規開拓の営業活動に常に取り組み続けなければならない。なぜなら荷主に

対して効率性の向上やコストダウンへの努力を提案し実行していくのが 3PL 事業であり、同じ事

業を実施している限り、継続的に値下げをしていかなければならないと考えているからである。

その中で利益を確保するためには、常に事業拡大を図らねばならず、このための具体的な方

法としては営業活動しかない。 
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自社の強みを意識的に創出した例 

現在の強み 創出の経緯 

どんな場合でも必ず

傭車を手配する 

トラックは余っているときに出しても叩かれるだけだが、需給がタイトで荷主が困っ

ているときに出せれば高く使ってもらえる。どんなときも必ずトラックを見つけられる

「傭車のプロ」になることが高収益への道だと考えた。このため、傭車ドライバーを

徹底支援して、「ここの仕事をしたい」と選ばれる元請けとなるように、創意工夫をこ

らしてきた。 

建築現場の工程進捗

管理ができる（現場と

資材メーカーの調整） 

住宅建築現場では、中小住宅ハウスメーカーの職人と、サラリーマンである建材

資材メーカーの営業との間にどうにもならないコミュニケーションギャップがあるとこ

ろから、実際の工事進捗と建材資材の納品がかみ合わず、さまざまな無駄が発生

している。トラック運送会社は職人ともサラリーマンとも話ができることが強みであ

り、両者の架け橋、調整役となって工程進捗管理を代行するところにビジネスの鍵

があると思った。 

医薬品物流専門業者

としてのノウハウを確

立 

業務経験はなかったが、医薬品は絶対になくならない、むしろ大きくなる分野だと

いう思いがあり、どうしてもやりたかった。大手卸に営業をかけながら、業界紙を購

読し、雑誌や本、ホームページを読んで業界のことを勉強し、物流に求められるサ

ービスをどうすれば実現できるか、手探りで積み上げていった。 

 
 

（5） 荷主に見せる提案・アピール力 

 
① 自社の力を「見える化」する 
ここまで個別に解説してきたような力は、実務を担う物流事業者ならば、何らかの形で

持っているはず、蓄積されているはずのものです。ここで最後に重要になるのは、自社の

もつ力を提案相手にわかりやすく示し、アピールする力です。 
次ページの語録の会社は、コスト低減の提案をした別の 3PL 事業者に仕事をとられてし

まいましたが、その事業者においてトラブルが発生して初めて荷主にわが社の現場力、品

質力の高さに気づいてもらえたという経験から、「自社の価値のアピールが不足していた、

わかってもらえているつもりでも伝わっていなかった」という反省を述べています。 
荷主にとってコスト低減の提案が魅力的なのは当然ですが、本来、荷主としては「安か

ろう、悪かろう」ではだめだということも、また理解しています。物流事業者としては現

在のコストが決して高いものではなく、品質を守るために必要な水準であると納得しても

らうために、品質の良さや現場の管理精度･対応力の高さを指標で示す、無駄を省くための

改善へのたゆまぬ取り組みの内容とその効果を数字で開示するといったようにして、自社

の力を「見える化」し、荷主にアピールしていくことが求められているのです。 
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② 物流 KPI(Key Performance Indicator）を活用する 
近年、「物流 KPI」という言葉がよくきかれるようになりました。KPI は Key Performance 

Indicator の略で「管理指標」と訳されます。荷主が自社の物流管理のレベルや委託先のレ

ベルを数字で、客観的に把握するための指標であり、その設定･計算方法については各所で

専門的な研究も進められています。 
中小物流事業者にとって、「荷主から提示を求められる」という形で、初めて物流 KPI

の設定・計算に取り組むという場合がありますが、本来、物流 KPI は物流事業者が荷主に

自社の仕事の価値を示すための指標です。荷主から求められる前に、自ら設定して自社の

力をアピールするというように、前向きにとらえて活用すべきです。 
ここでは、物流 KPI の必須項目と考えられる指標の構成を示します。これらの中には、

改善するには物流事業者だけでなく荷主の力が必要になるが、物流現場から発信する「管

理指標」として必須項目になると考えられる指標も含まれています。 

物流ＫＰＩの構成例 

  
    ＊注文充足率：注文件数に対して、その通りに出荷できた件数の比率 

１． 品質と安全に関わる指標 

・・・誤出荷・誤配などのミス率、事故発生率、棚卸精度など 

２． サービスレベルに関わる指標 

・・・リードタイムの遵守率、注文充足率*など 

３． 生産性に関わる指標 

・・・1 処理あたり作業時間、トラック積載率・稼働率など 

４． コストに関わる指標 

・・・作業単価、輸配送単価など 

５． その他 

・・・CO2 排出量など 

社長インタビュー語録：自社の力はアピールしないと伝わらない 

 過去に、当社が管理していたある食品メーカー荷主の低温物流について、某大手商社が「3PL

サービスを提供する」と称して割り込んできたことがあった。提案力、営業力の高さでコスト低減

を提案し、荷主は魅力を感じてこの提案を採択してしまったので、当社は下請けの立場になっ

た。ところが、商社は配送コントロールの能力が不十分で、納品に関するトラブルが多発し、つ

いに納品先から「取引停止」を申し渡される事態に。結局、荷主の判断で当社の管理に戻さ

れ、トラブルは収束した。 

 取引停止に至るほどのトラブルが発生して初めて当社の品質力、現場力の価値に気づいてい

ただくことができたが、それ以前の当社に、自分たちの価値をアピールする力が不足していたこ

ともいけなかったと思う。わかってもらえているつもりだったが、伝わっていなかった。 

 荷主にとってコスト低減の提案が魅力なのは当然のこと、これに対抗するには、現在のコストは

品質を守るために必要な水準だと納得してもらえるように、物流事業者も努力をしなければなら

ない。 
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③ 提案は簡単なものでも提案書にする 
3PL 事業は、日々、一層の改善を進展させていくことが不可欠だと述べてきました。改

善の種を探し、これを実施して成果を上げるという取り組みは、いわば仮説と検証の繰り

返しですが、この取り組みを確実に継続している様子を、荷主にも適確に伝えられるよう

な形で記録しなければなりません。自らの力を示すという意味でも必要ですし、改善の中

には荷主の協力を得ることで効果が出るというものがあるからです。 
記録の形は何でも良いのですが、荷主と共有するという意味では、提案書の構成をふま

えたものにすることがよいでしょう。以下に提案書の基本的な構成例を例示します。 
この図はパソコンのプレゼンテーション用ソフト（注 1）を利用して「A4 横」でつくるこ

とを想定していますが、1～2 枚で完結させたい場合は、A4 縦サイズとし、ページ 1 枚の情

報量を増やしてもかまいません。この場合はプレゼンテーション用ソフトよりもワープロ

ソフト（注 2）を使ったほうが、自由に作成できます。 

提案書の基本構成例 

 
注 1： Microsoft Power Point など 
注 2： Microsoft Word, ジャストシステム 一太郎など 

６．【効率化･コスト削減効果】 

・ 期待される効率化効果のまとめ 

・ コスト低減額の試算 

・ 品質・サービス向上効果 

４．【課題と解決策】 

・ 貴社の物流課題の整理 

・ 解決の方向性 

７．【今後の課題など】 

・ 改善のための前提条件 

・ 貴社にお願いしたいこと 

１．【表紙】 

〇〇株式会社殿 

××輸送の効率化に関するご提案 

△〇運輸株式会社 

２．【あいさつ】 

・ 提案の機会への謝意 

・ 提案のポイント 

３．【現状認識】 

・ 〇〇業界の物流動向 

・ 貴社の物流の現状と課題 

・ コスト低減の余地 

８．【むすび】 

・ 検討のお願い 

・ 連絡先 

・ (添付）会社概要、業務実績 

５．【改善提案】 

・ 新たな仕組みの提案 

・ わが社にできること 

・ 料金お見積もり 

図 2 

図 6 

図 4 図 3 

図 5 

図 7 図 8 

図１ 
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提案書は、改善についての仮説を、相手にわかりやすく示すために作成するものです。

荷主に提案するというのは通常、仮説を検証する前の段階で示すことになりますので、効

率化やコスト削減の効果（図 6）は試算段階、課題など（図 7）も想定の段階となります。

記録という意味では、実際に取り組んだあと、効果と課題の部分を更新すれば良いという

ことです。 
改善は簡単なものでも提案書の形に整理する習慣にして、蓄積していくべきです。提案

書の作成は回を重ねるほどに上手に、速く作れるようになりますし、蓄積があれば荷主に

提案を求められた場合にもあまり苦労せずに済みます。コンペへの対応でも、提案書作成

の蓄積は役に立ちます。 
さらに、状況が許せば、提案書は荷主に求められなくても、なるべく頻繁に作成して荷

主にみせるようにするべきです。語録にもあるように「提案書は荷主へのラブレター」で

すから、いつも、何度も作って持っていき、より深いきずなをつくることに活用すればよ

いのです。 
 

 
 

④ 足りないものは外から補えばよい 
提案書や物流 KPI の作成は、慣れてしまえば必ずしも大変なものではありませんが、慣

れない間は、ハードルが高く、知識やノウハウが不十分であるためにやりきれない、間に

合わないという場面もあるでしょう。この場合には、外部の力をうまく取り入れて推進体

制をつくることが、成功の鍵ともなります。 
具体的には、提案しようとする業界の実務経験者や、異業種の営業経験者など必要なノ

ウハウを持つ人材を採用する、コンサルティング会社の支援を受けるといった方法があり

ます。コンサルティング会社の支援を受けて物流センター運営のコンペに参加した会社の

社長は、「初めての今回だけは、彼らの支援なしではどうにもならなかった。『次にセンタ

ーを受託するときは自分たちだけでやれるようにしよう』という強い意欲を持って取り組

んだ」と述べています。 

社長インタビュー語録：提案書はいつも、何度も作る 

 提案書は社長が作って持っていく。一度では興味を持たれなくとも、ちょっと作り直して、懲りずに

何度も渡す。運賃値上げや待ち時間削減等にかかわる要望書と一緒に持っていくことが多い。 

 提案書は荷主へのラブレター。自分のことを知ってもらい、よく思ってもらうために作るものだ。これ

は会社案内も同じだが、蓄積しておいて相手の好みに合わせ、興味を引くように作り変えるべき。

誰にでも同じものでいいと思ってはならない。 
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実際のところ、3PL 事業に熱心な経営者は、共通して外部の力を借りることに長けてい

ます。自社に足りないものは外部から補えばよいし、必ず補うことはできる、という前向

きの考えを持っているのです。 

 

社長インタビュー語録：3PL 事業の推進に外部の力を借りる 

 コンサルティング会社の支援を受けて物流センター運営を受託。企画書作成の他、受託後もプ

ロジェクトリーダーをやってもらった。『次にセンターを受託するときは自分たちだけでやる』とい

う意気込みは持っていたが、初めてのことで、今回は彼らなしではどうにもならなかった。 

 本気でやろうとすれば、必ず助けてくれる人が現れるものだ。 

 「ものはそれをよく使う人のところに集まる」といわれるがこれは本当だ。常に求めて、使わせても

らっていると、集まってくる。 
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III. 3PL 事業事例紹介 
 
１．Ａ社【コンペを機に未経験の小売店共同配送センター運営事業に進出】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【転機】これまでの仕事がなくなる？！ 

 Ａ社は、食品スーパーＸ社における物流センターから店舗への配送を請け負っていまし

た。物流センターはＸ社による自社運営でしたが、管理レベルの低さによる問題が発生し

ており、アウトソーシングを行うため、コンペが実施されることになりました。 

 Ａ社（社員 80 名）は、日本海側の地方都市に本社を置く会社です。食品スーパーＸ社にお

ける物流センターから店舗への配送を請け負っていましたが、Ｘ社が物流センター事業をアウ

トソーシングすることにしたため、なにも手を打たないでいると、仕事を失ってしまう事態となり

ました。それを回避すべく、センター運営事業の獲得に挑戦したものです。 

 Ａ社にとっては、既存事業確保のために、周辺環境変化から対応を迫られ、未経験の食品

スーパー物流センターの運営に乗り出していったことになります。 

【Ａ社が受託した物流センター】 

・ 生鮮／チルド／グロサリーを８社約 40 店舗のスーパーに配送 

・ 在庫なしのスルー型センター（PB 商品のみ在庫） 

・ 土地 3,000 坪、建物 1,000 坪、作業者 45 名 

【取組みの経緯】 

荷主Ｘ社の物流センターから店舗への配送を実施 

  ↓ 

Ｘ社で物流センターのアウトソーシングを検討 

  ↓ 

  ↓ 

外部コンサルタントとともに 

Ｘ社のコンペに参加 

 ↓ 

コンペを勝ち抜き、センター 

運営事業に乗り出した 

 

このままでは配送の下請けになってしまう 
  ↓ 
センター運営に乗り出そう 
  ↓ 
しかし、ノウハウがまったくない 
  ↓ 
外部から知恵を借りよう！ 
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 Ａ社は、物流センターの運営を行ったことがなく、コンペに参加して提案内容を競うと

いった経験もありませんでした。しかし、下請けとして作業だけを受託してもうまみがな

く、仕事としても面白味がありません。また、トラック運送の大口荷主を失う可能性もあ

ります。なんとしても受託したいという強い気持ちで、このコンペに参加することにしま

した。 
 
 
 
 
 

 【決意】コンペ参加の意思表明 

Ｘ社は、物流センターの土地建物は引き続き保有し、社員およびパートは移籍させる形

でのアウトソーシングを望んでいました。Ｘ社は卸企業に委託する考えでしたが、Ａ社は、

物流事業者に直接委託したほうが結果として安くなると訴え（「卸はいずれにしても物流事

業者に下請けに出してマージンをとるのだから、直接頼んだほうがいいですよ」）、コンペ

へ参加することができました。 
 

 一次審査突破 

 Ｘ社の物流センターの管理レベルは、出荷ミスが多く、在庫管理がうまくいっていない

など、倉庫内作業にも問題があり、高いものではありませんでした。Ｘ社の店舗側でも、

これには不満を持っていました。また、Ａ社が受けていた配送についても「もう少し安く

できないか」と運賃についてのみ言及され、車両の動きや積載率など業務の内容には関心

がない状況でした。 
Ａ社では、これら問題と感じていたことをリストアップし、改善策をたてて提案書を作

成し、一次審査を突破しました。 
 
  
 
 
 
 

 【ノウハウを外部調達】提案資料作成のため、コンサルティング会社に委託 

１次審査を通ったのはＡ社のほか、大手卸企業２社と大手運送会社１社でした。１次審

「やったことがない仕事だからといって、ひるむ必要はない。力は後からつければいい」 

日頃の配送活動から、物流センターでどんな問題が起こっているか把握しており、コン

ペにおいて改善内容を検討するのに役立ちました。漫然と配送をやっているだけで

は、このような観察はできなかったと思います。 
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査の企画提案書５－６枚はＡ社社長が作成したのですが、本審査に必要な詳細な企画書は

手に負えないと考え、コンサルティング会社を探しました。講演の講師や、大手運送会社

の知人など片端から連絡して協力を仰ぎました。結局は、知人の紹介によりコンサルティ

ング会社に提案資料作成支援を委託しました。本審査の企画書は、Ａ社のものが約 60 ペー

ジ、他社は約 40 ページのボリュームでした。 
 

  
 
 
 

 

 【事業獲得】センター運営を受託 

Ａ社はコンペを勝ち抜きました。勝因は、仕事の実態を熟知しており、これをベースに

した具体性のあるコスト低減策を提示したことと思われます。 
コンサルティング会社には、受託から物流センター立ち上げまでの半年間、プロジェク

トをリードしてもらい、受託前以上に世話になりました。導入した作業管理システムのカ

スタマイズも、このコンサルティング会社に委託しました。23 回のプロジェクト会議を行

い、立ち上げのときは泊り込みで来てもらいました。これらの費用はすべてＡ社の負担で

行っており、大きな負担ではありましたが、Ｘ社に負担してもらう性質のものではないと

のことでした。 
物流センター運営業務の収入は、Ｘ社がベンダーから料率でもらい、マージンをとった

うえでＡ社に支払うことになりました。料率の交渉には、８回のミーティングが行われ、

ようやく決定しました。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 【事業継続のための努力】受託後も改善活動 

Ｘ社への提案活動をとおして、荷主の物流センター事業については、当たり前の提案を

すれば、簡単にレベル向上させることが可能だと思われました。今後、２社目、３社目の

伝えたいことのまとめ方や資料作成の方法など、わからないことがたくさんありました

が、いま持っている力で足りなければ、まずは外から借り、後から実行しながら身に

付ければよいと考えました。 

このミーティングは、単に配送を受託していた時とは、まるで様子が変わりました。Ｘ

社本部は料率決定根拠のためのデータをたくさん持っており、最終的に、データに

基づく交渉を経て、料率が決められました。これまでの運賃交渉に比べると、厳しい

ものではありましたが、かなり合理的な世界だと感じました。 



 
 
 

31 

Ｘ社をみつけて、土地建物は持たずにノウハウを入れて運営を受託していく 3PL 事業を展

開したいと考えています。 
継続的な作業品質の管理のためには、作業者のモチベーションを維持・向上させること

が必要です。このため、作業管理者およびパート作業者の賃金に能力給を導入しています。

評価項目は、以下のとおりです。 
規律性、積極性、仕事の質と量、責任感、知識･技能、対人対応力 

本人と上司が評価し、点数によって給与のランクを決めています。 
 

 【人材育成】広報誌作成によるモチベーションアップ 

 物流センターの運営を通じて、第 2、第 3 の物流センター長候補を生み出したいと考えて

いましたが、必ずしも容易ではありません。例えば、物流センター長候補がいないと、同

様の業務の拡大を早急に取り組むわけにもいきません。このため、物流センター運営事業

や他の業務を通じ、末端までの人材のレベルアップをはかることがきわめて重要であると

考え、広報誌を作成しています。 
カラー印刷の季刊誌で、取引先はもちろん、社員宅にも郵送しています。主に社員や、

社員の家族の写真を多用した“見てわかる”ものです。文字だけの誌面ではあまり読まれ

ないのですが、写真があれば、取引先でも「これは当社に来ているドライバーだ」などと

関心が高まるようです。 
なによりも大きいと感じるのは、社員と、社員の家族に対する効果です。ドライバーた

ちは総じて家族から仕事に対して、あまりよい評価を受けていなかったのですが、立派な

広報誌に写真が載ったり表彰されていたりすると、「けっこういい会社なのね」とか「お父

さん、すごいんだね」といった感想がもらえるようです。この会社で働いてよかったと感

じ、さらによい仕事ができるよう努力してくれるような循環ができつつあります。 
 

 
 
 
 
 
 

 【自己啓発】“社長の仕事とは”  

社長の仕事は、人づくり（教育）と営業の２つと考えています。Ａ社には営業部はなく、

基本的にすべてトップセールスで営業を行っています。日常的な教育活動として、Ａ社社

長は７年ほど前から朝礼を実践し、社員・パート作業者に対しても、なるべく直接語りか

新規業務のチャンスは必ずあります。しかし、そのチャンスをつかんで社業が発展し

ていくためには、日頃から人を育てておくことが欠かせません。人が育っていないと、

せっかく新規業務を獲得しても、期待される品質を提供できないことになり、すぐに顧

客を失ってしまいます。 
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け、品質について常に意識喚起を行っています。 
また、社長としては、社員にかける言葉は常に前向き、プラス思考でなければならない

と考えています。社員を奮起させたり、やる気を維持することも社長の重要な仕事です。 
Ａ社社長は、様々な格言や名言を用いて、よい言葉や考え方を社員に伝えるようにして

います。自分のための戒め・激励の言葉として、気に入っているというのが以下の言葉で

す。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「今を生きる」 

会社は、社長の後姿 － 社長心得十ヶ条 

 

１．社長は、経営理念を明確にする 

１．社長は、朝一番に出社する 

１．社長は、社員教育に投資する 

１．社長は、積極的に勉強会に参加する 

１．社長は、健康管理を徹底する 

１．社長は、自ら率先して掃除をする 

１．社長は、自ら経営計画書をつくる 

１．社長は、与実管理を徹底する 

１．社長は、自らトップセールスを行う 

１．社長は、仕事を趣味とする 
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２．Ｂ社【既存荷主との付き合いを深めて新規事業の物流パートナーに】 

 

 
 

 【チャンス】メイン荷主から新商品の物流パートナーの指名 

Ｂ社のメイン荷主であるＹ社は大手住宅メーカーです。Ｂ社は建材一式をＹ社工場から住宅建

築現場に納品する業務を担ってきました。搬入すべき部品は建築の工程計画に沿って指示されま

すが、実際にどの部材がいつ必要になるかというタイミングは現場の進捗に応じて変わってきます。

その日に使用する部材を適切にピックアップして搬入するには、物流事業者が現場とやりとりして

調整することが不可欠であり、物流事業者にも建築の工程についてある程度の知識が必要とされ

るのです。 

この分野では、大手物流事業者が大きなシェアを占めており、全国に強力なネットワークを持っ

ています。中小物流事業者は、このネットワークを下請けの立場で担うケースが通例ですが、Ｂ社

は小回りが利き、車両緊急手配の能力が高いこと、工程変更や資材過不足の調整、付帯業務の

【取組みの経緯】 

メイン荷主が建築の工程でゴミを出さない「ゼロ･エミッション住宅」を商

品化 

  ↓ 

収集運搬の物流パートナーとなることを求められた。 

  ↓ 

新たに収集運搬免許を取得して新分野に参入 

  ↓ 

荷主と共同で情報システム構築、荷主とのつながりも深まる 

 Ｂ社（社員 110 名）は、大手住宅メーカーＹ社を大口荷主とし、建材工場と建築現場の間

で、工程進捗に合わせた建材の納品を行ってきた会社です。 

 Ｙ社が、環境対応を売り物とする「ゼロ･エミッション住宅」を商品化する中で、廃材類を速や

かに回収する「足」のパートナーを求める中で声をかけられました。Ｂ社にとって廃材の収集運

搬は未経験の分野でしたが、新たに免許を取得して参入し、荷主と一緒に web 上で現場から

の回収依頼を受けるシステムも構築しました。 

【Ｂ社の 3PL 事業】 

・ 新たに免許を取得して収集運搬事業に進出 

・ 住宅建築現場の廃材を速やかに巡回収集 

・ 情報システムも共同構築し、荷主との関係を一層強固なものにした 

既存業務での仕事ぶりが評価されての
指名 
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追加などに柔軟に対応できることといった地場企業ならではの強みを活かし、下請けだけでなく、

Ｙ社からの直接かつ独自の仕事を確保してきました。 

Ｙ社が新たに商品化した「ゼロ・エミッション住宅」は、住宅建築・リフォームの現場で廃

棄物を発生させることなく、すべての廃材類をリサイクル可能な資源として回収・再利用

することを特徴とする商品です。建築現場には廃材類を長く置いておく場所はないので、

廃材を発生に併せて速やかに分別・回収し、処理工場に持っていく収集運搬業務を担う物

流パートナーが必要になります。Ｂ社には、中部地区でのパートナーとして、この業務を

担当してくれないかという声がかかりました。 
 
 
 
 
 
 

 【挑戦】新たに収集運搬免許を取得しての事業化 

これまでＢ社には、廃棄物の収集運搬の経験は全くありませんでした。新たに免許取得が必要

となるのは無論のこと、ドライバーにも新しい知識を習得してもらう必要がありました。「ゼロ･エミッシ

ョン住宅」では、廃材類をリサイクル処理に向けて 22 品目に分類して回収することになります。分別

処理は基本的に建築現場で行ってくれるものの、最終的に仕分けを確認し、不十分ならばやり直

すことは、ドライバーの仕事になります。 

Ｂ社にとってＹ社とつながりが深まり、直接のパートナーとなることは大きな意義を持

つことであったため、全社で新しい分野に積極的に挑戦することとしました。 
 

 【困難の克服】ドライバーの現場対応力が決め手 

「ゼロ・エミッション住宅」の収集運搬は廃材が発生した時点で速やかに、機動的に行うことを求

められます。実務的には現場監督から携帯電話で回収の依頼を受けて取りにいくという手順になり

ます。 

この電話依頼を入力してドライバーへの指示へ、さらには収集運搬実績の記録、精算のための

情報へと振り替えていく web 利用による情報システムを、Ｂ社はＹ社と共同で構築しました。しかし

実際の建築現場とのやり取りには、情報システムだけで完全には解決できない困難さがあります。 

一口に「現場から依頼を受ける」といっても、忙しい現場監督が親切に廃棄内容を説明してくれ

るとは限りません。電話で説明されないことや、その場での変更もあり、ドライバーの知識と経験で

補って対応しなければならない場面も多々あります。Ｂ社のドライバーは、既存業務での経験を活

かしつつ、新たな苦労もしながら新規業務に取り組んでいます。 

 これまで建材の納品で小回りのきくサービスを提供してきたこと、ドライバーに建築
現場の知識があることを評価されての指名でした。 
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 【今後の見通し】地域拡大に意欲 

  住宅建築の件数は落ち込んでも、新商品である「ゼロ・エミッション住宅」の取扱は増加を続け

ています。これに伴い、廃材収集運搬業務も順調に仕事が増えています。 

この業務は同業他社の荷主への展開は困難であるため、事業機会の拡大の可能性は、パート

ナーとして担う地域を拡大するところに限られます。Ｂ社ではこのほかに、リフォーム分野に特化し

て、部材供給から回収までの物流を一手に担うサービスの商品化にも意欲を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 荷主と共同で情報システムを構築したことは、荷主とのつながりをより深めるという
意味で効果があったと感じています。 
 

 免許取得にドライバー教育、情報システム構築と、新規事業には新たな投資

を必要としましたが、荷主の新たな取組にパートナーとなって取り組んで事業化

できたことが非常によかったと言えます。 
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３．Ｃ社【「手間のかかる納品」に特化して新規荷主開拓】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【チャンス】建築現場の「問題児」を商材に 

「エコキュート」の供給元は、これまで建築現場直納の経験をもたないメーカーや販売

店であり、これらの会社が納品を委託する運送事業者にとっても、現場直納は初めての仕

事になるような状況でした。 
これに加えて、エコキュートは重量 100kg 前後、大型冷蔵庫並みのサイズで、荷降しや

移動にクレーンを使うほどではないが、一人作業では無理で「2 人による手作業」を要する

 Ｃ社（社員数 280 名）は、近畿地区で建材・住設機器類の住宅現場向け邸別共同配送を行って

いる会社です。 

近年、新築およびリフォームで設置件数が急速に伸びている「エコキュート（ヒートポンプ式家庭

用給湯システム）」の納品について、現場での荷受け・工事手配等でトラブルが多いことに着目し、

「エコキュートの納品代行」の提案営業を供給元に行ない、複数の新規荷主の獲得に成功していま

す。 

 

【Ｃ社の 3PL 事業】 

・ 現在の得意分野における新たな販売チャネルでの納品トラブルに着目 

・ 新しい供給元に納品代行の提案営業を行い、新規荷主を獲得 

【取組みの経緯】 

得意分野である住宅建設現場への納品で、新たな流通チャネルで販

売される「エコキュート」の納品トラブル多発に着目 

  ↓  

  ↓  

  ↓  

  ↓  

  ↓  

  ↓  

  ↓  

「エコキュートの納品代行」を商品化、新たなチャネルに提案営業 

  ↓  

新規荷主を獲得、新たな商材としての展開も視野に 

・ 供給元はこれまで建築資材の販売経験を持たない

メーカーや販売店 

・ 「2 人手作業」でないと運べない中途半端なサイズ･
重量 

・ 水道工事店の工事日程との連動が必要 
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という、建築材料の輸送としては中途半端な商品です。さらに、設置作業の一部を水道工

事店に依頼しなければならないこと、建築現場での設置に必要な部品類一式を取り揃えて

納品する必要があることなど、手間のかかる条件が揃っています。 
邸別共同配送の経験で建築現場とのやりとりに蓄積を持つＣ社のドライバーは、現場の

大工さんや水道工事店から、「（エコキュートの納品に）置き場所も分からない運転手が事

前の連絡なしで来て対応に困った」「勝手に置いていかれて迷惑した」「水道工事店との連

絡が悪く工事ができなかった」などの愚痴を多く聞かされていました。 
 
 
 
 
 

 【商品化】「困っている問題の解決」で新規荷主を次々獲得 

Ｃ社にとってエコキュートの納品は、新たな困難はほとんどない分野です。必要な部材

の検品も、水道工事店と連絡を取り、工事の日時に併せて、確実に、段取りよく納品する

調整も、全て既存業務の範囲内で行うことができます。しいていえば、「2 人作業の納品」

は既存業務ではあまりなく、共同配送とは別の運用が必要になりましたが、これは困難と

いうほどのことではありません。 
そこで、「邸別共同配送で培った管理ノウハウを活かして、エコキュートの納品を確実に、

段取りよく請け負います」という提案書を作成し、既存荷主である住宅メーカー等の紹介

を得て、その地域でエコキュートの供給元となるメーカー・販売店に営業をかけました。 
提案内容はシンプルですが、まさに荷主が困っていた部分を解決する提案であるところ

から、次々と成約を獲得し、これまでつきあいのなかったメーカーや販売会社との新規取

引が始まることになりました。 
今後は、「2 人作業の現場納品」ということを切り口として、エコキュートのほかにも同

じ特性を持つ新たな商材を取り込んでいくことを検討中です。 

設置件数は伸びており、現場から「Ｃ社さんが持ってきてくれれば楽なのに」「やっ

てよ」というリクエストもたびたび受けて、これは商材になると考えました。 

 



 
 
 

38 

 
４．Ｄ社【倉庫事業者＋運送事業者でメーカー共同配送のパートナーに】 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【新規事業機会】運送事業者と組んで共同物流センター運営事業に進出 

冷蔵倉庫会社のＤ社は、既存荷主であるアイスクリームメーカーから、この地域で同業他

社との地域共同配送を開始するにあたって、共同配送センターの運営委託を打診されまし

た。 
メーカーのアイスクリーム共配は、他の地域ですでに実績がありました。センター運営

 冷蔵倉庫会社のＤ社（社員数約 100 名）は、既存荷主のアイスクリームメーカーが同業７

社との地域共同配送を開始するに当たり、同じ地域の運送事業者と組んで、拠点となる物流

センターの運営業務を受託しました。 

最初の２年間は納品トラックの走行距離が３割削減されるなど順調な成果をあげましたが、

３年目以降、集約によるコスト低減効果が一段落した後に、苦難の時期が訪れました。共同

物流では荷主に継続的なコスト低減を要望されるところから、Ｄ社と運送事業者は、荷主とと

もに新たな効率化の余地の探索に懸命に取り組んでいます。 

 

【Ｄ社の 3PL 事業】 

・ アイスクリームメーカーの地域共同配送センターを受託 

・ 最初の集約化効果が一段落したあと、コスト低減の継続に苦慮 

・ 荷主と一緒に取引条件の見直しによる効率化に取り組みへ 

【取組みの経緯】 

荷主のアイスクリームメーカーが同業者との共同配送を展開 

  ↓ 

Ｄ社と地場の運送事業者が共同物流センターを設置、運営 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 

3 年目で集約化効果が一段落、コスト増・収入減へ 

  ↓ 

「時間指定をずらしてもらう」というような「取引条件」の見直しによる効率

化が今後の活路 

運送事業者と組んで、在庫保管、入出荷作業、配車、

配送のすべてを任される共同物流センター事業に進出 
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者は７メーカー共同の在庫の保管、入出荷作業、配車、配送のすべてを任され、メーカー

別コストの算定・報告のほか、作業生産性やトラックの効率等についても、メーカーの定

める指標の報告を求められます。 
Ｄ社にとっては初めての経験となることも多々ありましたが、地場の運送事業者と組ん

で新たに冷蔵倉庫を設置し、共同物流センターの運営に進出しました。 
 

 【共同物流の効果】最初の２年でトラック走行距離３割削減 

アイスクリームの販売は季節変動が激しく、夏場のトップシーズンの１日の出荷量は年

平均の 3 倍を越える日もあります。各メーカーとも、夏場に必要な台数の冷凍車を集める

ことに苦労しており、この苦労を緩和することが共同配送の一番のねらいでした。併せて、

保管・入出荷作業・配送の集約化による効率アップ、コストダウンも、無論、期待されて

いました。 
最初の 2 年間で集約化の効果は顕著に現れ、トラックの走行距離にして集約前の約 3 割

削減を達成しました。各メーカーにおいても、約 2 割近いコストダウンが実現されました。 
 

 【停滞】3 年目からコスト増、収入減の苦しい時期に 

共同物流センター開設から 3 年目以降、集約化によるコストダウンの効果が一通り出尽

くしたあとに、苦難の時期が訪れました。 
各メーカーからもらう料金は、保管・荷役・配送の全てを一括した「1 箱いくら」という

個建て料金で、Ｄ社と運送事業者はこれを収入としています。3 年目には市場縮小による物

量の減少もあり、収入は減り、１箱あたりコストは増加するという形になりました。 
メーカー7 社の物量は増加が見込めないところから、Ｄ社と運送会社は新しい荷主の開拓

による物量の増加に取り組みました。しかし、単位あたりコストの低減効果という意味で

はなかなか効果が上がりませんでした。冷凍輸送という特殊分野の荷主で年間の波動が似

かよっていたため、荷主を増やしてもピークとボトムの格差が拡大したのみで、ピーク時

のコストがより大きくなってしまい、大きな課題であるボトム期の物量確保にはつながら

なかったのです。 
本来、共同物流での継続的なコスト低減には、物流事業者だけでなく荷主であるメーカ

ー側の取り組みも重要です。各社の作業方法や納品に関わるルール等のばらつきをなくし

たり、物量の平準化に向けた調整をするなど、より集約の効果を高める方向で足並みをそ

ろえていく取り組みが、継続的なコスト低減の原資となるのです。 
この共同物流では、すでに他の地域での共同化実績があって、当初からすでに足並みが

そろっていたという部分もありますが、それでも取り組むべき課題はいくつもありました。

ところが 3 年目以降、これらの取り組みへの推進力も鈍ってしまった感がありました。そ
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の原因として、景気後退・物量減少のほかに、計画段階から共同物流を推進してきたメー

カー側の担当者の主要メンバーが、人事異動で入れ替わってしまったことが大きかったと

いいます。新しい担当者の中には、物流事業者の立場からすると、自分たちの手で共同物

流の効果を高めていくのだとする意識が薄く、安易な値下げ交渉に走るというように感じ

られる人が少なくなかったのです。 
 
 
 
 
 
 
 

 【新たな挑戦へ】荷主と一緒に取引条件の見直しに取り組む 

苦しい状況の中から、Ｄ社と運送事業者は、今後のコストダウンの余地として、荷主で

あるメーカーの協力を得て届け先との取引条件の見直しに取り組もうとしています。 

現在、トラックの効率を上げるうえで大きなネックになっているのが、届け先の時間指定です。

届け先の大手量販店や問屋の時間指定はどこも似たような時間帯に集中しており、同じ地域の３

か所の届け先について、本来１台で運べる量なのにいずれも９時到着の指定があるため、３台出さ

なければならないということが日常的に起こっています。これを例えば「８時、９時、10 時」とずらして

もらうことができれば、トラックを削減することができます。 

また、この冬季には、納品を週 2～3 回にまとめてもらうことで、物量の少ないボトム期の固定的に

確保する車両を減らすということに、一部のメーカーの協力を得て取り組みました。 

これらの効果は、効率化という意味では「コスト増加を幾分抑えられたか」という程度のようですが、

Ｄ社は、コストダウンについて荷主に当事者意識を持ってもらい、「一緒に取り組む体制」ができつ

つあるという点において成果を感じています。 

 

 

 

 

 

共同物流では基本的に「値上げ」は受け入れられず、箱あたりコスト（原単位）は継

続的に下がっていくことが求められます。コストが下がり続けない限り、荷主には面倒

な部分もある共同物流を継続していこうとする意欲がなくなり、共同物流の推進力が

失われてしまうのです。 

今後の一層のコストダウンには、荷主と一緒になって、効率を低下させている取引

条件にきめ細かくメスを入れていくという取り組みが鍵を握ります。Ｄ社と運送事業者

は「ここからが正念場」ととらえています。 
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５．Ｅ社【参考事例：ドライバーの能力開発のため、バス事業に取り組む】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【ドライバーの能力開発のための新規事業取り組みの例】 

Ｅ社（社員数約 800 名）は、北陸地区にあるトラック運送と営業倉庫の会社です。この事

業は、Ｅ社社長がトラックドライバーに人間との付き合いができる社会性を身に付けさせると

ともに、社会的地位を高め、雇用期間を長くしてやりたいという気持ちから、アイディアが練

り上げられたものです。 

トラックドライバーは体力的にきつい仕事であるため、トラックドライバーしかできないとな

ると、比較的若い時期に仕事をやめざるを得ません。一方、トラックドライバーのキャリアパス

は車両が大きくなるだけであり、職業の選択肢は少ないのが実態でした。それらを解決する

ため、ドライバーの社会性を向上させ、かつ雇用を確保できるよう旅客運送事業に進出した

ものです。 

 Ｅ社にとっての当該事業への取り組みは、従業員の雇用環境を安定させ、かつ新しい収

益源を確保するためのものであるということができます。 

【Ｅ社の事業展開】 

・ 送迎専門のバス事業に進出 

・ “おもてなし”の心で同業他社と差別化をはかる 

【取組みの経緯】 

貨物運送事業＆倉庫事業を実施しているなかで、社員の大勢を占める

ドライバーの就業可能期間は短く、社会的地位が低いことを憂慮 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 

  ↓ 

会社として旅客運送事業に進出し、雇用を確保し、ドライバーの社会的

地位を向上させよう 

社会的地位が低いのは社会性が低いこ
とに原因がある。社会性を高める方法は
ないか？ 
  ↓ 
社会性を向上させるためには人と接する
能力を磨くしかない 
  ↓ 
ドライバーとして接客を必要とする仕事
をしてはどうか 
  ↓ 
 

トラックドライバーは体力的にきつく、高
齢になって続けることは無理。長期間雇
用を確保するにはどうすればよいか？ 
  ↓ 
体力的にきつくないドライバー業務がで
きればよい 
  ↓ 
旅客運送をしてはどうか 
  ↓ 
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 【問題意識】トラックドライバーはこれでよいのか？ 

Ｅ社社長は、トラックドライバーの社会的地位は高いとはいえず、同じドライバーとい

ってもバスやタクシーよりも下にあると感じていました。トラックドライバーのキャリア

パスは、現在では、車両が大きくなるだけであり、必ずしも社会人としての成長を伴って

いないことも問題と考えていました。 
ドライバーの質を向上させるにはどうすればよいか考えた結果、トラックドライバーに

社会性を身に付けさせるためには、人間との付き合いができるようにさせることが必須で

あると考えました。このような考えから、ドライバーが持つ能力で他人と付き合いをさせ

るため、バス・タクシー事業への進出を考えるようになりました。 
 
 
 
 
 
 

 【新規事業取り組みへの工夫】徹底的に差別化をはかる 

 Ｅ社においては、タクシー事業についても進出を計画していますが、許可申請中である

ため、ここでは既に事業を開始しているバス事業について紹介します。 
 バス事業における既存の大手事業者は、観光バス事業がメインとなっています。このた

め、Ｅ社では、資本力に勝る大手事業者と同じ土俵で戦うことはせず、宴会場等の送迎バ

ス事業に特化することにしました。同じ事業に進出することで価格勝負になってしまうこ

とを避けるためです。 
 新しい事業を考えるにあたり、サービス産業のトップ企業としてよく紹介されているデ

ィズニーランドやリッツカールトンについて研究し、他社と何が違うのかを考えました。

リッツカールトンには実際に泊まってみて、無理難題を求めてみましたが、見事な対応が

ありました。ここで感じたことは、顧客は、期待通りの対応があっても驚かないというこ

とです。例えば、高いお金を払って広々した部屋に泊まるのは当然であり、感動にはつな

がりません。しかし、食事から帰ってきたとき「部屋に氷がセットされていた」となると、

感動につながってきます。そのようなサービスに対してお金を払っているわけではないか

らです。Ｅ社社長は人を感動させるサービスについて、「おもてなしの心」という言葉に集

約できると考えました。 
一方、バスによる送迎サービスについて考えてみると、たいした価値のあるものだとは

考えられていないことが一般的です。そこで、よい“おもてなし”ができれば、非常に競

争力のある事業になる可能性があると考えました。 
Ｅ社が運行させているマイクロバス３台にはすべてＡＥＤ（注）が搭載されています。万

社会人として働いている以上、社会の中での成長を実現してほしい。トラックドライバ

ーにおいて、社会の中で成長を感じてもらうためには何が実現できればよいのか。 

トラックドライバーである社員が、社会の中でより幸せになってもらうために、考え抜き

ました。 
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一のときにも乗客の命を守るためです。送迎に行った際にはおしぼり、水を配り、オプシ

ョンとして送迎元のＣＭビデオを流すサービスも実施しています。お迎えにあがったとき

からワクワクしてもらいたいという気持ちから始めたものです。 
Ｅ社では送迎バス事業について、送迎サービスを商品として売っているとは考えていま

せん。送迎バスは、なんらかの集まりのためにチャーターされるものであり、その主催者

に対して、“おもてなしの代行をさせてください”というスタンスに立っています。送迎サ

ービスであれば、人を運ぶだけですが、Ｅ社では、主催者による“おもてなし”の一つの

形として送迎を実施しようとしているのです。 
（注）Automated External Defibrillator の略語で、日本語では「自動体外式除細動器」とい

います。突然心臓が止まってしまった人に対して心臓に電気ショックを与えて蘇生させるための

治療機器を指します。 
 
 
 
 
 
 

 

 【新規事業に取り組むためには】自社を知り、強みを生かす 

 Ｅ社社長から、新規事業に取り組もうとする企業にメッセージをもらいました。 
まずは自分の強み、特徴を知ることが重要です。そして、とことん強みを生かして事業

展開を考えるのです。なにか一つ強い特徴を打ち出すのが肝心だということです。 
 強みがないと思われる企業であっても、現在、顧客がいるのであれば、何かを買ってく

れているはずです。それは何かを考えるのが重要です。スピードなのか？ 安さなのか？ 

融通をきかせられるということか？ また、社員からみてどんなところがよい会社なのか、

顧客からみてどんなところがよい会社なのか、という視点もありえます。 
 
 
 

このようなサービスを考えるために必要なことは、「よく考えてよく観察する」ということ

しかありません。他社と同じ土俵で相撲をとることのないよう、常に差別化された商品

を考えています。差別化は、価格競争に巻き込まれないために、非常に重要です。 

会社というのは、悪いところもいいところもあるものです。悪いところをなくすよりも、い

いところを伸ばすことが大事です。強烈によいところが何か一つあれば、それは競争

力になります。悪いところをなおして「普通」になっても、使いようはありません。これは

人間にも言えることです。 
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IV. 提案書実例 
  
ここでは、実際の提案書の例を紹介します。荷主に対し、新しい輸送商品や改善策を売

り込む際に利用されたものです。このような提案書作成により、いくつもの案件を獲得し

ている物流事業者の方から提供頂いたものです。 
いずれもプレゼンテーション用ソフトで作成されており、スクリーン等に映し出してプ

レゼンテーションすることもできますし、同じものを紙にプリントして配布することもで

きます。プリントして配布する際には、Ａ４横の紙に１画面ずつプリントすることが多い

ようです。 
かなり細かなデータも掲載されていますが、データは提案内容により大きく異なってき

ますので、それよりも、提案書の全体構成や流れについて、参考にして頂ければと思いま

す。  
 
 
１．新規荷主への提案書例 

 以下にあるのは、新規荷主に対する提案書の実際の例です。表紙に「第３版」とある

のは、この企画書を既に２回改定しているということです。提案者である丸協運輸株式

会社は、新規荷主への営業を行う際は、以下のような流れで行っています。 
１回目の訪問：「提案書第１版」の提出。外部から入手可能な情報に想定される改善策

を組み合わせて提出。当社の提案に興味を持ってもらうこと、問題意識やデータ

の収集が目的。 
２回目の訪問：「提案書第２版」の提出。収集した情報をもとに、改善策として構築し

たい仕組みの概要を提示。方向性に問題がないか等、具体的に確認し、詳細提案

に向けて必要な材料を収集することが目標。 
３回目の提案：「提案書第３版」により、仕組みの詳細、データをもとに算出したコス

ト改善の状況なども提示。新規取引が始まるかどうかの分かれ目となる。 


