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1 .　ロジスティクスにおけるイノベーションの変遷

A ロジスティクスは、今までに 3つの革新的変化を遂げてきた。

第 1の革新は、19世紀後半から 20世紀にかけての「輸送の機械

化」である。古来、大量・長距離輸送の要は海運を中心とする船舶

に委ねられてきたが、鉄道網の整備、トラック（貨物自動車）の実用化

により、陸上での輸送力が格段に強化された。一方で、船舶に関して

も汽船／機船の普及により、運航の安定性が大きく向上した。ロジス

ティクスにおける20世紀は、大量輸送時代の幕開けであったといえる。

第 2 の革新は、1960年代からの「荷役の自動化」である。自動倉

庫や自動仕分といった物流機器の実用化により、倉庫内の荷役作業

が一部機械化されることになった。コンテナ船の普及による港湾荷役

の機械化も大きな変化といえる。

第 3 の革新は、1980年代からの「物流管理のシステム化」であ

る。 WMS （Warehouse Management System）や TMS （Transport 

Management System）といった ITシステムの活用が広がることで、

在庫や配車などの物流管理の自動化・効率化が大きく進展した。

NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System）

を始めとするインフラシステムの整備が進んだのもこの時代である。

そして、現下進みつつある第 4の革新、即ち「Logistics 4.0」は、「IoT

の進化による省人化・標準化」である。

2 .　Logistics 4 .0 による省人化

B IoTの進化は、サプライチェーンの各領域において“人の介在”

を必要とする作業を大幅に減少させるだろう。自動運転や倉庫ロボッ

トといった新しい技術は、今まで“人”による操作や判断を必要とした

プロセスを機械に置き換えるものである。その行き着く先は、完全な

る自動化・機械化の実現にある。

とはいえ、短期間に全てのプロセスが自動化・機械化されることは

ないだろう。 過渡的には、部分的な自動運転の実現やパワードスー

ツの活用などにより、特別な経験やスキル、体力、長時間労働などを

必要としない、物流業務の“非3K化”が進むと予想される。結果として、

ロジスティクスのコストパフォーマンスは、着実且つ段階的に向上する

はずである。

２－１ ．輸送プロセスの省人化

Logistics 4.0による省人化によって、最も大きな変革がもたらされ

る物流プロセスはトラック輸送である。国内の貨物輸送に占めるトラッ

クの分担率は、トンベースで90%超、トンキロベースでも50%を超える。

そして、人件費が高い日本では、トラック輸送に要するコストの 40%

近くをドライバーの人件費が占める。つまり、自動運転の実現は、物

流のコスト構造に大きなインパクトをもたらすといえる。

世界最大のトラックメーカーである Daimlerは、2025年までの実用

化を目標に、自動運転トラックの開発に取り組んでいる。 2015年に公開

された自動運転トラック“Freightliner Inspiration”は、交通量の多い高

速道路を時速 80kmで自動走行できる。既にドイツと米国の公道で試

験走行を開始しており、その模様はメディアにも公開されている。

無論、一足飛びに“ドライバーの不要化”を実現できるわけではな

い。 Daimlerの“Freightliner Inspiration” も、まずは高速道路での

自動運転の実現を目指している。路面表示の不備や天候の不順な

どによりドライバーの運転が必要となることも前提とした、部分的な自

動運転の実現が当面の目標である。技術的な問題のみならず、法律

や自動車保険制度の見直しも必要であり、完全な自動運転を実現す

るまでには、様々なハードルを乗り越えなければならない。

A
ロジスティクスにおけるイノベーションの変遷

Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ 1.0 （20世紀～）
Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ 2.0 （60年代～）

Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ 3.0 （80年代～）
Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ 4.0

輸送の機械化
荷役の機械化

物流管理のシステム化
Ｉ oTの進化による 
省人化・標準化

 > トラックや鉄道による陸上輸送

の高速化・大容量化

 > 汽船／機船の普及による 
海上輸送の拡大

 > 自動倉庫・自動仕分等の 
実用化

 > 海上輸送のコンテナ化による 
海陸一貫輸送の実現

 > WMSや TMSによる物流管理 
のシステム化

 > NACCSの導入による通関や 
各種手続処理の電子化

 > 倉庫ロボットや自動運転等の 
普及による省人化

 > サプライチェーン全体で物流 
機能が繋がることでの標準化

出所：  ローランド・ベルガー
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B

複数の輸送船を制御・操舵することを想定しており、トラックの自動運

転と同様、最終的には乗組員を不要化できる。 加えて、乗組員の居

住スペースが要らなくなることでの燃費効率の向上、積載スペースの

拡大も期待できる。昨今問題となっている、海賊の襲撃により乗組員

が危険に晒されるリスクもなくなる。法制度や保険制度の整備が必要

であることは言を俟たないが、トラックの自動運転以上のインパクトをも

たらす可能性もあるといえよう。

２－２ ．荷役作業の省人化

1970年代、日本においても自動倉庫や自動仕分といった物流機器

が普及し、メーカーの在庫拠点を中心に荷役の自動化が進んだ。し

かしながら、その普及の範囲は限定的だったといわざるを得ない。対

象とする荷物の形状や特性に即した専用のシステムとなるがゆえに、

多種多様な荷主の荷物を取り扱う営業倉庫では活用が難しかったか

らである。

倉庫ロボットの登場は、この荷役作業における自動化の範囲を飛躍

的に拡大するものといえる。なぜなら、現在“人”が対応している作業

をそのまま機械に置き換えることが可能だからだ。

Amazonは、2012年にロボットメーカーの Kiva Systemsを買収し、

ピッキングプロセスの抜本的自動化を進めている。同社の倉庫ロボッ

ト“Kiva”は、掃除ロボットを少し大きくしたような形状であり、保管棚の

下に入り込むことで、出荷する商品を保管棚ごと持ってくることができ

る。 Amazonでは、ピッキングの作業員を 1日に 20km以上も歩かせ

る労働環境が問題になっていたが、“ Kiva”を導入した物流センター

では“作業員の歩行”が不要となった。 “ Kiva”は、既に 1万 5千台

以上が導入され、各物流センターの労働生産性を大幅に高めること

に成功している。 Amazonは、保管棚から商品を取り出すことのでき

しかしながら、高速道路での部分的な自動運転であっても、物流の

コスト構造に相応のインパクトを与えることは間違いない。長距離ドラ

イバーを長時間運転という重労働から解放できるからだ。走行中に寝

ることや注文に対応することも可能となる。特定の区間、ただ“トラック

に乗っているだけ”のアルバイト的なドライバーが増えるかもしれない。

結果として、トラックドライバーの人件費は確実に下がるはずである。

ラストワンマイルの配送では、ドローンの実用化が着実に進みつつ

ある。その最先端を進んでいるのは Amazonだ。顧客が注文した商

品を 30分以内に届けることを目標に、ドローン配送システム“Amazon 

Prime Air”の実用化に向けたテスト飛行を各国にて実施している。

世界最大の物流会社である DHLは、ドローンを離島への緊急

輸送手段として活用することを計画している。同社開発のドローン

“ Parcelcopter”は、約 45分間の連続飛行が可能であり、2014年より

北海沿岸のユイスト島へのテスト輸送を開始した。当面は欧州の離

島を主対象に輸送先の拡大を図る予定である。

ドローンの活用は、ラストワンマイルだけに限られるものではない。

構内輸送や設備検査のツールとしての活用を検討している企業もあ

る。例えば、大手プラントエンジニアリング会社の千代田化工建設は、

ドローンを活用した資材管理に取り組んでいる。大型のプラント建設

では、広大な敷地に置かれた 100万点以上の資材を管理するため

に 300人程度の人員を投入しているが、各資材に取り付けた ICタグ

をドローンでチェックするようにすれば、同人員数を 3分の 1程度に

圧縮できるからだ。千代田化工建設のような在庫管理でのドローンの

活用は、今後増えていくだろう。

世界最大級のエンジンメーカーである Rolls-Royceは、ドローン船

の開発・実用化に取り組んでいる。陸上に設置した集中制御室で

代車ロボット

パワードスーツ

倉庫ロボット

コンベアシステム

Logistical 
Support 
Systems

RFID技術

ドローン

自動運転

ドローン船

 > 「力仕事」や「長時間労働」が

必要となくなる

 > 結果として採用が容易になる

 > 経験・技能・体力等を補う

 > 結果としてより安価な労働力を

使えるようになる

 > 今まで人が担ってきた役割を

代替する

 > 結果として必要人員数を少なく

する

必要な人員数が減る

誰でもできるようになる

I.

II.

III.

3 K的要素がなくなる

Logistics 4 . 0 による省人化

RFID

出所：  ローランド・ベルガー
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C

荷主

Logistics 4 . 0 による標準化の方向性

a社

d社

・ ・ ・

b社

e社

・ ・ ・

c社

・ ・ ・

・ ・ ・

となる可能性がある。例えば、青山商事のホイールシステムはおそら

く同業他社でも有効に機能するはずである。全ての物流情報が管理

され、運用ノウハウさえもデジタルデータで蓄積されているとすれば、

他社は同システムを購入するだけで同等の物流効率化を成し遂げら

れることになる。 Boschのバーチャル・トラッキングにも同様のことが当

てはまる。複数の企業間で共用可能なシステムであることを考えると、

他業界への展開も十分に想定できる。つまり、IoTが進化し、物流の

デジタル管理が進むと、企業・業界間での差異性が縮小するといえる。

DHLのソリューションベンダーである Agheeraは、物流会社からの

データを統合管理可能なオープンプラットフォームを開発している。

同プラットフォームは複数の物流会社のデータシステムと接続してお

り、荷主は Agheeraのサイトにアクセスすることで、荷物の現在情報を

一元的にトレースできる。 委託先の物流会社を変更しても管理シス

テムを変える必要がなくなるため、スイッチングコストを引き下げること

にもなるだろう。

るピッキングロボットの開発も進めており、“人の介在”を必要とするプ

ロセスは尚一層少なくなると目される。

日立製作所は、Amazonの“ Kiva” と同等の機能を有する無人搬

送車“Racrew”を 2014年に開発した。 “Racrew”は、日立物流の物

流センターに導入されており、ピッキングプロセスの省人化に寄与し

ている。 2015年には、商品の取り出しから梱包までのプロセスに対応

した自律移動型双腕ロボットを公開するなど、Amazonと伍する技術

革新がなされつつある。

フォークリフトに関しても同様の技術革新が進むと予想される。自

動運転や倉庫ロボットと同様の自律制御技術が確立されれば、ガイド

の必要性や荷役作業の低速性といった従来の無人フォークリフトに

おける課題を解消できる。昨今の技術革新の速度を鑑みるに、倉庫

内のフォークリフトが全て自律制御される日も遠くはないだろう。

足元では、作業員の労働負荷を軽減する技術革新が進みつつあ

る。装着者の筋肉の動きを補助するサイバーダインのパワードスーツ

“HAL”、作業員を自動追尾する ZMPの台車ロボット“CarriRo”など、

IoTを活用した新しい物流機器の活用が広がっている。 これらの物

流機器は“人の介在”をなくすものではないが、省人化へのステップ

は着実に進んでいるといえよう。

3 .　Logistics 4 .0 による標準化

C IoTの進化は、物流に関するあらゆる機能・情報を広く繋ぐ効果

をもたらす。 調達・生産から小売・配送までのサプライチェーン全

体が繋がることで、どこに、どれくらいのモノがあるのかをリアルタイムで

把握できるようになる。企業・業界間で物流機能・情報が共用され

ることで、物流会社や輸送手段／ルートをより柔軟に組み替えられる

ようになる。 “モノ”以外の情報も繋がることで、最適な物流をより総合

的に判断できるようになる。即ち、Logistics 4.0 は物流インフラの標

準化による社会全体の革新といえる。

業界最大手の紳士服販売チェーンである青山商事は、物流管理

に RFIDを活用した先駆的プレイヤーである。同社のハンガーには

RFIDタグが取り付けられており、入出荷の情報はセンサーで自動的

にトレースされる。 物流センターには、ハンガーに吊された衣類を自

在に動かすことのできるホイールシステムが導入されており、RFIDを

利用した“絶対単品管理”によりピッキングから出荷までの一連のプロ

セスを完全に自動化している。

Boschは、生産・物流に関する情報を取引先の企業と共有するバー

チャル・トラッキングを導入している。取引先との物流において使用

されるコンテナやパレットには RFIDタグが取り付けられており、入出

荷のデータ管理を自動化するだけではなく、在庫の適正化にも活用

している。生産や輸送の状況もリアルタイムで共有されており、需給

の変動や輸送環境の変化に応じた生産・物流計画の弾力的な見直

しを可能としている。

青山商事や Boschにおける上記取り組みは、特定の企業／グルー

プ内での個別最適の事例といえるが、将来的には業界のスタンダード

 > 調達・生産から小売までの全プロセスが見える化する

 > どこに、どれくらいのモノがあるのかをリアルタイムで

把握できる

 > モノの運び方や管理の仕方が定型化する

 > 物流会社や輸送手段／ルートなどをより柔軟に

組み替えられる

 > 物流コスト、輸送環境、需要変動などの情報管理が

一元化する

 > 最適な物流をより総合的に判断できる

サプライチェーン全体が繋がる

企業／業界間での差異がなくなる

“モノ” 以外の情報も繋がる

調達 生産 輸送仕分入庫 小売 宅配

Ａ
業
界

Ｂ
業
界

・
・
・

従来の物流I

I.

II

II.

III

III.

出所：  ローランド・ベルガー
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Agheeraのオープンプラットフォームは、未だ試験的サービスの範

疇を超えていないが、物流会社との接続が飛躍的に拡大し、ポータ

ルサイトとして機能するに十分なユーザー荷主数を確保したとき、フォ

ワーディングビジネスの競争環境を劇的に変化させる可能性がある。

フォワーダーが今まで担ってきた物流の手配機能をオープンプラット

フォームがより広い範囲で代行できるようになるからだ。

かつて、日本には、「帰り荷を集めたい運送会社」と「安く荷物を運

びたい荷主」をマッチングする、“水屋”と呼ばれる仲介業者が数千

も存在していた。 1990年代後半、一部の先進的プレイヤーが ITシ

ステムを導入し、取扱情報量の拡大とマッチングのデジタル化を実

現すると競争の様相が一変する。大多数の零細業者は淘汰され、一

部の先進的プレイヤーが寡占的地位を占める業界となった。

Agheeraの親会社である DHLは、その変化を先取りしようとしてい

るのではないか。 Logistics 4.0による競争環境の変化を見据えた戦

略的判断が重要度を増しつつあるといえよう。

4 .　 ロジスティクスの変化を見据えた戦略的投資 
 の重要性

Logistics 4.0により物流の省人化・標準化が進むことは間違いな

い。完全自動運転やオープンプラットフォームといった画期的ソリュー

ションが物流ビジネスに大きなインパクトを与えることも必定である。問

題は、その変化が“いつ”、“どこで”進むのかがわからないことにある。

例えば、自動車メーカーやサプライヤーは 2020年代に自動運転の

実用化が進むと予想しているが、高速道路での自動運転が広く一般

化するタイミングは漠としている。将来の自動運転化を見据えて、トラッ

クドライバーの雇用を抑制するにしても、現時点では長期計画を立て

にくい。

RFIDによる物流管理も同様である。 RFIDタグの価格は、2020年

に 5円を切ると予測されている。コンテナやパレットといった再利用可

能な全ての物流機材に RFIDタグを取り付けることが現実的な水準

に至る。然りながら、2020年をターゲットに、物流機材の交換を進め

ることが妥当とは限らない。近い将来、使い捨てが可能な水準にまで

低廉化が進むとすれば、RFIDタグをバーコードのように使用すること

を想定した戦略的投資を実行すべきだからである。

将来における変化のタイミングを正確に予測することが困難である

以上、シナリオプランニングを通じてあらゆる可能性を多角的に検討

しておくことが重要である。そして、いくつかの“変化のシナリオ”を予

め想定した上で、変化の“トリガー”となる先行指標を継続的にモニタ

リングし、迅速に対応／軌道修正できるようにしておく。

自動運転であれば、各メーカーの開発状況に加えて、法律や自動

車保険制度の整備状況もモニタリングの対象となる。RFIDであれば、

タグの価格だけではなく、タグの付加装置やデータベースシステムの

開発状況も注視すべきである。業種や地域によって普及のタイミン

グに差が生じることも考慮すべきといえよう。

物流会社は、Logistics 4.0により“物流の装置産業化”が進むこと

を直視すべきである。 省人化は、“人によってパフォーマンスが変わ

るプロセス”を必然的に減少させる。 標準化は、企業・業界間での

物流の差異性を縮小する。つまり、同等の物流施設・設備・システ

ムを揃えれば、物流品質も同等になるということだ。

自動運転や倉庫ロボットをイメージすると理解しやすい。完全自動

運転が実用化した世界において、ドライビングや配車管理で優劣は

生じない。倉庫が完全に無人化すれば、現場でのオペレーションノ

ウハウは実質的に不要となる。あるとすれば、配車やオペレーション

管理のアルゴリズムの差だけだ。

トラック輸送は典型的な労働集約型事業である。日本にあるトラッ

ク運送事業者の 99%は中小企業だ。 完全自動運転が実用化する

と、トラックドライバーという労働は不要となる。かつての“水屋”と同様、

大多数の零細運送事業者は淘汰されるだろう。

物流機能・情報が広く共用されるようになれば、社会全体としてトラッ

クの稼働が平準化する。普通のトラックで運べるようなモノであれば、

どの物流会社に頼んでも価格や品質に差が生じなくなる。極論すれ

ば、運送事業者はトラックという物流インフラを提供するだけの存在と

なる。 トラックメーカーやリース会社が“トラックの提供者”として運送

事業を手がけるようになるかもしれない。

倉庫のビジネスモデルも大きく変わるはずだ。倉庫での荷役作業

が遍く倉庫ロボットに置き換えられたとき、荷役は装置産業化する。

物流不動産会社が倉庫ロボット付きの施設を開発・提供するように

なったとき、従来型の倉庫会社は荷役という収益の源泉を失う可能性

がある。

フォワーディングビジネスの変容は先に述べた通りである。物流の

受発注をオープンプラットフォームで統合管理できるようになったとき、

物流の手配機能はシステムに置き換わる。ポータルとしての地位を

得られるのは極一部の物流会社だけだ。大多数の物流会社は、物

流アセットを提供するだけの“装置会社”と化すであろう。

自動車メーカーは 10年先を見据えて自動運転に取り組んでいる。

果たして日本の物流会社は上記将来変化を見据えた長期戦略を

どれだけ議論できているだろうか。自動運転が 2020年代に実用化

するとすれば、決して遙か遠い未来の変革ではないことは明らかだ。

DHLに、オープンプラットフォームを確立されてから議論しても後の

祭りである。

荷主であるメーカーや流通業者も Logistics 4.0による変化を見据

えた物流戦略を議論しておくべきである。物流の省人化・標準化が

進めば、余程特殊なモノでない限り、物流アセットを自社保有すること

のメリットがなくなる。外部の物流アセットを共用した方が総じて効率

的となるからだ。近年相次いでいる、物流子会社の売却や共同物流

の拡大といった取り組みは、将来の変化に即した動きといえる。

Siemensや Daimlerは、事業環境の変化を見据えた物流の将来

戦略を策定・発表している。 Boschのバーチャル・トラッキングのよう

に、サプライチェーン全体を統合管理するロジスティクスシステムは重

要性を増すはずだ。荷主として、物流を“よりうまく使える仕組み”を

構築しておくことが大事といえよう。
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ローランド・ベルガー 既刊Think ACTスタディのご紹介

 世界の物流市場 　
("Global Logistics Markets – Trend Analysis")

 > 世界の物流市場規模は 2011年に 9,810億ユーロ。
物流市場は 2020年まで年率 3％成長を予測

 > 急成長するオンラインビジネスに向けて物流に対する
機会は高まり、一方課題も浮上

 > 買収により新しい市場・地域、またニッチ分野向けの
参入が可能となる

 > 適切な市場戦略とカスタム化された財務モデルが必要
となる 
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