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物流コストの削減が企業の利益拡大に与えるインパクトから、経営におけるロ
ジスティクス部門の位置付けは重要なものとなってきています。その一方で、
我が国荷主企業のロジスティクスを取り巻く環境が厳しさを増していくなかで、
従来からの機能別・拠点別の個別最適では、物流コストを削減するのは難しく
なってきています。物流コストの削減および物流サービス品質の向上を継続的
に実施していくためには、ロジスティクスに戦略的な位置付けを持たせる必要
があります。そのためには、我が国荷主企業のロジスティクスにおける 2 つの
課題であるサプライチェーンの可視化が十分でないことと、戦略がないことに
ついて、適切な対応を実施する必要があります。
なお、本文中のご意見に関する部分は筆者の私見であることをあらかじめお断
りしておきます。

 

【ポイント】
◦  従来の方法では物流コストを削減することが難しく、ロジスティクスに戦

略的な位置付けを持たせる必要がある。
◦  ロジスティクスに戦略的な位置付けを持たせるには、効率的な「モノ」の

流れを実現する流通経路を構築することが必要である。
◦  効率的な「モノ」の流れを実現する流通経路を構築するにあたっては、サ

プライチェーンの可視化を実施するとともに、経営戦略や事業戦略を基に
ロジスティクス戦略を策定し、その戦略を従い、行動していく必要がある。
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1.	 	日本ロジスティクスシステム協会『2014年度物流コスト調査報告書（概要版）』（2015年3月、図表1-2）

Ⅰ はじめに

物流コストの削減を目指し、我が国荷主企業の多くが、長
年にわたり、継続的な物流改善に取り組んできました。その
結果、我が国全業種の売上高対比物流コスト率は、1996年か
ら2005年までのまでの10年間で、1.75%低減しています1。し
かし2005年を境に、売上高物流コスト比率は下げ止まり傾向
にあり、2014年では、4.70%となっています。この一因とし
て、物流事業者とのコスト削減交渉に依存した機能別・拠点

別の個別最適がもはや限界に達しつつあることが挙げられま
す。交渉における物流事業者の優位性は、今年に入ってから、
特に顕著に見られ、物流コスト上昇を製品価格に転嫁せざる
を得ない荷主企業が数多く出てきています（図表1参照）。
このように、荷主企業のロジスティクスを取り巻く環境は厳
しくなってきており、労働市場における物流人材の慢性的な不
足を勘案すると、今後も厳しさが増していくことが想定されま
す。厳しさが増す環境下でも、荷主企業は、継続的な物流改
善を通じて、物流コストの削減や物流サービス品質の向上を
推進していかねばなりません。そのためには、従来の機能別・
拠点別の個別最適では、もはや不十分であり、ロジスティクス

図表2　サプライチェーンにおける企業の統制範囲 

自社

在庫管理、荷役、流通加工、構内移動（輸送）
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リバースロジスティクス

ロジスティクス
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図表1　メーカーにおける物流コスト増が製品価格上昇に反映した事例

メーカー名（業界名） 製品価格上昇関連事項

2015年3月1日から、一部製品30品を対象
に、3%～10%の出荷価格の改定を実施日清食品冷凍（食品）

製品価格上昇要因

原材料価格の上昇および包装資材や
物流コストの高騰

2015年3月1日店着分から、魚肉練り製品、
中華総菜、水物等の一部商品を対象に、約
5%～15%の出荷価格改定を実施。

紀文食品（食品） 原材料価格の高騰、包装資材費、エネルギー
（動力燃料）費、物流費等の上昇

2015年3月1日納品分から、業務用冷凍食品
全104銘柄、家庭用冷凍食品11銘柄を対象
に、約5%～15%の値上げを実施。

昭和産業（食品） 使用原材料の価格高騰、包装材料費や燃料費
等の製造コストの上昇、物流費の上昇

2015年4月1日出荷分から、学生服用生地を
対象に、7%の値上げを実施。日本毛織（繊維テキスタイル） 原材であるポリエステル原綿価格の高騰、燃

料費増の影響を受けた物流費の上昇

2015年1月21日出荷分から、家庭紙全品を対
象に、10%超の値上げを実施。大王製紙（紙製品） パルプ・主要原材料費の高騰、生産・物流に

かかるコストの高騰

出典：LNEWSにて「物流コスト増＆製品価格上昇」をキーワードに検索を掛け、抽出。
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を戦略的に考え、自社ロジスティクスの在り様を再定義すると
ともに、将来に向けた取組みをマスタープランとして策定する
必要があります。

Ⅱ 我が国荷主企業における 
ロジスティクスの位置付け

100億円の物流コストのうち、その10%の削減に成功した
とすると、企業は、10億円の利益を創出することができます。
このように物流コストの削減による企業の利益拡大へのイン
パクトは非常に大きいことから、我が国荷主企業の多くは、ロ
ジスティクスを経営における重要な機能であると認識していま
す。近年では、最高ロジスティクス責任者として、CLO（Chief	
Logistics	Officer）を置く企業も増えてきており、ロジスティク
ス・ガバナンスも行われるようになってきています。
我が国荷主企業におけるロジスティクスの地位は確実に向
上していることは間違いありませんが、その一方で、企業が
可視化し、統制できているサプライチェーンの範囲は、一部
の最先端企業を除き、ここ数十年で大きく変わっていません。
1960年以降、学術研究の世界では、物流は、ロジスティクス
そしてサプライチェーンマネジメントとその概念を発展させて
きていますが、我が国のビジネスの世界では、ロジスティクス
の段階で停滞しており、サプライチェーンを可視化し、統制で
きている範囲は、自社の1つ川上の供給業者から1つ川下の顧
客の「モノ」の流れとなっています（図表2参照）。

その結果、SCM（サプライチェーンマネジメント）部という
名称を持つ組織であったとしても、サプライチェーン全体での

需給調整をコントロールするには至っていない状況となってい
ます。本来、企業のロジスティクス部門が果たす役割として、
「モノ」の流れの効率化と効率的な「モノ」の流れを実現する流
通経路の構築の２つがありますが、残念ながら、わが国荷主企
業の多くは、後者についてロジスティクス部門が十分に機能し
ているとは言えません。
海外企業のロジスティクス部門は、効率的な「モノ」の流れ
を実現する流通経路の構築にも積極的にかかわっており、ロ
ジスティクスに戦略的な位置付けを与えています。わが国荷
主企業もロジスティクスに戦略的な位置付けを与え、流通経
路の構築に積極的にかかわっていくことで、得意とする「モノ」
の流れの効率化においても、改善について様々な選択肢を得
ることが可能となります（図表3参照）。

Ⅲ 我が国荷主企業における 
ロジスティクスの課題

我が国荷主企業におけるロジスティクスの課題を端的に言
い表すならば、1．サプライチェーンの可視化が十分ではない
こと、2．戦略がないことの2つに集約できます。

1. サプライチェーンの可視化が十分ではないこと

ここで言うところの可視化とは、原材料／仕掛品／最終製
品をどの輸送手段もしくは拠点を利用し、どれだけのリードタ
イムとコストで流動させているか、そして欠品リスクに対処す
べくどれだけの在庫を抱えているかということです。
自ら効率的な「モノ」の流れを実現する流通経路を構築しな

図表3　物流パターン別改善テーマ 
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いことも影響し、Ⅱ章で述べたように、我が国荷主企業の多く
は、サプライチェーンの可視化の範囲を自社の1つ川上の供給
業者から1つ川下の顧客に限定しがちです。さらにグローバル	
となると、国によっては、自社の1つ川下の顧客への「モノ」
の流れも可視化できていない事例が散見されます。
川上、川下ともに可視化ができている場合においては、物
流改善をやり尽くしている可能性が高いため、さらなる物流改
善を推進するには、サプライチェーン可視化の領域を拡大す
る必要があります。

（1） 国内におけるサプライチェーンの可視化
自社が輸配送を担う1つ川下の顧客への「モノ」の流れは、
輸配送効率の向上に取り組んできた経緯から、可視化はでき
ているケースが多い一方で、納入条件を定め、そのとおりに
納入してもらっている1つ川上の供給業者からの「モノ」の流
れは、どの拠点からどれだけのリードタイムとコストで納入
されているかが可視化できていないケースが多々見受けられ	
ます。

（2） グローバルでのサプライチェーンの可視化
国内とは逆に、現地の物流事業者任せになってしまってい
る場合、1つ川下の顧客への「モノ」の流れで、どれだけのリー
ドタイムで納入しているかが可視化できていないケースが見
受けられます。顧客と合意のうえで納入条件を設定している
場合においても、そのとおりに物流事業者が納入していない
こともあり、実績ベースでの可視化により、正確に実態を把握
する必要があります。

2. 戦略がないこと

経営戦略や事業戦略を基に機能戦略として、ロジスティク
ス戦略を策定している企業はそれほど多くありません。戦略
がないと、ロジスティクス部門として共通目的を持って、行
動することができず、その結果、拠点ごとの個別最適に陥り、
全体としての効率を逆に悪化にさせてしまうことがあります。
今、ロジスティクス部門に求められることは、単なる「モノ」
の流れの効率化ではないことを認識し、戦略を策定する必要
があります。
また、ロジスティクス戦略をマスタープランとして取りまと
めることで、中長期での具体的な作業工程を作成することが
初めて可能となりますが、ロジスティクス戦略と同様、マス
タープランを作成している企業もそれほど多くありません。

Ⅳ ロジスティクスの課題への対応

Ⅲ章では、我が国荷主企業におけるロジスティクスの課題と
して、1．サプライチェーンの可視化が十分ではないこと、2．
戦略がないことの2つを挙げました。Ⅳ章では、これら2つの
課題への対応を検討します。

1. サプライチェーン可視化の実施

サプライチェーンの可視化というと、多額のシステム投資を
行わなければ、実現できないようなイメージがありますが、こ
れはロジスティクス先進企業にとっての最終形であって、すべ
ての企業が実現すべきものでは決してありません。多くの企
業では、サプライチェーン可視化の実態を把握し、可視化に
向けた方向性整理することから始める必要があります。
Ⅲ章にて、サプライチェーンの可視化を「原材料／仕掛品／
最終製品をどの輸送手段もしくは拠点を利用し、どれだけの
リードタイムとコストで流動させているか、そして欠品リスク
に対処すべくどれだけの在庫を抱えているかということ」と定
義しました。この定義に基づき、必要な情報を収集し、サプ
ライチェーン構造を示した図表に、輸送経路単位で輸送手段
および輸送リードタイム、コストを、拠点単位で保有する在庫
を記載することで、サプライチェーン可視化図を作成すること
ができていないのであれば、まずこのサプライチェーン可視化
図を作成しなければなりません。
サプライチェーン可視化図を作成することで、自社のサプ
ライチェーンにおいて、どの領域が可視化できていないのか、
そして改善の余地があるのかを明確にすることができます。
筆者は多くの企業においては、年１回もしくはロジスティクス
オペレーションに何らかの変化があった場合に限り、サプライ
チェーン可視化図を作成することで、サプライチェーンの可視
化は十分であると考えます。

2. ロジスティクス戦略の策定

経営戦略や事業戦略を遂行するために、ロジスティクス部
門が何を為すべきかをロジスティクス戦略として策定すること
は、ロジスティクスオペレーションを実施しているすべての企
業において必要です。ロジスティクス戦略策定の手順は、マー
ケティング等、他の機能戦略と同一であり、何か違いがある
わけではありません。重要なことは、ロジスティクスにおいて
も戦略を策定し、ロジスティクス部門として共通目的を明確に
定め、その実施を具体的な作業工程に落とすことにあります。
作業工程を具体的に明示するためには、マスタープランを作
成することが必要です。
初めてロジスティクス戦略を策定するにあたっては、自社の
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ロジスティクスを戦略的に見直し、その在り様を再定義する必
要があります。それは、従来の自社ロジスティクスから自社が
属するサプライチェーンへと可視化・統制の範囲を拡大する
機会となり得ます。この機会を活用し、自社が属するサプライ
チェーンコストの実態を明らかにするとともに、それらコスト
の削減および売上の拡大する方策を、「モノ」の流れの効率化
から効率的な「モノ」の流れを実現する流通経路の構築へと切
り替え、ロジスティクスに戦略的な位置付けを持たせるべきで
す（図表4参照）。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたし
ます。

KPMG コンサルティング株式会社
マネジャー　播磨　隆弘
TEL: 03-3548-5550（代表番号）
takahiro.harima@jp.kpmg.com

図表4　サプライチェーンのコスト構造 
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