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3PＬ（サード・パーティ・ロジステイクス）について

知念肇

１．はじめに

ビジネスの成功においてロジスティクスが重要要素とみなされるようになっ

てきた。例えばオフィス用品の翌曰配送で注目されたアスクルは受注後90分

できるロジスティクス体制を確立している。同社の例をもちだすまでもなく

サプライチェーンをいち早く作り上げた企業の優位性は確かなようである。

現在サプライチェーンをつくるにあたっては、ロジスティクスが最大の課題

となる。(1)

そのような中、サード・パーティ・ロジスティクス（以下３ＰＬ）が注目

されるようになってきた。これはロジスティクスが高度化し、企業の物流部

門のキャパシティを超えた要求に外部の専門知識利用によって対応しようと

いうものである。３ＰＬ事業者には独自のハードを持つアセット型とハード

をもたないノンアセット型がある。今注目されているのが後者のノンアセッ

ト型である。本稿は３mについての最近の動向を見た上で、それが曰本の

ビジネスにとってどのような意味を持つのか考察したものである。

２．行政の動向

政府の総合物流大綱が発表されて以来、３ＰＬへの関心は急速に高まった

ようである。政府はわが国の物流が大きな転換期を迎えたとの認識に立ち、

おおむね平成13年（2001年）をめどに次の３点を実現することを目標とした｡(2)

①アジア大平洋地域で最も利便性が高く魅力的な物流サービスが提供される

ようにすること。

②このような物流サービスが、産業立地競争力の疎外要因とならない水準の

コストで提供されるようにすること。
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③物流に係わるエネルギー問題、環境問題及び交通の安全等に対応していく

こと。

この目標を達成するために次の３つの視点に基づき規制緩和の推進、社会

資本の整備および物流システムの高度化に関する施策を講じるとしている。

①相互連携による総合的な取り組み。

②多様化したニーズに対応した選択肢の拡大。

③競争促進による市場の活性化。

これらの革新の民間における担い手として期待されているのが３ＰＬ事業

者であることが続く一文で理解できよう。（３）

「特に国際複合一貫輸送、３ＰＬ（荷主に対して物流改革を提案し、包括し

て物流業務を受託する業務）などの、多様化・高度化している物流ニーズに

対応した業態・サービスが育成されるとともに、かかるサービスの市場への

参入が促されるよう、規制緩和、情報化の促進等の総合的な物流事業の活性

化施策への取り組みが重要である。これらにより、物流分野においても、経

済構造の変革を機に新たな飛躍へ向けて踏み出していくことが期待される｡」

もともとサードパーティとはいわゆる荷主でも物流業者でもないものをさ

す。物流業者の対応に限界があるとみなされるのは、物流業者の場合、自社

のハードのみを使い荷主から利益をあげようとするので、それ以上の荷主の

利益になることはしないと考えられている。

推定される現在の曰本の３ＰＬ売り上げ高は2,121億円、日本の物流業界売

り上げが約20兆円である。推定される日本の３ＰＬ市場は１兆円と言われる。

米国の３ＰＬの市場規模が約200億ドル（２兆2000億円）で物流市場の４％に

あたる。運輸省や通産省が1990年代後半にはいってから３ＰＬの可能性を評

価した調査結果を発表したことから注目された数字である。(`）
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３．米国の先端３ＰＬについて

米国の主な３ＰＬ企業としては、ダンザスAEI(DanseuseAEI)、エアポー

ン・ロジスティクス・サービス(AirborneLogisticsServices)、ＢＡＸグロー

バル(BAXGlobal)、ＣＨロビンソン・ワールドワイド（CHRobinson

Worldwide)、カリパー・ロジスティクス(CaliberLogistics)、フリッツ・

カンパニーズ(FritzCompanies)、ＧＡＴＸロジスティクス(GATXLogistics)、

クーエン＆ナジェル(Kuehne＆Nagellnt'1.)、マークⅦワイルドワイド・

ロジスティクス(ＭＡＲＫⅦWorldwideLogistics)、メンロ・ロジスティ

クス(MenloLogistics)、ＭＳＡＳカーゴ・インターナショナル(MSASCargo

lnternational)、ペンスク・ロジスティクス(PenskeLogistics)、ライダー・

インテグレーティド・ロジスティクス(RyderIntegratedLogistics)、シュ

ナーダー・ロジスティクス(SchneiderLogistics)、ＵＳＣＯロジスティクス

(USCOLogistics)等がある。(5)

その中でも３ＰＬのコンセプトを明確に伝えているのがメンロ・ロジスティ

クスである。企業概要は表１のとおりである。

メンロの３ＰＬについての考え方は下記の通りである｡(`）

｢ロジスティクスとはなにか？

●製造業者から消費者までの運送貨物の流通や運送貨物の流れについての情

報の最適化。

●卓越した情報システムと専門知識を使うことにより在庫の削減、輸送コス

トのカット、配送の迅速化、そして顧客サービス向上を図ること。

３ＰＬとは何か？

●発祥一軍部が大量の供給物資や軍隊を管理し展開するために最初のロジス

ティクスシステムを開発した。

●企業輸送一米国企業は当初、ロジスティクスを輸送や製造に対して孤立し
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表１メンロ・ロジスティクス

資料出所：メンロ・ロジスティクス・ホームページより作成･
http〃wwwmenlolog・com/qickfacts・htm

た部局として設置した。部局間の壁が徐々に崩れるにつれ､新しいロジスティ

クス・アプローチがサプライチェーン、あるいは言葉をかえて言えば輸送貨

物の動きや保管全体を結び付けるのを助けるために生じてきた。新しい流通

パターンは、市場が消費者に対してより大きな速さ、より顧客に近い流通サ

イトの創造、ジャスト・イン・タイム製造、そしてより包括的に正確なサプ

ライチェーン・マネジメントを要求しているとして生じてきた。
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企業

メンロ・ロジスティクスはフルサーピスで請け負うロジスティクス・カンパニーである。

卓越した管理システムを使い複雑なロジスティクス・オペレーションを世界的に統合し

たり容易にしたりしている。それは原材料から顧客にいたるまでの発注の遂行、輸送、

保管そして流通を含んでいる。今日、メンロの多岐にわたるクライアントにはIBM、

ヒューレット・パッカード、ＮＣＲ、ナイキ、フリッジデール、ダウンケミカル等50社

を超えている。

創立 1990年

歴史

メンロ・ロジスティクスは世界最大級の完全な複合輸送会社の一つであるCNFによっ

て1990年２月に創設されている。それはビジネスを向上させるサービスを援助し、その

一方でコストをさげ流通過程のフレキシビリティと操作性を増大させる革新的なコント

ラクト・ロジスティクス・ソリューションを開発するためのものである。

従業貝 3,500名

本社 l1agoonDrive,Suite300,RedwoodCity,California

操業地域 北米、ヨーロッパの戦略ポイント、ラテンアメリカ、環太平洋

コア・サービス

創造的な技術を駆使したロジスティクス・ソリューションをグローバルなサプライチニー

ﾝ機能とシステムの統合だけではなく輸送、保管、そして流通のデザインやエンジニア

リング、管理に応用すること。

スペシャル．

サービス

コンサルティング、コンフィギュレーション、軽組み立て作業、パッキング、ビック．

アンド・パック、箱づめ、リバース・ロジスティクス、発注履行、ベンダー管理の在庫、

延期、複合運送、共同化そしてダイナミックなソリューション◎

保管 900万平方フィートの保管スペースを管理している。

在庫 年間数十億ドルにおよぶ在庫と運送価値を管理している。

出荷輸送
年間200万の出荷を管理している。

年間700億ドルをこえる輸送予算を管理している。
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●アウトソーシングー1990年代の中後期における企業は外部あるいはサード

パーティのロジスティクス専門家を原材料から完成財までの製品のトータル

な流れを管理するために雇うことの利点を発見した。彼らはまた企業がより

効率的、競争的になり、彼らのコア・コンピタンスに集中することを可能に

する戦略的なビジネス・カウンセルの提供の価値を認めている。

●プロフェショナリズム_近年一つの職業として急速にますます受け入れら

れているのは、専門的技術から実証された結果であり、技術的専門知識そし

て実証された操業的な結果によるものである。

産業スナップショット

●米国のロジスティクス産業の規模は9000億ドルである。これはハイテク産

業の約２倍である。または米国の国内総生産の10％以上にあたる。（出所：

米国商務省）世界的なロジスティクスの規模は３兆4300億ドル（Michigan

StateUniversity-DrsDonaldBowersoxandCalantone）

●米国のコントラクト・ロジスティクス産業の規模は342億ドルである。

今後３年間の年平均成長率は23％である。（MercerManagementConsulting）

●ロジスティクス産業は、1996年から2000年の間に流通コストを500億ドル

削減した。（CasslnformationSystems）

●在庫が高価である：米国企業は在庫業者に年間40億ドルを支払っている。

80億ドルを税金、老朽化、減価償却と保険、そして20億ドルを保管に支出し

ている。（CasslnformationSystems）

●トータルのロジスティクス活動は最終製品コストの15～20％を占めている。

(InternationalLogisticsAssociation）

●米国の企業や供給者の75％近くがコントラクト・ロジスティクス・サービ

スを利用または利用を考えている。そして、その数値はより高くなるであろ

う。（Ernest＆YoungLLPの調査）

●３ＰＬを利用しているとの調査結果が出た123企業の内、約60％は、ロジス
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ティクスはコア・コンピタンスであると述べ、約80％はロジスティクスが重

要な競争優位を示すものと考えている。（Ernest＆YoungLLPの調査）

●ロジスティクスのいくつかの部分をアウト・ソーシングしているという調

査への解答の内86％が、成功という経験であったと述べている。（Ernest＆

YoungLLPの調査）

メンロ・ロジスティクスのスナップショット

●記述：メンロはコスト効率のよいデザイン、製品輸送、倉庫、流通そして

統合されたロジスティクス・サービスに特化したフル・サービスのコントラ

クト・ロジスティクス企業である。特別サービスはコンサルティング、コン

フィギュレーション、軽組み立て作業、パッキングとピッキング、パッケー

ジ・エンジニアリング、箱詰め、複合輸送､返品そしてマス・カスタマイゼー

ションを含んでいる。

●核心：3500人以上の従業員、年間200億個を超える出荷で、約110億パウン

ドに近い重量になる。そして約800万フィートに近い倉庫スペースを管理し

ている。

●営業地域：活動は50州とカナダ、ラテンアメリカ、環太平洋そしてヨーロッ

パを包含する。約50を超える世界規模の企業のクライアントがおり、ＩＢＭ，

NCR，ヒューレット・パッカード、ナイキ、ダウ・ケミカル、ＡＴ＆Ｔ、シアー

ズ、ワード・エンターテインメント、スタンレー・ツールズ、イメイション

を含んでいる。

ロジスティクス・プロフェッショナルズの背景は何か？

●スキループランニング、分析、問題解決、そして技術的なもの。重要な人

的特性一柔軟性、適応性、強力な職業倫理そして顧客サービス遂行。

●大学のトレーニング・プログラムー仕入、在庫、輸送、技術、インダスト

リアル・エンジニアリング、数学、マネジメントそしてマーケティング範鴎
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からなる。

今曰のロジスティクスにおいて新しいものは何か？

●グローバル・トラッキングー何時どこでもサプライチェーンにおいて運送

貨物の所在が確認できる。

●リアルタイム・ウェアハウス・マネジメント・システムーコンピュータ搭

載フォークリフトや無線周波数でコントロールされたパーコードスキャナー

による在庫の正確性最大化。

●EDI－発注、インボイス、請求書発行過程のスピードアップ。

●インターネット_顧客の発注、出荷そして在庫を行いまた追跡する。

●カスタマイズされたソフトウエアーしばしば３次元のコンピュータシュミ

レーションを使用して予測や新しい流通施設モデル化を行った。

●3-Ｄコンピュータ・シュミレーション－高度に信頼性をました数学者とイ

ンダストリアル・エンジニアは流通ネットワークや倉庫のデザインのために

３Ｄモデリングを使用した。

3ＰＬの将来は？

●企業は世界中の全てのポイントで輸送貨物の動きを管理するために加速さ

れたペースで海外へ拡大するだろう。それは貿易が発達し多国籍企業が彼ら

の国際的なロジスティクス・オペレーションを行うようになるにつれである。

●今日の約1000企業から減少もしくは整理統合が予想される。プロパイダー

とソフトウェア企業がより多くのアライアンスが予想される。

●少数の財政的に強固な企業のみが最大の最も複雑で完全に統合されたサプ

ライチェーン・プロジェクトを扱う技術、専門知識そして創造性を持ち続け

ることになろう｡」

もう一つC、Ｈ・ロピンソン・ワールドワイド（CHRＷ）を観てみると、
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表２ＣＨ・ロピンソン・ワールドワイド（ＣＨＲＷ）概要

剣

年間販売額

年間出荷量

従業員数

営業地域

資料：ＣＨＲＷホームページより作成。

さらにノンアセット型３ＰＬが理解できる。

同社のサービスについて次のような説明がなされている。(7)

「CHRWはノンアセットの輸送提供者である。我々が輸送アセットを持た

ないのは、我々がフレキシブルに顧客に対してベストの形態とサービスを見

つけることができるからである。これを行うために我々は自動車運送業者、

航空貨物運送業者、鉄道会社（主にインターモーダル・プロパイダー）そし

て海運業者との確立された関係を利用する。事実我々は北米最大のキャリア・

ネットワークを持っている。

我が社のグローバル・オフィス・ネットワークで働く3,314名の従業員に

よりＣＨＲＷはあらゆるロジスティクスニーズに答えうる知識の生きたネッ

トワークを持つのである。我々の専門はサプライ・チェーン・マネジメント

のような付加価値型ロジスティクス・サービス、輸送管理、貨物輸送統合、

インフォメーション・リポーティング、メールや印刷メディア・サービスと

いった専門化された分野だけでなく在庫管理や生産と調達ソリューションを

含んでいる。我が社は半分の顧客におけるサプライ・チェーンのすべての側

面を管理している。そしてCHRWe-Centerを通してプロセス・オンライン

を見えるようにしている。ＣＨＲＷの永続的な目標はクライアントのサプラ

イ・チェーンにおける単なるもう一つのリンクというだけではないチェーン

の他の部分に利便を与えるほどパワフルな再大部分になろうというものであ
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創立 1905年

年間販売額 23億ドル（1999年）

コア・ビジネス

北米最大級のサードパーティ・ロジスティクス企業の一つ。複合輸送サービ

スとロジスティクス・ソリューションの世界的提供者。生鮮品と食品素材の

調達における重要なプレイヤーである。

年間出荷量 およそ世界１万の顧客に対して150万を超える出荷である。

従業員数 約3,500名

営業地域
世界中に及ぶ事業所のネットワークがある。それは米国39の州における132

地点とカナダ、メキシコ、南米そしてヨーロッパを含む。
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ろ｡」

さらに同社はノンアセット型３ＰＬの利点を次のように力説する。(8)

「CHRWは独自の設備を持っていない。ノンアセットに基づくアプローチ

は市場コンディションによる変化を可能にする。それは我々のロジスティク

ス管理者があなたの要求を自由に評価できることを意味する。それはサービ

スとコスト予測を含み、あなたの目的を達成するのを助けるベストのマルチ

モーダル・オプションを示すのである｡」

４．日本の３ＰＬについて

ヤマト運輸をはじめとする物流企業が新会社を設立するなど、動きは活発

である。その中でも商社の３ＰＬ市場への参入がさらに増えても不思議では

ない。ノン・アセット型の３ＰＬ業者を考える時、商社のもつネットワーク

と情報加工能力は有望であろう。しかし、曰本全体で見ると３ＰＬのわが国

での発展はいくつかの問題がある。

運輸省は平成12年に３ＰＬについての調査報告書を発表している。その結

果からも大きな問題点が浮かび上がってくる。(,)たとえば次の３点である。

①荷主獲得までの所用時間

日本では３ＰＬを事業展開しても荷主獲得に時間がかかると考えられる。

その理由としては次のようなことがある｡｡｡）

・大手荷主企業一決定権を有する者まで提案がとおるまで時間を要する。

・中小荷主企業一物流関係のデータの蓄積が少なく、分析・提案を行うの

にも時間がかかる。

②ゲインシェアリングの認識不十分

物流コスト削減効果を分け合うゲインシェアリングの考え方がまだそれ程

浸透していないようである。(u）

「そもそもコスト削減効果を分け合うような契約形態をとることが少ない

ために、リスク負担についても特に取り決められていないものと思われる｡」
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表３３ＰＬを立ち上げた主な曰本企業

企業名３ＰＬ関連の動き

ケイン

日本通運

資料出所：『輸送経済新聞』より作成。

「リスクや損害についてはあまり問題とはされておらず、特にペナルティ

は定められていない（曰本の３ＰＬはまだそこまでのレベルに達していない)。

３ＰＬ事業者の側で当初の契約より費用がかかった場合、それがそのまま３ＰＬ

事業者の負担になるという謡識である｡｣(哩）

「３ＰＬビジネスの根底にあるゲインシェアリングの考え方や情報開示、提

案・コンサルティングに対して対価を支払う考え方はいずれも３ＰＬビジネス

の基本となるものであるが、曰本においてはまだこうした基本的な考え方が定

着していないことをうかがわせる結果となっている｡｣(週）

ゲインシェアリングの考え方は、物流改善により生じた利益を荷主と３ＰＬ

事業者で分け合うというものである。それゆえに３ＰＬ事業者は改善案を積極

的に出すのである。曰本の場合、改善したとしても３ＰＬ事業者の利益とはな

らないので３ＰＬ事業者の改善意欲が落ちると考えられる。

③荷主と３ＰＬ業者との関係

「３ＰＬビジネスの登場の背景には荷主ニーズの多様化があり、物流事業者
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企業名 3ＰＬ関連の動き 業務事例

ヤマト運輸

ヤマト・ロジスティ

クス・プロデュース

(ＹLP）設立

サプライチェーン・マネジメントやインターネットに

対応したロジスティクス・システムの構築、物流コン
サルティング業務、システム設計、ロジスティクス業
務アウトソーシング支援

ケイピン 3ＰＬへの業務拡大
シーピックからの業務依託。輸入→通関→センターの
入出庫・保管・流通加工→配送までを請け負う

近鉄エクスプレス 3ＰＬへの業務拡大
在庫保管を含めた輸出入貨物の一貫配送を請け負う。
貨物追跡能力保持。日本ナショナルインスツルメンツ
が物流を同社へ外注

佐川急便 3ＰＬへの業務拡大

業種別のソフトとスペシャリストで荷主業界別のサー
ピスカをアップ、サプライチェーン全体の最適化を目
指す。靴のオーッカが物流業務と情報システムを佐川
急便へ依託。

伊藤忠商事
センチニリーロジス

ティクス設立

米国流に運送効率化や複数のアプリケーションソフト

使用による荷主の物流最適化提案。荷主と運送業者と
のコーディネーターをめざす。

日本通運 3ＰＬへの業務拡大 サプライチェーンの最適化提案。日本ポラロイド物流
業務全面依託。
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側からの積極的な取り組みというよりも荷主側の要因によるところが大きい。

一方、荷主側では固定人件費等のコスト削減がもっとも大きな利用動機となっ

ており、アウトソーシングは物流コストの削減手段として位置付けられている｡｣(M）

「荷主側から見ると、３ＰＬを標傍する物流事業者は多いものの、３ＰＬその

ものに対する共通の定義が明確に定まっていないために、荷主企業側ではどの

事業者が３ＰＬサービスを提供しているのか（どの事業者が３ＰＬ業者といえる

のか）の判断が難しい状況になっている｡｣('6）

「物流改善の効果があらわれるにはある程度の時間が必要であるが、３ＰＬ

表４３ＰＬによって成果をあげている主な企業
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出所：『日経情報ストラテジー』No.94.45ページ。

企業名 依託している主な業務 3ＰＬによる効果 パートナー企業

日本シスコシ

ステムズ(ネッ

トワーク機器

の製造）

貨物の追跡情報の提供、配送に
関する販売代理店への対応、故
障製品の交換品の配送、設置な
ど

販売代理店からの配送に関する
要請を物流業者が直接受け付け

ることで、対応を迅速化した。
さらに顧客企業で製品が故障し

た際、翌日に交換品を配送でき

ろ体制を構築した。

近鉄エクスプレス

フェデラルエクスプレス

エンディ・（

ウアー・ジ ヤ

パン（衣料品

の製造・小売

り）

配送計画の立案、貨物の追跡情
報の提供、アイテムごとの在庫
管理、売れ残り品の検品など

販促キャンペーンの情報を物流
業者に提供することで、店頭へ
の商品補充を迅速化した。将来
的に自社の物流部門をなくすま

で依託する業務範囲を広げ、。
スト削減や時間の短縮を図ろ

オールトランス日本通運

人事測定研究

所（企業の採

用試験の問題

作成と採点お

よび人事コン

サルティング）

解答の採点および報告書の作成。
試験冊子と解答用紙の印刷会社
への発注も計画

物流業者のノウハウを生かして

物流業務のシステム化を進め、
依託前は顧客からのクレームが

ないサービスの達成率は99.93

％だったが、ほぼ100％に向上

ヤマトシステム開発

三井ハイテッ

ク（ＩＣリー

ドフレームや

精密工作機械

などの製造）

貨物の追跡情報の提供、顧客か
らの問い合わせの対応、配送計
画の立案など

物流業者が配送計画を見直し、
51時間かかっていた顧客への配
送時間を36時間に短縮した。願
客に貨物の所在を逐次､提11tし
満足度を高めた

、

フェデラル・エクスプレ

ス

かどや製油

(ごま油の製

造）

社の選定および配送計画 物流ぎ業者による配送計画の見
直しで、物流拠点から卸への配

送コストを約１億5000万円削減
した

ＭＫＢ流通パートナーズ

生麺類や豆腐、納豆などの生鮮
食品の陳列および卸やメーカー
への発注

物流業者が雇用した近鬮Eiﾖ婦カヘ
知恵を生かして適切な仕入れ量
を決定。依託した売り塩の売り
上げの伸び率は店平均よりも高

グルメン
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サービスの展開にあたっては荷主側と３ＰＬ事業者側で長期のパートナーシッ

プ（信頼関係）の形成が重要となってくる｡｣(]`）

曰本の場合、系列に基づく長期継続的な取り引き関係が多く、どちらかが従

属した関係である。３ＰＬの成果を最大限ひきだすためには意見の言いやすい

対等な関係に基づく長期継続的取り引き関係を構築しなくてはならないようだ。

５．おわりに

３ＰＬというと技術的な面が強調されがちであるが、実際には取引関係の構

築がよりきびしい問題である。日本市場においては、ＩＴによるサプライチェー

ン管理と曰本型商`慣行の摩擦が顕著に見られる｡('7)商慣行を変ずに技術面での

進歩を受け入れようとする日本企業の限界とも考えられる。

マーフィーとポイスト（PaulRMurphy＆RichardF､Poist）は荷主と

３ＰＬ事業者の関係を次のように提示している｡(週）

「基本的なサービスを伴う荷主とサードパーティ間の関係はより顧客対応さ

れた提供するものを持ち、より広いサービス機能を包含し、長期的でより相互

利益のある関係で特徴づけられる｡」

彼らはこのような関係を荷主と構築できる企業こそ３ＰＬ事業者としている。

そもそも長期継続的な取り引き関係とは、日本における企業間取り引きを特徴

付けるのによく使われた言葉である。それが担当者同士の人的信頼性を示して

いるのに対し、米国における荷主と３ＰＬ事業者の関係は企業間の信頼に基づ

くと言ってよいだろう。そこにおいては、「今回は我慢してくれ｡」「顔を立て

る｡」といった妥協を要請することはない。曰本のビジネス全体で言えば、３

ＰＬは従来の曰本型商慣行の見直しを強くせまるものとなっている。

行政は、３ＰＬの曰本での成長の前提条件として、今後さらに大幅な規制緩

和を行わなければならない。しかし中小企業の多い運送事業者等への影響は必

至である。多くの分野でベンチャー企業を育成しなくてはいけないが、既存の

枠でしか対応できない企業の淘汰はやむを得ない。ユニクロ、イトキンといつ
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た企業が企画と販売を曰本で行い、資材調達および製造拠点をアジア各地にお

いている例からもわかる通り、今後のロジスティクスは国際的なものとならざ

るをえない。グローバル・スタンダードの達成に曰本型商慣行がどれほど障害

となっているかは今後の研究課題とさせていただきたい。

注

(1)アスクルのロジスティクスシステムについては、『日経情報ストラテジー』Ｎｏ．９３

（2000年)、Ｐ､196～203参照のこと。サプライチェーンについては、拙著「サプラ

イチェーン・マネジメントについて」『経済研究』第59号（2000）琉球大学法文

学部を参照されたい。

(2)「総合物流施策大綱」平成９年４月閣議決定

(3)同上

(`）運輸省運輸政策局貨物流通企画課「物流コスト低減調査～サードパーティ・ロジ

スティクスを中心に」1997年６月

通商産業省産業政策局「サードパーティ・ロジスティクス（３ＰＬ）実態調査速

報」1999年６月

(`）これらの企業については下記のホームページが参考になる。

Logisticsnetwork､comhttp:〃ｗｗｗ・logisticsnetworkcom/3pLhtm

(`）以下はメンロ・ロジスティクス・ホームページ

（http//ｗｗｗ・menlolog､com/qickfactshtm）を参照のこと。

(7)ＣＨＲＷホームページ（http://www､chrobinsoncom/）より

(8)同上

(9)運輸省運輸政策局貨物流通企画課「わが国におけるサードパーティロジスティク

スの現状と将来動向に関する調査報告書」平成12年３月。運輸省は３ＰＬ事業者

３５件（発送件数62件)、サードパーティロジスティクスを利用する荷主企業50件

（発送件数91件）のアンケート回答を分析し、３ＰＬ事業者12件とに荷主企業１７

件のヒアリング調査を行った。
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００）同上20ページ。

(ｍ同上25ページ。

｡z）同上25ページ。

('8）同上44ページ。

(M）同上81ページ。

(!`）同上85ページ。

('`）同上99ページ。

(,7）もちろん物流分野において求められる技術開発は多くある。例えば、①EDI等に

よる情報共有化の推進、②物流分野における標準EDIの推進、③ユニットロード

の規格化徹底、④一貫パレチゼーションの推進等である。（同上害参照）

日本型商慣行については拙著『現代日本流通論』（1997）中央経済社を参照され

たい。

('8）paulRMurphy＆RichardF､PoistThird-PartyLogistics:SomeUser

versusproviderPerspectives,”JournalofBusinessLogistics,Vol､２１，

Ｎｏ．1,2000,ｐ､121.
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