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1. 初めに 

本ビジネスプランを考案するにあたって、私はまず「よい物流とはどんな物流か」を考え

ました。物流とは、生産者から消費者へと商品が届けられるまでの、商品の辿った道筋であ

ると私は認識しています。その道筋で商品が経験した、「コスト」、「時間」、「品質維持」、こ

れらがよい物流の構成要素となるのではないかと初めは考えました。ダイエーの創業者で

ある中内㓛は当初、中間搾取を可能な限り排除した物流を構築することで、「コスト」を徹

底的に抑えて価格破壊をもたらしました。しかし、中内の掲げた安売り哲学は、戦後人々の

暮らしが向上し社会が変化する中で、的確な需要をとらえることができなくなりました。そ

れでもやはり、中内が掲げていた安売りの理念は初めから間違っていたわけではなく、価格

決定権がメーカーの側にあった戦後間もない社会においては非常に共感を得た理念であり

ました。つまり、「よい物流」とは、「コスト」、「時間」、「品質維持」といった物流の範囲内

の要素だけから構成されるのではなく、「社会との相性」も重要な要素となるのだと思いま

す。そこで、今回のコンテストを通じて私たちが目指す物流は、「社会に優しい高効率な物

流」にしようと決めました。高効率とは、時間やコスト、品質維持などを含めた物流の範囲

内での指標の向上です。かつ、将来の社会に「優しい」要素を取り入れることで、本当に「よ

い物流」を実現できるのだと考えました。 

 

  



2. 背景 

2-1.  日本国内における輸送 

 物流事業は一大産業です。2017 年度の日本国内における物流事業の営業収入は約 24 兆

円です。これは、全産業売上高の約 3%に相当します。さらに物流事業における就業者数は

約 258 万人もいます。これほど大きな物流産業において新たなビジネスを創出し、新たな

価値を生み出すということは、日本の経済に大きな影響を与え、多くの人を動かすことにつ

ながります。 

物流の中でも特に重要な輸送は、主に「陸運」、「海運」、「空運」の 3つのモードに分類さ

れます。さらに「陸運」は大きく「自動車輸送」と「鉄道輸送」に分けることができます。

これらの輸送モードにはそれぞれ利点欠点が存在しますが、日本国内の輸送では自動車輸

送と海運が大きな割合を占めています(図 2-1)。自動車輸送の割合が約 50%、海運が約 40%、

鉄道輸送が約 5%となっています。日本では輸送距離が短い場合が多く、また海と接する地

域が広いため、自動車輸送と海運が主流であると考えられます。しかし面積が広大な国(ア

メリカやロシアなど)では、鉄道輸送の占める割合が高くなる特徴があります。 

参考：https://www.mlit.go.jp/common/001354690.pdf 

 

図 2-1. 国内貨物輸送量の推移(トンキロベース)(国土交通省、「物流を取り巻く現状につい

て」) 

 

2-2.  自動車輸送の課題 

日本国内の輸送で大きな割合を占める自動車輸送ですが、実は課題をいくつも抱えてい

ます。それは、1.トラックドライバーの不足、2.トラックドライバーの労働環境、3.環境問

題、4.渋滞問題です。これらの課題について順番に説明します。 



まず、トラックドライバーの不足について説明します。自動車輸送では一回の輸送で運べ

る貨物の量が他モードと比較して少ないです。そのため、自動車輸送では多くの労働力(ト

ラックドライバー)が必要となります。しかし日本では、少子高齢化による人口の減少問題

が深刻であり、今後もこのトレンドが続くと予想されています。そのため、トラックドライ

バーの不足が年々深刻化しているという現状です。さらに人口の高齢化に伴って、トラック

ドライバーの高齢化も問題となっています(図 2-2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2. トラックドライバーの高齢化(国土交通省、「物流を取り巻く現状について」) 

 

次に、トラックドライバーの労働環境について説明します。トラックドライバーは長距離

の運転を行うことも多く、年間労働時間は他職種と比べて高い傾向にあります(図 2-3.右)。

運送業を対象とした「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）で

は、連続運転は最大 4 時間までとされ、その後 30 分以上の休憩をとらなければいけないと

されています。しかし休憩場所としてよく利用されるサービスエリアでは、深夜帯に飲食店

が閉まっていることも多いため、満足に休憩をとることができないトラックドライバーも

多いようです。このような長時間のきつい労働環境下で働いているにも関わらず、トラック

ドライバーの給料は多職種と比べて低い傾向にあります(図 2-3.左)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3. トラックドライバーの年間所得額の推移(左)と年間労働時間の推移(右) (国土交

通省、「物流を取り巻く現状について」) 



 続いて、環境問題について説明します。ガソリン車が排出する CO₂は地球温暖化を引き

起こす温室効果ガスとなり、長年大きな問題となっています。そのため近年では自家用車の

電動化が進み、徐々に EVを所有する人が増えてきています。しかし自家用車のような小型

車の電動化が進む一方で、トラックのような大型車の電動化は進んでいません。原因は初期

投資の大きさにあります。EV に用いられるリチウムイオンバッテリーの原価は高額である

ため、必然的に EV はガソリン車と比べて車両価格が高くなります。さらにトラックは大き

な原動力と航続距離を必要とするため、電動トラックのバッテリーも大型化する必要があ

り、さらに車両価格を押し上げることになります。そのため、電動トラックは初期費用が大

きくなり、商用車として用いるには手を出しにくくなってしまいます。結果としてほとんど

のトラックがガソリンを燃料としており、莫大な量の CO₂を排出しています(図 2-4)。 

 

図 2-4. 自動車輸送による CO₂の排出量(国土交通省、「物流を取り巻く現状について」) 

 

 最後に、トラックによる渋滞問題について説明します。トラックは車体が大きく制限速度

も厳しいため、度々渋滞の原因となります。例として東京港コンテナターミナルでは、夕方

に多くのトラックが貨物を引き取りに来るため、周辺の道路で頻繁にトラックによる渋滞

が起こっています(図 2-5)。また夜間の高速道路では、深夜割引を求めて料金所の手前で多

数のトラックが並んで混雑を引き起こす例もあります。 

 

 

 

 

 

 

図 2-5. 東京港コンテナターミナル周辺の渋滞問題(物流 weekly、「物流ニュース 2021

年 8月 20日」) 



 このように、自動車輸送には多くの課題が存在することが分かりました。そしてそれらの

課題は環境問題や渋滞問題といった、業界の範囲を超えた社会課題となっていることも分

かりました。 

 

2-3. 鉄道へのモーダルシフト 

 そこで私は、これらの課題が解消され、「社会に優しい高効率な物流」を行うにはどうす

ればよいかを考えました。その一案として、鉄道への「モーダルシフト」に注目しました。

モーダルシフトとは、「トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄

道や船舶の利用へと転換すること」(国土交通省 HP より)をいいます。私が船舶ではなく鉄

道へのモーダルシフトに注目した理由は２つあります。1つめは、船舶による輸送が自動車

輸送と比べて時間がかかりすぎる点。２つめは、鉄道輸送は自動車輸送と同様の陸上輸送で

あるため互換性が高い点です(船舶による輸送は内陸地では不可能)。 

 実際に、鉄道輸送が自動車輸送と比較してどのようなメリットを有しているかを調べま

した。大きなメリットとして、「環境負荷の低さ」と「労働生産性の高さ」が挙げられます。 

 まず、鉄道輸送が環境に与える負荷の低さについて説明します。前述の通り、ガソリンを

燃料とするトラック輸送は莫大な CO₂を排出することが分かっています。一方で、鉄道は

電気を動力としているため、CO₂を排出しません。そのため、鉄道輸送における CO₂の排出

は発電過程や貨物駅のフォークリフトによる排出などに限定されます。トラック、船舶、鉄

道の 3 モードによる輸送量当たりの CO₂排出量を比較すると、鉄道輸送による CO₂排出量

の低さが際立っていることが分かります(図 2-6)。 

 

図 2-6. 輸送量当たりの CO₂排出量の比較(2019 年度)(国土交通省 HP、「モーダルシフト

とは」) 

 

 次に、鉄道輸送における労働生産性の高さについて説明します。トラックでは大型でも 15

トン程度が最大の積載量になります。一方で、鉄道は列車 1 台で最大 650 トンの輸送が可

能です(東京貨物ターミナル駅の場合)。そのため、650 トンの荷物を運ぶ場合、10 トントラ



ックでは 65人のドライバーを必要としますが、鉄道も用いれば数人の人数で輸送が可能で

す(図 2-7)。前述の通りトラックドライバーの不足は大きな課題となっているため、鉄道輸

送の労働生産性の高さは大きなアドバンテージになります。 

 

図 2-7. 自動車輸送と鉄道輸送の労働生産性の比較(日本貨物鉄道株式会社 HP「貨物鉄道

の特徴」) 

 

 この他にも、鉄道輸送は渋滞を引き起こさない、定時運行が可能であるといったメリット

が存在します。一見、鉄道へのモーダルシフトは私たちの目指す「社会に優しく高効率な物

流」に合致しているように思われます。しかし、現実では鉄道輸送が占める割合は日本国内

で僅か 5%です。これはいったいどうしてなのか？私はその理由を調査しました。 

 

2-4. 鉄道輸送の課題 

 鉄道輸送が利用される割合が低い原因は、以下の課題が考えられます。定刻通りに列車が

発着するため、融通が利かない点。低・中距離において自動車輸送よりもコストが高くなる

点。そして鉄道輸送のリードタイムが自動車輸送と比較して長い点です。 

 まず、融通が利かない点について説明します。鉄道輸送の場合、一度に大量の荷物を運ぶ

ため、輸送頻度が低く発着時間も決まっています。そのため、「今すぐに荷物を運びたい」

といった要望には応えることができません。 

 次に、鉄道輸送のコストについて説明します。鉄道輸送にかかるコストは、オンレール部

分(鉄道運賃料金)とオフレール部分(集荷・配達にかかる発送料・到着料)に分けられます。

オンレール部分の輸送距離が長距離から短距離に変化しても、オフレール部分の料金は変

わりません。そのため、鉄道輸送では輸送距離が短いほどコストが割高になってしまいます。

自動車輸送のコストと鉄道輸送のコストが逆転する距離は約 500km であると言われていま

す(図 2-8)。これは東京~大阪間とほぼ同等です。また、一度に輸送できる荷物の量が多い

ため、荷量が少ない場合もコストが高くなってしまいます。 

参考：https://www.jrfreight.co.jp/service/price 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

図 2-8. 各モードのコスト比較(日本ロジスティクスシステム協会、「ロジスティクス源流管

理マニュアル」) 

 

  最後に、鉄道輸送におけるリードタイムの長さについて説明します。鉄道輸送のリード

タイムは、集荷時間(出発地~出発駅)、積み込み時間、オンレール時間(出発駅~到着駅)、積

み下ろし時間、配達時間(到着駅~目的地)に分けられます(図 2-9)。鉄道で輸送する速度は

トラックによる輸送速度よりも速いので、輸送距離が長くなるほど鉄道輸送のリードタイ

ムは相対的に短くなります。しかし、鉄道輸送では荷役時間に大きな時間がかかってしまい

ます。鉄道輸送ではトラックの荷役とは異なり大量の荷物を荷役します。そのため、全体の

リードタイムが大幅に上昇してしまいます。 

 

図 2-9. 自動車輸送と鉄道輸送のリードタイムの比較(日本ロジスティクス協会、「モーダル

シフトWG報告書」、2008) 

 

 以上、鉄道輸送の課題を３つ取り上げましたが、私はこの中で特にリードタイムの長さが

大きなボトルネックとなっていると考えました。その理由を説明します。顧客が輸送手段を

選択する際には、「価格」、「リードタイム」、「品質管理」の 3 点を主に選択基準とします。

インプレス総合研究所の調査レポートによると、Amazonプライム会員が最も利用するサー



ビスは「お急ぎ便」や「日時指定便」といった、リードタイムに関するサービスであること

が分かりました(図 2-10)。また、日本最大の貨物駅である東京貨物ターミナル駅では、宅配

便物の発着が約半分を占めています(図 2-11)。これらのデータより、国内輸送品目で大き

な割合を占める宅配便等の荷物を輸送する際に、顧客はリードタイムを重視する傾向があ

ると考えられます。そのため、コストが大幅に低くない限り、リードタイムの長い鉄道輸送

は選ばれにくいのだと考えました。 

 

図 2-10. Amazon プライム会員が利用しているサービス（複数回答）(インプレス総合研究

所、『動画配信ビジネス調査報告書 2017』) 

 

 

図 2-11. 東京貨物ターミナル駅における発着品目別の割合(YouTube、JR貨物公式チャン

ネルより) 



以上のことから、貨物駅の荷役時間を減らすことができれば、鉄道輸送のリードタイムが

短くなり、モーダルシフトが加速して、「社会に優しい高効率な物流」の実現に近づくと考

えられます。 

 

2-5. 貨物駅における荷役の現状 

 「貨物駅における荷役時間が長い」という明確な問題点を発見しましたが、さらにこれを

深堀りしていきます。私は実際の貨物駅が紹介されている動画やWEB 上の情報を参考にし

て、貨物駅での荷役の様子を調べました。貨物駅では、荷役の際にコンテナ用の大型のフォ

ークリフトが 1 つ 1 つコンテナを積み込んでいる(または積み下ろす)様子が見られました

(図 2-12)。前述の通り、鉄道輸送では大量の貨物を運びます。そのため、フォークリフト 1

台当たりが対応するコンテナの数が多くなり、荷役時間が大きくなるのだと考えました。こ

の問題は、フォークリフトの数を増やせば解決するはずです。しかし、現実にはフォークリ

フトの数はそれほど見られませんでした。その原因は、フォークリフトが増えるほど人件費

が増えて輸送コストが増大し、またフォークリフト同士の衝突などの事故の危険性が高ま

るからであると考えられます。そのため、「人件費を増やすことなく、安全性が高い新たな

荷役手段」の開発がこの問題を解決する肝であると考えました。この新たな荷役手段が、プ

レゼン動画で紹介した「自動荷役ロボット」にあたります(図 2-13)。次の章ではこの自動荷

役ロボットの詳細について説明します。 

 

 

図 2-12. 貨物駅での荷役の様子(YouTube、JR 貨物公式チャンネルより) 

 

 

図 2-13. 当ビジネスプランの設計イメージ 



3. 事業内容(自動荷役ロボット) 

3-1.  概要 

プレゼン動画では 1 つのロボットを紹介しましたが、実際には 3 種類のロボットを設計

してモデリングを行いました。この章では、これら 3つのロボットの機能や構造の説明と、

自動化システムの説明、さらにロボットの技術的な検証やコストについて説明します。ロボ

ットの 3Dモデルについては付属の SolidWorksファイル(SLDPRT、SLDASM)や動画をご

参照ください。(SolidWorks ファイルは SolidWorks がインストールされていない場合は開

くことができないかもしれません。ご了承ください。) 

 

3-2.  コンテナ 

 まず今回作成したロボットは 12ft コンテナ(表 3-1、図 3-1)を対象物として設計されてい

ます。12ft コンテナを対象とした理由は、最もよく使われているコンテナが 12ft コンテナ

であるためです。12ft コンテナの他には 20ft コンテナや 31ft コンテナが存在します。今回

作成したロボットの寸法を変更することで、それぞれのコンテナに対応したロボットの開

発も可能です。 

 

表 3-1. 12ft コンテナ(両側面が開くタイプ)の寸法(JR 貨物 HPより) 

内法寸法(mm) (長さ)3647 × (幅) 2275 × (高さ) 2252 

側入口(mm) (幅)3635 × (高さ)2187 

内容積(m³) 18.7 

積載重量(kg) 5000 

コンテナ重量(kg) 約 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 3-1. 作成した 12ftコンテナの 3D モデル 

 

 



3-3.  モデル 1 

 モデル 1(図 3-2)は、ジャッキ(図 3-3)を用いて上面を昇降させることが可能です。これに

より、コンテナを列車の荷台やトラックの荷台の高さに合わせることができます。また上面

がベルトコンベアとなっており、コンテナを横移動させて列車やトラックの荷台に積み込

み(または積み下ろし)ます。ジャッキは市販品である「EM-508 エマーソン パンタジャッ

キ 2t」を参考にしてモデリングしました。このジャッキは本体重量が 2.8kgと軽量であり、

ストローク(持ち上げる高さ)が 295mm、最大使用荷重が 2t であるため、図 3-3 のように

3×4個使用することで 8t の荷重に耐え、約 900mm の昇降が可能となります。モデルでは

簡略化されていますが、電動モーターを動力としてジャッキの動きを制御します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図 3-2. モデル１ 

 

 

 

 

 

 

 

                  図 3-3. ジャッキ 

 

 

 次に、モデル 1 の欠点について説明します。モデル 1 はその構造上、地面においてある

コンテナを持ち上げたり、地面にコンテナを降ろすことができません。実際の貨物駅では地

面の上にコンテナが整列されているため、モデル 1 を導入するとしたら、地面上に整列さ

れたコンテナの下に土台を設置する必要があります。 

 



3-4.  モデル 2 

 モデル 1 の弱点を克服するために作られたロボットがモデル 2 です(図 3-4)。モデル 2 は

モデル 1の機能に加え、「地面上のコンテナ搬送する」ことが可能です。モデル 2 はコの字

型の形状をしており、コンテナを囲いこむことができます(図 3-5(a))。その後、コンテナ下

部のフォークリフト用の穴に「爪」を差し込み、コンテナを地面から持ち上げることが可能

です(図 3-5(b))。コンテナを持ち上げた後は、側面のベルトコンベアが開いてモデル 1 と

同様の形状へと変形します(図 3-5(c),(d))。逆の動作を行うことで、搬送しているコンテナ

を地面に設置することも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 図 3-4. モデル 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 3-5. モデル 2 がコンテナを地面上から持ち上げる仕組み 

(a) (b) 

(c) (d) 

アーム 



 このようにモデル 2 はモデル 1 と比べて優れた機能を持たせましたが、懸念点がありま

す。それは耐久性です。図 3-5(d)を見ていただくと、この状態ではベルトコンベアを支える

アームの部分にとても大きな荷重がかかってしまいます。新エネルギー・産業技術総合開発

機構と東京工業大学が 2019 年 3 月 13日に発表したロボットアームは、アーム全長 10m、

アーム重量 300kgに対して、水平方向に 10kg の物体を保持することができます。計算結果

より、このアーム1m分を25本程度用いればコンテナの保持も可能になると考えられます。

しかしその場合、ロボット 1台当たりのコストも大幅に増加してしまうかもしれません。 

 

3-5.  モデル 3 

 モデル 2の耐久性を克服するためにさらに改良を加えたロボットがモデル 3です(図 3-6)。

モデル 3 はモデル 2 と同様に地面上のコンテナを搬送することができます。モデル 3 はま

ずコンテナと向かい合わせになった後、左右からアームの伸ばしてコンテナを囲います(図

3-7(a))。次に、アームの下部の爪がコンテナの側面下部の隙間に挿入されます。そしてモ

デル 2 と同様にコンテナを持ち上げます(図 3-7(b))。コンテナを持ち上げた後、上面がベ

ルトコンベアとなった支えがアームから出てきてコンテナの下へ入り込みます(図 3-7(c))。

そしてコンテナはその支えのベルトコンベアに沿ってモデル 3 の中心へとスライドされま

す(図 3-7(d))。その後はモデル 1 と同様の仕組みでコンテナの積み込み及び積み下ろしが

可能となります。 

 部品の詳細を説明します。外側のタイヤは市販品である「GRANDTREK-AT3-2157515-

4S」を参考にしてモデリングしました(モデル 1、モデル 2も同様)。このタイヤは 1個当た

りの負荷能力が約 800kgであるため、6 個のタイヤを用いたことで約 4800kg までの負荷に

耐えられます。さらに内部のアームには左右合計 26個のウレタン車輪を取り付けています。

これらは中部産業株式会社の「駆動用キー溝加工車輪ウレタン UB130_20φ_キー6ｘ2.8」

を参考にモデリングしています。1つ当たりの耐荷重が 300kg であるため、外側のタイヤと

合わせて余裕をもってコンテナを支えることができます。また、ロボットの前後や側面には

複数のカメラやセンサーが取り付けられています(図 3-8)。これらは現在地の把握やコンテ

ナ、障害物等の認識のために使用されます(3-8参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6. モデル 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 図 3-7. モデル 3 がコンテナを地面上から持ち上げる仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          図 3-8. モデル 3後部のカメラまたはセンサー 

 

 

実際に動かした様子は付属の動画ファイルやプレゼン動画を参照してください。今回作

成したロボットの中ではモデル 3 が最も機能性、耐久性に優れているため、モデル 3 をビ

ジネスプランに採用しました。 

 

3-6.  ローラーコンベア 

 我々の設計したロボットは、コンテナを列車やトラックに積み込む(または積み下ろす)際

に、ベルトコンベアを使ってコンテナを移動させます。このコンベアを使った方法は、フォ

ークリフトのようにコンテナを持ち上げる方法と比べて安全性が高く、また大きな力を必

要としないためロボットの小型化を達成できます。しかし、ロボット側だけがコンベアを使

ってコンテナを移動させた場合、コンテナと列車やトラックの表面で摩擦が発生し、これら

(a) (b) 

(c) (d) 



の破損につながる危険性があります(図 3-9)。そのため、列車やトラックに設置するローラ

ーコンベアも設計しました(図 3-10)。このローラーコンベアは四方に固定具が備わってい

るため、コンテナをしっかりと固定できます。また通常のローラーとは異なり、ローラーの

形状を正 10角形にしました(図 3-11)。これによりコンテナとローラーの接着面積が増える

ため、列車やトラックの走行中でもコンテナが横滑りする危険を軽減できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図 3-9. 摩擦の発生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 3-10. ローラーコンベアの設置           図 3-11. ローラーの断面 

 

3-7.  車両限界について 

 列車には高さに制限がかけられており、これを車両限界と言います。日本の貨物列車の車

両限界は原則 3600mm です。現在主に使用されている貨物列車は「コキ 100 系」といい、

荷台の高さが 1000mm です。そして最新型の「20 形式」コンテナは高さが 2600mm であ

るため、荷台の高さと合わせて車両限界ちょうどの 3600mmとなっています。そのため 3-

6 で説明したローラーコンベア(高さ約 100mm)を列車上に設置すると、車両限界を超えて

しまいます。この問題の対応策としては、以下の 3 つが考えられます。 

1. 荷台の高さを低くした新型車両の開発 

2. 19型式コンテナ(高さ 2500mm)の使用 



3. 国からの許可をもらう(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第 64 条には、「構造上

の理由により車両限界を超えなければ使用することができない装置及び排障器、クレー

ンその他これに類するものは、車両の安全な走行を確保することができる範囲において、

車両限界を超えることができる。」と書かれています。) 

必ずしも 20 型式コンテナを使用したいという顧客の数はごく一部であると思われるため、

19 型式コンテナの使用が最も効果的な対応策であると思われます。実際 2018 年以前は 19

型式コンテナが汎用コンテナでした。 

なお海外の車両限界は日本と比べて高いので、問題はなさそうです(例：アメリカでは

4597mm が主流)。また、トラックの高さ制限も 100mm 程度の増加であればクリアできそ

うです。 

参考： 

https://www.jrfreight.co.jp/storage/upload/eea0d10a807582608a135bcc15093a36.pdf 

 

3-8.  自動化システム 

 私たちのソリューションでは、上述のロボットが最終的には自動的にコンテナの運搬や

積み込み及び積み下ろしを行うことを想定しています。そのための自動化システムを第 1段

階から第 3 段階に分けて説明します。第 1 段階は現在の技術を用いて実現可能であるシス

テム、第 2 段階及び第 3 段階は現在~20 年後の技術を用いて実現可能であるシステムを想

定しています。 

 第 1 段階では、ロボットは貨物駅内のみで活動を行います(図 3-12)。まずロボットの自

動化システムを、「貨物駅内の移動」と「コンテナ、トラック、列車の認識」の 2つに分け

て考えました。「貨物駅内の移動」は、決まった経路の組み合わせで表すことができます。

そのため、貨物駅の地面上に磁気テープを貼ることでロボットがテープの位置をセンサー

で認識して自走が可能になります。「コンテナ、トラック、列車の認識」に関しては、これ

らの決まった位置に QR コードを貼り付ける方式を採用しました。ロボットに取り付けた

カメラが QRコードを認識し、QRコードとロボットの位置関係を測定して最適な位置に移

動します。よって、ロボットのマクロな移動は磁気テープに沿った移動で行われ、ロボット

のミクロな移動は QR コードの認識による微調整によって行われます。またロボット内蔵

のコンピュータと貨物駅のオペレーションシステムが連携して、オペレーションセンター

からロボットに対して指定の場所への移動や荷役行為を指示します。以上が第 1 段階の自

動化システムになります。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 2 段階では、磁気テープや QR コードを用いずに、ロボットは高度なカメラやセンサ

ーを用いて周囲を把握し移動する仕組みを想定しています(図 3-13)。これによりロボット

は初めて行く場所でも自動で移動することができます。この仕組みは SLAM(Simultaneous 

Localization and Mapping)と呼ばれており、自動車の自動運転技術や自動掃除ロボットでも

利用されています。また、コンテナには RFID を取り付けることを考えました。RFID とは

電子化されたタグのことです。例えば、ユニクロで商品を機械の中へ放り込むだけで自動で

商品をスキャンすることができるのは、この RFID のおかげです。RFIDをコンテナに取り

付け、またコンテナの内容物の情報を RFIDへ書き込むことで、ロボットが RFID を認識し

て内容物情報を確認することができます。これにより、オペレーションセンターはロボット

に対して「A コンテナを列車に積み込め。」といった非常に抽象化した指示を与えるだけで

よくなります。しかし FRID は現在高価であり、安価になるまでは数年の歳月を要するた

め、第 2段階での活用としました。以上が第 2段階の自動化システムの説明です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-12. 第 1 段階の自動化システム 

図 3-13. 第 2 段階の自動化システム 



 さらに第 3段階では、ロボットがトラックの役割を担うことを想定しています(図 3-14)。

現時点では法律上の制限や完全自動運転技術の発達の未熟さがあるため、10 年後以降の導

入が妥当であると判断しました。この第 3 段階のシステムが導入できれば、トラック-コン

テナ間の荷役時間が無くなるため、全体の荷役効率が大きく向上します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             図 3-14. 第 3 段階の自動化システム 

 

 

3-9. ソリューションのコストと技術的な検証 

 ロボットのコストの試算や技術検証を行うためには、私たちだけでは知識が足りないた

め、外部の協力を得ました。協力していただいたのはインドに本社を構えるベンチャー企業、

GreyOrange 株式会社(敬称略)の日本法人に勤める Maeda Mariko さんです。GreyOrange

株式会社は物流倉庫で活用できる自走ロボットやソフトウェアの開発を行っており、日本

の物流業界でも当社製品の活用が年々増加しています。私はまず設計したロボットが開発

可能であるかを質問したところ、技術的には開発可能であるだろうというご回答をいただ

くことができました。ただし、自走する場合の詳細設計や管理システムとの連携設計、また

安全検証が今後必要になるとのアドバイスもいただきました。次に、1台当たりのロボット

の原価がいくらくらいになるかを質問したところ、材料や生産コストを合わせた試算が必

要となるため残念ながら現段階では想定できませんでした。そのため、ロボットのコストに

関しては現存の無人搬送機との比較を用いて以下のように試算しました。 

 ネストロジスティクスさんの物流センターではトヨタL&F社製の無人搬送機「KeyCart」

が使用されています。KeyCart はシンプル構造かつ安価であるため、国内で大きな人気を誇

る無人搬送機です。この KeyCartには「1000kg class」と「500kg class」があり、「1000kg 



class」は最大で 500kg の積載が可能(その際の最高速度は 30m/分)です。ネストロジスティ

クスさんでは KeyCart「500kg class」が使用されています。そこで、ネストロジスティクス

さんの総務、求人担当である村上友美さんに KeyCart 「500kg class」の 1台当たりの価格

をお伺いしたところ、1 台当たりシステム料込みで約 100 万円であることが分かりました。

そのため、KeyCart「1000kg class」の値段は 1 台当たりシステム料込みで約 200 万円であ

ると推定しました。一方で私たちが設計した「モデル 3」の最大積載重量は約 7 トン(空コ

ンテナ重量 2 トン+コンテナ最大積載重量 5 トン)を想定しています。そのため、モデル 3

の 1台当たりの価格はシステム料込みで 7トン÷500kg×200万円=2800万円と想定できま

す。しかしモデル 3 は KeyCart の搬送能力に加えてコンテナの荷役を行う機能も備えてい

るため、さらにコストをプラスして 1 台当たり約 4000 万円の価格となると推定しました。 

参考： http://www.toyota-lf.com/keycart/ 

  次に、3-6で説明したローラーコンベアのコストについては、市販されている製品と比

較してコストを試算しました。参考にした市販品は株式会社メイキコウの「重荷重用ローラ

ーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)」です。この製品はローラー1

本当たりの強度が 400kg であり、全長 3m(ローラー数 15本)で価格は 88900 円です。その

ため 12ft コンテナ 1 つ当たりこの製品 2 つが必要であるとすると、12ft コンテナ 1 つ当た

り約 20 万円のコストとなります。実際の列車 1 台当たり 12ft コンテナを 40 個積み込むと

すると、列車 1 台当たりに設置するローラーコンベアのコストは 800 万円となります。そ

こにコンテナ固定具などの付加価値を加えたとしても、1000 万円程度であると考えられま

す。 

参考： 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61502850U0A710C2000000/ 

https://jp.sharp/business/agv/package/ 
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4. 事業分析 

4-1. ソリューション vs既存モデル 

 私たちのソリューションと、フォークリフトを用いた既存の荷役モデルを様々な観点か

ら比較しました。既存モデルのデータを得るために、日本貨物株式会社(JR 貨物)様に問い

合わせをしましたが、残念ながらデータは一般公表できないとのご回答を得ました。そこで、

私は YouTube 上で JR 貨物が一般公開している東京貨物ターミナル駅の紹介動画を基にし

て、既存モデルを想定しました(url: https://www.youtube.com/watch?v=MW87BCxFm7I)。

動画から得られた主なデータは以下の通りです。 

 

東京貨物ターミナル駅では、 

・着発線が 10 線、荷役線が 10 線ある。 

・発着する貨物列車は 1日約 70本。  

・福岡まで約 19時間、大阪まで約 9 時間かかる。 

・最大で 26両連結(550m)できる。 

・列車 1台で最大コンテナ 130 個(650 トン)を積載可能。 

・フォークリフト作業員は約 70名。(24 時間体制) 

・2017 年の発送トン数は約 150 万トン。 

・フォークリフト 1台がコンテナ 1 個を列車に積み込む時間は約 2分(コンテナの場所にも

よる) 

 

これらのデータから、以下のことを推測しました。 

 

① 1日の発送トン数は約 4100トンであり、列車 1台の 1回の発送では約 120トンである。 

② フォークリフト作業員 1 人当たりの勤務時間が 1 日 8 時間で週休 2 日と仮定すると、1

日の作業員数は 50 人で常時 50÷3 人が勤務していることになる。さらに、常に荷役線

10本のうち 2本は暇な状態であると仮定すると、荷役線 1本当たりの作業員は 

50÷3÷8 で約 2 人となり、フォークリフト数も 1 回の荷役に対して 2 台使われると推

測される。またフォークリフト台数の合計は約 17台である。 

③ ①②より、1回の発送でフォークリフトは 1 台当たり約 15 個のコンテナを積み込む。 

④ ③より、列車 1 台の積み込みにかかる時間は２分×15=30 分である。 

⑤ フォークリフト作業員の年収を 420 万円とすると、フォークリフト作業員の 1日当たり

の人件費は合計で約 80 万円である。 

(年収の参考: https://job.dmkt-sp.jp/jobs/13214429) 

⑥ 列車数は約 35 台である。(発着数÷2) 

 



これらの推測から、まず現状の発送トン数(120 トン)が限界値(650 トン)と比較してとて

も少ないことが分かります。そのため、鉄道輸送量が増加してもすぐさま列車台数を増やし

たり発着時間を見直す必要はありません。つまり、鉄道輸送業の成長余力が大きいと言えま

す。次に、現状の積み込み時間は 30 分ほどとなり、積み込みと積み下ろしを合わせて約 1

時間も時間がかかることが分かりました。これより、荷役時間の抑制が顧客満足に大きくつ

ながると考えられます。今後さらにモーダルシフトが加速して発送トン数が増えれば荷役

時間のボトルネック化もさらに深刻になるため、私たちのソリューションの付加価値が高

まると考えられます。最後に、現状の人件費(フォークリフトドライバーのみ)が 1日当たり

80 万円もかかっていることが分かりました。私たちのソリューションを用いればこの人件

費は 0 となるため、これは私たちのソリューションの大きな利点となります。 

以上の「コスト」、「荷役時間」の観点による比較に加えて、さらに「安全性」、「コンパク

ト性」の観点から比較をしました。 

まず「安全性」についてですが、現状のフォークリフトを用いた荷役は大変危険であると

言えます。なぜならフォークリフトを用いた荷役では、コンテナの「墜落・転落」、フォー

クリフトの「転倒」、人の操縦に起因する「巻き込み事故・激突」などの事故が起こるから

です。実際、フォークリフトによる事故の被害は年々増加しています(図 4-1)。一方で、我々

の設計したロボットはフォークリフトと比べて「非常に安全」です。まず、コンテナはロボ

ットの上面で固定されて運搬されるため、コンテナの「墜落・転落」は非常に起こりにくい

です。そしてロボットの平たい形状を考慮すると、ロボットの「転倒」は非現実的です。さ

らに、自動化システムの発達に伴って、操縦ミスによる「巻き込み事故・激突」も減少する

はずです。以上より、私たちのソリューションは既存モデルよりも安全であると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 4-1. フォークリフトによる災害(ヤマトリース公式 HPより) 

 

次に「コンパクト性」についてですが、既存の 12ft コンテナ用のフォークリフトは形状



から推測すると高さ約 3m、長さ約 4m(フォーク部分除く)、幅約 3m です(図 4-2左)。一方

私たちの設計したロボット「モデル 3」高さ 1m 未満、長さ約 2.5m、幅約 4m です(図 4-2

右)。このため、私たちの設計したロボットは占有スペースが狭く、ロボットを積み重ねた

収納も考えられます。よって「コンパクト性」の観点においても私たちのソリューションが

優位です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 4-2. 12ft コンテナ用フォークリフト(左)とモデル 3(右)の大きさの比較 

 

以上の比較をまとめたものが下の表 4-1になります。 

 

表 4-1. ソリューションと既存モデル(東京貨物ターミナル駅)の比較 

比較項目 ソリューション 既存モデル 

荷役時間(発+着) ロボット台数による 約 1時間 

人件費(リフトドライバー) 0 円 250 万円 

安全性 安全性が高い 安全性が低い 

コンパクト性 コンテナよりも小さい コンテナよりも大きい 

 

4-2. ソリューション vsスマートターミナル 

 続いて、JR貨物が構想している、「スマートターミナル」と私たちのソリューションを

比較しました。JR 貨物が掲げるスマートターミナルでは、フォークリフトが無人化し、コ

ンテナの自動搬送機が登場します(図 4-3)。しかし、私たちの設計したロボットはそれ 1台

でフォークリフトと無人搬送機の両方の機能を備えています。そのため私たちのソリュー

ションの方が初期投資が安価であると考えられます。また、コンパクト性や安全性において

も私たちのソリューションが優位であることが考えられます。なぜなら無人フォークリフ

トは有人フォークリフトと同様の機構、大きさを有しているためです。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-2. ソリューションとスマートターミナルの比較 

比較項目 ソリューション スマートターミナル 

荷役時間 ロボット台数による 無人フォークリフト台数による 

初期投資 ロボット代 

ローラーコンベア代 

無人化フォークリフト代 

自動搬送機代 

人件費 0 円 0 円 

安全性 安全性が高い 墜落・転落、転倒事故の恐れ 

コンパクト性 ロボット台数分 無人化フォークリフト台数分 

＋自動搬送機台数分 

 

以上より、「既存モデル」、「スマートターミナル」、「私たちのソリューション」を比較しま

した(表 4-3)。ただし、荷役時間はフォークリフトやロボットの台数に依存するため比較し

ていません。 

 

      表 4-3. 既存モデルとスマートターミナルとソリューションの比較 

比較項目 既存モデル スマートターミナル ソリューション 

初期投資 ————— △ 〇 

人件費 ✕ 〇 〇 

安全性 △ △ 〇 

コンパクト性 △ ✕ 〇 

 

 

 

 

図 4-3. JR 貨物の掲げる「スマートターミナル」構想(JR 貨物公式 HP より) 



4-3. 費用対効果について 

 私たちのソリューションを導入することで、1 日当たり 80 万円の人件費を抑制できるこ

とが分かりました(4-1 参照)。また、初期投資はロボットが 1 台当たり 4000 万円、ローラ

ーコンベアが列車 1 台当たり 1000 万円かかることが試算できました(3-9 参照)。これらを

用いて、当事業の費用対効果について考えました(表 4-3)。ただし、東京貨物ターミナル駅

をターゲットとして想定しました。 

 まず既存のフォークリフト 17 台(4-1 参照)をすべてロボットに置き換える場合、フォー

クリフト 1 台当たり 100 万円で売却できたとすると、費用は 3900 万円×17 台＝約 6.6 億

円となります。また列車 35 台すべてにローラーコンベアを設置した場合、その費用は 1000

万円×35 台＝3.5 億円となります。さらにトラックへのローラーコンベアの設置も同等の

費用がかかるとすると、合計の初期投資は 13.6 億円程度である考えられます。JR貨物の中

期経営計画 2023 では、2019 年~2023 年での設備投資額を 2080 億円としているため、13.6

億円という投資額は十分実現性があると思われます。一方で、ロボットの導入によってフォ

ークリフトを動かすための人件費が 0 になります。1 日あたりの人件費は 80 万円であった

ので、1 年で約 3億円のコスト軽減につながります。そして初期投資に対して採算がとれる

までの日数は、13.6 億円÷80 万円/日＝1700 日≒4 年 8カ月となります。この設備を 10年

程度用いると仮定すれば、残りの 5 年 4カ月で約 15億円の利益が見込めます。 

さらに、ロボット台数を 2 倍にして荷役時間が半分となった場合を考えてみます。荷役

時間が半分になることで、鉄道輸送にかかる時間が約 30 分短縮されます(表 4-1 参照)。こ

れによって顧客が増えて、売上高が 1%上昇したと仮定します。初期投資額は 6.6 億円増え

ますが、JR 貨物の 2020 年度の売上高は 1873 億円であるので、1%の増加でも 19 億円もの

増加につながります。列車のキャパシティにはだいぶ余裕があるため(4-1参照)、この売り

上げの上昇分はそのまま利益の増加につながると考えられます。これにより、1 年あたりの

利益上昇額は 3 億円(人件費の削減分)＋19 億円=22 億円となります。これはとても大きな

値です。以上より、私たちのソリューションの費用対効果は十分高いと考えられます。 

 

表 4-3. 東京貨物ターミナル駅でソリューションを導入した際の費用対効果の推測 

 既存のフォークリフトを

同数のロボットに置き換

えた場合 

既存のフォークリフトの 

2 倍のロボットを導入し、 

売上が 1%上昇した場合 

初期投資額 約 13.6 億円 約 20 億円 

荷役時間の変化 変化なし 半分 

1 年あたりの利益上昇額 

(初期投資額除く) 

約 3億円 約 22 億円 

採算がとれるまでの日数 約 4年 1 年以内 

 



4-4. 将来の自動車輸送との比較 

 最後に将来の自動車輸送について考察し、私たちの提案した自動化された鉄道輸送との

比較を行いました。現在、自動車業界では「電動化」と「自動化」が進んでいます。今日で

は乗用車(自家用車)の限られた範囲でしかこれらの技術は普及していませんが、今後さらに

技術が発展するとともに、商用車(トラック等)にもこの技術革新が波及するように思われま

す。トラックの電動化については、技術的な面では可能でありますが、金銭的な面で困難で

あることを背景で説明しました(2-2 参照)。今後、テクノロジーコストがどれほど削減でき

るかが、電動化トラックの普及に大きく影響します。またトラックの自動化についても、技

術的には可能であると思われます。完全な自動化運転技術(レベル 5)は 2035 年あたりから

新車に実装されると予測されています(図 4-5)。しかし自動運転技術は膨大な電力を消費す

るという課題があります。カメラやセンサー、計算処理などで多くの電力を必要とするから

です。消費電力が増大すれば当然、航続距離が低下します。街中をゆっくり走るタクシーや

バスであれば、充電を頻繁に行えるため問題はないかもしれません。私たちのビジネスプラ

ンで紹介した第 3段階(3-8参照)の自動運転区間も貨物駅-顧客間の短距離に限られるため、

大きな問題にはなりません。しかし長距離を走行するトラックとなると、やはり航続距離の

低下は大きなネックになります。しかも電動化と両立させることで、その消費電力量は途方

もなく増大してしまいます。以上の考察から、特に長距離の自動車輸送の電動化、自動化に

は困難な課題が存在することが分かります。そのため、私たちの提案する鉄道輸送の自動化

の方が、技術的及び金銭的にも優れていると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4. 自動運転車のレベル別新車販売台数の予測(PwC Strategy&、デジタル自動車レポ

ート 2020) 



5. 事業展開 

5-1. ターゲット 

 ここでは私たちのソリューションのターゲットについて説明します。私たちのソリュー

ションは、鉄道貨物駅において荷役の効率化を図るものでした。そのため、当然ターゲット

(顧客)は貨物駅の所有者となります。日本における貨物駅は、私が調査した結果すべて JR

貨物が所有していました。そのため、私たちの想定するターゲット(顧客)は日本においては

JR 貨物のみです。したがって、私たちの事業展開はまず、一部の貨物駅でのソリューショ

ンの試験的な導入から始まります。今回分析を行った東京貨物ターミナル駅は荷役線が 10

本あるため、そのうちの 1 本に試験的に導入することが最も効果を測定しやすいと思われ

ます。私たちのソリューションの効果を立証できた後は、日本全国にソリューションを拡大

していきます。同時に、海外への進出も行います。背景で述べたように、鉄道輸送は長距離

であるほど威力を発揮します。そのため、面積の小さな国内で事業展開を進めるよりも、面

積の広大な諸外国で事業を展開する方が大きな需要を獲得できます。中国やアメリカなど

の、面積が大きくかつ消費行動が活発な国がメインターゲットとなります。さらに将来的に

は、荷役ロボットのノウハウを生かして、船舶や輸送機の荷役の自動化ソリューションも提

案できたらいいと考えています。以上より、当ビジネスのターゲットは、まずは JR 貨物と

し、次いで米中の貨物駅所有企業となります(図 5-1)。 

 

図 5-1. ビジネスのターゲット 

 

5-2. 製造方法 

 私たちのビジネスプランを実行に移す場合、どうしても初期費用の大きさが課題となっ

てしまいます。ロボットを製造するためには工場が必要です。しかし工場を設立して生産方

式を整えるためには莫大な資金が必要です。そのため、初期は資金をなるべく節約するため

に、「fabrication facility less」(通称ファブレス)の製造方法を採用します(図 5-2)。ファブレ

スとはその名の通り工場を所有せずに製造を行うことです。具体的には、個々の部品を外注

します。そして組み立て工場の賃貸契約を行い、そこで部品の組み立てを行います。これに

より、工場を設立せずにロボットを製造することが可能です。資産が増え、余裕ができたら

工場を設立します。同じ製品を作り続ける以上、やはり自社工場を構えたほうが効率的だか

らです。 



 

図 5-2. ファブレスによる製造のイメージ 

 

5-3. まとめ-私たちの考える物流の未来- 

 最後に、私たちのビジネスプランについてまとめます。私は当初、「社会に優しい高効率

な物流」を目指してビジネスプランの考案に取り組みました。そして既存の輸送の大半を占

める自動車輸送が多くの課題を掲げており、私の目指す物流とかけ離れているのではない

かと考えました。そのため、鉄道へのモーダルシフトを進めることによってこの問題を解決

するという方向付けを設定しました。次に鉄道へのモーダルシフトを妨げる要因を探し、そ

の要因が貨物駅の荷役時間の長さにあることを発見しました。そこで私たちは「自動荷役ロ

ボット」を開発することでこの問題を解決し、さらに鉄道輸送の全自動化を構想するに至り

ました。 

果たしてこれで、私たちの掲げる「社会に優しい高効率な物流」にたどり着くことができ

るのでしょうか? 私たちは、私たちの提案するソリューションを用いて鉄道輸送の利用が

大幅に増大することを期待しています。しかし、背景でも述べたように鉄道輸送は短距離に

は適していません。そのため、より「社会に優しい高効率な物流」に近づくためには、距離

や地形に適した輸送方法を選択し、それぞれの輸送において全自働化を目指す必要がある

のだと思われます。つまり、「陸上短距離では自動車輸送」、「陸上長距離では鉄道輸送」、「海

を挟む輸送は船舶、航空機輸送」といったような輸送の棲み分けを最適化して、それぞれの

輸送手段を全自動化していく必要があります。当然、輸送以外にも保管・荷役・包装・流通

加工・物流情報処理も自動化し、物流全体を産業装置化することが到達点であると思います。

私たちのソリューションは、この中の特に「陸上における長距離輸送の自動化」を実現した

ものであると捉えられます。 
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