
日本の食品ロジを
変革してきた
低温物流の一大グループ

創立以来75年以上にわたり，顧
客と社会の期待に応えるべく，時代
のニーズに合わせて日本の食品物流
を変革してきたニチレイロジグルー
プ。前身の製氷事業から始まり，日
本初の大型冷蔵倉庫などを通じた保
管事業，冷凍食品・アイスクリームな
どの共同配送サービス，流通改革の
先駆けとなったTC（通過型物流セン
ター）事業，一企業の枠を越えた3PL
事業等，多彩な事業領域を拡大し続
ける，低温物流業界の巨人である。
中でも，㈱ニチレイロジグループ
本社業務革新推進部の指揮で取り組
む，生産性向上に向けた数々のチャ
レンジングな取り組みについては，
これまでも本誌で，トラック予約シ
ステムや無人フォークリフト等を紹
介してきた。続いて今回フォーカス
するのは，タブレットの導入❶によ
る効率化への挑戦だ。
同社グループは全国に112か所の
物流拠点を有し，保管型DC・通過
型TCの両輪でネットワークを構築。
現在，全国77か所の保管型DCを中
心として業務の効率化を推進してい
るのが業務革新推進部だ。同部が立
ち上がったのは，深刻化する人手不
足・熟練者不足時代を迎え，経験と
勘に頼らずに済む業務の確立を目指
したことがきっかけで，2016年のス
タートから５年目を迎えようとして

いる。同部の取り組みの中で，今回
のタブレット導入はどのような位置
づけにあるのか，同社業務革新推進
部長の北川倫太郎氏に伺った。
「実はこの現場のタブレット導入こ
そが“業務革新推進の１丁目１番地”
として最優先で取り組んだ課題でし
た。というのも，当社の全国事業所
では１日に22万5,000枚もの紙が出
力されており，単に紙印刷のコスト
が問題なだけでなく，紙が介在する
ことで，人間の仕事が振り回される
現状があったのです。そこで“紙に
引っ張られた仕事”をなくそうとの目

標で2016年にペーパーレス化を推進
し，第一歩としてタブレット導入に
至った経緯があります」

なるほど，同部の最初の取り組み
が，ペーパーレス化による業務効率
化を目指したタブレット導入だった
のだ。では１日に20万枚を超えるペ
ーパーが出力されることによって引
き起こされる現場の負荷とはどのよ
うなものか。
「まず入荷では，ドライバーが受
付に来ると，寄託申込書と入庫タグ
が出力されます。それをクリアファ
イルに挟んで現場に持っていき，検
品チェックして賞味期限を書き込み，
入庫タグの中から該当するものを探
して貼る。チェックが済んだ寄託申
込書を事務所に持ち帰る。それを受
け取ったスタッフは紙を見てWMS
に計上入力しチェックを経て，最後
はその紙を段ボールに入れて保管し
ているのです」と北川氏は説明する。
こうした，“紙に人間が仕事をさせ北川倫太郎氏
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られている状態”からの脱却を目指
し，最も改善効果が期待できる工程
として，入荷検品から業務のタブレ
ット化が検討された。今では全国の
施設で展開されているが，今回訪れ
た同社船橋物流センター❷は，テス
トセンター的な位置づけで早期から
取り組んできた現場の１つだという。

次に，同社グループ企業で同セン
ターの管理を受け持つ㈱ロジスティ
クス・ネットワークの船橋物流セン
ター副所長である梅戸宏一氏に聞い
てみた。
「当センターはニチレイロジグルー
プの中でも最大規模のセンターで，
設備全体での保管能力は約９万8,000
トン。ここではニチレイの冷凍食品
がメインで，大手のアイスメーカー，
大手小売業者の店舗配送，大手宅配
業者の全国仕分け業務と，４つの建
屋ごとに扱う商材が異なり，個別の
フローで稼働しています。保管のみ
でなく配送まで含めて365日，24時
間稼働しているのが大きな特徴で
す」
ニチレイロジグループの中でも最
大級の施設であれば，ペーパーレス
効果のスケールメリットも大きそう
だ。ただ，実は本当に大きな効果は，
紙の節約とは別の部分に見られたと

いう。
まず単純に，紙には紛失の
リスクがある。事務所に戻っ
て入庫計上するまでのプロセ
スで紛失してしまえば，入庫
の事実そのものが無化してし
まう。このリスクをデータ化

で回避できるようになったミス防止
効果は，労力の軽減とは違う次元で
大きかったと考えられる。

またタブレットの撮影機能で，イ
レギュラー品の画像記録等に利用す
るばかりでなく，船橋センターでは，
現場発の独自な活用法も進められて
いる。それを教えてくれたのは，船
橋物流センター冷蔵チームの有里樹
氏だ。
「導入当初，カメラ機能は破損状
況等の記録に使っていましたが，３
日も経つと『賞味期限を撮ろう』とい
う声が現場から自然に出てきたので
す。従来は製品の品名，規格，賞味
期限，個数情報等をタリーシートと
いうペーパーにすべて記入し，現物
が予定と異なっていれば修正してい
ました。これが出荷の際の出庫伝票
と異なっていたら，事務員が現場ま
で足を運んで再確認する必要があっ
たのですが，賞味期限を撮影記録す
るフローが加わったことで，事務室
に居ながらにして画面をダブルチェ
ック可能になったのです。効果の大
きさを実感しています」
こうした業務の効率化によって，
現場の人員はそのままに業務スピー
ドが向上，タブレットで現物チェッ
クした段階で入庫計上が終了するの

で，場合により夜間までかかってい
た入庫計上作業の残業が解消された
というから，働き方改革・物流ホワ
イト化にも効果は絶大だ。

パナソニックの
タフブックを400台導入し
ペーパーレス化へ

こうしてペーパーレス化を実現し
たタブレット導入だが，グループ全
体で既に400台が導入されている主
力機種となったのが，パナソニック
㈱の頑丈タブレット「タフブック」で
ある。
スケールの大きなプロジェクトに
おいて，機種選定のプロセスや考え
方はどういうものだったのか。これ
については，ニチレイロジグループ
本社の技術情報企画室マネジャーの
中島正孝氏が語ってくれた。
「従来の紙記入・手入力計上の手
法は先の説明通りですが，グループ
ではそれとは別にハンディターミナ
ルを用いて入荷検品・在庫計上する
手法も10年以上前から同時並行で進
めていました。センターごとの判断
でどちらかを選択していたのですが，
ハンディの画面は小さく，表示情報
に限りがあるので紙の併用は免れま
せん。ペーパーレス化するには表示
領域の大きなデバイスが必要だ，そ
れにはタブレットしかない，と，自然
に結論に至りました。そして『まず
やってみよう』と取り組みを始めたの
で，様々な機種を横並びで比較する
以前に，タフブックの採用を拡大し
ながら今日に至っています」

中島正孝氏梅戸宏一氏 有里 樹氏
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もちろん現実には厳しい採用条件
がある。耐温度性能と頑丈さが特に
重要だ。検品はともかく冷凍庫のピ
ッキングでは低温環境下での使用に
耐え，また現場ではありがちな床へ
の落下で壊れにくいこと，等の条件
が必須であり，基本スペックから自
然にタフブックに絞り込まれ，期待
通りの効果を発揮したことで採用拡
大が続いたようだ。

一方，タフブックのブランド内で
の機種選定にあたっては，しっかり
と現場の目を通した導入検証があっ
た。タフブックの頑丈タブレット，
頑丈ハンドヘルドの中から10，７，５
インチの３サイズを現場でテストし，
総合評価が高かった７インチに決定
したのだ。
「企画部としては，表示の大きな
10インチが支持されると想定してい
ましたが，実際の現場からは10イ
ンチは重いので腕の負担が大きく，
作業に向かないと評価されました。
現場作業員はタブレットのほか，ラ
ベル出力用プリンタとバーコードス
キャナを常に身に付けますので，表
示よりも重量の問題にシビアなのだ
と気付かされました」（中島氏）
一方の頑丈ハンドヘルドの５イン
チは「すごくいい」と「小さい」に評
価が二分されていたことと，OSが
ウインドウズモバイルで，同社選定
のミドルウェアに対応していなかっ
たことから採用が見送られ，結果と
して７インチモデルがベストバラン
スという現場の声に落ち着いた。な
お同社施設では，大半が７インチモ
デルである中，一部で10インチモデ
ルも稼働している。またロジテック
社の機種も同ソリューションで並行
して採用されているという。
グループとしては「庫内作業すべ
てのタブレット化」を目指しており，
入荷検品を皮切りに，倉庫内に積ん
でロケーションを決める倉入れ作業，
倉庫内で場所を動かす配替え，出庫
時のピッキング，最後の出荷検品と

いった機能をすべてタブレット内に
実装する準備がほぼできている。今
年度中にすべての機能が技術情報企
画部からリリースされるので，実導
入は現場の準備と調整しつつ進める
計画という。
なお現在，船橋センターではタフ
ブック40台が導入され，ニチレイ
の冷凍食品取り扱い施設と小売量販
店取り扱い施設の２つの施設で，入
荷検品と出荷ピッキングに稼働中。
4施設のうち小売量販店は，他に比
べ，総量に対して入庫するメーカー，
ベンダーの数が20倍近くと圧倒的に
多いことから，導入ターゲットに即
決したそうだ。

入荷検品とピッキングに
導入し，様々な波及効果を
確認

ではいよいよ，センターの導入現
場に足を運ぼう。まず訪れたのは，
入庫エリア❸だ。

◆入荷検品
タブレットを活用した入庫検品は，
まず入庫パレット上の段ボールケー
スのバーコードのスキャンから始ま
る❹。すると従来の紙フローでは寄
託申込書に該当するテンプレート画

面に入庫番号，品名，規格・ブラン
ド等の情報が表示される。
品名を確認してタップ❺したのち，
ケース実物の情報を目視確認して賞
味期限を入力する❻。効率化のプロ
セスに手入力するフローを盛り込ん
だのは，賞味期限の目視チェックだ
けだと，万一，重要な賞味期限情報
に誤記があり現物と異なっていた場
合に見落とされるリスクを重く見た
から。敢えて手入力の工程を追加す
ることで，クロスチェック効果を狙
ったものだ。最後に数量を入力❼す
ると，腰に下げたプリンタから入庫
タグが排出される❽ので，ケースに
張り付ける。
ちなみに，タブレットの画面イン
ターフェイスはグループ全社で完全
に共通化されているが，入庫タグに
ついては，色や文字サイズ等，各施
設の要請に合わせた特徴的なカスタ
マイズが施される。船橋センターの
場合，基本的に最も重要なロケーシ
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ョンとロットナンバーがなるべく大
きく見えるように工夫した上で，別
用途のラベルと即座に区別できるよ
う，他との被りが少ないグリーンで
縁取られ，視認性を向上させている
そうだ。
最後にケース横の賞味期限を撮影

記録❾。すると事務所でも同時に画
像データが共有され�，必要に応じ
いつでも検証可能になっている。パ
レット積載品が１アイテムであれば，
この入荷検品作業は１度で完了。入
庫作業時のタブレット画面の変遷を
まとめると図表1のようになる。紙

の介在したフローに比べて，段違い
にスムーズな工程であることが感じ
られる。

◆ピッキング
低温庫の入庫エリアと異なり，出
荷ピッキングのプロセスは，一段と

タフな環境下での作業とな
る。
作業者はまず，従来の紙の
指示書ではなく，タブレット
で指示された商品を必要個数
ピッキングするため，表示さ
れた収納ロケーションに移動
する。タブレット表示の該当
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商品を見つけたら，商品名を選択，
クリックすると詳細画面に遷移する
ので，数量確認と残数確認�。入荷
時に出力して貼られたタグのバーコ
ードをスキャンすることで，正しい
商品をピッキングしたかがデータ照
合される。正しければ確定ボタンが
表示されるのでこれをタッチし，１
工程が完了。一覧に遷移し次の指示
に取り掛かる作業の繰り返しだ。
１パレット分の出庫が終了すると，
プリンタから搬送タグが出力される。
タグには出荷先情報が記載されてお
り，これを商品に貼って階下の出荷
ゾーンへ搬送することで一連の作業
が完了する。これがタブレット化さ
れたピッキングの業務フローだ。

なお，現時点での賞味期限撮影は
予備情報としての記録の意味合いが
濃いものだが，同社ではより積極的
なデータ活用の方向性も模索してい
る。３月にはAI技術を用いて撮影画
像を処理し，OCRで文字化してタブ
レットに表示させる計画も進行中だ
という。実現すれば，一層の省力化・
効率化が見込めそうだ。

2020年度内に複数拠点で
全工程タブレット化を決定

ここまで見てきたタブレット工程
は，実働開始から２年経過したソリ
ューションでもあり，今では相当に
現場に馴染んだ工程に見受けられた。

そもそもの導入当初の現場の反応や，
体感的な評価の声はどうだったのだ
ろう。船橋物流センターのマネジャ
ー千葉勉氏が振り返ってくれた。
「導入以前は，まず膨大な商品群の
中から，今，目の前で検品している
商品のタグを，大量の束の中から探
し出す作業に時間を費やしていまし
た。１パレット分の作業が済むまで
が一苦労でしたから，時短効果と同
時に，作業の負荷も劇的に軽減され
ましたね。庫内現場の作業者はヘル
メットを被り，危険の伴う環境下に
いますので，僅かでもストレスを軽
減できる環境作りは非常に大切で
す。その意味では個々の手間が簡略
化されることは安全にも関連してい
ます。直接的ではなくても，事故が
起きやすい環境を減殺できていると
感じます」
作業の正確性向上については，ビ
フォア&アフターの詳細なデータ
こそ公表していないものの，入荷計
上されたデータを事務所で照合した
際に発覚するミス率が半減している
センターが多く，また現場作業は従
来比で３割程度の効率化が達成され
たという。さらに，何かが発生した
際に，管理者が現場に行くことなく
商品情報をチェックできるメリット
も大きく，実感として「負荷の軽減
になっている」との声が多く寄せら
れたそうだ。

※ニチレイロジグループ提供資料より本誌作成

図表1 入庫作業時のタブレット画面の変遷

❶作業者ID設定 ❷メニュー ❸入庫整理No選択 ❹商品選択

❺入荷検品
❻予定ロケ確認　❼入庫タグ再発行

※別ウインドウで立ち上げ
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「加えて当社の作業員以外にも，
タブレット化でフロー全体が時間短
縮されると，入出庫のドライバーさ
んの拘束時間も短縮される効果があ
り，結果としてストレス軽減につな
がったようです。かつての現場を行
き来するフローでは１時間近くもか
かっていたものが，今では10分程
度で済むことも多く，現場が様変わ
りしたと言えますね」

業務の周辺にまで想像以上の波及
効果があったタブレット化の取り組
み。ところで紙管理自体のコストや
負荷低減効果はどれほどだったのだ
ろうか。
「当センターの紙情報は基本的に
７年保管で，この事務所だけでも１
か月で段ボールケースにして10箱は
増えるペースでした。保管スペース
の確保が大変なうえに，重量もかさ
むので片づけるのも１日仕事です。
完全なペーパーレス化には至ってい

元々のA4より小さいので読みにく
い等々，「やりたくない理由」は次々
に出てくるそうだ。
そうした，実は深刻なヒューマン
ファクターへも，業務革新推進部は
真摯に向き合い，対策を講じてきた。
何よりも操作・取り扱いが難しくな
いこと，インターフェイスも説明不
要で使い始められることを念頭に作
り込まれている。具体的には，作業
者が戸惑わないように，画面表示�
のレイアウトが従来のペーパー�と
同じ体裁に仕上げられているのだ。
敢えて最新のソフィスティケート
された画面体裁を取り入れず，安心
して移行できる表示とすることで，
精神的な負荷の最小化を目指してい
る。
「どの現場でも，取り掛かりの最
初だけは躊躇しがちですが，タブレ
ットを使い始めて30分後には『もう
昔には戻れない』と言われます。こ
うした経験を通じて，この便利さは
圧倒的に高く評価されるものだと，
自信を持つことができました」（北川
氏）

＊
2020年，同社の業務革新の動きは，
全面タブレット化にとどまることな
く，より一層の多岐にわたって拡大
成長することになりそうだ。	 MF

ませんが，１箱でも多く減ら
せることはとても大きなメリ
ットです」と有里氏。
ニチレイロジグループ全体で見る
と，22万枚出力されていたペーパー
類は入出荷の帳票以外にも多岐にわ
たるため，劇的な減り方はしていな
いものの，導入１年で１割の削減を
達成。トータルで当初の想定目標水
準を十二分にクリアしたそうだ。
こうした取り組み全体を振り返っ
て，北川氏は語ってくれた。
「業務効率化の取り組み第１弾で
は，１年半の間に40拠点にタブレッ
トを入荷検品で導入しました。昨年
末にはその他の機能もリリースして
おり，2020年度には庫内作業すべて
を複数拠点でタブレット化する計画
です。既に新設の那覇新港センター
では全工程をタブレット化していま
すし，今後は既存拠点も順次入れ替
えを進めます」

となると，ニチレイロジグループ
にはこれから怒涛のタブレット化の
波が押し寄せることになりそうだ。
ただ現時点でタブレット未導入の現
場への新規導入に際しては，課題も
あるという。タブレット化に限らな
い話だが，作業現場は現状フローを
変えたくない傾向が強く，これが新
しい試みへのハードルとなりがち。
ポケットプリンタが出力するタグは千葉 勉氏

※タフブックの耐衝撃・耐振動・防塵・防滴・耐環境性能は，無破損・無故障を保証するものではありません。
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