標を掲げることが大切にな
る︒これは社内の部署や役
職で重視する指標が異なる
ため︒例えば︑営業部門は
コスト削減︑システム部門
はリスクの低さ︑財務部門
は全体の投資対効果を重視
する︒
対外的には︑荷主にも納
得してもらえるメリットを
提示する必要がある︒扱う
荷物︑事業状況にもよる
が︑﹁物流費の削減﹂﹁サービ
スレベルの向上﹂﹁品質の向
上﹂のうち︑一つは提示が
必要︒他にも複数の指標が
ある︒
どの指標も重要だが︑い
ずれの部署︑役職者も一定
の納得が得られる内容で省

し︑経過を把握するため︑ かを明らかにし︑目指す指

は 社 内 で の 目 標 を 明 確 化 ベルで改革する﹂計画なの

外的に動き出す前に︑まず にも︑最初に﹁何をどのレ

省人・自動化に向けて対 力・自動化を推進するため

合意形成重要

指標に対する

人手不足への 備え方

い︒

工︑インターネット通販の これからも劇的に下がるこ

社内で意 拡大で需要が見込まれる小 とはない︒企業ごとに物流
見が分かれ 口配送を想定した省人・自 拠点や規模︑形︑取り扱い
た場合は︑ 動化が一例だろう︒いずれ 荷物が異なり︑製造業など
まずは﹁ス もハードルは高いが︑事業 の工場向けと比べると︑同
ループット を成長させる大きな可能性 じ規格のマテハンを生産で
コストの削 を 秘 め る ︒ 実 現 に は 先 見 きる数が少なく︑マテハン
減﹂を指標 性︑新技術の吸収・応用力 メーカー側のスケールメリ
ットが得られないからだ︒
そんな中︑最近では︑高
額な機械を定額方式でレン
タル提供するサービスを展

一方で︑﹁機械を入れれば 開 す る 企 業 も 出 て き て い

有効な分配を

予算の確保と

にする︒つ が重要になる︒
まり︑荷物
一つ当たり
にかかるコ
ストの削減

ることが大事になる︒指標 なら︑定量的かつ平等な指 効果が得られる﹂という受 る︒金融サービスなどを手
け 身 の 考 え は 危 険 だ ︒﹁ 効 掛けるオリックスは︑物流
果は自ら生み出す﹂という ロボットのレンタルサービ
能動的な姿勢でないと︑機 スを市場に先駆けて展開し
械の導入が目的となり︑勘 ている︒また︑日本より省
人・自動化の市場規模が大

省人・自動化する機械の きい中国︑米国をターゲッ

省人・自動化を進める上 違いをして失敗する︒

正しく捉える

成長や変貌を

の認識が合っていないと︑ 標になる︒

計画の具体的な検討を始め

ても︑依頼するベンダーの

選定基準が定まらない︒オ

ペレーション設計時に重要

な項目意識も合わず︑計画 で︑自社の既存事業と同時

性︑変貌を正しく捉えるこ 労力がかかり︑余裕を持っ 発した製品を導入すること

が 進 展 し な い 事 態 が 起 こ に︑扱う荷主の事業の成長 導入は検討だけでも時間と トとする海外メーカーが開

る︒
実際︑筆者は過去にある ともポイント︒荷主の商品 た予算計画が必要だ︒物流 で︑費用を抑えることがで

企業の倉庫の自動化プロジ や保守品の入出庫︑管理・ 向けマテハンなどの価格が きる可能性もある︒

おおむろ・しょうじ＝２０１０年米ナショナル大

ェクトで︑何度も物流部︑ 保管業務などを省人・自動

システム部︑財務部で意見 化するだけでは︑今後の事
経営学修士︑外資系３ＰＬプロバイダーで複数の倉

２％︒このうち︑新型コ
に在宅勤務を促す取り組

比率が高く︑内勤者だけ

自宅に設置する必要があ

高スペックのパソコンを

占める開発スタッフは︑

ングを手掛ける︒

年クニエ入社︑現

職︒物流領域での業務改革やシステムコンサルティ

ィングファーム勤務を経て︑

庫の立ち上げ運営管理を経験︒後に日系コンサルテ

が 合 わ な い 光 景 を 見 て き 業で大きな成長や優位性は

例えば従来人でなければ

た︒目指すところが不明確 見いだせない︒

な場合︑それぞれの立場で

目的を果たそうとすること できなかった︑贈答品のこ

ロナの対応で初めて実施
みは﹁効率的ではない﹂

から︑衝突は避けられな ん包などの特殊な流通加

した企業は半数近い ・
り︑部署内で共有して使

統一した重要目標達成の指 標を統一してスタートさせ

クニエ
ロジスティクスグループ

大室 翔史
マネージャー

テレワークの
導入率は ％
と中部の陸運幹部︒別の

り︑これらを機械読み取りし
てネットワークに吸い上げる
ことは可能だ︒
だが﹁全てのモノをインタ
ーネットにつなぐ﹂ＩｏＴシ
ステムとしては不十分だ︒バ
ーコードに記載される情報は
﹁メーカー名︵事業者コード︶

桁＋チェッ

と商品名︵アイテムコード︶
﹂
から成るもの︵

クデジット１桁︶
が基本で︑
同
じ商品なら同じコードが貼付
されている︒そのため同じ商
品が複数個ある場合には個別
識別できない︒バーコードで

つつあるが︑次に起きるのは

化しようという動きが始まり

ネットワークでつなぎ︑効率

生産現場では設備・機器を

番号が付された材料
︵原材料︶

くりが必要となる︒個体識別

情報を貼付していく仕組みづ

で形を変えていくものに逐一

次に︑製造過程や流通過程

う特殊機器は使えなくな

来月６日までだが︑終息

は格納できる情報容量も小さ

生産・進ちょく管理・在庫管

・部品が加工工程を経て複数

陸運幹部は﹁ドライバー

る︒自宅で資料やデータ

陸運企業で

レビ会議の実施にはスマ

時期については見通しが

く︑位置情報やモノの状態に

理・納期管理などのために︑

の材料・部品に分かれたり︑

が頑張る中︑テレワーク

け︑無線や有線

便業のテレワーク導

なくとも︑在

ートフォンやウェブカメ

立っていない状況︒ワク

くはなかった︒

ざまな障壁も

関する情報は記載できない︒

モノ︵資材・仕掛かり品・製

異なる部品や材料が組み合わ

テレワークに関し︑陸

は導入しにくい﹂と話す︒ を閲覧しようと︑多くの
しながら︑徐々に終息に

入率は８・７％︒全

宅勤務の実施

ラの購入が必要となる︒

チンや特効薬の開発には

陸運企業はドライ

る装置を取り付

掛けを取り付けることは至難
の業だ︒設備・機器と違い︑
情報の貼付の段階で多くの制
約や困難が伴う︒ここではモ
ノへの情報の貼付と吸い上げ

でも既に多くの商品にバーコ

方法が現在の主流で︑わが国

取り︑システムに吸い上げる

付し︑自動または手動で読み

械読み取り可能なラベルを貼

ードやＱＲコードのような機

この手段としては︑バーコ

の課題について考えよう︒

日生ま
歳︒和歌山県出

境ロジスティクスなど

授︒専門は経営工学︑環

を経て２０１３年名誉教

教授︑環境情報学部教授

・東京都市大学︶工学部

士 ︶︒ 武 蔵 工 業 大 学 ︵ 現

身︒早大理工卒︵工学博

れ︑

９４５年６月

ますい・ただゆき＝１

が不可欠だ︒

み書きの標準化・仕組み構築

Ｔのためには︑情報貼付と読

移動・変化するモノのＩｏ

ることとしたい︒

い︒これについては別途述べ

Ｃタグだが︑まだ課題も多

る︒このように期待されるＩ

同じ商品でも識別が可能とな

いる個体番号を活用すれば︑

上︑タグそのものに振られて

取りが可能という利点がある

って透過性があり︑一括読み

待されている︒電波は光と違

タグの活用が従来期

通信を活用するＩＣ

化するために︑無線

となる︒作業を効率

読み取る作業が必要

ザー光などを当てて

ド︵ラベル︶にレー

るため︑個々にコー

学的に情報を読み取

り︒バーコードは光

上げる仕組みづく

さらに情報を吸い

付けねばならない︒

度異なる個体情報を

品になれば︑その都

さって新たな部品や仕掛かり

品︶をつなぐ動きだろう︒
ＩｏＴ︵モノのインターネ
ット化︶実現に
は︑モノに関す
る情報をどのよ
うにしてシステ
ムに吸い上げる
かが出発点だ︒
設備・機器には︑
稼働状況を感知

運企業も日本通運︑ヤマ

ィングするだけで苦労す

８％だった︒

て︑パーソル総合研究所

ト運輸︑佐川急便︑日立

人が共有フォルダに接続

日にかけ

が２万人以上に行った実

東京をはじめとする都

したり位置情報

態調査によると︑テレワ
物流︑センコー︑鴻池運

でシステムに伝

を発信したりす

ークを行っている正社員

向かわせるのではないか

送することは比

回

が︑資材・仕掛かり品・製品

第
勤務の実施を含め︑従業

は加工や組み立て︑合成・分

較的容易だ︒だ

員を守る体制整備を進め

解によって変化し︑呼称さえ

いま大事なことは在宅

との見方もある︒

るケースも想定される︒

体制整備が信

新型コロナにより経済

なければならないという

変わってしまう︒さらに流通

独自技術や

えい防止のた

に深刻な影響が出る中︑

こと︒取り組みを通じ︑

過程では︑包装やユニットロ

に対する温度

め︑セキュリ

物量がより一層落ち込む

時短など労働環境の改善

ード︵貨物を物流最適な単位

表している︒だが６

ティーの強化

公算は大きい︒一部陸運

につながるケースも出て

にまとめたもの︶の大きさや

用につながる

も必要となっ

企業では在宅勤務どころ

くるかもしれない︒持久

形も変化し︑所有者も変わる
・１％

物流業界の大半は中小零

１年以上かかるとされ︑

産業平均の

細︒ＩＣＴに詳しい人材

緊急事態宣言を数回発令

ノウハウの漏

ており︑対応

ではないとの声も聞かれ

戦も視野に入れ︑中小も

ことが多い︒従って︑これら

差はあるかも

に手間取り︑

る︒だが社会が成熟し法

できる部分から手を付け

万社ある業界全体で

自宅待機を指

令順守が叫ばれる昨今︑

ていく必要がある︒

しれない︒だ

示する企業は

万一の場合にしっかりと

見ると︑ごく少数派

増えているよ

した備えをしていたか否

が︑日ごとに

にはさまざま

うだ︒

かで︑企業の信用度に少

る︒

を大きく下回る︒７

な障壁が立ち

中小企業なら︑さらに

なからず影響を及ぼす︒

月の運輸・郵

都府県で緊急事態宣

はだかる︒ＩＣＴ︵情報

ハードルが高くなる︒ノ

〜

言が発令された翌

通信技術︶に精通してい

緊急事態宣言の期限は

例えばソフトウエア開

に乏しく︑機器をセッテ

実施にはさま

バーをはじめ︑現場

発会社︒内勤者の多くを

に前向きな企業は多

で働く従業員の構成
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万が一へ備 えも大切に

に情報収集のための装置や仕

日︑物流各社に在宅

ートパソコンに加え︑テ

と言える︒総務省の

すると回線がパンクして

合を想定した準備は必要になってきそうだ。

東京都市大学名誉教授

る企業でも一筋縄ではい

地方でも感染

市部と地方では感染者数

業に比べ内勤者の割合が低いトラック産業で在宅勤務は

増井 忠幸

勤務の有無を電話で

通信利用動向調査を

輸などは︑内勤者の在宅

ィス出勤者を最低でも７割削減するよう要請した。他産

の時

かないという︒

が広がってい

の割合は全国平均で ・

緊急事態宣言を発令した７都府県の全企業に対し、オフ

再構築

聞いたが︑在宅勤務

見ても︑２０１８年

しまう恐れも出てくる︒

３月９〜
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