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ペーパーハウス社

躍進するパレット管理業の雄が
無人走行ROBO Forkで安全+効率化実現

中西金属工業・ROBO Fork 15を軸に省人化を推進
レンタルデポと並行して
販売も手がける
エコ･ロジ企業
㈱ペーパーハウス社は“エコ・ロ
ジスティクス企業のさらなる進化を
創造する。
”を企業コンセプトとす
るパレット事業の総合商社。特殊加
工紙の販売業として創業したが，シ
ュリンクする業界の流れの中で「紙
の材料である木で新しいビジネス展

れがあれば洗浄，といったメニュー

ーは，2018年末に営業開始したば

開を」模索する中で，現在の業態に

でメンテナンスを施す，レンタルデ

かりの，最新施設である椎の森（千

行き着いた。

ポとしての機能を有しています。ま

葉県袖ヶ浦市）のほか，大阪を含む

「現在の事業の柱はレンタルパレ

た木製パレットは概ね10年の寿命

４か所に展開。そのうちの３か所は

ットの請負業務で，大手レンタルパ

で入れ替えが発生しますが，その際

千葉エリアにある。

レット企業からの委託により，全国

にはパレットのメーカーとして製造

のユーザーから返却されてきた木製

販売も行っています」

「当社が請け負っているメインユ
ーザー業界である石油化学系メーカ

パレットをお預かりし，整備・保管

と紹介してくれたのは，同社事業

ーが市原など千葉県の工業エリアに

し，再びユーザーに貸し出していま

本部椎の森パレットファクトリー

集中しており，周辺の関連企業を含

す。そのため当社のパレットファク

（写真❶）の戸塚一希所長だ。現在，

め，プラスチック原材料などの輸送

トリーでは，破損があれば修理，汚

同社の運営するパレットファクトリ

に大量にパレットをご利用いただい
ていることから，その近場にファク
トリーを，というプロセスで現状の
（戸塚氏）
事業所体制になりました」
。

ファクトリーに入庫してくるパレ

1
❶椎の森パレットファクトリー外観
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戸塚氏

ットは大きく３種類だ。貸し出した

構成しており，要修理に選別された

たら再びラインに投入するといっ

ものが返ってくる①返却，全国のデ

ものは直近の修理用テーブルに送ら

た，不規則に発生するけれども欠か

ポ間での移動を経て来た②回送，全

れますが，この修理用テーブルにも

（戸塚氏）
せない作業が多いのです」
。

国のエンドユーザーまで行き着いた

選別機同様の縦横360度チェックの

そこで同ファクトリーでは，作業

後に運送会社当の手で集められてく

機構を備えています。また洗浄であ

難度，安全性，効率化メリットなど

る③回収である。相互のネットワー

れば屋外の洗浄機スペースへ移動し

の観点で，トラックからの入出庫作

ク連携によって，全国どこでも近隣

（戸塚氏）
ます」
。

業には従来通り有人フォークを充て

のデポから引き取り可能な体制とす

こうして椎の森パレットファクト

る一方，選別フロー内での移動作業

ることで，ユーザーにレンタルパレ

リーで取り扱うパレットは，１月平

には２台の無人フォークリフト，中

ットを出荷した後の管理はすべて引

均で６万枚の入出庫，約12万枚に

西金属の「ROBO Fork 15」を導入，

き継ぐ，パレチゼーションシステム

上る。その全量を１枚ずつ検品する

有人×無人フォークが協働する工程

を支えている。

業務の負荷は想像に難くない。しか

フローを構築。まずはフォークマン

同社パレットファクトリーの作業

もメインユーザーの石油化学メーカ

の負担軽減を目指すことにしたので

の流れはこうだ。まずレンタル先か

ーは365日の稼働体制。それに併せ

ある。

ら戻って来たパレットのクオリティ

るべく日曜日以外は全稼働の月〜土

実は同社袖ヶ浦パレットファクト

を選別機を用いてシビアにチェッ

体制で対応しているが，それでも多

リーではパレットの製造も行ってお

ク。問題がなければ①良品，汚れて

ければ１日にトラック40台以上の

り，既に安川電機のアームロボット

いれば②要洗浄品，破損していれば

入出庫が集中するという。波動の大

が３台も活躍している。その経験値

③要修理，また修理しても請負先企

きな状況に十分対応することは，な

を活かして選別機等のプロセスへの

業規定のクオリティに達しないと判

かなか困難なミッションだ。

ロボット導入は検討しなかったのだ

断されれば④廃棄，の４段階に仕分
けされる。因みに同社は廃棄に分類
されたパレットを自社で有価買取
し，レンタルの基準には及ばずとも

ろうか?

安全かつスピーディを狙い，
無人走行 ROBO Fork 15
導入

使用可能なレベルにまで再生し，
中古

「おっしゃる通り実際に検討した
のですが，ひび割れなど無数にある
ダメージの判断は基準も設定し辛
く，また顧客ごとに要求が異なるな

パレットとして販売することを，自

「当ファクトリーの新設にあたっ

ど，現時点ではロボットへの代替は

社事業の一環として組み込んでいる。

て目指した第一のテーマは〈省人

難しいと判断しました。それに対し

いずれにしてもこの選別の作業

化〉です。この先も人手不足がます

て“数量に応じて移す・戻す”搬送

が，同ファクトリー業務の中でも最

ます厳しくなるので，人でなくても

作業はシンプルな基準ですので，早

も重要なプロセスであり，作業者に

可能な作業は極力自動化し，機械で

（戸塚氏）
期に実現可能であろうと」
。

よる確実なチェック体制と一層の稼

はできない業務に人材を振り分ける

無人フォークリフトは現在，各メ

働効率向上が求められていた。その

必要性が高まります。そのための第

ーカーが多彩な機種展開で競い合っ

観点から，新規に立ち上げられた椎

一歩として，ここではフォークマン

ている，ホットなMHカテゴリーで

の森パレットファクトリーにおい

によるリフト作業に注目しました。

ある。導入機種をROBO Fork 15

て，選別工程および搬送，保管機能

ファクトリーではランダムな返却便

に決定したプロセスはどのようなも

を持つラインをトータルコーディネ

に対して２〜３名のフォークマンが

のだったのだろうか。

ートしたのが中西金属工業㈱だった。

１日フル稼働していますが，実はト

「従来導入機種のメーカーさんも

「中西金属さんにオーダーした選

ラックからの積み下ろし以外にも，

含めて，決定の前には多くの機種を

別機では，縦横360度回転可能な機

ファクトリーの工程間での移動が相

何社も見させていただきました。そ

構とすることで，作業者が自在にパ

当に多かったのです。選別したパレ

の中で，１つには当社がこれまでに

レット全周を目視確認でき，不良の

ットを次工程に振り分ける，返却パ

ない新しい展開を模索していたこと

有無を判断できるようになっていま

レットの量が処理スペックを上回っ

に加え，中西金属さんが自動車関連

す。作業者の判断に従ってその先の

た場合にラインから“未選品”エリ

の分野でグローバルに活躍されてい

４種類の工程へ振り分けるラインを

アに一時保管する。また余裕が出来

る実績があり，この会社なら当社の
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2
到着したパレットは有人フォークで入庫

パレットを整理して積み上げる整列機

4
導入された ROBO Fork 15

ここで縦方向に

考えました。より具体的には作業効

きちんと積み上

率の向上と安全性の維持です。この

げ ら れ（ 写 真

難しいバランスを両立していただけ

）
，２テーブ

ると期待した結果です」

ルある選別機に

末に新規稼働開始した同社最新施設
「椎の森パレットファクトリー」の
現場を見ていこう。

コンベヤで移動
する。
ここまでのラ
インで最初に登
場するのが１機

360 度チェックの選別機中

心に，中西金属
ソリューションで全体構築
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5
非稼動時は自動判断でスタンバイ

要望に応えてくれるのではないかと

以下にはこうしたプロセスで昨年

3

目のROBO Fork

6
非接触状態で充電中

15（写真）で
ある。到着した荷はすべて受け入れ

握し，一切の人手を煩わせることな

を原則としており，次々に積み込ま

くセルフで非接触充電（写真）を

選別工程のフローはまず，選別ラ

れるパレットの山がコンベヤ上の規

完了してくれる利便性が大きな特徴

インの正面入り口に到着するトラッ

定量を超えると，オーバー分のパレ

の１つだ。

クからの返却パレットの出庫，そし

ットを“未選品”エリアに一時移動。

て選別ラインへの投入は有人フォー

選別作業が進んで閾値を下回ったら

縦横360度回転の選別エリアだ。作

クリフトによる工程から始まる（写

再びラインへ再投入。ちょうど入庫

業者はエアブロアで木屑などを飛ば

真）
。一時的に入り口前に積み上

の時間帯が過ぎていたため，取材時

しながら（写真）グルリと一周を

げられたパレットは順次，選別ライ

には自動充電モードでスタンバイし

目視点検（写真），汚れや痛み具合

ンの導入部である整列機に運ばれ，

ていた（写真）。常に自機位置を把

を判断して，コントロールパネルの

2019・6

次の工程はいよいよハイライトの

7
ブロアをかけつつ回転

8
内部の劣化にも目を通して判断

9
コントロールパネルで行き先を指示

10
修理エリアにも常時作業者が

11
劣化の程度に応じて対策を判断

12
サンダーによる研磨でエッジを処理

ボタンで選別後の行き先を指示（写

が，同様のテーブル機構を備える修

リアからフォークマンがトラックへ

真）
，次のパレットに移る。冒頭

理エリア（写真）だ。劣化状況を

運び込んで一巡，というフローなの

では，保管，洗浄，修理，廃棄の４

見て，作業者が破損板の張替えや

だが，ここでも，パレットの仕上が

つに分類と紹介したが，現場では保

（写真）
，サンダーによる研磨など

りとトラックの積み込みタイミング

管はAとBの品質ランク別，またド

（写真）
，適切な手当てを施して再

がマッチしない現象は多発する。そ

ラム缶使用でオイル汚れの懸念され

び使用可能なクオリティに組み上げ

こで，保管品のラインがオーバーフ

るドラムモードと，より細かい選別

られた後，保管品エリアへ払い出さ

ローする前にコンベヤ上から一時置

判断を作業者が手際よく進め，払い

れる。

き場に移動，閾値を下回ってから再

出されていく。
選別エリアの最寄に配置されたの

基本的に使用可能コンディション

び戻す，同様の工程を担うのがもう

に仕上げられたパレットは，出庫エ

１機のROBO Fork 15。こちらは
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タイミングよく取材時に一時保管で
稼働してくれた（タイトル写真）。
洗浄に仕分けられたパレットは，
有人フォークで屋外に運び出され
（写真）
，高圧洗浄機で作業者が洗

浄する。汚れの把握やその後の乾燥
促進の観点から，洗浄作業は朝８時
から夕方６時までの間に限定される
と言う。

当面の課題はライン
スピード向上，憩いの場
には木材再利用ベンチ

13
洗浄エリアに積み上げられたパレット

取材に訪れたのは，このファクト
リーが稼働して約４か月程度のタイ
ミングだったが，その時点での評価
ポイントや課題について聞いてみた。
「当社はラインの生産数向上のた
めに，早番勤務があるのですが，そ
の人が少ない時間帯にフォークマン
を従事させる必要がなくなった効果
は大きなものでした。ROBO Fork
15が居てくれれば，ラインの作業
者のみで現場は進行できますので，
人材配置の負荷を減らせたことは確
実です。省人化効果のみでなく，安

14
敷地内の休憩スペース

全面の向上もポイントです。かつて
は単にスピードを追い求めて怪我の
発生もあったのですが，中西金属さ
んの安全面での信頼性には非常に満
足しています」
逆に，現状での課題について聞く
と，
「ラインのスピード向上」との
答えが返ってきた。現時点はフル稼
働前の調整段階としながらも，高い
安全性を維持しながら，ラインのス
ピード化を求めており，通常の入出

パレットベースで DIY されたというベンチ

荷量で，その日の入庫パレットをそ

取材を終えて，洗浄エリアに程近

ェッショナルな印象のベンチであ

の日のうちに処理しきる“在庫ゼ

い休憩スペースを訪れると（写真

る。自社で取り扱う素材は一切無駄

ロ”
，つまり「次の作業が１つも残

）
，そこには，先ほど伺ったパレ

にせず，最後まで有効に利用する。

っていない状態，これが当面目指す

ット素材をDIYで仕上げた自家製

本当の意味でサスティナブルなエコ

ゴールです」と戸塚氏は力強く語っ

ベンチが並ぶ（写真）。

ロジー指向が，何気ないベンチにも

てくれた。
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15

想像していたよりはるかにプロフ
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滲み出ていたようだ。
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