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人手不足に負けるな！
老舗の伝統は
ヒトと機械の両立で残す
─ 崎陽軒シウマイ弁当「自動紐かけ機」開発裏話 ─
株式会社崎陽軒 弁当事業部 弁当調理部 部長 野村謙次さん
シウマイといえば崎陽軒。そのシウマイ弁当は日本で最も売れている駅弁とも言われ、横浜名物の一
つに数えられています。同社は関東大震災や空襲、復興などの苦楽を分かち合ってきた地元・横浜の
ファンに支えられ、昨年創業110周年を迎えました。
そんな崎陽軒では、手作り感の象徴としてシウマイ弁当を結わく
「紐かけ」が大事にされてきました。
しかし販売増と人手不足を受け、横浜工場の弁当製造ライン新設に合わせて、ヒトの手でしかできな
かった紐かけ作業を、機械で忠実に再現する試みが進んでいます。その経緯や苦労などを、中核とし
て携わる野村さんに伺いました。

企業について
企 業 名／ ㈱崎陽軒
所 在 地／ 神奈川県横浜市
創

業／ 1908年4月

事 業 内 容／ 鉄道旅客向け食料品の
製造・加工・販売など
売 上 高／ 242.8億円（2018.2）
従 業 員 数／ 1,962名（2018.3）

弁当調理部 部長 野村謙次さん

インタビュー
について
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・1999年、同社に入社。企画開発部に配属。その後、
シウマイや弁当の
製造管理に長く関わる
・2014年、開発本部R&D室に異動し、新弁当工場担当を２年半務める
・2018年より現職。現場のカイゼン案を探るべく、工場内で物思いに
耽ることが多いそう

取組みによって起きた変化
ざっくり
言うと･･･

●崎陽軒は紐をかける手の動きをできる限り再現した「紐かけ機」を開発し、
従来マンパワーで全てまかなっていた包装工程にマシンパワーを導入した
●すでに横浜工場の製造ラインでは「紐かけ機」が複数ユニット稼動してお
り、最大で工員５人分の省力化を実現している
●いまの「紐かけ機」の処理速度はベテラン工員にやや及ばないが、稼動データ
の解析を通じた性能向上は可能であり、今後本格的な実用化を進める

シウマイ弁当の紐かけ工程における実施方式の違い
製 造 プロセ ス

箱詰

炊飯
調理

ベルトコンベア上を
流れる箱に工員がお
かずを盛付ける

包装

箸とおしぼりを載せ、掛け紙を組紐で結わく

完成！
マンパワー方式
マンパワー方式

マシンパワー方式
マシンパワー方式

方式と処理能力

・専用の台に箱を積
み上げ、
１つずつ紐
をかける
・紐かけの速度は早
い人で１時間250個、
平均で150個ほど

・ヒトの 手 で 結 わく
動きを複数種類の
ハンドで再現
・経験や集中力によ
らずパフォーマンス
が安定している

１ユニット１時間

１人１時間

150〜250個
個

成果は･･･

※企業秘密のためボカしてあります

分代
替
最大5 人
人分
代替
紐かけ機

・包装プロセスは、工員の過不足と紐
かけ機の整備状況に応じて両方式を
組み合わせて処理されている
・特に繁忙期（運動会シーズンなど）
は、朝出荷分の24:00〜28:30に実
施する紐かけ作業が現場工員で処理
しきれないため非工員も手伝う状況
が発生する。紐かけ機はそうしたサ
ポート負荷の軽減に奏効している

240個
個

非工員

紐かけ機

工員
必要数

投入前
通常期

工員
投入後

必要数

投入前

投入後

繁忙期

P AGE
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取組みの内容とすすめ方
取組みの概要
と
「手作り感の維持」の両立
ねらい 「紐かけ工程の効率化」
活

動

2013年から弁当増産プロジェクトの一員として検討開始
2014年、試作機開発およびテスト
（１年間）
2017年から弁当ライン新設後の横浜工場にて
改善試験を繰り返し

体

制

紐かけ機の企画・開発については１名（野村さんのみ）
ただし機械メーカーの担当と適宜連携
新工場での導入については２名

コ スト 紐かけ機の技術開発・導入

横浜工場の弁当ライン新設を機に紐かけ
にかかる積年の課題に向き合う
イ どのような経緯で紐かけ工程の機械化に着手

されることになったのでしょう？

たからです。駅弁というと旅行者によく買われて
いる印象がありますが、シウマイ弁当は横浜に住
むお客様に沢山ご愛顧いただいています。特に古

た課題として、以前から社内で認知されていました

参ファンには手作り感のある包装を楽しみにされ

が、機械化が技術的に難しく有効策を打てずにいま

ている方も多く、私どももそれをお届けしていき

した。その一方で、シウマイ弁当の販売量は伸び続

たいですし、駅弁の文化として遺していきたい。
こ

け、製造ラインの人員だけで紐かけ工程を処理しき

れは経営理念にも通じる社員の想いなんです。外

れなくなりつつありました。さらに駅が遠く人員確

部の方にはなかなか伝わりにくい話ですが。
（笑）

てないほど踏み込んだ省人化の検討が必要になっ
たという次第です。
イ 技術的な難しさとはどんなものでしょう？
野 最大の難点は経木の折や紐などアイテムの固体

差が大きいことです。例えば折は手で作られていてど
れも微妙な違いがあります。季節によって膨張の度合
いも変わります。その違いを機械が慎重に処理でき
ないと、紐などがズレたり切れたりしてしまうんです。
イ 東京工場では以前から掛け紙に代わって、
か

ぶせ蓋にビニールの帯を巻く方式を採用していま
すが、それを横浜工場で採用しなかったのはなぜ
でしょうか？
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効率化」
と
「手作り感の維持」を両立することだっ

野 紐かけ工程の効率化は労働負荷の軽減に向け

保の難しい横浜工場の弁当ライン新設が迫り、かつ
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野 私どもが追求していたことが、
「 紐かけ工程の

（

次のページへ

）

イ →インタビュアー
野 →野村部長

取組みの内容とすすめ方
まわりの人との何気ない雑談が、ブレイク
スルーのきっかけになることも

組織のためにも自分のためにも、やりはじ
めたことはやり遂げたい

イ 具体的にはどのように検討を進められたので

イ 取り組みを進めるにあたって、
どんなことが気

しょう？

持ちの支えになりましたか？

野 リニューアルの準備事務局に携わるまで、私の

野 挑戦をしはじめたからにはちゃんとやり遂げた

担当は弁当製造の事務でした。ですが繁忙期は現場

いという気持ちが強かったです。聞いたところでは

の手が足りないため、事務の人間は本来の仕事に加

当社で機械１つにこれだけ投資した例はなかったよ

えて紐かけの手伝いもするんです。運動会のお弁当

うで、経営陣からの期待の大きさを感じましたし、そ

は当日朝に工場から出荷するため、紐かけはその前

れに応えたいとも思いました。

の深夜から未明に一斉に行われます。これがホント

あとはやはり、紐かけのお手伝いが大変だったから

大変で（笑）。ですので、準備事務局では紐かけの問

自分事としてなんとかしたいと（笑）。真夜中に４時

題をなんとかしたいと思っていましたが、技術に詳し

間半の立ち仕事を追加で連日やると疲れはかなり

いわけでもなく、さぁどうしようかなと。

溜まりますので。

イ 厳しいところからのスタートですね。
野 偶然、
「ヒモをうまく操るなら紡績かな？」と思

いたち、むかし紡績業界にいた取引先の社長に雑
談まじりに相談したところ、何人かを伝って「機械
化できる」
という長野のメーカーに行き当たりまし
た。そこと開発した試作機で、機械化の目途が立っ
たんです。
イ それで機械を導入して今に至ると。
野 いえ。
いざ本番で動かしてみると、アイテムの

個体差が想定以上で、パフォーマンスが期待通り
には出ませんでした。
１年かけてメーカーと試行錯
誤を繰り返し、ようやく今の水準まで持ってきまし
たが、100％完成とはまだ言いがたいですね。

カイゼン策 の 検討は、作業する人 の 身に
なって考えてあげることが大事

イ 生産性向上にこれから取り組もうとされている

中食事業者の方々にアドバイスを。
野 自分が一番大事にしているのは、基本通りでは

あるんですが「三現主義」です。経験論ではあります
が、現場でどうすれば改善できるかを常に考えてい
ると、専門知識に頼らずに正しい判断をするための
基準が身につくように思います。
また経営陣と現場の両方に納得のいく方策を探り
当てるには、客観的な分析だけでなく、主観的な気
付きも組み合わせることが有効だと感じています。
イ →インタビュアー
野 →野村部長

編集コメント
生産性にまつわる検討では、
「こだわりと効率のどちらを犠牲にするか？」という展開に陥ってしまい、意見
がまとまらなくことが多々あります。
しかし既存の枠にとらわれない視野で技術的な可能性を探ることで、
「両立」という第３の選択肢が生じることも。納得できる結論を得るため、知恵と人脈をフル活用してアイデ
アに磨きをかけましょう。

P AGE

40

