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［要約］ 

 本報告は、包装・荷造機械産業の高度化に関する調査をとりまとめたものである。 

 包装・荷造機械は近代の流通機構における商品流通の手段として、商品の包装・荷造を

おこなうために、現在あらゆる産業で利用されている。そこで顧客業界からは様々なキー

ワードが要求される。これらは中小規模の製造業の前に困難な問題として立ちはだかって

いる。このような現状において、これらの問題の解決を図るためには、各企業において多

くの情報をデータベース化して社員による共有化が必要である。                 

 また、包装・荷造機械は、多品種少量生産で、なおかつ９０％近くが受注生産によって

いるなかで、生産の合理化、効率化を促進するためにはデータベース化と利用するための

プログラムの設計開発およびＩＴ化が有効である。                       

 そこで、包装機械産業のＩＴ化を促進するため、社内データベースの構築の状況とその

利用プログラム，ＣＡＤ／ＣＡＭの利用状況、ｅコマースの利用、ＩＴと包装機械への効

果的な融合方法等について調査研究する。また、他の関連する機械産業におけるＩＴ活用

事例もあわせて調査して将来の包装機械産業でのＩＴ化の効果的な活用事例を提案するこ

とである。 

 

第１章は、本調査の背景と目的について述べている。 

本調査の背景について 

２０世紀末に急激に進展した情報技術に関するイノベーションは、２１世紀に入っても

続いており、ＩＴ化というキーワードでこの状況を語るのが普通になった。しかし、1990

年のバブル崩壊後、日本経済はまだ新しい展望をもつことができないでいる。高齢化が進
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み、2006年には、人口減少が始まると予測されている。日本の社会は今までに経験したこ

とのない段階に突入しようとしている。日本の社会や産業がこうした状況に適応できない

でいる。しかし、このような状況にあっても、日本の各産業は新技術の開発、生産工程の

革新、あるいはＩＴの利用を通じて、さらに高度な産業へと進化しようと模索している。

包装・荷造機械産業も、例外ではない。日本の包装機械産業の歴史を振り返ってみると、

第２次世界大戦後に本格的な発展を始め、1960年代の高度経済成長時代に急激に成長する

時代を味わっている。そして1973年の石油危機の時代にも、その影響をあまり大きく受け

ずに包装機械産業は成長し続けた。この間、包装機械産業は、日本経済の流通革命を支え

る技術と製品を提供してきたということができる。過去５０年間に、日本人の生活様式は

大きく変貌してきたが、その過程であまり目立たないが、包装機械産業は大きな役割を担

ってきたといえる。 

２０世紀の後半の時代を通じて、日本は経済大国となり、日本人の生活水準は急速に豊

かになり、都市だけでなく津々浦々まで日本全土における生活水準の高度化が進行した。

これを成立させたのが、日常生活用品の大量生産システムと流通ネットワークの増大であ

った。各種の食品、化学製品、医薬品、電子機器などが、増大した流通ネットワークによ

って大量に定常的に供給されるようになった。この背後には包装機械に対する要求が飛躍

的に増大している。そして、包装機械産業はこれに応えて、機械設計からコンピューター

制御にいたる様々なレベルの技術開発により新しい包装技術の開発を行ってきた。この背

景にはコンピューターの技術革新が大きな力を発揮している。 

このエレクトロニクスの技術革新の進展に伴って、包装機械産業においても情報通信技

術の利用（ＩＴ化）がすこしずつ進展し、多くの企業でパソコンの導入が行なわれるよう

になった。そして９０年代には、世界中の情報ネットワークを結びつけるインターネット・

インフラが整備され、各企業はＩＴ化による恩恵を手に入れるようになってきている。 

 

本調査研究の目的：  

 このような状況を背景にして、包装・荷造機械産業の高度化についての戦略が必要にな

っている。本調査は、包装・荷造機械産業の高度化に関して､最新の動向について調査を行

い、実際に高度化を推進するために必要な方法を検討するものである。 

まず、包装・荷造機械産業内において、どのような高度化の事例があるかを、現実に生

じているＩＴ化や技術開発の高度化の事例を通じて明らかにする。つぎに、包装機械産業

や関連する機械産業に対するヒアリングによって高度化についての進展状況を調査する。

さらに、アンケート調査により包装・荷造機械産業の関係者が､高度化について抱いている

 3 



意見を調査分析する。 

本調査研究の目的は、包装・荷造機械における高度化について最新の事例を収集し、ま

た包装・荷造機械関係者の意見をアンケートにより調査し、今後の包装・荷造機械産業の

高度化に資するものである。 

 

第２章は、包装・荷造機械産業の高度化について調査するにあたって、各委員の所属する

企業で行なわれている包装・荷造機械産業の高度化について報告している。  

 まず、情報システムの現状および目的として以下のようにまとめた。  

 情報システムの現状は失われた１２年と言われた長い景気停滞の時代を経て、多くの企

業が増益や黒字転換を果たし、成長路線に入ってきた。停滞の時代に企業は、付加価値を

生む技術力を磨き、組織再編などで、スリム化を続けた成果が、収益力の向上につながっ

てきている。この復活劇を舞台裏で支えてきたのがＩＴ（information technology；情報

技術)である。ＩＴを活用することで業務効率を高め、コストを大幅に削減し、新しいビジ

ネスモデルを創生するなど、企業改革を牽引してきた。 

 データ処理を中心に発展してきた情報処理技術が通信ネットワークと結びついてコミュ

ニケーション手段として発展し始めたことからその活用は今後も大きく拡大すると想定さ

れている。 

 そのように日本経済の復活に寄与したＩＴが産業界、特に包装機械産業でどのように使

われてきたか、新聞情報や筆者の経験をもとにバリューチェーン（value chain；価値連鎖)

に沿って纏めた。 

ＩＴ化の目的はＩＴは手書き作業を無くすことで、情報の共有化やペーパーレス化を進め、

情報の整理・保存・加工の自動化を通じて人件費削減、情報処理・伝達のスピードアップ、

情報処理精度の飛躍的向上を果たした。具体的には、パソコンは一人一台の時代になった

し、電子メールにより社員全員が、いつでも誰にでも連絡が取れるようになり、電子掲示

板の活用にて情報の共有化が進み、電子会議にて参会者が一堂に集まらなくても会議が出

来るようになってきている。 

 更に、企業（包装機械メーカーにおいても同様に）は、消費者の嗜好や要求の変化によ

り商品の多種多様化、商品サイクルの短命化、短納期化、低価格化にさらされてきている。

その様な環境のなか、企業経営はバリューチェーンの全ての段階において、情報を共有化

して、素早い判断を下し、実行に移さなければ世の中の流れに取り残される結果となって

しまう。その意味で、私たちはＩＴを使いこなし、その活用領域を拡大していくことが必

要になっている。以上の現状および目的に沿っていかの実例を掲載している。 
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 携帯電話の高度利用、包装機械の稼動状況の監視情報処理システム、営業活動における

グループウエアの利用、３次元ＣＡＤの活用、インターネットによる包装機械のメンテナ

ンス・サポートなど、ＩＴ（情報技術）の活用を中心にした内容を紹介している。  

 

第３章では、包装・荷造機械産業の高度化に関する将来の方向性を探るために、包装機

械産業だけでなく、関連する機械産業も含めて、新しい試みを行っている企業を訪問して、

その実情や展望をヒアリングした結果をとりまとめている。  

訪問した企業は、包装機械関係メーカーとしてトタニ技研工業株式会社、株式会社京都

製作所、さらに機械駆動部品のメーカーとして三木プーリ株式会社、受託包装ビジネスと

しての株式会社カナエ、ＩＣタグの開発を行っている大日本印刷株式会社、凸版印刷株式

会社、株式会社サトーである。  

 ＩＴに積極的にかかわる包装機械製造企業、あるいは高度な技術開発レベルを維持する

ために大学とのコミュニケーションをとっている企業、機械産業における先進的なＩＴ利

用モデルの例、さらには受託包装という新しいビジネスモデルへの挑戦例、また最近話題

を呼んでいるＩＣタグの利用可能性など、これからの包装・荷造機械産業にとって関心の

高いトピックスを扱っている。 

 

第４章は、包装・荷造機械産業の高度化に関するアンケート結果である。包装・荷造機械

のメーカーとユーザーに、アンケート質問票を配布して、その高度化に関する考え方を収

集している。アンケートは郵送にて調査票を送付して、メーカー１０６社、ユーザー３２

社より有効な回答を得た。これらのアンケート結果は、集計しグラフ化して分析を行なっ

ている。最終的に分析結果をまとめてみると以下のようである。 

 

１）ＩＴ機器とソフトの導入について：  

  メーカーの６０％以上が社員ひとりに１台あるいはそれ以上のパソコンを導入してい

る。また、５０％以上でグループウェアを導入し、９０％以上でＬＡＮ（有線または無

線）を導入している。このことから、ＩＴ化への設備は十分に整っているといえる。こ

れらの設備を利用し、ホームページや電子メールを有効に活用しているようである。そ

の中で導入率が低かったのはテレビ会議で約１０％であった。 

 

２）実際の利用形態：  
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  メーカーのＣＡＤの導入率は９０％以上、ＣＡＭの導入率は２０％であった。ＣＡＭ

を今後導入したいと回答した割合は２０％、導入するつもりはないと回答した割合は５

５％で、ＣＡＭの導入意欲はあまり高くないようである。 

  コンピューターによる生産管理システムの導入では、メーカーは７０％以上、ユーザ

ーは８０％以上が導入している。しかし、制御用コンピューター・ソフトの開発と利用

では、メーカーの独自ソフト利用４２％、市販ソフト利用３４％に比べて、ユーザーは

６２％がコンピューターによる管理を行っておらず、独自ソフトを利用しているのは約

１０％であった。 

  電子市場からの部品の調達はメーカー７社はすでに利用しており、３８社（３６％）

が利用を検討している。一方ユーザーは電子市場から包装・荷造機械の調達は部品と機

械との違いや、さまざまな理由が絡んでおり利用率０％、５社（１６％）が検討中、７

８％が調達するつもりはないと回答している。ユーザーは電子市場での包装・荷造機械

の調達には消極的なようである。 

  図面の電子的配送では、メーカーは６４％がユーザー宛に配送することがあると回答

しているのに対し、メーカーと配送・受信していると回答したユーザーは１９％であっ

た。 

  データベースの活用では、メーカーは７８％が利用しているが、ユーザーは２２％の

利用にとどまった。 

 

３）技術開発  

  メーカーのカスタムメイドの電子部品の利用率は１９％で、ＩＣタグのシステムの開

発を行っているのは３％、システムの検討をしているのは２１％であった。ユーザーの

ＩＣタグ利用では、システムの検討は１９％とメーカーと同様の結果となった。 

  人材育成と技術ノウハウの伝承では、メーカーおよびユーザーとも約 50％が組織的な

活動を行っている。一方、メーカーの産学共同による技術開発は２２％、ユーザーのメ

ーカーとの共同開発の実施は２８％にとどまった。 

 

４）効果と評価  

  メーカーおよびユーザーともに半数以上がＩＴの活用を推進しており、約８０％がＩ

Ｔによって企業の高度化が進むと回答している。 

 

第５章は、まとめと提言であり、本報告書に収集した情報をとりまとめ、包装・荷造産業
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界の方々が高度化を進めてゆくために重要となるポイントについて提言を行なっている。 

本調査の報告をまとめて今後の包装・荷造機械産業を高度化してゆくための具体的な提

言を記述すると以下のようになる。  

 

１）  企業活動のコミュニケーションのＩＴ化を推進する  

 今回、包装・荷造機械メーカー及び同ユーザーに対し、アンケートを行った結果、企業

活動のＩＴ化について、「推進している」「推進していきたい」を合わせて約９０％となっ

ており、さらにＩＴ化は企業の高度化が進めることができると約８０％回答していること

から、ＩＴ化の推進は包装・荷造機械産業全体としても、大いにその発展に寄与するもの

であるといえる。  

 また、企業活動のコミュニケーションにＩＴの有効な利用がありうることを、多くの企

業の事例は教えてくれる。個人の能力に負うところも大きいが、グループウエアなどのソ

フトウエアを適切に利用することによって、単純な電子メールの利用を超えた営業・設計・

製造のコミュニケーションに関して大きな可能性がひろがってくる。  

 

２）  社内の業務で扱う情報への注目  

しかし、すぐにＩＴ化と言う前にまず社内の業務で扱う情報の現状とその望ましい姿を

想像して、情報の自動収集、蓄積、再構成などＩＴを利用したら何が可能になるかを慎重

に検討する。これはＩＴ化を推進する場合の重要な第一歩になる。  

 

３）  ひとり１台のコンピューターは出発点にすぎない  

 ＩＴ化にはひとり１台のコンピューターが不可欠である。アンケート調査ではすでに社

員に１台以上のコンピューターを導入している企業は６６％に達している。これは社員の

ひとりひとりの能力を尊重し、互いに協力しあうための重要な前提であるが、これは出発

点にすぎない。  

 

４）ＣＡＤの有効利用により設計作業の高度化をはかる  

 設計作業には、ＣＡＤの利用が欠かせない。アンケートによれば９７％が何らかの形で

ＣＡＤを活用しており、現在では、包装・荷造機械産業には不可欠なものとなっており設

計図面を作成する道具として、書類にとってのワープロと同様のものになっている。ＣＡ

Ｄを他の情報、数値計算、有限要素法などほかのコンピューター・ソフトウエアと結びつ

けて、設計作業の高度化をさらにはかることができる。しかしながらＣＡＭについては同
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アンケートにおいて 55％が導入するつもりがないという結果となっている。  

 そこで、ＣＡＤ／ＣＡＭ活用企業の事例を見てみると、包装・荷造機械生産過程におい

て両システムを有効活用することにより、効率的かつ精度の高い製品設計、生産が行える

としており、また、３次元ＣＡＤ導入により、その効果は高まるとしている。  

 こうしたことから、今後の課題として、ＣＡＤを他のコンピューター・ソフトウエアと

組み合わせる等工夫し、製造段階のＣＡＭにまで結びつけることができれば、他の企業に

おいても事例にあるような効果が得られることになる。  

 

５）インターネットを活用して包装機械に新しい機能を付加する  

 ＨＰによるＰＲ的利用、または情報の収集にインターネットを利用することはすでに行

なわれている。さらに、技術開発の対象としても、遠隔地からの機械のメンテナンスなど

に利用する可能性がある。通信とコンピューター／ソフトウエアの組合せにより、これま

でになかった機能を包装機械に付加する可能性があり、積極的に開発することが望ましい。 

 

６）ＩＴ化にはセキュリテイ確保が不可欠である  

ＩＴ化を進めることはビジネスの合理化・効率化をもたらすが、同時に蓄積したデータ

ベースや機密事項のデジタル情報が簡単に引き出せるようになることを意味している。こ

の問題は簡単に解決できない厄介な問題であるが、すべきことと可能なことは多い。まず、

セキュリテイ担当者を置き、外部からのアクセスに対しては合理的なチェックがかかるよ

うにする。データベースへのアクセス可能な人間に対してはセキュリテイ教育を行い、ア

クセス制限を設けるなど情報を適切にガードする体制をつくることが重要である。  

 

７）ＩＣタグなど未来技術の利用について研究・開発を行なう  

 今後、包装・荷造機械産業の発展に寄与すると思われるものとしてＩＣタグが考えられ

る。今回、各企業に対してアンケート調査を行ったが、現時点においては、包装機械メー

カー、同ユーザーともＩＣタグについては、導入の検討も行っていない状況にある。しか

し、今回、ＩＣタグを研究している企業をヒアリングしたところ、現状ではＩＣタグの個

体価格が高価であるという最大の課題があるものの、将来的（2010 年以降）には開発が進

み、価格も下がるとして予測している。そして、その時点でのＩＣタグ個体価格に見合っ

た被貼付製品（たとえば一般的に食品より高価と思われる医薬品等）の個別管理に活用で

きる可能性を秘めており、包装・荷造機械の分野でも近い将来には密接な関係が生じる可

能性がある。 
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 ＩＣタグだけでなくこうした新規分野についても常に関心をもちつづけ、実際の製品に

結びつけてゆくことが必要である。現在において、アンケートではメーカーとユーザーと

が共同開発を行っているケースが少ないとの結果となっていることから、両者での共同開

発あるいは大学との連携を図るということも有効な技術開発を行っていく可能性を秘めて

いる。 

 そこで、こうした共同開発事業に発展させるために、包装・荷造機械産業全体として相

応のＩＴ技術を推進、保有していくことにより、連携先との有効な橋渡し手段となり得る

のではないか。 

 

８） 包装・荷造機械産業のビジネスモデルを拡大してゆく 

 包装・荷造機械産業のビジネスの領域も次第に拡大してゆくはずである。これまではこ

のような考え方は現実性が低かったが、企業を巡る環境は急激に変化しており、新しい未

知の分野へのビジネスモデル開発の試行錯誤の中からサクセスストーリーを生み出してゆ

く努力が必要である。 

 

以上のように、本報告書は、包装・荷造機械産業の高度化について、現状と可能性を調査

し、また先進事例の収集を行い、さらにアンケート調査によって包装・荷造産業に関係す

る人々の高度化に関する意識を調査分析したものである。 

 

包装・荷造機械産業に関与する人々が、包装・荷造機械の高度化を推進するために、本報

告書が役立つことを希望している。 

 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。  
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