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3 倍以上の生産性向上と 3 年以内の投資回収を実現
ギークプラスのロボット物流ソリューションに脚光

再設定や拡張が容易な
自動搬送車を製造・販売

ギークプラスは、
中国・北京で『Ｅ

ＶＥ（イブ）
』シリーズという物流

ギークプラス社が、日本市場に本

ロボットの製 造・販 売 を手がける

ーン製造最大手のＤＪＩ、中国最

％）ま

台以上のＥＶＥシリーズを導入し

ている。

の割合は ％（同 ％）に増加する」

気テープなどに沿って走行するのに

一般的なＡＧＶが床に敷設された磁

搬送車（ＡＧＶ）である。しかし、

ＥＶＥシリーズは、いわゆる自動

と記されており、少子高齢化にと

対し、ＥＶＥシリーズは床面に等

から現在位置を認識しながら、シ

間隔に貼りつけられたＱＲコード

これを受けて、にわかに脚光を

動するため、ルート設定の自由度

ステムによって指示された場所へ移

がえる。

今回取材したギークプラスの『ロ

を容易に変更することができる。

が高いうえに、システム上でルート

浴びているのが「物流ロボット」だ。

ボット物流ソリューション』にも問
い合わせが殺到している。
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物流崩壊が叫ばれて久しい。

その要因として広く知られてい

しかし、実 は「 倉 庫 の 人 手 不 足 」

るのが「ドライバー不足」である。

月に

も深刻で、補修部品販売事業者も
頭を悩ませている。
帝国データバンクが昨年

格参入するために２０１７年８月

実施した「人手不足に対する企業

の動向調査」によると、運輸・倉

に設立した日本法人である。

によると、ギークプラス社は２０

代表取締役社長の佐藤智裕さん

庫では７割を超える企業が「正社

１５年 創 業のスタートアップ企業

員 が不 足 し ている 」 と 回 答 し た。

ながら、国 際 物流のＤＨＬやドロ

・５％）を大きく上回る

とともに、１年前より６・９ポイ

平均（

ポイ

ントも高まっている。また、国土

大のＥＣサイト「天猫」を展開す

ント、２年前との比較では

交通省が２００９年にとりまとめ

％（産業全体は

代以上の高年層

名だたる企業に、すでに４０００

るアリババをはじめとする世界の
報告書」には、
「倉庫業における

た「物流施設における労働力調査

０年に

代以下の若年層の割合は、２０３
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もなう人手不足の影響が早期に及

で減少し、逆に
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ぶであろう業種であることがうか
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ズの新商品として発売された「Ｓ

さらに、昨 年 夏にＥＶＥシリー
ＥＶＥシリーズが脚 光を浴びてい

いなければ事業者は生き残れない。

グ効 率が１８０〜２５０ピースに

ースだった１時間当たりのピッキン

人に代わってロボットが商品を

最大 名のピッキング要員が
４名に！人件費を大幅削減

高まったという。

るのはそのためだ。

を確認しながら最適なルートを走
探すことで生産性が大幅に向上

らレーザーセンサーで周囲の状況

ＬＡＭ型」に至っては、ロボット自

行するため、ＱＲコードの設置を
しかし、佐藤社長が「我々が提

る「ピッキングシステム」
、主に製

にとどまらない。

た格好だが、導入効果はそれだけ

SYSTEM

ROBOT

ト物流ソリューション』にこそ同社

足対策をはじめとする、物流業界

生産性向上やコスト削減、人手不

グシステムが最も普及している。

システム」があり、現在、ピッキン

分けの需要に応える「ソーティング

ングシステム」
、宅配荷物の高速仕

ことで、最大 名で行っていたピッ

庫 内の人の移動」が不要になった

７〜８割を占めると言われる「倉

初導入したのは、商品撮影から通

このピッキングシステムを日本で

効 果は莫 大 だ。また、アッカ・イ

ようになったのである。コスト削減

ングステーション要員で対応できる

ンターナショナルでは余った 名を

販 物流まで、大 手アパレルブラン

ドのＥＣサイトの運用サービスを

他の業務に充てたように、人手不

台 と 棚 ８ ０ ０ 台、

わって行っていた入荷・出荷・棚卸

入。それまで人が倉庫内を歩きま

ワーキングステーション４基 を 導

ッチパネルディスプレイに、商 品

キングステーションに設置されたタ

上も見 逃せないメリットだ。ワー

作業者は素早く確実にピッキング

名や数量などの情報に加え、その

ピ

商品が棚のどこに保 管されている
〜

作業を、ロボットが作業者の待機

このほか、ピッキングの精 度 向

られる。

効活用も導入効果のひとつに挙げ

足が深刻化している折、人材の有
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しているワーキングステーションま

に、ロボット

にある物流拠点の一角（８００坪）

２０１７年８月、千葉県印西市

ンターナショナルだ。

ワンストップで手がけるアッカ・イ

具体的には、人に代わってロボッ

キング作業が、最 大４名のワーキ

20

トが倉庫内を棚を持って動きまわ
人に代わってロボットが倉庫内を棚を持って動きまわるピッ
キングシステムは、入荷・出荷・棚卸作業の生産性を飛躍的
に向上させる。

の真価がある。

が抱える課題を解決する『ロボッ

ピッキングにかかる作業時間の

実に４倍以上も生産性が向上し

物流業界を取り巻く環境変化は
供しているのは物流ロボットではな

造工場においてより高度な製造ラ

含め、床面の工事は一切不要だ。
目覚ましく、それに対応するフレ

インの自動化を支援する「ムービ

!!

く、ロボットを活用した物流ソリ

20

ューションである」と語るように、

佐藤 智裕さん
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かがわかりやすく表示されるため、
ムに切り替えたことで、
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で棚を搬 送するピッキングシステ
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代表取締役社長

キシビリティ（柔 軟性）を備 えて

ギークプラスのロボット物流ソリューション

最新鋭の自動倉庫を見る !!
セーフシステムが作動するため、ヒ

ピッキングできないようにフェイル

を取り違えた場合は、次の商品を

することができる。しかも、商品

インターナショナルが 導 入したの

ＥＶＥ１０００の３機種で、アッカ・

主にＥＶＥ５００、ＥＶＥ８００、

キングシステムで使用されるのは、

費のみならず、光熱費も大幅削減

で済むため、コストに関しては人件

倉庫内の照明や空調が必要最小限

でも１億５０００万円程度である。

設置にかかる工事費を含めた総額

が見込まれることから、初期投資

初期の研究開発費の回収も終えて

０００ 台 以 上の販 売 実 績 が あ り、

０坪 以上の倉 庫で、ピッキングに

グシステムを例に挙 げれば、４０

ルに限ったことではない。ピッキン

これはアッカ・インターナショナ

は２〜３年で回収可能な計算だ。

の１から半分程度に抑 えられてい

いるため、日本では競 合品の３分

ーズの価格は、すでに全世界で４

佐藤社長によると、ＥＶＥシリ

もＥＶＥ８００である。

』

ューマンエラーに起因する誤出庫や
誤入庫はほぼなくなったという。

３倍以上の生産性向上と
３年以内の投資回収が可能
ＥＶＥシリーズは、
『ＥＶＥ

名以上を擁している事業者であ

れば、３倍以上の生産性向上と３

ロボット費用を現在の人件費で回収する

たい（見学ツアーは同社ホームペー

ぜひ自分の目で確認していただき

るので、興 味のある読 者の方々は

位 置 づけ、見 学ツアーを行ってい

ソリューションのショールーム」と

ナルの物流拠 点を「ロボット物流

イアントのアッカ・インターナショ

同社では、日本 導入第一号クラ

に値する。

同 社のピッキングシステムは必見

性が高く、低コストで導入可能な

省人化は喫緊の課題であり、柔軟

人手不足対策として倉庫の自動化・

ピッキングシステムの導入メリット（一例）

ジより申し込み可能）
。
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る。ＥＶＥ８００を例に挙 げると
「１年間にかかる倉庫要員１名分の

年以内の投資回収を実現するのが、

同社のロボット物流ソリューション
のビジネスモデルである。

この条件を満たす補修部品販売

事業者は決して多くない。しかし、

投資回収が非常に速い

平均 年程度で
投資の回収が可能

倍～ 倍

作業効率

％は歩行作業

～

ピッキング作業の

『ＥＶＥ１００』
『ＥＶＥ５００』
『Ｅ
ＶＥ８００』
『ＥＶＥ１０００』の

ョナルがピッキングシステムの導入

そのため、アッカ・インターナシ

人件費とほぼ同等」だという。

最大１０００㎏の荷物を積んだま

用やワーキングステーションなどの

に投じた費用は、システムの設計費

数字は最大積載重量を表しており、

５機種がラインアップされている。

ま、秒速１ｍ（無負荷時は秒速１・

ピッキングシステムを日本で初導入したアッカ・インターナ
ショナルの物流拠点。ギークプラスのホームページ
（https://
www.geekplus.jp/）から見学の申し込みが可能だ。

５ｍ）の高 速移 動が可 能だ。ピッ

ワーキングステーションに設置されたタッチパネルディスプ
レイの指示に従って作業するだけなので、ヒューマンエラー
はほぼ皆無になる。
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ロボットが作業者の待機しているワーキングステーションま
で棚を搬送するため、生産性向上に加え、倉庫要員も大幅
削減が可能だ。

