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しろ

下代 博

氏

大中吉一

本誌主幹

代表取締役社長

聞き手

いますか

の台車がそれぞれの製造装置にウエハ

を運びます。
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株式会社ダイフク
Ｈｉ ｎｉ

日 新

システムです。３割程度を占めていま
す。それに続くのが、自動車、空港関
連です。この４つの事業で売上高の大

それ以外は何でしょう

半を占めています。

―

全体では一般製造業・流通業向け

下代 洗車機、電子機器などです。

―

システム、半導体・液晶生産ライン向

ステム、空港向けシステム、洗車機、

けシステム、自動車生産ライン向けシ

エレクトロニクス技術を組み込んだシ

下代 まず挙げられるのが一般製造

㎞を超えるレールを走行する数百台

り、６００以上の工程があり、総延長

す。近年では工場の大型化が進んでお

となるウエハを搬送するシステムで

工場のクリーンルームで半導体の部材

えています。当社が扱うのは、半導体

関係で、ここ数年は確実に伸びると考

事業です。もうひとつは好調な半導体

電子機器の６部門ですね

の伸び代はどのように見ていらっしゃ

この先、ダイフクにとっての事業

ステムになっており、それらが当社売
上高の大半を占めていたこともあり、
社名表記をカタカナにすると同時に
「機工」という文字を外したのです。
そのダイフクの事業の柱はなんで

―

業・流通業向け、その中でも特に海外

メルボルン空港の自動手荷物預け機

下代 その通りです。

品自体が、もはや機械というよりは、

（株式会社ダイフク 社是）

今日の
「われ」
は
昨日の
「われ」
にあらず
明日の
「われ」
は
今日の
「われ」
にとどまるべからず
黒子から物流の中心へ

ダイフクの社名表記がカタカナに

新しい時代のダイフクのあり方

―
私が入社した翌年ですから

なったのはいつからですか
下代

―

すか

１９８４年です。大福機工株式会社か

下代 売上規模でいちばん大きいのは

売り上げ規模はどの程度ですか

一般製造業・流通業向けシステムです。

ら株式会社ダイフクに社名を変更いた

なぜカタカナになさったのでしょ

しました。

―

―

その次に大きいのは

下代 全体の４割弱程度です。

―

下代 半導体や液晶生産ライン向けの

10

う
下代 当時、多くの企業がそうであっ
たようにカタカナの方が読みやすいと
いう理由もあったのですが、当社の製

ネットスーパーの配送センター

いる迅速なモノの流れを

が、日々の生活を支えて

設備と、それを制御・管理するソフト

送、仕分・ピッキングするための機械

下代 はい、モノを効率的に保管、搬

ありがとう」という謝意を伝え、私が

下代 冒頭に、
「入社していただいて

お話をされたのでしょう

新入社員の皆さんにはどのような

陰から支えていると自負

ウエアを組み合わせて、スムーズなモ

―

しています。

ました。

会社にはいられたと思いますとお話し

言うのもおこがましいのですが、良い

直接表には出ないけ

ライフスタイルが変わりましたか

らね

―

ノの流れをつくる仕組みです。

―
れど不可欠な存在ですね
下代 当社はＢｔｏＣ企

下代 スーパーに出かけ、陳列棚から

下代 そして、我が社は「黒子」では

それは大切です

業 で は あ り ま せ ん の で、

商品を選び、レジに持って行き、代金

―

世の中では、あまり目立ちませんが、

工程間の連携ですね

あるけれど、道を歩けばそこを走って

―

を支払うまでのすべての行為を配送セ

ほとんどはダイフクの搬送システムを

個々の産業の中では欠かすことので

一度は通ってきたものであり、社会に

下代 はい、露光や洗浄などの各工程

す。その配送センターでも、今まで全

流通している多くの商品は何らかの形

いる車は、どこのメーカーであっても、

て人がやっていた保管、仕分け、梱包、

でダイフクのシステムが関与してい

ンター内でやってしまうという時代で

社会にもだいぶ認知されてきまし

す。

―
たね

下代 おっしゃるとおりで、昔は営業

クです」と社名を告げた瞬間にクスッ

ん増えていくのに、人手は減っていく。

下代 その通りです。取扱量はどんど

下代 はい、自負を持って働いていた

る。そうした形で社会に貢献している

と笑われることもありました。それほ

そうなれば自動化をするしかないとい

だきたいという思いをお伝えしまし

人手不足も大きいですね

けですね

ど、何をしている会社なのかというこ

うことなのです。

―

下代 「今日注文したものが明日届く」

とが認知されていなかったのです。こ

などで訪問した会社の受付で「ダイフ

出荷という工程の殆どをシステムが

きない存在になってきたと思っていま

的確にウエハを装置に搬送できなけれ
ば全体の流れはうまくいきません。人
間の体で言えば、 時間３６５日、臓

在です。

ということが当たり前のようになって

こ数年、人手不足などの影響で物流の

ＤＮＡを受け継いで欲しい

―

自負を持てということですね

た。

自負は自信につながりますからね

下代 それと同時に、日本初の自動倉

―

庫や無人搬送車を世に送り出したり、

たのですか

動させた世界最先端のＦＡシステムを

動倉庫と無人搬送車をコンピュータ連

初めての冷凍自動倉庫を作ったり、自

下代 ４月１日に予定通り催行いたし

開発したりと、さまざまな「初」がダ

ところで、入社式はおやりになっ

ました。

―

会社なのだとお伝えしました。

きました。ところが我々が担っている

いよいよダイフクの時代ですね

新入社員には誇りを持って
自動化や省力化が求められる中で、当

―

それが〝マテハン（マテリアルハ
ンドリング）
〟ですね

下代 頑張りたいと思っております。

―

です。

社の知名度も徐々に上がってきたよう

目立たないけれど大切な役割です

けすることになります。責任重大です。

ね

―

くなってしまい、大変なご迷惑をお掛

流通を支えるシステムが止まってしま

そこがダイフクの強みでもあるわ

やってしまうのです。

を担う高性能の装置が揃っていても、

下代 博 氏
うと、お客さまに商品をお届けできな

―

器に血液を送り続ける血管のような存

24

下代 我々は〝黒子〟と称しています
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イフクにはあります。これは先輩たち
がそうしたことに生きがいを感じ、努
力してきたということなのです。どう

お応えする「応える力」
、そして４つ

まさにトータルなのですね

目が国際競争力です。

―

下代 先ほど、モノを効率的に保管、

下代 その通りです。

計画の４つのテーマに事業領域と

４つのテーマと事業戦略

―

すべてを自社で設計・開発・製造し、

イフクはマテハンシステムのほとんど

がマテハンだとお伝えしましたが、ダ

の全てにおいてダイフクが世界で戦っ

とそれぞれの領域があるのですが、そ

体、自動車、空港、電子機器、洗車機

ける物流システムの領域、さらに半導

ありますが

しかもコントロールシステムまで自社

ていくためには、既存領域、新規領域

搬送、仕分・ピッキングする機械設備

開発しています。このような会社は、

においてグローバル化を加速させなけ

下代 コア事業である流通・生産にお

世界でも当社くらいだと思っていま

ればならないという考えです。半導体

と、ソフトウエアを組み合わせたもの

す。

バル最適地生産が進む中、自動車メー

下代 ダイフクはほとんどすべてのア

ね

ル化は推進していかなければなりませ

うなことはないのですから、グローバ

―

２つ目の収益性についてはいかが

が「標準化」
「規格化」という考え方で、

物流において、たとえ外観は違っても、
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せやるなら人のやらないこと、初めて
のものを、しかも面白く作り出したい
というＤＮＡは、新しく入社された方
たちにも受け継いでもらいたいとお話

３年後、５年後に、強力な戦力と

をさせていただきました。

―
なり、ダイフクの強みを発揮していた
だかなければなりませんね

お客さまをはじめとするステークホル

下代 もっと時間がかかるかもしれま
せんが、そういうものを目指してやっ

生産向けシステムの売上については、

そのほとんどが海外、台湾、韓国、米国、

隙がないですね
下代 お客さまの求めるものを、すべ

中国です。自動車生産ライン向けシス

―

て我々自身でコーディネートしながら

という考え方です。２つ目は、ニュー
ノーマル下における新たな価値創造、

テムでも ～ ％が海外です。グロー
み〟です。

提案できるというのがダイフクの〝強

ダーに対する提供価値を変革していく

自社開発自社生産だから
アフターサービスも万全
す。

下代 ４つあると考えています。まず、

フターサービスを社内で対応できるの

カーが日本国内だけで生産を続けるよ

物流システムのメーカーでコンサル

です。自社内で設計製造することで、

いざトラブルになっても安心です

計画のスタートはいつですか

ティングから設計、製造、アフターサー

―

下代 ２０２１年から、２０２３年ま

ビスまでのすべてを自社で行っている

でしょう

ダイフクの強みは何ですか

での３ヵ年計画です。ちょうど中間の

自信を持ってお客さまに提案させてい

ん。

期が始まったところです。

ことです。この
「トータルソリューショ

主なコンセプトを教えてください

下代 ３つあるコンセプトの１つが、

目の強みは、その製品を支える「技術

―

下代 ダイフクは長らくコストダウン

「 」です。デジタルトランスフォー

力」
、３つ目が、そうした技術力と総

とに、中期経営計画があるわけですね

そうしたダイフクの基本方針のも

ただくというのがダイフクのやり方な

メーションを推進するとともにダイフ

合力でお客さまのさまざまなニーズに

―

ン」が弊社の強みのひとつです。２つ

―

75

を推進してきました。その核となるの

ところで、現在進行形の中期経営

70
のです。

―

３つ目が持続可能な社会への貢献で

ていただきたいと願っています。

海外の食品メーカーで活躍する自動倉庫

クグループ自身の変革にも取り組み、

ＤＸ２

アップにもつながります。その考え方

ウンだけでなく、メンテナンスの効率

の共有できるものであれば、コストダ

使われているコンポーネントが自社製

いくことが大切だと思います。

それぞれがしっかりした基盤を築いて

クのＤＮＡを継承しながら、各地区で

ナンスの強化が求められます。ダイフ

も進めてきましたから、グループガバ

７割以上が海外ですので、海外との往

３０００人ほどで、社員数から見ても

で１万２０００人に対して、日本人は

は驚きました。社員数もグループ全体

感染症のパンデミックが始まったとき

を拡大していくことで、これまで事あ

下代 お客さまへの提供価値を変革す

リモートワークを積極的に活用した

だと思いました。しかし、全社的に

来を絶たれてしまうのは致命的なこと

るとともに、社会インフラを担う企業

ことで、国内での会議や打ち合わせだ

最後にブランドとありますが

コストを抑えた生産が可能になってき
として仕組みを強化します。そして、

けでなく、海外とのコミュニケーショ

―

ています。その分、ダイフクの収益性

社員意識を変革してグローバルベース

ンも従来以上に頻繁に行える状況にな

るごとに新規に開発していたものを

は高まってきていると思います。もち

での企業カルチャーの醸成をおこない

「標準化」
「規格化」することで、より

ろん品質は大切ですから、これまでと

りました。それこそ設計者は、最後の

すことにもつながりますね

リモートで指示を出し、少々時間がか

と思い込んでいましたが、一生懸命に

仕上げに現地に行かなければならない

ぎた後もさらに増えていくように感じ

ステムが活躍する場は、コロナ禍が過

業態も普及しています。ダイフクのシ

ました。ネットスーパーという新しい

それは社員の〝やる気〟を引き出

下代 はい、社員ひとりひとりと交流

かってもなんとかできるようになった

ます。

するようにしています。

―

ます。

同等あるいはそれ以上のものをより低
コストで生産することが可能になって

製品の開発における大きな要素で

きたということです。

―
すね

のです。オンラインコミュニケーショ
ンのおかげで、逆に交流頻度は上がっ

しましたが

社長が現場に来ると現場は強くな

りますね

たように感じます。今後もグループ全

下代 昨年改定しました。新しい経

―

と呼んでいますが、同じ製品を製造す

下代 お盆や正月など、お客さまが工

体のデジタル化を推進して生産性を高

経営理念が新しくなったとお聞き

るのに、設計段階からボルト・ナット

場を稼働させていない時期に、メンテ

営理念「モノを動かし、心を動かす。
」

―

の本数に至るまで、どうやったら部品

め、事業間連携でグループ競争力を強

造をめざし、持続可能な社会の実現へ

ナンスやシステムの入れ替えなどを実

点数を減らせるか、より単純化して同

コロナ禍の中でも成長が期待でき

の貢献に向けてサステナビリティ経営

シンプルで良い経営理念ですね。

今日はありがとうございました

―

す。

ますね

さらに推進され、現場での〝密〟を避

を推進していきたいと考えておりま

―

のもと、心豊かに生きられる社会の創
施するのですが、その際に行われる安

り現場を回るようにしています。

全パトロールには、私自身もできる限

３つ目は経営基盤ですが、そのポ

じ性能を引き出せるかに挑んでいるの

―

です。

化していきたいと考えます。

下代 私たちは〝コストダウン開発〟

ダイフクのマザー工場・滋賀事業所

下代 コロナ禍によって〝自動化〟が
をお聞かせください

けるという考え方が定着し、Ｅコマー

最後にコロナ禍における企業戦略

下代 なんといっても経営基盤で最も

下代 当社の場合、売上の７割近くが

ス市場がいっそう拡大することになり

―

大切なのは「人」です。さらに世界中

海外ですので、新型コロナウイルス

イントはどこにありますか

に拠点ができており、積極的にＭ＆Ａ
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