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株式会社田村工機

統合型グループウェア導入で脱紙ベース
ITエンジニア目線が業務改善を成功に導く

同社規模でダンボール抜型を展開している会社は全国的にも10社に満たない

株式会社田村工機は、段ボール包装パッケージの抜型を製作する専業メーカーだ。小
規模企業が大半を占めるニッチな業界において、顧客の多様なニーズに対し、匠の技
と最新設備を強みに短納期で対応できる安定経営を実現している。同社は紙ベース運
用によるさまざまな課題を統合型グループウェアの導入で解決し、リアルタイムな情
報共有環境へと業務を刷新した。いまや『eValue NS2』は業務効率化においてなく
てはならない存在となっている。

導入の狙い
・ ペーパーレス化への移行促進
・ 設計図面の版管理と情報の共有
・ 従業員のスケジュール把握
・ モバイルの有効活用

導入システム
・ 『eValue NS 2nd Edition 総合』

導入効果
・ メールの二重対応を防止
・ 図面の版管理実現と課を跨い
だ情報共有
・ 生産工程状況・売上進捗・スケ
ジュールのリアルタイム把握
・ 生産進捗状況のモバイル確認
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【業種】製造業

【事業内容】段ボール・紙器用抜型製
造、販売

【従業員数】50名（2018年4月現在）
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■	 段ボール抜型を通して	包装業界を支える

　最近目にする機会の多い一枚の段ボー
ルを折り重ねた包装パッケージ、あらためて
その構造を見てみると複雑さに驚かされる
ことも少なくない。
　かつて精密機器や家電製品の包装に
使われる緩衝材は、発泡スチロールが一
般的であった。しかし近年では環境問題
の観点から、段ボールの包装材自体に緩
衝機能を持たせる動きが目立っている。
1969年設立の株式会社田村工機（以下、
田村工機）は、古くから包装材の主役であ
ると共に、緩衝材としての新たな役割も注
目される段ボール製包装材の「抜型」の専
門メーカーである。
　今年50期を迎えた同社の強みはその
多様性にある。国内に段ボール抜型製造
を手掛ける企業は400社近くあるが、その
大部分は家族経営の小規模企業で占め
られている。顧客のさまざまな要望に幅広
く応えられる規模の企業は、実は田村工
機を含め十社に満たない。代表取締役の
佐藤 五郎氏は同社の経営環境をこう説
明する。
　「当社の顧客は大手、準大手の段ボー
ル包装材メーカーで占められています。エ
ンドユーザーも飲料や家電をはじめとする
メーカーを中心として、農業生産者から流
通事業者まで多岐にわたるので、産業構
造の変化や景気の影響を受
けにくい安定した経営を実
現できます」
　昨今のリードタイム短縮に
伴い、すべてがオーダーメー
ドの抜型製作も短納期への
対応が求められている。しか
し、同社は既に受注から2、
3日で納品できる体制を構築
している。再生紙率を高め
てもクズが出にくい抜型の開

発要望など、技術面での課題も多いが、こ
うした顧客ニーズに一つ一つ確実に応え
てきた技術力と信頼の積み重ねが、同社
最大の強みといえる。

■	 ITによる業務効率化に向け	グループウェア導入を決断

　田村工機では、紙ベースのアナログ的
な業務が効率を下げているという課題が
あった。I T業界でエンジニアとして働い
た職歴を持ち、現在は同社のシステム管
理責任者を務める田村 力弥氏はこう振
り返る。
　「入社してまず驚いたのは、業務がすべ
て紙を前提として動いていた点でした。当
時、既に営業全員がタブレット端末を持っ
ていながら、使い道はメール確認と現場の
写真撮影程度。作業工程表や日程表など
の情報確認には、生産管理システムから
紙に出力して複合機でスキャンし、PDF化
したものをメール送信するというやり方でし
た。それを知ったときは、なんのためのタブ
レット端末なのかと首を傾げざるを得ませ
んでした」
　また、ファイルサーバーで管理されてい
た設計図面の版管理や、代表アドレスに
届いたメールへの対応方法など、情報共
有のルールが定まっていない点も問題だっ
た。それらの解決に向けて、注目したのが
グループウェアの導入である。田村氏は、
ITパートナーとして以前から取り引きのある

リコージャパンに相談して複数の製品を比
較検討した結果、求める機能すべてが備
わった統合型グループウェア『eValue NS 
2nd Edition』を選定した。
　「エンジニア時代の経験からも、グルー
プウェアを上手に運用すれば課題の多く
は解決できると考えていました。選定の際
にもっとも重視したのは使いやすさです。

『eValue NS2』のデモを見て、これであ
れば大丈夫と判断しました」
　『eValue NS2』の導入は2016年6月。
田村氏の見込み通り、多くの課題解決に
貢献している。

■	 正確な版管理と情報共有を	ドキュメント管理で実現

　『eValue NS2』による業務の改善は、さ
まざまな領域に及んでいる。ここからは、「コ
ミュニケーション」「ドキュメント管理」「ワーク
フロー」「スケジューラ」の各機能別にその
効果を見ていこう。
　「コミュニケーション」のWebメール機能
では、ステータス管理をうまく活用している。
同社では以前から全営業にメールアドレス
を配付しているが、営業代表アドレス宛に
発注メールが入ることも多い。その場合に
対応を行う営業事務スタッフの返信有無
が不明確なため、二重対応してしまったこ
とも少なくなかったという。
　「対応済みのメールを色表示すること
で、一目で判断がつき、二重対応ミスを回
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代表取締役
佐藤 五郎氏

「実は、『eValue NS2』導入がこれほ
ど大きい効果につながるとは考えてい
ませんでした。うれしい驚きですね。今
後はこの仕組みを、働き方改革という
当社が直面する課題の解決にも活用
していきたいと考えています」

システム管理責任者
田村 力弥氏

「連絡網や組織図まで含め、あらゆる
情報をポータル画面に掲示して、すぐ
見られる環境ができた意義は大きいで
す。『eValue NS2』の導入の研修は
特に行っていませんが、直感的に操
作できるので問題なく運用を開始でき
ました」



避できるようになりました。複数のスタッフに
より異なる内容の見積書が送信されるリス
クは信用問題につながるだけに、これは大
きな意味を持ちます」（佐藤氏）
　紙での掲示は禁止し、何か変更があっ
た場合はお知らせ機能で伝えている。営
業部門では掲示板を営業見込の管理に
も活用している。
　「ドキュメント管理」は、版管理をはじめと
してスムーズな情報共有のため大きな役割
を果たしている。
　「設計図面の版管理は特に問題となっ
ていました。ファイルサーバーで管理してい
る図面は、変更や修正の都度、ファイル名
の末尾にアルファベットや数字を追加して
運用していましたが、統一ルールがありま
せんでした。そのため、営業部門と製造部
門が最新版として見ている図面が違う、と
いう状況が発生することもありました。この
問題は、変更履歴の記録および最新版を
自動表示する版管理機能で解決していま
す」（田村氏）
　完成した段ボール抜型は営業が自ら納
品し、実際に加工機械に取り付けた上で
運用まで見届けている。同社では、本社
の川崎が関東全域と愛知、長野を、大阪
の事業所が関西全域をそれぞれカバーし
ている。
　「本社と大阪事業所とのコミュニケーショ
ンは電話によるやり取りに頼らざるを得な
い部分も多いため、図面の版の違いを確
認するのは困難でした。『eValue NS2 ド
キュメント管理』による版管理はこうした問
題も解決しています」（佐藤氏）
　また、課題の一つだった情報共有に
ついても改善された。これまでは部署ご
とにファイルサーバーを利用していたが、
営業は製造部門のファイルサーバーにア
クセスできないなどの制約があった。今回

『eValue NS2』導入に併せて全社共有
サーバーを新たに立ち上げると共に、「ド
キュメント管理」のアクセス権設定を活用

して利便性とセキュリティを両立した運用
が実現した。
　「『eValue NS2 ドキュメント管理』では、
ドキュメントの性格に応じて、各フォルダや
個人のアクセス権を使い分けてセキュリティ
を確保しています。これまで紙でもらう手段
しかなかった情報に、営業が直接アクセス
できるようになったことは、非常に大きなメ
リットです」（田村氏）
　「ワークフロー」は現在、有給休暇申請
と稟議書の回覧に利用している。今後は
その範囲を広げていく予定だ。
　「現在、経費処理の電子化を検討して
います。そのために必要なタイムスタンプ
サービスの運用方法や利用コストなど、解
決すべき問題がまだありますが、将来的に
はぜひ導入したいですね」（田村氏）

　「スケジューラ」も業務改善に重要な役
割を果たしている。これまで手書きのホワ
イトボードでスケジュール管理を行っていた
同社にとって、パソコンやタブレット、スマー
トフォン上で把握できるようになったことは
成果だ。
　「顧客からの電話問い合わせに対して、
担当営業の予定確認に手間取ることが
多々ありました。今では行動予定がすぐわ
かるので大変便利です。営業も製造の予
定を見て負荷状況を把握できるようになり
ました」（田村氏）
　さらに、手書きによる日報報告を「簡易日
報機能」と置き換えることで、管理業務を
大幅に省力化すると同時に、営業間の情
報共有に貢献している。
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垂木で作られた抜型。曲面に
そって切れ込みを入れ、そこに
段ボールを切り抜く刃を手作
業で打ち込んでいく



■	 残業時間などリアルタイムの	データ把握に貢献

　さらに、同社では売上や残業時間など
に関する情報を『eValue NS2』のポータル
画面上に表示することで、従業員の意識
改革に役立てている。
　「これまでは製造部門が売上データを目
にする機会は少ないため、売上に対する
意識も希薄でした。ポータルの活用はそれ
を変えることにつながります。管理職のポー
タル画面には、従業員の残業状況を掲示
して意識するよう働きかけています。勤務
実態の可視化は働き方改革の前提にもな
るだけに、今後取り組みを進める上で意味
を持つはずです」（佐藤氏）
　今回のグループウェア導入がここまで成
果をあげているのはITエンジニアのスキル
を持つ田村氏の存在が大きい。生産管理
システムの情報をリアルタイムに共有できる
ようになったこともその一つだ。
　「生産管理システムへのモバイルアクセ
スは以前からの課題でしたが、コストの問
題もあり、後手に回っていました。生産工
程表を『eValue NS2』に登録することで、
製造現場の進捗状況をどこからでも閲覧
できるようになったことは、顧客との交渉に
おいて大きな役割を果たしています。アナ
ログからデジタルへの移行に当初は抵抗

する声もありましたが、今は
『eValue NS2』がなけれ
ば仕事にならないほど定着
化しています」（佐藤氏）
　今後の課題として挙げる
のが、抜型の仕様書の完
全な電子化だ。段ボール抜
型の設計は、得意先の生
産機械と包装パッケージの
２つの仕様に対応しなけれ
ばならない。顧客別・機種
別の仕様に関する情報は
現在、紙ベースでファイリン
グしているが、対象となる版の数が膨大な
だけに管理も大変だ。こうした状況を受け、
同社は現在、納品仕様書を「ドキュメント
管理」に登録し、データベース化することに
取り組んでいる。
　「顧客名や機種名で検索すれば即座
に必要な情報が確認できる形を目指して
います。現在、タブレットは営業部門にの
み配付していますが、データベース化完成
の暁には全社員に配付し、製造現場から
も即座にアクセスできる環境を構築する予
定です」
　これまでのアナログ一辺倒な管理から、
飛躍的に業務効率化を遂げた同社は、今
後も『eValue NS2』を基盤に、直面する
課題を一つ一つ解決していく考えだ。
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株式会社OSK
マーケティング部
〒130-0013　東京都墨田区錦糸1-2-1
TEL：03-5610-1651　FAX：03-5610-1692
https://www.kk-osk.co.jp/

お問い合わせ

・会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。
・事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は取材当時のものであり、配付される時点では、変更されている可能性があることをご了承ください。
・この記載内容は2019年4月現在のものです。
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ポータル画面には常時売上情報が表示され、社員の意識改革に一役買っている

株式会社田村工機のホームページ

http://tamurakoki.jp/


