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モノを自動で保管する「自動倉庫」

便利なくらしを支える物流システム

　私たちの生活に必要な食料や飲料，薬や日用品などは，工場か
ら倉庫に集められ，近くのお店にトラックで運ばれます。このように
モノを運ぶしくみを「物流システム」といいます。
　物流システムの中でも，機械が自動でモノを保管する「自動倉庫」
は，たくさんのモノを保管できるとても大きな機械です。また，機械な
ので24時間365日，いつでも動かすことができます。必要なモノがす
ぐ手に入る，便利なくらしを支える物流システムに，村田機械株式会
社の「自動倉庫」は欠かせない機械なのです。

京都の伝統産業である西
陣織に使われるジャカード
機の製造・販売をスタート。
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1961年には，金属の塊や
板を加工する工作機械事
業をスタート。1962年に
は自動でモノを運んだり保

1972年には，日本で初めて，電話回線で
使えるファクシミリを開発しました。また，
1979年には，空気の力で糸をつなぐ「マッ
ハスプライサー」を発表し，今では世界中
の自動ワインダーに搭載されています。

1935年に西陣ジャカード機
製作所創業

工作機械，物流システムに
事業を拡大

ファクシミリ事業をスタート
マッハスプライサーを開発

村田機械株式会社
京都市伏見区竹田向代町136

「繊維機械」「ロジスティクス
＆オートメーション」「クリー
ンFA」「工作機械」「情報機
器」の分野で，世界中の工場
やオフィスで使われるさまざ
まな自動化機械を提供して
います。

　村田機械株式会社は一貫して，オートメーション（自
動化）といわれる，人がいなくてもモノをつくったり運
んだりできる機械をつくってきました。「機械にできる
ことは機械にまかせ，人は人にしかできない仕事をす
る」ということを思ってきたからです。人にしかできな
い仕事のために，安心して任せられる機械。そんな機
械をこれからもつくり続けていきます。

　私たちはこれまで，たくさんの機械をつくり，世界中
のお客さまに使っていただいています。大ヒットした
機械もありますが，それ以上に失敗作もあります。失
敗するたびに多くの人に意見を聞き，「どうしてダメ
なのか」を徹底的に考え，失敗をそのままで終わらせ
ないようにしてきました。
　うまくいかなくても，あきらめないこと。難しいけれ
ど大切なことです。若いみなさんは失敗を恐れずに
いろいろなことにチャレンジして欲しいと思います。

失敗を恐れず
チャレンジ

村田 純一会長

これからのモノづくりに向けて

村田機械株式会社の

モノづくりへの思い

人にしかできない仕事を
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実際の図書館で

使われている

自動倉庫

村田機械株式会社の
ホームページは
こちら

自動倉庫は「図書館」に似ている⁉

?

図書館にはとてもたくさんの本が
保管されていますよね。みなさん
はどうやって本を探しますか？ 
本の背表紙には記号や番号が書
かれたシールがはってあります。
図書館にずらっと並んだ本棚に
も，記号や番号がつけられていま
す。みなさんは，その記号や番号
から本のある場所を探すことがで
きます。自動倉庫も同じです。広
い倉庫の，どの棚に荷物があるか
を，コンピュータが自動倉庫に指示
します。棚の間を自由に動く事がで
きる装置（クレーン）が，棚から目当
ての荷物を運んでくれるのです。

たとえば，飲料工場では，飲み物を入れる前の空
の容器や，飲み物が入った製品を保管するのに自
動倉庫が使われます。その飲料は，物流センター
とよばれる，全国各地の工場からいろいろな飲料
や食品などを集める場所に運ばれます。物流セン
ターにはたくさんのモノが集まるので，とても大
きな自動倉庫が使われます。物流センターから，
スーパーやコンビニエンスストアに届けられて，
みなさんは飲み物を買うことができるのです。

モノがみなさんの元に届くまで
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やがて,紡績工場で使われる「自動ワインダー」などの
繊維機械が会社の主力製品となりました。
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