
生
い の ち

命の恵みを見つめ、お客様の声に耳を傾け、高品質
で付加価値の高い食肉や加工品をお届けすることは、
ニッポンハムグループの使命です。私たちは 、国内外
の農場や工場で生産・飼育・処理・加工を行い 、荷
受・物流までをカバーする独自の「バーティカル・イン
テグレーションシステム」を構築し、国内販売シェア
20％（自社調べ）の食肉を供給しています。また、食の
多様化やライフスタイルの変化に合わせた新たな食の
カテゴリー を創出し、未来の食料確保と、楽しく健や
かなくらしに貢献していきます。

バーティカル・インテグレーションシステム

処理・加工

調達

バリューチェーン全体を
カバーする
独自のシステムで、
高品質で付加価値の
高い食品を
お届けしています。

特集 :持続可能なバーティカル・インテグレーションシステムの構築を目指して

関連するステー クホルダー

　国内外の自社グループ農場で牛・
豚・鶏を飼育し、安全・安心な食肉を
生産しています。

　処理・加工・出荷までを効率的に行
い、鮮度の高い食肉を迅速かつ安定的
に供給しています。

　安全・安心な商品をお届けするため
に、サプライヤーと強固な関係を築い
ています。

 農家

詳しくはP.22 詳しくはP.28

詳しくはP.29

 従業員

生産・飼育
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特集: 持続可能なバーティカル・インテグレーションシステムの構築を目指して

荷受・物流 マーケティング・販売製造

開発

量販店・外食店

品質保証

特集 :持続可能なバーティカル・インテグレーションシステムの構築を目指して

関連するステー クホルダー

　処理・加工拠点や製造拠点と販売
拠点を結ぶ、効率的な供給体制を構築
しています。

　多様なお客様の要望にきめ細かく対
応する営業体制を構築しています。

　安全で美味しい商品の安定供給と、
食品ロスや省人化など社会の課題の解
決にも取り組んでいます。

　ライフスタイルの多様化など社会の
変化に合わせた商品開発を行ってい
ます。

　求められる商品をスピーディーかつ
安定的に提供しています。

 サプライヤー  物流業者  お客様

詳しくはP.32

詳しくはP.30

詳しくはP.33

詳しくはP.34 詳しくはP.35 詳しくはP.35

　安全で美味しい商品をお届けするた
めに外部認証取得を推進し品質管理を
徹底しています。

 従業員
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生産・飼育

リスク・機会

 牛肉需要の増加
 気候変動による需給バランスへ
の影響

強み

 自社牧場でブランド牛を肥育
 疾病が蔓延しにくい豪州随一の
広大な牧場
 処理・加工に及ぶバリュー
チェーンを構築

バーティカル・インテグレーションシステム

牛：豪州ワイアラ牧場

ワイアラビーフ年間出荷量

約12 万頭
（2020年3月期実績）

年間豪州処理頭数

約44 万頭
（2020年3月期実績）

当社グループは、オーストラリアにおいて、自社牧場におけるブランド牛の肥
育に加え 、グループ外からの生体の仕入れ 、処理、加工を手がけ、日本のみ
ならず世界中へ輸出を行っています。世界的に牛肉需要が高まる中、私たち
はバリューチェーンの強化・拡充を図ることで、牛肉および加工品の安定供
給に貢献していきます。

広大なワイアラ牧場で牛を肥育
　当社グループが日本で販売するブラン
ド牛肉「大麦牛」などは、すべて豪州東北
部のクイーンズランド州ダーリング・ダウ
ン地方のワイアラ牧場で肥育されていま
す。ワイアラ牧場は総面積6,000ヘク
タール、JR山手線の内側とほぼ同じ面積
の広大な牧場は、単一の牧場としては豪
州最大規模であり、飼料の生産コストが

抑えられることや、牛の疾病が蔓延しにく
いことが強みとなっています。ワイアラ牧
場では、常時、現地の農家から仕入れた
牛を約5万頭肥育しています。
　豪州牛肉事業においては、干ばつや
洪水等の気候変動によって安定した牛
供給が課題となっています。ここワイア
ラ牧場は、ニューサウスウェールズ州と
クイーンズランド州の境で畜産や農耕の
盛んな地域の中心に位置しており、季節
や気候の変動に応じて北部・南部からの
牛や飼料の調達を臨機応変に行える優
位性を持っています。肥育事業は、穀物
肥育を行うことによってさらに牛肉の旨
味を増す効果があることに加えて、季節
や気候変動による牛の集荷難の影響を
最小限とすることができます。それによ
り、安定した品質や安定供給が可能とな
ります。生産農家との良好な関係構築の
ために、生産者との間で牛の健康状態や
飼料に関する情報をフィードバックする
など、バリューチェーン全体における生
産性改善に努めています。
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ワイアラ牧場
ジェネラル・マネージャー

トニー・フィッツジェラルド

特集: 持続可能なバーティカル・インテグレーションシステムの構築を目指して

「大麦牛」などブランド牛肉の取り組み
を拡大していきます。
　ワイアラ牧場は、豪州におけるブランド牛
に関する先駆者であり、「大麦牛」は、その成
功の証です。1997年に肥育を開始した「大
麦牛」をはじめ、「アンガスリザーブ」「ワイル
ドリバーズワギュウ」「オーキープレミアムワ
ギュウ」といったプレミアムブランドの育成
を通じ、多くのノウハウを蓄積しました。そ
の結果、これらのブランド牛肉は多くの賞を
獲得してきました。2020年にも「ブリスベ
ン・ロイヤル・ショー」のブランド牛肉部門で

「アンガスリザーブ」の金賞をはじめ、多くの
賞を受賞しました。
　世界中で牛肉の消費が拡大しており、消
費者の関心も高まっていることから、ブラン
ド牛肉は豪州の産業にとっても重要性が高
まっています。「ジャパン・クオリティ」への
高評価を背景に、今後は日本および国内だ
けでなく、他の国や地域の市場への展開も
図っていきます。

自社飼料工場での飼料配合に
よる高品質な肉の生産
　ワイアラ牧場では、約6カ月の肥育で、
優れた肉質の牛に仕上げています。牛は
成長に合わせて飼料の配合を変えていく
必要があり、適切に配合した飼料を与え
ることにより、肉質のコントロールや増
体率の改善が可能になります。安全な飼
料を供給できることはワイアラ牧場の大
きな強みであり、独自の穀物ブレンドに
よって肥育・商品化された牛肉は、豪州
国内でのコンテストで多数の賞を受賞す
るなど、市場でのブランド価値向上につ
ながっています。
　2020年には、飼料の品質向上と効
率化を図るためにアップグレードした飼
料工場の稼働を開始しました。新工場
は、能力や製造ラインの自動制御性能を
向上させ、穀物のエネルギーを効率よく
肥育に利用することが可能となります。
また効率性を追求した設計となってお
り、従業員や給餌車両の作業動線を簡
素化し、作業負担軽減にもつながってい
ます。

水リスクへの対応
　ワイアラの肥育事業におきましては、
牛の飲用水の十分な確保は必要不可欠
なものです。飼料の自給率向上のための
耕作用水源確保も欠かせないものとなっ
ており、新たな井戸を追加掘削すること
により水源確保を確実に行っています。
　また、昨今の干ばつ等の影響もあり、
政府が設ける取水割り当てがますます厳
しくなってきています。肥育場から発生
する排水を肥料として効率良く耕作に利
用する対応を積極的に行い、水の循環利
用の取り組みを進めています。

アニマルウェルフェアの取り組み
　ワイアラ牧場では、囲いの中につくった
シェード（日よけ）で強い紫外線を遮り、牛
のストレスを軽減しています。また、アニ
マルウェルフェアについての責任を果たす

ため、専任のトレーナーが従業員に対し
て継続的に教育を実施しています。また、
専任のAWO（Animal Welfare Officer）
による牧場の実務監視に加え、定期的な
内部監査も実施しています。

垂直統合による強靭な 
バリューチェーンの構築と 
自動化による生産効率化
　豪州における牛肉事業の強みは、ワイ
アラ牧場での生産工程とオーキービーフ
エキスポートの処理工程を垂直統合して
いることにあります。これにより、牛肉の
安定供給が行えるだけでなく、ブランド
牛肉のトレーサビリティも担保されてい
ます。
　オーキービーフエキスポートでは、 
ワイアラ牧場から受け入れる年間15万
頭の牛に加え、周辺農家からも牛の生体
を仕入れており、牧場や農家からの出荷
予定に合わせて、適切なオペレーション
を行うことで、生産性の向上に努めてい
ます。また今後は工場内におきまして自
動化を進めており、例えば大手ハンバー
ガーチェーンのお得意先様へは一定の
赤身率の挽材の供給が可能です。更に
冷蔵庫の自動管理システムの導入によ
り、省エネ・省人化を図っています。

従業員への取り組み
　飼料工場や処理工場は、大型の設備
も多いことから、労働安全衛生に積極的
に取り組んでいます。現場の従業員の意
識啓発に加え、工場や本社部門からベテ
ラン従業員や設備に関する知見の豊富
な従業員を派遣し、設備改善などのため
のチェックを行っています。

　また、雇用に関しては、地元採用を積
極的に行った結果、地域住民の5分の1
をワイアラ牧場で雇用しています。

地域社会との関わり
　ワイアラ牧場やオーキービーフエキス
ポートでは、一次産業の労働人口減少
が進む中、農家との連携強化や、若手人
材の確保に向けたイベントを開催してい
ます。農家との連携強化は牛の安定的な
仕入れにつながります。また、地元の高
校生に向けた工場見学や出前授業など
を通じて畜産業のイメージアップを図る
ことで、次世代育成や雇用創出につなげ
ています。
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生産・飼育

バーティカル・インテグレーションシステム

豚：インターファームグループ

リスク・機会

 豚肉需要の増加
 国内畜産農家の減少
 疾病の蔓延
 飼料価格の高騰

強み

 自社農場でブランド豚を肥育
 国内最大規模の養豚事業者
 豚の健康・品質管理の徹底

国内出荷量

約64 万頭
（2020年3月期実績）

インターファームグループは、国内最大規模の養豚事業者として、年間約64
万頭の豚を出荷しています。お客様の嗜好に合わせて、飼料配合や品種改良
を行うことで、「麦小町®」や「けんこう豚」などのブランド豚肉の開発につな
げています。

インターファーム
　インターファームグループは、イン
ターファーム（株）を中心に全国26農場
（直営）を展開しており、各農場におい
て、母豚の生産から交配・分娩、育成、
肥育まで一貫して手がけています。

してから次の豚を迎え入れる徹底した衛
生管理を行っています。また、豚の健康
管理のために豚舎内の空調制御を行うだ
けでなく、農場内に病気を持ち込まない
よう、従業員はシャワーを浴び、関係車
両は洗浄してから入場します。

臭気管理の徹底
　近隣住民の方々への配慮と法令遵守
の観点から、堆肥場の周辺に機械により
消臭剤を散布するなど、徹底した臭気管
理を行っています。

豚の排せつ物をリサイクル利用
（水リスクへの対応）
　農場より出た糞尿は、一部は排水処
理施設にて関係する法令や規制の基準
内で適切に処理しています。
　また、一部は発酵分解を行い堆肥や
肥料になります。養分バランスに優れた
堆肥や肥料は、有機肥料の需要の高まり
とともに、地元農家の方々の土作りにも
貢献しています。
　さらに、現在、一部の農場にて、RO膜
（逆浸透膜）処理による水の再利用につ
いても計画しています。

徹底した衛生管理による 
高品質な豚の生産
　豚の生産には約180日を必要とします
が、成長段階によって快適な環境が異な
り、成長に合わせて引っ越しをさせる必
要があります。インターファームグループ
では、引っ越した後の部屋を水洗・消毒
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助川　慎
日本ハム（株）中央研究所
研究員

特集: 持続可能なバーティカル・インテグレーションシステムの構築を目指して

アニマルウェルフェアの 
取り組み
　大切に育てた豚に、ストレスを与えず
処理・加工するため、日本フードパッ
カー（株）を中心とする処理工場には係
留所を設けています。

帯広畜産大学との連携による
次世代人財育成支援
　当社グループは、次世代の人財育成
や畜産業の振興に向けて、帯広畜産大学
と2017年12月に包括連携協定を締結
し、2018年より同大学の学生や教員向
けの実地研修と大学での講義を行ってい
ます。インターファーム（株）の農場、日
本フードパッカー（株）の処理ライン、日
本ホワイトファーム（株）の農場・処理ラ
インなど一連の仕事の流れを見学する実
習プログラムを年1回行っています。動
物の健康管理・防疫・食品衛生の現場
を体験する研修を行うことで、畜産業の
将来を担う人財に、大学の講義では得ら
れない学びの場を提供しています。より
現場に近い目線で研修を行うことによっ
て、次世代の人財育成・畜産業の振興
に貢献していきます。

スマート養豚

・ 少人数で生産性の高い農場の実現に
向けて

　 当 社 グ ループ は、2018年12月、AI・
IoTを活用した「スマート養豚プロジェク
ト」をスタートしました。当プロジェクトは、
日本ハム（株）中央研究所とIT戦略部が主体
となり、インターファーム（株）が飼育ノウハ
ウと実証実験の場を提供し、（株）NTTデー
タSBCが豚舎にカメラやセンサーを設置す
るとともに情報収集システムを構築、（株）
NTTデータがシステムから得られたビッグ
データの分析とAI画像診断プログラムの開
発を担っています。
　経験者の高齢化による離職や、限られた時
間で多くの豚の世話をしなくてはならない状
況が発生している中、インターファーム（株）
の養豚場をフィールドに、少人数で生産性の
高い農場運営の実現を目指していきます。

・ ベテラン飼育員のノウハウをAIに 
学ばせる

　現在、インターファーム（株）の中でも生
産性が非常に高く、経験豊富なベテラン飼
育員のいる農場において、AIにベテランの
ノウハウを学習させています。例えば、飼育
員が「この豚は調子が悪そうだ」と判断した
際に、AIも同じように判定ができているか

といったことを確認しながら、AIの精度を
高めています。AIによる自動判定の精度が
高まることで、経験の浅い飼育者でも見逃
しが減り、細やかな飼育管理が可能になる
と期待しています。このように、スマート養
豚システムを活用し、効率的かつ正確に豚
の健康状態を把握したり、飼育環境が適切
に保たれているかを確認することで、従業
員の労務負担軽減、農場の働き方改革につ
ながると考えています。

・ 今後はグループでの活用とともに 
畜産業の活性化にも貢献

　スマート養豚システムは、2021年度中
の実用化を目標にしていますが、すべての
農場に一斉に導入するのではなく、高い効
果が見込めるところから優先順位を付けて
展開する予定です。当プロジェクトによって
得られた知見を当社グループの養豚事業に
活かし、効率性、生産性の向上につなげま
す。また、当社グループだけでなく、スマー
ト養豚のパッケージ化により、将来的には
社外販売を目指しており、畜産業全体の活
性化にも貢献していきます。

実習プログラム例（2日間）

インターファーム ・ 農場見学
・ 尿処理施設見学

日本フードパッカー ・ 処理ライン見学
・ DVD鑑賞および工場見学

日本ホワイトファーム ・ 製造ライン見学
・ DVD鑑賞および工場見学

インターファーム（株）農場見学の様子
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生産・飼育

リスク・機会

 鶏肉需要の増加
 国内畜産業における人手不足
 疾病の蔓延
 飼料価格の高騰

強み

 自社農場でブランド鶏を肥育
 国内最大規模の養鶏事業者
 鶏の健康・品質管理の徹底
 全国5カ所で事業展開

バーティカル・インテグレーションシステム

鶏：日本ホワイトファームグループ

国内出荷量

約7,200 万羽
（2020年3月期実績）

「桜姫®」出荷量

約2,700 万羽
（2020年3月期実績）

日本ホワイトファームグループは、国内最大規模の養鶏事業者として、年間約
7,200万羽の鶏を出荷しています。自社農場で健康な親鶏を飼育し、その親
鶏が産んだ種卵を健康なひよこにかえし、衛生環境が保たれた農場で飼育す
ることで、「桜姫®」などのブランド鶏肉をお届けしています。

日本ホワイトファームグループ
　日本ホワイトファームグループでは、北
海道、青森県、山形県、新潟県、宮崎県
で、それぞれの土地の風土に合わせて鶏
を育てながら、積極的にオリジナルブラン
ド商品を生み出してきました。「桜姫®」
は、透明感のある桜色で、鶏独特の臭み
が少なく、一般の鶏肉に比べてビタミン

鶏出荷羽数と桜姫®の出荷羽数
（千羽）

80,000

20,000

40,000

60,000

16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

32%
36%

39% 38%38%

0

 桜姫®の出荷羽数 
 桜姫®比率（生産ベース）（％）
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特集: 持続可能なバーティカル・インテグレーションシステムの構築を目指して

Eが3倍以上※含まれています。また、知
床半島を間近に臨む流氷の地で育った
「知床どり」、成長段階に合わせたオリジ
ナル配合の飼料で育てた「ホワイトチキ
ン」など、いずれもお客様から好評をい
ただいています。
　農場においては、衛生環境への配慮
は生産性の向上にもつながることから、
農場ごとに一斉に雛を受け入れ、一斉に
出荷を行う「オールイン・オールアウト」
方式を採用しています。日本ホワイト
ファームグループでは、発育ステージに
合わせて換気や温湿度をきめ細かに調
節することにより、育成率、個体重を改
善するとともに、1kg当たりの生産コス
トの低減を図りました。
　約48日間の飼育期間をかけて大切に
育てられた鶏は、ストレスがかからない
ようにして処理工場に届けられています。
※ 日本食品標準成分表2015数値比較

水リスクへの対応
　日本ホワイトファームグループの各農
場・工場では、主に地下水を使用してお
り、異常気象による渇水や濁り水などの
リスクが存在します。そのため、貯水槽
を設置するとともに、濾過装置、オゾン
殺菌器等を設置し、水質の安全性を確
保しています。また、全社で節水に努め、
オーバーフロー水の再利用など、水使用
量の削減を心がけています。

鶏の排せつ物をリサイクル利用
　日本ホワイトファームグループでは、
2004年に施行された家畜排せつ物法を
契機に鶏ふんの利用に努めてきました。
養鶏事業における鶏ふん処理は、事業を
継続する上で取り組まなければならな
い大きな課題の1つです。
　鶏ふんの利用方法に堆肥化が挙げら
れます。そのために各事業所で環境プラ
ント等を整備し堆肥の製造に努めてきま
した。その中で、北海道のような大規模
農業が整備されているようなエリアでは、
堆肥を利用する循環型農業に活用され
ています。

　また宮崎県では、県内の養鶏農家、農
業組合法人、企業との共同出資により、
日本初の鶏ふんバイオマス発電事業者と
なるみやざきバイオマスリサイクル（株）
を2003年に設立しました。同社の発電
能力は7万6,662MWh／年であり、こ
れは一般家庭約2万軒分の電力消費量
に相当します。日本ホワイトファーム
（株）宮崎生産部の契約農場から発生す
る年間約4万3,000トンの鶏ふんの約
90％は焼却され、バイオマス発電に利用
されています。

労働安全衛生
　畜産業における人手不足の解消が課
題となる中、日本ホワイトファームグルー
プでは労働安全衛生方針を策定するとと
もに、毎月、安全衛生委員会と労働安全
マネジメント委員会を開催し、安全で働
きやすい職場づくりを進めています。

鶏ふんを焼却するボイラーの焼却能力は
1日当たり440t

知床生産部
知床食品工場

東北生産部
東北食品工場

ニイブロ（株）

札幌生産部
札幌食品工場

宮崎生産部
宮崎食品工場

国内の生産拠点・処理拠点 （2020 年4月1日現在）

日本ホワイトファームグループ

インターファームグループ
日本フードパッカーグループ

（参考）

は、日本ホワイトファームグループの拠点
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処理・加工 安全・安心なお肉をお届け

豚処理数

約162 万頭
（2020年3月期実績）

バーティカル・インテグレーションシステム

豚や鶏の処理・加工を自社グループで行うことにより、非可食部分も最大限
に有効利用することができ、また、ニーズが高いマーケットへタイミングよ
く供給できます。大切に育てた生

い の ち

命の恵みを余すことなく活用するとともに、
市場の変化に強いビジネスモデルの構築を進めています。

鮮度の高い鶏肉を提供
　日本ホワイトファームグループの農場
から工場に届けられた鶏は、1羽当たり
約70分というスピードで処理・加工さ
れ、グループの物流網を経て、鮮度を
保ったまま店頭に並べられます。

自動化による省人化
　日本ホワイトファームグループの工場
では、処理・加工において人手不足の解
消が課題となっていることから、機械化
による省人化を推進しています。具体的
には、鶏肉の処理工程で脱骨機を導入し
ており、導入当初は歩留り等で課題があ
りましたが、改良を重ねることで生産性
を高めることができています。

省資源化と食品ロス削減の 
取り組み
　国産鶏肉「桜姫®」は、産地パックでも
お届けしています。産地パックとは、新
鮮な鶏肉を産地で処理加工しパックした
商品で、量販店などでトレーに入れ替え
る手間も省け、包装資材が少なくできる
ため環境負荷の低減が図れます。

　また、豚肉では、2019年9月より全
量を真空包装に切り替えました。これに
より賞味期限が約2週間延び、食品ロス
の削減にもつながっています。

生
い の ち

命の恵みを最大限に活用
　豚肉の処理加工プロセスで生まれると
んこつやその後の加工処理を経て作られ
るコラーゲンなどは、ラーメンのスープ
やたれなどのエキス調味料やサプリメン
トの材料として活用しています。また、鶏
の処理加工プロセスで生まれる鶏ガラな
どから、ラーメンのスープ、たれやソース
のエキスなどの調味料を製造しています。

環境負荷低減の取り組み
　日本フードパッカー（株）青森工場で
は、製造数量が増大する中、A重油から
LNGへの燃料転換と高効率ボイラーへ
の交換により、昨年度比で年間627トン
（約6％）のCO2排出量削減を図りまし
た。また、水使用量原単位についても、
洗車場での使用量の見直しや配管の漏
水確認を行い、約10％の改善につなげ
ました。
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特集: 持続可能なバーティカル・インテグレーションシステムの構築を目指して

調達 CSR調達の推進

バーティカル・インテグレーションシステム

当社グループは 、主原材、資材、包材等を納入いただくサプライヤーとの強
固な関係を構築し、外部環境の変化に強いバリューチェーンを実現すること
により、食品メーカーとしての供給責任を果たしていきます。

CSR調達方針
　当社グループは、サプライヤーとの信
頼関係を構築し、調達を通じて社会的責
任を果たしていくため、2017年に「ニッ
ポンハムグループCSR調達方針」を制
定しています。

CSR調達の進捗
・サプライヤーとの連携
　当社グループは、2018年度より、国
内の主原料サプライヤーに当社グループ
の取り組みをご理解・ご協力いただくこ
とを目的にCSR調達の取り組みを開始
しました。方針を説明するとともに、法
令・社会規範の遵守、商品・サービスの
品質・安全性、人権の尊重、労働安全
衛生、環境保全に関するセルフチェック
シートに回答いただき、特に人権・労
働、環境、腐敗防止の観点において課題
が発見された場合は、ヒアリングや改善
の依頼を行っています。国内の主原料サ
プライヤー（仕入金額の80％に相当）の
調査は2019年度に完了しており、
2020年度は、国内の包材・副資材のサ
プライヤー、および海外の主原料・包
材・副資材サプライヤー（ともに仕入金
額の60％に相当）の調査を実施する予定
です。このような取り組みは、CSRに対
する意識の共有と強固な関係構築につ
ながっています。

「ニッポンハムグループCSR調達方針」 
https://www.nipponham.co.jp/csr/human/supply_chain/WEB

・RSPOへの加盟
　当社グループは、2020年8月、
RSPO（持続可能なパーム油のための
円卓会議）に加盟しました。2030年ま
でに持続可能なパーム油の調達比率を
100％にするという目標を達成し、社会
からの要請に応えていきます。

・MSC／ASC認証取得
　水産加工事業においては、一部の主原
料においてMSC（Marine Stewardship 
Counci l：海洋管理協議会）／ASC
（Aquaculture Stewardship Council：
水産養殖管理協議会）認証を取得してお
り、今後は認証商材の取り扱いを拡大し
ていきます。2019年度は、MSC認証商
品として帆立貝柱約8トン、甘海老尾付
約16トン、ASC認証商品としてバナメイ
エビ頭肉付約10トンを販売しました。

・FSC認証紙の拡大
　「彩りキッチン」シリーズ、宝幸ベビー
チーズなどにFSC（Forest Stewardship 
Council®）認証紙を使用しており、今後は
ギフト商品のパッケージなどにも拡大して
いきます。

調達力
 国産鶏肉の「桜姫®」や豪州産牛肉

「大麦牛」は、当社グループのインテグ
レーションを活用した食肉ブランドです。
また当社グループは、自社インテグレー
ション以外にも社外からの調達ルートを
確保しています。
　具体的には海外パッカーとの戦略的
パートナーシップを強化することにより、
長期安定的仕入によるコスト削減や、当
社オリジナル規格品の開発を進めていま
す。それは当社グループが取り扱う食肉
の豊富なラインアップに現れています。
近年は海外から抗生物質、成長ホルモン
剤不使用や、飼料にもこだわり生産され
た食肉の輸入・販売にも注力していま
す。このようなブランディングや規格づく
りは、パートナーとの長年の信頼関係が
あって初めて成り立ちます。
　このコロナ禍においても、世界的に調
達不安が増す中で、このような取り組み
が当社グループの安定供給につながった
と考えています。
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開発

バーティカル・インテグレーションシステム

お客様視点の商品開発

食物アレルギー対応商品

27 品目
（2020年3月期実績）

健康志向に対応した 
アイテム数

 14 品目

デリ商品 5 品目

乳製品 5 品目
（2020年3月期実績）

ハム・
ソーセージ

当社グループは 、お客様の声を聴くとともに、食やライフスタイルの変化を 
捉えることで、新商品の開発や既存商品の改善などにつなげています。また、
食物アレルギー対応商品や若手社員のアイデアを活かした商品等を開発し、
さまざまなお客様の期待に応えることで、新たな顧客の獲得につなげていき
ます。

お客様の声を商品開発に 
活かす
・食卓予報
　ライフスタイル研究室では、「社会環
境」や「生活者の意識」等の変化が影響を
及ぼす「食卓」について調査しています。
　その食卓の市場規模や、ターゲットが
求める価値などを「食卓予報」としてグ
ループ内で共有し、重点的に取り組むべ
き領域と位置づけ、商品開発や販促活動
との連動を進めてきました。
　2020年春は、「人生100年時代」、
「スマートフォンの普及」、「共働き世帯
の増加」、「男性の生涯未婚率の増加と
単身世帯の増加」、「異常気象の日常化」
等による「食卓」の変化に対応した新商
品を発表しました。

・奥様重役会
　当社グループでは、1969年から独自
の消費者モニター制度「奥様重役会」を
開催しています。奥様重役会は、一般公
募で選ばれた食に関心のある20代以上
の女性で構成されており、商品検討会、
工場見学などで意見交換を行い、商品
の改善や開発に活かしています。

・お客様志向の実現
　当社グループは、お客様の声を「聴く」
「知る」「活かす」サイクルを回し、お客様
満足度の向上と、商品・サービスの改
善につなげています。寄せられたお客様
の声は、「シャウエッセン®」のレンジ調
理解禁や、羽根付き餃子の作り方の簡
便化、ラベル表示の改善などに活かされ
ています。

奥様重役会の様子
（2019年10月実施）
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食物アレルギーへの対応
　当社グループは、1996年にいち早く
食物アレルギーの研究を開始しました。
きっかけはお客様相談窓口に届いた「食
物アレルギーの子どもでも安心して食べ
られる製品を開発してください」という
一人のお客様の声でした。1997年には
食物アレルギーの原因となる特定原材
料※を使用しないソーセージを開発し、
現在は “食物アレルギーの方もそのご家
族もみんなで同じメニューを楽しんでい
ただきたい”という想いのもと、「みんな
の食卓®」シリーズとして、ハム・ソー
セージ、ハンバーグ、米粉パンなどの幅
広い商品を提供しています。2019年は、
災害用備蓄やイベントなど外出先への持
ち運びが可能な、常温で賞味期間が1年
間のハンバーグとミートボールを発売し
ました。今後もお客様の声に応え、商品
開発を進めていきます。
※  特定原材料7品目： 1997年当時は卵・乳・小
麦・そば・落花生の5品目。現在はえび・かにが
追加になり7品目。

若手社員のアイデアを活かした
商品開発
　当社グループでは、「従業員が生き生
きと活躍できる職場」づくりの一環とし
て、若手社員のアイデアを活かした商品
開発を積極的に進めており、加工事業本
部では、各工場、研究所の若手社員が、
現状にしばられることのない新しい発想
やアイデアの商品を提案する「若手新商
品提案会」を実施しています。
　2020年展示会新商品として「ワンレ
ン」を発売しましたが、これは、スマート

フォンを見ながら片手（ワンハンド）で食
事をする若者や、レンジでの簡単調理（レ
ンチン）で食事を済ませる単身者が増え
てきていることを背景に「若手新商品提
案会」のアイデアから生まれた商品です。
　2020年7月13日に当社東京支社に
て、第3回の若手新商品提案会を実施し
ました。今年は新型コロナの影響で、参
加者25名中、22名が各工場や研究所
からのリモート参加となりました。今回
は、2020年4月より加工事業本部に仲
間入りした乳製品・水産事業部と日本
ピュアフード（株）の開発者も参加し、総
参加人数は過去最高となりました。いず
れの提案もウィズ・コロナの消費者のラ
イフスタイル・食スタイルの変化を捉え
たタイムリーな内容で、若手ならではの
新しいアイデア満載の提案会となりまし
た。今後、各社、各工場で具体的な商品
化に向けてさらなるブラッシュアップに
取り組みます。

植物由来の「NatuMeat」を
発売
　食の多様化が進む中、2020年3月、植
物由来の原料を使用した「NatuMeat（ナ
チュミート）」を発売しました。NatuMeat

は、肉の代わりに大豆やこんにゃくなど
を使用し、肉の食感・風味を再現したシ
リーズで、「ハムタイプ」「ソーセージタ
イプ」「ハンバーグ」「キーマカレー」
「ミートボールタイプ」の5商品を展開し
ています。今後も、食肉加工で培ってき
たノウハウを活かし、プラントベースミー
トのおいしさを追求していきます。

培養肉の研究開発
　食肉の消費が世界的に拡大する中、
当社グループは、将来にわたって動物性
たんぱく質の供給責任を果たしていくた
め、培養した動物細胞を食品製造に活用
する技術を開発しています。その一環と
して、2019年、細胞培養のベンチャー
企業であるインテグリカルチャー（株）と
培養肉に関する共同研究を開始しまし
た。また、中央研究所では、培養方法や
細胞の品質など、効率よく増やすための
技術課題に取り組んでいます。先にはコ
ストや味など難しい課題も待ち受けてい
ますが、それらを乗り越えてお客様にこ
れまでにない新しい食を提案したいと考
えています。

若手新商品提案会の様子
（2020年はリモートで実施）
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製造
安全・安心と社会課題解決の�
両立を目指す製造拠点

バーティカル・インテグレーションシステム

当社グループは、国内外93の製造拠点で、ハム・ソーセージ、加工食品、水
産加工品、乳酸菌飲料・乳製品などの製造を行っています。各製造拠点では、
安全・安心を徹底的に追求しているほか、食品ロス削減やプラスチック削減
などの取り組みを進めています。

AIによる省人化
　人手不足の解消が課題となる中、職
人技をAIに学ばせる取り組みを進めて
います。例えば、「シャウエッセン®」の
形状・色調不良や、骨付フライドチキン 
「チキチキボーン®」の骨が折れていない
かをAIによって判断できるようにするこ
とで、安全・安心を確保しながら、省人
化を図っていきます。

包材資材の有効活用
　海洋プラスチック問題がクローズアッ
プされ、また、小売店などでレジ袋の有
料化が進められるなど、プラスチックの
削減が社会課題となる中、当社グルー
プは、プラスチックが原料となるパッ
ケージに使用する包材や資材の削減と

コスト削減の両立に向けて取り組
んでいます。例えば、

ピザのトレーの形状を変更し四隅のプラ
スチックを削減することにより、お客様
の負担やコストアップにならないよう環
境負荷低減を図っています。

SDGs勉強会
　当社グループでは、工場ごとにSDGs
（持続可能な開発目標）の取り組み目標
を設定するとともに、情報の共有化など
を図っています。2019年8月、日本ハム
食品（株）関東プラントにおいて開催され
た第2回目SDGs合同発表会には、日本
ハム食品（株）、東北日本ハム（株）、日本
ハム惣菜（株）、日本ハムファクトリー
（株）の4社4工場が参加し、SDGsと関
連付けた商品開発、環境負荷低減、働き
がいのある職場づくり、地域貢献活動な
どに関する報告を行いました。

トレーのプラスチック重量を47％軽量化※

※ 当社従来品比（2012年度）

食品ロス削減
　当社グループでは、食品ロスの削減に
向けて、発生源の特定に取り組んできま
した。その結果、原料の配合ミスや異物
混入などのヒューマンエラーと、製販の
連携がうまくいかないことによる過剰生
産や在庫の滞留によって廃棄が発生して
いるケースが多いことがわかりました。
現在、製造および営業現場の意識啓発
を進めたことで、ある工場では、約20％
のロスを削減できており、今後はさらな
る原因の分析と、製販の連携強化に向け
たルールづくりを進めていきます。
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小出　倫
日本ハム北海道ファクトリー（株）

異物検査機器専門技術認定者

特集: 持続可能なバーティカル・インテグレーションシステムの構築を目指して

品質保証
お客様に安全・安心をお届けする�
品質保証体制

バーティカル・インテグレーションシステム

食品メーカーとして「品質No.1経営」を実現し、お客様に満足いただくため
には、安全で安心な食品をお届けする社会的責任を果たすことが大前提とな
ります。そのため当社グループでは 、「安全審査」「品質監査」「安全検査」を
強化するとともに、基盤となる「人財育成」に取り組んでいます。

安全審査
　商品の発売前に、原材料から最終商
品までの安全性について、製品表示・規
格の法令などの審査を行います。これら
の厳しい審査を通してお客様に安全・安
心な商品をお届けしています。

品質監査
　ニッポンハムグループの品質保証担当
者が連携し、国内外の生産地・製造工
場・営業拠点で品質にかかわる項目を
チェックすることで、原材料・製品の製
品環境や品質保証体制などが適正であ
るかを確認しています。

安全検査
　原材料および商品に対して、微生物や
残留農薬・アレルゲン混入に関する検査
を行っています。
　また、当社グループ品質保証規程
に即し、適切に作業が行われてい
ることを日々検査しています。

トレーサビリティの 
実現
　ニッポンハムグループで
は、商品情報管理システム
（以下、誠実くん®）を整備し、
すべての商品に関する原材
料、配合や包材等の情報を登
録しています。現場の日々の製
造記録類と併せてトレース（追

安全審査
発売前に原材料から商品までの 

安全性確認と
表示・規格の確認・審査

品質監査
商品が適切な環境で 
製造されているかの 
確認と評価

安全検査
商品や原材料に対する 

検査体制

人財育成
確かな品質をつくるための 

人財育成

＜2019年度�認定者の声＞
　今後は後進の育成に力を入れていくこと
はもちろんのこと、メーカーや専門技術認
定者同士のネットワークを大切にし、品質
保証活動の強化を通じてニッポンハムグ
ループのレベルアップに貢献したいと思い
ます。

跡）体制を構築し、精度やスピードも含
めた検証を定期的に実施しています。こ
れにより、製造工場と連携し迅速に必要
情報を収集することができます。

専門技術認定者の育成
　知識習得のためのeラーニングから基
礎集合研修、専門技術認定試験とレベ
ルアップしていく教育体系を構築し、当
社グループの品質保証を担うプロフェッ
ショナルの育成に取り組んでいます。専
門技術認定者には、知識や技術だけでな
く、リーダーシップや問題解決力も求め
られます。彼らは所属部門での活動だけ
でなく、基礎集合研修の社内講師や専門
技術認定試験の試験官も務めています。
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荷受・物流
DXによる作業の効率化と環境負荷低減
を両立する荷受・物流体制

バーティカル・インテグレーションシステム

当社グループの食肉事業本部の物流事業は 、関東および関西に国内最大級
の冷蔵・冷凍保管設備を持つ日本物流センター（株）と、全国の販売会社へ配
送を行う日本チルド物流（株）が担っています。また、加工事業本部の物流事
業は、倉庫業務を日本デイリーネット（株）、配送業務を日本ルートサービス

（株）が担っています。

エネルギー管理・気候変動対策
　食肉や加工品を商品ごとに最適な温
度帯で管理・配送できるよう、日本物流
センター（株）、日本デイリーネット（株）
ともに、さまざまな温度帯での冷蔵・冷
凍管理に対応しています。
　日本物流センター（株）では、気候変
動への対応およびオゾン層破壊防止の
観点から、アンモニアを冷媒とする冷却
システムを導入しているほか、関東およ
び関西の倉庫棟屋上に太陽光発電シス
テムを設置するなど、積極的に環境保全
に取り組んでいます。

デジタル技術による倉庫業務
の効率化
　日本物流センター（株）では、バー
コード入出庫システムの導入により、正
確な在庫管理・出荷につなげています。
また、日本デイリーネット（株）では、
ピッキングから仕分け完了までの進捗管
理をリアルタイムで行えるシステムを運
用し、スピーディーで正確な仕分けを実
現しています。

ドライバーの労働安全衛生
　日本チルド物流（株）では、ドライ
バーの安全確保に向けて、各拠点ご
と年3回、事故防止会議を開催する
とともに、シミュレーターを使用し
たドライバーの適性検査を毎年実施
しています。また、日本ルートサービ
ス（株）では、従業員全員を対象とし

た安全講習会を定期的に開催しているほ
か、運行の安全確保に向けて出庫前・帰
庫後のドライバーの健康状態の確認・ア
ルコールチェックを行っています。

配送の環境負荷低減
　日本チルド物流（株）では、配送の環
境負荷低減に向けて、エコカーやハイブ
リッド車への転換、より効率的な配送
ルートへの見直しを図っています。日本
ルートサービス（株）では、従業員全員を
対象としたエコドライブ講習を開催して
います。
　また、日本チルド物流（株）、日本ルー
トサービス（株）ともに、さまざまなお客
様の輸送コストと環境負荷の低減に向け
て、冷蔵・冷凍食品の共同配送サービス
を提供しています。

　名古屋エリアの保管容量の課題解決に向
けて、2020年6月、名古屋第二センターが
稼働を開始しました。チルド・冷凍食品合わ
せて約2,500枚のパレットを保管できる自
動倉庫を備え、保管効率の向上と従業員の
作業負担軽減を図っています。また、環境に
配慮し、アンモニアを冷媒とする省エネル
ギー型の冷蔵冷凍機を導入しています。

日本デイリーネット（株）
の新物流拠点が�
稼働開始
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特集: 持続可能なバーティカル・インテグレーションシステムの構築を目指して

マーケティング・販売
お客様の要望にきめ細かく対応する�
マーケティング・販売体制

バーティカル・インテグレーションシステム

加工事業では、従来日本ハム本体と販売会社双方で担っていた営業機能を日
本ハムマーケティング（株）に集約し、営業力を強化するとともに、ECチャネ
ルなど新チャネルの拡大も推進しています。また、食肉を扱うフード会社で
は 、幅広い商品群とネットワークを活かし、多様な顧客ニーズに対応してい
ます。

フード会社チャネル別販売実績
（2020年3月期）

日本ハムマーケティング（株）
の展開
　日本ハムマーケティング（株）が設立さ
れて1年がたちました。加工事業のビジ
ネスモデルの根幹である強い営業体制の
構築に向けて、得意先接点の強化・ブラ
ンド商品の配荷拡大・現場情報の商品
開発への活用推進・新しいチャネル開拓
という4つのミッションを軸に取り組ん
できました。その中でも販路のなかった
ホームセンターやドラッグストアなどの
新しいチャネル開拓のために商品開発
を行い、常温商品を中心に新チャネルの
拡大に努めてきました。また、ECチャネ
ルにおいても取り組みを本格化させるた
めに2020年度よりECチャネル専門の
部署を創設しました。コロナ禍における
ECチャネル需要の高まりや、消費者の
購買行動の変化などから、今後既存得

意先と同様に新規チャネルへの取り組み
の強化が不可欠となってきています。ま
た、AIの活用を進めている得意先に合わ
せ、当社においても取り組み体制を構築
し、デジタルシフトを進めていくことで、
「未来につなげる仕組み作り」を進めてい
きます。

ニッポンフードグループ
　ニッポンフードグループは、北海道と
東北、関東、中部圏と近畿圏、中四国と
九州沖縄をそれぞれベースにした4社で
構成されており、各エリアで地域に密着
したダイレクトルートセールスを展開し
ています。その営業拠点は全国114カ所
に上り、その販売網を日本全国に張り巡
らせており、地域における「食のインフ
ラ」として無くてはならない存在となって
います。

　ニッポンフードグループの強みは、豊
富なラインアップを擁する供給力とさま
ざまな販売チャネルへ対応する営業力と
言えます。供給力は、当社グループの調
達力に裏付けられたもので、牛肉・豚
肉・鶏肉を中心に国産・輸入で幅広く取
り揃えています。販売チャネルにおいて
は、量販店から卸売、加工メーカー、外
食等まで対応しています。
　コロナ禍においても商品と販売チャネ
ルのミックスを最適化させ対応しました。
このような困難な状況下でも収益確保と
持続的成長を目指します。

フードアドバイザー
　ニッポンフードグループでは、ブラン
ド食肉などの商品価値をより多くの方々
に知っていただけるよう、フードアドバ
イザーが売り場づくりの提案や、調理方
法のアドバイス、新商品の情報提供を
行っています。コロナ禍においては、店
頭販促ができなくなり、非接触型の顧客
コミュニケーションの強化など顧客との
接点を維持する活動を進めています。

量販店 49.7％
卸売 23.3％
製造業 11.1％
小売業 7.4％
外食業 5.8％
サービス業 0.1％
流通業 0.1％
農業 0.0％
その他 0.3％
日本ハム 1.0％
関係会社 1.1％
全業種 計 100.0％
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