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1．会社紹介

当社は愛知県高浜市に本社を置く㈱豊田自動織
機の100％出資子会社で愛知県内、関東、関西に全
20拠点あり、機械部品、医薬品、食品、ネット通販
などのお客様へモノづくりで培ったノウハウを生か
した物流サービスを提供している。

昨近の労働力コストが緩やかに上昇する状況の
下でもお客様からの物流コスト低減ニーズは強まる
一方であり、弊社各拠点では日々原価改善活動に取
り組んでいる。今回は、その中の1つの事業所で人
の動作に潜むムダを定量的に把握するツールを用い
て分析・対策を行った事例を紹介させていただく。

2．センター紹介

2.1　センター概要
大阪府を中心に150店舗以上を展開するスーパー

マーケット顧客の加工食品、飲料、酒、日用品など
を出荷するドライセンターで、スタッフ30名、パー
ト従業員315名で運営している（図表1）。

2.2　店舗要求への対応
センターでは店舗要求事項の1つである「商品陳

列工数削減」等の改善活動を、トヨタ生産方式の考
え方をベースにお客様起点でベンダー、メーカー様
まで遡り、物流センターから店舗に至るまでの原価
低減に取り組んでいる（図表2）。

2.3　工程の概要
①1F入荷・入庫

1階入荷バースに着床したトラックの商品を
フォークリフトで重量ラック、ケース自動倉庫など
各エリアに搬送し入庫している（図表3）。
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図表1　センター所在地
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②2F入庫～補充～出庫

2階には入庫された商品を補充し
ケースピック、バラピックを行う
出庫工程がある（図表4）。
③1F出庫・出荷

1階では、2階から出庫した商品
と1階から出庫するケース自動倉庫
の商品とケースピック商品を荷合
せし店舗に出荷している（図表5）。
※ 今回報告する対象工程は、この③出庫
（ケースピック）工程

3． 改善活動の 
取組み状況

弊社では、中期的スパンで計画を立て改善活動を
行っている。今回は、2015年度に取り組んだ「ピッ
キング作業改善」について報告させていただく（図

表6）。

4．改善活動の背景

毎年度、工程ごとに目標設定して改善活動を行っ
ているが、ケースピック工程のみ2014年度生産性

図表2　前後工程を巻き込んだ改善活動 図表4　2F入庫・補充・出庫工程

図表3　1F入荷・入庫工程 図表5　1F出庫・出荷工程

図表6　改善活動年表
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実績が2013年度より悪化し目標未達で
あることから、全員参加による改善活
動で目標達成に向け取り組むことにし
た（図表7）。

ケースピック工程は、麺類、菓子類
を扱うPゾーン、ケース式自動倉庫に入
庫できない商品を中心に扱うBゾーン、
飲料を扱うCゾーンの3つのゾーンに分
かれている。今回の改善活動のアプロー
チとして、P・B・Cの3ゾーンの中で物量、
作業工数の割合が最も多く改善すると
効果が大きいと思われるCゾーンから活
動することにした（図表8）。

5．活動計画

パート従業員も巻き込んだ全員参加型の計画を
立て、2015年3月から8月の間で遅れなく活動を実
施した。

6．現状把握

6.1　作業手順
①ラベル置場まで行きピックラベルを取る。
②店札置場に行き店札を取る。
③専用什器を準備する。
④ ピックラベルをハンディーターミナルで読みピッ

ク作業がスタート、ハンディーターミナルに表示
された商品のロケーションに移動する。

⑤ ハンディーターミナルに表示された商品名と数量
を確認し専用什器に積む。

⑥ 商品のバーコードをハンディーターミナルでス
キャン（次商品指示）し、ハンディーターミナル
のピック指示が終わるまで作業を繰り返し行う。

⑦ 途中で什器が満載になったり、作業指示がなく
なったら満載処理を行い、完成品什器置場に搬送
する。
以上がケースピック工程の一連の作業となり、当

センターでは①から③の作業を「段取り替え作業」
と呼んでいる（図表9）。

6.2　ケースピック作業の分析
弊社には、現状の問題点を定量的に把握する分析

ツールがいくつかあるが、まず初めに縦軸に作業手
順を、横軸に時間を表し、どんな作業を何秒で実施

図表7　工程別生産性実績とケースピック工程生産性 図表8　ケースピックゾーン別 物量・工数割合

図表9　ケースピック作業手順
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しているかを顕在化する「表準作業組合せ票」を用
いて作業分析を実施した（図表10）。

結果、段取り替え作業に1ケース当り55.3秒、1サイ
クルの半分近くの工数が掛っていることが分かり、段
取り替え作業の改善が必要であることが分かった。

6.3　ピック作業制約①
一般的なセンターでは、店舗単位の出荷になるが、

当センターでは店舗の品出し工数削減を目的に売場
ごとに商品を集約して出荷している。これを「売場
別ピック」と呼んでいる。具体的には図表11の通り、

各店舗で設定した売場番号単位で商品を
集約、納品しており、同じ飲料系商品で
あっても店舗によって売場数が異なる（売
場3カ所例：飲料商品を、常温、冷蔵、レ
ジ前に棚設定し陳列してある場合）。

6.4　ピック作業制約②
この売場別ピックは、基本的に納品什器

を売場単位で分けることになっている。積
載効率を上げるため複数売場の商品を1つ
の什器に混載する場合は、同一売場の商品
を集約する必要がある。また、ピック作業は、
作業手順④のピックラベルで指示されるが、

店舗単位に売場設定数分、指示される（図表12）。

6.5　ピック作業動線の確認（売場1カ所ピック作業）
売場設定が1カ所店舗のピック動線は、スタート

からゴールまで一筆書き作業動線になっており、ム
ダな歩行は発生していなかった（図表13）。

図表10　ケースピック作業 表準作業組合せ票

図表12　什器積載ルールとピック指示

図表13　作業動線（売場1カ所）図表11　売場別ピック
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6.6　ピック作業動線の確認（売場2カ所ピック作業）
売場設定が2カ所店舗のピック動線は、1カ所目

は一筆書きになっているが、2カ所目にスタート付
近に戻るムダな歩行が発生していることが分かった

（図表14）。

6.7　ピック作業動線の確認（売場3カ所ピック作業）
売場設定が3カ所店舗のピック動線は、売場2カ

所の場合と同様な動線に加え、3カ所目もスタート
付近に戻るムダな歩行が発生していることが分かっ
た（図表15）。

6.8　ピック作業時間の実測①
売場1カ所から3カ所の作業時間各々を一定期間

実測したデータを、付加価値を生む作業の「正味作
業」、付加価値を生まないがやらざるを得ない「付
随作業」、何回かに一度発生する「付帯作業」の3作
業に層別した。

図表14　作業動線（売場2カ所）

図表15　作業動線（売場3カ所）

6.9　ピック作業時間の実測②
実測結果をさらに分析すると付隋作業に分類さ

れる歩行が売場の増加に応じて増加し、売場1カ所
との差がムダな歩行と確認できた（図表16）。

6.10　取組み課題の明確化
これまでの現状把握結果から、取組み課題は「段

取り替え作業時間の削減」と「ピック歩行動線の削
減」と認識し、この2つの課題を改善することによっ
て生産性向上に繋げることとした（図表17）。

7．目標の設定

2015年度事業所方針からケースピック工程の生
産性を2014年度実績の時間当り89ケースから98
ケースへ向上させる目標設定とし、目標達成には日
当り10人時の工数削減が必要となった（図表18）。

図表16　ピック作業時間実測結果

図表17　改善取組み課題
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8．対策の立案

8.1　対策案の検討
スタッフ社員、対象工程に関わる

パート社員で対策案を出し合い、メ
リット・デメリットの検討を実施し
た（図表19）。

8.2　対策案の評価実施
安全・品質・実施難易度・作業

性から対策案を評価し活動優先順位
を決定した。評価点上位の「店札
BOXとピックラベルを一緒にする
＝対策①」「複数売場商品を集約す
る＝対策②」について活動を実施す
ることにした（図表20）。

9．対策の実施

9.1　対策①の実施
改善前の「段取り替え作業」は、

店札を取る動作の中にピックラベルと
店札置場が別々の場所であることから
発生する歩行のムダ、ピック対象店舗
の店札を探すムダ、店札を過少に取
ると再度取りに行くムダ、過剰に取る
と戻すムダが発生していた（図表21）。

対策実施にあたりパート社員の意
見を聞きながらいくつかのトライを
行い、作業中に店札が飛んだり、店
札BOXが落下したりしないトライ3
の仕様を見出した（図表22）。

結果、店札置場とピックラベル（置
場）を一緒にすることができた。さら
に手作りした店札BOXの裏に磁石を
取り付けることでホワイトボードや什
器との脱着を容易にし、ホワイトボー
ドへ店札BOXを出荷順に並べること
で、探すことなく作業ができるように

図表19　ケースピック工数削減対策案検討表

図表18　ケースピック生産性改善目標

図表20　ケースピック工数削減案評価表
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なり、歩行のムダ、探す、再度取りに行くムダ、戻す
ムダを削減することができた。二次的効果として作業
の進度も可視化することができた（図表23）。

9.2　対策①実施効果の確認
「標準作業組合せ票」で効果の確認を行い、ピッ

ク作業1サイクル当り22.8秒削減することができた
（図表24）。

日当りでは、1人時の工数削減を得ることができ
た（図表25）。

9.3　対策②の実施
ピック歩行動線の削減に向けた改善を進めるに

あたり、売場数が複数分かれている商品をピック歩
行動線の後半に集約する案は全員から挙げられた
が、全店舗の売場設定に合わせた最適なロケーショ
ン配置を見出すのは容易ではなかった。

そこで、全店舗の売場設定状況を商品保管レイア
ウト図に落とし込み分析を実施したところ、飲料系
商品の売場が複数に分かれている店舗が131店舗も
あることが分かった（図表26）。

次に売場が2カ所、3カ所に分かれている店舗に絞
り再度レイアウト図で確認してみると、10商品が131
店舗全てで売場が分かれて設定されていることが分
かった。この10商品をピック歩行動線のゴール地点
に集約させるロケーションに配置変更することで売
場が2カ所に分かれている店舗でもムダな歩行がな

図表21　対策①実施前の「段取り替え作業」

図表22　対策①実施トライ

図表23　対策①実施結果

図表24　ケースピック作業 標準作業組合せ票

図表25　段取り替え作業改善結果
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図表26　対策②実施前の商品保管レイアウト把握 図表28　対策②実施 140商品ロケーション変更結果

図表27　対策②実施 10商品ロケーション変更結果 図表29　ケースピックムダ歩行削減結果

くピック作業をすることができるようになった。
しかし、売場が3カ所に分かれている店舗のピッ

クでのムダな歩行は、解決できていない（図表27）。
そこで売場が3カ所に分かれている9店舗分の対

象商品を確認したところ、140商品が該当すること
が分かり、それらもゴール地点側へ集約させるロ
ケーション配置に変更することで最適なロケーショ
ン配置となり、ムダな歩行のないピック歩行動線と
なった（図表28）。

9.4　対策②実施効果の確認
ピック作業時のムダな歩行がなくなり、日当りで

11人時削減することができた（図表29）。

10．効果の確認

対策①、②の実施により「段取り替え作業時間の
削減」と「ピック歩行動線の削減」合わせて日当り
12人時の削減ができ、事業所年度目標の生産性であ

る時間当り98ケースを過達し、時間当り99ケース
（2014年度実績比、11％向上）を達成することがで
きた（図表30）。

11．標準化と管理の定着

対策①については手順書を改訂し作業者全員に
展開した。対策②については、ロケーション設定状
況の確認と見直しを店舗の商品入替時期に合わせて

図表30　ケースピック生産性改善結果
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図表31　対策①、②の標準化

実施することを日常業務に追加した（図表31）。

12．反省と今後の進め方

全員参加の活動により、当たり前になっていた作
業を見つめ直し細分化することでムダを顕在化し改
善することができた。お客様に対してもサービスレ
ベルを落とすことなく改善することができた。今後
も、同様な動作分析手法を活用した改善を他工程へ
横展開を実施していく。

選考評

2017年度「物流合理化賞」を受賞した本事例は、
大阪府を中心に150店舗以上を展開するスーパー
マーケットのドライセンターにおける改善事例であ
る。人の動作に潜むムダを定量的に把握する自社の
ツールを用いて、分析と対策を行った非常に興味深
い内容の改善活動である。

改善活動は『ケースピック工程』に絞り込み、さ
らに飲料を扱う『Cゾーン』に重点を置いて活動を
実施している。改善活動は現状把握・作業分析・作
業制約・作業実測・課題の明確化・対策立案・対策
実施・効果確認・定着度と非常に心地良いリズムで

「これぞ改善」と言わせる客観的な進め方となって
いる。

作業制約の実施段階では『売場別ピック』に焦点
を当てている。納品什器に売場単位で積み付ける事
が条件であり、結果的に同じ場所を何度も歩行せざ
るを得ないのである。作業制約を抽出してピック歩
行動線の削減を目標に設定したことで、本事例の対
策立案を明確化した。

対策の実施段階では、全店舗の売場設定状況をセ
ンター内の商品保管レイアウト図に落とし込んで分

析を実施した。ムダを究明した部分に、荷主との信
頼関係を垣間見たような気がする。ムダな歩行の多
い作業を究明し、商品のロケーション変更とピック
作業に入る際のラベル置き場の改善を実施したこと
で、日当たり12人時の削減を成し遂げたことは圧巻
だ。生産性でも前年比11％の向上を達成し、収支に
も大きくインパクトを与えたと想像できる。企業経営
と改善活動の密接な関係を改めて感じさせてくれた。

現在、様々な企業で改善活動が行われているが、
改善活動を継続していくと、すでに取り組んだ事案
は自然に陳腐化してしまうことも多々あるようだ。本
事例が非常に高く評価を得たのは、改善技法につい
ては当然のこと、改善後に手順書の改定・展開が定
着していることも影響している。例えば、ムダの無
い職場に新しく入職した方々にとって、作業が手順
書によって分かりやすく確認ができ、煩雑な作業で
も理解しやすければ安心して働くことができるだろ
う。職場内の良い効果がさらに相乗効果を生み出し、
改善活動を継続・推進していくことが貴重な人材の
確保にも影響する。企業発展の基礎となる改善活動
のあり方を、本事例から参考にしていただきたい。

「 動作分析ノウハウを活用したムダ作業削減による生産性の
改善」について

全日本物流改善事例大会2017	実行委員　三身 直人
（SBSロジコム㈱	営業本部	次長）




