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全日本物流改善事例大会2017・物流合理化賞
―受賞企業に学ぶ物流合理化の工夫―

物流合理化努力賞〈物流業務部門〉

「渋滞学」活用による
ピッキング・アソート作業の効率化
日昭産業㈱
三郷配送センター

所長

三原 政和
Masakazu Mihara

1．改善可能性の発見

1.2 「渋滞学」活用の可能性
きっかけは、テレビで視聴した東京大学教授 西成
活裕先生の「家事の効率化」に関する番組であった。

1.1

社内の迷信

（1）従来の作業改善

（1）動線分析による無駄の排除と渋滞の解消

当社は1970年の大阪万国博覧会を機に、全国展

家事の動線をデータ計測し、歩行距離、立ち寄り

開するファストフード・チェーンへの飲食容器、テ

頻度、仕事の停滞状況などを検証し、どこに無駄が

イクアウト包装資材等の個店配送を始めた外食サプ

あるのか、どこで時間のロスをしているのかを見つ

ライヤーのパイオニア的存在である。倉庫内の作業

け、
無駄を徹底排除し渋滞を解消させることにより、

は、長年にわたるベテラン担当者の経験知で改善を

大幅な効率化ができるという内容であった。非常に

重ね、ピッキング・アソートから梱包作業に至るま

画期的なものであり、当社の流通加工現場への適用

で、最善の方法（ベストプラクティス）が確立でき

が可能なのではないかと思われた。

ていると信じていた。
（2）コンサルティング指導
（2）現場力の限界

西成教授の著書『渋滞学』には、様々な渋滞解消

マイナーチェンジを繰り返してきたものの、こ

策が紹介されており、これらを現場に適用すること

れまでの延長線上の取組みには限界がみえ始め、近

ができれば、さらなる改善を図れるものとの確信を

年は微々たる改善に止まり停滞状況にあったといえ

抱くに至った。

る。一方、
大手の物流現場では、
機械化・ロボット化・

ただし、著作の内容を実行に移すには、何から、

ICT化が急速に進んでおり、関係者からは、さらな

どのように導入したらよいのか、現場の無駄や渋滞

る改善には、費用対効果の課題が残るものの、そう

をあぶり出すための肝となる「動線分析」をどうし

した設備投資が必須との指摘も挙がっていた。

たらよいのか等、いざ適用するにおいては、我々だ
けで簡単に対処できるものではないと分かった。ち
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なみに、西成先生の著書『渋滞学』246pには“…渋

の全体像を撮影する（図表2）という優れものである。

滞解消を目指して、数学の最新の研究成果を一気に
社会問題へ応用してゆくのも痛快なのではないかと

2.2

改善期間と人員（削減）計画

考えるようになった。
”との記述があった。そこで、

コンサルティングの契約期間というタイムリ

西成教授へのコンタクトを試みようとの結論に至

ミットもあって、4 ヶ月を改善期間の目処と定め、

り、メイン銀行の総合研究所に相談のうえ、西成教

動線分析をはじめとする分析結果から作業者配置を

授と間接的にコンサルティング契約を結びご指導を

見直すことにより作業者人数を12人から10人へと

仰ぐこととなった。

削減する計画とした。

2．目標の設定・スケジュール・
人員計画
2.1

なお、改善に必要となる備品やツール等の調達が
多少あったものの、大掛かりな設備投資や高額な什
器備品類の購入は一切ない。安価で請け負っていた
だいたコンサルティングの受講料（データ計測費含

事前データ計測による発見

む）が、概ね本件に要したコストである。

教授のお薦めもあってA社にご協力いただきA社
の「作業分析システム（仮称）
」を使い、三郷配送

3．改善方法の検討と現場への適用

センターにおけるピッキング・アソート作業のデー
タ分析を実施した。このシステムは、作業者の足首

3.1 無駄および渋滞の把握と課題解決方法の指摘

にセンサーを取り付け、現場に配置した多数の位置

事前のデータ計測に基づき動線の課題分析を行

標識（マイルストーン）により作業中の動線を正確

い、教授の指摘・指導ポイントを理解し現場に落と

に捉えるとともに（図表1）
、作業者の右肩口に取り

し込む方策を、本社流通業務部改善チームと現場責

付けた高性能広角カメラで手元の作業内容をリアル

任者間で入念に行った。我々の理解をまとめると次

タイムで撮影し、高所に設置した広角カメラが現場

のようになる（図表3）
。

図表1

足首センサーと位置標識・動線図

図表2 「作業分析システム」の撮影画像
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組みが機能的かつ有機的にワークするように管理し
サポートすること（この役割の担い手を「ミズスマ
シ」という）である。この担い手には、
“ズームイン、
ズームアウト”
（日経夕刊『あすへの話題』西成活
裕教授2017.3.8）の目線が要る。すなわちズームア
ウトして全体を管理し、ズームインして個別作業を
サポートするというスーパーマン的監督者の能力が
要求される。これら後半の4要素は、作業プロセス
の負荷軽減やフローを淀みなくするもの、仕組みに
関わる改善と考えている。
図表3 「渋滞学」に基づく改善の7要素

（2）改善7要素のベストミックス
（1）
「渋滞学」に基づく改善の7要素（詳細は「3.3（2）
導入と効果」を参照）
①人の歩行や作業の負荷軽減

最適な取組み方法としては、これら7要素を上手
くミックスさせること、1要素が他に勝っていても
全体ではバランスを欠き、最適な取組みとはならな

最初の3要素は、人の歩行や作業の負荷軽減に関

い。そのミックスにあたっては、作業現場における

わるものである。1つ目の「作業や工程の削減」と

実情に即したカスタマイズとファインチューニング

は、プロセスをシンプルにし作業量や工程数を減ら

（微調整）を行わなければならない。とりわけ「全

すこと、2つ目の「距離の短縮化」とは、作業者の

体管理」は重要で、実際の作業過程において、滞る

歩行距離や移動距離が最も短くなるように、レイア

箇所や工程がなくスムーズな流れを作り出すことを

ウトやストレージを徹底的に見直すこと、3つ目の

担う。ズームイン、ズームアウト（全体の進捗を概

「スピードアップ」とは、各作業の時間短縮のため、

観し全体のフローを作りながら、弱い箇所・遅延や

ツールの採用や工夫により作業のスピードアップを

滞留が生じそうな工程を支援する）
の機能を働かせ、

図ることである。これらは、無駄を省き、セッティ

改善効果を最大化する役割である。

ングを万全にし、人の歩行や作業の負荷軽減を図る
というもので、いずれも個々の人の動きに関わる改
善、仕事を楽にしてあげるという観点で一括りとし

3.2

現場責任者と管理者の取組み

センター長は、現場のトップとして主体的に、

て考えられる。

データ分析と理論に基づく改善策を主導。現場のナ

②作業プロセスの改善・作業フローの改善

ンバー 2であるセンター係長は、本社の協議会にも

残る4要素は、作業プロセスの負荷軽減・作業フ
ローの改善に関わるものである。4つ目の「準備作
業」とは、通常の作業プロセスにおける負荷を軽減

積極的に参加し、現場目線で理論の適用可否を判断
することにおいて、大きな役割を果たした。
なお、この現場のトップ2名は、自分達の理解を、

するために、事前にまとめて準備しておくこと、5

現場作業者へ自身のシンプルな言葉により説明を繰

つ目の「最適処理単位」とは、バッチ構成（処理）

り返し、十分な理解を得たうえでモチベーションの

といわれ、移動や整理を行う数量ベースの処理単位

向上を図った。
「とにかく試してみよう」との働き

を最適化すること、6つ目の「工程バランス」とは、

掛けから始まり、参加意識を高め、現場目線のアイ

各工程の作業時間を均衡させることにより、作業間

デアを引き出すことに成功した。

の滞留や全体フローの淀みをなくすこと、7つ目の
「全体管理」とは、以上のすべての取組みを理解し
たうえで、実際の作業工程において、インフラと仕
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3.3

現場への導入

より、これまでは別々の2工程（総数チェックと

（1）現場担当者への浸透

個口数記入）であったものを1工程にまとめた。

事前のデータ計測について、現場作業者の関心

②距離の短縮化

は非常に高かった。無駄や滞留がどこにあるのかを

レイアウト／ストレージの変更・工夫。歩行距離

客観的に見ることができ、問題点の「見える化」が

を短くし動線をシンプルに。全体の流れやフローの

図られた。計測前に再三注意を促されていたことで

整流化を含めて実施。

あったが、問題のある箇所や作業者に対する、いわ
ゆる悪者探しは絶対に行わないようにし、課題を解
決するという前向きのスタンスを貫いた。

［具体的施策と効果］
・動線分析から、歩行距離の長いエリアに着目し改善。
⇒歩行距離を短縮できるように、レイアウトを工
夫しストレージの配置を変更。シンプルな動線

（2）導入と効果

とし歩行距離の削減に繋げた。
事前・事後のデー

以下、改善の7要素別に、その導入を実際に行っ
た主な内容と効果を簡単に示す。
①作業や工程の削減

タ計測により結果を確認。
・立ち寄り頻度の高い場所に注目。距離の短縮化を
図った。特に、
出荷頻度の高い20品目については、

省ける作業を抽出し工程の見直しを検討。作業と
工程の削減による無駄取りを実施。
［具体的施策と効果］

仕分けレーン近くへと配置を変更した（図表5）
。
⇒ピッキング回数の多いものを仕分けレーンの近
くに配置することで、1回の歩行距離が短くな

・仕分けエリア端にあった出荷伝票置き場を、仕分

り総歩行距離の短縮に大きく貢献した。

けレーンの入口近くに移動（図表4）
。
⇒伝 票を取りに行くという無駄な作業がなく
なった。無駄な歩行と工程削減による時間の短
縮ができた。
・梱包担当者が梱包済み商品の個口数を記入するこ
とを廃止。全体管理者であるミズスマシが総数
チェックと個口記入を請け負う。
⇒梱包担当者にとっては、個口数記入という作業
工程がなくなった。
⇒個口数記入を請け負うミズスマシが、梱包完成
品の総数チェック時に個口数を記入することに

図表5

出荷頻度の高い商品

・一筆書きで作業が一巡する配置を作る。工程が長
い場合はU字型、短い場合はI字型とする等、一
方通行で完結する動線を構築。
⇒工程数・作業量からＩ字型の採用を決定。ピッ
キング商品の配置に合わせて、仕分け帳票の印
字順を変更することにより、摘み取りの順番を
一方通行で完結する流れとした。作業者の交差
がないスムーズな動きとなり、いわゆる作業工
程の整流化ができた。
・ピッキング商品をレーンに近付けつつ通路幅を狭
図表4

出荷伝票置き場
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ローラーレーンの傾斜

動距離を少しでも短縮（図表6）
。

作業や、低い位置でのピッキング作業は作業者負

⇒必要最低限の通路幅を確保。わずかながら移動

荷が大きい。

距離の短縮に貢献。
③スピードアップ

⇒適正な高さでの作業として負荷を軽減。ダンボー
ル箱組立てや梱包作業は、作業台の上で行うよう

作業ツールの活用やカラクリ工夫による個別作業
のスピードアップ。最善方法のマニュアル化やダン
ボール箱の標準化等も有効。個別作業のスピードアッ
プは、物量変動に対しても相応の余力となり得る。
［具体的施策と効果］

にし、ピッキング商品が残り少なくなったら、ピッ
キングしやすい高さに調整するよう工夫した。
・カップ等に多い類似商品の判別をしやすくするた
め、メーカー協力のもと包装袋のカラー変更を
行った。

・納品書（8行仕様）から仕分帳票（24行仕様）に
変更（図表7）
。

⇒ピッキング時の判別において、類似商品への無
駄なタッチと識別確認の時間ロスがなくなった。

⇒納品書は極薄でめくり難い帳票であったため、
作業者によってはページめくりに5秒程度を要
していた。仕分け帳票に変更し、めくるという
作業がほぼなくなり作業スピードが向上。

④準備作業
段取り（準備）をしておくこと。前日の作業終了
時から当日の作業開始時までにできる工夫。
［具体的施策と効果］
・仕分け帳票に予め店舗ステッカーをセット。ス
テッカーを取りに行く手間・時間を削減（図表9）
。
⇒当日の一工程として行うよりも、まとめて行う事
前準備のほうが、負担が少なく効率的。作業中
におけるステッカー探しの時間的ロスを排除。

図表7

仕分け帳票

・ローラーレーンに傾斜をつけ、軽く押すことで動
かせるようにした（図表8）
。
⇒すぐに導入。特に非力な女性に好評。
・床でのダンボール箱組立て、低い作業台での梱包

図表9

店舗ステッカー準備
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⑤最適処理単位
バッチ処理という。一定量ごとの移動や整理によ
り、都度の手間や負荷を軽減。
［具体的施策と効果］
・梱包終了後のフネを作業終了後の仮置き場に滞留
させておき、
開始位置のフネがゼロ近くになると、
作業者が仮置き場へ行き回収し開始位置へ移動さ
せていた。それを、ミズスマシが一定量を回収し
移動させるように変更（図表10）
。
⇒開始位置のフネがなくなりかけたら、作業者が
わざわざ回収しに行くという手間がなくなり、
その間の時間的ロスが解消された。
・梱包済商品は都度、送付先別パレットに移動させ
ていたが、仮置き用パレットに仮り置きし、一定
量ごとにミズスマシが移動させるように変更。
⇒各作業者の手間と負担がなくなり、梱包済み商
品の移動時間を大幅に短縮。

図表11

ピッキングと梱包のバランス改善

⑦全体管理
ミズスマシの導入。最適処理単位と工程バランスを
注視し、フローを促進させ全体最適を実現（図表12）
。
［具体的施策と効果］
・ミズスマシの適任者を選出。視野が広く気の利く
人でなければならない。
⇒現場主任W氏を抜擢。現場監督的な活躍を示
し、全体管理の機能を十分に発揮した。今後は
他にも、交替できる要員を育成していく。
・ミズスマシは、作業工程全体を俯瞰して、遅れが
生じている工程の補佐を務める。
⇒遅れが生じている工程を補佐。作業全体がス
ムーズに流れるように積極的に応援しながら全
体のリズムを作る。

図表10

ミズスマシによるフネの回収と移動

⑥工程バランス

・梱包終了後のフネ回収移動、梱包済み商品の総数
確認・個口数記入や、その後の送付先別パレット
への一括移動など、最適処理（バッチ処理）単位

ピッキングと梱包の時間的バランスを適正に。工
程ごとの待ちや滞留の無駄を排除。
［具体的施策と効果］

の担い手。
⇒軽作業は個々に行わせるより、溜めておいた一
定量をまとめて行うほうが効率的。ミズスマシ

・ピッキングと梱包のバランスにおいては、梱包の
単位時間が過大（1：1.4）であった。そのため、
ピッ

には負荷が掛かるが、個々の歩行削減、全体の
時間節約に繋がる。

キング後に梱包待ちで滞留するという事態が生じ
ていた。
⇒人員配置を調整するとともに、時間的ネックで
あった店舗別一覧への個口数記入と完成品の仮
置き場への移動を行わなくした。
その結果、
ピッ
キングと梱包のバランス調整（1：1）ができた
（図表11）
。
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の歩行距離の削減は、動線データにも顕著に表れ

4．効果の確認

ている（図表14）
。
③梱包作業の効率化による寄与は、歩行動線図から

4.1

事後データ計測による改善効果の確認

わずか4 ヶ月の改善取組み期間を経て、再度「作
業分析システム」による測定を実施。

みても明らかで、ピッキングと梱包の両方を合
わせた延べ作業時間では15.5％の削減が図れてい
る。15.5％の時間削減をして11％増の仕事量をこ

［前提条件］

なしているので、理論的には23.8％の削減が図れ

・事前－事後とも作業時間は同一。作業量（ピッキ

ていることになる（図表15 ※実時間で表示）
。

ング回数に相当）は、事後が11％多かった。し
たがって、以下のコストや歩行距離（①および②）
は、同一作業量に換算して比較している。
①作業の総人員は12名から10名に削減。年間人件
費に換算すると335万円の削減に相当。現場全体
（約100名）に適用できれば10倍弱の削減効果が
期待できる。なお、人材確保難の環境下、人的資
源対策においても経営的見地からも非常に有効
な施策と評価されている。
②歩行距離は平均で627mの削減、率にして31％
の削減に相当。特に梱包作業において顕著で、
814m、59％の削減に繋がった（図表13）
。梱包

図表13

歩行距離削減

図表14

図表15

延べ作業時間の削減

歩行動線図（梱包者）の変化
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4.2 「見える化」と「理論導入」によりチーム力

を発揮

5.2

MUJIGRAMをお手本とするマニュアル化

（1）有効なツール探し（なぜMUJIGRAMか？）

今回の取組みにおいては、データ分析という客観

一方で、成功事例のマニュアル化を行うべきとの

基準による実態の「見える化」が、メジャラブルな

意見も出され、実際に簡単なマニュアル作成を行っ

課題認識として現場に大きなインパクトを与えた。

た。しかしながら、一つひとつの取組み意義が理解

「理論導入」にあたっては、非常に分かりやすくコ
ンサルティングをしていただき、その教えを当社の

されないと、積極的な取組みに発展せず、結果とし
て導入が遅々として進まない事態に陥る。

理解としてまとめ、各職層への説明を現場の長が自

マニュアル化の成功事例として有名な、良品計

らの言葉で行い、チームとしての積極的かつ主体的

画のMUJIGRAMは、弊社が直面しているマニュア

な取組みに昇華させることに成功した。

ルに意味を持たせることにおいて、非常に優れた
ものであると考えている。
“仕組みに納得して、実

5．今後の課題

行するうちに、人の意識は自動的に変わっていく”

（横展開とマニュアル化）

（松井忠三著『無印良品は、仕組みが9割』角川書店
47p）のとおりである。

5.1 センター内他チームおよび他センターへの
横展開

（2）理論の活用にはマニュアルに理由づけを！

（1）人と組織は変化を拒む

職務に応じて、改善施策に関する必要な理論のレ

今回はコンサルティング指導を受けながらの短

ベルは異なる。
「ある取組みを行えばこのような改

期間での取組みであった。しかし他部署への展開に

善効果が期待できる。その理由はこうである。
」と

おいては、上手くコミュニケーションを図り各現場

いうことを分かりやすく知らしめる必要がある。今

の十分な理解を得ない限り、導入への道筋はおぼつ

回の取組みをさらに展開するには、方法と理論を融

かない。三郷配送センター内でも、他チームへの導

合させた新マニュアルが要る。弊社の現場改善の基

入を試みているが、
その改善スピードはややスロー。

礎的なバイブルとして構築していきたい。

人と組織は変化を拒むものである。
（2）アンバサダーとクロスファンクショナル・チーム
組成を検討
三郷センターのセンター長を改善のアンバサ
ダーに任命し、そのサポートを流通業務部本社の専
担チームが行うクロスファンクショナル・チームを
結成。実体験の説明と理論の適用を支援し横展開を
推進。
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全日本物流改善事例大会2017・物流合理化賞
―受賞企業に学ぶ物流合理化の工夫―

特集
Featuring
Theme

選考評

「
『渋滞学』活用によるピッキング・アソート作業の効率化」
について
全日本物流改善事例大会2017 実行委員 久野 耕佐
（伊藤忠食品㈱ 常務執行役員）
本件は、飲食容器、テイクアウト包装資材等を取

「渋滞学」の理論（渋滞の発生状況を徹底的に検

り扱う老舗外食サプライヤーで実行され、
「気付き

証し、ムダ・時間のロスを発見して無駄を徹底的に

と実行」
「現場目線」
「的確な期限と目標設定」
「第

取り除き、全体最適の中でバランスをとることで効

三者の知恵とITの活用」で効果を上げた好事例で

率化を図る）から改善の7要素を現場に落とし込む

あると考える。

ことに労を費やし、作業分析システムで評価された

まずは「気付きと実行」であるが、TV番組で観
た「家事の効率化」の内容を自分の職場に置き換え

現場の課題をスムースに解決できるようにした事前
準備も素晴らしいと考える。

るという発想をした社員がいたことが素晴らしいと

改善の実行に当たってはセンター長等現場の責

考える。常に現場に対する問題意識を持っていない

任者の役割を重要視し、現場には「とにかく試して

となかなかできるものではないと思う。また、即コ

みよう」を合言葉にチャレンジさせたことが良い結

ンサルティング契約を結んだ実行力にも現場を重視

果を導き出したと考える。
「やってみてダメなら元

する企業の姿勢が窺える。この時点で作業の効率化

に戻せばいい」は、良く使われる文言である。

は60％～ 70％は完了したのではないか。

ここまでくると作業分析システムで得た改善策以

「現場目線」
。現場は新しいことを取り入れるこ

外にも現場目線での改善策が自ずと出てくるものであ

とに消極的である。社員はともかく現場に多くいる

る。
「ミズスマシ」
の導入なんかもそうではなかろうか。

パートさんたちは自分たちがやってきたこと・やっ

「作業の効率化」という目標に対して人員削減、

ていることが最善と考えるからだ。しかしながら、 動線短縮、
延べ作業時間等で大きな効果が出ており、
本件では「的確な期限と目標設定」をすることで現

今後は継続した検証と経営に与える効果なども定量

場のモチベーションを上げ、悪者探しを絶対行わな

的に見守っていただきたいと考える。

いことで前向きな姿勢を現場に浸透させ、過去の否

横展開の改善スピードがややスローとあるが、私

定ではなく現場（企業）価値の向上へ皆の眼を向け

の経験から横展開の弊害となる組織・人・物を見つ

させており、参考になる事例である。

け出し、外堀から埋める策を講じることをお勧めし

「第三者の知恵とITの活用」
。前述したように現場
の声を即取り入れる企業の姿勢は素晴らしいと思う
（現場の責任者は相当苦労したかもしれないが…）
。

たい。
現場を重んじ、かつ新しい取り組みを積極的に取
り入れた企業の改善好事例であったと考える。
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