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全日本物流改善事例大会2015・物流合理化賞
―受賞企業に学ぶ物流合理化の工夫―

メーカーに出来る物流改善
「外装表示／設計の最適化」で、
作業効率化、物流品質向上を目指す

伊従 護
Mamoru Iyori

味の素㈱
物流企画部　専任部長

物流合理化賞〈物流管理部門〉

1．概要

1.1　はじめに
当社は、創業1909年、「味の素」という商品を世

に出し、アミノ酸を中心として、食品分野、バイオ
ファイン分野、医薬・健康分野を通じて、グローバ
ル健康貢献企業グループを目指している食品企業で
ある（図表1）。味の素®から、「風味調味料」、「メ

ニュー調味料」、スープ、即席麺、冷凍食品など多
様な製品を提供し、国内だけでなく海外進出も積極
的に進めてきた。2015年3月期決算での連結売上予
想は前年105.9％の1兆80億円、同営業利益は113.3％
の700億円という業績予想である。国内食品分野の
商品展開（図表2）は、SKUは約1,700、商品のビジ
ネスタイプは大きく3カテゴリーに分かれ、①一般
生活者対象の「家庭用」、②外食ユーザーを対象と
する「外食用」、③食品加工ユーザーの「加工用」

でありB to C、B to Bの両輪での事
業形態が当社の国内食品事業である。

1.2　今回の改善活動に至る背景
2011年3月の東日本大震災を契機に

サプライチェーンへの関心が社会的に
も高まる中、味の素㈱もBCP計画（事
業継続計画）を策定し、物流において
は従来の配送拠点一極化から2拠点化
体制とし、輸送・保管の複層化、分散
化を進めた。また、物流従事者の高齢
化、トラックドライバー不足、昨今の
お得意様からの品質に対する厳しい要
請等物流を取り巻く環境も激変の中、

出典：「味の素グループ」企業情報サイトより抜粋

図表1　当社の事業領域
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味の素㈱の物流部門としても、従来にも増してさら
に主体的かつ積極的に物流諸課題解決に取り組むべ
きという機運が形成されつつあった。

一方、「物流品質改善」にも大きな転機があった。
2012年上期、加工用製品の食品加工メーカーへの

「商品取り違え納品」が発生し、その後、短期間で
他複数の食品加工メーカーへの「商品取り違え納品」

「納品先間違い」のトラブルが頻発した。いわゆる「誤
配送」である。加工食品メーカーへの「誤配送」は
その商品のロスだけに留まらず、誤配送された商品
が万が一生産現場で使用され製品化されてしまった
場合、全く異なった商品が出来上がってしまうこと、

出来上がった製品の原料表示が本
来のものと異なることでの、JAS法
違反による自主回収、あるいは出
来上がった製品を食したお客様の
アレルゲン等による健康被害も最
悪のケースとして想定される。発
生した場合の社会的影響度も高く、
生産した食品加工メーカーの社会
的責任は免れない。当然のことな
がら誤配送を生じた「物流事業者」
の責任、その加工用製品を製造し
た味の素㈱の責任も、顧客である
食品加工メーカーとの間で法的側
面も含め議論され、損害賠償等応
分の責任を取る可能性も否定でき
ない（図表3）。

昨今の食品に対する消費者の厳
しい品質意識の背景も相まって、
これらの頻発した誤配送トラブル
事案を契機に、実務的な防御策構
築の取り組みが物流事業者と味の
素㈱で始まっていった。

1.3　湧き上がったひとつの仮説
一方、一連の加工用商品の「誤

配送」トラブルの中で、当時、常
に存在した社内の言葉があった。

「なぜ現場や乗務員が間違えるの
か」「どうしてくれるのだ」という物流現場の責任
を問う言葉である。確かに、外装段ボールに記載さ
れている7桁の物流コードや外装段ボールに記載さ
れている商品名を伝票と照らし合わせてみれば、理
論的には間違えるはずはない。もちろん、間違えて
しまった事実だけで見れば、現場で発生しているミ
スであるために直接的な責任は「物流現場」という
のは理解できる。だからと言って物流の現場責任だ
けの問題ではないのではないか、もしかしたら、複
合的な要因も存在し、メーカー側である味の素㈱自
身に改善の一助となるものも少なからず存在するの
ではないか？

図表3　リスク認識

出典：「味の素グループ」企業情報サイトより抜粋

図表2　当社の食品分野
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「誤配送」を基点にメーカー自身でできる「物流
品質」とは何かを考える契機が生まれた。

2．仮説の検証

2.1　トラブル実態調査の実施（傾向値的分析）
2012年11月、味の素グループの物流を委託する

味の素物流㈱で発生した物流トラブルに関し、彼ら
が保持するシステム（ALIS）に保管されているデー
タを解析し、以下2点を明らかにすることを試みた。
① 現状トラブルの傾向（月別、物流拠点別、商品別、

事故種類別等）（図表4）。
② 物流現場スキル以外のトラブル要因を洗い出し、

トラブル要因の現場スキル起因と荷主（企業側）
の製品自体に起因する要因に分類。
対象期間は2011年4月～ 2012年9月までの過去18

か月、案件数約7000件を対象に原因別フラッグを
立て分類、発生原因の不明なものは当時の担当者に
ヒアリングを行いながら解析を進めた。トラブルが
発生した場合、発生した（あるいは発生させた）担
当者がシステム入力する仕組みとなっていたが、荷
主の責任に起因する具体的要因を明らかにしにくい
ものも多く、解析集計を精緻なものとするには困難

を極めた。しかしながら傾向として以下大きく2点
の項目が導き出された。
① トラブル要因は現場起因（スキル）、荷主起因（主

に外装表示・設計上の）が存在し、左記単独要因
だけでなく双方の要因が相まっても事故が発生し
ている場合もあること。

②商品別、物流拠点別に事故の傾向があること。
この調査により、メーカー自身が行うことができる

製品自体での物流品質改善項目の存在が少なからず
あり、それは外装表示や設計に関わる事項が多いと
いう傾向値も確認できたことは大きな成果であった。

2.2　トラブル実態調査の実施（項目別分析）
傾向値分析を受け、工場から納品先までの過程

における物流トラブルをさらに詳細に調査・分析し
た。倉庫事故14.4PPMと年々削減傾向にあるもの
の、誤納品（商品間違いや納品先間違い）については、
103.5PPMと高水準となっている。トラブル事例を
確認すると①類似商品による仕分けミス、②外装表
示・デザイン内容の分散化、③外装表示・デザイン
に関する詳細ルールが作成されていないこと、に起
因し発生しているトラブルが4年間で約150件も発
生していることが判明した（調査データは2014年

図表4　現状トラブルの傾向
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12月調査）（図表5）。
また、調査を進めていくと物流トラブルとは直

接関係はないものの、パレット積載効率の悪い商品
が生産され、パレットパターンも73種類（図表6）
にのぼり（味の素㈱製品のパレット積載効率平均
75.8％）、物流効率を低下させる1つの要因となって

いることも判明した。メーカー自身で改善できる「物
流品質改善」の“種”が見つかったのである。

3．プロジェクト活動内容

外装に関する表示・デザインと設計の改善を進め
るに当たっては、開発・マーケティング主幹であり
予算を握る各商品事業部門の理解なくしては味の素
㈱では動くことができない。各事業部門の理解と協
力を得るため、社内横断的なプロジェクトを立ち上
げる必要があった。味の素㈱は歴史的にも外装表示・
デザイン及びその設計に関し、製品の開発のステー
ジでは開発最終段階での確認項目であり、ある一定
のルールに基づいているものの、大きくは中味開発・
設計⇒個装設計⇒外装段ボール設計の流れが基本と
なっている。外装表示・デザインは外注が中心で、
量販店等での店頭に段ボールを積み上げた際の“目
立ち度”も考慮され、販売効果を上げるためのマー
ケティング要素が加味されている場合も多い。一方
で、それが物流現場作業員の段ボールの識別性・視
認性を妨げているということも否定できない。また
中味や商品を直接包装する容器包装に開発視点も軸
足を置くため、最終的に段ボールに包装された場合、
外装段ボールサイズも商品に合わせたものとなり、
自ずとパレット積載パターンも多くなっていく傾向
があった。時にはそれが物流効率を低下させる積載
率の低い段ボールでの輸送・保管となっており、こ

れらを物流視点で捉えると不都
合が生じ、改善していくことで結
果として大きな企業価値創造に
つながる。正に事業部門にはこの
ことを事実に照らし合わせ、物流
品質改善視点での新しい商品開
発の考えを取り入れることを理解
してもらい、我が事として動いて
もらう必要があったのだ。

3.1　外装表示改善プロジェクト
いよいよプロジェクトの立ち

上げである。広告部、包装設計

図表5　配送精度詳細分析

図表6　パレットパターン種類
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部門、品質保証部、物流企画部、味の素物流㈱（5
部署10名）が集い、部門横断の連携プロジェクトと
して進めた。

（1）目的： 物流現場視点を加味した外装表示・デ

ザインの標準化

物流現場で複数のブランド、多岐にわたるアイテ
ムを迅速・正確・安全に取り扱うために、必要な物
流情報が分かりやすく、かつ一定の基準をもって表
示されることが必要と考え、その指針となるガイド
ラインを作成し、事業部門の商品開発担当者が開発
時に迷いなく外装表示・デザインに取り組めること
を目的とした。

（2）ガイドライン作成に当たっての事前調査

事業部門にとっても導入の納得性を高めるため、
プロジェクトとして以下2点を物流現場取材（図表7）
から得られた情報も加味し、確認調査を実施した。
① 物流コードの識別性を高める位置・枠組み、フォン
ト等を調査（図表8）し、導入効果測定調査（図表9）。

② 外装に印字された文字認識に関し委託工場まで含
めたライン適性確認を調査。

（3）ガイドラインにルール化された基本骨子

ガイドラインは大きく以下4点を基本骨子として
作成した。
① 商品を特定する物流情報の右上一元化・集中化
（「商品特定表示エリア」の設定）（図表10）。

図表7　表示の仮説 図表9　効果測定結果

図表8　効果測定方法
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② 独自に提供したいブランド情報の左下配置（「商
品アイテム識別エリア」の設定）。

③ 上記①②のルール化（「商品特定表示エリア」記
載の商品名表記を伝票表記と同期化する等）（図
表11）。

④ 視認性の高いフォント（ユニバーサルフォント
UD　モリサワ）使用。

3.2　外装設計改善プロジェクト
外装表示の改善と時を同じくして、包装設計部

門、物流企画部、味の素物流㈱をそのメンバーとし
てプロジェクトを進めた。

（1）目的

外装設計改善（パレット積載効率改
善）は①パレット数削減による物流費
削減、②隙間なく積むことによる倒壊、
胴膨れ、坐屈などの低減、③トラック
積載率向上に伴いトラック使用総台数
削減効果による燃料費（CO2排出量）
削減の貢献等の一石三鳥の取り組みを
目的とした。

図表10　右上一元化表示内容

図表11　記載位置

（2）パレット積載効率改善のための事前調査

① 全既存SKUに対しての現状パレット積載率の一
覧化。

② 各商品の積載効率向上を想定した物流費改善金額
の一覧化。
事業部門にとっては物流費削減に直結するため、

現状積載率の把握と改善後の物流費削減シミュレー
ションは状況理解に大いに役立つこととなる。

（3）改善に向けた基本的な進め方

① 既存商品においてはパレット積載率の低位なもの
をより積載効率を高める設計に組み直す。

② 改善に当たり販売数量順位が高位でかつパレット
積載効率の低位の商品を中心にターゲットを設定
し、進めることとした。物流費改善の前提として
パレット積載効率が物流費に加味される倉庫料を
採用（個建てからパレット建てへ）（図表12）。

③ 新製品には開発当初からパレット積載効率が高い
外装設計を常態化し、製品に反映させていくこと
とした。

④ 積み付け方法の見直しは、内袋の入れ方変更、個
装の奥行寸法変更、積み付け方法の変更、入数の
変更等を段ボールの材質・強度・コストも加味し
総合的に実施（図表13）。

3.3　社内への浸透
（1）味の素㈱社内への展開

プロジェクトとしては「外装表示・デザイン」「外

図表12　倉庫料の設計変更
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装設計」の改善には継続かつ一貫した情報提供と啓
発が重要と判断し、事業部門の開発担当者向けに社
内勉強会を実施した。今日（2015年3月）までに延
べ約150名に対し、外装表示・デザイン、設計の物

流面における重要性を説明した。昨今のトラックド
ライバー不足・物流従事者の高齢化等に代表される
物流環境激変という大きな変化も示す中、商品開発
で果たすことができる「物流品質」の改善の浸透を

図っている。勉強会の回
を重ねるにつれ成功事例
や啓発ツールも披露さ
れ、包装設計部門からは
外装段ボール設計にパ
レット積載効率が一定基
準を満たしているかが一
目でわかるシート（図表
14）も提示されるなど、
社内・事業部門の物流・
物流品質に関する関心度
も2012年度当初とは比
較にならないほど高いも
のとなってきた。

図表13　導入事例

図表14　パレット積載効率向上シート



全日本物流改善事例大会2015・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

31LOGISTICS SYSTEMS  Vol.24 ● 2015 夏号│

（2）味の素グループ企業への展開

「外装表示・デザイン」は味の素グループ各企業
での標準化も狙い、情報共有を進めている。各社各
様の商品開発の歴史があり、全グループ標準化は一
気には進まない。その中でまず、味の素ゼネラルフー
ヅ社が、2015年度中からの導入を約束してくれた
ことはプロジェクトメンバーにとっても大きな励み
となった（図表15）。

4．改善効果

（1） 外装表示・デザイン改善

2015年度から開始されるガイドラインでの設計
予定商品は現在50アイテム（2015年2月時点）となっ
ており、他商品に順次切り替えを行っていく。実際
の改善効果は導入前でもあり現時点では明らかでは
ないが、図表9で示した通り、導入を想定したWEB
検証調査結果では外装デザイン改善前と改善後での
外装認識の不正解率は5.6％→3.4％と2.2ポイント改
善。平均商品選択時間も1品目当たり12.15秒→11.00
秒と1.15秒改善し、導入による現場作業効率向上の
効果が見込まれる。

（2）外装設計改善

2014年度の外装設計改善商品は現在16アイテム
（2014年12月時点）になり、2013年度比試算ベース
で、約33百万円／年の物流費削減の目途が立った。
今後も継続して既存品でのターゲット商品を順次確
認しながらプロジェクトチーム・事業部門協働でパ
レット積載効率改善を進めていく。また、新製品に
関しては開発初期段階からの外装設計の確認を行

い、特にパレット積載効率が適正に反映されている
かの確認手順も盛り込むことがルールとなってきて
いることも見逃せない。

（3）社内物流マインドの向上

包装設計部門も積極的に物流・環境視点での取り
組みを強化し、その活動は「家庭用『ほんだし』用
包装材料に関する環境負荷低減に向けた取り組み」
でエコプロダクツ大賞エコプロダクツ部門環境大臣
賞を獲得することとなった。物流視点を外装に反映
させるため個装をミリ単位で変更し、パレット積載
効率を向上させたことも評価の大きなポイントで
あった（図表16）。

5．最後に

従来は物流トラブルに関しては、物流現場が主体
となって改善を進めてきたが、今回のプロジェクト
を契機に、メーカー自身が商品開発プロセスの中で
物流品質改善に貢献できるという確信が社内に醸成
された意味は大きく、これは部門横断で知恵を結集
した「総合力」の発揮に他ならない。今後は、本プ
ロジェクトが事業部門も含め全社継続したPDCAサ
イクルになるよう啓発を含め、その定着化が重要と
なってくる。

最後に、今回の2つの事例「外装表示・デザイン」
「外装設計」の改善に関しては味の素㈱・グループ
企業に留まらず、自社製品を段ボール外装で輸配送・

 図表15　味の素ゼネラルフーヅ社導入事例

 図表16　エコプロ、2014年環境大臣賞受賞商品
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選考評

本受賞事例は、誤配送という物流品質の問題を契機
として、物流効率の改善に取り組み、物流部門のみな
らず事業部門はじめ各部門、グループ企業全体にわた
る横断的な改善活動に取り組んだ事例である。

顕在化している問題を深掘りし、真因を抽出して
課題を設定するまでのプロセスと、課題設定後の改
善施策の実行プロセス、取組みを持続性あるものと
するための仕組み作り、いずれの段階においても実
際に改善活動を行う当事者の充分な理解と納得が得
られることを念頭に置き、具体的な数値に基づいた
分析、立案、ルール化を行ったことが評価されたと
言える。

まず、誤配送の原因を発生現場のみの責任とせず、
ヒューマンエラーを複合的な要因によるものと仮説
を立て、その検証を18か月分という充分な量（母数）
のデータを基に行っている。その結果、現場スキル
を起因とするものと、荷主が行う外装設計・表示を
起因とするものと、双方が相まって発生しているもの
と原因の傾向を掴んでいる。また、外装設計を起因
として積載効率が低下している事象も発見している。

さらに、傾向値分析を受けてより詳細な調査を実
施し、①類似商品による仕分ミス、②外装表示・デ
ザイン内容の分散化、③外装表示・デザインに関す

る詳細ルールが作成されていないことを具体的な問
題として抽出した。これにより、物流現場視点を加
味した外装表示・デザインの標準化という課題を設
定した。課題設定においては、副次的に発見した外
装設計に起因する積載効率の低下改善も含めた野心
的な取り組みとしている。

課題設定後においては、物流コードの識別性を高
める位置・枠組み。フォントを認知科学的な手法に
より実験のうえ導入効果の測定を行っている。これ
により実際に外装表示・デザインを行う事業部門の
商品開発担当が納得できるガイドラインを導入する
ことができた。

パレット積載効率改善についても、全既存SKU
に対する積載率の一覧化と想定される改善金額の一
覧化を基に事業部門の理解を得ている。優先順位を
つけた既存商品の設計改善、倉庫料付課方式の変更、
新商品からの導入ルールの策定等により、すでに物
流費削減という改善結果が実現している。

外装表示・デザイン改善については、今後の効果
測定を待たれるところであるが、発表の中で「我が事
化」と表現された意欲的な改善活動に対するコンセン
サス作りや、部門横断チーム編成など大会参加者に
とっては我が事なものと共感を得たのではないか。

「 メーカーに出来る物流改善『外装表示/設計の最適化』で、
作業効率化、物流品質向上を目指す」

全日本物流改善事例大会2015 実行委員　堀川 亮一
（三菱地所リアルエステートサービス㈱ 物流施設担当 ビル営業一部三課 課長）

保管をされている企業であれば業界を問わず共通情
報でもあると考える。ご興味のある方には視認性・
識別性の検証調査データやガイドラインに関する考

え方等情報も提供させていただきたい。本件を通じ、
物流業界の発展に少しでもお役に立てればと思う。


