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全日本物流改善事例大会2014・物流合理化賞
―受賞企業に学ぶ物流合理化の工夫―

機械だけに頼らない
人間力による作業改善

物流合理化賞〈物流業務部門〉

1．会社概要

会社名：飯塚運輸

所在地：茨城県土浦市

創　立：1969年4月

従業員数：270名

７．センター概要

７.1　カスミ中央流通センターの概要

所在地：茨城県かすみがうら市

設　立：1980年8月

敷地面積：15,573坪

建物面積：5,091坪

（ドライ約3,000坪、

チルド約2,000坪）

７.７　改善部署の概要

飯塚運輸は荷主であるカスミ様の中央流通セン

ター内で、鮮魚・青果・和風日配・惣菜・洋風日配・

加工肉部門の荷受け・検品・仕分業務、また事務全

般を24時間・365日体制で行っている（図表1）。

豊岡 真人
Masato Toyooka

飯塚運輸㈱
チルド構内　構内課長

７.８　今回の現場改善の業務概要

量販店であるカスミ様の流通センター（TC型）

には、日々、約700アイテムの和風日配商品が入荷

し、仕分が行われている（取引先様仕分は除く）。

図表1　改善部署の概要
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仕分方法は機械（DAS）によるもので、一度に5ア

イテムの同時仕分が可能である。DAS導入当時の

物量は、この処理能力で十分であった。

しかし近年、出店が加速し、その影響で物量が増

加した。店舗への延着が決して許されない中で、機

械を使った作業だけでは作業終了時間に間に合わな

くなってきた。機械能力の限界や環境の変化に対し

て、私たちは人の力（マンパワー）を最大限に生か

して、この問題を解決する方法を全員で考えた。

８．  和風日配エリア改善 

（部署改善①）

８.1　現状把握

（1）現況

和風日配では、年々店舗数の増加と共に取り扱い

アイテム数も増加している。2009年から現在まで

の5年間で150アイテム以上も増加した。

（2）仕分方法について

和風日配、惣菜エリア共にDAS（デジタル・アソー

ト・システム）による仕分が行われている。

【当社で使用しているDASの特徴】

①5人同時仕分が可能。

②  数量の多い商品を仕分する場合には、応援人員を

投入することが可能（作業効率UP）。

③  数量の少ない商品を仕分する場合には、応援を投

入すると非効率（作業効率DOWN）。

DAS仕分への応援人員投入条件は、1アイテムの

出荷量が目安として40個以上必要になる。

（3）出荷状況

取扱い749アイテム中、出荷数が30個未満の少

ロット品が約600アイテムを占めている（全体の

80％）（図表2）。

（4）作業状況

700アイテムを、仕分開始から配送出発時刻の朝

5時までの14時間で仕分するためには、1時間あたり

50アイテムのペースで処理しなければならない（図

表3）。しかしDASのみの仕分では、人員を投入した

応援体制が組めないため40アイテム程度にあまんじ

図表2　出荷量別アイテム数調査

図表3　作業状況
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ていた。この状況が機械仕分けの限界だと感じた。

さらに、従業員の年齢も2008年から2014年にか

けて高齢化が進み、6年間で平均年齢が8歳も上昇

している。注目したいのは、2008年には10代、20

代の若者が職場を活性化していたが、現在ではそう

いった若者が一人もいない。こういう現状も生産性

の上がらない原因の一つになっている（図表4）。

８.７　問題提起

今後、2014年におとずれることが想定される出

荷アイテム総数700アイテム超に対応するためには

どうしたら良いか。

【対応条件】

①アルバイト（従業員）の増員は行わない。

②コストをかけない。

③  メーカーからの納品時間変更は難しい（仕分開始

時刻の前倒しは無理）。

８.８　目標設定

機械能力の限界や環境の変化に対し、人の力を最

大限に活かしこの問題を解決する。

・最終目標…配送開始時刻までに仕分を終了させる。

・目的…コストをかけずに出荷物量増加に対応する。

・  理由…センターの問題は、委託業者である我々で

何とかしなければならない。

こうしたことから第1改善目標を、1時間あたり

50アイテムを処理することとした。

８.4　改善スケジュール

改善スケジュールを図表5に示す。

８.5　施策検討

職場ミーティングにおいて、従業員からでてきた

提案を基に施策を検討してみる。「機械仕分け（DAS）

とは別に、身近にあるものを利用して仕分作業を併

用してみたらどうか」とい

う提案である。

（1）仕分リストの活用

ノーコストですぐに始め

られるという理由から、身

近にある仕分リストを活用

して仕分を行ってみること

にした。仕分リストを活用

した使い方は2種類ある。

①  直接リストを持ちなが

ら仕分を行う方法『リ

スト仕分』

図表4　従業員の平均年齢の推移

図表5　改善スケジュール
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②予め商品に店番を書き込む方法『店番書き仕分』

この2種類を比較検討（図表6）すると、準備の

工程では、すぐに仕分が開始できる『リスト仕分』

に○が付き、店番を書く手間のかかる『店番書き仕

分』は×。仕分け作業の工程では、手にリストを持

たずに両手が使えて、かつ商品に大き目に書かれた

店番を見ながら誰でも仕分作業ができる『店番書き

仕分』に、「作業性」「適応性」「品質」の全てで○

が付いた。確認の工程では、どちらを実施した場合

でも正確性に欠けるとの理由から○にはならなかっ

た。最終的に、○の数の多かった『店番書き仕分』

を行ってみることにした。

（2）『店番書き仕分』とは

実施条件と作業手順を図表7に示す。

（3）問題点の克服

準備の工程で、商品の外箱に店番を書き込むため

にすぐに仕分が開始できない点について改善してい

く（図表8）。

【改善のポイント】

①二人一組で店番書き作業を実施している。

②記入に使用するリストは既存の仕分リストである。

出荷先のカスミ様の店舗業態には、スーパーマー

ケット型（SM）とディスカウント型（DS）の2種

類があり、チラシアイテムも別々で取扱商品の異な

るものが多い。そのため構内のレイアウトは、作業

性を考慮してSM店舗とDS店舗を1カ所にまとめて

配置した作りとなっていた（図表9）。

ところが、店番を書き込むために使用する仕分

リストのフォーマットは、SM・DS同一アイテムの

場合に限り、店番が番号順で表示されていた（SM・

DSが入り混じった状態）。また定番発注分と特売発

注分が改行されて表示されていた（図表10）。これ

では誰もができる作業ではない。

【店番書きを行う人の条件】

・構内のレイアウトを熟知している。

・店番ごとに業態（SM・DS）を把握している。

・  定番と特売の数量を合算して読み上げる対応力が

ある。

などが必要で、店番書きができる人が限られていた。

（4）真因の追究

図表11のとおり、真因を追求

して見えてきたのは、物流セン

ター運営上の問題・悩みは、セ

ンターで働く委託先の従業員が

抱え込み、決して荷主に投げる

ことはない。そのため、問題が

ブラックボックス化して荷主が

センターの現状を把握できてい

ない状況であった。

図表6　仕分リスト使用方法の比較

図表7　『店番書き仕分』の実施条件と作業手順
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（5）荷主との対策会議（施策実行）

私たちは今回初めて、目標達成に向けて荷主であ

るカスミ様に、改善に協力してもらうための依頼を

してみることにした。荷主と、私たち委託業者であ

る実働者が協力することで、委託業者の私たちだけ

でなく荷主にとっても大きなメリットが生まれる。

改善が進み物流の品質が向上すれば、販売する店舗

にも大きなメリットが創出されるはずである。仕分

リストを構内レイアウトに合わせて表示することに

図表8　克服するべき問題点

図表12　改善効果

図表10　仕分リスト

図表11　真因の追究

図表9　和風日配エリア構内レイアウト

ついても、それだけで仕分時間が短縮され、今後の

増店への対応が可能となるからだ。

結果、荷主にとってのメリットも創出する改善で

あることを理解していただき、即時に変更していた

だいた。

【変更効果】

・誰でも店番書き作業を行えるようになった。

・  機械（DAS）＋人力（店番書き）による仕分実施

の準備が整った。

８.6　効果検証

機械と人力による仕分方法の併用効果は、目標で

あった1時間あたりの処理アイテム数、50アイテム

をクリアーすることができた（図表12）。
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4．  和風日配エリア改善 

（部署改善②）

仕分リストのフォーマット変更により作業性が

改善され、店番書き作業における一定の効果は出た

が、まだ全ての問題がクリアーされたわけではない

（図表13）。さらなる改善に取り組むことにした。

4.1　改善スケジュール

改善スケジュールを図表14に示す。

4.７　施策検討

今度は、精度向上に挑戦していく。店番書き作業

に慣れてくると、メリットとデメリットが発生した。

・  メリット…機械仕分（DAS）を補うために人間

力仕分（店番書き）を併用したことで作業生産性

が向上。

・  デメリット…店番書きミス・読みミス・字が読み

づらいなどの問題が度々発生。

本来、作業というものは『正確性』を重要視すべ

きなのに、それが維持できないことに人間力の限界

を感じた。

（1）外部知見を学ぶ

自分たちだけでなく、他部署の作業からヒントが

得られないかと考え、DAS仕分を実施していない

青果の仕分方法について勉強してみることにした。

青果ではラベルシールによる仕分を実施していた。

（2）『ラベルシール仕分』とは

作業手順を図表15、ラベルプリンターを図表16

に示す。

（3）『ラベルシール仕分』と『店

番書き仕分』の比較

ラベル仕分を応用して仕分を

実施した場合と、店番書き仕分

を比較してみた（図表17）。

・  準備にかかる人員は、『店番

書き』が2名固定なのに対し

て、『ラベルシール』は0名。

・  1アイテム準備するのにかか

る時間は、『店番書き』が平

均60秒なのに対して、『ラベ

ルシール』は平均20秒。

・  『店番書き』の場合には、読み・

書きのミスが発生する可能

性があるのに対して、『ラベ

ルシール』では指示ミスが

ない限り印刷ミスの心配は

ない。

図表13　新たな改善テーマ

図表14　改善スケジュール

図表15　作業手順
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生産性・正確性の全てにおいて、人力による店番

書きよりもラベルシールのほうが優れていることが

わかった。

4.８　施策実行

店番書き作業の問題点であった二人一組の準備作

業と精度の問題は、プリンター導入により解消され

ることを荷主に説明し、青果エリアで使用している

ラベル仕分の仕組みを和日配エリアにも導入した。

4.4　効果検証

ラベル仕分を導入したことで、店番書きの煩わ

しさから解放されたことと、書きミス・読みミスの

問題も解消したことで、従業員の数はそのままに、

1次改善のときよりも、さらに労働時間が短縮した 

（図表18）。

DAS仕分を補うために人力による対策を検討し

てきたが、ラベル仕分による応援体制を構築する結

果となった。

4.5　標準化

図表19のとおり、作業内容の標準化を行った。

5．惣菜エリア改善（職場全体改善）

5.1　現状把握

惣菜・鮮魚エリアは、仕分時間を分けて場所の二

面化を行っている。そのため、惣菜仕分は鮮魚仕分

が始まる前の23時に必ず終了させなくてはならな

い（図表20）。

5.７　問題提起

①  店舗数の増加・出荷量の増加による出荷作業の遅

れは和風日配だけでなく、惣菜部門にも起きている。

②  バラ出荷品が多く、1つずつ手に取って仕分を行

うため仕分に時間がかかる。

③  バラ出荷のために商品に直接ラベルシールを貼る

ことができないので仕分方法としてはDASのみ。

図表18　改善効果

図表16　ラベルプリンター 図表17　『ラベルシール仕分』と『店番書き仕分』の比較
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5.８　改善スケジュール

改善スケジュールを図表21に示す。

5.4　施策検討

和風日配エリアの改善により創出できた時間を

惣菜エリアの改善に投入することで、

全体最適を図る。方法としては、和風

日配担当者の一部を制約時間が早い惣

菜エリアに応援に行かせる。惣菜仕分

終了後に和風日配エリアに戻り、通常

作業を行う。

5.5　施策実行

シフトの変更を行った（図表22）。

【応援体制構築前】

和風日配担当者は和風日配仕分のみ

を行い、惣菜担当者は惣菜仕分のみと

エリアごとに担当者を配置した運用を

行っていた。そのため、物量変動に対

してエリア内での調整が間に合わず仕

分完了が配送車両出発時刻をオーバー

することもあった。

【応援体制構築後】

前半は23時までに終了させなければ

ならない惣菜に人員を投入し、惣菜仕

分終了後の後半は、和風日配の仕分を

全員で行う方法での優先順位を意識したシフト体制

に変更。

5.6　効果検証

改善前後の作業実態を図表23に示す。

図表19　作業内容の標準化

図表20　惣菜・鮮魚の仕分時間の現状

12 13 14 15

5 7 7 7 7 7 7 7 7

図表21　改善スケジュール

部署の壁を取り払いチルド全体で物流品質向上を実現しよう

配送開始時刻までの仕分完結
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（1）和風日配エリア

出荷アイテム数・物量と

もに増加傾向にある中、一

次・二次改善が効果を発揮

し、生産性を上げたことで

労働時間の減少につながっ

ている。三次改善で応援体

制構築を実施したことによ

り、当初の目標であった1

時間あたりの処理アイテム

数50をクリアーできなく

なったが、最終目標の配送

車輌出発時刻前までの仕分

完了を実現したことで相殺

される。

（2）惣菜エリア

出荷アイテム数・物量と

もに増加傾向にある中、和

風日配エリアからの応援体

制の構築により鮮魚仕分開

始前の惣菜仕分完了を実現

している。実態表では、労

働時間や生産性が応援体制

の構築により悪くなってい

るように見えるが、職場全

体で効果を創出しているこ

とで相殺される。

図表22　応援体制構築の前後

図表23　改善前後の作業実態

図表24　活動から生まれた人間力
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選考評

本受賞事例は、時間勝負で完結という食料品の委

託配送における改善活動である。改善に向けては4

つのステップを確実に踏んでいき、「正確性」「操作

性」という機械のメリット、「柔軟性」「コミュニケー

ション」というヒューマンメリットの良いとこどり

により、相互補完の成果を導いた実践事例である。

一般には、ハード・ソフトの両面で投資をかけて

改善をはかり、後に投資効果を回収していくパター

ンがある。ここでは、①ステップとして、ノーコス

トですぐに始められることに着目した点がユニーク

である。加えて、現場目線を大切にして、今後の業

務発展を視野に入れて改善活動をスタートする。

改善にあたっては、1時間当たり50アイテムの処

理を目指して、700アイテムを配送出発時刻の朝5

時までに仕分完了する必要がある。とりあえず、現

行の仕分方法である「リスト仕分」と「店番書き仕

分」を比較しながら、再度現行オペレーションの深

掘り改善を、構内レイアウトを考慮しながら実施す

る。ここまでが通常チームとしての改善活動である。

さらなるブレークスルーを目指し、②ステップと

して、「なぜなぜ」を実施し真因を探る。そこで探

り当てた荷主との関係。荷主に委託先の課題を理解

してもらうことで現場の現状を把握してもらい、改

善の協力をお願いする。荷主と委託業者との共創を

目指したことが大きい。荷主側も提案のメリットを

しっかり受け止めて、改善に繋げるWin-Winの関

係構築が成立。

ここまでで、時間50アイテムの処理目標をクリア

することになるのであるが、ここで手綱を緩めるこ

となく量から質への転換も目指す。③ステップとし

て、人のミスに着目して精度の向上を考える。手書

きの店番書き作業からラベルプリンターの導入を決

断。人のミスを機械で補うことを選択する。もちろん、

これまでの人為的ミスに伴う時間ロスとプリンター

導入の費用対効果を考慮した上での判断である。

最後に④ステップにて、①～③のステップにて改

善を重ねた事実を水平展開して全体最適を図る。捻

出された時間で人の応援体制を敷くことにより、効

率の面で犠牲にするものはあったが、最終ゴールで

ある朝5時までの仕分完了に繋げる改善であった。

本事例にて、現場・現物・現実＋コミュニケーショ

ンにて地道に改善していく大切さが理解できた。何

よりもその現場で働いている方々の知恵こそが現場

力であることを実証してくれた例である。

「機械だけに頼らない人間力による作業改善」について

全日本物流改善事例大会2014 実行委員　豊永 治彦
（本田技研工業㈱ SCM企画室 主幹）

（3）全体

従業員（アルバイト）数を維持しながら全体の作

業を配送車輌出発前の5時までに完了している。

6．まとめ

今回の改善では、機械の良いところ『正確性』『操

作性』と、人間の良いところ『柔軟性』『コミュニケー

ション』を融合し、ハイブリッド化することで問題

を克服した事例である。

きっかけは、現場で抱える問題に対して社員で

ある私たちが耳を傾けたことであったが、問題を解

消していくことで現場のモチベーションが上がり、

期待以上の効果を発揮してくれたことは驚きである

（図表24）。本当の人間力はこのような活動から生

まれることを知った。


