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物流合理化努力賞〈物流業務部門〉

1．概要

1.1　会社概要
○㈱おおさか協同物流センター（以下、協物）

会社名　： ㈱おおさか協同物流センター（生活協
同組合おおさかパルコープ100％出資
物流子会社）

所在地　： 大阪府枚方市（おおさかパルコープ枚
方物流センター）（図表1）

業務内容： ①生協無店舗事業商品の発注・入荷・
保管・仕分け・転送 ②農産加工

○㈱流通サービス（以下、流通S）

会社名　：㈱流通サービス
業務内容： 生協個配・運送・物流加工・保管・宅

配事業。枚方物流営業所の業務内容は、

ドライ入荷検収・補充等周辺作業・集
品作業・転送商品の保管・出庫・パン
集品・周辺作業・コース別仕分け作業。

1.2　取扱い物量
当物流センターの取り扱い物量を図表2に示す。

図表1　おおさか協同物流センター

図表2　取扱い物量

当物流センター通過物量（点数）（2013年度）
ドライ 冷蔵 冷凍 パン 大型商品 その他 集品合計 農産加工

1日 178,960 285,328 222,249 25,872 15,435 5,489 733,332 34,070
年間 46,529,717 74,185,154 57,784,656 6,726,751 4,012,977 1,427,170 190,666,425 8,858,329

今回対象
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2． 改善対象業務と改善に 
取り組んだ理由

2.1　大型商品配送コース別リスト集品作業
生協物流では多くの食料品を、折りたたみコン

テナや発泡スチロール保冷容器などに仕分けをす
る。容器に収まらないケース飲料やトイレットペー
パー・日用品類は、配送コース別（1日約1,000コース）
にリスト集品し、カゴ台車に仕分けする（図表3）。

2.2　改善に取り組んだ理由
①属人的作業→作業の標準化が遅れている。
② 管理・マネジメントが不十分（全部仕分ければ終

わり）。
③両社にとって不採算部門。

3．協同改善チーム結成

3.1　最初は大型設備導入での改善を構想
当初はAGV（無人搬送）やコンベア類を導入し

て効率を改善することを構想していた。しかし自分
たちでできる「改善」をまず貫くことが大切だと考
え、それでも足りない部分がわかったときに、初め
て設備を検討しようということになった。

3.2　両社メンバーによる定期ミーティング
両社よりメンバーを選定し、6 ～ 8名で改善チー

ム結成。ミーティングを2週間に1回、定期開催し、
組織の枠を越えた、より効果的な改善活動の取り組
みをめざした。

3.3　PDCAサイクルに基づく活動
継続的な改善活動にするため数値・状態を基に「課

題化→改善案検討→改善実行→振り返り」とPDCA
サイクルを意識して取り組んだ。定期ミーティング
では、前回決めた改善の取り組みに対して、数値が
どう変化したかを確認するところから始めた。

3.4　 成果は山分け（ゲイン・シェアリング）を約束
価格交渉の手段としてではなく、改善活動で得ら

れた成果は両社で山分け（ゲイン・シェアリング）
することを約束した。どちらか一方だけが得をする
のではなく、両社、作業員にとってメリットのある
活動にするためである。

4．実態の見える化

4.1　生産性指標を設定
「成果」を計測する必要があるが、他の機械化設

備と違い、純粋な人間作業である。そこで計測でき、

図表3　仕分けの状況



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

43LOGISTICS SYSTEMS  Vol.24 ● 2015 夏号│

しかも成果を明確にできる指標として、作業者の勤
務実績に着目した。

4.2　 流通S作業者のタイムカードデータを両社
で共有

流通Sの判断により、作業者のタイムカードデー
タを公開して、正確な投入人時を両社で「見える化」
した。

4.3　人時生産性の算出
この作業は17：00開始で深夜終了となるため、

同じ生産性でも17：00と24：00ではかかる費用が
違う。成果を山分けするためには正確さが必要であ
る。そこで22：00以降の作業は投入人時を125％換
算したうえで、人時生産性を算出することにした。
その結果、人時生産性は50点と判明した。

5． 作業の見える化 
（第1回ワークサンプリング調査）

5.1　協物社員の作業経験と調査実施
協物社員も流通S社員と一緒になって数日間作業

を経験し、作業の内容を肌で感じることができた。
この経験と実際の作業見学からワークサンプリング
調査を実施した。

5.2　第1回ワークサンプリング調査
図表4に調査結果を示す。ここから、

①運搬移動時間の割合が29％もある。
② リストを見ている時間はほとんど

ない。
　⇒ 移動しながらリストを見ている

ことが明らかになった。

5.3　目標設定
移動時間を中心に削減すれば、

30％程度の改善が見込めると予測を
した。そのため第1期活動期間を半年
として30％の生産性向上、つまり人
時生産性65点をめざすことを決めた。

6．改善その1

6.1　作業エリアのレイアウト変更（移動時間削減）
作業エリアのレイアウトを変更した。従来は集品

エリアに商品を「川」の字に配置していた。変更に
よって、商品を大きくは2列配置にし、さらに商品
を「コ」の字に配置した。全体としても出荷頻度に
応じて配置した。

これにより、商品は常にカゴ台車開口部側にあ
り、またエリアをショートカットで移動できるため、
全体としての歩行（移動）を削減させることができ
た（図表5）。

図表4　第1回ワークサンプリング調査の結果

図表5　作業エリアのレイアウト変更
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6.2　作業指示リストのレイアウト変更
作業指示リストを、より「見やすい」「間違いの

起こりにくい」レイアウトに変更した（図表6）。

6.3　作業現場の協力
これらの調査・改善は作業現場と一緒に取り組ん

だ。結果的に作業が楽になるため、作業現場は好意
的に受け止めてくれ、改善活動がスムーズに実行で
きた（図表7）。

7． 作業の見える化 
（第2回ワークサンプリング調査）

第2回ワークサンプリング調査を実施。その結果
を図表8に示す。
① 作業エリアのレイアウト変更により「運搬移動」

が3％減り、「主体作業」が4％増加。

② 「内容点検」（検品）が13％と、次に割合が大き
いことに着目（集品作業者が不安で点検。点検作
業者が再度点検していることが多いと判明）。

8．改善その2

8.1　 作業エリアのレイアウト変更2（移動運搬
時間削減）

低頻度飲料商品をパレットからラック保管に変
更（図表9）。作業エリアを小さくして移動運搬時
間の削減を狙った。

図表6　作業指示リストのレイアウト変更

①文字を大きく読みやすいフォントに
②アドレス・個数を強調
③複数個の場合は白黒反転
④リスト枚数は削減

図表7　作業現場による協力の様子

図表8　第2回ワークサンプリング調査の結果



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

45LOGISTICS SYSTEMS  Vol.24 ● 2015 夏号│

8.2　点検回数削減
点検は点検作業者の1回のみとルール化した（図
表10）。

9．タイムカードからの改善

9.1　 初日（1次）と最終日（5次）で生産性に
格差があることに着目

①投入人時の比較

集品点数は1次・5次でほぼ同じだが、集品作業

時間だけでも投入人時に44人時分の
差があることが判明した。
②終了時間の比較

投入人時が多いにも関わらず、作業
終了時間にはほとんど差がないことも
わかった。これらの状況に「慣れ」て
しまっていたが、グラフ等で「見える
化」することで改善の必要性をメン
バーが一致して認識した（図表11）。

9.2　マネジメントとしての改善
①5次作業の投入人時コントロール

派遣業者との話し合い・協力もあ
り、5次作業投入人時を削減した。
②作業終了目標時刻の明示

活動期間中の生産性と目標をベー
スに、作業ボリュームに合わせた終
了目標時刻を明示し、決めた時間で
の作業終了をめざした（図表12）。

図表11　タイムカードによる生産性の分析結果

パレット保管 ラック保管

図表9　保管方法の変更

図表10　点検作業の様子

図表12　作業終了目標時刻を明示
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10．改善効果

10.1　20％の生産性向上
生産性の推移を図表13に示す。目標の人時生産

性65点には届かなかったが、60点を安定して出せ
るようになり、20％の作業効率改善を実現できた。

10.2　 約束の成果山分け（ゲイン・シェアリング）
当初の約束に従って20％を費用に換算すると、年

間約1,600万円の効果となり、両社で調整を行った。
最終的には2015年度の料金改定という形で按分し、
両社ともに年間約800万円の収益が改善する結果と
なった。

10.3　改善全体イメージ図
今回の改善をイメージ図にすると図表14のよう

になる。

11．さいごに

11.1　改善は現在も継続中
① 低頻度雑貨商品のみ別集品後、本集品に合流さ

せるようにした。それにより軽量商品が集中する
ため、女性も業務に就くことができるようになっ
たほか、移動運搬も減らすことができた（図表
15）。

② 休憩時間の設定変更（定時休憩から作業到達での
休憩設定）。

③出荷エリアへの搬送改善構想。
④ 次年度は作業時間そのものを昼間時間へ変更した

いと考えている。そのためには入荷時間調整・構
内作業・保管の調整、生協配送支所への輸送時間
の調整が必要になる。少しレベルの高い改善活動
にチャレンジしようと考えている。

11.2　指標はこれからも共通の財産
今回は改善が進み、結果として収益が改善された

が、今後はこの指標を使い、数値の変化から成果と
問題意識を両社で共有することができる。これは両
社にとって財産になり、さらなる改善や、業務内容
の変更に伴う問題把握に大いに役立つと思われる。

図表13　生産性の推移

図表14　協同改善取り組みフロー

図表15　低頻度雑貨商品の別集品の様子
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選考評

本件は、標題の通り、荷主と物流事業者が一体と
なって課題改善に取り組んだ事例であり、ある意味、
物流改善の本質を体現する好事例である。

達成された成果をゲイン・シェアリングして次に
繋げることに成功した、という事実は、荷主と物流
事業者の信頼関係、一体感を顕著に体現しており、
示唆に富むものである。

本件荷主は㈱おおさか協同物流センターで、生協
無店舗事業商品の発注、入荷、保管、仕分け、転送
を主要業務としている。一方、物流事業者は㈱流通
サービスで、その枚方営業所（大阪府）にて本件セ
ンター業務を運営し、ドライ入荷検収・補充等の周
辺作業、集品作業、転送商品の保管・出庫、コース
仕分け作業等を請け負っている。

本件で改善対象としたのは「大型商品の配送コー
ス別リスト集品作業」である。ドライ・冷蔵・冷凍
といった主力商品である食品に比べると点数は限ら
れるが、荷姿に多様性のある日用雑貨であり、標準
配送容器に収まらないことから作業の標準化が遅
れ、荷主、物流事業者双方にとって不採算部門となっ
ている領域である。

黒字部門の拡大より赤字部門の改善で収益確保、

いう方向性での取組みと言える。
最初は無人搬送機やコンベア等の大型設備導入

が検討されたが、現実を見据えるという基本方針か
ら、まずは自分たちで出来る改善を！という結論に
至り、徹底したPDCAサイクルの実践に落ち着く。

作業レイアウトの変更、現場での作業指示帳票の
改善（見やすく、文字が大きく、白黒反転等でヒュー
マンエラーを防止）、保管方法変更で作業エリアを
拡大して移動運搬時間を削減、点検作業1回ルール
での点検作業の時短、等の改善施策を実施、最終的
な改善効果はタイムカード実績との照合で人時生産
性として定量化された。

また、実行段階で『徹底した作業実績のみえる化』
が行われたことも特筆に値する。これで全関係者が
目的意識を持ち続け、モチベーション維持が実現で
きたのではないか？

1つ1つの改善施策は多くの現場で行われている
基本的な内容ではあるが、荷主・物流事業者の協同
事業、実績みえる化によるモチベーション維持、こ
の2点が成功の秘訣であり、ここからのゲイン・シェ
アリングによるWIN-WINへの帰結は、多くの物流
現場での達成が期待されるところである。

「 荷主企業と3PL企業による協同作業改善と 
ゲイン・シェアリング」

全日本物流改善事例大会2015 実行委員　寺田 猛史
（鴻池運輸㈱ 営業統轄本部 システム営業部 部長）

11.3　 両社の信頼関係（パートナーシップ）と
現場の協力が土台

改善活動が進み、料金改定まで実現できた要素
は2つある。1つは協物と流通Sの両社がこれまでに
築いてきた信頼関係。パートナーとなって約10年だ
が、「ともに成功しよう！ともに発展しよう！」と、
苦しい時期も乗り越えてきた。

2つ目は改善活動を通じて、現場の作業者の方た
ちが真面目に協力してくれたことである。

作業者のみなさんに感謝している。今回の改善
の取り組みを経験に、これからも両社のパートナー
シップと現場の力でさらなる改善を進めていくつも
りである。


