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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―

タブレット端末導入による
作業標準化について

野水 友也
Tomoya Nomizu

佐川グローバルロジスティクス㈱
営業部　名古屋支店　金沢SRC　所長

物流合理化賞〈物流業務部門〉

1．概要

1.1　会社概要
佐川グローバルロジスティクス㈱は、佐川急便を

擁するSGホールディングスグループのロジスティ
クス事業を担っており、物流倉庫業務のアウトソー

シングから多種多様な輸送サービスまで、お客様の
SCMに最適なロジスティクスソリューションを提
供している。

全国に71拠点28万坪の拠点を構え、様々な業種
のお客様に合わせた、付加価値の高い物流サービス
を提供している（図表1）。

図表1　事業所一覧
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本社所在地：東京都品川区
資本金　　：15億円
代表者　　：代表取締役社長　石川秀範
従業員数　：4,483名

1.2　事業所概要（名古屋支店金沢SRC）
※SRC：佐川流通センター

今回の事例は、弊社名古屋支店金沢SRCで業務
を受託しているイーコマースでのリユース事業の業
務改善事例である（図表2）。
所在地　：石川県金沢市
延床面積：17,369m2（5,254坪）
従業員数：68名

1.3　業務内容
荷主様は、イーコマースでのリユース事業をメイ

ンに、「仕入から商品開発・販売」までを一貫して
展開しており、近年急成長を遂げている（図表3）。

弊社では、買い取り商品の査定から撮影・セット
組を行い、約22,000SKUの商品の在庫管理を行い、

インターネットでの注文に応じて個人宅へ発送を
行っている（図表4）。

荷主様とは、長期的な視野で双方のコスト削減を
実現させることを方針として掲げ、両社で協力体制
を築き、取り組んでいる。

2．現状把握

2.1　問題点の洗い出し
○荷主様

・ 環境負荷軽減、コスト削減の一環としてペーパー
レス化を希望。

　⇒ピッキングリストの廃止（図表5）
・ エンドユーザー様問い合わせ対応のレスポンス向

上に向けた作業状況のステータス及びデータ管理
の強化。

　⇒管理システムの見直し
○弊社

・ 業績向上に伴い、2年間で取り扱いSKU数が4倍
に増加。

図表4　倉庫業務フロー

図表3　荷主様業務形態

図表2　金沢SRC
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・ SKU数増加に比例して、ピッキングリストを使
用した目視でのピッキング業務の生産性低下（ボ
トルネック）。

・ SKU数増加に伴い、1棚に複数SKUの格納を余儀
なくされたことでピッキングミスが増加。

　⇒ピッキング業務の効率化及び品質向上
◇

これらの課題を一括して解消する方
法について両社で協議を重ね、荷主様
システムの見直し及び、ピッキング業
務の改善に取り組んだ（図表6）。

2.2　現状把握
①ピッキング作業方法

荷主様システムより発行されるピッ
キングリストをもとに作業。ピッキン
グリストには、出荷先、商品保管ロケー
ション、商品コード、商品名、出荷数
等が記載されている。

作業者は、ピッキングリストに記載

されているロケーションまで行き、該当ロケーショ
ン内の商品の中から商品コード、商品名をもとに
ピッキングを行う（図表7）。
②ピッキング生産性

ピッキング業務のワークサンプリングを行い、各
アクティビティ所要時間の分析を行った。その結果、
ピッキング業務の中でも歩行が29％、棚の中の商品
を探す行為が25％を占めており、「商品を探す」行
為に大きな無駄があると判断した（図表8）。
③ピッキングミス状況

ピッキングリストを用い、目視だけで判断してい
るため、商品違いが平均20件／月と大きく突出して
いる（図表9）。今後、物量が伸びていく中で、品
質の低下は弊社にとって絶対に改善しなければいけ
ない重要項目でもある。

◇

図表5　ピッキングリスト 図表7　ピッキング作業

図表6　物量推移と問題点

図表8　ピッキング分析
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以上により、ピッキング時の商品を探す行為が生
産性の低下要因となっていること、またピッキング
時の商品違いが多いことからも、「商品を探す」行
為に問題があると考え、重点改善ポイントとした。

2.3　目標設定
・ 荷主様要望であるペーパーレス化及び進捗の見え

る化の実施。
・ ピッキング時の「商品を探す」作業（13.5秒／点）

を50％削減させる。
【ピッキング全体】
　改善前：67.5点／ MH
　　↓ 14％ UP
　目　標：77.1点／ MH

3．スケジュール

2014年5月より活動を開始し、図表10のスケジュー
ルで改善活動を進めることとした。

4．改善施策検討

4.1　改善施策検討
荷主様と改善に対する施策検討を重ねていき、以

下のような施策を実行することとなった。
まずピッキング時の商品探しに時間が掛かって

いる要因を探った。
ピッキングリストの商品コード及び商品名か

らピッキングを行うが、各ロケーションには平均
15SKUの商品が保管されており、その中から該当
商品を探さなくてはならない（図表11）。

業務の特性上、取扱商品が多岐に渡り、また商品
の入れ替わりが多いため、作業者の商品に対する知
識が上がらない傾向にある。

したがって作業者は、品番や商品名だけでは商
品をイメージ（断定）することが難しく、各商品に
貼付されている商品コードを1点ずつ確認しながら
ピッキングを行っているため、時間を要している。

図表9　ピッキングミス状況

図表10　スケジュール

図表11　商品保管状況
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このことから、棚に置かれている15SKUの商品の
中から、迷うことなく素早く商品をピックアップす
ることが求められる。

顧客と検討を進めていった結果、現状のピッキン
グリスト（商品コード、商品名）では限界があると
判断。商品写真を使用して視覚的に色や形、模様や
柄などの特徴を確認することで、「商品探し」時間
を削減するとともに品質向上が図れるという結論に
至った。

4.2　改善施策内容
今回の具体的施策として、「タブレット端末の導

入」を進めることとした。タブレット端末に商品写
真を表示することで、作業時の商品特定のスピード

アップを図る。写真に関しては、販売サイトにアッ
プしている写真を使用する。

また、荷主様側の要望であったペーパーレス化、
ステータス管理も同時に盛り込み進めることとなっ
た。タブレット端末を含むシステム改修（開発）は、
荷主様側の自社開発で進めることとなった。

新システムでは、ピッキング時にタブレット端末
上に商品写真を表示させることで、商品の特性を視
覚的に判断することが可能になるとともに、ピッキ
ングリストのペーパーレス化、作業ステータス管理
を実現させた（図表12）。

また、今までリストをもとに目視で行っていた出
荷検品作業にもタブレット端末を導入し、さらなる
品質向上に取り組んだ（図表13）。

図表12　改善施策1：タブレット端末への商品写真表示

図表13　改善施策2：出荷検品作業でのタブレット端末使用
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4.3　効果検証
①ピッキング生産性

タブレット端末導入後のピッキング作
業における「商品を探す」時間は、導入前：
13.5秒／点から導入後：2.9秒／点へと大
幅に改善され、78.5％の削減という結果
となった（図表14）。

【ピッキング作業全体の生産性】
　導入前：67.5点／ MH
　　↓ 生産性1.7倍
　導入後：115.4点／ MH
　（目標値：77.1点／ MH）
「商品を探す時間」に加え、タブレッ

ト端末を導入したことで確認作業なども
軽減され、歩行時間などの削減にも繋が
り、大きな効果をもたらした。

②ピッキングミス

タブレットで色や柄等の特徴を視覚的に
判断し、色と音でミスを防ぐことで商品間
違いが大幅に改善された（図表15）。

導入前：20件／月（114PPM）
　↓
導入後：5件／月（38PPM）※平均値

出荷量が急速に伸びている中で、作業品
質の向上に成功した。

5．今後の取り組み

5.1　タブレット端末の活用
今回、タブレット端末を導入して、出荷

時におけるピッキングの効率化をメインに
取り組んだが、今後はそのタブレット端末

図表14　効果検証1：ピッキング生産性

図表15　効果検証2：ピッキングミス

図表16　 今後の取り組み1：ピッキングに
おける歩行距離の短縮

図表17　今後の取り組み2：棚の使用状況の表示
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を進化させていくことを検
討している。

現状はピッキング作業に
使う送り状を、ロケーショ
ン（エリア）別に仕分けて、
近接しているものをまとめ
てピッキングしている（図
表16）。今後はタブレット
上で最適動線を表示させる
仕組みを構築し、歩行距離
を最小限にし、作業者の負
担軽減と生産性の効率を図
りたい。

入荷時に棚入れを行う
が、空き棚の状況は目視で
都度確認しながら、格納し
ていく業務となっており、
作業者の負担になってい
る。タブレット端末で全て
の棚の状況を一目でわかる
ようにし（図表17）、ピッ
キング時にスタート地点に
極力近いロケーションに固
めることが、全ての工程を
改善する近道であると考え
ている。

また、個人別生産性の管
理、作業進捗管理をリアル
タイムに反映させ共有する
ことで、作業者のモチベー
ション向上を図り、個々の
意識を統一させた“現場力”
の強化を図っていきたい。

5.2　見える化の推進
継続的な取り組みとして、現場内の見える化に取

り組んでおり、特に力を入れているのが「カラーマ
ネジメント」である。

査定～出荷まで複数の工程が存在しており、作業
者（特に初心者）にはわかりづらい現場となっていた。

図表19　今後の取り組み4：色分けによる作業の簡素化

図表18　今後の取り組み3：作業エリアの色分け管理

そこで、作業エリアの色分けを行い、掲示物、使用す
るファイル、備品なども各エリアに応じて色を変えて
管理を開始している（図表18）。

また、査定処理後には商品によって次工程が異な
るため管理が煩雑になっていた部分も、カラーで仕
分けを行うことで、誰でも一目でわかるように工夫
をした（図表19）。

開始して間もないため、具体的な数値効果検証に
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選考評

2015年度の物流業務部門で物流合理化賞に輝い
た本件は、取り扱いSKUが急拡大する通販物流現
場で、荷主からの「ペーパーレス化とステータス＆
データ管理強化」要請と作業生産性及び品質の向上
を併せて実現した改善事例である。

取り扱いSKUが2年間で4倍に増加し、一棚に平
均15SKUを格納せざるを得なくなった中、ピッキ
ングの生産性と品質が悪化していることに気付き、
現状把握と要因分析で真因が「商品を探す」行為に
あることを把握した。発表では、現状把握から改善
策の決定までの経緯が多くは語られていなかった
が、荷主との度重なる協議や現場確認などの積み重
ねにより、解決策として「商品の画像を利用した商
品探しで効率と品質の向上」を見出した。

改善の進め方としては、オーソドックスと言える
が、解決の糸口を「画像」としたところに新奇性が
感じられる。その結果、当初目標としていた「商品
を探す」行為の50％削減を大きく上回る78.5％の削
減をもたらしたのである。

また、当現場では、視覚的な取り組みとして、エ
リアや掲示物の区分けを文字のみではなく色を使い

分けて行っている。
この事例の価値は、単に作業生産性や品質を向上

させた改善というだけではなく、物流現場で慢性化
する人手不足に対して一筋の光を灯す事例と言える。
何故なら、日本の生産年齢人口は1995年をピークに
減少に転じており、当面は日本の人口減少以上のス
ピードで生産年齢人口の減少が進むのである。この
ような中、将来にわたって安定的な物流機能を確保
する所要の策として、主婦や高齢者や外国人スタッ
フの大胆な登用を考えなければならない。短期労働
者や外国人スタッフの活用において、速やかに一定
の生産性や品質を発揮してもらう手段として、本事
例で用いられた画像によるピッキング指図やカラー
マネジメントが大変有用と考えられるからである。

薄暗く文字も見難い現場を抱える事業所は多い。
大会に参加された事業所の中で、当事例をヒントと
して作業生産性や出荷品質が高まった事業所が生ま
れることを期待するとともに、同社には、残された
作業者目線での課題を解決し、今回開発したツール
をさらに進化させて将来課題を克服するリーディン
グカンパニーの役割を果たしていただきたい。

「タブレット端末導入による作業標準化について」
全日本物流改善事例大会2015 実行委員　飯田 正幸

（㈱ロジクロス・コミュニケーション CSレプレゼンタティブ）

は至っていないが、作業者からは非常にわかりやす
くなったと好評で、作業効率の向上が見込まれる。

6．まとめ

今回の改善はシステムの導入やタブレット端末
の導入により、生産性の向上や品質レベルの向上に

なったが、実際に行う作業者の目線から見ることで
見つかった問題や課題が多くあり、“現場力”の向上
こそが本当の改善であると言っても過言ではない。

また、荷主様と協力し合い、幾度となく調整を重
ね、二人三脚での改善があったからこその結果であ
る。今後も荷主様とともにさらなる企業発展を目指
していく。


