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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―

大型ビニール袋の取り出し性改善
（大型ビニール袋の収納具の開発）

鈴木 建二
Kenji Suzuki

㈱スバルロジスティクス
部品物流本部　CKD事業部　CKD生産課

物流合理化賞〈物流業務部門〉

1．概要

1.1　会社概要
社　　名：㈱スバルロジスティクス
　　　　　（富士重工業㈱100％出資）
所 在 地：群馬県太田市朝日町558-1
前　　身：1986年3月 スバル物流㈱設立
　　　　　1988年10月 スバル梱包輸送㈱設立
創　　立： 2004年7月 2社合併により、㈱スバルロ

ジスティクス設立
従業員数：358名（正規258名／嘱託・パート100名）
　　　　　（2015年3月1日現在）

1.2　各事業所概要
① 車両物流事業部門…国内特約店向け、並びに海外

向け車両の船積み港へのスバル車の輸送（図表1）
② 納整事業部門…スバル車の最終検査・整備、ディー

ラー OPの取付け、ボディの磨き上げ
③ 部品用品事業部門…スバル車補修部品・用品の国

内・海外特約店への梱包輸送
④ 航空宇宙事業部門…ボーイング787中央翼／中胴

部構成部品の梱包・出荷
⑤ 部品物流事業部門…スバルKD部品の梱包輸送
（図表2）
・ レガシィ北米生産拠点SIAへのKD部品の梱包・

出荷（1988年～開始）
・ インプレッサマレーシア向けCKD部品の梱包・

出荷（2012年～開始）
・ 日系部品サプライヤーの北米法人向けに部品・

材料・設備・金型等を梱包・出荷

2． 改善部署の概要 
（部品物流事業部本社工場）

スバルロジスティクス（以下、SLCOと略す）で
は、本社工場の中でCKD＊部品を梱包・出荷している。
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梱包ラインは2車系に分かれており、北米向けレガ
シィラインと、今回の改善対象となったマレーシア
向けインプレッサ梱包ラインである。

マレーシア向けはSLCOの子会社、「富士流通サー
ビス」が請け負っており、今回の改善はQCサーク
ル活動の成果である。
＊CKD：Complete Knock Down（完全現地組立）

3．改善内容の要約

マレーシア向けの梱包作業においては、現地調達
率が比較的低いため、様々な形状、材質、機能、大
きさ、重さの部品を梱包して出荷している。

その中でも、比較的大きな部品の保護のため、大
型の段ボール箱に部品を直接は入れず、保湿、耐キ
ズ付き性、仕切り等を目的として、箱の大きさに合
わせた風呂敷サイズの大型のビニール袋を使用する
ことが多々ある。

しかし、大きな袋ほどその取り扱い性や収納性が
極端に悪く、ほとんどの作業者が手こずっていた。
今回発表するのは、その取り扱い性や収納性に関す
る改善事例である。

4．改善前の現状の課題

マレーシア向けCKDでは約1,000点の部品を、12台
分／1ロットとして梱包している（多品種、少量生産）。

梱包する部品は、人の2倍ものサイズのアウター
パネル（2.9m×1.3m）から、小さいものはナット 
1点（11mm）に至るまで、様々な種類、形状、重さ、
機能の部品がある（図表3）。納入時の品質を損な
うことなく、そのままの状態で現地マレーシアの組
立工場に届くよう、最適かつ効率の良い梱包作業を
行っている。部品それぞれに1品1葉で梱包仕様が定
められており、梱包作業者は決められた標準作業を
守ることで、品質維持、異品混入防止、数量（入り

図表1　車両物流事業の流れ

図表2　部品物流事業の流れ
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数）確実化を遵守して作業をしている。
そうした梱包時に一緒に扱う様々な資材がある。

例えば段ボール箱、段ボールシート、ビニール袋、
発泡剤、緩衝材、防錆シート等である。これらはそ
れぞれ最適な梱包状態を保つために、様々な大きさ・
仕様に分かれており、これは言いかえると、作業テー
ブルの周囲に置き切れない程のボリュームがあり、
必要な時に都度、別の場所から選んで持って来たり、
作業テーブル下の資材格納ボックスの中から取り出
すなどしている。

しかし、それすらもままならない資材がある。そ
れが「大型ビニール袋」である。

4.1　 大型ビニール袋の取り扱いにおける具体的
な課題（困っていたことの整理）

① 納入された時は折りたたみ状態（図表4）である
が、使う時は風呂敷大の大きさになり、広げると
テ－ブルを半分以上塞いでしまう。実際には、ゴ
ミ箱（空段ボールで代用）の縁に引っ掛けたり、
台車の取っ手にぶら下げたり、使い方は作業者ご
とにまちまちで定番はない。

② 1パック50枚～ 100枚ほどあり、平らに広げると
滑りやすく、ズルズルとダダをこねるように崩れ
始める（図表5）。崩れたら元の状態に戻すのに、
ムダな労力を有する（人によってはグチャグチャ

になる）。
③ 使用後に机の下へ格納して、次に再使用する時、

戻した向きがバラバラなために袋の開口部が判ら
なくなってしまう。

④ ③の状態から開口部探しが始まる。軍手をはめ
ているため、なかなか開口部を開けられない。回
転させながら、場合によっては1周過ぎても口が
見つからず、イライラしてしまい、それを放棄し、
もう1枚、新しいビニール袋を取り出して作業を
済ませる。そこへ置いたビニール袋は、格納箱へ
グチャグチャのまま戻されてしまう。

5． QCサークルの 
画期的なチャレンジ

5.1　QCサークル「Mix」の改善テーマ
QCサークル「Mix」で改善を行った。リーダー

は川崎久美香（班長）、メンバーは根岸、金子、柳田、
藤巻、新島の総員6名である。

サークルメンバー全員で大型ビニール袋の扱い
で困っている点をランダムに挙げて整理した。要約
すると以下のようになる。

図表3　梱包する部品

図表4　テーブル下の格納状態

図表5　ビニール袋の荷崩れ状態

テーブルの上に取り出した状態 荷崩れしてフロアに落下
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① 梱包用大型ビニール袋を使用する時、袋の口が判
りにくく、広げるのが煩わしい。

② 使用後に格納箱へ戻すが、出し入れするたびに形
が崩れ、最後はバラバラになる。

③ そのたびに机の下に屈んで袋の取り出しをしなけ
ればならず、腰に負担がかかっている。

④ 取り扱いの改善対象の大型ビニール袋を次の3つ
とした。ほかにも小さなビニール袋は数種類ある
が、作業の煩わしさはなかったため除外した。
・PB0310（1,200mm×1,000mm）
・PB0300（900mm×900mm）
・PB0050（700mm×700mm）

5.2　QCサークルの活動期間
サークル発足の2014年4月から活動を開始し、同

年9月30日までに解決する、との目標を立てた。

5.3　QCサークル「Mix」のチャレンジの開始
話し合いでは「ビニール袋がどういう状態であっ

て欲しいか？」を、まず考えていった。
① 最初の梱包開始の時にまとめて50 ～ 100枚を束

にして、ビニール袋がバラバラになるのを防げな
いか。

②袋を取り出す時は1枚ずつ取れるようにしたい。
③ その際、袋の開口側で常に一定に取り出せて、口

探しをやめたい。
④ 袋はまとめて一定の場所に置き、いちいち机の下

に戻さないほうが崩れにくくて良い。
このように、こうしたいというアイデアはすぐ浮

かんだが、肝心の答えはなかなか出なかった。

5.4　主婦の知恵・主婦の特技で課題を一気に解決！
サークルメンバーの1人（主婦）が買い物をして

いて、ふいに頭に浮かんだ。「スーパーではレジ袋
が大きさごとに並んでいて、1枚ずつ、きちんと取
り出せている。なぜレジ袋は1枚ずつ取り出せるの
だろう…？ 私達のビニール袋との使い方の違いは
何？」。この疑問が、自分達が求めている答えを導
くキッカケとなった。
＜ヒント＞
①ぶら下げてある（1枚ずつ取れる）。
②袋の一部を軽く抑えてある（荷崩れしない）。
③ 大きさごとに並んでいる（どのサイズでもすぐに

使える）。

5.5　改善の連鎖の始まり
スーパーのレジ袋をヒントに、布を半分に折り畳

み、端を縫い合わせ、荷崩れ防止のため、段ボールシー
トを下に挟んだ。これが改善の原点となり、「お袋1号」
が誕生した。図表6に示すように、Excelで組立図も

図表6　「お袋1号」の組立図
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作り、裁縫ができる
人なら誰でも作れる
ようにした。

これによって、使
い始めにこのカバー
と段ボールシートに
ビニール袋を挟むよ
うにセットすれば、
バラバラになること
なく最後の1枚まで
使用でき、また袋の
口を常に手前側にし
て引き出せるため、口探しをしなくてすむ。

すると別のメンバーが、スーパーのレジ袋はパイ
プに掛けられていることから、パイプまたはシャフ
ト状のものに掛けて、かつ移動しやすいように軽い
台状にすることを思い付き、すぐに作った。これで

「お袋1号」の完成となった。
ちなみに「お袋1号」のネーミングは、包むのが

ビニール袋、作ったのがお袋さんのような年齢の主
婦だったところから付けられた。「お袋さん」とし
てしまうと、「森進一」になってしまうので、シン
プルに「お袋」に留めた。

しかもこの人は「お袋2号（両側取り出し）」「お
袋3号（二段移動式）」と立て続けに改良版を作って
くれた。「お袋2号」はQCサークルから離れ、各班
の競争のように新しいアイデアが生まれていくこと
につながった。

5.6　「お袋2号」の誕生
作業で実際に使い出したところ、2名の作業者で

1つの部品を梱包するケースがあり、片側取出しで
は互いが干渉してしまい不便、との声が上がった。
すかさず、両側取り出しの「お袋2号」が作られた。

これにより「お袋1号」は“後輩”に道を譲るこ
ととし、現役から引退した。

両側取り出しの「お袋2号」の特長は次の通り。
① 大 サ イ ズ の ビ ニ ー ル 袋（PB0310、PB0300、

PB0050）を1枚ずつ取り出せる。
② 開口部側を常に手前で掴めるので口を探さずにす

ぐ広げられる。
③ 台座の段ボールシートでビニール袋の入れ替えが

しやすい。
④ ビニール袋がずれずに最後まで取り出せる（スー

パーのレジ方式）。
⑤ 両側に取り出し口を設け、同時に2人で袋を取り

出せる。
⑥材料はあり合わせの端材で誰でも簡単に作れる。
⑦パテント申請検討中。

お客様の工場見学時にはこのように説明してい
るが、⑦については、当初はまだ現実味はなく、半
分はミエだった。「お袋2号」は、図表7のようにス
トラットFrontをくるむ作業時に、現役で使用して
いる。

5.7　「お袋3号」の誕生
「お袋1号」は改良されて、「お袋3号」（二段移動式）

に大変身した（図表8）。
①「お袋2号」の利点はそっくり引継ぎながら、
②2段にして、同時に2種類のビニール袋を取り出せる。
③ 市販のパイプハンガーにセットして、いつでもど

こでも移動可能（車輪付）。

5.8　「アラサー2号」の誕生
「お袋2号」が使われ出した頃、別の人（もう少

し若い主婦）が「私ならもっと便利なモノを作って
きます」と言って、材料を自分で購入し、1週間後
に全く違う発想の新作を作ってきた（図表9）。

図表7　「お袋2号」の仕組み
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「アラサー 2号」と名付けられた新作の特長は次
の通り。アンダーラインの部分が新機能である。
①基本は「お袋3号」と同じ。
②取り出し口は、両側・中央どこからでも取り出せる。
③ 複数の異なる大きさのビニール袋に対応できる
（「お袋」は大きさごとに1品）。

④ ワンタッチで袋交換ができる（「お袋2号」の中央
は閉鎖していてやや大変）。

⑤ 台座の段ボールシートがないので簡単に作れる
（段ボールを使ったアイデアはのちに復活）。

⑥パテント申請検討中（ミエはまだ続いていた）。
　「アラサー 2号」のネーミングは、作ったのが「お
袋」の製作者よりも3歳年下だったが、30歳も年下
というサバを読んだ設定でアラウンドサーティーと

し、「アラサー 2号」とした。「1号」がないことに
特に意味はなく、その時の勢いである。

5.9　「アラサー3号」の誕生と拡大展開
「お袋3号」が、市販のパイプハンガーの使用で機

動性が改善されたため、これを「アラサー」にも導
入し、「アラサー 3号」としてマイナーチェンジした。

同じ頃、この「アラサー 3号」について他の梱包
班から、「便利だからウチにも作って欲しい」と頼
まれたため、材料費は会社で負担し、作成はお願い
して各班2台ずつくらい普及していった。

今現在、現役で活躍している「お袋1、2、3号」や「ア
ラサー 3号」たち（SLCOの大ベストセラー）を図
表10に示す。

図表8　「お袋3号」の仕組み

図表9　「アラサー 2号」の組立図
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6． ビニール袋取り扱い上の 
工数低減効果の算出

作業性向上と工数低減による、2014年5月から現
在までの通算効果（梱包工場内の8式の使用実績）
は、△392,583円となっている。今後、新型車の新
ラインにも水平展開すれば、生産台数比でこの数倍
の効果が出る予定である。

7．QCサークル全社大会優勝

2014年10月20日に「スバルロジスティクスQC
サークル全社大会」が行われた。総勢299名、35サー
クルの中から11チームが審査で選出され、「Mix」
チームも参加した。その結果、最優秀賞となったの
だが、その時の講評には関係者全員が驚愕した。

「素晴らしい発表をありがとうございます。ただ
し、このままではもったいないので、『実用新案』
とか『特許』を取れませんか？ 是非お願いします」

このありがたい指示により、SLCOとしては未知
の新たな領域へのチャレンジが始まった。

８．初めてづくしの始まり

8.1　 これまでの当社にはない組織・ない仕事・
ないルール

SLCOには特許を取り扱う部署はなく、過去にも
実用新案や特許を取った実績は全くなかった。この
ためインターネットで、類似の梱包技術に関する特
許・実用新案関連を当たってみたが、これといった
同類のモノは見受けられなかった（家庭用は1件あ
り）。親会社の富士重工業㈱のアドバイスで、東京
の特許事務所を紹介していただいた。

8.2　特許出願へ向けてさらなる極みを目指す
①特許願が受領

紹介された特許事務所へ最初の相談をしてから
約2 ヶ月後、ついに特許願を受領したとの書類が特
許庁から届いた（図表11）。この快挙に当社幹部も
驚くと同時にとても喜んだ。ビギナーズラックなこ
ともあり救われたと思う。

図表10　現役活躍中の「お袋」や「アラサー」たち

（1）特許庁長官受領書

図表11　受領された特許願

（2）特許の名称
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②「段ボール三兄弟」

ちょうど特許申請を特許事務所で作成している
頃、新たなアイデアの製作者が出てきた。「裁縫は
できないが、身近にある段ボール材を使って、簡単
に『お袋3号』と同じ機能を持たせられないか」と
考え、自ら作ってきた。しかも、大型ビニール袋は
3種類あるのに、市販のパイプハンガーでは2種類ま
でしか1台車にセットできないというこれまでの欠
点を克服したことで、3式1台にセットしたいという
みんなの願いが実現した。

段ボールで製作した収納具で、3種類の袋を格納
できることから、「（段）ダンゴ三兄弟（三種類の袋）」
に語呂合わせし、「段ボール三兄弟」と命名した（図
表12）。
③「段ボール三兄弟」も特許請求に追加

布地以外でも製作可能であることを考えていた
特許事務所は、特許範囲請求の中でこれと全く同じ
説明図を描いていた。

ゆえに「段ボール三兄弟」を作った者と、最初の
「お袋1号」や次の「アラサー 2号」を考案し、実際
に社内に普及させた者の計3名を発明者として登録
し、特許出願人はSLCOとした。

そして社内では新たに、特許に関するルールや表

彰、褒賞といった制度を新設し、早速実施するとと
もに、「改善提案制度」の定型用紙に「特許や実用
新案に関する可能性」のチェック欄を設け、特許取
得に関して広く啓蒙できる仕組みとした。

8.3　特許は審査請求中
現在は特許審査請求を特許庁に提出しており、約

1年を経て特許公開される予定である。

9．図面化による標準化

先に説明した通り、2つの発明はすでに発明者が
Excelで図面化しており、裁縫ができる人なら再現
が可能。また裁縫が苦手な人でも、あとから発明し
た「段ボール三兄弟」なら、手書きではあるが、す
でに図面はできている（図表13）。

10．これまでの経緯と今後の課題

ちょうど1年前、社長以下、初めて「全日本物流
改善事例大会2014」に大勢で参加させていただい
た。帰りのバスの中で社長は、「我々も早い機会に
このような素晴らしい大会に参加したい。皆もその
ように考えてもらいたい」と幹部・部長クラスを叱
咤激励した。その指示で勢いにのり、「出すだけな
ら…」と全国大会応募の草案を出したのだが、応募
したあとで厳選な地方大会があったことを知ったた
め、大胆にもいきなり全国大会へ出場してしまった。
全国規模の有名企業の名前に連なって、「スバルロ
ジスティクス」を知っていただけただけでも、今大
会出場に無形の価値があったと考えている。

図表12　「段ボール三兄弟」の仕組み

図表13　「段ボール三兄弟」の手書き図面の一部
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本事例は、今年度発表の全30件の中で数多くの
実行委員が高く評価し高位で入賞した事例である。
その改善内容は、スバルロジスティクスにおけるマ
レーシア向けCKD部品の梱包ラインで、悪戦苦闘
していた大型ビニール袋の取扱い性や収納性を次々
に改善していった事例である。

大会冒頭の「実行委員長挨拶」で渡邉先生がコメ
ントされた「最小限必要な変化（要の変化）」を追
求することで“カイゼン・アイデア”を生み出す、
このことを見事に実現した好事例である。現状の仕
事のやり方を、「始めの状態」と「終わりの状態」の
間に発生する「最小限必要な変化」に対して適切な

「手段」を投入しているのか、を徹底的に考えること
で、「手段」の不合理性＝必要でないモノ・コトがよ
く見えてくる。そしてメンバーで「時間の評価」、「空
間の評価」を行い、課題を共有することで運搬のム
ダ、動作のムダを突き詰めることができ、だからこ
そ“スーパーのレジ袋”という日常生活の風景にカ
イゼンのヒントを発見できたのだと思われる。

ただそれだけなら、QCサークルのカイゼンとし
て正統派ではあるが、本事例を卓越したものにして
いるのは、何といっても「ネーミングの妙」である。

“「お袋さん」では「森進一」になってしまうので「お
袋1号」”、両側取り出し方式の“お袋2号”、“「お袋1
号」を2段重ねて「お袋3号」”などと、いわばムダ
な情報を織り交ぜながらのネーミングには笑わせて
いただいた。それは一見悪ふざけのように見えるか
もしれないが、おそらくネーミングの楽しさこそが、

「お袋1号」から「お袋3号」へ、そして競争するよ
うにアイデアが出された「アラサー」シリーズへ、
というように「カイゼンが連鎖する」大きな原動力
になっていったと思われる。

一連の絶妙なネーミングや特許実用新案への
チャレンジなど、今回の発表は最初から最後まで

「カイゼンに関わった人達が、とても楽しんでカイ
ゼンをした」とひしひしと伝わってくるものであっ
た。自らのアイデアで自らの仕事がカイゼンされて
いく、そのプロセスをとても楽しく報告していただ
いた。あらためて「楽しい」からこそ全員が参加す
る、「楽しい」からこそ「カイゼンが連鎖する」、す
なわちQCDを回すための重要なパワーとして、「カ
イゼンを楽しむ」ことの重要性を再認識させられた
素晴らしい事例であった。

「大型ビニール袋の取り出し性改善 
（大型ビニール袋の収納具の開発）」

全日本物流改善事例大会2015 実行委員　脇田 哲也
（東芝ロジスティクス㈱ 物流改革推進部 企画担当 参与）

今回の発明は主婦の発想から生まれたアイデア
で、規模的には小さなモノかもしれない。しかし、
そこにこそ企業発展の原動力ともいうべき、秘めた
るパワーを感じている。それらの中には「特許第2
号、第3号」に続くようなものも生まれている。こ
のようなチャレンジブルな企業風土を維持し、社員

を喚起し、さらなる高みを目指したい。
当社は比較的小さな梱包会社ですが、東京オリン

ピックの来たる2020年に向けて、際立つ固有の梱
包技術と、真摯な取り組みで他社を凌駕していきま
す！


