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前回はまず現状の実態を正 しくトレ

ース し、それに対する標準時間をつ く

ってい くことをお話 させていただい

た。IE手法を難 しく考えることな く自

然 とそれを使いこなすためには、まず

現状を数値化することが一番の近道だ

と考えられるからだ。

現状の最 も優れた作業者の作業を標

準 とし、その作業者の時間値と今の職場

の実績値のギャップを埋める努力をす

ることは、生産性向上活動として正 しい

ステップであることに間違いはない。

ただ し、ここで 1点 問題があること

も認識 しなければならない。それはそ

の職場で最 も優れた作業者の作業が呆

た してベス トであると言い切れるか、

という点である。その作業が完璧であ

るのではなく、改善余地が残っている

と考える方が自然であろう。

そこで今回は「あるべき姿Jを 設定し、

それを職場の目指すべきターゲットと

することについて考えていきたい。

その職場で最 も効率的な作業であっ

たとしても、その中にムダが含まれて

いることが考えられる。

ピッキング作業を例にとって考えて

みよう。ビッキング作業で付加価値を

生む作業は原則 として製品を棚か ら

「取 り」、ビッキングカー トの中に「置
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く」、という行為だけである。一方で

実作業は、この「取 り・置き」だけで

済んでいるだろうか。答えはNOで あ

る。実際には次のような行為を行って

いることが分かるはずだ。

議ピッキングすべ きアイテムをオーダ

ーシー トを見て確認する

o該当するアイテムの棚まで歩行する

機棚を見てそのアイテムがどこにある

か探す (迷 う)

鬱アイテムを取る際にアイテム同士の

絡みをほぐす

oア イテムをカー トに入れる

機オーダーシー トに完了チェツクマー

クを記入する

一連の作業の流れでは、アイテム1

個をビッキングするためにこういつた

行為 を行っていることが分かるだろ

う。さらに次のような行為をまれに行

っていることが分かる。

⑬棚の中のアイテムが段ボール箱に入

っているのでその箱を開ける

鬱棚の中のアイテムがポリ袋に入って

いるのでそのポリ袋を開ける

機空になった段ボール箱やポリ袋を回

1又 レーンに返却する

機ピッキングすべきアイテムが棚にな

いことに気づき、補給担当者に知ら

せに行 く

これらの行為はビッキングの都度行

われるのではなく、1日 に数回あるい

は週に1～2回 の頻度で発生するレベル

のものである。

さて以上のような行為はほとんどが

ムダであると考えるべきである。なぜ

ならピッキング作業の付加価値作業は

「取 り・置 き」だけだからである。 し

たがって「あるべき姿」から作成され

る標準作業からは、極カムダは排除し

なければならない。もしムダを含んだ

標準作業を作成 してしまうと、そのム

ダが当たり前のように行われてしまう

からである。

そうは言つても、これらのムダの中

にもすぐになくせるムダ、時間がかか

るがなくせるムダ、 どうしてもなくす

ことができないムダが混在 している。

そこで、この3種類のムダを考慮に入

れて標準作業を作成する必要がある。

ではその結果作成される標準作業と

はどのようなパターンかといえば、次

のようになるだろう。

(1)ピ ッキングすべ きアイテムをオー

ダーシートを見て確認する

(2)該 当するアイテムの棚まで歩行する

(3)ア イテムを取る

(4)ア イテムをカー トに入れる

(5)オ ーダーシー トにチェックマーク

を記入する

この中で (3)と (4)だ けが付加価値

作業になり、それ以外はムダを含んで

いる。(2)に ついてはゼロにすること

は難 しい。しかし、倉庫内レイアウト

や棚の中でのアイテムの配置などを工

夫することで減 らすことは可能であ

る。 (1)と (5)に ついては、ランプ指

示装置を導入することでなくすことは

できるが投資が発生する。

一方でアイテムの場所に対する迷い

は、ピッキングリス トにロケーシヨン



番号を明記することでなくすことがで

きるし、段ボール箱やポリ袋を開ける

行為はいったん補給作業者に作業移管

することでなくすことが可能である。

アイテム棚には段ボール箱やポリ袋か

ら取 り出 して補給する方法 も考えら

れ、それによって空になった段ボール

箱やポリ袋の後処理をビッキング作業

者が行う必要性はなくなるのである。

以上の作業はピッキング場で行われ

るが、実際にはビッキング場 とオーダ

ーシー ト出力場、出荷場は離れた場所

にあることが多い。従って、それに伴

うカー トとビッキングリス トの運搬行

為が発生するのが一般的である。そこ

で標準作業には、次のような行為を追

加する必要がある。

(6)端末からオーダーシー トを出力

(7)ピ ツキング場まで移動

(8)出 荷場まで移動

(9)出 荷場にカー トを置 く

この (6)か ら (9)の作業は、ビッキン

グするアイテム数が20個 なら20個 に1回

発生することになる。頻度は少ないか

もしれないが、(6)は ボタンを押せば

瞬時に出力されるように改良すること

で、(7)か ら (9)は 倉庫内のレイアウ

トを見直すことで改善は可能である。

ムダを省いた標準作業が出来上がっ

たら、次にその標準作業に標準時間を

付加 しよう。「アイテム取 り」で0.05

分、「アイテム置 きJで 0.03分 のよう

にあらかじめ時間llEを 定めておくこと

が望ましい。この時間値は、 どのよう

なアイテムをビッキングする時にも変

更しないことが継続のコツである。

では実際に標準時間を図で確認 して

みよう。

(1)ビ ッキングすべ きアイテムをオー

ダーシートを見て確認する :015分

(2)ア イテムを取る :o o5分

(3)ア イテムをカートに入れる :003分

(4)オ ーダーシー トにチェックマーク

を記入する :o.H分

(5)次のアイテムの棚まで歩行する :

0.06う)

以上はビッキングに発生する行為で

あるが、合計すると1ア イテム当た り

040分 ということになる。

(6)端末からオーダーシー トを出力 :

045夕}

(7)ピ ツキング場まで移動 :0.63分

(8)出 荷場まで移動 :055分

(9)出 荷場にカー トを置 く:015分

以上はビッキング作業 1ラ ウンドに

1回 発生する作業である。合計すると

1.78分 であるが、 1ラ ウンドで20ア イ

テムピッキングするとすれば 1ア イテ

ム当たり0.089分 ということになる。

これらを合計すると、ムダを排除し

た標準時間は0.40+0089=0489分 /

図 “あるべき姿"と のギャップが改善余地
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アイテムといっことになる。

ではこの標準時間と前回定めた標準

時間を比べてみよう。

奪前回 0.80分

金今回 0.489分

いかがだろうか。最も効率のよい作

業者も、この標準時間に比べると163

倍もの時間がかかっていることが分か

る。この差が普段の作業の中に含まれ、

当たり前のように行っている「ムダ行

為」に要している時間である。

躙警堰花會各9大
きさを

さて、前回小物ピッキングエ程の全

作業者の平均時間値が1.09分 であるこ

とを確認 した。この時間値は、最良値

080分の1.36倍 であることも確認済みで

ある。つまり最も効率の良い作業者の

作業をまねることで、約30%生産性が

向上することになるのである。これを

行うだけでも大幅な改善ができること

が分かるが、今回の「あるべ き姿」を

目指せばさらに改善余地が見えてくる

のである。では実際に計算 してみよう。

1.09分÷0489分 ≒2.23倍

この職場では実質あるべき姿に対 し

て2.23倍 の時間がかかつていることが

分かる。ということはこの数字を見る

限り、あるべき姿を実現すれば人は半

分で済むということになる。この数字

をご覧になってどう思われただろう

か。筆者の経験からいえば、あまり驚

くほどの数字ではないと考えている。

この程度のギャップはざらである。

ポイントは職場単位でこのような数

字を把握 し、現在抱えているムダの大

きさを顕在化させて皆で認識すること

である。現在当たり前に行っている作

業自体が工夫すればやめることができ

る作業かもしれない。現在当たり前に

行っている作業の中にムダが含まれて

いるかもしれないcこ のように考える

ことが改善への第一歩であると認識 し

ていただきたい。回

か FヽO:(UNEWS20317


