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従業員の行動計測と店舗会計データの可視化による
サービスプロセス改善:
日本食レストランでの改善活動を例として
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厨房など普段，来店客の立ち入ることの少ないバッ
クヤードでは行動観察に基づくプロセス改善も可能
今日，経済活動におけるサービス産業の果たす役
であるが，客席エリアなど来店客のいるフロントヤ
割が大きくなっている．平成 23 年度の国民経済計算
ードでは長時間に渡っての行動観察は難しい．本研
確報によると我が国の第 3 次産業の割合は 74.5%を
究では後者のフロントヤードにおけるプロセス改善
占める[1]．また，日本だけでなくアメリカ，ロシア，
を支援するため，センサを用いた長時間の連続的な
ドイツ，ブラジルにおいてもサービス産業従事者の
行動計測を行う．
割合は 50%を超えており，サービス産業の重要性は
辻らは従業員間のコミュニケーション状況の把握
高まっている[2]．こうした中，サービス産業の生産
を目的とするビジネス顕微鏡を提案している[20]．ビ
性向上が求められている．
ジネス顕微鏡により，従業員が対話した相手や対話
本研究の目的は，サービス現場における従業員の
行動計測データと現場の会計データの分析に基づき， の場所などの分析が可能となる．データに基づいて
サービスプロセスの改善を図る点で，ビジネス顕微
サービスプロセスの改善を支援することである．本
鏡のアプローチは本研究と同じであるが，本研究で
研究では日本食レストランの品質改善活動（QC サー
は従業員の滞在場所や移動距離といった行動データ
クル）と連携し，店内接客係の滞在場所や移動距離
と店舗の会計データの両者を組み合わせてプロセス
等の行動計測データの収集を行った．QC サークルで
は行動計測データに基づいてサービスプロセスの改
改善を支援する．
善を行った．QC サークル実施前と実施後の行動計測
サービス現場の可視化によるサービスプロセス改
データおよび会計データの分析を行った結果，以下
善 の 取 り 組 み も 存 在 す る [7,8] ． こ れ ら の 研 究 は
の効果を確認した．(1)接客係のディナータイム（18
Virtual Reality (VR)技術を用いてサービス現場を再現
時〜23 時）における客席エリア滞在時間の向上，(2)
し，その中で業務の評価を行うが，サービスプロセ
ディナータイムにおける追加注文個数の増加，(3)接
スを直接計測することを目的としていない．
客係の移動距離に変化がないこと．行動計測データ
従業員の行動に着目した研究として，センサを用
と店舗会計データの可視化を通じて，サービスプロ
いた歩行者航法推定(Pedestrian Dead Reckoning; PDR)
セスの改善を支援した．
に関する研究がある．Beauregard
は GPS(Global Po本論文の構成は以下の通りである．2.では先行研究
sitioning System)と PDR を用いた屋内及び屋外で利用
について述べる．3.では従業員行動計測・可視化シス
可能な人物位置推定システムを提案している[6]．ま
テムの概要について述べる．4.では日本食レストラン
における行動計測実験の概要と結果について述べる． た，国内では人間行動理解のための装着型センサに
よる大規模データベース構築を目指す HASC 1 (Hu5.では実験結果についての考察と今後の課題につい
て，6.では本論文のまとめを行う．
man Activity Sensing Consortium)が開催され，センサ
データを用いた人間の行動推定に関する研究が行わ
2. 先行研究
れている．一方，サービスプロセスの改善を行う上
IE(Industrial Engineering)の分野では製造業の現場
では，行動計測結果と現場の会計データを組み合わ
における従業員の作業プロセスを計測する様々な方
せることにより，より多面的な分析が可能となる．
法が開発されてきた[14]．具体例として，タイムスタ
筆者らは行動計測技術とデータの可視化によるサ
ディ[3,18]やワークサンプリング[4,5]といった手法
ービス現場のプロセス改善活動：CSQCC(Computer
が存在する．サービス現場への IE 手法の適用に関し
Supported Quality Control Circle)に取り組んできた
ては，病院内の看護師の業務分析への適用[17]，介護
[15]．本研究では CSQCC の概念に従い，従業員の行
施設における業務分析への適用[19]などがある．一方， 動観測データに加え，サービス現場の売り上げや客
計測は人手によるため，コストが高い点が問題であ
数といった会計データを用いたデータの分析と可視
った．
化を通じたサービスプロセスの改善支援を行う．
新村らは行動観察手法[22]に基づき，レストラン厨
房における調理作業プロセスの改善を報告している． 1 http://hasc.jp/
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図 1 従業員行動計測・可視化システムの概要

3. 従業員行動計測・可視化システム
本節では，筆者らが開発している行動計測データ
とサービス現場の会計データを用いた統合型の従業
員行動計測・可視化システムについて述べる．
本システムの目的は，サービス現場における従業
員の動きを長期間に渡って自動的に計測することで
ある．サービス現場においてはサービスプロセスを
変更した際，その効果が現れるまでに時間を要する
ことがある．このため，我々は長期間，連続的にサ
ービス現場における従業員の行動を計測できるシス
テムの開発を進めている．
図 1 にシステムの概要を示す．システムは以下の
要素システムから構成される．
(1) インタラクティブ 3 次元屋内環境モデラ
(2) 歩行者航法推定 (PDR)
(3) センサデータフュージョン (SDF)
(4) サービスオペレーション推定 (SOE)
(5) 可視化ツール
(6) サービスフィールドシミュレータ (SFS)
インタラクティブ 3 次元屋内環境モデラはサービ
ス現場を撮影した写真から現場の 3 次元モデルを対
話的に構築するシステムである[9]．本ツールにより
ユーザは手軽にサービス現場の 3 次元モデルを構築
できる．
PDR はセンサデータから従業員の歩行軌跡を解析
するシステムである[10]．PDR センサにより従業員
のサービス現場における滞在エリアや滞在時間，歩
数，移動距離，速度などを計測できる．
SDF は PDR で得た人物の歩行軌跡に加え，3D モ
デラで構築した屋内地図を使い，PDR 単体より正確
な歩行軌跡を解析する．
SOE は PDR やボイスレコーダの情報を元に，従業
員の作業を推定する[11]．これまでの調査の結果，飲
食店ならびに介護施設におけるサービスについて 8
割の精度で推定できることを確認している．

従業員のエリア別滞在時間

図 2 可視化ツールを用いた行動計測データの可
視化．上図は店内における従業員（青い三角印）
の滞在場所と歩行軌跡，その時点での顧客人数が
示されている．右側には POS データが示される．
下左図は接客エリア別の受付注文数，下右図は従
業員のエリア別滞在時間が示されている．
可視化ツールはサービス現場の 3D モデル及び従
業員の歩行軌跡，現場の業務データ（POS データ，
ナースコール等）を可視化するツールである．ユー
ザは可視化ツールを用いて探索的にサービスプロセ
スを確認できる．図 2 に可視化ツールでの行動計測
結果の可視化を示す．
SFS は構築した 3D モデル内を PDR センサと没入
型ディスプレイを用いて探索するシステムである
[12]．ユーザはインタラクティブ 3 次元屋内モデラで
構築した 3 次元空間内を自由に探索し，サービス提
供の仮想実験や事前評価を行える[13]．

4. 日本食レストランにおける行動計測実験
4.1.

概要

本実験は従業員の行動計測データと店舗の会計デ
ータを用いた可視化によるサービスプロセスの改善
を目的として実施した．実験場所として日本食レス
トラン・がんこ銀座 4 丁目店のご協力を頂いた．が
んこフードサービス株式会社では，1983 年から小集
団活動（QC サークル）を行っており[16]，QC サー
クルに関する知見を蓄えていることから今回の実験
へのご協力を頂いた．なお，本実験は産業技術総合
研究所人間工学実験委員会の審査及び承認の下，実
施した．
調査期間は 2011 年 1 月 12 日（水）〜18 日（火）
（7 日間）と 2 月 3 日（木）〜9 日（水）（7 日間）
の各 1 週間である．2011 年 1 月の調査では，プロセ
ス改善前の普段のサービスプロセスの把握を目的と
して行動計測を行った．その後，同店の QC サーク

プロセス改善前
QC サークル
実施日
プロセス改善後

表 1 実験期間
期間
2011 年 1 月 12 日（水）〜
18 日（火）
2011 年 2 月 1 日（火）

日数
7
1

7
2011 年 2 月 3 日（木）〜
9 日（水）
ルにて可視化ツールによるプロセス改善前の行動計
測データの確認と，プロセス改善案の策定を行った．
その後，プロセス改善案を同店の地下 1 階部分にて
実施し，その効果を測定するため，2 回目の行動計測
調査を行った．表 1 に実験期間を示す．
行動計測には同店の接客係 11 名にご協力頂いた．
接客係従業員は業務中，PDR センサと IC レコーダを
装着し，店内での移動と発話に関するデータを記録
した．

4.2.

がんこ銀座 4 丁目店について

実験を行ったがんこ銀座 4 丁目店は，東京都中央
区銀座 4 丁目に位置する和食レストランである．店
舗はビルの地下 1 階と地下 2 階部分に分かれており，
地下 1 階部分はカウンター席，テーブル席，小上が
り席，座敷席から構成される．地下 2 階は全て座敷
の個室からなる．本論文では，カウンター席，テー
ブル席，小上がり席，座敷席，個室を接客エリアと
呼ぶ．図 3，図 4 に可視化ツールを用いて作成した，
地下 1 階および地下 2 階部分の俯瞰図を示す．
店舗面積は地下 1 階，2 階を合わせて約 800 平方メ
ートル，客席数は 229 席2である．営業時間は月曜か
ら土曜日までが午前 11 時 30 分から午後 11 時まで，
日曜・祝日が午前 11 時 30 分から午後 10 時までであ
る．ラストオーダーは午後 10 時 30 分（月曜から土
曜日まで），日曜・祝日が午後 9 時 30 分である．
従業員は接客係，接客補助係，厨房スタッフから
構成される．接客係は顧客からの注文伺い，配膳，
給仕，会計作業を行う．接客補助係は厨房から接客
エリアへの料理の運搬，下膳，片付けを行う．厨房
スタッフは調理と下膳された食器の片付けなどを行
う．接客係は着物を着用した女性が担当している．
厨房は地下 1 階にあり，料理は同フロアへは台車を
用いて，地下 2 階へはリフトを用いて運ばれる．お
茶やお酒などを用意するパントリーは客席エリアに
面した各フロアに配置されている．また，洗い場も
各フロアにある．

4.3.

がんこ銀座 4 丁目店における QC サークル

本実験は同店の QC サークルの一環として行われ
た．1 回目の行動計測では接客係の普段のサービスプ
2

図 3 がんこ銀座 4 丁目店店内俯瞰図（地下 1 階）

http://r.gnavi.co.jp/g249602/ より．

図 4 がんこ銀座 4 丁目店店内俯瞰図（地下 2 階）

図 5 可視化ツールを用いた
QC サークルでの議論の様子
ロセスの把握を目的として実施した．QC サークルで
は可視化ツールを用い，行動計測結果を QC サーク
ルメンバ内で議論した．図 5 に QC サークルでの議
論の様子を示す．メンバは計測結果を元に接客係の
サービスプロセスの見直しを行った．
1 回目の行動計測結果を受けて QC サークルメンバ
が策定したプロセス改善案は以下の通りである．
(1) 作業工程の組み換え
(2) 接客係と接客補助係の役割分担の徹底
(3) 接客時間向上の心掛け
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図 6 各時間帯における接客係の接客エリア滞在
割合（％）
第 1 に作業工程の組み換えを行った．接客係はラ
ンチタイム（11 時〜15 時）の後，接客エリアから厨
房及びパントリーに戻り，夜の宴会の準備を行うこ
ととした．これにより，夜間の接客エリアにおける
接客時間拡大を図った．
第 2 に接客係と接客補助係の作業分担の徹底を図
った．接客補助係は厨房から接客エリアまでの料理
の運搬と片付けを主な担当としているが，繁忙時に
は接客係も部分的に接客補助係の作業を担っていた．
改善案では接客係と接客補助係の役割分担を徹底し，
接客係は来店客へのサービス提供に専念することと
した．
第 3 に，接客係は接客時間の向上を心掛けた．そ
れまで接客係は料理提供の準備や片付け等で頻繁に
接客エリアを離れ，パントリーや厨房に戻っていた．
改善案では可能な限り接客エリアに留まることを心
掛けた．
なお，プロセス改善案は，普段，予約なしの来店
客の多い地下 1 階部分で行われた．

4.4.

*

jl・1.4
・ﾂ
/ 1.2
i・・

結果

以下では接客係のサービスプロセス改善効果を検
証するため，(1)接客エリア滞在割合，(2)顧客 1 人あ
たりの追加注文個数，(3)1 時間あたりの移動距離(m)
の各観点から実験結果を報告する．移動距離につい
ては，接客係の労働負荷を検証する目的で調査した．
いずれも，がんこ銀座 4 丁目店地下 1 階部分で計測
した行動データおよび会計データを用いて分析した．
分析を行う上で，同店の営業時間を以下の 4 つの
時間帯に分類した: (1)ランチタイム（11 時〜15 時），
(2)ティータイム（15 時〜18 時），(3)ディナータイ
ム（18 時〜23 時），(4)コアディナータイム（19 時
〜22 時）．

4.4.1. 接客エリア滞在割合
図 6 に接客係の各時間帯（例：12 時台）における
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* p=1.23×10-2 < .05
(Mann-Whitney U test)

図 7 顧客 1 人当たりの追加注文個数（時間帯別）
表 2 時間帯別の追加注文個数（平均±標準偏差）．
n はサンプル数．
時間帯
改善前（1 月 12 改善後（2 月 3
〜18 日）
〜9 日）
ラ ン チ タ イ ム 0.3±0.2 (n=28) 0.3±0.3 (n=28)
（11〜15 時）
ティータイム
0.6±0.6 (n=21) 0.6±0.6 (n=21)
（15〜18 時）
ディナータイム 1.0±0.6 (n=35) 1.2±0.5 (n=35)
（18〜23 時）
コアディナータ 0.8±0.4 (n=21) 1.2±0.5 (n=21)
イム（19〜22 時）
接客エリア滞在割合（％）を示す．X 軸は開店時刻
（午前 11 時）から閉店時刻（午後 11 時）までの各
時間帯を，Y 軸は各時間帯における接客エリア滞在
時間(％)を示している．
図 6 からは次の 3 点が分かる．第 1 にランチタイ
ムの滞在割合に変化が見られないこと，第 2 にティ
ータイム時の滞在時間は 2 回目の方が減少している
点，第 3 にディナータイムにおける滞在時間が増加
している点である．

4.4.2. 顧客 1 人あたりの追加注文個数
図 7 に顧客 1 人あたりの追加注文個数の時間帯別
推移を示す．
Mann-Whitney の U 検定を適用した結果，
ランチタイム，ティータイム，ディナータイムにお
いてプロセス改善前と改善後の間に統計的有意差は
見られなかった．19 時から 22 時までのコアディナー
タイムでは，改善前と改善後に 5%水準での有意差が
見られた（p=1.23×10-2 < .05）．
表 2 に顧客 1 人あたりの時間帯別追加注文個数の
平均，標準偏差を示す．

4.4.3. 移動距離
図 8 に移動距離の推移を示す．X 軸は時間を，Y
軸は移動距離(m)である．Mann-Whitney の U 検定を
適用した結果，ランチタイム，ティータイム，ディ
ナータイム，コアディナータイムのいずれの時間区
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図 8 各時間帯における接客係の移動距離(m)
表 3 時間帯別の移動距離（平均±標準偏差）．
n はサンプル数．
時間帯
改善前（1 月 12 改善後（2 月 3
〜18 日）
〜9 日）
ラ ン チ タ イ ム 1,306 ± 319 1,377 ± 462
(n= 80)
(n= 55)
（11〜15 時）
ティータイム
1,186 ± 362 1,151 ± 315
(n= 48)
(n= 34)
（15〜18 時）
ディナータイム 1,298 ± 227 1,333 ± 262
(n= 61)
(n= 52)
（18〜23 時）
コアディナータ 1,279 ± 225 1,360 ± 253
(n= 33)
イム（19〜22 時） (n= 39)
分においても改善前と改善後の間での統計的有意差
は見られなかった．表 3 に各時間帯における移動距
離を示す．

5. 考察
前節の実験結果から，ディナータイムにおける接
客エリア滞在時間と追加注文個数に増加が見られた．
追加注文個数については 19 時〜22 時のコアディナ
ータイムにおいて，プロセス改善前と改善後の間で
5％水準での有意差を確認した．一方，従業員の労働
負荷を示すと考えられる移動距離については有意差
は見られなかった．
本実験から，従業員の行動計測と可視化，ならび
に QC サークルとの連携によりサービスプロセスの
改善が可能であることを確認した．本システムによ
り，QC サークルのメンバは自分たちのサービスプロ
セスを客観的に把握できるようになり，的確な議論
を行うことができ，具体的なプロセス改善案を策定
できた．
図 6 からは，プロセス改善案の効果を伺える．す
なわちティータイムにおける接客エリア滞在時間は
改善後の方が少なくなっている．ティータイムの間，
接客係は厨房やパントリーに戻り，ディナータイム
に予定されている宴会の準備を行っていた．これに
加え，接客係は意識的に接客エリアに滞在すること
を心掛けた結果，ディナータイムにおける接客エリ
ア滞在時間が増加したと言える．接客エリア滞在割

合が向上した結果，追加注文個数が増加したのか，
具体的な因果関係については，今後，接客係へのイ
ンタビュー等を通じて調査する必要がある．
今後の課題として，(1)他の年の会計データを用い
たプロセス改善効果の検証，(2)従業員への行動計測
期間内での行動計測データのフィードバック，(3)労
働負荷の定量化がある．
第 1 に，本研究では 2011 年 1 月〜2 月の期間に実
験を行い，追加注文個数に QC サークル実施後に改
善効果を確認した．一方，追加注文個数が他の期間
と比べ，有意に増えたのか，他の年の会計データを
使って調査する必要がある．より長期的な視点で，
他の年の同期間の会計データとの比較を行う．
第 2 に，従業員への計測期間中の行動計測データ
のフィードバックについても検討する．実験に参加
した従業員からは，日々の業務において各人がどの
ような行動をしていたか知りたいという要望があっ
た．従業員が日々の行動計測データを空き時間など
に確認できれば，サービスプロセスを改善する意識
につながることも考えられる．従業員が気軽に日々
の行動計測データを確認できるよう，システムを改
良する．
第 3 に，労働負荷の定量化を行う．今回の実験で
は，移動距離を接客係の労働負荷の指標として用い
たが，接客係の業務には注文受付や会計などもあり，
移動距離だけで労働負荷を測定できたとは言えない．
今後，他の指標も用いた労働負荷の定量化に取り組
む．

6. まとめ
本論文では筆者らの開発している従業員行動計
測・可視化システムを用いたサービスプロセス改善
事例を報告した．本実験では日本食レストランの QC
サークルと連携し，同店の普段のサービスプロセス
を計測し可視化した．この結果，QC サークルメンバ
は日常のサービスプロセスを把握でき，具体的な改
善案を議論し，策定できた．改善案を実施した結果，
ディナータイムにおける接客エリア滞在割合と，顧
客 1 人あたりの追加注文個数に増加が見られた．以
上から，本システムは実際のサービス現場における
プロセス改善を支援する効果があると言える．今後
の課題として，他の年の会計データを用いたプロセ
ス改善効果の検証，従業員への行動計測期間中の行
動計測データのフィードバック，従業員の労働負荷
の定量化に取り組む．
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