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１．研究開発プロジェクト名 

共創的デザインによる環境変動適応型サービスモデルの構築 ～レストランサービスを例

として～ 
 
 

２．研究開発実施の要約 

 
２‐１．研究開発目標 

モノを介したサービスの需要変動は，使用価値に関わる天候や季節など外部環境ととも

に，サービス提供の速さや丁寧さなど提供側の要因にも強く影響を受ける．そして，効率

的なサービスの提供は，顧客満足度(CS)を向上させるための重要なポイントであり，その

実現に向けたサービスモデルの設計方法を検討開発することが必要となる．本プロジェク

トでは，このような状況を踏まえ，モノを介したサービスの代表的な事例として，レスト

ランサービスに着目する． 
環境変動に適応可能なレストランサービス構築における達成目標の１点目としては，顧

客満足度の向上が挙げられる．厨房とフロアの非効率の解消により，注文から提供までの

待ち時間を短縮することが可能になると考えられるため，待ち時間を客観的評価指標とし

て評価する．さらに，厨房作業の効率化の帰結として，バックヤード従業員を顧客接点に

投入することで，顧客に対する新たな価値創造の実現を目指していく．すなわち，フロン

ト（接客）バック（調理）の乖離を小さくして協働しながらサービス生産を行うことで顧

客満足の向上を目指す．なおこれらの効果については，アンケートや行動観察手法を適用

し検証を進める．次に２点目としては，従業員満足度(ES)の向上が挙げられる．厨房スタ

ッフの多能工化により従業員のモチベーションと技術の向上が期待出来る．従業員満足は

ヒアリングだけでなく，やはり行動観察を実施することにより計測する．３点目は，非効

率の解消による企業利益（経営者満足度：MS）の向上である．労働生産性の向上によりコ

スト縮小が見込める．以上のように，顧客満足度(CS)・従業員満足度(ES)・企業利益(MS)
の向上を目指して研究を進めていく．また，併せてサービス業化が求められている製造業

への展開も重要な課題であり，同時並行的に検討を進めていく． 
 
２‐２．実施項目・内容  
・ 本年度は，厨房レイアウト改善を可能にするため，POSデータ，勤怠管理システムの出

退勤データなどを活用したシミュレータを開発した．ついで，2店舗の実データを用い

て現状レイアウト，厨房レイアウト改善案のシミュレーション結果を元に実店舗の厨房

レイアウトを変更し，設備稼働率向上を試みた．また，シミュレータを用いた厨房レイ

アウト改善により，人時売上高の改善（MS）料理提供時間の改善（CS）の両立を試み

た． 
・ 生物指向アプローチによる厨房レイアウトデザインについて，厨房レイアウトシミュレ

ータと最適化手法である遺伝的アルゴリズムを統合した手法の検討を実施した．本年度

はその第一歩として，厨房設備の大きさ，向きを考慮したレイアウト計画手法を提案す

るとともに，シミュレータを用いた評価をあわせて行い，その違いを検討した．  
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・ 社会指向アプローチによる人員レイアウトについて，パイロット店舗からデータを取得

し，昨年度まで検討してきた組合せオークションを用いた人員レイアウト計画手法を実

規模問題へと適用した．各従業員の勤務希望を用いて組合せオークションを実施したと

ころ，解探索の初期段階では実行可能解が導出できない場合が多いため，ペナルティ法

の一種であるbig-M法を用いて制約違反を最小化しながら探索を進めるように提案手法

を拡張した． 
・ サービス科学で開発されたシステムをマネジメントサイクルに組み込み，経営者，部門

管理者，サービス提供現場の各階層においてサービスを持続的改善するためのサービス

価値創成システムの概念をさらに深堀りした． 
・ 従業員満足度(ES)や顧客満足度(CS)について，アンケートや行動観察手法を適用したさ

らなる調査を実施し，解析を行った． 
・ ここで提案する共創的デザインのコンセプトに基づいた環境変動適応型サービスモデ

ルの汎化・製造業への横展開を目的に，精密工学会総合生産システム専門委員会の中に

製造業を中心とする複数の企業メンバーを含んだサービス生産システム小委員会の活

動を実施した．さらに，サービス学会に製造業のサービス化に関するSIGを立ち上げ，

その中でいくつかの製造業へディープインタビューをかけ，製造業のサービス化の指標

やレベルについて検討を行った． 
 
２‐３．主な結果 
・ 実験の結果，いわゆるピークタイム時のシミュレーション精度を向上させることが，よ

り正確なレイアウト設計を実現するための課題であることが明らかとなった．また，従

業員のトレーニングや繁忙期に熟練調理師が出勤するシフトスケジューリングの改善

などを併せて導入する必要がある． 
・ 料理に関する顧客満足度は向上したと推定できるが，顧客満足度は料理提供時間だけで

規定されるわけではないため，接客の作業性改善や従業員のホスピタリティー向上など

の対策を併せて講じる必要があることがわかった．また，厨房レイアウト改善の効果が

ストレートに人時売上高に反映されていることが判明した． 
・ 生物指向アプローチによる厨房レイアウトデザインについて，GAによるレイアウト計

画は，短時間で個体数・遺伝操作世代数を大きくして実験することができ，個体の進化

が十分に進み，設備・従業員が集まって配置されるレイアウトが作成された．しかし，

代替設備・従業員の選択がランダムであるため，製品・従業員の流れを十分に考慮する

ことができていない．一方，シミュレーションを用いることで，製品・従業員の流れを

考慮して適応度を算出することができ，より現実に即した設備レイアウトを作成するこ

とができる．しかし，個体の進化に十分な個体数・遺伝操作世代数で実験するには膨大

な時間が必要となることが分かった．  
・ 社会指向アプローチによる人員レイアウトについて，実店舗における勤務シフトデータ

を用いた人員レイアウトの作成を行い，その有効性について確認した．従業員と管理者

の観点から得られた結果を考察すると，現実の勤務シフトは従業員側に譲歩した計画と

なっていることが推測できる．これらの結果は，勤務シフトを工夫することでコスト的

観点からさらに改善が可能であることを示していることが分かった． 
・ 顧客の需要や投入労働量を現場で計測，本社でデータベース化してシミュレーションを

実施した．さらに，その結果に基づいて経営層の意思決定を経た厨房レイアウト改善投
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資を実行してその効果性を検証した． 
・ 厨房における新しい生産システムが従業員に要求するスペック（多能工化，高稼働率）

に合わせて賃金単価を変更するとともに，社員のみならずパート社員に対しても業績連

動型賃金人事制度を導入し，設備レイアウト変更に伴う人時売上高改善を図った．その

結果，従業員満足，人時売上高共に改善し（既述），サービス環境改善ループの有用性

を確認することができた． 
・ 厨房レイアウトの改善，従業員満足度の改善結果をもとに，サービス提供現場における

3S（CS,ME,ES）向上について解析を行った．この結果，CS,MS,ESは別個に存在する

のではなく，相互に関係しあっているため，従業員の作業性向上は人時売上高向上につ

ながるだけではなく，作業性改善に伴う料理提供速度の改善が顧客満足度向上にも貢献

するということがある程度確認することができた． 
・ 今年の成果を，いくつかの国内・国際学術大会にて精力的に発表を行い，議論を進める

ことができた． 
 
 

３．研究開発実施の具体的内容 

３‐１．研究開発目標 
モノを介したサービスの需要変動は，使用価値に関わる天候や季節など外部環境ととも

に，サービス提供の速さや丁寧さなど提供側の要因にも強く影響を受ける．そして，効率

的なサービスの提供は，顧客満足度を向上させるための重要なポイントであり，その実現

に向けたサービスモデルの設計方法を検討開発することが必要となる． 
本プロジェクトでは，このような状況を踏まえ，モノを介したサービスの代表的な事例

として，レストランサービスに着目する．レストランサービスにおいて，主たるコアサー

ビスは食事の提供であり，物理的な財を介してサービスが提供される．しかし，物理財と

はいえ品質の時間的減少を有するため，長く在庫できないなどサービス財の特徴も有して

いる．現状のレストランサービスにおける問題は市場環境の変動が激しいことであり，来

店顧客数や注文内容は，季節変動や天候，他店舗の新規開店などの影響を受ける．例えば

豆腐料理を例としても，夏は冷や奴などが数多く出食するが，冬の主力メニューは鍋物な

どに利用される豆腐やがんもどきなどとなる．また，比較的動向が捉えやすい季節変動だ

けでなくより短期の変動である天候の影響も受け，季節の変わり目などは天気の影響によ

って日毎の注文構成が大きく変わることもある．さらには，周辺施設でのイベント開催や

他店舗の開店などの影響によって顧客層が大きく変化する場合もある．以上はレストラン

の外部環境の変動であるが，レストランの内部環境にも変動を有している．レストランに

おけるサービスの提供方法は労働集約的であり，フロア従業員が顧客から注文を受け，厨

房において職人が食事を生産し，フロア従業員が食事を提供するというように従業員の手

を介して全てのサービスが提供されている．特にフロア従業員はアルバイト・パート雇用

の場合も多く，サービス提供技量に差があったり教育途上である職人なども含まれており，

レストラン内部の変動も無視できない． 
以上の様なレストランを取り巻く内部・外部の変動要素に起因する課題解決として，従

来よりさまざまな取組みが検討され，調理場所などのバックヤードの効率化として需要変

動に応じたシフトの改善やスキルに応じた作業組み換えなどの取組みや，顧客接点の視点
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からの需要予測モデルの確立などの活動がなされてきた．しかしこれらの諸活動では限界

があり，さらなる根本的な取組みとして，サービス現場の革新に基づいた従業員満足向上

や新たな価値提供による顧客満足向上の必要性が求められている．そしてその最も根本的

課題の一つとして，サービス提供における非効率性への対応が挙げられる． 
まず，その１番目は厨房レイアウトの非効率性である．これまでの厨房の構成は刺身・

揚場・焼場・洗場，などのように機能単位でレイアウトが構成され，各職人は担当する持

ち場を有しており基本的に持ち場を移動しない．機会損失を最小化するためにほぼ最大需

要量を想定して厨房は設計されているため，変動があり需要が少なくなった場合などは，

職人の稼働率が低下するという不具合がある．本プロジェクトでは，本来職人は全ての機

能を担当できるいわゆる多能工である点に着目し，機能単位で並べたライン型のシステム

構成を取るのではなく，セル型システムにおける「屋台システム」のように完結した複数

のセルが存在するようにライン構成を変更する．そうすることにより，来店顧客数や注文

の変動に対して，中長期的な視点から柔軟にシステム構成を変更して厨房パフォーマンス

を調整することができる．そこで本研究では生物指向アプローチによる厨房レイアウトの

構成手法を提案しこの課題解決を目指す． 
２番目は時間的な人員レイアウトの非効率性である．日毎の短期的視点からそのパフォ

ーマンスを最大化するためには人員レイアウトの改善を行う必要がある．そもそも閑散期

にも繁忙期と同数の人員を確保しておく必要はなく，厨房レイアウトを機能的に変更する

だけではなく，人員レイアウトも柔軟に変更する必要がある．また，厨房だけでなくレス

トランフロアにおけるフロア従業員も同様に，来客数の変動にあわせて動的に変更する必

要がある．製造業の生産現場においては機械やロボットの稼働・停止を調整することで比

較的容易に生産能力の調整は可能であるが，人を介したサービス現場では，従業員の能力

の違いや従業員同士の相性，OJTでしか学べないことなども多いために入店間もない従業

員の教育の面からはベテラン従業員との組合せが必要など，考慮しなければならない点が

多い．そこで本プロジェクトでは，社会指向アプローチによる人員シフト作成手法を提案

し，この課題解決を目指す． 
次に，レストランサービスにおける顧客視点からの取組みとしては，バックヤード従業

員を顧客接点に投入することで，調理業務と接客業務との協働による新たなサービス提供

の実現などが重要な課題である．さらに，繁忙期と閑散期が目まぐるしく変化する外的環

境下では，厨房内での集中調理と，顧客視点からの個別調理のバランスを上手くとること

で，顧客接点での価値向上と集中製造による効率向上を同時に実現することができる． 
上述のとおり，厨房レイアウト（機能・空間的レイアウト）と人員レイアウト（時間的

レイアウト）を解決でき，また調理(生産)と接客(販売)の協働を図り，需要に即応できる超

短リードタイム生産システムを構築することができれば，有形財を提供する他のサービス

産業への適用も可能と考えられる．さらに，サービス業化が求められている製造業への展

開も重要な課題と考えている． 
 

３‐２．実施方法・実施内容 
本プロジェクトでは，モノを介したサービス全体の新たな価値創造プロセス高度化を視

野に，問題解決型研究の対象としてまずはレストランサービスに着目する．レストランは，

食事を作る厨房と顧客へと提供を行うレストランフロアから構成されるものとし，本研究

では，サービス現場の革新に基づいた従業員満足向上や新たな価値提供による顧客満足向
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上を対象として研究を推進する．この取組みの全体概要を以下の図に示す． 

  

レストランサービスを対象とした研究開発プロジェクト概要図 
 

同時に，その汎化として，有形財の生産を伴う他のサービス業や，サービス業化が求め

られている製造業も視野に入れ，共創的デザインを基本コンセプトとする新たな価値創造

を目指したサービスモデルの追求を試みる．ここでの実施項目の概要をまとめると，以下

のとおりである． 
 

・実施項目１：厨房レイアウトの検証 
厨房レイアウトを従来の刺身・焼場・揚場・洗場などのような１本のライン型システム

として構成するのではなく，複数の完結したセル型システム(厨房セル)として構成する．上

記の概要図では一例として２つのセルから構成されている厨房のイメージであり，繁忙期

の場合は２つの厨房セルをフル稼働させて職人も最大数使用し，厨房の最大パフォーマン

スが発揮できるようにする．一方，閑散期には１つの厨房セルのみを稼働させて効率的に

作業が行えるようにするだけでなく，１つの厨房セルに多能工である複数の職人を配置す

ることで厨房の料理提供能力を調整可能である．本課題では，効率的なセル型の厨房レイ

アウトを明らかにすることを目的とし，従業員の作業動線の最小化による労働負荷の低減

と作業者間の労働負荷の均質化，さらには注文量に対する職人の稼働率最大化を目指すこ

とでコスト最小化も同時に目指す．厨房レイアウトは日毎に変更するというものではない

ため，比較的中長期的な変動に対する頑健性を有したプロアクティブなレイアウト作成を

目指す． 
 

・実施項目２：人員レイアウトの検証 
厨房およびレストランフロアを対象に人員レイアウトの適応的構成を目的とする．季節

変動や天候，周囲施設のイベント実施状況などに起因して生じるレストランの外部環境変

動，アルバイト・パート従業員の多さによるレストランの内部環境変動に対して，提供サ

ービス品質の安定による顧客満足度向上と，従業員の都合やモチベーション向上にともな

う従業員満足の向上を実現する人員レイアウトを可能にする．厨房においては，実施項目
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１の厨房レイアウトを入力として注文変動へ適応可能な人員シフトと，多能工化すること

による従業員のモチベーション向上と技術向上による従業員満足度向上がポイントとなる．

また，厨房作業の効率化の帰結として，バックヤード従業員を顧客接点に投入することで，

顧客に対する新たな価値創造を実現するサービス提供を試み，顧客満足度の向上へつなげ

る．レストランフロアにおいては，アルバイト・パート従業員が大部分を占めるため，提

供サービスの品質を維持しながら従業員の都合を最大限勘案する人員レイアウトを実現す

る．厨房・レストランフロアの両対象においては，OJTによる新人教育も重要な要素とな

るため，熟練従業員と新人を提供サービスの品質を維持しながら組合せることで教育を推

進する人員レイアウトも重要になる．これらの人員レイアウトは日毎，あるいはレストラ

ン運用段階においても修正は可能であるため，短期的な変動への適応策として用いる． 
 

 
共創的デザインにおける厨房・人員レイアウトプロセスの関連図 

 
・実施項目３：レストラン店舗におけるサービス価値創成システムの構築 

サービス価値創成システムとは，サービス財の特性に起因する生産性問題を解決するた

めのマネジメントモデルであるとともに，マネジメントモデルをサポートするための循環

ループである． 
サービス価値創成システムは，大きく3つのループで構成される．第1のループは，日々

変動する需要に合わせて最適な労働投入量を決定するためのサービス需給改善ループであ

る．労働集約型対面サービス産業では，サービスを提供するための適正従業員数の配置が

サービス品質，顧客満足度の向上にとって重要な要因となる．そのため，POSデータを元

に顧客の需要予測をおこない，最適投入労働量のシミュレーションをもとに継続的に人員

シフトの改善を実施することで，機会ロス削減と顧客満足との両立を図る．このループは1
日単位の短期的情報循環であるとともに，店長など現場管理者の業務改善ループであり，

実施項目２とも深く関連する． 
第2のループは，顧客嗜好分析をもとに，顧客ニーズに適合したサービスや商品を設計す

るためのサービスコンテンツ改善ループである．顧客の嗜好は人によって異なるだけでな

く，同一顧客であってもサービス利用状況や同伴者によっても異なる．そのため，POSデ
ータの定量分析だけでなく，ベイジアンネットワークなどを活用した非正規的・非線形な

顧客分析やインタビューやアンケート，CCEなどの質的分析をもとにサービス，商品設計

短期的改善
（人員レイ
アウト）

中長期的改善
（厨房・フロア
レイアウト）

■厨房・フロアレイアウト
計画・修正

■サービス現場における評価

■人員レイアウト計画
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をおこなう．このループは数か月ないし１年単位の中期的情報循環であるとともに，商品

企画部長など部門長の業務改善ループである． 
第3のループは，長期的な来店顧客やサービス形態の変化に応じてビジネスモデルや設備

などのサービスのファンダメンタルズ自体を変更するためのサービス環境改善ループであ

る．新規サービスの出現や顧客の経験によるサービス価値の陳腐化，商圏人口の変動に伴

う来店客数の減少など，ビジネスモデル自体を変更する必要性が生じることがある．そこ

で，長期間にわたる来店客数や購買データなどの内部データ，経済環境のコーザルデータ

から当該ビジネスモデルのKPIを求め，サービス再設計を行うとともに，内部に蓄積された

ビッグデータをもとにシミュレーションを実施し，設備レイアウトの変更を行い，顧客満

足と生産性向上との両立を図る．このループは数年ないしは10年単位の長期的情報循環で

あるとともに，CEO, COOなど経営者の業務改善ループであり，実施項目１を包含した取

組みである． 
 

・実施項目４：共創的デザインに基づくサービスモデルの構築 
ここで取り上げた外食産業での取組みは，抽象的に見ると，顧客が欲する多様な有形財

を，効率良く迅速に生産し提供するというビジネスが対象となっている．このビジネスモ

デルは，決してレストラン固有のものではなく，有形財を提供する旅館や中食，レンタル

業といった他のサービス産業にも展開可能である．さらに，これからは，優れたモノを製

造し販売するという交換価値よりも，むしろ製品を顧客が使用する段階における使用価値

に注目し，その価値創造の追求が求められている製造業も同様のアプローチの実践が重要

な課題となっている．その際，厨房を製造フロア，レストランフロアを販売店にそれぞれ

対応させ，さまざまな環境変動に適応的に対応するために，製造フロアレイアウトと人員

レイアウトを共創的にデザインするという新たなアプローチの検討にも取組む．そして，

外食産業と同様に，従業員満足度を高めながら顧客に対する新たな価値創造を実現する新

しい環境変動適応型サービスモデルの構築を試みる． 
これらの課題を解決するために，サービス提供・消費論グループには外食産業企業であ

るがんこフードサービス株式会社がメンバーとして参画し，実際のサービス現場を対象に

実データを用いた検証を行う．サービス提供・消費論ではまず現状分析を行い，どの程度

のシステム外部・内部の変動が存在するかを検証するとともに，それを受けて厨房レイア

ウト・人員レイアウトを作成していく．その結果はパイロット店舗へと実適用してその効

果を検証した後に他店舗への水平展開を行うとともに，全研究期間を通じて常に他業種へ

の展開可能性に関する検討を行い，共創的デザインのコンセプトに基づく環境変動適応型

サービスモデルの追求を試みる． 
 
３‐３．研究開発結果・成果 

上述したそれぞれの実施項目ごとに，今年度の進捗や成果について記述する． 
 

・実施項目１：厨房レイアウトの検証 
本年度は，厨房レイアウト改善を可能にするため，POSデータ，勤怠管理システムの出

退勤データなどを活用したシミュレータを開発した（下図）．ついで，2店舗の実データを

用いて現状レイアウト，厨房レイアウト改善案のシミュレーション結果を元に実店舗の厨

房レイアウトを変更し，設備稼働率向上を試みた．その結果，シミュレーション結果に基



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２６年度 「共創的デザインによる環境変動適応型サービスモデルの構築～レストランサービスを例として～」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

9 

づいた厨房レイアウト改善によって顧客満足度指標である料理のリードタイム改善は可能

であるが，経営者満足指標である人時売上高改善に至っていない，という課題を残した．

さらに本年度は，シミュレータを用いた厨房レイアウト改善により，人時売上高の改善（MS）
料理提供時間の改善（CS）の両立を試みた． 

 
 

 
シミュレータの構成図 

 
厨房レイアウト改善のため，がんこフードサービス株式会社の寝屋川店において，同店

のPOSデータ，調理場の労働時間データを用い，料理提供時間をKPIとして現状レイアウト

におけるシミュレーションを実施した．下図に，同店の改善前厨房レイアウトを示す． 
得られたシミュレーション結果を元に，現状レイアウトにおける調理ジャンル別の問題

点を検討し，設備別生産能力を増強し，厨房面積半減による作業動線短縮などの問題解決

を志向した調理場レイアウト改善案を作成した（下図）．第1回目のシミュレーションと同

じPOSデータ，調理場の労働時間データを用いてレイアウト改善案におけるシミュレーシ

ョンを実施し，改善案の有用性を確認した．その後，2014年7月に，同店の調理場改装を実

施し，調理場にセル生産方式を導入した． 
シミュレータによるレイアウト改善が料理の料理提供時間を実際に改善したのかを確認

するため，現状レイアウト，レイアウト改善直後，レイアウト改善2か月後の3回にわたり，

料理ジャンル別の料理提供時間を計測した．計測期間は各1週間，対象はすべての料理であ

る．注文受注時刻はPOSシステムで記録された受注時刻の印字を用い，調理完了時刻は配

膳係がPOSと時刻同期を取った時計を参照して伝票に記入して，調理完了時刻から注文受

注時刻を差し引いて料理の料理提供時間を求めた．計測によって得られた料理提供時間と

POSの注文データをもとに料理提供時間データベースを作成し，料理ジャンルごとの料理

提供時間平均値，最頻値，標準偏差を求めた． 
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寝屋川店の改善前厨房レイアウト図 

 

 
寝屋川店の改善後厨房レイアウト図 

 
現状レイアウトにおけるシミュレーション上の料理提供時間は全体で平均6.88分，最頻

値7.25分（標準偏差3.30分），レイアウト改善後の料理提供時間は全体で平均8.28分，最

頻値4.50分（標準偏差7.38分）であった．下表にその詳細を示す． 
シミュレーション結果 

ジャンル 
現状レイアウト レイアウト改善案 

平均 最頻 SD 平均 最頻 SD 
揚物 8.48 8.40 2.46 9.05 7.55 3.61 
焼物 8.17 8.18 1.21 7.21 7.73 0.93 
煮物 7.64 8.00 3.14 7.89 8.00 2.45 
八寸 7.37 5.10 4.80 5.81 3.18 3.67 
寿司造り 5.71 4.32 3.05 6.37 4.25 3.78 
全て 6.88 7.25 3.30 8.28 4.50 7.38 

単位：分 
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 現状レイアウトにおける実際の料理提供時間は全体で平均7.16分，最頻値5.00分（標準

偏差0.16分），レイアウト改善直後の料理提供時間は全体で平均7.21分，最頻値5.00分（標

準偏差0.15分），レイアウト改善2か月後の料理提供時間は全体で平均6.53分，最頻値5.00

分（標準偏差0.14分）であった．下表にその詳細を示す． 

 
 

実際の料理提供時間 

 
   単位：分 

 

 

 

実際の料理提供時間(縦軸＝分，横軸＝料理数（皿数）) 

 

第1に，シミュレーションの結果を用いた調理場レイアウト改善検討の有用性について検

討する．得られた表を見ると，現状レイアウトの平均料理提供時間よりも，レイアウト改

善後の平均料理提供時間の方が悪化している．レイアウト改善案は厨房面積が半減し，移

動距離が大幅に短縮され，かつ厨房機器の増設によって料理の生産能力が向上したにもか

かわらず，なぜシミュレーション結果が悪化したのであろうか？ 

平均 最頻 SD 平均 最頻 SD 平均 最頻 SD

膳・定食 7.56 5.00 0.17 8.00 6.00 0.18 6.59 4.00 0.17

揚物 7.35 4.00 0.54 7.84 6.00 0.47 7.16 4.00 0.52

焼物 9.58 6.00 0.76 10.16 4.00 0.58 7.28 8.00 0.40

煮物 12.38 6.00 1.28 11.37 9.00 1.04 7.79 5.00 0.67

八寸 7.53 2.00 0.58 7.56 3.00 0.42 5.37 1.00 0.47

寿司・造り 4.08 0.00 0.32 3.83 0.00 0.28 5.18 0.00 0.54

全体 7.16 5.00 0.16 7.21 5.00 0.15 6.53 5.00 0.14

ジャンル
現状レイアウト 改善直後 改善2か月後
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例として，揚物のシミュレーション結果を下図に示す．この図からもわかるように，レ

イアウト改善案の方が提供時間の最頻値が改善されていることが確認できる．p.10「シミュ

レーション結果」を見ると，煮物以外のジャンルでは最頻値が改善されているため，他の

料理ジャンルでも同様の傾向があると考えられる（煮物は，設備の生産能力や料理の種類

によって提供時間が既定されるため，レイアウト改善と料理提供時間との相関は低いと考

えられる）． 
 

 
 

揚物の提供時間分布 
（縦軸＝料理数／皿，横軸＝提供時間／分） 

 
しかし，調理の注文が集中した時間帯におけるシミュレーション結果は，実店舗よりも

ロングテールになっており，そのことが料理提供時間の平均値を悪化させたと考えられる．

揚物におけるシミュレーション結果と実際の標準偏差を比較すると，シミュレーションは

現状が2.46分，改善案が3.61分であるのに対して実際は現状レイアウトが0.54分，改善直後

が0.47分，改善2か月後が0.52分であり，後者の方が短い．今後，いわゆるピークタイムの

シミュレーション精度を向上させることが，より正確なレイアウト設計を実現するための

課題であることが確認できる． 
第2に，シミュレーションに基づいた実店舗改装の効果性について検討する．p.11「実際

の料理提供時間」を見ると，改装直後の平均料理提供時間は煮物，寿司・造りを除いて悪

化し，全体としても悪化している．一方，改装2か月後の平均料理提供時間は寿司・造りを

除いて改善しており，全体としても良化している． 
レイアウト改善直後の料理提供時間が悪化した理由は，従業員の習熟要因が大きいと考

えられる．材料や道具の配置，作業動線など，多数の作業環境が変更されたため，従業員

が新しい配置の記憶，動線の習熟など，様々な対応をしなければならない．その結果，料

理をするための時間が現状レイアウトよりも長く必要となり，料理提供時間が一時的に悪

化したと考えられる．レイアウト改善直後の料理提供時間を改善するためのトレーニング

手法開発や，レイアウト改善案作成に対する従業員の関与など，様々な改善手法を検討し

なければならない． 
改装2か月後の料理提供時間は全体として改善されているものの，煮物，寿司・造りの平

均料理提供時間は改善されていない．既に述べたように，煮物は料理の種類によって料理
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提供時間が既定される．また，寿司・造りは機械による生産工程がないため，料理提供時

間は調理師の技術力および注文される料理の種類によって規定される．これらのジャンル

の料理提供時間を改善するためには，従業員のトレーニングや繁忙期に熟練調理師が出勤

するシフトスケジューリングの改善などを併せて導入する必要がある． 
第3に，シミュレータを用いた厨房レイアウト改善が顧客満足向上に資するのかについて

考察する．飲食店において，料理提供時間を短縮することが顧客満足向上に資することは

多数の研究で実証されている．p.11「実際の料理提供時間」を見ると，改善直後は料理提供

時間の平均，最頻値ともに悪化しているものの，改善2か月後には平均料理提供時間は改善

され，かつ標準偏差も縮小されている．料理提供時間の改善は温かい料理の提供，急ぐ顧

客に対する迅速な料理提供などが可能になるため，料理に関する顧客満足度は向上したと

推定できる．しかし，顧客満足度は料理提供時間だけで規定されるわけではないため，接

客の作業性改善や従業員のホスピタリティー向上などの対策を併せて講じる必要がある． 
第4に，シミュレータを用いた厨房レイアウト改善が経営者満足（人時売上高）向上に資

するのかについて考察する．下表に，厨房レイアウト改装前，改装直後，改装2か月後の人

時売上高の前年比較を示す．この表が示す通り，改装直後の人時売上高は前年対比102.9%
であるものの，レイアウト改善前の104.2%を下回っている．既に述べたように，従業員は

改善前の厨房レイアウトにおけるオペレーションに習熟しているため，レイアウト改善に

よって効率的な生産環境が整ったとしても，道具や素材の配置の記憶，新しいレイアウト

に対する慣れなど，新しい設備レイアウト環境に慣れるために一定の期間が必要である．

そのため，厨房レイアウト改善直後はいったん作業効率が低下し，結果として人時売上高

が低下したと考えられる． 
一方，改装2か月後の人時売上高は前年対比119.4%と大きく改善している．道具や素材の

効率的配置，新しいレイアウトに対する慣れ等，作業性改善阻害要因を克服した結果，厨

房レイアウト改善の効果がストレートに人時売上高に反映されている． 
 

レイアウト改装前，改善直後，改善2か月後の人時売上高（単位＝円） 
 

  人時売上高 相関係数 改善率 

改装前 
前年 10,989 0.90 

104.2% 
当年 11,448 0.83 

改装直後 
前年 9,516 0.93 

102.9% 
当年 9,789 0.78 

2か月後 
前年 9,108 0.91 

119.4% 
当年 10,872 0.89 

 
 
シミュレーションと最適化を統合した厨房フロアレイアウト計画 
 以上のように，シミュレーションを用いることで厨房レイアウトの効果を人とものの流

れを考慮しながら定量的に評価することが可能となる．しかし，評価対象とするレイアウ

トそのものは，担当者の経験と勘に依存するしかなく，本当に良いレイアウトが何である
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か，については検討が不足している．そこで本研究では，厨房レイアウトシミュレーショ

ンと最適化を組合せることで，より良いレイアウト設計を実現することを試みている．以

下では，遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm: GA）による厨房レイアウト計画とシミ

ュレーションを組合せて評価した結果を報告する． 
 本研究では，本課題の1〜2年度に開発した手法をもとに，厨房を対象として拡張を行い，

作業者の待機場所を含めた設備レイアウト計画を行う．実際の店舗のデータを元に，製品

数が189品種，設備数は10台，作業者は12人とし，店舗営業時間は10時30分〜23時までフ

ロアサイズは14.4m×8.5m，作業者の勤務時間，移動速度は固定とする．各製品には各々の

製品を生産できる設備，作業者は決まっており，代替設備・代替作業者が存在する製品も

ある． 
 
アルゴリズム 
 本研究の目的関数である総滞留時間は，設備・従業員の数に限りがあるため待ち時間が

発生する等，製品の流れや従業員の流れに大きく依存するため数理計画を用いて正確に算

出することは困難である．一方で，シミュレーションは各製品，設備・従業員が自律的に

行動するため，流れを考慮した正確な総滞留時間を算出することが可能である．しかしGA
における適応度計算をシミュレーションで行う場合，シミュレーションの実行回数が個体

数×世代数となるので計算時間が膨大となってしまう．そこで，研究の第一段階として単

純なルールにより簡易的に計算した総滞留時間をGAの適応度評価に用いて最適化し，シミ

ュレーションは簡易計算によって作成した最良解の評価のみに用いた． 
以下に提案手法のアルゴリズムを示す． 

 
  Step1：初期個体の生成 
   実行不可能解とならないようにランダムに個体を生成する． 
  Step2：簡易計算による適応度評価 
   個体の適応度を評価する． 
  Step3：世代数の確認 
   既定の世代数に達していなければStep4へ，達していれば終了． 
  Step4：選択 
   各個体の適応度に応じて次世代の個体を選択する． 
 Step5：交叉 
   ランダムに２個体選び，一定の確率で，実行不可能解とならないように２点交叉を行 
    う． 
  Step6：突然変異 
  各個体に対し，一定の確率で，実行不可能解とならないように突然変異を行う．Step2へ． 
 
 次の図にアルゴリズムの概要を示す．アルゴリズムに従い作成した最良解の個体をシミ

ュレーションを用いて評価する． 
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遺伝的アルゴリズムを用いたレイアウト計画のアルゴリズム 

 
遺伝子のコーディングと適応度評価 
  下の図に遺伝子のコーディング方法の概要を示す．GAにおける各個体は，各設備・従業

員の位置情報及び設備の向き情報を保持する．位置情報は生産エリアを格子状に離散化し，

区切られた区画を番号で示したものとし，設備の位置情報は設備の重心位置の座標を指す．

向き情報は上下左右の四方向を0〜3の番号で示したものとする．また，遺伝子には含まれ

ていないものの設備毎に大きさが決まっており，離散化された生産エリアの複数区画に配

置される設備が存在する．この際に配置される区画は設備の位置情報と向き情報により一

意に定まる． 
 

 
 

厨房フロアの離散化と遺伝子のコーディング方法 
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各遺伝子の適応度は，以下のルールを用いて各製品の滞留時間を求め，それらの総和を

用いる． 
 ・各設備間の距離は設備の中心座標をもとに算出する． 
 ・代替設備，代替作業者が存在する製品は等しい確率で割り当てる．  
 ・製品に対応する以下の1〜5の距離の合計を作業者の移動の速さで除することで移動にか

かる時間を求め，各工程に要する時間を足すことで滞留時間を導出する． 
1. 始めの工程の作業担当者とINPUTの距離 
2. INPUTと始めの工程の設備の距離 
3. 次工程の作業担当者と前工程の設備の距離 
4. 前工程の設備と次工程の設備の距離 
5. 最終工程の設備とOUTPUTの距離 

上記のルールに従うと，作業者及び製品の流れは下図のようになる．矢印が作業者の流

れを表しており，全ての矢印の長さを足し合わせ従業員の速度で割ることで流れに要する

時間が求まる．また製品毎に各工程における設備が決まっており，工程毎に生産に要する

時間は与えられているものとする． 

 
遺伝子評価のための移動距離の簡易計算 

 
遺伝的操作と近傍探索による実行可能化 
以下に初期個体生成，交叉，突然変異について説明する． 

 
・ 初期個体生成：GAにおける初期個体の保持する位置情報はランダムに作成する．その

際，同一区画に２つ以上の設備・従業員が配置される解は実行不可能解とし，発生しな

いように作成する． 
・ 交叉：交叉方法は二点交叉を用い，交叉点はランダムで設定する．交叉後位置情報の重

複が存在する場合には重複する遺伝子座に対して，他の遺伝子座と重複しない番号をラ

ンダムに割り付ける． 
・ 突然変異 

ランダムに一点突然変異をする座標を選び，自身の保持する他の位置情報を重複しない

ように選んだ遺伝子座の持つ位置情報を変更する． 
 
本研究で対象とする厨房は，セントラルキッチンと比較すると狭く，設備の大きさ・向

きが無視できないため，設備の大きさ・向きをレイアウト作成の際に考慮する必要がある． 
各設備は大きさが決まっており，大きさに応じて複数の区画に配置されるものとする．

しかし遺伝子には位置情報（重心位置）と向きしか含まれていないため，実行不可能解が
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初期解生成や交叉・突然変異において生成されることがある．その際には近傍操作をする

ことで実行可能化する．具体的には，各設備毎に実際に占有するエリアを求め，占有エリ

アの重複も避けたレイアウトを作成する．近傍操作のアルゴリズムは以下の通りである． 
 
  Step1：占有エリアの重複確認 

   重複しているならStep2へ．重複していなければ終了． 
  Step2：配置を移動する設備，従業員の選択 

   初期解生成時に重複した際には等しい確率で選択する．交叉・突然変異によって重複

した際には，変化した部分に含まれる設備を選択する． 
  Step3：探索範囲Nの初期化 
   N=1とする． 
  Step4：近傍探索 

Step2で選択された設備をNマス動かす範囲に配置可能な位置が存在するならStep5
へ．存在しないならStep6へ． 

  Step5：位置情報の変更 
Step4で発見した位置に設備の持つ位置情報を変更する．Step1へ． 

Step6：Nの更新 
N=N+1とする． 

 
計算機実験の設定 
以上の設定を用いて計算機実験を行った．実験条件について以下にまとめる．簡単化の

ために，営業時間10:30〜23:00のうち実行する時間帯を18:00〜23:00の最も注文の多い夜

の時間帯に限定し，対象とする製品をその時間帯に一度以上注文があった製品にのみ限定

をしている．注文データには過去のPOSデータを用いている． 
 
共通の実験条件 
  ・従業員数：12（勤務時間10:30〜16:00が6人，勤務時間16:00〜23:00が6人） 
  ・設備数：10 
  ・製品種類：81 
  ・生産エリア500（20×25に離散化されたエリア） 
GAのパラメータ 
  ・個体数：1000 
  ・遺伝操作世代数：20000 
  ・選択方法：トーナメント選択（トーナメントサイズ2） 
  ・交叉方法：二点交叉 
  ・交叉率：0.6 
  ・突然変異率：0.01 
 
注文回数は製品ごとに異なり1〜22回となっている．実験を行った環境は以下の通りであ 

る． 
  ・OS：Windows 7 Professional 
  ・CPU：Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1660 0 @ 3.30GHz 
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  ・メモリ：16.0Gbyte 
 
計算機実験結果：GAによるレイアウト最適化 
 交叉率を0.6〜0.8の間に設定して予備的実験を行った結果，交叉率0.6とした際が最も良

い結果を得た．下図に交叉率0.6とした際の最良解の適応度の移り変わりを示す．図を見る

と1000世代までの間に非常に大きく改善された後，複数回の大きな改善を含みながら徐々

に適応度が改善されていることがわかる．本試行においては15000世代や17500世代まで解

の改善が見られるので，世代交代数は20000世代程度必要だと思われる．また適応度の推移

が上下に振動しているのは，代替設備・代替従業員が存在する製品は等しい確率でランダ

ムに割り当てているため，同じレイアウトであっても適応度が変化するからである． 
 

 
総滞留時間の推移 

 
次に最良解の個体の設備レイアウトをシミュレータで表示した図とそれを元に設備・従

業員が配置されている部分を簡略的に表した図を以下に示す． 
 

 

最良解の設備レイアウト 
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シミュレータで表示した設備レイアウトを見ると，厨房の生産エリアの左下に設備・従

業員が固まっているのがわかる．これはINPUT及びOUTPUTの近くに配置された方が各設

備間の移動が短くなり，結果として滞留時間が短くなるからであると考えられる．また従

業員はINPUT周辺に配置され，設備はINPUTとOUTPUTの間に配置されている．これら

の傾向はBest以外の各試行における最良個体にも見られる．従業員がINPUT周辺に固まっ

ている理由として，今回の実験で用いたデータにおいて第二工程，第三工程を含む製品が

ほとんど存在せず，ほぼ全ての製品において第一工程の作業者が「待機場所→INPUT→設

備→OUTPUT」という流れを取ったがために，「第一工程で用いる設備と第二工程で用い

る設備の間で待機している方が良い」と言う状況が優先されなかったと考えられる． 
次に設備配置に注目して設備レイアウトを簡略化表現した図を見ると，各区画に設備・

従業員が重複なく配置されていることがわかる．また多くの設備が配置されている場所の

特徴として，INPUTとOUTPUTの間に配置されていることがわかる．これは上で述べたよ

うに，第一工程しか存在しない製品が多いために，INPUTとOUTPUTの間に配置された場

合最も移動に要する時間が短くなるためと考えられる． 
 

計算機実験結果：シミュレーションによるレイアウトの評価 
 GAによるレイアウトの最適化における100試行中の各々の最良解から適応度が高い順に

10個体選び，各個体に対しシミュレーションを一度実行し適応度を評価した．下表に前節

の手法における上位10個体の適応度とシミュレーションにより算出した適応度を示す．個

体は前節で算出した適応度の高い順に並べている． 
 

GAによる適応度とシミュレーションによる評価 

 
 

表より，GAにおける適応度の簡易計算の結果とシミュレーションにおける適応度計算の結

果に大きなずれが見られる．これは簡易計算において設備・従業員の取り合いによる待ち

時間を考慮することができていないことが原因と考えられるが詳細の検討は今後の課題で

ある． 
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・実施項目２：人員レイアウトの検証 
 本実施項目ではサービス満足度向上に向けて組合せオークションを用いた人員シフト計

画手法の提案を行ってきた．昨年度までの取組みでは，ESを各従業員の提出した希望する

時間帯に勤務できているか，MSを計画期間に要した人件費，と定義しそれぞれを目的関数

として最大化するとともに，顧客満足度は各時間帯にある一定以上の能力値を持つ従業員

が配置されているかという制約条件としたモデルの提案を行った．本年度は，提案モデル

を実規模問題に適用するにあたり，新たなアルゴリズムの提案と計算機実験による有効性

の検証を行ったのでその結果を以下に述べる． 
  
対象システム 
  和食レストランは調理に特別な技術が必要とされるため，顧客の接客を主に対応するホ

ールスタッフと，調理を担当するキッチンスタッフの区別があるが，本報告では第一段階

としてホールスタッフのみを対象とする． 
  各従業員は各時間帯に勤務可であれば1，勤務不可能であれば0，勤務可能だができれば

勤務したくなければ-1を入力した希望勤務シフト（下表）を提出する．この希望勤務シフト

が，実際に作成された勤務シフトでどの程度満たされているかをESとする．また，ホール

スタッフが行う業務には，案内・接客・レジ・ドリンク・宴会受注・配膳・洗い場の７種

類あり，同一時間内であれば各業務は全て兼業できるものとする．各時間帯において業務

ごとに経営者が定めた必要能力値が設定されており，その値を満たすことで十分な顧客満

足度が確保できるものとする．各従業員は業務ごとに[0,1,2]の3段階の能力値を有しており，

それぞれ「業務不可」，「業務可能」，「高いレベルで業務可能」を表す． 
  また，勤務シフトを作成する上で，1日に勤務できる時間の上下限，１週間に勤務でき

る時間・日の上限，勤務終了から次の勤務までに休まなければならない時間数，１日の勤

務は連続しているといった勤務制約を守らなければならない． 
 

従業員の勤務可能シフト 

 
 
 
組合せオークションを適用したモデル化 
 組合せオークションとは，価値に依存関係がある複数の品物(財)を同時にオークションの

対象とし,複数の財の組合せに対する入札の中から入札値が最大となる入札の組合せに財を

配分するオークションである．組合せオークションには財の組合せを提示する入札者，財
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の配分を決定する主催者が存在し，本研究では勤務シフトを財，従業員を入札者，経営者

を主催者とする．また，入札者と主催者それぞれの主観で財の組合せ・配分を決定するこ

とができる多目的構造を持つため，ESとMSを最適にする多目的最適化問題として定式化を

行うことが可能となり，それぞれの主観が反映された勤務シフトの作成を目指す． 
 組合せオークションの適用にあたり，入札決定問題と勝者決定問題はそれぞれ従業員ご

とに複数の異なった勤務シフトを作成すること，従業員ごとにいずれか一つの勤務シフト

を選択し，組合せることによって店舗全体の勤務シフトを決定することを意味する．また，

組合せオークションの初期解は入札の評価値最大化問題で導出し，組合せオークションを

繰り返すことによって解の収束を図る．これらは昨年度までの取組みと同様のモデルであ

るため，詳細の説明は省く． 
 本報告では実規模問題に適用するにあたり初期の勝者決定問題では実行可能解の導出が

困難であることを想定し，実行可能解が導出されなかった場合のみ勝者となる入札が得ら

れないため，big-M法により勝者となる入札を決定する．big-M法はペナルティ法の一種で

あり，一つの制約条件に関する違反数を最小にすることを目的関数としたものである．こ

の目的関数を勝者決定問題の制約条件である必要能力値とすることによって，実行可能解

が得られなかった場合にも，能力値制約に関する違反が最小となる入札の組合せを勝者と

することができる．また，big-M法を行った際，次回の繰り返しにおける入札決定問題で行

う近傍作成は広い範囲での作成を行う．本提案により，実行可能解の導出が困難なデータ

に対しても少ない入札数，繰り返し回数で高速に解の導出を行うことが可能になると期待

できる．また，提案手法のアルゴリズムの概要を下図に示す． 
 

 
 

提案手法のアルゴリズム 
 
定式化 
 以下では本モデルにおける定式化の概略を説明する． 
・ 入札の評価値最大化問題 
 本問題では従業員ごとに提出された希望勤務シフトをもとに，ESが最大となる勤務シフ



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２６年度 「共創的デザインによる環境変動適応型サービスモデルの構築～レストランサービスを例として～」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

22 

トを求める．ここで得られた勤務シフトが組合せオークションにおける初期解となる．目

的関数は(1)式で表され，ESを意味する． 

max ��𝑆𝑖,𝑑,𝑡𝜏𝑖,𝑑,𝑡

𝑇

𝑡=1

𝐷

𝑑=1

   (∀𝑖) (1) 

𝑆𝑖,𝑑,𝑡は従業員iのd日目の時刻tにおける希望勤務シフトで，𝜏𝑖,𝑑,𝑡は勤務シフトにおいて勤務すれ

ば1，そうでなければ0を表す決定変数である．また，制約条件は前述した勤務制約がある． 
 
・ 入札決定問題 
 従業員ごとにある勤務シフトをもとにその近傍である複数の勤務シフト，つまり入札を

作成する．初回の近傍の元となる入札は評価値最大化問題で得られた勤務シフト，２回目

以降は前回の勝者決定問題で勝者となった入札である．近傍は元の勤務シフトのうち１日

の勤務に関して時間帯の変化や勤務の追加･削除を勤務制約が満たされる範囲で行われる． 
 
・ 勝者決定問題 
 従業員ごとに作成された複数の入札から，もっとも目的間数が小さくなる組合せを決定

し，その入札を勝者とする．目的関数は(2)式で表され，計画期間内における総投入コスト，

つまりMSを意味する． 

min ����𝑥𝑖,𝑗𝜏𝑖,𝑗,𝑑,𝑡

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

𝑤𝑖

𝑇

𝑡=1

𝐷

𝑑=1

 (2) 

𝜏𝑖,𝑗,𝑑,𝑡は従業員iの入札jを選択すれば1，そうでなければ0を表す決定変数であり，𝑤𝑖は従業員i
の単位時間あたりの使用コストを表す． また，十分なCSを確保するための必要能力値に関

する制約は(3)式で与えられる． 

��𝑥𝑖,𝑗𝜏𝑖,𝑗,𝑑,𝑡

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

𝑐𝑖,𝑝 ≥ 𝑁𝑑,𝑡,𝑝
𝑚𝑖𝑚 (3) 

𝑐𝑖𝑝は従業員iの業務pにおける能力値，𝑁𝑑,𝑡,𝑝
𝑚𝑖𝑚はd日目の時刻tの業務pにおける必要能力値を表す．

また，制約条件として従業員一人につき一つの入札しか勝者とならない制約がある． 
 
・ Big-M 法による勝者決定 
 勝者決定問題で実行可能解が導出されなかった場合，ペナルティ法の一種であるBig-M法

を用いて入札の勝者を決定する．その場合，制約条件(3)式に関する違反が最小となる入札

の組合せを勝者とする． 
 
・ 入札決定問題（広い範囲での近傍作成） 
実行可能解が導出されなかった場合，次回の入札決定問題は広い範囲での近傍作成を行う．

通常の近傍作成が１日のみを変動させていたのに対し，広い近傍作成では複数の勤務日に

関して行う． 
 

計算機実験 
 対象システムは従業員数22人，計画期間は店舗営業時間の10:00〜23:00の13時間を7日間，

業務数は7箇所，入札決定問題で作成する入札の近傍は50，組合せオークションの繰り返し

回数は100回，試行回数は10回で計算機実験を行った．また，入札の評価値最大化問題と勝

者決定問題，Big-M法による勝者決定の解法はIBM社の商用Solverである，Cplex12.6を使

用した． 
  以下の表に結果を示す．Maximized ESは入札の評価値最大化問題で得られた入札の評

価値の合計，ESとMSはそれぞれ最終的に得られた勤務シフトにおけるESとMSの値，Time
は1試行に要した計算時間である．なお，表中の値は10試行の平均である． 
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実験結果 

Maximized ES ES MS Time(s) 

659 291.12 365089.9 62.45 

 
MSは投入総コストを意味し，実データにおける618,151円を下回る解が得られた．また，

全ての試行において繰り返し回数2回目で実行可能解が得られており，ESが最大となる入札

の近傍のみでは必要能力値を満たす勤務シフトが得られないことがわかるとともに，提案

手法によって速い段階で実行可能解の導出が可能となった．さらに，人の手で作成する場

合と比較し短い時間で求解が可能であった．これは入札の近傍作成範囲を限定するととも

に，実行可能解が得られない場合により制約違反の少ない入札を勝者とすることによって

早い繰り返し回数で実行可能解を導出でき，繰り返し回数を減少させることが可能であっ

たためであると考えられる． 
 

・実施項目３：サービス価値創成システムの構築 
本研究は，サービスの同時性という特性が顕著に現れる労働集約型サービス産業におい

て，需要変動に対応して投入労働量を弾力的に投入することで投入労働量のロスを最小化

することのできるレイアウト設計が主たる目的である．このようなアプローチによって労

働生産性が向上し，MSが向上することは可能であると思われるが，サービス品質にとって

重要な要素であるESを改善するとともにサービスの付加価値を最大化することが求められ

る．また，MS向上（投入労働量の最小化）およびES向上（サービス品質の最大化）によっ

て顧客満足が向上し，サステイナブルなサービス生産性向上を実現する循環構造を創出す

ることが求められる． 
ここで下図に，サービス科学で開発されたシステムをマネジメントサイクルに組み込み，

経営者，部門管理者，サービス提供現場の各階層においてサービスを持続的改善するため

のサービス価値創成システムの概念を示す． 
この図に示されるように，サービス価値創成システムは3つのループで構成される．第1

のループは，日々変動する需要に合わせて最適な労働投入量を決定するためのサービス需

給改善ループである．労働集約型対面サービス産業では，サービスを提供するための適正

従業員数の配置がサービス品質，顧客満足度の向上にとって重要な要因となる．そのため，

POSデータを元に顧客の需要予測をおこない，最適投入労働量のシミュレーションをもと

に継続的に人員シフトの改善を実施することで，機会ロス削減と顧客満足との両立を図る．

このループは1日単位の短期的情報循環であるとともに，店長など現場管理者の業務改善ル

ープである． 
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サービス価値創成システムの概念図 
 
第2のループは，顧客嗜好分析にもとに，顧客ニーズに適合したサービスや商品を設計す

るためのサービスコンテンツ改善ループである．顧客の嗜好は人によって異なるだけでな

く，同一顧客であってもサービス利用状況や同伴者によっても異なる．そのため，POSデ
ータの定量分析だけでなく，ベイジアンネットワークなどを活用した非正規的・非線形な

顧客分析やインタビューやアンケート，CCEなどの質的分析をもとにサービス，商品設計

をおこなう．このループは数か月ないし１年単位の中期的情報循環であるとともに，商品

企画部長など部門長の業務改善ループである． 
第3のループは，長期的な来店顧客やサービス形態の変化に応じてビジネスモデルや設備

などのサービスのファンダメンタルズ自体を変更するためのサービス環境改善ループであ

る．新規サービスの出現や顧客の経験によるサービス価値の陳腐化，商圏人口の変動に伴

う来店客数の減少など，ビジネスモデル自体を変更する必要性が生じることがある．そこ

で，長期間にわたる来店客数や購買データなどの内部データ，経済環境なコーザルデータ

から当該ビジネスモデルのKPIを求め，サービス再設計を行うとともに，内部に蓄積された

ビッグデータをもとにシミュレーションを実施し，設備レイアウトの変更を行い，顧客満

足と生産性向上との両立を図る．このループは数年ないしは10年単位の長期的情報循環で

あるとともに，CEO, COOなど経営者の業務改善ループである． 
ここで今年度は，サービス環境改善ループ，サービス需給改善ループの構築を行った．

サービス環境改善ループ形成のため，多額の投資を必要とし，経営者満足指標である人時

売上高を決定づける厨房レイアウト改善のため，顧客の需要や投入労働量を現場で計測，

本社でデータベース化してシミュレーションを実施した．さらに，その結果に基づいて経
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営層の意思決定を経た厨房レイアウト改善投資を実行してその効果性を検証した． 
 また，価値創成ループは情報循環システムのみならず，経営システムと有機的に連携し

てその効果性を上げる必要がある．今年度は，厨房における新しい生産システムが従業員

に要求するスペック（多能工化，高稼働率）に合わせて賃金単価を変更するとともに，社

員のみならずパート社員に対しても業績連動型賃金人事制度を導入し，設備レイアウト変

更に伴う人時売上高改善を図った．その結果，従業員満足，人時売上高共に改善し（既述），

サービス環境改善ループの有用性を確認することができた． 
また，サービス需給改善ループ形成のため，組合せオークションを用いたシフトスケジ

ューリング改善の研究を実施した．従業員の勤務希望（賃金の獲得）と，店舗マネージャ

の管理ニーズ（売上高に対する投入労働量の最小化）は，ある意味利益相反の関係にある．

そこで，商社決定方式のシフトスケジューリング組合せオークションを行い，従業員の賃

金獲得と人時売上高改善の均衡点に関して検討を加えた．その結果，多能工ではあるが賃

金単価の高い正社員が必ずしもシフト上必要とされないことなどがわかった．ただし，今

年度は組合せオークションの結果に基づいて実店舗でシフトスケジューリングを行ってい

ないため，実店舗での適用が課題として残っている． 
 
ここで以降に，サービス価値創成のベースとなるCS, ES, MSの中で，今年度取り組んだ

ESとCSに関する解析結果を報告する． 
 
(1) 従業員満足度(ES)の改善 
厨房レイアウト改善による従業員稼働率改善に伴い，従業員の作業荷重が増加すること

は避けられない．また，シフト改善を図るためには従業員の多能工化が要求されるが，新

たなスキル習得は従業員にとって負担になるという側面も併せ持っている．平成25年度の

研究において，設備レイアウト変更に伴う従業員満足度インタビューを実施した際にも，

ES向上の政策を併せて実施することが必要との結論を得ている．そこで，本年度は従業員

満足度向上を図るため，作業稼働率向上や多能工化といったスキル習得に合わせて昇給の

仕組みを並行して導入し，ES向上を同時に実現することを試みた． 
厨房レイアウト改善の効果を人時売上高の向上に反映させるためには，需要のピーク時

には同種の料理を大量調理するライン方式で調理して効率化を図り，一方需要が低い閑散

時間帯には少数の従業員が多品種の料理を担当することによって投入労働量の最小化を図

る必要がある．ゆえに，厨房レイアウト改善前に，より少人数で効率的なオペレーション

を可能にするため，従業員に対して多能工化の教育を実施した． 
しかし，既に述べたように，作業稼働率向上は従業員にとって負担の増加につながるた

め，従業員満足低下の要因となるため，作業稼働率向上に対するインセンティブが必要に

なる．ゆえに，多能工化，稼働率向上に伴い賃金単価が上昇する賃金システムに変更して

従業員に対して制度の趣旨を説明し，作業システム変更に伴う従業員満足度低下の回避を

図った． 
厨房レイアウト改善による作業性環境の向上，および，賃金システム変更による従業員

満足度の変化を検証するため，従業員に対してアンケートを実施した．厨房レイアウト改

装前，改装直後，改装2か月後の3回にわたり，設備改善にともなう従業員負担の変化，お

よび賃金制度変更による従業員満足度の変化を確認するための質問票を配付した（下表）．  
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従業員アンケートの質問票 

 
 
 質問項目に対して6（まったくそのとおりである）から1（まったくそのとおりではない）

の6段階評価をしてもらい，その結果をポジティブな意見（6,5）中間（4,3）ネガティブな

意見（2,1）として集計した．下表aに，アンケート結果の意見数を，表bに，アンケート個

別回答結果の意見総数に対する割合を示す． 
 表aを見ると，改装前のポジティブな意見数比率30%に対して改装直後のポジティブな意

見数比率が25%と低下し，それに伴い，改装前のネガティブな意見数比率4%に対して9%と

増加している．既に述べたように，厨房レイアウトの改善に伴い，未習熟な作業環境課に

おける作業をする必要がある．たしかに作業環境は改善されたが，新レイアウトに対する

未習熟，道具や素材の配置の継続的改善など，なすべき事項は非常に多い．また，レイア

ウト改善に伴っていったん料理提供速度は低下するため，顧客満足度の低下がクレーム数

の増加につながった可能性もありうる．その結果，従業員の満足度はいったん低下したと

考えられる． 
表a：アンケート結果（意見数） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P=ポジティブ，－＝中間，N＝ネガティブ 
 

 
 
 
 

P - N P - N P - N

A-1 13 9 6 4

A-2 2 9 2 1 5 3 4 6

A-3 6 6 1 3 4 2 4 5 1

A-4 3 7 3 3 2 4 4 6

A-5 13 9 4 6

A-6 13 9 5 5

B-1 13 9 4 6

B-2 13 9 4 6

B-3 11 2 0 6 3 0 6 4

B-4 10 3 0 6 3 0 6 4

B-5 11 2 6 3 7 3

改装前(N=13) 改装直後(N=9) 改装2か月後(N=10)
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表b：アンケート結果（割合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P=ポジティブ，－＝中間，N＝ネガティブ 

 
 一方，改装2か月後のアンケート結果を見ると，ポジティブな意見数比率が49%と，改装

前のポジティブな意見数比率30%を大きく上回っている．新しい厨房レイアウトに対する習

熟が従業員満足度改善に資することに加え，平成25年度の研究で明らかになったように，

料理提供速度の改善に伴う顧客のクレーム低下も従業員満足度改善の一助になったと考え

られる．加えて，改装に伴って従業員の技術評価を行い，その結果に基づいて賃金単価を

変更（賃上げ）し，それが所得に反映したこともプラスに作用したと考えられる． 
 
  厨房レイアウトの改善，従業員満足度の改善結果をもとに，サービス提供現場における

3S（CS,ME,ES）向上について考察する．次の図に，料理提供時間改善の状況＝CS，人時

売上高の前年対比＝MS，従業員アンケート結果＝CSの時系列比較表を示す．この図が示す

通り，3つの指標はともに，改装直後にはいったん指数が悪化し，改装2か月後にはともに

指数が改善していることが確認できる．CS,MS,ESは別個に存在するのではなく，相互に関

係しあっているため，従業員の作業性向上は人時売上高向上につながるだけではなく，作

業性改善に伴う料理提供速度の改善が顧客満足度向上にも貢献したと考えられる．古来「三

方よし」と言われるが，サービス生産性向上による企業の持続的成長を実現するためには，

サービス科学の実践的導入が効果的であることを示している． 
 
 
 

P - N P - N P - N

A-1 0% 100% 0% 0% 100% 0% 60% 40% 0%

A-2 15% 69% 15% 11% 56% 33% 40% 60% 0%

A-3 46% 46% 8% 33% 44% 22% 40% 50% 10%

A-4 23% 54% 23% 33% 22% 44% 40% 60% 0%

A-5 0% 100% 0% 0% 100% 0% 40% 60% 0%

A-6 0% 100% 0% 0% 100% 0% 50% 50% 0%

B-1 0% 100% 0% 0% 100% 0% 40% 60% 0%

B-2 0% 100% 0% 0% 100% 0% 40% 60% 0%

B-3 85% 15% 0% 67% 33% 0% 60% 40% 0%

B-4 77% 23% 0% 67% 33% 0% 60% 40% 0%

B-5 85% 15% 0% 67% 33% 0% 70% 30% 0%

Total 30% 66% 4% 25% 66% 9% 49% 50% 1%

改装前(N=13) 改装直後(N=9) 改装2か月後(N=10)
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料理提供速度，人時売上高，アンケート結果の時系列比較 

 
 
(2) 従業員満足度(CS)の改善 
ここで本年度は，行動観察手法とインタビューを実施し，人員・設備レイアウト変更に

よるCSの変化について調査を行った．以降にその概要と調査結果について説明する． 
 

 ■調査方法 
 観察・インタビュー調査 
 【改装前（1回目）】2014年6月8日（日）12：00～14：00 
 【改装後（2回目）】2014年7月13日（日）12：00～14：00 
   
 ■調査詳細 
 （1）顧客への事前説明 
     対象者と待ち合わせし、集合後に当日の流れについて説明 
  
 （2）がんこ寝屋川店で食事 
     ・入店時は観察員が先に入店し、着席する。数分後対象者に入店。 
     ・観察員・対象者が入店し、対象者には通常通り食事をしてもらった。 
     ・オーダーする料理は、5～6種類のメニューから選択。 
      ※変数を減らすため、対象者は1回目、2回目で同じ料理を注文した。 
     ・事前に対象者にICレコーダーを渡し、食事中の会話を録音した。 
     ・観察員１名が対象者１組を担当し、観察からインタビューまでを実施。 
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               調査レイアウト 
 
 （3）顧客へのインタビュー 
    退店後、付近の喫茶店などへ移動し、対象者にインタビューを実施した。 
  
  (4) カウント内容 
  
  １．時間の計測 
  ・オーダ完了（スタッフが席を離れた瞬間）から各料理提供までの時間計測 
   －オーダ完了から1品目の料理提供までの時間 
   －1品目が来てから全ての料理提供までの時間 
   ※ドリンク等追加オーダがあった場合、同様に時間を計測 
  ２．笑顔のカウント 
  ・スタッフへオーダするときから全ての料理が提供されてから2分後までの対象者の笑 
   顔をカウント 
  

※ 笑顔のカウントは観察員から見て、表情が読み取れる側に着席している対象者を 
カウント対象とした 

   ※カウント条件を揃えるため、1回目と２回目で対象者が着席する位置は固定 
   ※オーダしてから1品目の料理が提供されるまでの待ち時間でのカウントは、他の 
    時間と分けてカウント 
   ※追加注文がある場合も同様にカウント 
  
 (5) インタビュー内容 
 ＜方法＞ 
 「よかった」～「よくなかった」の5段階で尺度を設け、観察員の質問に対し、あてはま

るものを選択してもらい、その理由を確認した。 
 ※対象者は1回目、2回目ともにインタビューを受けるため、1回目で目的を悟られないよ

う、店舗全体についてインタビューを行った。 

A 
B 

C 
観察員 
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 ＜インタビュー項目＞ 
  
 ・従業員の接客 
   －最初の案内 
   －お茶・おしぼりを出す 
   －メニュー等についての説明 
   －オーダ 
   －配膳 
   －食べ方の説明 
   －（2回目のみ）店内販売・調理など 
   －下膳 
 ・待ち時間/料理の提供スピード 
 ・料理のおいしさ（温度など料理の状態・味など） 
 ・空調 
 ・店内の雰囲気 
 ・メニュー・POP（デザート・ドリンク等） 
 ・その他サービス 
 ・全体的な満足度 
 ・料理提供時間に対する意識（「家族と一緒ならば料理がすぐに出てこなくても気になら 
 ない」「早すぎると作り置きな感じがしてしまう・・」など） 
 ・従業員の接客・サービスで、特に良かった（印象的だった）ことと、その理由 
 ・もっとこんなサービスがあればなど、意見・要望 
 【2回目のみ質問】 
 ・1回目と尺度が変わった場合、どうしてそう思ったのか 
 ・料理の提供スピード向上によって、店舗への満足度が変わるか 
 ・対象者にとって、料理を出してもらう最適なタイミングとは何か（早ければよいのか、 
  そうではないのか） 
 ・最適なタイミングで料理を出されたら、料理のおいしさはアップすると思うか 
  
 
 ■調査結果 
(1) 待ち時間の時間比較 
 実際の計測時間 
  ・ 3組中1組「シニア夫婦」の待ち時間全体（注文完了から全品配膳完了まで）が短縮。 
  ・ 注文完了から1品目配膳までの待ち時間は、3組中2組（シニア夫婦・ファミリー） 
   で短縮。 
  ・ 1品目配膳から全品配膳完了までの待ち時間は、3組中2組（シニア夫婦・女性グル  
   ープ）で短縮。 
  
(2) 待ち時間/料理提供スピードに対する満足度 
 子供を除く7名中3名（シニア夫婦2名・ファミリー1名）が、待ち時間に対する評価が上が
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っていた。待ち時間合計や1品目までの待ち時間が短くなった対象者に関しては概ね評価が

上がっている。 
 残り4名も改装前後で待ち時間に対してほとんど不満がない状態であった。そのため、実

際に提供時間が早くなることでお客さまの評価が上がる可能性は高い。 
 しかし、インタビューより「早すぎると作り置きではないかと思う」という意見もあるた

め、早すぎる料理提供が必ずしも良いとは限らないと考えられる。 
 
(3) 料理のおいしさ（温度など料理の状態・味など）に対する満足度 
 3組7名中3名（女性グループ）が、おいしさに対する評価が上がっており、3名ともに天ぷ

らがおいしくなったという意見があった。 
  女性グループは、改装後の1品目配膳～全品配膳の時間が60秒と3組で最も短く、タイム

ラグを少なく提供できたといえる。そのため、お客さまがおいしい状態で食べ始められ、

おいしさへの評価が上がったと考えられる。 
  評価の変わらなかったファミリーでも、天ぷらの状態や料理の温かさについて良い意見

も挙げられた。 
  
 (4) 全体的な満足度 
  3組7名中3名（ファミリー2名・女性グループ1名）が評価が上がっており、うち2名が料

理のおいしさについて好評価であった。シニア夫婦は全体的な満足度は変わらなかった。 
  全体的な満足度では、接客や店舗に関する意見も多く上がったため、料理提供時間と合

わせて質を向上していくことで、お客さまの満足度をさらに上げることができると考えら

れる。 
  

 
顧客満足度の比較 
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飲み物提供時間の比較 

 

 
料理提供時間の比較 

 
 

・実施項目４：共創的デザインに基づくサービスモデルの構築 
本プロジェクトで対象として取り上げた外食産業における取組みは，決してレストラン

固有のものではなく，有形財を提供する旅館や中食，レンタル業といった他のサービス産

業にも展開可能である．さらに，これからは，優れたモノを製造し販売するという交換価

値よりも，むしろ製品を顧客が使用する段階における使用価値に注目し，その価値創造の

追求が求められている製造業にも同様のアプローチの実践が重要な課題となっている． 
そこで，本プロジェクトで提案する共創的デザインのコンセプトに基づいた環境変動適

応型サービスモデルの汎化や製造業への横展開を目的に，精密工学会総合生産システム専

門委員会内にある製造業を中心とした複数の企業メンバーを含んだサービス生産システム

小委員会と連携をとりながら，この実践を試みた．さらに，サービス学会おいて，「製造

業のサービス化」に関するSIGを立ち上げ参加し，今年度の後半にはいくつかの製造業へデ

ィープインタビューをかけ，製造業のサービス化の指標やレベル，取り扱う製品特性によ

るメリットやディメリットなどに関する整理と検討を実施した． 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

平成２６年度 「共創的デザインによる環境変動適応型サービスモデルの構築～レストランサービスを例として～」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

33 

 
３‐４．会議等の活動 
・実施体制内での主なミーティング等の開催状況 

年月日 名称 場所 概要 
2014年4月1日 第１回定例ミー

ティング 
神戸大学 本年度の活動計画，シミュレータ

内容確認 
2014年 5月 27
日 

第２回定例ミー

ティング 
神戸大学 シミュレータの動作検証，行動観

察の内容検討 
2014年7月2日 第３回定例ミー

ティング 
神戸大学 行動観察の実施状況確認，ドライ

ラン内容の検討 
2014年 7月 29
日 

第４回定例ミー

ティング 
神戸大学 APOSツールのインタフェースお

よびワークショップ内容検討 
2014年 8月 20
日 

ワークショップ がんこフード

サービス 
寝屋川店 

行動観察調査結果報告およびワー

クショップ 

2014年10月21
日 

第５回定例ミー

ティング 
神戸大学 従業員アンケート結果報告，およ

びS3FIREフォーラム内容検討 
2014年 12月 3
日 

第６回定例ミー

ティング 
神戸大学 サービス学会発表内容の確認，ア

ンケートの再実施検討 
2015年 1月 29
日 

第７回定例ミー

ティング 
神戸大学 意見交換会の発表内容検討，成果

報告内容に関する打合せ 
2015年 2月 16
日 

第８回定例ミー

ティング 
神戸大学 シフト計画実験結果の検討，業務

システム仕様の確認 
2015年 1月 14
日 

第９回定例ミー

ティング 
神戸大学 今年度の活動状況の取り纏め，来

年度活動内容の検討 
 
 

４．研究開発成果の活用・展開に向けた状況 

 
(1) サービス価値創成システムの構築 

ここで提案する３つのループを持ったサービス価値創成システムについて，外食産業

を対象としたビジネスプロセスおよび店舗情報システムをひととおり完成させ，その有

効性について確認を行う．また，サービス学会のSIGなどを通じ，提案手法の有効性に関

する汎化について引き続き検討を進めていく． 
(2)  共創的デザインの実証実験 

空間的レイアウトと時間的レイアウトの共創的デザインの結果，余剰となったバック

ヤードのキッチンスタッフをホール側へ展開し，顧客とダイレクトにインタラクション

することで，今までにない新しいサービスを提供し，CSへのアンケート調査にてその有

効性を検証する． 
(3)  従業員満足度(ES)の中長期的な妥当性解析 
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定期的に集計している従業員アンケートデータをさらに詳細に解析し，中長期的な満

足度向上に対する検証を実施する． 
 
 

５．研究開発実施体制 

 
 （１）研究統括グループ 

① 貝原俊也（神戸大学，教授） 
② 実施項目 

・プロジェクト全体の統括 
・研究発表の企画と実施 
・環境変動適応型サービスモデル実現に向けた汎用化の実践 

 
（２）サービス計画・運用論グループ 

① 藤井信忠（神戸大学，准教授） 
② 実施項目 

・生物指向アプローチによる厨房レイアウト構成手法の構築 
・社会指向アプローチによる人員レイアウト構成手法の構築 

 
（３）サービス提供・消費論グループ 

① 新村猛（がんこフードサービス株式会社、取締役副社長） 
② 実施項目 

・現状分析とデータ作成 
・現場適用と分析 
・従業員へのヒアリング・行動観察 
・外食産業を中心としたサービス価値創成システムの構築 

 
 

６．研究開発実施者 

 
研究グループ名：研究統括グループ 

  氏名 
フリガ

ナ 
所属 

役職 

（身分） 

担当する 

研究開発 

実施項目 

○ 貝原 俊也 
カイハラ 

トシヤ 

神戸大学大学院

システム情報学

研究科 

教授 

研究全体の進捗・

運用管理および成

果公表企画運営 

 
藤井 信忠 

フジイ 

ノブタダ 

神戸大学大学院

システム情報学

研究科 

准教授 

研究全体の進捗支

援および成果公表

実施 
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新村 猛 

シンムラ 

タケシ 

がんこフードサ

ービス(株) 
取締役

副社長 

研究全体の進捗支

援および成果公表

実施 

 澤田 洋子 
サワダ 

ヨウコ 

神戸大学大学院

システム情報学

研究科 

研究支

援員 

研究進捗全般に関

する事務支援 

 

研究グループ名：サービス計画・運用論グループ 

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発 

実施項目 

 
貝原 俊也 

カイハラ 

トシヤ 

神戸大学大学院

システム情報学

研究科 

教授 

研究全体の進

捗・運用管理およ

び成果公表企画

運営 

○ 藤井 信忠 
フジイ ノ

ブタダ 

神戸大学大学院

システム情報学

研究科 

准教授 

研究全体の進捗

支援および成果

公表実施 

      

 

研究グループ名：サービス提供・消費論グループ 

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発 

実施項目 

○ 新村 猛 
シンムラ 

タケシ 

がんこフード

サービス(株) 
取締役

副社長 

総括と現場適

用 

 高橋俊文 
タカハシ 

トシフミ 
 

常務 

取締役 
現場総括 

 
大浦秀一 

オオウラ 

シュウイチ  
理事 データ分析 

 
山中一郎 

ヤマナカ 

イチロウ  
次長 現場支援 

 
三好康司 

ミヨシ 

ヤスジ  
次長 レイアウト設計 

 俣野弘幸 
マタノ 

ヒロユキ 
 支配人 現場適用 

 谷口徹 
タニグチ 

トオル 
 調理長 現場適用 

 浅川智之 
アサカワ 

トモユキ 
 係長 シミュレーション 
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 斎藤徹 
サイトウ 

トオル 
 係長 シミュレーション 

 

 

７．研究開発成果の発表・発信状況、アウトリーチ活動など 

 
７‐１．ワークショップ等 

年月日 名称 場所 参加人数 概要 

     

 
７‐２．社会に向けた情報発信状況、アウトリーチ活動など 
（１）書籍、DVD 
・ 

（２）ウェブサイト構築 
・ 

（３）学会（7-4.参照）以外のシンポジウム等への招聘講演実施等 
・ 貝原俊也：製造業のサービス化に向けて ～サービス科学研究の概要紹介，経営技術

コンサルティング協会，総合生涯学習センター，2014.10. 
・ 貝原俊也：IoT時代の価値共創を目指したもの・コトづくりへの挑戦，日本機械工業

連合会 ものづくりパラダイムシフト対応調査専門部会，機械振興会館，2014.11. 
 

７‐３．論文発表 
（１）査読付き（ 8 件） 
●国内誌（ 0 件） 
・ 
●国際誌（ 8 件） 
・ Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Tomomi Nonaka, and Takeshi Shinmura, A 

Proposal of Adaptive Restaurant Service Model with Co-creative Design, 
Serviceology for Services, M. Mochimaru, K. Ueda and T. Takenaka (Eds.), 
Springer Japan, 2014. 

・ Tomomi Nonaka, Toshiya Kaihara Nobutada Fujii, Energy-block model based 
energy optimization of each machine’s energy consumption pattern, Proceedings 
of 2014 International Symposium on Flexible Automation, CD-ROM, 2014. 

・ Nobutada Fujii, Toshiya Kaihara, Tomomi Nonaka, Jumpei Oda, Takeshi 
Shimmura, A study on planning method for staff shift improving service 
satisfaction in restaurant business, Proceedings of 2014 International Symposium 
on Flexible Automation,, CD-ROM, 2014. 

・ Tomomi Nonaka, Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Jiali Zhu, Reuse and Recycle 
EOQ Model for Reverse Logistics with a Marginal Reuse Rate，Proceedings of the 
15th International Conference on Precision Engineering, pp.460-465, 2014. 
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・ Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Tomomi Nonaka, Hironori Komai, An 
optimization method of electric power distribution planning with market 
mechanism for smart grid network, Proceedings of SICE Annual Conference 2014, 
pp.1567-1570, 2014. 

・ Tomomi Nonaka, Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Fang Yu, Takeshi Shimmura, 
Yoshihiro Hisano, Tomoyuki Asakawa, Employee Satisfaction Analysis in Food 
Service Industry - Resultant of Questionnaire to the Restaurant Staff -, 
Proceedings of The 2nd International Conference on Serviceology, pp.9-15, 2014. 

・ Takeshi Shimamura, Yoshihiro Hisano, Syuichi Oura, Tomoyuki Asakawa, 
Toshiya Kaihara, Nobutada Fujii, Tomomi Nonaka, Using a Cooking Operation 
Simulator to Improve Cooking Speed in a Multiproduct Japanese Cuisine 
Restaurant, Advances in Production Management Systems –Innovative and 
Knowledge-Based Production Managament in a Global-Local, World, B. Grabot, B. 
Vallespir, S. Gomes, A. Bouras, and D. Kiritsis Eds., Springer, Heidelberg, pp. 
556-563, 2014. 

・ Nobutada Fujii, Toshiya Kaihara, Tomomi Nonaka, Shun Nogam, Layout Design 
by Integration of Multi-agent Based Simulation and Optimization - Application to 
Underground Shopping Streets -, Advances in Production Management Systems –
Innovative and Knowledge-Based Production Managament in a Global-Local, 
World, B. Grabot, B. Vallespir, S. Gomes, A. Bouras, and D. Kiritsis Eds., 
Springer, Heidelberg, pp. 375-382, 2014. 

・  
 

（２）査読なし（ 1 件） 
・ 貝原俊也，谷水義隆：展望「”サービス生産システム”および”レジリエントものづくり

へ”」，精密工学会誌，Vol.80, No.10, pp.888-892, 2014. 
 

７‐４．口頭発表（国際学会発表及び主要な国内学会発表） 
（１）招待講演（国内会議 1 件、国際会議 0 件） 
・ 新村猛，大隈隆史，貝原俊也，藤井信忠，谷崎隆士，桑原良弘：サービス産業におけ

る産学連携事例，日本経営工学会春季大会予稿集，pp.110-111，2014.5. 
 

（２）口頭発表（国内会議 6 件、国際会議 2 件） 
・ T. Shimamura, Y. Hisano, S. Oura, T. Asakawa, T. Kaihara, N. Fujii, and T. 

Nonaka, “Using a Cooking Operation Simulator to Improve Cooking Speed in a 
Multiproduct Japanese Cuisine Restaurant”, Proc. of International Conference 
Advances in Production Management Systems, pp.33-40, Corsica, September, 
2014. 

・ Nobutada Fujii, Toshiya Kaihara, Tomomi Nonaka, Shun Nogam, Layout Design 
by Integration of Multi-agent Based Simulation and Optimization - Application to 
Underground Shopping Streets -, Proc. of International Conference Advances in 
Production Management Systems, Corsica, September, 2014. 
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・ 新村猛，久野芳裕，大浦秀一，浅川智之，貝原俊也，藤井信忠，野中朋美：調理場シ

ミュレータシステムを用いた多品種型和食レストランのリードタイム改善，サービス

学会第2回国内大会講演論文集，pp.13-15，2014.4. 
・ 貝原俊也，藤井信忠，野中朋美，新村猛，大浦秀一，浅川智之：共創的デザインによ

る環境変動適応型レストランサービスモデルの構築，サービス学会第二回国内大会講

演論文集，pp.271-273, 公立はこだて未来大学，2014.4. 
・ 藤井信忠，貝原俊也，野中朋美，小田純平，新村猛：外食産業におけるサービス満足

度向上を目指した人員シフト計画手法の提案 ー実規模問題への適用ー，サービス国

内大会，サービス学会第二回国内大会講演論文集，pp.325-330, 公立はこだて未来大

学，2014.4． 
・ 新村猛，大隈隆史，貝原俊也，藤井信忠，谷崎隆士：サービス産業における産学連携

事例，2014年経営工学会春季大会，東京理科大，2014.5. 
・ 藤井信忠，貝原俊也，小田純平，新村猛，外食産業におけるサービス満足度向上を目

指したスタッフスケジューリング手法の構築―従業員の能力差と人件費を考慮した人

員配置手法の提案―，DESIGNシンポジウム2014講演論文集（USB），pp.531-535，
東京大学生産技術研究所，2014.11. 

・ 小田純平, 藤井信忠, 貝原俊也, 新村猛, 外食産業における組合せオークションを用

いた人員シフト計画手法 - 実規模問題を対象に -, 2015年度精密工学会春季大会学

術講演会講演論文集, pp.661-662, 東洋大学，2015.3. 
 

（３）ポスター発表（国内会議 0 件、国際会議 0 件） 
・ 

 
７‐５．新聞報道・投稿、受賞等 
（１）新聞報道・投稿（ 2 件） 

・ 板前経験を活かし，料亭を科学する異色経営者，日経情報ストラテジー第23巻第9号，

pp.62-64，2014年8月 
・ CXOが走る（上）がんこフードサービスの新村猛氏，データ料理し効率店舗，日経産

業新聞，2014年11月 
（２）受賞（ 1 件） 

・IE貢献賞貢献賞，日本インダストリアルエンジニアリング協会，2014年7月 
・ 

（３）その他（ 0 件） 
・ 

 
７‐６．特許出願 
（１）国内出願（ 0 件） 

・ 
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