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1 はじめに

ホームセンターのレジの形態は一台のレジに対し，ひ
とつの列を作る形態が多い．研究対象のホームセンター
でも同様の手法をとっており，この並び方は列の前方に
並んでいる客のサービス時間によってサービスが開始す
る時刻が変わる．並んだ列によって待ち時間が大きく変
わるため，不公平さが生じており，ホームセンター側と
しても人員を多くレジに配置しなければならないので多
くのコストがかかる．そこで，本研究ではこの問題を解
決するためにホームセンターで発生している待ち行列を
解析し，新たな並び方やセルフレジを導入した時などの
効果を示し，レジに充てる人員コストをどの程度削減で
きるかをシミュレーションにより示す．
　待ち行列における到着時間間隔やサービス時間は [2]を
参考によく用いられる分布により，シミュレーションを
行う．並び方は，レジに並んでいる客が最も少ないレジ
に客が並ぶ並び方 (図 1)と，客を一列に並ばせて，空い
たレジに列の先頭の客を割り当てる並び方 (図 2)の 2通
りで，5,000組の客がレジに到着したときについてシミュ
レーションを行う．シミュレーションの条件を変えるこ
とでレジにおける人員コストの削減や待ち時間の短縮に
どれほど効果があるかを分析する．

図 1 現状する並び方 図 2 一列に並ぶ並び方

2 到着時間間隔とサービス時間の計測

シミュレーションを行うにはレジでの到着時間間隔と
サービス時間が必要であるため，研究対象とするホーム
センターで計測を行った．本研究では，平日・雨天の日
と，休日・晴天の日に計測を行った．平日・雨天の日の計
測では客の到着時刻を 207組，サービス時間を合計 169

組計測でき，休日・晴天の日の計測では到着時刻を 473

組，サービス時間を 49組計測できた．到着時間間隔の平
均，及びサービス時間の平均と標準偏差を以下の表 1，表
2にまとめる．

表 1 平日・雨天　計測結果
到着時間間隔 サービス時間
平均時間 平均時間 標準偏差 最小時間
35.20秒 76.38秒 51.28 15秒

表 2 休日・晴天　計測結果
到着時間間隔 サービス時間
平均時間 平均時間 標準偏差 最小時間
15.65秒 63.33秒 37.28 17秒

平日に行った計測では，強い雨が降っていた時間帯が
あったため客が少なく，稼働していたレジの台数が 2台
以上 5台以下であった．また，休日に計測を行った計測
では，この店舗の繁忙期であり天候も良好であったため，
稼働していたレジの台数は 3台以上 7台以下であった．

3 レジの台数を変動させたシミュレーション

3.1 シミュレーションの設定

研究対象のホームセンターでは，稼働させるレジの台数
は常に一定ではなく，レジの混み具合により稼働させる
レジの台数を変動させている．ここではホームセンター
の現状，及び［1］を参考に以下のレジを開閉させる条件
に基づいてシミュレーションを行う．

• 待ち人数の合計が稼働しているレジ台数の 2倍の値
を超えたとき，この条件を満たした客の到着時刻の
30秒後に，レジが 1台開く

• サービスが終了してから 1分間次の客が到着しなかっ
た場合，そのレジは閉じる

• 都合のよいレジは常に開けておきたいため，上記の
条件を満たしても閉じないレジを設定する

また，シミュレーションの過程で，計測で得られた稼
働するレジ台数の間でレジを開閉させる．

3.2 実行結果と考察

シミュレーション結果を以下の表 3にまとめる．

表 3 稼働レジ台数を変動させたシミュレーション
並び方 総レジ稼働時間 待ち時間 平均

平日・雨天 現状 131時間 53分 54秒
一列 131時間 16分 51秒

休日・晴天 現状 100時間 55分 43秒
一列 99時間 31分 43秒

総レジ稼働時間とは，1組目の客がレジに到着してから
全ての客のサービスが終了するまでレジが稼働していた
時間の合計である．例えば，2台のレジが 3時間稼働し
た時の総レジ稼働時間は 6時間となる．総レジ稼働時間
が削減できれば，レジの人員も削減することができる．
　いずれの計測結果でシミュレーションを行っても，並
び方を変えただけではレジの稼働時間，及び待ち時間の
削減は難しいという結果になった．原因として，サービ
スが終了してからレジを閉じるまでの時間が 1分と短く，



柔軟にレジを開閉させることができるので，総レジ稼働
時間の削減が出来なかったことが挙げられる．　

4 セルフレジの導入

レジでの人員コストを削減する手法として，セルフレ
ジを導入することが考えられる．セルフレジとは，レジ
でのサービスを従業員が行わず，客自身が購入する商品
をレジに登録し，清算するレジである．セルフレジは一
般的に 4台配置することが多く，セルフレジの性質上，4

台で 1人分の人員コストとすることができるため，人員
コストの削減に効果があることが期待できる．

4.1 シミュレーションの設定

研究対象のホームセンターはセルフレジを導入してお
らず計測できないため，サービス時間や客がセルフレジ
と通常のレジのどちらを選択して並ぶかなどについては
以下の基準を設ける．

• セルフレジと通常のレジでそれぞれ一列ずつ列を作る
• 2つの列のうちどちらの列を選択するかはそれぞれ
の系内人数から並ぶレジを決定する

• サービス時間が平均時間以上の客は通常のレジを優
先して選択する

• セルフレジに並んだ客のサービス時間は通常のレジ
のサービス時間の 2倍，もしくは 3倍かかる

　平日・雨天の計測結果に基づいたシミュレーションでは
セルフレジを 4台常に稼働させ，通常のレジを 1台から
2台稼働させる．休日・晴天の計測結果に基づいたシミュ
レーションではセルフレジを 4台常に稼働させ，通常の
レジを 2台から 4台稼働させる．このシミュレーション
結果とセルフレジを導入しない時について比較する．

4.2 実行結果と考察

シミュレーション結果を以下の表 4にまとめる．

表 4 セルフレジを導入したシミュレーション
並び方 総労働時間 待ち時間

平日・雨天

現状 133時間 55分 53秒
一列 134時間 8分 50秒

セルフ (2倍) 109時間 50分 14秒
セルフ (3倍) 121時間 44分 34秒

休日・晴天

現状 101時間 19分 42秒
一列 99時間 49分 45秒

セルフ (2倍) 90時間 26分 34秒
セルフ (3倍) 99時間 26分 49秒

表 4から，特に平日・雨天の計測結果に基づいたシミュ
レーションでセルフレジを導入した時に労働時間を大き
く削減できており，セルフレジのサービス時間を通常の
レジの 2倍とした時は労働時間を 18.1％削減，3倍とす
ると 9.24％削減できている．また，レジに同時に配置し
なければならない最大の人員数はそれぞれ，平日・雨天
は 5人，休日・晴天は 7人であったが，セルフレジを導
入する時の平日・雨天は 3人，休日・晴天は 5人まで削
減することができる．この点についても，セルフレジを
導入することのメリットがあると考えられる．

5 レジ開閉条件の変更

5.1 シミュレーションの設定

セルフレジを導入することでレジの人員コストの削減
に効果があることがわかった．ここでは，レジを開閉さ
せる条件を変えることで，レジでの労働時間をどの程度
削減できるかシミュレーションを行う．待ち人数が稼働
している通常のレジの台数の 4倍を超えるまでレジを開
かない時についてシミュレーションを行った．また，セ
ルフレジでサービスを受ける客のサービス時間は通常の
レジでかかるサービス時間の 3倍の時間がかかるとする．

5.2 実行結果と考察

シミュレーション結果を以下の表 5にまとめる．

表 5 レジが開く条件を変えたシミュレーション
並び方 開く条件 総労働時間 待ち時間

一列 現状 130時間 26分 49秒
平日 4倍 119時間 43分 1分 43秒
雨天 セルフ 現状 118時間 11分 34秒

4倍 105時間 42分 39秒

一列 現状 99時間 49分 45秒
休日 4倍 94時間 32分 1分 19秒
晴天 セルフ 現状 98時間 15分 49秒

4倍 92時間 5分 1分 54秒

平日・雨天の計測結果を基にしたシミュレーションで
特に労働時間の削減の効果が大きく，休日・晴天の計測
結果を基にしたシミュレーションと比較して，レジが開
く条件を厳しくした時の待ち時間の平均が大きく増加し
ていない．平日・雨天の時は天候条件により，到着時間
間隔が大きい値になったため，新たにレジを開いた後し
ばらく客が到着しないことがあり，レジを開かなくても
客を長時間待たせることなくサービスを行えたケースが
多かったと考えられる．
　また，休日・晴天の計測結果に基づいたシミュレーショ
ンではレジが開く条件を稼働レジ台数の 4倍を超えた時
にすると，待ち時間の平均は一列に並ぶ並び方では 1分
19秒，セルフレジを導入した時の並び方では 1分 54秒
という結果が得られ，客が長時間待たされることがわか
る．そのため，繁忙期ではレジが開く条件は厳しくしな
い方が良いと考えられる．

6 おわりに

セルフレジについて，セルフレジを導入したときのシ
ミュレーションは全て設定した仮定の下で行った．これ
らを調査してシミュレーションを行いレジでの人員削減
に効果があることを示し，セルフレジを導入したレイア
ウトを提案することが課題となる．
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