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トラスコ中山

進化系 WMS で多数の
自動化設備を統合コントロール

トラスコ中山・プラネット埼玉

まずは図表 1 で同センターのスケ
ールを把握しよう。現在約37万アイ
テムの在庫を，４年後には52万まで
拡大予定という数字が目につく。
次に同センターの簡易業務プロセ
スフロー（図表 2）
を見ると，自動倉庫
やピッキング機器などマテリアルハ
ンドリング（MH）
，ロボット，パッケ
ージングなど自動化設備構成が良く

在庫アイテム50万超にらみ
初のフリロケ管理に
180度転換

を含める26か所の物流拠点から，日

分かる。その結果，大きなモノの流

本全国へプロツールを即納する物流

れだけでも８本の異なるルートが存

網を構築。約39万に及ぶ桁違いの在

在し，分野・領域の異なる自動化設

庫アイテム数を管理するため，物流

備の数々について，複雑なオペレー

「問屋を極める，究める」というト

拠点では先進自動化システムを積極

ションと管理が要求されることが見

ップの思いのもと「がんばれ!! 日本

的に導入してきた経緯は，これまで

て取れる。

のモノづくり」をコーポレートメッ

本誌で詳しく紹介してきた。

セージに掲げ，ドライバー１本から

2018年10月１日，そうした取り組

回は立ちはだかっていた。プラネッ

「必要なときに」
「必要なものを」
「必

みのクライマックスとも言える，同

ト埼玉では，同社のこれまでの庫内

要なだけ」顧客の元に届けることを

社最新・最大の物流センターで“ロ

の在庫管理システムを180度変更す

モットーに，トラスコ中山㈱は我が

ジスティクス・ワンダーランド”を標

ることにしたからだ。それは「固定

国屈指の工具卸売商社として発展を

榜する「プラネット埼玉」
（タイトル写

ロケーションシステム（固定ロケ）か

続けてきた。

真）の稼働開始を受け，本誌は現地

ら，フリーロケーションシステム（フ
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リロケ）への転換」である。同社に

69か所の営業拠点と，
「プラネッ
ト」を冠した17か所の物流センター
図表1

その現場では，ワンダーランドの

とっては未知の管理領域に乗り出し

名に相応しい巨大スケールか

たことになる。一体なぜ? その理由

つ多彩な物流機器・システム

を，同社取締役物流本部長の直吉秀

〒 340-0194
埼玉県幸手市神明内赤木 988-7

の数々にまず目を奪われる。

樹氏が語ってくれた。

1 万 4,297 坪（4 万 7,261.43㎡）
1 万 2,915 坪（4 万 2,692.60㎡）
地上 4 階建／ RC，S 造・免震構造
約 37 万アイテム

だが実は今回，これら自動化

＊

設備を１つのロジスティクス・

「当社17番目の拠点であるここプ

フローの中に統合制御する頭

ラネット埼玉で，我々は初めて住所

脳，システムの構築に同社は

不定在庫管理システム，いわゆるフ

チャレンジしている。ICT特

リロケ方式を採用しました。これま

プラネット埼玉の概要

所在地
敷地面積
延床面積
構造
在庫

（2023 年末に 52 万アイテム保有予定）

在庫金額

約 50 億円

集の本号では，同社がWMS

では，平棚やロータリストッカー，自

人員

92 名（パートタイマー含む）
5 万件
1 万件
約 200 億円

ベンダーの㈱フレームワーク

動倉庫等々様々な什器は用いても，

スをパートナーに，１年かけ

一度ロケーションを決めたら，追入

て取り組んだ成果を主役に置

庫は全て同じ場所へ誘導する固定ロ

き，レポートしていく。

ケを採用してきました。それを止め

最大出荷件数
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投資総額
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それ以上の最大のハードルが，今
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図表2

ールと微細なロジックに怯み

簡易業務プロセスフロー

そうになる。単に巨大なスケ
ールのフリロケ管理というだ
けなら他にも例はあろうが，
同社のフリロケの特徴は，同
時並行で導入された複数のベ
ンダーが扱う用途も様々な
MH機器類が，あたかも１つ
の基板上で有機的につなが
り，それぞれが整合性の取れ
た動きで連携しながら，最終
的につじつまの合う形でスム
ーズに格納から出荷までのフ
ローを完遂できることにある
という。こうした試みを実現
している例は他にはないので
はないか。
「従来であればWMSがあ
り，その下に各々のWCSが
あって個々のMHをコントロ

※メーカー取り寄せ品
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ールするスタイルが標準的で
した。
ところが規模が巨大化・

て，入荷の都度，最適格納先を判断

複雑化してきたことで，個々の設備

の１つでした」
「どの商品はどこへ誘導するのが

を統合する基盤システムの必要性が

いいか，頻度はどう定義づけるか，

クローズアップされて来たのです。

「５万～10万SKU程度の在庫の

商品の容積と頻度に応じた什器の誘

例えば自動倉庫を導入してもそこで

規模であれば，固定ロケで十分かつ

導パターン等について侃々諤々の長

終りではなく，その下に他社のシャ

合理的でした。ところが今や取り扱

時間議論を何度も繰り返しました。

トルが入ったり，AGVが連携したり

いアイテム数が30万SKUをはるか

その結果，商品サイズや危険物等の

と，異なる階層で異なる制御のMH

に超え，2023年末には52万SKUを

品管区分による11分類の商品カテゴ

機器が稼働する状況になると，それ

視野に入れるまでビジネスが拡大し

リを創出し（図表 3）
，出荷頻度ランク

らをスムーズに連携させるのは一筋

ました。ここまで増えると，商品格

を掛け合わせることで，どの商品は

縄では行きません」と直吉氏は続け

納時，何をどこへ格納するべきか人

どのMHに誘導するのが最も効率的

る。

間が把握し判断するのは困難，かつ

か，自動算出させる仕組みを

不合理です。そこで，庫内フローか

構築しました。さらに商品単

らロケーションを探す作業を一掃し

体容積と数量から各什器の容

決定基準

物流カテゴリ

よう，というのが今回のコンセプト

積が最大限に活用できる格納

152 × 143 × 128㎜以下
152 × 143 × 273㎜以下
305 × 286 × 128㎜以下
305 × 286 × 273㎜以下
0.025 ｍ，最長辺 492㎜以下
492 × 334 × 307㎜以下
1,100 × 1,100 × 1,100㎜以下

定型（小小）

して誘導する仕組みに変えたので
す」

か所を特定し，一括格納か分
割格納かまでを自動で判断で
きる仕組みを取り入れたので
す」

多彩なMHとのインター
フェイス，WESという
新しいアイデア
直吉秀樹氏

伺っていると，巨大なスケ

図表3

物流カテゴリ決定メソッド

01
02
03
04
05
06
07
08
危険倍率／品管区分
09
10
特大超え／季節品／カタログ 11

定型（小）
定型（中）小バケ
定型（中）大バケ
定型（中）平棚
定型（大）
定型（特大）
危険物
品管
品管危険物
固定ロケ
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わたるMH・自動倉庫・ロボストレ

「これほど多種類のMHを用いず，
パレットとバケットの自動倉庫程度

ージ等の上位階層にベンダー個々の

でオペレーションできたならば話は

WCSが存在し，それらを大きなフ

簡単です。ですが，それぞれのMH

ローの中で管理するトラロジスの負

やロボティクス機器には各々他にな

荷は極めて大きなものになります。

い特徴があり，それらの利点を使い

しかも初めてトライするフリロケ管

分けて効果を最大限に引き出してい

理で最適保管を実現するには，全入

く必要がある。そこに物流を進化さ

荷商品をカテゴリ別にどのMHに入

せる意義がある，と考えて取り組ん

渡辺重光氏

れるかまで，入荷検品の際，瞬時に
判断し，作業者に入庫先を指示する

できました。そこで，当社が全拠点
で導入している基盤WMSである

「トラスコ中山様のWMSである

必要がありました。11種類のカテゴ

TRULOGIS（トラロジス）を，この

トラロジスは当社ソリューションの

リと出荷ランク頻度とを掛け合わせ

拠点用に最適化していきました」
（直

iWMS G5をベースに構築されてい

た膨大なマトリクスの中で，全商品

吉氏）

ます。図表 4 で分かる通り，トラロ

を定義していく過程では，まさに

このWMS構築を担ったのが，㈱

ジスが従来行ってきた固定ロケ管理

侃々諤々の議論がありました」

フレームワークスである。同社取締

も，プラネット埼玉から始まったフ

役の渡辺重光氏は，その経緯をこう

リロケ管理にもWMSは１つです。

先進MH機器類も多い。そもそも商

説明する。

とりわけフリロケの複雑かつ多岐に

品の出荷頻度・特性は，時に応じて

新センターには前例データのない

変化していく。このため，アイテム
図表4

ごとに定義を決めて導入しつつ，実

物流拠点の自動化導入パターン

TRULOGIS

マテハン・自動倉庫・ロボストレージ
R/S（G 社）
R/S（D 社）
BK 自動倉庫（D 社）
BK 自動倉庫（A 社）
STOC かんばん検品

固定ロケ管理

WCS
（A 社）
WCS
（B 社）
連携なし

SAS（グループ/バッチ）
出荷搬送 CV

出荷 GAS

I-Pack
Auto Store
入荷搬送 CV

出荷搬送 CV

PL 自動倉庫
SAS（グループ/バッチ）

WCS
（A 社）

入荷搬送 CV

出荷搬送 CV

入荷 GAS

出荷 GAS

I-Pack（箱サイズ×1種）
I-Pack（箱サイズ×2 種）
BK 自動倉庫（フリロケ・A 社）

WCS

Auto Store（フリロケ）
Auto Store（フリロケ×2 基構成）
出荷搬送 CV

Butler（フリロケ）
入庫 PPS

出庫 PPS

入荷搬送 CV

出荷搬送 CV
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に形骸化し陳腐化してしまうリスク
と背中合わせなのだ。
こうした多数の自動化設備機器を
最適かつ統合制御する仕組みとして，
進化したWMSの新機能としてフレ
ームワークスが提案する新たな概念
が，WES（Warehouse Execution
System）という考え方だ。これは単

一のWMSを基本にしながら，上記
のような複雑・高度化した設備機器

（CONNECTED LOGISTICS）の名

称でDPL市川にも導入している（図
表 5）
。

40以上の拠点を有するトラスコ中
山にて，先進MHはもとより数千台
のハンディ端末までも連携し稼動さ
せているマテリアル駆動型のWMS

入荷 DAS

出荷 DAS

は，全ての搬送中オリコン毎の中身

行仕分け ST

荷合せ ST

を管理できている事で実現できてい

※フレームワークス提供資料より本誌作成
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続していかなければ，あっという間

フ レ ー ム ワ ー ク ス は こ れ を CL

シャトル
（D 社）

にダイナミックに最適化の模索を継

コントロール機能を付加したもの。

入荷搬送 CV

WCS
（C 社）

度格納したらおしまいではなく，常

PL 自動倉庫（フリロケ・A 社）

R/S（フリロケ・G 社）
WCS
（B 社）

ムとした。フリロケと言っても，一

BK 自動倉庫（フリロケ・D 社）
PL 自動倉庫（フリロケ・F 社）
フリロケ管理

態に応じて定義を変更できるシステ

る。

進化系 WMS で多数の自動化設備を統合コントロール／トラスコ中山
図表5

「言葉にすると簡単ですが，平棚に

新しいソリューションのイメージ

商品の容積管理をフリロケでやろう

フレームワークス製品ラインナップ
物流統合管理
Inventory & Instruct

とすると，商品単体の容積と，受け
入れる什器側の間口容積をすべてデ

Enterprise

ータで持つ必要があり，これらを計
測するだけでも膨大な作業になりま

Individual

した。既存の商品の容積データの正

Individual

確性も不明なので，結局，約32万ア
マテリアル
駆動型
拠点最適
Material & Container

WCS

WCS

マテハン
設備 A

ロボット
ストレージ

自動倉庫

HT
Client

WCS

HT
Client

Glass

マテハン
設備 B
※フレームワークス提供資料より本誌作成

イテムを２年がかりで，ほぼすべて
計り直しました。先の定義づけの件
とは次元が異なりますが，社員は本
当によくやってくれたと感じていま
す。アイテムは毎年２万～３万ペー

対して直吉氏は，
「当社は全国ど

設備を導入しても，それだけで物流

スで増え続けるので，この取り組み

の拠点でもトラロジスを基幹WMS

機能は進歩しません。それがきちん

にも終わりはありません」
（直吉氏）

としています。拠点最適の考え方か

と最適化され，整合性の取れた動き

同社ではこうしてフリロケによる

らは，
例えばある拠点は配達メイン，

をし，時間軸に応じたモノの流れが

新規稼働を開始したプラネット埼玉

ある拠点は路線出荷がメイン等々，

制御され，最終的にあるべき時間に

に続き，来年１月に竣工予定のプラ

業務的な特徴も異なれば，顧客の業

全作業が完了する状態にまで着地さ

ネット南関東，５月に施設が増築さ

種業態，規模も様々であり，個々に

せる……これは，当社がフレームワ

れるプラネット東北でフリロケのオ

最適な自動化設備は変わってきます。

ークス様や各ベンダー様と長年積み

ペレーションを導入する計画だ。増

しかもテクノロジーは日進月歩です

重ねてきたノウハウの成果であり，

加の一途を辿る取り扱いアイテムを

から，導入時点での最適選択を継続

一朝一夕に実現できるものではあり

適正に処理するためには，固定ロケ

すると，おのずと各拠点の仕組みは

ません。ハードだけ立派に揃えても

からフリロケ化を進めるのが基本ス

異なることになる。新しいMH，新

ソフトウェアが的外れであれば，施

タンス。とはいえ，基本システムを

しいベンダー，新しい仕組みがフロ

設の仕組みは決して効果を発揮でき

変更できるのは前記のように施設を

ーに加われば，結合するインターフ

ないと思います」

丸ごと新規稼働させるタイミングに

ェイスも新開発する必要があります

「現場ノウハウの塊」の一例とし

限られることから，トラスコ中山の

から，同じWMS上で動いていると

て，軽・中量品を格納する平棚の管

拠点全体への展開は，段階を踏んで

はいえ，拠点ごとにWMSと各MH

理が挙げられる。通常フリロケとい

進めて行く模様だ。ではいよいよ，

を繋ぐコンバータ的な存在が求めら

うと，１つのアドレスに複数の異な

「ロジスティクス・ワンダーランド」

れるようになり，しかもその役割は

るアイテムを混在させる方法がポピ

益々巨大化していく。私はWESを

ュラーだが，同社では１つの区画に

そんなイメージで捉えています」

は１アイテムの商品だけを格納する，

最新鋭設備が揃う物流施設を目の
当たりにすると，どうしてもMHほ

固定ロケにも似た管理を実現してい
るのだ。

の現場に足を踏み入れよう。

庫内容積を最大限に
活かしきる，現場は
最新鋭自動化の見本市

か自動化設備類，ハード系に目が奪

具体的には各棚をブックエンドで

われがちだが，これらすべてが１つ

最大16分割可能な可変スペース仕様

のフローの中で適正にオペレーショ

とし，不定形な商品の数量にあわせ

ンされるためには「ハード以前に，

てブックエンドで自在に切り分け，

こでは入荷された商品が基本的には

ソフトウェアこそが重要だと思いま

同じ商品は１か所にしか置いていな

すべて開梱され，バーコードを読み

す」と直吉氏は続ける。

い（後述，写真参照）。

取り検品，ハンディに数量をチェッ

「私自身，これまでの業務でもソ

物理的な見た目は変わらなくても，

◆入荷検品
最初は１階の入荷検品エリア。こ

クして入力する。この時だ。この商

フトの重要性は嫌と言うほど思い知

ITによる制御は次元の異なる複雑な

品のロケーションが新開発システム

らされてきました。ソフトウェア，

もので，
全商品の正確なサイズ計測・

で判別され，これを表示したラベル

つまり仕組みこそが企業現場のノウ

管理と収納スペースの管理がその大

がプリントされる。商品の幅・奥行・

ハウの塊なのです。どれだけ最新の

前提となる。

高さも表示されているが，この寸法
2019・12
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1

2

❶バーコードスキャナ（パナソニック製）で入荷検品
❸ロケを振り分ける入荷 GAS

と商品数量から最適ロケーションを

3

❷プリンタ（サトー製）で入荷ラベルを出力

◆入荷GAS

瞬時に計算するのだ。フリロケ庫内

格納先のロケーションに紐付けら

のバーコードを読み込み，指定数量

フローの最大の山場の１つで，フレ

れた商品のうち，小物系は入荷用オ

を確認して入力する。次に運ばれて

ームワークスでは直吉氏の要求を満

リコンに入れて，
１階の入荷GAS（ゲ

きたバケットの指定されたスペース

たすために開発を続け，約１秒での

ートアソートシステム，タクテック製，

にロケーションを紐づけて収納す

レスポンスを実現させている。

ゾーンに送り出される。ケ
写真❸）

る。このバケットを最大24分割に仕

なお，ここで採用されたハンディ

ースのバーコードを読むと指定ゲー

切り，その容積がどれだけ空いてい

端末はパナソニック製（写真❶），プ

トがオープン，同時にアナウンスさ

るかを常に管理しながら最適誘導で

リンタはサトー製（写真❷）。端末類

れる数量を入れる簡単作業。バケッ

きるのが，トラスコ中山の運用とフ

とメインシステムとを橋渡しするミ

トが一杯になったら作業者がコンベ

リロケ化の成果だという。豊田自動

ドルウェアパッケージには，シェア

ヤに流し，指定の格納ゾーンまで自

織機製のバケット自動倉庫には，大

ードシステムのHaiSurfシリーズが

動搬送される仕組みだ。この入荷用

小合わせて２万3,295バケットが収

採用されている。

GASの隣接エリアには出荷用GAS

納され入出庫能力は650件/時間。

初めて入荷する新製品や，既存品

が設置されている。トータル15間

でも何らかの事情でデータが未計測

口×14ユニットが導入され，仕分

のアイテムが入庫すると，一旦容積

け能力は2,800件/時間だ。

日中に本来のロケーションへ送り込
まれる。

4

◆バケット自動倉庫

では，格納する商品の出荷頻度に応

１階のGASエリア奥にはバケット

じてワンウェイパレットと追入庫パ

自動倉庫（写真❹）が設置される。作

レットの２系統で管理される。１階

業者は搬送されてきたケースと商品

でパレット自動倉庫行きの指示がか

5

❹収容能力 24 万 SKU 超のバケット自動倉庫

28

大物，長尺物，重量物当を格納す
る４階のパレット自動倉庫（写真❺）

計測ゾーンに持ち込まれ，正確な三
辺寸法を計測した上で基本的には当

◆パレット自動倉庫

2019・12

❺大物を格納するパレット自動倉庫

進化系 WMS で多数の自動化設備を統合コントロール／トラスコ中山

6

7

8

9
10

❻通常の入出庫ポート ❼ロボ導入を計画中のトランスファポート ❽巨大なラックが真横に電動スラ
イドする ❾ Butler の棚格納ゾーン  PPS の外側から品物を出庫する様子

かると垂直搬送され，台車で自動格

2,844パレットが収納可能。固定式

導入されたButlerロボットは73台，

納，入庫作業に人間は関わらない。

ラックであればフォークリフトの旋

専用棚は1,380台で，入出庫能力は

出庫の際はハンディによる指示でパ

回スペース等を考慮して最低でも

1,000件/時間。なおPPSは18間口

レットが自動的に搬出，作業者が指

2.6～３mの通路幅が必要になると

１セットで，全部で６PPSが設置さ

定の品を取り出したら自動的に戻る。

ころ，ボタン１つでラックが電動で

れる。

シンプルなフローなので，現場オペ

横スライドする仕組みによって通路

レーションは作業者１人でまかなわ

用スペースをミニマム化。電動ラッ

れている。９基2,049パレットを格納

クは三進金属製だ。

前章で，現場ノウハウの塊の象徴

する自動倉庫は豊田自動織機製。
195件/時間の入出荷能力を誇る。

として紹介したのが，２～３階の軽
◆Butler

中量棚（写真）。一見すると物の詰

自走型棚搬送ロボットのButler
◆オートストア

◆軽中量棚

（写真❾）も２階に設置された直後で，

高密度収納システムでお馴染みの

粛々と格納作業に追われてい

ロボット自動倉庫・オートストア（写

た。作業者が移動することな

真❻❼）
。取材時は稼働直後で，商品

く入出庫できるGTP（Goods

を入庫している段階だった。入出庫

To Person）の代表格で，プラ

作業には通常のカルーセルポートの

ネット埼玉では定型・中・平

他，ビンがむき出しでコンベヤに流

棚サイズに該当する１万7,000

れ出てくるトランスファポートも設

アイテム，15万pcs程度を収

置しており，こちらは将来的にはロ

納する予定。制御するトラロ

ボットハンドによるピッキングの自

ジス側から見るとButler行き

動化も視野に入れているとのこと。

はまとめて１つのロケ扱いで，

オートストアの走行ロボットは16台，

その先はButler側のWCS管

7,930ビンで入出庫能力は460件/時

理というゾーン構成だ。ロボ

間。

ットが運んできた棚に，作業

まった単なるラックだが，一段の容
積を最大16分割可能で，入庫でロケ
11

者は歩く・探すことなく入出
◆電動式移動パレットラック

庫を行う。モノの入出荷の際

同じく４階の電動式移動パレット

にはPPSと呼ばれる一次置き

ラックスペース（写真❽）には474台，

ラック（写真）を介している。

ノウハウの塊，軽中量棚の収納例
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ピンポイントで照らす LED 照明

このエリアでは通路の照明にも一

への直送」を依頼されるケースが急

工夫あった。通常は省エネの観点か

増中だという。そこで重要度の増し

ら消灯し，作業者が進入するとセン

た個別梱包用のシステムとして導入

サが感知してエリアが点灯するのは

されたのが，
自動包装機のI-Pack（写

常識だが，ここではよりきめ細かい

真）だ。とはいえ，梱包だけを自

制御で作業者の棚にピンポイントで

動化しても，納品書の投入時間が遅

LEDを点灯（写真）
。その上天井部

いと本来の効率化はできないため，

のレールに配したコンセントも移動

フィーダに納品書を溜めることで待

可能なので，電気工事無用で照明位

ち時間なしで連続投入できる仕組み

ーションを使用するたびに残り容積

置の配置変更も可能。アイリスオー

を構築。こうした部分もハードの効

を等分割，これを繰り返すことで１

ヤマとの共同開発ソリューションだ

率を最大化するための運用ノウハウ

間口あたりのロケ容積は減り，逆に

という。

そのものだ。I-Packは２ライン設置
され，梱包能力は720個/時間。

商品が出ると増える。いわば１つの
◆SAS

ロケ容積がアコーディオンのように

◆JFB自動製函機

庫内の各種MH機器とソリューシ

広がったり縮んだりする極めて特徴

ョンを経た出荷の品々を一括して一

こちらはあまり見かけることのな

時保管する設備が，１階に設置され

い自動製函機のJFB（ジャスト・フィ

品は同じ位置に誘導されるので，ピ

たSAS（Systema. Streamer，
写真）
。

ット・ボックス，写真）
。トラスコ中

ッキング作業が効率化できる。極め

従来フローであれば各階ごとに行っ

山の膨大な取り扱いアイテムの中に

て実用的なソリューションである。

ていた仕分けや出荷場への搬送が減

は，定型サイズに納まらない品物も

言葉にすると単純に聞こえるかもし

り，手間と時間を大幅に削減してい

数多く，いわばそうした異形物にも

れないが，この仕組みを実用化する

る。イトーキ製の SASは入出庫能力

個々にぴったりのサイズで段ボール

のはシステム上の難度が極めて高く，

1,200個/時間。

ケースを製作するマシンだという。

的な仕組みなのだ。
フリロケながら追入庫してきた商

困難な道のりだったそうだ。

余分なスペースがあると商品破損に
◆I-Pack
13

つながるためで，高さ，幅，奥行を
測ることで，ジャストフィットの段

卸商社であるトラスコ中山
だが，近年は主要な納品先で

ボールケースを作ることができる。

ある販売店様も慢性的な人手

以前のフローでは作業者が探したり

不足に陥っており「ユーザー

制作したりであっという間に15分
以上経過していたものが僅か
14

４～５分で完成と，作業効率
化の効果は大きいという。
＊
ここまで見てきたフル稼働
前の庫内状況だけでも，この
ロジスティクス・ワンダーラ
ンドのスケールとポテンシャ

15

ルの片鱗がうかがい知れるこ
とと思う。そしてその背景に
は，WMSを頂点としたロジ
スティクス制御のノウハウが
脈々と存在していることがお
分かりいただけたのではない
か。
本誌では近々，本格フル稼
高速で荷合わせするSAS
納品書とも連携する製函機 I-Pack
異形物にピタリのケースを製作するJFB

30
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働状態の同拠点を再び詳細に
レポートする予定だ。

MF

