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　紳士服製造・小売業界で圧倒的ト
ップの位置を走る青山商事 は去る
２月，千葉県千葉市で最新物流拠点・
青山商事 千葉センターの本稼働を
開始した。
　同センターは鉄筋５階建で延床面
積は２万7,568 と国内業界最大規模
を誇り，庫品管理用にHF帯（13.56 

MHz）RFIDを全面採用，自動化の徹
底推進で24時間対応を実現した最先
端の物流拠点である（図表−１）。
　青山商事では全国800店を展開し
ているが，首都圏（１都３県），特
に若者層を新たなターゲットに都心
への積極出店を加速する方針を打ち
出している。これは同社が大市場で
ある首都圏でのトップシェアを取れ
ていないことから，「47都道府県す

べてでトップになるという大目標に
は最大の難関だった」（青山理社長）

この戦場を攻略するためだ。そのた
めには効率的な店舗オペレーション
を支えるロジスティクス体制の充実
が不可欠と判断，千葉センターの構
築を決定したのだ。
　だから今回の新センター稼働と出
店戦略は一体化している。都心では
150坪以上の大型店の物件探しは難
しく，また賃料が高く利益が出しに
くい。そこで店のバックヤード機能
を肩代わりする高機能物流拠点を用
意することで，100〜120坪程度でも
東京の規模感に合致した店舗を展開
可能とするのが戦略的狙い。もちろ
ん賃料も抑えられ，出店スピードを
上げることが可能になる。

　店舗のバックヤードを不要にする
ためには，店頭在庫を極限まで減ら
すとともに，仕切り作業までをセン
ターで行い，販売機会ロスを防ぐた
め，物流拠点から毎日売れた分を即，
補充できる機能が必要だ。
　そのため，閉店後に店舗が補充発
注，これに応えて首都圏に新構築し
た物流センターで深夜にピッキン
グ・出荷作業を行い，開店前の早朝
に届けるという多頻度少量ジャス
ト・イン・タイム配送体制を構築す
ることにした。繁忙期には午前中ま
での発注に対し，当日夕方までに即
納する１日２回配送にも対応し売り
逃しを防ぐ。
　ただし人手不足感は緩和されたも
のの，深夜帯に多数の作業者を日々
確保することは，人口減少が始まっ
たこの時代，容易ではない。人件費
負担も最小化したい。
　そこで同社は，世界に幅広い実績
を持つドイツのガートナー社が開発
し，日本の物流システム機器および
産業機械システムを提供するイチコ
ー（同センターのエンジニアリング
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軽衣料を全国店舗に週２回程度配送
を行い，福岡県田川市の田川商品セ
ンターが補佐する体制となっていた。
　今回の千葉センターの本格稼働に
よって東日本のカバー体制が確立さ
れ，西日本を担う既存センターと組
み合わせた最適な物流オペレーショ
ンが実現されたことになる。
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も担当）が国内販売を展開する「ハ
ンガーレールシステム」で庫内搬送
を全面自動化。さらに全ハンガーホ
イールにRFタグ（写真−１）を装着
し，フレームワークスのWMS ／
WCS（後述）と連動させ庫内管理と
ピッキング・仕分けまで徹底した自
動化に踏み切ったのだ。これにより
24時間ノンストップの高速無人ピッ
キングが可能になった。
　またハンガー納品により，売場へ
の補充陳列が短時間で行えるメリッ
トもある。同時に情報連携システム
で仕入伝票入力などのバックヤード
業務も軽減され，従業員の接客時間
の創出，顧客サービス向上につなが
ることが期待されている。

　青山商事の主力商品であるスーツ
は型崩れしやすいことから，工場か
ら店舗への直納は避けている。物流
拠点は従来，広島県福山市の神辺商
品センターと岡山県井原市の井原商
品センターの２か所において，スー
ツ，礼服，ジャケットなどの重衣料
アイテムと洋品，カジュアルなどの

　同センターの入荷商品はハンガー
ホイールで保管するスーツ，ジャケ
ット，コート類とシャツ，ベルト，
装飾品など平置で管理するものに分
けられる（図表−２）。
　ハンガー入庫品は，作業者が商品
のバーコードラベル情報をホイール
搭載RFタグと紐付け。これをマリ
ッジ作業という（写真−２）。続いて
ブロックごとの保管，ピッキング，
仕分けは自動化作業。積込検品・出
荷は再び人手というフローになる。
　この間，「店のバックヤード」と
して従来にない高機能を実現する千

葉センターの中核設備が，日本初導
入となるホイールシステムだ。
　チェーンベルトで商品を引き上
げ，斜度をつけたレールを自重で走
行する仕掛けで，ホイールには重衣
料用と軽衣料用の２種を用意。階段
を含め，センター内では縦横無尽に
配置された全長31 （うち自動化エリ

アは24 ）のレール上を，RFタグ搭
載のホイールハンガーに吊り下げた
スーツや洋品が自動的に搬送され，
保管，ピッキング，仕分け，出荷ま
でをすべて無人で行う（写真−２，

３）。

RFIDとWMSで「絶対単品管理」

写真—１　直径が３ のホイールタグ。
この中に HF 帯タグが円状に収められ
ている

図表−２　千葉センター
の業務フロー
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社製だが，それ以外のハードと管理
システムのソフトウェアについて，
青山商事では日本製にこだわった。
　千葉センターのWMSとWCS（ホ

イールコントロールシステム）構築を
担当したフレームワークスのソリュ
ーション部・須田正明部長は「今後
何10年とセンターを運営する間，仕
組みもセンターもバージョンアップ
し，アフターフォローも必要です。
それを考えて同社は日本製のハード
とシステムを選定されました」と背
景を語る。
　基幹システムのもとでセンター内
の業務全般を管理するWMS（iWMS 
G5），その下位におきホイールシス
テムの作動管理を担うWCSとあわ
せ，ここまでの規模のシステム構築
はフレームワークスでも初めてのこ
とだったという。
　今回のハンガーホイールシステム
は，自動倉庫の持つ保管機能とコン
ベヤの搬送・仕分け機能をドッキン
グさせたもので，無人システムだけ
にレーンのレイアウトやブロックの
分け方，分かりやすい話では照明が
不要など，人間による業務フローと
は発想が180度異なる。須田氏は「前
例がないだけに，完成形を想像し想
定しながらのシステム構築には苦労
しました」と語る。「今回弊社は能
力設定からハードを含めた設計計画
にも関与しましたが，ホイールシス
テムはセンターの核となるため何回
も図面を書き直し，WMSの作り込
みも対応させました」
　青山商事が同社・井原商品センタ
ーで納入実績のあったフレームワー
クスのWMSを選定したのは，07年
４月のことだったという。プロジェ
クトリーダとしての実績が認められ

　全長31 といえば山手線インコー
スに匹敵する長さ。ハイテクとロー
テクを融合させた自動化システム
で，RFIDリーダによる読取りポイ
ントは170か所設置された。
　ここで注意が必要なのは，青山商
事では30店舗に満たない創業時代か
ら，商品１着ごとにシリアルナンバ
ーを付したバーコードによる「絶対
単品管理」を採用してきたことだ。
同じアイテムなら同じSKUという
のが今でもなお産業界の常識。しか
し実際にはロットや縫製作業により
１品１品すべてが微妙に異なり，扱
いによる劣化などの差異も生まれ
る。そこには人と同じように商品を
愛し大切にする青山社長の哲学が込

められているのだろう。
　その経営哲学がRFIDという絶対
単品管理の新技術と，文字通り符合
したのだ。今始めるのではない。年
来の蓄積がある同社だからこそ，
RFIDが本来備える可能性を十全に
発揮できるはずと本誌は考える。
　そのベースの上に構築された
RFIDホイールシステムは，㈰商品
の絶対単品管理及びレーン単位在庫
管理の実現，㈪RFIDによる入出荷
履歴管理，㈫ホイールの効率稼働の
ためのプライオリティ管理，㈬自動
ピッキング，アソートの実現——な
どを実現する。
　前述の通り，レールとホイールシ
ステムの原型はドイツのガートナー

写真−２　マリッジ作業風景。検品後に商品についたバーコードと RF タグを読
み取り，ホイールと商品の紐付けを行う

写真−３　センター内をホイールで吊り下がり，自動搬送されるスーツ。センター
内の 96％が自動・半自動化されたエリアだ



はシンプルといえます」と渡辺社長
は意外な指摘をする。
　「絶対単品のユニークな管理シス
テムだけに，ターゲットは唯一と明
確です。逆に同SKUで多数の商品が
ある通常のセンターや，とくに食品
などバーコード管理もできていない
現場のほうがプロセスは増えて，複
雑な仕組みになるからです」

たのだ。「弊社が先頭に立った物流
システムのエンジニアリングを評価
していただきました。弊社は独立系
ベンダーとしてWMSの経験を20年
積んでおり，ハードメーカーではな
いことが牽引役に適していると判断
いただいたのでしょう」とフレーム
ワークスの渡辺重光社長は話す。
　もう１点重要なのは同社のWMS
が「絶対単品管理」への対応力を持
っていたことだ。「膨大な商品管理
情報とユニークなRFタグをスムー
ズに紐付け，コントロールできる
WMSが，弊社のiWMS」（渡辺社長）

だったのだ。
　荷主×SKU単位でのロケーショ
ン・在庫管理と，受払履歴管理，入
出荷履歴の管理，多彩なアソート順
の出荷に柔軟に対応，出荷物量に応

じた理論梱包を実現——などをこな
す同社のiWMSだが，「実は千葉セ
ンターのWMSのコントロール構造
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　千葉センターのシステム構成が固
まっていくなか，WMSのシステム
概要が決定したのは07年暮。それを
受け，パッケージソフトのカスタマ
イズが完了したのは09年春のことだ
った。長大なレールと商品に耐える
吊り荷重など，必要要件を満たす建
物の設計・建設に入り，本稼働を開
始したのが本年２月となる。
　同センターの在庫数はセンター全
体で重軽衣料約20万SKU，ホイール
部分では重軽衣料約12万5000SKUと

なる規模（青山商事ではSKU＝絶対単

品である）。ホイールの駆動は “自然
落下と駆動コンベヤによる上昇の繰
り返し” で省エネしつつ搬送スピー
ドを確保。レーンの角度を１度上げ
てスピードを速めるなど，効率化に向
けたこだわりも随所に散りばめた。
　格納は店舗の業態別（洋服の青山，

ザ・スーツ・カンパニー＝TSCなど）

に分け，フリーロケーションだが仮
想的にエリア概念を立ててWMS ／
WCSが入出庫指示，業態ごとに違
う出荷順序立て，管理などを統括し
ている。無人だから有人作業と概念

自動化で人員を大幅削減

▲ フレームワークス ソリューション部
　須田正明部長

▲フレームワークス　渡辺重光社長

図表−３　システムによる省
人化効果
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が違い，機械が判別できるものは実
にフレキシブルに考えられるのだ。
　ピッキングは約5,000SKUが保管
できるブロック単位で引き当て，そ
こから必要な商品だけをRFタグで
検知し自動ピッキング。レーンに搬
出し方面別にアソートするまでが自
動で行われる。
　本システムにより，通常なら220
人程度必要とされる人員を数十名程
度まで大幅に削減することが可能に
なった（図表−３）。棚入れ・保管
場所確保，ピッキング〜アソート作

業など，人が考え・行う作業を徹底
的に排除した成果である。
　千葉センターで新たに開発された
青山商事のもう１つのこだわりが，

「ミニトロリー」だ（写真—４）。こ
れによりホイール間の前後で一定間
隔の空間を常に確保できるように
し，スーツ同士が干渉せず，型崩れ
を排すことで高品質の保持を可能と
した。もちろん詰め込む場合より保
管効率は落ちる。だが青山商事は品
質を優先するため，これを新たに考
案したのだ。 ンターに集約することで，受注から

発送までの時間を短縮するワンスト
ップサービスを目指す計画だ。
　なおフレームワークスは，今回青
山商事に採用されたiWMSで600サ
イトの導入実績を持つが，「完成品
モデルの標準シナリオをパックし，
低コスト・短納期で導入できる
“iWMS G5−SP” をラインナップし
て提供開始」（渡辺社長）している。
　物流事業者のニーズが多い108の
業務テンプレートを定義，仕入販売，
通信販売型業務を標準装備している
もので，業務効率の改善，サービス
品質の向上を図ることが可能だとい
う。同社ではiWMSシリーズの営業
展開もさらに積極的に行い，今後３
年間で1.5倍の1000サイトへの拡大を
目指すとしている。

　こうして各店舗では，毎日JIT納
品される商品をすぐ陳列し，接客業
務に集中できる。機会損失ロス低減
については，「前後のサイズも揃っ
ていないと売れ残り感があり，購買
意欲が下がります」（渡辺氏）とい
うから，適時補充は大切なのだ。
　地方店は大きなバックヤードを持
っているため，週２回配送でも在庫
が不足する恐れは少ないが，スペー
スが限られ，販売数量も大きい首都
圏では事情が違う。
　しかし，その心配も24時間対応，
無人・夜間自動作業で首都圏店舗へ
の早朝納品（現在は都内３店，関西

は１店に対応）を実現した千葉センタ
ーの稼働により払拭されつつある。
　首都圏の大半はバックヤード狭小
型店舗で駅前・繁華街に位置するが，
青山商事では今後10年間で80店舗の
出店を予定し，首都圏だけで250店
舗体制を目指す。
　また同社では08年秋からネット通
販事業の本格展開を開始。現在も年
間30〜40％増のペースで伸びてお
り，千葉センターは事業拡大のための
重要な物流基地となる（写真−５，６）。
　センター内には通販商品用の撮影
スタジオも設置されており，将来的
にはネット通販の物流機能を千葉セ

店舗支援，ネット通販物流機能も集約へ

写真—４　ミニトロリー。貼付されたバーコードは RF タグの読み込みができな
い時に読み込みを行うもの

写真−５　所狭しとセンター中に吊下
げられたレール。レールの角度は欧州
で３度が標準だったが，傾斜が強めの
４度に設定，搬送速度を重視した

写真−６　自動ピッキングが終了し，
出荷前の商品が整然と並ぶ。無人の構
内だが，商品品質を維持するため，
24℃で湿度 60％にキープされていた


