
でそれぞれのプロセスで動いていま
した」と説明するのは，総務部シス
テム課の小島満課長代理だ。
「だから隣同士の職場でもやり方

が違った。またWMS未導入の現場
では，その人がいないと仕事ができ
ない属人化が進んでいました。先進
的なWMSを導入することで，それ
らをより優れたプロセスで統一化・
標準化し，応援作業に誰でも入れる
ようにしたかったのです」

同社ではより短い開発期間で早期
に立ち上げるため，パッケージシス
テムを活用することにし，選定に入
った。2014年初めのことで，数社の
提案を吟味した結果，同３月までに
採用を決定したのがフレームワーク
スのiWMS G5-SP（シナリオパック型
パッケージ）だった。
　「当社の要件に対し，iWMS G5- 
SPはパッケージがもつリソースの範
囲で対応できるのがポイントでした。
他社の提案は当社要件に合わせオー
ダーメードにカスタマイズしようと
いう思いを感じたのに対し，iWMS 
G5-SPのもつシナリオで大部分適合
させられる提案だった」と小島氏。

ブラザーロジテック株式会社は
1966年，ブラザー陸運として設立さ
れてから今年でちょうど半世紀。ブ
ラザー工業の物流子会社として全国
の販売店への配送業務から事業に着
手，1991年には製品の保管・荷役業
務を，2002年からは補給部品の保管・
荷役業務も受託している。

この間，ブラザー工業の製品エリ
アは当初の家庭用ミシンから工業用
ミシン，工作機械，プリンターなど
情報機器関連商品まで拡大していく。
同時に市場や生産拠点も世界各地に
展開されるに伴い，ブラザーロジテ
ックの業務も変化した。また2010年
にはグループ企業であるエクシング
から，カラオケ機器・関連品目の物
流業務も受託している。

現在の自社物流拠点は愛知県名古
屋市南区の本社倉庫❶と，愛知県刈
谷市野田町のブラザー工業刈谷工場
併設の２拠点体制。このほか東名阪
に数か所，3PL企業への外部委託倉
庫がある。

以下に見る通り，その現場では運
輸・倉庫系の物流企業にはない，製
造業の感覚・ノウハウによる緻密な

作業が行われている。今後は「外販
拡大」を社を挙げて推進する方針で，
以下に取り上げる「WMS（倉庫管理
システム）の刷新」も，この文脈で戦
略的に実行されたプロジェクトだっ
た。

WMS刷新プロジェクトは，2000
年以来使用してきたブラザーグルー
プ内製のWMSが，稼働していた
IBMのオフコン・AS400の保守期限
が切れるタイミングを前に，立ち上
げられた。
「グループ外の新たなお客様との

業務をさらに拡大していくためには，
従来の仕組みでは不十分で，手を加
えるにもリスクがありました」と同社
取締役で総務部長の吉田信人氏は話
す。

 「それより拡張性があ
り，顧客情報を守るセキュ
リティ管理面でも優れた新
しいプラットフォームとし
て，高度なWMSに更新し
ようと考えたんです」

もう１つの課題が，業務
プロセスの標準化だった。

「それまでは各部門の現場

1

吉田信人氏 小島 満氏

第132回

倉庫管理システム（WMS）刷新で
物流外販事業拡大へ
取材協力 ブラザーロジテック㈱，㈱フレームワークス
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を軸に導入）を経て，2015年６月，い
よいよ本社倉庫への導入を完了した。

製品と補給部品のマスター登録数
は約13万，アクティブ在庫は約
35,000。嫁入り道具として長年大事
に使われることも多いミシンは，補
修部品も長期間保管する必要がある
ので品種が多い。無線ハンディター
ミナル（HT）は計65台採用。本社倉
庫の物流現場に降りてその動きを見
て行こう。

補給パーツ倉庫／入庫・ピッキング
まず前ページの写真❷～❺は２

階・補給パーツ倉庫の入庫・再梱包
エリアだ。入荷検品を経たパーツの

吉田氏も「ストーリーのバリエー
ションの広さはそれだけ多様な物流
現場業務に精通していることであり，
そのシナリオは既に検証されている
ので信頼性が高い。同時にカスタマ
イズのレベルを低くできることで，
納期・コストも下げられるのがポイ
ントでした」と語る。

こうして同年11月以降，新WMS
は各拠点に順次，導入。第１号の現
場は，それまでWMSを導入してい
なかった前記エクシングのカラオケ
機材を扱う刈谷の営業所だ。機器本
体だけでなく補修パーツ，ポスター，
小物など販促品，冊子もありマスタ
ー登録品種数は約23,000に及ぶが，
無難に立ち上げた。

年明けにプリンターなど情報機器
の拠点である東名阪の外部委託先倉
庫への導入（これらは3PL側がWMS
を保有するため帳票発行システム連携

2

5

3

4

6
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伝票と現物のバーコードをHTで照
合し❸❹，WMSと連携確認。❺奥
の作業テーブルでWMSの指示を受
け，輸送荷姿を保管用の小分け荷姿

（次項で例を紹介するが，小袋詰めなど
きめ細かい作業も）にリパックし，❺

してロケーションバーコードを読む
❼。照合確認のうえで指定数量をピ
ックするのだが，それは小袋に10個
ずつパックされた小さなリング部品
の中から，３つを取り出すという指
示だった。

そこで❽のように部品を取り出し，
重なりがないか慎重に数量を確認。
ピンクの出荷用小袋に入れ，さらに
元の袋と小箱の残数も確認した上で
伝票にもチェック，OKであればHT
の登録ボタンを押し，作業は完了す
る。

手前のステップ付き台車に仕分け。
それを隣の保管エリアに搬入して棚
入れを行う。

❻～❽が出荷指示を受けたピッ
キング作業。伝票バーコードをHT

でスキャンすると取るべき部
品の棚ロケーション，品名，
数量などがWMS指示でHT
画面に表れるので，作業者は
台車を押して移動❻。指示さ
れたのは小物部品だったの
で，棚間口の引き出しを開け，
さらにその中の小箱を取り出

7 8
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これを見て，生産財の中でも補修
パーツの物流業務は，B2C通販など
一般消費財の作業とはレベルの違う
煩雑さが伴うことを，編集部も再認
識した。製造業の工場感覚の緻密さ
なしに，対応は容易ではあるまい。
ブラザーのDNAを受け継いだブラ
ザーロジテックならではの強みがこ
こにありそうだ。

補給パーツ倉庫／名寄せ・梱包
❾�は別々にピックされた商品を

名寄せし，商品ラベルのバーコード
をHTで照合❾しながらブラコンに
まとめていく作業。揃ったものから

コンベヤで奥の梱包ラインに流して
いく�。

��は梱包エリア。輸出用補修パ
ーツのため，緩衝材を重ねて厳重に
パックし�，１箱ずつ検量していた。
伝票と製品バーコードの照合�はも
ちろん，サイズに合わせた梱包用段
ボール箱も取り出す際，資材のバー
コードをスキャンしてサイズの登録
もしていた。

製品倉庫／保管と出荷
１階は製品倉庫で，ブラザーの各

種製品とその他製品を保管，入出庫

している。�奥がパレットラックエリ
ア，手前が入出庫品の仮置きエリア。

その右手にはパレット自動倉庫�
を設置。国内標準パレット（1,100×
1,100㎜，11型）とブラザー専用パレッ
ト（1,510×1,060㎜）の２種類のサイズ
に対応し，約180坪の面積に1,592
枚のパレットを効率格納。入出荷す
る多様な商品を的確に管理し，迅速
な作業をサポートしている。

出荷指示に従いラック・自動倉庫
からピッキングされた製品は，登録
エリアで伝票と製品バーコードを
HTで照合確認�など，プロセスは

12 13

14 16

15

2016・2 11



補修パーツと同じ。用意された出荷
ラベルとも読み合わせ�たうえでこ
れを貼ってパレット積みし出荷バー
スに用意，トラックに積み込む。こ
れらWMSによる全体の管理プロセ
スフローをまとめたのが�だ。

以上のように低コストかつ迅速な
業務を実現した新WMSへの投資額
は，１億円規模だった。「更新作業も
ほぼ順調に進み，お客様に迷惑をか
けることなく安定稼働に入れたこと
が，まずよかったと思います」と吉田
取締役は評価する。
「その要因としては，スムーズに実

稼働できたパッケージの信頼性に加
えて，社内ユーザーとなる各部門が
要件定義の時から協力的だったこと

も大きい。実際に立ち上げる時も自
発的に勉強会を持つなど，現場が積
極的に参加してくれました。システ
ムも使うのは結局人ですから，気持
ちが大事。我々もそのために事前に
丁寧に説明会を行ったので，変更へ
の抵抗もありませんでした」

小島課長代理はWMS更新の成果
について，「システム化していなかっ
た現場はもちろん，他の現場でも正
確に業務ができている手応えがあり
ます。それを数値で見える化するこ
とに，これから取り組みます」とした
上で，「WMSとHTの連携により熟
練者が不要で，誰にもできる共通の
プロセスになり，他部署からの応援
も容易にできるようになったのが有
難いですね」

同社では新システムにより作業工
数の平準化が実現できたことで，今
後各工程かつ個人別にも作業工数や
パフォーマンスを把握するなど，
WMSを使いこなしてさらにキメの
細かい改善や人員配置を実現してい
く計画だ。

吉田取締役は，「各職場が共通の
評価基準で切磋琢磨し合い，頑張っ
た人を評価できるようにしたい」「同
時に，拡張性に優れた新システムで
外部顧客の物流パートナーとしてご
要望に応じたサービスを提供し，現
在はまだ１割程度の外販事業比率
を，まず３割まで高めることを目標
に取り組んでいきます」と展望して
いた。
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