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ご意見をお寄せください 

Oracle® Warehouse Management Cloud Oracle Warehouse Management Enterprise Edition Cloud のためのユーザー・ガイド, 

Update 19C 

部品番号 F21386-01 オラクル社では、この印刷物の品質や有用性に関するお客様のご意見・ご提案をお待ちしております。お寄せい

ただいた内容は、改訂の際に重要な情報として使用させていただきます。 

• 誤りがありましたか。 

• 情報は明確でしたか。 

• 追加情報が必要ですか。その場合、どの部分ですか。 

• 例は適切ですか。追加の例が必要ですか。 

• このマニュアルについて、どのような点が最も気に入りましたか。 

誤りがあった場合や改善のためのご提案がある場合は、ドキュメントのタイトルと部品番号、章、項およびページ番号(該当する場合)を

お知らせください。ご意見は次の方法でお寄せいただけます。 

• E メール: otm-doc_us@oracle.com 

返信をご希望の場合は、お名前、ご住所、電話番号と、任意で E メール・アドレスをお知らせください。 

  

mailto:otm-doc_us@oracle.com
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はじめに 

このスーパーユーザー・ガイドでは、Oracle WMS Cloud を構成および使用する方法について詳細に説明します。特に記載されていな

いかぎり、すべての機能をOracle Warehouse Management Enterprise Edition Cloudで使用できます。機能に関する質問は、サポー

ト・チームまたは実装チームにお問い合せください。ありがとうございます。 

変更者 バージョン 日付 メモ 

Tae Hoon 
Kim 

Adam 
Horner 

1.0 2014 年 10 月 3 日 初回原案 

Tae Hoon 
Kim 

1.1 2014 年 10 月 6 日 

アポイントメント(p.2-36)を追加  

「%受入可能」(p.137)を修正 

Tae Hoon 
Kim 

1.2 2014年 10月 24日 

次の項を更新: 

品目マスター(p.4-1) 

ロケーション・マスター(p.4-9) 

次の項を追加: 

代替バーコード(p.4-6) 

必須の品目のフィールド(p.4-8) 

順序カウンタ(p.5-1) 

バーコード・タイプ(p.5-2) 

プリンタ(p.5-3) 

ロールおよび権限(p.6-4) 

Tae Hoon 
Kim 

1.3 2014 年 11 月 7 日 

p.1-31 の変更をレビュー 

ユーザーの作成(p.1-22)の変更をレビュー 

ステータスの説明(p.6-2)を追加 
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Tae Hoon 
Kim 

1.4 2014年 12月 12日 

インバウンド・ソートを追加 

アウトバウンド・ソートを追加 

ステータス更新の図を追加 

Tae Hoon 
Kim 

1.5 2015 年 4 月 7 日 

循環棚卸拡張機能を追加 - 第 0 および 0 項 

シリアル番号機能を追加  

- 第 0 項 

Oracle WMS 

Cloud チーム 
1.6 2015 年 5 月 1 日 問題を修正。IB ソート選択およびタスク選択およびオーダー基準を追加。 

Oracle WMS 

Cloud チーム 
1.7 2017 年 5 月 4 日 テンプレートの変更など。 

Oracle WMS 

Cloud チーム 
1.8 2017 年 5 月 24 日 書式設定の変更など。 

Oracle WMS 

Cloud チーム 
1.9 2018 年 8 月 1 日 

「インバウンド」の項に次のものを追加: 返品の ASN。  

「受入」に次の項を追加: 「インバウンド LPN 番号の自動生成」、「 lpn-

prompt が「Auto Generate」として構成されている場合の画面フロー」、

「 lpn-prompt が「Not Mandatory」として構成されている場合の画面フ

ロー」、「lpn-prompt が「Auto Generate」として構成されている場合に[Ctrl]

を押しながら[E]を押したときの動作」、「lpn-prompt が「Auto Generate」と

して構成されている場合の箱詰受入の画面フロー」、「ロケーションのプロ

ンプト」、「ロケーションのプロンプトの画面フロー」、「LPN ラベルおよび

ケース・ラベルの印刷」、「印刷用の[Ctrl]キー」、「LPN ラベルの印刷」、

「ケース・ラベル/パック・ラベルの印刷」、「ラベル・テンプレート」、「ドック・ド

アのプロンプト」、「トレーラのプロンプト」、「ケース数量/パック数量のプロン

プト」、「confirm-uom-qty が「Do Not Prompt」として構成されている場合の

画面フロー」、「confirm-uom-qty が「Prompt per SKU per LPN」として構

成されている場合の画面フロー」、「箱詰出荷での新しい LPN のスキャン」 

「ウェーブによるパック」に次の項を追加: 「ウェーブによるパックの前提条

件」、「ウェーブ・テンプレート」、「品目の構成」、「ウェーブによるパック機

能」、「ウェーブによるパックの更新」、「ウェーブ OBLPN の自動パック」。 

「品目ラベルの印刷」に次の項を追加: 「RF ラベル印刷」、「品目の UI」、

「IB Shipment の UI」。「LPN ラベルの印刷」の項および「ケース・ラベル/

パック・ラベルの印刷」の項を更新。 

「UI からのカスタム・レポートの印刷」に次の項を追加: 「会社レポート・タイ

プ」、「サポートされるレポート」。 

 



 

1-6 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

Oracle WMS 

Cloud チーム 
1.10 2019 年 2 月 12 日 

インバウンドの項に次の項を追加:  

 

WMS 管理施設間での在庫の転送、施設転送での OBLPN のステータス

の「搬送済」への更新、施設転送出荷での新しい LPN の受入、返品後の

ASN の作成 

OBLPN 発送残荷、インバウンド出荷のロック・コード 

ASN ラベルの印刷、インバウンド出荷の価格ラベルの印刷、 

インバウンド LPN 番号の自動生成、lpn-prompt が「Auto Generate」として

構成されている場合の画面フロー、lpn-prompt が「Not Mandatory」として

構成されている場合の画面フロー 

 

lpn-prompt が「Auto Generate」として構成されている場合に[Ctrl]を押しな

がら[E]を押したときの動作、箱詰出荷での新しい LPN のスキャン、ロケー

ションのプロンプト、ロケーションのプロンプトの画面フロー、LPN ラベルお

よびケース・ラベルの印刷、印刷用の[Ctrl]キー、LPN ラベルの印刷、ケー

ス・ラベル/パック・ラベルの印刷、ラベル・テンプレート、ドック・ドアのプロン

プト、トレーラのプロンプト、ケース数量/パック数量のプロンプト、confirm-

uom-qty が「Do Not Prompt」として構成されている場合の画面フロー 

 

confirm-uom-qty が「Prompt per SKU per LPN」として構成されている場

合の画面フロー、WMS 管理施設間での在庫の転送、施設転送での

OBLPN のステータスの「搬送済」への更新、施設転送出荷での新しい

LPN の受入、返品後の ASN の作成、OBLPN 発送残荷、インバウンド出

荷のロック・コード、ASN ラベルの印刷、インバウンド出荷の価格ラベルの

印刷 

 

インバウンド LPN 番号の自動生成、lpn-prompt が「Auto Generate」として

構成されている場合の画面フロー、lpn-prompt が「Not Mandatory」として

構成されている場合の画面フロー、lpn-prompt が「Auto Generate」として

構成されている場合に[Ctrl]を押しながら[E]を押したときの動作、箱詰出荷

での新しい LPN のスキャン、ロケーションのプロンプト、ロケーションのプロ

ンプトの画面フロー、LPN ラベルおよびケース・ラベルの印刷 

 

印刷用の[Ctrl]キー、LPN ラベルの印刷、ケース・ラベル/パック・ラベルの

印刷 

ラベル・テンプレート、ドック・ドアのプロンプト、トレーラのプロンプト、ケース

数量/パック数量のプロンプト、confirm-uom-qty が「Do Not Prompt」として

構成されている場合の画面フロー、confirm-uom-qty が「Prompt per SKU 

per LPN」として構成されている場合の画面フロー、出荷検証後のオーダー

の取消 

 

IB Shipment の UI からの受入数量の変更、検証が必要なインバウンド出

荷を通知する新しい E メール・アラート、UI から在庫を受け入れる新しいグ

リッド編集 UI 画面、ASN 詳細画面からの箱詰詳細の受入、積荷のチェッ

ク・アウト 

 
 

アウトバウンドの項に次の項を追加:   

 

ピック・チケットの印刷と RF モジュールの使用方法、ウェーブによるパッ

ク、ウェーブによるパックの前提条件、ウェーブ・テンプレート、品目の構

成、ウェーブによるパック機能、ウェーブによるパックの更新、ウェーブ

OBLPN の自動パック 

在庫管理の項に次の項を追加:   
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品目ラベルの印刷、RF ラベル印刷、品目の UI、IB Shipmentの UI、キット

作成 

その他の構成の項に次の項を追加: 

 

UIからのカスタム・レポートの印刷、会社レポート・タイプ、サポートされるレ

ポート 

Oracle WMS 

Cloud チーム 
1.11 2019 年 4 月 26 日 

インバウンドの項に次の項を追加: 

「IB Shipment の作成」、「OBLPN から IB 出荷へのロック・コードの転送」、

「IB 出荷の UI からインバウンド LPN に関連付けられたロック・コードの表

示」、「転送出荷の優先日付トレーサビリティ」、「受入中に在庫にコピーさ

れる優先日付」、「RF 変更取消 OBLPN」、「完全な箱詰出荷の予期しない

LPNの受入」、「受入オプション」、「システム主導の品質管理(QC)」、「検証

が必要なインバウンド出荷を通知する新しい E メール・アラート」、「完全な

箱詰出荷での LPN の詳細受入」       

インバウンドの項の次の項を更新: 

既存のPOレコードからのASNの作成、「ASN別受入」、RFなしでのASN

の受入   

アウトバウンドの項に次の項を追加: 

「アウトバウンド監査」、「直接割当」、「ピックおよび割当」 

アウトバウンドの項の次の項を更新: 

「ピック・チケットの印刷と RF モジュールの使用方法」  

在庫管理の項に次の項を追加: 

マルチレベルの補充 

在庫管理の項の次の項を更新: 

ロケーション・マスター、「RF による IBLPN の作成」、「バッチ番号の編集」  
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Oracle WMS 

Cloud チーム 

1.12 
2019 年 6 月

21 日 

インバウンドの項で、次の項を追加/更新: 

「QC ステータスへの LPN の更新」、「アクティブなロケーションへの LPN の分割」、

「ケースによる LPN の箱詰」 

アウトバウンドの項で、次の項を追加/更新: 

「オーダー・タイプ」 - 「「失効済在庫の許可」フラグ」、「手動ウェーブ」 - 「失効済在

庫の割当の回避」、「アウトバウンド積荷」、「アウトバウンド・ストップ」、「RF 積荷目

録への割当」、「FedEx の複数部品の出荷の構成」、「ドライ・アイスの構成」 - 「ドラ

イ・アイスのフィールド」、「ドライ・アイスの機能概要」、「パッケージレベルのドライ・

アイスの FedEx 出荷要求」、「出荷レベルのドライ・アイスの FedEx 出荷要求」、

「積荷/出荷」 

在庫管理の項で、次の項を追加/更新: 

「IB LPN の作成」、「循環棚卸承認ルールの構成」、「循環棚卸 - 承認設定」、「「選

択基準」ボタン」、「選択基準ルール」、「RF 循環棚卸 - 繰延承認モード」、「対応型

補充 - 重量キャパシティ・チェック」、ロケーション・マスターの表、バッチの制限の定

義の更新。 
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 システム概要 

親会社-子会社階層 

WMS では、会社は親会社と子会社に分けられます。この構造は、3PL がクライアントの在庫を個別に表示および管理できるようにする

ために存在します。3PL が保持するクライアントおよび倉庫の数に応じて、ビューを管理できます。 

 

図 1: 親会社と子会社の図の例 

会社の特定の物流センター(DC)ビューを切り替えるには、UI 画面の右上にある 2 つのドロップダウン・メニューから選択肢を選択しま

す。  

図 2 では、最初のドロップダウンが施設(DC)を示し、2 番目のドロップダウンが環境内の会社を示します。 

 

図 2: UI からの施設ビューと会社ビュー 
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ユーザー・メニュー構成 

Oracle WMS Cloud では、ユーザー構造は次のように編成されます。 

 

図 3: ユーザー、グループおよびメニュー編成 

 

ユーザー、グループおよびメニュー 

ユーザーは、倉庫での業務上の目的に基づいてグループに分けられます。グループ内のすべてのユーザーは、同じ UI メニューおよび

RF メニューを共有します。各メニューで、ユーザーは自分の権限(および RF メニューのパラメータ)を構成できます。 

UI メニューとは 

UI メニューは、WMS のユーザーがブラウザでアクセスできる一連の画面です。次の UI 画面のスクリーンショットを参照してください。 

 

 

GROUPS

USERS

UI MENU
Tabs that display specific 

records

Eg. ASNs, Orders, Loads, etc.

RF MENU
Transactions performed 

through the RF gun

Permissions
Access to add/modify/

delete records

Permissions
Eg. User not allowed to 

perform short picks

Parameters
Configurations that 

change the RF’s 

behavior
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図 4: WMS の UI メニュー 

RF メニューとは 

RF メニューは、倉庫現場で RF ガンを使用して行われる一連のトランザクションです。これらの画面(モジュール)によって、受入、棚入、

ピッキング、積荷などのプロセスが実行されます。左にある図の RF メニューのスクリーンショットを参照してください。 

 

図 5: RF メニュー 

 

*RF ガンを使用するときは、ユーザーは RF が適切な施設内にあることを確認する必要があります。施設は RF メニューの右上で確認

できます。 

 

図 6: RF でのユーザーの現在の施設の確認 
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施設を変更するには、[Ctrl]を押しながら[F]を押し、施設コードを入力します。 

ユーザーの作成 

「ユーザー」画面で新しいユーザーを作成できます。ここで次のものを定義できます。 

• ユーザー名およびパスワード 

• ユーザーがアクセスできる施設および会社 

• ユーザーのロール(管理者、マネジメント、監督者など) 

• ユーザーのデフォルトのグループ(UI メニューおよび RF メニュー) 

• ユーザーの言語(英語またはスペイン語) 

• ユーザーのデフォルトのプリンタ 

• ユーザーの固定の機材タイプ 

新しいユーザーの作成方法: 

1. 「ユーザー」画面に移動します。 

2. 「作成」( )をクリックして、必要なフィールドを設定します。 
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図 7: 新しいユーザーの作成 

3. 「保存」をクリックします。 

4. ユーザーがアクセスできる施設および会社を構成するには、ユーザーを選択し、「適格な施設」ボタンおよび「適格な会社」ボ

タンをクリックします。  

 

 

図 8: ユーザーの「適格な施設」および「適格な会社」の表示。 
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5.これにより、新しい画面が表示され、ユーザーが現在アクセスできるすべてのレコードが表示されます。「作成」( )をクリックして、新

しい施設または会社を追加します。 

 

図 9: ユーザーの適格なレコードの更新 

6.終了したら、「戻る」をクリックしてメイン画面に戻ります。  

7.機材タイプ1をユーザーに割り当てるには、ユーザー画面から、ユーザーを選択し、機材タイプをドロップダウン・メニューから選択して、

「機材タイプの割当」をクリックします。 

 

図 10: ユーザーへの機材タイプの割当 

 

ユーザー用のメニューの構成 

グループ・メニューは 4 つのステップで追加します 

1. 画面の追加 

2. 異なるメニューへの画面の追加 

3. グループへのメニューの割当 

4. ユーザーへのグループの割当 

画面の追加 

1. 「画面」UI 画面に移動します。 

 

1 機材タイプをユーザーに割り当てる前に、「機材タイプ」画面で機材タイプが定義されている必要があります。 
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2. 「生成画面」をクリックします。 

3. グループに必要な画面をすべて選択します(ASN、「アポイントメント」、「積荷」など)。ここでは、ユーザーは UI 画面と RF 画面

の両方を追加します。2「保存」をクリックします。 

異なるメニューへの画面の追加 

1. 「メニュー構成」画面に移動します。 

2. 新しいメニューを作成します(UI および RF 用に 1 つ)。 

3. メニューへの画面の追加を開始するには、メニューを選択して「詳細」( )をクリックします。 

4. この新しいウィンドウで、ユーザーは画面を異なるフォルダに分けることができるようになります。フォルダに名前を付けるには、

フォルダを選択し(1)、右側のフィールドに名前を入力します(2)。 

 

 

図 11: フォルダの命名 

5. フォルダ内に画面を追加するには、最初にフォルダを選択し(1)、「「挿入」画面」をクリックして(2)、ドロップダウン・メニューから

追加する画面を選択します(3)。 

 

 

図 12: フォルダへの画面の追加 

6. 画面をすべて追加するまで、ステップ 4-5 を繰り返します。 

7. 「保存」を押します。 

 

2 RF メニューの場合、その他の構成が必要な場合があります(RF モジュールのパラメータ)。そのパラメータを変更するには、RF 画面

を選択して「詳細」ボタンをクリックします。 
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グループへのメニューの割当 

メニューを設定したら、それらをグループに追加します。 

1. 「グループ構成」画面に移動します。 

2. 「作成」( )ボタンを使用して新しいグループを作成します。 

3. グループ名を入力し、ドロップダウン・メニューから UI メニューおよび RF メニューを選択します。 

4. 「保存」をクリックします。 

*ユーザーはグループに特定の権限を割り当てることもでき、そのためには、「権限」ボタンをクリックします。これにより、そ
のグループにアクセス権を付与できる、追加権限のリストが表示されます。アクセス権を付与するには、アクティビティを確
認してください。 

 

図 13: グループの権限へのアクセス 

 

図 14: 権限アクティビティのリスト 

ユーザーへのグループの割当 

グループを作成したら、次は、各グループにユーザーを追加する必要があります。 

1. 「ユーザー」画面に移動します。 

2. グループを割り当てるユーザーを選択します。 

3. 「グループ」をクリックします。 

4. 「作成」( )ボタンを使用して、グループを追加してユーザーにグループを割り当てます。3 

 

  

 

3 ユーザーが複数のグループに割り当てられている場合、ユーザーは異なるグループ間で切り替えることができます。そのためには、

右上にある歯車ボタンをクリックし、「表示」メニューにマウスオーバーして、グループ名を選択します。 
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その他: 施設および会社の作成とユーザーへの割当 

ユーザーおよびグループの設定が完了したら、WMS で施設および会社を作成する必要があります。  

ステップ 1: 会社の作成 

a. 「会社」画面に移動します。 

b. 「作成」( )ボタンをクリックします。 

c. 会社の情報(コード、名前、住所など)を設定します。最初の会社は、デフォルトで、その環境での親会社になることに注意して

ください。このことを確認するには、「親会社」列を参照してください。 

 

図 15: 親会社は「親会社」列に*があることに注意してください。 

d. 「保存」をクリックします。 

ステップ 2: 施設の作成 

施設は会社レベルで制御されます。つまり、それぞれの会社には独自の一連の施設があります。このリンクは、「施設」画面の「親会社」

列で定義されます。デフォルトでは、すべての親会社および子会社の施設が表示されます。 

a. 「施設」画面に移動します。 

b. 「作成」( )ボタンをクリックします。 

c. 施設の情報(コード、名前、住所など)を設定します。 

 

ステップ 3: ユーザーへの施設の割当 

会社および施設を作成したら、次のステップでは、それらをユーザーに割り当てます。このステップでは、アクセスできる会社および施設

のリストを定義します。  

a. 「ユーザー」画面に移動します。 

b. 変更するユーザーを選択します。 

c. 「適格な施設」をクリックします。 

d. 「作成」( )ボタンを使用して、このユーザーがアクセスできる施設を追加します。 

e. 会社の追加について、(「適格な会社」ボタンを使用して)ステップ 3 および 4 を繰り返します。 

 

機能フィールドの説明: 

• デフォルト出荷方法コード: このフィールドは、出荷方法コードが会社の PACKING_ROUTING_MODE パラメータによってア

クティブ化されている場合に使用されます。オーダー・ヘッダーで出荷方法コードが指定されていない場合に、この出荷方法

値がデフォルトで使用されます。 

• 親会社: 施設が属する会社を示します。 

• 転送出荷の受入: 選択すると、この施設が WMS で倉庫である場合に、この施設は環境内で構成されている他の施設から

ASN を受け入れます。  
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図 16: 施設および会社へのユーザーの割当 

 

ユーザーおよびグループの設定の例を次に示します。 

 

図 17: WMS でのユーザーおよびグループの設定の例 

  

GROUP

RECEIVING

USER

John Doe

UI MENU
     1. Purchase Orders

     2. ASNs

     3. Inbound Loads

     4. Item Master

     5. Inbound LPNs

     6. Docks

RF MENU
       1. Receive ASN

       2. Locate LPN/Pallet

       3. Directed Putaway

       4. Palletize LPN
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システム統合フレームワーク 

Oracle WMS Cloud では、次の方法を使用して、WMS に入出力されるインタフェース・ファイルを処理します。 

 

 

図 18: WMS でのインタフェース方法 

サポートされる形式 

Oracle WMS Cloud では、次の形式(インバウンドとアウトバウンドの両方)によるインタフェースがサポートされています。 

• フラット・ファイル 

• XML ファイル 

• CSV ファイル 

• XLS ファイル 

• EDI ファイル(サード・パーティ・アプリケーションによって変換済) 

• MHE メッセージ(サード・パーティ・アプリケーションによって変換済) 

• FedEx Web サービス 

• UPS Web サービス 
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入力インタフェース 

• 購買オーダー 

• 品目 

• 品目(施設固有) 

• 品目バーコード 

• 品目事前パック 

• インバウンド出荷 

• オーダー 

• ベンダー 

• アポイントメント 

• ストアー 

• ロケーション 

• ルート 

• 価格ラベル 

• 出荷先会社 

• サイト 

• 資産 

• Cubiscan 

• POS 

出力インタフェース 

• ASN 検証 

• 小包積荷目録出荷確認 

• LTL 出荷確認 

• 在庫要約 

• 在庫履歴 

 

*各インタフェースの詳細は、Oracle WMS Cloud インタフェース・ファイル形式のファイルを参照してください。 

WMS でのインタフェース・ファイルのアップロード 

入力インタフェース・ファイルを Excel で手動で準備する場合、次のベスト・プラクティスに従うことが重要です。 

1. ファイル名は、入力ファイル形式のドキュメントで指定されているフレーズで始める必要があります(たとえば、オーダー・ファイルの

アップロードでは、ファイル名は ORR で始める必要があります)。 

2. インタフェース仕様ドキュメントで必須として指定されている列を設定する必要があります。 

3. 購買オーダー、オーダーおよびインバウンド出荷のインタフェースでは、ユーザーは個別のヘッダー・レコードごとに[H1]を設定し、

その詳細レコードごとに[H2]を設定する必要があります。 

4. ユーザーは seq_nbr フィールドに正しい(つまり、値が重複しない)連番を移入する必要があります。 
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失敗したインタフェースの E メール通知の設定 

ユーザーは、Oracle WMS Cloud へのインタフェース処理が失敗した場合のための E メール通知を設定できます。E メール通知によっ

て、次の情報が提供されます。 

• 失敗したインタフェース・ファイル 

• エラー・メッセージ - ファイルが失敗した理由 

 

E メール通知を設定するには、次の手順を完了します。 

1. 「会社パラメータ」画面に移動します。 

2. INTF_ERROR_EMAIL_LIST パラメータを選択し、「編集」をクリックします。 

3. 「パラメータ値」で、エラー通知を受信する E メールを設定します。複数の E メールの間を区切るスペースは使用しません。 

 

図 19: E メール通知の構成 
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 インバウンド 

Oracle WMS Cloud のインバウンド・プロセスは、次のもので構成されます。 

• 購買オーダー 

• 事前出荷通知(ASN) 

• アポイントメント 

この設定では、ASN のみが倉庫への商品の受入に必要です。Oracle WMS Cloud 内に ASN が存在すると、オペレータは RF ガンを

使用して品目を受け入れます。次の図は、Oracle WMS Cloud での受入プロセスの概要です。 

  

図 20: Oracle WMS Cloud での一般的なインバウンド・プロセス 

 

購買オーダー(PO) 

購買オーダーは、ベンダーから出庫された商品を追跡するレコードです。PO を表示するには、「購買オーダー」画面に移動します。 

 

図 21: UI からの PO ヘッダー・レコードの表示。 

購買オーダー・フロー 

PO は、Oracle WMS Cloud での商品の受入には必要ありません。 

 

購買オーダー・フィールド 定義 

作成済 PO は作成されていますが、まだ受け入れられていません。 

受入中 PO は受入プロセスが開始されていますが、完了していません。 
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購買オーダー・フィールド 定義 

受入済 PO のすべてのコンテンツが完全に受け入れられました。 

取消済 PO は取り消されました。 

 

PO 数量更新 

「購買オーダー」画面の「受入済」および「出荷数量」フィールドは、ASN を介して受け入れられた商品に応じて更新されます。次の例は、

数量が更新される様々なイベントを示しています。 

 

例: 

3 つの品目を含む購買オーダーPO_001 について考えます。 

 

図 22: 購買オーダー品目 

シナリオに応じて、PO レコード(受入数量および出荷数量)が更新されます。 

ケース 1: ユーザーが、品目 THK1 (25 ユニット)および品目 THK2 (100 ユニット)について、新しい ASN (ASN_001)を作成します。 

 

図 23: 受入数量および出荷数量 

結果: PO の「オーダー数量」および「出荷数量」フィールドが更新されます。 

 

図 24: オーダー数量および出荷数量 

ケース 2: ASN_001 の品目 THK1 の 25 ユニットが取り消されます。 

ケース 3: ASN_001 の品目 THK1 の 25 ユニットが出荷されますが、受け入れられません。ユーザーがこの ASN を確認します。 

結果(ケース 2 と 3 両方について):  

1. THK1 の ASN 詳細明細の「出荷数量」が 25 から 0 に減少します。 

2. この変更を反映して、PO の「出荷数量」が減算されます。  

3. この変更を反映して、PO の「オーダー数量」が加算されます。 
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図 25: 更新された出荷数量およびオーダー数量 

この図が示すように、THK1 の出荷数量およびオーダー数量は、対応する ASN 詳細が取り消されるとすぐに減少します。 

手動での購買オーダー(PO)作成 

1. 「購買オーダー」UI 画面に移動し、「作成」ボタンをクリックします。 

2. 該当するすべてのフィールドを設定します。 

  

図 26: 新しい購買オーダー・レコードの作成 

3. 「保存」をクリックします。 

4. PO ヘッダーが作成された後で、ユーザーはこの PO に含まれる品目を追加できます。品目を追加するには、PO レコードを選

択して「詳細」( )ボタンをクリックします。新しいウィンドウが開き、PO の詳細が表示されます。 

 

図 27: PO 詳細の表示 

5. 「作成」( )ボタンをクリックして詳細レコードを追加し、該当するフィールドを設定します。 

 

フィールドの説明: 

a. PO 番号: 購買オーダー番号。 

b. ベンダー: PO のベンダー・コード。 

c. オーダー日: 購買オーダーが作成された日付。 

d. 出荷日: 購買オーダーが出荷された日付。 

e. 取消日: 購買オーダーが取り消されたと見なされる日

付。 

f. 搬送日: 購買オーダーが搬送される日付。 
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  図 28: PO 詳細の追加 

注意: PO に複数の品目を含める場合は、「保存/新規」ボタンをクリックして追加品目を追加します。 

IB Shipment の作成 

購買オーダーの詳細に在庫属性が含まれ要る場合に、アクション・ボタン「作成」 を使用してインバウンド出荷を作成すると、同じ属性

が対応するインバウンド出荷に伝播されます。 

「インバウンド出荷詳細」UI の「作成」/「編集」/「コピー」ペインでは、これらのペインのいずれかを使用して PO を追加する場合、アプリ

ケーションによって在庫属性(a-g)が PO からインバウンド出荷にコピーされます。 

 

図 29: インバウンド出荷の作成  

 

 



 

2-5 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

インタフェース(UI)による購買オーダーの作成 

Oracle WMS Cloud Excel テンプレートで購買オーダーを作成することもできます。 

ステップ 1: 入力インタフェース・ファイルの準備: 

1. Oracle WMS Cloud インタフェースを正しく使用するには、次のルールに従う必要があります。 

 

a. ファイル名は、POS という文字で始める必要があります。 

b. インタフェース仕様ドキュメントの必須の列を設定する必要があります。 

c. ユーザーは個別のオーダー番号ごとに[H1]を設定し、その詳細について[H2]を設定する必要があります(次の図を参照)。 

d. ユーザーは seq_nbr フィールドに正しい(つまり、値が重複しない)連番を移入する必要があります。 

  

 

図 30: 同じ POS ファイルでの複数の PO の作成 

前の図は、3 つの異なる PO を作成するファイルの例を示しています。ユーザーは、headings 列を使用して PO レコードを区別すること

により、同じ POS ファイル内で複数の PO を作成できます。[H1]値が新しい PO ヘッダー・レコードを示し、[H2]値が新しい PO 詳細レ

コードを示します。 

ステップ 2: インタフェース・ファイルの Oracle WMS Cloud へのアップロード 

1. 「入力インタフェース」画面に移動します。 

2. ドロップダウンを使用して、処理対象の適切なインタフェースを選択します。 

 

 

図 31: インタフェース・タイプの選択 

3. ファイルのアップロードをクリックし、アップロードするファイルにナビゲートします。 

4. 画面にファイルが表示されたら、「インタフェースの実行」をクリックします。 

5. ファイルが正常に処理されたというメッセージ・ダイアログが返されます。 
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Oracle WMS Cloud への購買オーダー(PO)統合 

WMS とのレコードのインタフェースとなる第 3 の方法として、共有 SFTP ディレクトリを経由するというものがあります。 

1. ホスト・システムによって、POS ファイルが共有ディレクトリ(通常は入力フォルダ)に置かれます。 

2. ファイルが置かれると、Oracle WMS Cloud によってファイルが自動的に検出されて Oracle WMS Cloud で処理されます。 

a. なんらかの理由で失敗したファイルは、自動的に、「エラー」フォルダに移動します。 

インバウンド出荷または ASN (事前出荷通知) 

ASN は、施設への搬送待ちを追跡するレコードです。Oracle WMS Cloud では、ASN は在庫を受け入れるために必要です。 

 

ASN ステータスの説明: 

 

ASN  ステータス 

移動中 ASN が作成されていますが、まだ受け入れられていません。 

受入開始済 ASN の受入が開始されていますが、完了していません。 

受入完了 ASN が完全に受け入れられました。 

検証済 ASN が受け入れられました。(受入確認が生成されて送付されます) 
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ASN の編集に関する重要な注意事項: 

ASN は、「移動中」ステータスである場合にのみ変更できます。ASN による受入が開始された後は、その詳細を変更できません(品目

の追加や数量の更新など)。 

 

ASN レコードでは、倉庫に受け入れられる品目と数量が指定されます。Oracle WMS Cloud では、次の 4 通りの方法で ASN を作成で

きます。 

1. ASN 画面から手動で ASN を作成します。 

2. UI から手動で ASN インタフェースをアップロードします。 

3. ホスト・システムとのインタフェースによって ASN を自動的に処理します。 

4. 既存の PO レコードから ASN を作成します。 

手動での ASN の作成(UI) 

1. 「インバウンド出荷」画面に移動し、「作成」ボタン( )をクリックして ASN ヘッダーを作成します。 

2. ASN レコードの適切な情報を移入します。 

 

図 32: 新しい ASN ヘッダーの作成 

3. 「保存」をクリックします。 

4. ASNヘッダーを作成したら、次のステップでは、この ASNに対して想定される品目を追加します。品目を追加するに

は、この ASN を選択して「詳細」( )ボタンをクリックします。 

 

図 33: ASN の詳細へのアクセス 

5. 「詳細」画面で、「作成」ボタン( )をクリックして ASN 内に SKU を作成します。  

6. 新しい品目を追加するには、「品目」フィールドに品目コードを手動で移入するか、拡大鏡ボタンをクリックすると表示

されるリストから選択します。  
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図 34: ASN 詳細の作成 

7. 品目および数量を入力したら、「保存」をクリックします。ユーザーは、「保存/新規」ボタンを使用して、「作成」タブを

閉じずに、現在のレコードを保存して新しいレコードの追加を続けることもできます。 

インタフェース(UI)による ASN の作成 

Oracle WMS Cloud Excel テンプレートで ASN を作成することもできます。 

ステップ 1: 入力インタフェース・ファイルの準備: 

Oracle WMS Cloud インタフェースを正しく使用するには、次のルールに従います。 

• ファイル名は、ISS という文字で始める必要があります(階層ファイル用)。 

• インタフェース仕様ドキュメントで指定されている、必須の列を設定する必要があります。 

• ユーザーは個別の ASN 番号ごとに[H1]を設定し、その詳細について[H2]を設定する必要があります(次の図を参照)。 

• ユーザーは seq_nbr フィールドに正しい(つまり、値が重複しない)連番を移入する必要があります。  

 

図 35: 同じ ISSR ファイルでの複数の ASN の作成。 

前の図は、2 つの異なる ASN を作成するファイルの例です。ユーザーは、headings 列を使用して ASN レコードを区別することにより、

同じ ISS ファイル内で複数の ASN を作成できます。[H1]値が新しい ASN ヘッダー・レコードを示し、[H2]値が新しい ASN 詳細レコード

を示します。 

ステップ 2: インタフェース・ファイルの Oracle WMS Cloud へのアップロード 

1. 「入力インタフェース」画面に移動します。 

2. ドロップダウンを使用して、処理対象の適切なインタフェースを選択します。 
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図 36: インタフェース・タイプの選択 

3. ファイルのアップロードをクリックし、アップロードするファイルにナビゲートします。 

4. 画面にファイルが表示されたら、「インタフェースの実行」をクリックします。 

5. メッセージ・ダイアログが返され、ファイルが正常に処理されたことが通知されます。 

Oracle WMS Cloud との ASN 統合 

Oracle WMS Cloud とのレコードのインタフェースとなる第 3 の方法として、共有 SFTP ディレクトリを経由するというものがあります。 

1. ホスト・システムによって、ISS ファイルが共有ディレクトリ(通常は入力フォルダ)に置かれます。 

2. ファイルが置かれると、Oracle WMS Cloud によってファイルが自動的に検出されて WMS で処理されます。 

a. 処理が失敗したファイルは、自動的に、「エラー」フォルダに移動します。 

既存の PO レコードからの ASN の作成 

ユーザーは、PO ヘッダーおよび詳細画面から「IB Shipment の作成」ボタンによって ASN を作成することもできます。 

PO ヘッダー画面から 

この方法は、PO 全体を 1 つの ASN レコードに統合する場合に使用します。 

1. 「購買オーダー」画面に移動します。 

2. PO レコードを選択します。 

3. 「IB Shipment の作成」ボタンをクリックします。 

 

図 37: PO ヘッダー・レコードからの ASN の作成。 

4. IB Shipment [ASN Number]が PO から正常に作成されましたというメッセージが返されます。作成される ASN 番号は、「順

序カウンタ」画面の IB Shipment レコードの順序カウンタに基づきます。 
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PO 詳細画面から 

同様に、ユーザーは PO の詳細画面で特定の品目の ASN を作成することもできます。 

1. 「購買オーダー」画面に移動します。 

2. PO レコードを選択し、その「詳細」( )をクリックします。 

3. 新しい ASN で使用する特定の品目明細を選択し、「IB Shipment の作成」ボタンをクリックします。 

 

図 38: PO 詳細画面の表示 

注 - ASN が作成されるまで、「出荷数量」は 0 です。 

 

4. このボタンをクリックして新しいウィンドウを開きます。このウィンドウで、ASN の品目ごとに出荷される数量を定義できます。

品目の数量を編集するには、品目レコードを選択し、「出荷数量」フィールドの値を変更します。 

 

図 39: 新しい ASN の品目数量の変更 

5. 終了したら、フォルダ・アイコン(次の図を参照)を選択し、システム生成 ASN 番号の「生成」ボタンをクリックするか、該当する

ASN 番号を手動で移入します。「保存」をクリックして ASN を作成します。 

 

図 40: PO 詳細からの ASN の作成 

PO 詳細の「受入の停止フラグ」が「はい」に設定されている場合、ユーザーは出荷を作成できないことに注意してください。詳細は、購

買オーダー明細に対する受入の停止を参照してください。 
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出荷タイプ 

ASN タイプは、様々なタイプのインバウンド出荷を区別する ASN 属性です。受入中に追加検証を処理するように ASN タイプを構成で

きます(後で説明します)。 

出荷タイプの作成 

1. 「出荷タイプ」画面に移動し、「作成」ボタンをクリックします。 

2. ASN タイプの適切なフラグを選択します。  

 

図 41: 新しい出荷タイプの作成 

フィールドの説明: 

ASN のフィールド 説明 

会社 ASN タイプが使用される子会社。 

出荷タイプ 一意の ASN/出荷タイプ・コード。 

説明 ASN タイプの説明。 

不足受入警告% ASN の品目が構成済パーセントを下回る不足受入の場合に、警告メッセージがいつス
ローされるかを決定するために使用するフィールド。この警告メッセージは、ASN 確認中
に表示されます。 

超過受入警告% ユーザーが定義済%値を超えて ASN 詳細を超過受入した場合に警告メッセージを表示
するために使用します。ユーザーは、このメッセージを無視することを選択できます。 

超過受入エラー% ユーザーが定義済%で ASN 詳細を超過受入した場合にエラー・メッセージを表示するた
めに使用します。ユーザーは、このメッセージを無視できません。 

受入検証タイプ このフィールドを選択した場合、ユーザーは(前の 3つのフィールドの)検証がどのレベルで
必要か(PO、ASN または両方)を構成できます。 

変更タイムスタンプ(オプション) ASN タイプが最後に更新されたのがいつかを記録するために使用するフィールド。 

返品情報の取得 これは、返品出荷の ASN が作成された場合に選択する必要があるフラグです。 
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フィールド d、e および f について、入力する値は、警告メッセージやエラー・メッセージをトリ

ガーするためのカット・オフ・ポイントではありません。  

• 不足受入では、受入が入力した値を下回る場合にのみ、RF によって警告メッセージがトリガーされま
す。  

• 超過受入では、受入が入力した値を上回る場合にのみ、RF によって警告メッセージやエラー・メッ
セージがトリガーされます。 

例 

• ASN で ITEM1 が 100 ユニット出荷されます。 

• 不足受入警告% = 10%。 

• 超過受入警告% = 10%。 

• 超過受入エラー% = 20%。 

結果: 

• ユーザーが 89 ユニットを受け入れた場合は、RF によって不足受入警告メッセージが表示されます。 

• ユーザーが 110 ユニットを受け入れた場合は、RF によって超過受入警告メッセージは表示されませ
ん。 

• ユーザーが 111ユニットを受け入れた場合は、RFによって超過受入警告メッセージが表示されます。 

• ユーザーが 120 ユニットを受け入れた場合は、RF によって超過受入エラー・メッセージは表示されま
せん。 

• ユーザーが 121 ユニットを受け入れた場合は、RF によって超過受入エラー・メッセージが表示されま
す。 
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WMS 管理施設間での在庫の転送 

現在、WMS 管理施設間で在庫を転送できます。施設の UI では、搬送先施設の ASN (転送インバウンド出荷)を自動的に作成できるオ

プションを使用できます。搬送先施設でのインバウンド出荷をシステムで作成するには、元の施設で次の項目が設定されている必要が

あります。 

 

• 施設パラメータ CREATE_FACILITY_TRANSFER_SHIPMENT_FOR_ALL が「はい」である必要があります。 

• 会社パラメータ DEFAULT_TRANSFER_IBSHIPPMENT_TYPE に有効な IBSHIPMENT タイプが移入されている必要があ

ります。 

 

搬送先施設は次の設定になっている必要があります。 

 

施設の UI で、搬送先施設は「WMS 管理済」として設定されている必要があります。  

 

 

図 42: 「WMS 管理済」としての設定 

 

搬送先施設は、「転送出荷の受入」フラグが選択されている必要もあります。施設を選択し、「編集」( )をクリックして、「転送出荷の

受入」フラグを選択し、その他の詳細を追加します。 

 

 

図 43: 「転送出荷の受入」フラグ 

 
 

ASN 作成中に、次の情報を転送できます。 

 

• ASN 作成の一部として、アウトバウンド積荷の運送業者コードが、作成されるインバウンド積荷の運送業者コードにコピーさ

れます。 
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• ASN 作成の転送出荷作成ロジックの一部として、対応するオーダー詳細のカスタム・フィールド値が、インバウンド出荷詳細

のカスタム・フィールドにコピーされます。DEFAULT_TRANSFER_IBSHIPPMENT_TYPE パラメータによって、オーダー詳

細のカスタム・フィールド値を対応するインバウンド出荷にコピーするかどうかが決まります。 

• ASN 作成の一部として、対応するオーダーのオーダー・タイプに転送ロック・コードが移入され、かつ、ロックの UI でロック・

コードの「「転送出荷へのコピー」フラグ」が「はい」に設定されている場合は、WMS によって転送ロック・コードのロック・コード

がインバウンド出荷詳細のロック・コード列にコピーされます。 

 

転送出荷のロック・コードを設定するには、最初にロック・コードの UIに移動し、「「転送出荷へのコピー」フラグ」を選択します。 

 

図 44: 「転送出荷へのコピー」フラグ 

 
 

オーダー・タイプの UI では、「転送出荷のロック・コード」ドロップダウンを使用すると、転送出荷のためのロック・コードを設定

できます。 
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図 45: 転送出荷のロック・コード 

 

転送出荷のロック・コード(たとえば、破損した品目に対して DAM ロック・コード)を選択すると、ロック・コードの UI からこれを参照できま

す。 

 

 

図 46: ロック・コードの UI 
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OBLPN から IB Shipment へのロック・コードの転送  

Oracle WMS Cloud では、アウトバウンド LPN から、ターゲット物流センターで作成される対応するインバウンド LPN にロック・コードを

コピーできます。たとえば、特定の品目を他の物流センターに転送するときに、最終顧客への出荷を制御できるように、それらの品目の

状態を示すロック・コードをコピーする場合があります。  

会社パラメータで、「パラメータ値」を「はい」に設定してロック・コードのコピーを有効にする必要があります。 

 

図 47: 転送出荷のカスタム情報のコピー - パラメータ・キー 

 

詳細は、インバウンド出荷のロック・コードの項を参照してください。 

転送出荷の優先日付トレーサビリティ 

転送出荷では、OBLPN 優先日付が受入 IBLPN に転送されます。これにより、倉庫では在庫に関する正しい情報を維持できます。割

当方法が FEFO である場合、どの LPN が最初に割り当てられるかは優先日付によって決まります。優先日付には、最初に失効日に

よって入力される値か、製造日が移入されます。失効日と製造日のどちらも設定されない場合は、現在の日付が優先日付として移入さ

れます。 

受入中に在庫にコピーされる優先日付   

一部の WMS ユーザーは、施設間で出荷を転送できます。割当方法が FEFO である場合、どの LPN が最初に割り当てられるかを決

定するために優先日付が使用されます。割当の効率を上げるために、受入中にインバウンド出荷詳細の優先日付が在庫優先日付に

コピーされます。 

RF 変更/取消 OBLPN    

シナリオによっては、RF 変更/取消 OBLPN を実行することでコンテナの出荷を停止するか、出荷される実際の数量を減らす場合があ

ります。割当中に問題が発生しないようにするために、RF 変更/取消トランザクションを使用して OBLPN が変更されるときに、新しく作

成される IBLPN に優先日付がコピーされます。 
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施設転送での OBLPN のステータスの「搬送済」への更新   

Oracle WMS Cloud では、WMS 内で管理される施設に積荷を出荷するときに、IB Shipment (ASN)の自動作成がサポートされます。

これらの IB Shipment は、出荷される OBLPN を IBLPN として生成されます。これらの IBLPN が出荷先施設で受け入れられると、

Oracle WMS Cloud によって、対応する OBLPN は元の施設で「搬送済」ステータスに更新されます。これにより、元の施設のユーザー

は出荷がいつ受け入れられたかを確認できるため、トレーサビリティが向上します。「出荷済」ステータスの OBLPN の再利用をすでに

サポートしていたトランザクションでは、「搬送済」ステータスの OBLPN の再利用もサポートされます。 

施設転送出荷での新しい LPN の受入  

現在、箱詰出荷の受入中に、WMS 内にない LPN をスキャンした場合、無チェック LPN 受入モード(SKU レベル受入)になります。  画

面パラメータ(RF 受入トランザクションの newlpn-xfer-shp-behavior)によって、施設転送出荷の受入時に無チェック LPN が見つかった

場合の受入動作が制御されます。  

受入中に、無チェック LPN をスキャンした場合、Oracle WMS Cloud によって出荷が施設転送出荷であるかどうかが確認されます

(ib_shipment に origin_facility_id が移入されている場合、その出荷は施設転送出荷です)。 

▪ 出荷が施設転送出荷ではない場合、システムはデフォルトで現在の機能になり、SKU レベル受入モードになります 

 

▪ 出荷が施設転送出荷である場合、画面パラメータ newlpn-xfer-shp-behavior の値がチェックされます 

 

❖ newlpn-xfer-shp-behavior が「Allow/Null」として設定されている場合、システムはデフォルトで現在の機能になり、

SKU レベル受入モードになります。 

 

❖ newlpn-xfer-shp-behavior が「Fetch LPN Info from source」として設定されている場合: 

 
 

➢ システムは、ib_shipment の origin_facility_id に基づいて元の施設の情報を取得します 

➢ 次に、システムは元の施設を問い合せ、LPN_NBR がスキャンした LPN と等しいアウトバウンド LPN が元の施

設に存在し、その LPN のステータスが「パック済」、「積荷済」、「出荷済」のいずれかであるかどうかを確認しま

す。 

• LPN が元の施設で見つからない場合、SKU レベル受入モードになります 

• LPN が元の施設で見つかった場合、元の施設の詳細を使用して IB Shipment 詳細が受入施設で作成され、

(詳細のスキャンなしで)箱詰 LPN 受入と同様に LPN を受け入れることができます   

➢ 施設パラメータ ALERT_NEW_LPN_ON_FACILITY_TRANSFER_SHIPMENT で、有効な E メール ID が構

成されている場合、構成されている ID に、予期しない LPN <Scanned LPN Nbr>をユーザー<user>が出荷

<scanned shipment_nbr>で受け入れましたというメッセージが E メール送信されます。   

➢ E メール ID が無効な場合(@や.などの基本チェックを通過しない場合)または E メール ID が NULL の場合、ト

ランザクションは失敗せずに処理を続行します。   

 

❖ allow-newlpn-fac-xfer-shp が「Fetch LPN Info and Reconcile」として設定されている場合: 

 

➢ LPN がスキャンされる施設が OBLPN の出荷先施設と同じである場合、OBLPN のステータスが「搬送済」に更

新されます。  

➢ LPN がスキャンされる施設が OBLPN の出荷先施設と異なり、かつ、そのステータスが「パック済」か「積荷済」

である場合、OBLPN のステータスが「出荷済」に更新されます。 

➢ OBLPN が積荷に割り当てられ、かつ、そのステータスが「パック済」か「積荷済」である場合、LPN が積荷から

割当解除されるか、LPN が「積荷済」ステータスの場合は荷降更新が実行されます。 

 

❖ allow-newlpn-fac-xfer-shp が「Do Not Allow」として設定されている場合は、LPN を受け入れることはできません。

「LPN 番号が無効です」というエラー・メッセージが表示されます。 
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返品後の ASN の作成 

施設に戻された在庫を受け入れる場合、この機能により、正しい在庫を把握できるように、システム内で返品在庫を見つけ、返品された

施設で ASN を作成できます。返品された在庫を受け入れる方法としては、(オーダー全体を返品できる)オーダー・ヘッダーの UI 経由、

または(1 つ以上の LPN を返品できる) OBLPN の UI 経由の 2 通りがあります。  

オーダー・ヘッダーの UI からのオーダー全体の返品 

オーダー・ヘッダーの UI で、現在の施設または異なる施設から出荷された在庫からの返品を受け入れることができます。後でこの在庫

を返品施設で受け入れることができるように、出荷済のオーダーを検索し、それを選択して、ASN を作成できます。 

この機能には、十分なアクセス権を持つユーザーのみが選択できるように、このボタンに対するオーダー・ヘッダー/ASN の作成などの

グループ権限が必要です。デフォルトでは、ADMINISTRATORS または MANAGEMENT ロールを持つユーザーのみがこのボタンに

アクセスできます。その他のすべてのユーザーは、このボタンを選択できるように有効化された、対応するグループ権限を取得する必

要があります。 

返品の事前出荷通知(ASN)を作成するには、オーダー・ヘッダー画面に移動し、「ASN の作成」をクリックします。 

 

図 48: ASN の作成 - オーダー・ヘッダー 

 

フィールドの説明: 

「ASN の作成」のフィールド 説明 

箱詰された ASN の作成 箱詰された ASN が生成されます。詳細は、箱詰出荷の受入を参照してください。   

返品施設 施設のリストが表示されるドロップダウン 

返品ロック・コード 新しく作成される ASN に転送されるロック・コードのリストが表示されるドロップダウン 

 

「ASN の作成」ボタンは、オーダーが「出荷済」ステータスの場合にのみ有効です。「ASNの作成」を選択すると、「ASNの作成」ウィンド

ウが表示されます。「箱詰された ASN の作成」を選択すると、箱詰された ASN が生成されます。箱詰された ASN の詳細は、箱詰出荷

の受入を参照してください。  「返品施設」(必須フィールド)のドロップダウンから返品施設を選択できます。ASN は選択した施設から作

成されます。「返品ロック・コード」のドロップダウンには、新しく作成される ASN に転送される在庫ロック・コードを割り当てるオプション

が表示されます。 
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OBLPN 照会の UI からの品目の返品 

オーダーから特定の在庫を返品する必要がある場合は、OBLPN 照会の UI から「ASN の作成」ボタンで行うことができます。「ASN の

作成」アクション・ボタンには、1 つ以上の OBLPN を選択することでアクセスできます。ただし、「出荷済」ステータスではない OBLPN を

1 つ以上選択すると、「ASN の作成」は無効になります。オーダー・ヘッダーの UI からの場合と同じロジックが、OBLPN 照会からの

ASN の作成に適用されます。 

 

図 49: OBLPN 照会 - ASN の作成 

ASN の表示 

新しく作成した ASN を表示するには、施設を返品施設に変更する必要があります。返品在庫に在庫属性がある場合、この情報は新し

い ASN にコピーされます。 

出荷搬送元の取得 

1. 「返品元施設コード」フィールド(「インバウンド出荷」の UI の作成ペイン)には、出荷の返品元の顧客、物流センターまたはスト

アーを検索するための高度な参照オプションがあります。  

 

 

図 50: 返品元施設コード 
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2. 「返品元施設コード」は、「出荷タイプ」の UI で、出荷の出荷タイプの「返品情報の取得」が「はい」として構成されている場合に

のみ有効です。この例では、出荷タイプ RGRET02 は「返品情報の取得」が「はい」として構成されているため、「返品元施設

コード」フィールドが有効になっています。 

 

3. 高度な参照オプション( )を選択すると、次の画面が表示され、「DC」、「ストアー」または「サイト」という施設タイプが表示さ

れます。出荷の返品元に応じて、適切な施設タイプを選択します。返品出荷が顧客からである場合は、施設タイプとして「サイ

ト」を選択します。 

 

 

図 51: 検索 - 返品元施設コード 

 
4. 選択した出荷タイプの「返品情報の取得」が「はい」として構成されているが、「返品元施設コード」の値が取得されていない場

合、ASN の作成は許可されません。  

 

5. 出荷タイプの「返品情報の取得」が「いいえ」として構成されている場合に、「返品元施設コード」を設定すると、新しい ASN が

作成される前に、「返品元施設コード」の値が削除されます。 

 

6. 返品出荷の ASN が検証されると、返品施設情報が出荷検証ファイルに含められます。 

 

7. インバウンド出荷が購買オーダー(ヘッダーまたは詳細ビュー)から作成されると、出荷の出荷タイプは購買オーダーの「購買

オーダー・タイプ」から決定されます。決定された出荷タイプの「返品情報の取得」が「はい」として構成されている場合、返品

情報が必要であるため、インバウンド出荷は作成されません。 

 

8. 「返品情報の取得」が「はい」として構成されている出荷タイプで ASN が WMS にインタフェースされると、入力ファイル/メッ

セージで returned_from_facility_code フィールドが設定されているかどうかが検証されます。   

 

a. このフィールドが設定されていない場合、ASN はインタフェースされず、エラー・メッセージ「インバウンド出荷を作成

できません。返品施設情報が必須です」が表示されます。  

b. このフィールドが設定されているものの、施設コードが無効である場合、ASN はインタフェースされず、返品元施設

コードが無効ですというエラー・メッセージが表示されます。  

 

9. 施設間で出荷される積荷に対して転送出荷が作成されるとき、決定された出荷タイプの「返品情報の取得」が「はい」として構

成されている場合、転送出荷で返品元施設コードが設定されます。 
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図 52: 設定された「返品元施設コード」 

 

 

OBLPN 発送残荷 

以前は、予期しない LPN が搬送先施設で転送出荷の一部として受け入れられた場合、アラートが E メールで送信されました。  

 

誤って出荷された対応するアウトバウンド LPN に対して、出荷積載ファイルを作成できるようになりました。「Fetch LPN Info and 

Reconcile」という新しい値が newlpn-xfer-shp-behavior 画面パラメータに追加されています。新しい値での重要な相違点は次のと

おりです。 

 

• LPN がスキャンされる施設が OBLPN の出荷先施設と同じである場合、OBLPN のステータスが「搬送済」に更新されます。  

• LPN がスキャンされる施設が OBLPN の出荷先施設と異なり、かつ、そのステータスが「パック済」か「積荷済」である場合、

OBLPN のステータスが「出荷済」に更新されます。 

• OBLPN が積荷に割り当てられ、かつ、そのステータスが「パック済」か「積荷済」である場合、LPN が積荷から割当解除され

るか、LPN が「積荷済」ステータスの場合は荷降更新が実行されます。 

 

インバウンド出荷のロック・コード 

オーダー・タイプの UI では、「転送出荷のロック・コード」ドロップダウンを使用すると、転送出荷のためのロック・コードを設定できます。 
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図 53: 転送出荷のロック・コード 

転送出荷のロック・コード(たとえば、破損した品目に対して DAM ロック・コード)を選択すると、ロック・コードの UI からこれを参照できま

す。 
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図 54: ロック・コードの UI 

ASN が作成されたときに DAM ロック・コードが ASN に表示されるためには、ロック・コードの「「転送出荷へのコピー」フラグ」が「はい」

に設定されている必要があります。 

 

インバウンド出荷詳細レコードでの棚入タイプの割当 

Oracle WMS Cloud では、ASN 詳細に棚入タイプを割り当てることができます。これは、その ASN の品目の棚入タイプが、品目マス

ターに応じたデフォルトの棚入タイプとは異なる状況で役立ちます。 

1. 「インバウンド出荷」画面に移動し、ASN を選択します。その「詳細」( )をクリックします。 

2. 「インバウンド出荷詳細」画面で、棚入タイプを変更するレコードを選択します。 

3. 「編集」( )ボタンをクリックします。 

 

図 55: ASN 詳細の棚入タイプの変更 

4. 「棚入タイプ」ドロップダウン・メニューから適切な棚入タイプを選択します。 

5. 「保存」をクリックします。 
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ASN ラベルの印刷 

「インバウンド出荷」の UI から ASN ラベルを印刷するオプションがあります。このアクション・ボタンを使用して、定義したデフォルトのラ

ベル/文書プリンタに従ってラベルを印刷できます。 

 

図 56: ASN ラベルの印刷 

インバウンド出荷の価格ラベルの印刷 

Oracle WMS Cloud では、「インバウンド出荷」画面から価格ラベルを印刷できます。価格ラベルを印刷するオプションを設定するには、

品目価格ラベル・ビューおよびラベル・テンプレート・ビューを構成する必要があります。  

 

図 57: 価格ラベルの印刷 

価格ラベルの印刷 説明 

会社 ASN タイプが使用される子会社。 

ラベルの印刷数の基準 ラベル数を決定するために「出荷済」または「受入済」の数量を使用 

印刷するユニット当たりの部数 ユニット当たりの印刷部数 

価格ラベルの印刷数を入力します 価格ラベルの印刷数 

プリンタ名 ユーザーが使用できるプリンタ名 

搬送先会社 ラベル上の搬送先会社 
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ベンダー・コンプライアンス 

Oracle WMS Cloud では、各 ASN のベンダー・コンプライアンスを追跡できます。これにより、受入中に発生する可能性があるコンプラ

イアンス問題を把握できます。 

1. 「インバウンド出荷」画面に移動します。 

2. コンプライアンス問題がある ASN を選択し、「ベンダー・パフォーマンス」をクリックします。 

 

図 58: ASN へのベンダー・パフォーマンス・コードの追加 

3. 「作成」ボタン( )をクリックして、新しいベンダー・パフォーマンス・レコードを追加します。 

4. 適切なベンダー・パフォーマンス・コードを選択します。最初に、ベンダー・パフォーマンス・コードを「ベンダー・パフォーマンス・

コード」画面で構成する必要があります。 

 

図 59: ベンダー・パフォーマンス・レコードへの詳細の追加 

5. 「保存」をクリックします。 

事前受入: 箱詰 

ユーザーは、受入の前に ASN を箱詰できます。これは、通常はユーザーが無チェック LPN をスキャンする必要がある、SKU レベル受

入の代わりとなります。このプロセスでは、UI 経由で、パレット/フル・ケースに LPN が割り当てられます。 

1. オープン ASN を表示するには、検索アイコンを使用して、ステータス「移動中」か、その他の該当する検索基準で、ASN を検

索します。 

 

図 60: ステータス「移動中」での ASN のフィルタ 

2. ASN レコードが表示されたら、受け入れる ASN レコードを選択し、ASN 詳細ボタン( )をクリックします。ASN 詳細に、その

ASN レコードに含まれている品目と数量が表示されます。 

3. 箱詰の対象とする ASN 詳細を選択し、「箱詰」をクリックします。 
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図 61: ASN 詳細での「箱詰」ボタンの使用 

4. ポップアップ画面の「IBLPN 別ユニット」フィールドで、選択した詳細に対して受け入れる、パレットまたはフル・ケースの数量を

入力します。ケース数フィールドで、同じ数量で受け入れるパレットまたはフル・ケースの数を入力します。指定した数量で受

け入れるパレットまたはフル・ケースの数が 1 個のみの場合は、ケース数フィールドに 1 を入力します。 

 

 

図 62: LPN 別ユニットの定義 

「OK」を押した後、Oracle WMS Cloud によって、箱詰される LPN ごとにレコードが作成されます。LPN 用の内部順序カウン

タ4が使用されます。 

 

図 63: 箱詰した LPN の表示 

1. すべての ASN 詳細を箱詰したら、「戻る」ボタンをクリックして ASN ヘッダーの画面に戻ります。 

  

 

4 この順序カウンタの形式を変更するには、「順序カウンタ」画面に移動し、「カウンタ摘要」が無チェック LPN のレコードを変更します。

詳細は、0 - 順序カウンタの項(p. 149)を参照してください。 
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図 64: ASN ヘッダーに戻るための「戻る」ボタンのクリック 

2. 箱詰した LPN のラベルを印刷するには、ASN を選択して「LPN ラベルの印刷」をクリックします。 

 

図 65: 注意: 「LPN ラベルの印刷」ボタンにアクセスするには、(「作成」アイコンの近くの)矢印を使用して右にスクロールします。 

 

事前受入 - 標準ケース数量に基づく箱詰 

注意: Oracle WMS Cloud では、品目マスターにある品目の標準ケース数量に基づいて箱詰することもできます。この値
に基づいて箱詰するには、次の手順に従います。 

1. 「インバウンド出荷」画面に移動します。 

2. 標準ケース数量に基づいて箱詰する ASN を選択し、ASN 詳細ボタンをクリックします。 

 

 

図 66: 品目の標準ケース数量に基づく箱詰 

 

3. ASN詳細を選択し、「標準ケースの箱詰」ボタンをクリックすることによって、LPNを各パレットまたはフル・ケースの ASN詳細

に割り当てます。 
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4. Oracle WMS Cloud によって、品目マスターにある標準ケース数量に基づいて、選択した ASN 詳細明細が箱詰されます。 

 

例: 

 

ASN 詳細に、品目 THK5、数量 25 の出荷が含まれているとします。品目マスターで、THK5 の標準ケース数量は 5 として定義さ

れています。 

「標準ケースの箱詰」ボタンをクリックすると、それぞれ 5 ユニットの 5 つの LPN が生成されます。 
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ケースによる LPN の箱詰 

Oracle WMS Cloud では、品目マスターにある品目のケースに基づいて LPN を箱詰できます。ケースによって LPN を箱詰するに
は、次のようにします。 

5. 「インバウンド出荷」画面から、LPN の箱詰元になる IB Shipment を選択します。 

6. 「詳細」( )をクリックします。「インバウンド出荷詳細」ページが開きます。  

 

 

図 67: IB Shipment 詳細  

7. 出荷詳細を選択し、「ケースによる LPN の箱詰」ボタンをクリックします。  

注意: デフォルトでは、グループ権限は、箱詰アクションを実行するための SUPERVISOR、GUARD、EMPLOYEE および

MANAGEMENT を含むユーザー・ロールに対して無効です。そのため、このアクションを実行するユーザーは、グループに対して

IB Shipment/箱詰可能権限チェックが有効になっているグループに割り当てられている必要があります。それ以外の場合、このア

クション・ボタンは無効です。 

8. ポップアップ・ウィンドウ「ケースによる LPN の箱詰」が表示されるので、LPN ごとにケースによって箱詰される品目の数量を

指定します。 

 

図 68: ケースによる LPN の箱詰 

9. 数量を入力したら、「送信」をクリックします。送信すると、「箱詰に成功しました」メッセージが表示されます。  
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フィールドの説明: 

フィールド・パラメータ 説明 

LPN 当たりのケース数 LPN 当たりの箱詰するケース数を入力します。  

標準ケース数量 マスター・レベルで品目に対して定義された標準ケース数量が表示されます。 

LPN 数 LPN 数を入力します。 

物理パレットとしての LPN ドロップダウン・ボックスをクリックして、次のオプションのいずれかを選択します。 

1. はい: 物理パレットとしての LPN を考慮します 

2. いいえ: 物理パレットとしての LPN を考慮しません 

LPN タイプ 適切な LPN タイプを選択します。  

 

 

 

例: 

 

IB Shipment 詳細に、品目 SK ITEM、数量 100 の出荷が含まれているとします。品目マスターで、SK ITEM の標準ケース数量は 10

として定義されています。 

「ケースによる LPN の箱詰」ボタンをクリックすると、次の図に示すように、LPN 当たりのケース数の定義を求めるプロンプトが表示さ

れます。 

 

LPN 当たりの箱詰するケース数が、標準ケース数量に対して計算され、次のように表示されます。 

 

SK ITEM に対して、出荷数量が 50 の 2 つの LPN が作成されます。 
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事前受入 - 複数の ASN 詳細から 1 つの LPN への統合 

「箱詰」ボタンを使用して、同じ品目の複数の ASN 詳細レコードを 1 つの LPN 番号に統合できます。 

 

次の例について考えます。この例では、同じ品目の 3 つの ASN 詳細があります。  

 

 

図 69: 複数の ASN 詳細 

LPN 番号を 1 つ生成して、3 レコードすべてに割り当てるとします。 

1. その品目の ASN 詳細の 1 つを選択し、「箱詰」をクリックします。 

 

図 70: 箱詰 

2. ポップアップ画面の「ユニット」で、そのASN詳細の数量を入力します(この場合は 50)。ケース数フィールドに 1を入力します。 

 

図 71: ユニット 

そうすると、選択したレコードの LPN 番号が生成されます。 
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図 72: LPN 番号 

3. 次に、この LPN を残りのレコードに割り当てる必要があります。生成された LPN をコピーし([Ctrl]+[C])、次の ASN レコードを

選択します。「編集」( )をクリックします。 

4. 「LPN 番号」フィールドに LPN をペーストします([Ctrl]+[V])。 

 

図 73: レコードへの LPN の割当 

5. 「保存」をクリックし、統合する必要がある残りのレコードに対して繰り返します。 
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トレーラの UI 

トレーラの UI を使用すると、トレーラに関する情報(関連付けられたオーダーなど)を定義できます。また、トレーラの UI で、トレーラを

ヤードに配置することもできます。 

トレーラを追加するには、トレーラの UI に移動し、「作成」( )をクリックします。 

 

図 74: トレーラの UI 

必要に応じて、トレーラのカスタム参照テキストを追加できます。 

トレーラをヤードに配置するには、トレーラの UI から、「トレーラ番号」を選択して「トレーラの配置」ボタンをクリックします。 

 

図 75: 「トレーラの配置」ボタン 
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「トレーラの配置」をクリックすると、次のダイアログが開きます。トレーラに既存のヤード・ロケーションがある場合は、「現在のヤード・ロ

ケーション」が設定されます。ヤード・ロケーション・ドロップダウンから、新しいヤード・ロケーションを選択できます。 

 

図 76: ヤード・ロケーション 

「トレーラの配置」ボタンを使用すると、トレーラの UI、アポイントメントの UI、「IB 積荷」および「アウトバウンド積荷」画面から、トレーラを

配置できます。 

注意: 現在のトレーラ数が選択したヤード・ロケーションの最大ユニットと等しいヤード・ロケーションにトレーラを配置しようとすると、メッ

セージ「キャパシティは選択されたヤード・ロケーションでは使用できません。」が表示されます。  
 

 

積荷のチェック・イン 

すべての ASN に対して、積荷番号が自動的に生成されます。この値は、ASN UI 画面の「積荷」フィールドに自動的に格納されます。イ

ンバウンド積荷は、受入のためにドック・ドアに割り当てられます。  

1. 「IB 積荷」画面に移動し、受け入れる ASN の積荷番号を探します。拡大鏡( )を使用して、出荷番号でフィルタできます。 

 

図 77: IB 積荷のフィルタ 

2. 受け入れる積荷を選択し、ドックにチェック・インします。「チェック・イン」ボタンの横のドロップダウン・メニューをクリックし、ドッ

ク番号を選択します。「チェック・イン」をクリックして、選択した積荷に積荷をチェック・インします。 
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図 78: 積荷のチェック・イン 

ユーザーが積荷をチェック・インすると、トレーラでのドック・ロケーションが更新されます。 

同じ積荷への複数の ASN の割当 

Oracle WMS Cloud では、複数の ASN を同じ積荷に受け入れる機能がサポートされています。この場合、ASN を積荷番号で統合す

る必要があります。  

 

複数の ASN を同じ積荷に割り当てるには、次の手順に従います。 

1. 「インバウンド出荷」画面に移動します。 

2. 積荷番号によって統合する対象の ASN を選択します。 

3. 「積荷への割当」ボタンをクリックします。 

 

図 79: 「積荷への割当」ボタンのクリック 

4. ASN の変更先の積荷番号を「積荷番号」フィールドに移入します。「OK」をクリックします。 
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図 80: 1 つの積荷の割当 

アポイントメント 

ユーザーは、アポイントメントを使用して ASN を Oracle WMS Cloud に受け入れることもできます。アポイントメントは、計画到着時間と

実績到着時間、トレーラのチェック・イン時間からシステムへの最初の LPN の受入までのリード・タイムなどの様々なメトリックで、時間

の相違を追跡するために役立ちます。 

また、アポイントメントは、(インバウンド積荷のかわりに)受入のための Oracle WMS Cloud への積荷のチェック・イン方法としても使用

されます。 

アポイントメントの作成 

1. 「アポイントメント」画面に移動します。 

2. 「作成」ボタンをクリックして、必要なフィールドを設定します。 

 

図 81: 新しいアポイントメントの作成 

 

フィールドの説明: 

• アポイントメント番号: アポイントメント番号 

• 見積ユニット: ASN での見積ユニット。 
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• 期間: 受入にかかる見積時間。ここでは時間測定はないため、これを分単位で使用するか時間単位で使用する

かはユーザーが決定します。 

• 計画開始タイムスタンプ: 計画開始日(および時刻(指定された場合))。 

• 到着時刻: トレーラが実際に倉庫に到着した日時。 

• 優先ドック: 受入の優先ドック(機能なし)。 

• 運送業者情報: トレーラの運送業者情報。 

• 一致する値タイプ: ASN をアポイントメントと一致させるために使用する優先フィールド。  

• 一致する値: 前のフィールドで指定したフィールドの値。 

• ドック・タイプ: 受入に使用するドック・タイプ。 
 

3. 「保存」をクリックします。 

4. アポイントメントを作成したら、レコードを選択し、ドック・ドアをドロップダウンから選択して「チェック・イン」をクリックすることに

よって、アポイントメントをチェック・インできます。 

 

図 82: アポイントメントのチェック・イン 

5. これで、アポイントメントは受入の準備が整いました。ASN の受入 RF に移動します。 

6. 「ドック」プロンプトで、ステップ 4 のドック・ドアをスキャンします。受入を開始します。 

7. すべての ASN が完全に受け入れられたら、忘れずにアポイントメントをステップ 4 のドック・ドアからチェック・アウトしてくださ

い。「アポイントメント」画面に移動し、「チェック・アウト」をクリックします。 

 

図 83: ドックからのアポイントメントのチェック・アウト 

 

「アポイントメント」画面から、次のアクションを実行できます。 

 

図 84: 「アポイントメント」画面 
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• チェック・イン - アポイントメントをチェック・インします。アポイントメントの「一致する値タイプ」が「トレーラ番号」で、

かつ、「一致する値」がトレーラの UI に存在するトレーラ番号である場合は、トレーラでのドック・ロケーションを更

新します。 

• チェック・アウト - アポイントメントをチェック・アウトします 

• 受入差異レポート - このアポイントメントの受入差異レポートをダウンロードします 

• トレーラの配置 - トレーラをヤード・ロケーションに配置できます。このオプションは、アポイントメントの「一致する

値タイプ」が「トレーラ番号」で、かつ、「一致する値」がトレーラの UI に存在するトレーラ番号である場合に有効で

す。 

受入 

Oracle WMS Cloud には、2 つの主要な受入のタイプがあります。 

• ASN 別受入(RF-Text: Recv {lpn} Shipment) 

• 積荷別受入(RF-Text: Recv {lpn} Load) 

 

ASN 別受入 

最初のタイプの受入は、ASN のスキャンをユーザーに求めるプロンプトを表示する RF モジュールです。この RF オプションを追加する

には、「画面構成」に移動し、「作成」ボタン( )をクリックして、RF テキスト: {lpn} 出荷の受入を選択します。画面名を追加します。 

 

図 85: RF テキスト: {lpn} 出荷の受入 

RF 受入プロセス 

1. LPN 出荷の受入 RF モジュールに移動します。 

 

図 86: LPN 出荷の受入 RF モジュール 
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2. ASN の積荷番号がドックにチェック・インされている場合は、ドック番号をスキャンします。それ以外の場合は、[Tab]を押下し

て「ドック」フィールドをスキップします。 

a. ドックがスキャンされている場合は、ドックの ASN が自動的に移入されます。 

b. ASN レコードにトレーラ番号が含まれている場合は、自動的に移入されます。  

c. フィールドが空白の場合は、[Tab]を押下してスキップします。 

 

図 87: ASN が移入されたドック 

3. 受入の対象となる LPN をスキャンします。 

a. これがスマート LPN (ASN が箱詰)である場合は、LPN のコンテンツが認識され、メッセージが表示されます。[Ctrl]

を押しながら[A]を押して続行します。 

 

図 88: スマート LPN - 続行しますか?メッセージ 

b. これが無チェック LPN である場合は、品目と数量のスキャンをユーザーに求めるプロンプトが表示されます。 

 

図 89: [Ctrl]+[E]: 終了 LPN 

LPN のすべてのコンテンツがスキャンされたら、[Ctrl]を押しながら[E]を押して LPN を閉じます。「IB LPN」画面で、この
LPN は「配置済」ステータスで作成されます。 

倉庫への在庫の出荷時にサプライヤから事前出荷通知(ASN)が送付されないシナリオでは、LPN 出荷の受入 RF トランザクション
を構成し、画面パラメータ・モードを無チェック受入に設定できます。無チェック受入モードによって在庫を受け入れることができ、PO

または ASN をスキャンして受入を初期化することを求めるプロンプトは表示されません。このモードでは、無チェック LPN のスキャ
ンを求めるプロンプトのみが表示されます。  
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積荷別受入 

別の方法は、積荷による受入です。このオプションは、積荷に複数の ASNがあるシナリオに使用できます。この RFオプションを追加す

るには、「画面構成」画面に移動し、「作成」ボタン( )をクリックして、RF テキスト: {lpn} 積荷の受入を選択します。 

 

図 90: RF テキスト: {lpn} 積荷の受入 

 

RF 受入プロセス 

1. LPN 積荷の受入 RF モジュールに移動します。 

 

図 91: LPN 積荷の受入 

2. ASN の積荷番号がドックにチェック・インされている場合は、ドック番号をスキャンします。それ以外の場合は、[Tab]

を押下して「ドック」フィールドをスキップします。 

3. ドックがスキャンされている場合は、ドックの ASN が自動的に移入されます。 

4. ASN レコードにトレーラ番号が含まれている場合は、自動的に移入されます。フィールドが空白の場合は、[Tab]を

押下してスキップします。 

 

図 92: 移入された ASN 
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5. 受入の対象となる LPN をスキャンします。 

6. これがスマート LPN (ASN が箱詰)である場合は、LPN のコンテンツが認識され、メッセージが表示されます。[Ctrl]

を押しながら[A]を押して続行します。 

 

図 93: LPN コンテンツを続行しますか? 

7. これが無チェック LPN である場合は、品目と数量のスキャンをユーザーに求めるプロンプトが表示されます。 

 

図 94: [Ctrl]+[E]: 終了 LPN 

8. LPN のすべてのコンテンツがスキャンされたら、[Ctrl]を押しながら[E]を押して LPN を閉じます。  

9. この LPN の受入先の ASN 番号を選択します。 

 

図 95: ASN 番号の選択 

10. 後続の LPN について、ステップ 4 および 5 を繰り返します。 

受入パラメータ  

次の項では、受入パラメータとその機能の概要を示します。 

異なる単位での出荷の受入 

ユーザーは、次の単位(UOM)で商品を受け入れることができます。 

• SKU レベル受入(個別にスキャン) 

• 内部パック・レベル受入(パックをスキャン) 

• ケース・レベル受入(ケースをスキャン) 

• パレット受入(受入中に LPN をパレット化) 
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ケース・レベル受入 

複数の単位(ケース、パックおよびユニット)で受け入れるように受入モジュールを構成できます。 

構成手順 

1. 「画面構成」画面に移動します。 

2. RF Recv [lpn] Load を選択し、「詳細」( )をクリックします。これにより、この RF モジュールのすべてのパラメータが表示

されます。 

3. パラメータ qty-uom を選択し、「編集」( )をクリックします。 

4. 「モジュール・パラメータの選択」ドロップダウン・メニューで、目的の UOM を選択します。 

 

図 96: Packs  

受入: 

1. ケースまたはパックの受入用に構成された RF モジュールに移動します。 

2. ドックおよび LPN をスキャンして受入を開始します。 

  

         図 97: パック数量   

3. 品目5をスキャンします。「数量」フィールドで、構成済 UOM での量を入力します。選択した UOM に応じて、標準ケース数量ま

たは標準パック数量が「数量」フィールドの上に表示されます。これにより、ユーザーは受入の前に、物理的なケース数量や

パック数量とシステムでの標準を比較できます。この例では、1 を入力すると、品目 THK5 を 5 ユニット受け入れることになり

ます。 

  

 

5 この品目の標準ケース数量または標準パック数量が品目マスターで定義されている必要があります。 
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箱詰出荷の受入 

Oracle WMS Cloud では、スマート受入も可能です。これは、受入前に ASN で LPN が定義されている場合です。 

1. 「インバウンド出荷」画面に移動します。  

2. ASN を選択して「LPN ラベルの印刷」をクリックします。これにより、ASN 内のすべての箱詰 LPN が印刷されます。 

 

図 98: ASN からの箱詰ラベルの印刷 

3. 受入用の RF モジュールを入力します。 

4. LPN をスキャンします。LPN のコンテンツが認識され、ユーザーはそのコンテンツを確認するよう求められます。[Ctrl]を

押しながら[A]を押して続行します。 

 

図 99: [Ctrl]+[A]: 受入 

 

完全な箱詰出荷の予期しない LPN の受入 

18C では、RF 出荷別受入を介した受入中に、予期された LPN とは異なる LPN をスキャンできます。予期しない LPN をスキャンする

と、Oracle WMS Cloud によって警告メッセージ「出荷詳細にこの LPN がリストされていません」が表示されます。予期しない LPN での

受入を続行する場合は、このメッセージを受け入れることができます。カスタマイズしたメッセージをエラーや警告として設定したり、メッ

セージを無効にすることもできます。   

注意: 出荷タイプが移入済に設定され、超過受入エラーが空白の 0%または 0%よりも大きく、出荷にない SKU を受け入れるが「はい」

に設定され、かつ、入力された数量が SKU の(合計出荷数量/合計受入数量)を超える場合は、エラー・メッセージが表示され、この出荷

の一部としてこの LPN を受け入れることはできません。 
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受入中のパレット化の構成 

パレット化を伴う受入フローについては、受入 RF モジュールを適切に構成する必要があります。受入中のパレット化には、次の 4 つの

タイプがあります。 

• LPN またはパレット・レベルの受入。 

• 最初にパレット化(LPN のスキャン前) 

• 最後にパレット化(LPN のスキャン後) 

• 物理パレットとしての LPN の受入(LPN はシステムでパレットとして処理されます)6 

UI で構成するには 

1. 「画面構成」画面に移動します。 

2. 受入 RF モジュール(rf.inbound.cwrfrecvlpnshpmt)を選択し、「詳細」( )をクリックします。 

3. ウィンドウが開き、RF モジュールのすべてのパラメータが表示されます。パラメータ pallet-handling を選択し、「編集」

( )をクリックします。 

4. 「モジュール・パラメータの選択」ドロップダウン・メニューをクリックし、適切なパレット化モードを選択します。 

 

図 100: モジュール・パラメータの選択 

  

 

6詳細は、0 - 

 
パレットとしての LPN の項(p. 115)を参照してください。 
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QC ステータスへの LPN の更新  

画面パラメータ consider-mark-for-qc-flg により、IB Shipment 画面から品質チェック関連の操作を実行できます。  品質管理用にマー

クされた在庫を「出荷全体の受入」機能を使用して受け入れるには、consider-mark-for-qc-flg を「はい」に設定する必要があります。こ

のパラメータは、「画面構成」→IB Shipment ビューから設定できます。パラメータが「いいえ」に設定されている場合、出荷全体の受入

は失敗します。  

consider-mark-for-qc-flg が「はい」に設定されている場合、次のように表示されます。 

• 出荷詳細の品質チェックが「はい」の場合、「出荷全体の受入」アクション・ボタンにより、LPN ステータスは品質チェックとして

マークされます。   

LPN のステータスが品質チェックの場合、在庫履歴で LPN に存在する詳細ごとに対応する IHT アクティビティ 72 が生成されます。 

注: この機能は、IB Shipment 詳細が QC 用にマーク済である場合にのみ動作します。この機能は、RF でのみ動作します。 

 

 

インバウンド LPN 番号の自動生成 

受入モジュール「積荷別受入」および出荷別受入は、無チェック LPN 受入に対してインバウンド LPN 番号を自動生成するように構成で

きます。  

構成手順 

1. 「画面構成」タブに移動します。  

2. RF 受入モジュールを選択し、「詳細」( )をクリックします。これにより、選択した RF モジュールのすべてのパラメータが表

示されます。  

3. lpn-prompt パラメータを選択します。「編集」( )をクリックします  

4. 「モジュール・パラメータの選択」ドロップダウンから、該当するオプションを選択します。 

 

図 101: lpn-prompt パラメータ 

次のオプションのいずれかを使用して、lpn-prompt 画面パラメータを構成できます。 

• Mandatory: LPN プロンプトが表示され、無チェック LPN の受入時に LPN 番号を入力/スキャンする必要があります。 

• Not mandatory: LPN プロンプトが表示されます。ただし、LPN 番号を入力/スキャンするか、または、LPN 番号を入力しない

でプロンプトからタブ移動するオプションがあります。LPN 番号を入力しない場合、LPN 番号は自動生成されます。 
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• Auto Generate: LPN プロンプトは表示されません。LPN 番号は自動生成されます。 

• このパラメータを構成しない場合、デフォルトで、前述の「Mandatory」オプションの説明のとおりの動作になります。 

 
 

lpn-prompt が「Auto Generate」として構成されている場合の画面フロー 

1. lpn-promptが「Auto Generate」として構成されている RF出荷/RF積荷モジュールを選択します。LPNプロンプトは表示され

ません。 

 

  

図 102: 出荷番号およびドックの入力 

a. lpn-prompt が「Auto Generate」として構成されている場合、出荷番号/積荷番号の入力は必須です。  

b. 出荷の積荷がドック・ドアにチェック・インされる場合は、ドック・ドアを入力できます。ドック・ドアを入力すると、その

ドックでの出荷番号が自動的に設定されます。 

c. 画面パラメータ pallet-handling が「Palletize upfront」として構成されている場合は、パレット番号をスキャンおよび

確認します。次の画面が表示されます。 

 

2. 次の画面では、「SKU」および「数量」の入力を求めるプロンプトが表示されます。「LPN」フィールドは空白のままです。 
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図 103: 「SKU」および「数量」の入力 

 

a. lpn-promptが「Auto Generate」として構成され、mode が「Blind ASN Receiving」として構成されている場合、RF

出荷/RF 積荷オプションの起動時にこの画面が表示されます。最初の画面は表示されません。次のスクリーンショッ

トの空白の「出荷」フィールドに注意してください。 

 

 

図 104: RF 出荷/RF 積荷オプション  

3. 最初の SKUをスキャンすると、BLIND_LPN_NBR順序カウンタに基づいて LPN番号が生成されます。自動生成された LPN

番号は、LPN が終了するまで画面に表示されます。画面パラメータ mode が by-sku-qty に設定されている場合、数量を求

めるプロンプトが表示されます。mode が by-sku-scan に設定されている場合、次の SKU のスキャンを求めるプロンプトが

表示されます。 
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図 105: LPN 番号 

 
4. LPN が完了すると、自動生成された LPN 番号を示すアラート・メッセージが表示されます。このメッセージは、メッセージ構成

ビューで有効または無効にすることができます。  

 

a. 画面パラメータ single sku management が「assume single sku/restrict multi sku」として構成され、mode が

by-sku-qty として構成されている場合、最初の SKU および数量を入力した後、LPN は自動的に終了します 

b. 画面パラメータ single sku management が「assume single sku/restrict multi sku」として構成され、mode が

by-sku-scan として構成されている場合、最初の SKU を入力した後、LPN は自動的に終了します。 

c. 画面パラメータ single sku management が設定されていない場合は、LPN にすべての SKU を受け入れた後、

[Ctrl]を押しながら[E]を押して、LPN を終了します。 

d. 画面パラメータ pallet-handling が「Palletize after receipt」として構成されている場合、LPN の終了後にパレット番

号を求めるプロンプトが表示されます。この場合、パレット番号の入力後にアラート・メッセージが表示されます。 

 

5. LPN の終了後、画面にはそのまま SKU プロンプトが表示されます。新しい出荷/積荷をスキャンするには、[Ctrl]を押しながら

[W]を押して、出荷/積荷プロンプト画面に戻る必要があります。 

 

注意: 画面パラメータ pallet-handling が「LPN or Pallet receiving」として構成されている場合、lpn-prompt が「Auto Generate」

として構成されている場合でも、LPN プロンプトが表示されます。 
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lpn-prompt が「Not Mandatory」として構成されている場合の画面フロー 

1. lpn-prompt が「Not Mandatory」として構成されている RF 出荷/RF 積荷オプションを選択します。LPN プロンプトが表示され

ます。 

 

 

図 106: LPN プロンプト 

 

2. lpn-prompt が「Not Mandatory」として構成されている場合、出荷番号/積荷番号の入力は必須です。  

a. 出荷の積荷がドック・ドアにチェック・インされる場合は、ドック・ドアを入力します。これにより、そのドックでの出荷番

号が自動的に設定されます。 

 
3. 出荷番号/積荷番号を入力した後、LPN 番号をスキャンするかスキップするかを選択できます。次の画面では、「SKU」および

「数量」の入力を求めるプロンプトが表示されます。画面 1 で LPN をスキャンした場合は、それがこの画面に表示されます。そ

れ以外の場合は、「LPN」フィールドは空白のままです。 
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前の画面で LPN をスキャンしなかった場合 前の画面で LPN をスキャンした場合 

 
4. 最初の SKU をスキャンした後、最初の画面で LPN をスキャンしなかった場合は、順序カウンタ BLIND_LPN_NBR に基づい

て LPN 番号が生成されます。 

a. 画面 1 で LPN をスキャンし、画面パラメータ pallet-handling が「LPN or Pallet receiving」として構成されている場

合、LPN が受け入れられると想定され、順序カウンタ BLIND_LPN_NBR に基づいて LPN 番号が生成されます。 

 
 

lpn-prompt が「Auto Generate」として構成されている場合に[Ctrl]を押しながら[E]を押したときの
動作: 

RF 出荷/RF 積荷モジュールで、画面パラメータ lpn-prompt が「Auto Generate」、pallet-handling が「Palletize up front」として構成

されている場合、SKU スキャン画面で[Ctrl]を押しながら[E]を押したときの動作は、次に説明するように、様々なものになります。 

 

1. 最初の画面で、インバウンド出荷およびパレット番号を入力した後、SKU スキャン画面が表示されます。 

 

 

図 107: SKU スキャン画面 

 
2. SKU スキャン画面で、[Ctrl]を押しながら[E]を押すと「終了パレット」がアクティブ化されます。 
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図 108: 終了パレット 

 

➢ [Ctrl]を押しながら[E]を押すと、メッセージ「パレット<plt nbr>を終了しますか?」が表示されます。 

 

  

図 109: 「終了パレット」のメッセージ 

メッセージを受け入れた場合、パレットは終了し、最初の画面が表示され、パレットを求めるプロンプトが表示されま

す。 

 

➢ SKU をスキャンした場合、LPN 番号が自動生成されます。[Ctrl]+[E]制御キーには、「終了 LPN」と表示されます。 

 

 

図 110: 「終了 LPN」制御キー 
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✓ [Ctrl]を押しながら[E]を押すと、メッセージ「受け入れるものがありません」が表示されます。 

 

 

図 111: 「受け入れるものがありません」メッセージ 

 

✓ 数量を入力した場合、[Tab]/[Enter]を押し、[Ctrl]を押しながら[E]を押して、LPN を終了します。「LPN」フィール

ドは空白になり、[Ctrl]+[E]は「終了パレット」として表示されます。  

 

通常は、SKU プロンプト画面でパレット番号が設定され、LPN が空白の場合、[Ctrl]+[E]は「終了パレット」として表示されます。パレット

番号と LPN が設定されている場合、[Ctrl]+[E]は「終了 LPN」として表示されます。  

 

箱詰出荷での新しい LPN のスキャン 

出荷詳細のすべての明細が箱詰された場合、出荷詳細にリストされていない LPN 番号をスキャンまたは入力するオプションがありま

す。  このことは、「積荷別受入」と出荷別受入の両方の受入モジュールで、必要に応じて「出荷詳細にこの LPN がリストされていませ

ん」メッセージを構成することによって可能になります。 

 

• メッセージが、「使用可能」フラグを「はい」、「自動却下」フラグを「いいえ」として構成されている場合、このメッセージは、出荷

にリストされていない LPN をスキャンしたときに警告メッセージとして表示されます。メッセージを受け入れると、画面フローは

SKU レベル受入/詳細受入と同様になり、SKU および数量をスキャンすることで続行できます。 

• メッセージが、「使用可能」フラグを「はい」、「自動却下」フラグを「はい」として構成されている場合、このメッセージはエラー・

メッセージとして表示されます。つまり、出荷にリストされていない LPN はスキャンできません。これは、デフォルトの動作でも

あります。 

• メッセージが、「使用可能」フラグを「いいえ」として構成されている場合、出荷にリストされていない LPN をスキャンできます。

メッセージは表示されず、画面フローは SKU レベル受入/詳細と同様になり、SKU および数量のスキャンを続行できます。  

 
SKU および数量の入力に進むことができる前述のシナリオでは、数量の検証は使用する RF オプションの出荷タイプおよび画面パラ

メータ rcv_sku_not_onshipment に依存します。 

 

• 出荷タイプの超過受入エラーが 0%で rcv_sku_not_onshipment が「いいえ」 

出荷の SKU に対して(合計出荷数量 - 合計受入数量)を超える数量を入力した場合、WMS によってエラー・メッセー

ジ「数量が超過受入エラー・レベルを超えています」がスローされます。  

 

rcv_sku_not_onshipment が「はい」である場合は、出荷に含まれる SKU に対してエラー・メッセージが表示されま

す。 

 

• 出荷タイプの超過受入エラーが空白で rcv_sku_not_onshipment が「いいえ」 

出荷の SKU に対して(合計出荷数量 - 合計受入数量)を超える数量を入力した場合、WMS によってエラー・メッセー

ジ「%SKU%の出荷済数量を超えて受け入れることはできません」がスローされます。 

 
rcv_sku_not_onshipment が「はい」である場合は、出荷に含まれる SKU に対してエラー・メッセージが表示されま

す。 

 

• 出荷タイプの超過受入エラーが 0%より大きく rcv_sku_not_onshipment が「いいえ」 

出荷の SKU に対して{(合計出荷数量+超過受入数量)- 合計受入数量}を超える数量を入力した場合、WMS によっ

てエラー・メッセージ「数量が超過受入エラー・レベルを超えています」がスローされます 

 
rcv_sku_not_onshipment が「はい」である場合は、出荷に含まれる SKU に対してエラー・メッセージが表示されます。 
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ロケーションのプロンプト 

受入モジュール「積荷別受入」および出荷別受入は、受入の完了後にロケーションを求めるプロンプトが表示されるように構成できます。 

構成手順 

1. 「画面構成」ビューに移動します。  

2. RF 受入モジュールを選択し、「詳細」( )をクリックします。これにより、選択した RF モジュールのすべてのパラメータが表

示されます。  

3. prompt-location パラメータを選択します。「編集」( )をクリックします。  

4. 「モジュール・パラメータの選択」ドロップダウンから、該当するオプションを選択します。 

 

図 112: prompt-location パラメータ 

画面パラメータ prompt-location は、次のオプションのいずれかを使用して構成できます。 

• Prompt if not known: ロケーションのプロンプトが表示されます 

• Do not prompt: ロケーションのプロンプトが表示されません 

• このパラメータを構成しない場合、デフォルトで前述の「Prompt if not known」オプションについて説明した動作になります。 

 

ロケーションのプロンプトの画面フロー 

1. RF 出荷別受入または RF「積荷別受入」モジュールで、画面パラメータ prompt-location を「Do not prompt」として構成する

と、受入の完了後にロケーション・プロンプトは表示されません。 

 

2. RF 出荷別受入または RF「積荷別受入」モジュールで、画面パラメータ prompt-location を「Prompt if not known」として構

成すると、受入の完了後にロケーション・プロンプトが表示されます。予約ロケーション、アクティブなロケーションまたはドック・

ロケーションを入力できます。または、[Ctrl]を押しながら[W]を押すか[Ctrl]を押しながら[X]を押すことでロケーションの入力

をスキップできます。 

a. 受入の完了後、ロケーション・プロンプトは表示されません。 

i. 受入の開始時にドック・ドアがスキャンされた場合。かわりに、LPN はスキャンされたドック・ドアに配置され

ます。 

ii. 出荷/積荷が、ドック・ドアにチェック・インされているアポイントメントに関連付けられている場合。かわりに、

LPN は出荷/積荷がアポイントメントを介してチェック・インされたドック・ドアに配置されます。 

iii. 画面パラメータ next-screen-to-launch が rf.inbound.cwrfibsortlpn (インバウンド・ソート)として構成さ

れている場合。 

iv. クロスドックが受入モジュールで有効で、かつ、クロスドックが正常に完了した場合。 
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b. LPN の受入後、LPN の「QC ステータス」が「QC 用にマーク済」である場合、ロケーション表示は画面パラメータ qc-

handling-mode によって制御されます。 

i. 画面パラメータ qc-handling-mode が「Mark for QC prompt QC locn」として構成されている場合、QC

ロケーション・プロンプトが表示されます。 

ii. 画面パラメータ qc-handling-mode が「Mark for QC do not prompt QC locn」として構成されている場

合、ロケーション・プロンプトは表示されません。 

c. アクティブなロケーションを入力すると、次の場合に、エラー「ロケーション・タイプ A に棚入できません」がスローされ

ます。 

i. フロースルーの割当(MHE)が有効であり、フロースルーの割当が成功します。  

ii. 「Palletize upfront」、「Palletize after receipt」または「LPN or Pallet receiving」によってパレットを受け入

れています。 

 

前述の 2 つのシナリオでは、予約ロケーションまたはドック・ロケーションを入力するオプションのみがあります。 

 

 

LPN ラベルおよびケース・ラベルの印刷 

受入モジュール「積荷別受入」および出荷別受入は、受入の完了後にインバウンド LPN ラベルまたはケース・ラベルを印刷するように

構成できます。 

構成手順 

1. 「画面構成」ビューに移動します。  

2. RF 受入モジュールを選択し、「詳細」( )をクリックします。これにより、選択した RF モジュールのすべてのパラメータが表

示されます。  

3. パラメータ print-labels を選択します。「編集」( )をクリックします。  

4. 「モジュール・パラメータの選択」ドロップダウン・メニューで、目的のオプションを選択します。 

 

図 113: print-labels パラメータの編集 

画面パラメータ print-labels は、次のオプションのいずれかを使用して構成できます。 

• Inbound LPN Label: ラベル・テンプレート構成に基づいてインバウンド LPN ラベルが印刷されます。 

• UOM Case Label: ケース・ラベルが印刷されます。これは、ケースで受け入れるための単位が構成されている場合に適用で

きます。 

• UOM Pack Label: パック・ラベルが印刷されます。これは、パックで受け入れるための単位が構成されている場合に適用で

きます。 
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• LPN Label and UOM Case Label: LPN ラベルとケース・ラベルの両方を印刷します。 

• LPN Label and UOM Pack Label: LPN ラベルとパック・ラベルの両方を印刷します。 

• このパラメータを構成しない場合、ラベルは印刷されません。 

印刷用の[Ctrl]キー 

1. 画面パラメータ print-labels が、受入モジュール「積荷別受入」または出荷別受入でサポートされている値のいずれかを使用

して構成されている場合、最初の画面(出荷/積荷画面)および 2 番目の画面(SKU スキャン画面)には印刷を開始するための

[Ctrl]+[P]キーが表示されます。print-labels が構成されていない場合は、[Ctrl]+[P]キーは表示されません。 

   
出荷画面の[Ctrl]+[P] SKU スキャン画面の[Ctrl]+[P] 

 

2. [Ctrl]キーを押しながら[P]キーを押すと、ユーザーのデフォルト・プリンタ(構成されている場合)を示す画面が表示されます。

print-labels 画面パラメータの構成に応じて、次の図に示すように、LPN、ケース、パック、LPN とケース、LPN とパックを求め

るプロンプトが表示されます。 
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  print-label が「Inbound LPN Label」  print-label が「UOM Case Label」 

 

   
 print-label が「Inbound Pack Label」     print-label が「LPN Label and UOM Case Label」 
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  print-label が「LPN Label and UOM Pack Label」 

 

3. ラベル・プリンタのプロンプトでプリンタを入力した後は、受入オプションを終了するまで、このプリンタで印刷することがシステ

ムに記憶されます。再度[Ctrl]を押しながら[P]を押して、選択したプリンタをプリンタのプロンプトで確認できます。この画面で

別のプリンタを選択するオプションもあります。 

 

 

図 114: プリンタの選択 

 
4. 前述のシナリオでプリンタを選択しない場合、ラベルの印刷にはデフォルトのプリンタが使用されます。デフォルトのプリンタが

構成されていない場合、ラベルは印刷されません。 
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LPN ラベルの印刷 

画面パラメータ print-labels を「Inbound LPN Label」として構成した場合、別の画面パラメータに応じて、ラベルは次に説明するように

印刷されます。 

 

➢ 通常、LPN ラベルは各 LPN の受入後に印刷されます。 

➢ 画面パラメータ pallet-handling が「Palletize after receipt」として構成されている場合、LPN ラベルは各 LPN のパレッ

トでの受入後に印刷されます。 

➢ 画面パラメータ pallet-handling が「LPN or Pallet receiving」として構成され、かつ、パレットが受け入れられた場合、

LPN ラベルはパレットの受入成功後にパレットのすべての LPN に対して印刷されます。 

➢ 画面パラメータ pallet-handling が「Palletize Upfront」として構成され、かつ、パレットに複数の LPN がある場合、LPN

ラベルは各 LPN のパレットでの受入後に印刷されます。 

➢ 受入オプションがクロスドックとして構成されている場合、LPN ラベルは LPN が受入済としてマークされる(LPN ステータ

スが受入済に変わる)とすぐに印刷されます。 

➢ 画面パラメータ prompt-location が「Prompt if not known」として構成されている場合、LPN ラベルはロケーションのプ

ロンプトが表示される前に印刷されます。  

➢ 画面パラメータ lpn-prompt が「Auto Generate」として構成されている場合、LPN ラベルは各 LPN の受入後に印刷され

ます。 

➢ 画面パラメータ lpn-prompt が「Auto Generate」として構成され、画面パラメータ single sku management が「assume 

single sku/restrict multi sku」として構成され、modeがby-sku-scanとして構成されている場合、LPNは最初のSKU

のスキャン後に作成されるため、LPN ラベルは LPN の受入後に印刷されます。  

➢ ラベルは、LPN が QC 用にマークされている場合でも印刷されます。 

 

ケース・ラベル/パック・ラベルの印刷 

• 画面パラメータ print-labels が「UOM Case Label」または「UOM Pack Label」として構成されている場合、ケース・ラベルや

パック・ラベルは、各 LPN の受入後に印刷されます。印刷されるケース・ラベルやパック・ラベルの数は、LPN 内のケースや

パックの数によって異なります。 

• 画面パラメータ print-labels が「LPN Label and UOM Case Label」として構成され、画面パラメータ qty-uom が「Cases」と

して構成されている場合、LPN ラベルおよびケース・ラベルは、各 LPN の受入後に印刷されます。印刷されるケース・ラベル

の数は、LPN 内のケースの数によって異なります。 

• 画面パラメータ print-labels が「LPN Label and UOM Pack Label」として構成され、画面パラメータ qty-uom が「Packs」と

して構成されている場合、LPN ラベルおよびパック・ラベルは、各 LPN の受入後に印刷されます。印刷されるパック・ラベルの

数は、LPN 内のパックの数によって異なります。 

• 在庫数量がケース数量やパック数量の整数の倍数ではない場合、ケース・ラベルやパック・ラベルの数は切り捨てられた値に

なります。たとえば、在庫数量が 115 でケース数量が 10 の場合、11 枚のケース・ラベルが印刷されます。 

• 別の画面パラメータに応じて、ラベルは次に説明するように印刷されます。 

➢ 通常、LPN ラベルおよびケース・ラベルやパック・ラベルは各 LPN の受入後に印刷されます。 

➢ 画面パラメータ pallet-handling が「Palletize after receipt」として構成されている場合、LPN ラベルおよびケース・

ラベルやパック・ラベルは、各 LPN のパレットでの受入後に印刷されます。 

➢ 画面パラメータ pallet-handling が「LPN or Pallet receiving」として構成され、かつ、パレットが受け入れられた場

合、LPNラベルおよびケース・ラベルやパック・ラベルは、パレットの受入成功後にパレットのすべての LPNに対して

印刷されます。 

➢ 画面パラメータ pallet-handling が「Palletize Upfront」として構成され、かつ、パレットに複数の LPN がある場合、

LPN ラベルおよびケース・ラベルやパック・ラベルは、各 LPN のパレットでの受入後に印刷されます。 

➢ 画面パラメータ prompt-location が「Prompt if not known」として構成されている場合、LPN ラベルおよびケース・

ラベルやパック・ラベルは、ロケーションのプロンプトが表示される前に印刷されます。 
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➢ 画面パラメータ lpn-prompt が「Auto Generate」として構成されている場合、LPN ラベルおよびケース・ラベルや

パック・ラベルは、各 LPN の受入後に印刷されます。 

➢ 画面パラメータ lpn-prompt が「Auto Generate」として構成され、画面パラメータ single sku management が

「assume single sku/restrict multi sku」として構成され、mode が by-sku-scan として構成されている場合、

LPN は最初の SKU のスキャン後に作成されるため、LPN ラベルおよびケース・ラベルやパック・ラベルは、LPN の

受入後に印刷されます。 

➢ ラベルは、LPN が QC 用にマークされている場合でも印刷されます。 

 
ラベル・テンプレート 

• LPN ラベルは、ベース・ラベル形式(Inbound_Container_label)に基づいて印刷されます。Inbound_Container_Label がラベ

ル・デザイナを使用してカスタマイズされ、IBコンテナというラベル・タイプでラベル・テンプレートによって構成されている場合、

LPN ラベルはこのテンプレートで指定された形式で印刷されます。 

• ケース・ラベルは、ベース・ラベル形式(UOM_Case_Label)に基づいて印刷されます。UOM_Case_Label がラベル・デザイ

ナを使用してカスタマイズされ、UOM ケース・ラベルというラベル・タイプでラベル・テンプレートによって構成されている場合、

ケース・ラベルはこのテンプレートで指定された形式で印刷されます。 

• パック・ラベルは、ベース・ラベル形式(UOM_Pack_Label)に基づいて印刷されます。UOM_Pack_Label がラベル・デザイナ

を使用してカスタマイズされ、UOM パック・ラベルというラベル・タイプでラベル・テンプレートによって構成されている場合、

パック・ラベルはこのテンプレートで指定された形式で印刷されます。 

 
ドック・ドアのプロンプト 

受入モジュール「積荷別受入」および出荷別受入のドック・ドア・プロンプトはオプションであり、必要に応じて構成できます。 

構成手順 

1. 「画面構成」ビューに移動します。  

2. RF 受入モジュールを選択し、「詳細」( )をクリックします。これにより、選択した RF モジュールのすべてのパラメータが表

示されます。  

3. パラメータ prompt-dock-door を選択します。「編集」( )をクリックします。  

「モジュール・パラメータの選択」ドロップダウンから、該当するオプションを選択します。 

  

図 115: prompt-dock-door パラメータの編集 

次のオプションのいずれかを使用して、画面パラメータ prompt-dock-door を構成できます。 

• Prompt: ドック・ドア・プロンプトが表示されます。ドック・ドアをスキャンするか、または、これをスキップして出荷/積荷番号を直

接入力するオプションがあります。 



 

2-60 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

• Do Not Prompt: ドック・ドア・プロンプトは表示されません。出荷/積荷プロンプトが直接表示されます。受け入れられた LPN

は受入済ステータスのままです。ただし、受入前に出荷/積荷がドック・ドアにチェック・インされた場合、LPNは受入後にドック・

ドアに配置されます。 

 

トレーラのプロンプト 

受入モジュール「積荷別受入」および出荷別受入のトレーラ・プロンプトはオプションであり、必要に応じて構成できます。 

構成手順 

1. 「画面構成」ビューに移動します。  

2. RF 受入モジュールを選択し、「詳細」( )をクリックします。これにより、選択した RF モジュールのすべてのパラメータが表

示されます。  

3. パラメータ prompt-trailer を選択します。「編集」( )をクリックします  

「モジュール・パラメータの選択」ドロップダウンから、該当するオプションを選択します。 

 

 

図 116: prompt-trailer パラメータの編集 

 
画面パラメータ prompt-trailer は、次のオプションのいずれかを使用して構成できます。 

• Prompt: トレーラ・プロンプトが表示されます。トレーラをスキャンするか、または、これをスキップするオプションがあります。 

Do Not Prompt: トレーラ・プロンプトは表示されません。この場合、画面パラメータ validate-trailer-on-load が「Validate 

Trailer」として構成されている場合でも、トレーラ番号は検証されません。ただし、出荷に関連付けられたトレーラ番号は、受

け入れられた LPN の「受入済トレーラ番号」フィールドにコピーされます。 

 

ケース数量/パック数量のプロンプト 

受入モジュール「積荷別受入」および出荷別受入では、受入時に SKU の標準ケース数量や標準パック数量を変更できます。  

構成手順 

1. 「画面構成」ビューに移動します。  

2. RF 受入モジュールを選択し、「詳細」( )をクリックします。これにより、選択した RF モジュールのすべてのパラメータが表

示されます。  

3. パラメータ confirm-uom-qty を選択します。「編集」( )をクリックします。  

「モジュール・パラメータの選択」ドロップダウンから、該当するオプションを選択します。 
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図 117: confirm-uom-qty パラメータの編集 

 
画面パラメータ confirm-uom-qty は、次のオプションのいずれかを使用して構成できます。 

• Do Not Prompt: ケース数量フィールドやパック数量フィールドを編集できません。SKU スキャン画面では[Ctrl]+[Q]: ケース

/パック数量の変更キーを使用でき、これを使用してケース数量やパック数量を変更できます。 

• 「Prompt per SKU per LPN」: ケース数量フィールドやパック数量フィールドを編集できます。デフォルトでは、品目の標準

ケース数量や標準パック数量が表示され、この画面で変更できます。SKUスキャン画面で[Ctrl]+[Q]キーは使用できません。 

 

confirm-uom-qty が「Do Not Prompt」として構成されている場合の画面フロー 

1. 画面パラメータ qty-uom が「Cases」または「Packs」として構成され、画面パラメータ confirm-uom-qty が「Do Not Prompt」

として構成されている場合、SKU スキャン画面に[Ctrl]+[Q]キーが表示されます。  

 

 

図 118: [Ctrl]+[Q]: ケース/パック数量の変更 

 

2. このキーは、画面で SKU をスキャンした後にのみ機能します。SKU がスキャンされ、[Ctrl]+[Q]が起動した後、画面にポップ

が表示されます。このポップアップには、スキャンした SKU の現在の標準ケース数量や標準パック数量が、品目マスターで構

成されているとおりに表示されます。このポップアップには、SKU の標準ケース数量や標準パック数量を変更するオプションも

あります。 
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図 119: 標準ケース数量や標準パック数量の更新 

 
3. ポップアップで標準ケース数量や標準パック数量を変更した場合、SKU スキャン画面では、ケース数量やパック数量として新

しい値が表示されます。  

 

     

図 120: 更新された「ケース数量」 

 

a. 新しい標準ケース数量や標準パック数量は、受入モジュールを終了するまで受入セッション全体で、この LPN およ

び後続の LPN の SKU に適用できます。  

b. 同じセッション中に、異なる LPN の同じ SKU のケース数量やパック数量を変更するオプションがあります。  

c. 同じ LPN の SKU のケース数量やパック数量を 2 回変更することはできません。2 回目に変更しようとすると、SKU

はケース数量/パック数量 X ですでにスキャンされていますというメッセージが表示されます。  
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図 121: SKU はすでにスキャンされていますというメッセージ 

 
d. [Ctrl]+[Q]を使用しないで最初の SKU を受け入れた場合、品目マスターの標準ケース数量や標準パック数量が使

用され、この LPN および後続の LPN の SKU に適用できます。通常、標準パック数量が LPN の SKU に対して使

用されていると、それを同じ LPN で変更できません。 

 

注:  

• 標準ケース数量や標準パック数量を受入 SKU スキャン画面で変更した場合、品目マスターには反映されません。 

• [Ctrl]+[Q]は SKU スキャン・モードでは表示されません。 

  

confirm-uom-qty が「Prompt per SKU per LPN」として構成されている場合の画面フロー 

1. 画面パラメータ qty-uom が「Cases」または「Packs」として構成され、画面パラメータ confirm-uom-qty が「Prompt per SKU 

per LPN」として構成されている場合、SKU スキャン画面でケース数量やパック数量を編集できます。 

 

  

図 122: 設定された「ケース数量」フィールド 

 

2. SKU のスキャン後、ケース数量フィールドやパック数量フィールドには、標準ケース数量や標準パック数量が品目マスターか

ら移入されます。ケース数量やパック数量を変更すると、その LPN の SKU に対して新しい値が維持されます。同じ LPN の

SKU に対する標準ケース数量や標準パック数量を変更することは許可されません。 

 
3. 標準ケース数量や標準パック数量が品目マスターで 0 として構成されている SKU をスキャンした場合、ケース数量やパック

数量を 0 より大きい値で変更できます。 
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4. SKU スキャン・モードでもケース数量やパック数量を変更できます。ケース数量やパック数量を変更すると、その LPN の SKU

に対して新しい値が維持されます。同じ LPN の SKU に対する標準ケース数量や標準パック数量を変更することは許可され

ません。 

 

5. SKU がバッチ/失効/属性で追跡される場合、すべての在庫属性を取得した後でケース数量やパック数量を編集できます。 

 

例外 - ロック・コードでの受入 

ユーザーは、受入中に LPN へのロック・コードの適用を選択することもできます(例:  LPN が破損している)。 

RF での LPN へのロック・コードの追加 

1. 受入 RF モジュールを入力します。 

2. [Ctrl]を押しながら[L]を押して、受け入れようとしている LPN にロック・コードを適用します(後続の LPN には影響しませ

ん)。RF によって、親会社に対して構成されるロック・コードを設定するロック・コードを求めるプロンプトが表示されます。 

 

図 123: [Ctrl]+[L]: ロックの適用 

注意事項: 

1. 適用したロック・コードが親会社で構成されていることを確認します。 

2. クロスドック・フローの場合、ロック・コードの「割当可能」フラグが「はい」に設定されていることを確認します。 

ASN にパレット情報がある場合、この情報は IBLPN に関連付けられ、パレットの UI とパレット履歴にレコードがあります。 

ASN または PO に在庫属性がある場合、この情報は、出荷全体の受入を介して受け入れられる LPN に渡されます。 
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購買オーダー明細に対する受入の停止 

在庫を倉庫に受け入れないようにするオプションがあります。特定の購買オーダー詳細明細に対して在庫の受入を停止することで、受

入を防止できます。たとえば、製造業者がリコールした品目が PO に含まれている場合があります。  PO を受け入れて処理する労力を

費やすよりも、この品目を受け入れないほうが望ましい場合があります。  (購買オーダー詳細の) stop_recv_flg によって、このフラグが

「はい」に設定されている場合に在庫の受入を防止できます。エンティティ更新 API を使用して、購買オーダー詳細のこの値を変更でき

ます。このAPIの詳細は、統合APIのドキュメントを参照してください。APIを使用してこのフィールドを更新すると、「購買オーダー詳細」

UI で、このフィールドが「はい」に設定されていることを確認できます。 

 

図 124: 受入の停止フラグ 

 

• 「購買オーダー」UI 画面に、新しいフィールドが表示されています。検索はできますが、このフィールドは編集できません。 

• stop_recv_flg が Y の購買オーダー詳細に出荷がリンクされている場合、「購買オーダー」UI 画面から出荷を作成できません。 

「インバウンド出荷」の UI で、「購買オーダー受入の停止フラグ」が「はい」に設定されている PO 詳細にリンクされている詳細があるか

どうかを確認できます。 

 

図 125: インバウンド出荷詳細 

「受入の停止フラグ」が「はい」に設定されている購買オーダー詳細にリンクされている在庫を受け入れようとすると、次のエラーが表示

されます。 
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図 126: 購買オーダーにリンクされているというエラー 

このエラーは、マークされた購買オーダー詳細明細にリンクされている品目または LPN を含む箱詰出荷、非箱詰出荷およびパレットに

対して有効です。 

RF なしでの ASN の受入 

Oracle WMS Cloud では、RF ガンを使用しないで ASN 全体を受け入れることができます。 

前提条件: これを行うには、ASN が完全に箱詰されている(つまり、すべての LPN 情報が ASN で提供される)必要があります。 

1. 「インバウンド出荷」画面に移動し、ASN を選択して、「出荷全体の受入」をクリックします。 

注意: ASN 全体を受け入れる前に、ASN が箱詰されていることを確認します。 

 

図 127: 「出荷全体の受入」ボタンの使用 

2. Oracle WMS Cloud により、確認メッセージが表示されます。「はい」をクリックします。 

 

図 128: RF なしでの ASN の受入 
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3. ASN は、ASN に関連付けられている IB LPN に基づいて受け入れられます。 

注意: ASN が受入の前にチェック・インされた場合、受入の完了時に、すべての IB LPN は関連付けられたロケーションに割り当て
られます。ASN がチェック・インされていない場合、Oracle WMS Cloud では IB LPN にロケーションは割り当てられません。 

ASN にパレット情報がある場合、この情報は IBLPN に関連付けられ、パレットの UI とパレット履歴に、関連するレコードが出現しま
す。 

ASN または PO に在庫属性がある場合、この情報は、出荷全体の受入を介して受け入れられる LPN に渡されます。 

出荷全体の受入 

「出荷全体の受入」ボタンによって、次の検証が行われます。 

• sku にバッチが必要で、出荷詳細にバッチがない場合、その lpn は受け入れられません。 

• sku に失効が必要で、出荷詳細に失効がない場合、その lpn は受け入れられません。 

• sku にシリアル番号が必要で、シリアル番号がない場合、lpn は受け入れられません(さらに、シリアル番号があっても、
property_prompt_mode が VALIDATE に設定されている場合、lpn を受け入れることはできません)。 

これらの検証をスキップする場合は、施設パラメータ SKIP_VALIDATION_FOR_RECV_ENTIRE_SHIPMENT を「はい」
に設定できます。 

ASN にパレット情報がある場合、この情報は IBLPN に関連付けられ、パレットの UI とパレット履歴に、関連するレコードが出現しま
す。 

ASN または PO に在庫属性がある場合、この情報は、出荷全体の受入を介して受け入れられる LPN に渡されます。 

受入オプション 

システム主導の品質管理(QC) 

Oracle WMS Cloud には、受入プロセス中に品質管理チェックのフラグを SKUに設定する機能があります。品目には、POおよび ASN

を送付したベンダーに基づいて、QC のフラグが設定されます。 

注意: 品質管理プロセスには、購買オーダーの使用が必要です。 

構成 

1. システムでベンダーが構成されていることを確認します。そのためには、「ベンダー」画面に移動します。 

2. 「画面構成」画面から、モジュール・フィールドで「ベンダー・パフォーマンス」を検索して、「ベンダーQC」画面(Oracle WMS 

Cloud では「ベンダー・パフォーマンス」と呼ばれます)を追加します。 
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図 129: ベンダー・パフォーマンス 

3. この画面を適切なメニューに追加します。 

4. 「ベンダーQC」画面に移動します。 

5. QC 検証が必要なベンダーごとに、「作成」ボタン( )をクリックして新しいレコードを作成します。 

6. ベンダーQC レコードごとに、次のフィールドを設定します。 

 

図 130: QC 用の新しいベンダーの追加 

a. ベンダー: QC に使用するベンダーを設定します。拡大鏡を使用して、現在システム内にあるベンダーのリストを表

示します。 

b. 積荷 SKU 別 QC 数量: QC に関してチェックする数量を入力します。 

c. 件数またはパーセント: 件数の場合は U、パーセントの場合は P を入力します。 

d. サービス・レベル・パーセント: 受入パーセント・レベルとも呼ばれます。このパラメータは、在庫が複数のストアーに

均等に配送されるようにする高度な LPN 配送に使用されます。 

e. Column_Name_1: 追加のフィルタ基準を構成するための次の列がユーザーに表示されます。 

• Shipment.Shipment タイプ 

• Item.Putaway タイプ 

• Item Facility.Putaway タイプ 

• Item.Group コード 

• Vendor.Custom_Field_1 から 5 
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f. Column_value_1: column_name_1 で選択した列の比較値。値が指定されていない場合は、システムによって、

値が空白の、対応する column_name_1 が検索されます 

g. Column_Name_2: 追加のフィルタ基準を構成するための次の列がユーザーに表示されます。 

 

• Shipment.Shipment タイプ 

• Item.Putaway タイプ 

• Item Facility.Putaway タイプ 

• Item.Group コード 

• Vendor.Custom_Field_1 から 5 

           
 

h. Column_value_2: column_name_1 で選択した列の比較値。値が指定されていない場合は、システムによって、

値が空白の、対応する column_name_1 が検索されます 

 

7. 「保存」をクリックします。 

 

ベンダーからの在庫すべてを QC 用にマークするように構成する場合は、「ベンダー」、「積荷 SKU 別 QC 数量」および「件数

またはパーセント」フィールドのみを構成する必要があります。QC 用にマークするように選択した在庫について、より個別的

に指定する場合は、「ベンダーQC」UI から、Column_Name_1 および Column_Name_2 の各フィールドを使用可能

な値で構成できます。これにより、次のように設定できるため、QC に送付する在庫について柔軟性が向上します。 

 

• 棚入タイプが ABC の品目について Vendor-1 から在庫を受け入れる場合、受け入れた在庫の 30%を QC 領域向

けに変更します。 

• 棚入タイプが XYZ の品目について Vendor-1 から在庫を受け入れる場合、受け入れた在庫の 75%を QC 領域向

けに変更します。 

 

8. QC で使用する RF モジュールを構成します。最初に、受入 RF モジュールが、QC 用の LPN を認識できるようにします。 

a. 「画面構成」画面から、QC を取得する RF 受入モジュールを選択し、「詳細」( )をクリックします。 

b. 品質管理ロケーションがある場合は、モジュール・パラメータ qc_handling_mode を「Mark for QC prompt QC locn」

に設定します。品質管理ロケーションがない場合は、パラメータを選択し、このパラメータを更新するために「編集」

ボタンをクリックします。 

 

 

図 131: 受入 RF モジュールでの QC チェックの有効化 

c. 「保存」をクリックします。 
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9. LPN を QC 用にマーク・トランザクションでは、品質管理用にマークする LPN を出荷からランダムに選択できます。箱詰出荷

に対して LPN を QC 用にマークを使用でき、ユーザーや監督者は QC 用に指定する LPN を選択できます。  

 

 

図 132: LPN を QC 用にマーク 

 

特定の SKU のすべての在庫に対して品質管理を行う必要がある場合は、ホット・キー[Ctrl]+[S]を選択します。[Ctrl]+[S]では

出荷詳細が品質管理用にマークされます。[Ctrl]+[S]を選択すると、SKU を QC 用にマーク画面が表示されます。 

 

図 133: SKU を QC 用にマーク 

SKU を QC 用にマーク・トランザクションでは、すでに受入済の LPNのスキャンはサポートされません。LPNがすでに QC用

にマークされている場合、LPN は出荷の一部となり、ステータスは「検証済」になり、エラー「スキャンされた LPN が QC に対

して無効です」が表示されます。 

 

LPN が基準を満たしている場合、メッセージ「LPN %が QC 用にマークされています」が表示されます。対応する LPN のイン

バウンド出荷詳細で「QC 用にマーク済」フラグが「はい」に設定されます。 

QC 用に指定された LPN または在庫は、インバウンド出荷詳細の「QC 用にマーク済」フラグで、「はい」とマークされます。  
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注意: 前述の設定および基準は、受入画面パラメータ Mode が「Pre-Receiving」に設定されていない場合に適用されます。 

 

箱詰出荷または非箱詰出荷の受入済 LPN 部分の詳細のいずれかで「QC 用にマーク済」フラグが「はい」に設定されている

場合、ベンダーQC 構成は考慮されずに LPN は QC 用にマークされます。 

 

10. 検証質問の UI を使用して、RF QC 完了中に使用する検証質問を設定できます。 

 

 

図 134: 検証質問の UI 

 

フィールドの説明 

 

検証名 - 検証質問の名前。 

検証タイプ - 合計数量、標準ケース、標準パックまたはユーザー定義の検証質問を検証できます。  

回答入力タイプ - 回答入力タイプを設定できます。「回答入力タイプ」オプションには、次のものがあります。 

 

o はい/いいえ 

o テキスト 

o 日付 

o 小数 

o 整数 

o はい 

 

検証が次に対して有効 - 「品目」または「LPN」です 

有効な値 – 有効な値を指定できます。 

最小値 - 最小値を指定できます。 

最大値 – 最大値を指定できます。 

 
 

  



 

2-72 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

11. QC 確認中に正しい質問が行われるように、検証質問をベンダーに割り当てる必要があります。  

 

次に、検証質問構成の UI に移動し、「作成」をクリックして検証質問構成を設定する必要があります。 

 

 

図 135: 検証質問構成 

 

質問を次の項目に関連付けることができます。 

• 施設タイプ 

• ベンダー・タイプ 

• 検証名 

• 出荷タイプ 

• 連番 

質問は、この画面で設定した順序で表示されます。 

 

12. QC 用の LPN を処理するための RF モジュールを構成します。 

a. 「画面構成」画面に移動します。 

b. 「作成」ボタン( )を使用して新しい RF 画面を追加します。 

 

図 136: QC 完了 

c. この新しい RF 画面を適切なメニューに追加します。 

 
 



 

2-73 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

パラメータの説明: 

パラメータ 説明 

qty-entry-mode None/Sku-Qty/Sku-Scan 

qty-uom None/Units/Packs/Cases 

distribute-lpn-transaction 
QC が通過するか LPN が受け入れられるときに LPN の配送を呼び出すため

の有効なトランザクション名 

prompt-vendorperf-code None/No/Yes 

 
 

13. タイプが品質チェックのロケーションを作成します。LPN に QC のフラグが設定されている場合、処理のために品質チェック・

ロケーションに送付される必要があります。 

a. 「ロケーション」画面に移動します。 

b. 「作成」ボタン( )をクリックして新しいロケーションを追加します。 

c. 必要なフィールドを設定します。「タイプ」が「QC」に設定されていることを確認します。 

d. 「保存」をクリックします。 

受入/QC プロセス: 

1. 受入中に、ユーザーが QC のフラグが設定されたベンダーから ASN を受け入れた場合、LPN は QC 用にマークされます。こ

れはシステム駆動であるため、ユーザーは RF でメッセージを受信します。[Ctrl]を押しながら[A]を押して続行します。 

 

図 137: QC ベンダーでの受入 

2. RF によって、この LPN を QC のロケーションに配置することをユーザーに求めるプロンプトが表示されます。この LPN を QC

のロケーションに移動し、そのロケーション・バーコードをスキャンします。 

 

図 138: QC のロケーション 

RF 受入画面は、QC のロケーションを求めるプロンプトを表示するか、または表示しないように構成できます。これを行うには、画面パ

ラメータ qc-handling-mode を受入トランザクションで構成します。 

注意: 受入の画面パラメータ mode が「pre-receiving」に設定されている場合、受け入れられた在庫は、構成に関係なく、常に QC 領域

にプッシュされます。 

3. その時点で、LPN は IBLPN 画面で品質チェック・ステータスに更新されます。 
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図 139: 品質チェック・ステータスの LPN。 

*注意: これにより、LPN が承認されるまで在庫は倉庫に追加されません。 

受け入れられた LPN が QC 用にマークされたときに、IHT 72-Container Received Subject to QC が書き込まれます。 

 

LPN の承認/却下: 

LPN は、受入後に承認または却下できます。承認した場合、LPN のステータスは「配置済」に変わり、そのコンテンツは施設の在庫に

追加されます。 

• LPN を承認すると、そのステータスは「受入済」に更新され、その現在のロケーションは消去されます。 

• LPN を却下すると、ステータス「取消済」に更新されます。 

 

RF からの LPN の処理: 

1. QC の処理 RF モジュールを入力します。 

2. QC に対して処理される LPN をスキャンします。 

 

図 140: QC に対して処理される LPN 

ユーザーは、制御オプションを使用して LPN を承認または却下できます。  

3. [Ctrl]を押しながら[P]を押して、QC の準備完了として LPN をマークします。 
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図 141: LPN の承認/却下 

検証質問ビューで設定されているすべての質問に答えることができ、制御オプションを使用して LPN を承認または却下す
ることもできます。  

4. [Ctrl]を押しながら[P]を押して承認し、[Ctrl]を押しながら[R]を押して却下します。 

a. ユーザーが[Ctrl]を押しながら[R]を押して却下すると、RF によって確認メッセージが表示されます。[Ctrl]を押しなが

ら[A]を押して続行します。  

b. ユーザーが[Ctrl]を押しながら[P]を押して承認すると、RF によって確認メッセージが表示されます。[Ctrl]を押しなが

ら[A]を押して続行します。 

 
 

UI からの LPN の処理: 

1. 「インバウンド出荷」画面から、QC LPN を含む ASN を選択します。 

2. 「承認」または「却下」をクリックします。これは、出荷内のすべての QC LPN に影響します。 

 

図 142: 「承認」または「却下」の選択 

3. 「IB LPN」画面から、品質チェック・ステータスの IBLPN を選択します。  

4. 「承認」または「却下」をクリックして処理します。 
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図 143: 品質チェック・ステータスの IBLPN 

クロスドック管理 

Oracle WMS Cloud には、受入プロセス中に在庫をクロスドックする機能があります。Oracle WMS Cloud では、次の 2 つの受入方法

がサポートされています。 

1. 既存の順序でクロスドックを受け入れます。 

2. その LPN に対して自動的に作成された順序でクロスドックを受け入れます。 

 

次の図は、Oracle WMS Cloud を使用した一般的なクロスドック・フローを示しています。 

 

図 144: WMS での一般的なクロスドック・プロセス 

 

クロスドック構成 

クロスドック用のオーダーを割り当てるには、次の 2 つの条件を満たす必要があります。 

• オーダーに対して適切なオーダー・タイプが構成されている必要があります。 

• オーダーされる SKU および数量が、受け入れられる LPN のコンテンツと正確に一致している必要があります。 

• オーダーされる SKU 詳細の必須 LPN フィールドに、受け入れられる LPN の LPN 番号が移入されている必要がありま
す。 

ステップ 1: クロスドック・オーダー・タイプの作成 

オーダー・タイプは、クロスドック・オーダーと非クロスドック・オーダーを区別するために使用します。  
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1. 「オーダー・タイプ」画面に移動し、「作成」ボタンをクリックして新しいオーダー・タイプを作成します。フロースルー・フラグおよ

び「部分割当」フラグが選択されていることを確認します。7 

 

 

図 145: クロスドック・オーダー・タイプの作成 

2. 「保存」をクリックします。 

ステップ 2: クロスドック受入の RF 画面の追加  

次のステップでは、クロスドック固有の受入 RF モジュールを追加します。  

1. 「画面構成」に移動します。 

2. 「生成画面」をクリックして、次のいずれかを選択します。 

a. 積荷で受け入れる場合は、RF テキスト: {lpn} 積荷の受入。  

b. ASN で受け入れる場合は、RF テキスト: {lpn} 出荷の受入。  

 

図 146: 受入 RF モジュールの選択 

3. 終了したら、「保存」を押します。 

4. RF 画面を追加したら、クロスドック固有の機能をそのパラメータで有効にする必要があります。モジュールのパラメータにアク

セスするには、モジュールを選択して「詳細」をクリックします。 

5. パラメータで、xdock-mode モジュール・パラメータを選択し、「編集」をクリックします。適切なクロスドック・モードをドロップダウ

ンから選択します。 

 

7 様々なオーダー・タイプ・フラグの詳細は、第 4.1.1 項を参照してください。 
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図 147: クロスドック・モードの選択 

 

6. 「保存」をクリックします。 

クロスドックの実行 

1. ASN を受け入れる前に、ASN をドック・ドアにチェック・インする必要があります。 

a. アポイントメントを使用している場合は、「アポイントメント」画面に移動し、アポイントメントを選択し、ドック・ドアをド

ロップダウンから選択して、「チェック・イン」をクリックします。 

b. アポイントメントを使用していない場合は、インバウンド積荷画面に移動し、インバウンド積荷を選択し、アポイントメ

ントを選択して、「チェック・イン」をクリックします。 

c. ドック・ドアをドロップダウンから選択して、「送信」をクリックします。 

 

図 148: アポイントメントのチェック・イン 

クロスドック・パラメータの説明 

• None: クロスドック機能は無効です。 

• LPN Nbr, single or multi sku xdock: 単一および複数 SKU LPN に対してクロスドック機能は有効です。

クロスドック・オーダーでは、オーダー詳細レコードの必須コンテナ番号を設定する必要はありません。 

• LPN Nbr Xdock: 単一および複数 SKU LPN に対してクロスドック機能は有効です。そのクロスドック・オー

ダーでオーダー詳細レコードの必須コンテナ番号が設定されている場合にのみ機能します。*このオプショ

ンでは、クロスドック・オーダーの自動作成は行えません。 

• LPN Nbr and single-SKU Xdock: 単一 SKU LPN に対してクロスドック機能は有効です。クロスドック・

オーダーでは、オーダー詳細レコードの必須コンテナ番号を設定する必要はありません。 
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2. ASN のチェック・イン後、商品を RF で受け入れることができるようになります。ASN クロスドックの受入 RF モジュールに移動

します。ドック・ドアをスキャンします。「出荷」および「トレーラ」(指定されている場合)が自動設定されます。トレーラが設定され

ない場合は、ユーザーがトレーラ番号を入力し、[Tab]を押して続行する必要があります。 

 

 

図 149: クロスドック LPN の受入 

3. LPN 番号をスキャンします。  

a. ASN で LPN 番号が指定されている場合は、Oracle WMS Cloud で LPN のコンテンツが認識され、メッセージが表

示されます。[Ctrl]を押しながら[A]を押して続行します。 

 

 

図 150: LPN のコンテンツの確認 

b.  ASNで LPN番号が指定されていない場合は(無チェック受入)、RFによって、SKUおよび数量をユーザーに求める

プロンプトが表示されます。 

 

図 151: LPN コンテンツの入力 

 品目コードおよび数量を入力します。[Ctrl]を押しながら[E]を押して、LPN を閉じます。  

 

4. すべてを正常に完了すると、RF によって、メッセージ「クロスドックの割当が成功しました」が表示されます。[Ctrl]を押しながら

[A]を押して続行します。 
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自動オーダー作成によるクロスドック受入 

クロスドックされる LPN に関する情報があらかじめわかっている場合、オーダーを手動で作成せずにそのような出荷を受け入れるオプ

ションがあります。そのためには、特定のフィールドを設定した ASN インタフェースを使用する必要があります。 

ステップ 1: Oracle WMS Cloud のクロスドック用の構成 

受入中のクロスドック・オーダーの自動作成を有効にするには、2 つの施設パラメータを変更する必要があります。 

1. 「施設パラメータ」画面に移動します。 

2. パラメータ・キーAUTOCREATE_XDOCK_ORDER_TYPE を選択し、「編集」をクリックします。値に、クロスドック・オーダー・

タイプ・コードを入力します。「保存」をクリックします。 

3. パラメータ・キーAUTOCREATE_XDOCK_SHIPMENT_TYPES を選択し、「編集」をクリックします。値に、クロスドック出荷

タイプ・コードを入力します。「保存」をクリックします。 

a. 出荷タイプが作成されていない場合は、「ASN タイプ」画面に移動し、「作成」ボタンを使用して作成します。 

 

図 152: クロスドックに必要な施設パラメータ 

 

ステップ 2: クロスドック ASN ファイルの作成 

ISSR インタフェース・ファイルを開きます。 

基本的な ASN 情報を設定します。次の例を参照してください。 

 

 

図 153: クロスドック用の ASN インタフェース・ファイルの作成 

クロスドック用の ASN ファイルを作成する場合、このプロセスが機能するには、次の 3 つのフィールドが必要です。 

 

1. shipment_type (列 H): クロスドック出荷の ASN タイプ。 

2. lpn_nbr (列 D): クロスドックされる商品の LPN 番号。LPN 番号がわからない場合、この方法は機能しません。 

3. recv_xdock_facility_code (列 AA): ASN を受け入れる施設(倉庫)。適切な施設コードを選択します。 

 

ISSR ファイルが完了したら、Oracle WMS Cloud にアップロードします。「入力インタフェース」画面で、ドロップダウンから「イ

ンバウンド出荷」を選択します。  

 

4. ファイルのアップロードをクリックし、ISSR ファイルを選択して、「OK」をクリックします。 

5. 「インタフェースの実行」をクリックして、ファイルを処理します。すべてを正常に完了すると、Oracle WMS Cloud によりインタ

フェースが完了しましたというメッセージが表示されます。 

6. 受入では、他のクロスドック・フローと同様にこの ASN を受け入れます。RF 受入中に、受け入れた LPN のクロスドック・オー

ダーが自動的に作成されます。 
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出荷検証後のオーダーの取消 

Oracle WMS Cloud では、未割当のオーダー詳細を取り消すことができます。必須コンテナ・フィールドに、受け入れられなかったイン

バウンド LPN が移入されているオーダー詳細を取り消すことができます。これは、「出荷タイプ」の UI の ASN 検証において取り消す未

割当のオーダー詳細モードで制御されます。ASN 検証において取り消す未割当のオーダー詳細モードには、次のオプションがあります。 

 

図 154: ASN 検証において取り消す未割当のオーダー詳細 

• 一致するコンテナおよび出荷を使用: 出荷が検証されるとき、必須コンテナ・フィールドに、受け入れられなかったインバウンド

LPN が移入されている未割当のオーダー詳細は、アプリケーションによって取り消されます(出荷番号オーダー詳細フィールド

も設定されている場合)。  

• 一致するコンテナのみを使用: 出荷が検証されるとき、必須コンテナ・フィールドに、受け入れられなかったインバウンド LPN

が移入されている未割当のオーダー詳細は、アプリケーションによって取り消されます(出荷番号オーダー詳細フィールドが設

定されているかどうかに関係なく)。これは、出荷番号オーダー詳細フィールドが設定されていないクロスドック・オーダーを処

理する顧客にとって役立ちます。 

• 取り消さない: 未割当のオーダー詳細は取り消されません。 
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IB Shipment の UI からの受入数量の変更  

IBLPN の数量を変更する必要がある場合があります。たとえば、完了していないインバウンド出荷の一部である受入済 IBLPN の数量

を変更することがあります。これを行うために、「番号 LPN」(IB Shipment の UI からアクセスする、ハイパーリンクされた UI)に移動でき

ます。  

 

図 155: 番号 LPN 

「数量の変更」では、IBLPN 内の特定の在庫レコードの「現在の数量」を変更できます。「数量の変更」をクリックすると、LPN 内の選択

した在庫の「現在の数量」と「事由コード」ドロップダウン・フィールドを含むポップアップが表示されます。「事由コード」ドロップダウンには、

対応する会社および親会社(該当する場合)に対して作成されたすべての事由コードが表示されます。  

 

図 156: 数量の変更 

 

  



 

2-83 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

検証が必要なインバウンド出荷を通知する新しい E メール・アラート 

インバウンド出荷を検証する必要があることをユーザーに知らせる E メール・アラートを送信するようにスケジュール済ジョブを構成でき

ます。このスケジュール済ジョブは、スケジュール済ジョブの UI で構成できます。Eメールには、Xの期間、検証されていないインバウン

ド出荷(ASN)に関する情報が含まれます。X は、スケジュール済ジョブのレベルで構成可能なパラメータです。スケジュール済ジョブの

UI で、アラートの送信先の E メール・アドレスを設定することもできます。   

 

 

図 157: 出荷検証アラートの生成 

 

E メール・アラートは、有効な E メールを持つ有効なユーザーに送信する必要があります。「日数」フィールドでは、出荷に対して受入が

開始されたが検証されていない日数を指定します。 
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UI から在庫を受け入れる UI 画面の編集 

「インバウンド出荷」、「詳細受入の実行」の UI から、「受入数量を入力します」フィールドに受入数量を入力できます。これにより、各レ

コードを選択して編集を実行しなくても、数量を入力できます。 

注意: 詳細受入オプションでは、バッチ番号、失効日または在庫属性で追跡される品目について受入の実行はサポートされていません。  

 

図 158: 受入数量の入力 

ASN 詳細画面からの箱詰詳細の受入 

「インバウンド出荷詳細」画面から、ユーザーは LPN レベルで箱詰詳細の受入を実行できるようになりました。アクセス制御され、詳細

ページで選択された複数の LPN について機能する、「LPN の受入」というボタンがあります。ボタンの有効化については、適切な検証

が実行されます。現在は、パレット・レベルではなく LPN レベルでの受入に制限されています。 

出荷詳細の品質チェックが「はい」の場合、「LPNの受入」アクション・ボタンは無効になりません。デフォルトでは、新しく追加された画面

パラメータ consider-mark-for-qc-flg は「いいえ」に設定され、IB Shipment ヘッダー・レベルの「出荷全体の受入」により、出荷詳細の

品質チェックが「はい」の場合でも LPN ステータスは「受入済」としてマークされます。また、IB Shipment 詳細画面での「LPN の受入」ア
クション・ボタンからの LPN の受入により、LPN ステータスは「受入済」としてマークされます。 

• 出荷詳細の品質チェックが「はい」の場合、「LPN の受入」アクション・ボタンにより、LPN ステータスは品質チェックとしてマー

クされます。 

注: この機能は、IB Shipment 詳細が QC 用にマーク済である場合にのみ動作します。この機能は、RF でのみ動作します。 

 

完全な箱詰出荷での LPN の詳細受入 

出荷の受入を開始した後で、出荷の残りの LPN について詳細受入を有効にする必要がある状況があります。この場合、完全な

箱詰出荷で LPN の詳細受入を行うことができます。出荷ステータスが「移動中」になると、アクション・ボタン「詳細受入用に選択」

または「詳細受入から選択解除」が有効になります。 
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たとえば、ベンダーが SKU1 の 50 ユニットの LPN01 を送付し、実際には、ベンダーが 2 つの別のボックス(LPN01 - 30 ユニットと

LPN02 - 20 ユニット)で送付した場合でも、この機能を使用してベンダーは出荷を受け入れることができます。 

1. 「インバウンド出荷詳細」で、「詳細受入用に選択」ボタンをクリックして、選択したすべてのLPNについて「詳細受入」フラグを

「True」に設定します。 

2. 「インバウンド出荷詳細」で、「詳細受入から選択解除」ボタンをクリックして、選択したすべてのLPNについて「詳細受入」フラ

グを「False」に設定します。 

 

 

図 159: 「詳細受入用に選択」ボタン 

 

ASN 検証 

1. ASN が完全に受け入れられたら、オペレータは検証ファイルをホスト・システムに返すために受入を検証する必要があります。

この検証ファイルを送信するには、次の手順を実行します。 

a. 「インバウンド出荷」画面から、検証が必要な ASN を選択し、「検証」をクリックします。 

b. WM により、検証プロセスを確認するために操作に対してポップアップ画面が表示されます。 

 

図 160: ASN 検証の確認 

c. 「OK」を選択すると、WMS により ASN が検証され、出力 ASN 検証ファイルが作成されます。「いいえ」を選択

すると、WM により ASN は検証されず、(関連付けられたビジネス・プロセスに基づいて)検証プロセスの前に

ASN を調整できます。 
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図 161: ASN 検証メッセージ 

d. Oracle WMS Cloud により、ASN 検証ファイルが生成されます。統合が構成されている場合、Oracle WMS 

Cloud により、検証ファイルは共有 SFTP ディレクトリ(通常は出力フォルダ)に置かれます。 

 

積荷のチェック・アウト 

在庫の受入の完了後、積荷をチェック・アウトする必要があります。これは、アポイントメントの UIまたはインバウンド積荷の UI から行う

ことができます。「チェック・アウト」ボタンは、積荷がチェック・インされている場合にのみ使用できます。チェック・アウト後に成功メッセー

ジが表示され、ロケーションは消去されます。ロケーションが消去されると、トレーラの UI でトレーラをヤード・ロケーションに更新できま

す。 

 

図 162: ドックのチェック・アウト・メッセージ 

インバウンド・ソート 

UI 構成 

すべての IB ソート構成は、インバウンド・ソート画面から行います。  

ソート機能は、ソート・ゾーンによって管理されます。ソート・ゾーンは、同じソート基準を使用する荷降ロケーションのグループです。1 つ

のロケーションのみを 1 つのソート・ゾーンに関連付けることができます。ただし、同じソート基準を複数のソート・ゾーンで別々に使用で

きます。 

インバウンド・ソートを設定するには、インバウンド・ソート画面で「作成」( )をクリックしてソート・ゾーン・レコードを作成します。ソート・

ゾーンの名前を入力し、IBLPN をソートするソート基準を選択します。 
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図 163: ソート基準の作成 

ソート基準の選択では、LPN の棚入タイプおよび構成済の棚入優先度を使用して指示された棚入に対して計算される搬送先が使用さ

れます。 

この新しく作成されたソート・ゾーン・レコードを選択し、「詳細」ボタン( )でその詳細をクリックします。これにより新しいウィンドウが開

き、「ロケーション」、「パレット」および「基準値」(領域、通路、割当ゾーン、ロケーション・サイズ・タイプ)が表示されます。 

 

図 164: ソート・ゾーン詳細 

「ロケーション」列には、ソート・ゾーンに対して構成されたソート・ロケーションが表示されます。前の図では、ソート・ゾーン 1 に対して構

成された 10 個のソート・ロケーションがあります。  

「パレット」列には、ソート・ロケーションごとの現在のアクティブなパレットが表示されます。パレットは、ソート・ロケーションに配置された

商品を含む、オープンしているパレットがある場合に、アクティブと見なされます。ソート・ロケーションに対してパレットをスキャンする際

に考慮する点がいくつかあります。 

1. ソート・ロケーションでアクティブなパレットは一度に 1 つのみです。このアクティブなパレットが「パレット」列に移入されます。 

2. (RF で[Ctrl]+[E]オプションによって)パレットがクローズされると、パレット値は「パレット」列に表示されなくなりますが、「基準値」

はそのままです。 

a. たとえば、前の図で、ロケーション SORT-2 にはパレットはありませんが、基準 CLEAR-E4 に割り当てられています。

つまり、次にスキャンされた CLEAR-E4 品目はこのロケーションに指示されますが、ユーザーは新しいパレットをス

キャンする必要があります。 

3. 「基準値」は、その基準(棚入タイプ)のすべてのパレットがソート・ロケーション外に配置されている場合にのみ消去されます。 

a. ユーザーは、特定のソート・ロケーションに配置されているパレットを  

「IB LPN」画面で拡大鏡ボタン( )によって検索できます。 
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図 165: パレットの検索 

 

4. LPN (シリアル番号)がパレットにスキャンされると、「割当済」ステータスに変わります。このステータスは、パレットがクローズ

されたときにのみ「配置済」にリセットされます。つまり、パレットまたは LPN は、そのパレットがクローズされるまでは移動でき

ません。ユーザーは、「IB LPN」画面で LPN を検索し、そのステータスおよびロケーションを確認することによって、このことを

検証できます。 

ソート RF モジュールの使用方法 

パレットにソート RF モジュールを使用する場合の手順は次のとおりです。 

ユーザーが RF モジュール、パレットにソートを入力します。 

 

ユーザーが「ゾーンのソート」を入力し、「LPN」フィールドで品目のシリアル番号をスキャンします。 
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品目の棚入タイプを持つアクティブなパレットがない場合は、RF によって、ソート・ロケーションを求めるプロンプトは表示されません。こ

の場合、ユーザーは空のソート・ロケーションをピックして新しいパレットをスキャンする必要があります。 

 

スキャンされた品目の棚入タイプを持つアクティブなパレットがある場合は、RF によって  

ソート・ロケーションおよびパレット番号が表示されます。パレット・ラベルをスキャンして、品目移動を確認します。 

 

アクティブなパレットへのソートを完了するまで続けます。パレットが完了したら、[Ctrl]+[E]: パレットのクローズ・オプションを使用して、

システム上でパレットをクローズする必要があります。パレット・メッセージのプロンプトが表示されたら、クローズするパレットをスキャン

します。 

 

 

正常に完了すると、ソートを続けるために元の RF が表示されます。 
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棚入 

棚入は、受け入れた在庫を保管用在庫に移動するプロセスです。Oracle WMS Cloud では、ユーザー指示とシステム指示の両方のタ

イプの棚入がサポートされています。 

システム指示された棚入 

システム指示された棚入には、在庫に最適なロケーションを次の 5つのコンポーネントに基づいてシステムで決定する機能があります。  

• ロケーションの最大ユニット・キャパシティ 

• ロケーションの最大 LPN キャパシティ 

• ロケーションの最大容積キャパシティ 

• ロケーションの棚入順序値 

• ロケーションの重量キャパシティ 

棚入ロジックは次のとおりです。 

1. WMS により、IBLPN の棚入タイプ(PT)がチェックされます。 

a. IBLPN の PT フィールドが空の場合は、品目のデフォルト PT が使用されます。 

2. ロケーション・サイズ・タイプが一致するロケーションを探します(棚入優先度画面で行う棚入タイプとロケーション・サイズ・タイ

プの組合せに基づきます)。 

3. ロケーションの棚入順序を評価します。 

4. ロケーションに、スキャンした LPN 用のスペースがあるかどうかを評価します(ロケーションの最大ユニット/LPN/容積(指定さ

れている場合)を確認します)。 

棚入プロセス中に、WMS は LPN の棚入タイプを使用し、棚入優先度ロジックに対して評価して、棚入に使用するロケーションを決定し

ます。棚入優先度によって、順序および WMS によるロケーションの決定方法が制御されます。この順序付けは、次の項目に基づきま

す。 

1. 棚入タイプ 

2. ロケーション・サイズ・タイプ 

3. ロケーション・タイプ(「予約」または「アクティブ」) 

4. 棚入方法(ロケーション順序またはラジアル順序) 

5. FEFO フラグ(期限順先出し) 

6. 棚入検索モード: 

7. 空のロケーション 

a. LPN で最も空き 

b. 容積で最も空き 

c. ユニットで最も空き 

d. LPN で最も空きがない 

e. 容積で最も空きがない 

f. ユニットで最も空きがない 
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棚入タイプの作成 

棚入タイプにより、倉庫に在庫としてどのように保管する必要があるかに基づいて、類似する製品がグループ化されます。  

例: スマートフォンやタブレットの棚入タイプを ELECTRONICS にすることができます。 

1. システム指示された棚入の最初のステップは、デフォルトの棚入タイプを定義することです。 

2. 「棚入タイプ」UI 画面にナビゲートし、「作成」をクリックします 

3. 棚入タイプごとに次の情報を入力します。 

a. 棚入タイプ・コード 

b. 棚入タイプの説明 

4. 「保存」をクリックします。 

すべての棚入タイプを作成および定義すると、棚入タイプは品目レベルまたは ASN レベルで定義されます。これは、ビジネス要件やプ

ロセス・フローによって異なります。  

品目レベルを使用することを決定した場合は、次の手順で、棚入タイプを品目に追加する方法について説明します。 

1. 「品目」画面から、棚入タイプを定義する必要がある品目を選択し、「編集」( )をクリックします。 

2. 「棚入タイプ」ドロップダウンが表示されるまで下にスクロールします。ドロップダウンをクリックし、適切な棚入タイプを選択しま

す。 

 

図 166: 品目への棚入タイプの割当 

3. 棚入タイプを選択したら、「保存」ボタンをクリックして、この品目に対する変更を保存します。 

注意: 品目マスターが WMS にインタフェースされている場合は、棚入タイプを事前に定義できます。インタフェース・ファイ
ルで棚入タイプに関連付けられているフィールドは、putaway_type です。  
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ロケーション・サイズ・タイプの作成 

倉庫内のロケーションは、保管される製品のサイズまたはタイプに基づいてロケーション・サイズ・タイプに割り当てられます。 

次に例を示します。 

• ロケーション A に、バルク・パレット・ピッキング用のタイプ BULK が割り当てられる場合があります。 

• ロケーション B に、メディア品目の保管専用のタイプ MEDIA が割り当てられる場合があります。 

 

1. 「ロケーション・サイズ・タイプ」画面からロケーション・サイズ・タイプを作成します。 

2. サイズを作成したら、個別のロケーションに割り当てます。「ロケーション」画面に移動します。 

3. ロケーションを選択し、「編集」をクリックします。「ロケーション・サイズ・タイプ」フィールドまで下にスクロールし、(ステップ

1 で作成したものの中から)目的のロケーション・サイズ・タイプを選択します。 

棚入ルール 

棚入ルールの設定は、オプションの構成です。ルールには、ユーザーが定義した基準に基づいて、SKU のデフォルトの棚入タイプを上

書きする機能があります。 

1. 棚入タイプ計算ルール画面に移動します。「作成」ボタンをクリックして、新しい棚入ルールを追加します。 

2. 新しい棚入ルールについて、次の情報を入力します。 

 

a. 優先度: これは、ルールがどのように評価されるかに関する優先度です。 

b. 摘要: 棚入ルールの摘要(電化製品など) 

c. 最終棚入タイプ: ルールが適用される場合、これが LPN に適用される棚入タイプになります。 

d. 使用可能: これにより、ルールがアクティブかどうかが決まります 

e. 該当するすべての情報を入力したら、「保存」ボタンをクリックして、新しく作成した棚入ルールを保存します。 

3. 棚入ルールを作成したら、ルールの検索対象を定義するために選択基準を作成する必要があります。棚入ルールを選択し、

「選択基準」ボタンをクリックします。 

 

図 167: 棚入ルールへの基準の追加 

4. 「選択基準」画面では、棚入タイプを適用するために基準を定義できます。 
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図 168: 品目に対して「危険」フラグが選択されている場合に、このルールを有効にします 

5. 「選択基準」の詳細から、「基本操作の挿入」ボタンをクリックして新しい選択ルールを追加します。 

6. 次の情報を入力して新しい選択ルールを作成します。 

a. Sql 演算子: And、Or、<、<=、>、>= 

b. 列名: 選択元として複数の品目マスター・フィールドがあります。「列名」ドロップダウンに、危険品目というオプション

があります。 

c. 列の値: これは、列名の選択に基づいた値になります。 

7. 「保存」をクリックします。 

棚入優先度 

棚入優先度によって、棚入に対して棚入タイプがトリガーされる順序が決まります。  

1. 棚入優先度画面に移動し、「作成」をクリックします。 

2. 次の情報を入力して新しい棚入優先度を作成します。 

 

図 169: 新しい棚入優先度の構成 

a. 棚入タイプ: 優先度に使用される棚入タイプ。 

b. 優先度: 棚入優先度の順序を決定します。 

c. ロケーション・タイプ: ロジックで使用されるロケーション・タイプ。「予約」または「アクティブ」。 
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d. ロケーション・サイズ・タイプ: 前に選択した棚入タイプと組み合されるロケーション・サイズ・タイプ。 

e. 補充ゾーン: アクティブなロケーションにのみ適用されます。このフィールドによって、アクティブなロケーションの補充

ゾーンが定義されます。 

f. 棚入方法: 使用する棚入方法。ロケーション順序またはラジアル。 

g. 半径: 「棚入方法」でラジアルを選択した場合、このフィールドは必須です。これは、棚入ロジック・プロセスで使用さ

れるロケーションの半径を定義します。 

h. 放射状増分: 「棚入方法」でラジアルを選択した場合、このフィールドは必須です。これは、棚入中に WMS がロケー

ションを探す増分半径値を定義します。 

i. FEFO フラグの考慮: 選択すると、在庫を棚入するロケーションの決定時に、WM で失効日が考慮されます。 

j. 棚入検索モード: これにより、WM による棚入のロケーションの決定方法が定義されます。  

 

3. 「保存」をクリックします。 

システム指示された棚入 - 例外なし 

RF トランザクション、指示された棚入は、ケースやパレットをストレージやピッキング・ロケーションに棚入するために使用します。特定

の棚入ロケーションがユーザーに指示されます。  

1. RF トランザクション、指示された棚入を選択します。 

2. 棚入する必要があるパレットまたはケースのラベルにある LPN をスキャンします。 

 

図 170: 指示された棚入 

棚入優先度構成の例 

 

 

この構成は、次のように解釈されます。 

棚入タイプ ELECTRONICS の IBLPN が棚入のためにスキャンされると、WMS は棚入先としてロケーション・サイズ・タイプが

ELECTRONICS のすべてのロケーションを探します。これらの適格なロケーションの中から、WMS は LPN が最も少ない(「LPN で

最も空き」)のロケーションを探します。同時に、これらのロケーションは棚入順序の値に基づいて順序付けされます。ロケーション

の最大重量が 0 よりも大きい場合、IBLPN の重量を使用してロケーション重量が検証されます。 

 

 



 

2-95 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

3. RF によって、棚入ロケーションがユーザーに指示されます。 

 

図 171: 棚入ロケーション 

 

4. プロンプトが表示されたロケーションに移動します。ロケーション・バーコードをスキャンし、LPN を棚入します。 

指示された棚入 - 例外 

RF 画面で指示されたロケーションがフルまたは使用不可の場合、ユーザーは同じゾーン内の別の使用可能なロケーションを選択する

ことによって棚入ロケーションを上書きできます。 

1. RF ガンから、RF トランザクション、指示された棚入で、同じゾーン内の別の使用可能なロケーションをスキャンしま

す。 

 

図 172: 使用可能なロケーション 

2. RF 画面に、「指示されたロケーションを上書きしますか?」と表示されます。  

 

図 173: ロケーションを上書きしますか? 

3. [Ctrl]を押しながら[A]を押して、プロンプトが表示されたロケーションを上書きすることを受け入れます。  

注意: 選択したロケーションにすでに在庫があるか、別の品目用に予約されている場合、ロケーションを使用できないこと
がRFからユーザーに示されます。ユーザーは[Ctrl]を押しながら[A]を押して、別の使用可能なロケーションをスキャンしま
す。 
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図 174: 使用不可のロケーションのメッセージ 

[Ctrl]を押しながら[K]を押して、代替ロケーションのリストを取得することもできます。 

 

図 175: 代替ロケーション 

[Ctrl]を押しながら[K]を押すと、棚入方法の優先度に基づいて次のロケーションが表示されます。  

 

図 176: ロケーション 
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アクティブなロケーションへの LPN の分割 

指示された棚入を使用して、異なるアクティブなロケーションに LPN を分割できます。これを行うには、パラメータ multi-sku-lpn-mode

を「Split LPN Into Active Locations」に設定する必要があります。  

 

図 177: 複数の SKU の LPN モード・パラメータ 

LPN をスキャンすると、棚入方法の優先度によって決定されたロケーションの最大重量を使用して、品目のユニット重量(コンテナ内に

ある品目のユニット重量の合計)が検証されます。 

ロケーションの最大重量に、すべての品目(スキャンした LPN のすべての品目のユニット重量の合計)を保持するキャパシティがある場

合、そのロケーションに対して棚入が行われます。 

 

推薦棚入 

RFトランザクション、推薦棚入は、ユーザーの選択に基づいて棚入するために使用できます。これは、システムの指示されたロケーショ

ンを上書きせずに、在庫を特定のロケーションに棚入する必要がある場合に使用できます。これは、空のロケーションがある場合や補

充がまだ発生していない場合に、ピック明細ロケーションに棚入するために使用することもできます。 

1. RF トランザクション、推薦棚入を選択します。 

2. パレットまたはケースのラベルにある LPN をスキャンします。 

 

図 178: LPN のスキャン 

3. 棚入用に選択されたロケーションをスキャンします。 

 

図 179: ロケーションのスキャン 

 

注意: スキャンしたロケーションの最大重量が 0 よりも大きい場合、新しい IBLPN やパレットが最大重量の制限内であることを確認
するために、スキャンした IBLPN やパレットの重量を使用してロケーションの最大重量が検証されます。 
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予約ロケーションへの LPN の配置 

RF トランザクション、LPN/パレットの配置は、パレットまたはケースを予約ロケーションまたはドック・ロケーションに配置するために使用

します。ユーザーは、パレットまたはケースを配置する必要がある予約ロケーションまたはドック・ロケーションを選択できます。  

注意: このオプションではキャパシティ検証は行われません。 

1) RF トランザクション、LPN/パレットの配置を選択します。 

2) 配置するパレットまたはケースのラベルにある LPN をスキャンします。 

3) パレットまたはケースを配置する予約ロケーションまたはドック・ロケーションをスキャンします。 

 

図 180: LPN/パレットの配置 
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 アウトバウンド 

アウトバウンド・オーダー 

アウトバウンド・オーダーは、倉庫内の在庫に対する顧客からの注文です。オーダーは、個々の顧客、会社、ストアーまたは物流セン

ターから入ることがあります。  

オーダー・タイプの構成 

WMS のすべてのオーダーで、オーダー・タイプが必須となります。オーダー・タイプによって、特定の特性に基づいてオーダーが区別さ

れます。オーダー・タイプ8を作成するには、「オーダー・タイプ」画面に移動します。 

 

 

図 181: オーダー・タイプの作成 

ASN % PO フィールド 

 

ASN % PO フィールドを使用すると、ASN で送信された情報に基づいてオーダーの数量を更新できます。このフィールドは、フロース

ルー機能専用です。オーダー・タイプに対しては、部分割当フラグが true に設定されている、フロースルー・フラグが true に設定されて

いるなど、他のフラグも選択される必要があります。ASN % PO は、ユニット、ケースまたはパックに設定できます。  

たとえば、オーダー・タイプ・フィールドに前述のオプションが移入され、ASN % PO フィールドがユニット、ケースまたはパックに設定さ

れ、オーダーと ASN の購買オーダー番号フィールドが設定されているとします。この場合、インバウンド出荷インタフェースを実行する

と、ASN による送信内容に基づいてオーダーの数量が更新され、その ASN を使用して履行されるオーダーが複数ある場合は、それら

の間で数量が分配されます。 

続いて、次のフラグを選択して、オーダー・タイプの特性を定義します。 

フィールドの説明 

施設オーダー・フラグ 

このフラグは、Oracle WMS Cloud の「施設」画面で事前構成されている施設に出荷されるオーダーに使用します。このフラグを使用す

るには、オーダーの搬送先施設を指定する必要があります。このフラグは、施設以外の搬送先への出荷には使用しません。 

 

8 オーダー・タイプを作成する際、ユーザーは、現在の会社ビューが親会社に設定されていることを確認する必要があります。 
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フロースルー・フラグ 

このフラグは、クロスドックによるオーダーの履行を許可する場合に使用します。インバウンド在庫が受け入れられると、倉庫に配置さ

れることなく、クロスドック・オーダーのために直接パック/出荷されます。  

ウェーブ・フラグ 

このフラグを使用すると、ウェーブによってオーダーを割り当てることができます。オーダーを割り当てるには、このフラグを選択する必

要があります。 

部分割当 

このフラグでは、オーダーの部分割当が許可されます。このフラグを選択しない場合は、オーダーの完全な割当のみが可能です。オー

ダーは別の方法では割り当てられません。  

不足分のみ割当解除 

割当済在庫では物理的にオーダーを完全に履行できない場合、足りない在庫数量は欠品ピックされます。オーダーは、使用可能な在

庫数量のみで履行されます。オーダーが欠品ピックされた場合の処理は、次のとおりです。 

• このフラグが選択されている場合は、不足数量がオーダーから割当解除されるのみです。 

• このフラグが選択されていない場合は、不足数量がオーダーから取り消されます。  

例: フラグが選択されている場合 

15 の SKU1 が ORDER1 に割当済 - 5 ユニットが欠品ピック 

SKU1 の欠品ピックされた 5 ユニットがオーダーから割当解除されます。*在庫が使用可能である場合、欠品ピックされた 5 ユニットの

オーダーは、別のウェーブを実行することで依然として履行できる可能性があります。 

例: フラグが選択されていない場合 

15 の SKU2 が ORDER2 に割当済 - 5 ユニットが欠品ピック 

SKU2 の欠品ピックされた 5 ユニットがオーダーから取り消されます。欠品ピックされた 5 ユニットは取り消されたため、そのオーダーの

タスクは完全に割当済に設定されます。 

「失効済在庫の許可」フラグ  

失効済在庫の割当、ピック、置換または出荷が行われないようにする場合は、allow_expired_Inventory_flag の選択が解除されている

オーダー・タイプを使用してオーダーを作成できます。  

注: ウェーブ検索にも「失効済在庫の許可」フラグがあります。このフラグの選択が解除されている場合、「失効済在庫の許可」フラ
グの選択が解除されているオーダー・タイプのオーダーのみが割り当てられます。  
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図 182: 失効済在庫の許可 

失効済在庫をピックして出荷する場合は、allow_expired_shipping_flag の選択が解除されているオーダー・タイプを使用してオーダー

を作成できます。割当済在庫をピックしている間に、このオーダー・タイプ・フラグがシステムによって確認されます。在庫が失効している

場合は、在庫が失効しているというエラーが表示されます。   

割当の後、ピッキングの前に在庫が失効した場合は、次に示すトランザクションでもチェックが行われ、LPN がスキャンされた後、在庫

が失効しているというエラー・メッセージが表示されます。 

▪ NC アクティブ・ピッキング 

▪ ピック・カート 

▪ LPN の配送 

▪ RF 再パック 

▪ RF OBLPN のパック 

▪ クロスドックの割当 

▪ RF 直接割当 

▪ RF ピックおよび割当 

▪ RF IBLPN のピック 

▪ RF LPN の移動 

 

WMS でのオーダーの作成 

WMS でオーダーを作成するには、2 つの方法があります。 

1. UI から手動で作成する 
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2. インタフェースを使用して作成する 

UI からのオーダーの手動作成 

アウトバウンド・オーダー(販売オーダー)を作成するには、オーダー・ヘッダー画面に移動し、「作成」( )をクリックします。 

 

図 183: UI からのオーダーの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 184: オーダー・ヘッダー情報の設定 

オーダーを作成したら、オーダーする品目と、それぞれのオーダー数量を指定する必要があります。  

UI で SKU を手動でオーダーに追加する手順は、次のとおりです。 

1. オーダー・レコードを選択し、「詳細」( )をクリックします。オーダーの詳細が表示され、品目と数量を入力できます。9 

2. 「作成」( )をクリックして、「品目コード」と「オーダー数量」を設定します。 

3. 「保存」をクリックします。 

 

 

9 「オーダー詳細」画面を使用して、複数のオーダーの詳細を一度に表示することもできます。  

 

• オーダー番号: 

オーダー番号 

 

• オーダー・タイプ: 

「オーダー・タイプ」画面で定義したもの 

例: LTL オーダーや小包オーダーなど 

 

• 出荷方法: 

出荷方法を選択 
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図 185: オーダー詳細の入力 

 

インタフェース(UI)経由でのオーダーの作成 

Oracle WMS Cloud の Excel テンプレートを使用して、オーダーを作成することもできます。ユーザーがオーダーを作成するときには、

列ヘッダーに基づいて、テンプレートの選択フィールドを設定する必要があります。 

入力インタフェース・ファイルの準備: 

Oracle WMS Cloud インタフェースを正しく使用するために、次のルールに従ってください。 

• ファイル名は、ORR というフレーズで始める必要があります。 

• インタフェース仕様文書で必須として指定された列を設定します。 

• 個別のオーダー番号ごとに[H1]を設定し、その詳細について[H2]を設定します(次の図を参照)。 

• seq_nbr フィールドに正しい(つまり、値が重複しない)連番を移入します。 

  

 

図 186: 同じ ORR ファイルでの複数のオーダーの作成。 

前の図は、3 つの異なるオーダーを作成するファイルの例を示しています。headings 列を使用してオーダーを別のオーダーと区別する

ことにより、同じ ORR ファイル内で複数のオーダーを作成できます。[H1]値は新しいオーダー・ヘッダー・レコードを示し、[H2]値は新し

いオーダー詳細レコードを示します。 

インタフェース・ファイルの WMS へのアップロード 

1. 「入力インタフェース」画面に移動します。 

2. ドロップダウンを使用して、適切なインタフェースを選択します。 

 



 

3-6 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

 

図 187: インタフェース・タイプの選択 

3. ファイルのアップロードをクリックし、アップロードするファイルにナビゲートします。 

4. 画面にファイルが表示されたら、「インタフェースの実行」をクリックします。 

5. メッセージ・ダイアログが返され、ファイルが正常に処理されたことが通知されます。 

 

WMS へのオーダー統合 

WMS とのレコードのインタフェースとなる第 3 の方法として、共有 SFTP ディレクトリを経由するというものがあります。 

3. ホスト・システムによって、ORR ファイルが共有ディレクトリ(通常は入力フォルダ)に置かれます。 

4. ファイルが置かれると、ORACLE WMS CLOUD によってファイルが自動的に検出されて WMS で処理されます。 

a. なんらかの理由で失敗したファイルは、自動的に、「エラー」フォルダに移動します。 

ウェーブ 

ユーザーが倉庫内の割当可能在庫をオーダーに割り当てるには、ウェーブを実行する必要があります。それぞれのウェーブによって、

割当と一連のタスクが作成されます。 

 

図 188: ウェーブ=割当+タスク 

 

ウェーブ

割当

使用可能な在庫と
オーダーの照合

タスク

割当のピック指示の
生成
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割当単位(UOM) 

割当タイプは、次の 4 つの個別の単位で定義されます。 

1) フル LPN 

フル LPN 割当は、オーダーの SKU および数量が LPN の SKU および数量とまったく同じ場合に発生します。  

 

2) ケース 

ケース割当は、品目の「標準ケース数量」フィールドで定義されたケースで在庫が割り当てられる場合に発生します。具体的

には、オーダー数量がオーダーSKU の「標準ケース数量」の倍数である場合に、ケース割当が発生します。  

 

例: SKUA の「標準ケース数量」が 4、オーダー数量が 12 であるとします。この場合、3 ケースの割当が作成されます。 

 

3) パック 

「ケース」の説明を参照してください。 

 

4) ユニット 

ユニット割当は最小 UOM となり、ウェーブ・テンプレートが、個数で割り当てるように構成されている場合に発生します。 
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ウェーブ・テンプレートの作成 

ウェーブ・テンプレートには、次の構成要素が必要です。 

• ウェーブ検索テンプレート 

• 割当モード 

• タスク作成テンプレート 

• 割当方法 

ステップ 1: ウェーブ検索テンプレートの作成 

ウェーブ検索テンプレートは、ウェーブ中に特定のオーダーを選択するためのフィルタとして使用されます。それぞれの検索テンプレー

トには、構成可能な一連のフィールドがあります。  

既存の検索テンプレートを表示するには、「ウェーブ・テンプレート」画面で「ウェーブ・テンプレート検索」ボタンをクリックします。  

 

図 189: ウェーブ・テンプレート検索  
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この新しい画面で、「作成」( )をクリックして、新しい検索テンプレートを作成します。ここでは、フィルタリング・パラメータを定義できま

す。  

例: 

 

図 190: ウェーブ検索テンプレート - 例 1。 

例 1 では、「Search Template 1」によって、ルート番号が「ROUTE1」で、SKU「ITEM1」のみを含むすべてのオーダーがフィルタされま

す。 

 

 

図 191: ウェーブ検索テンプレート - 例 2。 

例 2 では、「Search Template 2」によって、オーダー番号が「ORD_001」と「ORD_002」のオーダーがフィルタされます。つまり、この検

索テンプレートが選択されているウェーブ・テンプレートでは、この 2 つのオーダーの割当のみが試行されます。 

 

注: 1 つのフィールドに複数のレコードを入力する場合は、必ず、(前の図に表示されているように)各レコードの間にスペースを入れず
にカンマを追加してください。 
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ユーザーは、フィルタリング基準としてオーダー・タイプを追加で定義することもできます。  

1. 検索テンプレートを選択し、「詳細」ボタン( )をクリックします。 

2. 「作成」( )ボタンをクリックして、このウェーブ検索レコードのオーダー・タイプを追加します。オーダー・タイプが定義されてい

ない場合、オーダー・タイプではフィルタされません。 

ステップ 2: 割当モードの作成10 

割当モードは、様々な割当 UOM の観点で、在庫を割り当てる方法を定義するために使用されます。 

 

「ウェーブ・テンプレート」画面で、「割当モード」ボタンをクリックします。現在の会社について使用可能な割当モードのリストが表示され

ます(***注: 次に進む前に、正しい会社ビューが表示されていることを確認してください)。 

1. 「作成」( )ボタンをクリックして、新しい割当モードを作成します。 

2. 「詳細」ボタン( )をクリックして、その詳細を入力します。 

3. ウェーブ・テンプレートに必要な割当 UOM の順序を作成します。次の例を参照してください。 

 

 

図 192: 割当モードの構成の例 

 

10 割当モードは、それらが作成された会社ビューでのみ編集可能です。たとえば、親会社ビューで作成された割当モードを編集できる

ようにするには、ユーザーを親会社に対してアクティブ化する必要があります。 
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ステップ 3: タスク作成テンプレートの作成 

タスク・テンプレートは、ウェーブで使用するタスク・タイプを決定するために使用されます。割当 UOM と同様、タスク・タイプは、割当

モードで定義された UOM に基づいてタスクを作成するレコードです。したがって、ウェーブ・テンプレートを正しく構成するには、選択し

た割当モードの UOM がタスク・テンプレートのタスク・タイプと一致している必要があります。 

例: ウェーブ・テンプレートの割当モード連番 1 で「LPN」が定義されている場合、補足タスク・テンプレートには、LPN 割当と一致するタ

スク・タイプ(この場合は、LPN の配送、フル LPN プルまたは LPN 移動)が必要です。 

 

  

その他の構成パラメータ: 

▪ 連番: 割当が検索される順序。 

▪ ロケーション・タイプ: 割当に使用されるロケーション。「予約」または「アクティブ」です。 

▪ 領域の制限: 設定すると、この領域のみで割当が検索されます。  

▪ 割当ゾーンの制限: 設定すると、この割当ゾーンでのみ割当が検索されます。  

▪ 割当 UOM: このフィールドで設定した UOM に従って割り当てられます。値には、「ユニット」、「ケー

ス」、「パック」および「LPN」があります。 

▪ 箱詰の UOM: 設定すると、定義した UOM に従って、新しい箱詰が自動的に作成されます。 

例: 「箱詰の UOM」が「ユニット」である場合、ウェーブで割り当てられたそれぞれのユニットに対して、1

つの新しい箱詰番号が作成されます。 

▪ 割当配送モード: このフィールドは、配送(プットトゥストアー)機能の有効/無効を切り替えるために使用

します。配送を使用する場合は、次のいずれかのパラメータを選択する必要があります。   

o 配送残余 OK: このパラメータを使用する場合、ユーザーは「割当 UOM」として「LPN」を選択

する必要があります。このオプションを使用すると、WMS が割当を作成するときに LPN の分

岐が許可されます。 

o 配送残余なし: このパラメータを使用する場合、ユーザーは「割当 UOM」として「LPN」を選択

する必要があります。このオプションでは、割当を作成するときに LPNを分岐できません。つま

り、そのユニットすべてがオーダーに割り当てられたときにのみ、LPN が割り当てられます。 

o 混載と配送: UOM が「ユニット」の配送にのみ使用されます。 

▪ 割当方法: 割り当てる順序。たとえば、先入れ先出しなどです。 

▪ mhe_sytem: この割当に使用する MHE システムを入力します(構成されている場合)。 

▪ 無視されたオーダー詳細属性リスト: 在庫を割り当てるとき、選択したオーダー属性値を無視します。 

▪ 複数の SKU の LPN を含める: 「割当 UOM」を「LPN」として設定した場合にのみ、これを選択できま

す。これにより、複数の SKU の LPN が割り当てられます。 
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次の表は、タスク・タイプとその用途のリストです。 

タスク・タイプ 説明 解説 

CONSOL_REPLEN 混載補充 
複数のロケーションから複数のケースをプルし、1 つ以上のロケーションに補充するこ

とを許可する補充のタイプに使用します。タスク・ゾーン移動を必要とします。 

DISTRIBUTE-LPN LPN の配送 配送を含む LPN ピッキング・タスクに使用します。 

FULL-CONTAINER フル LPN プル 
LPN ピッキング・タスクに使用します。このタスク・タイプは、オーダー数量が在庫の正

確な LPN 数量と一致する場合に有効になります。 

IBVAS インバウンド VAS 使用しません 

INTERNAL-PICK 
内部ピッキング・タ

スク 
指示された棚入など、内部のユニット移動に関連するタスクです。 

LPNCASES ケースの予約 配送を含まないケース・ピッキング・タスクに使用します。 

LPNMOVE LPN 移動 配送および補充中の中間的な LPN の移動に使用します。 

LPNPACKS 内部パックの予約 配送を含まないパック・ピッキング・タスクに使用します。 

LPNUNITS ユニットの予約 配送を含まないユニット・ピッキング・タスクに使用します。 

NC-ACTIVE-PICK 

キューブ化されて

いないアクティブ・

ピッキング・タスク 

キューブ化されない内部のアクティブ・ピッキング・タスクに使用します。 

PICK_CART ピック・カート ピック・カート・タスクの作成に使用します。 

PICKLPN-INTERNL LPN 内部ピック 指示された棚入など、内部の LPN 移動に関連するタスクです。 

PLTMV_AUTOPK 
パレット移動の自

動パック 

パレット・ピッキング・タスクに使用します。このタスク・タイプを有効にするには、在庫で

割り当てられるパレットをオーダー詳細の「パレット番号」フィールドで指定する必要が

あります。 

REPLEN-CASES ケース補充 
LPN 補充タスクに使用します。このタスク・タイプは、(LPN 全体を補充するのではなく)

指定された LPN のケースを補充する場合に有効になります。 

REPLEN-LPN フル LPN 補充 
LPN 補充タスクに使用します。このタスク・タイプは、LPN 全体が補充される場合に有

効になります。 
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タスク作成テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。 

1. 「タスク作成テンプレート」画面から、新しいタスク・テンプレートを作成し、摘要を追加します。  

2. 「テンプレート・タイプ」を通常に設定します。 

3. 「詳細」ボタンをクリックして、タスク・テンプレートの詳細を調べます。 

4. 連番、タスク・タイプおよび搬送先ゾーンを設定して、テンプレートの新しいタスク・タイプを作成します。 

 

図 193: タスク作成テンプレート 

 

パラメータの説明: 

パラメータ 説明 

連番 各タスク・タイプの連番を指定します 

数量ごとに分岐 機能しません。使用しないでください 

優先度 タスク・タイプの優先度を指定します。優先度は、レコードの連番よりも優先されることがあり

ます。 

create_held_flg このフラグによって、タスクが作成されたときに保留になるかどうかが決定されます。保留さ

れているタスクは、ピッキング・オペレータの RF ガンでは見えません。スーパーユーザーが

「タスク」画面で「タスクのリリース」ボタンを使用してこのタスクをリリースした後にのみ、オペ

レータはこのタスクを表示できます。 

搬送先ゾーン オペレータがタスクの最後に到達したとき、ピックしたボックスを搬送先ゾーンに移動すること

を求めるプロンプトが RF によって表示されるかどうかが、この構成によって決定されます。

搬送先ゾーンは、本質的に、タスク・ゾーンが構成されるロケーションとなります。  
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タスク・ゾーンをロケーションに追加する手順は、次のとおりです。 

1. 「タスク・ゾーン」画面に移動し、新しいタスク・ゾーンを作成します。 

2. 「ロケーション」画面に移動し、目的のロケーションを選択して、「編集」をクリックします。 

3. 「タスク・ゾーン」フィールドで、ステップ 1 で追加したタスク・ゾーンを選択します。 

たとえば、搬送先ゾーンを「ATZ1」とする荷降ゾーン・ロケーション「DZ1」がある場合、タスク・テンプレート構成は次のようになります。 

 

図 194: ロケーション UI からのタスク・ゾーンの追加 

このことは、「ユニットの予約」タスクの最後に、毎回、ピックした LPN を「DOOR_DROP」ロケーション(この場合はロケーション「DZ1」)

に移動することを求めるプロンプトが表示されることを意味します。 

 

図 195: RF 画面 - 搬送先ゾーン 
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必要なタスク・タイプをすべて作成したら、各タスク・タイプの選択基準と分岐基準を構成する必要があります。 

 

図 196: タスク・タイプの例 

オーダー基準  

「オーダー基準」を使用して、各タスクの分岐ロジックを指定できます。たとえば、「オーダー番号ごとに分岐 = 1」の基準がある場合、一

意のオーダー番号ごとに新しいタスクがこのタスク・タイプに作成されます。 

1. タスク・タイプのレコードを選択し、「オーダー基準」をクリックします。 

2. 「作成」( )ボタンをクリックして、このタスク・タイプの新しい分岐ルールを作成します。 

3. 連番を入力し、ロジックの基準と分岐の値を選択します。 

4. 「保存」をクリックします。 

 

選択基準 

「選択基準」を使用して、タスク・タイプの条件を構成できます。 

1. タスク・タイプのレコードを選択し、「選択基準」をクリックします。 

2. この新しいウィンドウには、フォルダ・アイコン( )が表示されます。これは複雑な操作です。このフォルダ内に、基準が指定

された多数のノードが存在する場合があります。これらは基本操作です。 

例: 

 

 

a. ロケーションのピック順序、「棚卸ごとに分岐」 = 0 

これにより、割当のロケーションのピック順序に従って、タスクの作成がソートされます。 

b. 「パレット番号」、「棚卸ごとに分岐」 = 1 

これにより、割り当てられたパレットごとに新しいタスクが作成されます。この方法は、ピッキング機材でユーザーが複数

のパレットを一度にピックできない場合に使用されることがあります。 
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図 197: 複雑な操作と基本操作の挿入 

3. 新しい基本操作を作成するには、フォルダ・アイコンを選択し、「基本操作の挿入」ボタンをクリックします。 

4. 「Sql 演算子」、「列名」および「列の値」を選択します。 

5. 「保存」をクリックします。 

例: 

 

図 198: 棚入タイプ 

この構成は、次のことを意味します。 

• 割当の SKU に LAPTOPS または TABLETS の棚入タイプがある場合、現在のタスク・タイプの下にタスクを作成します。  

• それぞれのタスク・タイプにオーダー基準または選択基準(あるいはその両方)を設定したら、タスク・テンプレートは完成です。 

ステップ 4: すべての構成要素の結合 

ウェーブ検索、割当モードおよびタスク・テンプレートを作成すると、ユーザーはすべてのものを結合してウェーブ・テンプレートを作成で

きるようになります。 

1. 「ウェーブ・テンプレート」画面に移動し、「作成」( )ボタンをクリックします。 

2. テンプレートの名前を入力し、これまでに作成した構成をドロップダウンから選択します。 

 

図 199: ウェーブ・テンプレートの作成 

  



 

3-17 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

3. すべてを選択したら、「保存」ボタンをクリックします。 

 

 

オプションのステップ: その他の構成パラメータ 

ウェーブ・テンプレートの使用方法に応じて、次に示すその他のパラメータを構成できます。 

• LPN 番号の再使用: パック中に IBLPN 番号をアウトバウンド LPN 番号として再使用できるかどうかを指定します。 

• キューブ・モード: (詳細は、第 4.3.4.2 項を参照)  

• キューブ・ルール: (詳細は、第 4.3.4.3 項を参照) 

• OB LPN タイプ: (詳細は、第 4.3.4.1 項を参照) 

• ロケーション・サイズ・タイプ: 設定すると、ウェーブ・テンプレートによって、定義したロケーション・サイズ・タイプのロケーション

に特定して割当が検索されます。 

• 未割当の取消: 取消ウェーブとして使用されます。「はい」の場合、このウェーブの未割当のオーダーすべてが取り消されます。  

• ルーティング・モード: 小包積荷目録オーダーのルーティング・ロジックを定義します。 

• 列の順序付け: 設定すると、ウェーブが完了したときに、選択した列順序に従って自動的にラベルが印刷されます。 

• 自動リリース Mhe メッセージ: ウェーブが実行されたときにカスタム MHE メッセージを生成します。 

• 最大ユニット/最大重量/最大容積/最大オーダー: ウェーブで割り当てることができる最大値を定義します。たとえば、「最大ユ

ニット」を 1000 に設定した場合、ウェーブで一度に割り当てることができるのは最大 1000 ユニットのみです。 

• 許容範囲%: ここに移入した値によって、「最大ユニット」/「最大重量」/「最大容積」/「最大オーダー」フィールドで定義した最大

値に関して許容範囲が定義されます。たとえば、許容範囲%フィールドを 5%として定義し、「最大ユニット」フィールドを 1000

に設定した場合、許容範囲によって、さらに最大 50 ユニット(合計 1050 ユニット)を割り当てることができます。 

ウェーブの実行 

WMS でウェーブを実行するには、3 つの方法があります。  

1. ウェーブ・テンプレートは、多数のオーダーを一度に実行する場合に使用します。 

2. ウェーブ・グループは、事前に構成した順序で複数のウェーブ・テンプレートを実行する場合に使用します。 

3. 手動ウェーブは、オーダー詳細に基づいてウェーブを実行する場合に使用します。 

 

 

割当方法の選択: 

▪ FIFO: 先入れ先出し。LPN の作成タイムスタンプを基準にします。  

*この方法は、同じ方法で FIFOと FEFOの両方の割当をサポートします。つまり、ウェーブ・テンプレー

トで FIFO を使用すると、失効日があるオーダーも考慮されます。  

▪ LIFO: 後入れ先出し。LPN の作成タイムスタンプを基準にします。 

▪ FEFO: 先に失効するものから先出し。LPN の「失効日」フィールドを基準にします。 

▪ LEFO: 後に失効するものから先出し。LPN の「失効日」フィールドを基準にします。 

▪ 数量降順: 数量が最も多い LPN を最初に割り当てます。 

▪ 数量昇順: 数量が最も少ない LPN を最初に割り当てます。 

▪ ロケーション降順: ロケーションのピック順序が最も大きい LPN を最初に割り当てます。 

▪ ロケーション昇順: ロケーションのピック順序が最も小さい LPN を最初に割り当てます。 
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重要: 

ウェーブ内のタスクからピッキングを開始した後、そのウェーブを取り消すことはできません。ただし、「施設パラメータ」画面で、パラメー

タ「UNDO_WAVE_EVEN_AFTER_PICKING」を「はい」に設定することにより、この機能を無効にすることができます。 

ウェーブ・テンプレートによるウェーブの実行 

1. 「ウェーブ・テンプレート」画面を使用してウェーブを実行するには、まず、ウェーブ・テンプレート検索でウェーブを実行する

オーダーを入力する必要があります(ウェーブ検索の詳細は、第 4.2.1.1 項を参照)。「ウェーブ・テンプレート検索」ボタンをク

リックします。 

 

図 200: 「ウェーブ・テンプレート」画面 

2. 新しいウィンドウが開き、ウェーブ検索テンプレートのリストが表示されます。ウェーブ・テンプレートで使用する検索テンプレー

トを選択し、「編集」( )ボタンをクリックします。  

 

3. 右側に小さいウィンドウが表示されます。割り当てるオーダー番号を「オーダー番号」フィールドに移入します。「保存」をクリッ

クします。 

 

注: 

1. 複数のオーダーを入力するには、各値の間にスペースを入れずにカンマで区切る必要があります(次の図を参照)。 

2. 「オーダー番号」フィールドを空白のままにすると、適格なオーダー(「一部割当済」ステータスまたは「作成済」ステータスの
オーダー)すべてが検索されます。 
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図 201: 「ウェーブ検索」ウィンドウでのウェーブを実行するオーダーの入力 

4. 「戻る」をクリックして元の「ウェーブ・テンプレート」画面に戻り、テンプレートを選択して、「ウェーブ・テンプレートの実行」をク

リックします。 

5. 適切に完了すると、新しいウェーブ・レコードをユーザーに通知するポップアップ・メッセージが表示されます。  

 

図 202: ウェーブ送信の確認メッセージ。 

 

ウェーブ・グループ・ビューによるウェーブの実行 

ウェーブ・グループを使用して、複数のウェーブ・テンプレートを同時に実行できます。ウェーブ・グループを構成するには、ウェーブ・グ

ループ・ビュー画面に移動します。 

 

図 203: ウェーブ・グループ・ビュー  

1. 「Group Wave 1」のウェーブ・テンプレートのグループを構成するには、レコードを選択し、「詳細」ボタン( )をクリックします。

次の画面が表示されます。 
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図 204: ウェーブ・グループ・ビューの詳細画面 

2. 前の図には、「Group Wave 1」が実行されるたびに実行される一連のウェーブ・テンプレートが表示されています。新しい

ウェーブ・テンプレートをリストに追加するには、「作成」( )ボタンをクリックし、必要なフィールドを設定します。 

3. ウェーブ・グループを実行するには、ウェーブ・グループを選択し、「ウェーブ・グループの実行」をクリックします。 

手動ウェーブによるウェーブの実行 

手動ウェーブを使用して、オーダー詳細レベルでウェーブを実行できます。複数の行を選択するには、[Shift]を押しながら、割当対象の

目的のオーダー詳細レコードを選択します。 

オーダー詳細を選択したら、ドロップダウンから目的のウェーブ・テンプレートを選択し、「ウェーブ・グループの実行」をクリックします。 

 

 

図 205: 「手動ウェーブ」画面からのウェーブの実行 

ウェーブ・レコードが作成されると、WMS によってウェーブ番号を示す確認メッセージが表示されます。 

失効済在庫の割当の回避    

ウェーブを計画する際に、ウェーブによって適切な在庫のみが選択されるようにすることができます。オーダー・タイプと手動ウェーブ検

索画面の allow_expired_inventory フラグを使用すると、失効済在庫が割り当てられないようにすることができます。 

 

図 206: 「手動ウェーブ」画面 
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「手動ウェーブ」画面の検索オプションから allow_expired_inventory フラグを選択した場合、「手動ウェーブ」画面で結果のオーダー詳

細に「はい」が表示され、これらのオーダーで失効済在庫が許可されていることを示します。Allow_expired_inventory フラグの選択を

解除すると、「失効済在庫の許可」列に「いいえ」と表示され、オーダーで失効済在庫が許可されていないことを示します。ウェーブ検索

で「失効済在庫の許可」が選択されている場合、「失効済在庫の許可」が選択されているオーダー・タイプのオーダーにのみ在庫が割り

当てられることに注意してください。「失効済在庫の許可」が選択されていない場合、失効済在庫を使用してオーダーに在庫が割り当て

られることはありません。 

 

ウェーブ照会 – 作成済ウェーブの表示 

ユーザーがすべての作成済ウェーブを表示するには、「ウェーブ照会」画面を使用する必要があります。ここでは、(完了しているか、進

行中であるかに関係なく)すべてのウェーブとそのステータスを表示できます。メッセージ・テキスト列には、すべての割当(ユニット単位)

に続けて、LPN の数がカッコで囲んで表示されます。 

 

図 207: 「ウェーブ照会」画面 

「割当」をクリックして、選択したウェーブの割当の詳細を表示することもできます。 

ウェーブの割当の詳細レポートを表示するには、ウェーブ・レコードを選択し、「割当」ボタンをクリックします。 

 

図 208: ウェーブの割当の詳細 

この画面には、作成されたタスク番号とそのタスク・タイプ、割り当てられたオーダーとその SKU/数量、それがどこから割り当てられた

か、その「LPN: 自」と「LPN: 至」などの情報が表示されます(最初の「LPN」は、それが割り当てられた在庫内の IBLPN を示し、2 番目

の「LPN」は、商品がパックされる最終的な箱詰番号を示します)。 

ピック・チケットの印刷 

ウェーブが完了したら、ユーザーは「ラベルの印刷」ボタンを使用して、ピッキング・チームが使用するアウトバウンド箱詰ラベルを印刷

できます。ピッキング・チームは、これらのラベルを使用することで、RFから任意のタスク番号を選択するのではなく、ラベル・バーコード

をスキャンして、タスクを開始できます。 

WMS には、ウェーブのラベルを印刷する順序を構成できる機能が備えられています。たとえば、オーダー番号を基準にすると、オー

ダーA、オーダーB、オーダーC といった順序ですべての箱詰ラベルを印刷できます。この順序は、「列の順序付け」画面で構成します。 

ラベルの印刷順序の構成 

1. 「列の順序付け」画面に移動します。 

2. 「作成」( )ボタンをクリックし、印刷順序レコードの「摘要」と「タイプ」を指定します。 
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図 209: 列の順序付けレコードの例 

3. レコードを選択し、「詳細」ボタン( )をクリックします。   
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4. 詳細ビューで、「作成」( )をクリックして、印刷の新しい基準を作成します。たとえば、ラベルと割当を基準にして印刷するに

は、「order_by_field」を割当オーダー番号に設定します。 

 

図 210: オーダー番号を基準にしてラベルを印刷するための WMS の構成 

この構成が完了したら、「ウェーブ照会」画面に戻り、新しく作成した列の順序付け基準をドロップダウンから選択します。印刷するには、

「ラベルの印刷」ボタンをクリックします。 

 

図 211: 「ウェーブ照会」画面からのラベルの印刷 
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ピッキング 

タスク管理 

タスクは、ウェーブの最後に割当ごとに生成されるピッキング指示です。タスクによって、アウトバウンド LPN 番号、SKU、数量、ピッキ

ング・ロケーション、箱詰の搬送先などの情報がオペレータに提供されます。  

ユーザーは、「タスク」画面で準備完了のタスクや待ち状態のタスクのリストを表示できます。 

 

図 212: UI でのアクティブなタスクの表示 

この画面には、次の 7 つのボタンがあります。 

タスクの取消: タスクを取り消します。ユーザーは、複数のレコードを一度に取り消すことができます。 

タスクのリリース: 保留ステータスのタスクをリリースします。保留ステータスのタスクは、このボタンを使用してリリースするまで、RF に

表示されず、RF で実行することもできません。 

タスクの保留: タスクを保留ステータスに更新します。ユーザーはこのタスクを実行できなくなります。  

バルク・ピックの完了: タスク・タイプが内部ピッキングである場合にのみ有効です。割当タイプはバルク・ピッキングである必要があり、

タスク・ステータスは準備完了である必要があります。このボタンを使用するには、権限「オーダー・ヘッダー/バルク・ピック」を有効にす

る必要があります。 

タスク優先度の変更: タスクに優先順位を付けるタスク優先度を更新できます。権限は、タスク変更/タスク優先度である必要があります。 

ユーザーの割当: 特定のユーザーをタスクに割り当てます。 

ユーザーの割当解除: 別のユーザーがタスクを取得できるように、ユーザーを割当解除します。 

 

タスク・ステータスの説明: 

ステータス名 説明 

作成済 タスクは作成されていますが、まだ開始できません。 
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ステータス名 説明 

準備完了 タスクを開始する準備ができています。 

保留 タスクは保留されており、オペレータはこのタスクを表示/実行できません。ユーザー

は、UI からタスクをリリースする必要があります。 

荷降中/ゾーン間 タスクは、中間ゾーンで処理中です。 

処理開始済 タスクは開始されていますが、完了していません。 

完了 タスクは完了しています(すべての箱詰が搬送先に到着しています)。 

取消済 タスクは取り消されました。 

 

 

RF ガンからタスクを表示することもできます。タスクの実行モジュールのスクリーンショットを次に示します。 

 

図 213: RF から表示されたタスク・リスト 

 

RF でのタスクの表示 

タスクは、次の順序で RF に表示されます。 

1. タスクの優先度 

タスクは、その優先度に従ってタスク・リストの上部に移動します。タスクの優先度は、タスク作成テンプレートで定義します。 

2. タスクの作成タイムスタンプ 
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タスクの作成タイムスタンプは、「タスク」UI 画面に表示されます。 

3. タスク内の最初のピックのピック順序 

ロケーションのピック順序は、「ロケーション」UI 画面に表示されます。 

*RF に表示されるタスクに関する重要な注意事項 

タスクの最初の OBLPN をスキャンした(つまり、タスクのステータスが「処理開始済」になった)時点で、そのタスク番号は、他のユー

ザーの RF ガンには表示されなくなります。複数のユーザーが同じタスクに対して作業することを防ぐために、このように設計されていま

す。別のユーザーによって開始されたタスクを続行するには、次の手順を実行します。 

1. RF ガンでタスクのリストを開きます。 

2. 「[Ctrl]+[P]: 進行中の実行タスク」を押します。 

3. アウトバウンド箱詰またはタスク番号をスキャンします。 

4. RF には前のユーザーが最後に作業を終えた画面が表示され、タスクが続行されます。 

オプション・キー: 

• [Ctrl]+[P]: 進行中の実行タスク 

ユーザーがタスクを開始すると、そのユーザーのみが、タスク・リストからそのタスク番号を参照できるようになります。別のユーザーが

そのタスクを続行する場合は、このオプションを使用してピックを続行する必要があります。ここでは、ユーザーは、OBLPN またはタス

ク番号をスキャンして処理を続行します。                                                                                     

• [Ctrl]+[L]: ロケーションの変更 

このオプションを使用すると、ユーザーは、RF に表示されているタスク・リストをロケーションでフィルタできます。11ユーザーが近隣のロ

ケーションをスキャンすると、RF が更新されて、その周辺にある、ピックを伴うすべてのタスクが表示されます。  

 

 

• [Ctrl]+[T]: タスク・タイプの変更 

このオプションを選択すると、RF のタスク・リストが更新されて、タスク・タイプに基づくタスクのみが表示されます。 

 

11 この機能では、(ピッキング連番に従って)スキャンしたロケーションの先にある待ち状態のタスクのみが検索されます。たとえば、ロ

ケーション A、Bおよび Cを含む通路でのタスクがあるとします。ユーザーがロケーション Bをスキャンした場合、RFにはロケーション B

および C のタスクのみが表示され、ロケーション A のタスクは表示されません。 

[Ctrl]+[L]オプションは、RF パラメータとして構成する必要があります。 

1. UI の「画面構成」画面に移動します。 

2. 拡大鏡をクリックし、「画面名」フィールドにタスクの実行と入力します。タスクの実行 RF モジュールが表示さ

れます。 

3. このレコードを選択し、「詳細」ボタンをクリックします。 

4. [Ctrl]+[L]の基準パラメータを「領域」または「通路」に変更します。 

5. 「保存」をクリックします。 

6. 変更内容を有効にするために、RF にログインしなおします。 
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• [Ctrl]+[E]: OB LPN のクローズ 

このオプションを使用すると、オープン OBLPN を手動でクローズできます。これにより、LPN のステータスが「ピッキング中」から「ピック

済」に更新されます。 

• [Ctrl]+[Q]: 機材の変更 

「機材タイプ」が有効になっている場合、このオプションを使用すると、RF ユーザーはタスク・リストを機材タイプでフィルタできます。 

  

キューブ化されないピッキング 

第 4.2 項の冒頭(「割当単位(UOM)」)の説明のとおり、WMS では、キューブ化されないピッキングについて次の 4 つの割当タイプがサ

ポートされています。 

• フル LPN: オーダー数量が LPN の数量と一致する場合。 

• ケース: オーダー数量が品目の「標準ケース数量」の倍数になる場合。 

• パック: オーダー数量が品目の「標準パック数量」の倍数になる場合。 

• ユニット: 割当が個数で発生する場合。 

それぞれの UOM のピッキング・プロセスは似ていますが、多少の違いがあります。 

 

RF での実行 – フル LPN ピッキング 

フル LPN ピッキングは、オーダー数量が LPN の数量と一致している場合に発生します。LPN、SKU および数量がピッキングの前にわ

かっているため、ピッキング中に LPN の詳細をスキャンする必要はありません。かわりに、IBLPN をスキャンすることで、WMS によっ

てそのコンテンツが認識されます。これには、スマート・ラベルと呼ばれるものが使用されます。 

1. タスクの実行画面に移動し、フル LPN タスクを選択します。12 

2. RF によって、OBLPN のスキャンを求めるプロンプトが表示されます。この OBLPN が、出荷に使用されるコンテナになります。

この割当に使用されたウェーブ・テンプレートで「LPN 番号の再使用」フラグが「はい」に設定されていた場合、この OBLPN プ

ロンプトには自動的に番号が入力されます。 

 

 

図 214: OBLPN のスキャン 

3. これはフル LPN タスクであるため、LPN のコンテンツが認識されます。RF に LPN のコンテンツが表示されます。[Ctrl]を押し

ながら[A]を押して続行します。 

 

12 [Ctrl]ボタンを押しながら[T]ボタンを押して、目的のタスク・タイプを選択することにより、特定のタスク・タイプを表示できます。これに

より、タスク・タイプのフィルタが適用された RF 内のタスクがリフレッシュされます。 
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図 215: LPN のコンテンツの確認 

4. IBLPN をスキャンして、ピックを開始します。 

 

図 216: IBLPN のスキャン 

5. すべての LPN がピック済になると、RF によって搬送先ゾーン(タスク・テンプレートで構成されたものがある場合)が示されま

す。タスクを終了するには、そのタスク・ゾーンのあるロケーションをスキャンする必要があります。 

 

 

図 217: 搬送先ゾーンのスキャン 

RF での実行 – ユニット、ケースおよびパックのピッキング 

全体としては、ユニット、ケースおよびパックのピッキング・プロセスは似ています。唯一の違いは、ピック中に品目数量を入力する必要

がある場合に発生します。  

1. タスクの実行画面に移動し、フル LPN タスクを選択します。13 

2. RF によって、OBLPN のスキャンを求めるプロンプトが表示されます。この OBLPN が、出荷に使用されるコンテナになります。 

 

13 ユーザーは、[Ctrl]ボタンを押しながら[T]ボタンを押して、目的のタスク・タイプを選択することにより、特定のタスク・タイプを表示でき

ます。これにより、タスク・タイプのフィルタが適用された RF 内のタスクがリフレッシュされます。 
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図 218: OBLPN のスキャン 

3. IBLPN と数量をスキャンして、ピックを開始します。このプロセスは、ケース、ユニットおよびパックで同様です。 

 

図 219: IBLPN のスキャン 

4. すべての LPN がピック済になると、RF によって搬送先ゾーン(タスク・テンプレートで構成されたものがある場合)が示されま

す。タスクを終了するには、そのタスク・ゾーンのあるロケーションをスキャンする必要があります。 

 

 

図 220: 搬送先ゾーンのスキャン 

ピッキング中の箱詰 

WMS には、ピッキング中に LPN を箱詰する機能も備えられています(予約ロケーションのみ)。このプロセス中に、割り当てられた LPN、

ケース、パックまたはユニットごとに LPN 番号が自動的に生成されます。 

箱詰のためにこれらの UOM を構成するには、「ウェーブ・テンプレート」画面の「割当モード」に移動します。 
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図 221: 「箱詰の UOM」列と「割当 UOM」列 

「割当」列と「箱詰の UOM」列でUOMを選択します。これらが一致していることを確認してください。この構成を設定すると、箱詰が開始

されます。  

注意事項:  

現在、割り当てられた UOM に応じて、異なる時点で箱詰されます。 

- フル LPN 割当については、ウェーブで箱詰されます。 

- ケース、パックおよびユニット割当については、タスクが完了したとき(つまり、ユーザーがタスクの最後に「荷降ロケーション」プロンプト

のスキャンを終了したとき)にのみ箱詰されます。 

  

ピッキングの例外 

欠品ピックの実行 

(SKU または SKU の数量に関して)ピックするようにプロンプトで求められた数量と、ロケーション内で物理的にピッキング可能な数量の

間に相違がある場合があります。このような場合、ピッキング・ユーザーは、欠品ピックと呼ばれる操作を実行して、この相違を修正する

必要があります。WMS では、「[Ctrl]+[P]: 欠品ピック」オプション・キーを使用して、この操作を実行します。 
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RF の画面は次のように表示されます。 

       

図 222: [Ctrl]+[P]: 欠品ピック 図 223: 警告メッセージを受け入れて欠品ピックを確認 

たとえば、プロンプトに表示された 100 ユニットに対して、50 ユニットのみをピックできる場合、オペレータは次の手順を実行する必要が

あります。 

1. RF のプロンプトに表示された IBLPN 番号をスキャンします。 

2. ユーザーがピックできる数量(50 ユニット)を入力します。 

3. プロンプトに表示されたうちの残り 50 ユニットについては、[Ctrl]を押しながら[P]を押して欠品ピックを実行する必要

があります。 

4. RF によって警告メッセージが表示されます。続行するには、[Ctrl]を押しながら[A]を押します。取り消すには、[Ctrl]

を押しながら[W]を押します。 

欠品ピック – システム更新 

欠品ピックを実行すると、次のような更新が発生します。 

• 欠品になっている IBLPN はステータス「消失」になります。14 

• 欠品になっている IBLPN のロケーションは、循環棚卸の対象として自動的にフラグが設定されます(ロケーションの「棚卸
対象フラグ」フィールドが「はい」に更新されます)。 

• 当初この IBLPN に割り当てられていたオーダー詳細はすべて、(オーダー・タイプの「不足分のみ割当解除」フラグに応じ
て)取り消されるか、割当解除されます 

o 「不足分のみ割当解除」フラグが「いいえ」である場合、残りのオーダー数量は 0 に更新されます。 

o 「不足分のみ割当解除」フラグが「はい」である場合、残りのオーダー数量はそのまま保持され、割当済数量は 0 に
更新されます。 

 

操作上、欠品ピックがある場合、オペレータは、ウェーブ・マスターがウェーブを再実行し、オーダーを再割当できるように通知する必要

があります。 

  

 

14 循環棚卸で再棚卸されると、ユーザーは再び LPN を見つけることができます。この場合、LPN は「配置済」ステータスに更新されま

す。 
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LPN 代替 

LPN 代替は、RF のプロンプトに表示されたものとは異なる IBLPN をピックするプロセスです。 

1. 「IBLPN:」プロンプトから、別の LPN 番号をスキャンします。 

2. RF の LPN 番号が更新され、通常どおりにピッキングを続行できます。 

*LPN 代替は、予約ロケーションからの割当についてのみサポートされています。 

システムによる検証 

ピックのタイプに応じて、LPN 代替に対して異なる検証が実行されます。  

• フル LPN: LPN の SKU および数量が正確に一致している必要があります。また、バッチ番号と失効日に関する追加の
検証の有効/無効を切り替えることができます。 

• ケース、パック、ユニット: バッチ番号および失効日が正確に一致している必要があります。 

o 新しい LPN のユニットが元の LPN より少ない場合は、最初に新しい LPN のすべてのユニットをピックした後、残り
の割当のために元の LPN に戻ることができます。 

o 新しい LPN のユニットが元の LPN より多い場合は、通常のピッキングを行うことができます。  

 

LPN 代替 – システム更新 

LPN 代替を実行すると、次のような更新が発生します。 

• 元の LPN のロケーションは、循環棚卸の対象として自動的にフラグが設定されます(ロケーションの「棚卸対象フラグ」
フィールドが「はい」に更新されます)。 

 

ゾーン・ピッキング 

ゾーン・ピッキングは、品目を複数のゾーンに分割するオーダー・ピッキングの方法です。それぞれの従業員は、割り当てられたゾーン

内でピックするためのトレーニングを受けます。 

次の図は、ゾーン・ピッキングの例を示しています。 

 

図 224: ゾーン・ピッキングの例 
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ゾーン・ピッキングの構成 

WMS でのゾーン・ピッキングの構成には、次の項目が関連します。 

• ゾーン・ピッキング RF モジュールの設定 

• タスク・テンプレートとウェーブ・テンプレートの作成 

• ロケーションのピック・ゾーンの設定 

 

ステップ 1: ゾーン・ピッキング RF モジュールの設定: 

1. 「画面構成」画面に移動します。 

2. 「生成画面」をクリックし、RF テキスト: NC アクティブ{オーダー}のパックというタイトルのモジュールを選択します。 

3. モジュールを選択し、その詳細をクリックします。 

 

図 225: RF の詳細の調査 

4. 画面名フィールドに、ゾーン・ピッキングを追加します。 

5. 「保存」をクリックします。 
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ゾーン・ピッキングに関連するパラメータの詳細は、次の表を参照してください。 

パラメータ名 値 動作 

ゾーン・ 

ピッキング 

デフォルトの動

作 

ゾーン・ピッキングは実行されず、既存の動作が適切に保持されます。オーダーまたはコンテ

ナごとの分岐が設定されている場合、複数のアウトバウンド LPN が作成されます。 

荷降ありのゾー

ン・ピッキング 

ゾーン・ピッキング・ロジックが作動し、タスクに複数のゾーンからのピックが含まれている場

合、荷降ロケーションのプロンプトが表示されます。単一のアウトバウンド LPN についてのみ

機能します。このパラメータは、ピックの分岐基準パラメータの設定よりも優先されます。  

荷降ロケーショ

ンなしのゾーン・

ピッキング 

ゾーン・ピッキング・ロジックが作動し、タスクに複数のゾーンからのピックが含まれていても、

荷降ロケーションのスキャン画面は表示されません。単一のアウトバウンド LPN についてのみ

機能します。このパラメータは、ピックの分岐基準パラメータよりも優先されます。 

推奨荷降ありの

ゾーン・ピッキン

グ 

ゾーン・ピッキング・ロジックが作動し、次のピック・ゾーンに関連する荷降ロケーションが表示さ

れます 

ピックの 

分岐基準 

1 - なし ピッキング時に、オーダーごとまたは搬送先ごとにピックが分岐されません。 

2 - 搬送先 (デ

フォルト /現在の

ステータス) 

ピッキング時に、ピックされるオーダーが異なる搬送先を指す場合、新しいアウトバウンド・コン

テナを求めるプロンプトが表示されます。 

ゾーン・ピッキング・パラメータが設定されている場合、搬送先ごとのピックの分岐は考慮され

ず、同じアウトバウンド LPN で作業を続行します。 

3 - オーダー 

ピッキング時に、異なるオーダーをピックする場合、新しいアウトバウンド・コンテナを求めるプ

ロンプトが表示されます。 

ゾーン・ピッキング・パラメータが設定されている場合、オーダーごとのピックの分岐は考慮され

ず、同じアウトバウンド LPN で作業を続行します。 

クローズ

LPN をタス

クに保持 

はい 

このパラメータが「はい」に設定されている場合、[Ctrl]を押しながら[E]を押して LPN をクローズ

した直後に荷降ロケーションを求めるプロンプトが表示されることはなく、LPN がタスクから削

除されることもありません。  

LPN をコンベアで移動せずにゾーン・ピッキングを実行する場合、またはゾーン・ピッキングを

行わない場合は、このパラメータを「はい」に設定することをお薦めします。 

いいえ 

このパラメータが設定されている場合、ユーザーが[Ctrl]を押しながら[E]を押して LPN をクロー

ズした直後に、荷降ロケーションのプロンプトが表示され、LPN がタスクから削除されます。  

このパラメータを「いいえ」に設定すると、ゾーン・ピッキングが行われ、単一のアウトバウンド

LPN が複数のピック・ゾーン間を移動します。LPN がそのキャパシティに達した場合、[Ctrl]を

押しながら[E]を押すと、荷降ロケーションを求めるプロンプトが表示されます。 
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6. ピック・ゾーン・モジュールを構成したら、目的のタスク・タイプについて、これを有効にする必要があります。「タスク・タイプ」画

面に移動します。 

7. アクティブ・ユニット・ピッキングについてゾーン・ピッキングを構成するには、タスク・タイプ「NC-ACTIVE-PICK」を選択します。

予約ユニット・ピッキングについてゾーン・ピッキングを構成するには、タスク・タイプ「LPNUNITS」を選択します。15 

8. 「詳細」ボタンをクリックして、ゾーン・ピッキングの詳細を表示します。 

9. RF プログラムを、ステップ 2-4 で構成したものに変更するには、モジュール「NC アクティブ{オーダー}のパック」を選択し、「編

集」をクリックします。ドロップダウン・リストからゾーン・ピッキング RF プログラムを選択します。 

 

図 226: ゾーン・ピッキング RF プログラムの選択 

10. 「保存」をクリックします。 

ステップ 2: タスク・テンプレートとウェーブ・テンプレートの作成: 

ゾーン・ピッキングのタスク・タイプを定義したら、それらをタスク・テンプレートに追加し、最終的にはウェーブ・テンプレートに追加する必

要があります。 

1. 「タスク・テンプレート」画面に移動します。 

2. 「作成」ボタンをクリックして、新しいタスク・テンプレートを作成します。作成したら、レコードを選択し、その詳細をクリックしま

す。 

3. 「作成」ボタンをクリックして、新しいタスク・タイプ・レコードを作成します。「タスク・タイプ」ドロップダウンで、ステップ 1 で定義し

たゾーン・ピッキングのタスク・タイプを選択します。 

 

図 227: ゾーン・ピッキングのタスク・タイプ・レコードの作成 

4. 必要に応じて、追加の選択基準とオーダー基準を設定します。16 

5. タスク・テンプレートが完成したら、このテンプレートをウェーブ・テンプレートで使用します。ウェーブ・テンプレートで、UOM「ユ

ニット」が作成されている割当モードが使用されていることを確認します。 

 

15 ユニットのゾーン・ピッキングは、リリース 6.2 のみでサポートされています。 

16 選択基準とオーダー基準の詳細は、4.1.2.3 - ステップ 3: タスク作成テンプレートの作成の項を参照してください。 
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図 228: 「ユニット」割当モードの追加 

ステップ 3: ロケーションへのピック・ゾーンの追加: 

ゾーン・ピッキング・タスクで考慮されるように、ロケーションにピック・ゾーンを割り当てる必要があります。ピック・ゾーンをロケーション

に追加するには、ロケーション・インタフェース(「LOC」ファイル)を使用する必要があります。 

1. 「LOC」Excel ファイルを開きます。 

2. ピック・ゾーンを必要とするそれぞれのロケーションについて、「pick_zone」フィールド(列 AI)にスクロールし、ピック・ゾーンを

ロケーションに割り当てます。ピック・ゾーンの順序は、ロケーションのピック順序によって定義されます。 

3. すべてのピック・ゾーンを定義したら、ファイルを保存し、WMS に戻ります。「入力インタフェース」画面に移動します。 

4. ドロップダウンから「ロケーション」を選択し、ファイルをアップロードします。「インタフェースの実行」をクリックして、ファイルを

処理します。 

 

注: 変更するロケーションに在庫がある場合は、最初に「施設パラメータ」画面で
「LOCATION_UPDATES_WITH_INVENTORY」パラメータを「はい」に設定する必要があります。 

RF でのピック・ゾーン・タスクの実行 

ピック・ゾーン・タスクの動作は、通常のタスクとよく似ています。唯一の違いは、それぞれのゾーン・ピックの最後に、ピックした LPN を

中間荷降ロケーション(コンベアなど)に置いておくことを求めるプロンプトが RF によって自動的に表示されることです。その後、第 2 の

ピック担当者がその LPN を引き継ぎ、タスクが完了するまでピッキング・プロセスを続行します。 

1. タスクの実行 RF モジュールを入力し、ピック・ゾーン・タスクを入力します。 

2. ピッキングを開始するために、RF のプロンプトに、商品をパックする対象の OBLPN が表示されます。 

 

 

図 229: パックする対象の OBLPN のスキャン 

3. OBLPN が開始されると、ピッキング・プロセスが開始されます。RF によってピック・ロケーションが示され、IBLPN と数量をス

キャンするように求められます。 
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図 230: LPN と数量のスキャン 

4. 最初のゾーンのピックがすべて完了すると、RF によって、中間荷降ロケーションを求めるプロンプトが表示されます。荷降ロ

ケーションをスキャンして、OBLPN が荷降されていることを確認する必要があります。 

 

 

図 231: RF での中間荷降ロケーションのプロンプトの表示 

5. 2 人目のオペレータがピックを続行するために到着したら、タスクの実行モジュール内で[Ctrl]を押しながら[P]を押す必要があ

ります。これにより、タスクまたはコンテナ番号のスキャンを求めるプロンプトが表示されます。OBLPN をスキャンします。 

 

 

図 232: 前のピック・ゾーンからのピックの続行 

6. この時点では、LPNが最後のピック・ゾーンに到達し、すべてのユニットがピックされるまで、ピッキング・プロセスが繰り返され

ます。最後のピックが完了すると、RF によって、搬送先ゾーン(構成されている場合)を求めるプロンプトが表示されます。 

 

  



 

3-38 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

 

図 233: 最後までゾーン・ピッキング・プロセスを続行 

7. タスクが完了すると、RF がタスク・リストに戻ります。 

  

キューブ化ピッキング 

キューブは、品目ディメンション(ユニットの長さ、幅、高さ)に加えて、コンテナに保持できる最大容積と最大重量を考慮して、アウトバウ

ンド・コンテナに在庫を割り当てるプロセスです。この意味で、WMS は、使用されるコンテナの数と各コンテナ内の空きスペースを最小

化することを試みます。  

OBLPN タイプ 

OBLPN タイプは、パッキングのために倉庫でよく使用される、事前設定された箱詰タイプです。WMS では、これらの OBLPN タイプは

ウェーブ中のキューブで使用されます。たとえば、次のような OBLPN タイプが設定されていることがあります。 

 

図 234: OBLPN タイプの例 

ウェーブ・テンプレートの「キューブ・モード」がどのモードに設定されているかに応じて、WMS ではこれらの OBLPN タイプがキューブに

使用されることもあれば、使用されないこともあります。  

キューブ・モード: 

キューブ・モードは、キューブ・ロジックの使用方法を決定する、ウェーブ・テンプレート内の追加構成です。主に次の 3 つのタイプがあり

ます。 

キューブ・モード 値とコメント 

なし キューブは実行されません 

1 → 事前設定された OBLPN タイプを使用 ウェーブ・テンプレート/オーダー/品目から OB LPN タイプが取

得されます。 
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キューブ・モード 値とコメント 

2 → ウェーブで OBLPN タイプを計算し、キュー

ブを実行 

OB LPN タイプが動的に計算され、アウトバウンド箱詰が作成さ

れます 

3 → OBLPN タイプを計算し、パック時にキュー

ブを実行 

OB LPN タイプは動的に計算されますが、パックされるアウトバ

ウンド箱詰はパック時点まで作成されません。  
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キューブ・

モード 
なし 

モード 1: 

既存の動作 

モード 2: 

ウェーブで OBLPN タイプを 

計算 

モード 3: 

OBLPN タイプを計算し、 

パック時にキューブを実行 

ステップ 1 
ウェーブによって

キューブは実行されま

せん。 

ウェーブによってキューブが

実行されます 

ウェーブによってキューブが実

行されます 

ウェーブによってキューブが実

行されます 

ステップ 2 
- 

ウェーブ・テンプレート/オー

ダー詳細/品目から OBLPN

タイプがフェッチされます 

ウェーブによって OB LPN タイ

プが動的に決定されます 

 

ウェーブによって OB LPN タイ

プが決定されます 

ステップ 3 
- 

OBLPN がウェーブの一部と

して作成されます(ステータ

ス: 「アウトバウンド作成済」) 

ウェーブ・テンプレート/品目/

オーダーの OB LPN タイプは実

際のキューブでは無視されま

す。 

ウェーブ・テンプレート/品目/

オーダーの OB LPN タイプは実

際のキューブでは無視されま

す。 

ステップ 4 
- - 

アウトバウンド LPN がウェーブ

の一部として作成されます 

アウトバウンド LPN はウェーブ

の一部としては作成されず、

パッキングの一部として作成さ

れます 

図 235: 3 つのキューブ・モードの説明 

キューブのウェーブ・テンプレートの設定 

1. 「ウェーブ・テンプレート」画面に移動します。 

2. 編集するウェーブ・テンプレートを選択し、「編集」( )をクリックします。 

3. 「キューブ・モード」ドロップダウンに移動し、目的のキューブ・モードを選択します。 

4. モード「事前設定された OBLPN タイプを使用」を選択した場合は、「OB LPN タイプ」ドロップダウンで目的の OBLPN タイプも

選択する必要があります。 

 

図 236: キューブ・モードの選択 

5. 「保存」をクリックします。 
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キューブ・ルールの追加 

キューブ・ルールを使用して、キューブ化済コンテナを分岐するための分岐ルールを構成できます。 

1. 「キューブ・ルール」画面に移動します。 

2. 新しいレコードを作成し、摘要を追加します。次の例を参照してください。 

 

図 237: 新しいキューブ・ルール(例:Break By Order)の追加 

3. このレコードを選択し、「詳細」ボタン( )をクリックします。新しい画面が表示されます。 

4. 新しいレコードを作成し、連番を設定します。 

5. このレコードを選択し、「オーダー基準」をクリックします。これは、分岐ロジックの追加に使用される画面です。 

6. 「列ごとに順序付け」フィールドのドロップダウンから箱詰の新しい分岐基準を作成します。 

7. 「棚卸ごとに分岐」フィールドに数値を移入して、分岐の基準にする数を構成します。 

 

図 238: 新しい分岐ロジックの追加 

たとえば、前の図の構成では、5 つのオーダーごとに新しいキューブ化済箱詰が作成されます。  

キューブ化済 LPN の番号と数量の表示 

キューブ・モード 2 の場合、キューブ・ウェーブが実行されたら、ウェーブの割当を調べてキューブの結果を確認できます。 

1. 「ウェーブ照会」画面に移動します。 

2. 調べるウェーブ番号を選択し、「割当」ボタンをクリックします。 

3. 2 番目の「LPN」列(アウトバウンド LPN)が設定されます。このことは、割当レコードがそのアウトバウンド LPN 番号にキューブ

化されていることを意味します。  

4. どの OBLPN タイプに割り当てられているかを表示するには、次の手順を実行します。 

a. 「割当」画面に移動します。 

b. 「IB LPN 番号」フィールドの IBLPN 番号または「箱詰番号」フィールドの OBLPN 番号の検索フィルタを追加します。 

c. 「検索」をクリックします。 

d. 列「allocation_oblpn_type」に、割り当てられている OBLPN タイプが移入されます。 
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キューブの例外 

ウェーブ・ログ 

予期したとおりに割当が実行されない場合は、常に、ウェーブのログを調べることをお薦めします。ウェーブのログを表示するには、

「ウェーブ照会」画面で「ウェーブ・ログ」ボタンをクリックします。この画面には、キューブ中に発生した可能性があるエラーが表示されま

す。 

たとえば、適格なアウトバウンド LPN タイプすべてに対するディメンション・チェックの検証によって、SKU がキャパシティ・チェックに失

敗した場合、次のメッセージがログに記録されます。 

品目"<値>"はディメンション・チェックに失敗したため、キューブからスキップされます。 

不測の事態に備えたデフォルトの OBLPN タイプ 

かわりに、不測の事態のための LPN タイプを設定して、キューブ割当で、適格な OBLPN タイプすべてに対するディメンション・チェック

が失敗したときは常にデフォルトで設定されるようにすることができます。 

1. 「ウェーブ・テンプレート」画面に移動します。 

2. 目的のウェーブ・テンプレートを選択し、「編集」( )ボタンをクリックします。 

3. 「OB LPN タイプ」ドロップダウンで OBLPN タイプを選択して、キューブ・プロセスでディメンション・チェックが失敗したときは常

にデフォルトでそれが設定されるようにします。 

4. 「保存」をクリックします。 

注: これは、キューブ・モード 2 および 3 にのみ使用してください。 

ピック・カート 

ピック・カートはバッチ・ピッキングの 1 つの形態となり、カートを使用して、倉庫内の 1 回の移動で複数のオーダーをピックおよびパック

します。WMS での一般的なピック・カート・プロセスを次に示します。 

 

図 239: 一般的なピック・カート・ピッキング・プロセス 
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構成 

キューブ・モードに応じて、構成は多少異なります。  

ステップ 1: 割当モードの構成 

1. 「ウェーブ・テンプレート」画面に移動し、「割当モード」ボタンをクリックします。 

2. 「割当モード」画面が表示されたら、「作成」ボタンをクリックし、新しい割当モードの摘要を入力して、「保存」をクリックします。 

 

図 240: 新しい割当モードの作成 

3. 割当モードが作成されたら、そのレコードをクリックします。  

4. 「詳細」( )をクリックして、割当モード順序画面にアクセスします。 

 

図 241: 割当の詳細の表示 

5. 「作成」ボタンをクリックし、対応する詳細を入力して、新しい割当順序を作成します。「箱詰の UOM」フィールドは「キューブ化

済」に設定する必要があります。  

a. ウェーブでは、ユニット、パックおよびケース割当のキューブを実行できますが、異なる UOM 割当が 1 つのアウトバ

ウンド・コンテナに混在することはありません。 

 

図 242: 割当モードの作成 
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ステップ 2: キューブ・ルールの追加 

キューブ・ルールを構成する方法の詳細は、第 4.3.4.3 項を参照してください。 

1. 「キューブ・ルール」画面に移動します。 

2. 「作成」ボタンをクリックして、新しいルールを作成します。 

3. この新しいキューブ・ルールを選択し、「詳細」ボタンをクリックします。 

4. 「作成」ボタンをクリックして、新しいキューブ・ルール・レコードを作成します。 

5. このレコードを選択し、「オーダー基準」をクリックします。 

6. 「作成」ボタンをクリックして、新しい分岐基準を作成します。キューブ化済コンテナの分岐基準とするフィールドを選択します

(たとえば、「オーダー番号」を選択し、「棚卸ごとに分岐」を 1 に設定すると、ピック・カート・ウェーブで割り当てられたそれぞれ

のオーダーに対して新しい箱詰が作成されます)。 

ステップ 3: OBLPN タイプの定義 

第 4.3.4.1 項の説明のとおり、OBLPN タイプは、パッキングのために倉庫でよく使用される、事前設定された箱詰タイプです。WMS で

は、これらの OBLPN タイプはウェーブ中のキューブで使用されます。キューブが発生するためには、OBLPN タイプを作成する必要が

あります。 

1. 「OBLPN タイプ」画面に移動します。 

2. 「作成」ボタンをクリックして、新しい OBLPN タイプを作成します。 

3. すべてのフィールドを設定します。  

コード: OBLPN タイプのコードのことです。 

プリフィクス: コンテナが作成されたときの LPN 番号のプリフィクスのことです。 

「最大容積」、「最大重量」、「長さ」、「幅」、「高さ」および「空の重量」: ボックス・タイプのディメンションを設定します。キューブ中にこれら

の値が考慮されます。 

キューブ用に使用: ユーザーは、キューブについて OBLPN タイプの有効/無効を切り替えることができます17。現在の OBLPN タイプを

使用するには、このチェック・ボックスを選択します。 

ステップ 4: ピック・カート・ウェーブ・テンプレートの作成 

構成の最後のステップでは、ウェーブ・テンプレートを作成します。 

1. 「ウェーブ・テンプレート」画面に移動します。 

2. 「作成」ボタンをクリックして、新しいテンプレートを作成します。 

3. 必要なフィールドを設定します。例として、次の図を参照してください。タスク・テンプレートは必要ありません。 

 

17 この設定は、ウェーブ・テンプレートでキューブ・モード 2 および 3 を使用している場合にのみ機能します。詳細は、第 4.3.4.2 項を参

照してください。 
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図 243: ピック・カート・ウェーブ・テンプレートの構成の例 

4. 「保存」をクリックします。 

ステップ 5: ピック・カート RF トランザクションの追加 

1. 「画面構成」画面に移動します。 

2. 「生成画面」をクリックして、新しい RF モジュールを追加します。 

3. 下にスクロールして、RF テキスト: ピック・カートというタイトルの RF を選択します。「保存」をクリックします。 

 

 

図 244: ピック・カート RF の追加 

この時点で、RF のパラメータを構成してその動作をカスタマイズすることもできます。パラメータにアクセスするには、RF レコードを選択

し、「詳細」をクリックします。  
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新しいウィンドウが開き、そのパラメータが表示されます。 

 

図 245: ピック・カート RF のパラメータ 

ピック・チケットの印刷と RF モジュールの使用方法 

ピック・カート機能を使用するには、独自の RFモジュールが必要です。「画面」画面でこの RFモジュールを追加し、RFテキスト: ピック・

カートというタイトルのRFモジュールを追加する必要があります。このRFモジュールを使用するときの画面の順序は、次のとおりです。 

1. RF を入力する前に、ウェーブからピック・チケットを印刷する必要があります。 

a. 「ウェーブ照会」画面に移動します。 

ピックするウェーブ・レコードを検索します。必ず、ドロップダウンから順序付けルールを選択してください(次の図を参照)。 

 

図 246: ラベルの印刷 

b. ウェーブと列の順序付け基準を選択したら、「ラベルの印刷」をクリックします。 

c. ラベル・プリンタによって、キューブ化済割当のすべての OBLPN ラベルが印刷されます。 

 

2. ピック・カート RF モジュールを入力します。 

3. ピック・カート番号をスキャンします。 
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図 247: ピック・カート番号のスキャン 

4. OBLPN 番号をスキャンします。ユーザーはこのコンテナにピックします。ユーザーがさらに OBLPN をスキャンすると、RF に

よってピック・カート内のその位置が記録されます。 

 

図 248: ピック・カート位置への OBLPN の割当 

5. ピック・カートへのすべての OBLPN の配置が完了したら、[Ctrl]を押しながら[E]を押してカートをクローズし、ピッキングを開始

する必要があります。 

6. これにより、RF のプロンプトに、ピック元の最初の IBLPN と、その他のピッキング情報が表示されます。  
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図 249: 予約ピッキング  

 

図 250: アクティブ・ピッキング  

7. ピック・カート・タスクの最後に到達すると、コンテナを搬送先に置いておくことを求めるプロンプトが表示されます(構成されて

いる場合)。 

 

 

図 251: 搬送先ゾーン 

8. 搬送先ゾーンをスキャンして、ピックを完了します。 

 

プットトゥストアー(配送) 

PTS (プットトゥストアー)は、製品を在庫から一括でプルして配送ゾーンに搬送し、そこで製品を分割し、個々の小売ストアー搬送先に

対してソートするプロセスです。これは、オーダーが受け入れられ、商品が PTS のために割り当てられると開始されるアウトバウンド・プ

ロセスです。このプロセスの簡単な図を次に示します。 
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一般的なプットトゥストアー・アウトバウンド・フロー: 

 

図 252: 倉庫から 4 つの異なるストアーにオーダーを配送する一般的な PTS フローの図。 

PTS プロセスの手順 

要約すると、一般的な PTS フローの手順は次のとおりです。 

1. ストアーのオーダーが受け入れられます。 

2. ウェーブ・マスターは、これらの個々のオーダーに対してウェーブを実行します。 

3. オペレータに、オーダーで要求された倉庫内の商品が示されます。 

4. オペレータは、倉庫の在庫から品目をピックします。 

5. オペレータは、配送のためにダミーIBLPN を PTS 荷降ゾーンに移動します。 

6. LPN が、RF のプロンプトに表示された特定の箱詰(ストアーに事前に割り当てられているもの)に配送されます。 

7. 箱詰がパックされ、積荷/出荷の準備が完了します。  

 

構成 

PTS の環境を構成するために必要なコンポーネントは次のとおりです。 

1. ストアー(施設)と混載ロケーション 

2. ウェーブ・テンプレート(ウェーブ割当モード) 

a. 配送なし 

b. 配送残余 OK 

c. 配送残余なし 

d. 混載と配送 

3. タスク・テンプレート 

a. タスク・タイプ 
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1. ストアーと混載ロケーション 

ストアー: 

ストアーは、「施設」画面で構成できます。この画面から、商品の送り先となる搬送先ストアーを指定できます。PTS フローを実行すると、

この画面で事前に定義したストアーによって箱詰が区別されます。 

 

図 253: 「施設」画面から表示された施設のリスト 

混載ロケーション 

PTS のストアー(搬送先施設)を設定するには、最初に、一致する混載ロケーションを構成しておく必要があります。  

倉庫において、混載ロケーションは、配送が発生する物理的な領域となります。システム上では、特定のストアーに対してロケーション

を指定するために使用されます。これにより、配送中に、商品の移動先となる混載ロケーション(ストアー・ロケーション)がシステムで認

識されます。 

物理的には、混載ロケーションは、配送の準備が完了した、オープンしている箱詰が置かれる一連のロケーションです。オペレータが混

載ロケーションに到着したときに、それまでにピックした IBLPN をスキャンすると、混載ロケーション内のいずれかの箱詰にその IBLPN

を配送することを求めるプロンプトが表示されます。 

WMS では、「ロケーション」画面で混載ロケーションを作成できます。  

 

図 254: 新しい混載ロケーションの作成 

ストアーと混載ロケーションのリンク 

ストアーと混載ロケーションを作成したら、それらを相互にリンクする必要があります。これにより、どの混載ロケーションにどのストアー

が割り当てられているかをシステムが認識できます。この作業には、ロケーションごとの混載画面を使用します。 
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図 255: ロケーションごとの混載画面ビュー 

 

1. 混載ロケーションのリンク先のストアーを選択します。 

2. 「使用可能な混載ロケーション」から、リンク対象の混載ロケーションを選択します。 

3. 右矢印ボタンをクリックして、混載ロケーションを割り当てます。 

4. 「保存」ボタンをクリックします。 

5. それぞれのストアー/混載ロケーションについて、この手順を繰り返します。 
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2. ウェーブ・テンプレート 

PTS ウェーブでは、割当方法に配送方法が定義されている必要があります。このことは、ウェーブ割当モード画面を使用して実行しま

す。この画面にアクセスするには、次に示す図に従ってください。 

1. 「ウェーブ・テンプレート」画面に移動し、「割当モード」をクリックします。 

 

図 256: 割当モード 

2. 「作成」ボタンをクリックして新しい割当モードを作成し、「詳細」をクリックします。 

 

 

図 257: 新しいケース UOM 割当モード  

3. 詳細から、それぞれの割当モードを選択し、「作成」( )をクリックして、それぞれの新しい割当モード順序を追加します。 

 

図 258: 割当モード順序 
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図 259: 割当配送モード 

割当方法を設定する際には、次の 4 つの割当配送モードがあります(図 9)。 

配送なし 

この配送モードは、配送(PTS)を使用しない場合にピックおよびパック・フローに使用します。この場合、システムでは、ユニットまたはフ

ル LPN (「割当 UOM」フィールドで指定できる)で商品を割り当てることができます。 

配送残余 OK 

これは、PTS で使用される最初の配送オプションです。「残余 OK」は、在庫内の使用可能な LPN にオーダーを割り当てるときに、LPN

の一部を割り当てて、未割当のユニットを残しておくこと(残余)が許可されることを意味します。オーダー数量と使用可能な在庫に応じ

て、この割当タイプでは、LPN とユニットの両方を割り当てることができます。 

例: 

3 つのオーダーについて考えます。それぞれの SKU とオーダー数量は次のとおりです。 

Order 1
SKU1
Qty: 5
Store 1

Order 2
SKU2

Qty: 10
Store 2

Order 3
SKU1

Qty: 10
Store 3

LPN1
SKU1

Qty: 20
 

図 260: 残余が許可されているため、LPN1 がオーダー1 および 3 に割り当てられる  
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ここでは、オーダー1 および 3 が同じ SKU をオーダーしています。「残余 OK」の場合は、少なくとも 15 ユニットの SKU1 がある LPN (こ

の場合は LPN1)が最初に割り当てられます。LPN1 がオーダー1 および 3 に割り当てられると、そのステータスが「一部割当済」18に変

わります。ピックが完了したら、LPN 内の残りのユニットを在庫に戻す必要があります。19 

配送残余なし 

名前が示すように、この配送モードでは、残余がない LPN のみが割り当てられます。つまり、LPN が配送対象として割り当てられるた

びに、そのコンテンツすべてが 1 つ以上のオーダーに割り当てられる必要があります(LPN を「一部割当済」にすることはできません)。  

例: 

3 つのオーダーについて考えます。それぞれの SKU とオーダー数量は次のとおりです。 

Order 1
SKU1
Qty: 5
Store 1

Order 2
SKU2

Qty: 10
Store 2

Order 3
SKU1

Qty: 10
Store 3

LPN1
SKU1

Qty: 20

LPN2
SKU1

Qty: 15

(Total SKU1 Ordered: 15 units)
 

図 261: 残余が許可されていないため、LPN1 ではなく LPN2 が割り当てられる 

この場合、SKU1 について使用可能な LPN が 2 つあります。一方には 20 ユニット、もう一方には 15 ユニットがあります。この 3 つの

オーダーに対して、システムではオーダー1 および 3 を LPN2 に割り当てます。LPN1 に割り当てることはできません。5 ユニットが残る

ことになり、このことは許可されないためです。 

混載と配送 

これは、PTS についてユニット割当のみが許可される、配送の最も簡単な形態です。注: このオプションでは、ピックされるダミーLPN ご

とに内部ピッキング・オーダーが作成されます。 

  

 

18 ユーザーは、「IB LPN」画面の「ステータス」列から「一部割当済」をクリックして、この LPN 内の割当済ユニットの数を表示できます。 

19 LPN の一部が配送されると、LPN のステータスは「一部割当済」から「配置済」になります。この LPN には残りの割当済ユニットがな

いため、その「現在のロケーション」は失われます。このため、オペレータが忘れずに LPN を在庫ロケーションに再配置することが重要

です(RF によって、配送後に荷降ロケーションを求めるプロンプトが表示されます)。そのようにしないと、この LPN が物理的に考慮され

なくなる可能性があります。  
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3. タスク作成テンプレート 

タスク作成テンプレートを構成するには、配送に固有のタスク・タイプを設定する必要があります。 

 

図 262: タスク・テンプレート順序の構成 

この画面では、LPN PTS と内部ピッキング・タスクの 2 つのテンプレートのみが必要です(タスク・タイプの項を参照)。また、PTS 荷降

ゾーンを使用する場合は、搬送先ゾーンを指定できます。  

ウェーブが実行され、ユニットが割り当てられると、タスク・タイプ、オーダー割当、配送モードおよび割当 UOM に応じて、タスクが作成

されます。たとえば、配送モード「配送残余なし」でオーダーが割り当てられた場合、内部ピッキング・タスクは作成されません。このタス

クでは、UOM としてユニットのみが許可されるためです。 

タスク・タイプ 

次の図には、「タスク・タイプ」画面から使用可能なタスク・タイプのリストが表示されています。 

 

図 263: PTS 固有のタスク・タイプ 
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PTS では、INTERNAL-PICK と DISTRIBUTE-LPN の 2 つのタスク・タイプが使用されます。20  

DISTRIBUTE-LPN 

このタスク・タイプは主に、LPN またはフル LPN に割り当てる配送に使用されます。フル LPN 配送については、ウェーブ・テンプレート

の割当方法が配送残余なしに設定されている必要があります。LPN およびユニット割当については、配送残余 OK を使用します。 

次の図には、タスク・タイプ DISTRIBUTE-LPN 内の詳細が表示されています。 

 

図 264: DISTRIBUTE-LPN 内の詳細 

DISTRIBUTE-LPN 内には 3 つのモジュールがあります。LPN の移動、タスク・ゾーン移動および「LPN の配送」です。この 3 つの個別

の RF トランザクションが 1 つに結合されています。ここでは、3 つのトランザクションのうち、追加するものを指定できます(列

「program_mandatory」が「はい」になっているため、LPN の移動は必須です)。  

*RF プログラムの有効/無効を切り替えるには、単に、RF プログラムをクリックし、「編集」をクリックし、[Ctrl]を押しながらク
リックして、ドロップダウン・メニューから選択を解除します。 

RF プログラム 

LPN の移動:  

これは、ユーザーが IBLPN をピックする、タスクの実行の基本機能です。この RF プログラムは必須となり、無効にできません。 

タスク・ゾーン移動:  

有効にすると、RF によって、ピックした商品の移動先となるタスク・ゾーンをユーザーに求めるプロンプトが表示されます。これは、割当

方法の「destination_zone」列またはタスク・ゾーン移動ルール画面で構成できます。  

PTS の場合、最終タスク・ゾーンは、配送が発生する PTS 荷降ゾーンになります。 

 

図 265: RF - タスク・ゾーン移動 

 

 

20 3 つ目の配送タスク・タイプ LPNMOVE は使用されません。LPNMOVE に備わっているすべての機能が DISTRIBUTE-LPN に含ま

れているためです。  
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荷降ゾーンをスキャンすると、IBLPN の現在のロケーションが更新されます。 

LPN の配送 

これは、ピックした IBLPN をオーダーのストアーに配送するために使用される主要な RF プログラムです。有効にすると、ピッキングが

完了した後、RFによって、配送する IBLPNを求めるプロンプトが表示されます。このオプションを無効にすることを決定した場合、「LPN

の配送」と呼ばれるタスクの実行トランザクションの外部で、IBLPN を配送できます。21 

***これらの RF プログラムの使用に応じて、タスクのステータスが「完了」に設定されることに注意することが重要です。たとえば、LPN

の移動とタスク・ゾーン移動を有効にし、「LPN の配送」を無効にした場合、ピックして、IBLPN の移動先のタスク・ゾーンを指定すると、

タスクは終了します。  

INTERNAL-PICK 

内部ピックは、補充や指示された棚入など、内部の製品移動について作成されるタスクです。  

 

図 266: INTERNAL-PICK 内の詳細 

RF プログラム 

IBLPN へのピック:  

DISTRIBUTE-LPN のデフォルトの LPN の移動 RF プログラムとは異なり、この RF トランザクションでは、ピック元の最初の IBLPN を

スキャンした後、追加の IBLPN を求めるプロンプトが表示されます。これは、(ピッキング後に) 1 つのゾーンから別のゾーンに移動する

一時的な IBLPN があるフローで使用されます。PTS では、物理ラックからカートに IBLPN を移動するために使用されることがあります

(ここでは、カート全体が IBLPN です)。  

タスク・ゾーン移動: 

タスク・ゾーン移動 RFプログラムは、DISTRIBUTE-LPNのものと同じです。タスク・ゾーン移動が構成されている場合、IBLPNをピック

すると、RF によって、次のタスク・ゾーンのプロンプトが表示されます。 

注意事項: 

内部ピックは、可視性が限られているため、処理が困難です。内部バルク・ピック・タスクが作成された場合、ウェーブの元のオーダーを

識別するのは非常に困難です。かわりに内部ピッキング・オーダーが記録されるためです。さらに、このタスク・タイプは PTS に固有で

ないため、配送が実行される前にそのタスクが「完了」に変わり、PTS を完了したタスクを追跡することが難しくなります。  

タスクの実行 - RF 画面 

タスク・タイプとそのパラメータに応じて、配送プロセスが多少異なることがあります。 

シナリオ 1: DISTRIBUTE-LPN – LPN PTS を使用した LPN の配送 

1. RF トランザクション、タスクの実行に移動します。 

 

21 このトランザクションを使用した場合の RF 画面のステップごとの表示は、付録を参照してください。 



 

3-58 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

2. タスク番号を選択すると、RF によって、パックする対象のパレットと LPN のプロンプトが表示されます。 

 

 

図 267: 「パレット」プロンプト 

 

3. そのタスクのピッキングが完了すると、RF によって、LPN のプロンプトが表示されます。ここでは、配送のために先ほどピック

した IBLPN をスキャンします。 

   

図 268: 「LPN」プロンプト 図 269: 「配送を続行しますか?」メッセージ 

「配送を続行しますか?」というメッセージが RF に表示されたら、[Ctrl]を押しながら[A]を押して続行します。 

 

4. IBLPN が配送に対してオープンされると、RF によって、「場所」(混載ロケーションを示す)との配送先の OBLPN を求めるプロ

ンプトが表示されます。  
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図 270: 「場所」プロンプト 

IBLPN が STORE-2-1-1 に配送される必要があることがシステムによって認識されるため、ユーザーは混載ロケーションを探

し、バーコードをスキャンし、OBLPN をスキャンして配送を開始することのみが必要となります。 

 

5. IBLPN 内のすべての品目が配送され、ボックスに残っている商品がなくなると、「配送が残っていません」というメッセージが

RF に表示されます。   

 

図 271: 「配送が残っていません」メッセージ 

この時点で、IBLPN は正常に配送され、ステータス「消込済」に変わります。RF は現在のタスクを終了し、オープン・タスクのリストに戻

ります。 

IBLPN を OBLPN に配送した後のシナリオとして、次の 2 つが考えられます。  

1.残っている SKU がオーダーにない場合 

2.配送対象として残っている SKU がオーダーにある場合。 

1.では、配送するユニットがピック元の IBLPN に残っていないことを示す「配送が残っていません」というメッセージが、RF によって表示

されます。  
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**配送先の箱詰が完了し、IBLPN に残余がある場合は、RF によって、荷降ロケーションを求めるプロンプトが表示されます。これによ

り、この IBLPN を予約ロケーションに戻す前に、一時的に荷降ロケーションに配置できます。 

2.では、RF によるプロンプトはありません。かわりに、画面が点滅し、残りの IBLPN 数量のプロンプトが表示されるか、次の SKU に進

みます。 

次の場合、箱詰は物理的にのみクローズされます(「パック済」になります)。 

1. ボックス内にスペースが残っていません。 

2. 待ち状態のオーダーがありません。 

これらのシナリオそれぞれについて、オペレータは、忘れずに、物理的に、およびシステム上で箱詰をクローズする必要があります。シ

ステム上で箱詰をクローズするには、タスクの実行または「LPN の配送」RF プログラムで[Ctrl]+[E]オプションを使用します。これによ

り、WMS の LPN がステータス「パック中」から「パック済」に変わります22。 

 

図 272: 配送トランザクション 

  

 

22 このことは、オーダーのステータスでも同様である必要があります。つまり、OBLPN がまだ「パック中」である場合は、オーダーのス

テータスも「パック中」である必要があります。 
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図 273: OBLPN のステータスが「パック済」に変わる   

 

シナリオ 2: タスク・タイプ「内部バルク・ピック」を使用した「LPN の配送」RF トランザクション 

1. RF トランザクション、タスクの実行に移動します。 

2. タスク番号を選択すると、パックする対象のダミーLPN が RF に表示されます。このダミーLPN は、本質的に、配送前にユニッ

トを輸送するために使用される中間的な LPN となります。 

 

 

図 274: ダミーLPN 

a. いつでも、[Ctrl]を押しながら[E]を押すことで、現在のダミーLPN をクローズできます。これにより、別の LPN をオー

プンし(最初の LPN が物理的に一杯になった場合)、ピックを続行できます。 

 

3. ダミーLPN がオープンになると、RF によってピック・ロケーションが示されます。ここで、ピックする LPN と数量をスキャンする

必要があります。 
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図 275: LPN のスキャン 

4. タスク内のすべての LPN をピックすると、「ピックするものが残っていません」というメッセージが RF に表示されます。[Ctrl]を

押しながら[A]を押して続行します。 

 

 

図 276: 「ピックするものが残っていません」メッセージ 

5. すべてのダミーLPN をクローズしたら、商品をその搬送先ゾーンに荷降する必要があります。搬送先ゾーンをスキャンして、

LPN がその搬送先に到着していることを確認します。 

 

図 277: 荷降プロンプト 
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6. すべての IBLPN をピックし、それぞれの搬送先ゾーンに荷降すると、タスクが終了します。LPN の配送とは異なり、ユニットの

配送では、配送のために別個の RFモジュールを開く必要があります。いずれかの LPNの配送を開始するには、RFモジュー

ル「LPN の配送」を入力します。  

 

図 278: LPN の配送   図 279: 「配送を続行しますか?」メッセージ  

a. RF によって、LPN (配送対象のピック済 IBLPN)を求めるプロンプトが表示されます。 

b. 「配送を続行しますか?」というメッセージが RF に表示されたら、[Ctrl]を押しながら[A]を押して続行します。 

 

7. IBLPN が配送に対してオープンされると、RF によって、「場所」(混載ロケーションを示す)との配送先の OBLPN を求めるプロ

ンプトが表示されます。  

 

図 280: 「場所」プロンプト 

a. IBLPN が STORE-2-1-1 に配送される必要があることがシステムによって認識されるため、ユーザーは混載ロケー

ションを探し、バーコードをスキャンし、OBLPN をスキャンして配送を開始することのみが必要となります。 

 

8. IBLPN 内のすべての品目が配送され、ボックスに残っている商品がなくなると、RF によって、「配送が残っていません」という

メッセージが表示されます。   
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図 281: 「配送が残っていません」メッセージ 

 

 
ピックおよび割当 

Oracle Cloud WMS には、ユーザーがシステムでウェーブを実行することなく、予約/アクティブ・ロケーションからの在庫のオーダー

ベース・ピッキングを満たす様々な方法が用意されています。  

ピックおよび割当トランザクションは、ストアーや中規模の物流センターなど、小規模企業の業務をサポートする倉庫で使用できます。こ

の場合、オーダーがあるユーザーがストアー/DC を訪問し、ストアー・オペレータがユーザーとともにオーダーに基づいて手動で在庫を

ピックし、在庫(アウトバウンド LPN)をパックして出荷します。  

注: ピックおよび割当トランザクションは、「ピック中に割当」が「はい」に設定されているオーダー・タイプのオーダーに適格です。「ピック

中に割当」が「いいえ」に設定されている場合、オーダーはピックに適格ではありません。  

パラメータ 

ピックおよび割当の画面には、ユーザーがパラメータの選択に基づいて操作を実行するために選択できる様々なパラメータがリストさ

れます。 

 

図 282: ピックおよび割当のパラメータ 

フィールド・パラメータ:  

次の項では、パラメータとそのフィールドについて説明します。 

1. packing-restriction-rule: パック制限を適用するためのルール名を入力できます。有効なルール名は、パック制限画面で作成

できます。  

2. location-search-rule: システムが品目をピックするためのオーダー順序を定義する有効な割当モード・ルールを入力します。  

3. item-barcode-scan: バーコードをスキャンするモードを次の 2 つの中から選択できます。 

a. 各 SKU をスキャン: このパラメータを設定すると、各 SKU がスキャンごとに 1 ユニットと見なされ、数量確認を求め

るプロンプトは表示されません。  

b. SKU のプロンプトを表示: このパラメータを設定すると、SKU を求めるプロンプトが表示され、ユーザーは数量の入

力を要求されます。 
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4. auto-load: 「はい」に設定すると、積荷を対応する OBLPN に割り当てた後、LPN が「積荷済」ステータスに移行します。 

5. order-sequence-rule: オーダーベース・ピッキング(ピック中に自動割当)オプションを実行するときに、順序に基づいてオー

ダーを表示するためのオーダー順序ルールを作成できます。オーダー順序ルール画面を使用すると、最大 4 つの異なる列を

順序付けできます。オーダー順序ルール詳細画面では、オーダー・タイプを基準にして順序付けルールを設定することも、

オーダー・タイプ詳細を含めないように選択することもできます。 

 

また、オーダー作成日、必須出荷日など、様々な種類の基準を含むように order_by 列を構成することもできます。 

 

注: オーダー・タイプでフラグ allocate_during_pick_flg が設定されている必要があります。このフラグは、「オーダー・タイプ」

画面で選択できます。 

 

 

図 283: オーダー順序ルール詳細 

 

注: オーダー順序ルールは、オーダー・プロンプト・モードと連動して機能します。 

 

6. ピックと割当モード: 次に示すモードによって、様々な方法で在庫を検索してピックできます。 

a. ユーザー指示 

b. システム主導 

c. 在庫の自動作成 

7. order-prompt モード: オーダーのプロンプトを表示するモードを次の 3 つの中から選択できます。 

a. オーダー番号の入力: オーダー番号を入力できます。オーダー番号リストは表示されません。 

b. オーダー・プールの表示: オーダー番号リストが表示されます。 

c. オーダー・タイプの表示: オーダー・タイプが表示されます。また、オーダー・タイプを選択すると、選択したオーダー・

タイプ内の対応するオーダーが、ピック対象のオーダーの数とともにオーダー・リストとして表示されます。  

8. item-property-display: 品目プロパティを表示するビューを次の中から選択できます。 

a. 品目コード 

b. 品目代替コード 

c. 外部スタイル 

d. スタイル  

ピックおよび割当の詳細は、ピックおよび割当のドキュメントを参照してください。 

https://mosemp.us.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2537314.1
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パッキング(再パック・モジュール) 

再パック・モジュールは、次の操作を実行できるパッキング RF トランザクションです。 

• 「ピック済」ステータスから「パック済」ステータスへの OBLPN のパック 

• OBLPN の結合 

• OBLPN の分割 

パッキング・シナリオについては、タスクが完了した後に OBLPN を(デフォルトの「パック済」ステータスではなく)「ピック済」ステータスに

更新する特殊な構成がタスク・タイプに必要です。この構成は、予約およびアクティブ・ユニット・ピッキングについてのみ機能します。構

成は次のとおりです。 

1. 「画面構成」画面に移動します。 

2. 「生成画面」をクリックし、RF テキスト: NC アクティブ{オーダー}のパック画面を追加します。 

3. このレコードを選択し、「詳細」ボタンをクリックして、その詳細を入力します。 

4. 「close-oblpn-status」パラメータを「ピック済」に変更します。 

5. RF プログラムを作成したら、ユーザーは、関連するタスク・タイプ(ユニットの予約またはアクティブ・ユニット)にそれを追加する

必要があります。「タスク・タイプ」画面に移動します。 

6. 目的のタスク・タイプ(「NC-ACTIVE-PICK」または「LPNUNITS」)を選択し、その詳細に移動します。 

7. RF テキスト: NC アクティブ{オーダー}のパックの RF プログラムを、ステップ 2 で作成したモジュールに変更します。 

8. このタスク・タイプをタスク・テンプレートに追加します。  

この構成により、オペレータが、選択したタスク・タイプをピックするたびに、OBLPN がステータス「ピック済」に更新されます。 

再パックの構成 - RF モジュールの追加 

1. 「画面構成」画面に移動します。 

2. 「生成画面」ボタンをクリックし、RF-Text: Repack OBLPN というタイトルの RF モジュールを選択します。 

3. 画面が追加されたら、その詳細を入力して、そのパラメータを構成します。 

 

パラメータの説明は、次の表を参照してください。 

パラメータ名 値 動作 

print-extras 
パッキン

グ・スリップ 

OBLPN がステータス「パック済」になると、オーダーのパッキング・スリップが自動的に印刷さ

れます。 

print-to-oblpn-
label 

はい 
最終 OBLPN の最初の SKU がスキャンされると(OBLPN がステータス「パック中」に更新され

ると)、LPN の出荷ラベルが自動的に印刷されます。 

restrict-
multiorder-comb 

はい 
このパラメータを「はい」に設定した場合、ユーザーが別のオーダーの OBLPN をスキャンする

と、RF によって、複数オーダーは許可されていないというメッセージが返されます。 

req-lpn-type はい 

ユーザーは、OBLPN: 至をスキャンした後に OBLPN タイプをスキャンする必要があります。

キューブ化済 LPN については、このフィールドは自動的に設定され、ユーザーが編集すること

はできません。 

req-pack-station はい 
ユーザーは、パッキング・プロセスの最初にタイプ「パッキング・ステーション」のロケーションを

スキャンする必要があります。  
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4. 「保存」をクリックします。 

パラメータ「req-pack-station」を有効にした場合、タイプ「パッキング・ステーション」のロケーションを作成する必要があります。 

1. 「ロケーション」画面に移動します。 

2. 「作成」ボタンをクリックして、新しいロケーションを追加します。 

3. 必要なフィールドを設定します。「ロケーション・タイプ」フィールドで、「パッキング・ステーション」を選択します。 

再パック RF モジュールの使用方法 - パッキング 

1. 再パック RF モジュールを入力します。 

2. アクティブ化したパラメータに応じて、RF には異なる数のフィールドが表示されます。次の図には、RF に表示される可能性が

あるすべてのフィールドを示しています。 

 

図 284: 再パックの RF 画面 

• extra-printer: レーザー・プリンタ・バーコードをスキャンします(これは、パッキング・スリップを印刷するためです) 

• パック・ステーション: OBLPN をパックするパッキング・ステーションをスキャンします。 

• LPN: 自: パック元の OBLPN をスキャンします(これは、「ピック済」ステータスの OBLPN です)。 

• 残り LPN ユニット: 自: このフィールドには、パックするものが残っているユニットの数が表示されます。ユーザーが「LPN: 自」

から各ユニットをスキャンすると、数量が減少します。 

• 品目: 品目コードをスキャンします。 

• OBLPN: 至: これは、パックする対象の OBLPN です(最終 OBLPN とも呼ばれます)。 

o 割当がキューブ化されていない場合、OBLPN 番号のプロンプトは表示されません。パックする対象の LPN、
OBLPN タイプの順に手動で選択します。 

o 割当がキューブ化されている場合、OBLPN に OBLPN 番号と LPN タイプが事前に割り当てられます。 

3. 「LPN: 自」を空にすると、RF のカーソルが「LPN: 自」フィールドに戻り、パック元の別の OBLPN のプロンプトが表示されます。 

再パック・モジュールの使用方法 - 結合/分割 

同じ RF モジュールを使用して、OBLPN を結合/分割できます。2 つの LPN を結合または分割するには、単に「LPN: 自」フィールドで元

の LPN をスキャンし、「LPN: 至」フィールドで搬送先 LPN をスキャンします。 

1. 再パック RF モジュールを入力します。 

2. 「LPN: 自」フィールドで、ユニットの削除元の LPN をスキャンします。 

3. 「品目」フィールドで、削除する品目をスキャンします。 

4. OBLPN: 至フィールドで、品目の移動先となる搬送先 LPN をスキャンします。 

5. 目的の品目をすべて移動したら、[Ctrl]を押しながら[E]を押して「LPN: 至」を終了します。 
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図 285: 再パック・モジュールを使用した結合/分割 

 

直接割当 

Oracle WMS Cloud には、ウェーブを実行しないで、直接割当によって在庫をオーダーに割り当て、IBLPN を OBLPN へと処理する機

能が備えられています。このトランザクションには、次のパラメータがあります。 

パラメータ 

直接割当トランザクションには 3 つの異なるパラメータがあり、ユーザーはパラメータの選択に基づいて処理を実行できます。 

 

図 286: 直接割当トランザクション  

• reuse-lpn -  このパラメータを「はい」に設定すると、OBLPN を作成するときにシステムで同じ LPN 番号を再使用できます。  

 

• prompt-drop – このパラメータを「はい」に設定すると、OBLPN を荷降する荷降ロケーションのプロンプトが表示されます。 

 

• auto-load – このパラメータを「はい」に設定すると、割当済 LPN が自動的にパックされ、OB 積荷に積荷されます。auto-load

を「いいえ」に設定した場合は、IBLPN が消費され、対応する OBLPN が「パック済」ステータスに更新されて、それに応じて在

庫履歴の IHT レコードが更新されます。  

構成: 

1. 直接割当の RF 画面がシステムで構成され、品目とオーダーがシステムで作成されていることを確認します。  

2. 直接割当トランザクションのパラメータを定義します。パラメータの詳細は、パラメータを参照してください。 

 

RF での直接割当トランザクションの起動 

1. 次の図に示すように、直接割当トランザクションを起動します。 
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図 287: 直接割当トランザクション 

2. オーダーおよびインバウンド LPN 詳細(このオーダーに割り当てられる在庫)の入力を求めるプロンプトが表示されます 

オーダーは、次の基準を満たしている必要があります。 

a. ステータスは「作成済」または「一部割当済」である必要があります。 

b. 割当不可のロックによってロックされていない必要があります。 

c. 必須コンテナ番号が設定されている場合は、そのコンテナ番号のみが受け入れられます。 

LPN は、次の基準を満たしている必要があります。 

a. IBLPN は「受入済」または「配置済」ステータスである必要があります。割当不可のロックによってロックしたり、割当不可

のロックがあるロケーションに配置することはできません。 

b. LPN は完全に消費される必要があります。 

注: LPN 番号がない場合(ピックする在庫がアクティブ・ロケーションのものである場合)は、エラー! 参照元が見つかりま

せん。を使用して、オーダーに割り当てられる IBLPN を作成できます。 

 

3. スキャンすると、LPN がオーダーに割り当てられます。「auto-load」パラメータを「はい」に設定した場合は、次の図に示すよう

に、LPN が積荷に割り当てられます。  

 

 

図 288: オーダーに対して積荷された LPN 
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オーダー・ステータスの検証  

在庫が直接割り当てられており、OBLPN に対して割り当てられているかどうかを検証するには、次に示す画面でステータスを確認しま

す。  

IBLPN 画面: IBLPN の UI に移動し、LPN 番号を検索して、ステータスを確認します。ステータスは「消込済」に設定されています。  

オーダー・ヘッダー画面: オーダー・ヘッダーの UI に移動します。  オーダー番号を検索します。オーダー・ステータスは、次の図に示す

ように、「積荷済」に設定されています。 

 

図 289: オーダー・ステータス 

OBLPN 画面: OBLPN の UI に移動します。次の図に示すように、対応する OBLPN が作成され、ステータスが「積荷済」に設定されて

います。 

 

図 290: OBLPN ステータス 

注: 在庫の一部が割り当てられている場合、OBLPN ステータスは「パック済」に設定されています。  

在庫履歴: トランザクションが完了すると、割り当てられた OBLPN の対応する在庫履歴ステータスが書き込まれます。 

ヒント: LPN が OBLPN に自動的に割り当てられない場合、対応する OBLPN の UI は「パック済」ステータスに設定され、IHT は、11 – 

コンテナ・パック済および 20 – オーダー・ステータス変更済に更新されます。  

ウェーブによるパック 

この機能は、通常、プロモーション用の品目、パンフレット、カタログなどの大量の品目をピックおよびパックする必要があり、パックする

数量の正確さがそれほど重要でない場合に使用します。  

 

ウェーブによるパック・シナリオでは、ウェーブ中にシステム上で OBLPN がピックおよびパックされます。RF を使用した物理的なピック

およびパックの後、それぞれの操作が完了すると、割当、ロケーション、IB LPN、OBLPNなどに対するすべてのシステム更新が行われ

ます。WMS の UI や RF を使用しない倉庫の現場ユーザーの利便性のために、物理的なピックおよびパックは後で発生します。 

 

ウェーブによるパックの前提条件 

ウェーブによるパック機能を有効にする前提として、次の構成が必要になります。 
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ウェーブ・テンプレート 

ウェーブ・テンプレートで「ウェーブによるパック」フラグが選択されている必要があります。 

  

 
図 291: ウェーブ・テンプレート 

 
• ウェーブ中にキューブが発生するようにウェーブ・テンプレートが構成されている必要があります。  

• 補充ルールが設定され、かつ、「ウェーブによるパック」フラグが「はい」として構成されている場合、ウェーブ・テンプレートを作

成することはできません。これは、潜在的な移動中数量からの在庫の自動パックを防ぐためです。 

• 「ウェーブによるパック」フラグとウェーブ・ピック情報フラグの両方が有効になっている場合、ウェーブ・テンプレートを作成する

ことはできますが、このシナリオで「ウェーブによるパック」を有効にする際には注意が必要です。   

➢ WMS でのキューブに基づいた MHE によるピックおよびパックのみを目的としている場合は、「ウェーブによるパッ

ク」フラグを有効にすることができます。 

➢ ただし、MHE によって実行されたピックおよびパック操作を追跡することを意図している場合は、「ウェーブによる

パック」フラグを有効にしないでください。 

• 「ウェーブによるパック」フラグが有効で、かつ、配送を実行するために、MHE システムで割当モード順序が構成されている場

合は、配送が優先されます。これは、キューブ・ルールが配送とともに構成されている場合(推奨される構成ではない)、配送が

優先され、キューブは実行されないためです。 

• 「ウェーブによるパック」フラグが有効で、かつ、タスク作成ルールが設定されている場合、ウェーブ・テンプレートの作成は許

可されますが、タスク作成は、ウェーブによるパックに適格でない品目についてのみ構成してください。  

 

注: 品目の適格については、次の項で説明します。  
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品目の構成  

ウェーブのオーダー明細の一部である品目では、「ダミーSKU フラグ」と「ウェーブによるパック」フラグの両方が選択されている必要が

あります。 
 

 
図 292: 「ダミーSKU フラグ」と「ウェーブによるパック」フラグ  

 
a. 品目の「ダミーSKU フラグ」の選択が解除されている場合、「ウェーブによるパック」フラグを選択することはできません。ウェー

ブによるパック機能には、ダミーSKU のみが適格です。 

b. 「ダミーSKU フラグ」の選択が解除されている品目を同じウェーブに含めることもできますが、これらの品目はウェーブによる

パック機能には適格になりません。  

c. 異なる品目が 1 つの OBLPN にキューブ化され、両方のフラグが選択されている品目と一方または両方のフラグの選択が解

除されている品目がある場合は、OBLPN 全体がウェーブによるパック機能に適格になりません。 

 
ウェーブによるパック機能 

ウェーブ・プロセス中に、ウェーブによるパック・ステージは、キューブの後に発生します。このステージは、キューブの積荷割当ステージ

の後、タスクが作成される前にトリガーされます。「ウェーブによるパック」フラグが選択されていないウェーブ・テンプレートでは、このス

テージはスキップされます。 

 
ウェーブによるパックの更新 

ウェーブ・プロセスのウェーブによるパック・ステージの終盤に向けて、次のような更新がシステムで行われます。 

 

1. ウェーブによるパックに適格な OBLPN が「パック済」ステータスに更新され、対応する割当が完了としてマークされます。それ

に応じて、割当のパック済数量が更新されます。 

2. 対応するダミー動的ロケーション(ウェーブ中に作成されたもの)の在庫が、対応するパック済数量分減少します。 
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3. OBLPN がまだ積荷に割り当てられておらず、施設パラメータ「ASSIGN_LOAD_WHEN_PACKED」が「はい」として構成され

ている場合、積荷割当が完了し、OBLPN が積荷に割り当てられます。 

a. 関連付けられているオーダーの「externally_planned_flag」が「はい」に設定され、外部計画済積荷番号がオーダー

詳細に移入されていない場合、積荷は OBLPN に割り当てられません。 

4. OBLPN がまだ登録されておらず、OBLPN の出荷方法の運送業者タイプが小包である場合、OBLPN が登録されます。 

5. 会社パラメータ「FILES_TO_GENERATE_AT_LPN_PACKED」の値に応じて、次の処理が行われます。  

a. 「OLO」として構成されている場合、OBLPN 出荷情報ファイルが生成されます 

b. 「LLS」として構成されている場合、アウトバウンド積荷輸出ファイルが生成されます 

c. 「LLS」および「OLI」/「OLO」として構成されている場合、アウトバウンド積荷輸出ファイルと OBLPN 出荷情報ファイ

ルの両方が生成されます。 

✓ オーダー・ステータスが次のように更新されます。 

a. オーダー内のすべての品目がウェーブによるパック機能に適格で、かつ、オーダーが完全にパックされている場合、

「パック済」に更新されます。 

b. オーダー内の一部の品目のみがウェーブによるパック機能に適格で、かつ、残りはまだ「割当済」ステータスである

場合、「パック中」に更新されます。 

c. 一部のオーダー明細が完全にパックされ、一部のオーダー明細が一切選択されていない場合、「一部割当済」に更

新されます。 

✓ オーダー・ステータス変更在庫履歴レコードが作成されます。 

✓  「パック済」として更新されたそれぞれの OBLPN 明細について、コンテナ詳細パック済在庫履歴レコードが作成されます。 

✓ 会社パラメータ「FILES_TO_GENERATE_AT_ORDER_PACKED」が PLS として構成されている場合、「パック済」として更

新されたオーダーについて、オーダー・アウトバウンド積荷輸出ファイルが生成されます。  

 

ウェーブ OBLPN の自動パック 

ウェーブによるパックに代わる方法として、「ウェーブ照会」画面に、「ウェーブ OBLPN の自動パック」と呼ばれる処理ボタンが用意され

ています。このボタンは、ウェーブ・テンプレートで「ウェーブによるパック」フラグが選択されていない場合に使用できます。 

 

 
図 293: ウェーブ OBLPN の自動パック 

 
• このボタンを使用すると、監督者は、ウェーブの OBLPN の自動バックを開始する前に割当をレビューできます。 

• このボタンは、ステータス「完了」または「完了しました。完全に割り当てられていません」のウェーブ実行についてのみ有効で

す。 

• 複数のウェーブ実行が選択されている場合、このボタンは無効です。 

• ADMINISTRATORS または MANAGEMENT のロールを持つユーザーのみが、このボタンにアクセスできます。他のユー

ザーがこのボタンへのアクセスを必要とする場合は、Wave Inquiry/Allow Auto Packing のグループ権限を通じてアクセス権

を付与する必要があります。  
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機能 

「ウェーブ OBLPN の自動パック」ボタンを選択すると、次の確認が実行されます。 

 

➢ ダミーSKU のみを持つキューブ化済のオープン割当(コンテナ番号が設定されている割当)があり、かつ、すべてのダミーSKU

で「ウェーブによるパック」フラグが有効になっているかどうか。  

✓ そのような割当が見つからない場合、自動パックに適格な割当がないというメッセージが表示されます。 

 

 

図 294: 自動パックに適格な割当がないというエラー・メッセージ 

 

✓ ただし、適格な割当が見つかった場合は、「ウェーブによるパック機能」の更新の項で説明した更新が行われます。 

 

アウトバウンド監査 

アウトバウンド監査を使用すると、様々な基準に基づいて監査対象として OBLPN にフラグを設定するための監査ルールを作成および

構成できます。その後、パック中に、構成したルールに基づいて、これらの OBLPN に監査対象のフラグが設定されます。  パック後に

OBLPN がステージングに移動する前に、監査対象のフラグが設定された OBLPN は監査領域に送られ、RF アウトバウンド監査オプ

ションを使用して、対応する監査が手動で実行されます。 

 

アウトバウンド監査ルール画面 

アウトバウンド監査ルール画面は、監査対象としてマークするパック済 OBLPN を決定するためのルールベースの画面です。監査対象

としてマークされる OBLPN は、「Y の中の 1」フィールドに基づいてランダムに決定されます。アウトバウンド監査ルール画面には、「施

設」、「名前」、「摘要」、「使用可能」および「Y の中の 1」というフィールドがあります。新しいルールを作成および構成するには、「作成」

( )をクリックします。既存のルールの構成を編集するには、「編集」( )をクリックします。  
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図 295: アウトバウンド監査ルール 

 

 

 

それぞれのルールに詳細画面(選択基準)があり、OBLPN (摘要)フィールドのストアー、パック担当者また

は品目を使用してルールを定義できます。「Y の中の 1」列は、構成されているルールの数を示します。  

たとえば、前の行の場合、施設 F002 では 10 個のルールの中の 1 つが有効です。施設 F002 では 5 個の

ルールの中の 1 つが無効で、施設 F003 では 20 個のルールの中の 1 つが有効です。 

監査ルールを作成したら、「詳細」( )を選択して選択基準を表示し、OBLPN フィールドのストアー、パック担当者または品目を

使用して監査ルールを定義する必要があります。ルールでは、それらのフィールド間の AND および OR 関係がサポートされてい

ます。 

 

図 296: 選択基準 
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また、アウトバウンド監査ルール画面の上部には、グローバル監査設定の変更ボタンがあり、施設ごとに適用するグローバル監

査設定を制御できます。  

次の表は、施設のグローバル監査設定を設定する方法の例です。 

 

アウトバウンド監査ルール画面から、グローバル監査設定の変更ボタンをクリックします。 

 

図 297: グローバル監査設定の変更ボタン 

 

グローバル監査設定の変更ボタンをクリックすると、次のような確認ウィンドウが表示され、施設の audit_if_short 設定を True ま

たは False に設定できます。次の例では、現在の audit_if_short 設定は False (「いいえ」)に設定されていますが、これを Trueに

変更し、「OK」をクリックすると、Audit if shorted の設定が「はい」に変更されます。 

 

図 298: audit_if_short 設定の確認 

注: 複数の異なる基準を使用してルールを構成する場合、具体性の高い基準を持つルールは高い優先度を指定して追加し、その

後、具体性の低いルールを追加することが重要です。 
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監査ステータス 

OBLPN の画面から監査ステータスを表示できます。OBLPN は、デフォルトでは監査ステータス=不要で作成

されます。有効な監査ステータスは次のとおりです。   

 

• 不要 

• 監査待ち 

• 監査完了 

• 監査なし 

 

待ち状態ステータスの監査の例を次に示します。 

 

 

図 299: 監査ステータス - 監査待ち 

 

完了ステータスの監査の例を次に示します。 

 

 

図 300: 監査ステータス - 監査完了 
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RF アウトバウンド監査 

RF アウトバウンド監査モジュールを使用すると、OBLPN またはパレットの詳細な監査を実行できます。RF アウトバウンド監査には、次

の 2 つのパラメータがあります。 

 

• 監査モード 

• 監査-デフォルト事由コード 

デフォルト事由コード・パラメータを使用すると、監査の事由コードを追加できます。  

監査モード 

「監査モード」パラメータには、次の 3 つの選択肢があります。 

• 待ち状態の監査を含めたシミュレート 

• 待ち状態の監査を含めないシミュレート 

 

図 301: 「監査モード」パラメータの選択肢 

 

RF アウトバウンド監査画面 

RF アウトバウンド監査画面には、監査するコンテナのスキャンを求めるプロンプトが表示されます(この場合、ユニット割当がある

OBLPN がスキャンされます)。  

次の画面フローは、シミュレート監査モード画面パラメータが値「なし」、監査待ちを含めたシミュレート・モード、または監査待ちを含めな

いシミュレート・モードで設定されている場合に適用されます。 

注: OBLPN は「パック済」ステータスである必要があります。  
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図 302: RF アウトバウンド監査画面 

重要: RF アウトバウンド監査を使用して数量を減らすことはできますが、OBLPN の数量を増やすことはできません。 

 

RF の「SKU」プロンプト画面 

 

LPN をスキャンすると、SKU の追加を求めるプロンプトが表示されます。  

 

 

図 303: RF アウトバウンド監査 - 「SKU」プロンプト 

 

ケースに関して割当が行われた場合、RF アウトバウンド監査の「ケース」プロンプト画面の例を次に示します。 
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図 304: RF アウトバウンド監査 - ケース 

 

前の RF 画面フローは、シミュレート監査モード画面パラメータが次のいずれかに設定されている場合に適用されます。 

 

• なし 

• 監査待ちを含めたシミュレート・モード  

• 監査待ちを含めないシミュレート。 

 

シミュレート監査モードが標準モードとシミュレート・モードのどちらについて構成されているかに関係なく、次の更新が適用さ

れます。 

 

• OBLPN に属していない追加のユニットまたは品目がスキャンされると、「品目は OBLPN に属していませ

ん。相違が記録されます」というエラーが表示されます。[Ctrl]を押しながら[A]を押してメッセージを受け入

れ、現在の OBLPN に属していない追加のユニット/SKU を物理的に取得できます。[Ctrl]を押しながら[W]

を押すと、相違を記録せずに、「SKU」プロンプト画面に戻ります。 

• それぞれの SKU について、スキャンされた品目と品目ごとの数量が記録されます。スキャンされた品目と

数量が保存され、監査詳細履歴画面に表示されます。 

最初の画面でスキャンしたコンテナのタイプに応じて、RF アウトバウンド監査モジュールの動作は次のように異なります。 

OB LPN の監査トランザクションを使用すると、監査トランザクションの一部として更新が実行される標準モード、またはシミュレー

ト・モードで OB LPN またはパレットを監査できます。  

 

「監査モード」パラメータの選択肢の定義は次のとおりです。 
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注: シミュレート監査モードの値が「なし」の場合も、標準監査モードと見なされます。 

シミュレート監査モード画面パラメータが標準モードとシミュレート・モードのどちらについて構成されて

いるかに関係なく、次の画面フローが適用されます。 

OBLPN 内のすべての品目をスキャンするか、監査を完了したら、[Ctrl]を押しながら[E]を押して監査を終了します。  

 

図 305: 監査の終了 

 

監査の終了を確認する質問が表示されたら、[Ctrl]を押しながら[A]を押してメッセージを受け入れます。また、[Ctrl]を押しなが

ら[W]を押して前の画面に戻り、さらに品目のスキャンを続行することもできます。 

 監査を終了すると、スキャンした LPN の相違が通知されます。  

なし

•現在の機能

•クライアント・アップグレード
のデフォルト値

•監査の一部として更新を適
用します

待ち状態の監査を
含めたシミュレート

•監査の一部として変更を適
用しません。

•棚卸での相違を記録します。

•相違が検出された場合、OB 
LPNを監査待ちステータスで
マークします。

監査待ちを含めな
いシミュレート

•監査の一部として変更を適
用しません。

•棚卸での相違を記録します。

•相違があっても、LPNは監査
待ちとしてマークされません
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図 306: 監査中の相違に関するメッセージ 

 

シリアル番号追跡 

RF による監査では、シリアル番号で追跡される品目のスキャンがサポートされています。  品目でシリアル番号追跡が有効になってい

る場合、監査中に、シリアル番号の入力を求めるプロンプトが表示されます。   

 

 

図 307: シリアル番号のプロンプト 

 
 

スキャンしたシリアル番号は、在庫履歴レコードに記録されます。監査履歴レコードは変更されません。  また、シリアル番号追跡

は、非シミュレート・モードでのみ適用可能です。  シリアル番号で追跡される品目が、シミュレート・モードのいずれかにある間に検

出されると、エラーがスローされ、これらのモードで監査を続行できなくなります。 
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品目がシリアル番号で追跡されるかどうかを判断するためのルール  

品目がシリアル番号で追跡されるかどうかを判断するには、会社レベルと品目レベルの次の 2 つのパラメータを確認します。 

 

a. シリアルの追跡に関する会社パラメータが、パッキングのみまたはエンド・ツー・エンドに設定されて

いる必要があります。  

b. シリアル番号追跡を指定する品目属性が、シリアル番号の追跡として設定されている必要がありま

す  

 
監査履歴 

「監査履歴」画面には、監査に関するほとんどの詳細情報が表示されるため、詳細や相違を確認するために頻繁に詳細画面に移動す

る必要がありません。「監査履歴」画面の外観は次のとおりです。詳細は、監査詳細履歴の列の項を参照してください。 
 

 

図 308: 「監査履歴」画面 

「監査履歴」画面から、「パレット監査詳細」をクリックして、LPN の予想数とスキャン済数、差異、スキャン済予想 LPN 数、予測されない

OBLPN などの詳細を表示できます。 

 

図 309: パレット監査詳細 
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監査詳細履歴の列 

列  説明 

パレット番号 監査でスキャンされたパレット番号。パレットがスキャンされなかった場合は、null が表示さ

れます 

監査 OB LPN 番号 監査を受けたアウトバウンド LPN 

積荷番号 パレット/OB LPN に関連付けられている積荷番号。OB LPN が小包運送業者に関連付けら

れている場合、「積荷番号」フィールドは空白です 

予想パレット番号 OB パレットがスキャンされた場合、この列には、スキャンされた OB LPN に関連付けられ

ているパレット番号が表示されます  

監査モード 標準またはシミュレート 

監査タイプ OB LPN 監査または OB パレット監査 

品目コード スキャンされた品目。スキャンされたアウトバウンド LPN に複数の SKU がある場合は、

SKU ごとに異なる行が書き込まれます 

パック済数量 OB LPN の在庫レコードに関連付けられているパック済数量。アウトバウンド LPN がパック

されたときに OB LPN に存在する数量。 

現在の数量 監査中に OB LPN に存在する数量(スキャンされた SKU が、スキャンされた OB LPN で予

測されない場合、0 になることがあります) 

監査数量 ユーザーによって監査された数量(ゼロ以下になる場合や、現在の数量を超える場合があ

ります) 

ユニット差異 「現在の数量」-「監査数量」(「監査数量」が「現在の数量」を超える場合、値はカッコで囲ん

で表示されます)。 

合計パック原価  品目のユニット原価×OB LPN 内の SKU の予想数量 

合計監査原価 品目のユニット原価×SKU の監査数量 

原価差異 「合計パック原価」-「合計監査原価」。(「合計監査原価」が「合計パック原価」を超える場合、

値はカッコで囲んで表示されます)。 

代替品目コード SKU 部品 A から F を単一のレコードにまとめる、SKU の代替表現。 

監査ユーザー 監査トランザクションを実行したユーザー 

品目摘要 品目の摘要。 

搬送先施設コード 監査でスキャンされた OB LPN の搬送先施設 
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列  説明 

出荷先施設コード 監査でスキャンされた OB LPN の出荷先施設 

割当 UOM 「ユニット」/「パック」/「ケース」 

パック数量 品目の標準パック数量 

標準ケース数量 品目の標準ケース数量 

ピック・ユーザー アウトバウンド LPN に関連付けられているピック・ユーザー 

パック・ユーザー アウトバウンド LPN をパックした個人。 

監査タイムスタンプ 監査が実行されたときの作成タイムスタンプ 

パック済タイムスタンプ アウトバウンド LPN がパックされたときのタイムスタンプ 

積荷目録番号 アウトバウンド LPN が積荷に関連付けられていない場合、積荷目録番号が表示されます

(積荷目録に関連付けられている場合) 

オーダー番号 OB LPN に関連付けられていオーダー番号 

オーダー・タイプ オーダー・タイプによって、特定の特性に基づいてオーダーが区別されます。 

OB LPN タイプ 監査されたアウトバウンド LPN に関連付けられているコンテナ・タイプ 

割当タイプ アウトバウンド LPN に関連付けられている、対応する割当レコードの割当タイプ 

バッチ番号 監査されたアウトバウンド LPN に関連付けられている品目のバッチ番号。 

品目階層コード  品目階層を表します。 

 

LTL の積荷管理および出荷 

注: LTL 出荷と小包出荷は、異なる積荷および出荷プロセスを通過します。この項は、LTL 出荷のみを対象としています。 

積荷割当 

自動または手動で OBLPN を OB 積荷に割り当てるように WMS を構成できます。 

自動積荷割当 

パック済 OBPLN について積荷の自動割当を有効にするには、施設パラメータ ASSIGN_LOAD_AT_CREATE_OBLPN を「はい」に

設定する必要があります。この設定は、OBLPN のステータスが「パック済」に更新されるたびに、アウトバウンド積荷番号が割り当てら

れることを意味します。 
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デフォルトでは、WMS が積荷に LPN を割り当てる方法は 2 通りあります。 

1. オーダーの一意のルート番号に基づく 

オーダーにルート番号が移入されている場合は、このオーダーに関連付けられているすべてのアウトバウンド箱詰に、独自のアウトバ

ウンド積荷が割り当てられます。同じルート番号を持つ他のオーダーがある場合は、その箱詰もすべて、この積荷に移動されます。 

例: 

オーダー1 および 2 のルート番号は ROUTE1 です 

オーダー3 のルート番号は ROUTE2 です 

これらのオーダーすべてに関連付けられている箱詰がパックされると、オーダー1 および 2 の箱詰には LOAD1 が割り当てられ、オー

ダー3 の箱詰には LOAD2 が割り当てられます。 

オーダーの出荷先名と出荷先住所 1 の組合せに基づく。 

オーダーのルート番号フィールドが空白である場合は、オーダーの「出荷先名」フィールドと出荷先住所 1 フィールドが確認されます。こ

の 2 つのフィールドの組合せが、新しい積荷番号を作成するための基準となります。 

例: 

オーダー1 は、住所が 1st Street の ORACLE WMS CLOUD に搬送されます。 

オーダー2 は、住所が 2nd Street の ORACLE WMS CLOUD に搬送されます。 

それぞれのオーダーで出荷先名と出荷先住所の組合せが異なるため、それぞれのオーダーに異なる積荷が割り当てられます。 

 手動積荷割当 

オーダーまたは OBLPN を割り当てる積荷をユーザーが手動で定義することもできます。  

1. RF モジュール「積荷への割当」を入力します。 

2. オーダーまたは LPN を割り当てる積荷番号を入力します。これは、新しい積荷番号でも既存の積荷番号でもかまいません。 

 

図 310: RF を使用した新しい積荷の割当 

3. ステップ 2 でスキャンした積荷に割り当てる必要があるオーダー/LPN をスキャンします。  

 



 

3-87 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

 

図 311: オーダーまたは LPN のスキャンによる積荷の割当 

注意事項: 

• 「画面」タブにある RF のパラメータで、オーダーまたは LPN をスキャンするオプションを構成する必要があります。 

o 「画面」タブに移動します。 

o 「積荷への割当」画面を検索します。 

o 画面を選択し、「詳細」( )ボタンをクリックします。 

o パラメータを選択し、「編集」( )ボタンをクリックします。 

o 「モジュール・パラメータの選択」ドロップダウンで、オーダーのスキャンまたは OBLPN のスキャンを選択します。 

• この RF モジュールでは、他の積荷で「積荷済」ステータスになっている OBLPN を含むオーダーを再割当することはでき
ません。この場合は、これらの OBLPN を荷降して、新しい積荷に再割当する必要があります。  

• 積荷番号を設定すると、[Ctrl]を押しながら[X]を押すか、[Ctrl]を押しながら[W]を押して、待ち状態の割当を破棄するまで、
その設定が維持されます。 
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アウトバウンド積荷 

「アウトバウンド積荷」画面には、積荷ステータス、積荷番号、トレーラ番号、見積出発、見積搬送など、既存のアウトバウンド積荷すべ

ての詳細が表示されます。  

 

図 312: 「アウトバウンド積荷」画面 

 

次の表に、アウトバウンド積荷の管理に使用できるすべてのボタンの定義を示します。 

アクション・ボタン 説明 

GDD 新しいウィンドウが開き、Guia de Despacho を送信できます。 

チェック・イン 積荷をチェック・インできます。 

チェック・アウト 積荷をチェック・アウトできます。 

積荷ステータスのリセット • 「積荷ステータスのリセット」権限を持っている必要があります。選択した積荷の

ステータスが積荷のクローズの進行中または積荷の出荷の進行中であ

る場合にのみ、有効です。このボタンを使用すると、ユーザーは、ステー

タスが積荷のクローズの進行中である積荷を「積荷開始済」ステータス

にリセットし、ステータスが積荷の出荷の進行中である積荷を「積荷済」

ステータスにリセットできます。 

船荷証券 「会社レポート・タイプ」の構成に従って、船荷証券を印刷します。 

輸出出荷パッキング・リスト 「会社レポート・タイプ」の構成に従って、輸出出荷パッキング・リストを印刷します 

出荷元輸出パッキング・リスト 「会社レポート・タイプ」の構成に従って、出荷元輸出パッキング・リストを印刷します 

コマーシャル・インボイス 「会社レポート・タイプ」の構成に従って、コマーシャル・インボイスを印刷します 

積荷の出荷 積荷を出荷します 

LPN ラベルの印刷 LPN ラベルを印刷します 

積荷のクローズ 積荷をクローズします 

積荷の再オープン 積荷を「積荷済」ステータスから「積荷開始済」に変更します。  
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アクション・ボタン 説明 

GDD サマリー GDD のカスタム実装が表示されます。 

トレーラの配置 トレーラを配置するロケーションを選択できます。 

 

アウトバウンド・ストップ 

「アウトバウンド・ストップ」画面(「アウトバウンド積荷」、詳細から使用可能)には、積荷情報に加えて、積荷に含まれるオーダー(ハイ

パーリンクで使用可能)が表示されます。「番号オーダー」のハイパーリンクを選択すると、Orders on Stop 画面に、特定のストップに属

するすべてのオーダーのサマリーがオーダー・ヘッダー・レベルで表示されます。この画面には、パック済や積荷済のオーダーの割合

など、有用な情報が表示されます。 

 

図 313: 「番号オーダー」のハイパーリンク 

アクション・ボタン 説明 

ストップ上の LPN 新しいウィンドウにストップ上の LPN が表示され、新しい LPN を追加できます 

Stopgdd 新しいポップアップ・ウィンドウが開き、情報を入力して送信できます 

GDD サマリー GDD のカスタム実装が表示されます。 

積荷停止 既存の OB ストップ画面から OB ストップ・レコードを選択し、「パック済」ステータス

の対応するすべての OBLPN を積荷できます。 

 

OBLPN の積荷 

積荷のすべての箱詰がステージングされると、積荷の準備が完了します。  

1. 「アウトバウンド積荷」画面に移動し、積荷する積荷を選択します。 

2. ドロップダウンから、オープンしているドック・ドアを選択し、「チェック・イン」をクリックします。積荷のステータスが「チェック・イ

ン済」に更新されます。 
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図 314: 積荷対象の積荷のチェック・イン 

3. この時点で、RF を使用して積荷を積荷できます。RF モジュール「OBLPN の積荷」を入力します。 

4. 「場所」フィールドで、ドック・ドアをスキャンします。積荷はこのドックにチェック・インされているため、システムによって積荷番

号が認識され、自動的に移入されます。 

 

図 315: 積荷の RF 画面 

5. トレーラ番号を設定します(初回のみ、プロンプトが表示されます)。 

6. ラベルをスキャンして、OBLPN/パレットの積荷を開始します。 

 

図 316: RF を使用した積荷プロセスの開始 

7. すべての箱詰の積荷が完了すると、RF によって、積荷が完了したというメッセージが表示されます。 

8. オプション「[Ctrl]+[E]: 積荷のクローズ」を使用して、積荷をクローズする必要があります。 
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a. この時点で、まだ積荷されていない待ち状態のパレット/箱詰が識別され、積荷されていない箱詰を示す警告メッ

セージが RF に表示されます。 

9. 「アウトバウンド積荷」画面で、該当する積荷がステータス「積荷済」に更新されます。 

10. 積荷を出荷するには、積荷を選択し、「積荷の出荷」をクリックします。積荷のステータスが「出荷済」に更新されます。 

OBLPN の荷降 

ユーザーは、ロケーション・タイプ「パックおよび保留」または「ステージング・ロケーション」23にのみ荷降できます。  

1. RF モジュール「OBLPN の荷降」を入力します。 

2. OBLPN/パレット・プロンプトで、荷降する OBLPN をスキャンします。 

a. 積荷がすでにクローズされている場合は、「アウトバウンド積荷」画面の積荷の再オープン・ボタンを使用して、積荷

を再オープンする必要があります。積荷のステータスが「積荷開始済」に更新されたら、荷降を続行できます。 

3. 「OBLPN を荷降しますか?」というメッセージが RF に表示されます。[Ctrl]を押しながら[A]を押して受け入れます。 

4. ロケーションの入力プロンプトで、ユーザーは、OBLPN を配置するステージング/P&H ロケーションをスキャンします。 

パックおよび保留機能 

パックおよび保留は、出荷前にパック済コンテナを別の領域で一時的に保留するプロセスです。Oracle WMS Cloud には「パックおよび

保留」と呼ばれる特殊なロケーション・タイプが用意され、関連するすべてのコンテナがここに送られます。  

「パックおよび保留」ロケーション・タイプの構成 

1. 「ロケーション」画面に移動します。 

2. 「作成」ボタンを使用して、新しいロケーションを作成します。 

3. すべての必須フィールドを設定します。「タイプ」フィールドで、ドロップダウン・メニューから「パックおよび保留」を選択します。 

 

 

図 317: パックおよび保留ロケーションの構成 

4. 「保存」をクリックします。 

パックおよび保留ロケーションへの OBLPN の移動 

1. RF モジュール「パックおよび保留」を入力します。 

2. 移動するパレット/OBLPN を入力します。 

 

23 このオプションは、「OBLPN の荷降」RF モジュールのパラメータで構成可能です。ユーザーは、荷降中にステージング・ロケーション

またはパックおよび保留ロケーションのプロンプトを表示するように構成できます。 
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3. パック/保留ロケーション・プロンプトで、その箱詰の移動先となるロケーションを入力します。システムによってパックおよび保

留ロケーションが提示されますが、この提示を上書きできます。 

 

図 318: パックおよび保留ロケーションのスキャン 

4. パックおよび保留ロケーションと配置先のパレット番号をスキャンします。  

 

*パックおよび保留には検証プロセスはありません。たとえば、ユーザーは、複数のオーダーを同じパックおよび保留ロケーションに混在

させることができます。 

 

小包の構成、積荷管理および出荷 

Oracle WMS Cloud の小包積荷目録機能を使用すると、UPS および FedEx 小包運送業者を利用して出荷できます。この機能により、

FedEx/UPS サービスとの統合が可能になり、アウトバウンド箱詰に関する情報を送信し、追跡番号を受信できます。 

注: LTL 出荷と小包出荷は、異なる積荷および出荷プロセスを通過します。この項は、小包出荷のみを対象としています。 

Oracle WMS Cloud の小包積荷目録コンポーネント 

 

図 319: 小包積荷目録の構成構造 

• 運送業者:  

小包を輸送する配送会社(UPS など)。 

• 運送業者施設: 

配送会社のサーバーへのログイン資格証明を構成するために使用する画面。 

• 出荷方法コード:  
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運送業者ごとに異なる出荷方法コードを保持できます。出荷方法は、運送業者によって提供される個々のサービスです
(UPS Ground など)。 

• 積荷目録:  

小包の積荷目録は、LTL 出荷のアウトバウンド積荷に相当するものです。小包運送業者を使用して出荷する場合、使用
するそれぞれの運送業者について積荷目録がオープンされます。積荷目録は、次のような出荷の詳細を提供する文書で
す。 

o 使用する運送業者と出荷方法 

o アウトバウンド箱詰の番号 

o それぞれのアウトバウンド箱詰の SKU と数量 

 

WMS で LTL と小包の両方のオーダーを保持するには、その出荷方法を有効にする必要があります。全体的なプロセスをまとめた図を

次に示します。 

 

 

図 320: WMS での小包積荷目録のフロー 

 

積荷目録への LPN の割当 

アウトバウンド箱詰は、出荷方法に基づいてオープン積荷目録に割り当てられます。  

 

例: オーダーの出荷方法が UPS Ground である場合、それらのオーダーのアウトバウンド箱詰は、この出荷方法の,運送業者について

オープンされた積荷目録に割り当てられます。  

小包積荷目録がクローズされると、これらの積荷目録に割り当てられたアウトバウンド箱詰のステータスは「出荷済」に変わります。ア

ウトバウンド箱詰が積荷目録に割り当てられると、登録済と見なされます。 

 

小包積荷目録の構成 

Oracle WMS Cloud の小包機能を使用すると、小包運送業者 UPS および FedEx のサービスを利用して出荷できます。この機能は、

WMS と配送会社の間で情報(追跡番号や積荷目録など)をやり取りするために使用されます。  

 

PARCEL MANIFEST FLOW IN THE WMS
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ステップ 1: 運送業者の作成 

1. 「運送業者」画面に移動します。 

2. 「運送業者タイプ」(「LTL」または小包)を選択します。LTL 運送業者を使用するオーダーはアウトバウンド積荷に割り当てられ、

小包運送業者を使用するオーダーは積荷目録に割り当てられます。  

3. 「保存」を押します。 

 

図 321: WMS での運送業者の作成 

使用可能な運送業者タイプのリストを次に示します。 

• 鉄道 

• 空路 

• 航路 

• LTL/TL  

• 小包 

それぞれの小包運送業者は、標準運送業者にリンクされます。標準運送業者は Oracle WMS Cloud でグローバルであり、次のものが

含まれます。  

• FedEx Express 

• FedEx Freight 

• FedEx Ground 

• United Parcel Services Inc. 

 

新しい運送業者を追加するときに、これらを「標準運送業者」ドロップダウン・メニューから選択します。24さらに、運送業者は会社に関連

付けられ、会社/子会社レベルで作成する必要があります。施設内のそれぞれの会社が独自の運送業者を保持します。会社の運送業

者は、その会社のレベルでのみ表示できます。25 

 

ステップ 2: 出荷方法の作成 

1. 「出荷方法」画面に移動します。 

2. 出荷方法コード(UPS GROUND など)を入力し、適切な運送業者(UPS など)を選択します。 

 

24 Oracle WMS Cloud によっていつでも新しい標準運送業者を追加できます。 

25 運送業者には、コード、運送業者タイプ、摘要および標準運送業者(小包タイプの場合)が必要です。その他のフィールドは必須では

ありません。 
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3. 「保存」をクリックします。 

 

 

それぞれの出荷方法は、指定した運送業者を保持することに加えて、標準運送業者サービスにリンクされます。標準運送業者サービ

ス・タイプによって、UPS/FedEx などの運送業者に情報が送信されます(サービスに基づいて、追跡番号やレートなどの追加情報を取

得するため)。標準運送業者サービス・タイプは Oracle WMS Cloud でグローバルであり、次のものが含まれます。 

 

FEDEX 1 DAY FREIGHT 
FEDEX INTERNATIONAL 
PRIORITY 

UPS 3 Day Select 

FEDEX 2 DAY 
FEDEX INTERNATIONAL 
PRIORITY FREIGHT 

UPS Next Day Air Saver 

FEDEX 2 DAY FREIGHT 
FEDEX PRIORITY 
OVERNIGHT 

UPS Next Day Air Early 
AM 

FEDEX 3 DAY FREIGHT 
FEDEX STANDARD 
OVERNIGHT 

UPS Express Plus 

FEDEX EXPRESS SAVER UPS Next Day Air UPS 2nd Day Air A.M. 

FEDEX GROUND UPS 2nd Day Air UPS Saver 

FEDEX FIRST 
OVERNIGHT 

UPS Ground  

FEDEX GROUND HOME 
DELIVERY 

UPS Express  

FEDEX INTERNATIONAL 
ECONOMY FREIGHT 

UPS Expedited  

FEDEX INTERNATIONAL 
FIRST 

UPS Standard  

 
 

構成の戦略 

方法 1: すべての出荷方法について運送業者を 1 つ作成します。例: 

出荷方法 運送業者 

UP1D/UPS 1 DAY UPS 

UP2D/UPS 2 DAY UPS 

UPSG/UPS Ground UPS 

方法 2: それぞれの出荷方法について運送業者を 1 つずつ作成します。例: 

出荷方法 運送業者 

UP1D/UPS 1 DAY UP1D/UPS 1 DAY 

UP2D/UPS 2 DAY UP2D/UPS 2 DAY 

UPSG/UPS Ground UPSG/UPS Ground 
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FEDEX INTERNATIONAL 
FIRST 

UPS Standard 
Canada Post EXPEDITED 
PARCEL 

Canada Post PRIORITY 
Canada Post REGULAR 
PARCEL 

Canada Post Xpresspost 

DB Schenker DB Booking 
EU 

DB Schenker DB Booking 
FR 

DB Schenker DB Europe 

DB Schenker DB France 
DHL Global Mail 
International Shipping 
Services 

DHL Globalmail Packet 
Priority Services 

DHL GlobalMail Parcel 
Direct Inbound Priority- 
Formal 

DHL GlobalMail Parcel 
Direct Inbound Priority- 
Informal 

DHL GlobalMail Parcel 
Direct Inbound Standard- 
Formal 

DHL GlobalMail Parcel 
Direct Inbound Standard- 
Informal 

DHL Smart Mail First Class 
Parcel Service 

DHL Smart Mail Marketing 
Parcel Expedited Service 

DHL Smart Mail Marketing 
Parcel Ground Service 

DHL Smart Mail Parcel 
Plus Expedited Services 

DHL Smart Mail Parcel 
Plus Ground Service 

IFS_IMPORT MARITIMO NETEXPRESS 

PUROLATOR AIR 
PUROLATOR AIR 10:30 
AM 

PUROLATOR AIR 9:00 AM 

PUROLATOR GROUND 
PUROLATOR GROUND 
10:30 AM 

PUROLATOR GROUND 
9:00 AM 

S-48 SEUR-10 SEUR-24 

SEUR-72 SEUR 13:30 SEUR 8:30 

UPS EXPRESS CA 
UPS EXPRESS Early AM 
CA 

UPS EXPRESS Saver CA 

UPS Standard 
UPS SurePost 1LB or 
Greater 

UPS SurePost BPM 

UPS SurePost Less Than 
1LB 

UPS SurePost Media  

 

ステップ 3: 運送業者施設の作成 

「運送業者施設」画面では、配送会社のサーバーに接続するための配送会社アカウントの資格証明を指定します。これらのアカウント

は、請求や追跡番号の取得に使用されます。Oracle WMS Cloud でサポートされている 3 つの統合は次のとおりです。 

• FedEx Web サービス/UPS Web サービス 

Web サービスは、ネットワークを介して 2 つのシステム間で通信する手段です。Oracle WMS Cloud は、配送会社のネッ
トワークと通信して箱詰情報(重量、容積および住所)を送信し、同時に、WMS に対して更新される追跡番号を受信します。  
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• FedEx PC Ship Manager 

FedEx PC Ship Manager は、追跡番号と FedEx 出荷ラベルを取得するために使用されるサード・パーティ・ソフトウェア
です。箱詰の追跡番号を FedEx に送信すると、指定したサービスに基づいて出荷ラベルが作成されます。  

手順: 

1. 「運送業者施設」画面に移動します。 

2. 後述の説明に従って、必要なフィールドを設定します。 

3. 「保存」を押します。 

 

図 322: 運送業者施設レコードの追加 

フィールドの説明: 

▪ アカウント番号: UPS/FEDEX アカウント番号。 

▪ 支払方法: トランザクションで請求されるパーティ(送り主への請求など)。 

▪ 統合タイプ: サポートされている 3 つの統合タイプのいずれかを選択するためのフィールド 

o 統合タイプが Web サービスである場合、次のフィールドが必須です。 

▪ 「ライセンスまたはメーター番号」 

▪ 「Web サービス・ユーザー名」と「Web サービス・パスワード」 

o 統合タイプが FedEx PC Ship Manager である場合、次のフィールドが必須です。 

▪ インタフェース DB 名: この値については、Oracle WMS Cloud サポートにお問い合せください。 

▪ WSDL ルート・パス: この値については、Oracle WMS Cloud サポートにお問い合せください。 

ステップ 4: 適切なルーティング・パラメータの構成  

WMS によってオーダーの出荷方法がどのように認識されるかについても、構成する必要があります。これには、特定のルーティング・

パラメータを使用します。現在、構成には 2 つの異なる方法があります。 

1. 会社パラメータ「PACKING_ROUTING_MODE」の変更  

a. このフィールドが空白の場合、出荷方法は使用されません。 
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b. このフィールドが「MODE_0」の場合、出荷方法は、搬送先のデフォルト出荷方法(事前構成済)に基づいて決定され

ます。 

c. このフィールドが「MODE_1」の場合、出荷方法は、ルート・ヘッダー画面で構成したルートに基づいて決定されます。

それぞれのルートに、出荷方法が同じストアーのグループが含められます。ルートは有効/無効を切り替えることが

できます。 

2. ウェーブ・テンプレートからのルーティング・モードの変更 

注: モード 1 – ii、1 – iii および 2 を使用する場合は、オーダーのオーダー・タイプで「施設オーダー・フラグ」が「はい」に設
定されていることを確認する必要があります。 

注(2): この構成が期待どおりに機能するためには、このモードを使用するオーダーの搬送先施設または出荷先施設、あ
るいはその両方が設定されていることも必要になります。 

PACKING_ROUTING_MODE が MODE_0 の場合 

MODE_0 の場合、オーダーの出荷方法はパック時に検証されます26。 

1. WMS では、まず、オーダーの「出荷方法」フィールドを確認して、移動先の積荷目録を決定します。 

 

図 323: オーダーの「出荷方法」値の確認 

2. オーダーの「出荷方法」フィールドが空白の場合、WMS は、「施設」画面にある搬送先施設の「デフォルト出荷方法コード」の

選択に戻ります27。  

 

図 324: 「施設」画面での「デフォルト出荷方法コード」の定義 

3. OBLPN の出荷方法コードを表示するには、「OBLPN」画面に移動し、「運送業者 lpn」をクリックします。 

 

26 オーダーのオーダー・タイプで、「施設オーダー・フラグ」が「はい」になっている必要があります。 

27 このフィールドは、「施設」画面(ストアー・マスター)にあります。 
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図 325: OBLPN の出荷方法の表示 

OBLPN がパックされると、その重量、容積および住所情報が配送会社のサーバーに送信されます。すべての情報が有効であれば、

WMS は追跡番号を受信し、それが「OBLPN」画面の「追跡番号」フィールドに対して更新されます。同時に、OBLPN のオーダーの有

効な運送業者がオープンしている場合、この OBLPN が登録されます。 

 

図 326: 「OBLPN」画面での追跡番号の表示 

出荷方法の運送業者のタイプが LTL/TL である場合、アウトバウンド箱詰はアウトバウンド積荷に割り当てられます。 

 

PACKING_ROUTING_MODE が MODE_1 の場合 

MODE_1 の場合、オーダーの出荷方法は、ルート・ヘッダー画面で行った構成に従って検証されます。このパラメータ値は、オーダー・

ヘッダーで出荷先施設を指定しているオーダーについて機能します。オーダーの出荷方法は、出荷先施設のルートに基づいて決定さ

れます。 

 

ルートの設定 

ルートは、ルート・ヘッダー画面で構成します。ルートごとに出荷方法を指定します28。  

1. ルート・ヘッダー画面に移動します。 

2. 「作成」( )をクリックして、新しいルートを作成します。このルートの名前と出荷方法を指定します。 

 

図 327: ルート・ヘッダー画面内のルート 

3. 「詳細」( )をクリックして、このルート/出荷方法を使用する搬送先施設(ストアーなど)を追加します。 

4. 「作成」( )をクリックして、このルートに施設を追加します。連番が一意であることを確認してください。 

 

28 オーダーのオーダー・タイプで、「施設オーダー・フラグ」が「はい」になっている必要があります。 
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図 328: ルートへの施設の追加 

例: 

出荷方法「FedEx Ground」のルートに施設「THK_STORE1」があります。このルートがアクティブ化されると、搬送先施設が
「THK_STORE1」であるすべてのオーダーがこのルートで自動的に考慮されます。 

 

 

注意事項: 

• MODE_1 の場合、ルート・ヘッダー画面で指定した出荷方法が常に参照されるため、オーダー・ヘッダーの「出荷方法」
フィールドは無視されます。 

• いずれのルートでも構成されていない施設についてオープン・オーダーがある場合、パック時に RF にエラーが表示され
ます。 

• このパラメータを使用するには、ストアー・マスター(「施設」表)を使用する必要があります。 

 

ウェーブ・テンプレート - ルーティング・モード 

この構成は、施設パラメータの MODE_1 と同様ですが、この場合、オーダーの出荷方法はウェーブで検証されます。  

1. 「ウェーブ・テンプレート」画面に移動します。 

2. 使用するウェーブ・テンプレートを選択し、「編集」ボタンをクリックします。 

3. 「ルーティング・モード」フィールドで、「MODE_1」を選択します。これにより、(箱詰のパック後ではなく)ウェーブが完了すると、

UPS/FedEx サービスへの接続が有効になります。 

4. このモードを使用するオープン・オーダーの「出荷先施設」フィールドが設定されていることを確認します。 

 

第 1b 項と同様に、このウェーブ・パラメータは、出荷先施設についてルート・ヘッダー・ビューで構成されているアクティブなルートにつ

いて機能します。  

 

ウェーブが完了すると、アクティブなルートによって、アウトバウンド箱詰の出荷方法が決定されます。オーダーのルートは、オーダー・

ヘッダーで指定した出荷先施設から決定されます。  

 

出荷方法の運送業者のタイプが小包である場合、「運送業者施設」で構成した統合タイプとアカウントに基づいて、対応する

UPS/FedEx サービスに接続されます。 

構成の戦略 

1. すべての施設に対する 1 つのルートを設定できます。 

2. 1 つのルートに 1 つの出荷先施設を含めることができます。 

3. 1 つの施設を複数のルートに割り当てることができます。ユーザーが(アクティブ・フラグを使用して)その日にアク

ティブなルートを決定します。 
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ウェーブが実行されると、「アウトバウンド作成済」ステータスのアウトバウンド箱詰について、UPS/FedEx サービスへの接続が実行さ

れます。ルートから決定された出荷方法に基づいて、追跡番号を受信し、箱詰が登録されます。 

 

出荷方法の運送業者のタイプが LTL/TL である場合、アウトバウンド箱詰はアウトバウンド積荷に割り当てられます。  

 

注意事項: 

• この方法は、フル LPN 割当についてのみ機能します。フル LPN の場合、インバウンド箱詰からアウトバウンド箱詰の重
量が取得されるため、「アウトバウンド作成済」ステータスの箱詰には重量が設定され、ウェーブの実行後に追跡番号を
取得できます。  

o LPN ユニットおよび LPN ケースの場合は、パックされるまでアウトバウンド箱詰の重量が取得されないため、ウェー
ブが実行された後に追跡番号を取得できません。 

 

小包機能の使用に関する全般的な注意事項 

• 小包を使用して出荷するすべてのアウトバウンド・オーダーには、小包機能が機能するようにするために、オーダー・ヘッ
ダーで搬送先施設/出荷先施設または出荷方法を指定します。 

搬送先施設はオーダーの最終的な搬送先である一方、出荷先施設はオーダーの直後の搬送先を表します。「搬送先施設」フィールドと

「出荷先施設」フィールドの両方が設定されている場合、WMS では、ルートの出荷方法を決定するために、「出荷先施設」フィールドを

選択します。 

• (1)ウェーブの実行 (ウェーブ・テンプレートでルーティング・モードを構成した場合 )および (2)オーダーのパック
(PACKING_ROUTING_MODE パラメータを構成した場合)前に、ユーザーは次のことを確認する必要があります。 

o ルートがアクティブ化されていることを確認します。 

o パックする特定の運送業者および出荷方法のオーダーについてオープン積荷目録があることを確認します。 

  

• UPS/FedEx サービスから追跡番号を受信するには、アウトバウンド箱詰の重量が常に必要です。そのため、受入中に、
品目マスターまたは IBLPN で重量データが指定されている必要があります。  

o フル LPN については、アウトバウンド箱詰の重量は、インバウンド箱詰で指定された重量になります。インバウンド
箱詰で重量が指定されていない場合、品目の重量が指定されていれば、品目マスターから重量が計算されます。  

o LPN ユニットおよびケースについては、パック時に重量が計算されます。 

• オーダー・ヘッダーの出荷先施設がいずれのアクティブなルート上にもないか、またはアクティブなルートがない場合、適
切なルートがアクティブになるまで、アウトバウンド箱詰は、登録されることも、パックされることもありません。  

• オーダーの特定の運送業者および出荷方法についてオープン積荷目録がない場合、適切な出荷方法について積荷目
録がオープンになるまで、アウトバウンド箱詰は、登録されることも、パックされることもありません。 
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RF 積荷目録への割当 

この画面を使用すると、積荷目録のトレーラ番号をスキャンすることによって、OBLPN を特定の積荷目録に割り当てることができます。

このことは、OBLPN が割り当てられた/積荷された時期や、OBLPN の特定のトレーラを追跡する場合に役立ちます。 

 

図 329: RF 積荷目録への割当 

有効なトレーラ番号をスキャンできます。この番号は移入されたまま保たれるため、同じトレーラに対して複数の OBLPN を効率的にス

キャンできます。OBLPN は「パック済」または「積荷済」ステータスである必要があります。 

注: スキャンするトレーラ番号がオープン積荷目録のトレーラ番号フィールドに存在する必要があります。 

有効なトレーラ番号をスキャンした後(後述の検証を参照)、ユーザーが[Ctrl]を押しながら[X]を押すか、[Ctrl]を押しながら[W]を押して画

面を閉じるまで、画面に値が保持されます。これにより、同じトレーラに対して複数の OBLPN を効率的に積荷できます。つまり、

OBLPN をスキャンするたびに、OBLPN フィールドのみがスキャンされます。  

また、積荷目録への割当画面を使用して、一方の積荷目録からもう一方の積荷目録に OBLPN を再割当することもできます(両方の積

荷目録がまだオープンである場合)。  

トレーラと OBLPN の検証すべてに成功すると、次のような更新が発生します。  

 

• 新しい小包出荷詳細が作成されます。  

• OBLPN のステータスが「積荷済」に更新されます。  

• OBLPN が「積荷済」ステータスに更新された場合、在庫履歴レコード「13-コンテナ積荷済」が作成されます。 

 

FedEx の複数部品の出荷の構成 

FedEx では、追跡番号をフェッチする出荷要求の間に、複数のパッケージをグループ化することがサポートされています。  通常、これ

らのパッケージすべてで同じサービスを使用する必要があり、かつ、すべての搬送先、請求情報および付帯事項が同じである必要があ
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ります。  複数部品の出荷(MPS)のユーザーにとっては、FedEx 出荷追跡に対する可視性が高くなります。また、MPS に有利なレート

が適用されることもあります。  FedEx の担当者に問い合せて、MPS を使用できるかどうかを確認してください。 

MPS 出荷の場合も、OBLPN ごとに、FedEx に対して追跡番号を求める独自の要求が必要になります。  MPS パッケージは、マスター

追跡番号によってまとめられます。  マスター追跡番号は、グループ内で最初に登録された OBLPN の追跡番号です。  その追跡番号

が、後続の各 OBLPN の出荷要求でマスター追跡番号として渡されます。  MPS には、部品の合計数(X/Y)や合計出荷重量などの追

加情報が必要です。  ドライ・アイスや国際的な MPS などの様々な出荷シナリオでは、要求に、より多くの出荷レベル情報が必要になり

ます。 

重要: また、MPS では、例外シナリオについても追加の操作が必要です。  グループ内のすべての OBLPN に関する情報が、それぞれ

の OBLPN の要求で送信される必要があるため、追跡番号をフェッチする前に、最終的な状態が使用可能になっている必要がありま

す。  

たとえば、ウェーブによってオーダーが 3 つの OBLPN にキューブ化され、FedEx MPS 出荷が作成されて、3 つの追跡番号がフェッチ

されたとします。  パック中に、オーダーに 4 つの OBLPN が必要であると判断された場合、(すべての追跡番号を無効にして) MPS 出

荷全体を無効にし、4 つの OBLPN すべてを再登録して、新しい追跡番号とラベルを取得する必要があります。MPS グループが変更さ

れた場合、すべての情報を FedEx に対して更新する必要があり、これにより、新しい追跡番号のフェッチが必要になります。 

 

現在、Oracle WMS Cloud では、MPS について、1 つのオーダーによる OBLPN のグループ化のみがサポートされています。 

WMS では、キューブ化ウェーブ中の MPS 要求が許可されています。最終 OBLPN が使用可能である必要があるときに MPS を完了

するには、ウェーブがキューブ化されている必要があります。 

キューブ化ウェーブ中の MPS を構成するために、次の 2 つのフラグがあります。 

• 出荷方法の UI 

• ウェーブ・テンプレートの UI 

 

オーダーに関連付けられているすべての OBLPN について MPS 要求を手動でトリガーするには、オーダー・ヘッダー・ビューの UI で

「積荷目録」ボタンを選択します。 

 

図 330: 「積荷目録」ボタン 

 

ドライ・アイスの構成 

FedEx では、OBLPN の追跡番号の要求時に特定の属性が渡された場合、小包パッケージでのドライ・アイスの出荷がサポートされま

す。 

これにより、返される FedEx Web サービスの出荷ラベルに印刷するドライ・アイス情報もトリガーされます。 
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ドライ・アイスのフィールド 

エンティティ フィールド 説明 概要 

item shipping_temperature_instr 出荷温度指示 このフィールドの値がドライ・アイスで出荷
である場合、その品目にはドライ・アイス

が必要であると認識されます。 

lpn_type dry_ice_weight ドライ・アイス重量 LPN タイプのデフォルトのドライ・アイス重

量。ウェーブ中にキューブ化済OBLPNの

追跡番号を要求するときにドライ・アイス

重量として使用されます。 

carrier_lpn dry_ice_weight ドライ・アイス重量 OBLPNのドライ・アイス重量値。LPNタイ

プからコピーされるか、UI での手動登録

中に入力されます。 

 

ドライ・アイスの機能概要 

キューブ化ウェーブ 

それぞれのキューブ化済 OBLPN のディメンションおよび最終的なコンテンツがわかっているときに、キューブ化ウェーブ中に追跡番号

を要求できます。キューブの一部として、LPN タイプが OBLPN に割り当てられます。それぞれの LPN タイプは、デフォルトのドライ・ア

イス重量を指定して構成できます。このデフォルト重量は、パッケージのドライ・アイス重量として出荷要求で使用されます。また、

OBLPN の対応する運送業者 LPN レコードにもコピーされます。 

手動登録の UI 

ObContainerView UI→「積荷目録」からアクセス 

UI で個々の OBLPN の追跡番号を要求できます。  手動登録のポップアップには、ドライ・アイス重量の入力フィールドがあります。  ド

ライ・アイスを必要とする品目が OBLPN に含まれている場合、このフィールドはアクセス可能であり、必須です。   

このドライ・アイス重量は、OBLPN の対応する運送業者 LPN レコードで更新されます。 
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図 331: ドライアイス重量 

パッケージレベルのドライ・アイスの FedEx 出荷要求 

FedEx は、ドライ・アイス重量をキログラム(KG)単位で報告することを求めています。追跡がポンド単位である場合(会社パラメータ

「PARCEL-WEIGHT-UOM」を参照)、WMS では、要求を目的として重量がキログラムに換算されます。 

ドライ・アイスが必要であるというフラグが設定されている品目(shipping_temperature_instr を参照)を含む OBLPN については、要求

のパッケージレベル部分が含められます。shipping_temperature_instr フィールドの値がドライ・アイスで出荷である場合、ドライ・アイ

スが必要であるというフラグが品目に設定されます。 

パッケージレベルのドライ・アイス情報 

<RequestedShipment> 

    <RequestedPackageLineItem> 

        <PackageSpecialServicesRequested> 

            <PackageSpecialServiceType>DRY_ICE</PackageSpecialServiceType> 

            <DryIceWeight>1.234</DryIceWeight> 

            <DryIceWeightUnits>KG</DryIceWeightUnits> 

        </PackageSpecialServicesRequested> 
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エンティティ 説明 マッピング 注 

PackageSpecialServiceType パッケージレベ

ル の 特 別 な

サービス 

DRY_ICE ハードコード、静的値 

DryIceWeight  OBLPN 内のド

ライ・アイスの

重量 

carrier_lpn.dry_ice_weight FedEx は、ドライ・アイス重量をキログ

ラム(KG)単位で報告することを求めて

います。小包重量をポンド単位で追跡

する場合、WMS によって換算が処理

されます。 

carrier_lpn.dry_ice_weight は、

lpn_type からコピーされるか、UI での

手動登録中に入力されます。 

DryIceWeightUnit  ドライ・アイスの

重量単位 

KG ハードコード、静的値 

 

出荷レベルのドライ・アイスの FedEx 出荷要求 

要求の出荷レベル部分は、現在の OBLPN が複数部品の出荷(MPS)の一部である場合にのみ必要になります。   

<RequestedShipment> 

    <SpecialServicesRequested> 

        <SpecialServiceTypes>DRY_ICE</SpecialServiceTypes> 

        <ShipmentDryIceDetail> 

            <PackageCount>2</PackageCount> 

            <TotalWeight> 

                <Value>1.234</Value> 

                <Units>KG</Units> 

            </TotalWeight> 
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個々の LPN に対する積荷目録および出荷方法の手動更新 

アウトバウンド箱詰の出荷方法の更新は、次のようなシナリオで役立つ場合があります。 

1. パック後に出荷方法を変更する必要がある場合 

2. 特定の箱詰について出荷方法が決定されなかった場合 

3. すべての箱詰をパックして計量した後にのみ、特定の出荷方法を決定できる場合 

現在、「パック済」ステータスのアウトバウンド箱詰の出荷方法を更新するには、2 つの方法があります。  

1. UI からの LPN の出荷方法の変更 

2. RF からの LPN のルートの変更 

1. UI からの LPN の出荷方法の変更 

1. 「OBLPN」画面に移動します。 

2. 変更する OBLPN を選択し、「積荷目録」をクリックします。新しいウィンドウが開き、LPN の積荷目録および出荷方法情報が

表示されます。 

 

図 332: LPN の出荷方法の変更 

3. 「出荷方法」フィールドのドロップダウンから新しい出荷方法を選択します。 

4. 「積荷目録」ボタンをクリックします。 

 

注: 一度に 1 つの LPN の出荷方法のみを変更できます。 
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2. RF からの LPN のルートの変更 

 

注: 箱詰を再登録するたびに、新しい追跡番号を受信します。 

小包積荷目録の出荷 

小包 OBLPN はパック中に自動的に積荷目録に追加されるため、積荷プロセスは必要ありません。ただし、小包 LPN をパックする前

に、その特定の運送業者についてオープンしている積荷目録があることを確認する必要があります。 

積荷目録の出荷: 

1. 「積荷目録」画面に移動します。 

2. 出荷する積荷目録を選択します。「積荷目録のクローズ」ボタンをクリックします。 

3. この積荷目録内のコンテナに関連付けられているオーダー情報がすべて正しい場合は(有効な郵便番号、有効な住所、有効

な国コードなど)、積荷目録が正常にクローズされたことを示すダイアログが開きます。 

a. オーダー情報が正しくないために積荷目録がクローズされなかった場合は、積荷目録を選択し、「積荷目録ログ」を

クリックして、修正が必要なオーダーを調べます。 

小包積荷目録の例外 

• 小包オーダーには、有効な住所、国コードおよび郵便番号が必要です。これらのフィールドが正しくない場合、WMS は配送会

社から追跡番号を受信しません。 
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 在庫管理 

在庫タイプ 

WMS には、在庫タイプが 2 つ含まれています。割当可能(使用可能)在庫と割当不可(使用不可)在庫です。 

使用可能/割当可能在庫 

使用可能/割当可能在庫とは、アウトバウンド・オーダーに対してまだ割り当てられていない予約ロケーションまたはアクティブなロケー

ションにある在庫のことです。 

使用不可/割当不可在庫 

使用不可/割当不可在庫とは、アウトバウンド・オーダーに対して割り当てられているか、または割当不可のステータスになっている在

庫のことです。次に、使用不可在庫の基本的なシナリオを示します。 

1. 棚入になっていない(構成可能である)受入済在庫 

2. VAS プロセス処理中の在庫 

3. 荷降ゾーンにある在庫 

4. アウトバウンド LPN に関連付けられた在庫 

5. ロック・コードのあるロケーションに格納されている在庫(ロック・コードは、割当不可として構成されています) 

品目マスター 

品目マスターには、倉庫で使用されるすべての品目の情報が格納されます。  

WMS での単位 

Oracle WMS Cloud は、次の 4 つの単位をサポートしています。 

• CASE: ケースとは、物理的なボックスのことです(標準ケース数量を定義する必要があります)。 

• PACK: ケースは、さらにパックに分岐できます(標準パック数量を定義する必要があります)。 

• UNIT: 最小の単位がユニットで、「各」を表します。 

• LPN: LPN は、システムで最大の単位となり、複数の意味を持つことができます。 

各ボックスに LPN というラベルが付いている場合、LPN は物理的なボックスを表します。 

パレット全体に LPN というラベルが付いている場合、LPN はパレットを表します。 

LPNには「LPNはパレットです」という属性があり、システム上でLPNを物理的なパレットとしてマークできます。この機能を使用すると、

パレットに必要なラベルは 1 つのみ(LPN)で、それをパレット、ケース、パックまたはユニットに割り当てることができるという利点があり

ます。 

LPN は、受入中にのみ「LPN はパレットです」に設定できます。受入 RF モジュール(LPN 出荷の受入または LPN 積荷の受入)を使用

して、その「pallet-handling」モジュール・パラメータを「LPN as Physical Pallet」に構成する必要があります。この設定にすると、このパ

レットで受け入れた LPN の「LPN はパレットです」フラグは true に設定されます。 
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パレットとしての LPN 

LPN をパレットとして処理するには、2 つの方法があります。 

1. 「LPN はパレットです」フラグを使用する: LPN には、コンテナをパレットとしてマークするオプションのフラグがあります。 

2. 「LPN はパレットです」フラグを使用しない: LPN でこのフラグを使用するのではなく、パレットに物理的に LPN というラベルを

付けます。 

2 つ目のオプションのほうが、特別な構成を必要としないため、簡単です(ユーザーは、システム上では LPN を使用しながら物理的には

パレットを使用して、WMS を欺きます)が、可視性に制限があります。  

主な違いは、2 つ目のオプションでは標準パレット数量を定義できず、1 つ目のオプションでは定義できるということです。 

LPN の「LPN はパレットです」フラグを TRUE に設定する 

前述のように、1 つ目のオプションを使用するには、追加の構成が必要になります。受入中に LPN の「LPN はパレットです」フラグを

TRUE に設定するには、特別なパラメータを構成した受入 RF モジュールを使用します。これを構成する手順は、次のとおりです。 

1. 「画面構成」画面に移動します。 

2. LPN 出荷の受入 RF モジュールまたは LPN 積荷の受入 RF モジュールを新規に作成します。 

3. このレコードを選択し、その詳細をクリックします。 

4. 「pallet-handling」フラグを変更して、「LPN as Physical Pallet」に設定します。 

 

図 333: LPN をパレットとして受け入れるための RF の有効化 

5. これで、この特別な RF モジュールで受け入れるすべての LPN で「LPN はパレットです」フラグが有効になります。 

また、品目マスターでも標準パレット数量を定義する必要があります。そのための手順は、次のとおりです。 

1. 「品目」画面に移動します。 

2. この品目を選択し、その詳細をクリックします。 

3. 「編集」をクリックして、編集を開始します。 

4. 次のフィールドを設定します。 

a. 標準パック数量(オプション) 

b. 標準ケース数量 

c. 階層ごとの LPN 

d. パレットごとの階層 
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図 334: 標準パレット数量のフィールド 

5. 「保存」をクリックします。 

前述のステップ 4 は、ケース内のユニット数(「標準パック数量」)およびパレット内のケース数(「階層ごとの LPN」と階層ごとのパレット)

を指定して標準パレット数量を定義するために使用します。 

「IB LPN」画面で「LPN はパレットです」列を参照できます。 

品目のフィールドの説明 

• スタイル: 品目コードを表します。 

• 部品 A から F: SKU での部品のブレークダウンを表します(該当する場合)。例: 小さい青いポロは、次のように表すこと
ができます。 

o part_a = ‘POLO’ 

o part_b = ‘BLUE’ 

o part_c = ‘SMALL’。 

• 代替品目コード: SKU の代替表現で、部品 A から F を単一のレコードに連結したものです。 

• 摘要: 品目の適用。 

• バーコード: 品目のバーコード。 

• 棚入タイプ: 類似する SKU をグループ化するために使用する値のことです。たとえば、「LAPTOP」という SKU を
「ELECTRONICS」という棚入タイプに所属させることができます。これは、棚入優先度画面で棚入ロジックを定義する機
能フィールドです。 

• ユニット原価: 品目の個々の原価。 

• ユニット長さ/ユニット幅/ユニット高さ/ユニット重量/ユニット容積: ユニットのディメンションを表します。このフィールドには、
特定の単位の値が格納されません。これらのフィールドは、キューブ化済ウェーブ、棚入、補充など機能上の目的のため
に必要となります。 

• 品目明細: WMS では使用されません。 

• VAS グループ・コード: WMS に VAS グループ・コードが定義されている場合、このフィールドは品目を VAS アクティビ
ティの特定のセットにリンクします。  

• 危険: 品目を危険物として定義するために使用します。 
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• 事前パック・コード: 事前パック・シナリオの場合、品目に事前パック・コードも付与されます。これは、子 SKU のグループ
を表す独立したレコードです。たとえば、WMS では事前パックに収められている様々なポロの組合せを「事前パック」とい
う単一の SKU レコードで使用できます。 

• ホスト認識品目フラグ: ホストが事前パック品目を認識するかどうかを決定する事前パック・シナリオで使用します。 

• 親: 品目が親 SKU かどうかを決定する事前パック・シナリオで使用します。親 SKU である場合は、複数の子 SKU の事
前パックが含まれます。 

• ダミーSKU フラグ: これは、オーダーして割り当てることができるものの在庫に制限がない SKU です。ピッキング中に、
SKU を求めるプロンプトが表示されます。たとえば、これを使用すると、オーダーと一緒に送られるギフト・カードに対応で
きます 

• Cubiscan 変更タイムスタンプ: cubiscan インタフェースによって品目が変更されたタイムスタンプを更新します。 

 

その他のフィールド(品目詳細): 

• 標準ケース数量: 品目の標準ケース数量を定義します。 

• 標準ケース長さ/標準ケース幅/標準ケース高さ/標準ケース重量/標準ケース容積: ケースのディメンションを定義します。 

• 標準パック数量: 品目の標準パック数量を定義します。 

• 標準パック長さ/標準パック幅/標準パック高さ/標準パック重量/標準パック容積: パックのディメンションを定義します。 

• 「特別コード 1」および「特別コード 2」: 情報提供用のフィールド。 

• 製品寿命: 品目の予想有効期間(日数)。 

• %受入可能: 受入時に必要な残り耐用年数のパーセント(製品寿命に応じる)。 

• バッチ番号が必要: 受入中、品目にはバッチ番号が必要です。 

• シリアル番号が必要: リリース 6.3 で今後使用するためのものです。 

• 運搬可能: MHE システムが有効である場合に使用します。品目が運搬可能かどうかを定義します。 

• ソート可能: MHE システムが有効である場合に使用します。品目がソート可能かどうかを定義します。 

• 階層ごとの LPN:  

o 「LPN はパレットです」が FALSE の場合、このフィールドでは特定のパレットの階層にある LPN の数を定義します。 

o 「LPN はパレットです」が TRUE の場合、このフィールドではパレットの階層にあるケースの数を定義します。 

• パレットごとの階層: このフィールドでは、この SKU のパレットにある階層の数を定義します。 

  

注: 「階層ごとの LPN」フィールドおよび「パレットごとの階層」フィールドは、パレットごとに受入可能な LPN の標準数を定義するために

使用します。  

• 「LPNはパレットです」が FALSEの場合、RFによって、パレットの LPNが最大数に達したという警告メッセージのみ

が表示されます(このメッセージは上書きできます)。 

• 「LPN はパレットです」が TRUE の場合、「標準ケース数量」フィールドも定義されていれば、これらのフィールドに

SKU の標準パレット数量を定義します。 
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品目の手動作成 

1. 「品目」画面に移動し、「作成」ボタンをクリックします。 

2. 次の情報を入力して、新しい品目を作成します。 

a. 部品 A 

b. 摘要 

c. バーコード 

d. ユニット原価 

e. ユニット長さ 

f. ユニット幅 

g. ユニット高さ 

h. ユニット重量 

i. ユニット容積 

3. 「保存」をクリックします。 

手動インタフェースによる品目の追加 

品目は、Oracle WMS Cloud の Excel テンプレートを使用して作成することもできます。 

ステップ 1: 入力インタフェース・ファイルの準備: 

Oracle WMS Cloud インタフェースを正しく使用するためには、次のルールに従う必要があります。 

• ファイル名は、ITMR という文字で始める必要があります。 

• インタフェース仕様書に「必須」と記載されている列は設定する必要があります。  

ステップ 2: インタフェース・ファイルの WMS へのアップロード 

1. 「入力インタフェース」画面に移動します。 

2. ドロップダウンを使用して、処理対象の適切なインタフェースを選択します。 

 

 

図 335: インタフェース・タイプの選択 

3. ファイルのアップロードをクリックし、アップロードするファイルにナビゲートします。 

4. 画面にファイルが表示されたら、「インタフェースの実行」をクリックします。 

5. メッセージ・ダイアログが返され、ファイルが正常に処理されたことが通知されます。 
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WMS への品目マスターの統合 

WMS とのレコードのインタフェースとなる第 3 の方法として、共有 SFTP ディレクトリを経由するというものがあります。 

1. ホスト・システムによって、ITMR ファイルが共有ディレクトリ(通常は入力フォルダ)に置かれます。 

2. ファイルが置かれると、ORACLE WMS CLOUD によってファイルが自動的に検出されて WMS で処理されます。 

a. なんらかの理由で失敗したファイルは、自動的に、「エラー」フォルダに移動します。 

代替バーコード 

代替品目バーコード画面では、倉庫での SKU の代替バーコードを設定します。この画面では、同じ品目コードに複数のバーコードを構

成できます。 

UI からの代替バーコードの追加 

1. 既存の品目に新しいバーコードを追加するには、「品目バーコード」から、右上にある「作成」( )をクリックし、品目コードおよ

び新しいバーコードを入力します。 

 

図 336: 代替バーコードの追加 

2. 品目コードを設定するときは、フィールドを設定するか、または拡大鏡を使用して品目マスターからコードを探します。 

3. 拡大鏡を使用しているときは、新しいウィンドウがポップアップします。レコードを表示するには、「検索」ボタンを押します。 
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図 337: 拡大鏡ボタンによる品目コードの検索。 

4. 品目レコードが見つかったら、そのレコードをダブルクリックして選択します。 

5. 「保存」をクリックします。 

インタフェースによる代替バーコードの追加 

IXR (または IBR)インタフェース・テンプレートを使用して、代替バーコードを WMS へのインタフェースにすることもできます。  

Excel でインタフェースを開き、「item_barcode」に元のバーコードを移入し、「vendor_barcode」に新しい代替バーコードを移入します。 

 

図 338: IXR ファイルの編集。 

正しい会社コードが移入され、「action_code」が「CREATE」に設定されていることを確認します。 

1. インタフェースを保存します。「入力インタフェース」画面に移動し、ドロップダウン・メニューから「品目バーコード」を選択します。 

 

図 339: WMS への IXR ファイルのアップロード 
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ドロップダウンから「品目バーコード」を選択したら、ファイルをアップロードし、「インタフェースの実行」をクリックしてファイルを処理しま

す。  

2. 正常に完了すると、新しいバーコードが代替バーコード画面に表示されます。 

 

必須の品目のフィールド 

WMS に受け入れる前に、特定の品目のフィールドを必須にすることもできます。このことは、必須の品目フィールド画面で実行します。  

新しい必須フィールドを追加するには、「作成」( )をクリックします。開かれた新しいウィンドウで、ドロップダウンからフィールドを選択し

ます。 

 

図 340: WMS での新しい必須フィールドの追加 

「unit_weight」などの数値フィールドの場合、WMS では「0」が空の値として処理されます。つまり、ゼロでない値に変更されるまで、そ

の品目の受入は許可されません。 

必須の品目フィールドを設定しないと、受入中に、RF にエラー・メッセージが表示されます。 

 

図 341: RF エラー・メッセージ 
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必須の品目フィールドを設定するには、「品目」画面に移動し、品目レコードを選択し、該当する品目フィールドを設定します。品目フィー

ルドは 2 つの場所で設定できます。 

1. 「品目」画面から「編集」をクリックします。 

 

 

図 342: 品目フィールドの編集 

2. 「品目」画面から、「詳細」をクリックします(「編集」をクリックし、作業が終了したら、変更内容を保存します)。 

 

 

図 343: 品目の詳細の編集 

 

必須の品目フィールドをすべて設定したら、RF 受入オプションで LPN の受入を再試行する必要があります。 

品目ラベルの印刷 

倉庫に受け入れた品目に品目ラベルがない場合、倉庫フロア・ユーザーは WMS から品目ラベルを印刷して個々の品目に貼り付ける

ことができます。WMS には、次の 3 つのモジュールから品目ラベルを印刷するためのオプションが用意されています。  

 
• RF 品目ラベル印刷 

• 品目の UI 

• IB Shipment の UI 
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RF ラベル印刷 

RF 品目ラベル印刷モジュールを使用して、ハンドヘルド・デバイスから品目ラベルを印刷できます。 

 

 

図 344: RF 品目ラベル印刷 

 
1. RF から品目ラベル印刷を選択すると、ラベル・プリンタを入力するためのオプションが表示されます。 

  

a. プリンタを入力しないでこのフィールドからタブ移動すると、ログイン・ユーザーのデフォルトのラベル・プリンタが構成

されているかどうかがチェックされます。デフォルトのラベル・プリンタが構成されていない場合は、「必須フィールド」

メッセージが表示されて、プリンタの入力が求められます。  

 

 

図 345: 必須フィールド 

 
b. ログイン・ユーザーのデフォルトのプリンタが構成されている場合は、デフォルトのプリンタにラベルを印刷するかどう

かを尋ねられます。 

 

 

図 346: 「デフォルトのプリンタで印刷しますか?」のメッセージ 

 
✓ このメッセージが警告として構成されている場合は、メッセージを受け入れて([Ctrl]+[A]を使用)デフォルト

のプリンタに印刷するか、または[Ctrl]を押しながら[W]を押してプリンタのフィールドに戻って、別のラベル・

プリンタを入力できます。  
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✓ このメッセージがエラーとして構成されている場合は、プリンタのフィールドに戻って([Ctrl]+[W]を使用)プリ

ンタを入力する必要があります。 

 

注: メッセージが有効でない場合、このメッセージが表示されることはありません。プリンタのフィールドからタブ

移動すると、デフォルトのプリンタがプリンタのフィールドに自動的に移入されます。  

 

2. プリンタの検証後、品目バーコードまたはベンダー・バーコードをスキャンすることを求めるプロンプトが表示されます。 

3. 最後に、スキャンした品目に印刷する必要があるラベルの数の入力を求めるプロンプトが表示されます。0 を超える数量を指

定する必要があります。 

4. ラベル・デザイナによって設計されたカスタマイズ済の品目ラベルが構成されている場合は、そのカスタマイズ済のラベルが

印刷されます。それ以外の場合、品目ラベルは基本ラベル形式に基づいて印刷されます。  

 

品目の UI 

品目ラベルは、品目の UI から「ラベルの印刷」ボタンを使用して印刷することもできます。  

 

 

図 347: 「ラベルの印刷」ボタン 

 
品目の UI で品目を選択すると、「ラベルの印刷」ボタンが有効になります。複数の品目を選択した場合には、このボタンは有効になりま

せん。「ラベルの印刷」ボタンをクリックすると、次のダイアログがポップアップします。 

 

  

図 348: 「ラベルの印刷」ダイアログ 

 
この品目に必要なラベルの数を入力し、「送信」をクリックします。ログイン・ユーザー用に構成されているデフォルトのラベル・プリンタに

品目ラベルが印刷されます。このオプションを使用してプリンタを変更または入力するためのオプションがないため、ログイン・ユーザー

用にデフォルトのラベル・プリンタを構成する必要があります。 

 

IB Shipment の UI 

IB Shipment の UI から品目ラベルを印刷するオプションもあります。IB Shipments ビューで、目的の IB 出荷の「番号品目」ハイパーリ

ンクをクリックします。  
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図 349: 番号品目 

 
出荷のすべての品目をリストするビューが表示されます。このビューで使用できるボタンが 2 つあります。 

 

• 品目ラベル印刷 – このボタンは、このビューで 1 つの品目を選択したときにのみ有効になります。選択した項目に対してのみ品目

ラベルが印刷されます。 

• すべての品目ラベルの印刷 – このボタンは常に有効であり、これを使用すると、出荷のすべての品目のラベルを印刷できます 

 

 

図 350: すべての品目ラベルの印刷 

 
いずれかのボタンをクリックすると、次のポップアップが表示されます。「出荷数量」または「受入済数量」に基づいてラベルを印刷するオ

プションがあります。そのことを選択した場合は、ユニットごとに印刷する必要がある品目ラベルの数を入力する必要があります。   

 

 

図 351: 出荷数量または受入済数量別のラベルの印刷 

 
たとえば、「出荷数量」を選択し(この例では 10 個)、ユニット当たりのラベルの数を 5 にした場合、この品目に対して 50 個の

品目ラベルが印刷されます。 

 

品目の UI と同様、このオプションを指定すると、プリンタの指定を求めるプロンプトが表示されないため、ログイン・ユーザー

用のデフォルトのラベル・プリンタを構成する必要があります。 
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ロケーション・マスター 

WMS でのロケーションは、倉庫内の保管ロケーションを表します。次に、各ロケーション・フィールドの簡単な説明を示します。 

ロケーション・タイプ: ロケーションには、倉庫内での使用方法に応じて様々なタイプがあります。次のようなロケーション・タイプがありま

す。 

ロケーション・タイプ 説明 

アクティブ アクティブなロケーションを指定するために使用します。アクティブなロケーションには、ユニットのみを

格納できます。 

混載 PTS フローで、ロケーションを搬送先ストアーに割り当てるために使用します。 

ドック 受入中/出荷中、積荷への割当に使用します。 

パックおよび保留 出荷前に OBLPN を一時的に格納するために使用します。 

ヤード トレーラを配置するために使用します。 

パッキング・ステーション 「Packout」RF オプションで LPN をパックするために使用します。 

荷降 倉庫プロセスと倉庫プロセスの間に、インバウンド LPN とアウトバウンド LPN の両方を保持するために

使用します。特定の荷降ゾーンをターゲットにするようにピッキング・タスクを構成できます。 

QC 受入中に LPN で QC を実行するために使用します。 

予約 予約ロケーションを指定するために使用します。予約ロケーションには、バルク在庫がすべての単位

(LPN、ケース、パックおよびユニット)で格納されます。 

ステージング・ロケーショ

ン 

アウトバウンド・プロセスで、構成済の基準に基づいて OBLPN を混載するために使用します。 

受入ステーション LPN のインバウンド・ソート機能に使用します。 

VAS  受入中/出荷中にユニットで VAS を実行するために使用します。 

出荷ロケーション LPNを個別に出荷するために使用します。LPNが出荷ロケーションに配置されている場合、そのステー

タスは「出荷済」に自動的に更新されます。 
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次に、その他の倉庫のロケーション・タイプを定義します。 

識別子 説明 

施設 ロケーションがある施設の ID。 

タイプ ドロップダウン・オプションを追加します 

専門会社 会社をロケーションに割り当てるために使用します。 

ロケーション・サイズ・タイプ 棚入で棚入の優先度を定義するために使用します。 

割当ゾーン ロケーションの割当ゾーンのことです。これは、個別に割り当てる必要があるロケー

ションをグループ化するために使用される自由形式のフィールドです。「割当ゾーン」

フィールドは、「割当モード」(「ウェーブ・テンプレート」)および「補充ルール」(補充テン

プレート)で特定の単位のために使用します。割当ゾーンを指定することによって、ゾー

ン別に在庫を割り当てるように WMS を構成できます。 

品目 ロケーションが品目に適用される場合。 

領域/通路/区画/レベル/位置/大箱:  特定の倉庫ロケーションについて説明するために使用します。 

ピック順序 ロケーション間のピック順序を決定するために使用される数値。  

注: すべてのロケーションのピック順序値が同じ桁数である必要があります。この

フィールドの値は 10000 で開始することをお薦めします。 

バーコード ロケーションのバーコード。 

長さ/幅/高さ 

 

ロケーションのディメンションのことです。これらの値は、次の 2 つの異なるプロセスで

考慮されます。 

棚入ロジック中に、「棚入検索モード」に「容積で最も空き」または「容積で最も空きがな

い」を使用している場合。  

補充のトリガーとして、補充モードに「最大のパーセント」を使用している場合。 

最小ユニット/最大ユニット 

 

ロケーションで一度に許可される在庫の最小/最大ユニットのことです。 

最大 LPN ロケーションが保持できる最大 LPN。 

変更タイムスタンプ ロケーションが最後に変更された日時。 

変更ユーザー このロケーションを最後に変更したユーザー。 

複数 SKU の許可 選択すると、ロケーションに複数の SKU を設定できます。 

棚卸対象フラグ 選択すると、このロケーションに循環棚卸が作成されます。 
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識別子 説明 

棚卸対象タイムスタンプ to_be_counted_flg が設定されるたびに設定されるタイムスタンプ。 

ロック・コード ロケーションをロックするために使用します。ロケーションをロックすると、このロケー

ションに格納されているすべての在庫が、指定されたロック・コードを受け入れます。ま

た、このロケーションに配置されているその他の LPN にも、そのロック・コードが追加さ

れます。 

最終棚卸 品目の最後棚卸日時。 

最終棚卸担当者 循環棚卸を完了したユーザー。 

部分ピックの予約の許可 

 

このフラグによって、一部ピッキングに対してロケーションを割り当てることができるか

どうかが決まります。フラグを選択するとロケーションが一部ピッキングの対象になり、

フラグを選択しないと対象になりません。 

注: このフラグを選択した場合、施設パラメータ「RSV_PARTIAL_STRICT_FLG」を

「YES」に設定して、このロケーションに格納されているフル LPN が分岐しないように

追加の制限を加えることができます。 

Lock_for_putaway_flg 「YES」に設定すると、「指示された棚入」を使用する場合に、ロケーションが考慮され

ません。 

棚入順序 

 

ロケーションの棚入順序のことで、「ピック順序」フィールドに似ています。  

注: すべてのロケーションの棚入順序値が同じ桁数である必要があります。このフィー

ルドの値は 10000 で開始することをお薦めします。 

補充ゾーン 補充ゾーンでは、補充ウェーブの実行時に補充の対象となるロケーションを定義しま

す。まず、「補充ゾーン」画面で、補充ゾーンを作成する必要があります。 

最小容積/最大容積 そのロケーションで一度に許可される在庫の最小/最大容積のことです。これらの値

は、次のことの途中で使用されます。 

棚入: ロケーションの最大容積に達した場合、WMS は棚入の対象からこのロケーショ

ンをスキップします。 

補充モード「最大のパーセント」: ロケーションの在庫が最小容積値を下回った場合、

WMS はこのロケーションをトリガーして、定義済の最大容積まで補充を受け入れま

す。 
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識別子 説明 

バッチの制限 「バッチの制限」フラグ値が「はい」を設定する意図は、単一のロケーション内の同じ

SKU に異なるバッチ番号が設定されないようにすることです。異なるバッチ番号があ

るものの、各バッチがそれぞれ異なる品目に対応している場合、棚入で LPN を配置で

きます。  

パレットに LPN が 2 つある場合(LPN-1==>SKU-A batch-b1、LPN-2==>SKU-A、

batch-2)は、キャパシティ・チェックを通過しても、「バッチの制限」フラグが「はい」に設

定されているロケーションをピックしないでください。 

このフラグ値が「いいえ」に設定されている場合、バッチ番号が異なる在庫を同じ SKU

の同じロケーションに混在させることができます。このため、パレットに LPN が 2 つあ

る場合(LPN-1==>SKU-A batch-b1、LPN-2==>SKU-A、batch-2)は、「バッチの制

限」フラグが「いいえ」に設定されているロケーションを棚入にピックしてください(他の

チェックを通過していることが前提です)。 

品目割当タイプ/品目 これらのフィールドは、ロケーションに永続的品目を割り当てます。「品目割当タイプ」

が永続に設定され、「品目」フィールドに品目コードが指定されている場合、他の品目

をこのロケーションに混在させることはできません。これらのフィールドは、補充のため

のロケーションも設定します。 

タスク・ゾーン 

 

タスク・ゾーンは、機能構成に基づいてロケーションをグループ化するために使用しま

す。通常、タイプが荷降のロケーションにタスク・ゾーンが割り当てられます。 

タスク・ゾーンを使用すると、タスク・テンプレートに「搬送先ゾーン」を指定できます。こ

れを定義した場合、タスクの最後に「搬送先タスク・ゾーン」に LPNを荷降するように求

められます。 

タスク・ゾーンは、複数の荷降ロケーションを必要とするタスクの中間ロケーションとし

ても使用されます。 

MHE システム/レーンの変更 このフィールドでは、このロケーションがルーティング目的で MHE システムと統合され

るかどうかを指定します。MHE システムが定義されている場合は、ルーティング中に

ロケーションが使用される「レーンの変更」の特定のコードを設定する必要がありま

す。 

ピック・ゾーン 構成済/指定済のピック・ゾーン。 

移動中ユニット ロケーションに移動中のユニット。 

カスタム・フィールド 1-5 カスタム操作用のカスタム・フィールドとして使用されます。例: 「カスタム・フィールド 1」

にプリンタの IP アドレスを移入して、そのロケーションにプリンタを割り当てます。 

表示テキスト 領域、通路、区画、レベル、位置および大箱が連結された計算済フィールド。これら

は、「-」で区切られます。 

在庫属性の制限 選択した場合、そのロケーションには 1 つの在庫属性のみを格納できます。 

組立フラグ 選択すると、在庫が別の SKU への組立に提供されるロケーションにフラグが設定され

ます。 
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識別子 説明 

請求ロケーション・タイプ 請求ロケーション・タイプを指定します。 
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インタフェース(UI)によるロケーションの作成 

Oracle WMS Cloud の LOC インタフェース・ファイルを使用すると、WMS に倉庫ロケーションをマップできます。  

ステップ 1: 「LOC」Excel ファイルに必要事項を入力する 

ロケーション・インタフェースに必要なすべての情報を入力します。列 A には、ロケーション・タイプを定義します。次の表を参照してくだ

さい。 

インタフェース・

コード 
ロケーション・タイプ 

C 混載 

D ドック 

Q QC 

V VAS 

P 荷降 

S ステージング・ロケーション 

A アクティブ 

H パックおよび保留 

Y 出荷ロケーション 

R 予約 

K パッキング・ステーション 

T 受入ステーション 

 

ステップ 2: ロケーション更新のパラメータを設定する 

WMS では、システムにロケーション更新を作成する前に、特別なパラメータを設定する必要があります(在庫が含まれているロケーショ

ンの場合)。  

1. 「施設パラメータ」画面に移動します。 

2. LOCATION_UPDATES_WITH_INVENTORY パラメータを「YES」に設定します。 

ステップ 3: インタフェース・ファイルの WMS へのアップロード 

1. 「入力インタフェース」画面に移動します。 

2. ドロップダウンを使用して、処理対象の適切なインタフェースを選択します。 
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図 352: インタフェース・タイプの選択 

3. ファイルのアップロードをクリックし、アップロードするファイルにナビゲートします。 

4. ファイルが表示されたら、「インタフェースの実行」をクリックします。 

5. メッセージ・ダイアログが返され、ファイルが正常に処理されたことが通知されます。 

在庫の画面 

次の画面を使用して、倉庫内の使用可能な在庫を表示できます。 

• 在庫の予約 

• IB LPN 

• 在庫要約 

在庫の予約 

 

図 353: 「在庫の予約」画面 
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「在庫の予約」画面では、詳細な在庫情報を「ロケーション領域」および「品目コード」でフィルタして表示できます。「現在の LPN」列のリ

ンクされた LPN 番号をクリックして、出荷数量、現在の数量(LPN 別)、パレット番号など各 LPN の品目に関する詳細な情報を表示でき

ます。 

 

図 354: 「在庫の予約」の LPN 詳細画面 

IB LPN 

「IB LPN」画面には、倉庫に現在格納されているすべての IBLPN に関する詳細な情報が含まれています。これには、ステータス、数量、

現在のロケーション、失効日、パック、ケース数量など、SKU 別に分類された個々の LPN 情報があります。 

 

図 355: 「IB LPN」画面 

 

アクション・ボタン 説明 

受入 
LPN が品質管理用にマークされている場合は、ここでそれを受け入れることが

できます。 

却下 LPN が品質管理用にマークされている場合は、ここでそれを却下できます。 

LPN の割当解除 LPN が割り当てられている場合は、ここで割当解除できます。 

ラベルの印刷 
このボタンは、ラベル・テンプレート・ビューに設定されたラベル・テンプレートに

従って LPN ラベルを印刷します(ラベル・タイプ「IB コンテナ」) 

無チェック・ラベル 
ラベルの数、ラベル・タイプ(IBLPN、OBLPN、パレットのいずれか)、搬送先会

社および搬送先施設を選択して、無チェック・ラベルを印刷できます。 

パック数量の変更 選択した IBLPN のパック数量を変更できます。 

LPN をパレットとして設定 LPN をパレットとして設定できます。 

LPN をパレットとして設定解除 LPN をパレットとして設定解除できます。 
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アクション・ボタン 説明 

数量の変更 LPN 数量を変更でき、事由コードを指定する必要があります。 

LPN の検索 

LPNを検索します。キャパシティ・チェックのフラグが有効である場合は、LPNが

最大容積、最大ユニットおよび最大重量に照らしてロケーションに適合している

ことが確認されます。 

MHE 配送メッセージの生成 TO_MHE_DISTRIBUTION_INFO メッセージを生成します。  

MHE IB LPN 情報メッセージの生成 TO_MHE_IBLPN_INFO メッセージを生成します。  

属性の一括更新 

在庫属性 A-O および棚入タイプの一括更新を実行できます。ページに表示され

るすべてのレコードを更新するため、検索を制限することをお薦めします。ま

ず、更新されるレコードの数が通知されます。 

単位ラベルの印刷 選択した LPN の単位ケース・ラベルまたは単位パック・ラベルを印刷できます。 

LPN タイプの更新 選択した LPN の LPN タイプを更新できます。 
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バッチ番号の編集 

現在、Oracle WMS Cloud には、IB LPN 照会画面からバッチ追跡品目のバッチ番号を更新するためのオプションが用意されています。

一部の倉庫マネージャにとっては、画面パラメータ設定に基づいて、特定のユーザーがバッチ番号を編集できないようにするオプション

があると便利です。 

IB LPN 照会画面の allow_edit_batch_nbr 画面パラメータを使用すると、在庫のバッチ番号を編集できないようにすることができます 

 

パラメータ選択動作 

 

• allow_edit_batch_nbr パラメータを「はい」に設定すると、IBLPN 照会の編集画面のバッチ番号フィールドが編集可能にな

り、バッチ番号を編集して保存できます。  

• パラメータを「いいえ」に設定すると、IBLPN 照会の編集画面のバッチ番号フィールドを編集できます。ただし、編集したバッチ

番号を保存すると、「バッチ番号は変更できません」というエラーがスローされます。 

UI 画面のパラメータ名 オプション  動作 

allow_edit_batch_nbr 

•  yes  

•  

• ユーザーは、バッチ番号を編集して

保存できます。 

•  no 

• バッチ番号フィールドは編集可能で

すが、保存すると「バッチ番号は変

更できません」というエラーがスロー

されます。 

 

事由コードの構成 

事由コードは、LPN の数量の変更など、特定のトランザクションを実行するための識別子として使用されます。親会社レベルで事由コー

ドを追加する必要があります。 

1. 「事由コード」画面に移動します。 

2. 「作成」ボタンをクリックします。 

3. コードおよび説明を設定します。 

4. 「保存」をクリックします。 

事由コードのパラメータ 

また、特定のトランザクションに必要な事由コードを構成することもできます。これらのパラメータは、「会社パラメータ」画面にあります。 

• CYCLE_COUNT_REASON_CODE: 循環棚卸を実行するための事由コードを定義します。 

• DFLT_BATCH_EXP_ADJ_REASON_CODE: コンテナのバッチ失効日を変更するための事由コードを定義します。 

• SHORT_REASON_CODE: 欠品ピックを実行するための事由コードを定義します。 

ロック・コードの構成 

親会社レベルでロック・コードを追加する必要があります。 
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1. 現在の会社ビューが親会社にあることを確認してください。 

2. 「ロック・コード」画面に移動します。 

3. 「作成」ボタンをクリックします。 

4. 適切なフィールド/フラグを設定します。 

a. 割当可能: 選択すると、このロック・コードが設定された LPN は引き続きオーダー割当の対象となります。 

b. 特定時にロック解除して予約: 選択すると、このロック・コードが設定された LPN では、予約ロケーション(ロック・コー

ドが設定されていないロケーション)に配置されるたびに、このロック・コードが削除されます。 

5. 「保存」をクリックします。 

「消失」ロック・コードの追加 

倉庫では、消失した品目専用のロック・コードを使用できます。WMS で、消失したロック・コードがそれ以外のすべてのロック・コードと区

別されるようにするには、独立した構成が必要になります。  

1. 「会社パラメータ」画面に移動します。 

2. LOST_LOCK_CODE パラメータを編集します。「パラメータ値」フィールドに、消失 LPN のロック・コードとして使用するロック・

コードを移入します。 

3. 「保存」をクリックします。 

LPN へのロック・コードの追加 

「番号のロック」列の青の数値をクリックして、IBLPN に特定のロック・コードを追加できます。 

 

図 356: IBLPN へのロック・コードの追加 

これによって新しいウィンドウが開き、ここで、コンテナに複数のロック・コードを追加できます。 

 

図 357: サンプル・コンテナのロック・コードの表示 

前の図は、コンテナに現在追加されているすべてのロック・コードを示しています。「作成」( )をクリックし、ドロップダウンからロック・

コードを追加する構成済のロック・コードのいずれかを選択します。 
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図 358: ドロップダウン・メニューからのロック・コードの選択。 

 

IBLPN の変更 

RF モジュール「IB LPN の変更」で LPN を変更できます。ここでは、LPN の SKU、数量または棚入タイプを変更できます。 

1. RF モジュール「IB LPN の変更」を入力します。 

2. 変更する IBLPN をスキャンします。 

 

図 359: IB LPN の変更 

3. 「数量」フィールドに、新しい数量を入力します(現在の数量のままでも、現在の数量を入力する必要があります)。 

 

 

図 360: 「数量」フィールド 

4. 棚入タイプを変更するには、オプション[Ctrl]+[R]: 「棚入タイプ」を選択します。プロンプトにリストされたシステム内の棚入タイ

プから、変更する適切な棚入タイプを選択します。 
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図 361: PA タイプ 

 

5. すべての変更を加えると、LPN の属性が RF 画面に表示されます。完了したら、オプション[Ctrl]+[N]: 「変更の終了」を選択し

ます。 

 

 

図 362: 事由コード 

6. 「事由コード」:プロンプトで、そのトランザクションに適切な事由コードを入力します。 

a. 構成済の事由コードのリストを「事由コード」画面に表示できます。 
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RF による IBLPN の作成 

インバウンド積荷をアウトバウンドに割り当てる前に、次の手順に示すように、LPN を作成します。 

手順: 

1. 資格証明を使用して WMS RF にログインします。 

2. オーダーの LPN を作成します。そのためには、「LPN の作成」トランザクションを選択します。起動後、新しい LPN を作成し、

LPN 番号を入力します。たとえば、「LPN: SKLPN1504M」とします。  

 

  

図 363: RF「LPN の作成」トランザクション  

3. RF 画面から次の画面に移動して、次の情報を入力する必要があります。 

a. LPN: LPN 番号を入力します。 

b. 品目: 品目の UI で作成した品目を入力します。 

c. 数量: 数量を入力します。  

 

 

図 364: SKU の詳細 

 

また、IBLPN の UI で LPN ステータスを確認することもできます。品目が正常に消費されている場合、IBLPN の UI への移動

→LPN 番号の検索→ステータスの確認と進むと、ステータスに「受入済」と表示されます。  

 

4. すべての品目を消費したら、[Ctrl]+[X]を押して現在のページを終了します。  
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IB LPN の結合/分割  

同じ品目の複数の IB LPN を単一の LPN に結合する必要がある場合、コンテナの分割 RF モジュールを使用して、これを行うことがで

きます。このモジュールは、1 つの IBLPN を 2 つの IBLPN に分割するか、2 つの IBLPN を 1 つの IBLPN に結合するために使用しま

す。  

1. コンテナの分割 RF トランザクションに移動します。 

2. 別の LPN に移動する必要がある LPN、または在庫の一部を移動する必要がある LPN をスキャンします。  

3. 他の LPN に移動する品目の SKU バーコードをスキャンします。 

 

図 365: SKU バーコード 

4. 古い LPN から新しい LPN に移動する数量を入力します。 

 

図 366: 数量 

LPN を結合している場合は、移動する全数量を入力します。 

5. 元の LPN の全数量を移動している場合は、元の LPN が取り消されます。[Ctrl]を押しながら[A]を押して受け入れます。 

 

図 367: [Ctrl]+[A]での受入 
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在庫要約 

「在庫要約」には、使用可能数量からパック済数量へのすべての品目の在庫移動が表示されます。このレポートは、使用可能在庫の概

要/要約として使用したり、ピックまたは出荷がまだ待ち状態になっている割当済ユニットの数を参照することができます。  

 

図 368: 「在庫要約」画面 

循環棚卸 

循環棚卸は、倉庫ロケーションの在庫出庫を検証または調査する監査です。Oracle WMS Cloud では、次の 3 つの方法で循環棚卸を

実行できます。 

1. ロケーションでの循環棚卸を手動で実行する(RF) 

2. WMS がタスクを自動的にトリガーする(UI) 

3. タスク・グループを生成するタスク・テンプレートを実行する(UI) 

ロケーションに循環棚卸のフラグが設定されているかどうかを確認する方法 

「ロケーション」画面および予約ロケーション画面。 

これらの画面には「棚卸対象フラグ」列があり、この値が「はい」である場合は、ロケーションを循環棚卸する必要があります。 

「タスク」画面。 

循環棚卸のフラグが設定されたそれぞれのロケーションに、タスクが関連付けられています。これらのタスクを表示するには、「タスク・

タイプ」を循環棚卸ロケーション・コンテンツまたは循環棚卸ロケーション LPN スキャンに設定し、ステータスを保留または「準備完了」に

設定して、結果をフィルタします。 

循環棚卸実行(RF) 

RF で循環棚卸を実行する方法は 3 つあり、それぞれ詳細レベルが異なります。 

1. ロケーションの循環棚卸(ロケーションの LPN 数別): スキャンしたロケーションの LPN の数を求めるプロンプトが表示されま

す。 

2. LPN の循環棚卸(LPN 棚卸別): ロケーションの各 LPN をスキャンすることを求めるプロンプトが表示されます。循環棚卸セッ

ションでスキャンされない IBLPN は、「消失」として更新されます。 

3. LPN の循環棚卸詳細  
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SKU 数量別: ロケーションの LPN、SKU、数量およびその在庫属性(バッチ番号、失効日、シリアル番号)をスキャンすることを求めるプ

ロンプトが表示されます。ここに、各 LPN の数量を入力します。 

SKU スキャン別: ロケーションの LPN および SKU をスキャンすることを求めるプロンプトが表示されます。数量値の場合は、LPN の

SKU ごとに 1 回スキャンする必要があります。このオプションを使用すると、LPN の在庫属性が検証されません。 

 

次の項では、各循環棚卸タイプを実行するための手順について説明します。 

ロケーションの循環棚卸 

1. ロケーションの循環棚卸 RF トランザクションを入力します。 

 

図 369: ロケーションの循環棚卸のプロンプト 

2. 循環棚卸するロケーションをスキャンします。 

 

図 370: LPN の数のプロンプト 

3. そのロケーションの LPN の数を入力します。 

 

4. [Ctrl]+[E]を押して、棚卸を終了します。 

a. 入力した LPN 数量が間違っていた場合は、RF によって、詳細な循環棚卸トランザクションを使用することを求める

プロンプトが表示されます(オプション 0 - LPN の循環棚卸詳細)。 

 

図 371: 詳細な棚卸のプロンプト 

LPN の循環棚卸 

1. RF トランザクション「LPN の循環棚卸」を入力します。 

 

図 372: LPN の循環棚卸 

2. 循環棚卸の対象となるロケーションをスキャンします。 

 

図 373: LPN のスキャン 
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3. ロケーションの LPN をスキャンします。 

a. ロケーションに存在しない LPN をスキャンした場合は、「同じ LPN を再スキャンしてください」というメッセージが RF

に表示されます。同じ LPN を再スキャンすると、その新しい LPN がロケーションに記録されるように在庫が調整され

ます。 

 

図 374: 「同じ LPN を再スキャンしてください」メッセージ 

4. すべての LPN がスキャンされるまで、ステップ 3 を続行します。 

 

5. すべての LPN をスキャンしたら、[Ctrl]+[E]を押して棚卸をクローズします。 

a. WMS によって、スキャン対象の LPN がまだ残っていると認識される場合は、ロケーションから LPN を削除します

か?というメッセージが RF に表示され、その後にまだスキャンされていない LPN のリストが続きます。[Ctrl]+[A]を押

して、在庫の変更に進みます。 

 

図 375: ロケーションからの LPN の削除のメッセージ 

b. 循環棚卸が正しかった場合は、RF によって、「ロケーションの棚卸が完了しました」というメッセージが表示されます。 

 

図 376: 「ロケーションの棚卸が完了しました」メッセージ 

LPN の循環棚卸詳細 

1. RF トランザクション「LPN の循環棚卸」を入力します。 

 

図 377: 「LPN の循環棚卸」トランザクション 

2. 循環棚卸の対象となるロケーションをスキャンします。 

 

図 378: ロケーションのスキャン 

3. ロケーションの最初の LPN をスキャンします。現在の LPN の SKU および数量をスキャンします。 

a. LPN の「LPN はパレットです」フラグが FALSE に設定されている場合: 

 

図 379: 「LPN はパレットです」が FALSE に設定されている 
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b. LPN の「LPN はパレットです」フラグが TRUE に設定されている場合: 

 

図 380: 「LPN はパレットです」が TRUE に設定されている 

 「階層当たりのケース」は、品目マスターの品目の詳細にある「階層ごとの LPN」フィールドのことです。 

 「パレットごとの階層」は、品目マスターの品目の詳細にある「パレットごとの階層」フィールドのことです。 

 

4. 数量が間違っている場合は、RF によって、「この品目の数量を再入力してください」というメッセージが表示されます。 

 

図 381: 数量再入力のメッセージ 

a. 同じ LPN、SKU および数量を再入力した場合は、調整が行われます。 

b. 複数の SKU の LPN を棚卸しているとき、棚卸されていない SKU がある場合は、RF に警告メッセージが表示され

ます。 

 

図 382: SKU の未スキャンのメッセージ 

c. 数量が正しい場合、RF 画面が点滅し、ロケーションの残りの LPN のスキャンを続行できます。 

 

5. すべての LPN が棚卸されたら、[Ctrl]+[E]を押して棚卸を終了します。 

a. まだ棚卸されていない LPN がある場合は、ロケーションから LPN を削除しますか?というメッセージが RF に表示さ

れ、この変更を確定できます。[Ctrl]+[A]で受け入れると、棚卸されていない LPN のステータスが「消失」に設定され、

在庫調整が行われます29。 

 

図 383: ロケーションからの LPN の削除のメッセージ 

 

29ステータスが「割当済」の LPN を「消失」にすることはできません。 
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b. すべての LPN が棚卸されると、「ロケーションの棚卸が完了しました」というメッセージが RF に表示されます。 

循環棚卸の注意事項 

1. WMS では、LPN の在庫属性(バッチ番号、失効日およびシリアル番号)が SKU で必要である場合は、それを常に検証します。 

2. 循環棚卸トランザクション中に、ウェーブに割り当てられている LPN を「消失」にすることはできません。 

3. ステータスが「割当済」または「一部割当済」の LPN を循環棚卸することはできません。 

 

循環棚卸タスクの作成 

手動によるロケーションの循環棚卸の他に、循環棚卸タスクを作成して後で実行することもできます。循環棚卸タスクを作成するには、

2 つの方法があります。 

1. ユーザー構成のトリガーを使用します。 

2. ユーザー実行のタスク・テンプレートを使用します 

 

循環棚卸トリガー管理 

Oracle WMS Cloud に含まれている、循環棚卸についての可能なトリガーのリストから、有効にするものを選択できます。有効にすると、

そのロケーションに対する循環棚卸タスクが自動的に生成されます。  

 

図 384: 循環棚卸トリガー管理 

前に示した循環棚卸トリガー管理画面には、次のパラメータが含まれています。 

• 施設/会社: このトリガーがどの施設および会社に適用されるかを定義します(アスタリスク*は、すべての施設/企業に適
用されることを示します。つまり、親会社レベルである必要があります)。 

• 循環棚卸トリガー: トリガーの説明。これは、循環棚卸タスクをトリガーする処理です。 

• 使用可能: 「はい」は、トリガーが有効であることを示します。 

• 優先度: 作成時にタスクに付与される優先度。 

• タスク・タイプ:  

o 循環棚卸ロケーション LPN スキャン: ロケーションの LPN をスキャンすることをプロンプトで求める循環棚卸タスクを
作成します。  
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詳細は、0 の項(p. 4-29)を参照してください。 

o 循環棚卸ロケーション・コンテンツ: ロケーションの LPN、SKU および数量をスキャンすることをプロンプトで求める循
環棚卸タスクを作成します。  

詳細は、0 の項(p. 4-30)を参照してください。 

 

循環棚卸トリガーの説明 

トリガー 定義/予想される動作 

棚入の代替ロケーション - 指示された棚入中に、システムによって指示されたロケーションとは異なるロケー

ションをスキャンします。 

- システムによって指示されたロケーションに対する循環棚卸タスクが生成

されます。 

- トリガー・モジュール: 「rf.inbound.cwrfputaway」、「モード」は「指示された

棚入パレット」または「指示された棚入 LPN」。 

欠品ピック  - LPN または LPN からのユニットの欠品ピックを実行します。 

- LPN が不足していたロケーションに対する循環棚卸タスクが生成されま

す。 

- トリガー・モジュール: 「rf.outbound.cwrfpacklpn」、

「rf.inbound.cwrfmovelpn」、「rf.inbound.cwrfpickiblpnreplen」、

「rf.outbound.cwrfpickcart」、「rf.outbound.cwrfpackncactiveorder」、

「rf.outbound.cwrfpickiblpn」  

アクティブな欠品ピック - アクティブなロケーションにある SKU の残数量の欠品ピックを実行します。 

- 数量が不足していたロケーションに対する循環棚卸タスクが生成されま

す。 

- トリガー・モジュール: 「rf.inbound.cwrfpickiblpnreplen」、

「rf.outbound.cwrfpickcart」、「rf.outbound.cwrfpackncactiveorder」、

「rf.outbound.cwrfpickiblpn」 

OB 作成済ステータスの OBLPN

の取消 

- UI から「アウトバウンド作成済」ステータスの OBLPN を取り消します。 

- この OBLPN の在庫を割り当てたロケーションに対する循環棚卸タスクが

生成されます。 

- トリガー・モジュール: 「ObContainerView」 

- このトリガーが機能するのは、「アウトバウンド作成済」ステータスの

OBLPNを UIから手動で取り消したときのみであることに注意してください。

「アウトバウンド作成済」ステータスの OBLPN が「ウェーブを元に戻す」に

よって取り消された場合は、このトリガーが有効であっても、対応する循環

棚卸タスクが作成されません。 
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トリガー 定義/予想される動作 

UI からの IBLPN の割当解除 - UI から IBLPN を割当解除します。 

- IBLPN が割当解除されたロケーションに対する循環棚卸タスクが生成さ

れます。 

- トリガー・モジュール: 「IbContainerView」 

UI からのアクティブな在庫の割当

解除 

- UI でアクティブな在庫からの SKU を割当解除します。 

- SKU が割当解除されたロケーションに対する循環棚卸タスクが生成され

ます。 

- トリガー・モジュール: 「ActiveInventoryView」 

「ロケーション」画面からのロケー

ション「棚卸対象」の設定 

- UI で「棚卸対象」フラグを「はい」に設定します。 

- フラグが「はい」に設定されたロケーションに対する循環棚卸タスクが生成

されます。 

- トリガー・モジュール: 「LocationViewFW」 

ロケーションの再棚卸 - ロケーション詳細棚卸を「いいえ」、作成タイプを「手動」にして在庫調整レコードを却

下します(再棚卸トリガーは、手動で行った循環棚卸にのみ適用できます)。 

- システムによって、却下された在庫調整レコードがあるロケーションに対す

る循環棚卸タスクが生成されます。  

-トリガー・モジュール: Inventory Adjustment Management 

ロケーション詳細の再棚卸 - ロケーション詳細棚卸を「はい」、作成タイプを「手動」にして在庫調整レコードを却下

します(再棚卸トリガーは、手動で行った循環棚卸にのみ適用できます)。 

- システムによって、却下された在庫調整レコードがあるロケーションに対す

る循環棚卸タスクが生成されます。  

- トリガー・モジュール: Inventory Adjustment Management 
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トリガー 定義/予想される動作 

ロケーションの不一致レコードの

承認 

- LPN を別のロケーションから循環棚卸済ロケーションに移動する在庫調整レコード

を承認します(在庫調整レコードにはロケーションの不一致という警告が設定されま

す)。 

- 循環棚卸調整の前に LPN が配置されていたロケーションに対する循環棚

卸タスクが生成されます(LPN の予想されるロケーション)。  

例:  LPN がシステム上ではロケーション A にあったとします。一方、在庫調
整レコードが生成された循環棚卸中に、同じ LPN がロケーション B で棚卸
されました。このレコードが承認されたとき、ロケーション A の循環棚卸タス
クが生成される必要があります。 

-トリガー・モジュール: Inventory Adjustment Management 

別のロケーションからの LPNの置

換 

- フル LPN 中または予約 NC ピッキング中に、割当済の LPN とは異なるロケーショ

ンにある LPN をスキャンします(別のロケーションからの LPN 置換)。  

- LPN が元々割り当てられていたロケーションに対する循環棚卸タスクが生

成されます。 

- トリガー・モジュール: 「rf.inbound.cwrfmovelpn」、

「rf.inbound.cwrfpickiblpnreplen」、「rf.outbound.cwrfpickcart」、

「rf.outbound.cwrfpackncactiveorder」、「rf.outbound.cwrfpickiblpn」、

「rf.outbound.cwrfrepackoblpn」 

アクティブへの LPNの分割のため

の代替ロケーション 

- パラメータ「multi-sku-lpn-mode」を「Split into active locations」に設定して、RF か

ら指示された棚入中に、システムによって指示されたロケーションとは異なるロケー

ションをスキャンします。 

- システムによって指示されたロケーションに対する循環棚卸タスクが生成

されます 

- トリガー・モジュール: 「rf.inbound.cwrfputaway」、「モード」は「指示された

棚入パレット」か「指示された棚入 LPN」、かつ「multi-sku-lpn-mode」は

「Split into active locations」。 

 

循環棚卸トリガーの構成 

1. トリガー管理画面に移動します。ここには、循環棚卸トリガーのリストが表示されます。  

 

図 385: トリガー管理画面。 
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2. レコードを選択し、「編集」( )をクリックしてトリガーをカスタマイズします。 

 

図 386: トリガーの有効化 

a. 「使用可能」チェック・ボックスを選択して、トリガーの有効/無効を切り替えます。 

b. 優先度の数値を設定します。これは、トリガーから生成されたタスクの優先度です。 

c. タスク・タイプを選択します。これにより、このトリガーで作成されたタスクのタスク・タイプが定義されます(循環棚卸ロ

ケーション LPN スキャンまたは循環棚卸ロケーション詳細棚卸)。 

 

3. 「保存」をクリックして、変更内容を保存します。  

「タスク作成テンプレート」による循環棚卸タスクの作成 

WMS で循環棚卸タスクを作成するには、既存のタスク・テンプレートを使用するという別の方法もあります。  

注: 循環棚卸タスクは、ロケーション・レベルでのみ作成できます。 

1. 「タスク作成テンプレート」画面に移動します。 

2. 「作成」( )をクリックして、必要な情報を移入します。 

 

 

図 387: タスクの作成 

• 摘要: タスク・テンプレートの名前を入力します。 

• テンプレート・タイプ: 循環棚卸テンプレートを表す「CC」を選択します。 

• タスクの最大番号: 数値を入力します。これは、このテンプレートで作成できるタスクの最大数です(該当しない場合

は空白のままにしておきます)。 

3. テンプレートを作成したら、次のステップでは、このテンプレートが実行されるたびに作成されるタスク・タイプを作成します。こ

のテンプレートを選択し、「詳細」( )をクリックします。  

4. 「作成」( )をクリックして、必要な情報を移入します。 

 



 

4-37 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

 

図 388: タスク・タイプの選択 

• 連番: タスク・タイプの作成順序(テンプレート内に複数ある場合)。 

• タスク・タイプ: タスクのタスク・タイプ。この値は、循環棚卸タスク・タイプ(循環棚卸ロケーション LPN スキャンまたは循環
棚卸ロケーション・コンテンツ)である必要があります。 

• 優先度: タスクの作成時の優先度。 

• 保留作成フラグ: 選択すると、タスクは作成時に自動的に保留ステータスになります。このタスクを「タスク」画面から手動
で「リリース」する必要があります。 

• 数量ごとに分岐、搬送先ゾーン: 該当する値はありません。 

 

5. 「保存」をクリックして、変更内容を保存します。 

6. 次のステップでは、選択ルールを設定します。これにより、どのロケーションからタスクを作成するかをシステムに指示します。

「タスク・タイプ」ウィンドウに戻り、レコードを選択し、「選択基準」をクリックします。 

 

 

図 389: 選択基準 

7. この新しいウィンドウには、フォルダ・アイコン( )が表示されます。これは複雑な操作です。このフォルダ内に、基準が指定

された多数のノードが存在する場合があります。これらは基本操作です。 

 

 

図 390: 複雑な操作および基本操作 
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8. 新しい基本操作を作成するには、フォルダ・アイコンを選択し、「基本操作の挿入」をクリックします。これで、選択した複雑な操

作の下に基本操作が作成されます。 

 

 

9. 「Sql 演算子」、「列名」30および「列の値」を選択します。 

 

10. 「保存」をクリックして、変更内容を保存します。 

 

オプション: タスク・ルールの構成 

循環棚卸タスク・テンプレートの「オーダー基準」は、循環棚卸タスクを RF タスク・リストに表示する順序を構成するために使用します。  

 

30 この選択基準のすべての列名のリストは、項 0、p.207 にあります。 

例 1: 

 

この構成は、次のことを意味します。  

「Attribute A = REFURBISHED」である LPN が含まれているロケーションに対する循環棚卸タスクを作成します。 

例 2: 

 

この構成は、次のことを意味します。 

「Attribute A = REFURBISHED AND Expiry Date = "March 31st, 2015"」である LPN が含まれているロケーショ
ンに対する循環棚卸タスクを作成します。 

複雑な操作「AND」は、タスクのトリガーに必要な基準として 2 つの基本操作を含めるために使用します。 
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注: 「オーダー基準」を指定しないと、RF タスク・リストの循環棚卸タスクはタスク・ステータス、優先度、ピック順序の順に
表示されます。  

1. 「タスク・テンプレート」画面に移動し、テンプレートを選択し、「詳細」( )をクリックします。 

 

 

図 391: オーダー基準 

2. タスク・タイプのレコードを選択し、「オーダー基準」をクリックします。 

3. 新しいウィンドウに、タスク・タイプの順序指定ルールがすべて表示されます。「作成」( )をクリックして、新しいレコードを追

加します。 

4. オーダー基準レコードに必要な情報を入力します。 

 

図 392: ロケーション領域別に循環棚卸タスクを表示するための構成。 

連番: オーダー基準レコードの順序番号。 

列ごとに順序付け: タスクの順序付けに使用される基準。これらのフィールドをすべて記載したリストが、項 0 (p. 6-7)にあ
ります。 

棚卸ごとに分岐: このフィールドは空白のままにします(循環棚卸以外のタスクにのみ適用可能)。 

5. 「保存」を押して、レコードを作成します。 

循環棚卸タスク・テンプレートの実行 

循環棚卸タスク・テンプレートを設定したら、次のステップでは、それらを実行します。 

1. 「タスク・テンプレート」画面に移動し、テンプレートを選択します。 

2. テンプレートの実行をクリックします。「タスクが作成されました」というメッセージが表示されます。「OK」を押します。 

3. 実行されたすべての循環棚卸テンプレートのリストを表示するには、循環棚卸実行照会画面に移動します。これは、ウェーブ

を実行する場合の「ウェーブ照会」画面に似ています。 
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循環棚卸承認ルールの構成   

循環棚卸調整承認ルール画面では、循環棚卸承認のルールを構成し、品目グループの許容レベルを設定できます(選択基準を使用。) 

 

 

図 393: 循環棚卸調整承認ルール 

たとえば、選択基準を「品目ユニット原価 >= 50」に定義するとします。この基準に分類されるすべての品目について、許容範囲%を

10%に設定します。この場合、品目(ユニット原価が 60)が棚卸され、検出された差異が 10%を上回るか下回ると、その品目は承認の

対象になり、それ以外の場合には承認の対象になりません。(たとえば、予想した棚卸が 100 で、棚卸された値が 101 または 99 である

場合は、承認の対象になりません。) 

 

権限 

循環棚卸調整ルールに使用可能な権限を表示し、グループ権限を設定するには、「グループ構成」の UI から「権限」をクリックします。    

 

図 394: 循環棚卸調整ルール権限 

循環棚卸 - 承認設定 

循環棚卸調整承認ルール詳細画面から、承認設定を設定できます。承認設定では、選択基準に指定された各品目/品目グループを承

認するためのモードを構成できます。 



 

4-41 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

 

図 395: 承認設定 

様々な品目に対するプリファレンスに基づいて様々な承認設定を構成できます。  

たとえば、差異があるときには、速度 V1 に属する品目が常に承認の対象になるように設定するとします。差異があるときには速度 V2

に属する品目が承認の対象にならないように設定します。差異の特定のしきい値によっては、速度 V3 に属する品目を承認の対象にし

ます。  

承認ルールのオプション 

承認ルールが、許容範囲設定の適用という承認設定を使用して構成されている場合は、このルールに該当する特定の品目を循環棚

卸するときに、許容範囲設定が適用されます。ルール詳細ごとに異なる許容範囲設定を移入できます。 

循環棚卸調整承認ルール画面から、ルールの「詳細」をクリックして、承認ルールでチェックする品目をさらに細かく調整できます。  

 

図 396: 承認ルールのオプション 

  



 

4-42 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

次の表は、承認ルールの各オプションの説明と、チェックされる内容を示しています。 

 

承認ルールのオプション 説明 

優先度 承認ルールの優先度。 

承認の選択肢 手動承認または許容範囲に基づいた自動承認のルールを指定できます。 

承認基準 「数量」または「合計調整原価」に基づいて許容範囲設定を適用できます。選択した UOM

が「数量」の場合、絶対値または絶対パーセントの観点での許容範囲チェックを設定できま

す。 

選択した UOM が「原価」の場合、許容範囲チェックは調整原価に基づきます。選択した

UOM が「原価」の場合、絶対値の観点のみでの許容範囲チェックを設定できます。そのた

め、「値」を選択すると、「許容範囲値」フィールドに許容範囲値を指定できます。次に、「許

容範囲チェック基準」フィールドの値セットがチェックされます。 

値またはパーセント 承認の値またはパーセントをチェックするルールを指定できます。 

最小許容範囲% 現在の合計数量に適用される最小数量許容範囲パーセント。 

最大許容範囲% 現在の合計数量に適用される最大数量許容範囲パーセント。 

許容範囲値 許容範囲値は常に 0 ですか。 

許容範囲チェック基準 「許容範囲チェック基準」には、「許容範囲チェック基準」または「SKU」を移入できます。こ

れにより、在庫または SKU の棚卸に差異があった場合に循環棚卸承認プロセスをトリガー

するかどうかを構成できます。 

「許容範囲チェック基準」が「在庫」の場合、ロケーション/IBLPN の在庫のいずれかに許容

範囲しきい値を超える差異があると、手動承認フローがトリガーされます。  

「許容範囲チェック基準」を「SKU」に設定すると、許容範囲チェックがアクティブ/予約ロケー

ションの SKU レベルで行われます(RF 循環棚卸ロケーションが選択されている場合)。RF

循環棚卸 IBLPN を指定した場合は、許容範囲チェックが各 IBLPN の SKU レベルで行わ

れます。 
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「選択基準」ボタン   

選択基準を表示および構成するには、循環棚卸調整承認ルール画面から「詳細」( )をクリックし、「選択」ボタンをクリックします。 

 

図 397: 循環棚卸調整ルール詳細 

注: ルール詳細画面から、ルールごとに異なる選択基準を構成できます。 

 

循環棚卸の例外シナリオ 

• 循環棚卸プロセスの取消 

特定のロケーションの循環棚卸プロセスを終了して取り消す場合は、RF がメイン・メニューに戻るまで、[Ctrl]を押しながら[W]を押す必

要があります。 

• LPN が「消込済」または「出荷済」ステータスになっています。 

o 循環棚卸操作で「消込済」または「出荷済」ステータスの LPNをスキャンすると、LPNが無効なステータスになってい
るというエラー・メッセージが表示されます。 

o 予約の LPN が「消込済」および「出荷済」ステータスであるというのは、在庫管理が不適切であることを反映していま
す。 

o 「消込済」および「出荷済」の LPN 在庫の場合、ロケーションの物理在庫に対して RF オプション「LPN の作成」を使
用して、新しい LPN を作成する必要があります。忘れずに棚入を行ってください。 

• LPN が無効なステータスになっています。 

o 循環棚卸操作で「パック済」ステータスのLPNをスキャンすると、LPNが無効なステータスになっているというエラー・
メッセージが表示されます。 

 

循環棚卸在庫更新 

繰延モードと即時モード 

Oracle WMS Cloud では、倉庫在庫に実際に変更を加える前に、在庫調整を承認/却下できます。このプロセスは「繰延モード」と呼ば

れ、施設と会社の両方のレベルで有効になっています。 

繰延モードのプロセス・フローの概要は、次の図を参照してください。 
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図 398: 繰延モードのプロセス・フロー 

 

施設の繰延モードを有効にするには、施設パラメータと会社パラメータの「INVN_ADJUSTMENT_APPROVAL_REQUIRED」を「はい」

に設定します。このパラメータを施設レベルまたは会社レベルで「いいえ」に設定すると、「即時モード」(デフォルト)が有効になります。こ

のモードでは、循環棚卸在庫調整が即時に適用されます。3PL 環境では、このパラメータを子会社レベルで「はい」に設定する必要が

あります。次に、有効な構成を示します。 
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パラメータ構成 その結果の動作 

施設パラメータ

「INVN_ADJUSTMENT_AP

PROVAL_REQUIRED」 

会社パラメータ 

「INVN_ADJUSTMENT_AP

PROVAL_REQUIRED」 

在庫調整管理画

面でのレコードの

書込みは? 

在庫調整モード 

いいえ いいえ いいえ 即時 

いいえ はい いいえ 即時 

はい いいえ いいえ 即時 

はい はい はい 繰延 

図 399: 施設および会社パラメータの動作 

繰延モードでは、WMS は循環棚卸調整画面ですべての循環棚卸を追跡します。  

 

図 400: 循環棚卸調整画面 

この UI 画面には、循環棚卸レコードに関する詳細な情報が表示されます。  

• グループ番号(group_nbr): 「在庫履歴」のグループ番号に一致している必要があります。繰延モードでは、在庫調整は
「在庫履歴」表内の同じグループ番号で転記する必要があります。グループ番号は、1 つのトランザクションの特定のロ
ケーション(循環棚卸がロケーション・レベルで行われる場合)または特定の LPN (循環棚卸が LPN レベルで行われる場
合)で行われるすべての調整で同じである必要があります。注: ここで、トランザクションは次のように定義されます。  

 1) RF CC_Location モジュール: 「[Ctrl]+[E]: ロケーション棚卸の終了」を入力するまで、ロケーションがスキャンされ

る間隔。  

 2) RF_CC LPN モジュールの場合: [Ctrl]を押しながら[P]を押して LPN 棚卸を終了するまで、LPN がスキャンされる

間隔。 

• 会社(company_code): トランザクションが実行される会社。親レベルのユーザーが子レベルで在庫を循環棚卸できる
ため、このシナリオの場合は、ここに子会社コードが表示される必要があります。 

• 施設(facility_code): 棚卸を実行するユーザーがログインしている施設。 

• ステータス(status): 調整レコードの現在のステータス。これらのステータスの詳細は、項 0 (p.6-3)を参照してください。 

• RF 画面名: 循環棚卸の実行に使用される RF トランザクションの名前。 

 

• 合計予想数量: 循環棚卸が実行される前にロケーション(ロケーション・レベルでの循環棚卸)または LPN (LPN レベルでの循

環棚卸)にある全在庫の現在の数量(ユニット単位)の合計。 
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• 合計棚卸数量: ロケーション(ロケーション・レベルでの循環棚卸)または LPN (LPN レベルでの循環棚卸)の循環棚卸トランザ

クションの実行中に棚卸された数量の合計(ユニット単位)。 

 

• 合計調整数量: 合計棚卸数量 - 合計予想数量 

 

• ロケーション(location): 循環棚卸トランザクションが実行されたロケーション。LPN レベルでの循環棚卸の場合、このフィール

ドは棚卸の実行時に LPN が配置されていたロケーションに一致している必要があります。 

 

作成タイプ:  

この在庫調整レコードの作成をトリガーした処理。「手動」を除き、同じ作成タイプ値を「タスク」画面に追加する必要があります(「7.2.3.- 

「タスク・タイプ」UI 画面への変更」の項を参照)。これにより、両方の画面で同じ表を参照できるようになります。有効な作成タイプは次

のとおりです。 

作成タイプ 定義 

トリガー トリガーで作成されたタスクの実行中に、調整が行われました。「7.3.1 - 新しい UI - トリ

ガー管理」の項を参照してください 

循環棚卸ルール 循環棚卸タスク・テンプレートを実行することによって作成されたタスクの実行中に、調

整が行われました。「7.2.2 - 新しい UI - 循環棚卸タスク・テンプレート」の項を参照してく

ださい 

再棚卸 再棚卸を生成する(待ち状態ステータスの在庫調整レコードを却下する)ことによって作

成されたタスクの実行中に、調整が行われました 

手動 RF_CC ロケーションまたは RF_CC LPN によって手動で調整が行われました(タスクは

実行されません)。  

 

• 再棚卸参照番号: 再棚卸を生成(特定の在庫調整を却下)することによって同じロケーションに対して行われる棚卸を追跡する

ために使用します。ユーザーが初めて待ち状態ステータスのレコードを却下するときには、そのレコードのグループ番号に等

しい再棚卸参照番号を設定する必要があります。この却下によって、同じロケーションに対する循環棚卸タスクが自動的にト

リガーされます。この循環棚卸タスクを実行したら、対応する在庫調整レコードを最初の却下の再棚卸参照(最初のグループ

番号)で作成する必要があります。 

 

• タスク: 対応する在庫調整を作成するために実行されたタスクの番号。RF_CC ロケーションまたは RF_CC LPN を使用して

手動で棚卸を行った場合、値は空白になります。 

 

• タスク・タイプ: 在庫調整を作成するために作成されたタスク・タイプ。RF_CC ロケーションまたは RF_CC LPN を使用して手

動で棚卸を行った場合、値は空白になります。 

 

• 原価修正: ロケーション内のすべての品目の合計(item.unit_cost*adjusted_qty)。 

 

• ロケーション詳細棚卸: 特定のアクティブでないロケーション棚卸が詳細レベルで行われたかどうかを示す値である「はい」/

「いいえ」。  

 

• 警告: ロケーション(RF_CC ロケーション)または LPN レベル(RF_CC LPN)にある特定の在庫調整レコードに対する警告の数

をハイパーリンクとして表示します。ハイパーリンクをクリックすると、その特定の在庫調整レコードに対するすべての警告のリ

ストが表示されます。 
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警告 シナリオ 

属性の相違 - 循環棚卸中に異なるバッチや失効日やシリアル番号を入力していま

す。 

- この警告は、異なる属性が入力された詳細レコードに対してのみ表

示されます。 

在庫失効済 - 循環棚卸中に過去の失効日を入力しています。 

- この警告は、期限切れの失効日が入力された詳細レコードに対して

のみ表示されます。 

制限付きロケーションにおけるバッチ

の混在 

- 循環棚卸中に「バッチの制限」フラグが有効であるロケーションで複

数のバッチをスキャンしています。 

- ロケーション内のすべてのレコードに対して、警告が表示されます。 

- 在庫調整レコードのうち、この警告があるものは、承認できません。 

単一 SKU ロケーションにおける SKU

の混在 

- 循環棚卸中に「複数 SKU の許可」フラグが無効であるロケーション

で複数の品目をスキャンしています。 

- ロケーション内のすべての詳細レコードに対して、警告が表示されま

す。 

- 在庫調整レコードのうち、この警告があるものは、承認できません。  

永続 SKU の不一致 - 循環棚卸中に「品目割当タイプ」が永続であるロケーションに割り当

てられた品目とは異なる品目をスキャンしています。 

- ロケーション内のすべての詳細レコードに対して、警告が表示されま

す。 

- 在庫調整レコードのうち、この警告があるものは、承認できません。 

ロケーションの不一致 - 次のものをスキャンしています 

 システム上では異なるロケーションにある LPN。つまり、LPN の予想

されるロケーションと循環棚卸済ロケーションが異なります。 

- この警告は、異なるロケーションでスキャンされる LPN のすべての

詳細に対して表示されます。 
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• 事由コード: 会社パラメータ「CYCLE_COUNT_REASON_CODE」に構成されている値を表示します。 

 

• 作成ユーザー: 在庫調整レコードを作成するユーザー。 

 

• 作成タイムスタンプ: 在庫調整が完了した時刻。CC_Location シナリオの場合、「[Ctrl]+[E]: ロケーション棚卸の終了」を入力

して棚卸を終了した時刻。CC_LPN シナリオの場合、[Ctrl]を押しながら[P]を押して LPN 棚卸を終了した時刻。 

 

• 変更ユーザー: レコードを変更するユーザー。レコードが作成されるとき、「作成ユーザー」と等しく設定されます。レコードの却

下、受入または取消を実行するユーザーと等しく設定されます。 

 

• 変更タイムスタンプ: レコードが変更された時刻。レコードが作成されるとき、「作成タイムスタンプ」と等しく設定されます。ユー

ザーがレコードの却下、受入または取消を実行したときに、タイムスタンプを更新します。 

 

繰延モードでの調整の承認および却下 

繰延モードでは、監督者は以前にロケーションを循環棚卸したことがあるユーザーによって行われた在庫調整を承認/却下できます。  

 

図 401: 在庫調整の承認/却下 

レコードを承認/却下するには、それが待ち状態ステータスであることを確認し、「承認」ボタンまたは却下/再棚卸ボタンをクリックします。 

レコードを承認すると、ロケーションに対して在庫が加算/減算され、「在庫履歴」画面にレコードが転記されて(グループ番号による参照)、

在庫調整が適用されます。 

レコードを却下すると、在庫調整が取り消され、新しい循環棚卸タスクがトリガーされてロケーションが再棚卸されます。 
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RF 循環棚卸トランザクションに設定された繰延承認モード 

これまで、RF ロケーションの循環棚卸または RF IBLPN の循環棚卸で循環棚卸を実行するときには、画面パラメータ auto-approve-

mode (update 18C)を使用していました。  この画面パラメータは、deferred-approval-mode という名前になりました。 

deferred_approval_mode パラメータを使用すると、循環棚卸操作の実行中に使用可能な承認モードを簡単に区別できます。  

「モジュール」から、ロケーションの循環棚卸または IBLPN の循環棚卸を選択し、さらに「画面」、「画面パラメータ」の順に選択して、モ

ジュール・パラメータの選択肢を表示し、選択します。 

 

図 402: 繰延承認モードのパラメータ 

注: この画面パラメータの古いオプションを引き続き使用できるため、Auto-Approve-Mode も使用できます。 

次の表に、Deferred-Approval-Mode 画面パラメータに使用可能な設定を定義します。 

 

モード 定義 

Manual Approve 「deferred-approval-mode」を「Manual Approve」に設定した場合、RF ロケーションの循環

棚卸/IBLPN の循環棚卸は、循環棚卸繰延調整の UI に棚卸情報を書き込みます。また、監

督者が会社と施設の組合せでログインし、モードが繰延モードに構成されている場合、監督

者が棚卸を承認または取り消すための情報はそのままになります。 

Auto Approve 「deferred-approval-mode」を「Auto Approve」に設定した場合、RF ロケーションの循環棚

卸/IBLPN の循環棚卸は、循環棚卸繰延調整の UI に棚卸情報を書き込みます。また、ユー

ザーが会社と施設の組合せでログインし、モードが繰延モードに構成されている場合は、す

べての検証に通過した後、「Auto Approved」になります。 

Skip CC Deferred Adjustment 
•  

• 「deferred-approval-mode」を「Skip CC Deferred Adjustment」に設定した場合、ユー

ザーが会社と施設の組合せでログインし、モードが繰延モードに構成されていても、RF ロ

ケーションの循環棚卸/IBLPN の循環棚卸の実行中に、循環棚卸繰延調整の UI に棚卸情

報が書き込まれません。この場合、調整は即時棚卸モードとして転記されます。 

•  

• 棚卸中に差異が検出されたときにシステムがこのモードで動作している場合は、ロケーショ

ン/IBLPN に対して棚卸が実行されるとき、必要な在庫調整が転記されます。 
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モード 定義 

Approval by Rule • ルールを定義し、品目や品目グループの許容範囲%または許容範囲値を設定できます。循

環棚卸繰延調整のUIに書き込む前にルールがチェックされ、承認待ちになります。詳細は、

承認ルールのオプションの項を参照してください。 

 
 

ロット管理 

ロット(バッチ)情報は、受入中に取得され、出荷まで保守されます。LPN のバッチ番号は、受入中に設定されます。品目マスターでは、

ロット(バッチ)番号を取得するかどうかを決定するためのフラグ(「バッチ番号が必要」)が維持されます。 

ロット(バッチ)番号要件の定義 

各品目について、受入中にロット(バッチ)番号を取得するように WM に求めるかどうかを構成します。 

1. 「品目」UI 画面にナビゲートします。 

2. 「検索」ボタンを使用して、有効期限の設定が必要な品目を検索します。 

3. 品目レコードを選択し、「詳細」ボタンをクリックします。 

 

図 403: 品目の詳細 

4. 「編集」ボタンをクリックし、「バッチ番号が必要」が表示されるまで下方向にスクロールします。 

 

図 404: 品目のバッチ番号の有効化 

5. チェック・ボックスを選択し、「保存」ボタンをクリックして、加えた変更を保存します。 
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ロット(バッチ)番号の表示 

ロット(バッチ)番号は LPN レベルで保守されるため、ロット(バッチ)番号を参照するには、LPN 画面を使用します。 

1. IB LPN に関連付けられたロット(バッチ)番号を参照するには、「IB LPN」UI 画面にナビゲートします。 

 

図 405: バッチ番号 

2. 「検索」ボタンを使用すると、特定のロット(バッチ)番号でフィルタして、そのロット(バッチ)番号に関連付けられているすべての

IB LPN を見つけることができます。 

3. OB LPN に関連付けられたロット(バッチ)番号を表示するには、「OB LPN」UI 画面にナビゲートします。 

 

図 406: OB LPN バッチ番号の検索 

4. 「検索」ボタンを使用すると、特定のロット(バッチ)番号でフィルタして、そのロット(バッチ)番号に関連付けられているすべての

OB LPN を見つけることができます。 
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失効日 

失効日は、受入中に ASN インタフェースまたはユーザー入力によって定義され、受入からウェーブ割当まで追跡されます。失効日は、

品目レベルで定義されます。 

1. 製品寿命: 品目の予想される存続期間であると定義されます。 

2. %受入可能: 受入時に必要な残り耐用年数のパーセント(%単位で定義)。 

失効日の定義 

失効日は、品目レベルで保守されます。各品目は、「製品寿命」および「%受入可能」で定義する必要があります。この 2 つの値は、「品

目」UI 画面で定義します。 

1. 「品目」UI 画面にナビゲートします。 

2. 「検索」ボタンを使用して、有効期限の設定が必要な品目を検索します。 

3. 品目レコードを選択し、「詳細」( )をクリックします。  

4. 「編集」をクリックし、「製品寿命」および「%受入可能」が表示されるまで下方向にスクロールします。  

 

図 407: 「製品寿命」および「%受入可能」 

5. この 2 つのフィールドを更新し、完了したら「保存」をクリックします。 

例: 

製品寿命: 30 日 

%受入可能: 60% 

これにより、30 * 0.6 = 18 日が受入可能になります。この場合、品目を施設に受け入れるには、品目が期限切れになるまでに 19 日以

上残っている必要があります。 

このため、今日の日付が 2014 年 11 月 24 日である場合、失効日が 2014 年 12 月 13 日以降(19 日後)である品目のみが受入を許可

されます。 
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受入のための失効日の構成 

失効日がある品目を受け入れるには、受入 RF モジュールで失効日の検証を有効にする必要があります。 

1. 「画面構成」画面に移動します。 

2. 失効日の追跡が有効になっている受入 RF モジュールを選択します。 

3. 「詳細」をクリックして、そのパラメータにアクセスします。 

4. 「capture-date-type」パラメータを「Prompt for expiry date」に変更します(注: 製造日を使用している場合および品目に製品

寿命フィールドを定義している場合は、失効日も自動的に計算されます)。 

 

図 408: Prompt for expiry date 

5. また、失効日に関連する 2 つのパラメータ、「allow-inv-exp-override」および「allow-rem-exp-override」を定義することもでき

ます。 

 

allow-inv-exp-override: デフォルトでは、スキャンした失効日が現在の在庫のすべての失効日よりも古い(つまり、まもなく

期限切れになる)場合、RF に例外メッセージが表示されます。このパラメータが有効である場合は、このメッセージを上書きで

きます。 

 

図 409: 「在庫の前に失効」メッセージ 

allow-rem-exp-override: デフォルトでは、スキャンした失効日が品目の残り耐用年数の受入可能%を下回っている場合、

RF に例外メッセージが表示されます。このパラメータが有効である場合は、このメッセージを上書きできます。 

 

図 410: 残りの製品寿命に関するメッセージ 
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RF での失効日品目の受入 

受入中、品目の製品寿命値が設定されている場合は、RF によって、LPN の失効日の入力を求めるプロンプトが表示されます。失効日

を設定するときは、その入力を MMDDYYYY 形式にする必要があります。 

例: 2014 年 12 月 11 日は「12112014」になります。 

回収管理 

WMS は、回収が開始された場合にロット(バッチ)番号をロックする機能をサポートしています。  

1. ロット(バッチ)番号にロックを適用するには、バッチ管理画面に移動します。 

2. 検索ボタンを使用して、ロックを必要とするロット(バッチ)をフィルタします。 

3. 該当するレコードを選択し、「編集」ボタンをクリックします。 

 

図 411: バッチ番号へのロック・コードの追加 

4. ドロップダウン・メニューから該当するロック・コードを選択し、「保存」ボタンをクリックします。 

シリアル番号追跡 

高価な電子商品を管理するクライアントの場合、シリアル番号を使用して品目を個別に追跡する必要があります。WMS では、シリアル

番号が単一のユニットを識別する一意のコードです。  

重要な注意事項 

WMS でシリアル番号を追跡できるようにする前に、ここで重要な注意事項をいくつか示します。 

• シリアル番号は品目ごとに一意です。つまり、同じ SKU および施設内に重複したシリアル番号を設定することはできません。 

• 異なる SKU でのシリアル番号の重複は許容されます。つまり、シリアル番号レコードはシリアル番号と SKU コードの組
合せによって一意になります。 

• Oracle WMS Cloud では、シリアル番号に最大 25 文字の英数字を使用できます。 

• 有効である場合、トランザクションのシリアル番号ごとにスキャンを実行する必要があります。31 

• シリアル番号追跡レベル構成を変更する場合は、クライアントに注意を促す必要があります。シリアル番号追跡レベルを
変更すると、WMS の在庫とシリアル番号が同期しない状況が発生することがあります。 

 

31シリアル番号の検証を備えたすべてのトランザクションのリストは、項 0 (p.218)を参照してください。 
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• シリアル番号追跡で SKU を有効にすると、その SKU を使用するすべての施設で有効になります。  

• 受入モードが LPN をパレットとして受入である場合や、受入単位がユニットでない場合は、シリアル番号で受け入れるこ
とはできません。 

• フル・ケースまたはクロスドックを使用して OBLPN がパックされ、かつそれぞれの IBLPN のシリアル番号が既知である
場合は、シリアル番号を求めるプロンプトが表示されます。 

• 「パッキングのみ」からシリアル番号追跡オプションが有効になっている場合、特定のシリアル番号のための順序付けは
できません。 

• シリアル番号機能は、事前パックには適用されません。親子品目に対してはシリアル番号追跡を有効にしないことをお薦
めします。 

• 「ソートして受入」トランザクションでは、シリアル番号のプロンプトがサポートされていません。 

• パックまたはケース内のすべてのシリアル番号をスキャンすることが前提となっています。 

 

シリアル番号追跡の有効化 

WMS でシリアル番号追跡を有効にするには、次のように構成する必要があります。 

• 品目マスターでの SKU の追跡を有効にする 

• 会社パラメータでの会社の追跡を有効にする 

• シリアル番号に対するバーコード・タイプ・レコードを作成する 

品目マスター構成 

品目では、2 つのタイプのシリアル番号構成が可能です。 

品目マスター・シリアル番号構成 

選択 説明 

必須としません。 品目はシリアル番号を追跡しません。 

必須とするが検証しません。 

ホストがシステムにシリアル番号をインタフェースしている場合

は、受入 RF トランザクションによって、シリアル番号を求めるプ

ロンプトは表示されません。 

必須とし、検証し、ユーザーの上書きを許可します。 

シリアル番号がシステムにインタフェースされているかどうかに

関係なく、受入 RF トランザクションによって、シリアル番号を求

めるプロンプトが表示されます。 

 

シリアル番号追跡を有効にする手順は、次のとおりです。 

1. SKU を選択し、「詳細」( )をクリックします。 

 

 

図 412: 品目の詳細  
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2. ウィンドウで、「編集」( )をクリックして、SKU のプロパティの変更を開始します。  

 

 

図 413: SKU の編集  

 

3. 「シリアル番号が必要」フィールドまで下方向にスクロールし、シリアル番号追跡を有効にするためのオプションを選択します。 

 

 

図 414: シリアル番号が必要 

4. 「保存」をクリックします。 

 

 

図 415: 保存 

 
 
 

会社パラメータ構成 

シリアル番号の追跡を計画している環境内のすべての企業が、会社パラメータを設定している必要があります。  

SERIAL_NUMBER_TRACKING_LEVEL 

値 説明 

0 
会社は、品目がシリアル番号を追跡するように構成されている

場合でも追跡しません。 

1 

パックから: 

- パック時にシリアル番号がプロンプトに表示されます 

- 出荷されるシリアル番号を追跡します 

- シリアル番号は、パックから在庫に関連付けられます 

2 

エンド・ツー・エンド: 

- 受入から出荷までのすべてのステージでシリアル番号を追跡し

ます 
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SERIAL_NUMBER_TRACKING_LEVEL 

- インバウンドからアウトバウンドまでのすべてのトランザクション

によって、シリアル番号を求めるプロンプトが表示されます(品目

によってそれが追跡されている場合) 

 

バーコード・タイプ構成 

品目パラメータおよび会社パラメータを構成したら、最後のステップとして、シリアル番号のバーコード・タイプが作成されていることを確

認します。このステップでは、シリアル番号のバーコード長の検証を構成します。 

このステップは重要です。この構成がないと、会社ビューにシリアル番号レコードを作成できないためです。 

1. 「バーコード・タイプ」画面に移動します。 

2. 「作成」( )をクリックします。「バーコード・タイプ」フィールドで「シリアル番号」を選択します。 

 

 

図 416: バーコード・タイプ 

3.  残りのフィールドを設定します。「長さ」は、シリアル番号に必要なバーコード長のことです。 

4. 「保存」をクリックします。 
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シリアル番号管理(UI) 

シリアル番号リポジトリ・ビュー 

この画面には、現在の施設にあるすべての品目のすべてのシリアル番号が表示されます。 

 

図 417: シリアル番号リポジトリ 

また、シリアル番号の詳細( )レコードにドリルダウンして、それに関連付けられた在庫を表示することもできます。 

 

図 418: シリアル番号リポジトリの「詳細」 

シリアル番号が在庫に関連付けられている場合、詳細ビューには LPN のステータス(「配置済」、「割当済」、「パック済」など)が示されま

す。 

シリアル番号在庫ビュー 

この画面には、単一のレコードのシリアル番号とその関連する在庫レコード(LPN など)の「フラット化された」ビューが表示されます。 

 

図 419: シリアル番号在庫ビュー 
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注: 

- シリアル番号に在庫が関連付けられていない場合、「LPN 番号」/「LPN ステータス」/「LPN タイプ」の各列は空白のままです。 

- シリアル番号が出荷されてから、同じ施設に返された場合、この画面には 2 レコードが表示されます(出荷済と受入済)。 

シリアル番号履歴ビュー 

この画面には、システム内の「シリアル番号と在庫」のすべての関連付けについての変更が表示されます。たとえば、タイプ「 I」(インバ

ウンド)の LPN とタイプ「O」(アウトバウンド)の LPN に、それぞれ別のシリアル番号レコードが存在することがあります。 

 

図 420: シリアル番号履歴 

WMS でのシリアル番号レコードの作成 

システムでは、UI 経由とインタフェース経由という 2 通りの方法でシリアル番号レコードを追加できます。 

UI 経由 

1. シリアル番号リポジトリ画面に移動します。 

2. 「作成」( )をクリックし、品目およびシリアル番号を設定します。 

3. 「保存」をクリックして、変更内容を保存します。 

インタフェース経由 

また、「ISN」インタフェースを使用して、Oracle WMS Cloud にシリアル番号をインタフェースすることもできます。これは、基本的に、

LPN をシリアル番号とリンクするために設定した一連の列が含まれた Excel ファイルです。 

次に、ISN ファイルをインタフェースする前にチェックする必要がある項目のリストを示します。 

• 該当する SKU でシリアル番号がアクティブ化されていること。 

• 会社パラメータ SERIAL_NUMBER_TRACKING_LEVEL が 1 または 2 に設定されていること。 

• ASN (出荷番号)がシステムにすでに存在すること。 

• ASN (出荷番号)が在庫を箱詰していること(ASN 詳細に LPN が移入されていること)。 

 

図 421: サンプルの ISN インタフェース 
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必要なすべての情報がシステムにあることを検証したら、次の手順に従ってシリアル番号をアップロードします。 

1. 「入力インタフェース」画面に移動します。 

2. ドロップダウンから「IB Shipment シリアル番号」を選択し、インタフェース・ファイルをアップロードし、「インタフェースの実行」を

クリックします。 

 

図 422: IB Shipment シリアル番号 

3. すべてが正しく行われた場合は、ステータス: インタフェースが完了しましたというメッセージが表示されます。シリアル番号リ

ポジトリ画面から、「OK」をクリックし、シリアル番号が正常にアップロードされたことを確認します。 

補充 

補充とは、予約保管場所からピッキング保管ロケーションへの在庫の移動です。補充の目的は、顧客の需要を満たすために十分な在

庫レベルを維持することです。 

補充用にロケーションが割り当てられている場合、WMS では、補充テンプレートの構成に応じて、いくつかの基準が考慮されます。 

• ロケーションの最小/最大ユニット(「モード」 = 最小キャパシティ) 

• ロケーションの最小/最大容積(「モード」 = 「最大のパーセント」) 

• ロケーションの品目割当32 

 

 

32リリース 6.2 では、永続的ロケーション補充のみがサポートされています。つまり、補充するには、ロケーションに SKU を割り当てる必

要があります。 
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図 423: WMS での一般的な補充プロセス 

 

Oracle WMS Cloud WMS は、次の 4 つの補充モードをサポートしています。 

 

図 424: ORACLE WMS CLOUD での様々な補充モード 

補充タイプごとに、補充ウェーブがトリガーされる場合の基準が異なります。 

• 最小キャパシティ: ロケーションの現在の数量が必要な最小数量を下回るとトリガーされます。 

• 最大のパーセント: ロケーションの品目の容積がロケーションに事前構成された最大容積のパーセントを下回るとトリ
ガーされます。 

• 対応型: 補充するロケーションを手動でスキャンするとトリガーされます。 

• オーダー・ベース: ピッキング・ロケーションでオーダーの SKU を補充する必要があるとトリガーされます。 
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補充に必要な構成 

補充ウェーブを構成するには、次のコンポーネントが必要です。 

1. 補充のロケーションの設定 

2. 補充ルールの設定 

3. タスク・テンプレートの設定 

4. 補充テンプレートの作成 

ステップ 1: 補充および割当ゾーンを設定する 

補充には、補充と割当ゾーンという 2 つのタイプのロケーションが必要です。補充ゾーンは補充先のロケーションであり、割当ゾーンは

補充元として選択するロケーションです。  

補充ゾーンの構成: 

1. 「補充ゾーン」画面に移動します。 

2. 「作成」( )ボタンを使用して、倉庫の様々な補充ゾーンを定義します。 

3. 補充ゾーンを作成したら、「ロケーション」画面に移動します。 

4. 補充先のロケーションを選択するには、それを補充ゾーンに割り当てます。このためには、そのロケーションを選択し、「編集」

をクリックします。  

5. 「補充ゾーン」フィールドまで下方向にスクロールし、ドロップダウンから該当するゾーンを選択します。 

 

図 425: 補充のためのロケーションの選択 

6. 補充ゾーンを設定したロケーションには、品目割当も必要です。品目割当は、このロケーションに補充する品目をシステムに

指示するものです。そのためには、ロケーションの「品目割当タイプ」を永続に変更し、「品目」フィールドに SKUコードを移入し

ます。 

 

 

図 426: ロケーションの永続としての構成 

7. 「保存」をクリックします。 

割当ゾーンの構成: 

1. 「ロケーション」画面に移動します。 

2. 補充元のロケーションを選択し、「編集」をクリックします。 

3. 「割当ゾーン」フィールドまで下方向にスクロールし、割当ゾーンを設定します。この値は、補充を提供する割当ゾーンを定義

するために補充テンプレートで使用します。 

4. 「保存」をクリックします。  
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ステップ 2: 補充ルールを設定する33 

「ウェーブ・テンプレート」の「割当モード」と同様、補充テンプレートでは、補充ルールを使用して、補充に使用される割当のタイプを定義

します。 

1. 補充テンプレート画面に移動します。 

2. 「補充ルール」ボタンをクリックして、ルールにアクセスします。 

 

 

図 427: 補充ルール 

 

ルール名: ルールの識別子 

搬送先ロケーション・タイプ: スタンドアロン補充の場合、「搬送先ロケーション・タイプ」を使用して、補充するロケーション・タイ

プを識別できます。オプションは「予約のみ」、「アクティブのみ」または「アクティブおよび予約」です。 

キャパシティ・チェックの方法: そのロケーションに補充するために必要なキャパシティ・チェックのタイプを定義できます。 

o ユニット: ロケーションで可能な最大ユニットがチェックされます。 

o 容積、ユニットにフォールバック: 補充する数量を決定する際に最大容積および最大ユニットが考慮されます。最大
容積値がゼロの場合、数量を決定する際にロケーションのユニットが考慮されます。 

o 重量、ユニットにフォールバック: 補充する数量を決定する際に最大重量および最大ユニットが考慮されます。ロケー
ションの最大重量値がゼロの場合、数量を決定する際にロケーションの最大ユニットが考慮されます。 

o 容積、重量、ユニットにフォールバック。補充する数量を決定する際に最大容積、最大重量および最大ユニットが考
慮されます。ロケーションの最大容積および最大重量がゼロの場合、数量を決定する際にロケーションの最大ユ
ニットが考慮されます。 

割当済数量を無視: 補充する数量を計算するときに割当済数量が無視されます。 

最終永久ロケーションのキャパシティを無視: このフィールドは、ピック・ウェーブによる補充にのみ使用します。まず、品目/

バッチ/属性の組合せごとに、キャパシティを考慮して永続的ロケーションに補充します。次に、各ロケーションに必要なすべて

の残りの品目を補充します。  残りの品目が見つかった場合は、品目/バッチ/属性を受け入れ、キャパシティ制約を無視します。

在庫が残っている場合は、動的ロケーションに補充します。 

 

33補充ルールは、その作成元である会社レベルでのみ編集できます。たとえば、親会社ビューでルールを作成した場合、ルールを編集

するたびに、このビューに切り替える必要があります。 
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無視されたオーダー詳細属性リスト: 1 つ以上の属性をドロップダウンから選択した場合は、属性と補充先のロケーションとの

照合が試行されません。  

クリティカル・ディメンション・チェックの実行: このフラグが有効である場合、在庫ディメンションがロケーション・ディメンションに

適合しているかどうかが確認されます。 

 
 

3. 「作成」( )をクリックして、新しいルールを作成します。その詳細にアクセスするには、それを選択し、「詳細」( )をクリックし

ます。 

4. 新しい割当 UOM を作成するには、「補充ルール順序」画面から「作成」( )をクリックし、該当するフィールドを設定します。 

 

図 428: 補充ルールの追加 

フィールドの説明: 

• 補充ルール: 現在のテンプレートに使用するルールを選択できます。 

• 連番: タスク・タイプの作成順序(テンプレート内に複数ある場合)。 

• ロケーション・タイプ: WMS でのロケーションは、倉庫内の保管ロケーションを表します。ロケーションには、倉庫内での使用方

法に応じて様々なタイプがあります。 

• 領域の制限: このフィールドを設定すると、WMS は設定した領域のみを補充元として参照するようになります。 

• 割当ゾーンの制限: このフィールドを設定すると、WMS は設定した割当ゾーン(前に定義したもの)のみを補充元として参照す

るようになります。 

• 割当方法: LPN が補充のために選択する順序を定義します。詳細は、第 4.2.1.4 項を参照してください。 

• 補充 UOM: 補充用に割り当てられる UOM を定義します。 

注: ユニット補充は、アクティブなロケーションに対してのみ機能します。  

• 混載および補充の配送: このフラグを選択した場合、WMS は複数のロケーションから補充を割り当てます。このフラグは、ユ

ニットおよびケース補充でのみ機能します。 

 

5. 「保存」をクリックします。 

 

ステップ 3: タスク・テンプレートを設定する 
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1. 「タスク作成テンプレート」画面に移動します。 

2. 「作成」( )をクリックして、新しいタスク・テンプレートを作成します。 

3. このテンプレートを選択し、「詳細」( )をクリックして、その詳細を表示します。 

4. 「作成」( )をクリックして、適切なタスク・タイプとそのオーダー/選択基準を作成します。 

a. LPN 補充の場合、フル LPN 補充を選択します。 

b. ケース補充の場合、ケース補充を選択します。 

c. ユニット補充の場合、混載補充を選択します。 

 

図 429: 補充のためのタスク・テンプレートの作成 

5. 「保存」をクリックします。 

ステップ 4: 補充テンプレートを作成する 

1. 補充テンプレート画面に移動します。 

2. 「作成」( )をクリックして、新しいテンプレートを作成します。 

3. 目的のパラメータを入力します。次の例を参照してください。 

 

図 430: 新しい補充テンプレートの作成 
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フィールドの説明: 

• 領域: 設定した領域のみを補充先として参照するように WMS を構成します。 

• 補充ゾーン: テンプレートを検索する補充ゾーンを決定します。  

• 補充ルール: 現在のテンプレートに使用するルールを選択できます。 

• タスク作成テンプレート: 現在のテンプレートに使用するタスク・テンプレートを選択できます。 

• 補充トリガー・モード: トリガー・モードを決定します(第 5.1 項の補充モードの説明を参照)。 

• 最大のパーセント: ロケーションの品目の容積がロケーションに事前構成された最大容積のパーセントを下回るとトリガーされ

ます。追加の構成は次のとおりです。 

• 補充ゾーンがあるロケーションでは、「長さ」、「幅」、「高さ」の各フィールドを設定する必要があります。 

• 補充ゾーンがあるロケーションでは、「最小容積」/「最大容積」を設定する必要があります。 

• 補充テンプレートの「最大のパーセント」フィールドを設定する必要があります。このパーセント値は、ロケーションの

最大容積に基づいてロケーションをトリガーするための基準として使用されます。  

たとえば、ロケーション A の「最大容積」が 100 で、「最大のパーセント」が 20%であるとします。ロケーションの合計
容積が 20 (100*0.2 = 20)を下回ると、ロケーションは補充のためにトリガーされます。 

• ウェーブ検索 - ウェーブ検索テンプレートは、ウェーブ中に特定のオーダーを選択するためのフィルタとして使用されます。そ

れぞれの検索テンプレートには、構成可能な一連のフィールドがあります。  

 

4. 「保存」をクリックします。 

補充モードに応じて必要になるその他の構成 

最小キャパシティ:  

ロケーションの現在の数量が必要な最小数量を下回るとトリガーされます。追加の構成は次のとおりです。 

• 補充ゾーンがあるロケーションでは、「最小ユニット」/「最大ユニット」や「LPN」を設定する必要があります。 

• 補充ゾーンがあるロケーションは永続で、かつ品目が割り当てられている必要があります。 

対応型:  

補充するロケーションを手動でスキャンするとトリガーされます。追加の構成は次のとおりです。 

• 対応型補充 RF モジュールを「画面」タブおよび「メニュー」画面のユーザーのメニューに追加する必要があります。 

オーダー・ベース:  

ピッキング・ロケーションでオーダーの SKU を補充する必要があるときにトリガーされます。追加の構成は次のとおりです。 

• ウェーブ検索テンプレートが必要です。補充テンプレート画面から新しい検索テンプレートを作成します。 

• 補充テンプレートで目的の検索テンプレートを選択します。 
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図 431: 検索テンプレートの選択 

補充ウェーブの実行 

1. 補充テンプレート画面に移動します。 

2. テンプレートを選択し、テンプレートの実行をクリックします。 

3. WMS は、ウェーブ番号を表示したメッセージを返します。これで新しい補充タスク作成されます。 

4. タスクの実行 RF モジュールに移動し、目的の補充タスクを選択/入力します。 

a. 「タスク」UI 画面で待ち状態の補充タスクを検索するには、拡大鏡をクリックし、補充タスク・タイプでフィルタします。 

 

図 432: 補充タスクによるタスクのフィルタ 

注: また、「ウェーブ照会」画面で「実行番号」による検索も可能です。 

b. RF で補充タスクによってフィルタするには、 [Ctrl]を押しながら [T]を押し、タスク・タイプを選択します。

 

図 433: タスク・タイプによるフィルタ 

ここからは、補充タスク・タイプに応じて、RF 画面の順序が異なります。次の項では、様々な補充シナリオについて説明します。 

• シナリオ 1: ケース補充、配送なし 

• シナリオ 2: フル LPN 補充、配送なし 

• シナリオ 3: ケース補充、混載と配送(予約からアクティブへ) 

• シナリオ 4: ユニット補充、混載と配送(アクティブからアクティブへ) 
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シナリオ 1: ケース補充、配送なし 

このシナリオでは、タスク・テンプレートと補充ルールの両方についてケースが構成されていることを確認する必要があります。 

  

図 434: ケースの補充の有効化  

i. タスクを入力すると、RF によって、パレット番号および LPN 番号を求めるプロンプトが表示されます。このパレットは商品を最

終補充ロケーションに輸送する中間的なパレットとなります。ここでは、LPN が完全には割り当てられていない場合でも、ユー
ザーが LPN 全体をプルすることに注意してください。 

 

 

図 435: 補充のためのパレットおよび LPN のスキャン 

パレットにこれ以上 LPN の余地がない場合は、[Ctrl]を押しながら[E]を押してパレットを終了できます。待ち状態のピック
があるパレットを終了すると、残りのピックのために新しい補充タスクが作成されます。 

1. ピッキングのロケーションからすべての LPN がパレットに移動すると、RF によって搬送先ロケーション(補充先のロケーション)

のプロンプトが表示されます。ロケーションに到着したら、ロケーション・バーコードをスキャンする必要があります。 
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図 436: 補充ロケーションのスキャン 

2. ロケーション・バーコードをスキャンすると、RF によって、「LPN: 至」(搬送先パレット)をスキャンするように求められます。これ

は、補充される LPN です。「数量」フィールドに、移動するケースの量を入力する必要があります。 

 

 

図 437: LPN 詳細のスキャン 

「Qty: 10 (cs=10)」の場合、最初の 10 は移動するケースの数を表し、2 つ目の値「10」(「cs=10」)は品目の標準ケース数
量を表すことに注意してください。 

3. コンテンツを移動したら、LPN の残りのコンテンツを予約ロケーションに返す必要があります。予約ロケーション・フィールドの

例を次に示します。 

 

図 438: 予約ロケーションへの LPN の返却 

 

4.  LPN が残っていない場合は、タスクが終了し、RF がタスク・リストに戻ります。  

 

  



 

4-70 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

シナリオ 2: フル LPN 補充、配送なし 

このシナリオでは、タスク・テンプレートと補充ルールの両方についてケースが構成されていることを確認する必要があります。 

 

図 439: LPN 補充の有効化 

1. タスクを入力すると、RF によって、パレット番号および LPN 番号を求めるプロンプトが表示されます。このパレットは商品を最

終補充ロケーションに輸送する中間的なパレットとなります。 

 

 

図 440: 補充のためのパレットおよび LPN のスキャン 

ピックする LPN が複数ある場合は、RF によって、別の LPN を求めるプロンプトが表示されます。パレットにこれ以上 LPN

の余地がない場合は、[Ctrl]を押しながら[E]を押してパレットを終了できます。待ち状態のピックがあるパレットを終了する
と、残りのピックのために新しい補充タスクが作成されます。 

 

2. ピッキングのロケーションからすべての LPN がパレットに移動すると、RF によって搬送先ロケーション(補充先のロケーション)

のプロンプトが表示されます。パレットがロケーションに到着したら、ロケーション・バーコードをスキャンする必要があります。 
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図 441: 補充ロケーションのスキャン 

3. ロケーション・バーコードをスキャンすると、RF によって、補充するパレットの LPN をスキャンするように求められます。「数量」

フィールドは、補充する LPN の数を示します。 

 

 

図 442: LPN 詳細のスキャン 

4.  LPN が残っていない場合は、「タスクがありません」というメッセージが RF に表示されます。[Ctrl]を押しながら[A]を押して続

行します。 

 

図 443: タスクの終了時の RF メッセージ 

シナリオ 3: ケース補充、混載と配送(予約からアクティブへ) 

混載と配送という補充タイプでは、ユーザーが複数のロケーションから一括ピックすることを求めるプロンプトが表示されます。この一括

ピック中に、ユーザーはピックしたケースを保管するために使用する「ダミー」IBLPN を作成します。この意味で、「ダミー」LPN はケース

をピッキングから補充ロケーションに輸送するための中間的な LPN です。  

このシナリオでは、タスク・テンプレートと補充ルールの両方についてケースが構成されていることを確認する必要があります。 

 

図 444: ケースの補充の有効化 

1. タスクを入力すると、RF によって、IBLPN のオープンを求めるプロンプトが表示されます。これは、ピック対象を保存するダ

ミーの LPN となります。  
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図 445: ダミーLPN の作成 

いつでも、[Ctrl]を押しながら[E]を押すことで、現在のダミーLPN をクローズできます。これにより、別の LPN をオープンし
(最初の LPN が物理的に一杯になった場合)、ピックを続行できます。 

注: [Ctrl]を押しながら[E]を押すと、キャパシティ・チェック(ユニット/重量/容積)が抑制されます。 

 

2. ダミーLPN をスキャンした後、RF によって、最初のピッキング・ロケーションが示されます。ロケーション・バーコードをスキャン

して、ユーザーがそのロケーションにいることを確認します。 

 

 

図 446: 最初のピッキング・ロケーションのスキャン 

3. これで、RF によって、最初のピッキング・ロケーションからケースのピックを開始して、品目コードおよび数量をスキャンするよ

うに求められます。 
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図 447: 最初のロケーションからのケースのピック 

 

4. ピックするケースが他にもある場合は、RF によって次のピック・ロケーションが示され、ピッキング・プロセスが繰り返されます。

すべてのピックを終了すると、「ピックするものが残っていません」というメッセージが RF に表示されます。 

 

 

図 448: タスクの残りのピックの完了 

5. すべてのピックが完了すると、次は、RF によって、補充ロケーションが示されます。ロケーション・バーコードをスキャンして、

ユーザーがそのロケーションにいることを確認します。 

 

図 449: 補充ロケーションのスキャン 

6. 次に、RF によって、ピックしたユニットを補充ロケーションに移動することを求めるプロンプトが表示されます。アクティブなロ

ケーションへの補充中であるため、補充する数量を入力するのみです。  

 

 

図 450: アクティブなロケーションへの補充 

左図は、(cs=1)によって示されているよう

に、品目の標準ケース数量が 1 であるピック

を示しています。 
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7.  タスクのすべてのロケーションが補充されると、RF がタスク・リストに戻ります。 

 

シナリオ 4: ユニット補充、混載と配送(アクティブからアクティブへ) 

混載と配送という補充タイプでは、複数のロケーションから一括ピックすることを求めるプロンプトが表示されます。この一括ピック中に、

ピックしたケースを保管するために使用する「ダミー」IBLPN を作成します。この意味で、「ダミー」LPN はケースをピッキングから補充ロ

ケーションに輸送するための中間的な LPN です。  

このシナリオでは、タスク・テンプレートと補充ルールの両方についてケースが構成されていることを確認する必要があります。 

 

図 451: ユニット補充の有効化 

1. タスクを入力すると、RF によって、IBLPN のオープンを求めるプロンプトが表示されます。これは、ピック対象を保存するダ

ミーの LPN となります。  

 

 

図 452: ダミーLPN の作成 

いつでも、[Ctrl]を押しながら[E]を押すことで、現在のダミーLPN をクローズできます。これにより、別の LPN をオープンし(最初の LPN

が物理的に一杯になった場合)、ピックを続行できます。 

 

2. ダミーLPN をスキャンした後、RF によって、最初のピッキング・ロケーションが示されます。ロケーション・バーコードをスキャン

して、ユーザーがそのロケーションにいることを確認します。 
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図 453: 最初のピッキング・ロケーションのスキャン 

3. これで、RFによって、最初のピッキング・ロケーションからユニットのピックを開始して、品目コードおよび数量をスキャンするよ

うに求められます。 

 

図 454: 最初のロケーションからのケースのピック 

4. ピックするユニットが他にもある場合は、RF によって、次のピック・ロケーションが示され、ピッキング・プロセスが繰り返されま

す。すべてのピックを終了すると、「ピックするものが残っていません」というメッセージが RF に表示されます。 

 

5. すべてのピックが完了すると、RF によって、補充ロケーションが示されます。ロケーション・バーコードをスキャンして、ユー

ザーがそのロケーションにいることを確認します。 

 

 

図 455: 補充ロケーションのスキャン 

6. 次に、RF によって、ピックしたユニットを補充ロケーションに移動することを求めるプロンプトが表示されます。アクティブなロ

ケーションへの補充中であるため、補充する数量を入力するのみです。  

 

 

図 456: アクティブなロケーションへの補充 

7.  タスクのすべてのロケーションが補充されると、RF がタスク・リストに戻ります。 
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対応型(緊急)補充の実行 

早急な補充を必要とする緊急時には、対応型補充機能を使用して、補充のロケーションを即座に割り当てます。このシナリオでは、対

応型補充というスタンドアロンの RF モジュールを使用します。ここでは、単に、RF で補充する必要があるロケーションをスキャンすると、

WMS によって補充タスクが作成されます。RF のパラメータ設定に応じて、現場でその補充を実行する場合もあればしない場合もあり

ます。 

1. 対応型補充 RF モジュールに移動します。 

2. 「場所」フィールドで、補充するロケーションをスキャンします。「ロケーション%s について補充が送信されました」というメッセー

ジが RF に表示されます。これは基本的に、スキャンしたロケーションの補充ウェーブを実行します。 

3. 補充タスクが生成された場合、RF のパラメータによっては、現場で補充を実行できます。そのためには、[Ctrl]を押しながら[A]

を押して続行します。 

4. 前の項の説明に従って補充を実行します。 

対応型補充 - 重量キャパシティ・チェック  

RF 対応型補充によってロケーションで品目の補充を行う場合、Oracle WMS Cloud では現在の容積およびユニットとともに重量ベース

のキャパシティ・チェックを行うことができます。このことは、ターゲットのロケーションの補充を最適化するために役立ちます。  

重量ベースのキャパシティ・チェックを有効にするには、補充ルールの「キャパシティ・チェックの方法」が重量、ユニットにフォールバック

に設定されていることを確認します。 

 

図 457: キャパシティ・チェックの方法 

 

「キャパシティ・チェックの方法」ドロップダウンで、キャパシティ・チェックを「ユニット」、容積、ユニットにフォールバックまたは容積、重量、

ユニットにフォールバックとして指定することもできます。 

 

図 458: 「キャパシティ・チェックの方法」のオプション 
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次の表は、「キャパシティ・チェックの方法」ドロップダウン・オプションの定義を示しています。 

「キャパシティ・チェックの方法」のオプション 定義 

ユニット 補充ルールは、ユニットに関してキャパシティをチェックします。 

容積、ユニットにフォールバック 補充ルールは、まず、容積の観点でキャパシティをチェックし、容積が 0 の場合に

は、ユニットの観点でキャパシティをチェックします。 

重量、ユニットにフォールバック 補充ルールは、まず、重量の観点でキャパシティをチェックし、重量が 0 の場合に

は、ユニットの観点でキャパシティをチェックします。 

容積、重量、ユニットにフォールバック 補充ルールでは、まず、容積と重量の両方の観点でキャパシティをチェックし、容積

または重量が 0 の場合には、ユニットの観点でキャパシティをチェックします。 

 

マルチレベルの補充 

以前、WMS では、アクティブなロケーションへの在庫の補充は、ロケーションの最大キャパシティに基づいて実行されていました。つま

り、永続的ロケーションに使用可能な在庫があっても、アクティブな/予約ロケーションへのシステムによる補充は、ユニットの最大キャパ

シティまでに限られていました。このため、オーダーのニーズに応えるたびに補充タスクを作成する必要があり、手作業が必要でした。

季節による変動が激しい倉庫のような環境では、オーダー供給を満たすために一定の補充フローを導入することが要求されます。  

効率を改善し、生産性を高めるために、次のことに対処する、マルチレベルの補充(MLR)と呼ばれる新機能が WMS に導入されました。  

• 構成済のロケーションの最大値を超えて在庫を補充します(ウェーブ・ベースの補充を介してのみサポート)。 

• 在庫が搬送先ロケーションで減耗される場合に、在庫を履行順序で供給できます。  

• 割当を様々なウェーブ・テンプレートから共通タスクに結合できます。 

MLR のワークフロー 

マルチレベルの補充では、ユーザーが搬送先ロケーション(最終搬送先ロケーション/ピック・フェイス)に常時製品を保持できるため、在

庫が使用可能である場合、ピッカーは、システムによる補充を待たず、効率的にオーダーを履行できます。 

ここでは、マルチレベルの補充ワークフローの概要について、予約ロケーション、荷降ロケーションおよび最終搬送先(アクティブなロ

ケーション)を含む図で説明します。 

注: ユーザーは、このガイドに示されている、類似する手順や指示に従って、予約ロケーションから搬送先ロケーションまで任意の数の

ホップを定義できます。  

ワークフローには、次の要素が含まれています。 

− 予約ロケーション - 予約ロケーションはフル LPN を持つバルク在庫で構成され、バルク予約ロケーションからの在庫はすべて

受入領域で発生します。これらの在庫は、倉庫フロアのユーザーによってパレットまたはフォークリフトがある前方のバルク領

域に移動されます。  

− 荷降ロケーション – フロア・ユーザーが通常のタスクで LPN を予約ロケーションから荷降ロケーションに荷降/ピックするロケー

ション。多くの場合、ピッキング/荷降ロケーションに到達する前に、ユーザーが在庫を一部分割するというシナリオが発生する

ことがあります。これらは搬送元から搬送先の間にある一時的なロケーションであり、ユーザーはここに在庫を補充して、それ

から最終搬送先ロケーションに配置するように指示されます。 

新しいマルチレベルの補充ロケーションは、在庫を荷降ロケーションから最終搬送先ロケーションにピックするために使用しま

す。  
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− 最終搬送先 – 最終搬送先ロケーションは、ピッカーが SKU をピックし、オーダー要求を完了するアクティブなロケーションです。

最終搬送先では、ユーザーはロケーションごとに SKU を 1 つのみ定義できます。たとえば、図に示すように、SKU A、SKU B

…とします。 

注: 次の図では、複数のロケーションの補充について説明しています。ユーザーは、在庫を補充するホップを任意の数だけ作

成できます。  

構成およびユース・ケース例の詳細は、マルチレベル補充のデプロイメントに関する文書を参照してください。 

 

図 459: マルチレベルの補充 

1. オーダーは、アクティブなロケーションに使用可能な在庫が十分にある場合に、満たされたと見なされます。ただし、アクティブ

なロケーションに使用可能な在庫が十分になく、オーダーを満たすことができない場合は、オーダーのウェーブが実行され、

永続アクティブなロケーションまたは予約ロケーションにニーズを満たす在庫があるかどうかがチェックされます。これは、補充

が発生するフェーズです。  

2. これらのトランザクションの間、複数の荷降ロケーションで、在庫をピックし、別のロケーションに荷降し、その後、最終搬送先

に荷降する必要があるというシナリオが発生することがあります。このような場合、在庫は最終搬送先に到達するまでに複数

の荷降ロケーションをホップする必要があります。つまり、在庫は最終搬送先に到達するまでに複数のタスク・ゾーンを通過す

る必要があります。  

在庫をあるタスク・ゾーンから別のタスク・ゾーンまで移動するというこのプロセスは、マルチレベルの補充を使用して実現され

ます。 

3. ウェーブを実行すると、必要な在庫を次のホップ/タスク・ゾーン(荷降ロケーション)に向けて予約ロケーションから荷降ロケー

ションにプッシュするという補充タスクが作成されます。 

注: これは、そのタスク・タイプのタスク・ゾーン移動画面で構成します。 

4. 在庫を最初のタスク・ゾーンから次のタスク・ゾーンに移動するためには、タスク・タイプ「CONSOL_DISTRIBUTE」のタスク・

ゾーン移動でパスを構成する必要があります。 

5. RF 画面「マルチステップ補充」を使用して、現在のロケーションとともにタスク・タイプ(CONSOLIDATE および REPLENISH)

をスキャンします。 

https://mosemp.us.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2480628.1
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6. どの搬送先ロケーションに補充する必要があるかが特定されます。論理計算後、補充対象の LPN のスキャンを求めるプロン

プトが表示されます。  

7. タスク・タイプに基づいて在庫がピックされ、在庫のピッキングが完了すると(または LPN を手動で終了すると)、次のホップ/タ

スク・ゾーンに向けた荷降ロケーションのスキャンを求めるプロンプトが表示されます。  

8. 在庫が最終搬送先に到達するまで、在庫をある荷降から次の荷降に補充するプロセスを繰り返します。 

9. 在庫が最後の荷降ロケーションに到達すると、RF によって最終補充モジュールが起動され、在庫が最終搬送先に補充されま

す。 

構成プロセス  

まず、次のチェックポイントを理解してから構成設定を始める必要があります。 

• 最大ロケーションを超えた補充は、永続アクティブなロケーションに対してのみ適用でき、動的ロケーションには適用できませ

ん。 

• この拡張機能は、ウェーブ・ベースの補充にのみ適用でき、スタンドアロンの補充には適用できません。  

設定 

• ロケーション(永続アクティブなロケーション)を定義する必要があります。搬送先ロケーションはアクティブにできます。  

o タスク・ゾーンは、ロケーションごとに作成されます。つまり、補充パスで作成されるロケーション(搬送元、荷降および

最終搬送先ロケーション)には、タスク・ゾーン値を移入する必要があります。 

注: この機能が想定どおりに動作するためには、タスク・ゾーンを作成する必要があります。  

• まずウェーブ・テンプレートを作成する必要があります。これらのウェーブ・テンプレートには、補充ルールを定義する必要があ

ります。 

• 補充のために、関連するタスク・タイプを構成します  

• タスク・ゾーン移動を構成し、あるロケーションから別のロケーションへの在庫の移動を定義します。エラー! 参照元が見つかり

ません。を定義します。 

• 新しい RF 画面モジュールは、荷降ロケーションからマルチレベルの補充を起動するように構成する必要があります。 

• ウェーブ・グループの構成は、様々なピック・レーンに必要なオーダーが複数ある場合にのみ構成する必要があります。  

ウェーブ・グループを作成する場合は、エラー! 参照元が見つかりません。によって複数のタスクを結合できます。 

ウェーブ・テンプレート 

ウェーブ・テンプレートは、実行するウェーブに対して設定される数多くのパラメータで構成されています。マルチレベルの補充では、

オーダーを搬送元ロケーションから最終搬送先ロケーションにピックするためにウェーブ・テンプレートを作成する必要があります。予約

ロケーション(バルク)から共通の荷降ロケーションを経て次のホップに至るウェーブ・テンプレートを作成します。  

• 搬送元ロケーションから最初の荷降ロケーションを経て最終搬送先に至るウェーブ・テンプレートを作成します。    

• ウェーブ・テンプレートであるロケーションから別のロケーションに補充するオーダーの補充ルールを関連付けます。  

注: 最大キャパシティを超えてロケーションを有効にする必要がある場合は、「最終永久ロケーションのキャパシティを無視」

チェック・ボックスを選択する必要があります。詳細は、補充ルールを参照してください。 

補充ルール 

補充ルールの構成は、最も重要な構成の 1 つです。  「補充ルール」では、新しいフラグ「最終永久ロケーションのキャパシティを無視」

チェック・ボックスを選択することによって、最大キャパシティを超えて補充できます。 
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図 460: 補充ルール 

タスク・ゾーン移動 

マルチレベルの補充フローでは、タスク・ゾーン移動の作成が重要です。一意のパスごとにタスク・ゾーンを定義する必要があるためで

す。  

注: 一意のパスごとにタスク・タイプとその対応するタスク・ゾーン移動ルールを作成します。 

たとえば、次のようなタスク・ゾーン移動を作成することをお薦めします。 

− 搬送元から最終搬送先 – *で終了ゾーンを示して 1 つのタスク・ゾーン移動を作成します。 

− 荷降ゾーンから最終搬送先 – 個別のタスク・ゾーン移動を作成し、関連するパスを設定する必要があります。 
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タスク・タイプ 

マルチレベルの補充用にシステムを構成する場合は、混載補充に基づいてタスク・タイプを作成する必要があります。在庫をある荷降

ロケーションから別の荷降ロケーションに移動するには、この混載補充を作成する必要があります。 

注: 在庫を搬送元ロケーションから最初の荷降ロケーションにピックするには、フル LPN 補充のタスク・タイプを作成します。 

 

図 461: タスク・タイプ 

 

RF 画面モジュール 

新しい RF モジュール、rf.inbound.cwrfmultistepreplen を使用すると、在庫をある荷降ロケーションから別の荷降ロケーション、それか

ら最終搬送先ロケーションに移動できます。 

次の図では、この新しい RF モジュールの使用方法について説明します。 

 

図 462: RF 画面モジュール 

次に、この新しい RF モジュールの特性をいくつか示します。 

1. 搬送元ロケーションから在庫をスキャンし、システムがタスク・ゾーンを推測します。  

 

2. 一意のタスク・ゾーンを定義するタスク・タイプをスキャンして、在庫の最終搬送先ゾーンを決定します。 

注: タスク・タイプは、画面パラメータから推測することも、ユーザーがシステムに手動で入力することもできます。 

 

3. 搬送元および搬送先ゾーンを取得するとき、次のことが決定されます。 

a. 搬送先ロケーションの供給のニーズ/需要を満たす在庫が搬送元ロケーションにあるかどうか。 

b. 搬送元搬送先ロケーションで在庫が使用可能になると、次のフィルタに基づいて、どのロケーションに先に補充する

かについての優先度が付けられます。 
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フィルタ基準を現在の数量<=最小数量に設定すると、現在の在庫がロケーションに構成された最小値以下になって

いるピック・ロケーションを搬送先とする、搬送元ロケーションの在庫が考慮されます。複数のロケーションが見つ

かった場合は、棚入順序の昇順にロケーションが順位付けされます。 

 

4. 搬送元および搬送先を決定すると、一時的なトートで該当する数量の在庫をピックし、中間的な荷降ロケーションを経て最終

搬送先に搬送することを求めるプロンプトが表示されます。  

 

RF 構成設定 

次に、マルチレベルの補充フローを実行する前に構成する必要がある RF 構成のセットを示します。 

• 「RF 画面」の UI に移動します。 

• 次の RF 画面パラメータを設定します。 

パラメータ 説明  

determine-src-inv-by ロケーションまたはタスク・ゾーンで搬送元在庫を決定します。デフォルトでは、この値は

「location」に設定されます。  

task-type-description 有効なタスク・タイプ CONSOL-REPLEN に対応する摘要を入力します。デフォルトでは、こ

のフィールドは空白に設定されます。 

qty-uom 在庫の数量をユニット、パックおよびケース単位で設定します。デフォルトでは、この値は

「Units」に設定されます。 

pick-for-single-destination-locn プロンプトに、搬送元ロケーションから在庫をピックする対象の搬送先ロケーションが 1 つの

み表示されます。デフォルトでは、この値は「no」に設定されます。  

dest-locn-inclusion-criteria フィルタ基準によって補充する搬送先ロケーションが決定されます。このフラグを設定する

と、この値が「current<=locn minimum」である場合、現在の在庫が構成済ロケーションの最

小値以下であるロケーションのみが考慮されます。 

 

キット作成 

キット作成は、子品目を組み立てて親品目またはキットを作成するプロセスです。  親品目の作成に必要な子品目の比率は、事前パッ

ク比率と呼ばれ、WMS に事前定義されています。キット分解は、親品目またはキットを子品目に分解するプロセスです。  親品目を組

み立てる、または分解するには、作業オーダーが必要です。親品目の組立または分解は、組立品ロケーションで発生します。  

 
WMS のキット作成フローには、見込み生産と受注生産の 2 つのタイプがあります。 

 

見込み生産 – 見込み生産フローの主な目的は、親品目の将来のアウトバウンド・オーダーに備えて、親品目またはキットを事前に組み

立てて在庫に棚入することです。  このフローでは、作業オーダーは、WMS にインタフェースされるか、または「作業オーダー」ビューか

ら作成されます。この作業オーダーを使用して親品目を組み立てると、WMSによって、親品目をインバウンド LPNにピックすることを求

めるプロンプトが表示されます。  インバウンド LPN はその後、在庫に棚入されます(予約ロケーション)。  これらの親品目は、通常の品

目と同じく、後でアウトバウンド・オーダーと照合してピックし、パックし、積荷して出荷できます。   

 

受注生産 – 受注生産フローの主な目的は、施設に送られるアウトバウンド・オーダーに基づいて親品目またはキットを出荷することで

す。  このフローでは、特定のオーダー・タイプのアウトバウンド・オーダーが WMS にインタフェースされると、作業オーダーが WMS に

自動的に作成されます。  作業オーダーには、アウトバウンド・オーダーへの参照があります。  そのため、この作業オーダーを使用して
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親品目を組み立てると、Oracle WMS Cloud によって、組み立てた親品目をアウトバウンド・オーダーと照合してアウトバウンド LPN に

直接ピックすることを求めるプロンプトが表示されます。  OBLPN はその後、他の OBLPN と同じく、積荷して出荷できます。 

注:  

• 親品目は、キット品目とも呼ばれます 

• 子品目は、コンポーネント品目とも呼ばれます 

• 親品目の作成に必要な子品目の比率は、事前パック比率と呼ばれます 

 

キット作成プロセスの構成 

次の手順では、キット作成プロセスの前提として必要となる構成について説明します。これらの手順は、見込み生産と受注生産で共通

です。 

 

ステップ 1: キット作成用の補充タイプを作成します。 

 

 

図 463: 補充タイプ 

  
 

ステップ 2: キット作成用の補充ゾーンを作成します。 

 

 

図 464: 補充ゾーン 

 
 
ステップ 3: 補充タイプを補充ゾーンと関連付けます。   

 

 

図 465: 補充タイプ・ゾーン 
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ステップ 4: 親子品目は、事前パック比率とともに事前定義する必要があります。 

 

 

図 466: 品目事前パック 

 

ステップ 5: 品目施設に親品目の補充タイプを定義する必要があります。品目の UI で、組み立てる必要がある親品目を選択し、施

設ボタンをクリックします。   

 

 

図 467: 施設ボタン 

 
親品目の品目施設ビューで、新しいレコードを追加し、ステップ 1 で作成した補充タイプを選択します。 

 

 

図 468: 品目施設ビュー 

 
ステップ 6: 親品目を組み立てる組立品ロケーションを作成します。このロケーションは、「組立フラグ」が選択され、かつ、補充ゾー

ンがステップ 2 で作成したものと同じである、動的でアクティブなロケーションである必要があります。 

 

 

図 469: 組立品ロケーション 
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この補充ゾーン(KIT_ZONE)が補充タイプ(KIT)に関連付けられ、かつ、補充タイプが親品目 P1 に構成されているため、親品目

P1 の作成が必要になるたびに、P1 の子品目が組立品ロケーション AS111 に補充されることになります。  これと同じく、様々な親

品目をそれぞれ異なる組立品ロケーションで組み立てるように構成できます。 

 

ステップ 7: 「アクティビティ・タイプ」を組立にした作業オーダー・タイプを作成します。この作業オーダー・タイプは、親品目の組立に

使用する作業オーダーに存在する必要があります。 

 

 

図 470: 作業オーダー・タイプ 

 
ステップ 1 から 7 は、見込み生産と受注生産の両方のフローの前提条件です。 

 

見込み生産フロー 

見込み生産フローでは、作業オーダーは WMS に直接インタフェースされるか、または「作業オーダー」ビューを使用して手動で作成で

きます。   

 

作業オーダーの作成 

キット作成プロセスの構成のステップ 7 で説明している作業オーダー・タイプは、作業オーダーで使用します。  これは、作業オーダーの

「アクティビティ・タイプ」を組立に自動的に設定します。  作業オーダーは当初「作成済」ステータスになっています。 

 

 

図 471: アクティビティ・タイプ: 組立 

 
この作業オーダーは、親品目 P1 の 3 つのユニットを組み立てるためにインタフェース(または作成)されています。 

 

 

図 472: 必要な数量 
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作業オーダー・ウェーブ・テンプレート 

作業オーダー・ウェーブ・テンプレートを作成します。このテンプレートでは、予約/アクティブなロケーションから子品目をプルして組立品

ロケーションに補充するためのルールを定義します。 

 

 

図 473: 作業オーダー・ウェーブ・テンプレート 

 
「作業オーダー・ウェーブ・テンプレート検索」では、必要な作業オーダーを選択するために適した基準が必要です。  

 

 

図 474: 作業オーダー基準 

WMS には、複数の補充オプションが用意されています。この例では、予約ロケーションからフル LPN を(子品目とともに)プルするため

にルールを定義しています。 

 

 

図 475: 補充ルール 

…また、フル LPN 補充タスクを作成するために対応するタスク・テンプレートを定義しています。 

 

 

図 476: フル LPN 補充タスク・タイプ 
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在庫  

予約ロケーションに十分な子ユニットとともに LPN があることを確認します。 

 

 

図 477: LPN 数量 
 

ウェーブ実行 

作業オーダー・ウェーブ・テンプレート・ビューからウェーブを実行します 

 

 

図 478: ウェーブ・テンプレートの実行 
 

  

図 479: ウェーブ・テンプレート/作業オーダー・ウェーブ確認メッセージ 

 
作業オーダーは「割当済」ステータスになっています 

 

 

図 480: 割当済作業オーダー 
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子品目を予約ロケーションから組立品ロケーションに補充するためのタスクを作成します。 

 

 

図 481: 予約/組立補充タスク 

 

タスク実行 

予約ロケーションから子ユニットを組立品ロケーションに補充するために、タスクを実行します。 

 

1. 予約ロケーションから子品目が含まれている IBLPN をピックしてパレットに配置します。 

2. LPN のコンテンツを組立品ロケーションに補充します 

 

   

図 482: LPN の移動および補充 
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図 483: 補充した LPN 

 
現在、組立品ロケーションには、親品目(P1)を 3 ユニット作成するために十分な子品目(C1 および C2)のユニットがあります。 

 

 

図 484: アクティブな在庫 

 
作業オーダーが「ピック済」ステータスになりました 

 

 

図 485: 作業オーダー – 「ピック済」ステータス 
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キット組立品 

組立品ロケーションに子品目が置かれたら、親品目の組立で、RF 作業オーダー・キット処理の使用を開始できます。組み立てた親品

目のすべてのユニットを 1 つまたは複数の IBLPN に配置できます。この例では、3つすべてのユニットを 1 つの IBLPN に配置していま

す。 

 

        

図 486: RF 作業オーダー・キット処理 

 
RF作業オーダー・キットプロセスには、作業オーダーを処理するために[Ctrl]を使用する他のオプションがあります。たとえば、

[Ctrl]+[V]を使用すると、処理するキットに対する追加の指示(あれば)を参照できます。[Ctrl]+[T]を使用すると、親品目を組み

立てるために必要となる子品目の比率を表示できます。 

 

 

図 487: 必要な子品目 

 
  



 

4-91 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

親品目が組み立てられているインバウンド LPN は、「受入済」ステータスになっており、予約ロケーションに棚入できます。  

 

 

図 488: IBLPN: 「予約済」ステータス 

 
作業オーダーが完成します。 

 

 

図 489: 完了作業オーダー  

 
作業オーダーの在庫履歴: 

 

 

図 490: 作業オーダー – 在庫履歴 
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受注生産フロー 

受注生産フローでは、特定のオーダー・タイプのアウトバウンド・オーダーが WMS にインタフェースされると、作業オーダーが WMS に

自動的に作成されます。 

 

作業オーダーの作成 

アウトバウンド・オーダーのオーダー・タイプを作成します。このオーダー・タイプには、項キット作成プロセスの構成のステップ 7 で説明

したように、作業オーダー・タイプを設定する必要があります。  

 

 

図 491: アウトバウンド・オーダー – オーダー・タイプ 

 
このようなオーダー・タイプが設定されたアウトバウンド・オーダーを WMS にインタフェースすると、作業オーダーが背後で自動的に作

成されます。   

 

インタフェースされたオーダー・ヘッダーおよび詳細 

 

図 492: オーダー・タイプ 

 

 

図 493: オーダー詳細 
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対応する作業オーダーおよび詳細  

 

作業オーダーの作業オーダー・タイプは、アウトバウンド・オーダーのオーダー・タイプに対する作業オーダー・タイプに基づいて設定さ

れます。 

 

 

図 494: 作業オーダー・タイプ 

 
作業オーダー・キットには、元のアウトバウンド・オーダー番号への参照があります。 

 

 

図 495: 作業オーダー・キット 

 
 

ウェーブ実行とタスク実行 

見込み生産のフローで説明したものと同じウェーブ・テンプレートを使用でき、これにより、ウェーブ検索基準を変更することで新しい作

業オーダーがプルされます。  見込み生産フローに示したように、ウェーブは実行され、タスクは実行されます。タスクを実行すると、子

品目が組立品ロケーションに補充されます。 

 

キット組立品 

キット処理は、見込み生産フローに似ています。ただし、受注生産フローでは組み立てたユニットを配置するためにアウトバウンド LPN

を求めるプロンプトが表示されます。このアウトバウンド LPN は、作業オーダー詳細のアウトバウンド・オーダーに関連付けられていま

す。 
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図 496: 作業オーダー数量 

親品目のすべてのユニットを単一の OBLPN または複数の OBLPN に配置できます。この例では、4 つすべてのユニットを 1 つの

OBLPN に配置しています。 

 
 

作業オーダーが完成します。 

 

 

図 497: 完了作業オーダー 

 
アウトバウンド・オーダーがパックされます。 

 

 

図 498: パック済アウトバウンド・オーダー 

 
  



 

4-95 

Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 

アウトバウンド LPN を親品目とともにパックし、後で積荷して施設から出荷できます。 

 

 

図 499: 親品目とともにパックされた LPN 

 
次の画面は、作業オーダーの在庫履歴を示しています。 

 

  

図 500: 作業オーダー - 在庫履歴 
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キット分解  

キット分解は、親品目を個々の子品目に分解して、子品目を予約/アクティブなロケーションに棚入するために行います。子品目は、後

でアウトバウンド・オーダーと照合してピックし、パックして個別に出荷できます。このフローは、通常、施設から個々の子品目を出荷す

る必要があり、かつ、そのニーズをただちに満たすだけの十分な子品目がない場合に実行されます。 

 

作業オーダーの作成 

「アクティビティ・タイプ」を分解にした作業オーダー・タイプを作成します。   

 

 

図 501: アクティビティ・タイプ: 分解 

 
作業オーダーで前掲の作業オーダー・タイプを設定して作業オーダーを WMS にインタフェースします。また、作業オーダー照会ビュー

から作業オーダーを作成することもできます。 

 

 

図 502: 作業オーダー照会ビュー 

 
この作業オーダーは、3 ユニットの親品目 P1 を分解するためにインタフェースされています。 

 

 

図 503: 分解基準 

 
P1 の事前パック比率は、P1 の 1 ユニットに対して C1 の 2 ユニットと C2 の 2 ユニットとして定義されているため、P1 の 3 ユニットを分

解すると、子品目 C1 の 6 ユニットと子品目 C2 の 6 ユニットになります。  
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図 504: 子品目数量 

 

ウェーブ実行とタスク実行 

施設に親 P1 の十分な在庫があることを確認します。この例では、予約ロケーションに、3 ユニットの P1 が指定された 1 つの LPN があ

ります。 

 

 

図 505: LPN 数量 

 
見込み生産のフローで説明したものと同じウェーブ・テンプレートを使用でき、これにより、ウェーブ検索基準を変更することで新しい作

業オーダーがプルされます。ウェーブを実行すると、予約から、3 ユニットの P1 が指定された 1 つの LPN が割り当てられます。   

 

 

図 506: 割り当てられた LPN 数量 

 
LPN を予約ロケーションから組立品ロケーションに移動するためのタスクを作成します。 

 

 

図 507: 搬送元および搬送先ロケーション 
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タスク実行 

予約ロケーションから親ユニットとともに組立品ロケーションに補充するためにタスクを実行します。 

 

1. 予約ロケーションから親品目が含まれている IBLPN をピックしてパレットに配置します。 

2. IBLPN のコンテンツを組立品ロケーションに補充します。 

  

           

図 508: LPN の移動/補充 

 
組立品ロケーションには、現在、3 ユニットの親品目 P1 があります。 

 

 

図 509: 組立品ロケーション数量 

作業オーダーが「ピック済」ステータスになりました。 

 

 

図 510: 作業オーダー – 「ピック済」ステータス 
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キットの分解 

親品目が組立品ロケーションが置かれたら、親品目の分解で、RF 作業オーダー・キット処理の使用を開始できます。分解後、すべての

親品目の子ユニットを単一の IBLPN に配置したり、異なる IBLPN に個別に配置できます。  この例では、C1 の 3 ユニットすべてと、C2

の 3 ユニットすべてが単一の IBLPN に配置されています。  

 

       

図 511: 単一の IBLPN の子ユニット 

 
子品目 C1 および C2 があるインバウンド LPN は、「受入済」ステータスになっており、後で予約ロケーションに棚入したり、アクティブな

ロケーションに品目を補充できます。 

 

 

図 512: インバウンド LPN: 「受入済」ステータス 
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 その他の構成 

順序カウンタ 

システム・カウンタによって、システムで自動的に生成されるレコード番号(ASN 番号など)が追跡されます。また、順序カウンタを使用し

て、各ラベル/ドキュメント/出力ファイル(インバウンド出荷番号、BOL 番号、アウトバウンド積荷ファイルなど)に対して生成されるレコー

ド番号を構成できます。  

新しい順序カウンタは、既存の順序カウンタからコピーすることによってのみ作成できます。これを行うには、「順序カウンタ」画面から、

作成される順序カウンタを選択して「コピー」( )をクリックします。 

 

図 513: 順序カウンタの編集 

フィールドの説明: 

• 代替コード: このフィールドは、会社パラメータ OBLPN_COUNTER_SUB_CODE_FIELD とともに使用されます。詳細は、こ

のパラメータの説明を参照してください。  

• カウンタ摘要: 順序カウンタの摘要。 

• リサイクル・フラグ: 現在の順序カウンタで最大番号(「終了番号」)に達したときに、このフラグによって、カウンタを自動的に

「開始番号」に戻して再開するかどうかが決まります。 

o 選択した場合、カウンタは最大番号に達したときに WMS によって自動的にリセットされます。 

o 選択を解除した場合、カウンタは「終了番号」に達したときに WMS によってリセットされません。このことが発生した
場合は、その順序カウンタがリセットされるまで、新しいレコードを作成できません。  

例: 現在の番号が 1,000 で、最大番号が 1,000 である場合は、新しい番号を生成しようとすると、エラー・メッセージが返さ
れます。 
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• プリフィクス: 現在のレコードに対して表示されるプリフィクス値を定義します。たとえば、プリフィクスが BOL の場合、番号は

BOLXXXX として生成されます。 

• 開始番号/終了番号: 特定の順序カウンタの開始番号および最大番号を定義します。「終了番号」に達した場合、「リサイクル・

フラグ」を選択することでカウンタをリセットするか、「終了番号」の値を手動で増やす必要があります。 

• 数値のサフィクス: そのカウンタのそれぞれの順序に対するサフィクスをハードコードします。 

• 現在の番号: 順序カウンタの現在の番号を示します。 

• 順序の長さ: 順序カウンタの文字列の長さを示します。このカウントにはプリフィクスは含まれないことに注意してください。 

• 施設コードをプリフィクスに追加: 施設コードを順序カウンタに自動的に追加するフラグ。 

• 増分: 順序カウンタが増加する増分値。 

• チェック・デジット方法: LPN番号の最後の桁を計算する方法。サポートされている方法は、SSCC、BOLおよびEAN13です。 

• 搬送先会社/搬送先施設: 順序カウンタを会社および施設専用にすることもできます。注意: これにより順序カウンタが重複す

る可能性があるため、会社および施設の順序カウンタの組合せごとに一意のプリフィクスを使用することをお薦めします。 

バーコード・タイプ 

バーコード・タイプに応じて、会社でバーコード形式が固定されるように構成することもできます。構成可能なバーコード・タイプは次のと

おりです。 

• 資産 

• シール 

• バッチ 

• カート 

• インバウンド LPN 

• インバウンド出荷 

• 品目 

• ロケーション 

• アウトバウンド LPN 

• パレット 

 

 

図 514: バーコード・タイプの構成 
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フィールドの説明: 

• バーコード・タイプ: 編集または作成するバーコード・タイプを示します。 

• 連番: バーコード・タイプのグループの番号識別子として使用されます。 

• 摘要: バーコード・タイプの摘要を表示します。 

• 長さ: バーコード・タイプに必要な文字列の長さを示します。このカウントにはプリフィクスが含まれることに注意してください。

たとえば、「プリフィクス」が LPN で、「長さ」が 10 である場合、値 LPN0000001 (合計 10 桁)が受け入れられます。注意: シス

テムでバーコード・タイプの検証を無効にする場合は、長さを-1 に設定する必要があります。このことは、そのバーコード・タイ

プについて存在するその他の構成よりも優先されます。 

• プリフィクス: バーコード・タイプに対して使用されるプリフィクスを示します。 

• プリフィクスの削除: このフラグを選択した場合、バーコード・タイプの「プリフィクス」フィールドは無視されます。 

• 数値フラグ: そのバーコード・タイプでは数値のみが受け入れられるようにします。 

カスタム・バーコード: インバウンド LPN をシステムにスキャンするためにカスタム・スキャン・ロジックを呼び出します。 

バーコード・タイプの構成 

バーコード・タイプは、会社で、特定のラベルについて、固定のバーコード・プリフィクスおよび長さが必要になる状況で使用します。  

例: 会社では、プリフィクスが LPN と CS で、それぞれ長さが 10 のバーコードのみを受け入れます。 

構成は次のようになります。 

 

図 515: IBLPN のバーコード・タイプの構成 

前述の構成では、プリフィクスが LPN と CS のバーコードがあるインバウンド・コンテナのみが受け入れられます。たとえば、

LPN0000001 や CS00000001 です。これらの形式のいずれとも異なるバーコードをスキャンすると、RF でエラー・メッセージが表示さ

れます。 

 

図 516: 誤ったバーコード・タイプ形式を入力した場合のエラー・メッセージ 

プリンタ 

WMS でのプリンタの設定は、次の 2 つの要素で構成されるプロセスです。 

1. バックエンドでのプリンタの設定(施設と WMS ネットワークの接続) 

2. ステップ 1 の構成済プリンタの WMS への追加。 

ステップ 1: バックエンドでのプリンタの構成 

このステップには、ORACLE WMS CLOUDサポートの協力が必要です。これを行うには、プリンタの設定を要求する HappyFox チケッ

トを作成します。チケットを作成するときは、「Request Type」を「Application Admin Request」に設定してください。チケット内で、次の

プリンタ情報を入力します。 
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• プリンタ名 

• プリンタの IP アドレスとポート・アドレス 

• プリンタの型番。 

ステップ 2: ステップ 1 の構成済プリンタの WMS への追加 

a. ORACLE WMS CLOUD サポートによってプリンタがサーバー内に構成されたら、WMS でプリンタ・レコードを作成します。  

b. 「プリンタ」画面に移動し、「作成」ボタンをクリックします。 

c. プリンタ・タイプ、名前および摘要を設定します。 

d. プリンタを初めて設定する場合は、プリンタ・レコードを選択し、「印刷サービスの再開」をクリックします。 

e. プリンタをテストします。 

「プリンタ」画面では、次の 2 つのボタンによって、WMS 内のプリンタの状態を表示することもできます。  

1. プリンタ・ステータス 

2. プリンタ・ログ 

「プリンタ・ステータス」ボタンでは、プリンタの現在のステータスに関する情報が表示されます。次の例を参照してください。 

PRINTER1 のデバイス: lpd://123.456.789.012:345/PRINTER1 
プリンタ PRINTER1 はアイドルです。Fri Oct 24 14:16:02 2014 から有効 

 データ・ファイルは正常に送信されました 

「プリンタ・ログ」では、実行されたすべての印刷ジョブが日付順に表示されます。 

 

UI からのカスタム・レポートの印刷 

Web レポートを使用してカスタム・レポートが設計されている場合、これらのカスタム・レポートの一部を、手動で起動して Web レポート

から印刷するのではなく、関連する UI 画面から直接トリガーするオプションがあります。 

会社レポート・タイプ 

この機能を実現するには、そのようなレポートを「会社レポート・タイプ」UI でサブ・レポート・タイプ WebReport として構成する必要があ

ります。 

たとえば、カスタムの OBLPN パッキング・スリップが Web レポートを使用して設計されている場合で、このカスタム・レポートを OBLPN

の UI で「パック・リスト」ボタンをクリックして印刷する必要がある場合、次の構成が設定されている必要があります。 

構成手順 

1. 「会社レポート・タイプ」UI で、レポート・タイプ OBLPN_PACKING の新しいレコードを作成します。  

2. 「レポート・サブ・タイプ」として WebReport を選択します。 

3. ステップ 2 で WebReport を選択すると、2 つのフィールド「Web レポートのパス」および「Web レポートの形式」が有効になり

ます。 

4. 「Web レポートのパス」フィールドに、Web レポートで作成されるカスタムの OBLPN パック・リストのパスを入力します。 

5. 「Web レポートの形式」フィールドで、レポートを生成する必要がある形式を選択します。 
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図 517: WebReport サブ・タイプ 

 
サポートされるレポート 

「会社レポート・タイプ」UI では、次のレポートについてサブ・レポート・タイプ WebReport がサポートされています。 

✓ OBLPN パッキング・スリップ - OBLPN の UI で「パック・リスト」をクリックすると生成されます。「会社レポート・タイプ」の

OBLPN_PACKING をサブ・レポート・タイプ WebReport で構成する必要があります。 

✓ オーダー・パッキング・スリップ - オーダー・ヘッダーの UI で、「パッキング・スリップ」ボタンをクリックすると生成されます。「会

社レポート・タイプ」の ORDER_PACKING をサブ・レポート・タイプ WebReport で構成する必要があります 

✓ タスク・レポート - ウェーブ照会の UI で、「タスク・レポート」をクリックすると生成されます。「会社レポート・タイプ」の TASK を

サブ・レポート・タイプ WebReport で構成する必要があります。 

✓ インバウンド受入レポート - IB Shipment の UI で、「インバウンド受入」をクリックすると生成されます。「会社レポート・タイプ」

の INBOUND_RECEIPT_REPORT をサブ・レポート・タイプ WebReport で構成する必要があります。 

✓ パレット・パック・リスト - パレット・ビューの UI で、「パレット・パック・リスト」をクリックすると生成されます。「会社レポート・タイ

プ」の PALLET_PACKING をサブ・レポート・タイプ WebReport で構成する必要があります。 

✓ ピック・トラベル・レポート - ウェーブ照会の UI で、「ピック・トラベル・レポート」をクリックすると生成されます。「会社レポート・タ

イプ」の PICK_TRAVEL をサブ・レポート・タイプ WebReport で構成する必要があります。 

✓ 受入差異レポート - アポイントメントの UI で、「受入差異レポート」ボタンをクリックすると生成されます。「会社レポート・タイプ」

の RCV をサブ・レポート・タイプ WebReport で構成する必要があります 

✓ BOL - OB 積荷の UI で、「船荷証券」ボタンをクリックすると生成されます。「会社レポート・タイプ」の BOL をサブ・レポート・タ

イプ WebReport で構成する必要があります 

✓ コマーシャル・インボイス - OB積荷のUIで、「コマーシャル・インボイス」をクリックすると生成されます。「会社レポート・タイプ」

の COMM INV をサブ・レポート・タイプ WebReport で構成する必要があります。 

✓ 輸出出荷パッキング・リスト - OB 積荷の UI で、「輸出出荷パッキング・リスト」をクリックすると生成されます。「会社レポート・

タイプ」の EXPL をサブ・レポート・タイプ WebReport で構成する必要があります。 

✓ 出荷元輸出申告 - OB 積荷の UI で、「出荷元輸出申告」をクリックすると生成されます。「会社レポート・タイプ」の SED をサ

ブ・レポート・タイプ WebReport で構成する必要があります 
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注意: WebReport で設計されたカスタム・レポートは、RF からは起動できません。(この注意は、RF を介して印刷できるレポートにのみ

適用されます)。 
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 付録 

 定義 

• WMS: 物流センター内の在庫を管理するために使用されるコンピュータ・システム。商品の受入から出荷までを管理しま
す。 

• ASN (事前出荷通知): パック・リストに似た搬送待ちの通知。電子フォーマットで送信されるか、手動でアップロードしま
す。通常、1 つのインバウンド・トレーラのコンテンツ全体を表します。 

• ライセンス・プレート番号(LPN): WMS でトレーラをトレースできるように、トレーラに割り当てられた一意のバーコード。 

• インバウンド LPN: それぞれのインバウンド受入(トレーラ)およびアウトバウンド出荷に対して必要となる一意の LPN。 

• SKU: Stock Keeping Unit (品目) 

• 予約ロケーション: 倉庫内の IBLPN を追跡するために使用するシステム上のロケーション。 

• 荷降ゾーン: 中間的なロケーション。オーダーを荷降ゾーンに割り当てることはできません。 

• ウェーブ: ウェーブは、オープン・オーダーをウェアハウスの割当可能在庫と照合するレコードです。割当が作成されると、
WMS によって、ピッキング・タスクも作成されます。 

• 割当: アウトバウンド・オーダーと在庫内の使用可能な LPN を照合するプロセス。 

• アウトバウンド LPN (OBLPN): 出荷のためにパックされた LPN。フル LPN 割当では、IBLPN が OBLPN と等しくなりま
す。 
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ステータスの説明 

IBLPN のステータス 

• 品質チェック: LPN は品質チェック待ち状態です。 

• 受入中: LPN は受入ステーションでの受入の途中です。「ソートして受入」RF モジュールを使用するフローにのみ該当し
ます。 

• 受入済: このステータスは、LPN がロケーションを指定しないで受け入れられた(つまり、ドックで受け入れられていない
LPN である)ことを示します。 

• 配置済: LPN は WMS ロケーション(ドック、予約、荷降など)に配置されています。 

• 予約済: IBLPN は配送待ち状態です(プットトゥストアーのフローの IBLPN にのみ該当します)。 

• 一部割当済: LPN のコンテンツの一部がオーダーに割り当てられています。 

• 割当済: LPN がオーダーに割り当てられています。 

• 消込済: このステータスは、LPN が受け入れられ、アクティブなロケーションに配置されたことを示します 

• 消失: LPN が循環棚卸中に消失しました。 

 

OBLPN のステータス 

• アウトバウンド作成済: OBLPNがウェーブから作成されました(フルLPNまたはキューブ化済割当のいずれかによって)。 

• ピッキング中: OBLPN はピッキングの途中です(LPN に中間的な「ピック済」ステータスがある場合にのみ該当します)。  

• ピック済: OBLPN はピッキング済です。 

• パック中: OBLPN はパックの途中です。 

• パック済: OBLPN はパック済です。 

• 積荷済: 現在、OBLPN は積荷され、アウトバウンド積荷になっています。 

• 出荷済: OBLPN は出荷済です。 

• 搬送済: OLBPN はその搬送先施設(別の倉庫)に搬送済です。 

• 取消済: OBLPN は取消済です(パック済の OBLPN が変換されて IBLPN に戻った場合)。 

 

タスクのステータス 

• 準備完了: タスク・テンプレートの保留作成フラグが無効になっているときに、タスクが「準備完了」ステータスで生成され
ました。このタスクは RF のタスク・リストに表示されます。 

• 保留: タスク・テンプレートの保留作成フラグが有効になっているときに、タスクが保留ステータスで生成されました。この
タスクは RF のタスク・リストに表示されません。 

• 処理開始済: ユーザーがタスクを開始しました(少なくとも 1 つの LPN がスキャンされました)。 

• 完了: ユーザーがタスクを終了しました(すべての OBLPN が荷降ロケーションに配置されました)。 

• 取消済: ユーザーは、UI (「タスク」画面)からタスクをリリースする必要があります。 
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循環棚卸調整画面のステータス 

• 進行中: このステータスは、アクティブでないロケーションで実行される棚卸にのみ該当します。このステータスは、ロケー
ションの最初の LPN をスキャンできるときにトリガーされます。 

• 差異なし: 循環棚卸が完了し、かつその棚卸で在庫の相違が一切なかった場合は、レコードが差異なしステータスに更
新されます。  

• 承認: 待ち状態ステータスのレコードは、「承認」ボタンをクリックすることによってそのレコードを承認した後、「承認」ス
テータスに変化します(すべての検証が成功した場合)。在庫調整と在庫履歴のレコードが、この時点で転記されます。 

• 却下: 待ち状態ステータスのレコードは、却下/再棚卸ボタンをクリックすることによってそのレコードを却下した後、「却下」
ステータスに変化します(すべての検証が成功した場合)。レコードを却下すると、別の循環棚卸タスクがトリガーされます。 

• 取消済: 待ち状態ステータスのレコードは、「取消」ボタンをクリックすることによってそのレコードを取り消した後、「取消済」
ステータスに変化します。レコードを取り消しても、別の循環棚卸タスクはトリガーされません。 
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ロールおよび権限 

ロール: ADMINISTRATOR の権限 

1 会社の追加 11 施設の変更 21 ビューの列の変更 

2 会社の削除 12 施設の削除 22 ビューの列の順序変更 

3 会社の変更 13 ビューの列の変更 23 グループ・ビューの保存 

4 ユーザーの追加 14 ビューの列の順序変更 24 ユーザー・ビューの保存 

5 ユーザーの削除 15 会社ビューの保存 25 メニューの変更 

6 ユーザーの変更 16 グループ・ビューの保存 26 会社メニューの保存 

7 グループの追加 17 ユーザー・ビューの保存 27 
グループ・メニューの保

存。 

8 グループの削除 18 メニューの変更     

9 グループの変更 19 会社メニューの保存     

10 施設の追加 20 
グループ・メニューの保

存 
    

*デフォルトで、管理者には、その施設が適格になっているすべての会社へのアクセス権があります。 

 

ロール: MANAGEMENT の権限 

1 ユーザーの変更 11 
グループ・メニューの保

存 

2 ユーザーの追加 12 ビューの列の変更 

3 施設の追加 13 ビューの列の順序変更 

4 施設の変更 14 グループ・ビューの保存 

5 施設の削除 15 ユーザー・ビューの保存 

6 ビューの列の変更 16 メニューの変更 

7 ビューの列の順序変更 17 
グループ・メニューの保

存。 
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ロール: MANAGEMENT の権限 

8 グループ・ビューの保存     

9 ユーザー・ビューの保存     

10 メニューの変更     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*これらの権限は UI 画面にのみ適用されます。RF の権限は影響を受けません。  

ロール: SUPERVISOR の

権限 

1 ユーザーの変更 

2 施設の変更 

3 ビューの列の変更 

4 ビューの列の順序変更 

5 グループ・ビューの保存 

6 ユーザー・ビューの保存 

7 メニューの変更 

8 グループ・メニューの保存。 

ロール: GUARD の権限 

1 

読取り専用アクセス。ユーザーは作

成、コピー、編集および削除できま

せん。 

ロール: EMPLOYEE の権限 

1 
読取り専用アクセス。ユーザーは作成、

コピー、編集および削除できません。 
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インバウンド・ソート基準 

 

 

 

 

 

 

タスク選択画面 – 選択基準 

タスク・テンプレート・タイプ: 通常 

選択基準のフィールド: 

品目のフィールド 

ロケーションの 

フィールド 

在庫(LPN)の 

フィールド 

オーダーの 

フィールド 

棚入タイプ タスク・ゾーン: 至 IB LPN 番号 出荷先施設コード 

品目の外部スタイル アクティブなタスク・ゾーン: 自 LPN はパレットです 搬送先会社コード 

品目の「ソート可能」フラグ 予約タスク・ゾーン: 自 パレット番号 搬送先施設コード 

品目の「運搬可能」フラグ アクティブな通路: 自   顧客住所 

品目カスタム属性 1 アクティブな領域: 自   顧客番号 

品目階層 1 コード 在庫品目コード: 自   顧客名 

品目階層 2 コード 予約通路: 自   オーダー番号 

品目階層 3 コード 予約領域: 自   オーダー・タイプ 

品目階層 4 コード 予約レベル: 自   顧客購買オーダー番号 

品目階層 5 コード ロケーションのピック順序   カスタム・フィールド 1 

VAS グループ・コード ロケーション・バーコード: 自     

  ロケーション割当ゾーン      

       

  

インバウンド・ソート基準 説明 

搬送先領域 指示された棚入領域 

搬送先通路 指示された棚入通路 

搬送先割当ゾーン 指示された棚入割当ゾーン 

ロケーション・サイズ・タイプ 指示された棚入ロケーション・サイズ 
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オーダー基準のフィールド: 

品目のフィールド 

ロケーションの 

フィールド 

在庫(LPN)の 

フィールド 

オーダーの 

フィールド 

棚入タイプ タスク・ゾーン: 至 IB LPN 番号 出荷先施設コード 

品目の外部スタイル アクティブなタスク・ゾーン: 自 LPN はパレットです 搬送先会社コード 

品目の「ソート可能」フラグ 予約タスク・ゾーン: 自 パレット番号 搬送先施設コード 

品目の「運搬可能」フラグ アクティブな通路: 自   顧客住所 

品目カスタム属性 1 アクティブな領域: 自   顧客番号 

品目階層 1 コード 在庫品目コード: 自   顧客名 

品目階層 2 コード 予約通路: 自   オーダー番号 

品目階層 3 コード 予約領域: 自   オーダー・タイプ 

品目階層 4 コード 予約レベル: 自   顧客購買オーダー番号 

品目階層 5 コード ロケーションのピック順序   カスタム・フィールド 1 

VAS グループ・コード ロケーション・バーコード: 自     

  ロケーション割当ゾーン      

       

 

タスク・テンプレート・タイプ: 循環棚卸 

選択基準のフィールド: 

ロケーションのフィールド 品目のフィールド 在庫(LPN)のフィールド 

専門会社 計算済コード バッチ 

領域 代替コード 失効日 

通路 摘要  

区画 バーコード  

レベル ユニット原価  
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ロケーションのフィールド 品目のフィールド 在庫(LPN)のフィールド 

位置 危険物  

タイプ 作成タイムスタンプ  

バーコード 変更タイムスタンプ  

棚卸対象フラグ 変更ユーザー  

作成タイムスタンプ 部品 a  

変更タイムスタンプ 部品 b  

ロック・コード 部品 c  

最終棚卸タイムスタンプ 部品 d  

最終棚卸ユーザー 部品 e  

サイズ・タイプ 部品 f  

「部分ピックの予約の許可」フラグ 外部スタイル  

割当ゾーン VAS グループ・コード  

「棚入用にロック」フラグ 事前パック・コード  

ピック・ゾーン 簡単な摘要  

補充ゾーン 棚入タイプ  

タスク・ゾーン 「親」フラグ  

カスタム・フィールド 1 製品寿命   

カスタム・フィールド 2 速度コード  

カスタム・フィールド 3 シーズン・コード  

カスタム・フィールド 4 ブランド・コード  

カスタム・フィールド 5 階層 1 コード  

ピック順序 階層 2 コード  

棚入順序 階層 3 コード  
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ロケーションのフィールド 品目のフィールド 在庫(LPN)のフィールド 

 階層 4 コード  

 階層 5 コード  

 バッチ必須フラグ  

 「運搬可能」フラグ  

 「ソート可能」フラグ  

 

オーダー基準のフィールド: 

ロケーションのフィールド 

専門会社 ピック・ゾーン 

領域 補充ゾーン 

通路 タスク・ゾーン 

区画 カスタム・フィールド 1 

レベル カスタム・フィールド 2 

位置 カスタム・フィールド 3 

タイプ カスタム・フィールド 4 

バーコード カスタム・フィールド 5 

棚卸対象フラグ ピック順序 

作成タイムスタンプ 棚入順序 

変更タイムスタンプ  

ロック・コード  

最終棚卸タイムスタンプ  

最終棚卸ユーザー  

サイズ・タイプ  

「部分ピックの予約の許可」フラグ  
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ロケーションのフィールド 

割当ゾーン  

「棚入用にロック」フラグ  

 

シリアル番号のトランザクション 

シリアル番号の検証をサポートする RF トランザクションのリストを次に示します。 

インバウンド・トランザクション: 

• 出荷の受入 

• 積荷の受入 

• LPN の作成と LPN ロケーションの作成 

• インバウンド LPN の分割 

• インバウンド LPN の変更 

• アクティブなロケーションまたは予約ロケーションへの棚入 

• LPN の配送 

• 循環棚卸 

• RF 監査インバウンド LPN 

 

アウトバウンド・トランザクション: 

• OB LPN のパック 

• ピック・カート 

• NC アクティブ LPN のパック 

• 予約からのピック 

• アクティブまたは予約からのバルク・ピック 

• LPN の配送 

• RF OBLPN の再パック 

• 組合せ OBLPN の分割 

• RF 積荷 

• OB LPN の変更または取消 

• RF 監査 OBLPN 
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