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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送車両の位置を検出する位置検出部、及び、前記位置検出部によって検出された前記
搬送車両の位置に基づいて設定時間間隔ごとに前記搬送車両の位置情報を更新する形態で
前記搬送車両の位置情報を管理する位置管理部を備える搬送車両位置管理システムと、
　前記搬送車両位置管理システムより取得した前記搬送車両の位置情報、及び、当該搬送
車両の位置情報の時間的変化に基づいて、前記搬送車両に積載する予定の物品を用意する
物流拠点と前記物流拠点に向かう前記搬送車両との距離が起算用設定距離よりも小さくな
ったときの時刻を起算時刻として、前記搬送車両が前記物流拠点に到着すると予測される
到着予測時刻を算出する到着時刻予測処理を実行する制御部とを備え、
　前記制御部が、前記到着予測時刻に基づいて、当該物流拠点における前記搬送車両に積
載する物品を準備するための荷揃計画を作成する荷揃計画処理と、前記荷揃計画処理にて
作成した荷揃計画に基づいて前記物流拠点における物品の荷揃作業を指令する荷揃指令処
理とを実行するように構成された物流システムであって、
　前記搬送車両が前記物流拠点に実際に到着した時刻である実到着時刻を取得する実到着
時刻取得部と、
　前記到着時刻予測処理にて算出された当該搬送車両の前記到着予測時刻と前記実到着時
刻取得部にて取得された当該搬送車両の前記実到着時刻との差に基づいて算出される実績
差異情報を記憶する記憶部と、が設けられ、
　前記制御部が、前記到着時刻予測処理において予測した前記到着予測時刻を、過去に前
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記記憶部に記憶された複数の前記実績差異情報に基づいて補正する予測時刻補正処理を実
行し、かつ、前記予測時刻補正処理にて補正された前記到着予測時刻に基づいて、前記荷
揃計画処理及び前記荷揃指令処理を実行するように構成された物流システム。
【請求項２】
　前記記憶部が、前記実績差異情報として、前記搬送車両が前記物流拠点に到達するまで
に通過することが予定される予定移動経路の状況を複数の状況因子ごとに分類した複数の
状況毎実績差異情報を記憶するように構成され、
　前記制御部が、前記予測時刻補正処理として、前記到着時刻予測処理において予測した
前記到着予測時刻を、前記記憶部に記憶された複数の前記状況毎実績差異情報のうちの１
つ又は複数に基づいて補正するように構成された請求項１に記載の物流システム。
【請求項３】
　前記記憶部が、前記実績差異情報として、前記物流拠点を中心とした異なる複数の方面
ごとに、当該方面に位置する前記搬送車両の前記到着予測時刻と前記実到着時刻との差異
である方面毎実績差異情報を各別に記憶するように構成され、
　前記制御部が、前記予測時刻補正処理として、前記搬送車両の到着予測時刻を、当該搬
送車両の存在する方面に対応する前記方面毎実績差異情報に基づいて補正するように構成
された請求項１又は２に記載の物流システム。
【請求項４】
　前記制御部が、前記起算用設定距離として複数の異なる距離を選択的に設定自在に構成
されている請求項１～３の何れか１項に記載の物流システム。
【請求項５】
　前記制御部が、前記起算用設定距離を、前記搬送車両に積載する物品の荷揃えに要する
時間に基づいて設定自在に構成されている請求項４に記載の物流システム。
【請求項６】
　搬送車両の位置を検出する位置検出部、及び、前記位置検出部によって検出された前記
搬送車両の位置に基づいて設定時間間隔ごとに前記搬送車両の位置情報を更新する形態で
前記搬送車両の位置情報を管理する位置管理部を備える搬送車両位置管理システムと、
　前記搬送車両位置管理システムより取得した前記搬送車両の位置情報、及び、当該搬送
車両の位置情報の時間的変化に基づいて、前記搬送車両に積載する予定の物品を用意する
物流拠点と前記物流拠点に向かう前記搬送車両との距離が起算用設定距離よりも小さくな
ったときの時刻を起算時刻として、前記搬送車両が前記物流拠点に到着すると予測される
到着予測時刻を算出する到着時刻予測処理を実行する制御部とを備え、
　前記制御部が、前記到着予測時刻に基づいて、当該物流拠点における前記搬送車両に積
載する物品を準備するための荷揃計画を作成する荷揃計画処理と、前記荷揃計画処理にて
作成した荷揃計画に基づいて前記物流拠点における物品の荷揃作業を指令する荷揃指令処
理とを実行するように構成された物流システムであって、
　前記搬送車両が前記物流拠点に実際に到着した時刻である実到着時刻を取得する実到着
時刻取得部と、
　前記到着時刻予測処理にて算出された当該搬送車両の前記到着予測時刻と前記実到着時
刻取得部にて取得された当該搬送車両の前記実到着時刻との差に基づいて算出される実績
差異情報を記憶する記憶部と、が設けられ、
　前記制御部が、前記起算用設定距離として複数の異なる距離を、前記搬送車両に積載す
る物品の荷揃えに要する時間に基づいて選択的に設定自在に構成され、
　前記制御部が、前記到着時刻予測処理において予測した前記到着予測時刻を、前記記憶
部に記憶された前記実績差異情報に基づいて補正する予測時刻補正処理を実行し、かつ、
前記予測時刻補正処理にて補正された前記到着予測時刻に基づいて、前記荷揃計画処理及
び前記荷揃指令処理を実行するように構成された物流システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、搬送車両の位置を検出する位置検出部、及び、前記位置検出部によって検出
された前記搬送車両の位置に基づいて設定時間間隔ごとに前記搬送車両の位置情報を更新
する形態で前記搬送車両の位置情報を管理する位置管理部を備える搬送車両位置管理シス
テムと、前記搬送車両位置管理システムより取得した前記搬送車両の位置情報、及び、当
該搬送車両の位置情報の時間的変化に基づいて、前記搬送車両に積載する予定の物品を用
意する物流拠点と前記物流拠点に向かう前記搬送車両との距離が起算用設定距離よりも小
さくなったときの時刻を起算時刻として、前記搬送車両が前記物流拠点に到着すると予測
される到着予測時刻を算出する到着時刻予測処理を実行する制御部とを備え、前記制御部
が、前記到着予測時刻に基づいて、当該物流拠点における前記搬送車両に積載する物品を
準備するための荷揃計画を作成する荷揃計画処理と、前記荷揃計画処理にて作成した荷揃
計画に基づいて前記物流拠点における物品の荷揃作業を指令する荷揃指令処理とを実行す
るように構成された物流システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記のような物流システムとして、従来、制御部が、物流拠点と当該物流拠点に向かう
搬送車両との距離が起算用設定距離よりも小さくなったとき（起算用設定距離通過時点と
称する）の時刻を起算時刻として、搬送車両が起算用設定距離通過時点以前の平均移動速
度を維持して走行した場合に当該搬送車両が物流拠点に到着すると予測される到着予測時
刻を算出し、算出した到着予測時刻に物品の荷揃えが完了するように荷揃計画を作成する
荷揃計画処理を実行し、かつ、その荷揃計画に基づいて物流拠点における物品の荷揃作業
を指令する荷揃指令処理を実行するものがあった（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　ちなみに、搬送車両に積載する予定の物品の荷揃えは、当該搬送車両が物流拠点に到着
する前に完了していることが好ましいが、荷揃作業の完了時刻と搬送車両の到着時刻とが
乖離すると、その間、当該搬送車両に積載すべき物品を待機させているトラックバースの
スペースを搬送車両に積載する予定の物品が占めることになり、当該搬送車両が使用する
予定であったトラックバースの停車エリアを他の搬送車両による積載作業に用いることが
できないため、設備の稼働効率が低下する。このため、荷揃作業の完了時刻を極力搬送車
両の実際の到着時刻に合わせることが求められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３２１８２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、物流拠点と当該物流拠点に向かう搬送車両との距離が起算用設定距離よ
りも小さくなった時点以降も、搬送車両が上記平均移動速度を維持して走行できるとは限
らない。すなわち、起算用設定距離通過時点よりも後に走行する経路の状況（例えば、交
通渋滞や工事による迂回等）により、起算用設定距離通過時点よりも後の搬送車両の走行
速度が上記平均走行速度を維持できなくなる場合もあり得る。このような場合、上記特許
文献１の物流システムでは、搬送車両が物流拠点に実際に到着した時刻である実到着時刻
と上記到着予測時刻との間にずれが生じる虞がある。
　そして、上記のように搬送車両の実到着時刻が到着予測時刻からずれると、例えば当該
搬送車両への物品の積込を行うために予約されているトラックバースや、物品の積込作業
のために待機していた作業者が遊休状態となり、設備及び作業者の稼働効率が低下する虞
があった。
【０００６】
　このような事態を回避する為、到着予測時刻の予測精度を向上し、設備や作業者の稼働
効率の低下を抑制することが可能な物流システムの実現が望まれる。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための本発明にかかる物流システムは、搬送車両の位置を検出する
位置検出部、及び、前記位置検出部によって検出された前記搬送車両の位置に基づいて設
定時間間隔ごとに前記搬送車両の位置情報を更新する形態で前記搬送車両の位置情報を管
理する位置管理部を備える搬送車両位置管理システムと、前記搬送車両位置管理システム
より取得した前記搬送車両の位置情報、及び、当該搬送車両の位置情報の時間的変化に基
づいて、前記搬送車両に積載する予定の物品を用意する物流拠点と前記物流拠点に向かう
前記搬送車両との距離が起算用設定距離よりも小さくなったときの時刻を起算時刻として
、前記搬送車両が前記物流拠点に到着すると予測される到着予測時刻を算出する到着時刻
予測処理を実行する制御部とを備え、前記制御部が、前記到着予測時刻に基づいて、当該
物流拠点における前記搬送車両に積載する物品を準備するための荷揃計画を作成する荷揃
計画処理と、前記荷揃計画処理にて作成した荷揃計画に基づいて前記物流拠点における物
品の荷揃作業を指令する荷揃指令処理とを実行するように構成された物流システムであっ
て、前記搬送車両が前記物流拠点に実際に到着した時刻である実到着時刻を取得する実到
着時刻取得部と、前記到着時刻予測処理にて算出された当該搬送車両の前記到着予測時刻
と前記実到着時刻取得部にて取得された当該搬送車両の前記実到着時刻との差に基づいて
算出される実績差異情報を記憶する記憶部と、が設けられ、前記制御部が、前記到着時刻
予測処理において予測した前記到着予測時刻を、過去に前記記憶部に記憶された複数の前
記実績差異情報に基づいて補正する予測時刻補正処理を実行し、かつ、前記予測時刻補正
処理にて補正された前記到着予測時刻に基づいて、前記荷揃計画処理及び前記荷揃指令処
理を実行するように構成されている点にある。
【０００８】
　従来、到着予測時刻は、物流拠点と当該物流拠点に向かう搬送車両との距離が起算用設
定距離よりも小さくなるまでのある区間での搬送車両の位置情報の時間的変化（すなわち
、ある区間での搬送車両の平均移動速度）に基づいて所要時間を算出し、その所要時間を
起算時刻に加算することで算出していた。
　しかしながら、起算用設定距離通過時点以降に搬送車両が上記平均移動速度を維持でき
ない場合、搬送車両が物流拠点に実際に到着した時刻である実到着時刻と到着予測時刻と
の間にずれが生じる虞がある。
【０００９】
　そこで、到着時刻予測処理にて算出された当該搬送車両の到着予測時刻と、搬送車両が
物流拠点に実際に到着した時刻である実到着時刻との差に基づいて、算出される実績差異
情報を記憶部に記憶しておき、到着予測時刻をその実績差異情報に基づいて補正するよう
にしている。
　すなわち、実績差異情報は、起算用設定距離通過時点から当該搬送車両が物流拠点に到
達するまでにかかる実際の時間を反映したものとなるため、到着予測時刻を実績差異情報
に基づいて補正することで、到着予測時刻と実到着時刻との差を極力小さくすることがで
きる。
　このように、本構成によれば、到着予測時刻の予測精度を向上し、設備や作業者の稼働
効率の低下を抑制することが可能な物流システムを実現することができる。
【００１０】
　本発明に係る物流システムにおいては、前記記憶部が、前記実績差異情報として、前記
搬送車両が前記物流拠点に到達するまでに通過することが予定される予定移動経路の状況
を複数の状況因子ごとに分類した複数の状況毎実績差異情報を記憶するように構成され、
　前記制御部が、前記予測時刻補正処理として、前記到着時刻予測処理において予測した
前記到着予測時刻を、前記記憶部に記憶された複数の前記状況毎実績差異情報のうちの１
つ又は複数に基づいて補正するように構成されていることが好ましい。
【００１１】
　すなわち、到達予測時刻を、搬送車両が物流拠点に到達するまでに通過することが予定
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される予定移動経路の状況を複数の状況因子（例えば、曜日、月、五十日（ごとび）、休
日か否か、又は天候等）ごとに分類した複数の状況毎実績差異情報のうちの１つ又は複数
に基づいて補正することになる。
　すなわち、同一の予定移動経路であっても、状況因子における状況（例えば、天候であ
れば晴れか雨か雪か等）によって搬送車両の走行速度が異なる可能性がある。そこで、複
数の状況因子ごとに分類した複数の状況毎実績差異情報のうちの１つ又は複数に基づいて
到達予測時刻を補正することで、搬送車両が走行する経路の実際の状況に即した状態で到
着予測時刻を補正することができ、到着予測時刻の予測精度の向上が図れるものとなる。
【００１２】
　本発明に係る物流システムにおいては、前記記憶部が、前記実績差異情報として、前記
物流拠点を中心とした異なる複数の方面ごとに、当該方面に位置する前記搬送車両の前記
到着予測時刻と前記実到着時刻との差異である方面毎実績差異情報を各別に記憶するよう
に構成され、前記制御部が、前記予測時刻補正処理として、前記搬送車両の到着予測時刻
を、当該搬送車両の存在する方面に対応する前記方面毎実績差異情報に基づいて補正する
ように構成されていることが好ましい。
【００１３】
　すなわち、搬送車両が走行する道路（例えば一般道か高速道か等）、又は、搬送車両が
通過する地域の条件（例えば広く整備された道路がある地域か、細い道路しかない地域か
等）によって、渋滞の発生頻度やその道路に対して規定された最高速度等が異なる。この
ため、起算用設定距離通過時点から当該搬送車両が物流拠点に到達するまでの時間は、物
流拠点を中心とした異なる複数の方面ごとに異なる可能性がある。
　そこで、物流拠点を中心とした異なる複数の方面ごとに、当該方面に位置する搬送車両
の到着予測時刻と実到着時刻との差異である方面毎実績差異情報を各別に記憶しておき、
搬送車両の到着予測時刻を該搬送車両の存在する方面に対応する方面毎実績差異情報に基
づいて補正することで、到着予測時刻の予測精度の一層の向上が図れるものとなる。
【００１４】
　本発明に係る物流システムにおいては、前記制御部が、前記起算用設定距離として複数
の異なる距離を選択的に設定自在に構成されていることが好ましい。
　例えば、起算用設定距離通過時点の時刻を起算時刻として到着予測時刻を算出したとき
に、到着予測時刻までの時間が荷揃えに必要な時間よりも短くなるような場合もあり得る
。このような事態を回避するためには、起算用設定距離を大きくすればよいが、起算用設
定距離が大きすぎると、その間に搬送車両が走行すべき距離が長くなり、渋滞等の不確定
要素の発生確率が大きくなるため、到着予測時刻の予測精度が低下する虞がある。
　そこで、起算用設定距離として複数の異なる距離の何れかを選択的に設定できるように
構成することで、到着予測時刻までの時間として荷揃えに必要な時間を確保しつつ、到着
予測時刻の予測精度を極力低下させない起算用設定距離を選択することができるものとな
る。
【００１５】
　本発明に係る物流システムにおいては、前記制御部が、前記起算用設定距離を、前記搬
送車両に積載する物品の荷揃えに要する時間に基づいて設定自在に構成されていることが
好ましい。
　すなわち、起算用設定距離を搬送車両に積載する物品の荷揃えに要する時間に基づいて
設定するものであるから、起算時刻から到着予測時刻までの時間が荷揃えに必要な時間よ
りも短くなるような事態を極力回避することができるものとなる。
【００１６】
　本発明に係る物流システムにおいては、搬送車両の位置を検出する位置検出部、及び、
前記位置検出部によって検出された前記搬送車両の位置に基づいて設定時間間隔ごとに前
記搬送車両の位置情報を更新する形態で前記搬送車両の位置情報を管理する位置管理部を
備える搬送車両位置管理システムと、
　前記搬送車両位置管理システムより取得した前記搬送車両の位置情報、及び、当該搬送
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車両の位置情報の時間的変化に基づいて、前記搬送車両に積載する予定の物品を用意する
物流拠点と前記物流拠点に向かう前記搬送車両との距離が起算用設定距離よりも小さくな
ったときの時刻を起算時刻として、前記搬送車両が前記物流拠点に到着すると予測される
到着予測時刻を算出する到着時刻予測処理を実行する制御部とを備え、
　前記制御部が、前記到着予測時刻に基づいて、当該物流拠点における前記搬送車両に積
載する物品を準備するための荷揃計画を作成する荷揃計画処理と、前記荷揃計画処理にて
作成した荷揃計画に基づいて前記物流拠点における物品の荷揃作業を指令する荷揃指令処
理とを実行するように構成された物流システムであって、
　前記搬送車両が前記物流拠点に実際に到着した時刻である実到着時刻を取得する実到着
時刻取得部と、
　前記到着時刻予測処理にて算出された当該搬送車両の前記到着予測時刻と前記実到着時
刻取得部にて取得された当該搬送車両の前記実到着時刻との差に基づいて算出される実績
差異情報を記憶する記憶部と、が設けられ、
　前記制御部が、前記起算用設定距離として複数の異なる距離を、前記搬送車両に積載す
る物品の荷揃えに要する時間に基づいて選択的に設定自在に構成され、
　前記制御部が、前記到着時刻予測処理において予測した前記到着予測時刻を、前記記憶
部に記憶された前記実績差異情報に基づいて補正する予測時刻補正処理を実行し、かつ、
前記予測時刻補正処理にて補正された前記到着予測時刻に基づいて、前記荷揃計画処理及
び前記荷揃指令処理を実行するように構成されていることが好ましい。
【００１７】
　例えば、起算用設定距離通過時点の時刻を起算時刻として到着予測時刻を算出したとき
に、到着予測時刻までの時間が荷揃えに必要な時間よりも短くなるような場合もあり得る
。このような事態を回避するためには、起算用設定距離を大きくすればよいが、起算用設
定距離が大きすぎると、その間に搬送車両が走行すべき距離が長くなり、渋滞等の不確定
要素の発生確率が大きくなるため、到着予測時刻の予測精度が低下する虞がある。
　そこで、起算用設定距離として複数の異なる距離の何れかを選択的に設定できるように
構成することで、到着予測時刻までの時間として荷揃えに必要な時間を確保しつつ、到着
予測時刻の予測精度を極力低下させない起算用設定距離を選択することができるものとな
る。
　また、起算用設定距離を搬送車両に積載する物品の荷揃えに要する時間に基づいて設定
するものであるから、起算時刻から到着予測時刻までの時間が荷揃えに必要な時間よりも
短くなるような事態を極力回避することができるものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】物流システムの全体構成図
【図２】物流拠点の要部構成図
【図３】表示装置に表示される地図上の搬送車両の位置を示す画面の例
【図４】表示装置に表示されるタイムチャートの例
【図５】表示装置に表示されるタイムチャートの例
【図６】算出された補正用係数の例
【図７】算出された補正用係数の例
【図８】制御部が実行する制御を説明するフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の物流システムの実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図１に示すように、本実施形態の物流システムは、物品を保管する倉庫を備える物流拠
点１と、当該物流拠点１から他所に物品を搬送すべく当該物流拠点１に物品を受け取りに
向かう搬送車両１０の位置を管理する搬送車位置管理システムＧとを備えている。
　搬送車位置管理システムＧは、搬送車両１０に取り付けたＧＰＳ端末Ｇｔと、当該ＧＰ
Ｓ端末ＧｔがＧＰＳ衛星Ｇ２からの電波によって検出した位置情報を取得して管理する位
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置管理装置Ｇ１とを備えている。位置管理装置Ｇ１は、ＧＰＳ端末Ｇｔが検出した搬送車
両１０の位置を設定時間間隔（例えば１０秒）ごとに最新の位置に更新する形態で、搬送
車両１０の位置情報を管理するように構成されている。また、位置管理装置Ｇ１と物流拠
点１に備える制御部Ｈとがネットワーク経由で相互に通信自在に接続されており、制御部
Ｈは、位置管理装置Ｇ１から搬送車両１０の位置情報を取得することができるようになっ
ている。
【００２０】
　物流拠点１は、図２に示すように、複数の物品Ｂを収納する収納棚２と、収納棚２の前
面の走行路３を走行自在で且つ物品を収納棚２と出庫コンベヤ５２の端部５２ａとの間で
搬送自在なスタッカークレーン５１とを備えた自動倉庫Ｊ、自動倉庫Ｊから出庫された物
品Ｂのうち、パレットやケースに収容された複数の物品のうちの一部を取り出すピッキン
グ箇所５６ｐ、物品をピッキング箇所５６ｐに搬送するピッキング用コンベヤ５６、ピッ
キング後の物品Ｂをトラックバース１Ｔの物品待機箇所５８に搬送する出荷コンベヤ５７
、出庫コンベヤ５２の端部５２ｂとピッキング用コンベヤ５６との間で物品を搬送すべく
走行路４上を走行自在な搬送台車５０、等を備えている。
【００２１】
　物流拠点１におけるトラックバース１Ｔは、複数の停車エリア（図では１Ｔａ～１Ｔｃ
の３つを記載しているが、停車エリアの数はさらに多くても、逆に少なくてもよい。）を
備えている。この停車エリアは、搬送車両１０の大きさ（たとえば積載荷重４ｔのトラッ
クや２ｔのトラック等）によって使い分けられるように構成されている。
【００２２】
　また、物流拠点１には、制御部Ｈと、搬送装置制御部Ｈｈとが備えられている。
　制御部Ｈと搬送装置制御部Ｈｈとの夫々は、演算部と記憶部とを備えたプログラム蓄積
方式のコンピュータにて構成され、各種の制御プログラムを実行可能に構成されている。
　搬送装置制御部Ｈｈは、上述の搬送台車５０、スタッカークレーン５１、出庫コンベヤ
５２、ピッキング用コンベヤ５６、出荷コンベヤ５７の作動を各別に制御自在に構成され
るとともに、ピッキング箇所５６ｐでピッキング作業を行う作業者にピッキングすべき物
品を指令するピッキング指令装置５９の作動を制御するようになっている。
　そして、制御部Ｈは、後述する荷揃計画処理にて作成した荷揃計画に基づいて搬送車両
１０に積載される予定の複数の物品Ｂを用意するべく、搬送装置制御部Ｈｈに対して上記
搬送台車５０、スタッカークレーン５１、出庫コンベヤ５２、ピッキング用コンベヤ５６
、出荷コンベヤ５７、及びピッキング指令装置５９の夫々を作動させる作動指令を当該複
数の物品の荷揃えが完了するまで順次指令する荷揃指令処理を実行する。
　すなわち、制御部Ｈは、物流拠点１における物品Ｂの荷揃作業を指令する荷揃指令処理
を実行するように構成されている。
　また、トラックバース１Ｔには、当該トラックバース１Ｔに搬送車両１０が到着した時
刻である実到着時刻を取得する実到着時刻取得部Ｈｊが設けられている。
【００２３】
　制御部Ｈには、ディスプレイ等の表示装置Ｈｄと、キーボード及びマウス等の入力装置
Ｈｍが接続されている。
　図３に示すように、制御部Ｈは、Ｗｅｂサービスとしてインターネットを介して提供さ
れる地図表示サービスを利用して、表示装置Ｈｄに地図を表示することができる。さらに
、制御部Ｈは、表示装置Ｈｄに表示した地図に重畳して、搬送車位置管理システムＧから
取得した搬送車両１０の同地図上での位置をアイコンで表示するようになっている。
　なお、アイコンは、そのアイコンに対応する搬送車両１０が物流拠点１に到達するまで
の所要時間に基づいて色分けされるようになっている。
　また、地図上には、物流拠点１を中心として、後述する起算用設定距離ＭＣに相当する
円が描画される。これは、起算用設定距離ＭＣを視覚化したものである。起算用設定距離
ＭＣとして複数の距離（図３のＭＣ１で表す円、及び、ＭＣ２で表す円に対応）が設定で
きるようになっており、指定された起算用設定距離ＭＣが制御部Ｈに記憶されるようにな



(8) JP 6123605 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

っている。
【００２４】
　制御部Ｈは、表示装置Ｈｄに対して、図４又は図５に示すようなタイムチャートを表示
することも可能に構成されている。なお、上記地図と、図４又は図５のタイムチャートと
の夫々は、各別に表示領域（ウィンドウ）内に描画され、何れを表示させるか、又は双方
を表示するか等については操作者が任意に切換えることができるようになっている。
　また、制御部Ｈは、搬送車位置管理システムＧから取得した搬送車両１０の位置情報の
時間的変化に基づいて、搬送車両１０の平均走行速度Ｖを算出し、設定時間ごとに、最新
の平均走行速度Ｖに更新する形態で記憶するように構成されている。
【００２５】
　また、制御部Ｈは、搬送車位置管理システムＧより取得した搬送車両１０の位置情報に
基づいて、搬送車両１０と物流拠点１との距離が起算用設定距離ＭＣよりも小さくなった
とき（起算用設定距離通過時点）の時刻を起算時刻として、搬送車両１０が平均走行速度
Ｖを維持して走行した場合に当該搬送車両１０が物流拠点１に到着すると予測される時刻
を算出する（具体的には、起算用設定距離ＭＣを平均走行速度Ｖで除して算出した時間を
上記起算時刻に加算する）。
　すなわち、制御部Ｈは、搬送車位置管理システムＧより取得した搬送車両１０の位置情
報、及び、当該搬送車両１０の位置情報の時間的変化に基づいて、起算用設定距離通過時
点の時刻を起算時刻として、搬送車両１０が物流拠点１に到着すると予測される到着予測
時刻を算出する到着時刻予測処理を実行するように構成されている。
【００２６】
　図４（ａ）は、搬送車両１０としてのトラックに付された番号ごとの到着予定時刻と荷
揃えに要する時間、及び使用するトラックバースの対応関係を示したものである。
　図４（ａ）におけるＣ１～Ｃ７のバーチャートは、当日に予定される荷揃作業の予定を
示している。そして、この予定は、起算用設定距離通過時点に算出される搬送車両１０の
到着予測時刻が、上記到着予定時刻と異なる場合には修正されることになる（図４（ｂ）
のバーチャートＣ５を参照）。
　上記のような予定の修正が、本発明における荷揃計画処理に相当する。すなわち、制御
部Ｈが、到着時刻予測処理にて算出された到着予測時刻に基づいて、当該物流拠点１にお
ける搬送車両１０に積載する物品Ｂを準備するための荷揃計画を作成する荷揃計画処理を
実行する。
　なお、同バーチャートＣ１～Ｃ７において、荷揃作業開始時刻（バーチャートの左端部
の時刻）が未だ経過していないものについては、作業者が入力装置Ｈｍとしてのマウス等
でスライドさせることで変更することが可能となっている。
　また、図５は、図４の図に示すタイムチャートを使用するトラックバースの番号ごとに
表示したものである。なお、以降、図４及び図５のタイムチャートを荷揃計画チャートと
称する。
【００２７】
　また、制御部Ｈに備える記憶部Ｈｋではデータベースプログラムが実行されている。こ
のデータベースプログラムによって作成されたデータベースには、到着時刻予測処理にて
算出された当該搬送車両１０の到着予測時刻と実到着時刻取得部Ｈｊにて取得された当該
搬送車両１０の実到着時刻との差に基づいて算出される実績差異情報が記憶されるように
なっている。
【００２８】
　表１に、制御部が備える記憶部Ｈｋにおけるデータベースに蓄積される実績差異情報の
具体例を示す。データベースには、搬送作業に個別に付与される作業コードに対応付けて
、起算時刻から到着予測時刻までの時間（到着予測時間Ｓ）［分］、到着予測時刻と搬送
車両１０の実到着時刻との差に基づいて算出される実績差異情報としての実績時間差［分
］、（予測到着時間＋実績時間差）／予測到着時間として算出される係数Ｋが記録されて
いる。
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　また、データベースには、状況因子として、作業コードに対応する搬送が行われた月、
曜日、時間帯（９時～１２時、１２時～１５時、１５時～１８時等の区分）、その日が休
日か否か、その日が五十日（ごとび）か否か、その日の天候、及び、その作業コードに対
応する搬送において搬送車両１０が通過した経路の方面番号とが、作業コードに対応付け
て記録されている。
【００２９】
　すなわち、到着時刻予測処理にて算出された搬送車両１０の到着予測時刻と実到着時刻
取得部Ｈｊにて取得された搬送車両１０の実到着時刻との差に基づいて算出される実績差
異情報を記憶する記憶部が設けられている。
　また、記憶部Ｈｋは、実績差異情報として、物流拠点を中心とした異なる複数の方面Ｄ
（図３ではＤ１～Ｄ１２の１２の方面に分割）ごとに、当該方面Ｄに位置する搬送車両１
０の到着予測時刻と実績到着時刻との差異である方面毎実績差異情報を各別に記憶するよ
うに構成されている。
【００３０】

【表１】

【００３１】
　作業者は、制御部Ｈに備える入力装置Ｈｍにより、上記の状況因子のうち時刻補正に使
用する状況因子を選択する。
　制御部Ｈは、選択された状況因子に対応する複数の係数Ｋの平均値を算出して補正用係
数Ｋｈとするようになっている。補正用係数Ｋｈの一例を図６及び図７に示す。図６は方
面毎かつ曜日ごとの補正用係数Ｋｈを集計したものであり、図７は、方面毎かつ天候ごと
の補正用係数Ｋｈを集計したものである。
　制御部Ｈは、補正用係数Ｋｈに基づいて算出された到着予測時刻Ｔを補正する。具体的
には、到着予測時間Ｓに補正用係数Ｋｈを掛け、搬送車両１０と物流拠点１との距離が起
算用設定距離ＭＣと等しくなった時刻に加算することで得られる。この処理が、予測時刻
補正処理に相当する。
　なお、状況因子を複数選択することもできる。この場合、状況因子ごとに補正用係数Ｋ
ｈを算出し、さらにそれらの平均値を算出したものを補正用係数Ｋｈとして使用する。
　すなわち、制御部Ｈが、到着時刻予測処理において予測した到着予測時刻Ｔを、記憶部
Ｈｋに記憶された実績差異情報に基づいて補正する予測時刻補正処理を実行する。
【００３２】
　また、記憶部Ｈｋが、実績差異情報として、搬送車両１０が物流拠点１に到達するまで
に通過することが予定される予定移動経路の状況を複数の状況因子ごとに分類した複数の
状況毎実績差異情報を記憶するように構成され、制御部Ｈが、予測時刻補正処理として、
到達時刻予測処理において予測した到達予測時刻を、記憶部Ｈｋに記憶された複数の状況
毎実績差異情報のうちの１つ又は複数に基づいて補正するように構成されている。
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　また、制御部Ｈは、予測時刻補正処理として、搬送車両１０の到着予測時刻を、当該搬
送車両１０の存在する方面Ｄに対応する方面毎実績差異情報に基づいて補正するように構
成されている。
【００３３】
　そして、制御部Ｈは、上記の予測時刻補正処理にて補正された到着予測時刻に基づいて
、荷揃計画処理及び荷揃指令処理を実行するように構成されている。
【００３４】
　次に、制御部Ｈが実行する制御について、図８のフローチャートに基づいて説明する。
　まず、制御部Ｈは、複数の起算用設定距離ＭＣ（図３における距離ＭＣ１及びＭＣ２）
のうち、作業者によって事前に選択された起算用設定距離ＭＣを読み込み（ステップ＃１
１）、その後、搬送車両１０の平均走行速度Ｖを算出する（ステップ＃１２）。
　続いて、搬送車両１０と物流拠点１との距離が起算用設定距離ＭＣより小さくなったか
否かを判別する（ステップ＃１３）。
【００３５】
　ステップ＃１３にて搬送車両１０と物流拠点１との距離が起算用設定距離ＭＣより小さ
くなったと判別した場合、制御部Ｈは、起算用設定距離ＭＣを平均走行速度Ｖで除して搬
送車両１０の到着予測時刻Ｔを算出する（ステップ＃１４）。
　続いて、制御部Ｈは、補正用係数Ｋｈを読み込み（ステップ＃１５）、補正用係数Ｋｈ
で補正した補正時刻ＴＨを算出する（ステップ＃１６）。
【００３６】
　制御部Ｈは、ステップ＃１６で補正した補正時刻ＴＨに基づいて、当該搬送車両１０に
ついて荷揃計画を作成し、図４又は図５に示すような荷揃計画チャートを表示する（ステ
ップ＃１７、ステップ＃１８）。
　ここで、作業者が荷揃計画チャートに表示されるバーチャートをスライド操作する形態
で荷揃計画を変更した場合（ステップ＃１９：Ｙｅｓ）には、制御部Ｈは荷揃計画を上記
作業者による変更操作に従って変更する（ステップ＃２０）。なお、この変更操作は、過
去の時刻にさかのぼっては行えないようになっている。
【００３７】
　続いて、制御部Ｈは、荷揃指令処理を開始する時刻となったか否かを判別し（ステップ
＃２１）、荷揃指令処理を開始する時刻となったと判別すると荷揃指令処理の開始を指令
する（ステップ＃２２）。
　ステップ＃１３にて搬送車両１０と物流拠点１との距離が起算用設定距離ＭＣより大き
いと判別した場合、ステップ＃２１にて未だ荷揃指令処理を開始する時刻となっていない
と判別した場合、及び、ステップ＃２２を実行すると、本フローを終了する。
　制御部Ｈは、このフローチャートにて示した処理を、同日に物流拠点１に到達すること
が予定されている全ての搬送車両１０について設定時間ごと（例えば３０秒ごと）に実行
する。
【００３８】
　このようにして、本実施形態の物流システムは、搬送車両１０が物流拠点１に到着する
と予測される到着予測時刻Ｔを過去の実績データに基づいて補正することで到着予測時刻
Ｔの予測精度を向上し、トラックバース等の設備や作業者の稼働効率の低下を抑制するこ
とが可能な物流システムを実現することができる。
【００３９】
〔別実施形態〕
（１）上記実施形態では、搬送車位置管理システムとして、ＧＰＳ式の位置管理システム
を使用する例を説明したが、このような構成に限定されるものではなく、例えば、ＰＨＳ
式の位置管理システム等、他の位置管理システムを用いてもよい。
【００４０】
（２）上記実施形態では、記憶部Ｈｋを制御部Ｈと同じハードウェアに備える構成とした
が、記憶部Ｈｋと制御部Ｈとを異なるハードウェアに備える構成としてもよい。
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【００４１】
（３）上記実施形態では、搬送装置制御部Ｈｈが、搬送台車５０、スタッカークレーン５
１、出庫コンベヤ５２、ピッキング用コンベヤ５６、出荷コンベヤ５７、及びピッキング
指令装置５９の作動を制御するように構成したが、これら夫々の装置に対して装置制御部
を各別に備える構成としてもよい。
【００４２】
（４）上記実施形態では、予測時刻補正処理として、到着予測時間Ｓに補正用係数Ｋｈを
掛けた時間を起算時刻に加算する形態で到着予測時刻Ｔを補正する構成を説明したが、こ
のような構成に限定されるものではなく、例えば、蓄積された複数の到着予測時間Ｓの中
央値を抽出し、その中央値の到着予測時間Ｓを起算時刻に加算する形態で到着予測時刻Ｔ
を補正する構成としてもよい。
【００４３】
（５）上記実施形態では、記憶部Ｈｋが、物流拠点１を中心として１２に分割した方面Ｄ
（Ｄ１～Ｄ１２）ごとに、方面毎実績差異情報を記憶するように構成したが、方面Ｄの分
割数は１２を超える数であっても、１２未満であってもよい。また、方面を分割しないよ
うにしてもよい。また、図３では、１２分割した方面の夫々が物流拠点１を中心として中
心角が等しい扇型状となるように設定したが、方面毎に中心角を異ならせるように設定す
ることもできる。
【００４４】
（６）上記実施形態では、起算用設定距離ＭＣとして複数の距離（ＭＣ１、ＭＣ２）が設
定できるように構成され、作業者によって事前に指定された起算用設定距離ＭＣが制御部
Ｈに記憶される構成を例示したが、このような構成に限定されるものではない。例えば、
制御部Ｈが、起算用設定距離ＭＣを、搬送車両１０の到着予測時間Ｓが搬送車両１０に積
載する物品Ｂの荷揃えに要する時間よりも長くなるような距離に自動的に設定するように
構成してもよい。
【００４５】
（７）上記実施形態では、状況因子として、作業コードに対応する搬送が行われた月、曜
日、時間帯（９時～１２時、１２時～１５時、１５時～１８時等の区分）、その日が休日
か否か、その日が五十日（ごとび）か否か、その日の天候、及び、その作業コードに対応
する搬送において搬送車両１０が通過した経路の方面番号を設定したが、状況因子の種別
は上記に限定されるものではなく任意に設定可能である。例えば、例えば六曜等を追加し
たり、あるいは上記の状況因子のうちの何れかを削除することもできる。
【００４６】
（８）上記実施形態では、荷揃作業を、搬送台車５０、スタッカークレーン５１、出庫コ
ンベヤ５２、ピッキング用コンベヤ５６、出荷コンベヤ５７等の装置と、作業者によるピ
ッキング作業とによって行う構成を例示したが、荷揃作業の全工程を作業者が行うように
構成してもよい。この場合、制御部Ｈは、荷揃指令処理として、作業伝票の出力や作業支
持端末への指令情報の表示等を行うことになる。
【００４７】
（９）上記実施形態では、実到着時刻を、トラックバース１Ｔに備える実到着時刻取得部
Ｈｊにて取得する構成を例示したが、このような構成に限定されるものではなく、例えば
搬送車両１０が物流拠点１の入門ゲートに到着したときに、当該搬送車両１０の運転手、
又は、入門ゲートの警備担当者が実到着時刻を手動にて入力するように構成してもよい。
【符号の説明】
【００４８】
１　　　　物流拠点
１０　　　搬送車両
Ｂ　　　　物品
Ｄ　　　　方面
Ｇ　　　　搬送車位置管理システム
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Ｇ１　　　位置管理装置
Ｈ　　　　制御部
Ｈｊ　　　実到着時刻取得部
Ｈｋ　　　記憶部
ＭＣ　　　起算用設定距離
Ｔ　　　　到着予測時刻
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