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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】物品の処理の情報を簡単にかつ適切な範囲で検
索するシステムを提供する。
【解決手段】物品検索支援システム１において、演算装
置は、複数の物品２１０の処理の履歴及び複数の物品２
１０のいずれかを包含する包含物の処理であってそのい
ずれかの物品２１０の処理を伴う処理の履歴の情報を作
成し、作成した各処理の履歴の情報に基づき、物品２１
０の処理と当該物品２１０を包含する包含物の処理とを
関連づけることで、物品２１０及び包含物を対象として
、対象として含まれる処理を時系列的に記憶した関連情
報を作成し、物品２１０又は包含物の入力をユーザから
受け付けて、作成した関連情報から、入力された物品２
１０又は包含物に関連づけられている、物品２１０又は
包含物が対象となるか又は対象として含まれている処理
の情報を検索し、検索した処理の情報を出力する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の物品の処理の履歴、及び、前記複数の物品のうち少なくともいずれかを包含する
包含物の処理であって前記少なくともいずれかの物品の処理を伴う処理の履歴の情報を作
成する履歴情報作成処理と、
　前記作成した各処理の履歴の情報に基づき、前記物品の処理と、当該物品を包含する前
記包含物の処理とを関連づけることで、前記物品及び前記包含物が対象となり又は対象と
して含まれている処理を時系列的に記憶した情報である関連情報を作成する関連情報作成
処理と、
　物品又は包含物の入力をユーザから受け付ける検索要求取得処理と、
　前記作成した関連情報から、前記入力された物品又は包含物に関連づけられている、前
記物品又は前記包含物が対象となり又は対象として含まれている処理の情報を検索する関
連情報検索処理と、
　前記検索した処理の情報を出力する検索結果表示処理と、
　を実行する演算装置を備える物品検索支援システム。
【請求項２】
　前記演算装置は、
　前記関連情報作成処理において、前記履歴情報作成処理で作成した物品及び包含物の処
理と、既に作成されている前記関連情報における物品又は包含物の最新の処理とを対応づ
けることで、前記関連情報を更新する、
　請求項１に記載の物品検索支援システム。
【請求項３】
　前記演算装置は、
　前記履歴情報作成処理において、前記各処理の権限を有する権利者の情報をそれぞれ記
憶する、
　請求項１に記載の物品検索支援システム。
【請求項４】
　前記演算装置は、前記検索結果表示処理において、
　前記入力された物品又は包含物の情報に付帯する主体の情報と、前記記憶した権利者の
情報とに基づき、前記主体が、前記検索した物品又は包含物に対する権限を有したことが
あるか否かを判定し、当該主体が、前記検索した物品又は包含物に対する権限を有したこ
とがあるか否かによって、前記検索した、物品又は包含物が対象となっている処理の情報
の表示の方法を異ならせる、
　請求項３に記載の物品検索支援システム。
【請求項５】
　前記履歴情報作成処理、前記検索要求取得処理、及び前記検索結果表示処理を実行する
演算装置を備える複数のクライアント端末と、前記関連情報作成処理を実行する演算装置
を備える検索支援装置とを含んで構成され、
　前記クライアント端末は、前記履歴情報作成処理において、前記作成した各処理の履歴
の情報の識別子をそれぞれ前記検索支援装置に送信し、
　前記検索支援装置は、前記関連情報作成処理において、受信した前記各識別子に基づき
、前記物品の処理と、当該物品を包含する前記包含物の処理とを関連づけることで前記関
連情報を作成する、
　請求項１に記載の物品検索支援システム。
【請求項６】
　情報処理装置が、
　複数の物品の処理の履歴、及び、前記複数の物品のうち少なくともいずれかを包含する
包含物の処理であって前記少なくともいずれかの物品の処理を伴う処理の履歴の情報を作
成する履歴情報作成処理と、
　前記作成した各処理の履歴の情報に基づき、前記物品の処理と、当該物品を包含する前
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記包含物の処理とを関連づけることで、前記物品及び前記包含物が対象となり又は対象と
して含まれている処理を時系列的に記憶した情報である関連情報を作成する関連情報作成
処理と、
　物品又は包含物の入力をユーザから受け付ける検索要求取得処理と、
　前記作成した関連情報から、前記入力された物品又は包含物に関連づけられている、前
記物品又は前記包含物が対象となり又は対象として含まれている処理の情報を検索する関
連情報検索処理と、
　前記検索した処理の情報を出力する検索結果表示処理と、
　を実行する物品検索支援方法。
【請求項７】
　前記情報処理装置が、
　前記関連情報作成処理において、前記履歴情報作成処理で作成した物品及び包含物の処
理と、既に作成されている前記関連情報における物品又は包含物の最新の処理とを対応づ
けることで、前記関連情報を更新する、
　請求項６に記載の物品検索支援方法。
【請求項８】
　前記情報処理装置が、
　前記履歴情報作成処理において、前記各処理の権限を有する権利者の情報をそれぞれ記
憶する、
　請求項６に記載の物品検索支援方法。
【請求項９】
　前記情報処理装置が、前記検索結果表示処理において、
　前記入力された物品又は包含物の情報に付帯する主体の情報と、前記記憶した権利者の
情報とに基づき、前記主体が、前記検索した物品又は包含物に対する権限を有したことが
あるか否かを判定し、当該主体が、前記検索した物品又は包含物に対する権限を有したこ
とがあるか否かによって、前記検索した、物品又は包含物が対象となっている処理の情報
の表示の方法を異ならせる、
　請求項８に記載の物品検索支援方法。
【請求項１０】
　前記情報処理装置が、
　前記履歴情報作成処理、前記検索要求取得処理、及び前記検索結果表示処理を実行する
演算装置を備える複数のクライアント端末と、前記関連情報作成処理を実行する演算装置
を備える検索支援装置とを含んで構成され、
　前記クライアント端末は、前記履歴情報作成処理において、前記作成した各処理の履歴
の情報の識別子をそれぞれ前記検索支援装置に送信し、
　前記検索支援装置は、前記関連情報作成処理において、受信した前記各識別子に基づき
、前記物品の処理と、当該物品を包含する前記包含物の処理とを関連づけることで前記関
連情報を作成する、
　請求項６に記載の物品検索支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品検索支援システム、及び物品検索支援方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、労働人口の減少などを背景として、サプライチェーン（Supply Chain。以下、SC
と称する）の効率化のニーズが高まり、SCの各工程における処理（例えば、製造、物流、
流通、販売）における製品及び商品（以下、これらを物品と称する）の履歴を一貫して管
理しておき、リコールの発生時等に迅速にその原因を特定するサービスが広まりつつある
。このサービスでは、例えば、個々の物品に、個体を識別するＩＤを割り当てると共にＲ
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ＦＩＤ（radio frequency identifier）、ＱＲコード（登録商標）、又はバーコード等の
タグを取り付けておき、ＳＣにおける各工程で梱包や入出荷等の処理があるたびに、作業
者がそれらのタグをリーダ（Reader）等のデバイスを用いて読み取ることで、物品の履歴
管理を行うことが多い。
【０００３】
　このようなタグを使用して物品の検索サービスを構築する場合、取り扱う物品が増える
ほど物品の履歴データが大量となるため、これらの履歴データを高速に検索できることが
求められる。例えば、特許文献１には、同一物品の複数の履歴データを予めグループ化し
ておくことで、履歴データの検索処理の高速化を図ることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１２３０７８号広報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、物流及び流通の過程（例えば、物流倉庫）では、販売店舗からの注文に応じて
複数の物品をまとめて１つの梱包箱（例えば、ケース又は折りたたみコンテナ。以下、折
りたたみコンテナをオリコンと称する。）に梱包（混載）したり、物品を詰め替えたりす
るなどの作業が発生することがあるので、このような場合は、上記特許文献１の方法では
、複数の物品が同一の梱包箱に混合若しくは混載され、又は物品の詰め替え等がなされる
と、その前後の工程における履歴データは別のグループとして扱われるため、検索対象の
物品の全履歴データを検索する処理に時間を要することになる。
【０００６】
　さらに、例えばある製造メーカが、自身の商品に関するリコールが発生した際に、検索
サービスを用いて物流倉庫における自身の商品を検索する場合、その物流倉庫で複数の製
造メーカの商品を同一の梱包箱等に混載して店舗等に出荷するといった業務が行われてい
るとすると、当該検索によって、他のメーカの商品の情報（仕入れ量や金額など）が開示
され、その結果、店舗の販売戦略等が他のメーカに漏洩するおそれがある。すなわち、検
索システムとしては、検索を行った製造メーカに対して、同一の梱包箱に梱包されている
他のメーカの物品の情報を開示しないようにする必要がある。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の方法では、複数メーカの商品が混載された状態を示す履歴
データがある場合に、商品の情報の開示要求元のメーカに対して、当該メーカ以外のメー
カの商品の履歴データを秘匿する仕組みとなっていない。
【０００８】
　本発明はこのような現状に鑑みてなされたものであり、その目的は、物品の処理の情報
を簡単にかつ適切な範囲で検索することが可能な、検索方法及び検索システムを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するための本発明の一つは、複数の物品の処理の履歴、及び、前記複数
の物品のうち少なくともいずれかを包含する包含物の処理であって前記少なくともいずれ
かの物品の処理を伴う処理の履歴の情報を作成する履歴情報作成処理と、前記作成した各
処理の履歴の情報に基づき、前記物品の処理と、当該物品を包含する前記包含物の処理と
を関連づけることで、前記物品及び前記包含物が対象となり又は対象として含まれている
処理を時系列的に記憶した情報である関連情報を作成する関連情報作成処理と、物品又は
包含物の入力をユーザから受け付ける検索要求取得処理と、前記作成した関連情報から、
前記入力された物品又は包含物に関連づけられている、前記物品又は前記包含物が対象と
なり又は対象として含まれている処理の情報を検索する関連情報検索処理と、前記検索し
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た処理の情報を出力する検索結果表示処理と、を実行する演算装置を備える物品検索支援
システム、とする。
【００１０】
　また、上記課題を解決するための本発明の他の一つは、情報処理装置が、複数の物品の
処理の履歴、及び、前記複数の物品のうち少なくともいずれかを包含する包含物の処理で
あって前記少なくともいずれかの物品の処理を伴う処理の履歴の情報を作成する履歴情報
作成処理と、前記作成した各処理の履歴の情報に基づき、前記物品の処理と、当該物品を
包含する前記包含物の処理とを関連づけることで、前記物品及び前記包含物が対象となり
又は対象として含まれている処理を時系列的に記憶した情報である関連情報を作成する関
連情報作成処理と、物品又は包含物の入力をユーザから受け付ける検索要求取得処理と、
前記作成した関連情報から、前記入力された物品又は包含物に関連づけられている、前記
物品又は前記包含物が対象となり又は対象として含まれている処理の情報を検索する関連
情報検索処理と、前記検索した処理の情報を出力する検索結果表示処理と、を実行する物
品検索支援方法、とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、物品の処理の情報を簡単にかつ適切な範囲で検索することができる。
【００１２】
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態に係る物品検索支援システムの構成の一例を示す図である。
【図２】本実施形態のサプライチェーンの一例を説明する図である。
【図３】検索支援装置及びクライアント端末が備えるハードウェアの一例を示す図である
。
【図４】物品検索支援システムが備える機能の一例を説明する図である。
【図５】本実施形態の履歴情報の一例を説明する図である。
【図６】本実施形態の履歴情報の一例を説明する図である。
【図７】本実施形態の履歴情報の一例を説明する図である。
【図８】本実施形態の履歴情報の一例を説明する図である。
【図９】本実施形態の履歴情報の一例を説明する図である。
【図１０】所有権情報ＤＢのデータ構造の一例を示す図である。
【図１１】インデックス情報の一例を示す図である。
【図１２】履歴管理情報の一例を示す図である。
【図１３】関連情報の例を示す図である。
【図１４】物品検索支援システムにおいて行われる荷物の検索に関する処理（検索処理）
の典型的な手順を説明するフロー図である。
【図１５】履歴情報作成処理の一例を説明するフロー図である。
【図１６】所有権更新処理の詳細を説明するフロー図である。
【図１７】関連情報作成処理の詳細を説明するフロー図である。
【図１８】履歴情報検索処理の一例を説明するフロー図である。
【図１９】結果表示処理の一例を説明するフロー図である。
【図２０】工程表示画面の一例である。
【図２１】工程表示画面の他の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態の詳細を説明する。なお、本明細書の説明において同一又は同
様の機能を有する要素が複数存在する場合には、同一の符号に異なる添字を付して説明す
る場合がある。ただし、複数の要素を区別する必要がない場合には、添字を省略して説明
する場合がある。
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【００１５】
＜システム構成＞
　図１は、本実施形態に係る物品検索支援システム１の構成の一例を示す図である。物品
検索支援システム１は、例えば、物品の製造、流通、又は販売といった工程における各処
理を実施する各拠点（「工場Ａ」、「工場Ｂ」、「倉庫Ｃ」、「店舗Ｄ」）により構成さ
れるサプライチェーンに導入される情報処理システムである。
【００１６】
　物品検索支援システム１は、サプライチェーンを対象とした物品の検索サービスを提供
するサービス提供者が管理する検索支援装置１００と、各拠点に設置されているクライア
ント端末２００とを含んで構成されている。
【００１７】
　すなわち、クライアント端末２００は、拠点「工場Ａ」及び「工場Ｂ」でそれぞれの物
品２１０を製造する製造メーカがそれぞれ管理するメーカ端末２００ａと、拠点「倉庫Ｃ
」にて１又は複数の物品２１０を梱包する物流業者が管理する流通業者端末２００ｂと、
拠点「店舗Ｄ」にて梱包された物品２１０を開封して各物品２１０を販売する販売業者が
管理する販売業者端末２００ｃとを含む。
【００１８】
　「工場Ａ」及び「工場Ｂ」では、それぞれ物品２１０の製造、製造された物品２１０の
第１梱包箱２２０への梱包、又は第１梱包箱２２０の第２梱包箱２３０への梱包の各工程
が行われる。また、「工場Ａ」及び「工場Ｂ」では、例えば、物品２１０、第１梱包箱２
２０、及び第２梱包箱２３０の出荷の各工程が行われる。なお、「工場Ａ」で処理される
物品２１０の種類と「工場Ｂ」で処理される物品２１０の種類とは異なる。
【００１９】
　「倉庫Ｃ」では、例えば、「工場Ａ」及び「工場Ｂ」からの、物品２１０、第１梱包箱
２２０、及び第２梱包箱２３０の入荷が行われる。また、「倉庫Ｃ」では、例えば、第２
梱包箱２３０からの第１梱包箱２２０の開封、第１梱包箱２２０からの物品２１０の開封
、物品２１０の新たな第１梱包箱２２０への梱包、及び、新たな第１梱包箱２２０の新た
な第２梱包箱２３０への梱包の各工程が行われる。また、「倉庫Ｃ」では、例えば、新た
な第１梱包箱２２０、及び新たな第２梱包箱２３０の出荷の各工程が行われる。なお、物
品２１０、第１梱包箱２２０、及び第２梱包箱２３０は、複数の製造メーカから入荷され
てくる場合がある。
【００２０】
　「店舗Ｄ」では、例えば、「倉庫Ｃ」からの、新たな第１梱包箱２２０、及び新たな第
２梱包箱２３０の入荷が行われる。また、「店舗Ｄ」では、例えば、新たな第２梱包箱２
３０からの新たな第１梱包箱２２０の開封、及び、新たな第１梱包箱２２０からの物品２
１０の開封、及び、物品２１０の開封等の各工程が行われる。また、「店舗Ｄ」では、例
えば、物品２１０、新たな第１梱包箱２２０の開封、及び新たな第２梱包箱２３０の販売
の各工程が行われる。
【００２１】
　なお、本実施形態では、物品２１０、第１梱包箱２２０、及び第２梱包箱２３０を「荷
物」と総称する。なお、第１梱包箱２２０及び第２梱包箱２３０は、例えば、ボール、ケ
ース、若しくはオリコン等の、物品を収納可能な収容物、又は、パレット及びカゴ車等の
、複数の物品２１０又は収容物を載置可能な物である。
【００２２】
　このように、本実施形態の物品検索支援システム１では、物品２１０を包含する第１梱
包箱２２０、第１梱包箱２２０を包含する第２梱包箱２３０を用いた物品の流通が行われ
ている。そして、この場合、第１梱包箱２２０を対象とする処理（梱包及び開封）は、第
１梱包箱２２０に包含される物品２１０に対する処理を含むものであり、第２梱包箱２３
０を対象とする処理（梱包及び開封）は、第２梱包箱２３０に包含される第１梱包箱２２
０及び物品２１０に対する処理を含むものである。
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【００２３】
　なお、物品検索支援システム１における検索支援装置１００及び各クライアント端末２
００の間は、ＬＡＮ（Local Area Network）、ＷＡＮ（Wide Area Network）、インター
ネット、専用線等の有線又は無線のネットワーク９００によって通信可能に接続される。
【００２４】
　各製造メーカのメーカ端末２００ａには、読み取り装置２５０が接続されている。読み
取り装置２５０は、当該製造メーカが自身の拠点で製造し又は管理する物品２１０、第１
梱包箱２２０、及び第２梱包箱２３０のそれぞれに取り付けられたタグ（例えば、ＲＦＩ
Ｄ、ＱＲコード（登録商標））に記録されている情報（以下、工程情報と称する）を読み
取り、読み取った情報をメーカ端末２００ａに送信する。なお、タグには、当該製造メー
カの所有権を示す、自身の拠点の情報（「工場Ａ」、「工場Ｂ」）が記録されている。
【００２５】
　流通業者が管理する流通業者端末２００ｂには、読み取り装置２５０が接続されている
。読み取り装置２５０は、当該流通業者が自身の拠点で管理する物品２１０、第１梱包箱
２２０、及び第２梱包箱２３０のそれぞれに取り付けられたタグ（例えば、ＲＦＩＤ、Ｑ
Ｒコード（登録商標））に記録されている情報（工程情報）を読み取り、読み取った情報
を流通業者端末２００ｂに送信する。なお、タグには、当該流通業者の所有権を示す、自
身の拠点の情報（「倉庫Ｃ」）が記録されている。
【００２６】
　販売業者が管理する販売業者端末２００ｃには、読み取り装置２５０が接続されている
。読み取り装置２５０は、当該販売業者が自身の拠点で管理する物品２１０、第１梱包箱
２２０、及び第２梱包箱２３０のそれぞれに取り付けられたタグ（例えば、ＲＦＩＤ、Ｑ
Ｒコード（登録商標））に記録されている情報（工程情報）を読み取り、読み取った情報
を販売業者端末２００ｃに送信する。なお、タグには、当該販売業者の所有権を示す、自
身の拠点の情報（「店舗Ｄ」）が記録されている。
【００２７】
　検索支援装置１００は、各クライアント端末２００から、物品に関する検索要求を受け
付けている。検索支援装置１００は、検索要求を受信すると、受信した検索要求に対応し
た各物品の履歴データを、所有権に基づく所定の秘匿化処理等を行いつつ、検索要求の送
信元のクライアント端末２００に返信する。
【００２８】
　ここで、本実施形態が前提とするサプライチェーンの各工程の処理の詳細を説明する。
【００２９】
（サプライチェーンの詳細）
　図２は、本実施形態のサプライチェーンの一例を説明する図である。
【００３０】
　本実施形態では、各製造メーカが管理する「工場Ａ」及び「工場Ｂ」が存在し、「工場
Ａ」にて物品２１０としてビールが製造され、「工場Ｂ」にて物品２１０としてワインが
製造されている。また、流通業者は、「倉庫Ｃ」にて、「工場Ａ」から送られてきたワイ
ン及び「工場Ｂ」から送られてきたワインを処理（ビール又はワインに関する梱包又は開
封）している。また、販売業者が、「店舗Ｄ」にて、「倉庫Ｃ」から送られてきたビール
及びワインを販売している。
【００３１】
　まず、「工場Ａ」において製造メーカは、商品名が「ビールａ」である２４本のビール
（荷物ＩＤ：ビールa001～ビールa024）を、各ボール（第１梱包箱２２０）に６本ずつ、
合計４つのボール（「ボール１～４」）に梱包する（工程Ｖ１０１）。次に、この製造メ
ーカは、「ケース１」（第２梱包箱２３０）にこれらの４つのボール（「ボール１～４」
）を詰める（工程Ｖ１０２）。次に、この製造メーカは、「ケース１」を「倉庫Ｃ」に出
荷する（工程Ｖ１０３）。
【００３２】
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　他方、「工場Ｂ」において製造メーカは、商品名が「ワインｂ」である３本のワイン（
荷物ＩＤ：ワインb001～ワインb003）を「ケース２」（第２梱包箱２３０）に梱包する（
工程Ｖ２０１）。次に、この製造メーカは、この「ケース２」を倉庫Ｃに出荷する（工程
Ｖ２０２）。
【００３３】
　次に、「倉庫Ｃ」において倉庫業者は、工場Ａからケース１、工場Ｂからケース２を入
荷する（工程Ｖ３０１ａ、工程Ｖ３０１ｂ）。この倉庫業者は、ケース１を開封し、ボー
ル１（第２梱包箱２３０）を取り出す（工程Ｖ３０２ａ）。また、この倉庫業者は、ケー
ス２を開封し、ワインb001（物品２１０）を取り出す（工程Ｖ３０２ｂ）。次に、この倉
庫業者は、取り出したボール１と、取り出したワインb001とを、オリコン１（第２梱包箱
２３０）に梱包（混載）する（工程Ｖ３０３）。倉庫業者Ｃは、小売業者Ｄに対してオリ
コン１を出荷する（工程Ｖ３０４）。
【００３４】
　「店舗Ｄ」において小売業者は、「倉庫Ｃ」からオリコン１を入荷する（工程Ｖ４０１
）。この小売業者はオリコン１を開封し、ボール１（第１梱包箱２２０）とワインb001（
物品２１０）とを店舗に陳列する（工程Ｖ４０２）。この小売業者は、陳列されたワイン
b001を顧客に販売する（工程Ｖ４０３）。
【００３５】
　ここで、本実施形態では、工場Ａに存在している、メーカ出荷前のビールａの所有権は
、その工場Ａを管理している製造メーカにある。また、工場Ｂの工場に存在している、メ
ーカ出荷前のビールｂの所有権はその工場Ｂを管理している製造メーカにある。
【００３６】
　そして、本実施形態では、梱包物たるケース１及びケース２の倉庫Ｃへの出荷処理は、
それらに包含されるビールａ及びワインｂの処理を伴う。そのため、ビールａ及びワイン
ｂの所有権は、それらが倉庫Ｃに入荷された時点で、倉庫業者から販売業者に移転する。
【００３７】
　次に、本実施形態では、販売業者（例えば、コンビニエンスストアの管理者）が倉庫Ｃ
及び店舗Ｄを所有しているものとする。そのため、梱包物たるオリコン１の店舗Ｄへの出
荷処理は、それらに包含されるビールａ及びワインｂの処理を伴う。その結果、ビールａ
及びワインｂの所有権は、それらが店舗Ｄに入荷されても、販売業者のままである。
【００３８】
　次に、物品検索支援システム１における機能について説明する。
【００３９】
＜機能＞
　図３は、物品検索支援システム１が備える機能の一例を説明する図である。
【００４０】
－－クライアント端末－－
　まず、クライアント端末２００は、工程情報取得部２０１、履歴情報作成部２０２、履
歴情報保持部２０３、検索要求取得部２０４、及び結果表示部２０５の各機能部を備える
。
【００４１】
　工程情報取得部２０１は、読み取り装置２５０から工程情報を取得する。
【００４２】
　履歴情報作成部２０２は、工程情報取得部２０１が取得した工程情報に基づき、工程情
報が示す各荷物の処理の履歴の情報である履歴情報を作成し、作成した履歴情報を、履歴
情報保持部２０３に送信する。
【００４３】
　すなわち、履歴情報作成部２０２は、複数の物品２１０の処理の履歴、及び、複数２１
０の物品のうち少なくともいずれかを包含する包含物（第１梱包箱２２０及び第２梱包箱
２３０）の処理であって少なくともいずれかの物品の処理を伴う処理の履歴の情報（すな



(9) JP 2021-179700 A 2021.11.18

10

20

30

40

50

わち、各荷物の履歴情報）を作成する。
【００４４】
　また、履歴情報作成部２０２は、各荷物の処理の権限を有する権利者（本実施形態では
、所有権者）の情報をそれぞれ記憶する。
【００４５】
　また、履歴情報作成部２０２は、作成した各処理の履歴の情報（履歴情報１０）の識別
子（本実施形態では、ファイル名）をそれぞれ検索支援装置１００に送信する。
【００４６】
　ここで、履歴情報１０の具体例について説明する。
【００４７】
（履歴情報）
　図４－８は、本実施形態の履歴情報１０（１０ａ～１０ｎ）の一例を説明する図である
（紙面の都合上、複数の図面に分けている）。
【００４８】
　履歴情報１０ａは工程Ｖ１０１に対応し、履歴情報１０ｂは工程Ｖ１０２に対応し、履
歴情報１０ｃは工程Ｖ１０３に対応し、履歴情報１０ｄは工程Ｖ２０１に対応し、履歴情
報１０ｅは工程Ｖ２０２に対応し、履歴情報１０ｆは工程Ｖ３０１ａに対応し、履歴情報
１０ｇは工程Ｖ３０１ｂに対応し、履歴情報１０ｈは工程Ｖ３０２ａに対応し、履歴情報
１０ｉは工程Ｖ３０２ｂに対応し、履歴情報１０ｊは工程Ｖ３０３に対応し、履歴情報１
０ｋは工程Ｖ３０４に対応し、履歴情報１０ｌは工程Ｖ４０１に対応し、履歴情報１０ｍ
は工程Ｖ４０２に対応し、履歴情報１０ｎは工程Ｖ４０３に対応する。なお、履歴情報１
０（１０ａ～１０ｎ）は、物品２１０たるビールa001～ビールa006を６本ずつボール１に
梱包する場合の履歴情報１０の例のみを示しているが、残りの物品２１０の梱包、すなわ
ち、ビールa007～ビールa0024をそれぞれ６本ずつボール２～４へ梱包する場合も同様で
ある。
【００４９】
　履歴情報１０は、工程のカテゴリを示すイベント部１００１を備える。イベント部１０
０１には、梱包又は開梱を示す「AggregationEvent」、又は、入出荷若しくは販売を示す
「ObjectEvent」が設定される。
【００５０】
　また、イベント部１００１は、その構成要素として、工程が行われた日時が設定される
イベント発生日時１００３（eventTime）と、工程における作業対象の荷物（梱包箱又は
物品）のＩＤのリストが設定される荷物特定部１００５（epcList）と、工程の種類の情
報（梱包を示すPacking、出荷を示すShipping、又は開梱を示すUnpacking）が設定される
イベント種別部１００７（bizStep）と、工程が行われた拠点の情報が設定される場所特
定部１００９（readPoint）とのうち少なくともいずれかを有する。
【００５１】
　また、荷物特定部１００５（epcList）は、さらにその構成要素として、物品２１０に
対する包含物（第１梱包箱２２０又は第２梱包箱２３０。以下、親物品と称する）のＩＤ
である親ＩＤ１０１１（parentID）と、親ＩＤ１０１１に係る包含物に対する構成物品（
物品２１０又は第１梱包箱２２０。以下、子物品と称する）のＩＤである子ＩＤ１０１３
（childEPCs）との少なくともいずれかを含む。
【００５２】
　親ＩＤ１０１１（parentID）及び子ＩＤ１０１３にはそれぞれ、複数の荷物の情報が設
定されてもよい。例えば、イベント部１００１に「AggregationEvent」が設定されている
場合は、親ＩＤ１０１１に、複数の第１梱包箱２２０又は第２梱包箱２３０のＩＤが、子
ＩＤ１０１３には、複数の第１梱包箱２２０又は物品２１０のＩＤがそれぞれ設定されて
もよい。
【００５３】
　なお、本実施形態では、履歴情報１０のデータ構造をEPCIS（Electronic Product Code
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 Information Services）とするが、その他の任意の構造に基づいてもよい。また、本実
施形態では、履歴情報１０の形式はXML（Extensible Markup Language）形式であるもの
とするが、例えばJSON（JavaScript Object Notation）形式等の他の任意のフォーマット
でもよい。
【００５４】
　次に、図３に示すように、履歴情報保持部２０３は、履歴情報作成部２０２が作成しし
た履歴情報１０を、履歴情報ＤＢ２０に記憶する。また、履歴情報保持部２０３は、履歴
情報作成部２０２が作成した履歴情報１０に基づき、物品２１０、第１梱包箱２２０、及
び第２梱包箱２３０に関する所有権の情報を抽出し、抽出した情報を所有権情報ＤＢ１１
に記憶する。
【００５５】
（所有権情報ＤＢ）
　図９は、所有権情報ＤＢ１１のデータ構造の一例を示す図である。所有権情報ＤＢ１１
は、各荷物の荷物ＩＤが設定される荷物ＩＤ１１ａと、荷物ＩＤ１１ａに係る荷物の権利
者（本実施形態では所有権者であり、拠点の情報であるものとする。）を示す情報である
所有権者１１ｂとを含む各項目を有する少なくとも１以上のレコードで構成される。
【００５６】
　次に、図３に示すように、検索要求取得部２０４は、物品２１０又は包含物の入力（検
索要求）をユーザから受け付ける。
【００５７】
　結果表示部２０５は、所有権判定部２０５ａ及び履歴情報検索部２０５ｂを備える。結
果表示部２０５は、検索要求に基づき作成された検索結果の情報を表示する。
【００５８】
　すなわち、結果表示部２０５は、後述する検索支援装置１００の関連情報検索部１０３
が検索した物品２１０又は包含物（第１梱包箱２２０、第２梱包箱２３０）の処理の情報
（荷物の情報）を出力する。具体的には、結果表示部２０５は、この処理の情報を、後述
する工程情報表示画面２３に出力する。
【００５９】
　所有権判定部２０５ａは、検索要求取得部２０４により入力された物品２１０又は包含
物の情報に付帯する主体（事業者や拠点）の情報と、履歴情報作成部２０２が記憶した権
利者の情報とに基づき、その主体が、後述する検索支援装置１００が検索した物品２１０
又は包含物に対する権限を有したことがあるか否かを判定し、当該主体が、検索した物品
２１０又は包含物に対する権限を有したことがあるか否かによって、検索した、物品又は
包含物が対象となっている処理の情報の表示の方法を異ならせる（例えば、表示を実線又
は点線とする）。
【００６０】
－－検索支援装置－－
　次に、検索支援装置１００は、関連情報作成部１０１、関連情報保持部１０２、及び関
連情報検索部１０３の各機能部を備える。
【００６１】
　まず、関連情報作成部１０１は、クライアント端末２００の履歴情報作成部２０２が作
成した各処理の履歴の情報（履歴情報１０）に基づき、物品２１０の処理と、当該物品２
１０を包含する包含物（第１梱包箱２２０、第２梱包箱２３０）の処理とを関連づけるこ
とで、物品２１０及び包含物が対象となり又は対象として含まれている処理を時系列的に
記憶した情報である関連情報１４を作成する。
【００６２】
　具体的には、関連情報作成部１０１は、クライアント端末２００から受信した各識別子
（ファイル名等）に基づき、物品２１０の処理と、当該物品２１０を包含する包含物の処
理とを関連づけることで関連情報１４を作成する。
【００６３】
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　また、関連情報作成部１０１は、履歴情報作成部２０２で作成した物品２１０及び包含
物の処理と、既に作成されている関連情報１４における物品２１０又は包含物の最新の処
理とを対応づけることで、関連情報１４を更新する。
【００６４】
　次に、関連情報検索部１０３は、関連情報作成部１０１が作成した関連情報１４から、
検索要求取得部２０４で入力された物品２１０又は包含物に関連づけられている、物品２
１０又は包含物が対象となり又は対象として含まれている処理の情報（履歴情報１０）を
検索する。
【００６５】
　次に、関連情報保持部１０２は、インデックス情報１２、履歴管理情報１３、及び関連
情報１４を記憶する。
【００６６】
　ここで、インデックス情報１２、履歴管理情報１３、及び関連情報１４の詳細を説明す
る。
【００６７】
（インデックス情報）
　図１０は、インデックス情報１２の一例を示す図である。インデックス情報１２は、履
歴情報１０が登録されているファイル名である履歴情報ファイル名１２ａ、履歴情報ファ
イル名１２ａに係る履歴情報１０に対して割り当てられた番号であるインデックス１２ｂ
、及び、履歴情報ファイル名１２ａに係る履歴情報１０を表す名称である表示名１２ｃを
項目として有する少なくとも１以上のレコードで構成される。
【００６８】
　次に、履歴管理情報１３の具体例を説明する。
【００６９】
（履歴管理情報）
　図１１は、履歴管理情報１３の一例を示す図である。履歴管理情報１３は、各荷物と、
各荷物の処理に関する情報を含んでいる履歴情報１０との対応関係を記憶した情報である
。
【００７０】
　履歴管理情報１３は、各荷物を特定する荷物ＩＤ１３ａと、荷物ＩＤ１３ａに係る荷物
の情報が設定されている履歴情報１０のうち、クライアント端末２００が最初に受信した
履歴情報１０（すなわち、最も上流の工程の履歴情報１０）のファイル名が設定される初
回履歴ファイル名１３ｂと、荷物ＩＤ１３ａに係る荷物の情報が設定されている履歴情報
１０のうち、クライアント端末２００が最後に受信した履歴情報１０（すなわち、最も下
流の工程の履歴情報１０）のファイル名が設定される最新履歴ファイル名１３ｃとを各項
目として有する少なくとも１以上のレコードで構成される。
【００７１】
　なお、履歴管理情報１３は、例えば、関連情報１４の作成又は処理、所有権情報ＤＢ１
１の作成又は更新、及び、荷物の検索のために用いられる。
【００７２】
　ここで、関連情報１４の具体例を説明する。
【００７３】
（関連情報）
　図１２は、関連情報１４の例を示す図である。関連情報１４は履歴情報１０間の関連性
を示す情報であり、各荷物の工程の履歴情報１０を漏れなく検索するための情報である。
関連情報１４は、処理対象の荷物が共通している履歴情報１０間を関連づけた情報である
。
【００７４】
　関連情報１４の一例である関連情報１４ａは、隣接行列によって表される情報であり、
履歴情報１０の行１４１（履歴情報１０のインデックスによって表される）、及び履歴情
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報１０の列１４２（履歴情報１０のインデックスによって表される）を含む。ある行１４
１及びある列１４２における値が「１」である場合、その行１４１に係る履歴情報１０が
示す工程で処理される荷物と同一の荷物が処理される工程であって、その行１４１に係る
履歴情報１０が示す工程の直後の工程が、その列１４２に係る履歴情報１０が示す工程で
ある。
【００７５】
　関連情報１４の他の一例である関連情報１４ｂは、エッジリストであり、ある工程を表
す履歴情報１０のインデックスが設定されるＦｒｏｍ項目１４３と、Ｆｒｏｍ項目１４３
に係る工程で処理される荷物と同一の荷物が処理される工程であって、Ｆｒｏｍ項目１４
３に係る履歴情報１０が示す工程の直後の工程に係る履歴情報１０のインデックスが設定
されるＴｏ項目１４４とを含む。
【００７６】
　このように、関連情報１４は、工程の日時が工程単位で連続する履歴情報１０間の情報
であって、それらの履歴情報１０が互いに同一の処理対象の荷物の情報を含んでいる履歴
情報１０の情報である。
【００７７】
　次に、図１３は、検索支援装置１００及びクライアント端末２００が備えるハードウェ
アの一例を示す図である。検索支援装置１００及びクライアント端末２００は、ＣＰＵ等
のプロセッサ９１（演算装置）、ソフトウェア及びデータ等が展開されるＲＡＭ（Random
 Access Memory）又はＲＯＭ（Read Only Memory）等のメモリ９２と、ＨＤＤ（Hard Dis
k Drive）、ＳＳＤ（Solid State Drive）、又はフラッシュメモリ等の記憶装置９３と、
キーボード若しくはタッチパネル等の入力装置９４と、モニタ若しくはディスプレイ等の
出力装置９５と、他の情報処理装置と通信する、ネットワークインターフェイスカード等
の通信装置９６とを備え、これらはバス等で互いに接続されている。
【００７８】
　以上に説明した、物品検索支援システム１における各情報処理装置の各機能は、専用ハ
ードウェアにより、又は、プロセッサ９１がメモリ９２又は記憶装置９３に記憶されてい
るプログラムを読み出して実行することにより実現される。また、各プログラムは、各情
報処理装置が読み取り可能な記録媒体にあらかじめ記録されていてもよいし、記憶媒体又
は所定の通信ネットワークを介して、必要なときに導入されてもよい。
【００７９】
＜処理＞
　次に、物品検索支援システム１において行われる処理の一例を説明する。なお、本明細
書では便宜的に各ステップの処理の主体は前記のいずれかの機能部（プログラムモジュー
ル）であるものとして説明する。
【００８０】
－物品検索処理－
　図１４は、物品検索支援システム１において行われる、物品及び梱包物の検索に関する
処理（物品検索処理）の典型的な手順を説明するフロー図である。物品検索処理は、例え
ば、検索支援装置１００が起動した際に開始される。
【００８１】
　まず、物品検索支援システム１は、各荷物の工程情報から履歴情報１０を作成し、作成
した履歴情報１０に基づき、各荷物に関する履歴情報１０間の関連性を示す関連情報１４
を作成する関連情報作成処理を実行する（Ｓ００１）。
【００８２】
　物品検索支援システム１は、業者によるクライアント端末２００への入力に基づく検索
要求に対応した履歴情報１０を検索する履歴情報検索処理を実行する（Ｓ００２）。そし
て、物品検索支援システム１は、履歴情報検索処理の結果を、検索を要求してきた業者の
クライアント端末２００に表示する結果表示処理を実行する（Ｓ００３）。
【００８３】
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　以下、物品検索処理におけるこれらの各処理の詳細を説明する。
【００８４】
－履歴情報作成処理－
　図１５は、履歴情報作成処理の一例を説明するフロー図である。履歴情報作成処理は、
例えば、クライアント端末２００が起動した後に、所定のタイミング（例えば、所定の時
間間隔、所定の時刻）にて開始される。
【００８５】
　まず、クライアント端末２００の工程情報取得部２０１は、読み取り装置２５０から工
程情報を受信する（Ｓ１）。
【００８６】
　履歴情報作成部２０２は、Ｓ１で受信した工程情報に基づき、履歴情報１０を作成する
（Ｓ２）。
【００８７】
　具体的には、例えば、履歴情報作成部２０２は、ブランクの履歴情報１０のファイルを
作成した上で、Ｓ１で受信した工程情報を解析することにより、物品２１０（ビール、ワ
イン）及び当該物品２１０を梱包する第１梱包箱２２０（ボール）の対応関係を特定し、
その物品２１０のＩＤを、作成したファイルにおける子ＩＤ１０１３に設定し、その第１
梱包箱２２０のＩＤを、作成したファイルにおける親ＩＤ１０１１に設定する。第１梱包
箱２２０及び第２梱包箱２３０（ケース）の対応関係についても同様である。また、第２
梱包箱２３０から第１梱包箱２２０を開封する場合の対応関係、第１梱包箱２２０から物
品２１０を開封する場合の対応関係についても同様である。
【００８８】
　なお、これらの対応関係は、クライアント端末２００が予め記憶しておいてもよいし、
読み取り装置２５０により読み取られるタグに対応関係を特定する情報が記憶されていて
もよい。
【００８９】
　履歴情報作成部２０２は、検索支援装置１００から履歴管理情報１３及び関連情報１４
を取得し、取得した履歴管理情報１３及び関連情報１４と、Ｓ２で作成した履歴情報１０
とに基づき、Ｓ２で作成した履歴情報１０に登録されている荷物の所有権の情報（所有権
情報ＤＢ１１）を更新する所有権更新処理を実行する。所有権更新処理の詳細は後述する
。
【００９０】
　次に、履歴情報作成部２０２は、Ｓ２で作成した履歴情報１０を、履歴情報ＤＢ２０に
記憶する（Ｓ４）。また、履歴情報作成部２０２は、Ｓ２で作成した履歴情報１０のファ
イル名、及びＳ２で作成した履歴情報１０に登録されている各荷物の荷物ＩＤを、検索支
援装置１００の関連情報作成部１０１に送信する（Ｓ４）。
【００９１】
　他方、検索支援装置１００の関連情報作成部１０１は、クライアント端末２００から受
信した履歴情報１０のファイル名及び各荷物ＩＤに基づき、関連情報１４を、インデック
ス情報１２及び履歴管理情報１３と共に作成する関連情報作成処理を実行する（Ｓ５）。
関連情報作成処理の詳細は後述する。以上で履歴情報作成処理は終了する。
【００９２】
　以下、履歴情報作成処理における各処理の詳細を説明する。
【００９３】
－－所有権更新処理－－
　図１６は、所有権更新処理の詳細を説明するフロー図である。
【００９４】
　まず、履歴情報作成部２０２は、受信した履歴情報１０が示す全荷物のうち一つを選択
し、選択した荷物（以下、本処理で選択荷物と称する）の情報が記録されている最新の履
歴情報１０を検索する（Ｓ３１）。
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【００９５】
　具体的には、例えば、履歴情報作成部２０２は、履歴管理情報１３のレコードのうち選
択荷物の荷物ＩＤが荷物ＩＤ１３ａに設定されているレコードの最新履歴ファイル名１３
ｃを検索する。
【００９６】
　次に、履歴情報作成部２０２は、Ｓ３１で検索した最新の履歴情報１０が示す工程より
前の工程の履歴情報１０を、工程の上流の方向に向かって全て検索する（Ｓ３２）。
【００９７】
　例えば、履歴情報作成部２０２は、Ｓ３１で取得した最新の履歴情報１０のインデック
スをインデックス情報１２から取得し、取得したインデックスに係る工程の前の全ての工
程のインデックスを、関連情報１４を参照して時間を遡りつつ特定し、特定したインデッ
クスに対応する履歴情報１０のファイル名を、インデックス情報１２を参照することで取
得する。
【００９８】
　次に、履歴情報作成部２０２は、Ｓ３２で検索した各履歴情報１０のうち、荷物に対す
る最初の処理の情報が登録されている履歴情報１０を検索する（Ｓ３３）。
【００９９】
　具体的には、例えば、履歴情報作成部２０２は、Ｓ３２で検索した各履歴情報１０のフ
ァイル名について、その履歴情報１０のファイル名が初回履歴ファイル名１３ｂに設定さ
れている、履歴管理情報１３のレコードを取得する。
【０１００】
　そして、履歴情報作成部２０２は、Ｓ３３で検索した各履歴情報１０に対応する荷物の
情報を取得する（Ｓ３４）。
【０１０１】
　具体的には、例えば、履歴情報作成部２０２は、Ｓ３３で取得した各レコードの荷物Ｉ
Ｄ１３ａの内容を取得する。
【０１０２】
　履歴情報作成部２０２は、Ｓ３４で取得した荷物ＩＤの所有権を保持したことを所有権
情報ＤＢ１１に登録する（Ｓ３５）。
【０１０３】
　具体的には、例えば、履歴情報作成部２０２は、当該履歴情報作成部２０２に係るクラ
イアント端末２００の主体の情報（例えば、業者の情報、拠点の情報）と、Ｓ３４で取得
した各荷物ＩＤとを対応づけて所有権情報ＤＢ１１に登録する。
【０１０４】
　その後は、その他の荷物を選択荷物として選択すべく、履歴情報作成部２０２は、Ｓ３
１以降の処理を繰り返す。履歴情報作成部２０２は、これを、全ての荷物について繰り返
した後、所有権更新処理を終了する。
【０１０５】
　以上のように、物品２１０及び梱包箱を含む概念である荷物の情報の履歴を登録してい
る履歴情報１０を、時間的に遡って検索することにより、現在受信した履歴情報１０に登
録されている各荷物が、以前の工程で他の拠点にあった場合、特に物品２１０が以前の工
程で梱包箱により梱包されており物品２１０の内容を視認できない場合でも、その物品２
１０を特定し、その物品２１０に対する所有権を設定することができる。
【０１０６】
－－関連情報作成処理－－
　図１７は、関連情報作成処理の詳細を説明するフロー図である。
【０１０７】
　まず、関連情報作成部１０１は、クライアント端末２００から受信した履歴情報１０の
ファイル名を、インデックス情報１２に登録する（ｓ５１）。
【０１０８】
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　具体的には、例えば、関連情報作成部１０１は、Ｓ４で受信した履歴情報１０のファイ
ル名を、インデックス情報１２の履歴情報ファイル名１２ａに登録し、所定の規則により
算出された番号（履歴情報１０固有の番号）を、インデックス情報１２のインデックス番
号１２ｂに登録し、所定の規則により決定された文字列（履歴情報１０固有の文字列）を
、表示名１２ｃに登録する。なお、表示名１２ｃに登録される文字列は、例えば、履歴情
報１０のファイル名から拡張子を除いた文字列である。
【０１０９】
　次に、関連情報作成部１０１は、Ｓ４で受信した荷物ＩＤから一つを選択し（以下、本
処理において選択荷物ＩＤと称する）、選択荷物ＩＤに係る荷物の情報が履歴管理情報１
３に登録されていない場合は、その選択荷物に係る新たなレコードを履歴管理情報１３に
作成する（ｓ５２）。
【０１１０】
　具体的には、例えば、関連情報作成部１０１は、履歴管理情報１３の荷物ＩＤ１３ａに
選択荷物ＩＤを、初回履歴ファイル名１３ｂにＳ４で受信した履歴情報１０のファイル名
を、最新履歴ファイル名１３ｃにＳ４で受信した履歴情報１０のファイル名を、それぞれ
設定する。
【０１１１】
　次に、関連情報作成部１０１は、履歴管理情報１３から、選択荷物ＩＤに係る、最新の
履歴情報１０のファイル名を取得する（Ｓ５３）。
【０１１２】
　具体的には、例えば、関連情報作成部１０１は、荷物ＩＤ１３ａに選択荷物ＩＤが設定
されている、履歴管理情報１３のレコードを特定し、特定したレコードの最新履歴ファイ
ル名１３ｃを取得する。
【０１１３】
　関連情報作成部１０１は、Ｓ５３で取得した最新の履歴情報１０のファイル名に基づき
、関連情報１４を更新する（Ｓ５４）。
【０１１４】
　具体的には、例えば、関連情報作成部１０１は、関連情報１４ｂに新たなレコードを作
成した上で、そのレコードのＦｒｏｍ項目１４３に、インデックス情報１２を参照してｓ
４で受信した履歴情報１０のファイルのインデックスを設定し、そのレコードのＴｏ項目
１４４に、インデックス情報１２を参照してＳ５３で取得した最新の履歴情報１０のファ
イルのインデックスを設定することで、最新の履歴情報１０と今回Ｓ４で受信した履歴情
報１０とを対応づける。
【０１１５】
　最後に、関連情報作成部１０１は、Ｓ４で受信した履歴情報１０のファイル名で履歴管
理情報１３を更新する（Ｓ５５）。
【０１１６】
　具体的には、例えば、関連情報作成部１０１は、選択荷物ＩＤが荷物ＩＤ１３ａに登録
されている履歴管理情報１３のレコードを特定し、特定したレコードの最新履歴ファイル
名１３ｃに、Ｓ４で受信した履歴情報１０のファイル名を上書きする。
【０１１７】
　その後は、その他の荷物を選択荷物として選択すべく、関連情報作成部１０１は、Ｓ５
２以降の処理を繰り返す。関連情報作成部１０１はこの処理を、Ｓ４で受信した履歴情報
１０に登録されている全ての荷物について繰り返す。
【０１１８】
＜履歴情報検索処理＞
　図１８は、履歴情報検索処理の一例を説明するフロー図である。履歴情報検索処理は、
例えば、ある拠点（以下、検索拠点と称する）のクライアント端末２００のユーザから所
定の入力がなされた場合に開始される。
【０１１９】
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　まず、クライアント端末２００の検索要求取得部２０４は、荷物に関する検索を受け付
けるための検索画面（不図示）を表示することで、ユーザからの検索要求の入力を受け付
ける。検索要求は、例えば、履歴を検索する荷物（物品２１０、第１梱包箱２２０、第２
梱包箱２３０）の荷物ＩＤである。
【０１２０】
　なお、検索要求取得部２０４は、検索要求の入力を、入力装置９４を介して受け付けて
もよいし、各荷物に添付されているタグ（例えば、ＱＲコード（登録商標）、ＲＦＩＤタ
グ）を、読み取り装置２５０を介して読み込むことで検索要求の入力を受け付けてもよい
。
【０１２１】
　続いて、検検索要求取得部２０４は、入力された検索要求を、検索支援装置１００の関
連情報検索部１０３に送信する（Ｓ１０２）。なお、検索要求には、ユーザの情報（例え
ば、ユーザが所属する拠点の情報、ユーザが使用しているクライアント端末２００の情報
、ユーザが属する事業者の情報等の主体を表す情報。以下、主体情報と称する。）が付帯
している。
【０１２２】
　関連情報検索部１０３は、検索要求が示す荷物（以下、検索対象荷物と称する）が登録
されている履歴情報１０のうち最新の履歴情報１０を特定する（Ｓ１０３）。
【０１２３】
　具体的には、例えば、関連情報検索部１０３は、履歴管理情報１３のうち、荷物ＩＤ１
３ａに検索対象荷物の荷物ＩＤが設定されているレコードの最新履歴ファイル名１３ｃが
示す、履歴情報１０のファイル名を特定する。
【０１２４】
　関連情報検索部１０３は、Ｓ１０３で特定した最新の履歴情報１０に対応づけられてい
る履歴情報１０を、関連情報１４を参照することにより時系列的に遡りつつ全て抽出する
（Ｓ１０４）。
【０１２５】
　具体的には、例えば、関連情報検索部１０３は、Ｓ１０３で抽出した各履歴情報１０の
ファイルに対応する各インデックスを、インデックス情報１３から取得する。関連情報検
索部１０３は、関連情報１４ｂのレコードのうち、取得したインデックスがＴｏ項目１４
４に設定されているレコードにおけるＦｒｏｍ項目１４３の内容たるインデックスを取得
し、このインデックスに係る履歴情報１０を、時系列的に１つ前の履歴情報１０として抽
出する。関連情報検索部１０３は、以上の処理を、Ｆｒｏｍ項目１４３からインデックス
を取得できなくなるまで繰り返す。
【０１２６】
　関連情報検索部１０３は、Ｓ１０４で抽出した各履歴情報１０のファイル名（履歴情報
１０のインデックスと、インデックス情報１２の履歴情報ファイル名１２ａとから取得）
を、検索拠点のクライアント端末２００の結果表示部２０５に送信する（Ｓ１０５）。以
上で履歴情報検索処理は終了する（Ｓ１０６）。
【０１２７】
＜結果表示処理＞
　図１９は、結果表示処理の一例を説明するフロー図である。結果表示部２０５は、各荷
物に関する工程の履歴を示した画面である工程表示画面２３を表示する。
【０１２８】
　まず、検索拠点のクライアント端末２００の履歴情報検索部２０５ｂは、検索支援装置
１００の履歴情報検索処理に基づき各履歴情報１０のファイル名を受信し、受信した各履
歴情報１０のファイル名に対応する履歴情報１０の内容を検索する（Ｓ２０２）。
【０１２９】
　なお、履歴情報検索部２０５ｂは、受信した履歴情報１０の中に、他の拠点のクライア
ント端末２００の履歴情報１０（工程情報）がある場合は、その履歴情報１０の取得を要
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求する情報を当該他の拠点のクライアント端末２００に送信し、当該他の拠点のクライア
ント端末２００から、その履歴情報１０の内容を取得してもよい（ただし、当該履歴情報
１０の内容が取得可能な場合）。
【０１３０】
　所有権判定部２０５ａは、Ｓ２０２で検索した履歴情報１０のうち一つを選択し（以下
、本処理において選択工程と称する）、所有権情報ＤＢ１１に基づき、主体情報に係る主
体による、選択工程における各荷物の所有権の保持の有無を特定する（Ｓ２０３）。
【０１３１】
　具体的には、例えば、所有権判定部２０５ａは、選択工程における各荷物について、荷
物ＩＤ１１ａにその荷物の荷物ＩＤが設定され、所有権者１１ｂに主体情報（例えば、検
索拠点の情報）が設定されているレコードが所有権情報ＤＢ１１にあるか否かを判定する
。
【０１３２】
　なお、検索拠点の業者（主体情報に係る主体）が他の拠点も管理している場合は（例え
ば、コンビニエンスストアの業者が倉庫Ｃ及び店舗Ｄを管理する場合）、所有権判定部２
０５ａは、当該業者がそれらの複数の拠点のいずれかにおいて当該荷物の所有権者であれ
ば、当該荷物の所有権者であると判定する。
【０１３３】
　主体情報に係る主体による、選択工程における全荷物について所有権の保持履歴がない
場合は（Ｓ２０４：所有なし）、結果表示部２０５は後述するＳ２０６の処理を行う。他
方、主体情報に係る主体による、選択工程におけるいずれかの荷物について所有権の保持
履歴がある場合は（Ｓ２０４：所有あり）、結果表示部２０５は後述するＳ２０５の処理
を行う。
【０１３４】
　Ｓ２０５において結果表示部２０５は、工程表示画面２３に選択工程の情報を表示する
と共に、検索拠点の事業者（主体情報に係る主体）が、選択工程の処理対象である各荷物
のいずれかの所有権を有したことがある旨を示す情報を表示する。
【０１３５】
　具体的には、例えば、結果表示部２０５は、選択工程の情報を実線で表示する。
【０１３６】
　その後は、結果表示部２０５は、他の履歴情報１０を選択工程として選択すべく、Ｓ２
０３以降の処理を繰り返す。結果表示部２０５は、以上の処理を、検索支援装置１００か
ら受信した全履歴情報１０について繰り返し、全ての履歴情報１０について繰り返した後
は、結果表示部２０５は、後述するＳ２０７の処理を実行する。
【０１３７】
　Ｓ２０６において結果表示部２０５は、工程表示画面２３に選択工程の情報を表示する
と共に、検索拠点の事業者（主体情報に係る主体）が、選択工程の処理対象である荷物の
いずれの所有権も有したことがない旨を示す情報を表示する。
【０１３８】
　具体的には、例えば、結果表示部２０５は、選択工程の情報を点線で表示する。
【０１３９】
　その後は、結果表示部２０５は、他の荷物を選択工程として選択すべく、Ｓ２０３以降
の処理を繰り返す。結果表示部２０５は、以上の処理を、検索支援装置１００から受信し
た履歴情報１０に登録されている全ての荷物について繰り返し、全ての荷物について繰り
返した後は、結果表示部２０５は、後述するＳ２０７の処理を実行する。
【０１４０】
　ここで、工程表示画面の具体例について説明する。
【０１４１】
（工程表示画面）
　図２０は、工程表示画面２３の一例である。この工程表示画面２３ａは、販売業者の拠
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点たる店舗Ｄのクライアント端末２００が表示する画面である。そして、この工程表示画
面２３ａは、店舗Ｄを管理する販売業者が、店舗Ｄに入荷したオリコン１が開封される直
前（すなわち、工程Ｖ４０２の直前）に、クライアント端末２００に、検索対象荷物をオ
リコン１として履歴情報検索処理を実行させた場合の一例である。
【０１４２】
　同図に示すように、この工程表示画面２３ａには、オリコン１を構成する荷物がこれま
でに流通した拠点２３１の情報と、この拠点２３１において行われた工程２３２の情報と
が実線２３３で表示される。
【０１４３】
　例えば、販売業者は、店舗Ｄ及び倉庫Ｃを管理しており、上流工程たる工場A及び工場B
における全ての荷物（ビール、ワイン、及び梱包箱）は倉庫Ｃに入荷される。したがって
、販売業者は、全ての荷物の所有権を取得する。よって、工程表示画面２３ａには、全て
の工程２３２（工程Ｖ１０１～工程Ｖ４０１）が実線２３３で表示される。
【０１４４】
　図２１は、工程表示画面２３の他の一例を示す図である。この工程表示画面２３ｂは、
工場Ｂを管理する製造メーカのクライアント端末２００が表示する画面である。そして、
この工程表示画面２３ｂには、工場Ｂを管理する製造メーカが、店舗Ｄにてワインｂ００
１が販売された後（すなわち、工程Ｖ４０３の実施後）に、クライアント端末２００に対
して、検索対象荷物をワインｂ００１として履歴情報検索処理を実行させた場合の一例で
ある。
【０１４５】
　なお、このような場合としては、例えば、ワインｂ００１の製造メーカが、ワインｂ０
０１の購入者から、当該ワインの色や味がおかしいというクレームを受け取ったため、当
該ワインの流通過程を知りたい場合がある。
【０１４６】
　ここで、工場Ｂを管理する製造メーカは、工場Ａで製造される物品２１０（ビール）の
所有権を保持したことがない。
【０１４７】
　そこで、この工程表示画面２３ｂには、所有権を取得したことがない物品２１０に関す
る工程の情報、具体的にはこの工程が行われた拠点２３５の情報（工場Ａ）は表示されな
い。他方、この工程表示画面２３ｂには、所有権を取得したことがある物品２１０に関す
る工程の情報、具体的にはこの工程が行われた拠点２３１の情報（工場Ｂ、倉庫Ｃ、店舗
Ｄ）は実線２３３で表示される。
【０１４８】
　また、工程表示画面２３ｂには、工場Ａで行われた、ビールａに関連するがワインに関
連しない全ての工程２３２（工程Ｖ１０１、工程Ｖ１０２、及び工程Ｖ１０３）の情報が
、点線２３４で表示される。また、工程表示画面２３ｂには、倉庫Ｃで行われた、ビール
ａのみに関連しワインに関連しない全ての工程２３６（工程Ｖ３０１ａ、及び工程Ｖ３０
２ａ）の情報も点線２３４で表示される。
【０１４９】
　他方、工程表示画面２３ｂには、倉庫Ｃで行われ、ワインｂ００１に関連すする全ての
工程２３７（工程Ｖ３０１ｂ、及び工程Ｖ３０２ｂ）、及び、倉庫Ｃで行われた、ワイン
ｂ００１に関する全ての工程２３８（ビールａに関する工程を含んでいてもよい。工程Ｖ
３０３、及び工程Ｖ３０４）が実線２３３で表示される。また、工程表示画面２３ｂには
、店舗Ｄにおける、ワインｂ００１に関連する全ての工程２３９（ビールａに関する工程
を含んでいてもよい。工程Ｖ４０１、工程Ｖ４０２、及び工程Ｖ４０３）が実線２３３で
表示される。
【０１５０】
　以上の工程表示画面２３ｂにより、ワインｂ００１の製造メーカに対して、ワインｂ０
０１の情報を、他社であるビールの製造メーカの情報を秘匿しつつ、提示することができ
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る。これにより、例えば、ビールの製造メーカによる仕入れ戦略等を、ワインの製造メー
カに対して秘匿させることができる。
【０１５１】
　なお、工程表示画面２３に表示する履歴情報１０の数が多くなる場合は、表示する情報
量を減らすようにしてもよい。これにより、検索業者に対する視認性が高まる。例えば、
工程表示画面２３には各工程２３１、２３７、２３８、２３９の情報のみを表示し（例え
ば、図形を表示し）、検索業者がこの工程２３１、２３７、２３８、２３９の表示部分を
選択すると、その拠点における履歴情報１０を表示するようにしてもよい。また、例えば
、各工程に予め優先順位を設定し、優先度が高い工程の履歴情報１０のみを工程表示画面
２３に表示するようにしてもよい（例えば、入出荷、梱包、開梱は優先度を高く設定し、
同一の拠点内の荷物の移動等のその他の工程は優先度を低く設定する）。
【０１５２】
　次に、図１９のＳ２０７に示すように、結果表示部２０５は、検索拠点のクライアント
端末２００から、工程表示画面２３に表示されている工程２３１、２３７、２３８、２３
９のいずれかに対して、閲覧の要求を受け付けたか否かを確認する。
【０１５３】
　閲覧の要求を受け付けている場合は（Ｓ２０７：ＹＥＳ）、結果表示部２０５は、次述
するＳ２０８の処理を実行し、閲覧の要求が受け付けていない場合は（Ｓ２０７：ＮＯ）
、結果表示部２０５は、次述するＳ２１０の処理を実行する。
【０１５４】
　Ｓ２０８において結果表示部２０５は、閲覧の要求を受け付けた工程（以下、閲覧工程
と称する）が、工程表示画面２３において実線２３３で表示されている工程であるか否か
を判定する。
【０１５５】
　閲覧工程が実線２３３で表示されている工程である場合は（Ｓ２０８：ＹＥＳ）、結果
表示部２０５は、次述するＳ２０９の処理を実行し、閲覧工程が実線２３３で表示されて
いる工程でない場合（点線２３４で表示されている工程である場合）は（Ｓ２０８：ＹＥ
Ｓ）、結果表示部２０５は、後述するＳ２１０の処理を実行する。
【０１５６】
　Ｓ２０９において結果表示部２０５は、閲覧工程の履歴情報１０の内容を、工程表示画
面２３に表示させる。
【０１５７】
　この際、結果表示部２０５は、履歴情報１０に登録されている各荷物の情報のうち、検
索拠点の業者が所有権を保持したことがない荷物の情報を表示させない、又は、荷物の内
容を隠蔽した状態（例えば、物品２１０の名称を「ｘｘｘｘ」という文字列に置換した状
態）で表示させるようにしてもよい。
【０１５８】
　Ｓ２１０において結果表示部２０５は、検索業者のクライアント端末２００から、所定
の表示終了の指示の入力があったか否かを判定する。
【０１５９】
　所定の表示終了の指示の入力があった場合は（Ｓ２１０：ＹＥＳ）、結果表示部２０５
は、結果表示処理を終了し（Ｓ２１１）、所定の表示終了の指示の入力がなかった場合は
（Ｓ２１０：ＮＯ）、結果表示部２０５は、Ｓ２０７以降の処理を繰り返す。
【０１６０】
＜効果＞
　以上のように、本実施形態の物品検索支援システム１は、複数の物品２１０とその複数
の物品２１０の梱包箱の処理の履歴の情報（各荷物の履歴情報１０）に基づき、物品２１
０の処理と、その物品２１０を包含する梱包物の処理とを関連づけることで物品２１０及
び梱包物の各処理を時系列的に記憶した関連情報１４を作成しておき、他方、荷物の入力
をユーザから受け付け、関連情報１４に基づき、入力された荷物に関連づけられている荷
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物の情報を検索してこれらの処理の情報を出力する。
【０１６１】
　これにより、各荷物の履歴情報１０に基づき、個々の物品２１０と梱包箱との間の関係
を記憶した関連情報１４を作成することで、ユーザは、検索したい荷物（物品２１０）が
梱包箱に包含されており当該荷物を直接確認できない場合であっても、その検索したい荷
物に関する処理の内容を確認することができる。
【０１６２】
　また、本実施形態の物品検索支援システム１によれば、物品２１０の処理の情報を簡単
にかつ適切な範囲で検索することができる。
【０１６３】
　例えば、ＳＣの各業者は、自身の拠点に存在する梱包箱のＩＤ（荷物ＩＤ）を検索すれ
ば、その梱包箱を解かずに、在中の物品２１０の履歴情報１０を検索することができる。
梱包箱の中の物品２１０の荷物ＩＤはその物品２１０の製造メーカの履歴情報１０にしか
存在しないところ、履歴情報１０に例えばＥＰＣＩＳのデータを使用している場合、業者
がその梱包箱の中身を把握するには通常、ＷＭＳ（倉庫管理システム：warehouse manage
ment system）等の他のシステムに登録されている物品２１０の入荷実績や在庫データを
参照する必要がある。これに対して、本実施形態の物品検索支援システム１によれば、そ
のような参照をすることなく、物品２１０の検索が可能となる。
【０１６４】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
上記した実施例は本発明のより良い理解のために詳細に説明したのであり、必ずしも説明
の全ての構成を備えるものに限定されものではない。
【０１６５】
　例えば、本実施形態では、制御線及び情報線は説明上必要と考えられるものを示してお
り、製品上必ずしも全ての制御線及び情報線を示しているとは限らない。実際にはほとん
ど全ての構成が相互に接続されていると考えてもよい。
【０１６６】
　また、本実施形態では、検索支援装置１００の利用者はＳＣにおける製造メーカ、物流
業者、及び販売業者としたが、利用者はこれらの者に限られない。
【０１６７】
　例えば、拠点間で物品２１０を配送する配送業者がサービス利用者として考えられる。
さらに、利用者は必ずしも物品の製造又は流通の過程を直接的に扱う者に限られない。例
えば、店舗で物品を購入する一般消費者が物品２１０の温度管理の履歴等を参照する場合
には、一般消費者が保持するスマートフォンに、クライアント端末２００と同様の機能（
例えば、検索要求取得部２０４及び結果表示部２０５）を備えるアプリケーション（ネイ
ティブアプリケーションもしくはwebアプリケーション）を搭載させ、このスマートフォ
ンから送信された検索要求に基づき、物品２１０の履歴を検索するようにしてもよい。
【０１６８】
　また、本実施形態では、工程表示画面２３に実線２３３で表示される物品２１０は、業
者がその所有権を有している場合としたが、他の権利を有しているものとしてもよい。例
えば、所有権ではなく管理権限等、他の権利としてもよい。例えば、一般消費者が物品２
１０の購入前にその物品２１０の履歴を検索する場合は、一般消費者に対してその物品２
１０に関する権利を付与してもよい。具体的には、一般消費者用に検索権を設定する機能
を検索支援装置１００に設け、一般消費者による検索時に一時的に所有権を設定するよう
にしてもよい。
【０１６９】
　また、業者が扱う物品２１０が多いほど、参照される関連情報１４及び履歴管理情報１
３の情報量が大きくなり、検索支援装置１０に対する負荷が増大するおそれがある。その
ような場合は、関連情報１４及び履歴管理情報１３を、拠点ごと又は日付ごとに分散して
検索支援装置１００に記憶させてもよい。また、関連情報１４については、複数の情報処
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理装置に分散して記憶させてもよい（例えば、各拠点に情報処理装置を設ける）。これに
より、検索支援装置１００の処理負荷を低減させることができる。
【０１７０】
　また、本実施形態では、物品２１０及びこれを包含する包含物の例として、倉庫におけ
る物品２１０とこれにより梱包される梱包箱の例を説明したが、他の種類の物品としても
よい。例えば、製品の製造現場における製造工程の履歴管理にも適用できる（例えば、複
数の部品を組み立てて製品を製造する場合、同一の部品又は材料から複数の製品を製造す
る場合）。
【０１７１】
　また、関連情報１４の作成方法は、本実施形態で説明したものに限られず、其の他の任
意のアルゴリズムに基づいてもよい。すなわち、検索支援装置１００が、物品２１０及び
それを梱包する梱包物の関係、すなわち一方が他方を包括するという関係を、各物品２１
０及び各梱包物について特定し、また、梱包物を対象とする処理（物品２１０の梱包及び
開封）は当該梱包物のみならず物品２１０に対する処理でもあるという前提の下、各物品
２１０及び各梱包物を対象とする処理を時系列的に特定した情報を関連情報１４として作
成すればよい。
【０１７２】
　また、本実施形態の物品検索支援システム１は、より広い範囲における物流、例えば貿
易、国際物流に対しても適用することができる。
【０１７３】
　また、本実施形態の物品検索支援システム１は、ブロックチェーンシステムを用いて実
現することができる。例えば、履歴情報１０及び関連情報１４を、ブロックチェーン（Ｂ
Ｃ： Block Chain）におけるデータベース（ＤＢ: Data Base）に記憶することができる
ＢＣを用いることで、履歴情報１０の耐改ざん性及びＤＢの耐障害性を高めることができ
る。なお、履歴情報１０をＢＣに保存する方法としては、例えば、複数の履歴情報１０の
ハッシュ値をまとめたルートハッシュのみをkey-value型のＢＣのＤＢに保存することが
できる。この場合、例えば、keyは履歴情報１０のファイル名を所定の文字列で結合した
値（例：Ｖ１０１＿Ｖ１０２＿Ｖ１０３）とし、かつ、ルートハッシュは梱包及び開封の
対象となる物品２１０ごとに設定するものとする。これと同様に、関連情報１４も、ＢＣ
のＤＢのkeyによって表現することができる。
【０１７４】
　また、本実施形態では、各クライアント端末２００が履歴情報１０の実体を記憶するも
のとしたが、検索支援装置１００が履歴情報１０の実体を記憶するようにしてもよい。こ
の場合、各業者が他の業者の荷物に係る履歴情報１０の内容を参照することができてしま
うおそれがあるため、各履歴情報１０に対して他の業者からの閲覧を制限するためのアク
セス制限を設けてもよい。
【０１７５】
　また、ある業者が検索を行う場合に、その業者が所有する物品２１０と共に梱包されて
いる他の業者の物品２１０を検索できるようにしてもよい。例えば、あるメーカが、ホー
ムセンターで販売されている自社製の衣類などの布製品に匂いが付着しているというクレ
ームを受け付けてリコールを行うため、自社の物品２１０の流通の過程で、他の業者が製
造した食品又はやペットフードなど匂いの強い物品と混載されていなかったかを調べたい
場合である。このような場合、検索支援装置１００は、例えば、この製造メーカのクライ
アント端末２００から梱包箱に対する検索要求を受信した場合に、その梱包箱に包含され
ている他の業者の物品２１０に係る工程情報を送信してきたクライアント端末２００に、
当該他の業者の物品２１０の情報の開示を許可するか否かの問い合わせ情報を送信するよ
うにしてもよい。検索支援装置１００は、情報の開示を許可する返信を受信した場合に、
当該他の業者の物品２１０に係る履歴情報１０の内容を、工程表示画面２３に表示する。
これにより、リコール実行時やクレーム対応時におけるそれらの原因の迅速な特定が可能
となる。
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【０１７６】
　また、履歴情報１０に、各荷物に関する付加的な情報（例えば、温度履歴）を登録して
もよい。これにより、例えば、検索業者は、自身が製造する物品２１０に不具合が生じた
（例えば、ワインの色や味に変化が生じた）ことを発見した場合に、その付加的な情報を
検索時に参照することで、その物品２１０の不具合の原因を推知することができる。
【０１７７】
　また、本実施形態では、履歴情報１０がEPCISに基づくため、梱包処理は二階層（第１
梱包箱２２０及び第２梱包箱２３０）で行われるものとしたが、その他のデータ形式を用
いることにより、三階層以上の梱包処理に対応させるようにしてもよい。
【０１７８】
　また、本実施形態では、検索支援装置１００は、各クライアント端末２００の履歴情報
１０を特定するための情報としてファイル名を用いたが、その他の任意の識別子を用いて
もよい。
【０１７９】
　また、本実施形態では、工程表示画面２３における表示の方法として実線２３３及び点
線２３４を採用したが、所有権の有無の区別ができれば、その他の任意の表示方法を採用
してもよい。
【０１８０】
　以上の本明細書の記載により、少なくとも次のことが明らかにされる。すなわち、本実
施形態の物品検索支援システム１においては、前記演算装置は、前記関連情報作成処理に
おいて、前記履歴情報作成処理で作成した物品及び包含物の処理と、既に作成されている
前記関連情報における物品又は包含物の最新の処理とを対応づけることで、前記関連情報
を更新する、としてもよい。
【０１８１】
　このように、作成した履歴情報１０を、既に作成された関連情報１４における荷物の最
新の処理の情報に関連づけることで、関連情報１４に各荷物の処理の履歴の実績を蓄積し
、この関連情報１４に基づきユーザは、荷物の流通が多数の工程を経ている場合であって
も、その荷物の検索を行うことができる。
【０１８２】
　また、物品検索支援システム１においては、前記演算装置は、前記履歴情報作成処理に
おいて、前記各処理の権限を有する権利者の情報をそれぞれ記憶する、としてもよい。
【０１８３】
　このように、履歴情報１０が示す各荷物の権利者の情報を記憶しておくことで、検索の
便宜とすることができる。
【０１８４】
　また、物品検索支援システム１においては、前記演算装置は、前記検索結果表示処理に
おいて、前記入力された物品又は包含物の情報に付帯する主体の情報と、前記記憶した権
利者の情報とに基づき、前記主体が、前記検索した物品又は包含物に対する権限を有した
ことがあるか否かを判定し、当該主体が、前記検索した物品又は包含物に対する権限を有
したことがあるか否かによって、前記検索した、物品又は包含物が対象となっている処理
の情報の表示の方法を異ならせる、としてもよい。
【０１８５】
　このように、物品２１０又は包含物の検索を行うユーザが、その物品２１０又は包含物
に対する権限を有したことがあるか否かによって、その物品２１０又は包含物の処理の情
報の表示の方法を異ならせることで、そのユーザに、適切な範囲の情報のみを提供するこ
とができる。
【０１８６】
　これにより、例えば、複数メーカ（ステークホルダ）の物品２１０が梱包物に混載され
ているような場合でも、物品２１０の検索を行ったユーザに対して秘匿すべき、他のユー
ザがその権利を有している物品２１０の情報を提示しないようにすることができる。
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【０１８７】
　また、物品検索支援システム１においては、前記履歴情報作成処理、前記検索要求取得
処理、及び前記検索結果表示処理を実行する演算装置を備える複数のクライアント端末と
、前記関連情報作成処理を実行する演算装置を備える検索支援装置とを含んで構成され、
前記クライアント端末は、前記履歴情報作成処理において、前記作成した各処理の履歴の
情報の識別子をそれぞれ前記検索支援装置に送信し、前記検索支援装置は、前記関連情報
作成処理において、受信した前記各識別子に基づき、前記物品の処理と、当該物品を包含
する前記包含物の処理とを関連づけることで前記関連情報を作成する、としてもよい。
【０１８８】
　このように、各クライアント端末２００が履歴情報１０を検索支援装置１００に送信し
、検索支援装置１００が、この識別子に基づき関連情報１４を作成するので、検索支援装
置１００は、各クライアント端末２００から履歴情報１０の内容を取得しなくても、関連
情報１４を作成することができる。すなわち、各荷物を取り扱う業者は、自身の荷物に関
する履歴情報１０の実体をそのまま保持でき、検索支援装置１００に提供する必要がない
。これにより、各業者の、各拠点における荷物の情報の秘匿性が保たれ、また、検索支援
装置１００に対しても、管理対象の情報の肥大化も抑えることができる。
【０１８９】
　さらに、本実施形態では、情報処理装置が、複数の物品の処理の履歴、及び、前記複数
の物品のうち少なくともいずれかを包含する包含物の処理であって前記少なくともいずれ
かの物品の処理を伴う処理の履歴の情報を作成する履歴情報作成処理と、前記作成した各
処理の履歴の情報に基づき、前記物品の処理と、当該物品を包含する前記包含物の処理と
を関連づけることで前記物品及び前記包含物が対象となっている各処理を時系列的に記憶
した情報である関連情報を作成する関連情報作成処理と、物品又は包含物の入力をユーザ
から受け付ける検索要求取得処理と、前記作成した関連情報から、前記入力された物品又
は包含物に関連づけられている、前記物品又は前記包含物が対象となっている処理の情報
を検索する関連情報検索処理と、前記検索した処理の情報を出力する検索結果表示処理と
、を実行する物品検索支援方法、としてもよい。
【０１９０】
　また、前記物品検索支援方法において、前記情報処理装置が、前記関連情報作成処理に
おいて、前記履歴情報作成処理で作成した物品及び包含物の処理と、既に作成されている
前記関連情報における物品又は包含物の最新の処理とを対応づけることで、前記関連情報
を更新する、としてもよい。
【０１９１】
　また、前記物品検索支援方法において、前記情報処理装置が、前記履歴情報作成処理に
おいて、前記各処理の権限を有する権利者の情報をそれぞれ記憶する、としてもよい。
【０１９２】
　また、前記物品検索支援方法において、前記情報処理装置が、前記検索結果表示処理に
おいて、前記入力された物品又は包含物の情報に付帯する主体の情報と、前記記憶した権
利者の情報とに基づき、前記主体が、前記検索した物品又は包含物に対する権限を有した
ことがあるか否かを判定し、当該主体が、前記検索した物品又は包含物に対する権限を有
したことがあるか否かによって、前記検索した、物品又は包含物が対象となっている処理
の情報の表示の方法を異ならせる、としてもよい。
【０１９３】
　また、前記物品検索支援方法において、前記情報処理装置が、前記履歴情報作成処理、
前記検索要求取得処理、及び前記検索結果表示処理を実行する演算装置を備える複数のク
ライアント端末と、前記関連情報作成処理を実行する演算装置を備える検索支援装置とを
含んで構成され、前記クライアント端末は、前記履歴情報作成処理において、前記作成し
た各処理の履歴の情報の識別子をそれぞれ前記検索支援装置に送信し、前記検索支援装置
は、前記関連情報作成処理において、受信した前記各識別子に基づき、前記物品の処理と
、当該物品を包含する前記包含物の処理とを関連づけることで前記関連情報を作成する、
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としてもよい。
【符号の説明】
【０１９４】
１　物品検索支援システム、１００　検索支援装置、２００　クライアント端末、２１０
　物品、１４　関連情報

【図１】 【図２】



(25) JP 2021-179700 A 2021.11.18

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】
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