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(57)【要約】
【課題】作業エリアにおける作業効率を更に高めること
ができる物品仕分け設備の実現。
【解決手段】物品Ｗを収納する複数の収納部１と、物品
Ｗを支持する支持部３を備え、且つ、予め設定された走
行レーンＬ１に沿って走行する複数の物品搬送車４と、
収納部１と走行レーンＬ１にある物品搬送車４の支持部
３との間で物品Ｗを移載する作業が行われる複数の作業
エリアＥ１と、を備え、作業エリアＥ１の夫々が収納部
１及び走行レーンＬ１に隣接すると共に、走行レーンＬ
１に沿って複数の作業エリアＥ１が並ぶように配置され
、走行レーンＬ１に沿って、複数の物品搬送車４が列を
なして走行する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品を収納する複数の収納部と、
　物品を支持する支持部を備え、且つ、予め設定された走行レーンに沿って走行する複数
の物品搬送車と、
　前記収納部と前記走行レーンにある前記物品搬送車の前記支持部との間で物品を移載す
る作業が行われる複数の作業エリアと、を備え、
　前記作業エリアの夫々が前記収納部及び前記走行レーンに隣接すると共に、前記走行レ
ーンに沿って複数の前記作業エリアが並ぶように配置され、
　前記走行レーンに沿って、複数の前記物品搬送車が列をなして走行する、物品仕分け設
備。
【請求項２】
　前記走行レーンは、複数の前記作業エリアの夫々に対応したレーンエリアを有し、
　複数の前記物品搬送車は、複数の前記レーンエリアのそれぞれに１台以上の前記物品搬
送車が存在するように走行する、請求項１に記載の物品仕分け設備。
【請求項３】
　前記複数の物品搬送車の夫々は、互いに独立して走行速度を変更可能に構成されている
、請求項１又は２に記載の物品仕分け設備。
【請求項４】
　前記走行レーンは、複数の前記作業エリアの夫々に対応したレーンエリアを有し、
　前記物品搬送車は、前記レーンエリアの夫々において、当該レーンエリアに対応する作
業エリアにおいて自車の前記支持部に対する移載作業が全て完了するまでは第１速度で走
行し、自車の前記支持部に対する移載作業が全て完了した後は、前記第１速度より高速の
第２速度で走行する、請求項１から３のいずれか一項に記載の物品仕分け設備。
【請求項５】
　前記走行レーンに沿って走行する前記物品搬送車と並行して前記物品搬送車が走行可能
な完了レーンを更に備え、
　前記物品搬送車は、前記走行レーンから前記完了レーンにレーンチェンジ可能に構成さ
れている、請求項１から４のいずれか一項に記載の物品仕分け設備。
【請求項６】
　前記走行レーンに沿って走行する前記物品搬送車と並行して前記物品搬送車が走行可能
な分岐レーンを更に備え、
　前記物品搬送車は、前記走行レーンから前記分岐レーンにレーンチェンジ可能で且つ前
記分岐レーンから前記走行レーンにレーンチェンジ可能に構成されている、請求項１から
５のいずれか一項に記載の物品仕分け設備。
【請求項７】
　前記支持部は、個別に物品を支持する第１支持体と第２支持体とを備え、
　前記第１支持体と前記第２支持体とは、水平方向に互いに隣接して配置され、
　前記走行レーンに対して前記作業エリアが存在する側を作業側として、
　前記物品搬送車は、前記支持部を上下方向に沿う軸心周りに回転可能に構成され、
　前記物品搬送車は、前記走行レーンにおいて、前記第１支持体が前記第２支持体より前
記作業側に位置するように前記支持部を回転させた第１回転状態と、前記第２支持体が前
記第１支持体より前記作業側に位置するように前記支持部を回転させた第２回転状態と、
に前記支持部を回転させる、請求項１から６のいずれか一項に記載の物品仕分け設備。
【請求項８】
　前記物品搬送車は、前記支持部に支持された物品の重量を量る秤量部を備えている、請
求項１から７のいずれか一項に記載の物品仕分け設備。
【請求項９】
　前記物品搬送車の走行方向における前記走行レーンよりも下流側に、前記複数の物品搬
送車が列をなさずに走行しつつ互いの走行順序を入れ替え可能な入替エリアが設けられて



(3) JP 2020-11790 A 2020.1.23

10

20

30

40

50

いる、請求項１から８のいずれか一項に記載の物品仕分け設備。
【請求項１０】
　前記作業エリアの夫々に少なくとも１つの仮置き部が設けられ、
　前記仮置き部は、少なくとも１つの物品を保持する保持状態と、保持していた物品を排
出する排出状態と、に状態変更可能に構成され、
　前記物品搬送車が前記仮置き部に対応する位置に無い状態では、前記仮置き部は保持状
態となり、
　前記物品搬送車が前記仮置き部に対応する位置に在る状態で、前記仮置き部は排出状態
となる、請求項１から８のいずれか一項に記載の物品仕分け設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品を収納する複数の収納部と、物品を移載する作業が行われる複数の作業
エリアと、を備えた物品仕分け設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　かかる物品仕分け設備の従来例が、特開２０１１－２４６２３４号公報（特許文献１）
に記載されている。特許文献１の物品仕分け設備は、複数の作業エリアの夫々に作業者が
配置され、複数の作業エリアに沿って集品容器（集品容器１０）を搬送するコンベヤ（第
１直進搬送ライン２１Ａ）が設置されている。作業エリアの作業者は、物品を収納部から
取り出して集品容器へ投入する移載作業を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２４６２３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した物品仕分け設備では、例えば、特定の作業エリアにおける移載作業に遅れが生
じたためにコンベヤを停止させた場合では、全ての集品容器の搬送が停止する。これによ
り、他の作業エリアにおいても移載作業を行えない場合が生じ得るため、各作業エリアに
おける移載作業の効率が低下することになる場合がある。また、例えば、コンベヤの全体
に亘って集品容器が並ぶ状態で搬送される為、作業エリアで作業する場合に、コンベヤに
おける作業エリアに対応する部分に、作業対象ではない集品容器も含めて全ての集品容器
が並ぶ状態で搬送される。そのため、作業対象ではない集品容器が搬送される分だけ、移
載作業の対象となる集品容器の流通効率が低下し、それに応じて作業エリアにおける移載
作業の効率も低下する。このように、上記した物品仕分け設備では、作業エリアにおける
作業効率を高めるために改善の余地があった。
【０００５】
　そこで、作業エリアにおける作業効率を更に高めることができる物品仕分け設備の実現
が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記に鑑みた、物品仕分け設備の特徴構成は、物品を収納する複数の収納部と、物品を
支持する支持部を備え、且つ、予め設定された走行レーンに沿って走行する複数の物品搬
送車と、前記収納部と前記走行レーンにある前記物品搬送車の前記支持部との間で物品を
移載する作業が行われる複数の作業エリアと、を備え、前記作業エリアの夫々が前記収納
部及び前記走行レーンに隣接すると共に、前記走行レーンに沿って複数の前記作業エリア
が並ぶように配置され、前記走行レーンに沿って、複数の前記物品搬送車が列をなして走
行する点にある。
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【０００７】
　この特徴構成によれば、走行レーンに沿って走行する物品搬送車の支持部によって物品
が支持されて搬送される。そのため、例えば、特定の作業エリアにおいて物品を移載する
移載作業に遅れが生じた等によって当該移載作業の対象となる物品搬送車を停車させた場
合であっても、当該物品搬送車より先行している物品搬送車や、当該物品搬送車と間隔を
空けて走行している後続の物品搬送車は、停止することなく走行を継続することができる
。従って、他の作業エリアの作業者は、これらの物品搬送車に対する移載作業を継続して
行うことができる。そのため、一部の作業エリアにおける移載作業の遅れによって他の作
業エリアにおける作業効率までが低下することを抑制できる。また、例えば、物品を移載
する作業が完了した物品搬送車を走行レーンから離脱するように走行させることで、走行
レーンにおける移載作業の対象となる物品搬送車の割合を高めることができる。これによ
り、作業エリアにおける作業効率を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態における物品仕分け設備の平面図
【図２】第１の実施形態における物品仕分け設備の一部を拡大した平面図
【図３】第１の実施形態における物品仕分け設備の側面図
【図４】第１の実施形態における制御ブロック図
【図５】第１の実施形態におけるレーンチェンジを示す図
【図６】第１の実施形態における支持部を回転させる前後の状態を示す物品搬送車の平面
図
【図７】第１の実施形態におけるレーンチェンジによる合流を示す図
【図８】第２の実施形態における物品仕分け設備の側面図
【図９】第２の実施形態における物品仕分け設備の平面図
【図１０】第３の実施形態における物品仕分け設備の平面図
【図１１】第３の実施形態における物品仕分け設備の側面図
【図１２】第３の実施形態における仮置き部が支持部に物品を支持させる前後の状態を示
す図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
１．第１の実施形態
　物品仕分け設備の第１の実施形態について図面に基づいて説明する。図１に示すように
、本実施形態の物品仕分け設備は、物品Ｗを収納する複数の収納部１を備えた物品収納棚
２と、物品Ｗを支持する支持部３を備え、且つ、予め設定された走行レーンＬ１沿って走
行する複数の物品搬送車４と、収納部１と走行レーンＬ１にある物品搬送車４の支持部３
との間で物品Ｗを移載する作業が行われる複数の作業エリアＥ１と、を備えている。本実
施形態では、作業エリアＥ１において、収納部１から走行レーンＬ１にある物品搬送車４
の支持部３に物品Ｗを移載するピッキング作業が行われる。また、物品仕分け設備は、物
品収納棚２に収納されている物品Ｗの管理や、物品搬送車４の制御等を行う制御装置Ｈ（
図４参照）を備えている。
【００１０】
　物品搬送車４の走行方向における走行レーンＬ１よりも下流側に入替エリアＥ２が設け
られている。走行レーンＬ１では、当該走行レーンＬ１に沿って物品搬送車４が列をなし
て走行する。これに対して、入替エリアＥ２では、物品搬送車４が走行方向や走行経路の
制限を受けずに走行し、複数の物品搬送車４が列をなさずに走行しつつ走行順序の入れ換
え可能なエリアとなっている。走行レーンＬ１には、複数の作業エリアＥ１の数以上の台
数の物品搬送車４が走行しており、複数の物品搬送車４は、複数のレーンエリアＬＥのそ
れぞれに１台以上の物品搬送車４が存在するように走行する。好ましくは、走行レーンＬ
１には、複数の作業エリアＥ１の数より多い台数の物品搬送車４が走行するようにすると
良い。例えば、複数の作業エリアＥ１の数の２倍以上の台数の物品搬送車４が走行レーン
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Ｌ１を走行する構成とすると好適である。
【００１１】
　物品仕分け設備には、走行レーンＬ１に加えて、この走行レーンＬ１に沿って走行する
物品搬送車４と並行して物品搬送車４が走行可能な分岐レーンＬ２及び完了レーンＬ３が
備えられている。分岐レーンＬ２及び完了レーンＬ３は、走行レーンＬ１と並行に設定さ
れている。走行レーンＬ１、分岐レーンＬ２、及び完了レーンＬ３では、物品搬送車４が
同じ方向に走行する。図２に示すように、走行レーンＬ１は、複数の作業エリアＥ１の夫
々に対応したレーンエリアＬＥを有している。
【００１２】
　図１に示すように、走行レーンＬ１、分岐レーンＬ２、及び完了レーンＬ３の下流側の
端部が、入替エリアＥ２に接続されている。また、戻りレーンＬ４の上流側の端部が、入
替エリアＥ２に接続されている。戻りレーンＬ４の下流側の端部が、走行レーンＬ１及び
分岐レーンＬ２の上流側の端部に接続されている。物品搬送車４は、走行レーンＬ１、分
岐レーンＬ２、又は完了レーンＬ３の下流側の端部から入替エリアＥ２に進入し、入替エ
リアＥ２から戻りレーンＬ４の上流側の端部に進入する。また、物品搬送車４は、戻りレ
ーンＬ４の下流側の端部から走行レーンＬ１又は分岐レーンＬ２の上流側の端部に進入す
る。このように、走行レーンＬ１、分岐レーンＬ２、及び完了レーンＬ３と入替エリアＥ
２と戻りレーンＬ４とにより、物品搬送車４が走行するループ状の経路が形成されている
。
【００１３】
　戻りレーンＬ４の下流側の端部に、物品搬送車４が容器Ｃを受け取る容器受取部６が備
えられており、戻りレーンＬ４の上流側の端部に、物品搬送車４が容器Ｃを渡す容器渡し
部７が備えられている。物品搬送車４は、物品Ｗが収容されていない空の容器Ｃを容器受
取部６から受け取り、走行レーンＬ１を走行している間に作業者Ｍによって容器Ｃに物品
Ｗが収容され、物品Ｗを収容した容器Ｃを容器渡し部７に渡す。本実施形態では、物品搬
送車４の支持部３は、上述のように容器受取部６から受け取った２つの容器Ｃにより構成
されている。
【００１４】
　以下、物品仕分け設備について説明を加えるが、図２に示すように、走行レーンＬ１に
沿う方向を第１方向Ｘとし、第１方向Ｘにおける物品搬送車４が走行する方向（走行方向
前方）を第１方向第１側Ｘ１とし、その反対側を第１方向第２側Ｘ２として説明する。ま
た、上下方向Ｚ視で第１方向Ｘに対して直交する方向を第２方向Ｙとし、第２方向Ｙにお
ける作業エリアＥ１に対して物品収納棚２が存在する方向を第２方向第１側Ｙ１とし、そ
の反対側を第２方向第２側Ｙ２として説明する。尚、本実施形態では、第２方向第１側Ｙ
１が、走行レーンＬ１に対して作業エリアＥ１が存在する作業側に相当する。
【００１５】
　分岐レーンＬ２は、走行レーンＬ１に対して第２方向第２側Ｙ２に隣接する状態で形成
されている。完了レーンＬ３は、分岐レーンＬ２に対して第２方向第２側Ｙ２に隣接する
状態で形成されている。複数の作業エリアＥ１は、走行レーンＬ１に対して第２方向第１
側Ｙ１に隣接する状態で形成されている。複数の物品収納棚２は、複数の作業エリアＥ１
に対して第２方向第１側Ｙ１に隣接する状態で形成されている。走行レーンＬ１、分岐レ
ーンＬ２、完了レーンＬ３、及び複数の作業エリアＥ１は、それぞれ、第１方向Ｘに沿っ
て形成されている。また、複数の物品収納棚２も、第１方向Ｘに沿って設置されている。
【００１６】
　図３に示すように、物品収納棚２は、物品Ｗを収納する収納部１を上下方向Ｚに複数並
べた状態で備えている。ここでは、収納部１の夫々は、第２方向第２側Ｙ２に向かうに従
って下方に傾斜する姿勢で備えられており、収納部１の第２方向第１側Ｙ１に載せられた
物品Ｗが自重で収納部１の第２方向第２側Ｙ２の端部まで移動するように構成されている
。尚、本実施形態では、物品Ｗは収納用容器Ｄに収容した状態で物品収納棚２に収納され
ている。
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【００１７】
　複数の収納部１には、複数種類の物品Ｗが種類別に収納されており、１つの収納部１に
は１種類の物品Ｗが収納されている。収納部１における第２方向第２側Ｙ２の端部には、
表示部９が備えられている。この表示部９は、ピッキング作業において物品Ｗを取り出す
収納部１であることを示す対象収納部表示や当該収納部１から取り出す物品Ｗの数を示す
取出し数表示等を表示可能に構成されている。表示部９は、制御装置Ｈ（図４参照）によ
り制御される。
【００１８】
　図１及び図２に示すように、作業エリアＥ１は、第１方向Ｘに沿って複数備えられてい
る。複数の作業エリアＥ１の夫々に対応して物品収納棚２が設置されている。作業エリア
Ｅ１の夫々は、収納部１及び走行レーンＬ１に隣接している。そして、走行レーンＬ１に
沿って複数の作業エリアＥ１が並ぶように配置されている。
【００１９】
　第２方向Ｙにおける走行レーンＬ１と複数の作業エリアＥ１との間には、走行レーンＬ
１と複数の作業エリアＥ１とを仕切る仕切り体１１が設置されている。また、複数の作業
エリアＥ１の夫々に対応して、ピッキング作業を行う物品搬送車４を指示する指示ランプ
１２が備えられている。指示ランプ１２は、対応する作業エリアＥ１と走行レーンＬ１と
の間の位置で且つ対応する作業エリアＥ１の第１方向Ｘの中央部と同じ位置に設置されて
いる。指示ランプ１２は、対応するレーンエリアＬＥにピッキング作業の対象となる物品
搬送車４が存在する場合に点灯し、対応するレーンエリアＬＥにピッキング作業の対象と
なる物品搬送車４が存在しない場合は消灯する。指示ランプ１２は、制御装置Ｈ（図４参
照）により制御される。
【００２０】
　作業エリアＥ１の夫々には、作業者Ｍが配置されており、作業エリアＥ１の作業者Ｍは
、自身が担当している作業エリアＥ１に対応する複数の収納部１の何れかから物品Ｗを取
り出し、その物品Ｗを自身が担当しているレーンエリアＬＥにある物品搬送車４の支持部
３に載せるようにして、ピッキング作業を行う。表示部９の表示により、物品Ｗを取り出
す収納部１の位置及びその収納部１から取り出す物品Ｗの個数を作業者Ｍが認識すること
ができるようになっている。また、指示ランプ１２の点灯により、収納部１から取り出し
た物品Ｗを支持させる物品搬送車４を作業者Ｍが認識することができるようになっている
。尚、レーンエリアＬＥに複数の物品搬送車４が存在する場合は、指示ランプ１２の点灯
の仕方（例えば光の色や点灯パターン等）によっていずれの物品搬送車４に物品Ｗを支持
させるべきかを作業者が認識できる構成であると好適である。或いは、図示は省略するが
、各作業エリアＥ１に複数の指示ランプ１２が設置されていてもよい。
【００２１】
　図４に示す制御装置Ｈは、収納部１に収納されている物品Ｗの種類の情報である収納物
品情報を記憶している。制御装置Ｈは、上位のコントローラからピッキング指令が出力さ
れると、ピッキング指令と収納物品情報とに基づいて、ピッキング情報を物品搬送車４に
送信するように構成されている。ピッキング情報は、ピッキング作業を行うレーンエリア
ＬＥを示す情報、ピッキング作業において物品Ｗを載せる支持部３の位置（第１支持体３
Ａ又は第２支持体３Ｂ）を示す情報、支持部３に載せる物品Ｗの種類を示す種類情報、及
び、支持部３に載せる物品Ｗの個数を示す数情報、の少なくとも１つを含む。
【００２２】
　図３に示すように、物品搬送車４は、床面Ｆ上を走行する走行部１６と、この走行部１
６に支持された支持部３と、を備えている。図４に示すように、走行部１６は、床面Ｆに
設置された基準位置情報を読み取る読取部１８と、支持部３が支持している物品Ｗの重量
を計測する秤量部１９と、走行部１６を制御する制御部２０と、を備えている。基準位置
情報は、各レーンＬ１～Ｌ４上の基準となる位置を示す情報である。本実施形態では、基
準位置情報は、床面Ｆに表示された２次元コードによって構成されており、より具体的に
は、２次元コードを表示したタグ（例えば、図７に示す第１タグＴ１や第２タグＴ２）が
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床面Ｆに貼り付けられて構成されている。基準位置情報には、その位置が基準位置である
ことを示す情報の他、物品搬送車４が走行可能な経路全体の中での位置（座標や番地等）
を示すアドレス情報を含んでいる。
【００２３】
　図６に示すように、支持部３は、個別に物品Ｗを支持する第１支持体３Ａと第２支持体
３Ｂとを備えており、第１支持体３Ａと第２支持体３Ｂとは、水平方向に互いに隣接して
配置されている。本実施形態では、第１支持体３Ａや第２支持体３Ｂは、それぞれ容器Ｃ
により構成されており、走行部１６に載置されている。
【００２４】
　走行部１６は、上下方向Ｚ視で物品搬送車４が走行する走行方向に対して直交する方向
に並ぶ一対の走行輪２２と、この一対の走行輪２２に対して走行方向の両側に設置された
一対の従動輪２３と、走行輪２２を回転駆動させる走行用モータ２４（図４参照）と、を
備えている。物品搬送車４が第１方向Ｘに沿って直進走行している状態では、一対の走行
輪２２は第２方向Ｙに並んでおり、従動輪２３は、一対の走行輪２２に対して第１方向Ｘ
の両側に設置されている。走行部１６は、走行用モータ２４によって一対の走行輪２２の
双方を正転方向に回転させることで前進走行し、走行用モータ２４によって一対の走行輪
２２の双方を逆転方向に回転させることで後進走行する。
【００２５】
　また、走行部１６は、走行用モータ２４によって一対の走行輪２２の双方を正転方向に
回転させる場合に、その回転させる速度を変更することで、物品搬送車４の走行速度を変
更可能に構成されている。そして、複数の物品搬送車４は、互いに独立して走行可能であ
り、互いに独立して走行速度を変更可能に構成されている。本実施形態では、物品搬送車
４は、第１速度と、第１速度より高速の第２速度と、第１速度より低速の第３速度と、に
走行速度を変更可能に構成されている。本実施形態では、第３速度を、物品搬送車４が停
止する速度としている。
【００２６】
　走行部１６は、走行用モータ２４によって一対の走行輪２２を異なる回転速度で回転さ
せることで、物品搬送車４は、走行する向きの変更しながら走行することが可能となって
いる。物品搬送車４は、走行レーンＬ１を走行している場合に走行する向きを変更するこ
とで、図５に矢印（１）で示すように、走行するレーンを走行レーンＬ１から分岐レーン
Ｌ２にレーンチェンジすることができ、分岐レーンＬ２を走行している場合に走行する向
きを変更することで、図５に矢印（２）で示すように、走行するレーンを分岐レーンＬ２
から走行レーンＬ１にレーンチェンジすることができる。このように、物品搬送車４は、
走行レーンＬ１から分岐レーンＬ２にレーンチェンジ可能で且つ分岐レーンＬ２から走行
レーンＬ１にレーンチェンジ可能に構成されている。また、物品搬送車４は、走行レーン
Ｌ１を走行している場合に走行する向きを変更することで、図５に矢印（３）で示すよう
に、走行するレーンを走行レーンＬ１から完了レーンＬ３にレーンチェンジすることがで
きる。このように、物品搬送車４は、走行レーンＬ１から完了レーンＬ３にレーンチェン
ジ可能に構成されている。
【００２７】
　図６に示すように、物品搬送車４は、支持部３を上下方向Ｚに沿う軸心周りに回転可能
に構成されている。物品搬送車４は、走行レーンＬ１において、第１支持体３Ａが第２支
持体３Ｂより第２方向第１側Ｙ１に位置するように支持部３を回転させた第１回転状態（
図６において右側に示す状態）と、第２支持体３Ｂが第１支持体３Ａより第２方向第１側
Ｙ１に位置するように支持部３を回転させた第２回転状態（図６において左側に示す状態
）と、に支持部３を回転させる。本実施形態は、物品搬送車４の走行部１６が一対の走行
輪２２を使って旋回することで、支持部３を第１回転状態と第２回転状態とに回転させる
ように構成されている。
【００２８】
　制御部２０は、制御装置Ｈから送信されたピッキング情報に基づいて、走行部１６を制
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御する走行制御、及び、ピッキング作業が完了したか否かを判別する判別制御、を実行す
る。走行制御では、制御部２０は、ピッキング作業を行う１つ又は複数のレーンエリアＬ
Ｅを順次走行するように、走行部１６を制御する。判別制御では、制御部２０は、ピッキ
ング作業を行う１つ又は複数のレーンエリアＬＥの夫々において、ピッキング作業が完了
したか否かを判別する。物品搬送車４は、走行制御の実行中に読取部１８によって基準位
置情報を読み取った場合に、自車の識別コードと共に基準位置情報を制御装置Ｈに送信す
る。制御装置Ｈは、複数の物品搬送車４から送信された識別コード及び基準位置情報に基
づき、複数の物品搬送車４の位置を把握できるようになっている。
【００２９】
　制御部２０には、物品Ｗの重量を示す重量情報が記憶されており、秤量部１９は、複数
の支持部３の重量を各別に計量可能、或いは複数の支持部３の全体の重量を計量可能に構
成されている。判別制御では、制御部２０は、秤量部１９が計量した重量の変化と、ピッ
キング情報に示された支持部３に支持させるべき物品Ｗの種類情報と、当該種類情報に示
された種類の物品Ｗの重量情報と、ピッキング情報に示された物品Ｗの数情報と、に基づ
いて、種類情報が示す種類の物品Ｗが、数情報が示す個数だけ指定した支持部３に対して
正しく載せられたか否か、つまりは、ピッキング作業が完了したか否かを判別する。
【００３０】
　走行制御では、制御部２０は、ピッキング作業を行うレーンエリアＬＥのみを走行し、
ピッキング作業を行わないレーンエリアＬＥは走行せずに当該レーンエリアＬＥに対して
第２方向第２側Ｙ２にある分岐レーンＬ２又は完了レーンＬ３を走行するように、走行部
１６を制御する。具体的には、走行制御では、次のように走行部１６を制御する。
【００３１】
　複数のレーンエリアＬＥの内の最も第１方向第２側Ｘ２のレーンエリアＬＥにおいてピ
ッキング作業を行う場合は、自車は戻りレーンＬ４から走行レーンＬ１に進入して走行レ
ーンＬ１を第１速度で走行する。また、複数のレーンエリアＬＥの内の最も第１方向第２
側Ｘ２のレーンエリアＬＥにおいてピッキング作業を行わない場合は、自車は戻りレーン
Ｌ４から分岐レーンＬ２に進入して分岐レーンＬ２を第２速度で走行する。そして、自車
が各レーンを走行する場合において、自車の前方側（第１方向第１側Ｘ１）を走行する物
品搬送車４が自車より低速の場合は、当該物品搬送車４に対して設定間隔を空けた状態で
自車が追従するように、自車の走行速度を物品搬送車４と同じ走行速度とする。尚、本実
施形態では、設定間隔は、物品搬送車４の第１方向Ｘの幅より狭い間隔に設定している。
【００３２】
　そして、自車が走行レーンＬ１のレーンエリアＬＥを走行する場合において、判別制御
により、ピッキング作業が完了していないと判別した場合は、自車はレーンエリアＬＥを
第１速度で走行する。そして、自車が走行レーンＬ１のレーンエリアＬＥを走行する場合
において、判別制御により、ピッキング作業が完了したと判別した場合は、自車はレーン
エリアＬＥを第２速度で走行する。このように、走行制御を実行することで、物品搬送車
４は、レーンエリアＬＥの夫々において、当該レーンエリアＬＥに対応する作業エリアＥ
１において自車の支持部３に対するピッキング作業が全て完了するまでは第１速度で走行
し、自車の支持部３に対するピッキング作業が全て完了した後は、第１速度より高速の第
２速度で走行する。
【００３３】
　そして、自車がレーンエリアＬＥを走行する場合において、判別制御により、ピッキン
グ作業が完了していないと判別しているにも拘らず、物品搬送車４がレーンエリアＬＥの
第１方向第１側Ｘ１の端部に到達した場合は、自車は第３速度に減速させる（停止させる
）。これにより、当該レーンエリアＬＥに対応する作業エリアＥ１において自車の支持部
３に対するピッキング作業が完了する前に、物品搬送車４が当該レーンエリアＬＥから出
てしまうことを規制する。
【００３４】
　レーンエリアＬＥにおけるピッキング作業が完了した場合において、走行レーンＬ１の
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全体における自車に対するピッキング作業が全て完了した場合は、図５の矢印（３）に示
すように、走行レーンＬ１から完了レーンＬ３にレーンチェンジする。このように、完了
レーンＬ３にレーンチェンジした場合は、物品搬送車４は、完了レーンＬ３を第２速度で
走行して入替エリアＥ２まで走行する。
【００３５】
　レーンエリアＬＥにおけるピッキング作業が完了した場合において、当該レーンエリア
ＬＥに対して第１方向第１側Ｘ１に隣接する次のレーンエリアＬＥにおいて自車がピッキ
ング作業を行う場合は、図５の矢印（４）で示すように、自車は第２速度でレーンエリア
ＬＥをそのまま走行する。このように自車が走行レーンＬ１を走行し、隣接するレーンエ
リアＬＥに自車が進入するに伴って、自車の走行速度を第１速度に減速する。
【００３６】
　また、レーンエリアＬＥにおけるピッキング作業が完了した場合において、当該レーン
エリアＬＥに対して第１方向第１側Ｘ１に隣接する次のレーンエリアＬＥでのピッキング
作業を行わない場合は、図５の矢印（１）で示すように、走行レーンＬ１から分岐レーン
Ｌ２にレーンチェンジする。このように、分岐レーンＬ２にレーンチェンジした場合は、
図５の矢印（２）で示すように、分岐レーンＬ２を第２速度で走行した後、第１速度に減
速して次にピッキング作業を行うレーンエリアＬＥの第１方向第２側Ｘ２の端部（以下、
合流箇所Ｇと称する）に合流するようにレーンチェンジする。
【００３７】
　次に、分岐レーンＬ２を走行している物品搬送車４が走行レーンＬ１にレーンチェンジ
する場合について説明する。
　図７に示すように、走行レーンＬ１における合流箇所Ｇの手前の基準位置に第１タグＴ
１が備えられている。第１タグＴ１には、当該第１タグＴ１が設置されている位置及び当
該位置が基準位置であることを示す基準位置情報が示されている。走行レーンＬ１を走行
し且つ合流箇所Ｇに進入する前の物品搬送車４の読取部１８によって第１タグＴ１の基準
位置情報を読み取ることが可能となっている。また、分岐レーンＬ２における合流箇所Ｇ
の手前の基準位置に第２タグＴ２が備えられている。第２タグＴ２には、当該第２タグＴ
２が設置されている位置及び当該位置が基準位置であることを示す位置情報が示されてい
る。分岐レーンＬ２を走行し且つ合流箇所Ｇに進入する前の物品搬送車４の読取部１８に
よって第１タグＴ１の基準位置情報を読み取ることが可能となっている。本実施形態では
、第２タグＴ２は、分岐レーンＬ２を走行している物品搬送車４が走行レーンＬ１に合流
するまでの走行距離と走行レーンＬ１を走行している物品搬送車４がそのまま走行レーン
Ｌ１を走行する場合の走行距離との差ＤＩＦに相当する距離分、第１タグＴ１よりも第１
方向第１側Ｘ１に設置されている。なお本例では、差ＤＩＦは、走行レーンＬ１と分岐レ
ーンＬ２との第２方向Ｙの間隔に等しい。
【００３８】
　走行レーンＬ１を走行する物品搬送車４は、第１タグＴ１の基準位置情報を読み取った
場合は、自車の識別コードと当該基準位置情報とを制御装置Ｈに送信する。分岐レーンＬ
２を走行する物品搬送車４は、合流する合流箇所Ｇに対応する第２タグＴ２の基準位置情
報を読み取った場合は、自車の識別コードと当該基準位置情報とに加えて合流情報を制御
装置Ｈに送信する。制御装置Ｈは、走行レーンＬ１を走行する物品搬送車４と分岐レーン
Ｌ２を走行する物品搬送車４との内、先に基準位置情報を読み取った物品搬送車４を優先
的に合流箇所Ｇに進入させる。
【００３９】
　制御装置Ｈは、走行レーンＬ１を走行する物品搬送車４を優先的に合流箇所Ｇに進入さ
せる場合において、当該物品搬送車４が第１タグＴ１の基準位置情報を読み取ってから合
流箇所Ｇを通過するまでに、分岐レーンＬ２を走行して第２タグＴ２の基準位置情報を読
み取った物品搬送車４が存在する場合は、走行レーンＬ１を走行していた物品搬送車４が
合流箇所Ｇを通過してから、当該分岐レーンＬ２を走行する物品搬送車４に対して合流許
可の情報を送信する。
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【００４０】
　制御装置Ｈは、分岐レーンＬ２を走行する物品搬送車４を優先的に合流箇所Ｇに進入さ
せる場合は、当該物品搬送車４に対しては合流許可の情報を送信する。また、制御装置Ｈ
は、分岐レーンＬ２を走行する物品搬送車４を優先的に合流箇所Ｇに進入させる場合にお
いて、当該物品搬送車４が第２タグＴ２の基準位置情報を読み取ってから合流箇所Ｇを通
過するまでに、走行レーンＬ１を走行して第１タグＴ１の基準位置情報を読み取った物品
搬送車４が存在する場合は、当該走行レーンＬ１を走行する物品搬送車４に対して合流禁
止の情報を送信し、分岐レーンＬ２を走行していた物品搬送車４が合流箇所Ｇを通過して
から、当該走行レーンＬ１を走行する物品搬送車４に合流許可の情報を送信する。
【００４１】
　走行レーンＬ１を走行する物品搬送車４は、第１タグＴ１の基準位置情報を制御装置Ｈ
に送信した後、制御装置Ｈからの合流禁止の情報を受信しない場合は、そのまま合流箇所
Ｇに進入する。また、走行レーンＬ１を走行する物品搬送車４は、第１タグＴ１の基準位
置情報を制御装置Ｈに送信した後、制御装置Ｈからの合流禁止の情報を受信した場合は、
合流箇所Ｇの手前で停止し、制御装置Ｈからの合流許可の情報を受信するのに伴って、合
流箇所Ｇに進入する。
【００４２】
　分岐レーンＬ２を走行する物品搬送車４は、第２タグＴ２の基準位置情報を制御装置Ｈ
に送信した後、制御装置Ｈから合流許可の情報を受信した場合は、そのまま合流箇所Ｇに
進入する。また、分岐レーンＬ２を走行する物品搬送車４は、第２タグＴ２の基準位置情
報を制御装置Ｈに送信した後、制御装置Ｈから合流許可の情報を受信しない場合は、合流
箇所Ｇの手前で停止し、制御装置Ｈからの合流許可の情報を受信するのに伴って、合流箇
所Ｇに進入する。
【００４３】
　次に、走行制御の実行中の支持部３の回転について説明する。制御部２０は、走行制御
においてレーンエリアＬＥを走行する場合に、そのレーンエリアＬＥにおいて行うピッキ
ング作業により物品Ｗが載せられる支持体（例えば、第１支持体３Ａ）が物品搬送車４の
中心より第２方向第１側Ｙ１に位置する場合は、回転状態を現状（第１回転状態）に維持
する。一方、制御部２０は、レーンエリアＬＥにおいて行うピッキング作業により物品Ｗ
が載せられる支持体（例えば、第１支持体３Ａ）が物品搬送車４の中心より第２方向第２
側Ｙ２に位置する場合は、回転状態を切り替える。この場合、例えば、図６に示すように
、制御部２０は、走行部１６を制御して、支持部３の向きを第２回転状態から第１回転状
態に切り替える。
【００４４】
　次に、制御装置Ｈは、複数の物品搬送車４が予め設定された順序で容器Ｃを容器渡し部
７に渡すようにするための物品搬送車４の制御について説明する。制御装置Ｈは、最も先
に容器渡し部７に容器Ｃを渡す物品搬送車４に対して、渡し情報を送信する。物品搬送車
４は、渡し情報を受信するに伴って容器渡し部７に容器Ｃを渡し、容器Ｃの渡しが完了す
るに伴って完了情報を制御装置Ｈに送信する。制御装置Ｈは、物品搬送車４から完了情報
を受信するに伴って、次に容器渡し部７に容器Ｃを渡す物品搬送車４に対して、渡し情報
を送信する。このように、制御装置Ｈが複数の物品搬送車４に対して順次渡し情報を送信
することで、複数の物品搬送車４が予め設定された順序で容器渡し部７に容器Ｃを渡すよ
うに、物品搬送車４が制御される。
【００４５】
２．第２の実施形態
　次に、物品仕分け設備の第２の実施形態について、図８及び図９を用いて説明する。本
実施形態では、走行レーンＬ１が、作業エリアＥ１に対して第２方向第１側Ｙ１に配置さ
れており、作業エリアＥ１に対して走行レーンＬ１と収納部１とが同じ側に配置されてい
る点で、上記第１の実施形態とは異なる。以下では、本実施形態に係る物品仕分け設備に
ついて、上記第１の実施形態との相違点を中心として説明する。なお、特に説明しない点
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については、上記第１の実施形態と同様とする。
【００４６】
　分岐レーンＬ２は、走行レーンＬ１に対して第２方向第１側Ｙ１に隣接する状態で形成
されている。完了レーンＬ３は、分岐レーンＬ２に対して第２方向第１側Ｙ１に隣接する
状態で形成されている。複数の作業エリアＥ１は、走行レーンＬ１に対して第２方向第２
側Ｙ２に隣接する状態で形成されている。複数の物品収納棚２は、複数の作業エリアＥ１
に対して第２方向第１側Ｙ１に隣接する状態で形成されている。走行レーンＬ１と複数の
物品収納棚２とは、上下方向視で重なっており、物品収納棚２の下方に走行レーンＬ１が
設定されている。
【００４７】
　第１の実施形態における走行レーンＬ１は一直線状に形成されており、全体的が分岐レ
ーンＬ２及び作業エリアＥ１に隣接している。これに対して、本実施形態における走行レ
ーンＬ１は、波状に形成されており、部分的に分岐レーンＬ２及び作業エリアＥ１に隣接
している。尚、本実施形態では、第２方向第２側Ｙ２が、走行レーンＬ１に対して作業エ
リアＥ１が存在する作業側に相当する。尚、本実施形態では、物品収納棚２の支柱を避け
るために走行レーンＬ１を波状に形成したが、物品収納棚２の支柱と干渉しない場合は、
走行レーンＬ１を、上下方向Ｚ視で物品収納棚２と重なる位置に、第１方向Ｘに沿って一
直線状に形成してもよい。
【００４８】
３．第３の実施形態
　次に、物品仕分け設備の第３の実施形態について、図１０から図１２を用いて説明する
。本実施形態では、作業エリアＥ１に仮置き部３１を設置している点で、上記第１の実施
形態とは異なる。以下では、本実施形態に係る物品仕分け設備について、上記第１の実施
形態との相違点を中心として説明する。なお、特に説明しない点については、上記第１の
実施形態と同様とする。
【００４９】
　図１０及び図１１に示すように、作業エリアＥ１の夫々に少なくとも１つの仮置き部３
１が設けられている。本実施形態では、作業エリアＥ１の夫々に２つの仮置き部３１が設
けられている。仮置き部３１は、物品Ｗを収容する収容部３２と、収容部３２に収容した
物品Ｗを支持する開閉体３３と、開閉体３３を操作するアクチュエータ（図示せず）と、
を備えている。開閉体３３は、水平方向に沿う姿勢となって物品Ｗを支持する支持姿勢と
、収容部３２から下方に延びる姿勢となって物品Ｗを支持しない支持解除姿勢と、に切り
換え可能に構成されている。仮置き部３１は、開閉体３３を支持姿勢とすることで、少な
くとも１つの物品Ｗを保持する保持状態となり、開閉体３３を支持解除姿勢とすることで
、保持していた物品Ｗを排出する排出状態となる。このように、仮置き部３１は、保持状
態と排出状態とに状態変化可能に構成されている。
【００５０】
　図１２に仮想線で示すように、物品搬送車４が仮置き部３１に対応する位置に無い状態
では、仮置き部３１は保持状態となり、図１２に実線で示すように、物品搬送車４が仮置
き部３１に対応する位置に在る状態で、仮置き部３１は排出状態となる。具体的には、ピ
ッキング作業を行う物品搬送車４が仮置き部３１に到達するに伴って、当該物品搬送車４
又は制御装置Ｈから排出情報を仮置き部３１に送信する。仮置き部３１は、排出情報を受
信するに伴って保持状態から排出状態に状態変化し、保持していた物品Ｗを物品搬送車４
の支持部３に支持させる。そして、排出状態に状態変化してから設定時間後に保持状態に
状態変化する。なお、これらの状態変化は、仮置き部３１が備える制御部（図示せず）が
、開閉体３３を操作するアクチュエータを制御することにより行われる。
【００５１】
　指示ランプ１２は、仮置き部３１の夫々に対応して備えられている。本実施形態では、
指示ランプ１２は、ピッキング作業を行う仮置き部３１を指示する。指示ランプ１２の点
灯により、収納部１から取り出した物品Ｗを支持させる仮置き部３１を作業者Ｍが認識す
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ることができるようになっている。このように、本実施形態では、作業エリアＥ１の作業
者Ｍは、自身が担当している作業エリアＥ１に対応する複数の収納部１の何れかから物品
Ｗを取り出し、その物品Ｗを自身が担当しているレーンエリアＬＥにある仮置き部３１に
支持させるようにして、ピッキング作業を行う。仮置き部３１に保持された物品Ｗは、上
記のとおり、物品搬送車４が仮置き部３１に到達するに伴って、当該物品搬送車４の支持
部３に支持される。このように、本実施形態では、仮置き部３１を用いて、収納部１から
走行レーンＬ１にある物品搬送車４の支持部３に物品Ｗを移載するピッキング作業を行う
。
【００５２】
４．その他の実施形態
　次に、物品仕分け設備のその他の実施形態について説明する。
【００５３】
（１）上記実施形態では、作業エリアＥ１に作業者Ｍを配置して作業者Ｍによってピッキ
ング作業を行ったが、作業エリアＥ１に移載ロボットを配置して移載ロボットによってピ
ッキング作業を行うようにしてもよい。また、作業者Ｍを配置した作業エリアＥ１と、移
載ロボットを配置した作業エリアＥ１と、の双方を備えてもよい。ちなみに、作業者Ｍを
配置した作業エリアＥ１と、移載ロボットを配置した作業エリアＥ１と、の双方を備える
場合、作業者Ｍを配置した作業エリアＥ１に対するレーンエリアＬＥを走行する物品搬送
車４の走行速度と、移載ロボットを配置した作業エリアＥ１に対するレーンエリアＬＥを
走行する物品搬送車４の走行速度とを異ならせてもよい。
【００５４】
（２）上記実施形態では、走行レーンＬ１に加えて、分岐レーンＬ２と完了レーンＬ３と
を備える構成について説明したが、これに限定されず、例えば、走行レーンＬ１のみを備
える構成としてもよい。或いは、走行レーンＬ１に加えて分岐レーンＬ２と完了レーンＬ
３との内のいずれか一方のみを備える構成としてもよい。
【００５５】
（３）上記実施形態では、走行制御における物品搬送車４の走行速度を、第１速度と第２
速度と第３速度との３段階の速度に変更可能に構成したが、走行制御における物品搬送車
４の走行速度を、２段階の速度又は４段階以上の速度に変更可能に構成してもよい。また
、上記実施形態では、第３速度は第１速度より遅い速度であればよく、物品搬送車４が停
止する速度でなくてもよい。また、走行制御における物品搬送車４の走行速度は適宜変更
してもよい。
【００５６】
（４）上記実施形態では、支持部３は、第１支持体３Ａと第２支持体３Ｂとの２つの支持
体を備えたが、支持部３は、支持体を１つのみ備えてもよく、支持体を３つ以上備えても
よい。
【００５７】
（５）上記実施形態では、指示ランプ１２を、走行レーンＬ１と作業エリアＥ１との間に
設置したが、指示ランプ１２の設置位置は適宜変更してもよい。例えば、指示ランプ１２
を、複数の物品搬送車４の夫々に設置してもよい。
【００５８】
（６）上記実施形態では、物品搬送車４の全体を上下方向Ｚに沿う軸心周りに回転させる
ことで、支持部３を第１回転状態と第２回転状態とに回転させたが、このような構成には
限定されない。例えば、物品搬送車４に、走行部１６に対して、上下方向Ｚに沿う軸心周
りに回転可能なターンテーブルを備え、このターンテーブルに支持部３を支持させた構成
としてもよい。この場合、走行部１６に対してターンテーブルを回転させることで、支持
部３を第１回転状態と第２回転状態とに回転させるようにしてもよい。
【００５９】
（７）上記実施形態では、物品仕分け設備を、複数の収納部１に収納されている物品Ｗを
物品搬送車４の支持部３に収集するピッキング作業を行うピッキング設備としたが、これ
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には限定されない。例えば、物品仕分け設備を、複数の物品搬送車４の支持部３に支持さ
れている物品Ｗを収納部１に収集するアソート作業を行うアソート設備としてもよく、或
いは、ピッキング作業とアソート作業との双方を行う設備としてもよい。
【００６０】
（８）上記実施形態では、物品収納棚２を流動棚とし、収納部１を、第２方向第２側Ｙ２
に向かうに従って下方に傾斜する姿勢で備え、収納部１の第２方向第１側Ｙ１に載せられ
た物品Ｗが自重で収納部１の第２方向第２側Ｙ２の端部まで移動するように構成したが、
このような構成には限定されない。例えば、収納部１に収納された物品Ｗが第２方向Ｙに
移動しない通常の棚を用いた物品収納棚２としてもよい。
　また、上記実施形態では、物品収納棚２が収納部１を備えた構成について説明したにが
、収納部１が設けられる場所は適宜変更してもよい。例えば、自動倉庫から出庫された物
品Ｗが搬送される出庫ステーションを収納部１としてもよい。また、上記実施形態では、
物品Ｗを、収納用容器Ｄに収容した状態で収納部１に収納した構成について説明したが、
物品Ｗを収納部１に収納する状態は適宜変更してもよい。例えば、物品Ｗを平パレット上
に載置した状態で収納部１に収納してもよい。
【００６１】
（９）上記実施形態では、制御部２０は、判別制御において、秤量部１９が計量した重量
の変化と、ピッキング情報に示された支持部３に支持させるべき物品Ｗの種類情報と、当
該種類情報に示された種類の物品Ｗの重量情報と、ピッキング情報に示された物品Ｗの数
情報と、に基づいて、ピッキング作業が完了したか否かを判別した。しかし、判別制御に
おけるピッキング作業が完了したか否かの判別は適宜変更してもよい。例えば、指示ラン
プ１２の近傍に、テープスイッチ等で構成された操作部を備え、ピッキング作業が完了し
た作業者Ｍが操作部を操作することで、その操作部を操作した情報である操作情報が物品
搬送車４に送信されるように構成する。そして、制御部２０は、判別制御において、物品
搬送車４が操作情報を受信した場合に、ピッキング作業が完了したと判別するようにして
もよい。また、物品Ｗに、物品Ｗの種類を示す情報をバーコード等の二次元コードで表示
しておき、作業者Ｍは、物品搬送車４の支持部３に物品Ｗを載せる場合にその物品Ｗの二
次元コードをリーダによって読み取るように構成する。そして、制御部２０は、判別制御
において、ピッキング情報に示された支持部３に支持させるべき物品Ｗの種類情報と、ピ
ッキング情報に示された物品Ｗの数情報と、リーダが読み取った情報である読取情報と、
に基づいて、ピッキング作業が完了したと判別してもよい。
【００６２】
（１０）なお、上述した各実施形態で開示された構成は、矛盾が生じない限り、他の実施
形態で開示された構成と組み合わせて適用することも可能である。その他の構成に関して
も、本明細書において開示された実施形態は全ての点で単なる例示に過ぎない。従って、
本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で、適宜、種々の改変を行うことが可能である。
【００６３】
５．上記実施形態の概要
　以下、上記において説明した物品仕分け設備の概要について説明する。
【００６４】
　物品仕分け設備は、物品を収納する複数の収納部と、物品を支持する支持部を備え、且
つ、予め設定された走行レーンに沿って走行する複数の物品搬送車と、前記収納部と前記
走行レーンにある前記物品搬送車の前記支持部との間で物品を移載する作業が行われる複
数の作業エリアと、を備え、前記作業エリアの夫々が前記収納部及び前記走行レーンに隣
接すると共に、前記走行レーンに沿って複数の前記作業エリアが並ぶように配置され、前
記走行レーンに沿って、複数の前記物品搬送車が列をなして走行する。
【００６５】
　この構成によれば、走行レーンに沿って走行する物品搬送車の支持部によって物品が支
持されて搬送される。そのため、例えば、特定の作業エリアにおいて物品を移載する移載
作業に遅れが生じた等によって当該移載作業の対象となる物品搬送車を停車させた場合で
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あっても、当該物品搬送車より先行している物品搬送車や、当該物品搬送車と間隔を空け
て走行している後続の物品搬送車は、停止することなく走行を継続することができる。従
って、他の作業エリアの作業者は、これらの物品搬送車に対する移載作業を継続して行う
ことができる。そのため、一部の作業エリアにおける移載作業の遅れによって他の作業エ
リアにおける作業効率までが低下することを抑制できる。また、例えば、物品を移載する
作業が完了した物品搬送車を走行レーンから離脱するように走行させることで、走行レー
ンにおける移載作業の対象となる物品搬送車の割合を高めることができる。これにより、
作業エリアにおける作業効率を高めることができる。
【００６６】
　ここで、前記走行レーンは、複数の前記作業エリアの夫々に対応したレーンエリアを有
し、複数の前記物品搬送車は、複数の前記レーンエリアのそれぞれに１台以上の前記物品
搬送車が存在するように走行すると好適である。
【００６７】
　この構成によれば、複数の作業エリアのそれぞれにおいて、対応するレーンエリアに存
在する１台以上の物品搬送車に対する移載作業を行うことができる。従って、複数の作業
エリアにおいて並行して移載作業を行うことができる割合を高めることができ、作業エリ
アにおける作業効率を高めることが可能となる。
【００６８】
　また、前記複数の物品搬送車の夫々は、互いに独立して走行速度を変更可能に構成され
ていると好適である。
【００６９】
　この構成によれば、先行する物品搬送車との間隔や各作業エリアにおける移載作業の進
捗状態等に応じて、各物品搬送車の走行速度を適宜変更することができる。従って、例え
ば、２台の物品搬送車の間の無駄な間隔を小さくしたり、移載作業を行い易いように物品
搬送車の走行速度を調節したり、移載作業に支障のない範囲で物品搬送車の走行速度を速
くしたりすることが可能となる。これにより、物品搬送車の流通効率を高めることができ
、作業エリアにおける作業効率を高めることが可能となる。
【００７０】
　また、前記走行レーンは、複数の前記作業エリアの夫々に対応したレーンエリアを有し
、前記物品搬送車は、前記レーンエリアの夫々において、当該レーンエリアに対応する作
業エリアにおいて自車の前記支持部に対する移載作業が全て完了するまでは第１速度で走
行し、自車の前記支持部に対する移載作業が全て完了した後は、前記第１速度より高速の
第２速度で走行すると好適である。
【００７１】
　この構成によれば、支持部に対する移載作業中の物品搬送車は低速の第１速度で走行さ
せ、支持部に対する移載作業が完了した物品搬送車は高速の第２速度で走行させるため、
走行中の物品搬送車に対する移載作業の容易性を確保しつつ、走行レーンにおける物品搬
送車の平均走行速度を全体として高めることができる。これにより、物品搬送車の流通効
率を高めることができ、作業エリアにおける作業効率を高めることが可能となる。
【００７２】
　また、前記走行レーンに沿って走行する前記物品搬送車と並行して前記物品搬送車が走
行可能な完了レーンを更に備え、前記物品搬送車は、前記走行レーンから前記完了レーン
にレーンチェンジ可能に構成されていると好適である。
【００７３】
　この構成によれば、例えば、物品の移載作業が全て完了した物品搬送車を、走行レーン
から完了レーンにレーンチェンジさせて完了レーンを走行させることで、走行レーンにお
けるにおける移載作業の対象となる物品搬送車の割合を高めることができる。これにより
、作業エリアにおける作業効率を高めることができる。
【００７４】
　また、前記走行レーンに沿って走行する前記物品搬送車と並行して前記物品搬送車が走
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行可能な分岐レーンを更に備え、前記物品搬送車は、前記走行レーンから前記分岐レーン
にレーンチェンジ可能で且つ前記分岐レーンから前記走行レーンにレーンチェンジ可能に
構成されていると好適である。
【００７５】
　この構成によれば、複数の作業エリアのうち、自車に対する移載作業を行わない作業エ
リアでは物品搬送車に走行レーンではなく分岐レーンを走行させ、自車に対する移載作業
を行う作業エリアについてのみ物品搬送車に走行レーンを走行させることが可能となる。
これにより、走行レーンにおけるにおける移載作業の対象となる物品搬送車の割合を高め
ることができ、作業エリアにおける作業効率を高めることができる。
【００７６】
　また、前記支持部は、個別に物品を支持する第１支持体と第２支持体とを備え、前記第
１支持体と前記第２支持体とは、水平方向に互いに隣接して配置され、前記走行レーンに
対して前記作業エリアが存在する側を作業側として、前記物品搬送車は、前記支持部を上
下方向に沿う軸心周りに回転可能に構成され、前記物品搬送車は、前記走行レーンにおい
て、前記第１支持体が前記第２支持体より前記作業側に位置するように前記支持部を回転
させた第１回転状態と、前記第２支持体が前記第１支持体より前記作業側に位置するよう
に前記支持部を回転させた第２回転状態と、に前記支持部を回転させると好適である。
【００７７】
　この構成によれば、第１支持体に対して移載作業を行う必要がある場合には、物品搬送
車が第１回転状態となるようにすることで、第１支持体に対する移載作業を行い易くする
ことができ、第２支持体に対して移載作業を行う必要がある場合には、物品搬送車が第２
回転状態となるようにすることで、第２支持体に対する移載作業を行い易くすることがで
きる。つまり、この構成によれば、個別に物品を支持する２つの支持体を支持部に備えつ
つ、これら２つの支持体の双方に対する移載作業を容易に行うことができる。
【００７８】
　また、前記物品搬送車は、前記支持部に支持された物品の重量を量る秤量部を備えてい
ると好適である。
【００７９】
　この構成によれば、秤量部によって支持部に支持された物品の重量を量ることで、支持
部に物品が支持されたか否かの判別や、別途物品の重量情報を取得可能な場合には、支持
された物品の重量から当該物品の種類を判別することが可能となる。
【００８０】
　また、前記物品搬送車の走行方向における前記走行レーンよりも下流側に、前記複数の
物品搬送車が列をなさずに走行しつつ互いの走行順序を入れ替え可能な入替エリアが設け
られていると好適である。
【００８１】
　この構成によれば、入替エリアにおいて複数の物品搬送車の走行順序を入れ替えること
ができるため、この入替エリアより上流側である走行レーンにおいては、複数の物品搬送
車の走行順序が規定の順序と異なっていてもよい。そのため、走行レーンにおける物品搬
送車の走行順序の自由度を高めることができながら、入替エリアよりも下流側においては
複数の物品搬送車を規定の順序とすることができる。
【００８２】
　また、前記作業エリアの夫々に少なくとも１つの仮置き部が設けられ、前記仮置き部は
、少なくとも１つの物品を保持する保持状態と、保持していた物品を排出する排出状態と
、に状態変更可能に構成され、前記物品搬送車が前記仮置き部に対応する位置に無い状態
では、前記仮置き部は保持状態となり、前記物品搬送車が前記仮置き部に対応する位置に
在る状態で、前記仮置き部は排出状態となると好適である。
【００８３】
　この構成によれば、物品搬送車が前記仮置き部に対応する位置に無い状態では、仮置き
部に物品を保持させ、当該仮置き部に保持させた物品を、物品搬送車が仮置き部に対応す
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る。これにより、物品搬送車が作業エリアにいない状態でも、作業者は、当該物品搬送車
に対応する物品の収納部からの取り出しを行うことができる。従って、作業エリアにおけ
る作業効率を高めることができる。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本開示に係る技術は、物品を収納する複数の収納部と、物品を移載する作業が行われる
複数の作業エリアと、を備えた物品仕分け設備に利用することができる。
【符号の説明】
【００８５】
１：収納部
３：支持部
３Ａ：第１支持体
３Ｂ：第２支持体
４：物品搬送車
１９：秤量部
３１：仮置き部
Ｅ１：作業エリア
Ｅ２：入替エリア
Ｌ１：走行レーン
Ｌ２：分岐レーン
Ｌ３：完了レーン
ＬＥ：レーンエリア
Ｗ：物品
Ｚ：上下方向
 



(17) JP 2020-11790 A 2020.1.23

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(18) JP 2020-11790 A 2020.1.23

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】



(19) JP 2020-11790 A 2020.1.23

【図１２】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

