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(57)【要約】
【課題】生産計画に沿った車両誘導が可能な車両誘導シ
ステムを提供する。
【解決手段】車両誘導システムは、施設に入出する複数
の車両のそれぞれの車番を認識する。車両誘導システム
は、更に、認識した車番の車両とその車両により搬送さ
れる物品との対応を登録したデータベースと、生産計画
を格納したデータベースとを有し、生産計画に基づき搬
送される物品の優先度を求め、物品を搬送する車両の優
先度を設定し、設定した優先度に従って、車両を誘導す
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施設へ入出する複数の車両を誘導する車両誘導システムであって、
　前記複数の車両のそれぞれの車番を認識する認識装置と、
　前記認識装置により認識された車番とその車番の車両により搬送される物品との対応を
表す情報が登録された第１データベースと、
　生産する物品の生産計画が登録された第２データベースと、
　前記第１データベースおよび前記第２データベースを用いて、前記生産計画に沿って、
搬送される物品の優先度を求め、求めた優先度に従って、車両を誘導する車両誘導サーバ
と、
　を具備する、車両誘導システム。
【請求項２】
　請求項１記載の車両誘導システムにおいて、
　前記車両誘導システムは、前記車両に行き先を指示する表示手段を具備し、
　前記認識装置は、車両を捕捉するカメラを有し、前記カメラにより捕捉された車両の画
像から車番を認識する、車両誘導システム。
【請求項３】
　請求項２記載の車両誘導システムにおいて、
　車両誘導システムは、誘導に反する車両に対して警告を出す警告手段を具備する、車両
誘導システム。
【請求項４】
　請求項２記載の車両誘導システムにおいて、
　前記車両誘導システムは、入出荷計画が登録されたデータベースと、誘導された車両か
ら物品を入出する際に、前記入出荷計画に関する情報を表示する端末と、
　を具備する、車両誘導システム。
【請求項５】
　請求項４記載に車両誘導システムにおいて、
　前記端末はバースに設置されている、車両誘導システム。
【請求項６】
　請求項２乃至５のいずれかに記載の車両誘導システムにおいて、
　車両誘導システムは、少なくとも物理的に大きさの異なる２カ所のバースを有し、
　前記車両の画像から、車両の物理的な大きさを判定し、車両の物理的な大きさに従った
バースに誘導する、車両誘導システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両誘導システムに関し、特に入出荷作業のために施設へ入出する車両を誘
導する車両誘導システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　入出荷作業等を行うために、施設へ入出するところの車両を誘導する技術は、特許文献
１に開示されている。また、特許文献２には、車載器から取得した識別情報に基づく認証
に加え、運搬車両のナンバープレートを撮影し、撮影された画像から抽出した車両情報と
、データベースに格納された車両情報とを照合することにより、高い精度で運搬車両を認
識する運搬管理システムが、開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平３－２２２５３２号公報
【特許文献２】特開２０１２－１９０２８１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１には、個々の車両に、車両特有の識別データを含む管理案内情報を送受信す
る送受信機を搭載し、施設に入場してくる車両の行き先バースを誘導指示することが示さ
れている。この場合、施設に入場する車両の全てに対して、送受信機を搭載することが必
要とされる。また、新規な車両が入場することができる様にするためには、新たな送受信
機の搭載が必要なる。そのため、時間とコストが増大することが懸念される。
【０００５】
　また、特許文献２においては、車載器（７）の識別情報を認証し、さらにナンバープレ
ートを撮影し、撮影された画像から抽出した車両情報を用いて照合することが示されてい
る（図１）。この場合も、車載器および識別情報を送信するところの通信装置の搭載に伴
う、時間とコストの増大が懸念される。
【０００６】
　ところで、近年多くの製造業においては、財務指標の改善を図るために、原材料や製品
の在庫を極力圧縮する様に、入庫や生産をコントロールする様になってきている。そのた
め、例えば、原材料の発注ミスおよび／あるいは交通事情等による配送用の車両が遅延し
た場合、生産計画通りに製品を生産および／あるいは出荷ができなくなると言う課題が生
じる。特許文献１および２では、生産計画が意識されていない。
【０００７】
　本発明の目的は、生産計画に沿った車両誘導が可能な車両誘導システムを提供すること
にある。
【０００８】
　本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面
から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１０】
　すなわち、車両誘導システムは、複数の車両の車番を認識する認識装置と、認識された
車番とその車番の車両によって搬送される物品（製品および／あるいは原材料）との対応
を表す情報を格納した誘導情報データベースとを具備する。これにより、車両毎に、搬送
する物品が特定される。また、車両誘導システムは、生産する物品の生産計画を生産計画
データベースから取得し、取得した生産計画に沿って、搬送する物品の優先度を求め、求
めた優先度に従って、車両を誘導する。これにより、生産計画に沿った車両の誘導が可能
となる。
【００１１】
　また、一実施の形態によれば、上記認識装置は、カメラを有し、上記カメラにより取得
された画像に基づいて、車両の車番が特定される。これにより、各車両に、車両を特定す
るための装置を搭載する必要がなくなり、コストの増加を抑制することが可能となる。
【発明の効果】
【００１２】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば、以下のとおりである。
【００１３】
　生産計画に沿った車両誘導が可能な車両誘導システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施の形態に係わる車両誘導システムの構成を示す構成図である。
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【図２】車両の移動フローを示す模式図である。
【図３】本発明の一実施の形態に係わる車両誘導システムの処理を示すフローチャート図
である。
【図４】車両誘導システムにおける優先度決定に関する処理を示すフローチャート図であ
る。
【図５】車両誘導システムにおける誘導車両決定に関する処理を示すフローチャート図で
ある。
【図６】車両誘導システムに用いられる入荷車両待機行列の構成を示す模式図である。
【図７】車両誘導システムに用いられる出荷車両待機行列の構成を示す模式図である。
【図８】車両誘導システムに用いられる車両認識を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一部分には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説
明は省略する。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施の形態に係わる車両誘導システムの構成を示す構成図である。
同図において、破線は施設（構内）における場所を示している。本実施の形態で説明する
施設は、施設に入る場所に、入場ゲートが設置され、物品（製品および／あるいは原材料
）の積み卸しを行う場所であるバースが、施設内の複数の場所に設置されている。また、
この例では、バースに車両が停車しているとき、別の車両が待機する待機場が、施設内に
複数設置されている。もちろん、これは一例であり、本発明はこの例に限定されるもので
はない。図１において、入場ゲートは破線１１３で示されており、複数の待機場のそれぞ
れは破線１１４で示されている。また、複数のバースは、破線１１５－１から１１５－Ｎ
で示されている。なお、複数のバース１１５－１から１１５－Ｎを１つとして述べる場合
には、バース１１５と記載する。
【００１７】
　図１において、１０１は車両誘導サーバ、１０５はデータベース、１０６は生産管理サ
ーバ、１０７はデータベース、１０２は車両認識端末である。また、１０４、１０９、１
１１は、表示手段である。表示手段として用いられる表示装置の例については、後の説明
で理解されるであろう。特に制限されないが、車両誘導サーバ１０１、生産管理サーバ１
０６、データベース１０５、１０７および車両認識端末１０２は、施設に建てられた建屋
に設置されている。また、データベース１０５と１０７のそれぞれは、図示していない記
憶装置内に格納されている。表示手段１０４は、入場ゲート１１３に設置され、表示手段
１０９は待機場１１４に設置され、表示手段１１１は、バース１１５に設置されている。
場所的に離れているところの表示手段、車両認識端末１０２、車両誘導サーバ１０１およ
び生産管理サーバ１０６は、ネットワーク１１７により、相互に接続されている。
【００１８】
　データベース１０７は、生産管理サーバ１０６に接続され、生産管理の処理をする際に
用いられる。また、データベース１０５は、車両誘導サーバ１０１に接続され、車両誘導
の処理を実行する際に用いられる。車両誘導サーバ１０１と生産管理サーバ１０６とは、
ネットワーク１１７により接続されているため、相互間で情報の送受が可能となっており
、後で説明するが、生産管理の処理に関する情報は、車両誘導サーバ１０１が、生産管理
サーバ１０６から受け取ることができる。また、データベース１０５および１０７のそれ
ぞれは、複数のデータベースを含んでいる。
【００１９】
　施設の各場所には、カメラが設置されている。この実施の形態においては、入場ゲート
１１３にカメラ１０３が設置され、待機場１１４のそれぞれの場所にカメラ１０８が設置
されている。また、バースについても、バース１１５－１から１１５－Ｎのそれぞれに、
カメラ１１０が設置されている。カメラ１０３、１０８、１１０は、ネットワーク１１８
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を介して車両認識端末１０２に接続されている。同図において、１１６は、物品を搬送（
入荷および／あるいは出荷）する車両を示している。カメラ１０３、１０８および１１０
のそれぞれは、それが設置された場所に停車している車両を捕捉して、その車両の映像情
報を、ネットワーク１１８を介して車両認識端末１０２に送信する。
【００２０】
　本実施の形態の例に従えば、入場ゲート１１３に設置されたカメラ１０３は、入場ゲー
ト１１３に停車している車両１１６の映像情報を、車両認識端末１０２に送信する。また
、待機場１１４に設置されているカメラ１０８は、それぞれ設置されている待機場１１４
に停車している車両の映像情報を、車両認識端末１０２に送信する。同様にして、バース
１１５－１～１１５－Ｎに設置されているそれぞれのカメラ１１０は、設置されたバース
において停車している車両１１６の映像情報を、車両認識端末１０２に送信する。
【００２１】
　車両認識端末１０２は、受信した映像情報から、その車両の車番を識別し、識別した車
番をナンバー情報として、ネットワーク１１７を介して車両誘導サーバ１０１に送信する
。例えば、車両認識端末１０２は、映像情報から、車両１１６に設置されているナンバー
プレートを認識し、ナンバープレートに記載されている車両の車番を認識し、識別した車
番をナンバー情報とする。特に制限されないが、車両認識端末１０２は、受信したところ
の映像情報を送信したカメラが設置されている場所を把握しており、識別した映像情報を
送信したカメラが設置されている場所の場所情報も、ネットワーク１１７を介して車両誘
導サーバ１０１へ送信する。
【００２２】
　車両誘導サーバ１０１は、受信したナンバー情報と場所情報とに基づいて、そのナンバ
ー情報の車両１１６に対して、表示手段１０４、１０９、１１１を用いて誘導の情報（誘
導情報）を表示する。各バース１１５－１から１１５－Ｎのそれぞれには、端末１１２が
設置されている。端末１１２は、表示手段１１１と異なり、バースで作業する者（例えば
、入荷あるいは出荷の作業を行う作業者）に対して指示するために、用いられる。例えば
、入荷する物品の量を、作業者に知らせるために、端末１１２は用いられる。同図では、
図面が複雑になるのを避けるために、省略されているが、端末１１２は、ネットワーク１
１７に接続され、ネットワーク１１７を介して、例えば車両誘導サーバ１０１あるいは生
産管理サーバ１０６からの指示（入荷する物品の量等）が端末１１２に表示される。
【００２３】
　次に、車両１１６の移動について、概要を説明する。図２は、車両１１６の移動フロー
を模式的に示した模式図である。図１には、バースで物品の入荷および／あるいは出荷が
終了した車両１１６が、施設を出発する場所を示していないが、図２には、車両１１６が
出発する場所も退場ゲート２００として示されている。施設を退場する退場ゲート２００
にも、カメラを設置し、当該カメラで捕捉した車両の映像情報を、車両認識端末１０２へ
送信する。この場合、車両認識端末１０２は、その車両１１６のナンバー情報と、退場ゲ
ート２００を表す場所情報を、車両誘導サーバ１０１に送信する。これにより、車両誘導
サーバ１０１は、車両１１６が、確実に退場したか否かを判断することが可能となり、施
設内に車両が滞留するのを防ぐことが可能となる。また、退場の確認に応答して、入荷あ
るいは出荷の作業が完了したものとして、作業実績情報を更新することが可能となる。
【００２４】
　図２では、車両１１６は、図において左から右に向かって進む。その進行方向を、同図
では矢印によって示している。車両１１６は、入場ゲート１１３から、施設内に入場する
。入場すると、指示されたバース１１５（例えば、バース１１５－１）へ移動するのであ
るが、指示されたバース１１５－１に、別の車両１１６が停車しており、バース１１５－
１が空いていない場合、待機場１１４へ移動する様に、例えば表示手段１０４により指示
する。バース１１５－１が空くと、待機場１１４からバース１１５－１へ移動する様に、
表示手段１０９によって指示がされる。バース１１５－１に到着し、物品の入荷／出荷（
搬入／搬出）作業が完了すると、表示手段１１１により、退場ゲート２００へ向かう様に
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指示がされる。上記した様に、退場ゲートにもカメラが設置されており、退場ゲート２０
０から車両１１６が退場したことが確認される。
【００２５】
　次に車両に優先度を設定した場合の車両誘導システムの処理を説明する。図３は、車両
誘導システムの処理を示すフローチャート図である。
【００２６】
　カメラ１０３により、車両１１６が捕捉されると、カメラ１０３は、ステップＳ３００
において、捕捉した車両の映像情報（車両映像情報）を形成する。車両映像情報は、ネッ
トワーク１１８を介して車両認識端末１０２に供給される。車両認識端末１０２は、ステ
ップＳ３０１において、車両映像情報から車両のナンバー情報を認識（車両番号認識）す
る。認識された車両のナンバー情報と、カメラの設置場所に関する場所情報が、ネットワ
ーク１１７を介して、車両認識端末１０２から車両誘導サーバ１０１に供給される。
【００２７】
　車両誘導サーバ１０１は、供給されたナンバー情報が、データベース１０５内の車両番
号データベースに登録されているか否かの検索をステップＳ３０２（車両番号ＤＢ検索）
で行う。検索の結果として、ステップＳ３０３で、登録車両であると判定した場合、車両
誘導サーバ１０１は、ステップＳ３０６を実行する。
【００２８】
　ステップＳ３０６では、データベース１０５内の誘導情報データベースの検索を行う。
誘導情報データベース（第１データベース）は、車両のナンバー情報と、その車両により
搬送される物品に関する物品情報と、搬送は物品の入荷を行う入荷車両か物品の出荷を行
う出荷車両なのかを示す入出荷車両情報と、誘導先のバースを特定するバース情報とが、
１組として登録されている。この組は、車両のナンバー情報毎に登録されている。すなわ
ち、誘導情報データベースには、車両のナンバー情報毎に、その車両で搬送される物品に
関する物品情報と、誘導先のバースを特定するバース情報と、入荷車両であるか出荷車両
であるかを示す入出荷車両情報が格納されている。
【００２９】
　ステップＳ３０６による検索によって、車両のナンバー情報と組を構成している情報（
物品情報と、バース情報と、入出荷車両情報）を得ると、車両誘導サーバ１０１は、ステ
ップＳ３０６の検索によって得たところの誘導先のバース情報に基づいて、誘導先のバー
スを特定し、特定したバースの状態をステップＳ３０７において確認する（誘導先状態確
認）。この確認により、例えば、特定したバースに既に停車している車両があり、更にこ
の特定したバースが空くのを待機している他の車両が有った場合には、ステップＳ３０８
が実行される。このステップＳ３０８では、バースが空くのを待機している他の車両との
優先度を確認する（車両優先度確認）。この車両優先度確認のステップＳ３０８について
は、後で図４から図７を用いて詳細に説明するので、ここでは省略する。特定したバース
に、既に停車している車両があるため、ステップＳ３０９を次に実行する。このステップ
Ｓ３０９では、車両に対して待機場へ移動する様にとの指示を表示手段で表示をする（表
示手段へ表示）。
【００３０】
　一方、誘導先状態確認のステップＳ３０７において、特定したバースが空いていること
が判明し、ステップＳ３０８で、待機場１１４で待機している別の車両よりも優先度が高
いと判定された場合には、ステップＳ３０９で、特定したバースへの移動を表示手段によ
り表示する。
【００３１】
　上記したステップＳ３０３において、車両番号データベースに、認識した車両のナンバ
ー情報が登録されていなかった場合には、次にステップＳ３０４が、実行される。ステッ
プＳ３０４においては、車両認識端末１０２を用いて、オペレータが該当する車両のナン
バー情報をデータベース１０５内の車両番号データベースに登録する。次に、オペレータ
は、ステップＳ３０５において、車両認識端末１０２を用いて、車両番号データベースに
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登録した車両により搬送される物品に関する物品情報と、誘導先のバース情報と、車両の
ナンバー情報と、入荷車両であるか出荷車両であるかを示す入出荷車両情報とを１組とし
て、データベース１０５内の誘導情報データベースに登録する（誘導情報登録）。登録が
完了すると、車両誘導サーバ１０１は、上記したステップＳ３０６を実行する。これによ
り、誘導先として特定したバースの状態確認が行われ、特定したバースの状態に応じた誘
導が行われる。
【００３２】
　ステップＳ３０９により、移動先を指示した後は、ステップＳ３００に戻り、新たな車
両１１６が、入場ゲート１１３に到着するのを待つ。
【００３３】
　後で述べるが、待機場１１４で待機している車両は、バースが空きの状態になると、そ
の車両の優先度に従って、バースへの誘導あるいは待機場１１４での待機継続が表示され
る。
【００３４】
　データベース１０５に、車両番号データベースと誘導情報データベースが設けられてい
る例を説明したが、車両番号データベースは、車両のナンバー情報が登録されているか否
かを確認するためのものであるため、誘導情報データベースで代行することも可能である
。
【００３５】
　また、図３には示されていないが、各バース１１５－１～１１５－Ｎのそれぞれに設置
されたカメラ１１０からの映像情報は、車両認識端末１０２に供給され、車両認識端末１
０２によって、車両が認識され、場所情報とナンバー情報が車両誘導サーバ１０１に供給
される。また、待機場１１４のそれぞれにもカメラ１０８が設置されている。カメラ１０
８により撮影された映像情報は、同じく車両認識端末１０２に供給される。車両認識端末
１０２は、カメラ１０８からの映像情報から、車両を認識し、場所情報と車両のナンバー
情報を形成して、車両誘導サーバ１０１に供給する。
【００３６】
　上記したステップＳ３０９において、車両１１６を待機場１１４あるいはバース１１５
へ誘導した後で、車両誘導サーバ１０１は、待機場１１４に設置されているカメラ１０８
あるいはバース１１５に設置されているカメラ１１０からの映像情報に基づいて形成され
た車両のナンバー情報を確認する。これにより、ステップＳ３０９において誘導した通り
に、車両が、待機場１１４あるいはバース１１５に移動したかの確認を、車両誘導サーバ
１０１は行う。
【００３７】
　ステップＳ３０９の誘導により、車両１１６が、指定した行き先バースに到着し、バー
スにおいて、車両１１６から物品の入出荷作業を行う際には、車両誘導サーバ１０１は、
入出荷計画を生産管理サーバ１０６から取得し、取得した入出荷計画を、指定した行き先
バースに設置されている端末１１２に送信する。端末１１２は、受信した入出荷計画を表
示する。これにより、端末１１２に表示されている入出荷計画を見ながら、入出荷作業を
行うことが可能となり、誤作業が発生することを低減することが可能となる。入出荷作業
が完了すると、車両誘導サーバ１０１は、その指定した行き先バースに設置されている表
示手段１１１を用いて、退場ゲート２００（図２）への誘導情報を表示し、車両を退場ゲ
ート２００へ誘導する。
【００３８】
　車両が、入出荷作業を完了し、退場ゲート２００から退場したとき、車両誘導サーバ１
０１は、その作業実績情報を生産管理サーバ１０６へ送信する。生産管理サーバ１０６は
、作業実績情報に基づいて入出荷実績の更新を行う。すなわち、原材料の在庫量および／
あるいは製品の在庫量等の更新が、生産管理サーバ１０６において行われる。
【００３９】
　もし、ステップＳ３０９による誘導にもかかわらず、車両が誤ったバースに移動した場
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合、移動先のバースに設置されているカメラ１１０により撮影された映像情報が、車両認
識端末１０２に供給されることになる。車両認識端末１０２は、映像情報から車両のナン
バー情報を取得し、カメラ１１０からの場所情報と車両のナンバー情報を車両誘導サーバ
１０１へ供給する。車両誘導サーバ１０１は、供給された車両のナンバー情報を基にして
、誘導情報データベースを検索し、カメラ１１０の場所情報と行き先バースとが異なるこ
とを認識し、カメラ１１０の場所情報に対応するバースの表示手段１１１に対して、バー
スを誤っている旨の表示をする。ステップＳ３０９による誘導にもかかわらず、車両が誤
った待機場に移動した場合についても、同様に、車両誘導サーバ１０１によって、誤って
移動した待機場に設けられている表示手段１０９を用いて、誤りを表示し、警告を発行す
る。
【００４０】
　また、誤ったバースあるいは待機場に、車両が移動した場合、例えば、オペレータが、
車両誘導サーバ１０１あるいは車両認識端末１０２で、各場所に設置されたカメラにより
撮影された映像から、誤って移動した車両を確認し、車両誘導サーバ１０１を用いて、誘
導情報を表示手段に表示させる様にしても良い。
【００４１】
　なお、バースにおいて、物品の入出荷作業が完了したか否かは、例えば、バースに設置
されたカメラ１１０からの映像情報から、作業者の動きに基づいて判定しても良い。ある
いは、バースに設置されている端末１１２に対して、入出荷作業か完了した旨の入力がさ
れたことを検出して、判定する様にしても良い。
【００４２】
　次に生産管理サーバ１０６と連携して、車両の誘導を行う実施の形態について説明する
。生産管理サーバ１０６を用いて、オペレータは、生産計画、入出荷計画を作成し、デー
タベース１０７に登録する。ここで、生産計画は、どの製品を、いつまでに、どのくらい
の数量を生産するかを示すデータベース（生産計画データベース：第２データベース）で
ある。また、入出荷計画は、いつ、どの原材料や製品を入出荷するのかを示すデータベー
ス（入出荷計画データベース）である。入出荷計画データベースには、原材料や製品を入
出荷する車両に関する情報と、その車両が入荷用の車両なのか出荷用の車両なのかを示す
情報も含まれている。
【００４３】
　オペレータは、生産管理サーバ１０６を用いて、車両誘導サーバ１０１に接続されたデ
ータベース１０５に対して、原材料使用情報を登録する。この原材料使用情報とは、生産
しようとする製品が、どの原材料を、どの程度使用して生産されるのかを示すデータベー
ス（原材料使用情報データベース）である。車両誘導サーバ１０１は、登録されたこれら
のデータベース（生産計画、入出荷計画、原材料使用情報）を取り込んで、車両の優先順
位を決定する。
【００４４】
　図４は、車両の優先順位を決定する処理を示すフローチャート図である。車両誘導サー
バ１０１は、図４に示した処理を実行することにより、入出荷を行う車両の優先順位を決
定する。車両誘導サーバ１０１は、ステップＳ４０１において、生産計画のデータベース
を取り込み、データベース１０５に格納する（生産計画取得）。次に、ステップＳ４０２
において、入出荷計画データベースを取り込み、データベース１０５に格納する（入出荷
計画取得）。ステップＳ４０３において、原材料使用情報データベースを取り込み、デー
タベース１０５に格納する（原材料使用情報取得）。
【００４５】
　次にステップＳ４０４において、生産計画データベースに登録されている製品が、どの
原材料を、どの程度使用して生産されるのかを、原材料使用情報データベースを検索する
ことにより求める（原材料使用情報ＤＢ検索）。ステップＳ４０４で求めた情報に基づい
て、ステップＳ４０５において、生産に使われる原材料の、現在の在庫量を求め、原材料
在庫のデータベース（原材料在庫情報データベース）を作成し、このデータベースを検索
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することにより、現在の在庫量を取得する（原材料在庫情報ＤＢ検索）。
【００４６】
　ステップＳ４０６において、入出荷計画データベースから、入場してくる車両が、入荷
用の車両（入荷車両）であるか、出荷用の車両（出荷車両）であるかを確認する。このス
テップＳ４０６において、入荷車両であると判定した場合、生産計画データベースによっ
て、これから生産する製品の出荷量に対して、その製品の生産に使われる原材料の現在に
おける在庫量が足りるか否かの判定を、ステップＳ４１２において実行する。ステップＳ
４１２において、原材料が、現時点の在庫量で足りると判定した場合、その原材料を搬入
する入庫車両の優先度を３とする。この場合には、次に、ステップＳ４１６において、入
荷車両優先度を３として、データベース１０５に登録する（入荷車両優先度＝３）。一方
、ステップＳ４１２において、不足すると判定した場合、ステップＳ４１３において、原
材料の在庫が不足する時期を確認する（在庫不足時期）。
【００４７】
　在庫が不足するか否かの閾値を、特に制限されないが、３日とした場合、ステップＳ４
１３の判定において、在庫不足までに３日以上掛かると判定すると、入庫車両の優先度を
２とする。この場合には、次のステップＳ４１５において、入荷車両優先度を２として、
データベース１０５に登録する（入荷車両優先度＝２）。一方、ステップＳ４１３におい
て、３日未満で在庫不足に陥ると判定された場合には、入荷車両の優先度を１とし、ステ
ップＳ４１４において、入荷車両優先度を１としてデータベース１０５に登録する（入荷
車両優先度＝１）。
【００４８】
　上記したステップＳ４０６において、入出荷計画データベースから、入場してくる車両
が、出荷用の車両（出荷車両）であると判定した場合には、特に制限されないが、次にス
テップＳ４０７が実行される。ステップＳ４０７においては、生産計画データベースから
生産した製品を出荷するまでの時期に余裕があるか否かの判定を行う。ステップＳ４０７
において、出荷するまでの時期（出荷時期）に余裕があると判定した場合には、その製品
を搬送する出荷用の車両の優先度を３とする。この優先度は、次に実行されるステップＳ
４１１において、出荷車両優先度を３としてデータベース１０５に登録する（出荷車両優
先度＝３）。
【００４９】
　一方、ステップＳ４０７において、出荷時期に余裕がないと判定した場合には、ステッ
プＳ４０８において、その製品を出荷する時期を確認する。特に制限されないが、在庫が
不足するか否かを判定する判定基準である閾値と同じ日数を、出荷の閾値とする。この閾
値を採用する場合には、ステップＳ４０８において、更に製品の出荷までに３日以上ある
か否かの判定が行われる。ステップＳ４０８において、製品出荷までに３日以上の日にち
があると、判定された場合、その製品を出荷する車両の優先度を２とする。この優先度は
、次のステップＳ４１０において、出荷車両優先度を２として、データベース１０５に登
録する（出荷車両優先度＝２）。これに対して、ステップＳ４０８で、製品出荷までが３
日未満であると判定された場合、その製品を出荷するために搬送する車両の優先度を１と
し、次にステップＳ４０９を実行する。ステップＳ４０９においては、出荷車両優先度を
１として、データベース１０５に登録する（出荷車両優先度＝１）。
【００５０】
　ステップＳ４０９からＳ４１１あるいはＳ４１４からＳ４１６において、出荷車両優先
度あるいは入荷車両優先度が、データベース１０５に登録されると、次にステップＳ４１
７が実行される。ステップＳ４１７においては、入出荷計画データベースに登録されてい
る全ての車両に対して、優先度を設定したか否かの判定を行う。すなわち、入出荷計画デ
ータベースに登録されている全ての車両に対して、それぞれの出荷（あるいは入荷）車両
優先度が、データベース１０５に登録されたか否かの判定が行われる。なお、図では、ス
テップＳ４１７は、計画に対して全ての車両に優先度割り振りと記載している。入出荷計
画データベースに登録されている全ての車両に対して、優先度の割り振りが完了していな
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い場合、ステップＳ４００が実行される。すなわち、上記した各ステップが、繰り返され
る。この様にして、生産計画に沿って、出荷される製品の日時および数量により、その製
品および／あるいはその製品を生産するために使われる原材料に対して、優先度が設定さ
れ、その製品および／あるいはその製品のための原材料を搬送する車両に優先度が設定さ
れる。
【００５１】
　優先度（入荷車両優先度および出荷車両優先度）のデータベース１０５への登録は、デ
ータベース１０５に、データベース（優先度データベース）を設け、この優先度データベ
ースに、優先度（入荷車両優先度および出荷車両優先度）を登録するようにすれば良い。
この場合、優先度データベースには、製品および／あるいは原材料とそれを搬送する場合
の車両の優先度（入荷車両優先度および出荷車両優先度）が組として登録される。もちろ
ん、生産管理サーバ１０６から取得して、データベース１０５に格納された入出荷計画デ
ータベースに、優先度（入荷車両優先度および出荷車両優先度）を登録する様にしても良
い。この場合、入出荷計画データベースに登録されている車両に関する情報（原材料や製
品を入出荷する車両に関する情報）と優先度とが組になる様に登録する。あるいは入出荷
計画データベースに登録されている原材料や製品と優先度とが組になる様に登録する。
【００５２】
　上記したステップＳ４０７において述べた余裕は、任意に設定することができる。例え
ば、３日以上を余裕ありとし、３日未満を余裕なしとしても良い。この実施の形態におい
て、車両の優先度（出荷車両優先度および入荷車両優先度）は、１が最も優先度が高く、
３が最も優先度が低いものとして説明している。もちろん、優先度は３段階ではなく、そ
れよりも多くしても、少なくしても良い。また、入荷に関する閾値および出荷に関する閾
値は、上記した３日である必要はなく、任意の日数にすることができる。上記した余裕、
優先度、閾値は、車両誘導サーバ１０１に設定される。もちろん、任意の値に変更するこ
とができる。
【００５３】
　次に、データベース１０５に登録した車両の優先度に基づいて、誘導する車両を決定す
る処理を説明する。図５は、車両の優先度に基づいて誘導車両を決定する誘導車両決定処
理のフローチャート図である。また、図６は、誘導車両を決定する際に用いられる入荷車
両待機行列の模式図であり、図７は、誘導車両を決定する際に用いられる出荷車両待機行
列の模式図である。図５に示されている処理は、車両誘導サーバ１０１において実行され
、上記した入荷車両待機行列および出荷車両待機行列は、車両誘導サーバ１０１に設けら
れる。なお、上記した入荷車両待機行列および出荷車両待機行列は、図６に示されている
処理が、車両誘導サーバ１０１において実行される際に、該サーバ１０１に一時的に形成
され、処理が終了したとき、削除されることもある。この場合であっても、本明細書では
、入荷車両待機行列および出荷車両待機行列は、サーバに設けられていると表現する。
【００５４】
　車両が入場ゲート１１３に入場すると、入場ゲート１１３に設置されたカメラ１０３に
より、車両が捕捉され、捕捉された車両の映像情報が、車両認識端末１０２に供給される
。車両認識端末１０２において、車両のナンバー情報が認識され、認識されたナンバー情
報と場所情報が、車両誘導サーバ１０１に供給される。
【００５５】
　車両誘導サーバ１０１は、ステップＳ５００において、ナンバー情報から図３で説明し
た誘導情報データベースを検索し（図３のステップＳ３０６）、誘導情報データベースか
ら、このナンバー情報の車両の誘導先バースを求め、誘導先（指定された行き先）バース
の状態を確認する（図３のステップＳ３０７）。なお、図５では、ステップＳ５００を行
き先バース状態確認と記載している。このステップＳ５００において、指定された行き先
バースの状態が、空き（未使用）状態であった場合、次にステップＳ５０１が実行される
。ステップＳ５０１においては、指定された行き先バースが、空き状態になるのを待機し
ている他の車両がないかを確認する。この確認は、図６および図７に示した入荷車両待機
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行列および出荷車両待機行列を用いて行う。ここで、入荷車両待機行列と出荷車両待機行
列について、説明をしておく。
【００５６】
　図６の（Ａ）には、入荷車両待機行列６０１の例が示されている。入荷車両待機行列６
０１は、バース毎に設けられており、各入荷車両待機行列６０１のそれぞれには、複数の
車両が登録できる様にされている。すなわち、施設内に複数のバースが設置されている場
合、各バースのそれぞれに対応した入荷車両待機行列６０１が設けられ、それぞれの入荷
車両待機行列６０１に複数の車両が登録される。入荷車両待機行列６０１に登録される車
両は、入荷のために、この入荷車両待機行列６０１に対応したバースが空き状態になるの
を待機している車両である。バースが空き状態になったとき、バースへ移動することが許
可される車両は、同図において左から右の順に配置される。すなわち、図６の（Ａ）にお
いて、先頭と記載されている車両が、バースが空き状態となったときに、バースへ誘導さ
れる。入荷車両待機行列６０１へは、車両を特定する情報と図４を用いて説明したその車
両の優先度（入荷用の車両であるため、入荷車両優先度）を登録する。特に制限されない
が、車両を特定する情報としては、その車両のナンバー情報が用いられる。
【００５７】
　図６の（Ａ）を例にして、入荷車両待機行列６０１を説明すると、先頭に車両Ａが登録
され、次に車両Ｂが登録され、車両Ｃ、車両Ｄと言う順番で、左から右に順次登録されて
いる。ここで、車両Ａは、ナンバー情報がＡで、その車両が特定され、その車両の入荷車
両優先度は１であることが示されている。同様に、車両Ｂは、ナンバー情報がＢで、その
車両が特定され、その車両の入荷車両優先度は２である。以下同様にして、車両Ｃおよび
Ｄのそれぞれが、車両のナンバー情報Ｃ、Ｄで特定され、それぞれの入荷車両優先度が２
、３となっている。
【００５８】
　後で、図５を用いて説明するが、上記した入荷車両待機行列は、優先度の高い車両が、
バースの待機状態に加わると、車両の挿入（加入）が行われる。図６の（Ｂ）と図６の（
Ｃ）には、車両の挿入が行われた場合が示されている。すなわち、図６の（Ｂ）には、バ
ースの待機状態に、優先度１の車両Ｘが加わり、車両Ａと車両Ｂとの間に、車両Ｘが登録
された状態の入荷車両待機行列６０２が示されている。同様に、図６の（Ｃ）には、図６
の（Ａ）に示した状態に対して、バースの待機状態に、その優先度が２の車両Ｘが加わっ
た場合を示している。この場合には、車両Ｃと車両Ｄとの間に車両Ｘが登録される。
【００５９】
　図７の（Ａ）には、出荷車両待機行列７０１の例が示されている。この出荷車両待機行
列７０１も、各バース毎に設けられており、各出荷車両待機行列７０１のそれぞれには、
複数の車両が登録できる様にされている。出荷車両待機行列７０１の構成は、優先度を除
き、上記した入荷車両待機行列６０１と同じである。すなわち、入荷車両待機行列６０１
では、優先度として、その車両の入荷車両優先度が登録されるが、出荷車両待機行列７０
１においては、優先度として、その車両の出荷車両優先度が登録される。なお、出荷車両
優先度は、図４で説明した処理により決定される。出荷車両待機行列７０１においても、
入荷車両待機行列６０１と同様に、優先度に従って、車両の挿入（加入）が行われる。図
７の（Ｂ）は、図６の（Ｂ）と同様に、車両Ｘ（その車両の出荷車両優先度が１）がバー
スの待機状態に加わった場合の出荷車両待機行列７０２を示しており、図７の（Ｃ）は、
図６の（Ｃ）と同様に、車両Ｘ（その車両の出荷車両優先度が２）がバースの待機状態に
加わった場合の出荷車両待機行列７０３を示している。
【００６０】
　なお、挿入された車両Ｘについては、図６の（Ｂ）、（Ｃ）および図７の（Ｂ）、（Ｃ
）において、斜線を付してある。また、入荷車両待機行列および出荷車両待機行列におけ
る挿入（加入）については、後の図５の説明で理解されるであろう。
【００６１】
　図５の説明に戻り、誘導する車両を決定する処理を説明する。
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【００６２】
　ステップＳ５００において、指定された行き先バースが空き状態であると判定された場
合、次にステップＳ５０１が実行される。ステップＳ５０１では、図６および図７で説明
した入荷車両待機行列および出荷車両待機行列を参照して、指定された行き先バースが空
き状態になるのを待機している車両が存在するか否かを確認する（待機行列有無確認）。
この場合、確認する入荷車両待機行列および出荷車両待機行列は、指定された行き先バー
スに対応するところの入荷車両待機行列および出荷車両待機行列である。入荷車両待機行
列および出荷車両待機行列のいずれにも、車両が登録されていなければ、該当するバース
（指定された行き先バース）には、待機している車両（待機車両）が無いと判定し、次に
ステップＳ５１５を実行する。ステップＳ５１５では、入場した車両を、その車両のナン
バー情報から検索した誘導先（指定された行き先）バースへ誘導する。また、このとき、
ステップＳ５１６において、車両誘導サーバ１０１は、該当する誘導先バースを、使用中
にする。
【００６３】
　ステップＳ５０１において、待機している車両があると判定した場合、すなわち入荷車
両待機行列あるいは出荷車両待機行列に車両が登録されていた場合、次にステップＳ５１
２が実行される。ステップＳ５１２においては、入荷車両待機行列あるいは出荷車両待機
行列の先頭に登録されている車両の優先度と、入場した車両の優先度との比較が行われる
。入場した車両については、その車両のナンバー情報から、誘導情報データベースを検索
することにより、搬送が入荷なのか出荷なのかを示す入出荷車両情報と、搬送する物品（
製品および／あるいは原材料）の情報が得られる。この入出荷車両情報と搬送する物品（
製品および／あるいは原材料）の情報に従って、その車両の優先度が、決定される。
【００６４】
　すなわち、図４を用いて説明した様に、入荷に関しては、その原材料が足りているのか
、あるいはその原材料の在庫が不足する時期により、その原材料を搬送する車両の優先度
が決定される。また、出荷に関しては、同じく図４で説明した様に、製品の出荷時期によ
って、その製品を出荷する車両の優先度が決定される。例えば、入場した車両が、入荷用
の車両であり、在庫不足時期が３日未満となる原材料を搬送する車両の場合には、入場し
た車両の優先度（入荷車両優先度）は１とされる。また、入場した車両が出荷用の車両で
あり、製品出荷までに余裕がある製品を搬送する車両で有った場合には、その車両の優先
度（出荷車両優先度）は３とされる。この優先度は、データベース１０５に設けられてい
る優先度データベースを用いることにより、車両により搬送される製品あるいは原材料か
ら求めることができる。もちろん、データベース１０５内の入出荷計画データベースに、
優先度が登録される様になっている場合には、この入出荷計画データベースから、優先度
を求めることができる。
【００６５】
　ステップＳ５１２において、入場した車両の優先順位が、入荷車両待機行列および出荷
車両待機行列のそれぞれの先頭に登録されている車両の優先度よりも高いと判定した場合
には、上記したステップＳ５１５を次に実行する。特に制限されないが、このときにも、
待機場１１４に待機している車両に対して、引き続き待機する様に誘導する（表示する）
。一方、ステップＳ５１２において、入場した車両の優先順位が、入荷車両待機行列ある
いは出荷車両待機行列の先頭に登録されている車両の優先度と同等あるいは低い場合には
、入荷車両待機行列あるいは出荷車両待機行列の先頭に登録されている車両を、ステップ
Ｓ５１３において、指定された行き先バースへ誘導し、行き先バースの状態を使用中にす
る（待機車両を行き先バースに誘導）。一方、入場した車両に対しては、次にステップＳ
５１４を実行する。ステップＳ５１４においては、入場した車両を待機場１１４へ誘導す
る。
【００６６】
　上記したステップＳ５００において、指定された行き先バースが使用中と判定された場
合、次にステップＳ５０２が実行される。ステップＳ５０２で、入場した車両は待機場１
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１４へ誘導される。
【００６７】
　ステップＳ５０２あるいはステップＳ５１４で、待機場１１４へ誘導された車両は、ス
テップＳ５０３において、その車両が、入荷用の車両であるのか出荷用の車両であるのか
の確認が行われる。車両が入荷用の車両（入荷車両）であると判定された場合、次にステ
ップＳ５０９が実行される。ステップＳ５０９においては、入荷車両待機行列６０１に登
録されている各車両との間で、優先度の比較が行われる。この比較は、入荷車両待機行列
６０１の左側（図６において左側）に登録されているところの車両から順番に行われる。
ステップＳ５０９での比較において、登録されているところの車両の優先度よりも、優先
度が高いと判定した場合には、次にステップＳ５１０を実行する。ステップＳ５１０にお
いては、ステップＳ５０９において比較した車両が登録されているところの入荷車両待機
行列６０１の位置よりも、左側に入場した車両を登録する。入荷車両待機行列６０１の左
側（前側）に登録された車両が、優先的にバースへ誘導されるため、優先度の高い車両は
、入荷車両待機行列６０１において左側に登録される。
【００６８】
　ステップＳ５１０において登録が行われた後、ステップＳ５１１が実行される。また、
ステップＳ５０９の比較において、優先度が同等あるいは低いと判定された場合も、ステ
ップＳ５１１が実行される。ステップＳ５１１において、入荷車両待機行列６０１に登録
されている全ての車両との間で優先度の比較が完了したかを判定する。比較が完了してい
なければ、ステップＳ５０８が実行される。
【００６９】
　ステップＳ５０８は、上記したステップＳ５０３とステップＳ５０９との間にも設けら
れており、ステップＳ５１１で、未完了と判定された場合、ステップＳ５０９へ戻ること
を意味している。すなわち、ステップＳ５１１で、全ての車両との比較が完了するまで、
ステップＳ５０９からＳ５１１が繰り返される。この繰り返しにおいて、ステップＳ５０
９において比較対象とされる車両は、入荷車両待機行列６０１の左側から右側へと順次変
わる。これにより、入場した車両は、入荷車両待機行列６０１において、その優先度に応
じた位置に登録される。なお、入場した車両の優先度が、入荷車両待機行列６０１の最も
右側に登録されている車両との比較において、同等・低いとなった場合には、ステップＳ
５１１において、入荷車両待機行列６０１の最も右側に、入場した車両が登録される。
【００７０】
　例えば、入場した車両のナンバー情報がＸで、優先順が１の場合には、図６の（Ａ）に
示した入荷車両待機行列６０１は、ステップＳ５０８からステップＳ５１１を実行するこ
とにより、図６の（Ｂ）に示した入荷車両待機行列６０２のように変わる。すなわち、車
両Ｘは、優先度２の車両Ｂの左側（前側）に登録される。同様に、入場した車両のナンバ
ー情報がＸで、優先順が２の場合には、図６の（Ａ）に示した入荷車両待機行列６０１は
、ステップＳ５０８からステップＳ５１１を実行することにより、図６の（Ｃ）に示した
入荷車両待機行列６０２のように変わる。すなわち、車両Ｘは、優先度３の車両Ｄの左側
（前側）に登録される。
【００７１】
　ステップＳ５０３において、入場した車両が、出荷用の車両であると判定された場合、
ステップＳ５０４からステップＳ５０７が実行される。ここで、ステップＳ５０５は、比
較する対象が入荷車両待機行列６０１ではなく、出荷車両待機行列７０１であることを除
いて、上記したステップＳ５０９と同じである。同様に、ステップＳ５０６は、比較する
対象が入荷車両待機行列６０１ではなく、出荷車両待機行列７０１であることを除いて、
上記したステップＳ５１０と同じである。また、ステップＳ５０７は、比較する対象が入
荷車両待機行列６０１ではなく、出荷車両待機行列７０１であることを除いて、上記した
ステップＳ５１１と同じである。ステップＳ５０４は、ステップＳ５０８と同じで、繰り
返すことを意味している。これらのステップＳ５０４からＳ５０７を実行することにより
、入場した車両（出荷用の車両）は、出荷車両待機行列７０１において、その優先度に応
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じた位置に登録される。
【００７２】
　例えば、入場した車両のナンバー情報がＸで、優先順が１の場合には、図７の（Ａ）に
示した入荷車両待機行列７０１は、ステップＳ５０４からステップＳ５０７を実行するこ
とにより、図７の（Ｂ）に示した入荷車両待機行列７０２のように変わる。すなわち、車
両Ｘは、優先度２の車両Ｂの左側（前側）に登録される。同様に、入場した車両のナンバ
ー情報がＸで、優先順が２の場合には、図７の（Ａ）に示した入荷車両待機行列７０１は
、ステップＳ５０４からステップＳ５０７を実行することにより、図７の（Ｃ）に示した
入荷車両待機行列７０２のように変わる。すなわち、車両Ｘは、優先度３の車両Ｄの左側
（前側）に登録される。
【００７３】
　車両待機行列（入荷車両待機行列および出荷車両待機行列）への車両の登録は、車両の
ナンバー情報と、例えば優先度データベースより求めた優先度を、車両待機行列に格納す
ることにより行われる。
【００７４】
　ステップＳ５０７あるいはステップＳ５１１で、全ての比較が完了と判定された場合、
あるいはステップＳ５１６で、行き先バースを使用中にした場合、次にステップＳ５００
に戻り、次に入場する車両に備える。
【００７５】
　行き先バースに停車していた車両が、バースでの入出荷作業を完了して、バースから移
動した場合、行き先バースの状態が使用中から未使用に変更される。行き先バースの状態
が未使用になった場合、入荷車両待機行列６０１あるいは出荷車両待機行列７０１の先頭
に登録されている車両に対して、車両誘導サーバ１０１は、待機場１１４から行き先バー
スへ移動する様に誘導する。待機場からバースへ車両を誘導したとき、車両誘導サーバ１
０１は、移動させた車両が登録されていた車両待機行列（入荷車両待機行列あるいは出荷
車両待機行列）を更新する。この更新は、車両待機行列に登録されている車両を左側へシ
フトして登録することにより行う。
【００７６】
　バースの状態は、例えば、カメラ１１０により確認する。カメラ１１０により、バース
を撮影し、撮影により得た映像情報が車両認識端末１０２に供給される。車両認識端末１
０２は、供給された映像情報から車両１１６が、バースを外れ、バースが空いたことを確
認すると、その旨を車両誘導サーバ１０１に知らせる。この通知を受けて、車両誘導サー
バ１０１は、バースの使用中を未使用に変更する。もちろん、バースに設置されている端
末１１２から、車両誘導サーバ１０１に対して、車両がバースから外れた旨を通知する様
にしても良い。
【００７７】
　本実施の形態においては、車両を誘導するのに表示手段１０４、１０９および１１１を
用いる。これらの表示手段としては、文字表示装置、あるいは色により指示を行う表示装
置を用いることができる。例えば、文字表示装置を表示手段として用いる場合には、「バ
ース・・・へお進み下さい」あるいは「車両番号・・・は、お進み下さい」等の文字表示
を行い、車両の誘導を行う様にすれば良い。また、色により指示を行う表示装置、いわゆ
るシグナルタワーを用いる場合には、青色に点灯している方向に車両が向かうという様な
、点灯する色および／あるいはパターンで、車両を誘導する様にすれば良い。
【００７８】
　本実施の形態においては、カメラにより車両を撮影している。そのため、カメラに映っ
ている画像により、その車両の大きさを把握することが可能である。施設内に、複数のバ
ースおよび／あるいは複数の待機場が設置され、各バースおよび／あるいは各待機場の物
理的大きさが異なる場合、車両の物理的な大きさに合わせたバースおよび／あるいは待機
場に誘導することが望ましい。車両の大きさを把握することにより、適切な大きさ（広さ
）を持つバースおよび／あるいは待機場に誘導することが可能となる。
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【００７９】
　図８は、車両を認識するための模式図である。同図において、８０３は、カメラにより
撮影された画像である。１１６は車両であり、ナンバープレート８０５を有している。ま
た、８０４は停止線である。車両に対しては、予め停止線８０４の位置で停止する様に指
示をしておく。カメラにより撮影した画像に対して、予めサイズを定めた閾値８０１と８
０２を用意しておく。画像に映し出された車両１１６のサイズが、閾値８０１の範囲に収
まっていれば、その車両はサイズＳとし、閾値８０１を超え、閾値８０２に範囲に収まっ
ていれば、その車両はサイズがＭであると判定する。同様に、車両１１６のサイズが、閾
値８０２を超えている場合には、その車両のサイズはＬ（図示せず）であると判定する。
【００８０】
　この判定したサイズ情報（Ｓ、Ｍ、Ｌ）を、車両誘導サーバ１０１は取り込む。バース
および／あるいは待機場についても、その物理的な大きさを、例えばサイズ情報（Ｓ、Ｍ
、Ｌ）として、車両誘導サーバ１０１に登録しておく。車両誘導サーバ１０１が、車両を
誘導する際には、車両のサイズ情報とバースおよび／あるいは待機場のサイズ情報とを比
較し、車両が停車可能な物理的大きさを有するバースおよび／あるいは待機場を選択して
、誘導する。これにより、車両の大きさに合わせたバースおよび／あるいは待機場を割り
当てることが可能となり、施設内のバースおよび／あるいは待機場を効率的に使うことが
可能となる。
【００８１】
　実施の形態によれば、生産計画に沿って、搬送される物品の優先度が設定され、この優
先度に基づいて車両の優先度が設定され、車両の優先度に従って車両の誘導が行われる。
そのため、例えば、財務指標の改善に適した車両誘導を行うことが可能となる。また、カ
メラを用いて、車両に設けられたナンバープレートを撮影し、撮影により形成した映像情
報から、車両認識端末が、その車両の車番を認識し、特定する様にしているので、車両誘
導に掛かるコストの増加を抑制することが可能となる。
【００８２】
　以上本発明者によってなされた発明を、前記実施形態に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種
々変更可能である。
【符号の説明】
【００８３】
１０１　車両誘導サーバ
１０３、１０８、１１０　カメラ
１０４、１０９、１１１　表示手段
１０５、１０７　データベース
１０６　生産管理サーバ
１１６　車両
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