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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配送センタに備える基本管理サーバに、異なる複数の荷主にそれぞれ備える荷主端末を
ネットワークで結び、それら荷主端末から、前記配送センタ内に在庫の商品を届け先へ出
荷する出荷オーダを前記基本管理サーバが受けると、荷主からの出荷オーダ情報に応じて
商品を集める最適なピッキング方式を選定し、その選定ピッキング方式に従って出荷商品
のピッキングを実行するためのピッキング作業管理システムであって、
　前記基本管理サーバは、
　前記配送センタに入庫する商品毎に商品番号で関連付けて商品名や個数を含む商品在庫
データを格納する商品別在庫データベースと、
　前記入庫商品の在庫位置を示すロケーションを、商品毎に商品番号で関連付けて商品名
や個数と共に在庫位置データとして格納するロケーション別在庫データベースと、
　前記荷主端末から出荷オーダ情報を受信すると、それら出荷オーダ情報を取り込んで、
出荷番号で関連付けて商品毎に商品番号・商品名・個数・種類・届け先を含む出荷データ
を格納する出荷商品データベースと、
　該出荷商品データベースから対象日の出荷データを読み出し、該出荷データに基づき商
品番号単位で商品の出荷合計個数を算出する一方、前記商品別在庫データベースから商品
在庫データを読み出し、その商品在庫データに商品番号別の前記出荷合計個数を照合し、
対象日に出荷オーダに対応する在庫があるか否かを引当処理する出荷商品引当部と、
　前記出荷商品データベースから対象日の出荷データを読み出し、その出荷データに基づ
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いて対象日に出荷予定の商品種類数と出荷オーダ数を集計し、商品種類数が第１基準値以
上か否かを演算し、次いで、いずれの演算結果の場合であっても、出荷オーダ数が第２基
準値以上か否かを演算し、その演算結果が第２基準値以上のときは、更に特定種類数で出
荷が完結する出荷オーダ数が第３基準値以上か否かを演算することにより最適なピッキン
グ方式を選定するピッキング選定部と、
　前記出荷商品データベースから出荷番号をキーに出荷データを読み出すと共に、前記ロ
ケーション別在庫データベースから商品番号をキーに在庫位置データを読み出し、最適と
選定されたピッキング方式に合わせて出荷データおよび在庫位置データを記録してピッキ
ングリストを生成するピッキングリスト生成部とを備え、
　前記ピッキング選定部は、
　商品種類数が第１基準値以下で且つ出荷オーダ数が第２基準値以下の演算結果のときは
、届け先別に仕切って商品を入れる仕切り部を備えた特殊台車を、指定ロケーション順に
移動しながら出荷商品を指定個数取り出して届け先別に前記仕切り部に入れて集める第１
ピッキング方式を選定し、
　商品種類数が第１基準値以上で且つ出荷オーダ数が第２基準値以下の演算結果のときは
、前記配送センタ内でピッキングエリアを複数に区分けして配置する一方、商品をソーテ
ィング順に並べて載せる商品棚を多段に重ねて備えた特殊台車を、前記ピッキングエリア
別に指定ロケーションに沿って移動しながら出荷商品を１個ずつ取り出して前記商品棚に
載せて集めてから、中央のソートエリアで届け先別に仕分けする第２ピッキング方式を選
定し、
　商品種類数が第１基準値以下である一方、出荷オーダ数が第２基準値以上で且つ特定種
類数で出荷が完結する出荷オーダ数が第３基準値以上の演算結果のときは、前記第１ピッ
キング方式と、作業員の周りに商品棚を配置し、それら商品棚に出荷頻度の多い特定種類
の商品を配列した所定の作業箇所で、そのまま周りの商品棚から出荷商品を取り出して届
け先毎に集約する第３ピッキング方式とを組み合わせた、第４ピッキング方式を選定し、
　商品種類数が第１基準値以上で、出荷オーダ数も第２基準値以上で且つ特定種類数で出
荷が完結する出荷オーダ数が第３基準値以上である演算結果のときは、前記第２ピッキン
グ方式と前記第３ピッキング方式とを組み合わせた、第５ピッキング方式を選定してなる
ことを特徴とする、ピッキング作業管理システム
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信販売業者など、異なる多数の荷主から受注した多様な出荷オーダに応じ
て、倉庫等の配送センタで行う在庫商品のピッキング作業の効率化を図るのに好適なピッ
キング作業管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通販業などでは、配送設備の整った大規模な倉庫など、運送会社等の配送センタに、各
種の顧客からのオーダ（注文）に備えて、多種多様な商品の在庫を大量に蓄えている。そ
のように配送センタに商品の在庫を大量に蓄えておけば、個人を含む多数の注文者からの
多種多様な出荷オーダにも迅速に対応することができる。そこで、商品の在庫を抱えた在
庫型の配送センタでは、通販業者等の荷主から出荷オーダを受け取ると、出荷オーダに対
応した商品を広大な倉庫内から集め（当該作業をピッキングという。）、集めた商品を届
け先毎に包装・梱包して出荷している。従って、配送センタでは、一連の出荷作業の中で
も、特に商品のピッキング作業を作業員によって如何に効率よく行うかが、作業管理上、
最も重要な要素になっている。
【０００３】
　そこで、一般には、ピッキング作業の効率を考えて、オーダ単位（届け先単位）に商品
をピッキングして一つの出荷単位にまとめるオーダピッキング方式か、或いは、オーダに
関係なく、商品の種類単位で集計し、商品種ごとにそれぞれ一括してピッキングし、それ



(3) JP 4972441 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

らを後工程でオーダに応じて届け先毎に仕分けするトータルピッキング方式が採られ、こ
の２種類のピッキング方式のいずれかを単純に選んで作業されている。
【０００４】
　しかし、オーダピッキング方式は、比較的オーダ商品が多品種少数の出荷作業に主眼が
おかれ、一方で、トータルピッキング方式は、比較的オーダ商品が少品種多数の出荷作業
に主眼が置かれているため、いずれか一方の方式のみにより作業をしようとすると、多種
多様な出荷オーダの特性に柔軟に対応しきれず、ピッキング作業の効率があまり上がらな
いという問題があった。
【０００５】
　そこで、従来のピッキング作業管理システムの中には（特許文献１参照）、オーダピッ
キング時間と、トータルピッキング時間および二次仕分け時間の合算時間とを、作業判定
部で比較し、所用時間がより短時間であると判定されたのがオーダピッキングの作業であ
ると、オーダ群を構成する出荷オーダ毎にオーダ数に応じた商品のピッキング作業を行う
オーダピッキングリストを生成して出力する一方、所用時間がより短時間であると判定さ
れたのがトータルピッキングおよび二次仕分けの作業であると、出荷オーダ群より特定し
た、同一オーダ商品の合算値が予め定めた閾値以上になる商品の、前記合算値に応じたピ
ッキング作業を行うトータルピッキングリストを生成して出力し、それぞれピッキングリ
ストを作業員に指示作業として示し、オーダ特性に応じてピッキング作業の効率化を図ろ
うとするシステムが提案されている。
【特許文献１】特開２００５－２０６２８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のピッキング作業管理システムでは、オーダピッキングとトータルピッキングとい
う限られた作業方式の中から、作業の所用時間の算定に基づいて、いずれか一方が二者択
一的に選択されるシステムになっている。ところが、一般に、配送センタでは、荷主が多
様な商品を取り扱い、しかも注文客に多くの個人を抱える通販業者のような場合に、受注
する出荷オーダが、その多種多様性から、オーダピッキング方式又はトータルピッキング
方式による作業に馴染む多品種少数の場合や少品種多数の場合に限らず、多品種多数の場
合もあれば、少品種少数の場合もあり、他方で、オーダが出荷頻度の多い特定種類の商品
で完結する場合も混在しているのが実情である。従って、作業方式がオーダピッキングか
トータルピッキングかの二者択一である従来のピッキング作業管理システムによっては、
ここまで多種多様な出荷オーダの特性に対して、柔軟に適応することができない。しかも
、あくまで作業時間のみを基準にピッキング作業方式を決定するのでは、オーダ特性によ
っては、作業時間は短いが作業員の人数がより多く必要になる非効率的な作業方式が選択
されることがあるという問題もあり、結局は、ピッキング作業の効率を十分には向上させ
ることができないという課題があった。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、多種多様な出荷オーダの特性に適応する最適なピッキング作
業方式を選択し、配送センタでのピッキング作業の効率を飛躍的に向上させるピッキング
作業管理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】
【０００８】
　そこで、上述した課題を解決すべく、請求項１に記載の発明は、たとえば以下に示す図
示実施の形態のとおり、配送センタＳに備える基本管理サーバ１に、異なる複数の荷主に
それぞれ備える荷主端末２…をネットワークで結び、それら荷主端末から、前記配送セン
タＳ内に在庫の商品を届け先へ出荷する出荷オーダを前記基本管理サーバ１が受けると、
荷主からの出荷オーダ情報に応じて商品を集める最適なピッキング方式を選定し、その選
定ピッキング方式に従って出荷商品のピッキングを実行するためのピッキング作業管理シ
ステムであって、前記基本管理サーバ１は、前記配送センタＳに入庫する商品毎に商品番
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号で関連付けて商品名や個数を含む商品在庫データを格納する商品別在庫データベース２
０と、前記入庫商品の在庫位置を示すロケーションを、商品毎に商品番号で関連付けて商
品名や個数と共に在庫位置データとして格納するロケーション別在庫データベース２１と
、前記荷主端末２…から出荷オーダ情報を受信すると、それら出荷オーダ情報を取り込ん
で、出荷番号で関連付けて商品毎に商品番号・商品名・個数・種類・届け先を含む出荷デ
ータを格納する出荷商品データベース２２と、該出荷商品データベース２２から対象日の
出荷データを読み出し、該出荷データに基づき商品番号単位で商品の出荷合計個数を算出
する一方、前記商品別在庫データベース２０から商品在庫データを読み出し、その商品在
庫データに商品番号別の前記出荷合計個数を照合し、対象日に出荷オーダに対応する在庫
があるか否かを引当処理する出荷商品引当部３０と、前記出荷商品データベース２２から
対象日の出荷データを読み出し、その出荷データに基づいて対象日に出荷予定の商品種類
数と出荷オーダ数を集計し、商品種類数が第１基準値以上か否かを演算し、次いで、いず
れの演算結果の場合であっても、出荷オーダ数が第２基準値以上か否かを演算し、その演
算結果が第２基準値以上のときは、更に特定種類数で出荷が完結する出荷オーダ数が第３
基準値以上か否かを演算することにより最適なピッキング方式を選定するピッキング選定
部３１と、前記出荷商品データベース２２から出荷番号をキーに出荷データを読み出すと
共に、前記ロケーション別在庫データベース２１から商品番号をキーに在庫位置データを
読み出し、最適と選定されたピッキング方式に合わせて出荷データおよび在庫位置データ
を記録してピッキングリスト５０・６０・７０を生成するピッキングリスト生成部３２と
を備え、前記ピッキング選定部３１は、商品種類数が第１基準値以下で且つ出荷オーダ数
が第２基準値以下の演算結果のときは、届け先別に仕切って商品を入れる仕切り部３６を
備えた特殊台車Ｃ１を、指定ロケーション順に移動しながら出荷商品を指定個数取り出し
て届け先別に前記仕切り部３６に入れて集める第１ピッキング方式を選定し、商品種類数
が第１基準値以上で且つ出荷オーダ数が第２基準値以下の演算結果のときは、前記配送セ
ンタＳ内でピッキングエリアａ～ｆを複数に区分けして配置する一方、商品をソーティン
グ順に並べて載せる商品棚４０を多段に重ねて備えた特殊台車Ｃ２を、前記ピッキングエ
リア別に指定ロケーションに沿って移動しながら出荷商品を１個ずつ取り出して前記商品
棚４０に載せて集めてから、中央のソートエリアｇで届け先別に仕分けする第２ピッキン
グ方式を選定し、商品種類数が第１基準値以下である一方、出荷オーダ数が第２基準値以
上で且つ特定種類数で出荷が完結する出荷オーダ数が第３基準値以上の演算結果のときは
、前記第１ピッキング方式と、作業員の周りに商品棚４５を配置し、それら商品棚４５に
出荷頻度の多い特定種類の商品を配列した所定の作業箇所で、そのまま周りの商品棚４５
から出荷商品を取り出して届け先毎に集約する第３ピッキング方式とを組み合わせた、第
４ピッキング方式を選定し、商品種類数が第１基準値以上で、出荷オーダ数も第２基準値
以上で且つ特定種類数で出荷が完結する出荷オーダ数が第３基準値以上である演算結果の
ときは、前記第２ピッキング方式と前記第３ピッキング方式とを組み合わせた、第５ピッ
キング方式を選定してなることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、基本管理サーバが、出荷商品引当部で対象日に出荷オ
ーダに対応する在庫があるか否かを引当処理し、引当てが可能な場合に、ピッキング選定
部で出荷商品データベースから対象日の出荷データを読み出し、出荷データに基づいて対
象日に出荷予定の商品種類数と出荷オーダ数を集計し、商品種類数が第１基準値以上か否
かを演算し、次いで、いずれの演算結果であっても、出荷オーダ数が第２基準値以上か否
かを演算し、その演算結果が第２基準値以上のときは、更に特定種類数で出荷が完結する
出荷オーダ数が第３基準値以上か否かを演算してピッキング方式を選定することにより、
出荷オーダが多品種多数の場合や少品種少数の場合や出荷頻度の多い特定種類の商品で完
結する場合などであっても、それら多種多様な出荷オーダの特性に応じて最適なピッキン
グ作業方式が選択され、その結果、配送センタでのピッキング作業の効率を飛躍的に向上
させることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の最良形態について説明する。
【００１１】
　図１は、本発明によるピッキング作業管理システムの構成を含むネットワーク構成のブ
ロック図である。本システムでは、運送会社の配送センタＳに備える基本管理サーバ１を
中心とし、基本管理サーバ１に、荷主、例えば通販会社（Ａ・Ｂ・Ｃ等の各社）に備えた
荷主端末２…を、それぞれ通信管理サーバ３を介してネットで接続して互いにデータ収受
可能に構成する。一方、配送センタＳ内において、基本管理サーバ１には、社内ＬＡＮを
介して作業管理サーバ４を接続すると共に、配送センタＳ内へ入庫する商品の入庫管理端
末５、配送センタＳから出庫する商品の出庫管理理端末６、商品の検品管理端末７、商品
の返品管理端末８等の各クライアント端末を接続している。なお、作業管理サーバ４は、
運送会社のパート・アルバイト作業員が所持した携帯電話やパソコン等の通信端末９…と
、Webサーバ１０を介してネットで接続している。
【００１２】
　配送センタＳは、荷主から、出荷オーダを一括集中的に受け付ける運送会社の受注窓口
で、配送設備の整った倉庫などの施設である。配送センタＳの基本管理サーバ１は、キー
ボード・マウス等のポインティングデバイスから成る入力装置１１、入力データのモニタ
に用いる表示装置１２、各種データを出力する出力装置１３、本システムが有する機能を
実現させるプログラム１４を格納したメモリ１５、各種データベース・マスタ・ファイル
を格納した記憶装置１６を、システム全体を統括的に制御処理する制御装置１７に接続し
てなる。
【００１３】
　記憶装置１６は、商品別在庫データベース２０、ロケーション別在庫データベース２１
、出荷商品データベース２２、出荷管理データベース２３、作業効率データベース２４等
のデータベースの他に、ピッキング判定条件マスタ２５、商品マスタ２６等の各種マスタ
を備える。
【００１４】
　商品別在庫データベース２０は、入庫処理端末５から取り込まれる入庫商品単位に、商
品番号で関連付けて商品名や個数を含む商品在庫データを格納している。ロケーション別
在庫データベース２１は、入庫商品の在庫位置を示すロケーションを、商品毎に商品番号
で関連付けて商品名や個数と共に在庫位置データとして格納している。出荷商品データベ
ース２２は、荷主端末２…から出荷オーダ情報を受信すると、それら出荷オーダ情報を取
り込んで、出荷番号で関連付けて商品毎に商品番号・商品名・個数・種類・届け先を含む
出荷データとして格納する。出荷データは、Ａ・Ｂ・Ｃ各社等の荷主単位に分けて随時蓄
積する。出荷管理データベース２３は、出荷商品データベース２２に取り込んだ出荷デー
タにピッキング選別結果を、ピッキング判定条件を付加して格納する。作業効率データベ
ース２４には、過去に選定された各ピッキング方式のピッキングリスト単位に計時した作
業時間等を格納している。
【００１５】
　ピッキング判定条件マスタ２５は、ピッキング選定部３１で演算するときなどに使用す
る基準値などの各種判定条件が格納されている。商品マスタ２６は、商品別明細、即ち商
品単位に商品名、商品番号、荷扱い上の注意事項等を格納している。
【００１６】
　一方、基本管理サーバ１は、プログラム１４として、出荷商品引当部３０、ピッキング
選定部３１、ピッキングリスト生成部３２、作業予定者抽出部３３および作業予定者特定
部３４等を備える。出荷商品引当部３０は、出荷商品データベース２２から対象日の出荷
データを読み出し、その出荷データに基づき商品番号単位で商品の出荷合計個数を算出す
る一方、商品別在庫データベース２０から商品在庫データを読み出し、その商品在庫デー
タに商品番号別の商品の出荷合計個数を照合し、対象日に出荷オーダに対応する在庫があ
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るか否かを引当処理するようにプログラムされている。
【００１７】
　ピッキング選定部３１は、出荷商品データベース２２から対象日の出荷データを読み出
し、出荷データに基づいて対象日に出荷予定の商品種類数と出荷オーダ数を集計する。そ
して、商品種類数が第１基準値以上か否かを演算し、次いで、いずれの演算結果であって
も、出荷オーダ数が第２基準値以上か否かを演算し、その演算結果が第２基準値以上のと
きは、更に特定種類数で出荷が完結する出荷オーダ数が第３基準値以上か否かを演算する
ことにより最適なピッキング方式を選定するようにプログラムされている。そのため、ピ
ッキング判定条件マスタ２５には、ピッキング選定時に読み出して使用する、商品種類数
の第１基準値（例えば1,500種類）と、出荷オーダ数の第２基準値（例えば5,000件）と、
特定種類数で出荷が完結する出荷オーダ数の第３基準値（例えば100件）及びそのときの
商品の特定種類数（例えば50種類）が記録されている。
【００１８】
　そこで、ピッキング選定部３１は、商品種類数が第１基準値（例えば1,500種類）以下
で且つ出荷オーダ数が第２基準値（例えば5,000件）以下の演算結果のときは（図２参照
）、届け先別に仕切って出荷商品３５を入れる仕切り部３６を有した特殊台車Ｃ１を、指
定ロケーション順に移動しながら出荷商品３５を指定個数取り出して届け先別に仕切り部
３６内に入れて集める第１ピッキング方式（例えばカートピッキングとも云う。）を選定
する。
【００１９】
　商品種類数が第１基準値以上で且つ出荷オーダ数が第２基準値以下の演算結果のときは
（図３・図４参照）、配送センタＳ内でピッキングエリア（ａ）～（ｆ）を複数に区分け
して配置する一方、商品をソーティング順に並べて載せるプット（置き場所）３９を設け
た商品棚４０を多段に備えた特殊台車Ｃ２を、ピッキングエリア別に指定ロケーションに
沿って移動しながら出荷商品を１個ずつ取り出して商品棚４０のプット３９上に載せて集
めてから、中央のソートエリア（ｇ）で届け先別に仕分けする第２ピッキング方式（例え
ばピースピッキングとも云う。）を選定する。
【００２０】
　商品種類数が第１基準値以下である一方、出荷オーダ数が第２基準値以上で且つ特定種
類数（例えば50種類）で出荷が完結する出荷オーダ数が第３基準値（例えば100件）以上
の演算結果のときは（図６参照）、第１ピッキング方式と、作業員の周りに商品棚４５を
配置し、それら商品棚４５に出荷頻度の多い特定種類の商品を配列した所定の作業場所で
、台車移動することなく、そのまま商品棚４５から出荷商品を取り出して届け先毎に集約
する第３ピッキング方式（例えばブースピッキングとも云う。）とを組み合わせた、第４
ピッキング方式を選定する。
【００２１】
　商品種類数が第１基準値以上で、出荷オーダ数も第２基準値以上で且つ特定種類数で出
荷が完結する出荷オーダ数が第３基準値以上の演算結果のときは、第２ピッキング方式と
第３ピッキング方式とを組み合わせた、第５ピッキング方式を選定するようにプログラム
されている。
【００２２】
　ピッキングリスト生成部３２は、出荷商品データベース２２から出荷番号をキーに出荷
データを読み出すと共に、ロケーション別在庫データベース２１から商品番号をキーに在
庫位置データを読み出し、最適と選定されたピッキング方式に合わせて出荷データおよび
在庫位置データを記録してピッキングリストを生成するようにプログラムされている。ピ
ッキングリスト生成部３２で生成されるピッキングリストは、第１のカートピッキング方
式に関するものか、第２のピースピッキング方式に関するものか、第３のブースピッキン
グ方式に関するものかで異なり、それは出荷管理データベース２３に格納される。
【００２３】
　第１のカートピッキングリスト５０は、図２に示すように、在庫位置（ロケーション）



(7) JP 4972441 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

、商品番号（商品コード）、商品種類（商品区分）、個数（総出荷数量）、届け先等のピ
ッキング情報を関連付けて記録される。従って、作業員は、第１のカートピッキングリス
ト５０を確認し、例えば特殊台車Ｃ１を移動して3A-01-002-02へ向かい、該ロケーション
から、商品番号999433-1の化粧品を8個取り出し、届け先（A02,A09,A10,A11,A12,A19,A21
,A22）別に１個ずつ仕切り部３６内に入れて集める。すべてのロケーションを回ると、48
届け先への出荷指示（オーダ）のピッキングを完了する。
【００２４】
　第２のピースピッキングリスト６０は、図５に示すように、ピッキング対象商品の１個
ずつと対応するピッキングラベル５１・５２…を作成して１枚のピッキングシート上に剥
離自在に貼り付けて形成してなる。ピッキングラベル５１・５２…には、それぞれ商品名
や商品番号５４の他に、ロケーション番号５５、棚番号５６、届け先番号５７等のピッキ
ング情報を関連付けて記録される。棚番号５６には、特殊台車Ｃ２のカート番号５６ａや
、プット部３９を識別するプット番号５６ｂを含む。一方、特殊台車Ｃ２の商品棚４０上
の各プット部３９には、届け先順にプット番号５６ｂが割り付けられている。従って、作
業員は、ピッキングリスト６０をぶら下げて特殊台車Ｃ２を移動し、担当するピッキング
エリアへ赴いてから、例えばピッキングラベル５１を確認し、ロケーション2A-1-14-24へ
向かって、ピッキングラベル５１を剥がす一方、ロケーション2A-1-14-24から商品番号76
7022311-7のキャミソールを取り出してピッキングラベル５１を貼り付け、商品棚４０に
あって該当するプット番号（15）のプット部３９の上に置く。それから、ピッキング対象
商品のすべて（例えば最大72個）をピッキングして後、中央のソートエリア（ｇ）へ移動
して届け先別に仕分けする。そのとき、プット番号が若い順に商品を商品棚４０から取り
出して届け先別に仕分けする（種蒔きする）。図示例では、プット番号が15番のプット部
３９から商品番号767022311-7のキャミソールを取り出して届け先番号がF11-1の仕分け箱
５９ａに投入して仕分けする。仕分け箱５９ａは、１２個口で１つのソート間口５９を構
成する。そして、特殊台車Ｃ２の商品のプット番号を、ソートエリア（ｇ）における届け
先のソート間口５９の順序に合わせて割り付けてあり、ソートスタート位置から仕分けを
開始すると、後へ戻ることなく一方通行で仕分けして完了するようになっている。
【００２５】
　第３のブースピッキングリスト７０は、図７に示すように、出荷番号６５、ソート番号
（届け先番号）６６、総Pcs数（個数）６７、商品棚番号６８等のピッキング情報を関連
付けて記録される。従って、作業員は、所定の作業場所で、第３のブースピッキングリス
ト７０を確認し、商品棚番号６８を元に、商品種類単位に並べて置いた商品棚４５から、
該当種類の商品を取り出して届け先別に仕分け箱に入れて集約する。
【００２６】
　なお、作業予定者抽出部３３は、作業効率データベース２４から過去に選定された各ピ
ッキング方式のピッキングリスト単位に計時した作業時間等を読み出し、出荷対象日にピ
ッキング作業を行うに必要な作業員の人数（例えば100人）を抽出するようにプログラム
されている。作業予定者特定部３４は、作業管理サーバ４に備えた労務管理データベース
４１から作業員個々の各ピッキング方式による作業時間を読み出し、携帯電話等の通信端
末９…から出勤予定の登録のあった作業候補者（例えば120人）の中から特定の作業員100
人に絞り込んで特定するようにプログラムされている。
【００２７】
　一方、作業管理サーバ４は、記憶装置４０に、労務管理データベース４１、作業計画デ
ータベース４２、作業者マスタ４３等を備える。労務管理データベース４１には、各作業
員単位のピッキング作業時間等を格納している。作業計画データベース４２は、出荷対象
日のピッキング作業を行うに必要な作業員数とその特定作業員データ等を取り込んで作業
計画データとして格納する。
【００２８】
　さて次に、上述した構成のピッキング作業管理システムの作用について、基本管理サー
バ１の処理動作を中心に、図８・図９に示す処理手順に沿って説明する。
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【００２９】
　基本管理サーバ１は、荷主端末２…から、所定の届け先へ必要個数の特定商品を運送す
る出荷オーダを通信管理サーバ３を経由して受信する（Ｓ１）。出荷オーダを受信すると
、出荷オーダ情報を出荷商品データベース２２に取り込んで、出荷番号で関連付けて商品
毎に商品番号・商品名・個数・種類・届け先を含む出荷データとして格納する（Ｓ２）。
出荷データは、Ａ・Ｂ・Ｃ各社等の荷主単位に分けて随時蓄積され、荷主別に情報処理さ
れるが、以下は、荷主１社の情報処理について説明する。
【００３０】
　そこで、基本管理サーバ１は、まず、出荷商品引当部３０によって出荷対象日に出荷オ
ーダ情報に対応する商品の在庫があるか否か引当処理する（Ｓ３）。その場合、出荷商品
引当部３０は、出荷商品データベース２２から対象日の出荷データを読み出し、出荷デー
タに基づき商品番号単位で商品の出荷合計個数を算出する（Ｓ３ａ）。一方、商品別在庫
データベース２０から商品在庫データを読み出し、商品在庫データに商品番号別の出荷合
計個数を照合し、対象日に出荷オーダに対応する在庫があるか否かを引当処理する（Ｓ３
ｂ）。引当てが可能な場合、出荷商品引当部３０は、引当済みフラグを付加して出荷デー
タを更新し、商品の明細（商品名・個数・届け先）単位で出荷商品データベース２２に格
納する（Ｓ３ｃ）。引当て不可の場合は、引当不可フラグを付加して出荷データを更新し
て出荷商品データベース２２に格納する（Ｓ３ｄ）。こうして出荷データを確定処理する
。
【００３１】
　次いで、基本管理サーバ１は、引当てが可能な場合に初めて、図９に示すように、最適
ピッキング方式を選定するステップへ移行する。その場合、事前にピッキング選定部３１
が出荷商品データベース２２から対象日の出荷データを読み出し、その出荷データに基づ
いて対象日に出荷予定の商品種類数と出荷オーダ数（出荷指示件数）を集計する（Ｓ４）
。それから、ピッキング選定ステップを開始する。
【００３２】
　そこで、ピッキング選定部３１は、まず商品種類数が第１基準値（例えば1,500種類）
以上か否かを演算する（Ｓ５）。次いで、いずれの演算結果の場合であっても、出荷オー
ダ数が第２基準値（例えば1,500種類）以上か否かを演算する（Ｓ６ａ・Ｓ６ｂ）。その
うち、商品種類数が第１基準値以下で、且つ出荷オーダ数が第２基準値以下の演算結果の
ときは、第１のカートピッキング方式を選定する（Ｓ７）。
【００３３】
　一方、商品種類数が第１基準値以上で、出荷オーダ数が第２基準値以下の演算結果のと
きは、第２のピースピッキングを選定する（Ｓ８）。
【００３４】
　また、ピッキング選定部３１は、出荷オーダ数が第２基準値以上か否かを演算したとき
に、その演算結果が第２基準値以上のときは、更に特定種類数（例えば50種類）で出荷が
完結する出荷オーダ数が第３基準値（例えば100件）以上か否かを演算する（Ｓ９ａ・Ｓ
９ｂ）。その演算結果が、商品種類数が第１基準値以下である一方、出荷オーダ数が第２
基準値以上で且つ特定種類数で出荷が完結する出荷オーダ数が第３基準値以上のときは、
第１のカートピッキング方式と第３のブースピッキング方式とを組み合わせた、第４ピッ
キング方式を選定する（Ｓ１０）。
【００３５】
　更に、商品種類数が第１基準値以上で、出荷オーダ数も第２基準値以上で且つ特定種類
数で出荷が完結する出荷オーダ数が第３基準値以上の演算結果のときは、第２のピースピ
ッキング方式と第３のブースピッキング方式とを組み合わせた、第５ピッキング方式を選
定する（Ｓ１１）。しかる後、以上のピッキング選別結果を、ピッキング判定条件（基準
値等）を付加して出荷データと共に出荷管理データベース２３に格納してピッキング選定
動作を終了する。
【００３６】
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　そこで、ピッキング方式の選定を終えると、基本管理サーバ１は、ピッキングリスト生
成部３２が出荷商品データベース２２から出荷番号をキーに出荷データを読み出すと共に
、ロケーション別在庫データベース２１から商品番号をキーに在庫位置データを読み出し
、最適と選定されたピッキング方式に合わせて出荷データおよび在庫位置データを記録し
て各ピッキングリストを生成し、出力装置１３によって出力する。そして、各ピッキング
リストは、ピッキング作業用の帳票として各々の仕様にプリントアウトされ、例えば100
名の特定ピッキング作業員に手渡される。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明によるピッキング作業管理システムの構成を含むネットワーク構成のブロ
ック図である。
【図２】第１のカートピッキングリストとピッキング作業を説明する斜視図である。
【図３】第２のピースピッキング方式のために区画した配送センタのピッキングエリア構
成を示す概略平面図である。
【図４】第２のピースピッキング作業を説明する斜視図である。
【図５】第２のピースピッキングリストを示す平面図である。
【図６】第３のブースピッキング作業を説明する平面図である。
【図７】第３のブースピッキングリストを示す平面図である
【図８】基本管理サーバの商品引当て処理動作を説明するフローチャートである。
【図９】基本管理サーバのピッキング選定理動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００３８】
Ｃ１・Ｃ２　　　　特殊台車
Ｓ　　　　　　　　配送センタ
ａ～ｆ　　　　　　ピッキングエリア
ｇ　　　　　　　　ソートエリア
１　　　　　　　　基本管理サーバ
２　　　　　　　　荷主端末
２０　　　　　　　商品別在庫データベース
２１　　　　　　　ロケーション別在庫データベース
２２　　　　　　　出荷商品データベース
３０　　　　　　　出荷商品引当部
３１　　　　　　　ピッキング選定部
３２　　　　　　　ピッキングリスト生成部
３６　　　　　　　仕分け部
４０・４５　　　　商品棚
５０・６０・７０　ピッキングリスト
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