
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  多品種の荷物群に関する品目データと、
複数の物流拠点に関する物流拠点データと、複数の輸送
拠点において所管する複数の車両およびこれらの車両が
発着する車庫に関する車両および車庫データとを少なく
とも管理するマスター管理手段と、
該マスター管理手段内の少なくとも前記品目データと前
記物流拠点データと前記車両および車庫データとに基づ
いて、輸送依頼に応じた、前記複数の車両に対する運行
ルートの設定を行う運行ルート設定手段と、を備え、該
運行ルート設定手段が、
前記の諸データに基づき、前記輸送依頼に応じて１台の
前記車両に積載し得る品目群を運行データの１つのセッ
トと定めたとき、かかるセットを複数の前記車両につい
て、かつ、発着地別に複数セット作成するセット作成

部、
前記セット作成部により作成された複数の前記セットの
うち、各隣接セット間を直列に連結可能な複数のセット
を１つの運行ルートと定めたとき、かかる運行ルートの
候補を複数設定するセット連結部および
前記セット連結部により作成された複数の前記運行ルー
トの候補のうち、前記輸送依頼を満足し、かつ運行上着
目すべき運用条件をなすルート評価指標のうち予め定め
た少なくとも１つのルート評価指標を最小または最大化
する運行ルートを選択するルート選択部を有すると共
に、
前記セット作成部および前記セット連結部によるルート
生成フェーズと、前記ルート選択部によるルート選択フ
ェーズとが互いに独立であるように構成される配車装
置。
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【請求項２】  前記ルート生成フェーズにおいて、選択
不要な運行ルートを排除した後の運行ルートのみを前記
ルート選択フェーズに与える請求項１に記載の配車装
置。
【請求項３】  前記ルート評価指標が、車両台数、空移
動時間、残業時間、余り時間、帰着時間のいずれかを含
む請求項１に記載の配車装置。
【請求項４】  前記ルート評価指標が車両台数である請
求項３に記載の配車装置。
【請求項５】  前記車両台数を決定変数ｘとし、評価値
をｃとしたとき、前記セット作成部および前記セット連
結部によって生成された複数の運行ルートの各々につい
て得たｃｘの総和が最小になるように前記運行ルートの
選択を行う請求項４に記載の配車装置。
【請求項６】  前記評価値ｃは、複数の前記ルート評価
指標に対してそれぞれ付与される重み付けパラメータと
対応する該ルート評価指標との各乗算値を総和して得、
該重み付けパラメータの大きさは対応する前記ルート評
価指標の着目の程度に応じて定める請求項５に記載の配
車装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、多品種の荷物の積
み込みや積み卸しを行う複数の物流拠点と、これら複数
の物流拠点間で該荷物を複数の車両によって輸送する複
数の輸送拠点とを含む環境に対し、最適な配車計画を立
案するための配車装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】上記配車計画の立案に際しては、制約条
件を充足しつつ、所定の目標（例えば所要車両総台数の
最小化）を達成するような計画を導出しなければならな
い。このための操作は、制約条件付き最適化問題の解を
求めることすなわち求解することに相当する。この最適
化問題においては、通常対象とする問題規模（例えば輸
送依頼の数、配送依頼の数）が増大するにしたがって飛
躍的に求解が困難になる、つまり膨大な求解時間を要す
る、という性質があり、この課題を解決すべく例えば以
下に提案されるような工夫がなされている。
【０００３】まず特開平８－１１５４９５号では、配送
依頼の荷物の配送先を複数のエリアに分割し、各エリア
毎に運行ルートを決定することによって、エリア間にま
たがる配送は考慮の対象外とすることにより、上記の問
題規模を縮小している。次に特開平２－１１２１００号
では、所定の目的、例えば所要車両総台数の最小化とい
う目的に対し、この目的の最適化のための求解を行うフ
ェーズと、例えば１日の運行について予め規定される規
定運行時間等の制約条件を充足させるような求解を行う
フェーズとを同時に処理するようにして、制約条件付き
最適化問題の求解を実現している。
【０００４】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従
来技術は、下記２点の課題を抱えている。
  最適性の阻害：上記特開平８－１１５４９５号に記

載されたエリア分割によれば、そのエリア分割の副作用
として、例えば近隣のエリア間にまたがる配送を考慮し
にくく、最適性を阻害する要因となっている。
【０００５】すなわち、特開平８－１１５４９５号には
隣接エリア間で配送依頼の入れ替えを行うとの記述があ
るが、その配送依頼の入れ替えは、隣接するエリア間に
のみ限定されていることから、依然として、最適性を大
きく阻害するという問題点がある。
  システムの複雑性：一方、上記特開平２－１１２１

００号に開示されるような最適化を制約条件満足化と同
時に求解する処理では制約条件の変化に柔軟に対応する
ことができないという問題がある。つまり、例えば上記
規定運行時間に変更があってこの変更に伴って上記制約
条件を追加あるいは削除する必要が生じた場合、上記の
最適化のための求解を行うためのフェーズにも少なから
ず変更の影響が及ぶことになり、システム変更にかかる
コストがトータルで増大するという問題点がある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明は、上述した従来
技術の問題点を克服しつつ、配車計画が本来的に有す
る、大規模な求解過程に起因する求解困難性を解決す
る。具体的には、（ｉ）セット作成、（ii）セット連結
および（iii ）ルート選択、の３つのフェーズで問題を
解く３段階求解法をコアとする配車装置を提案する。
【０００７】その３段階求解法における各段の内容は、
以下のとおりである。
第１段階：セット作成の段階でありここでは、一旦車両
の発着地点別に輸送依頼を選別し、選別された同一発着
地点の輸送依頼を車載容量毎にまとめたセットを作成す
る。この第１段階では、車両の積載率の最大化のみを考
慮すればよい。
第２段階：前段の第１段階で作成したセットを連結して
ルートを複数生成する段階である。ルートを生成する際
に課せられる各種の制約条件を充足し得る候補となる複
数のルートを生成する。この第２段階では、上記の制約
条件を充足することのみを考慮すればよい。なお、各種
の制約条件としては、後述するように、荷物については
例えば着庫時間指定、物流拠点については例えば倉庫稼
動時間、車両については例えば許容運行時間、車庫につ
いては例えば、許容出庫時間等がある。
【０００８】第３段階：前段の第２段階で生成した複数
のルートの中から、適切なルートを選択する段階であ
る。ここでは、輸送依頼がすべて配送されるという条件
を充足しつつ、評価指標化された所定の目標の達成のみ
を考慮すればよい。所定の目標としては、例えば所要車
両総台数の最小化がある。上述した３段階求解法によ
り、従来技術の課題を解決することができる。すなわ
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ち、
  従来技術におけるエリア分割の機能は不要となり、

より高い最適性への到達が可能となる。
【０００９】   制約条件の処理フェーズ、すなわちセ
ット連結によるルート生成を行う上記第２段階と、最適
性の追求フェーズ、すなわちセット連結により生成され
たルート群の中から適切なルートを選択する上記第３段
階とが切り分けられており、これにより制約条件の変更
に伴うシステム変更の範囲は、ルート生成を行う上記第
２段階（セット連結）に限定することができる。したが
ってシステム変更に要するコストを低減させることがで
きる。
【００１０】上記のように、本発明の配車装置によれ
ば、通常対象とする問題規模（例えば輸送依頼の数）が
増大するにしたがって飛躍的に求解が困難となるが、膨
大な求解時間を要することなく、最適性とシステム保守
性を満足して最適な配車計画を立案かつ実施することが
できる。
【００１１】
【発明の実施の形態】図１は本発明に係る配車装置の基
本構成を示す図である。なお全図を通じて同様の構成要
素には同一の参照番号または記号を付して示す。本図に
示す配車装置１は、マスター管理手段２と運行ルート設
定手段３とからなる。マスター管理手段２はマスターフ
ァイル６と協働する。このマスターファイル６には少な
くとも、多品種の荷物群に関する品目データと、複数の
物流拠点に関する物流拠点データと、複数の輸送拠点に
おいて所管する複数の車両およびこれらの車両が発着す
る車庫に関する車両および車庫データとを、書き換え可
能に格納する。なお、マスター管理手段２には、輸送依
頼データファイル５が接続し、輸送依頼入力部４を通し
て得た輸送依頼のデータは、この輸送依頼データファイ
ル５に格納される。
【００１２】一方、運行ルート設定手段３から出力され
る配車計画情報は、配車データファイル７に一旦格納さ
れ、配車データ出力部８により、外部に出力される。そ
の運行ルート設定手段３は、まず図示するセット作成部
１１を有する。また図示するセット連結部１２を有す
る。さらに図示するルート選択部１３を有する。
【００１３】セット作成部１１は、前述の諸データに基
づき、１台の車両に積載し得る品目群を運行データの１
つのセットと定めたとき、かかるセットを複数の車両に
ついて、かつ、発着地別に複数セット作成する。このよ
うなセット作成部１１では、当該車両の積載率（重量・
容量）を最大にするようセットを作成する。なお、セッ
ト作成においては、積載安全性や、品目端数セット切り
上げ等の実用を考慮して定量化されマスターファイル６
に格納されたセット制約パラメータを使用してもよい。
これにより、物流の効率化ならびに低コスト化が図れる
ばかりでなく、配車すべき車両の総台数を最小に抑える

ことができる。かかるセット作成部１１は、セット連結
部１２と連動して一層最適な運行データに加工する。
【００１４】セット連結部１２は、セット作成部１１に
より作成された複数の上記のセットのうち、各隣接セッ
ト間で直列に連結可能な複数のセットを１つの運行ルー
トと定めたとき、かかる運行ルートの候補を複数設定す
る。このセット連結部１２は、最初に作成された第１の
セット（運行データ）に続く第２のセット（運行デー
タ）を連結させる。さらにこの第２のセットと第３のセ
ットとを連結させる。この連結のさせ方は、例えば、隣
接する第１のセットと第２のセットとの間の空移動時間
を最小とするごとく連結させる。
【００１５】セット連結においては、運行上の制約条
件、例えば、荷物、物流拠点、車両および車庫に関する
制約条件を考慮して連結すべきセットを決定し、運行ル
ートを作成する。ここで、荷物に関する制約条件として
は、
  着庫時間指定
  出庫時間指定

が挙げられる。
【００１６】物流拠点に関する制約条件としては、
  倉庫稼動時間
  受入車種の制限
  単位時間当りの入出庫台数

が挙げられる。
【００１７】車両に関する制約条件としては、
  許容運行時間
  許容空移動時間
  車両移動時間

が挙げられる。
【００１８】車庫に関する制約条件としては、
  許容出庫時間
  許容帰庫時間

が挙げられる。これらは、マスターファイル６に格納さ
れ、ルート制約パラメータとして予め定量化されてい
る。
【００１９】このように隣接する２つのセットを例え
ば、最小の空移動時間を選択して連結させることによ
り、物流の効率化と共に低コスト化を図ることのできる
複数のルートが生成される。これらのルートは、同時に
輸送時間の短縮化も図れるものである。かかるセット連
結部１２は、ルート選択部１３と連動して実用的な運行
データとする。このルート選択部１３についてさらに具
体的に説明する。
【００２０】ルート選択部１３は、１つのセットからな
る全てのルートに上記のセット連結部１２により生成さ
れた複数の運行ルートが加わった候補のうち、輸送依頼
入力部４より入力された荷主からの輸送依頼を満足し、
かつ、マスターファイル６に格納されたルート評価指標
を最小または最大化する運行ルートを選択する。例え

(3)                           特許３１６１５２９
5 6

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50



ば、所定の目標が所要車両総台数の最小化である場合、
当該運行ルートを走行する最小車両総台数が決定され
る。なお車両台数がゼロと決定された場合（解なし）
は、該当する運行ルートの候補は選択されなかったこと
になる。
【００２１】上記運行ルートの走行車両台数を決定する
ために、セット連結部１２で生成した運行ルートに関す
る情報のうち、（１）運行上着目すべき運用条件をなす
ルート評価指標、例えば車両台数、空移動時間、残業時
間、余り時間、帰着時間等の各ルート評価指標に重み付
けをした運行ルート評価値に関する情報と、（２）各運
行ルートに含まれるセットの個数に関する情報と、
（３）輸送依頼を満足するセットの個数に関する情報の
各情報を用いて、各運行ルートに割り当てることのでき

る車両台数を求める。
【００２２】ここで運行ルート選択の求解は、数理計画
問題として、下記の（１）式および（２）式により定式
化することができる。セット作成部１１およびセット連
結部１２によるルート生成段階で生成した運行ルートに
関する情報のうち、上記以外のルート運行のために必要
な情報例えば発着順序や発着時刻等の情報は、メモリ等
の記録媒体上に記録しておく。そしてルート選択が終了
したときに、車両が割り当てられたルートについての
み、ルート情報と割り当てられた車両台数とを結合して
運行ルートとする。
【００２３】
【数１】

【００２４】 【数２】

【００２５】ここで、
ｉ：セットのインデックス
ｊ：ルートのインデックス
ｃj ：ルートｊの評価値
ｘj ：ルートｊを走行する車両台数（決定変数）

ａij ：ルートｊに含まれるセットｉの個数
ｂi ：輸送依頼を満足するセットｉの個数
である。
【００２６】上記（１）に言うルート評価値である上記
ｃj は例えば、

  ｃj ＝ｗ１＋ｗ２×空移動時間＋ｗ３×残業時間
            ＋ｗ４×余り時間＋ｗ５×帰着時間                  …（３）

といった式で定義することができる。ここにｗ１は車両
台数の重み付けパラメータ、ｗ２～ｗ５は既述した各評
価指標の重み付けパラメータであり、マスターファイル
６に、予め定量化され格納されている。
【００２７】各種評価指標のうち特に着目すべき評価指
標（上記の空移動時間、残業時間…）を最小化したい場
合には、その最小化に該当する評価指標に乗算される重
み付けパラメータを正の値にすればよい。逆に評価指標
を最大化したい場合には、重み付けパラメータを負の値
にすればよい。例えば、余り時間を最大化して余剰労働
時間を確保する場合が挙げられる。つまり重み付けパラ
メータは、対応する評価指標の着目の程度に応じて定め
る。
【００２８】上記（１），（２）式のような定式化は、
決定変数ｘj が整数であるため、数理計画問題の一種で
ある整数計画問題となる。かかる整数計画問題の求解法
の一例としては、文献「整数計画法と組合せ最適化」今
野浩、鈴木久敏編、日科技連出版社、（１９８２年６月
１５日発行）の第４章“一般の整数計画問題と分枝限定
法”に示されている分枝限定法があり、これによって高
速に求解することができる。

【００２９】もう一度、上記（１）式を参照すると、こ
の（１）式は、各ルートに割り当てられた車両台数（ｘ
j ）分の評価値ｃj の総和を最小にすることを意味して
いる。例えば上記（３）式に示す、ｃj を規定する式に
おいて、ｗ１を１、ｗ２～ｗ５をゼロにすれば、この場
合、評価値ｃj は１となり、上記（１）式は、
【００３０】
【数３】

【００３１】となる。これは車両総台数のみを最小化す
る式となる。また上記（２）式について見ると、この
（２）式は、輸送依頼を満足するセットを過不足なく配
送するための条件となる。このように運行ルートが選択
されれば、配車装置においては、輸送拠点、運賃、実積
管理に必要な情報のすべてが作出される。
【００３２】図２は図１に示す運行ルート設定手段３の
具体的な構成例を示す図である。図示するように運行ル
ート設定手段３は、論理エンジン（サーバコンピュー
タ）により構成され、所定のプログラムにより、各処理
フェーズが図中の矢印に沿って進行する。なお、参照番
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号５は荷主からの輸送依頼をデータとして格納するファ
イルであり、マスターファイル６と配車データファイル
７と共に図１に示したとおりである。
【００３３】この例を全体としてみると、この論理エン
ジン２０（運行ルート設定手段３）を動作させる場合
に、車両の車種が大型車両、中型車両および小型車両か
らなるとき、論理エンジン２０は、まずこの大型車両に
ついて運行ルートの設定を行い、次に中型車両引き続い
て小型車両についてそれぞれ運行ルートの設定を行うよ
うにする。大型車両は、例えば最大積載重量が１９ｔの
トラックであり、同様に中型車両および小型車両は１４
ｔおよび１０ｔのトラックである。図２において、“１
９ｔ用”、“１４ｔ用”および“１０ｔ用”とあるのは
それぞれ、大型、中型および小型車両別に処理フェーズ
が進行することを表している。
【００３４】このように、輸送拠点がそれぞれ所管する
各種車両のうち、まず最も大型の車両から配車させるよ
うにする。大型車両だけでは輸送し切れないときには次
に中型車両をさらには小型車両を配車させるようにす
る。この結果、輸送すべき全荷物を、最小の台数の車両
で処理することができる。図２を参照すると、論理エン
ジン２０はまず、大型車両（１９ｔ）についてセット作
成の処理フェーズ の演算を実行する。次にこの処理フ
ェーズ により演算されて得た複数のセットに対し、セ
ット連結の処理フェーズ の演算を実行する。さらにこ
の処理フェーズ により演算されて得た複数の運行ルー
トの候補に対し、最適な候補を選択するルート選択の処
理フェーズ の演算を実行する。
【００３５】次に上述と同様の処理フェーズ → →
の各演算は、中型車両（１４ｔ）に対して実行され、運
行ルートの設定が行われる。さらに上述と同様の処理フ
ェーズ → → の各演算は、小型車両（１０ｔ）に対
して実行され、運行ルートの設定が行われる。上述した
運行ルート設定のデータは全て配車データファイル７に
蓄積される。
【００３６】配車データファイル７に蓄積された全ての
運行ルートデータは、配車データ出力部８（図１）を介
して出力され、配車担当者はそれに従って車両の配車を
行う。図３は図２に示すセット連結の概念を図解的に表
す図である。すなわち図２の各処理フェーズ において
実行される演算を概念的に表すものである。
【００３７】図２に示すセット作成の処理フェーズ に
おいて演算された多数のセット群は、図３に示すセット
連結の処理フェーズに入力される。図３においてまず第
１のセットＳ１が特定されたものとする。このＳ１に連
結すべき第２のセットとして図では３つの候補Ｓ２，Ｓ
２′およびＳ２″が示されている。この例においては、
第１のセットＳ１に係る作業を終えた車両が空移動する
時間ｔ１の最も小さいものから順に選ばれたものであ
る。

【００３８】Ｓ１と、Ｓ２、Ｓ２′およびＳ２″の各々
とが連結したルートが所定の運行時間と制約条件を満足
するとき、第２のセットの３候補Ｓ２，Ｓ２′およびＳ
２″の各々について、同様に空移動時間ｔ２の最も小さ
いものから順に第３のセットの候補Ｓ３を選ぶ。図３に
おいて、例えば、制約条件として運行時間Ｔ（例えば、
９時間／日）を設けると、第３のセットＳ３′は運行時
間Ｔを超過してしまうので候補から外される。ここで、
運行時間は効果的な制約条件の例であり、帰庫時間等他
の制約条件を用いてもかまわない。
【００３９】もしさらに第４のセットが選べればさらに
連結するが、本図の例では第３のセットまでしか描いて
いない。このようにしてセット連結によって多数の運行
ルートの候補Ｒ′が生成される。これらＲ′の中で、既
に述べた他の制約条件のチェックを行いこれに合格した
運行ルートの候補Ｒが、次の処理フェーズ 、すなわち
ルート選択の演算のために入力される。このルート選択
の演算の詳細については前述したとおりである。
【００４０】上述の操作は、作成された第１のセットが
全て無くなるまで繰り返される。なお遠距離輸送等、発
地車庫と着地車庫とが同一でないような運行についても
対応できる。図４はルート生成段階の動作を表すフロー
チャートである。
ステップＳＴ１：セット作成部１１にて、あるセットｉ
を第１のセットとする。
【００４１】ステップＳＴ２：セット連結部１２にて、
この第１のセットの次に連結すべきセットｊ（第２のセ
ット）を選択する。選択方法としては、図３に示す空移
動時間が最も小さいものを選択する例や空移動距離が最
も小さいものを選択する例が挙げられる。
ステップＳＴ３：セット連結部１２にて、選択されたセ
ットｊを上記のセットｉに連結する。
【００４２】ステップＳＴ４：各種制約条件の中で非効
率的なルートを排除するために最も効果的なものを運行
制約として取りあげ、上記の連結セットが運行制約を充
足しているとき（ＹＥＳ）、ステップＳＴ５へ移行す
る。ここで、運行制約として代表的なものとしては運行
時間や帰庫時間が挙げられる。
【００４３】ステップＳＴ５：ステップＳＴ５へ移行し
た連結セットの中で、既述の制約条件を充足するかチェ
ックする。
ステップＳＴ６：上記のチェックに合格した連結セット
（ルート）を、ルート候補のデータとして、ルート選択
部１３へ出力する。
ステップＳＴ７：ステップＳＴ５の結果がＮＯとなった
場合およびステップＳＴ６を通過した場合には、本ステ
ップＳＴ７に入り、連結すべきセットの残がなくなるま
で、上述のステップＳＴ１～ＳＴ６を繰り返す。
【００４４】ステップＳＴ８：連結すべきセットの残が
なくなると、ステップＳＴ１で設定したセットｉからな
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る第１のセットを更新し、セット（ｉ＋１）をもって次
の第１のセットとする。
ステップＳＴ９：第１のセットとしてセットｉ、セット
（ｉ＋１）…を順次設定し、セットｎに至るまで上記動
作を繰り返す。
【００４５】この図４のフローチャートで表す方法によ
れば、多数の連結すべきセットから効率よくルート生成
を行うことができる。これは非効率的なルート等の選択
不要なルートが含まれる可能性をできる限り排除するよ
うにしたことによる。かかる選択不要なルートを含んで
連結セットを生成すると、そのルートの数は膨大なもの
になってしまう。
【００４６】このような非効率的なルートを排除するも
のとして、本図の例ではステップＳＴ４があり、ここで
かなりの数の不要ルートを排除することができる。かく
して相当数の不要ルートはふるいにかけられて捨て去ら
れる。その後、ルート選択部１３によるルート選択が行
われる。このように本発明は、前半のルート生成フェー
ズと後半のルート選択フェーズとが互いに独立となって
いるところに特徴がある。従来技術では、これらのフェ
ーズが混然一体となって同時進行しており、全体として
極めて非能率的な配車装置となっている。
【００４７】図５は配車データファイル７の一部を配車
装置のディスプレイ上にモニターした一例を示す図であ
る。論理エンジン２０によって、上述した操作をもとに
得られた運行データはここにモニターするような内容を
もって配車データファイル７に格納される。図５におい
て、配車装置のディスプレイ上における左欄の No.１，
２，３…は設定された運行ルートの No.を示す。
【００４８】例えば運行ルート No.１について見ると、
既述した第１のセットＳ１は物流拠点ａ→ｂであり、こ
れに直列して連結される第２のセットＳ２および第３の
セットＳ３はそれぞれ物流拠点ｃ→ｄ（Ｓ２）および物
流拠点ａ→ｂ（Ｓ３）である。図６は本発明に係る配車
装置の機能ブロック図である。図１に示す配車装置１は
具体的には図６に示すような機能ブロック群によって構
築することができる。ただし１つの構築例である。図６
を参照する場合、処理の流れは下側から上側に向ってい
る。なお、これまで説明した構成要素に相当する部分に
はそれぞれ対応する参照番号にかっこを付して示す。
【００４９】ブロックＢ８では荷主からの輸送依頼を受
ける。ブロックＢ５では、上記の輸送依頼に係るデータ
を記憶する。ブロックＢ３は、予め格納されたマスター
データを基に、出荷指示をチェックし、ブロックＢ５へ
供給する。ブロックＢ４は、上記のチェック後のデータ
を取り入れて配車計画の立案をする部分であり、その中
核は図２に示す論理エンジン２０である。ここでいう論
理処理については、図２、図３および図４において説明
したとおりである。
【００５０】ブロックＢ６は、上記ブロックＢ４での処

理に必要な輸送ネットワークに関する諸データを供給す
る。ブロックＢ７も、上記ブロックＢ４での処理に必要
な情報を与える。ここには、前述のセット制約パラメー
タ、ルート制約パラメータおよびルート評価指標重み付
けパラメータが格納されている。
【００５１】ブロックＢ２では、上記ブロックＢ４で立
案された配車計画に従って配車計画を確定し、その配車
データを配車データファイル７に一旦収容する。ブロッ
クＢ１では、配車計画を図５のようにオペレータに示
し、また配車データ出力部８によって、配車担当者に伝
達する。さらにその配車計画を各輸送拠点（各輸送業
者）に伝達する。また各物流拠点（倉庫・工場）に対し
ても積み込み・積み卸し情報を伝えることができる。
【００５２】図７はマスターファイル６に格納されるマ
スターの一例を説明するための図である。ただし本発明
に特に関連するマスターのみを示す。
（１）品目マスター：荷物に関する情報が格納される。
（２）物流拠点マスター：倉庫や工場に関する情報、特
に配車計画に必要な情報が記録される。
【００５３】（３）車両：運行に供する車両のデータが
格納されている。
（４）車庫：輸送拠点の車庫の立地条件等が格納されて
いる。
（５）大型車両マスター：図２に示す例えば、１９ｔ用
のトラックに関するデータ等が格納される。
（６）車種マスター：いくつかの商品をまとめて積み込
むときのパレットがどれだけ積めるかを示すデータが格
納される。
【００５４】（７）速度・距離・時間マスター：本発明
においては、図５に示す物流拠点間ａ→ｂ、物流拠点間
ｃ→ｄ…の各々について、予め定められた速度、距離、
所要時間等が登録されている。これにより、上述したセ
ット（Ｓ１，Ｓ２…）の作成に要する演算時間を短縮す
ることができる。
【００５５】図８は本発明による効果を図解的に示す図
である。従来の方式のもとで実際に用いた種々の数値を
モデルにして、すなわち荷主からの日々の輸送依頼の内
容も物流拠点の構成および輸送拠点の規模等も同一の条
件にして、本発明による方式のシミュレーションを行っ
て得られた種々の効果を示している。
（ａ）欄は本発明の方式により、配車すべき車両の総台
数が、従来の方式における「１００台（従来）」から
『８６台』に約１４％減少したことを表す。
【００５６】（ｂ）欄は配車された各車両の売上げの分
布について統計をとったグラフであり、横軸には売上げ
（円）、縦軸にはそれぞれの売上げを出した車両の総台
数を示す。なお、横軸の１，１．４，１．６…は相対的
な比を示す。ここに、白抜きのグラフは従来方式による
場合、ハッチングのグラフは本発明の方式による場合を
示す。
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【００５７】これらのグラフに示すところによれば、１
台当りの売上げが高い車両が大幅に増えている。つまり
売上げの高い車両の稼動台数が増加する。
【００５８】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、通
常対象とする問題規模（例えば輸送依頼数）が増大する
にしたがって飛躍的に求解が困難となるが、膨大な求解
時間を要することなく、最適性とシステム保守性を高
め、制約条件を充足しつつ、かつ、所定の目標、例えば
車両総台数の最小化を達成する配車計画を迅速に立案す
ることができ、配車すべき車両の総台数の削減等の効果
を得ることができる。
【００５９】また、物流業界における制約条件の流動的
な変化に対しても迅速に対応することができる。これら
によって、配車作業や物流の効率化が図れ、車両１台当
りの稼動率を高め、ひいては荷主、輸送業者および物流
拠点関係者のいずれにもメリットをもたらす。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る配車装置の基本構成を示す図であ
る。
【図２】図１に示す運行ルート設定手段３の具体的な構
成例を示す図である。
【図３】図２に示すセット連結の概念を図解的に表す図

である。
【図４】ルート生成段階の動作を表すフローチャートで
ある。
【図５】配車データファイル７の一部を配車装置のディ
スプレイ上にモニターした一例を示す図である。
【図６】本発明に係る配車装置の機能ブロック図であ
る。
【図７】マスターファイル６に格納されるマスターの一
例を説明するための図である。
【図８】本発明による効果を図解的に表す図である。
【符号の説明】
１…配車装置
２…マスター管理手段
３…運行ルート設定手段
４…輸送依頼入力部
５…輸送依頼データファイル
６…マスターファイル
７…配車データファイル
８…配車データ出力部
１１…セット作成部
１２…セット連結部
１３…ルート選択部
２０…論理エンジン

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】 【図７】

【図８】
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【図５】

【図６】
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