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(57)【要約】
【課題】出庫申請がされた文書と書庫室から出庫される
文書とが一致するか否かを管理可能にする技術を提供す
る。
【解決手段】出庫が申請された文書に貼付されたＲＦＩ
Ｄラベルの個体識別番号を出庫管理ＤＢ１４０に記憶す
る出庫申請処理部１１０と、リーダ５００によって読み
取られる、文書保管棚から取り出された文書に貼付され
たＲＦＩＤラベルの個体識別番号と、出庫管理ＤＢ１４
０に記憶された個体識別番号とが一致する場合、一致す
ると判定する個体識別番号と封筒から文書が正常に取り
出されたことを示す情報とを対応付けて出庫管理ＤＢ１
４０に記憶する出庫管理部１２０とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号を読み取るリーダと、出庫管理装置と
、を有する出庫管理システムであって、
　前記出庫管理装置は、
　出庫が申請された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号を出庫管理ＤＢに記
憶する出庫申請処理部と、
　前記リーダによって読み取られる、文書保管棚から取り出された文書に貼付されたＲＦ
ＩＤラベルの個体識別番号と、前記出庫管理ＤＢに記憶された前記個体識別番号とが一致
する場合、一致すると判定する前記個体識別番号と前記文書が正常に取り出されたことを
示す情報とを対応付けて前記出庫管理ＤＢに記憶する出庫管理部と、
　を有する、出庫管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の出庫管理システムにおいて、
　前記文書が正常に取り出されたことを示す情報は、封筒から前記文書が取り出された後
に、前記リーダが確定する旨の入力を受け付けた取出日時である、出庫管理システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の出庫管理システムにおいて、
　書庫室の出入口に設けられるゲートリーダをさらに有し、
　前記ゲートリーダは、前記書庫室から出庫される文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個
体識別番号を読み取り、
　前記出庫管理部は、前記ゲートリーダによって読み取られる、前記書庫室から出庫され
た文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号と、前記出庫管理ＤＢに記憶された前
記個体識別番号とが一致する場合、一致すると判定する前記個体識別番号と前記書庫室か
ら前記文書が正常に出庫されたことを示す情報とを対応付けて前記出庫管理ＤＢに記憶す
る、
　出庫管理システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の出庫管理システムにおいて、
　前記書庫室から前記文書が正常に出庫されたことを示す情報は、前記ゲートリーダが前
記個体識別番号を読み取った日時を含む、出庫管理システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の出庫管理システムにおいて、
　前記リーダは、前記文書が封入された封筒に印字されたバーコードから前記封筒の送付
先を読み取り、前記封筒に封入された前記文書に貼付されたＲＦＩＤラベルから前記文書
の送付先を読み取り、前記バーコードから読み取った前記送付先と、前記ＲＦＩＤラベル
から読み取った前記送付先とが異なる場合、エラー情報を出力する、出庫管理システム。
【請求項６】
　出庫申請処理部が、出庫が申請された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号
を出庫管理ＤＢに記憶する個体識別番号記憶ステップと、
　出庫管理部が、文書保管棚から取り出された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識
別番号と、前記出庫管理ＤＢに記憶された前記個体識別番号とが一致する場合、一致する
と判定する前記個体識別番号と前記文書が正常に取り出されたことを示す情報とを対応付
けて前記出庫管理ＤＢに記憶する出庫情報記憶ステップと、
　を有する出庫管理方法。
【請求項７】
　出庫申請処理部と、出庫管理ＤＢと、出庫管理部と、を有する出庫管理装置のコンピュ
ータに実行させる出庫管理プログラムであって、
　前記出庫申請処理部が、出庫が申請された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別
番号を前記出庫管理ＤＢに記憶する個体識別番号記憶ステップと、
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　前記出庫管理部が、文書保管棚から取り出された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個
体識別番号と、前記出庫管理ＤＢに記憶された前記個体識別番号とが一致する場合、一致
すると判定する前記個体識別番号と前記文書が正常に取り出されたことを示す情報とを対
応付けて前記出庫管理ＤＢに記憶する出庫情報記憶ステップと、
　を前記コンピュータに実行させる、出庫管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、出庫管理システムおよび出庫管理方法ならびに出庫管理プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　個人情報が記載された契約書などは、書庫室内に適正に管理されることが求められてい
る。例えば、特開２０１１－１５０４６０号公報（特許文献１）には、「置場に置かれて
いてバーコードの付されている物品を撮像するカメラと、カメラで撮像されたバーコード
の情報に基づいて置場における物品の在庫状態を管理する。」と記載されている。
【０００３】
　また、特開２００２－２９６１２号公報（特許文献２）には、「物品保管棚は、物品を
保管する棚部及び物品の管理を行う管理部を有する。管理部は物品の在庫情報を管理する
コンピュータを備え、コンピュータは通信部を介して無線にて通信ネットワークへ接続す
る。通信ネットワークを介し、物品の在庫情報の閲覧及び物品の入出庫の指示のコンピュ
ータへの入力が行われる。入出庫を行った物品及び該物品の保管場所の情報は、バーコー
ドリーダにて読み取り、読み取った情報をコンピュータへ入力し、入出庫を行った物品の
在庫情報を更新する。」と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１５０４６０号公報
【特許文献２】特開２００２－２９６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の技術では、出庫申請がされた文書と書庫室から出庫される文書とが一致するか否
かを管理できなかった。本発明の目的は、出庫申請がされた文書と書庫室から出庫される
文書とが一致するか否かを管理可能にする技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　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、次の通
りである。
【０００７】
　本発明の一実施の形態は、文書に貼付されたＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）ラベルの個体識別番号を読み取るリーダと、出庫管
理装置と、を有する出庫管理システムであって、前記出庫管理装置は、出庫が申請された
文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号を出庫管理ＤＢ（ＤａｔａＢａｓｅ）に
記憶する出庫申請処理部を有する。また、前記リーダによって読み取られる、文書保管棚
から取り出された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号と、前記出庫管理ＤＢ
に記憶された前記個体識別番号とが一致する場合、一致すると判定する前記個体識別番号
と前記文書が正常に取り出されたことを示す情報とを対応付けて前記出庫管理ＤＢに記憶
する出庫管理部を有する。
【０００８】
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　また、他の実施の形態では、出庫申請処理部が、出庫が申請された文書に貼付されたＲ
ＦＩＤラベルの個体識別番号を出庫管理ＤＢに記憶する個体識別番号記憶ステップを有す
る。また、出庫管理部が、文書保管棚から取り出された文書に貼付されたＲＦＩＤラベル
の個体識別番号と、前記出庫管理ＤＢに記憶された前記個体識別番号とが一致する場合、
一致すると判定する前記個体識別番号と前記文書が正常に取り出されたことを示す情報と
を対応付けて前記出庫管理ＤＢに記憶する出庫情報記憶ステップを有する。
【０００９】
　また、他の実施の形態では、出庫申請処理部と、出庫管理ＤＢと、出庫管理部と、を有
する出庫管理装置のコンピュータに実行させる出庫管理プログラムであって、前記出庫申
請処理部が、出庫が申請された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号を前記出
庫管理ＤＢに記憶する個体識別番号記憶ステップを前記コンピュータに実行させる。また
、前記出庫管理部が、文書保管棚から取り出された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個
体識別番号と、前記出庫管理ＤＢに記憶された前記個体識別番号とが一致する場合、一致
すると判定する前記個体識別番号と前記文書が正常に取り出されたことを示す情報とを対
応付けて前記出庫管理ＤＢに記憶する出庫情報記憶ステップを前記コンピュータに実行さ
せる。
【発明の効果】
【００１０】
　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。
【００１１】
　本発明の代表的な実施の形態によれば、出庫申請がされた文書と書庫室から出庫される
文書とが一致するか否かを管理できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態における出庫管理システムの構成例の概要を示す図である
。
【図２】本発明の一実施の形態におけるリーダの構成例の概要を示す図である。
【図３】本発明の一実施の形態における顧客ＤＢが記憶する顧客テーブルの構成例を示す
図である。
【図４】本発明の一実施の形態における出庫管理ＤＢが記憶する出庫管理テーブルの構成
例を示す図である。
【図５】本発明の一実施の形態における出庫申請処理の概要を示す図である。
【図６】本発明の一実施の形態における出庫管理処理の概要を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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。
【００１４】
　本発明の一実施の形態における出庫管理システムは、担当者から出庫申請された文書の
個体識別番号（個体識別番号は、出庫申請された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルを識別
するための番号を示す）を出庫管理装置の出庫管理ＤＢに記憶する出庫申請処理を行う。
また、リーダによって読み取られる文書保管棚から取り出された文書（書庫室から出庫さ
れる文書）に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号と、出庫管理ＤＢに記憶された個
体識別番号とが一致する場合、一致すると判定する個体識別番号と文書が正常に取り出さ
れたことを示す情報とを対応付けて出庫管理ＤＢに記憶する出庫管理処理を行う。これに
よって、出庫申請がされた文書と書庫室から出庫される文書とが一致するか否かを管理で
きるようになる。
【００１５】
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　＜システム構成＞
　図１は、本発明の一実施の形態における出庫管理システムの構成例の概要を示す図であ
る。図１に示されるように出庫管理システムは、出庫管理装置１００と、出庫管理装置１
００とネットワークを介して接続される業務端末２００と、出庫管理装置１００とネット
ワークを介して接続される書庫側端末３００と、出庫管理装置１００とネットワークを介
して接続される管理端末４００と、書庫側端末３００とネットワークを介して接続される
リーダ５００と、管理端末４００と接続されるゲートリーダ６００とを有する。
【００１６】
　また、出庫管理装置１００、業務端末２００、書庫側端末３００、管理端末４００、リ
ーダ５００、ゲートリーダ６００は、プロセッサやメモリなどを有し、プロセッサにより
実行されるメモリ上のプログラムが、出庫管理装置１００、業務端末２００、書庫側端末
３００、管理端末４００、リーダ５００、ゲートリーダ６００のコンピュータを機能させ
る。
【００１７】
　出庫管理装置１００は、出庫申請処理部１１０と、出庫管理部１２０と、顧客ＤＢ１３
０と、出庫管理ＤＢ１４０とを有する。
【００１８】
　業務端末２００は、担当者から文書の出庫申請を受け付ける。具体的には、業務端末２
００は、担当者から出庫したい文書の管理番号の入力を受け付ける。
【００１９】
　業務端末２００は、文書の出庫申請をした担当者の申請者ＩＤと、入力されたすべての
文書の管理番号とを出庫管理装置１００へネットワークを介して出力する。
【００２０】
　出庫管理装置１００の顧客ＤＢ１３０は、書庫室に保管されている文書の管理番号と、
個人情報（顧客の氏名や、文書を返却する宛先）と、文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの
個体識別番号（個体識別番号は、出庫申請された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルを識別
するための番号を示す）とを対応付けて記憶する。
【００２１】
　出庫管理装置１００の出庫申請処理部１１０は、業務端末２００から出力された各管理
番号をキーに顧客ＤＢ１３０（後述、図３）を検索し、各管理番号と対応する氏名（氏名
は、顧客の氏名を示す）と個体識別番号と送付先（送付先は、文書を返却する宛先を示す
）とを取得する。
【００２２】
　また、出庫申請処理部１１０は、管理番号ごとに氏名と文書種別と個体識別番号とを一
覧化することで、出庫文書リストを生成する。そして、出庫申請処理部１１０は、生成し
た出庫文書リストが記載された紙面をプリンタ（不図示）に印刷させる。
【００２３】
　さらに、出庫申請処理部１１０は、申請者ＩＤと、業務端末２００から出力された各管
理番号と、個人情報と、個体識別番号と、業務端末２００から管理番号が出力された日時
である出庫申請日時とを対応付けて出庫管理ＤＢ１４０（後述、図４）に記憶する。これ
によって、出庫される対象となる文書の各種情報が出庫管理ＤＢ１４０に記憶される。
【００２４】
　出庫管理装置１００の出庫管理部１２０は、出庫管理ＤＢ１４０から出庫申請された各
文書の管理番号と対応する個体識別番号と送付先と、出庫申請日時とを取得する。そして
、出庫管理部１２０は、取得した各管理番号と対応する個体識別番号をすべて書庫側端末
３００へ送信する。
【００２５】
　書庫側端末３００は、出庫管理部１２０から送信された各管理番号と対応する個体識別
番号を受信する。そして、書庫側端末３００は、受信したすべての個体識別番号をリーダ
５００へ出力する。これによって、リーダ５００には、出庫申請された文書に貼付された
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ＲＦＩＤラベルの個体識別番号が出力される。
【００２６】
　ＲＦＩＤラベルは、ＩＣチップおよびアンテナを粘着紙に貼り付けしたＲＦＩＤタグで
ある。リーダ５００は、書庫内の各文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号や、
文書が返却される宛先や、顧客の氏名などを読み取るＲＦＩＤ読取部（不図示）を有する
。
【００２７】
　リーダ５００は、出庫管理部１２０から出力された個体識別番号と、ＲＦＩＤラベルか
ら読み取った個体識別番号とを対比し、一致する個体識別番号を読み取ったかを判定する
。
【００２８】
　以下、図２を用いてリーダ５００について詳細に説明する。図２に示されるように、リ
ーダ５００は、表示部５１０と、サーチボタン５２０と、確定ボタン５３０とを有する。
【００２９】
　ここで、書庫室内には、複数の文書保管棚が設置されている。そして、各文書保管棚に
は、複数の封筒が収納されており、封筒には、複数の文書が封入されている。
【００３０】
　サーチボタン５２０が操作を受け付けると、リーダ５００は電波の発信を開始する。リ
ーダ５００は、封筒にかざされることで、封筒に封入された文書に貼付されたＲＦＩＤラ
ベルの個体識別番号を読み取る。
【００３１】
　リーダ５００が、出庫管理部１２０から出力された個体識別番号と一致する個体識別番
号を読み取った場合、リーダ５００は、一致すると判定するすべての個体識別番号を表示
部５１０に一覧で表示する。文書を出庫する担当者（以下、出庫者と呼ぶ場合がある）は
、出庫文書リストに記載された個体識別番号と、表示部５１０に一覧で表示された個体識
別番号とを対比することで、文書保管棚から取り出す封筒および、封筒から取り出す文書
を選択する。
【００３２】
　表示部５１０は、ユーザからのタッチ操作を受け付けるタッチパネルとしても機能する
。詳細には、表示部５１０は、画面表示領域に対するタッチ操作を検出し、タッチ操作を
受け付けた位置に対応する処理が実行される。表示部５１０に一覧で表示された個体識別
番号から、いずれかの個体識別番号がタッチ操作を受け付けることで選択された後、確定
ボタン５３０が出庫者から操作を受け付けると、選択された個体識別番号は、表示部５１
０から消去される。確定ボタン５３０が操作を受け付けることで、リーダ５００は、確定
する旨の入力を受け付ける。例えば、封筒から文書が取り出された後に、封筒から取り出
された文書に記載された氏名および文書種別と、出庫文書リストに記載された氏名および
文書種別とが一致することを出庫者が確認した後に、取出対象の文書は選択され、その後
、確定ボタン５３０が操作を受け付ける。
【００３３】
　再び図１を参照する。リーダ５００は、選択された取出対象の文書の個体識別番号およ
び、封筒から文書が正常に取り出されたことを示す情報として確定ボタン５３０が操作を
受け付けた日時（以下、取出日時と呼ぶ場合がある）を書庫側端末３００へ出力する。
【００３４】
　書庫側端末３００は、出力された個体識別番号と取得日時とを出庫管理装置１００へ送
信する。
【００３５】
　出庫管理装置１００は、書庫側端末３００から送信された個体識別番号と取出日時とを
受信する。出庫管理装置１００の出庫管理部１２０は、受信した個体識別番号と取出日時
とを対応付けて出庫管理ＤＢ１４０に記憶する。これによって、正常に文書が取り出され
たことを示す情報が出庫管理ＤＢ１４０に記憶される。
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【００３６】
　ゲートリーダ６００は、書庫室の出入口に設けられる。封筒から文書を取り出した出庫
者が、書庫室から退出する際、ゲートリーダ６００は、封筒から取り出された文書に貼付
されたＲＦＩＤラベルから固体識別番号を読み取る。そして、ゲートリーダ６００は、読
み取った個体識別番号を管理端末４００へ出力する。
【００３７】
　管理端末４００は、ゲートリーダ６００から出力された個体識別番号と、ゲートリーダ
６００が個体識別番号を読み取った日時（以下、出庫日時と呼ぶ場合がある）とを出庫管
理装置１００へ送信する。
【００３８】
　出庫管理装置１００は、管理端末４００から送信された個体識別番号と出庫日時とを受
信する。出庫管理装置１００の出庫管理部１２０は、受信した個体識別番号をキーに出庫
管理ＤＢ１４０を検索することで、対応するレコードを抽出する。そして、出庫管理部１
２０は、抽出したレコードに、書庫室から文書が正常に出庫されたことを示す情報として
受信した出庫日時を追加する。
【００３９】
　なお、出庫管理部１２０は、出庫管理ＤＢ１４０に記憶された各出庫申請日時から所定
時間以上経過したにも関わらず、対応するレコードに取出日時または出庫日時が記憶され
ていない場合、対応するレコードにエラー理由「時間経過」を追加する。また、出庫管理
部１２０は、エラー理由を追加したレコードに含まれる個体識別番号と、出庫申請日時と
、追加したエラー理由とを対応付けてエラーリストに追加する。
【００４０】
　さらに、出庫管理部１２０は、出庫が取り消された場合、出庫が取り消された文書の管
理番号をキーに出庫管理ＤＢ１４０を検索し、対応するレコードにエラー理由「申請中止
」を追加する。また、出庫管理部１２０は、エラー理由を追加したレコードに含まれる個
体識別番号と、出庫申請日時と、追加したエラー理由とを対応付けてエラーリストに追加
する。
【００４１】
　ここで、リーダ５００は、封筒にかざされることで、封筒内の複数のＲＦＩＤラベルを
一度に読み取れる。そして、リーダ５００は、各文書に貼付されたすべてのＲＦＩＤラベ
ルから文書の管理番号および氏名を読み取る。通常、一つの封筒に封入された各文書に割
り振られる管理番号および氏名は、一定の規則を有する。そして、リーダ５００は、読み
取った各管理番号や、氏名の中に、規則から外れた管理番号または氏名がないかを判定す
る。リーダ５００は、規則から外れた管理番号がある場合、表示部５１０にエラー情報を
出力する。これによって、入れ違いによって、所在が不明となった文書を、封筒を開封す
ることなく探し出すことができるようになり、メンテナンス業務の業務効率が向上する。
【００４２】
　また、書庫から出庫された文書は、送付先が記載された封筒に封入された後、送付先へ
と送付される。リーダ５００は、文書が封入された封筒に印字されたバーコードを読み取
るバーコード読取部（不図示）をＲＦＩＤ読取部とは別に有する。そして、リーダ５００
は、封筒に印字されたバーコードから封筒の送付先を読み取り、さらに、封入された文書
に貼付されたＲＦＩＤラベルから文書の送付先を読み取る。そして、リーダ５００は、バ
ーコードから読み取った送付先と、ＲＦＩＤラベルから読み取った送付先とが異なる場合
、表示部５１０にエラー情報を出力する。これによって、誤った送付先へ文書が送付され
ることを防止できるようになる。なお、封筒にＲＦＩＤラベルを貼付するようにしても良
い。この場合、リーダ５００のＲＦＩＤ読取部は、文書が封入された封筒に貼付されたＲ
ＦＩＤラベルから封筒の送付先を読み取り、封入された文書に貼付されたＲＦＩＤラベル
から文書の送付先を読み取る。そして、リーダ５００は、読み取った各送付先が異なる場
合に、表示部５１０にエラー情報を出力する。これによって、封筒のＲＦＩＤラベルと文
書のＲＦＩＤラベルとを一度に読み取れるようになる。また、封筒を追跡できるようにな
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る。
【００４３】
　＜顧客テーブル＞
　図３は、本発明の一実施の形態における顧客ＤＢ１３０が記憶する顧客テーブルの構成
例を示す図である。図３に示されるように顧客テーブルは、[管理番号]、[氏名]、[入庫
日時]、[文書種別]、[個体識別番号]、[送付先]などのデータ項目を含む。
【００４４】
　[管理番号]は、文書ごとに割り振られる、文書を識別するための番号を示す。[氏名]は
、顧客の氏名を示す。なお、顧客の氏名としては、契約書に記載された契約者の氏名など
が該当する。[入庫日時]は、書個室に文書が入庫された年月日および時刻を示す。[文書
種別]は、文書の種別を示す。なお文書の種別としては、契約書、証明書、申込書などが
該当する。[個体識別番号]は、ＲＦＩＤラベルを識別するための番号を示す。[送付先]は
、文書を返却する宛先を示す。なお、送付先としては、本人自宅の住所や保証人自宅の住
所などが該当する。
【００４５】
　＜出庫管理テーブル＞
　図４は、本発明の一実施の形態における出庫管理ＤＢ１４０が記憶する出庫管理テーブ
ルの構成例を示す図である。図４に示されるように出庫管理テーブルは、[管理番号]、[
氏名]、[出庫申請日時]、[申請者ＩＤ]、[個体識別番号]、[取出日時]、[出庫日時]、[出
庫者ＩＤ]、[エラー理由]、[送付先]などのデータ項目を含む。
【００４６】
　[管理番号]は、文書ごとに割り振られる、文書を識別するための番号を示す。[氏名]は
、顧客の氏名を示す。[出庫申請日時]は、文書の出庫が申請された年月日および時刻を示
す。[申請者ＩＤ]は、文書の出庫を申請した担当者を識別するための符号を示す。[個体
識別番号]は、ＲＦＩＤラベルを識別するための番号を示す。[取出日時]は、封筒から文
書が正常に取り出されたことを示す情報として確定ボタンが操作を受け付けた日時を示す
。[出庫日時]は、文書が書庫から出庫された年月日および時刻を示す。[出庫者ＩＤ]は、
文書を出庫した担当者を識別するための符号を示す。[エラー理由]は、出庫エラーに該当
した理由を示す。
【００４７】
　＜出庫申請処理＞
　図５は、本発明の一実施の形態における出庫申請処理の概要を示す図である。出庫申請
処理では、担当者から出庫申請された文書の個体識別番号（個体識別番号は、出庫申請さ
れた文書に貼付されたＲＦＩＤ）が出庫管理装置１００の出庫管理ＤＢ１４０に記憶され
る。また、各個体識別番号がリーダ５００に出力される。
【００４８】
　まず、Ｓ５０１にて、業務端末２００は、文書の出庫を申請した担当者の申請者ＩＤと
、出庫したいすべての文書の管理番号とを出庫管理装置１００へネットワークを介して出
力する。
【００４９】
　次に、Ｓ５０２にて、出庫管理装置１００の出庫申請処理部１１０は、Ｓ５０１にて出
力された各管理番号をキーに顧客ＤＢ１３０を検索し、各管理番号と対応する氏名と個体
識別番号と送付先とを取得する。
【００５０】
　次に、Ｓ５０３にて、出庫申請処理部１１０は、Ｓ５０２にて取得した管理番号ごとに
氏名と文書種別と個体識別番号とを一覧化することで、出庫文書リストを生成する。そし
て、出庫申請処理部１１０は、生成した出庫文書リストが記載された紙面をプリンタ（不
図示）に印刷させる。
【００５１】
　次に、Ｓ５０４にて、出庫申請処理部１１０は、Ｓ５０２にて取得した各管理番号と、
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管理番号と対応する氏名と個体識別番号と送付先と、出庫申請日時（Ｓ５０１にて管理番
号が出力された日時が、出庫申請日時となる）と、申請者ＩＤとを対応付けて出庫管理Ｄ
Ｂ１４０に記憶する。
【００５２】
　次に、Ｓ５０５にて、出庫管理装置１００の出庫管理部１２０は、出庫管理ＤＢ１４０
から各管理番号（この管理番号は、上述したＳ５０１にて出力された管理番号）と対応す
る氏名と個体識別番号と送付先と、出庫申請日時とを取得する。
【００５３】
　次に、Ｓ５０６にて、出庫管理部１２０は、Ｓ５０５にて取得した各管理番号と対応す
る個体識別番号をすべて書庫側端末３００へ送信する。なお、出庫管理部１２０は、各管
理番号と対応する個体識別番号を、リーダ５００へ出力するようにしても良い。
【００５４】
　次に、Ｓ５０７にて、書庫側端末３００は、Ｓ５０６にて送信された各管理番号と対応
する個体識別番号を受信する。そして、書庫側端末３００は、受信したすべての個体識別
番号をリーダ５００へ出力し、出庫申請処理を終了する。
【００５５】
　＜出庫管理処理＞
　図６は、本発明の一実施の形態における出庫管理処理の概要を示す図である。出庫管理
処理では、リーダ５００によって読み取られる文書保管棚から取り出された文書（書庫室
から出庫される文書）に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号と、出庫管理ＤＢ１４
０に記憶された個体識別番号とが一致する場合、一致すると判定される個体識別番号と文
書が正常に取り出されたことを示す情報とが対応付けられて出庫管理ＤＢ１４０に記憶さ
れる。出庫管理処理は、例えば、リーダ５００を持った出庫者が書庫に入室したことをゲ
ートリーダ６００が検出した場合に開始する。なお、リーダ５００は、固有の識別番号を
記憶したチップを有する。そして、ゲートリーダ６００は、リーダ５００のチップから識
別番号を読み取ることで、出庫者が書庫に入室したことを検出する。
【００５６】
　まず、Ｓ６０１にて、リーダ５００のサーチボタン５２０が操作を受け付ける。その後
、リーダ５００は、電波の発信を開始する。そして、リーダ５００は、書庫内の各文書に
貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号を読み取る。
【００５７】
　次に、Ｓ６０２にて、リーダ５００は、上述したＳ５０７にて出力されたいずれかの個
体識別番号と一致する個体識別番号をＲＦＩＤラベルから読み取ったかを判定する。リー
ダ５００が、一致する個体識別番号を読み取らない場合（Ｓ６０２－Ｎｏ）、Ｓ６０２へ
進む。一方、リーダ５００が、一致する個体識別番号を１つ以上、読み取った場合（Ｓ６
０２－Ｙｅｓ）、Ｓ６０３へ進む。
【００５８】
　次に、Ｓ６０３にて、リーダ５００は、Ｓ６０２にて一致すると判定する個体識別番号
を表示部５１０に表示する。なお、Ｓ６０２にて一致すると判定する個体識別番号が複数
存在する場合は、表示部５１０は、一致する個体識別番号を一覧で表示する。
【００５９】
　次に、Ｓ６０４にて、表示部５１０に一覧で表示された固体識別番号から、いずれかの
固体識別番号が選択される。そして、固体識別番号が選択された後、リーダ５００の確定
ボタン５３０が、出庫者から操作を受け付ける。
【００６０】
　次に、Ｓ６０５にて、リーダ５００は、Ｓ６０４にて選択された個体識別番号と、Ｓ６
０４にて確定ボタン５３０が操作を受け付けた日時である取出日時とを書庫側端末３００
へ出力する。書庫側端末３００は、出力された個体識別番号と取出日時とを出庫管理装置
１００へ送信する。なお、リーダ５００が、個体識別番号と取出日時とを出庫管理装置１
００へ送信するようにしても良い。
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【００６１】
　次に、Ｓ６０６にて、出庫管理装置１００は、Ｓ６０５にて送信された個体識別番号と
取出日時とを受信する。
【００６２】
　次に、Ｓ６０７にて、出庫管理部１２０は、Ｓ６０６にて受信した個体識別番号と一致
する個体識別番号が出庫管理ＤＢ１４０に記憶されているかを判定する。
【００６３】
　Ｓ６０７にて、出庫管理部１２０が、一致する個体識別番号が出庫管理ＤＢ１４０に記
憶されていないと判定する場合（Ｓ６０７－Ｎｏ）、Ｓ６０９へ進む。そして、Ｓ６０９
にて、出庫管理部１２０は、Ｓ６０６にて受信した個体識別番号と、取出日時と、エラー
理由である「個体識別番号が不一致」とを対応付けて出庫管理ＤＢ１４０に記憶するとと
もに、エラーリストに追加する。
【００６４】
　一方、Ｓ６０７にて、出庫管理部１２０が、一致する個体識別番号が出庫管理ＤＢ１４
０に記憶されていると判定する場合（Ｓ６０７－Ｙｅｓ）、Ｓ６０８へ進む。そして、Ｓ
６０８にて、出庫管理部１２０は、Ｓ６０６にて受信した取出日時と、Ｓ６０７にて一致
すると判定する個体識別番号とを対応付けて出庫管理ＤＢ１４０に記憶する。
【００６５】
　次に、Ｓ６１０にて、管理端末４００は、ゲートリーダ６００が封筒から取り出された
文書に貼付されたＲＦＩＤラベルから固体識別番号を読み取ったかを判定する。ゲートリ
ーダ６００が固体識別番号を読み取ったと、管理端末４００が、判定する場合（Ｓ６１０
－Ｙｅｓ）、Ｓ６１１へ進む。一方、ゲートリーダ６００が固体識別番号を読み取ってい
ないと、管理端末４００が、判定する場合（Ｓ６１０－Ｎｏ）、Ｓ６０２へ進む。
【００６６】
　次に、Ｓ６１１にて、ゲートリーダ６００は、封筒から取り出されたすべての文書に貼
付されたＲＦＩＤラベルから読み取った固体識別番号と、個体識別番号を読み取った日時
である出庫日時とを対応付けて管理端末４００へ出力する。そして、管理端末４００は、
出力された個体識別番号と出庫日時とを出庫管理装置１００へ送信する。
【００６７】
　次に、Ｓ６１２にて、出庫管理装置１００は、Ｓ６１１にて送信された個体識別番号と
出庫日時とを受信する。
【００６８】
　次に、Ｓ６１３にて、出庫管理部１２０は、Ｓ６１２にて受信した個体識別番号と一致
する個体識別番号が出庫管理ＤＢ１４０に記憶されているかを判定する。
【００６９】
　Ｓ６１３にて、出庫管理部１２０が、一致する個体識別番号が出庫管理ＤＢ１４０に記
憶されていないと判定する場合（Ｓ６１３－Ｎｏ）、Ｓ６１５へ進む。そして、Ｓ６１５
にて、出庫管理部１２０は、Ｓ６１２にて受信した個体識別番号と、出庫日時と、エラー
理由である「個体識別番号が不一致」とを対応付けて出庫管理ＤＢ１４０に記憶するとと
もにエラーリストに追加する。
【００７０】
　一方、Ｓ６１３にて、出庫管理部１２０が、一致する個体識別番号が出庫管理ＤＢ１４
０に記憶されていると判定する場合（Ｓ６１３－Ｙｅｓ）、Ｓ６１４へ進む。そして、Ｓ
６１４にて、出庫管理部１２０は、Ｓ６１２にて受信した出庫日時と、Ｓ６１３にて一致
すると判定する個体識別番号とを対応付けて出庫管理ＤＢ１４０に記憶する。
【００７１】
　＜本実施の形態の効果＞
　以上説明した本実施の形態における出庫管理システムによれば、文書保管棚から取り出
された文書に貼付されたＲＦＩＤラベルの個体識別番号と、出庫管理ＤＢ１４０に記憶さ
れた個体識別番号とが一致すると判定する場合、封筒から文書が正常に取り出されたこと
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を示す情報を出庫管理ＤＢ１４０に記憶することで、出庫申請がされた文書と書庫室から
出庫された文書とが一致するか否かを管理できるようになる。また、ＲＦＩＤラベルを読
み取ることで、大量の出庫処理を効率良く行うことができるようになる。さらに、文書に
ＲＦＩＤラベルが貼付されたことで、文書管理の精度を向上させることができるようにな
る。
【００７２】
　また、ゲートリーダ６００によって読み取られる書庫室から出庫された文書の個体識別
番号と、出庫管理ＤＢ１４０に記憶された識別番号とが一致する場合、書庫室から文書が
正常に出庫されたことを示す情報を出庫管理ＤＢ１４０に記憶することで、文書が紛失し
た場合に、文書が、封筒から取り出された状態で紛失したのか、書庫室から出庫された状
態で紛失したのかが分かり、文書が紛失した原因を究明できるようになる。
【００７３】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の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で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００７４】
１００…出庫管理装置、１１０…出庫申請処理部、１２０…出庫管理部、１３０…顧客Ｄ
Ｂ、１４０…出庫管理ＤＢ、２００…業務端末、３００…書庫側端末、４００…管理端末
、５００…リーダ、５１０…表示部、５２０…サーチボタン、５３０…確定ボタン、６０
０…ゲートリーダ

【図１】 【図２】
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