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(57)【要約】
【課題】荷物の配送や集荷作業の効率化を図る。
【解決手段】配送支援システムは、地域に少なくとも１
つ配置される移動体と、前記移動体の管理装置とを備え
、前記管理装置は、前記移動体に積載された荷物の配送
要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少なく
とも一方を取得する取得手段と、前記配送要求及び前記
集荷要求との少なくとも一方において指定された位置へ
前記移動体が移動する指示を前記移動体に供給する供給
手段とを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地域に少なくとも１つ配置される移動体と、
　前記移動体の管理装置とを備え、
　前記管理装置は、
　前記移動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少
なくとも一方を取得する取得手段と、
　前記配送要求及び前記集荷要求との少なくとも一方において指定された位置へ前記移動
体が移動する指示を前記移動体に供給する供給手段と
を含む荷物の配送支援システム。
【請求項２】
　前記管理装置は、
　前記荷物の配送先として指定された位置が前記地域に属するか否かによって前記移動体
を用いた前記荷物の配送及び集荷の少なくとも一方が可能な否かを判定する判定手段をさ
らに含む
請求項１に記載の荷物の配送支援システム。
【請求項３】
　前記管理装置は、前記地域内に前記移動体となり得る複数の候補が存する場合に、前記
複数の候補の夫々の位置情報と、前記指定された位置とに基づいて、前記移動体を前記複
数の候補の中から選択する選択手段をさらに含む
請求項１に記載の荷物の配送支援システム。
【請求項４】
　前記供給手段は、前記移動体が前記地域内を巡回するように前記移動体に対して移動の
指示を供給する
請求項１から３のいずれか１項に記載の荷物の配送支援システム。
【請求項５】
　前記移動体は、施錠及び解錠が可能な前記荷物の積載場所を有し、
　前記管理装置は、前記荷物の配送及び集荷の少なくとも一方を行う者の端末に対し、前
記積載場所の施錠状態を解除する情報を送信する送信手段をさらに含む
請求項１から４のいずれか１項に記載の荷物の配送支援システム。
【請求項６】
　地域に少なくとも１つ配置される移動体において、
　前記移動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少
なくとも一方において指定された位置へ移動する指示を取得する指示取得手段と、
　前記指示に基づいて前記指定された位置への移動を制御する移動制御手段と
を含む移動体。
【請求項７】
　地域に少なくとも１つ配置される移動体の管理装置のコンピュータに、
　前記移動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少
なくとも一方を取得するステップと、
　前記配送要求及び前記集荷要求との少なくとも一方において指定された位置へ前記移動
体が移動する指示を前記移動体に供給するステップと
を実行させるプログラム。
【請求項８】
　地域に少なくとも１つ配置される移動体の管理装置が、
　前記移動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少
なくとも一方を取得し、
　前記配送要求及び前記集荷要求との少なくとも一方において指定された位置へ前記移動
体が移動する指示を前記移動体に供給する
ことを含む荷物の配送支援方法。
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【請求項９】
　地域に少なくとも１つ配置される移動体のコンピュータに、
　前記移動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少
なくとも一方において指定された位置へ移動する指示を取得するステップと、
　前記指示に基づいて前記指定された位置へ移動するための処理を行うステップと
を実行させるプログラム。
【請求項１０】
　地域に少なくとも１つ配置される移動体が、
　前記移動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少
なくとも一方において指定された位置へ移動する指示を取得し、
　前記指示に基づいて前記指定された位置への移動を制御することを含む荷物の配送支援
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、荷物の配送支援システム、その配送支援方法、プログラム及び移動体に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、オンラインショッピングサービスを用いて商品が購入された場合、商品の販売業
者は、商品の購入者への配送を配送業者に委託し、配送業者が購入者が指定した住所まで
商品を配達する。このような、商品等の荷物の受け取りに関して、以下のような従来技術
がある。例えば、受取人は荷受用車両に車載通信機およびトランク制御装置を設けて、ト
ランクを配達物の収容部として設定する。配達物の配達時に、宅配業者の車両に設けた業
務用通信機により荷受用車両側と相互認証を行ってトランク内に配達物を収容する。これ
により、受取人が不在でも代わりに荷受用車両により受け取ることができる（例えば、特
許文献１）。また、以下のような従来技術がある。公共バス等の輸送機関に対応付けられ
得る移動型受取所が提供される。ユーザは、ユーザが毎日会社から家に帰るのに利用する
公共バス上、またはユーザにとって便利なバス停に停まる公共バス上の移動型受取所に、
アイテムが配達されることを選択し得る。ＧＰＳ等で移動型受取所の座標が追跡され、注
文したアイテムを有する移動型受取所が接近しているときに、携帯メール等により通知が
ユーザに提供される（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２０６２２５号公報
【特許文献２】特表２０１７－５１４１９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の技術では、配送業者は、荷受用車両まで荷物を届けなければならず
、配送センタから荷受用車両までの距離が長い場合など、荷物の配送を効率的に実施し得
ない場合があり得る。また、特許文献２に記載の技術では、移動型受取所にてアイテムを
受け取るため、輸送機関の移動ルートまで赴くのに手間を要する場合があった。
【０００５】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、荷物の配送作業や集荷
作業の効率化を図ることが可能な技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の態様の一つは、荷物の配送支援システムである。この配送支援システムは、地
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域に少なくとも１つ配置される移動体と、前記移動体の管理装置とを備え、前記管理装置
は、前記移動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との
少なくとも一方を取得する取得手段と、前記配送要求及び前記集荷要求との少なくとも一
方において指定された位置へ前記移動体が移動する指示を前記移動体に供給する供給手段
とを含む。
【０００７】
　本発明に係る配送支援システムによれば、配送要求及び集荷要求の少なくとも一方にお
いて指定された位置へ移動体が移動するため、その位置で荷物を移動体に積載したり、移
動体から荷物を回収したりすることができる。このため、荷物の配送を行う者は、指定さ
れた位置において移動体に荷物を積載すれば、自身の業務は完了し、荷物の配送先（荷物
の受取人の自宅など）を再訪問する手間が省ける。また、配送で指定した位置（受取人の
自宅）へ移動体が移動することを指示できるので、受取人は自宅とは別の場所へ荷物を取
りに行く手間や、自宅へ荷物を持ち帰る手間を省くことができる。これにより、配送の効
率化が図られる。また、荷物の集荷についても、移動体を自宅などの指定位置へ呼び寄せ
ることができるので、荷物の配送の依頼者の手間が省ける、また、配送業者の代わりに移
動体が依頼者宅などを訪問するので、配送業者の手間が減る。これによって、効率化を図
ることができる。
【０００８】
　本発明に係る配送支援システムにおいて、前記管理装置は、前記荷物の配送先として指
定された位置が前記地域に属するか否かによって前記移動体を用いた前記荷物の配送及び
集荷の少なくとも一方が可能な否かを判定する判定手段をさらに含む構成を採用してもよ
い。このようにすれば、荷物の配送方法を、配送業者が指定位置へ赴く方法と、移動体が
指定位置へ赴く方法とを選択可能となる。
【０００９】
　本発明に係る配送支援システムにおいて、前記管理装置は、前記地域内に前記移動体と
なり得る複数の候補が存する場合に、前記複数の候補の夫々の位置情報と、前記指定され
た位置とに基づいて、前記移動体を前記複数の候補の中から選択する選択手段をさらに含
む構成を採用してもよい。この場合、指定位置への移動が比較的容易な候補が移動体に選
択されるようにして、配送や集荷の所要時間短縮や作業効率化を図ることができる。
【００１０】
　本発明に係る配送支援システムにおいて、前記供給手段は、前記移動体が前記地域内を
巡回するように前記移動体に対して移動の指示を供給するように構成することが可能であ
る。このようにすれば、荷物の収容スペースとして使用される移動体が地域を巡回するこ
とで、地域に存して移動体を利用する各ユーザが、自身の指定位置から近いところで移動
体を利用可能となり、配送や集荷の所要時間短縮や作業効率化を図ることができる。
【００１１】
　本発明に係る配送支援システムにおいて、前記移動体は、施錠及び解錠が可能な前記荷
物の積載場所を有し、前記管理装置は、前記荷物の配送及び集荷の少なくとも一方を行う
者の端末に対し、前記積載場所の施錠状態を解除する情報を送信する送信手段をさらに含
むように構成可能である。このようにすれば、移動体の積載場所の物理的な鍵を持たなく
ても、配送者や集荷者が積載場所の施錠状態を解除可能となる。また、積載場所が施錠さ
れることで、荷物のセキュリティを確保することができる。
【００１２】
　また、本発明の他の態様は、地域に少なくとも１つ配置される移動体において、前記移
動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少なくとも
一方において指定された位置へ移動する指示を取得する指示取得手段と、前記指示に基づ
いて前記指定された位置への移動を制御する移動制御手段とを含む移動体である。
【００１３】
　また、本発明の他の態様は、地域に少なくとも１つ配置される移動体の管理装置のコン
ピュータに、前記移動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷
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要求との少なくとも一方を取得するステップと、前記配送要求及び前記集荷要求との少な
くとも一方において指定された位置へ前記移動体が移動する指示を前記移動体に供給する
ステップとを実行させるプログラムである。
【００１４】
　また、本発明の他の態様は、地域に少なくとも１つ配置される移動体の管理装置が、前
記移動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少なく
とも一方を取得し、前記配送要求及び前記集荷要求との少なくとも一方において指定され
た位置へ前記移動体が移動する指示を前記移動体に供給することを含む荷物の配送支援方
法である。
【００１５】
　また、本発明の他の態様は、地域に少なくとも１つ配置される移動体のコンピュータに
、前記移動体に積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少
なくとも一方において指定された位置へ移動する指示を取得するステップと、前記指示に
基づいて前記指定された位置へ移動するための処理を行うステップとを実行させるプログ
ラムである。
【００１６】
　また、本発明の他の態様は、地域に少なくとも１つ配置される移動体が、前記移動体に
積載された荷物の配送要求と、前記移動体を用いた荷物の集荷要求との少なくとも一方に
おいて指定された位置へ移動する指示を取得し、前記指示に基づいて前記指定された位置
への移動を制御することを含む荷物の配送支援方法である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、荷物の配送作業や集荷作業の効率化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態に係る配送支援システムの概要構成図である。
【図２】エリアを巡回する移動体の外観構成図を示す。
【図３】移動体管理情報のテーブルＴ１のデータ構造例を示す。
【図４】住所－エリア対応テーブルＴ２のデータ構造例を示す。
【図５】配送情報のテーブルＴ３のデータ構造例を示す。
【図６】ユーザ情報のテーブルＴ４のデータ構造例を示す。
【図７】動作例１を示すシーケンス図である。
【図８】動作例１における管理サーバの制御部の処理例を示すフローチャートである。
【図９】は、動作例１における配送サーバの制御部の処理例を示すフローチャートである
。
【図１０】動作例１における販売サーバの制御部の処理例を示すフローチャートである。
【図１１】動作例１におけるユーザ端末の制御部の処理例を示すフローチャートである。
【図１２】動作例１における移動体の制御部の処理例を示すフローチャートである。
【図１３】動作例２を示すシーケンス図である。
【図１４】動作例２における管理サーバの制御部の処理例を示すフローチャートである。
【図１５】動作例２における配送サーバの制御部の処理例を示すフローチャートである。
【図１６】動作例２におけるユーザ端末の制御部の処理例を示すフローチャートである。
【図１７】動作例２における移動体の制御部の処理例を示すフローチャートである。
【図１８】動作例３を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態に係る荷物の配送支援システム、その配送支援
方法、プログラム及び移動体について説明する。実施形態の構成は例示であり、本発明は
実施形態の構成に限定されない。
【００２０】
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　＜配送支援システムの概要＞
　図１は、実施形態に係る配送支援システムの概要図である。図１において、配送支援シ
ステムは、ネットワーク１に通信可能に接続された、移動体管理サーバ４００（管理サー
バ４００とも表記）と、配送サーバ４１０と、販売サーバ４２０と、ユーザ端末６０と、
移動体１００とを含む。管理サーバ４００は、「移動体の管理装置」に相当する。
【００２１】
　ネットワーク１は、例えば、インターネット等の公衆通信網でありＷＡＮ（Wide Area 
Network）やその他の通信網を採用し得る。また、ネットワーク１は、ＬＴＥ（Long Term
 Evolution）などのセルラー網、無線ＬＡＮ（Local Area Network：Wi-Fi含む）等の無
線網を含んでもよい。
【００２２】
　販売サーバ４２０は、商品の販売業者によって管理される。販売サーバ４２０は、販売
業者が運営するオンラインショッピングに係るＷｅｂサイト（オンラインショッピングサ
イトという）の情報（購入可能な商品情報が掲載されたＷｅｂページなど）を、ユーザ（
利用者）に提供する処理を行う。例えば、販売サーバ４２０は、オンラインショッピング
サイトの運営に係る処理を行う。例えば、販売サーバ４２０は、オンラインショッピング
サイトにアクセスしてきたユーザ端末６０に対し、購入可能な商品の情報が掲載されたＷ
ｅｂページ（画面）の情報を提供し、ユーザ端末６０との間で商品の売買にかかるやりと
りを行う。
【００２３】
　配送サーバ４１０は、荷物の配送の委託者（上記商品の販売業者やユーザを含む）から
の委託を受けて荷物を委託者の指定する配送先まで配達する宅配業者（配送業者ともいう
）によって管理される。配送サーバ４１０は、委託を受けた荷物に係る情報（荷物の内容
、荷物の届け先（住所、電話番号など）、配達指定時間など）と、荷物の位置を示す情報
を管理する。
【００２４】
　管理サーバ４００は、荷物の配送や集荷作業を支援する移動体１００の運行を管理する
移動体管理業者によって管理される。管理サーバ４００は、移動体１００に係る情報（例
えば、移動体１００の現在位置を示す情報、移動体１００のステータス（状態）を示す情
報、運行スケジュールを示す情報、荷物の有無など）を管理する。管理サーバ４００は、
販売サーバ４２０、配送サーバ４１０、ユーザ端末６０などからの要求に応じて、移動体
１００に係る情報を要求元に提供することができる。また、管理サーバ４００は、移動体
１００に対して指示を与え、運行スケジュールに従って所定の位置へ移動させる制御を行
う。
【００２５】
　移動体管理業者は、地域（エリアともいう）毎に配置された１以上の移動体１００の運
行を管理する。エリアは、行政区画でもよく、移動体管理業者が適宜定めた地理的範囲で
あってもよい。エリアの区画方法は適宜選択可能である。エリアの広狭は、人の居住分布
などに基づいて決定される。例えば、人の密集地のエリアは小さく、過疎地のエリアは広
大となり得る。但し、エリアの広狭は上記以外の基準により設定可能である。
【００２６】
　移動体１００は、エリア内を巡回する。移動体１００は、荷物の収容又は積載スペース
（積載場所）を有し、配送業者から引き渡された荷物を収容してユーザの元に届けたり、
ユーザから集荷した荷物を収容したりする。移動体１００は、エリアに所在する複数のユ
ーザによって共有されるような形態で管理される。移動体１００の巡回のルートは適宜設
定可能である。エリア内には、１以上の拠点（移動体１００の停止場所）が設けられる。
移動体１００は、始点となる所定の拠点を出発してからエリア内を所定のルートで一周し
、元の拠点に戻る。エリアに複数の（２以上の）拠点がある場合には、最初の拠点を出発
してから所定の順序で他の拠点を経由し、最初の拠点に戻る。但し、一周毎に、移動体１
００が異なるルートを辿るようにしてもよい。また、巡回における移動体１００の移動の
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始点となる拠点と終点となる拠点とが必ずしも同じでなくてもよい。複数の移動体１００
の夫々が同じルートを巡回するのでも、異なるルートを巡回するのでもよい。図１では、
複数の移動体１００が、複数の拠点を結ぶ同一の巡回ルートを同じ方向（左周り）に時間
差を設けて移動する例が示されている。
【００２７】
　移動体１００は、一例として、各拠点で所定時間停止した後、次の拠点へ向けての移動
を開始する。少なくとも１つの拠点にて、移動体１００に対するエネルギー補給が行われ
る。例えば、移動体１００が電動である場合、移動体１００が備える二次電池の充電が拠
点で行われる。拠点は、コンビニエンスストアの駐車場、車両販売の営業所、車両の修理
工場など、移動体１００を所定時間停止させておくスペースがあればどこでもよい。
【００２８】
　移動体１００は、例えば、各拠点で移動開始時刻になることを開始トリガとして、次の
拠点へ向けての移動を開始する。移動体１００の移動中に移動体１００が収容している荷
物の配達要求が発生すると、移動体１００は、配達要求において指定された引き渡し位置
（荷物の受け取り位置）へ移動し停止する。荷物の受取人は、引き渡し位置にて停止した
移動体１００の荷物の収容スペースから荷物を取り出すことで、荷物の引き渡し（受け取
り）を行う。また、移動体１００の移動中に、荷物の集荷要求が発生すると、移動体１０
０は、集荷要求において指定された集荷位置（引き渡し位置）へ移動し停止する。荷物の
発送者（配送依頼者）は、停止している移動体の荷物の収容スペースに荷物を収容するこ
とで、荷物の引き渡し（集荷）を行う。上述した荷物の引き渡しの完了トリガを受けた後
、移動体１００は、元のルート（次の拠点）へ向けての移動を開始する。このようにして
、移動体は、所定時間（例えば１日）の間に所定回数、巡回ルートを一周する。但し、所
定時間の長さや所定時間内における周回数は適宜設定可能である。
【００２９】
　また、拠点における停止時間中に、荷物の引き渡し（受け取りや集荷）を行うことも可
能である。受取人や集荷の依頼者が移動体１００の停止している拠点へ赴き、収容スペー
スから荷物を取り出す、或いは配送依頼の荷物を収容スペースに積載する、ことで引き渡
しが行われる。また、停止時間中に引き渡し要求や集荷要求を受けた場合、移動体１００
は、移動開始時刻になってから引き渡し位置への移動を開始する。但し、停止時間中に引
き渡し要求や集荷要求を受けた場合において、移動開始時刻になる前に移動を開始するよ
うにする場合もあり得る。
【００３０】
　また、移動体１００は、拠点で待機し、配送要求や集荷要求を受けることを移動の開始
トリガとして次の拠点へ向けての移動を開始するようにしてもよい。この場合、例えば、
配送要求や集荷要求で指定された位置を経由して次の拠点へ向かう移動が開始される。ま
た、管理サーバ４００が、指定位置（拠点、配送位置、集荷位置など）への移動の指示を
移動体１００に供給し、移動体１００が指定位置に到着すると、次の指定位置への移動を
指示するようにしてもよい。
【００３１】
　＜システム構成＞
　図２は、管理サーバ４００、配送サーバ４１０、販売サーバ４２０、ユーザ端末６０、
及び配送業者の端末７０（配送者端末７０とも表記）のそれぞれの構成を概略的に例示す
る構成図である。図２に基づいて、管理サーバ４００、配送サーバ４１０、販売サーバ４
２０、ユーザ端末６０、及び配送業者の端末７０のハードウェア構成及び機能構成につい
て説明する。
【００３２】
　＜＜移動体＞＞
　移動体１００は、与えられた指令に基づいて自律走行を行う自律走行車両である。但し
、エリア内で上述した巡回や配達、集荷を行うことができる限り、移動体１００は船舶や
航空機（飛行機、ヘリコプター、ドローンなど）であってもよい。本実施形態では、移動
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体１００は、道路上を自律走行する車両である。移動体１００は、ユーザの依頼に応じて
、巡回コースを離れてユーザの指定した荷物の受け取り位置又は集荷位置まで移動するこ
とができる。荷物の受け取り位置や集荷位置はユーザにより指定されるが、そこに至るま
でのルートについては、ユーザが指定してもよく、移動体１００や管理サーバ４００など
で適宜決定してもよい。
【００３３】
　また、移動体１００は、必ずしも無人である必要はなく、また、自律走行は必須要件で
はない。例えば、移動体１００には、ユーザに対して荷物の引き渡しや集荷のサービスを
提供する要員や保安要員（拠点での充電作業などを行う）等が乗車していてもよい。移動
体１００は、必ずしも常時自律的な移動を行うものでなくてもよい。例えば、移動が人の
操縦によって行われてもよい。操縦は移動体１００に乗り込んでの操縦であっても、リモ
ートコントローラなどを用いた遠隔操作であってもよい。
【００３４】
　移動体１００は、管理サーバ４００から取得した運行指令に従って走行する。具体的に
は、無線通信を介して取得した運行指令に基づいて走行経路を生成し、車両の周囲をセン
シングしながら自律走行として適切な方法で道路上を走行する。移動体１００は、センサ
１０１、位置情報取得部１０２、制御部１０３、駆動部１０４、通信部１０５を含んで構
成される。移動体１００には不図示のバッテリ（二次電池）が搭載されており、移動体１
００は二次電池から供給される電力で動作する。
【００３５】
　センサ１０１は、移動体１００の自律走行に必要な情報を取得するために移動体１００
の周囲のセンシングを行う。センサ１０１は、例えばステレオカメラ、レーザスキャナ、
ＬＩＤＡＲ、レーダなどを含む。センサ１０１が取得した情報は、制御部１０３に送信さ
れ、移動体１００の周囲に存在する障害物や走行レーンの認識等のために制御部１０３に
よって利用される。本実施形態では、センサ１０１は、監視を行うための可視光カメラを
含む。また、位置情報取得部１０２は、移動体１００の現在位置を取得する。例えば、位
置情報取得部１０２はＧＰＳ（Global Positioning System）受信器などを含んで構成さ
れる。位置情報取得部１０２が取得した情報も制御部１０３に送信され、例えば、移動体
１００の現在位置を利用して移動体１００が目的地に到達するためのルートの算出や、当
該目的地への到達に要する所要時間の算出等の所定処理に利用される。
【００３６】
　制御部１０３は、センサ１０１や位置情報取得部１０２から取得した情報に基づいて、
移動体１００の制御を行うコンピュータである。制御部１０３は、いずれも図示しないが
、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、メモリ、補助記憶装置（ハードディス
クなど）を含み、ＣＰＵが補助記憶装置に記憶されたプログラムをメモリにロードして実
行することで上記した各種処理を行うための機能が実現される。その各種処理の具体例と
して、制御部１０３は、運行計画生成部１０３１、環境検出部１０３２、走行制御部１０
３３として動作する。制御部１０３は、指示取得手段及び移動制御手段に相当する。
【００３７】
　運行計画生成部１０３１は、管理サーバ４００から運行指令を取得し、自身の運行計画
を生成する。当該運行指令には、移動体１００に与えられる出発地及び目的地に関する情
報が含まれる。したがって、運行計画生成部１０３１は、管理サーバ４００から与えられ
た目的地と、位置情報取得部１０２により得られた自車両の位置とに基づいて、移動体１
００の移動ルートを算出し、移動ルートを移動する運行計画を生成する。運行計画には、
このように算出された移動体１００が走行する経路に関するデータと、経路の一部または
全部において移動体１００が行うべき処理を規定したデータとを含む。運行計画に含まれ
るデータの例として、例えば、以下の（１）、（２）のようなものが挙げられる。
（１）自車両が走行する経路を道路リンクの集合によって表したデータ
　自車両が走行する経路は、例えば、記憶された地図データを参照し、与えられた出発地
と目的地に基づいて自動的に生成してもよい。なお、自車両が走行するルート算出は、移
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動体１００内ではなく、外部装置（例えば、管理サーバ４００）の処理に頼ってもよい。
この場合、管理サーバ４００は、移動体１００からその自車両位置を取得し、当該移動体
１００が進むべき経路を算出するとともに、その算出した経路データを、上記の運行指令
に含めてもよく、または別々に移動体１００に送信してもよい。
（２）経路上の地点において自車両が行うべき処理を表したデータ
　移動体１００自身が行う処理には、例えば、所定条件下で「荷物の収容スペースの蓋（
カバー）を解錠／施錠する」、「カバーを開閉する」といったものがあるが、これらに限
られない。運行計画生成部１０３１が生成した運行計画は、後述する走行制御部１０３３
へ送信される。
【００３８】
　環境検出部１０３２は、センサ１０１が取得したデータに基づいて、自律走行に必要な
移動体１００の周囲の環境を検出する。検出の対象は、例えば、車線の数や位置、移動体
１００の周囲に存在する他の移動体の数や位置、自身の周囲に存在する障害物（例えば歩
行者、自転車、構造物、建築物など）の数や位置、道路の構造、道路標識などであるが、
これらに限られない。自律的な走行を行うために必要なものであれば、検出の対象はどの
ようなものであってもよい。例えば、センサ１０１がステレオカメラである場合には、そ
れにより撮像された画像データを画像処理することで移動体１００の周囲の物体検出が行
われる。また、環境検出部１０３２は、単に移動体１００の周囲の物体を検出するだけで
はなく、検出した物体をトラッキング（検出した対象物を継続して検出し続けること）し
てもよい。例えば、１ステップ前に検出した物体の座標と、現在の物体の座標との差分か
ら、当該物体の相対速度を求めることができる。環境検出部１０３２が検出した、移動体
１００の周囲環境に関するデータ（以下、環境データ）は、後述する走行制御部１０３３
へ送信される。
【００３９】
　走行制御部１０３３は、運行計画生成部１０３１が生成した運行計画と、環境検出部１
０３２が生成した環境データ、ならびに、位置情報取得部１０２が取得した移動体１００
の位置情報に基づいて、移動体１００の自律的な走行を制御するための制御指令を生成す
る。例えば、走行制御部１０３３は、所定の経路に沿って走行し、かつ、移動体１００を
中心とする所定の安全領域内に障害物が進入しないように移動体１００を走行させるべく
制御指令を生成する。生成された制御指令は、後述の駆動部１０４へ送信される。移動体
１００を自律移動させるための制御指令の生成方法については、公知の方法を採用するこ
とができる。
【００４０】
　駆動部１０４は、走行制御部１０３３が生成した制御指令に基づいて、移動体１００を
走行させる手段である。駆動部１０４は、例えば、移動体１００が備える車輪を駆動する
ためのモータやインバータ、ブレーキ、ステアリング機構等を含んで構成され、制御指令
に従ってモータやブレーキ等が駆動されることで、移動体１００の自律走行が実現される
。また、通信部１０５は、移動体１００をネットワーク１に接続する。通信部１０５とっ
してネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ、不図示）などが適用される。本実施形
態では、通信部１０５は、３Ｇ（3rd Generation）やＬＴＥ（Long Term Evolution）等
の移動体通信サービスを利用して、ネットワーク１経由で他の装置（例えば管理サーバ４
００）と通信を行うことができる。
【００４１】
　＜＜移動体管理サーバ＞＞
　次に、管理サーバ４００について説明する。管理サーバ４００は、複数の移動体１００
の自律走行を管理し、運行指令を送信する装置である。管理サーバ４００は、例えば、荷
物の配送要求や集荷要求を受けた場合に、配送位置や集荷位置（指定位置）を取得した上
で、その付近を走行中の移動体１００に対して運行指令を送信する。更に、管理サーバ４
００は、移動体１００に係る情報を配送業者（配送サーバ４１０）や販売業者（販売サー
バ４２０）に提供する装置でもある。
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【００４２】
　管理サーバ４００は、一般的なコンピュータの構成を有している。具体的には、管理サ
ーバ４００は、ＣＰＵやＤＳＰ（Digital Signal Processor）等のプロセッサ（不図示）
、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）等のメモリ（不図示）
、ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable ROM）、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ、Hard 
Disk Drive）、リムーバブルメディア等の補助記憶装置（不図示）を含む。リムーバブル
メディアは、例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ、あるいは、ＣＤ（Compac
t Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）のようなディスク記録媒体である。補助記
憶装置は、オペレーティングシステム（Operating System :ＯＳ）、各種プログラム、各
種テーブル等を記憶し、プロセッサが補助記憶装置に格納されたプログラムをメモリの作
業領域にロードして実行し、プログラムの実行を通じて様々な処理や動作が行われること
によって、所定の目的に合致した機能を実現することができる。
【００４３】
　管理サーバ４００は、通信部４０１を有する。通信部４０１は、ネットワーク１を介し
て他の装置と接続し、移動体１００や管理サーバ４００等との間の通信を行う。通信部４
０１は、例えば、ＮＩＣや無線通信のための無線通信回路である。ＮＩＣや無線通信回路
は、ネットワーク１に接続される。
【００４４】
　更に、管理サーバ４００は、その補助記憶装置に、自律走行を行う複数の移動体１００
に関する各種情報を記憶する移動体管理ＤＢ４０３を有している。このデータベース（Ｄ
Ｂ）は、プロセッサによって実行されるデータベース管理システム（Ｄａｔａｂａｓｅ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ、ＤＢＭＳ）のプログラムが、補助記憶装置に記憶
されるデータを管理することで構築される。移動体管理ＤＢ４０３は、例えば、リレーシ
ョナルデータベースである。
【００４５】
　ここで、移動体管理ＤＢ４０３に記憶される移動体管理情報の構成について、図３に基
づいて説明する。図３は移動体管理情報のテーブルＴ１のデータ構造例を示す。テーブル
Ｔ１は、移動体ＩＤ毎に設けられたレコード（エントリ）を有しており、各レコードは、
移動体ＩＤに対応する、エリアＩＤ、移動体１００の現在位置、移動体１００のステータ
ス、移動体１００の運行スケジュール、積載荷物の有無、荷物情報の各フィールドを有す
る。
【００４６】
　エリアＩＤのフィールドには、移動体ＩＤが配置されたエリアの識別子であるエリアＩ
Ｄが記憶される。もっとも、テーブルＴ１がエリア毎に生成されるようにして、エリアＩ
Ｄがテーブルのインデックスとして使用されるようにしてもよい。現在位置のフィールド
には、移動体１００で取得された移動体１００の現在位置が記憶される。例えば、移動体
１００の現在位置を特定するための緯度及び経度に関連する情報であり、移動体１００に
おいて位置情報取得部１０２によって取得された情報が、当該移動体１００から管理サー
バ４００に送信される度に、移動体管理ＤＢ４０３における当該移動体１００に対応する
現在位置のフィールドが更新される。もっとも、現在位置は、移動体１００以外から取得
されるようにしてもよい。
【００４７】
　ステータスは、移動体１００の現在の状態を示す。例えば、拠点にて「停止中」、配送
位置への移動や配送位置での停止を意味する「配送中」、次の目的地（配送位置や集荷位
置以外の拠点など）への「移動中」、集荷位置への移動や集荷位置での停止を意味する「
集荷中」などである。但し、これら以外の状態（「点検中」、「休止中（非稼働状態）」
）が含まれてもよい。ステータスの分類はこれに限られない。
【００４８】
　運行スケジュールは、移動体１００の運行スケジュールを示す。運行スケジュール情報
は、例えば、各拠点での停止時間帯と、拠点間の移動に費やす時間帯とで表される。また
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、次の目的地（拠点、配送位置、集荷位置）も、運行スケジュールを示す情報に含まれる
。本実施形態では、管理サーバ４００は、移動体１００に対して、次の目的地（拠点）へ
の移動、或いは、配送及び集荷の少なくとも一方の位置を経由して次の目的地（拠点）へ
移動することを指示する。運行スケジュールにて次の拠点での停止時間が決まっている場
合には、次の拠点で停止時間だけ停止することが指示される。
【００４９】
　荷物の有無は、移動体１００に荷物が積載されているか否かを示す。荷物情報として、
荷物の識別子である荷物ＩＤ、或いは配送業務の管理番号（配送ＩＤ）、荷物の内容、配
達時間など、荷物の配送に係る情報が記憶される。
【００５０】
　また、補助記憶装置には、図４に示すような、住所－エリア対応テーブルＴ２（以下テ
ーブルＴ２）が格納されている。テーブルＴ２は、住居所とエリアＩＤとの対応関係を記
憶しており、住居所に対応するエリアを割り出すのに利用される。
【００５１】
　また、管理サーバ４００では、上述したプロセッサによるプログラムの実行により、機
能部として制御部４０２が形成される。制御部４０２は、上述したように移動体１００の
自律走行に関する処理、配送サーバ４１０、販売サーバ４２０、ユーザ端末６０などとや
りとりなどを行う。詳細には、制御部４０２は、機能部として位置情報管理部４０２１、
運行指令生成部４０２２などとして動作する。このうち位置情報管理部４０２１と運行指
令生成部４０２２が、移動体１００の自律走行に関する処理を行う。
【００５２】
　位置情報管理部４０２１と運行指令生成部４０２２について説明する。位置情報管理部
４０２１は、管理サーバ４００の管理下にある複数の移動体１００から位置情報を収集し
、管理する。具体的には、所定の周期ごとにその時点における複数の移動体１００から現
在位置情報を受信し、移動体管理ＤＢ４０３に記憶する。
【００５３】
　運行指令生成部４０２２は、配送要求や集荷要求を受けた場合に、配送や集荷に用いる
移動体１００を決定し、配送要求に含まれる配送位置や集荷要求に含まれる集荷位置に応
じた運行指令を生成する。運行指令には、目的地としての配送位置や集荷位置が含まれ、
目的地への経路を示す情報が含まれる。運行指令は、次の拠点を目的地として、配送位置
や集荷位置を経由する内容とすることもできる。この場合、配送位置や集荷位置で所定時
間停車することを前提とした運行指令を生成する。
【００５４】
　なお、制御部４０２は、荷物の配送要求と集荷要求との少なくとも一方を取得する取得
手段に相当し、これらの要求の少なくとも一方において指定された位置へ移動体１００が
移動する指示を供給する供給手段に相当する。また、制御部４０２は、移動体１００を用
いた荷物の配送及び集荷の少なくとも一方が可能か否かを判定する判定手段、移動体１０
０を地域内の複数の候補から選択する選択手段に相当する。また、制御部４０２は、荷物
の配送及び集荷の少なくとも一方を行う者の端末（ユーザ端末６０、配送者端末７０）に
対し、積載場所の施錠状態を解除する情報を送信する送信手段に相当する。
【００５５】
　＜＜配送サーバ＞＞
　次に、配送サーバ４１０について説明する。配送サーバ４１０は、一般的なコンピュー
タの構成を有している。配送サーバ４１０は、管理サーバ４００と同様に、ＣＰＵやＤＳ
Ｐ等のプロセッサ（不図示）と、記憶装置４１３（ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ハード
ディスクドライブ、リムーバブルメディア等を含む）を有するコンピュータである。記憶
装置４１３には、オペレーティングシステム、各種プログラム、各種テーブル等が格納さ
れ、プロセッサは、そこに格納されたプログラムを記憶装置４１３内の作業領域にロード
して実行し、プログラムの実行を通じて制御部４１２として動作し、所定の目的に合致し
た機能を実現する。
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【００５６】
　さらに、配送サーバ４１０は、通信部４１１を有する。通信部４１１は、管理サーバ４
００の通信部４０１と同様に、他の装置（例えば、管理サーバ４００、販売サーバ４２０
、ユーザ端末６０、配送者端末７０）と接続し、配送サーバ４１０と他の装置との間の通
信を行う。通信部４１１は、例えば、ＮＩＣや、無線通信のための無線通信回路である。
ＮＩＣや無線通信回路は、ネットワーク１に接続される。
【００５７】
　図５は、記憶装置４１３に記憶される配送情報のテーブルＴ３のデータ構造例を示す。
テーブルＴ３は、配送ＩＤ（配送の管理番号など）に対応する、エリアＩＤ、荷物情報、
配送時間帯、移動体利用の可否、移動体ＩＤ、現在位置、引き渡し位置などの情報項目を
記憶可能となっている。エリアＩＤは、配送先が属するエリアの識別子である。荷物情報
は、テーブルＴ１に格納されるものと同様の情報である。配送時間帯は、ユーザが希望し
た配送の時間帯を示す。配送時間帯の代わりに、又は配送時間帯に加えて配送希望日が記
憶されてもよい。移動体利用の可否は、荷物の受け取りに移動体１００を利用可能か否か
を示す。移動体ＩＤは、荷物の受け取りに利用される移動体の識別子を示す。現在位置は
、移動体１００の現在位置であり、引き渡し位置は、移動体１００に積載された荷物の引
き渡し位置を示し、移動体１００の目的地となる。
【００５８】
　＜＜販売サーバ＞＞
　次に、販売サーバ４２０について説明する。販売サーバ４２０は、一般的なコンピュー
タの構成を有している。販売サーバ４２０は、配送サーバ４１０と同様に、ＣＰＵやＤＳ
Ｐ等のプロセッサ（不図示）と、記憶装置４２３（ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ハード
ディスクドライブ、リムーバブルメディア等を含む）を有するコンピュータである。記憶
装置４２３には、オペレーティングシステム、各種プログラム、各種テーブル等が格納さ
れ、プロセッサは、そこに格納されたプログラムを記憶装置４２３内の作業領域にロード
して実行し、プログラムの実行を通じて制御部４２２として動作し、所定の目的に合致し
た機能を実現する。
【００５９】
　さらに、販売サーバ４２０は、通信部４２１を有する。通信部４２１は、管理サーバ４
００の通信部４０１と同様に、他の装置（例えば、管理サーバ４００、配送サーバ４１０
、ユーザ端末６０）と接続し、販売サーバ４２０と他の装置との間の通信を行う。通信部
４２１は、例えば、ＮＩＣや、無線通信のための無線通信回路である。ＮＩＣや無線通信
回路は、ネットワーク１に接続される。
【００６０】
　記憶装置４２３には、ショッピングサイトでユーザに閲覧させる商品画面の情報や、ユ
ーザ情報が記憶される。図６は、ユーザ情報のテーブルＴ４のデータ構造例を示す。テー
ブルＴ４には、ユーザの識別子であるユーザＩＤ毎のレコードを記憶する。レコードは、
ユーザの名前、住居所、電話番号、メールアドレス、配送先情報、端末情報などの情報項
目を含む。配送先情報は、住居所と異なる荷物の配送先の住居所を示す。端末情報は、ユ
ーザ端末６０へのデータ送信に利用されるアドレスを示す。アドレスは、例えばＩＰ（In
ternet Protocol）アドレスやＭＡＣ（Media Access Control）アドレスである。
【００６１】
　＜＜ユーザ端末＞＞
　ユーザ端末６０は、ユーザに使用される。スマートフォンやタブレットのようなスマー
トデバイスなどの携帯端末であってもよく、パーソナルコンピュータやワークステーショ
ンであってもよく、車載端末であってもよい。ユーザ端末６０は、通信部６１、制御部６
２、入出力部６３を有する。通信部６１及び制御部６２として、管理サーバ４００の通信
部４０１及び制御部４０２を構成するのに用いる機器と同種類の機器を適用できる。入出
力部６３は、入力装置（ボタン、キー、ポインティングデバイス、タッチパネル、マイク
ロフォンなど）と出力装置（ディスプレイ、スピーカなど）とを含む。
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【００６２】
　＜＜配送者端末＞＞
　配送者端末７０は、荷物の配送業者（配送や集荷の担当者など）が使用する端末装置で
あり、ユーザ端末６０と同様の端末を適用できる。また、配送者端末７０は、通信部７１
、制御部７２、入出力部７３を含む。通信部７１、制御部７２、入出力部７３は、通信部
６１、制御部６２、入出力部６３と同様のものを適用できる。
【００６３】
　移動体管理サーバ４００、配送サーバ４１０、販売サーバ４２０の各機能構成要素のい
ずれか、又はその処理の一部は、ネットワーク１に接続される他のコンピュータにより実
行されてもよい。また、移動体管理サーバ４００、配送サーバ４１０、販売サーバ４２０
で実行される一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェ
アにより実行させることもできる。ユーザ端末６０及び配送者端末７０についても同様で
ある。
【００６４】
　＜動作例＞
　以下、ユーザの商品購入及び商品の配送に関するシステムの動作例について説明する。
　＜＜動作例１＞＞
　図７は、動作例１を示すシーケンス図である。図８は、動作例１における管理サーバ４
００の制御部４０２の処理例を示すフローチャートであり、図９は、動作例１における配
送サーバ４１０の制御部４１２の処理例を示すフローチャートであり、図１０は、動作例
１における販売サーバ４２０の制御部４２２の処理例を示すフローチャートである。図１
１は、動作例１におけるユーザ端末６０の制御部６２の処理例を示すフローチャートであ
り、図１２は、動作例１における移動体１００の制御部１０３の処理例を示すフローチャ
ートである。
【００６５】
　図７において、商品の購入を希望するユーザは、ユーザ端末６０を用いて商品販売業者
の販売サーバ４２０にて運営されるオンラインショッピングサイトにアクセスし、ログイ
ンを行う（図７＜１＞、図１１のＳ４１）。ユーザは、オンラインショッピングサイトの
会員であり、記憶装置４２３には、ユーザの情報（ユーザＩＤ、氏名、住所、電話番号、
メールアドレス、商品配送先など）がテーブルＴ４（図６）に予め登録されているものと
する。但し、ユーザの情報は、商品購入の際にユーザが入出力部６３を用いて入力し、販
売サーバ４２０に送信され、制御部４２２がテーブルＴ４に登録するようにしてもよい。
【００６６】
　販売サーバ４２０がログイン要求を受信し（図１０のＳ３１）、ログインが成功すると
、販売サーバ４２０の制御部４２２は、ユーザが購入可能な商品の情報が掲載されたオン
ラインショッピングサイトのＷｅｂページの情報（商品画面の情報）を記憶装置４２３か
ら読み出し、通信部４２１に与える。通信部４２１は、Ｗｅｂページの情報をユーザ端末
６０に送信する（図７＜２＞、図１０のＳ３２）。
【００６７】
　ユーザ端末６０では、通信部６１によって受信される商品画面の情報を制御部６２が取
得し、入出力部６３に含まれるディスプレイ装置に商品画面の情報に基づく商品画面を表
示する制御を行う。これによって、ユーザ端末６０のディスプレイ装置には、商品を示す
情報を含む商品画面が表示される（図１１のＳ４２）。
【００６８】
　ユーザは、商品画面を参照し、購入希望の商品があれば、入出力部６３を用いてその商
品を買い物かごに入れる操作を行い、さらに、商品購入の意思の入力を行う。購入意思を
示す情報（ユーザＩＤを含む）は、通信部６１から販売サーバ４２０に送信される（図７
＜３＞、図１１のＳ４３）。すると、販売サーバ４２０の制御部４２２は、通信部４２１
で受信される購入意思を示す情報を取得し（図１０のＳ３３）、記憶装置４２３のテーブ
ルＴ４を参照し、ユーザＩＤに対応するレコード中の商品配送先の情報（例えば、ユーザ
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が指定した配送先の宛名、住所又は居所、連絡先などのテーブルＴ４に記憶された情報）
を読み出す。
【００６９】
　制御部４２２は、配送先の住所又は居所が移動体１００を用いた配送サービスを利用可
能なエリアに属しているかの問い合わせ情報を通信部４２１から管理サーバ４００へ送信
する（図７＜４＞、図１０のＳ３４）。問い合わせ情報は、配送先の住所又は居所（住居
所）を含む。住居所の代わりに郵便番号などを適用可能である。
【００７０】
　問い合わせ情報は管理サーバ４００の通信部４０１が受信し（図８のＳ０１）、制御部
４０２が取得する。制御部４０２は、記憶装置４０３に記憶されているテーブルＴ１を参
照して、問い合わせ情報に含まれる住居所に対応するエリアの有無を判定する（図７＜５
＞、図８のＳ０２）また、制御部４０２は、エリアがある場合にはそのエリアＩＤを取得
する。テーブルＴ１には、住所とエリアＩＤとの対応関係が記憶されている。住居所に対
応するエリアＩＤがテーブルＴ１に登録されていないことは、移動体１００を用いた配送
サービスを受けられないことを意味する。制御部４０２は、判定結果（移動体１００を利
用可（ＯＫ）／不可（ＮＧ）を示す）を販売サーバ４２０へ送信する（図７＜６＞、図８
のＳ０３）。
【００７１】
　販売サーバ４２０の制御部４２２は、通信部４２１で受信された判定結果を取得し（図
１０のＳ３５）、移動体１００を用いた配送が可能な否かを判定する（図１０のＳ３６）
。判定結果が利用ＮＧ（利用可）を示す場合には、その旨がユーザ端末６０へ送信され（
図７＜７＞、図１１のＳ４４）、図１０の処理が終了する。これに対し、判定結果が利用
ＯＫ（利用不可）を示す場合には、その旨がユーザ端末６０へ送信される（図７＜７＞、
図１０のＳ３７）。このとき、販売サーバ４２０からは、配送先への荷物の配送を配送業
者（配送者）が行うか、移動体１００を用いて行うかを選択するための画面情報がユーザ
端末６０に送信され、制御部６２は、そのような画面をディスプレイに表示する。ユーザ
は、画面を参照して、移動体１００を用いた配送方法を利用するか、通常の配送者（配送
人）が配送先を訪ねる通常の配送方法を利用するかを判断し、その結果を入出力部６３か
らユーザ端末６０に入力する。さらに、ユーザは、当該画面にある購入確定ボタンを押す
。すると、購入に係る商品の情報と、配送の日時（時間帯）及び配送先の情報と、その商
品の購入確定の旨と、ユーザが選択した配送方法を示す情報とを通信部４０１は販売サー
バ４２０へ送信する（図７＜８＞、図１１のＳ４５）。
【００７２】
　販売サーバ４２０の通信部４２１は、購入確定の旨と配送方法を示す情報とを受信し、
制御部４２２がこれらを取得する（図１０のＳ３８）。制御部４２２は、購入が確定した
商品とその配送先への配送方法を示す情報とを含む荷物情報を生成し、荷物情報を含む商
品（荷物）の配送要求を配送サーバ４１０へ送信する（図７＜９＞、図１０のＳ３９）。
【００７３】
　配送サーバ４１０では、配送要求を通信部４１１が受信して制御部４１２が配送要求を
取得する（図９のＳ２１）。制御部４１２は、配送要求に対応する配送に係るレコードを
生成してテーブルＴ３に登録する。その後、荷物が配送先のエリアに対応する配送センタ
に到着するのを待つ。
【００７４】
　荷物が配送センタに到着すると、配送サーバ４１０の制御部４１２は移動体１００の位
置照会の要求を管理サーバ４００へ送信する（図７＜１０＞、図９のＳ２２）。位置照会
の要求には、制御部４１２によって生成された配送情報のテーブルＴ２に登録されたレコ
ード中の情報が含まれる。
【００７５】
　管理サーバ４００では、位置照会の情報が通信部４０１で受信され、制御部４０２が位
置照会の情報を取得する（図８のＳ０４）。制御部４０２は、テーブルＴ２を参照し、位
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置照会の情報中の配送先の情報（配送先の住居所）に対応するエリアＩＤを特定し、エリ
アＩＤに対応する各移動体１００のレコード中の現在位置と配送先の住居所とを対比し、
所定の移動体１００を配送に用いる移動体１００に決定する。例えば、配送先の住居所か
ら最寄りの拠点にて停止中であり、移動開始時刻までの時間が最長の移動体１００を配送
に用いる移動体に決定する。荷物の積載のために移動体１００を停止させることを回避で
き、また、拠点へ赴いて荷物を移動体１００に積載する時間を確保するためである。或い
は、配送先の住居所から最短距離にある移動体１００を、巡回ルート上にある積載場所に
て停車させることを前提に、決定することもできる。移動体１００の決定方法は、上記以
外の方法を適宜選択可能である。
【００７６】
　移動体１００を決定すると、制御部４０２は、決定した移動体１００の移動体ＩＤに対
応するテーブルＴ１中の移動体管理情報のレコードに、位置照会に係る荷物情報を登録し
て、荷物と移動体１００とを関連づける。管理サーバ４００の制御部４０２は、決定した
移動体１００の移動体ＩＤ及び現在位置を含む位置情報を配送サーバ４１０へ送信する（
図７＜１１＞、図８のＳ０５）。
【００７７】
　本実施形態では、拠点で停止中の移動体１００に荷物を積載する場合を仮定する。配送
サーバ４１０の制御部４１２は、位置情報を受信し（図９のＳ２３）、記憶装置４１３に
記憶されている、複数の配送者の各ステータスを示す情報を参照し、例えば、配送センタ
にいてこれから配送に出発する配送者のうちの１名をランダムに選択する。或いは、これ
からの配送ルートが移動体１００の現在位置（停止中の拠点）と近い配送者を荷物の配送
の担当者として選択する。このように、配送者は所定のルールに従って適宜選択可能であ
る。制御部４１２は、選択した配送者の端末７０に、荷物情報と、移動体１００の移動体
ＩＤ及び現在位置情報と、移動体１００の収容スペース（積載場所）のロックの解除コー
ド（暗証番号）を送信する（図７＜１２＞、図９のＳ２４）。
【００７８】
　配送者端末７０の制御部７２は、通信部７１で受信される移動体１００の現在位置情報
を取得して配送者端末７０のディスプレイに表示する。配送者は、荷物情報に従って、荷
物を自身の配送車両に積み込み、現在位置情報に従って荷物の積載位置である拠点（移動
体１００の停止位置）へ赴く。そして、停止中の移動体１００の荷物の収容スペースのカ
バー（蓋）に設けられているタッチパネルに解除コード（暗唱番号）を入力する。カバー
は、例えば、図示しない電磁錠によりロックされており、正当な解除コードの入力によっ
てロックが解除されるようになっている。ロックの解除によってカバーを開け、配送者は
荷物の収容スペースに積載する。配送者がカバーを所定の閉位置にまで戻すと、電磁錠が
作動してカバーにロックがかかる。
【００７９】
　積載が完了すると、配送者端末７０から積載完了の旨を配送サーバ４１０へ送信する（
図７＜１３＞）。配送サーバ４１０の制御部４１２は、積載完了の旨を取得する（図８の
Ｓ０６）。配送サーバ４１０は、積載完了の旨を管理サーバ４００へ送信する（図７＜１
４＞）。管理サーバ４００は、積載完了の旨を配送サーバ４１０から受信し（図８のＳ０
６）、積載完了の旨をユーザ端末６０へ送信する（図７＜１５＞、図８のＳ０７）。この
とき、制御部４１２は、テーブルＴ１の荷物の有無及び荷物情報を更新する。
【００８０】
　ユーザ端末６０は、積載完了の旨を、収容スペースの解除コードとともに受信する（図
１１のＳ４６）。ユーザは、ユーザ端末６０を操作して、配送先（例えば自宅）で荷物を
受け取るべく、配送先への配送要求を管理サーバ４００へ送信する（図７＜１６＞、図１
１のＳ４７）。配送要求は、配送先としての位置（指定位置）を示す情報と、配送先への
到着時刻の指定を含むことが可能である。管理サーバ４００は、配送要求に応じた運行指
令を生成して移動体１００へ送信する（図７＜１７＞）。
【００８１】
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　図１２のＳ１０１では、制御部１０３は運行指令を受信して、運行計画生成部１０３１
として動作し、移動体１００の配送先（目的地）までの運行計画を生成する（Ｓ１０２）
。制御部１０３は運行計画に従った運行を開始する（Ｓ１０３）。運行において、制御部
１０３は環境検出部１０３２及び走行制御部１０３３として動作する。
【００８２】
　制御部１０３は目的地に到着したかを判定する（Ｓ１０４）。この判定は、例えば移動
体１００の位置が目的地に到着していると見なせるか否かによって行われる。移動体１０
０が目的地に到着すると、制御部１０３は移動体１００を停止させて、解除信号（カバー
のロックの解除コード）が入力されるのを待機する状態となる（Ｓ１０５）。ユーザによ
って入力された解除コードが正常である場合、制御部１０３は収容スペースのカバーのロ
ックを解除する（Ｓ１０６）。これにより、ユーザはカバーを開けて、中の荷物を取り出
すことで、注文した荷物（商品）の受け取り（回収）を行うことができる。Ｓ１０７にお
いて、制御部１０３は荷物の積載又は回収完了信号を待機する状態となる。積載又は回収
完了信号は、ユーザがカバーを元の位置（収容スペースの閉位置）に戻すことにより発生
する。元の位置に戻ったことは図示しないセンサなどにより検知可能である。元の位置に
カバーが戻ったことを検知すると、制御部１０３は、カバーのロックを行い、収容スペー
スを施錠する（Ｓ１０８）。制御部１０３は、荷物の受け取り完了の旨を管理サーバ４０
０へ送信する（Ｓ１０９、図７＜１８＞）。その後、移動体１００は、次の目的地へ向け
ての運行指令を待機する状態となる。もっとも、次の拠点の位置が予め移動体１００に登
録されている場合に、移動体１００が次の拠点の位置を次の目的地に設定し、そこへの移
動を開始する動作を行うようにしてもよい。
【００８３】
　管理サーバ４００は、移動体１００から受け取り完了の旨を受信する。また、管理サー
バ４００は、ユーザ端末６０からも、ユーザが入力した受け取り完了の旨を受信すること
ができる（図７＜１９＞）。これらの受け取り完了の一方は省略可能である。管理サーバ
４００は、配送サーバ４１０に配送完了の旨を送信し（図７＜２０＞）、配送サーバ４１
０は、販売サーバ４２０に配送完了の旨を送信する（図７＜２１＞）。このようにして、
移動体１００を用いた荷物の配送が行われる。
【００８４】
　なお、本実施形態では、荷物の積載において移動体１００が停止している例を示した。
このため、図１２のＳ１０１～Ｓ１０４の処理は不要である（既に目的地に到着している
）ので省略されている。但し、移動体１００が移動中で、所定の積載位置が目的地に設定
される場合には、移動体１００は、図１２のＳ１０１～Ｓ１０４の処理を行うようにして
もよい。
【００８５】
　なお、動作例１において、管理サーバ４００は、販売サーバ４２０や配送サーバ４１０
の荷物のトラッキング処理を行い（荷物の位置の問い合わせ）に応じてトラッキングした
荷物の位置を返信するようにしてもよい。また、管理サーバ４００は、荷物を積載した移
動体１００の現在位置と荷物の配送先の位置との距離が所定距離よりも短くなった場合に
、ユーザ端末６０へ移動体１００の接近を示す情報を送信することで、ユーザ端末６０か
らの配送要求の送信タイミングの適正化を図ることができる。これらは、後述する動作例
２及び３でも同様である。
【００８６】
　動作例１によれば、配送業者は、移動体１００に荷物を積載するところで、配送業者と
しての業務が完了する。このため、ユーザが配送先で不在である場合に、配送業者が配送
先を再訪問する必要がなくなる。このため、配送業者の配送作業の効率化が図られる。一
方、ユーザが受け取りを指定した時間帯において、ユーザ端末６０から管理サーバ４００
へ配送要求（図７＜１６＞）を送信することで、荷物を収容した移動体１００が配送先（
自宅など）へ移動する。これにより、ユーザは、自身の指定した配送先で荷物を受け取る
ことができ、公共交通機関などに赴いて荷物を受け取る手間、受け取った荷物を自宅まで
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持ち帰る手間を省くことができる。よって、ユーザの受け取り作業の効率化も図られる。
移動体１００は、エリアに所在する複数のユーザ間で共用されることにより、あたかも移
動式の配達ボックスを複数人で共有している状態となる。これにより、各ユーザが自宅に
配送荷物用のボックスを有していない場合でも、配送業者の再訪問などの不便を解消する
ことができる。
【００８７】
　＜＜動作例２＞＞
　図１３は、動作例２を示すシーケンス図である。図１４は、動作例２における管理サー
バ４００の制御部４０２の処理例を示すフローチャートであり、図１５は、動作例２にお
ける配送サーバ４１０の制御部４１２の処理例を示すフローチャートであり、図１６は、
動作例２におけるユーザ端末６０の制御部６２の処理例を示すフローチャートであり、図
１７は、動作例２における移動体１００の制御部１０３の処理例を示すフローチャートで
ある。動作例１が、荷物を移動体１００に積載する場合の動作例であるのに対し、動作例
２は、ユーザが荷物の集荷を要求する場合の動作例を示す。
【００８８】
　図１３において、荷物の集荷を希望するユーザは、ユーザ端末６０を操作して、配送サ
ーバ４１０が運営するＷｅｂサイトにログインする（図１３＜１＞、図１６のＳ７１）。
このとき、ログイン要求が配送サーバ４１０で受信され（図１５のＳ６１）、配送サーバ
４１０の制御部４１２は、荷物の配送に係る情報（伝票情報）を入力するための画面情報
をユーザ端末６０へ送信する（図１３＜２＞、図１５のＳ６２）。
【００８９】
　ユーザ端末６０は、配送サーバ４１０から受信される画面情報に基づく画面をディスプ
レイに表示する（図１６のＳ７２）。ユーザは表示された画面を用いて、荷物の集荷要求
（配送対象の荷物の伝票への記載情報：配送先の住所、宛名、電話番号、荷物の内容など
を含む荷物情報）を入力する。集荷要求は配送サーバ４１０へ送信される（図１３＜３＞
、図１６のＳ７３）。
【００９０】
　配送サーバ４１０の制御部４１２は、集荷要求を受信すると（図１５のＳ６３）、ユー
ザの住居所が移動体１００が配置されたエリア内か（集荷に移動体１００を利用できるか
）の問い合わせを管理サーバ４００へ送信する（図１３＜４＞、図１５のＳ６４）。問い
合わせ情報は、配送先の住所又は居所（住居所）を含む。住居所の代わりに郵便番号など
を適用可能である。
【００９１】
　問い合わせ情報は管理サーバ４００の通信部４０１が受信し（図１４のＳ５１）、制御
部４０２が取得する。制御部４０２は、記憶装置４０３に記憶されているテーブルＴ１を
参照して、問い合わせ情報に含まれる住居所に対応するエリアの有無を判定する（図１３
＜５＞、図１４のＳ５２）また、制御部４０２は、エリアがある場合にはそのエリアＩＤ
を取得する。テーブルＴ１には、住所とエリアＩＤとの対応関係が記憶されている。住居
所に対応するエリアＩＤがテーブルＴ１に登録されていないことは、移動体１００を用い
た配送サービスを受けられないことを意味する。制御部４０２は、判定結果（移動体１０
０を利用可（ＯＫ）／不可（ＮＧ）を示す）を販売サーバ４２０へ送信する（図１３＜６
＞、図１４のＳ５３）。
【００９２】
　配送サーバ４１０の制御部４１２は、通信部４１１で受信された判定結果を取得し（図
１５のＳ６５）、集荷方法（配送業者が自宅へ訪問、移動体１００が自宅へ訪問）をユー
ザに選択させる画面情報（集荷方法選択情報）を、移動体利用可否の結果ととともにユー
ザ端末６０へ送る（図１５のＳ６６）。移動体１００が利用できない場合には、画面情報
において、移動体１００が自宅へ訪問する集荷方法は選択肢として提示されない。ユーザ
は、ユーザ端末６０が図１６のＳ７４で受信した集荷方法選択情報を用いて集荷方法を確
定し、その確定内容を配送サーバ４１０へ送り（図１３＜８＞、図１６のＳ７５）、配送
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サーバ４１０が受信する（図１５のＳ６７）。本実施形態では、移動体１００が集荷のた
めに自宅を訪問する集荷方法をユーザが選択した場合を例に説明する。配送サーバ４１０
では、制御部４１２は、集荷方法の確定内容や、対応する荷物情報を用いて、テーブルＴ
３に登録する配送情報を生成し、配送ＩＤ（配送の管理番号）と関連づけてテーブルＴ３
に登録する。
【００９３】
　配送サーバ４１０は、確定内容に基づく荷物の集荷要求を管理サーバ４００へ送信する
（図１３＜９＞、図１５のＳ６８）。集荷要求に含まれる情報は、動作例１と同様である
。管理サーバ４００は、集荷要求を受けて（図１４のＳ５４）、荷物の集荷に利用する移
動体１００を決定し、集荷指示を移動体１００へ送信する（図１３＜１０＞、図１５のＳ
５５）。また、集荷要求には、ユーザ端末６０へ情報を送るためのアドレスが含まれてお
り、管理サーバ４００は、ユーザ端末６０へ、移動体１００の収容スペースのロック状態
を解除するための解除コードを送信する（図１３＜１０Ａ＞）。ユーザ端末６０のアドレ
スは、配送サーバ４１０がユーザ端末６０からの情報やデータの送信元アドレスから学習
することができる。
【００９４】
　移動体１００として、現在位置がユーザの自宅住所の最寄りにある移動体１００が決定
された場合について説明する。図１７は、動作例２に係る移動体１００の制御部１０３の
処理例を示すフローチャートである。移動体１００における処理は、動作例１（図１２）
との比較において、Ｓ１０１の代わりにＳ１０１ａが設けられ、Ｓ１０９の代わりにＳ１
０９ａが設けられている点において相違する。Ｓ１０１ａでは、配送要求の代わりの集荷
要求に応じた運行指令が受信される点で動作例１と異なり、Ｓ１０９ａにおいて、受け取
り完了の代わりの集荷完了を管理サーバ４００へ送信する点で動作例１と異なる。但し、
これら以外は動作例１の処理（図１２の処理）と同じである。
【００９５】
　管理サーバ４００は、集荷が完了した旨を移動体１００から受信する（図１３＜１１＞
、図１４のＳ５６）。管理サーバ４００は、集荷が完了した旨を配送サーバ４１０へ送信
する（図１３＜１２＞、図１４のＳ５７）。集荷が完了した旨のメッセージは、荷物を積
載した移動体１００の運行スケジュールを示す情報が含まれる。
【００９６】
　配送サーバ４１０は、集荷が完了した旨を受信し（図１５のＳ６９）、移動体１００か
ら荷物を回収する回収者を選定し、回収者の配送者端末７０に回収指示を送信する（図１
３＜１３＞、図１５のＳ７０）。回収者の選定は、例えば、運行スケジュール上で、次に
停止状態となる拠点の位置を特定し、拠点の位置の最寄り又は近傍にいる配送者の配送者
端末７０に回収指示を送信することで行う。但し、回収者の選定は上記以外の方法でなさ
れてもよい。
【００９７】
　回収指示には、移動体１００から回収する荷物に係る配送情報が含まれる。荷物情報は
、配送ＩＤを用いてテーブルＴ３から読みだしたものである。回収を行う配送者は、自身
の配送者端末７０に表示される運行スケジュール情報を参照して、自身が向かうべき拠点
を特定し、その拠点において、管理サーバ４００から受信した解除コードを用いて収容ス
ペースのカバーのロックを解除し、荷物を回収する。回収が完了すると、その旨を配送者
端末７０が配送サーバ４１０へ送信する（図１３＜１４＞）。配送サーバ４１０は、ユー
ザ端末６０に回収が完了した旨を送信する（図１３＜１５＞、図１５のＳ７１）
【００９８】
　動作例２によれば、移動体１００がユーザの自宅まで荷物の集荷にきてくれるので、荷
物の配送を委託する際の作業が効率化される。また、配送業者は、荷物を積載した移動体
１００から荷物を回収すればよいので、ユーザの自宅を訪問する場合に比べて、回収の場
所や回収の時間に柔軟性を持たせることができるので、効率的な回収作業を行うことがで
きる。
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　＜＜動作例３＞＞
　図１８は、動作例３を示すシーケンス図である。動作例３は、動作例２と同様に、ユー
ザが荷物の集荷を要求する場合の動作例を示す。図１８に示す処理のうち、図１８＜１＞
～＜１２＞の処理は、動作例２と同じであるので説明を省略する。これに対し、図１８＜
１３＞～＜１７＞の処理が動作例２と異なっている。図１８＜１３＞では、配送サーバ４
１０が管理サーバ４００に対し、荷物の引き渡し要求を送信する。引き渡し要求には、移
動体１００に対する荷物の引き渡し場所の住所が含まれる。引き渡し場所として、例えば
、エリア内にある配送業者の配送センタの住所を適用することができる。
【００９９】
　図１８＜１４＞において、管理サーバ４００は、荷物の引き渡し指示を移動体１００に
送信する。引き渡し指示には、荷物を特定する情報、引き渡し場所の住所を示す情報、移
動体１００の移動体ＩＤなどを含む。
【０１００】
　移動体１００では、図１７に示したのと同様の動作が行われる。すなわち、移動体１０
０は、引き渡し場所の住所まで移動して停止し、収容スペースのカバーのロックを解錠信
号に基づいて解除する。このため、配送者は、カバーを開けて、中の荷物の引き渡しを受
ける。カバーを閉位置まで戻すと、ロックがかかり、収容スペースが施錠される。移動体
１００は、引き渡しの完了通知を管理サーバ４００に送る（図１８＜１５＞）。引き渡し
の完了通知を取得した管理サーバ４００は、引き渡しの完了通知を配送サーバ４１０に送
り（図１８＜１６＞）、配送サーバ４１０は引き渡しの完了通知をユーザ端末６０へ送る
（図１８＜１７＞）。
【０１０１】
　動作例３でも、動作例２と同様に、移動体１００が集荷のために自宅住所まで来るので
、荷物の集荷作業を好適に行うことができる。また、動作例３では、移動体１００が配送
業者の住所（例えば、配送センタの住所）へ移動して、配送業者に荷物を引き渡すことが
できる。配送業者は、引き渡し場所まで移動体１００が来てくれるので、荷物の配送作業
を効率的に行うことが可能となる。
【０１０２】
　＜実施形態の作用効果＞
　実施形態によれば、配送要求及び集荷要求の少なくとも一方において指定された位置へ
移動体１００が移動するため、その位置で荷物を移動体１００に積載したり、移動体１０
０から荷物を回収したりすることができる。このため、荷物の配送を行う者は、指定され
た位置において移動体１００に荷物を積載すれば、自身の業務は完了し、荷物の配送先（
荷物の受取人の自宅など）を再訪問する手間が省ける。また、配送で指定した位置（受取
人の自宅）へ移動体１００が移動することを指示できるので、受取人は自宅とは別の場所
へ荷物を取りに行く手間や、自宅へ荷物を持ち帰る手間を省くことができる。これにより
、配送に要する時間の短縮化や作業の効率化が図られる。また、荷物の集荷についても、
移動体１００を自宅などの集荷依頼者の都合の良い指定位置へ呼び寄せることができるの
で、荷物の配送の依頼者の手間が省ける、また、配送業者の代わりに移動体１００が依頼
者宅などを訪問するので、配送業者の手間が減る。これによって、配送や集荷に係る効率
化を図ることができる。
【０１０３】
　管理サーバ４００（管理装置に相当）は、荷物の配送先として指定された位置が地域に
属するか否かによって移動体１００を用いた配送及び集荷の少なくとも一方が可能な否か
を判定する。これによって、荷物の配送方法を、配送業者が指定位置へ赴く方法と、移動
体が指定位置へ赴く方法とを選択可能となる。
【０１０４】
　管理サーバ４００（管理装置）は、地域内に移動体１００となり得る複数の候補が存す
る場合に、複数の候補の夫々の位置情報と、指定された位置とに基づいて、移動体１００
を複数の候補の中から選択する。これによって、地域に存する複数の移動体１００から指
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定位置に対して適切な位置にある移動体１００が選択されるようにして、配送や集荷の所
要時間短縮や作業効率化を図ることができる。
【０１０５】
　管理サーバ４００は、移動体１００が地域内を巡回するように移動体１００に対して移
動の指示を供給する。これによって、荷物の収容スペースとして使用される移動体１００
が地域を巡回することで、地域に存して移動体を利用する各ユーザが、自身の指定位置か
ら近いところで移動体を利用可能となり、配送や集荷の所要時間短縮や作業効率化を図る
ことができる。すなわち、地域に存する複数のユーザが移動式の宅配ボックスを共有して
いるのと同等の環境を得ることができる。
【０１０６】
　移動体１００は、施錠及び解錠が可能な荷物の積載場所を有し、管理サーバ４００は、
荷物の配送及び集荷の少なくとも一方を行う者の端末（ユーザ端末６０、配送者端末７０
）に対し、積載場所の施錠状態を解除する情報を送信する。これによって、移動体１００
の荷物の積載場所の物理的な鍵をユーザや配送者が持たなくても、配送者や集荷者が積載
場所の施錠状態を解除可能となる。また、積載場所が施錠されることで、荷物のセキュリ
ティを確保することができる。以上説明した実施形態の構成は、発明の目的を逸脱しない
範囲で適宜組み合わせることができる。
【符号の説明】
【０１０７】
６０・・・ユーザ端末、１００・・・移動体、４００・・・移動体管理サーバ、４１０・
・・配送サーバ、４２０・・・販売サーバ、６０・・・ユーザ端末、７０・・・配送者端
末、６２，７２，１０３，４１２，４２２，４０２・・・制御部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(23) JP 2019-117595 A 2019.7.18

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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