
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発注者、受注者、納入者及び共用私書箱のそれぞれの通信端末が通信ネットワークによ
り相互に接続された環境下において、発注者は通信端末から前記通信ネットワークを介し
て通信端末を所有する受注者に発注品の配達を依頼し、前記受注者は、注文を受けた発注
品の配達を通信端末から通信ネットワークを介して、通信端末を所有する納入者に依頼し
、該納入者は発注品を受け取った後で、通信端末から前記発注者に対して受け取りを希望
する共用私書箱の設置位置を要求し、前記納入者はその回答を通信端末から受け取った後
に、指定された位置に設置された共用私書箱に通信ネットワークを介して利用の可否を問
い合わせ、使用可能な受領箱がある場合には、前記共用私書箱は、受領箱番号と仮暗証番
号と識別情報からなる納入者用情報でその受領箱の自己ロックを行なった後に、前記納入
者用情報を通信ネットワークを介して前記納入者に送り、前記納入者は前記仮暗証番号と
受領箱番号を受け取った後に、前記発注者に対して確保している受領箱番号を通知すると
ともに本暗証番号の設定を要求し、前記発注者は該本暗証番号を設定した後、設定を完了
したことを報せる設定完了情報を納入者の通信端末に送信し、前記納入者は該設定完了情
報を受け取った後で指定された位置に設置された共用私書箱に発注品を持っていき、前記
納入者用情報を入力することによって、該当する受領箱をアンロックし、発注品を受領箱
に納め、該受領箱の扉を閉めると、共用私書箱は前記発注者に対して受領箱番号と本暗証
番号からなる発注者用情報の転送を通信ネットワークを介して要求し、送られてきた発注
者用情報で前記受領箱のロックを行い、これにより共用私書箱への発注品の収納は完了し
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、前記発注者は指定した位置の共用私書箱に赴き、該共用私書箱に発注者用情報を入力す
ることにより、該当する受領箱をアンロックし、発注品を取り出 とを特徴とする共用
私書箱を用いた発注・配送・受領 。
【請求項２】
　共用私書箱が電子制御装置を内蔵し、通信ネットワークを介して、受領箱群の個々の受
領箱が使用可能か否かをサーチ可能にすることを特徴とする請求項１記載の共用私書箱を
用いた発注・配送・受領 。
【請求項３】
　共用私書箱が電子制御装置を内蔵し、通信ネットワークを介して、特定の受領箱の使用
終了と同時に、引き渡し完了通知信号を納入者用の通信端末に伝送することを特徴とする
請求項１記載の共用私書箱を用いた発注・配送・受領 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、発注品の受け取りを物理的なキーではなく、情報による電子キーを用いて行
う共用私書箱を用いた発注・配送・受領方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、発注者から発注された発注品は受注者から納入者に連絡され、連絡を受けた納入
者は、発注者の要望に従って、その発注品を発注者の住まいに配達したり、発注者の住ま
いに設置された荷受けロッカーに配達したりしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記した従来の配達システムでは、以下のような問題があった。
【０００４】
　（１）発注する発注品の受け取りが住まい以外である場合には、配送をするのが困難で
ある。なおＪＲでは、駅止めで所定の駅での荷物の受け取りは可能であるがその手続きが
面倒であるうえに取り扱い駅が限られている。
【０００５】
　（２）上記した荷受けロッカーでの受渡しでは、機械的な鍵を使用したり、電子キーの
場合（例えば、特公平６－２５９９２号公報）でも、ロッカーの所に出向いて施錠するよ
うになっており、面倒である。
【０００６】
　一方、昨今は通信ネットワークの進展がめざましく、その広がりは、広域になり、家庭
にも導入されてきている。また、モバイル通信も進展し、携帯電話に見られるように、動
く通信端末が日常化してきている。
【０００７】
　本発明は、上記状況に鑑みてなされたもので、進展する通信ネットワークを利用して、
発注者が希望する場所で、的確に、しかも安全に発注品を受け取ることができる共用私書
箱を用いた発注・配送・受領方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するために、
　〔１〕共用私書箱を用いた発注・配送・受領 において、発注者、受注者、納入者及
び共用私書箱のそれぞれの通信端末が通信ネットワークにより相互に接続された環境下に
おいて、発注者は通信端末から前記通信ネットワークを介して通信端末を所有する受注者
に発注品の配達を依頼し、前記受注者は、注文を受けた発注品の配達を通信端末から通信
ネットワークを介して、通信端末を所有する納入者に依頼し、該納入者は発注品を受け取
った後で、通信端末から前記発注者に対して受け取りを希望する共用私書箱の設置位置を
要求し、前記納入者はその回答を通信端末から受け取った後に、指定された位置に設置さ
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れた共用私書箱に通信ネットワークを介して利用の可否を問い合わせ、使用可能な受領箱
がある場合には、前記共用私書箱は、受領箱番号と仮暗証番号と識別情報からなる納入者
用情報でその受領箱の自己ロックを行なった後に、前記納入者用情報を通信ネットワーク
を介して前記納入者に送り、前記納入者は前記仮暗証番号と受領箱番号を受け取った後に
、前記発注者に対して確保している受領箱番号を通知するとともに本暗証番号の設定を要
求し、前記発注者は該本暗証番号を設定した後、設定を完了したことを報せる設定完了情
報を納入者の通信端末に送信し、前記納入者は該設定完了情報を受け取った後で指定され
た位置に設置された共用私書箱に発注品を持っていき、前記納入者用情報を入力すること
によって、該当する受領箱をアンロックし、発注品を受領箱に納め、該受領箱の扉を閉め
ると、共用私書箱は前記発注者に対して受領箱番号と本暗証番号からなる発注者用情報の
転送を通信ネットワークを介して要求し、送られてきた発注者用情報で前記受領箱のロッ
クを行い、これにより共用私書箱への発注品の収納は完了し、前記発注者は指定した位置
の共用私書箱に赴き、この共用私書箱に発注者用情報を入力することにより、該当する受
領箱をアンロックし、発注品を取り出 とを特徴とする。
【０００９】
　〔２〕請求項１記載の共用私書箱を用いた発注・配送・受領 において、共用私書箱
が電子制御装置を内蔵し、通信ネットワークを介して、受領箱群の個々の受領箱が使用可
能か否かをサーチ可能にすることを特徴とする。
【００１０】
　〔３〕請求項１記載の共用私書箱を用いた発注・配送・受領 において、共用私書箱
が電子制御装置を内蔵し、通信ネットワークを介して、特定の受領箱の使用終了と同時に
、引き渡し完了通知信号を納入者用の通信端末に伝送することを特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
【００１２】
　図１は本発明の実施例を示す共用私書箱を用いた発注・配送・受領システムの概略構成
図である。
【００１３】
　この図において、１は発注者であり、個人や会社などの発注品の配達を依頼するもので
あり、記憶部を有する通信端末１Ａを有し、そこから通信ネットワーク４を介して、受注
者２に発注品の配達が依頼される。その受注者２は、発注品の注文を受けるデパート、商
店、時には発注品の製造元であるメーカーなどであり、所有する記憶部を有する通信端末
２Ａによって通信ネットワーク４に接続されている。
【００１４】
　受注者２は注文を受けた発注品の配達を通信ネットワーク４を介して、記憶部を有する
通信端末３Ａを所有する納入者３に依頼し、納入者３は発注品を受け取った後で、発注者
１に対して受け取りを希望する共用私書箱の設置位置を要求し、納入者３はその回答を受
け取った後に、指定された位置に設置された共用私書箱１０に通信ネットワーク４を介し
て利用の可否を問い合わせ、使用可能な受領箱がある場合には、共用私書箱１０は納入者
用情報（受領箱番号と仮暗証番号と識別情報）でその受領箱の自己ロックを行なった後で
、納入者用情報を通信ネットワーク４を介して納入者３に送り、納入者３は上記仮暗証番
号と受領箱番号を受け取った後に、発注者１に対して確保している受領箱番号を通知する
とともに本暗証番号の設定を要求し、発注者１はその本暗証番号を設定した後、設定を完
了したことを報せる設定完了情報を納入者３に送信し、納入者３は設定完了情報を受け取
った後で指定された位置に設置された共用私書箱１０に発注品を持っていき、納入者用情
報を入力することによって、該当する受領箱をアンロックし、発注品を受領箱に納め、受
領箱の扉を閉めると、共用私書箱１０は発注者１に対して受領箱番号と本暗証番号からな
る発注者用情報の転送を通信ネットワーク４を介して要求し、送られてきた発注者用情報
（受領箱番号と本暗証番号）でロックを行い、これにより共用私書箱への収納は完了する
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。
【００１５】
　最後に、発注者１は指定した位置の共用私書箱に赴き、発注者用情報を入力することに
より、該当する受領箱をアンロックし、発注品を取り出すことができる。更に受領箱の扉
を閉めると共用私書箱は、通信ネットワーク４を介して納入者３に対して引渡完了通知を
送るため、納入者３は認証処理を行うと同時に通信ネットワーク４を介して受注者２に対
しても引渡完了通知を送る。
【００１６】
　ここで、重要なことは、共用私書箱１０は少なくとも日本では全域の通信ネットワーク
４に接続された場所に設置されるということである。その場合、例えば、ＪＲの駅や、人
が通行したり、集まりやすい場所に設置される集合ロッカーであることが望ましい。
【００１７】
　図２は本発明の実施例を示す共用私書箱のブロック図である。
【００１８】
　この図において、共用私書箱１０は、通信ネットワーク４に接続される通信機能を備え
た共用私書箱電子制御装置１１を介して、複数の受領箱１３～ｎを有する受領箱群に個別
に接続されている。また、共用私書箱電子制御装置１１には、データ入力装置１２〔キー
ボード、キーボード以外の読み取り装置（ＩＣカード、バーコード、無線受信装置等）〕
が接続されている。受領箱１３～ｎは通信ネットワーク４を介して使用ができるか否かの
サーチが可能である。さらに、共用私書箱電子制御装置１１は記憶部１１Ａを備えている
。
【００１９】
　この図においては、個々の受領箱を一組の通信機能を備えた共用私書箱電子制御装置と
データ入力装置で一括して管理している例を示しているが、個々の受領箱ごとに、通信機
能を備えた共用私書箱電子制御装置とデータ入力装置を設けて管理したり、個々の受領箱
ごとにデータ入力装置だけを設けて管理しても良い。
【００２０】
　以下、本発明の共用私書箱を用いた発注・配送・受領方法について順次詳細に説明する
。
【００２１】
　〔Ａ〕まず、共用私書箱を用いた発注・配送・受領システムの全体的フローについて、
図３を参照しながら説明する。
【００２２】
　（１）発注者１は受注者２に住所、氏名、発注者の通信端末の番号、発注品など、受注
者２の管理情報の内容の一部を通信ネットワーク４を介して伝えて発注する。
【００２３】
　（２）受注者２はその情報を基に管理情報を作成して記録するとともに、

納入者３に通信ネットワーク４を介して伝えて、発注品を引き渡すとともに発注品の配
達を依頼する。
【００２４】
　（３）納入者３はその管理情報を記録するとともに、発注品を受領する。
【００２５】
　（４）納入者３はその発注品の識別のための識別情報を記録するとともに、発注者１に
対して、通信ネットワーク４を介して発注品の受け取りのための指定位置（共用私書箱）
を要求する。
【００２６】
　（５）発注者１は指定位置を通信ネットワーク４を介して納入者３に指定位置情報とし
て伝える。
【００２７】
　（６）納入者３は指定位置情報を記録し、発注者１の指定した共用私書箱１０の使用の
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可否を通信ネットワーク４を介してサーチする。
【００２８】
　（７）その共用私書箱１０の中に使用可能な受領箱がある場合には、共用私書箱１０自
身がその受領箱を納入者用情報（受領箱番号と仮暗証番号と識別情報）でロックする。こ
の時点で、他者はこの共用私書箱内の当該受領箱番号の利用ができなくなる。
【００２９】
　（８）当該受領箱がロックされると共用私書箱１０からは通信ネットワーク４を介して
納入者３へ納入者用情報が伝送される。
【００３０】
　（９）納入者３は受領箱番号とともに仮暗証番号を記録する。
【００３１】
　（１０）納入者３は通信ネットワーク４を介して発注者１に対して、既に確保している
受領箱番号を通知すると同時に、本暗証番号の設定を要求する。
【００３２】
　（１１）一方、発注者が指定した位置（共用私書箱）の全ての受領箱が使用不可の場合
には、指定された位置の共用私書箱から通信ネットワークを介して納入者３へ利用不可の
通知を伝送し、納入者３は別の位置の共用私書箱１０の指定を発注者１に対して再度要求
する。
【００３３】
　（１２）発注者１は本暗証番号を設定し、受領箱番号とともに記録する。
【００３４】
　（１３）発注者１は納入者３に対して本暗証番号の設定完了情報を伝える。
【００３５】
　（１４）納入者３は指定位置である共用私書箱１０のデータ入力装置で納入者用情報（
受領箱番号と仮暗証番号と識別情報）により共用私書箱１０内の受領箱のアンロックを行
い、発注品をその共用私書箱１０内の受領箱の中に収納する。
【００３６】
　（１５）その受領箱の扉を閉じると、共用私書箱１０から通信ネットワーク４を介して
発注者に対して先に設定した本暗証番号の転送要求が受領箱番号とともに伝えられる。
【００３７】
　（１６）発注者１から発注者用情報（受領箱番号と本暗証番号）がその共用私書箱１０
に通信ネットワーク４を介して伝送されると、本暗証番号によりその該当する受領箱はロ
ックされる。
【００３８】
　（１７）そこで、発注者１はその共用私書箱１０に出向いてデータ入力装置により発注
者用情報を入力するとその受領箱はアンロックされて、発注品を受領することができる。
【００３９】
　（１８）発注品の受領後、共用私書箱１０を閉じると、発注品の受領完了となり、引渡
完了通知が通信ネットワーク４を介して納入者３に伝送され、認証処理が行われる。その
納入者３は、受注者２に引渡完了通知を行い認証処理が行われる。例えば、受注者２によ
り発注者１の取引銀行の口座からその代金の自動引き落としも実行される。
【００４０】
　〔Ｂ〕次に、発注者のフローを図４を参照しながら説明する。
【００４１】
　（１）まず、発注品の依頼を注文内容や発注者の通信端末の番号とともに受注者に通信
ネットワークを介して行う（ステップＳ１）。
【００４２】
　（２）次に、納入者から指定位置情報要求の受信があったか否かをチェックする（ステ
ップＳ２）。
【００４３】
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　（３）ステップＳ２において、ＹＥＳの場合には、納入者に指定位置情報を送信する（
ステップＳ３）。
【００４４】
　（４）次いで、納入者からの受信があったか否かをチェックする（ステップＳ４）。
【００４５】
　（５）次に、ステップＳ４において、ＹＥＳの場合には、指定位置要求があったか否か
をチェックする（ステップＳ５）。
【００４６】
　（６）次に、ステップＳ５において、ＮＯの場合（受領箱番号付き本暗証番号設定要求
を受信）には、本暗証番号を設定する（ステップＳ６）。
【００４７】
　（７）次に、受領箱番号と本暗証番号を記録する（ステップＳ７）。
【００４８】
　（８）次いで、本暗証番号の設定完了情報を納入者に送信する。つまり、本暗証番号自
体は送らず、設定が完了したことのみを通知することにより、セキュリティは保たれ、か
つ、本暗証番号の送信が要求されれば直ちに送信できる状態になっている（ステップＳ８
）。
【００４９】
　（９）次に、共用私書箱から本暗証番号要求信号を受信したか否かをチェックする（ス
テップＳ９）。
【００５０】
　（１０）次に、ステップＳ９において、ＹＥＳの場合は共用私書箱１０に本暗証番号（
発注者用情報）を送信する（ステップＳ１０）。
【００５１】
　（１１）次に、指定位置に出向いて、発注品の受領を行う（ステップＳ１１）。
【００５２】
　〔Ｃ〕次に、受注者のフローを図５を参照しながら説明する。
【００５３】
　（１）まず、発注者からの発注（注文）を受信したか否かをチェックする（ステップＳ
２１）。
【００５４】
　（２）次いで、ステップＳ２１において、ＹＥＳの場合には、管理情報を作成する（ス
テップＳ２２）。
【００５５】
　（３）次に、その管理情報を納入者に送信する（ステップＳ２３）。
【００５６】
　（４）次に、納入者へ発注品を引き渡す（ステップＳ２４）。
【００５７】
　（５）次いで、納入者から受信があったか否かをチェックする（ステップＳ２５）。
【００５８】
　（６）次に、ステップＳ２５においてＹＥＳの場合には、認証処理を行う（ステップＳ
２６）。
【００５９】
　〔Ｄ〕次に、納入者のフローを図６を参照しながら説明する。
【００６０】
　（１）まず、はじめに受注者から受信があったか否かをチェックする（ステップＳ３１
）。
【００６１】
　（２）次に、ステップＳ３１においてＹＥＳの場合には管理情報を記録する（ステップ
Ｓ３２）。
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【００６２】
　（３）次に、受注者から発注品を引き取る（ステップＳ３３）。
【００６３】
　（４）次に、識別情報を記録する（ステップＳ３４）。
【００６４】
　（５）次に、発注者に指定位置要求を送信する（ステップＳ３５）。
【００６５】
　（６）次に、発注者から指定位置を受信したか否かをチェックする（ステップＳ３６）
。
【００６６】
　（７）次に、ステップＳ３６において、ＹＥＳの場合には、指定位置を記録する（ステ
ップＳ３７）。
【００６７】
　（８）次に、共用私書箱に識別情報を付けて使用の可否を問い合わせる（ステップＳ３
８）。
【００６８】
　（９）次いで、共用私書箱から受信したか否かをチェックする（ステップＳ３９）。
【００６９】
　（１０）次に、ステップＳ３９においてＹＥＳの場合には、受領箱が使用可能か否かを
チェックする（ステップＳ４０）。
【００７０】
　（１１）次に、ステップＳ４０においてＹＥＳの場合には、受領箱番号を記録する（ス
テップＳ４１）。
【００７１】
　（１２）次に、仮暗証番号を記録する（ステップＳ４２）。
【００７２】
　（１３）次に、発注者に受領箱番号を付けて本暗証番号設定要求を送信する（ステップ
Ｓ４３）。
【００７３】
　（１４）次に、発注者からの本暗証番号の設定完了情報の受信があったか否かをチェッ
クする（ステップＳ４４）。
【００７４】
　（１５）次に、ステップＳ４４において、ＹＥＳの場合は、該当受領箱に出向いて納品
する（ステップＳ４５）。
【００７５】
　（１６）受領箱から受信があったか否かをチェックする（ステップＳ４６）。
【００７６】
　（１７）次に、ステップＳ４６において、ＹＥＳの場合には、認証処理を行う（ステッ
プＳ４７）。
【００７７】
　（１８）次に、受注者に引渡完了通知を送信する（ステップＳ４８）。
【００７８】
　〔Ｄ〕次に、共用私書箱のフローを図７を参照しながら説明する。
【００７９】
　（１）まず、はじめに、納入者から受信があったか否かをチェックする（ステップＳ５
１）。
【００８０】
　（２）次に、ステップ５１において、ＹＥＳの場合には、使用可能な受領箱番号をサー
チする（ステップＳ５２）。
【００８１】
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　（３）次いで、使用可能な受領箱が有るか否かをチェックする（ステップＳ５３）。
【００８２】
　（４）次に、ステップＳ５３において、ＮＯの場合には、納入者に使用不可の通知を送
信する（ステップＳ５４）。ステップＳ５３において、ＹＥＳの場合には、受領箱番号と
識別情報を記録する（ステップＳ５５）。
【００８３】
　（５）次に、仮暗証番号を設定する（ステップＳ５６）。
【００８４】
　（６）次に、該当受領箱を仮暗証番号と識別情報でロックする（ステップＳ５７）。
【００８５】
　（７）次に、納入者に、識別情報、受領箱番号、仮暗証番号を送信する（ステップＳ５
８）。
【００８６】
　（８）次いで、納入者用情報の入力が有るか否かをチェックする（ステップＳ５９）。
【００８７】
　（９）次に、ステップＳ５９において、ＹＥＳの場合には、ロックを解除する（ステッ
プＳ６０）。
【００８８】
　（１０）次に、発注品を収納して扉を閉める（ステップＳ６１）。
【００８９】
　（１１）次に、発注者に本暗証番号要求を送信する（ステップＳ６２）。
【００９０】
　（１２）次に、発注者から本暗証番号を受信したか否かをチェックする（ステップＳ６
３）。
【００９１】
　（１３）次に、ステップＳ６３において、ＹＥＳの場合には、本暗証番号でロックする
（ステップＳ６４）。
【００９２】
　（１４）次いで、発注者用情報の入力が有るか否かをチェックする（ステップＳ６５）
。
【００９３】
　　（１５）次いで、ステップＳ６５においてＹＥＳの場合には、ロックを解除する（ス
テップＳ６６）。
【００９４】
　（１６）次に、発注品を搬出して扉を閉める（ステップＳ６７）。
【００９５】
　（１７）納入者に引き渡し完了通知を送信する（ステップＳ６８）。
【００９６】
　発注者の端末には情報を記録する素子（メモリやＩＣカードなど）を付けておくことが
望ましい。
【００９７】
　また、発注者の端末は、常時立ち上がっているパソコンなどのようなものだけでなく、
携帯電話などの無線端末であってもよい。
【００９８】
　このように、一般化する通信ネットワークとの融合により、業者の再配達作業低減や、
受け取り人の受け取り方法の自由度の拡大を図ることができる。
【００９９】
　また、既に設置されているコインロッカーなどに電子制御装置を組み込み、通信ネット
ワークとの融合により、発注者の希望に沿った発注品の配送を行うことができ、コインロ
ッカーなどの既存の設備の有効活用、セキュリティ向上に寄与することが期待される。
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【０１００】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の
変形が可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【０１０１】
【発明の効果】
　以上、詳細に説明したように、本発明によれば、以下のような効果を奏することができ
る。
【０１０２】
　（Ａ）進展する通信ネットワークを利用して、発注者が希望する場所で、的確に、しか
も安全に発注品を受け取ることができる。
【０１０３】
　（Ｂ）一般化する通信ネットワークとの融合により、業者の再配達作業低減や、受け取
り人の受け取り方法の自由度の拡大を図ることができる。
【０１０４】
　（Ｃ）既に設置されているコインロッカーなどに電子制御装置を組み込み、通信ネット
ワークとの融合により、発注者の希望に沿った発注品の配送を行うことができ、コインロ
ッカーなどの既存の設備の有効活用、セキュリティ向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施例を示す共用私書箱を用いた発注・配送・受領システムの概略構
成図である。
【図２】　本発明の実施例を示す共用私書箱のブロック図である。
【図３】　本発明の実施例を示す共用私書箱を用いた発注・配送・受領システムの全体的
フローを示す図である。
【図４】　本発明の実施例を示す共用私書箱を用いた発注・配送・受領システムの発注者
のフローを示す図である。
【図５】　本発明の実施例を示す共用私書箱を用いた発注・配送・受領システムの受注者
のフローを示す図である。
【図６】　本発明の実施例を示す共用私書箱を用いた発注・配送・受領システムの納入者
のフローを示す図である。
【図７】　本発明の実施例を示す共用私書箱を用いた発注・配送・受領システムの共用私
書箱のフローを示す図である。
【符号の説明】
　１　　発注者
　１Ａ　　記憶部を有する通信端末
　２　　受注者
　２Ａ　　記憶部を有する通信端末
　３　　納入者
　３Ａ　　記憶部を有する通信端末
　４　　通信ネットワーク
　１０　　共用私書箱
　１１　　共用私書箱電子制御装置
　１１Ａ　　記憶部
　１２　　データ入力装置
　１３～ｎ　　受領箱
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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