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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行可能な命令で構成された１つまたは複数のコンピューティング装置の制御下で、
　品目を購入する要求を顧客から受信することと、
　前記品目が配達されて回収のために保管され得る集荷場所を識別することと、
　前記品目が運搬管理施設において在庫から選び取られて、配達用容器に入れられるよう
にすることと、
　前記配達用容器の前記運搬管理施設から前記識別された集荷場所への輸送を開始するこ
とであって、前記品目が輸送前に出荷用パッケージに梱包されていない、前記配達用容器
の前記運搬管理施設から前記識別された集荷場所への輸送を開始することと、
　前記集荷場所において前記品目を前記配達用容器から取り出すための命令を提供するこ
とと、
　前記集荷場所において前記品目を前記識別された集荷場所の収納用区画に入れるための
命令を提供することと、
　前記品目が前記集荷場所で引取り可能であることを前記顧客にメッセージ伝達すること
と
を含む方法。
【請求項２】
　前記集荷場所で配達されて回収のために保管され得る第２の品目に対する第２の注文を
識別することと、
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　前記第２の品目が前記運搬管理施設において在庫から選び取られて、前記配達用容器に
入れられるようにすることと
をさらに含み、
　前記配達用容器を輸送することが、前記第２の品目を前記配達用容器に入れて輸送する
ことを含み、かつ、前記第２の品目が輸送前に出荷用パッケージ内に梱包されていない、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記集荷場所において前記第２の品目を前記配達用容器から取り出すための命令を提供
することと、
　前記集荷場所において前記第２の品目を前記識別された集荷場所の第２の収納用区画に
入れるための命令を提供することと
をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　コンピュータ実行可能命令を格納する１つまたは複数のコンピュータ可読媒体であって
、前記命令が、１つまたは複数のプロセッサ上で実行される場合に、前記１つまたは複数
のプロセッサに、
　集荷場所において第１の配達用容器を識別することであって、前記第１の配達用容器が
第１の品目を含む、集荷場所において第１の配達用容器を識別することと、
　前記集荷場所において第２の配達用容器を識別することであって、前記第２の配達用容
器が第２の品目を含む、前記集荷場所において第２の配達用容器を識別することと、
　前記集荷場所において収納用区画を識別することと、
　前記第１の品目および前記第２の品目を前記識別された収納用区画に入れるための命令
を提供することと
を含む動作を実行させ、
　前記第１の品目および前記第２の品目のうちの少なくとも１つが出荷用パッケージに梱
包されていない、
１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【請求項５】
　前記動作が、
　前記第１の品目および前記第２の品目が前記集荷場所で引取り可能であることを顧客に
メッセージ伝達すること
をさらに含む、
請求項４に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【請求項６】
　前記第２の配達用容器が、前記集荷場所の第２の収納用区画内に保管されている、請求
項４に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【請求項７】
　第３の品目が、前記第１の品目および前記第２の品目とともに、前記識別された収納用
区画内に入れられる、請求項４に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【請求項８】
　前記第１の配達用容器が、第１の時間インターナル（ｉｎｔｅｒｎａｌ）中に前記集荷
場所で受け取られ、かつ、前記第２の配達用容器が、第２の時間間隔中に前記集荷場所で
受け取られる、請求項４に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【請求項９】
　前記第１の品目および前記第２の品目を前記識別された収納用区画に入れるための命令
を提供することが、前記第１の配達用容器および前記第２の配達用容器を前記識別された
収納用区画に入れることを含む、請求項４に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒
体。
【請求項１０】
　前記第１の品目および前記第２の品目を前記識別された収納用区画に入れるための命令
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を提供することが、
　前記第１の品目を前記第２の配達用容器に入れ、かつ前記第１の品目および前記第２の
品目の両方を含む前記第２の配達用容器を前記識別された収納用区画に入れるための命令
を提供すること
をさらに含む、請求項４に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
　前記動作が、
　前記集荷場所において第３の配達用容器を識別することであって、前記第３の配達用容
器が第３の品目を含む、前記集荷場所において第３の配達用容器を識別すること
をさらに含み、
　前記第１の品目および前記第２の品目を前記識別された収納用区画に入れるための命令
を提供することが、前記第３の品目を前記識別された収納用区画に入れるための命令をさ
らに含む、
請求項４に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　第２の配達用容器を識別することが、前記第２の配達用容器を現在収納する前記集荷場
所での収納用区画を識別することを含む、請求項４に記載の１つまたは複数のコンピュー
タ可読媒体。
【請求項１３】
　運搬管理施設において集荷場所に輸送するために配達用容器を準備するための命令を格
納する持続性コンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が、プロセッサによって実行
される場合に、前記プロセッサに、
　回収のために前記集荷場所に輸送される第１の品目に対する第１の出荷セットを識別す
ることと、
　回収のために集荷場所に輸送される第２の品目に対する第２の出荷セットを識別するこ
とと、
　前記第１の品目および前記第２の品目の選別を開始することであって、前記第１の品目
および前記第２の品目が前記配達用容器内に選び取られる、前記第１の品目および前記第
２の品目の選別を開始することと、
　前記配達用容器の前記集荷場所への輸送を開始することであって、前記第１の品目およ
び前記第２の品目が前記配達用容器に入れられて、出荷用パッケージ内に梱包されずに、
輸送される、前記配達用容器の前記集荷場所への輸送を開始することと
を行わせる、持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記命令が前記プロセッサによって実行される場合に、前記プロセッサに、
　回収のために第２の集荷場所に輸送される第３の品目に対する第３の出荷セットを識別
することと、
　前記第３の品目の選別を開始することであって、前記第３の品目が第２の配達用容器内
に選び取られる、前記第３の品目の選別を開始することと、
　前記配達用容器および前記第２の配達用容器の積込みを配達経路に対応するように順序
付けることと
をさらに行わせる、請求項１３に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　前記命令が前記プロセッサによって実行される場合に、前記プロセッサに、
　回収のために第２の集荷場所に輸送される第３の品目に対する第３の出荷セットを識別
することと、
　前記第３の品目の選別を開始することであって、前記第３の品目が第２の配達用容器内
に選び取られる、前記第３の品目の選別を開始することと、
　前記第１の品目、第２の品目および第３の品目の選別を、前記配達用容器および前記第
２の配達用容器に対する積込み計画に対応するように順序付けることと
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をさらに行わせる、請求項１３に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１２年３月２９日に出願された「Ｐｉｃｋｕｐ　Ｌｏｃａｔｉｏｎｓ」
という名称の米国特許出願第１３／４３４，８２４号、２０１２年３月２９日に出願され
た「Ｐｉｃｋｕｐ　Ｌｏｃａｔｉｏｎｓ　Ａｓ　Ａ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｏｉｎｔ」と
いう名称の米国特許出願第１３／４３４，８３４号、２０１２年３月２９日に出願された
「Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｐｉｃｋｕｐ　Ｌｏｃａｔｉｏｎｓ」という名称の
米国特許出願第１３／４３４，８３９号、および２０１２年３月２９日に出願された「Ｐ
ｉｃｋｕｐ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ」という名称の米国特許出願第１
３／４３４，８４４号の利益を主張し、その全てが、参照によりその全体として本明細書
に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザーからの注文を履行するために出荷される品目（例えば、書籍、ＣＤ、衣料品、
食料品など）をパッケージ化する電子商取引および通信販売会社などの、多数の企業は、
品目および／または品目のグループを一緒に様々な目的でパッケージ化する。小売業者、
卸売販売業者、および他の製品販売業者（ひとまとめにして販売業者と呼ばれ得る）は、
通常、クライアントまたはユーザーによって注文され得る様々な品目の在庫を維持する。
この在庫は、倉庫、流通センター、クロスドッキング施設、受注処理施設、パッケージン
グ施設、出荷施設、または運搬（在庫）管理の１つもしくは複数の機能を実行するための
他の施設もしくは施設の組合せ、のうちの１つもしくは複数を含み得るが、それらに限定
されない、運搬管理施設で維持および処理され得る。
【０００３】
　現在、品目は、出荷用パッケージ（例えば、段ボール箱）に入れられて、ユーザーに出
荷される必要がある。出荷用パッケージは、通常、出荷中に品目を損傷から保護するため
に必要である。品目を出荷用パッケージ内に梱包する工程の一部として、代理業者は、品
目または複数の品目が、在庫から選び取られ、かつ／またはグループ化されると、それら
の視覚的評価に基づき、限定された数の利用可能な出荷用パッケージから選択し得る。出
荷用パッケージを選択するこの視覚法は、代理業者が、小さ過ぎるか、品目もしくは複数
の品目を扱うために必要とされるよりも大きいか、または出荷用パッケージの内容物を十
分に保護しない、出荷用パッケージを選択し得るので、ヒューマンエラーを起こす傾向が
あり得る。これは、不適切な出荷用パッケージの使用に関連したより高い費用という結果
になり得るか、または、代理業者が品目（複数可）を再梱包する必要があるか、もしくは
複数の出荷用パッケージを使用する必要がある場合、再作業に関連した追加の費用という
結果になり得る。品目または品目のグループを必要以上に大きい出荷用パッケージに入れ
て出荷することは、不必要な履行費用という結果になり得る。品目または品目のグループ
を出荷用パッケージに入れて出荷することは、顧客が、注文品だけでなく、品目およびそ
の品目を保護するために追加された荷敷きを含んだ出荷用パッケージを受け取るという結
果にもなる。
【０００４】
　詳細な説明が、添付の図を参照して記述される。図中、参照番号の最も左の数字（複数
可）は、参照番号が最初に出現する図を識別する。異なる図での同じ参照番号の使用は、
類似または同一の構成要素または特徴を示す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７３３７９４４号
【図面の簡単な説明】
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【０００６】
【図１】一実施態様における、運搬管理施設の工程の大まかな図を示す。
【図２】一実施態様における、集荷場所のブロック図を示す。
【図３】一実施態様における、分散された集荷場所のグループおよび各集荷場所によって
対応される範囲のブロック図を示す。
【図４】品目または品目のグループに対する顧客の注文を受け取るためのプロセス例を示
す流れ図である。
【図５】運搬管理施設において出荷セット履行指示を受け取るためのプロセス例を示す流
れ図である。
【図６】中継配達に対して割り当てられた出荷セット履行指示を処理するためのプロセス
例を示す流れ図である。
【図７】集荷場所で配達用容器を受け取るためのプロセス例を示す流れ図である。
【図８】集荷場所で配達用容器を受け取るためのプロセス例を示す流れ図である。
【図９】集荷場所で配達用容器を受け取るためのプロセス例を示す流れ図である。
【図１０】集荷場所で移送用容器を受け取るためのプロセス例を示す流れ図である。
【図１１】集荷場所で移送用容器を受け取るためのプロセス例を示す流れ図である。
【図１２】配達場所において移送用容器を、顧客への最終配達のために運送業者に提供す
るためのプロセス例を示す流れ図である。
【図１３】集荷場所において注文を顧客に提供するためのプロセス例を示す流れ図である
。
【図１４】集荷場所において、返品、再割当ておよび発送のために提供された品目を処理
するためのプロセス例を示す流れ図である。
【図１５】本明細書に記載するように、集荷場所作業または集荷場所において実行される
作業の１つまたは複数を実装するように構成されたコンピュータシステム例を示すブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本明細書では、実施態様は例として説明されているが、当業者は、実施態様は説明され
る例および図に限定されないことを理解するであろう。それに加えて図および詳細な説明
は、実施態様を開示される特定の形式に制限することを意図しておらず、それとは逆に、
意図は、添付の請求項によって定義される精神および範囲に含まれる、全ての修正、均等
物および代替手段を包含することであることが理解されるべきである。本明細書で使用さ
れる見出しは、構成上の目的用のみであり、説明または請求項の範囲を制限するために使
用されることを意図しない。本出願を通して使用されるように、用語「～し得る（ｍａｙ
）」は、強制的な意味（すなわち、～しなければならないことを意味する）ではなく、許
容的な意味（すなわち、～する可能性があることを意味する）で使用される。同様に、用
語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、および「含む（ｉｎ
ｃｌｕｄｅｓ）」は、制限するのではなく、含むことを意味する。
【０００８】
　本開示は、一つには、出荷前に、品目を出荷用パッケージ内に梱包する必要なく、品目
の顧客への配達を可能にする、集荷場所を含む環境を説明する。例えば、顧客は、電子商
取引ウェブサイトを経由して品目を注文し、配達先として集荷場所を指定し得る。注文品
は、全て、運搬管理施設から輸送する前に、品目を出荷用パッケージ内に梱包する必要な
く、運搬管理施設から選び取られ、集荷場所に輸送され、安全な収納用区画内に入れられ
て、顧客による引取りを可能にし得る。かかる例では、品目が、指定された集荷場所にお
いて収納用区画内に置かれると、顧客は、注文品が引取り可能であることを識別するメッ
セージを受け取り得る。顧客が集荷場所に到着すると、彼らはメッセージに含まれるコー
ドを入力するか、または他の方法で身分を証明し得、すると、安全な収納用区画が開いて
、品目が顧客によって取り出され得るようになり、注文が完了し得る。
【０００９】
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　このプロセスは、品目を出荷用パッケージ内に梱包する必要性を減らし、それにより出
荷の費用を節約して、より良い顧客経験を提供するだけでなく、通常、より多くの品目が
一輸送装置（例えば、トラック）で輸送できる。例えば、通常の輸送装置は、従来の方式
で、３，０００～８，０００の間の品目の出荷用パッケージを運搬でき、それは、およそ
５，１００～１３，６００の間の品目を表す。それに比べて、品目を出荷用パッケージ内
に梱包することなく、それらの品目を配達用容器に入れて輸送すると、同じ輸送装置が、
およそ２５，０００～３５，０００の間の品目を輸送できる結果となる。
【００１０】
　出荷前に品目を出荷用パッケージ内に梱包する必要なく、品目を顧客に配達可能にする
ことに加えて、本明細書で自動化集荷場所とも呼ばれる、集荷場所は、集荷場所の事前定
義された地理的近辺内の顧客への直接配達（例えば、自宅またはオフィス位置への配達）
用にスケジュールされている品目の納入および集荷のための自動化中継点として使用され
得る。例えば、集荷場所の半径５マイル以内にある自宅に配達される５０の注文があり得
る。注文を運搬管理施設から顧客に出荷するために通常または従来型の配達方法（例えば
、米国郵便公社、Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、ＵＰＳ）を利用するのではなく、そ
れらの注文は、集荷場所に移送されて、１つまたは複数の収納用区画に安全に保管され得
る。注文が集荷場所に移送されて保管された後、それら５０の注文の最終配達を実行する
ために指定された運送業者（例えば、地元の運送業者、バイクメッセンジャー）が、集荷
場所に到着し、安全な収納用区画（複数可）から注文を取り出して、顧客の自宅への配達
を完了し得る。
【００１１】
　別の例では、集荷場所は大量の品目および／またはリリース日の品目を保管および配達
するために使用され得る。大量の品目は、例えば、人気がある本、靴、ビデオゲームなど
の、頻繁に注文される品目であり得る。リリース日の品目は、一般の人々にリリースされ
る日に入手可能になる品目（例えば、本、映画、ゲーム、玩具）であり得る。大量の品目
および／またはリリース日の品目に対して、それらが、様々な集荷場所の収納用区画に輸
送されて保管され得、リリース時に、それらが直ちに顧客に対して入手可能になるか、ま
たは集荷のために入手可能になるようにする。以下でさらに説明するように、大量の品目
は、顧客がその品目を注文する前に、様々な集荷場所に輸送され、それらの集荷場所にお
ける収納用区画に入れられ得る。顧客が品目を注文すると、それらの品目の１つを含む収
納用区画がその顧客の注文と関連付けられて、その品目が直ちに顧客によって取り出すこ
とができるようにされ得る。
【００１２】
　同様に、リリース日の品目は、その品目のリリース前に、様々な集荷場所の収納用区画
に輸送されて、入れられ得る。注文は、リリース前であっても、行われて、リリース日の
品目を含む収納用区画に関連付けられ得、顧客は、注文品がリリース日に直ちに引取り可
能になるというメッセージを伝達され得る。品目に対するリリース日になると、その品目
が集荷場所で顧客によって取り出し可能になる。
【００１３】
　さらに別の例では、集荷場所は、直接個人に配達される品目に対する一時保管として使
用され得る。例えば、運送業者が、顧客の署名を必要とする品目を配達できなかった場合
、その品目は近くの集荷場所に保管され得る。かかる例では、配達を試みたこと、および
それは翌日に再配達される予定であるというメッセージを残すのではなく、顧客は、配達
を試みたこと、再配達が翌日に試みられるか、または再配達の前に顧客が集荷場所から品
目を取り出し得るというメッセージを受け取り得る。この例では、または注文が当初は顧
客への直接配達（例えば、顧客の自宅）を予定されていた他の状況では、顧客は配達先を
集荷場所に修正し得る。
【００１４】
　一実施態様では、本明細書で説明される様々なシステムおよび方法を利用するように構
成された受注処理施設であり得る、運搬管理施設のブロック図が図１に示されている。こ
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の例では、複数の顧客１００が注文１２０を提出し得、そこで、各注文１２０は、在庫１
３０から顧客に、または注文で指定された別の実体に出荷される１つまたは複数の品目を
指定する。受注処理施設は、通常、様々なベンダーからの在庫品の出荷を受け取り、その
受け取った在庫品を在庫１３０に保管するための受取り工程１８０を含む。注文１２０を
履行するために、選別工程１４０によって示されるとおり、各注文で指定された品目（複
数可）が、受注処理施設において（在庫品保管場所とも呼ばれる）在庫１３０から取り出
されるか、または「選び取られ」得る。いくつかの実施態様では、顧客注文の品目は、履
行指示が生成される（図示せず）前に、計画サービスによって履行のために複数の出荷セ
ットに分割され得る。本明細書では、用語「出荷セット」は、顧客の注文の単一品目、顧
客の注文の複数品目、または顧客の注文の全品目を指し得る。
【００１５】
　いくつかの状況では、顧客が、図２に関して以下で説明する集荷場所などの、集荷場所
を配達先として選択している場合、１つまたは複数の出荷セットの品目（複数可）が選別
工程１４０で直接配達用容器内に選び取られ得る。「配達用容器」は、本明細書では、品
目の輸送または取扱い時に使用される任意の形式の容器であり得る。例えば、配達用容器
は、トート、パレット、ビン、トレーラーなどであり得る。追加として、配達用容器は、
分割され得るか、そうでなければ、配達用容器内の品目の分離を可能にする、永久的また
は移動可能な、分割点を含み得る。いくつかの状況では、大型の品目（例えば、大画面テ
レビ、机、キャビネット）などの、品目自体が、配達用容器として見なされて扱われ得る
。配達用容器は、配達用容器の追跡および識別ならびに配達用容器内に入れられた品目の
関連付けを可能にするために、バーコード、ＱＲコード、一意の番号などの、一意の識別
子も含み得る。例えば、選別工程中に、運搬管理施設内の代理業者が、配達用容器のバー
コードをスキャンし、選び取られた品目を配達用容器に入れるときに、その品目のバーコ
ードまたは識別子をスキャンし得る。配達用容器および選び取られた品目をスキャンする
と、品目が配達用容器と関連付けられて、それとともに追跡されるようになる。いくつか
の実施態様では、分割されているか、そうでなければ分割点を含む配達用容器に対して、
それらの区分は各々、一意の識別子（例えば、バーコード）を含み得、品目が配達用容器
に入れられるときに、その区分の識別子をスキャンすることにより、それらは、特定の位
置、すなわち配達用容器内の区分と関連付けられ得る。同様に、品目は出荷用パッケージ
内に梱包されない可能性があるので、通常、出荷用パッケージに含まれる梱包明細は、品
目に貼り付けられる（例えば、品目にステッカーが貼られる）か、品目が取り出されると
集荷場所で印刷されるか、または他の方法でユーザーに対して利用可能にされ得る。
【００１６】
　利用される配達用容器のタイプに関わらず、いくつかの実施態様では、集荷場所が最終
的な配達先として選択されている品目は、出荷用パッケージ内に梱包される必要がなく、
配達用容器に入れて集荷場所に輸送できる。他の状況では、事前に梱包されている品目ま
たは輸送前に追加の保護が必要な破損し易い品目は、選び取られ、配達用容器に入れて集
荷場所に輸送され得る。別の実施態様では、品目は、注文品の機密性を提供するために、
配達用容器および／または収納用区画に入れられる前、袋に入れられ得る。加えて、同じ
集荷場所に宛先指定された複数の出荷セットからの品目が、輸送のために同じ配達用容器
内に選び取られ得る。配達用容器がいっぱいになると、品目経路指定工程１４５が、いっ
ぱいになった配達用容器を指定された集荷場所に輸送するために、適切な輸送工程１５５
に経路指定し得る。品目経路指定工程１４５は、手動または自動化され得る。品目経路指
定工程１４５は、各品目が出荷計画システムから経路指定されるべき集荷場所の指示を受
け取り、配達用容器を２つ以上の輸送工程１７０のうちの１つに経路指定し得、そこから
、それらが集荷場所に輸送され得る。
【００１７】
　本明細書で説明するほとんどの状況では、配達用容器は、その中に含まれる品目が顧客
による引取りを可能にされる集荷場所に輸送されるが、いくつかの状況では、配達用容器
は、別の運送業者によって、品目が顧客による取出しを可能にされる最終集荷場所に移送
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するために、初期集荷場所に輸送され得る。かかる状況では、配達用容器は、以下で説明
する、移送用容器として扱われ得、第１の集荷場所に輸送中、および第１の集荷場所から
最終集荷場所に輸送される時、以下で説明されるプロセス例を利用して、配達用容器と見
なされ、最終集荷場所で配達用容器として受け取られる。
【００１８】
　出荷セットの品目は、異なる配達用容器内に選び取られ得る。以下でさらに詳述するよ
うに、出荷セットの品目の全てが同じ配達用容器内に選び取られない場合、それらは、集
荷場所に別々に輸送されて、顧客が集荷場所で取り出すために、共通の収納用区画内に統
合／仕分けされ得る。配達用容器は、顧客によって注文された品目の全て、または出荷セ
ットの品目の全てを必ずしも含まず；配達用容器は、出荷セットの品目の一部のみを含み
得る。
【００１９】
　他の例では、集荷場所への配達をスケジューリングされていない品目に対して、選び取
られた品目は、それらそれぞれの出荷セットへの仕分け１５０のため、および出荷用パッ
ケージ内への梱包１６０のために、受注処理施設内の１つまたは複数のステーションに配
達され得る。パッケージ経路指定工程１６５は、出荷用パッケージ内に梱包する注文を、
２つ以上の出荷工程１７０のうちの１つに経路指定するために仕分けし得、そこから、そ
れらが顧客１００に出荷され得る。パッケージ経路指定工程１６５は、様々な実施態様で
は自動化され得るか、または手動であり得る。パッケージ経路指定工程１６５は、各梱包
された出荷セットが経路指定されるべき宛先の指示を中央制御システムから受け取り得る
。いくつかの状況では、宛先は、顧客によって識別された最終宛先または、顧客への最終
配達のために出荷セットの移送が生じ得る集荷場所であり得る。パッケージ経路指定工程
１６５は、出荷セットが含まれる出荷用パッケージのサイズに応じて、および／または出
荷セットが顧客に直接配達されるか、もしくは顧客への最終配達のために出荷セットの移
送が生じる集荷場所に配達されるかに基づき、各梱包済み出荷セットに対する経路指定宛
先も判断され得る。
【００２０】
　いくつかの状況では、顧客への最終配達のために出荷セットを出荷用パッケージ内に梱
包するのではなく、１つまたは複数の出荷セットの品目が直接移送用容器に選び取られ得
る。配達用容器と同様に「移送用容器」は、品目の輸送または取扱い時に使用される任意
の形式の容器であり得る。例えば、移送用容器は、トート、パレット、ビン、トレーラー
などであり得る。追加として、移送用容器は、分割され得るか、そうでなければ、移送用
容器内の品目の分離を可能にする、永久的または移動可能な、分割点を含み得る。いくつ
かの状況では、大型の品目（例えば、大画面テレビ、机、キャビネット）などの、品目自
体が、移送用容器として見なされて扱われ得る。移送用容器は、移送用容器の追跡および
識別ならびに移送用容器内に入れられた品目の関連付けを可能にするために、バーコード
、ＱＲコード、一意の番号などの、一意の識別子も含み得る。例えば、選別工程中に、運
搬管理施設内の代理業者が、移送用容器のバーコードをスキャンし、選び取られた品目を
移送用容器内に入れるときに、その品目のバーコードまたは識別子をスキャンし得る。移
送用容器および選び取られた品目をスキャンすると、品目が移送用容器と関連付けられ、
それとともに追跡されるようになる。いくつかの実施態様では、分割されているか、そう
でなければ分割点を含む移送用容器に対して、それらの区分は各々、一意の識別子（例え
ば、バーコード）を含み得、品目が移送用容器に入れられるときに、その区分の識別子を
スキャンすることにより、それらは、特定の位置、すなわち移送用容器内の区分と関連付
けられ得る。配達用容器および移送用容器は、別個のタイプの容器として説明されている
が、かかる区別は説明を容易にするために行われ、限定することは意図していないことが
理解されるであろう。配達用容器および移送用容器は、同じタイプの容器、または本明細
書で説明する異なるプロセスで使用される同じ容器であり得る。
【００２１】
　いくつかの実施態様では、経路指定工程は、選び取られたか、または仕分けされた品目
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を、その品目がパッケージ化される出荷用パッケージのサイズまたはタイプに応じて、特
定の梱包ステーション１６０に経路指定し得る。例えば、施設内で利用される出荷用パッ
ケージの全てが、梱包ステーション１６０の全てで利用可能ではない可能性がある。同様
に、いくつかの梱包ステーション１６０は、破損し易い品目または追加の保護が適切であ
り得る品目を出荷するために推奨された保護材料を利用できないことがあり得る。従って
、品目（または一緒に出荷される品目のグループ内の少なくとも１つの品目）が特別なパ
ッケージングを必要とする場合、経路指定工程は、品目（複数可）を、適切な出荷用パッ
ケージおよび／または保護材料が利用可能な梱包ステーション１６０に向けるように構成
され得る。同様に、破損し易い品目が配達用容器または移送用容器内への選別に対して指
定されている場合、その品目の適切な扱いを可能にするために、それは、適切な保護材料
またはパッケージ化が利用可能な梱包ステーション（図示せず）に経路指定され得る。
【００２２】
　全ての処理施設が、仕分けおよび梱包ステーションの両方を含み得るわけではないこと
に留意されたい。ある実施態様では、代理業者が、選び取られた品目を直接、梱包ステー
ション１６０などの、梱包ステーションに移動し得るが、他の実施態様では、代理業者が
、選び取られた品目を、仕分けおよび梱包ステーションの組合せ（図示せず）に移動し得
る。これは、一実施態様に従って、梱包および出荷用にそれらそれぞれの出荷セットへの
仕分け１５０のために仕分けステーションに送られている、複数の不完全または完全な出
荷セットに対する選び取られた品目のストリームおよび／またはバッチという結果になり
得る。
【００２３】
　出荷セットの一部が、異なる時に、または時間間隔で受け取られ得る。出荷セットの一
部が同じ時間間隔中に到着しない場合、仕分け１５０および梱包１６０は、出荷セットの
処理が完了できる前に、いくつかの出荷セットの１つまたは複数の品目が仕分けステーシ
ョン（複数可）に送られるのを待機する必要があり得る。選び取られ、梱包されて、出荷
された出荷セットは、必ずしも、顧客によって注文された品目の全ては含んでおらず、出
荷された出荷セットは、１つの運搬管理施設から一度で出荷用に入手可能な注文品の一部
のみを含み得ることに留意されたい。運搬管理施設の様々な工程は、１つの建物もしくは
施設に配置され得るか、または代替として、２つ以上の建物もしくは施設に渡って分散も
しくは細分され得ることにも留意されたい。
【００２４】
　図１によって示される工程の配列および順序は、品目を梱包することなく、品目を直接
集荷場所へ輸送することを可能にする、受注処理施設などの、運搬管理施設の工程の多数
の考えられる実施態様の一例にすぎない。他のタイプの運搬管理、製造、または受注処理
施設は、異なる実施態様に従って、異なるか、数が少ないか、または追加の工程および資
源を含み得る。
【００２５】
　図２は、一実施態様における、集荷場所２００のブロック図を示す。集荷場所２００は
、１つまたは複数の制御ステーション２０１および１つまたは複数の収納用区画モジュー
ル２０３、２０５、２０７、２０９を含み得る。制御ステーション２０１は、集荷場所２
００に対する中央制御点として機能し、集荷場所２００に対して、電力、コンピューティ
ング資源、ユーザー入力およびネットワークアクセスを供給する。例えば、制御ステーシ
ョン２０１は、集荷場所２００における各収納用区画に対する状態情報を維持し、他のコ
ンピューティング機能を提供することが可能な、図１５に関して以下で説明するコンピュ
ーティングシステムなどの、内部コンピューティングシステム（図示せず）、または、他
のコンピューティングシステムを含み得る。例えば、内部コンピューティングシステムは
、集荷場所２００のどの収納用区画が空いているか、どの収納用区画が品目を収納してい
るかに関する情報、収納用区画の各々を開くために必要なアクセスコード（複数可）また
は他の識別子（複数可）および集荷場所を維持するために必要な任意の他の情報を維持す
るコマンド構成要素を含み得る。コマンド構成要素は、収納用区画のロック／ロック解除
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を行うため、センサーを作動させるために、など、収納用区画モジュールに対してコマン
ドまたは命令も発行し得る。集荷場所２００は、リモートコンピューティング資源、出荷
計画システム、キャパシティプランニングシステムもしくは運搬管理施設から情報を取得
するように構成され得るか、または、キャパシティ情報を提供するため、および／もしく
は注文／配達／移送情報を受信／提供するための制限された外部通信とともに、主にスタ
ンドアロンユニットとして動作するように構成され得る。
【００２６】
　制御ステーション２０１は、ユーザーインタフェース２１１も含む。ユーザーインタフ
ェース２１１は、集荷場所２００の情報を受信して、１人または複数のユーザーに提供す
るように構成され、タッチスクリーンディスプレイなどのディスプレイ２１３、スキャナ
２１５、キーパッド２１７、生体認証スキャナ２１９、音声変換器２２１、１つまたは複
数のスピーカ２２３、ビデオカメラなどの１つまたは複数の画像捕捉装置２２５、および
集荷場所２００と１人または複数のユーザーとの間のやりとりをサポートし得る、任意の
他のタイプの入力または出力装置を含み得るが、それらに限定されない。例えば、ユーザ
ーインタフェース２１１は、クレジットカード読取り器、（現金または硬貨などの）お金
を受け取る能力および／または販売スロット２２６を使用して品目（例えば、切手、ラベ
ル、封筒、出荷用パッケージ）を販売する能力も含み得る。クレジットカードおよび／ま
たはお金を受け取る能力を集荷場所２００に提供することは、引取り時に品目に対して支
払われる（例えば、代金引換払い）注文の、集荷場所２００における収納用区画への配達
を可能にする。同様に、切手または封筒などの、品目の販売を可能にすることは、以下で
さらに詳細に説明するように、ユーザーが、商品を発送または配達するために集荷場所を
利用する能力をサポートする。
【００２７】
　ユーザー入力および出力装置を含むことに加えて、ユーザーインタフェース２１１は、
有害物質（例えば、爆発物）または使用禁止物質（例えば、ドラッグ）の検出での使用の
ためなど、粒子を収集するための能力を含み得る。一実施態様では、ユーザーインタフェ
ース２１１は、強制空気噴出構成要素２２７および空気取入れ口構成要素２２９を含む粒
子センサーを含み得る。空気噴出構成要素は、ユーザーがディスプレイ２１３とやりとり
しているか、そうでなければディスプレイ２１３の所定の範囲内にいる間に、ディスプレ
イ２１３の左側から空気を噴出する。空気噴出構成要素２２７の反対側で、空気取入れ口
構成要素２２９が、噴出された空気および、ユーザーがディスプレイ２１３とやりとりす
る際に、空気がディスプレイ２１３を横切って、ユーザーの手または指を通過するときに
、収集される任意の粒子を収集する。収集された粒子は、任意の既知の粒子検査技術を使
用して、潜在的に有害物質または使用禁止物質が収納用区画内に置かれ得るかを判断する
ために、スキャンされるか、または他の方法で処理され得る。有害物質または使用禁止物
質の潜在的な存在を示す物質が検出されると、制御ステーション２０１は、収納用区画を
開かないことを決定し得るか、関係当局に通報し得るか、または他の防護措置（集荷場所
の閉鎖または追加検査の実行など）を取り得る。
【００２８】
　制御ステーション２０１は、他の収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０
９との、ならびにリモートコンピューティング装置（図示せず）もしくは運搬管理施設に
対する有線および／または無線ネットワーク接続を提供するように構成されたコネクタ構
成要素も含み得る。無線接続は、無線アンテナ２３１を使用して実装され得、それは、受
信および送信機能の両方を提供し得る。電力および／またはリモートコンピューティング
装置とのネットワーク通信は、メインのアクセスポイント２３２から取得され得る。加え
て、いくつかの実施態様では、制御ステーション２０１は、１つまたは複数の収納用区画
２３３、２３５、２３７、２３９を含み得る。以下で収納用区画モジュール２０３、２０
５、２０７、２０９に関してより詳細に説明するように、制御ステーション２０１の収納
用区画２３３、２３５、２３７、２３９は、任意のサイズまたは構成であり得る。他の収
納用区画の各々と同様に、制御ステーション２０１の収納用区画２３３、２３５、２３７
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、２３９は、自動ロッキング機構、画像捕捉装置、動きまたは存在検出機構などを含み得
る。あるいは、いくつかの実施態様では、収納用区画の１つまたは複数は、追加のユーザ
ーインタフェースとして利用され得る。例えば、収納用区画２３９が取り除かれ得、残り
のスペースがはかり、または他のタイプの重量測定構成要素を提供するために利用されて
、顧客が、発送用品目の重さを量り、その品目を発送するために必要な費用を判断し、ユ
ーザーインタフェース２１１を使用して発送の代金を支払うことを可能にし得る。
【００２９】
　制御ステーション２０１は、収納用区画モジュール２０５または収納用区画モジュール
２０７などの、収納用区画モジュールが制御ステーション２０１と接続し得る、１つまた
は複数のコネクタ構成要素２０２（Ａ）、２０２（Ｂ）、２０２（Ｃ）、２０２（Ｄ）を
含み得る。例えば、コネクタ構成要素２０２（Ａ）は、収納用区画モジュール２０５に電
力を供給し得、コネクタ構成要素２０２（Ｂ）は、収納用区画モジュール２０５との通信
を提供し得、コネクタ構成要素２０２（Ｃ）は、収納用区画モジュール２０７に電力を供
給し得、コネクタ構成要素２０２（Ｄ）は、収納用区画モジュール２０７との通信を提供
し得る。同様に、収納用区画モジュールは、収納用区画モジュール２０３などの、追加の
収納用区画モジュールに電力および接続性を提供するために、コネクタ構成要素２０４（
Ａ）、２０４（Ｂ）などの、１つまたは複数のコネクタ構成要素も含み得る。
【００３０】
　収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９などの、各収納用区画モジュー
ルは、集荷場所２００がモジュール式であるように構成され得、それにより、１つまたは
複数の収納用区画モジュールが、集荷場所２００の制御ステーション２０１に対して容易
に除去または追加できる。集荷場所２００において収納用区画モジュールを追加または除
去する能力は、その集荷場所に対する需要が満足できるように、容易かつ迅速に収容能力
を拡張または除去する能力をサポートする。例えば、クリスマス休暇シーズン中は、顧客
によって注文された品目の増加した需要をサポートするために、追加の収納用区画モジュ
ールを集荷場所２００に追加する必要があり得る。収納用区画モジュール２０３、２０５
、２０７、２０９が、集荷場所２００に追加されるか、またはそこから取り除かれると、
制御ステーション２０１は、倉庫管理システムおよび／またはキャパシティプランニング
システムに追加または除去された収容能力を通知する。
【００３１】
　各収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９は、１つまたは複数の収納用
区画、制御ステーション２０１（または別の収納用区画モジュール）のコネクタ構成要素
と接続するための１つまたは複数の受容器構成要素、および他の収納用区画モジュールが
それに接続するのを可能にするための１つまたは複数のコネクタ構成要素を含み、それに
より、電力および／または制御ステーション２０１との接続を提供する。各収納用区画モ
ジュールの収納用区画は、様々なサイズおよび数であり得る。そのため、異なる収納用区
画サイズを有する収納用区画モジュールが、集荷場所への配達のために通常スケジューリ
ングされた注文のサイズのそれに一致するように収納用区画構成を最適化するために、集
荷場所２００に追加できる。
【００３２】
　収納用区画、電力および接続点を含めることに加えて、収納用区画モジュール２０３、
２０５、２０７、２０９は、１つもしくは複数の無線アンテナ２４１、２４３、２４５、
２４７、および図１５に関して説明するコンピューティングシステムなどの、１つもしく
は複数のコンピューティングシステム、または、プリント基板、ＲＦＩＤタグ、もしくは
制御ステーション２０１によって検出可能であり、収納用区画モジュールを識別するため
に使用され得る別の何かなどの、さらに単純なコンピューティングシステムも含み得る。
各収納用区画モジュールのコンピューティング構成要素（複数可）は、収納用区画モジュ
ールの一意の識別子および収納用区画モジュールの構成情報を含み得、その情報は、収納
用区画モジュールの各収納用区画の寸法情報および位置情報を含む。コンピューティング
構成要素は、制御ステーション２０１のコマンド構成要素からのコマンドまたは命令の受
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信に応答して、収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９の収納用区画のド
アのロックおよびロック解除を可能にするアクチュエータを制御するように構成された収
納用区画管理構成要素も含み得る。
【００３３】
　収納用区画モジュール２０７などの、収納用区画モジュールは、制御ステーション２０
１に追加されて電力が印加されると、収納用区画モジュール２０７を識別する情報、収納
用区画モジュールの各収納用区画の数、位置、および寸法、ならびに制御ステーション２
０１が収納用区画モジュール２０７を制御することを可能にするために必要な任意の他の
構成または情報を制御ステーション２０１に提供する。収納用区画モジュール２０７と収
納用区画モジュール２０９との間の比較によって示されるように、各収納用区画モジュー
ルは、様々な異なる構成、サイズおよび数の収納用区画を有し得る。例えば、収納用区画
モジュール２０７は、小型の収納用区画２４９、２５１などの、小型収納用区画のグルー
プ、中型の収納用区画２５３、２５５などの、中型収納用区画のグループ、および大型の
収納用区画２５７、２５９などの、大型収納用区画のグループを含む。その一方、収納用
区画モジュール２０９は、４つの超大型収納用区画２６１、２６３、２６５、２６７を含
む。任意の数、サイズおよび構成の収納用区画モジュールの収納用区画が、本明細書で説
明する様々な実施態様とともに利用され得ることが理解されるであろう。
【００３４】
　代替実施態様では、収納用区画モジュールからの全ての情報を制御ステーション２０１
に提供するのではなく、収納用区画モジュール２０７は、識別子などの、限られた情報の
みを制御ステーション２０１に提供し得る。制御ステーション２０１は、追加された収納
用区画モジュール２０７から限られた情報を受信すると、キャパシティプランニングシス
テムなどの、リモートコンピューティングシステムに対して要求を行い、追加された収納
用区画モジュール２０７の収納用区画の構成、数、およびサイズに関する情報を取得し得
る。
【００３５】
　制御ステーション２０１は、追加された収納用区画モジュール２０７の識別情報を受信
すると、追加された収容能力を集荷場所２００に割り当てて、倉庫管理システムまたはキ
ャパシティプランニングシステムなどの遠隔コンピューティングリソースに追加された収
容能力を通知し、追加された収納用区画モジュールの動作を制御し得る。そのため、追加
された収納用区画モジュールは、制御ステーションに対するスレーブ構成要素として機能
し得、制御ステーション２０１のコマンド構成要素から命令（例えば、収納用区画を開く
、収納用区画を閉じる、画像捕捉装置を作動させる、動きセンサーを監視する）を受信し
、収納用区画管理構成要素を介して応答（例えば、ドアが閉められた、ドアが開けられた
、オブジェクト／動きが検出された）を制御ステーション２０１に提供する。
【００３６】
　収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９または制御ステーション２０１
の各収納用区画は、上面、底面、側面および背面ならびに、品目が保管され得る空洞を形
成するように構成された少なくとも１つのドアを含む。加えて、各収納用区画は、様々な
セキュリティまたは他の構成要素を含み得る。例えば、収納用区画２５７の拡大図を見る
と、空洞の中に配置された収納用区画は、ロッキング機構２６９を含み得、それは、収納
用区画管理構成要素、存在検出センサー２７１、動きセンサー２７２、画像捕捉装置２７
３、および収納用区画ユニットの上面内側（図示せず）上の鏡（または他の反射面）を介
し、制御ステーション２０１のコマンド構成要素によってリモートに制御され得る。ロッ
キング機構２６９は、収納用区画２５７のドア２７５のロックおよびロック解除を達成す
るために、収納用区画管理構成要素との有線または無線通信のいずれかを通し、制御ステ
ーション２０１によって制御され得る。例えば、ユーザーがディスプレイ２１３を介して
制御ステーション２０１とやりとりし、アクセスコードまたは他の識別子を提供する場合
、制御ステーション２０１は、アクセスコードまたは他の識別子に関連付けられた特定の
収納用区画を識別し得、コマンド構成要素が、収納用区画２５７のロックを解除するため
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に、収納用区画モジュール２０７の収納用区画管理構成要素に対して無線で命令を送信し
得る。命令は、コマンド（例えば、ロック解除）、特定の収納用区画のアドレスまたは識
別子、および制御ステーション２０１と収納用区画モジュール２０７との間の通信に必要
な任意の他の情報を含み得る。コマンド構成要素からの命令の受信に応答して、収納用区
画モジュール２０７の収納用区画管理構成要素は、識別された収納用区画２５７のドア２
７５上のロッキング機構２６９のピンを動かすロッキング機構を作動させて、そのピンが
引っ込められるようにし、それにより、収納用区画２５７のロックを外してドア２７５が
開くことを可能にする。いくつかの実施態様では、収納用区画２５７は、収納用区画２５
７のロッキング機構２６９が外れると、ばね機構がドア２７５を外側に押すようにする、
ばね機構（図示せず）も含み得、それにより、ドア２７５のロックが解除されて、収納用
区画２５７がアクセス可能になることをユーザーに識別する。
【００３７】
　前述のロック機能は引っ込められるピンを利用するが、任意の機械的、磁気的、電気的
または他の形式のロック機構が、本明細書で説明する様々な実施態様とともに利用され得
る。加えて、収納用区画２５７は、取り出して、ドアが最後まで閉じられていない場合に
ドアを閉めるのに役立つ磁石も含み得る。また、異なる収納用区画および異なる収納用区
画モジュールのロッキング機構は、同じこともあれば、異なることもある。さらに、前述
の例は、命令を、制御ステーション２０１のコマンド構成要素から収納用区画モジュール
の収納用区画管理構成要素に送信すると説明しているが、他の実施態様では、各収納用区
画は、制御ステーション２０１および／またはコマンド構成要素によって直接制御され、
かつ／またはそれと通信し得る。
【００３８】
　存在検出センサー２７１は、収納用区画２５７内のオブジェクトの存否を検出するため
に使用され得る。例えば、存在検出センサー２７１は、運送業者が品目、配達用容器およ
び／または移送用容器を収納用区画２５７内に入れるときに、ドア２７５を閉じてロッキ
ング機構２６９によりロックする前に、品目が本当に収納用区画２５７内にあることを確
認するために利用され得る。追加として、存在センサー２７１および／または動きセンサ
ー２７２は、顧客が収納用区画２５７内に保管された注文を引き取ろうとしている時、ま
たは運送業者が品目、配達用容器および／もしくは移送用容器を収納用区画２５７から取
り出そうとしている時にも使用され得る。例えば、顧客がタッチ制御ディスプレイ２１３
を介して制御ステーション２０１とやりとりして、収納用区画２５７が開くようにアクセ
スコードを提供する場合、存在検出センサー２７１および／または動きセンサー２７２は
、収納用区画２５７が閉じられ、ロッキング機構２６９を用いてロックされるのを許可す
る前に、顧客が収納用区画２５７に手を突っ込んで、その内容物を取り出した（または、
返品もしくは発送の場合は、品目を追加した）ことを確認するために使用され得る。いく
つかの実施態様では、オブジェクト／動きが検出されるのを確実にするために、収納用区
画の内側全体にわたって分散された、複数の存在検出センサー２７１および／または動き
センサー２７２があり得る。さらに別の実施態様では、収納用区画の底面が、薄い品目を
位置づけるための突起部またはライズ（ｒｉｓｅ）を含み得、そのため、それらが存在検
出センサー２７１によって検出される。
【００３９】
　収納用区画２５７などの、収納用区画は、カメラなどの、画像捕捉装置２７３、および
任意選択で、収納用区画２５７の内部に光を当てるために使用され得る、発光ダイオード
（ＬＥＤ）などの、照明構成要素（図示せず）も含み得る。画像捕捉装置２７３は、例え
ば、返品を簡略化するため、ならびにセキュリティ目的で、収納用区画２５７内の品目の
存否の検出、品目自体の検出のためにも使用され得る。例えば、画像捕捉装置２７３は、
収納用区画２５７内に置かれたオブジェクトのタイプを識別するため、かつ／または収納
用区画２５７へのアクセスを識別またはそのビデオ／画像を記録するために、使用され得
る。さらに、画像捕捉装置２７３は、収納用区画２５７内で利用可能な空きスペースを判
断するために使用され得る。例えば、画像捕捉装置２７３によって取得された画像は、有
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線または無線通信を経由して制御ステーション２０１に伝送され得、制御ステーション２
０１は、収納用区画２５７内で利用可能な空きスペースを判断し得る。かかる情報は、出
荷セットの全ての品目が単一の収納用区画２５７内に適合するか、収納用区画に関連付け
られた全ての品目が収納用区画内に存在するか、または出荷セットが複数の収納用区画に
わたって分割される必要があるかを判断するために使用され得る。加えて、画像捕捉装置
２７３は、収納用区画２６７内に、配達用容器２７７および／または移送用容器２７８を
収納するための十分なスペースがあるかを判断するためにも使用され得る。
【００４０】
　収納用区画２３３、２３５、２５３、２５５などの、収納用区画モジュール２０３、２
０５、２０７、２０９または制御ステーション２０１内の垂直方向により高い位置に置か
れた収納用区画などの、いくつかの収納用区画は、収納用区画内を直接覗き込むことがで
きない顧客が、収納用区画から全ての品目を取り出したかどうかを、反射面からの反射を
介して判断することを可能にするために、収納用区画の内側の上面、側面および／または
背面上に、鏡などの、反射面も含み得る。同様に、反射面は、収納用区画モジュール２０
３、２０５、２０７、２０９または制御ステーション２０１内のより低い位置に置かれた
、収納用区画２３９などの、収納用区画の底面、側面または背面上に含まれ得、そのため
、顧客は、全ての品目が取り出されているかどうかを、反射を介して、収納用区画内を覗
き込むためにわざわざ屈み込む必要なく、判断できる。
【００４１】
　別の例では、集荷場所２００は、ドロップボックス（図示せず）として構成された収納
用区画モジュールも含み得る。返品された品目および／または配達用品目を保管するため
に、集荷場所２００の特定の収納用区画を利用するのではなく、ドロップボックスとして
構成された収納用区画モジュールが、かかる品目を安全に保管するために利用され得る。
例えば、ドロップボックスは、品目をドロップボックス内に置くのを可能にするが、ドロ
ップボックスへの追加のアクセスなしで取り戻すことができない、回転ドア（ｐｉｖｏｔ
ｉｎｇ　ｄｏｏｒ）またはトレイとともに構成され得る。いくつかの例では、回転ドアま
たは他の形式のアクセスもロックされ得、アクセスは、返品の選択など、ユーザーインタ
フェース２１１とやりとりする顧客に応じてのみ提供され得る。
【００４２】
　収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９ならびに制御ステーション２０
１は、収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９および／または制御ステー
ション２０１が平らでない面上に置かれる場合に、水平にするために使用され得る、セル
フレベリング脚２７９も含み得る。加えて、セルフレベリング脚２７９は、収納用区画モ
ジュール２０５、２０７などの、収納用区画モジュールが、制御ステーション２０１また
は別の収納用区画モジュールと同一平面で位置合わせされるように、位置付けることがで
きるようにも調整され得る。セルフレベリング脚２７９に対する代替手段として、任意の
他のタイプの支持機構が、制御ステーション２０１または任意の収納用区画モジュール２
０３、２０５、２０７、２０９を支持するために、本明細書で説明する様々な実施態様と
ともに利用され得る。また、制御ステーション２０１および収納用区画モジュール２０３
、２０５、２０７、２０９のうちの１つまたは複数は、異なるタイプの支持機構を利用し
得る。例えば、制御ステーション２０１は、セルフレベリング脚を利用し得るが、他方、
収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９は、ローリングキャスターまたは
車輪を利用し得る。キャスター／車輪は、それを用いて、収納用区画モジュールが制御ス
テーション２０１に追加され得るか、またはそれから取り除かれ得るのを容易にすること
がさらに可能であり得、それにより、集荷場所２００における収容能力の追加／除去を容
易できる。
【００４３】
　図３は、一実施態様における、分散された集荷場所２００（Ａ）、２００（Ｂ）、２０
０（Ｃ）、２００（Ｄ）、２００（Ｅ）、２００（Ｆ）のグループ、および通常は各集荷
場所２００（Ａ）～２００（Ｆ）によって対応される、対応する地理的範囲３００（Ａ）
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、３００（Ｂ）、３００（Ｃ）、３００（Ｄ）、３００（Ｅ）、３００（Ｆ）のブロック
図を示す。本明細書でさらに詳細に説明するように、１つまたは複数の品目に対する注文
が顧客によって行われると、履行および顧客への配達のために、出荷セットが運搬管理施
設３０２に割り当てられる。集荷場所２００を戦略的に配置することにより、顧客は、注
文を自宅、アパート、会社または他の場所に配達してもらうのではなく、地理的に便利な
場所３００（Ａ）内にある集荷場所２００（Ａ）などの集荷場所を配達先として選択し得
る。これは、そうでなければ品目がその場所に配達されるであろう時にいることができな
い可能性がある場合に、代替の配達場所にいる他の人に自分が注文した品目を知られたく
ない（例えば、母親は自分の子供に対する贈り物を自宅に配達して欲しくない）可能性が
あるか、または品目が配達されたときにいない場合に品目を安全でない場所（例えば、玄
関、郵便室）に放置されたくない可能性がある場合に、顧客にとって便利であり得る。
【００４４】
　顧客が１つまたは複数の品目を注文すると、注文計画システムが、顧客が品目を配達し
てもらいたい場所の地理的範囲３００（Ａ）内に、集荷場所２００（Ａ）などの、集荷場
所があるかどうかを判断し得る。いくつかの状況では、顧客は、集荷場所２００（Ａ）、
２００Ｂ（Ｂ）などの、好ましい集荷場所２００を指定または事前選択し得る。例えば、
顧客は、１つの集荷場所２００（Ａ）を顧客の自宅の近くの好ましい集荷場所として、か
つ第２の集荷場所２００（Ｂ）を顧客の仕事の近くの好ましい集荷場所として指定し得る
。識別された集荷場所が利用可能な場合、注文計画システムは、顧客が、注文の配達のた
めに集荷場所の選択を可能にする前に、顧客の注文を受け取るために利用可能な収容能力
があるかどうかを判断し得る。本明細書でさらに詳細に説明するように、集荷場所２００
を配達先として指定して注文されている品目に対して、運搬管理施設３０２は、注文を準
備して、それらの集荷場所の各々に、それらの注文をパッケージ化することなく出荷する
。例えば、集荷場所２００（Ａ）に割り当てられた注文は、１つまたは複数の配達用容器
内に直接選び取られ、集荷場所２００（Ａ）に輸送されて、集荷場所２００（Ａ）の収納
用区画内に入れられて、顧客による取出しを可能にされ得る。他の実施態様では、集荷場
所２００（Ｅ）などの集荷場所は、運送業者（例えば、地元の運送業者、バイクメッセン
ジャー）による回収のための出荷セットを含み、集荷場所２００（Ｅ）を取り囲む地理的
範囲３００（Ｅ）内の宛先に配達される、移送用容器を保管するための、中継基地として
も使用され得る。例えば、出荷セットのグループは、地理的範囲３００（Ｅ）内の自宅に
最終的に配達されるようにスケジューリングされ得る。運搬管理施設３０２における代理
業者は、それらの出荷セットを選び取り、梱包し（かつ／または移送用容器内に入れ）、
仕分けして、集荷ステーション２００（Ｅ）に配達し得る。到着すると、移送用容器、ま
たは出荷セットは、集荷場所２００（Ｅ）に到着したとして識別され、集荷場所２００（
Ｅ）における１つまたは複数の収納用区画内に保管されて、運送業者が、出荷セットが回
収および地理的範囲３００（Ｅ）内のそれらの場所への最終配達のために入手可能である
ことが通知され得る。他の実施態様では、運送業者は、彼らが到着して、地理的範囲３０
０（Ｅ）内の顧客への最終配達のために、集荷場所２００（Ｅ）内に保管された出荷セッ
トを回収する、事前に決められた時間を既に有し得る。運送業者は、集荷場所２００（Ｅ
）に到着すると、収納用区画（複数可）にアクセスして、出荷セットを回収し、それらの
出荷セットを地理的範囲３００（Ｅ）内のそれらの最終宛先に配達し得る。
【００４５】
　別の例では、出荷セットは、当初は、直接顧客（例えば、顧客の自宅）への配達に対し
てスケジューリングされ得るが、配達前に、顧客は、出荷セットの配達先を変えて、集荷
場所に配達してもらうことを選択し得る。かかる例では、出荷セットが運搬管理施設をま
だ出発していない場合、それは、直接顧客への出荷のために再指定され得る。しかし、そ
れが輸送中の場合、それは、集荷場所に再経路指定されるか、または集荷場所で、移送用
容器から取り出されて収納用容器内に置かれ得る。例えば、出荷セットが、集荷場所を中
継基地として機能させて、顧客への配達のために選択されている場合、注文が集荷場所に
到着すると、最終配達のためにそれを他の注文とともに保管するのではなく、集荷場所は
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、出荷セットの品目（複数可）を移送用容器から取り出して、それらを、顧客による取出
しのために、集荷場所の収納用区画内に入れるための指示を提供し得る。同様に、注文が
、当初は集荷場所への配達に対してスケジューリングされていた場合、出荷セットは、直
接顧客の自宅への配達に変更され得る。
【００４６】
　別の例では、集荷場所２００（Ｂ）などの、集荷場所２００は、集荷場所２００（Ｃ）
などの、さらに別の集荷場所２００における最終配達に対してスケジューリングされた１
つまたは複数の出荷セットに対する中継場所としても使用され得る。この例では、集荷場
所２００（Ｃ）への配達に対してスケジューリングされた出荷セットのうちの１つまたは
複数の品目は、運搬管理施設３０２において移送用容器（または配達用容器）内に選び取
られ、集荷場所２００（Ｂ）に輸送されて、その容器を最終集荷場所２００（Ｃ）に輸送
する運送業者によるその後の回収のために収納用区画内に保管され得る。移送用容器に関
して上で提供された例と同様に、運送業者は、容器が集荷場所２００（Ｂ）に保管されて
いることを通知され、その容器、およびおそらくは他の移送用容器または出荷セットを回
収して、今や配達用容器と考えられる、その容器を最終集荷場所２００（Ｃ）に配達し、
品目を取出しのために収納用区画内に入れる。
【００４７】
　さらに別の例では、移送用容器は、複数の集荷場所２００の間で移送され得る。例えば
、集荷場所２００（Ｆ）を取り囲む地理的範囲３００（Ｆ）内の場所に配達される出荷セ
ットの入った移送用容器は、まず、運搬管理施設３０２から集荷場所２００（Ｂ）に輸送
されて、集荷場所２００（Ｂ）内に保管され得る。保管の後、移送用容器は、運送業者に
よって回収されて、集荷場所２００（Ｆ）に輸送され、集荷場所２００（Ｆ）内に保管さ
れ得る。最後に、移送用容器は、別の運送業者によって回収され得、出荷セットが、集荷
場所２００（Ｆ）を取り囲む地理的範囲３００（Ｆ）内の顧客に配達され得る。
【００４８】
　運搬管理施設３０２から集荷場所２００への品目の輸送に加えて、本明細書で説明する
実施態様は、品目を集荷場所から回収して、それらの品目を、運搬管理施設３０２に、他
の集荷場所に、または他の宛先に輸送するためにも使用され得る。例えば、集荷場所２０
０（Ｄ）に置かれた品目が運搬管理施設３０２に返品される場合、それらは、運搬管理施
設３０２から集荷場所２００（Ｄ）への品目の輸送プロセスの一部として回収され得る。
例えば、運搬管理施設から集荷場所２００（Ｄ）に移送された品目が降ろされた後、返品
される品目が、集荷場所２００（Ｄ）から回収されて、品目を集荷場所２００（Ｄ）に輸
送するために使用された配達用容器に入れられ得る。それらの品目は、次いで、運搬管理
施設３０２に返品され得る。加えて、空の配達用容器および／または移送用容器が回収さ
れて、運搬管理施設３０２に返され得る。
【００４９】
　別の実施態様では、配達用容器および／または移送用容器は、運搬管理施設３０２から
直接、集荷場所２００の各々に経路指定され得るか、または輸送装置が辿る、１つまたは
複数の経路に組み合わされ得る。例えば、集荷場所２００（Ａ）～（Ｆ）の各々に対する
配達用容器および移送用容器は、順序付けられ、輸送装置（例えば、トラック、バン、ト
レーラーなど）に積み込まれて、集荷場所２００（Ａ）～（Ｆ）の各々に経路指定され得
る。例えば、輸送装置は、経路３０４に対応する積込み計画に従って、集荷場所２００（
Ａ）～（Ｆ）の各々で降ろすために、運搬管理施設３０２で配達用容器および移送用容器
が積み込まれ得る。かかる例では、配達用容器および移送用容器、ならびに任意選択でそ
れらの容器に対する品目の選別が、集荷場所２００（Ｅ）に対する配達用容器および移送
用容器が最初に積み込まれ、集荷場所２００（Ｆ）に対する配達用容器および移送用容器
が続くように、順序付けされ得る。積込みに対して順序付けされた配達用容器および集荷
用容器の第３のセットは、集荷場所２００（Ｃ）で降ろされるものであろう。輸送装置の
積込みの順序付けは、このような方法で処理され得、積み込まれる配達用容器および移送
用容器の最後のセットが、集荷場所２００（Ｄ）で降ろされるようにスケジューリングさ
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れ、それは、経路３０４上の第１の集荷場所である。
【００５０】
　一旦積み込まれると、輸送装置は、運搬管理施設３０２から集荷場所２００（Ｄ）に移
動することにより、経路３０４をトラバースする。集荷場所２００（Ｄ）で、集荷場所２
００（Ｄ）に割り当てられた配達用容器（複数可）が、図７～図９に関して以下で説明す
るように、受け取られ得、集荷場所２００（Ｄ）に割り当てられた移送用容器が、図１０
～図１１に関して以下で説明するように、受け取られ得る。加えて、品目の任意の返品、
発送または再割当ても、図１４に関して以下で説明するように、処理され得る。プロセス
の各々が集荷場所２００（Ｄ）で完了すると、空の配達用容器および／または移送用容器
が収集され得、輸送装置が、次の集荷場所２００（Ａ）への輸送経路に沿って進み、同じ
プロセスをその集荷場所２００（Ａ）で完了し得る。輸送装置は、経路３０４に沿って進
み続け、経路を完了して、運搬管理施設３０２に戻るまで、配達用容器および移送用容器
を降ろし、発送、返品および／または再割当てのための任意の品目を集荷する。
【００５１】
　履行費用を削減し、顧客に対して便利な集荷場所を提供することに加えて、後続の集荷
および顧客への配達のために移送用容器を保管するために集荷場所を利用することは、品
目を配達するための無人で自動化された解決策を提供する。出荷用パッケージの仕分け、
経路指定および処理のために有人のステーションを利用する、通常の配達方法とは対照的
に、移送用容器を保管するために集荷場所を利用することは、既存の欠点の多くを除去す
る。例えば、通常の配達は、一般的に、翌日配達を可能にするために、品目が特定の時間
（例えば、４：００ｐｍ）までに施設にあることを必要とする。しかし、それらの品目は
その後、その施設内に置かれるか、または経路指定され得、翌日の７：００ａｍまで配達
のために出発しないことがあり得る。プロセス例では、移送用容器は、それらが最終配達
のために運送業者によって回収されるほんの数分前に、集荷場所で降ろされ得る。
【００５２】
　図４は、品目または品目のグループに対する顧客の注文を受け取るためのプロセス例４
００を示す流れ図である。このプロセス、および本明細書で説明する各プロセスは、本明
細書で説明するアーキテクチャによって、または他のアーキテクチャによって実装され得
る。プロセスは、論理フローグラフ内のブロックの集合として示される。ブロックのいく
つかは、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せで実装できる工程を表す。
ソフトウェアのコンテキストでは、ブロックは、１つまたは複数のプロセッサによって実
行される場合に、詳述された動作を実行する、１つまたは複数のコンピュータ可読媒体上
に格納されたコンピュータ実行可能命令を表す。一般に、コンピュータ実行可能命令は、
ルーチン、プログラム、オブジェクト、構成要素、データ構造、および特定の機能を実行
するか、または特定の抽象データ型を実装する同様のものを含む。
【００５３】
　コンピュータ可読媒体は、持続性コンピュータ可読記憶媒体を含み得、それは、ハード
ドライブ、フロッピィディスケット、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、読取り専用メ
モリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラ
ッシュメモリ、磁気カードもしくは光カード、ソリッドステートメモリデバイス、または
電子命令の格納に適した他のタイプの記憶媒体を含み得る。加えて、いくつかの実施態様
では、コンピュータ可読媒体は、一時的コンピュータ可読信号（圧縮されているか、また
は圧縮されていない形式で）を含み得る。搬送波を使用して変調されたか否かに関わらず
、コンピュータ可読信号例は、インターネットまたは他のネットワークを通じてダウンロ
ードされる信号を含む、コンピュータプログラムをホストまたは実行するコンピュータシ
ステムがアクセスするように構成できる信号を含むが、それに限定されない。最後に、動
作が説明される順序は、制限として解釈されることを意図せず、説明された動作のうちの
任意の数が、プロセスを実装するために、任意の順序で、および／または並行して組み合
され得る。
【００５４】
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　プロセス例４００は、４０１におけるように、１つまたは複数の品目に対する顧客注文
の受取りで開始する。１つまたは複数の品目に対する顧客注文を受け取ると、４０３にお
けるように、プロセスは、顧客によって注文された１つまたは複数の品目が、大量の品目
かどうかを判断する。大量の品目は、例えば、人気がある本、靴、ビデオゲームなどの、
頻繁に注文される品目であり得る。以下でさらに説明するように、大量の品目は、顧客が
注文する前に、集荷場所の収納用区画内に輸送されて保管され得る。
【００５５】
　注文されている品目が大量の品目であると判断されると、４０５におけるように、その
品目が顧客の近くの集荷場所で入手可能であるかどうかに関して判断が行われる。品目が
顧客の近くの集荷場所で入手可能であるかどうかの判断は、様々な方法で行われ得る。例
えば、顧客が、ＧＰＳなどの、位置情報を提供するモバイルコンピューティング機器を利
用している場合、システムはその位置情報を顧客の注文とともに受け取り、顧客の判断さ
れた位置の地理的範囲内に集荷場所があるかが判断され得る。他の実施態様では、システ
ムは、顧客に彼らの現在または予定された位置を問い合わせ得るか、以前の注文の配達先
に基づき位置を決定し得るか、顧客が現在、それを通して注文しているコンピューティン
グ装置に関連づけられたＩＰアドレスに基づき、位置を決定し得るか、または任意の他の
タイプの位置決定機構であり得る。
【００５６】
　大量の品目が顧客の近くの場所で引取り可能であると判断されると、４０７におけるよ
うに、顧客は、判断された集荷場所で、品目を直ちに引取り可能にする選択肢を提供され
る。識別された集荷場所で、品目を即時の引取り可能にすることを提供すると、４０９に
おけるように、顧客が品目に対して即時の引取りを選択しているかどうかが判断される。
【００５７】
　４０９におけるように、顧客が、識別された集荷場所で品目を即時の引取り可能にした
くない場合、４０３におけるように、品目が大量の品目でないと判断する場合、または４
０５におけるように、品目が顧客の近くの集荷場所で入手可能でないと判断される場合、
プロセス例４００は、４１１におけるように、顧客に他の利用可能な配達選択肢を提供し
得る。他の利用可能な配達選択肢は、集荷場所への配達、または顧客の自宅への配達を含
み得るが、それらに限定されない。
【００５８】
　大量の品目に加えて、注文された品目（複数可）がリリース日配達品である場合、顧客
は、リリース日に直ちに、その品目を集荷場所で引取り可能にしてもらう選択肢も提供さ
れ得る。いくつかの例では、リリース日配達品は既に、リリース日の前に、様々な集荷場
所の収納用区画内に保管されるか、または輸送されて、様々な集荷場所の収納用区画内に
入れられ得る。
【００５９】
　４０９におけるように、顧客が、識別された集荷場所で品目を即時の引取り可能にする
ことを欲する場合、４１３におけるように、その品目に対する顧客の注文と、その品目を
収納する識別された集荷場所での収納用区画が関連付けられて、その品目が別の注文に対
してもう利用できないようにする。例えば、品目が識別された集荷場所での特定の収納用
区画内にある場合、その収納用区画がその品目に対する顧客の注文と関連付けられる。
【００６０】
　４１３におけるように、その品目に対する顧客の注文を、識別された集荷場所での収納
用区画と関連付けると、４１５におけるように、注文品が引取り可能であるというメッセ
ージが顧客に配信される。顧客へのメッセージは、一意の識別子、集荷場所の位置または
住所、集荷場所への行き方、および引取り可能な注文品の要約を含み得る。メッセージは
、顧客に、注文品（複数可）が集荷場所で引取り可能であることを通知する、電子メール
、電話、テキストメッセージ、または、任意の他のタイプの連絡の形式であり得る。
【００６１】
　図５は、運搬管理施設において出荷セット履行指示（ＳＳＦＩ）を処理するためのプロ
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セス例５００を示す流れ図である。ＳＳＦＩは、出荷セットを履行および出荷するために
運搬管理施設による使用のために必要な指示を含み得る。例えば、ＳＳＦＩは、運搬管理
施設内の在庫から選び取られる品目の識別、出荷セットに対する任意の必要なパッケージ
ング要件、および関連した出荷セットに対する配達先を含み得る。出荷セットの履行に加
えて、ＳＳＦＩは、大量の品目が注文される前に、その品目の１つまたは複数の集荷場所
への輸送を開始するためにも使用され得る。例えば、ＳＳＦＩは、顧客による注文の前の
大量の品目に対して生成され得、その品目が様々な集荷場所の収納用区画内に保管されて
、顧客がその大量の品目を注文すると直ちに引取り可能になるようにする。
【００６２】
　プロセス例５００は、５０１におけるように、ＳＳＦＩが運搬管理施設で受け取られる
と開始する。ＳＳＦＩを受け取ると、５０３におけるように、受け取ったＳＳＦＩに関連
付けられた出荷セットが集荷場所を最終配達先として有するかどうかに関して判断される
。関連付けられた出荷セットが集荷場所での最終配達に対してスケジューリングされてい
る場合、５０５におけるように、ＳＳＦＩもしくは関連付けられた出荷セットが、同じ集
荷場所を最終配達先として有する、他のＳＳＦＩもしくは他の関連付けられた出荷セット
と組み合わされる。５０７におけるように、組み合わされた出荷セット内で識別された品
目が順序付けされて、配達用容器内に選び取られる。品目の順序付けおよび選別は、様々
な方法で行われ得る。例えば、品目は、品目を選び取る運搬管理施設内の代理業者が、彼
らが品目を選び取る際に、可能な最も短い経路で運搬管理施設内をトラバースできるよう
に、順序付けされ得る。この例では、複数の異なる組み合わされた出荷セットからの品目
が、単一の代理業者によって選び取られて、配達用容器に入れられ得るが、それらの出荷
セットの他の品目は、他の代理業者によって選び取られて、他の配達用容器に入れられ得
る。代替実施態様では、品目の選別は、同じ出荷セットの品目が一緒に選び取られて、同
じ配達用容器に入れられるように、順序付けされ得る。
【００６３】
　５０７におけるように、組み合わされた出荷セットの品目が選び取られると、プロセス
は、５０９におけるように、選び取られた品目を含む配達用容器を輸送に経路指定するこ
とにより、継続する。
【００６４】
　判断ブロック５０３に戻り、受け取ったＳＳＦＩに関連付けられた出荷セットが集荷場
所での最終配達に対してスケジューリングされていないと判断される場合、５１１におけ
るように、出荷セットの品目が配達される地理的地域内の集荷場所が識別される。加えて
、それらの識別された集荷場所が利用可能な中継用スペースも有するかどうかが判断され
る。中継用スペースは、集荷場所以外の宛先への配達に対してスケジューリングされた移
送用容器および／または品目が安全に保管され得る、識別された集荷場所内の任意の利用
可能な収納用区画スペースまたは他の保管可用性であり得る。いくつかの実施態様では、
中継用スペースは、集荷場所２００の収納用区画モジュール２０９（図２）などの、集荷
場所の収納用区画モジュール全体であり得る。他の実施態様では、中継用スペースは、集
荷場所の既存および／または計画された可用性に基づき動的に判断され得る。さらに別の
実施態様では、中継用スペースは、他の移送用容器または配達用容器が保管されるか、ま
たは保管され得る収納用区画の一部であり得る。利用可能な中継用スペースを有する、地
理的地域内の集荷場所を識別することに加えて、５１３におけるように、識別された集荷
場所を取り囲む同じ地理的地域内の最終配達場所を有する他のＳＳＦＩ（複数可）が識別
される。いくつかの実施態様では、追加のＳＳＦＩ（複数可）のこの判断は、識別された
集荷場所で利用可能な追加の中継用スペースがあるという条件で、行われ得る。
【００６５】
　５１５におけるように、出荷セットの通常の配達に対する輸送費および識別された出荷
セットの各々に対する識別された利用可能な集荷場所からの中継配達に対する輸送費が取
得される。通常の配達は、本明細書では、郵便公社、ＵＰＳ、Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｅｘｐｒ
ｅｓｓなどの、任意の従来の配達運送業者を利用する、運搬管理施設からの配達である。
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一例では、通常の配達に対する輸送費は、出荷セットが梱包される出荷用パッケージの寸
法および／または重量情報（梱包される場合）を輸送原価計算サービス（図示せず）に提
供することにより判断される。輸送原価計算サービスは、出荷される出荷用パッケージの
容積および／または重量に基づき決定される、様々な運送業者からの輸送費を維持し得る
。輸送費は、運送業者自身によって提供され得るか、またはそれぞれの運搬管理施設から
のそれらの運送業者での過去の事象に基づき計算され得る。あるいは、輸送原価計算サー
ビスは、様々な容積および／または重量の品目の輸送に対する業界平均に基づき、通常の
輸送費を推定し得る。
【００６６】
　中継配達に対する推定輸送費は、出荷セットを運搬管理施設から集荷場所に、そして集
荷場所から最終宛先に移送するための費用を含み得るが、同様の方法で判断され得る。例
えば、移送用容器を集荷場所から回収する運送業者は、集荷場所を取り囲む地理的範囲内
で品目を配達する費用を識別する情報を、輸送原価計算サービスに提供し得る。それらの
費用は、例えば、配達する注文の数、注文を配達するために移動した総距離、時刻などに
基づき得る。あるいは、集荷場所からの注文の回収および配達に利用可能な運送業者に対
する推定費用情報が、それら運送業者との以前の経験に基づき維持され得る。同様に、輸
送原価計算サービスは、移送用容器を運搬管理施設から集荷場所に輸送するための費用情
報も維持し得る。
【００６７】
　出荷セットの各々に対する輸送費を受信すると、５１７におけるように、受け取られて
識別された出荷セットに対する最も低い履行費用が決定される。例えば、＄５．００が、
出荷を移送するための－品目を運搬管理施設から識別された集荷場所に移送して、運送業
者にその品目を回収して配達を完了してもらうための総履行費用として見積もられ得る。
この品目を通常の配達を使用して出荷する－品目を運搬管理施設から宛先まで運送業者で
出荷する－ための推定履行費用が、推定中継配達費＄５．００を超えないという条件で、
中継配達は、最も低い総履行費用であると判断されるであろう。別の例では、複数の出荷
セットがある場合、各々に対する通常の配達費が決定されて組み合わされ得、中継配達を
使用して出荷セットを配達するための総費用も決定され得、出荷セットの全てに対する最
も低い総履行費用が選択される。中継配達のために出荷セットを組み合わせることは、そ
れらが同じ出荷装置で輸送されるときに、輸送装置に対する費用が、出荷セットにわたっ
て共有され得るので、輸送費を削減し得る。さらに他の例では、集荷場所への輸送に対し
て同様にスケジューリングされた他の配達用容器がある場合、総輸送費は、同じ輸送装置
内の移送用容器を配達用容器として輸送することに関連付けられ得る費用節減も考慮し得
る。いくつかの例では、輸送費は、中継配達を使用した配達に対する注文を組み合わせる
ことによって削減され得る。
【００６８】
　１つまたは複数の出荷セットに対する最も低い総履行費用が決定されると、最も低い費
用が中継配達である場合、５１９におけるように、出荷セットは、識別された集荷場所を
経由した中継配達に対してスケジューリングされる。出荷セットを中継配達に対して割り
当てることは、運送業者（例えば、地元の運送業者）に連絡して、出荷セットを回収し、
最終配達を提供するように手配することも含み得る。他の例では、運送業者は、最終配達
のために集荷場所からの品目の定期的な回収に対して事前にスケジューリングされ得る。
中継配達に対して割り当てられていない任意の残りの出荷セットに対して、または利用可
能な中継用スペースを有する識別された集荷場所が利用可能でなかったものに対しては、
５２１におけるように、通常の配達が割り当てられる。
【００６９】
　図６は、中継配達に対して割り当てられた出荷セット履行指示を処理するためのプロセ
ス例６００を示す流れ図である。プロセス例６００は、６０１で、中継配達に対して割り
当てられたＳＳＦＩを受け取ると開始する。中継配達に対して割り当てられたＳＳＦＩは
、例えば、図５に関して前述したプロセスに従って、識別され得る。
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【００７０】
　中継配達に対して割り当てられたＳＳＦＩを受け取ると、６０３におけるように、ＳＳ
ＦＩ、および対応する出荷セットが、同じ集荷場所を経由した中継配達に対して割り当て
られた他のＳＳＦＩと関連付けられる。ＳＳＦＩは、例えば、対応する出荷セットが、割
り当てられた集荷場所を取り囲む地理的範囲内の最終宛先に配達される場合、同じ集荷場
所を割り当てられ得る。他の実施態様では、ＳＳＦＩは、運送業者によって集荷されて、
集荷場所を取り囲む地理的地域内の配達ではなく、さらに別の集荷場所または別の宛先に
輸送される場合、同じ集荷場所を割り当てられ得る。
【００７１】
　受け取ったＳＳＦＩを、同じ集荷場所に割り当てられた他のＳＳＦＩと関連付けると、
６０５におけるように、それらの出荷セットの品目が、選び取られ、梱包され、かつ／ま
たは移送用容器内に入れられる。前述のように、品目の選別および／または梱包は、様々
な方法で、順序付けされて、実行され得る。例えば、選別が、同じ注文の品目が選び取ら
れて、同じ移送用容器内に入れられる結果となるように、同じ集荷場所を経由した中継配
達に対して組み合わされた出荷セットの品目が順序付けされ得る。同様に、出荷セットに
対する品目が順序付けされた順番で選び取られるように、品目の選別を順序付けする際に
、出荷セットの最終配達に対する運送業者の経路指定も考慮され得る。例えば、最終配達
経路上の隣接した出荷セットが同じ移送用容器内に含まれるように、出荷セットが選び取
られ得る。６０７におけるように、移送用容器がいっぱいになると、それらは輸送に経路
指定される。複数の異なる集荷場所に対する配達用容器および／または移送用容器が配達
のために同じ輸送装置上に積み込まれる実施態様では、容器は、輸送装置が容器を配達す
る経路に対応するように順序付けされ得る－最初の集荷場所で降ろされる配達用容器およ
び移送用容器が最後に積み込まれ、他の容器は、降ろされる順番で積み込まれる。
【００７２】
　プロセス例６００の一部として、６０９におけるように、同じ集荷場所に対して割り当
てられた配達用容器もあるかどうかに関して判断される。配達用容器も同じ集荷場所への
輸送に対して割り当てられていると判断されると、６１１におけるように、配達用容器は
、その集荷場所への輸送に対する１つまたは複数の輸送装置に経路指定されて積み込まれ
る。配達用容器（複数可）が輸送装置（複数可）に積み込まれた後、またはその集荷場所
への輸送に対して現在スケジューリングされた配達用容器がないと判断される場合、６１
３におけるように、移送用容器（複数可）が、その集荷場所への輸送に対する１つまたは
複数の輸送装置に積み込まれる。他の実施態様では、ブロック６１１および６１３の動作
は、逆に実行され得、それにより、配達用容器の前に移送用容器が積み込まれるようにす
る。さらに他の実施態様では、配達用容器は１つの輸送装置に積み込まれ得るが、他の移
送用容器は別個の輸送装置に積み込まれ得る。さらに別の実施態様では、配達用容器およ
び移送用容器は、集荷場所への配達のために輸送装置に無作為に積み込まれ得る。６１５
におけるように、最後に、配達用容器および移送用容器が集荷場所に輸送される。
【００７３】
　図７～図９は、集荷場所で配達用容器を受け取るためのプロセス例７００を示す流れ図
である。プロセス７００は、７０１におけるように、集荷場所で配達用容器を受け取って
識別すると、開始する。いくつかの実施態様では、集荷場所で配達用容器を受け取るため
のプロセスは、配達用容器を集荷場所に輸送している運送業者によって、輸送装置のドラ
イバーによって、集荷場所で配達用容器を受け取るように指定された任意の他の個人によ
って、または、ロボット工学などの、自動化処理手段を通して、サポートできる。配達用
容器を受け取るために提供されたサポートに関わらず、配達用容器は最初に識別される。
例えば、配達用容器のバーコードまたは他の識別子が、集荷場所のスキャン装置によって
、または携帯用スキャナの使用を通して、スキャンされ得る。代替実施態様では、受け取
られた配達用容器を識別する、識別子または他のコードまたは名前が、集荷場所２００に
おける制御ステーション２０１のキーパッド２１７に手動で入力され得る。任意の他の形
式の識別も、受け取った配達用容器を識別するために利用され得る。
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【００７４】
　配達用容器を受け取って識別すると、７０３におけるように、配達用容器が完全な注文
を含むかどうかが判断される。配達用容器に収納された完全な注文は、単一品目の注文、
または複数の品目の全てが受け取った配達用容器内に収納されている複数品目の注文であ
り得る。また、注文は、顧客によって注文された品目の全てを含むこともあれば含まない
こともあり得る。例えば、顧客は５つの品目を注文しているが、その品目のうちの３つの
配達を早く受け取ることに同意している可能性がある。かかる例では、３つの品目は、こ
の説明のため、１つの注文と見なされる。それら３つの品目は１つの注文と見なされるが
、それらは複数の出荷セットの間で分割され得ることも理解されるであろう。
【００７５】
　完全な注文が受け取った配達用容器内に含まれていると判断される場合、７０５におけ
るように、注文は、集荷場所での収納用区画と関連付けられる。収納用区画を注文と関連
付けることは、注文の品目（複数可）の寸法に関する情報を取得すること、およびその品
目（複数可）が適合する利用可能な収納用区画を選択することを含み得る。品目の寸法情
報は、中央制御システム、または集荷場所と通信している運搬管理施設から受信され得る
。複数品目の注文に対して、品目の全部が１つの収納用区画には適合しない場合、注文は
、複数の利用可能な収納用区画と関連付けられ得る。注文を集荷場所での収納用区画（複
数可）と関連付けると、７０７におけるように、収納用区画（複数可）が開けられる。以
前に説明したように、収納用区画は、開けられる収納用区画モジュールを識別する、対応
する収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９の収納用区画管理構成要素へ
の収納用区画オープン命令を発行する、制御ステーション２０１のコマンド構成要素によ
って開けられ得る。収納用区画管理構成要素は、収納用区画オープン命令を受信すると、
収納用区画上のロックを解放させ、それにより、ドアが開くことを可能にする。
【００７６】
　別の実施態様では、配達用容器内で受け取ったとして識別される時に、注文を収納用区
画と関連付けるのではなく、制御ステーション２０１は、注文を顧客が引取り可能にする
ために利用される集荷ステーションの収納用区画を識別する命令を、倉庫管理システムま
たはキャパシティプランニングシステムから受信し得る。
【００７７】
　関連付けられた収納用区画が開けられると、７０９におけるように、受け取った配達用
容器から品目を取り出し、それらを開いた収納用区画に入れるための命令が発行される。
例えば、命令は、制御ステーション２０１のディスプレイ画面２１３を介して提供され得
るか、または無線で携帯端末に伝送され得るか、または任意の他の通信手段を介して提供
され得る。品目を配達用容器から選び取り、それらを開いた収納用区画内に入れる命令を
発行することに加えて、プロセスは、開けられた収納用区画内に入れられる品目の受取り
を確認するために、開けられた収納用区画を監視することも含み得る。例えば、開けられ
た収納用区画内に含まれる画像捕捉装置２７３が、収納用区画内に置かれた品目を視覚的
に監視し、任意選択でビデオを録画するために使用され得る。それに対する追加または代
替として、存在検出センサー２７１および／または動きセンサー２７２が、収納用区画内
のオブジェクトの存否および／または収納用区画内にオブジェクトを入れる動きを検出す
るために使用され得る。注文された品目（複数可）が開けられた収納用区画内に置かれる
と、７１１におけるように、収納用区画のドアが閉められて、収納用区画管理構成要素は
閉ドア通知を受信する。閉ドア通知は、制御ステーション２０１のコマンド構成要素に関
連し得る。
【００７８】
　閉ドア通知および品目が収納用区画内に置かれている確認を受信すると、７１３におけ
るように、品目が集荷場所で引取り可能であるというメッセージが顧客に配信され得る。
メッセージは、電子メール、電話、テキストメッセージなどの、任意のタイプの連絡手段
を使用して伝えられ得る。品目（複数可）が引取り可能であると識別することに加えて、
メッセージは、集荷場所の位置または住所、集荷場所への行き方、営業時間、集荷場所に
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おける収納用区画内に安全に保管された品目にアクセスするために使用される一意の識別
子、および／または引取り可能な注文品の要約もしくはリストを含み得る。顧客へのメッ
セージは、集荷場所２００から、または注文管理システムなどの、リモートコンピューテ
ィングシステムから配信され得る。
【００７９】
　７１３におけるように、品目（複数可）が引取り可能であるというメッセージを顧客に
伝達した後、または、７１１におけるように、閉ドア通知を受け取ると、７１５における
ように、追加の品目が配達用容器内に残っているかどうかが判断される。追加の品目が配
達用容器内に残っていると判断されると、プロセスは、７０３におけるように、配達用容
器が完全な注文を含むかどうかの判断に戻る。追加の品目が配達用容器内に残っていない
と判断されると、７１７におけるように、プロセスは完了する。
【００８０】
　判断ブロック７０３に戻り、配達用容器が完全な注文を含まないと判断される場合、７
１９におけるように、配達用容器が、集荷場所に現在保管されている部分注文を完了する
品目を含むかどうかに関して判断が行われる。プロセス７００に関してさらに説明される
ように、注文の部分が、集荷場所で異なる時または時間間隔で受け取られ得る。注文の部
分が同じ時間間隔中に到着しない場合、品目は、顧客の引取りのために収納用区画に入れ
られない可能性があり、完了して品目を引取りのために収納用区画内に入れる前に、注文
の１つまたは複数の追加の品目が集荷場所に到着するのを待つ必要があり得る。他の実施
態様では、品目は、収納用区画内に入れられ得るが、顧客は、残りの品目が到着して、既
存の品目と収納用区画内で統合されるまで、それらが引取り可能であることが通知されな
い可能性がある。他の実施態様では、顧客は、品目が到着し、引取り可能である場合何か
が通知され得る。
【００８１】
　配達用容器が、集荷場所で現在保管されている部分注文を完了する品目を含むと判断さ
れる場合、７２１におけるように、集荷場所で保管されている他の品目が、品目を顧客に
よって引取り可能にするために使用される収納用区画内に保管されているかどうかも判断
される。部分注文の他の品目が、品目を顧客によって引取り可能にするために使用される
収納用区画内に収納されていると判断される場合、７０７におけるように、プロセスは戻
って、識別された収納用区画を開き、継続する。しかし、品目が、品目を顧客によって引
取り可能にするために使用される収納用区画内に置かれていないと判断される場合、７２
３におけるように、収納用区画内に保管された配達用容器内に入れられ得る、他の品目を
収納する収納用区画（複数可）が、ロック解除されて利用可能にされる。部分注文の他の
品目を収納する収納用区画（複数可）を開くことに加えて、プロセスはブロック７０５に
戻り、注文を、品目を顧客によって引取り可能にするために使用される収納用区画と関連
付ける。
【００８２】
　判断ブロック７１９に戻り、受け取った配達用容器が、部分注文を完了する品目を含ま
ないと判断されると、７２５（図８）におけるように、配達用容器内の残りの品目が、他
の部分注文の品目を含む、集荷場所で保管されている既存の配達用容器に統合されるべき
かに関する判断が行われる。品目の統合は、様々な理由で起こり得る。例えば、受け取っ
た配達用容器が、数個の残りの品目のみを含み、それらの品目に対して利用可能なスペー
スを有する集荷場所に保管された既存の配達用容器がある場合、その２つの配達用容器の
内容物が、集荷場所内のスペースを節約するために統合され得る。同様に、受け取った配
達用容器内の品目が、集荷場所に置かれた別の配達用容器内に現在保管されている品目を
含む部分注文の部分である場合、それらの品目は同じ配達用容器に統合され得る。受け取
った配達用容器の品目が、集荷場所に現在保管されている既存の配達用容器に統合される
べきであると判断されると、７２７におけるように、統合が起こる既存の配達用容器を収
納している収納用区画が識別される。
【００８３】
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　統合が起こる既存の配達用容器の位置を識別すると、７２９におけるように、それら既
存の配達用容器を保護している収納用区画のドアのロックが解除されてアクセス可能にさ
れる。７３１におけるように、品目（複数可）を既存の配達用容器に入れるための指示も
提供される。それらの指示は様々な方法で提供され得る。例えば、指示は、制御ステーシ
ョン２０１のディスプレイ画面２１３上に表示され得るか、アクセス可能な携帯端末上に
表示され得るか、または任意の他の伝達チャネルを通して提供され得る。指示に応答して
、品目が、識別された既存の配達用容器に統合される。統合の後、統合された品目を有す
る配達用容器を収納している収納用区画へのドアが閉じられて、７３３におけるように、
プロセスは、閉ドア通知を受信する。品目の配達用容器への統合の一部として、統合が起
こる既存の配達用容器を収納する開けられた収納用区画に含まれる画像捕捉装置２７３が
、既存の配達用容器への品目の統合を確認するために、また、任意選択で、記録するため
に使用され得る。加えて、存在検出センサー２７１および／または動きセンサー２７２が
、閉ドア通知の受信に応答して、収納用区画のドアを閉じてロックする前に、配達用容器
が開かれた収納用区画に戻されて置かれたことを確認するために使用され得る。
【００８４】
　１つまたは複数の品目を既存の配達用容器に統合した後、７３５におけるように、他の
品目が受け取った配達用容器内に残っているかどうかが判断される。受け取った配達用容
器内に追加の品目が残っていないと判断される場合、プロセス７００は、７３７における
ように、完了する。しかし、受け取った配達用容器内に他の品目が残っていると判断され
ると、プロセスは判断ブロック７２５に戻って継続する。
【００８５】
　判断ブロック７２５に戻り、受け取った配達用容器内の品目が、集荷場所に保管されて
いる既存の配達用容器に統合されないと判断されると、７３９におけるように、残りの品
目（複数可）が、品目を引取り可能にするために利用される収納用区画内に入れられるか
どうかに関する判断が行われる。品目は、たとえそれが部分注文であっても、部分注文の
残りの品目が近い将来に到着することが予期される場合、集荷場所で十分な収容能力が利
用可能な場合、受け取った配達用容器を保管するために利用可能なスペースがない場合、
品目を顧客が引取り可能にするために使用される収納用区画内に入れられ得る。別の例で
は、部分注文の品目も、顧客がその品目を早く取得することを欲する場合、集荷場所の収
納用区画内に入れられ得る。例えば、顧客は、品目を、それらが到着すると取得する選択
肢を有することを選択し得る。かかる例では、第１の品目が集荷場所に到着すると、収納
用区画内に入れられて、顧客は、第１の品目が到着し、取り出し得るというメッセージが
伝達され得る。メッセージは、本明細書で説明するように、その品目を取り出すためのコ
ードまたは他の識別子も含み得る。顧客は、その品目をコードを使用して取り出し得るか
、または顧客の注文のさらなる品目が受け取られて収納用区画に追加されるまで待ち得る
。
【００８６】
　受け取った配達用容器内の品目が、その品目を顧客に対して引取り可能にするために使
用される収納用区画内に入れられないと判断すると、７４１におけるように、配達用容器
が収納される収納用区画が識別され、７４３におけるように、その識別された収納用区画
のドアが開けられる。受け取った配達用容器が入れられる収納用区画が識別されてドアが
開けられると、７４５におけるように、受け取った配達用容器を開けられた収納用区画内
に入れるための指示が提供される。前述と同様に、指示は、制御ステーション２０１のデ
ィスプレイ画面２１３、携帯端末に無線で、または任意の他の十分な通信手段を通してな
どの、様々な手段で提供され得る。受け取った配達用容器が開けられた収納用区画に入れ
られて、ドアが閉じられると、７４７におけるように、プロセスは閉ドア通知を受信し、
７４９におけるように、完了する。
【００８７】
　プロセス例７００のいくつかの実施態様では、ドアが閉じられる前に、受け取った配達
用容器が、開けられた収納用区画内に入れられたことを監視および確認するために、収納
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用区画内に含まれる画像捕捉装置２７３が使用され得る。例えば、画像捕捉装置は、受け
取った配達用容器を開けられた収納用区画内に入れる個人のビデオを録画し得、制御ステ
ーション２０１が、収納用区画のドアがロックされるのを許可する前に、品目がそこにあ
ることを確認するために、かかるビデオが処理され得る。それに対する追加または代替と
して、受け取った配達用容器が開けられた収納用区画内に存在すること、またはそこに入
れられたことを確認するために、存在検出センサー２７１および／または動きセンサー２
７２が使用され得る。
【００８８】
　判断ブロック７３９に戻り、受け取った配達用容器内の品目が、顧客による引取りを可
能にする収納用区画内に入れられると判断されると、７５１（図９）におけるように、品
目は利用可能な収納用区画と関連付けられる。品目を、顧客による品目の引取りを可能に
するために使用される収納用区画と関連付けると、７５３におけるように、収納用区画が
開けられて、７５５におけるように、受け取った配達用容器から品目を選び取って、それ
を、開けられた収納用区画内に入れるための指示が提供される。前述のように、指示を提
供するための任意の技術が利用され得、収納用区画内の画像捕捉装置などの、任意のタイ
プのセキュリティ対策が、７５７におけるように、閉ドア通知を受信してドアをロックす
る前に、品目が収納用区画内に入れられたことを監視および確認するために、使用され得
る。品目が収納用区画内に入れられ、収納用区画のドアが閉じられてロックされると、７
５９におけるように、配達用容器内に追加の品目が残っているかどうかに関する判断が行
われる。配達用容器内に追加の品目が残っていると判断されると、プロセス７００は判断
ブロック７２５（図８）に戻って継続する。しかし、配達用容器内に追加の品目が残って
いないと判断されると、７６１におけるように、プロセスは完了する。
【００８９】
　図１０～図１１は、集荷場所で移送用容器を受け取るためのプロセス例１０００を示す
流れ図である。図７～図９に関して説明したプロセスと同様に、集荷場所で移送用容器を
受け取るためのプロセス例１０００は、１００１におけるように、最初に、集荷場所で移
送用容器を受け取る。前述のように、配達用容器の受取りと同様、いくつかの実施態様で
は、集荷場所で移送用容器を受け取るためのプロセスは、移送用容器を集荷場所に輸送し
ている運送業者によって、輸送装置のドライバーによって、集荷場所で移送用容器を受け
取るように指定された個人によって、または、ロボット工学などの、自動化手段によって
実行できる。配達用容器を受け取るために利用される機構に関わらず、１００３における
ように、配達用容器は最初に識別される。例えば、移送用容器は、スキャンされ得るか、
または集荷場所に入力され得る、バーコードまたは他の識別証印を含み得る。例えば、移
送用容器は、集荷場所でのスキャナまたは携帯端末により、制御ステーション２０１でス
キャンされる、バーコードを含み得る。代替実施態様では、移送用容器を識別する情報は
、制御ステーション２０１の数字キーパッド２１７を用いて手動で入力され得る。
【００９０】
　集荷場所で受け取られた移送用容器が識別されると、１００５におけるように、集荷場
所で、識別された移送用容器に関連付けられた他の移送用容器があるかどうかが判断され
る。移送用容器は、それらが、集荷場所の地理的範囲内の宛先への最終配達のために、一
緒に回収される場合、関連付けられ得る。いくつかの実施態様では、複数の移送用容器が
集荷場所で受け取られ得、それらの容器のうちのいくつかは、第１の運送業者による回収
および配達に対してスケジューリングされ、他方、それらの容器のうちの他のものは、第
２の運送業者による回収および配達に対してスケジューリングされている。かかる例では
、第１の運送業者による集荷に対してスケジューリングされた移送用容器が一緒に関連付
けられ、第２の運送業者による集荷に対してスケジューリングされた移送用容器が一緒に
関連付けられる。加えて、運送業者によって最終配達のために集荷場所から回収される、
移送用容器は、複数の運搬管理施設から受け取られ得る。かかる実施態様では、移送用容
器のいくつかは、残りの移送用容器の前に集荷場所に到着して、関連付けられた移送用容
器の全部が到着するまで集荷場所で保管され得る。
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【００９１】
　集荷場所で現在保管されている、受け取って識別された移送用容器に関連付けられた他
の移送用容器があることが判断されると、１００７におけるように、プロセスは、その関
連付けられた移送用容器（複数可）を収納する収納用区画を識別する。関連付けられた移
送用容器を収納している収納用区画が識別されると、１００９におけるように、識別され
た収納用区画内に、受け取って識別された移送用容器を安全に保管するための十分な余裕
が残っているかどうかに関する判断が行われる。関連付けられた移送用容器を収納する収
納用区画内に十分な余裕が残っているかどうかの判断は、識別された収納用区画内の照明
を点灯し、識別された収納用区画の内容物を、識別された収納用区画内に配置された画像
捕捉装置２７３でスキャンすることによって達成され得る。これは、識別された移送用容
器が集荷場所で受け取られる時に、他の関連付けられた移送用容器が集荷場所で収納用区
画内に最初に保管される時に予め決定されて、定期的に、または任意の他の時に行われ得
る。
【００９２】
　関連付けられた移送用容器（複数可）を現在収納する収納用区画内に十分な余裕がない
と判断されるか、または判断ブロック１００５で、識別された移送用容器と関連付けられ
ている、集荷場所に置かれた他の移送用容器がないと判断される場合、１０１１における
ように、識別された移送用容器を安全に保持することが可能な、集荷場所での収納用区画
が選択されて、移送用容器と関連付けられる。識別された移送用容器を安全に保持するた
めに識別された収納用区画は、その識別された移送用容器を受け取って保護するために十
分なサイズおよび収容能力である、集荷場所内の任意の収納用区画であり得る。
【００９３】
　移送用容器を集荷場所での識別された収納用区画と関連付けると、１０１３におけるよ
うに、識別された収納用区画が開けられる。以前に説明したように、収納用区画は、開け
られるその収納用区画モジュールの収納用区画を識別する、対応する収納用区画モジュー
ル２０３、２０５、２０７、２０９の収納用区画管理構成要素への収納用区画オープン命
令を発行する、制御ステーション２０１のコマンド構成要素によって開けられ得る。収納
用区画管理構成要素は、収納用区画オープン命令を受信すると、識別された収納用区画の
ロックを解放させて、ドアが開くことを可能にする。
【００９４】
　１０１５（図１１）におけるように、識別された収納用区画を開くことに加えて、受け
取った移送用容器を開いている収納用区画に入れるための指示が発行される。例えば、指
示は、制御ステーション２０１のディスプレイ画面２１３を介して提供され得るか、また
は無線で携帯端末に伝送され得るか、または任意の他の通信チャネルを通じて提供され得
る。受け取った移送用容器を開いている収納用区画内に入れる指示を発行することに加え
て、プロセスは、移送用容器が開いている収納用区画内に置かれていることを確認するた
めに、開けられた収納用区画を監視することも含み得る。例えば、開いている収納用区画
内に含まれる画像捕捉装置２７３が、移送用容器を収納用区画内に入れている個人を視覚
的に監視し、任意選択でビデオを録画するために使用され得る。それに対する追加または
代替として、存在検出センサー２７１および／または動きセンサー２７２が、収納用区画
内のオブジェクトの存否および／または収納用区画内にオブジェクトを入れる動きを検出
するために使用され得る。移送用容器が開いている収納用区画内に置かれると、１０１７
におけるように、収納用区画のドアが閉められて、プロセスは閉ドア通知を受信する。
【００９５】
　閉ドア通知が受信され、移送用容器が収納用区画内に置かれていることを確認すると、
１０１９におけるように、受け取った移送に関連付けられた全ての移送用容器が集荷場所
に置かれているかどうかに関する判断が行われる。集荷場所で受け取られる追加の関連付
けられた移送用容器がないと判断されると、１０２１におけるように、運送業者は、運送
業者によって回収される全ての移送用容器が集荷場所に到着していて、回収および最終配
達を待っているというメッセージが伝達され得る。メッセージは、電子メール、電話、テ
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キストメッセージなどの、任意のタイプの連絡手段を使用して、集荷場所から、またはリ
モートコンピューティングシステムから配信され得る。移送用容器が集荷場所で保管され
ていて回収可能であることを運送業者に通知することに加えて、メッセージは、集荷場所
の位置または住所、集荷場所への行き方、営業時間、および集荷場所での収納用区画（複
数可）内に安全に保管された移送用容器にアクセスするために運送業者によって使用され
る一意の識別子を含み得る。
【００９６】
　プロセス例１０００は、移送用容器の集荷場所からの回収に対して、運送業者に能動的
にメッセージ伝達することを含むが、他の実施態様では、運送業者は、移送用容器を集荷
場所から所定の時間に回収するように事前にスケジューリングされ得る。例えば、運送業
者は、通行または混雑が生じ得る前の、早朝（例えば、５：００ａｍ）に、移送用容器を
集荷場所から回収するようにスケジューリングされ得る。かかる実施態様では、移送用容
器の集荷場所への配達は、運送業者による回収のスケジューリングされた時間より前に、
その運送業者に関連付けられた全ての移送用容器が集荷場所に配達されて保管されるよう
に、運搬管理施設によってスケジューリングされ得る。
【００９７】
　全ての移送用容器が受け取られていて、集荷場所に保管され、最終配達を待っていると
いうメッセージを運送業者に伝達することに加えて、または判断ブロック１０１９で、集
荷場所で受け取られる追加の関連付けられた移送用容器があると判断されると、１０２３
におけるように、その集荷場所で受け取られる追加の移送用容器があるかどうかに関する
判断が行われる。例えば、輸送装置は、集荷場所で受け取られる複数の移送用容器を配達
し得る。集荷場所で受取り可能な追加の移送用容器があることが判断されると、プロセス
はブロック１００３（図１０）に戻って継続する。しかし、集荷場所で現在受取り可能な
追加の移送用容器がないと判断されると、１０２５におけるように、プロセス１０００は
完了する。
【００９８】
　図１０～図１１で前述したように、運送業者は、その運送業者による回収に対してスケ
ジューリングされた全ての移送用容器が集荷場所で受け取られて保管されている場合、通
知され得る。図１２は、配達場所において移送用容器を最終配達のために運送業者に提供
するためのプロセス例１２００を示す流れ図である。運送業者が、保管された移送用容器
を回収するために集荷場所に到着すると、１２０１におけるように、運送業者は最初に識
別される。例えば、運送業者は、運送業者が、移送用容器が到着していることをメッセー
ジ伝達されたときに、プロセス１０００によって運送業者に提供された一意のコードを、
制御ステーション２０１の数字キーパッド２１７に入力し得る。他の実施態様では、運送
業者は、その運送業者に固有のコードを使用して、生体認証スキャナ２１９の使用を通し
て、バーコードスキャナ２１５を使用してメッセージ内に含まれるバーコードをスキャン
して、または、任意の他のタイプの識別手段を通して、識別され得る。
【００９９】
　集荷場所２００で運送業者を識別すると、１２０３におけるように、その運送業者によ
る回収のためにスケジューリングされた移送用容器を収納している収納用区画が識別され
る。集荷場所で収納用区画（複数可）を識別すると、１２０５におけるように、収納用区
画（複数可）が開けられる。以前に説明したように、収納用区画は、開けられるその収納
用区画モジュールの収納用区画を識別する、対応する収納用区画モジュール２０３、２０
５、２０７、２０９の収納用区画管理構成要素への収納用区画オープン命令を発行する、
制御ステーション２０１のコマンド構成要素によって開けられ得る。収納用区画管理構成
要素は、収納用区画オープン命令を受信すると、ロックを解放させ、それにより、識別さ
れた収納用区画のドアが開くことを可能にする。
【０１００】
　関連付けられた収納用区画（複数可）が開けられると、１２０７におけるように、移送
用容器を回収するための指示が運送業者に提供され得る。例えば、運送業者が、複数の移
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送用容器を回収するようにスケジューリングされ、それらの容器の内容物が、運送業者に
よって辿られる配達経路に対応するように順序付けられている場合、移送用容器が取り出
されるべき順序に関して指示が運送業者に提供され得る。他の実施態様では、順序付け指
示は、双方向通信であり得る。例えば、運送業者が、移送容器の全部を同時に回収できな
い場合、運送業者、または制御ステーション２０１は、どの移送用容器を最終配達のため
に集荷場所から回収するかを識別し得る。別の実施態様では、運送業者は、同時に回収で
きる移送用容器の数を識別し得、制御ステーション２０１は、どの移送用容器を集荷場所
から回収して配達すべきかを識別し得る。例えば、移送用容器は、早朝に配達される注文
が１つの移送用容器に含まれ、他方、その日遅くの配達に対してスケジューリングされ得
る注文が別に含まれるように順序付けされ得る。この例では、制御ステーション２０１は
、運送業者に、早朝配達を含む移送用容器を回収するように通知し得る。運送業者がどの
移送用容器を、かつどの順序で、回収すべきかを識別することに加えて、制御ステーショ
ン２０１は、回収された移送用容器（複数可）に含まれる注文を配達する際にどの経路を
辿るかに関する情報も、運送業者に提供する。
【０１０１】
　運送業者は、スケジューリングされた移送用容器の全部を、様々な理由で同時に回収で
きないことがあり得る。例えば、運送業者は、自転車または台車の使用を通して、注文の
最終配達を行い得る。かかる最終配達機構は、人口密集地域で、または大型の輸送装置が
利用できないか、もしくは便利ではない場合に、利用され得る。
【０１０２】
　移送用容器を回収するための指示を発行することに加えて、プロセス１２００は、移送
用容器の回収または適切な移送用容器の回収を確認するために、開けられた収納用区画を
能動的に監視することも含み得る。例えば、開いている収納用区画内に含まれる画像捕捉
装置２７３が、移送用容器（複数可）の取出しを視覚的に監視し、任意選択でビデオを録
画するために使用され得る。それに対する追加または代替として、存在検出センサー２７
１および／または動きセンサー２７２が、収納用区画内のオブジェクトの存否および／ま
たは開けられた収納用区画からオブジェクトを取り出す動きを検出するために使用され得
る。移送用容器（複数可）が開いている収納用区画（複数可）から回収されると、運送業
者は、収納用区画のドア（複数可）を閉じ、１２０９におけるように、プロセスは閉ドア
通知を受信する。
【０１０３】
　閉ドア通知が受信され、移送用容器（複数可）または適切な移送用容器（複数可）が収
納用区画（複数可）から回収されていることを確認すると、注文、またはその一部が、運
送業者によって回収されて、配達のために出ているというメッセージが運搬管理施設に送
信され得、１２１１におけるように、プロセス１２００が完了し得る。
【０１０４】
　図７～図９で前述したように、顧客は、注文の品目全部、または注文の一部が、集荷場
所での収納用区画内に置かれていて、引取り可能であるとき、顧客は通知され得る。図１
３は、集荷場所において注文を顧客に提供するためのプロセス例１３００を示す流れ図で
ある。顧客が、保管された注文を引き取るために集荷場所に到着すると、１３０１におけ
るように、彼らは識別される。例えば、顧客が、注文が集荷場所に配達されていて、引取
り可能であることをメッセージ伝達されると、顧客は、プロセス７００によって顧客に提
供された一意のコードを、制御ステーション２０１の数字キーパッド２１７に入力し得る
。他の実施態様では、顧客は、生体認証スキャナ２１９を使用することにより、バーコー
ドスキャナ２１５を使用してメッセージ内に含まれるバーコードをスキャンすることによ
り、その顧客に固有の識別子を提供することにより、または、任意の他のタイプの識別手
段を通して、識別され得る。
【０１０５】
　集荷場所で顧客を識別すると、１３０３におけるように、その顧客の注文品を収納して
いる収納用区画（複数可）が識別される。顧客の注文に関連付けられた収納用区画（複数
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可）を識別すると、１３０５におけるように、収納用区画（複数可）が開けられる。以前
に説明したように、収納用区画は、開けられる収納用区画モジュールの収納用区画を識別
する、対応する収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９の収納用区画管理
構成要素への収納用区画オープン命令を発行する、制御ステーション２０１のコマンド構
成要素によって開けられ得る。収納用区画管理構成要素は、収納用区画オープン命令を受
信すると、収納用区画のロックを解放させ、それにより、ドアが開くことを可能にする。
【０１０６】
　関連付けられた収納用区画（複数可）が開けられると、顧客は注文品を取り出し得る。
顧客が注文品を開いた収納用区画（複数可）から取り出しているとき、プロセス１３００
は、注文品の取出しを確認するために開けられた収納用区画を能動的に監視もし得る。例
えば、開いている収納用区画内に含まれる画像捕捉装置２７３が、開いた収納用区画から
注文品が取り出されているのを視覚的に監視し、任意選択でビデオを録画するために使用
され得る。それに対する追加または代替として、存在検出センサー２７１および／または
動きセンサー２７２が、収納用区画内のオブジェクトの存否および／または開けられた収
納用区画からオブジェクトを取り出す動きを検出するために使用され得る。注文品が開い
ている収納用区画（複数可）から取り出されると、収納用区画のドア（複数可）が閉じら
れて、１３０７におけるように、プロセスは閉ドア通知を受信する。
【０１０７】
　閉ドア通知を受信すると、１３０９におけるように、プロセス１３００は、閉じられて
いる収納用区画が空かどうかを判断し得る。例えば、収納用区画内の画像捕捉装置２７３
が作動されている場合、収納用区画内に品目が残っているかどうかを確認するために、画
像捕捉装置２７３によって捕捉されたビデオまたは画像がチェックまたは分析され得る。
それに対する追加または代替として、収納用区画内の存在検出センサー２７１および／ま
たは動きセンサー２７２が、収納用区画内に品目が残っているかどうかを判断するために
問い合わされ得る。収納用区画が空でないと判断されると、１３１１におけるように、品
目が返品されているかどうかに関して判断が行われる。
【０１０８】
　いくつかの実施態様では、集荷場所は、注文されて引き取られた品目の即時返品をサポ
ートし得る。例えば、顧客が、各々異なるサイズの２足の靴を注文する場合、注文品を受
け取ると、顧客は、どちらの靴を購入することを欲し、どちらの靴を返品することを欲す
るかを選択し得る。不要な品目は、単にそれを収納用区画内に残しておくことにより、ま
たは品目の返品を手動で要求することにより、返品し得る。品目が単に収納用区画に残さ
れている状況では、制御ステーション２０１が、収納用区画内に含まれる画像捕捉装置２
７３の使用を通じて、残っている品目の画像を捕捉し、どの品目が収納用区画内に残され
ているかを識別または他の方法で判断しようとし得る。例えば、収納用区画内に残された
品目上のバーコードまたは他の識別証印を識別するために、画像処理が利用され得る。他
の実施態様では、顧客は、ユーザーインタフェース２１１とやり取りして、顧客の注文に
関する情報を取得し、返品する予定の収納用区画内に残されている品目もしくは複数の品
目を選択するか、または他の方法で識別する。いくつかの実施態様では、返品される品目
のタイプがカテゴリによって制限され得る。例えば、靴は返品可能な品目のカテゴリであ
り得るが、下着などの、他のカテゴリは、即時返品可能ではない可能性がある。
【０１０９】
　顧客が意図的に品目を収納用区画内に残し、その品目は返品されると判断される場合、
品目を識別すると、１３１３におけるように、プロセス１３００は、その品目の運搬管理
施設への返品を開始し得る。返品される品目は、運送業者または他の個人による収納用区
画からの回収に対してスケジューリングされて、運搬管理施設に返され得る。他の実施態
様では、品目は収納用区画内に残されて、その品目に対する別の顧客の注文に再割当てさ
れ得る。かかる状況では、返品された品目が再割当てされる顧客は、集荷場所をその品目
に対する配達先として選択していることもあれば、配達に対して別の場所を選択している
こともある。新しい注文に対する集荷場所が配達先として選択されている場合、返品され
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た品目を収納している収納用区画が、新しい注文と関連付けられて、品目が引取り可能で
あるというメッセージが、新しい注文を行っている顧客に提供され得る。しかし、品目が
、異なる配達先を有する新しい注文に割り当てられている場合、その品目が配達のために
運送業者によって回収されるように、収納用区画が、移送用容器を収納している収納用区
画として扱われ得る。
【０１１０】
　判断ブロック１３１１に戻り、顧客が品目の返品を開始していないと判断される場合、
１３１５におけるように、顧客は、残りの品目がまだ収納用区画内にあることを通知され
得る。この実施態様では、収納用区画のドアは閉じられないか、または顧客が、通知を受
け取ると、収納用区画内に残っている品目を取り出し得るように、再度開けられ得る。し
かし、プロセス１３００は、収納用区画を再度開く前に、顧客がまだ集荷場所の近くにい
るかどうかも判断し得る。顧客が集荷場所から離れていると判断されると、収納用区画の
ドアは閉じられたままで、新しいメッセージが顧客に送信され、１つまたは複数の品目が
収納用区画内に残されていて、それらの品目は引取り可能であることを顧客に通知し得る
。これは、顧客に新しい識別コードを提供するか、または顧客は、注文に対して以前に利
用した識別コードを使用して本人確認できることを顧客に通知することを含み得る。
【０１１１】
　最後に、判断ブロック１３０９で、収納用区画が空であると判断される場合、またはブ
ロック１３１３で、残っている品目に対する返品が開始されている場合、１３１７におけ
るように、プロセス１３００は完了する。
【０１１２】
　図１４は、集荷場所で、返品、再割当ておよび発送のために提供された品目を処理する
ためのプロセス例１４００を示す流れ図である。前述のように、顧客は、品目が顧客によ
って引き取られる時に、品目を集荷場所に返品し得る。他の実施態様では、顧客は、集荷
場所を利用して、以前に注文した品目の返品を開始し得る。いくつかの例では、顧客は、
電子商取引ウェブサイト上または他の購入場所で返品を開始し得、返品される品目は、出
荷用パッケージに梱包されて、販売業者への返品に対してラベル付けされ得る。他の例で
は、顧客は、制御ステーション２０１のユーザーインタフェース２１１とやりとりするこ
とにより返品を開始し得、品目を識別して、返品情報を取得し、集荷場所を経由した返品
に対して品目を準備する。同様の方法で、ユーザーは、品目を他の場所に発送するために
、集荷場所を利用し得る。例えば、ユーザーは、ユーザーインタフェース２１１とやりと
りして、その後の発送のために集荷場所の収納用区画内に入れられ得る品目の、発送用材
料、ラベルを取得し、宛先情報を提供して、かつ／または送料を支払い得る。プロセス１
４００は、１４０１におけるように、返品、発送のための品目および／または現在集荷場
所に収納されている品目の再割り当てを回収するための要求を開始すると、始まり得る。
このプロセスは、前述のプロセスのいずれかを実行する個人などの、任意の個人によって
実行され得る。例えば、図７～図９に関して前述したように、品目の集荷場所への配達が
完了すると、それらの品目を配達する個人が、返品、発送および再割り当てプロセス１４
００を開始し得る。代替実施態様では、返品、発送および再割り当てプロセスは、配達用
容器の集荷場所での受取りが完了すると、自動的に開始し得る。
【０１１３】
　プロセス１４００は、１４０３におけるように、遅れている部分注文が集荷場所にある
かどうかを判断する。遅れている部分注文は、例えば、品目の全部ではなく、１つまたは
複数が、集荷場所に配達されており、顧客に提供される配達日が近づいている注文であり
得る。かかる例では、注文に対する品目の全部が、顧客に約束した配達日を満足する時間
内に集荷場所に到着しない可能性があると判断される場合、注文は、遅れている部分注文
と識別され得る。遅れている部分注文が集荷場所にあると判断されると、１４０５におけ
るように、注文はキャンセルされ得、顧客に提供された配達日を満足する方法で、品目を
顧客に直接再出荷するために、要求が運搬管理施設に送信され得る。代替実施態様では、
注文全体をキャンセルするのではなく、注文が複数の出荷セットに分割され得、１つの出
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荷セットは、現在集荷場所にある品目を含み、別の出荷セットは、集荷場所にまだ到着し
ていない品目を含む。注文を複数の出荷セットに分割することにより、集荷場所で入手可
能な品目が仕分けされ、収納用区画内に入れられて、顧客による引取りが可能にされ得る
。集荷場所にまだ到着していない品目を含む他の出荷セットはキャンセルされて、それら
の品目は、約束した配達日までに品目が顧客に配達される結果となるような方法で、運搬
管理施設から再出荷され得る。
【０１１４】
　注文全体をキャンセルする前述の例を続けると、１４０７におけるように、集荷場所に
到着している品目の位置が識別され得る。遅れている注文の品目を収納している収納用区
画（複数可）を識別すると、１４０９におけるように、その収納用区画が開けられる。以
前に説明したように、収納用区画は、開けられる収納用区画モジュールの収納用区画を識
別する、対応する収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９の収納用区画管
理構成要素への収納用区画オープン命令を発行する、制御ステーション２０１のコマンド
構成要素によって開けられ得る。収納用区画管理構成要素は、収納用区画オープン命令を
受信すると、識別された収納用区画のロッキング機構を解放させ、それにより、ドアが開
くことを可能にする。
【０１１５】
　関連付けられた収納用区画が開けられると、１４１１におけるように、開けられた収納
用区画から品目を取り出し、返品または再割り当てのために、それらの品目を配達用容器
に入れるための指示が提供される。例えば、指示は、制御ステーション２０１のディスプ
レイ画面２１３を介して提供され得るか、個人によって利用される携帯端末に無線で伝送
され得るか、または任意の他の通信手段を介して提供され得る。返品または再割り当ての
ために、品目を、開けられた収納用区画から配達用容器に移動させるための指示を発行す
ることに加えて、プロセスは、品目が開けられた収納用区画から取り出されるのを確認す
るために、開けられた収納用区画を能動的に監視することも含み得る。例えば、開けられ
た収納用区画内に含まれる画像捕捉装置２７３が、収納用区画から品目が取り出されるの
を視覚的に監視し、任意選択でビデオを録画するために使用され得る。それに対する追加
または代替として、存在検出センサー２７１および／または動きセンサー２７２が、収納
用区画内のオブジェクトの存否および／または収納用区画からオブジェクトを取り出す動
きを検出するために使用され得る。品目が収納用区画から取り出されると、１４１３にお
けるように、収納用区画のドアが閉められて、プロセスは閉ドア通知を受信する。
【０１１６】
　閉ドア通知が受信され、品目が収納用区画から取り出されていることを確認すると、プ
ロセスは判断ブロック１４０３に戻って、追加の遅れている部分注文が集荷場所にあるか
どうかを判断する。追加の遅れている部分注文が集荷場所にないと判断されると、１４１
５におけるように、集荷場所に返品または発送のための品目があるかどうかに関する判断
が行われる。前述のように、注文品が、集荷場所での収納用区画内にそれらを残すか、ま
たは別の方法で返品される品目を識別することにより、直ちに返品され得る。また、集荷
場所は、電子商取引ウェブサイト上で開始された注文返品プロセスなどの、他の手段を通
じて開始されている注文を処理および返品するために使用され得る。顧客によって積極的
に返品されている品目に加えて、注文に対する後の割当てのために集荷場所の収納用区画
内に事前に保管されていた品目が、集荷場所に残されるべきか、または運搬管理施設に返
されるべきかを確認するためにチェックされ得る。例えば、その品目は、収納用区画内に
事前に保管されていた以前の大量の品目であったが、その品目に対する需要が減少してい
る場合、その事前に保管されていた品目は、運搬管理施設への返品に指定され得る。
【０１１７】
　同様に、集荷場所は品目を他の宛先に発送するために使用され得る。例えば、ユーザー
は、制御ステーション２０１のユーザーインタフェース２１１とやりとりして、出荷用パ
ッケージに対する送料を支払い、出荷用パッケージに対するラベルを印刷し、その出荷用
パッケージを別の宛先に発送するために集荷場所の収納用区画内に入れ得る。収納用区画
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内に返品または発送のための品目があると判断される場合、プロセス１４００はブロック
１４０７に戻り、品目の位置を確認して、継続する。同様に、集荷場所は、発送される必
要のない品目に対する交換場所としても機能し得る。例えば、品目が顧客Ａから顧客Ｂに
配達される予定の場合、顧客Ａは、その品目を集荷場所の収納用区画内に入れ得、顧客Ｂ
は、その品目が集荷場所で引取り可能であることがメッセージ伝達され得る。顧客Ｂは、
その後、集荷場所に到着し、識別されて、その品目を取り出し得る。
【０１１８】
　プロセス例１４００に戻り、返品または発送のための品目が集荷場所にないと判断され
る場合、１４１７におけるように、集荷場所での収納用区画の１つまたは複数内に、完了
しているが古い注文があるかどうかに関する判断が行われる。いくつかの実施態様では、
集荷場所は、注文を、３日間など、定義済みの期間のみ、顧客に対して引取り可能にし得
る。指定された期間内に顧客がその品目を引き取らない場合、プロセス１４００は、注文
を識別して、注文をキャンセルし、注文の返品を開始し得る。集荷場所での収納用区画の
１つまたは複数内に古い注文があると判断される場合、プロセス１４００はブロック１４
０７に戻り、それらの品目の位置を確認して、継続する。しかし、遅れている注文がなく
、返品または発送のための品目がなく、かつ、古い注文がないと判断される場合、１４１
９におけるように、プロセスは完了する。
【０１１９】
　図１５は、本明細書に記載するように、集荷場所において実行される工程の１つまたは
複数を実装するように構成されたコンピュータシステム例を示すブロック図である。例示
される実施態様では、コンピュータシステム１５００は、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インタフ
ェース１５３０を介して、持続性コンピュータ可読記憶媒体１５２０に結合された、１つ
または複数のプロセッサ１５１０Ａ、１５１０Ｂ、から、１５１０Ｎまでを含む。コンピ
ュータシステム１５００は、Ｉ／Ｏインタフェース１５３０に結合されたネットワークイ
ンタフェース１５４０、および１つまたは複数の入力／出力装置１５５０をさらに含む。
いくつかの実施態様では、集荷場所の構成要素（例えば、コマンド構成要素、収納用区画
管理構成要素、制御ステーション）は、コンピュータシステム１５００の単一のインスタ
ンスを使用して実装され得ると考えられるが、他の実施態様では、コンピュータシステム
１５００を構成する複数のかかるシステムまたは複数のノードが、集荷場所の異なる部分
、構成要素またはインスタンスをホストするように構成され得る。例えば、一実施態様で
は、いくつかのデータソースまたはサービス（例えば、収納用区画内で画像またはビデオ
を捕捉する、粒子を検出する、収納用区画内で利用可能なスペースを計算する）が、他の
データソースまたはサービス（例えば、収納用区画を開くコマンドを提供する、顧客、ユ
ーザーまたは運送業者にメッセージを提供する）を実装するそれらのノードとは異なる、
コンピュータシステム１５００の１つまたは複数のノードによって実装され得る。いくつ
かの実施形態では、所与のノードが、集荷場所の２つ以上の構成要素の機能を実装し得る
。
【０１２０】
　様々な実施態様では、コンピュータシステム１５００は、１つのプロセッサ１５１０Ａ
を含む単一プロセッサシステム、またはいくつかのプロセッサ１５１０Ａ～１５１０Ｎ（
例えば、２、４、８、または別の適切な数）を含むマルチプロセッサシステムであり得る
。プロセッサ１５１０Ａ～１５１０Ｎは、命令を実行することが可能な任意の適切なプロ
セッサであり得る。例えば、様々な実施態様では、プロセッサ１５１０Ａ～１５１０Ｎは
、様々な命令セットアーキテクチャ（ＩＳＡ）、例えば、ｘ８６、ＰｏｗｅｒＰＣ、ＳＰ
ＡＲＣ、またはＭＩＰＳ　ＩＳＡ、または任意の他の適切なＩＳＡなど、のうちのいずれ
かを実装する汎用または組込みプロセッサであり得る。マルチプロセッサシステムでは、
プロセッサ１５１０Ａ～１５１０Ｎの各々は、一般に、必ずしもではないが、同じＩＳＡ
を実装する。
【０１２１】
　持続性コンピュータ可読記憶媒体１５２０は、１つまたは複数のプロセッサ１５１０Ａ
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～１５１０Ｎによってアクセス可能な実行可能命令および／またはデータを格納するよう
に構成され得る。様々な実施態様では、持続性コンピュータ可読記憶媒体１５２０は、ス
タティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、シンクロナスダイナミックＲＡＭ（Ｓ
ＤＲＡＭ）、不揮発性／フラッシュ型メモリ、または任意の他のタイプのメモリなどの、
任意の適切なメモリ技術を使用して実装され得る。図示した実施態様では、前述したよう
な、所望の機能を実装するプログラム命令およびデータが、持続性コンピュータ可読記憶
媒体１５２０内にそれぞれプログラム命令１５２５およびデータ記憶１５３５として格納
されて示されている。他の実施態様では、プログラム命令および／またはデータが受信さ
れて、送信されるか、あるいは持続性媒体などの異なるタイプのコンピュータアクセス可
能媒体上、または持続性コンピュータ可読記憶媒体１５２０もしくはコンピュータシステ
ム１５００から分離された同様の媒体上に格納され得る。一般的に言えば、持続性、コン
ピュータ可読記憶媒体は、磁気または光媒体などの記憶媒体またはメモリ媒体、例えば、
Ｉ／Ｏインタフェース１５３０を介してコンピュータシステム１５００に結合されたディ
スクもしくはＣＤ／ＤＶＤ－ＲＯＭを含み得る。持続性コンピュータ可読記憶媒体によっ
て格納されたプログラム命令およびデータは、伝送媒体または、電気信号、電磁信号、も
しくはデジタル信号などの信号によって伝送され得、それは、ネットワークインタフェー
ス１５４０によって実装され得るような、ネットワークおよび／または無線リンクなどの
通信媒体を介して伝達され得る。
【０１２２】
　一実施態様では、Ｉ／Ｏインタフェース１５３０は、プロセッサ１５１０Ａ～１５１０
Ｎ、持続性コンピュータ可読記憶媒体１５２０、および収納用区画モジュールのコンピュ
ータシステム、ネットワークインタフェース１５４０または入力／出力装置１５５０など
の他の周辺インタフェースなどの、装置内の任意の周辺装置の間のＩ／Ｏトラフィックを
調整するように構成され得る。いくつかの実施態様では、Ｉ／Ｏインタフェース１５３０
は、データ信号を１つの構成要素（例えば、持続性コンピュータ可読記憶媒体１５２０）
から別の構成要素（例えば、プロセッサ１５１０Ａ～１５１０Ｎ）による使用に適したフ
ォーマットに変換するために、任意の必要なプロトコル、タイミングまたは他のデータ媒
体変換を実行し得る。いくつかの実施態様では、Ｉ／Ｏインタフェース１５３０は、例え
ば、Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ（ＰＣＩ）
バス規格またはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）規格の変形などの、様々なタイプの
周辺機器用バスを通して取り付けられた装置に対するサポートを含み得る。いくつかの実
施態様では、Ｉ／Ｏインタフェース１５３０の機能は、例えば、ノースブリッジおよびサ
ウスブリッジなどの、２つ以上の別個の構成要素に分割され得る。また、いくつかの実施
態様では、持続性コンピュータ可読記憶媒体１５２０に対するインタフェースなどの、Ｉ
／Ｏインタフェース１５３０の機能の一部または全部が、プロセッサ１５１０Ａ～１５１
０Ｎに直接組み込まれ得る。
【０１２３】
　ネットワークインタフェース１５４０は、コンピュータシステム１５００と、他のコン
ピュータシステムなどの、ネットワークに取り付けられた他の装置との間で、またはコン
ピュータシステム１５００のノード間で、データが交換されるのを可能にするように構成
され得る。例えば、ネットワークインタフェース１５４０は、制御ステーション２０１の
コマンド構成要素と、各接続された収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０
９の収納用区画管理構成要素との間でのやりとりおよびインタフェースを可能にするため
に、無線アンテナ２４１、２４３、２３１、２４５、２４７を利用し得る。様々な実施態
様では、ネットワークインタフェース１５４０は、任意の適切なタイプのイーサネットネ
ットワークなどの、有線または無線の一般的なデータネットワークを介した通信をサポー
トし得る。例えば、ネットワークインタフェース１５４０は、アナログ音声ネットワーク
またはデジタルファイバー通信ネットワークなどの電気通信網／電話網を経由した、ファ
イバーチャンネルＳＡＮなどのストレージエリアネットワークを経由した、または任意の
他の適切なタイプのネットワークおよび／もしくはプロトコルを経由した通信をサポート
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し得る。
【０１２４】
　入力／出力装置１５５０は、いくつかの実施態様では、１つもしくは複数のディスプレ
イ端末、キーボード、キーパッド、タッチパッド、スキャン装置、音声もしくは光学的認
識装置、または１つもしくは複数のコンピュータシステム１５００によるデータの入力も
しくは取出しに適した任意の他の装置を含み得る。ユーザーインタフェース２１１および
本明細書で説明する構成要素などの、複数の入力／出力装置１５５０は、コンピュータシ
ステム１５００内に存在し得るか、またはコンピュータシステム１５００の様々なノード
上に分散され得る。いくつかの実施態様では、同様の入力／出力装置が、コンピュータシ
ステム１５００から分離され得、コンピュータシステム１５００の１つまたは複数のノー
ドと、ネットワークインタフェース１５４０を通してなど、有線もしくは無線接続を通し
て、やりとりし得る。例えば、収納用区画モジュール２０３、２０５、２０７、２０９の
コンピュータシステムおよび／またはそれら収納用区画モジュールのロッキング機構は、
有線または無線ネットワークインタフェース１５４０を介して入力／出力装置１５５０と
してコンピュータシステム１５００と通信し得る。
【０１２５】
　図１５に示されるように、メモリ１５２０は、集荷場所を実装するように構成され得る
プログラム命令１５２５およびデータ記憶１５３５を含み得、データ記憶１５３５は、プ
ログラム命令１５２５によってアクセス可能な、様々な表、データベースおよび／または
他のデータ構造を含み得る。一実施態様では、プログラム命令１５２５は、粒子スキャナ
、ユーザーインタフェース２１１、セキュリティ、収納用区画のロックおよびロック解除
、ならびに集荷場所の管理を実装するように構成された様々なソフトウェアモジュールを
含み得る。データ記憶１５３５は、１つもしくは複数の収納用区画モジュール、様々な収
納用区画内に含まれている品目の存否を表すデータ、様々な収納用区画に対するアクセス
情報および／または他の品目パラメータ値を保持するための様々なデータストアを含み得
る。データ記憶１５３５は、品目返品、遅れ注文、部分注文、移送用容器の位置、および
集荷場所によって利用される他の情報を表すデータを保持するための１つまたは複数のデ
ータストアも含み得る。
【０１２６】
　様々な実施態様では、１つまたは複数のデータストアに含まれているとして本明細書に
示されているパラメータ値および他のデータは、記載されていない他の情報と組み合わさ
れ得るか、またはもっと多いか、少ないか、もしくは異なるデータ構造に異なって分割さ
れ得る。いくつかの実施態様では、集荷場所で、またはその構成要素もしくは部分で使用
されるデータストアは、１つのメモリに物理的に配置され得るか、または２つ以上のメモ
リ間で分散され得る。これらのメモリは、単一のコンピュータシステムの部分であり得る
か、または、異なる実施態様では、それらは、有線もしくは無線のローカルエリアネット
ワークによって、またはインターネットを通して接続された２つのコンピュータシステム
などの、２つ以上のコンピュータシステムの間で分散され得る。同様に、他の実施態様で
は、異なるソフトウェアモジュールおよびデータストアが、本明細書に記載された集荷場
所システムおよび／またはその様々な構成要素のいずれかを構成し得る。
【０１２７】
　当業者は、コンピューティングシステム１５００は、例示に過ぎず、本開示の範囲を制
限することを意図していないことを理解するであろう。具体的には、コンピューティング
システムおよび装置は、コンピュータ、ネットワーク装置、インターネット家電、ＰＤＡ
、無線電話、ポケットベルなどを含む、示された機能を実行できるハードウェアまたはソ
フトウェアの任意の組合せを含み得る。コンピューティングシステム１５００は、例示さ
れていない他の装置にも接続され得るか、または代わりに、スタンドアロンシステムとし
て動作し得る。加えて、例示された構成要素によって提供される機能は、いくつかの実施
態様では、もっと少ない構成要素内で組み合わされるか、または追加の構成要素内に分散
され得る。同様に、いくつかの実施態様では、例示された構成要素のうちのいくつかの機
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能が提供されず、かつ／または追加の機能が利用可能であり得る。
【０１２８】
　当業者は、様々な品目が、使用されている間に、メモリまたはストレージに格納されて
いるとして例示されているが、これらの品目またはそれらの部分は、メモリ管理およびデ
ータ整合性のために、メモリと他の記憶装置との間で転送され得ることも理解するであろ
う。あるいは、他の実施態様では、ソフトウェア構成要素の一部または全部が、別の装置
上のメモリ内で実行され得、コンピュータ間通信を経由して、例示されたコンピューティ
ングシステムと通信し得る。システム構成要素の一部もしくは全部またはデータ構造も、
持続性、コンピュータアクセス可能媒体、または適切なドライブによって読み取られる携
帯品上に（例えば、命令または構造化データとして）格納され得、その様々な例が上で説
明されている。いくつかの実施態様では、コンピュータシステム１５００から分離された
コンピュータアクセス可能媒体上に格納された命令が、ネットワークおよび／または無線
リンクなどの通信媒体を介して伝達される、伝送媒体または、電気信号、電磁信号、もし
くはデジタル信号などの信号によってコンピュータシステム１５００に伝送され得る。様
々な実施態様は、コンピュータアクセス可能媒体に関する前述の説明に従って実装された
命令および／またはデータの受信、送信または格納をさらに含み得る。その結果、本明細
書に記載する技術は、他のコンピュータシステム構成とともに実施され得る。
【０１２９】
　当業者は、いくつかの実施態様では、前述したプロセスおよびシステムによって提供さ
れる機能は、例えば、さらに多くのソフトウェアモジュールもしくはルーチン間で分割さ
れているか、またはもっと少ないモジュールもしくはルーチンに統合されているとしてな
ど、代替方法で提供され得ることを理解するであろう。同様に、いくつかの実施態様では
、例示されたプロセスおよびシステムは、他の例示されたプロセスが代わりに、それぞれ
、かかる機能を欠いているか、もしくは含む場合、または、提供されている機能の量が変
わる場合など、説明されているよりも多いか、または少ない機能を提供し得る。加えて、
様々な工程は、特定の方法（例えば、連続して、または、並行して）および／または特定
の順序で実行されていると示され得るが、当業者は、他の実施態様では、工程は他の順序
および他の方法で実行され得ることを理解するであろう。当業者は、前述のデータ構造は
、例えば、単一のデータ構造を複数のデータ構造に分割することによるか、または複数の
データ構造を単一のデータ構造に統合することによるなど、異なる方法で構造化され得る
ことも理解するであろう。同様に、いくつかの実施態様では、例示されたデータ構造は、
他の例示されたデータ構造が代わりに、それぞれ、かかる情報を欠いているか、もしくは
含む場合、または、格納されている情報の量もしくはタイプが変わる場合など、説明され
ているよりも多いか、または少ない情報を格納し得る。図に例示されて本明細書で説明さ
れるように、様々な方法およびシステムは実施態様例を表す。方法およびシステムは、他
の実施態様では、ソフトウェア、ハードウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。
同様に、いずれの方法の順序も変更され得、他の実施態様では、様々な要素が、追加、並
べ替え、結合、省略、修正などが行われ得る。
【０１３０】
　前述から、本明細書では特定の実施態様が例証のために説明されているが、添付の請求
項の精神および範囲ならびに本明細書に記載された要素から逸脱することなく、様々な修
正が行われ得ることが理解されるであろう。加えて、ある態様がある請求項フォームで以
下に示されているが、本発明人は、任意の利用可能な請求項フォームでの様々な態様を考
える。例えば、いくつかの態様のみが現在、コンピュータ可読記憶媒体内に具体化されて
いるとして記載され得るが、他の態様も同様に、そのように具体化され得る。本開示の利
益を得る当業者に明らかであるように、様々な修正および変更が行われ得る。全てのかか
る修正および変更を包含すること、従って、前述の説明が、制限的な意味ではなく、例示
と見なされることを意図する。
【０１３１】
　本開示の実施態様は、以下の付記項を考慮して説明され得る：
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　付記項１．実行可能な命令で構成された１つまたは複数のコンピューティング装置の制
御下で、
　品目を購入する要求を顧客から受信することと、
　その品目が配達されて回収のために保管され得る集荷場所を識別することと、
　その品目が運搬管理施設において在庫から選び取られて、配達用容器に入れられるよう
にすることと、
　その配達用容器の運搬管理施設から識別された集荷場所への輸送を開始することであっ
て、その品目が輸送前に出荷用パッケージに梱包されていない、その配達用容器の運搬管
理施設から識別された集荷場所への輸送を開始することと、
　集荷場所において品目を配達用容器から取り出すための命令を提供することと、
　集荷場所においてその品目を識別された集荷場所の収納用区画に入れるための命令を提
供することと、
　品目が集荷場所で引取り可能であることを顧客にメッセージ伝達することと
を含む方法。
【０１３２】
　付記項２．集荷場所で配達されて回収のために保管され得る第２の品目に対する第２の
注文を識別することと、
　第２の品目が運搬管理施設において在庫から選び取られて、配達用容器に入れられるよ
うにすることと
をさらに含み、
　その配達用容器を輸送することが、第２の品目を配達用容器に入れて輸送することを含
み、第２の品目が輸送前に出荷用パッケージ内に梱包されていない、
付記項１に記載の方法。
【０１３３】
　付記項３．集荷場所において第２の品目を配達用容器から取り出すための命令を提供す
ることと、
　集荷場所において第２の品目を識別された集荷場所の第２の収納用区画に入れるための
命令を提供することと
をさらに含む、付記項２に記載の方法。
【０１３４】
　付記項４．第２の品目が集荷場所で引取り可能であることを第２の顧客にメッセージ伝
達すること
をさらに含む、付記項３に記載の方法。
【０１３５】
　付記項５．品目を購入する要求を顧客から受信することが、第２の品目を購入する要求
を顧客から受信することを含む、付記項１に記載の方法。
【０１３６】
　付記項６．第２の品目が第２の運搬管理施設において在庫から選び取られて、第２の配
達用容器に入れられるようにすることと、
　第２の配達用容器の第２の運搬管理施設から識別された集荷場所への輸送を開始するこ
とであって、第２の品目が輸送前に出荷用パッケージ内に梱包されていない、第２の配達
用容器の第２の運搬管理施設から識別された集荷場所への輸送を開始することと、
　集荷場所において第２の品目を識別された集荷場所の収納用区画に入れるための命令を
提供することと
をさらに含み、
　その品目が集荷場所で引取り可能であることを顧客にメッセージ伝達することが、品目
および第２の品目が収納用区画に入れられた後に実行される、
付記項５に記載の方法。
【０１３７】
　付記項７．コンピュータ実行可能命令を格納する１つまたは複数のコンピュータ可読媒
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体であって、その命令が、１つまたは複数のプロセッサ上で実行される場合に、その１つ
または複数のプロセッサに、
　集荷場所において第１の配達用容器を識別することであって、第１の配達用容器が第１
の品目を含む、集荷場所において第１の配達用容器を識別することと、
　集荷場所において第２の配達用容器を識別することであって、第２の配達用容器が第２
の品目を含む、集荷場所において第２の配達用容器を識別することと、
　集荷場所において収納用区画を識別することと、
　第１の品目および第２の品目を識別された収納用区画に入れるための命令を提供するこ
とと
を含む動作を実行させ、
　第１の品目および第２の品目のうちの少なくとも１つが出荷用パッケージに梱包されて
いない、
１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１３８】
　付記項８．動作が、
　第１の品目および第２の品目が集荷場所で引取り可能であることを顧客にメッセージ伝
達すること
をさらに含む、
付記項７に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１３９】
　付記項９．第２の配達用容器が、集荷場所の第２の収納用区画内に保管されている、付
記項７に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１４０】
　付記項１０．第１の配達用容器が複数の品目を含む、付記項７に記載の１つまたは複数
のコンピュータ可読媒体。
【０１４１】
　付記項１１．第３の品目が、第１の品目および第２の品目とともに、識別された収納用
区画内に入れられる、付記項７に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１４２】
　付記項１２．第１の配達用容器が、第１の時間インターナル（ｉｎｔｅｒｎａｌ）中に
集荷場所で受け取られ、かつ、第２の配達用容器が、第２の時間間隔中に集荷場所で受け
取られる、付記項７に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１４３】
　付記項１３．第１の配達用容器が、第１の運搬管理施設から受け取られ、かつ、第２の
配達用容器が、第２の運搬管理施設から受け取られる、付記項７に記載の１つまたは複数
のコンピュータ可読媒体。
【０１４４】
　付記項１４．第１の品目および第２の品目を識別された収納用区画に入れるための命令
を提供することが、第１の配達用容器および第２の配達用容器を識別された収納用区画に
入れることを含む、付記項７に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１４５】
　付記項１５．第１の品目および第２の品目を識別された収納用区画に入れるための命令
を提供することが、
　第１の品目を第２の配達用容器に入れ、かつ第１の品目および第２の品目の両方を含む
第２の配達用容器を識別された収納用区画に入れるための命令を提供すること
をさらに含む、付記項７に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１４６】
　付記項１６．動作が、
　集荷場所において第３の配達用容器を識別することであって、第３の配達用容器が第３
の品目を含む、集荷場所において第３の配達用容器を識別すること
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をさらに含み、
　第１の品目および第２の品目を識別された収納用区画に入れるための命令を提供するこ
とが、第３の品目を識別された収納用区画に入れるための命令をさらに含む、
付記項７に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１４７】
　付記項１７．第２の配達用容器を識別することが、第２の配達用容器を現在収納する集
荷場所での収納用区画を識別することを含む、付記項７に記載の１つまたは複数のコンピ
ュータ可読媒体。
【０１４８】
　付記項１８．集荷場所において第１の配達用容器を識別することが、第１の配達用容器
上に置かれたバーコードをスキャンすることを含む、付記項７に記載の１つまたは複数の
コンピュータ可読媒体。
【０１４９】
　付記項１９．運搬管理施設において集荷場所に輸送するために配達用容器を準備するた
めの命令を格納する持続性コンピュータ可読記憶媒体であって、その命令が、プロセッサ
によって実行される場合に、プロセッサに、
　回収のために集荷場所に輸送される第１の品目に対する第１の出荷セットを識別するこ
とと、
　回収のために集荷場所に輸送される第２の品目に対する第２の出荷セットを識別するこ
とと、
　第１の品目および第２の品目の選別を開始することであって、第１の品目および第２の
品目が配達用容器内に選び取られる、第１の品目および第２の品目の選別を開始すること
と、
　配達用容器の集荷場所への輸送を開始することであって、第１の品目および第２の品目
が配達用容器に入れられて、出荷用パッケージ内に梱包されずに、輸送される、配達用容
器の集荷場所への輸送を開始することと
を行わせる、持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【０１５０】
　付記項２０．命令がプロセッサによって実行される場合に、プロセッサに、
　回収のために第２の集荷場所に輸送される第３の品目に対する第３の出荷セットを識別
することと、
　第３の品目の選別を開始することであって、第３の品目が第２の配達用容器内に選び取
られる、第３の品目の選別を開始することと、
　配達用容器および第２の配達用容器の積込みを配達経路に対応するように順序付けるこ
とと
をさらに行わせる、付記項１９に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【０１５１】
　付記項２１．命令がプロセッサによって実行される場合に、プロセッサに、
　回収のために第２の集荷場所に輸送される第３の品目に対する第３の出荷セットを識別
することと、
　第３の品目の選別を開始することであって、第３の品目が第２の配達用容器内に選び取
られる、第３の品目の選別を開始することと、
　第１の品目、第２の品目および第３の品目の選別を、配達用容器および第２の配達用容
器に対する積込み計画に対応するように順序付けることと
をさらに行わせる、付記項１９に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【０１５２】
　付記項２２．実行可能な命令で構成された１つまたは複数のコンピューティング装置の
制御下で、
　集荷場所の収納用区画内に収納されている品目を識別することと、
　その品目が運搬管理施設に返品されるかを判断することと、
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　その品目を収納用区画から回収するための命令を提供することと、
　その品目の運搬管理施設への返品を開始することと
を含む方法。
【０１５３】
　付記項２３．品目に関連付けられた注文の少なくとも一部をキャンセルすることをさら
に含む、付記項２２に記載の方法。
【０１５４】
　付記項２４．品目が返品されるかを判断することが、その品目がもはや大量の品目では
ないと判断することを含む、付記項２２に記載の方法。
【０１５５】
　付記項２５．品目が返品されるかを判断することが、その品目が注文に関連付けられて
いて、その注文の第２の品目がその集荷場所で受け取られていないと判断することを含む
、付記項２２に記載の方法。
【０１５６】
　付記項２６．注文をキャンセルすることと、その注文を運搬管理施設から履行する要求
を開始することとをさらに含む、付記項２５に記載の方法。
【０１５７】
　付記項２７．実行可能な命令で構成された１つまたは複数のコンピューティング装置の
制御下で、
　品目を購入する要求およびその購入した品目に対する配達先を顧客から受信することと
、
　その品目が配達されて回収のために保管され得る自動化集荷場所を識別することと、
　その品目の運搬管理施設から識別された自動化集荷場所への輸送を開始することと、
　自動化集荷場所において品目を自動化集荷場所で保管するための命令を提供することと
、
　自動化集荷場所において運送業者を識別して、品目へのアクセスを提供することと
を含む方法。
【０１５８】
　付記項２８．品目を配達先に輸送するための最も低い総履行費用を判断することをさら
に含む、付記項２７に記載の方法。
【０１５９】
　付記項２９．品目が配達されて回収のために保管され得る自動化集荷場所を識別するこ
とが、判断された最も低い総履行費用に少なくとも一部基づき識別される、付記項２８に
記載の方法。
【０１６０】
　付記項３０．品目が配達されて回収のために保管され得る自動化集荷場所を識別するこ
とが、
　配達先がその自動化集荷場所の地理的範囲内であるかどうかを判断すること
を含む、付記項２７に記載の方法。
【０１６１】
　付記項３１．顧客が、自動化集荷場所の地理的範囲内の配達先をそれに対して選択して
いる、第２の品目を識別すること
をさらに含む、付記項３０に記載の方法。
【０１６２】
　付記項３２．品目の運搬管理施設から識別された自動化集荷場所への輸送を開始するこ
とが、第２の品目の運搬管理施設から識別された自動化集荷場所への輸送を開始すること
をさらに含む、付記項３１に記載の方法。
【０１６３】
　付記項３３．第２の品目の第２の運搬管理施設から識別された自動化集荷場所への輸送
を開始することをさらに含む、付記項３１に記載の方法。
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【０１６４】
　付記項３４．コンピュータ実行可能命令を格納する１つまたは複数のコンピュータ可読
媒体であって、その命令が、１つまたは複数のプロセッサ上で実行される場合に、その１
つまたは複数のプロセッサに、
　品目を宛先まで履行する命令を受信することと、
　その品目を宛先まで履行する通常の費用を判断することであって、その通常の費用が、
品目を運搬管理施設から宛先まで運送業者を使用して輸送するための推定費用を含む、そ
の品目を宛先まで履行する通常の費用を判断することと、
　宛先の地理的範囲内の集荷場所を識別することと、
　品目を宛先まで履行するための輸送費を判断することであって、輸送費が、その品目を
運搬管理施設から識別された集荷場所まで輸送し、かつ、その品目を識別された集荷場所
から宛先まで輸送するための推定費用を含む、品目を宛先まで履行するための輸送費を判
断することと、
　判断された輸送費が判断された通常の費用よりも低いかまたは等しい場合、品目を運搬
管理施設から識別された集荷場所まで輸送し、その品目を識別された集荷場所から宛先ま
で輸送することを選択することと
を含む動作を実行させる、
１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１６５】
　付記項３５．輸送費を判断することが、その地理的範囲内の宛先を有する複数の他の品
目を識別することをさらに含み、
　品目を運搬管理施設から識別された集荷場所まで輸送し、その品目を識別された集荷場
所から宛先まで輸送するための推定費用が、その品目および複数の品目のうちの少なくと
も第２の品目を運搬管理施設から識別された集荷場所まで輸送することを決定することに
より削減される、
付記項３４に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１６６】
　付記項３６．コンピュータ実行可能命令を格納する１つまたは複数のコンピュータ可読
媒体であって、その命令が、１つまたは複数のプロセッサ上で実行される場合に、その１
つまたは複数のプロセッサに、
　自動化集荷場所の地理的範囲内の第１の宛先を有する第１の品目を履行するための命令
を受信することと、
　自動化集荷場所の第２の宛先を有する第２の品目を履行するための命令を識別すること
と、
　その第１の品目および第２の品目を運搬管理施設から選び取らせることと、
　その第１の品目および第２の品目の自動化集荷場所への輸送を開始することと
を含む動作を実行させる、
１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１６７】
　付記項３７．第１の品目および第２の品目を運搬管理施設から選び取らせることが、第
２の品目を配達用容器内に選び取らせることを含む、付記項３６に記載の１つまたは複数
のコンピュータ可読媒体。
【０１６８】
　付記項３８．配達用容器が複数の品目を含み、複数の品目のうちの少なくとも１つが、
自動化集荷場所の第２の宛先を有する、付記項３７に記載の１つまたは複数のコンピュー
タ可読媒体。
【０１６９】
　付記項３９．自動化集荷場所の地理的範囲内の第３の宛先を有する第３の品目を履行す
るための命令を識別することをさらに含み、
　第１の品目および第２の品目を運搬管理施設から選び取らせることが、第３の品目を運
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搬管理施設から選び取らせることを含み、かつ、
　第１の品目および第２の品目の自動化集荷場所への輸送を開始することが、第３の品目
の自動化集荷場所への輸送を開始することを含む、
付記項３６に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１７０】
　付記項４０．動作が、
　第１の品目および第３の品目が回収のために第１の収納用区画に保管されるようにする
ことと、
　第２の品目が回収のために第２の収納用区画に保管されるようにすることと
をさらに含む、付記項３９に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１７１】
　付記項４１．少なくとも第２の品目が、輸送前に出荷用パッケージ内に梱包されない、
付記項４０に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１７２】
　付記項４２．動作が、
　自動化集荷場所の地理的範囲内の第３の宛先を有する第３の品目を履行するための命令
を識別することと、
　第３の品目を第２の運搬管理施設から選び取らせることと、
　第３の品目の自動化集荷場所への輸送を開始することと
をさらに含む、付記項３６に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１７３】
　付記項４３．動作が、
　第１の品目および第３の品目が第１の収納用区画に保管されるようにすることと、
　第２の品目が第２の収納用区画に保管されるようにすることと
をさらに含む、付記項４２に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１７４】
　付記項４４．動作が、
　第１の品目および第２の品目の輸送を所定の時間内に集荷場所に到着するように順序付
けすること
をさらに含む、付記項４２に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１７５】
　付記項４５．自動化集荷場所において移送用容器の受取りを可能にするための命令を格
納する持続性コンピュータ可読記憶媒体であって、その命令が、プロセッサによって実行
される場合に、そのプロセッサに、
　自動化集荷場所において移送用容器を識別することであって、移送用容器が、自動化集
荷場所の地理的範囲内の配達先と関連付けられ、かつ、その移送用容器内に入れられた品
目が、集荷場所以外の宛先への配達に対してスケジューリングされている、自動化集荷場
所において移送用容器を識別することと、
　自動化集荷場所において移送用容器を保管するための位置を決定することと、
　移送用容器をその決定された位置に置くための命令を提供することと、
　移送用容器がその決定された位置に置かれたことを確認することと
を行わせる、持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【０１７６】
　付記項４６．移送用容器が、その品目を含む出荷用パッケージである、付記項４５に記
載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【０１７７】
　付記項４７．命令が、プロセッサによって実行される場合に、そのプロセッサにさらに
、
　集荷場所において移送用容器と関連付けられた第２の移送用容器を識別させる、
付記項４５に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。



(42) JP 5848850 B2 2016.1.27

10

20

30

40

50

【０１７８】
　付記項４８．その位置が収納用区画であり、かつ
　命令が、プロセッサによって実行される場合に、そのプロセッサにさらに、
　その収納用区画のドアのロックを解除させる、
付記項４５に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【０１７９】
　付記項４９．命令が、プロセッサによって実行される場合に、そのプロセッサにさらに
、
　移送用容器が集荷場所で保管されていて回収可能であることを運送業者にメッセージ伝
達させる、
付記項４５に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【０１８０】
　付記項５０．命令が、プロセッサによって実行される場合に、そのプロセッサにさらに
、
　移送用容器に入れられた品目の配達先を集荷場所以外の宛先から集荷場所に変更させる
、
付記項４５に記載の持続性コンピュータ可読記憶媒体。
【０１８１】
　付記項５１．制御ステーションと、
　制御ステーションと結合するように構成された収納用区画モジュールとを含み、
　制御ステーションが、
　　収納用区画モジュールに通信接続を提供するように構成されたコネクタ構成要素と、
　　収納用区画モジュールの収納用区画のロックを解除するためにコネクタ構成要素を介
してコマンドを送信するためのコマンド構成要素と、
　　収納用区画モジュールの収納用区画内に収納されている品目に対する注文を識別する
ように構成されているユーザーインタフェースと
を含み、
　収納用区画モジュールが、
　　品目を保管するための複数の収納用区画であって、複数の収納用区画のうちの少なく
とも１つが存在検出センサーを含む、品目を保管するための複数の収納用区画と、
　　コネクタ構成要素と結合して、制御ステーションから通信接続を受信するように構成
された受容器構成要素と、
　　コマンド構成要素からのコマンドの受信に応答して、収納用区画のロックを解除させ
るように構成された収納用区画管理構成要素と
を含む、集荷場所。
【０１８２】
　付記項５２．収納用区画モジュールが、
　コネクタ構成要素が受容器構成要素と結合すると、収納用区画モジュールを制御ステー
ションに対して識別するように構成された識別子
をさらに含む、付記項５１に記載の集荷場所。
【０１８３】
　付記項５３．識別子が、収納用区画モジュールの収納用区画構成を識別するようにさら
に構成されている、付記項５２に記載の集荷場所。
【０１８４】
　付記項５４．収納用区画管理構成要素が、閉じられている複数の収納用区画のうちの収
納用区画のドアに応答して、閉ドア通知をコマンド構成要素に提供するようにさらに構成
されている、付記項５１に記載の集荷場所。
【０１８５】
　付記項５５．収納用区画管理構成要素が、収納用区画モジュールの収納用区画内に配置
されている画像捕捉装置を作動させるようにさらに構成されている、付記項５１に記載の
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集荷場所。
【０１８６】
　付記項５６．収納用区画管理構成要素が、収納用区画モジュールの収納用区画内に配置
されている動きセンサーを作動させるようにさらに構成されている、付記項５１に記載の
集荷場所。
【０１８７】
　付記項５７．収納用区画モジュールが動きセンサーをさらに含む、付記項５１に記載の
集荷場所。
【０１８８】
　付記項５８．コンピュータ実行可能命令を格納する１つまたは複数のコンピュータ可読
媒体であって、その命令が、１つまたは複数のプロセッサ上で実行される場合に、その１
つまたは複数のプロセッサに、
　集荷場所の収容能力における変化を識別することと、
　収容能力における変化が、収納用区画モジュールを集荷場所に追加した結果であるかを
判断することと、
　収容能力における変化が、収納用区画モジュールを集荷場所に追加した結果であるとい
う判断に応答して、リモート位置に追加された収納用区画モジュールを通知することと
を含む動作を実行させる、
１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１８９】
　付記項５９．収容能力における変化が、追加された収容能力である、付記項５８に記載
の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１９０】
　付記項６０．収容能力における変化が、削減された収容能力である、付記項５８に記載
の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１９１】
　付記項６１．動作が、
　収容能力における変化が、収納用区画モジュールを集荷場所に追加した結果ではないと
いう判断に応答して、リモート位置に除去された収納用区画モジュールを通知すること
をさらに含む、付記項５８に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１９２】
　付記項６２．収容能力における変化が、収納用区画モジュールを追加した結果であるか
を判断することが、
　集荷場所に追加された収納用区画モジュールの識別を受信することと、
　追加された収納用区画モジュールの収納用区画構成を判断することと、
　判断された収納用区画構成に基づき集荷場所に提供された追加された収容能力を識別す
ることと
を含む、付記項５８に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１９３】
　付記項６３．収容能力における変化が、収納用区画モジュールを集荷場所に追加した結
果であるという判断に応答して、追加された収納用区画モジュールの複数の収納用区画を
使用可能にすること
をさらに含む、付記項５８に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１９４】
　付記項６４．収容能力における変化が、収納用区画モジュールを集荷場所に追加した結
果であるという判断に応答して、追加された収納用区画モジュールを制御することと、追
加された収納用区画モジュールの収納用区画に入れられる品目に対する注文を割り当てる
ことと
をさらに含む、付記項５８に記載の１つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
【０１９５】
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　付記項６５．集荷場所の制御モジュールであって、
　集荷場所の収納用区画モジュールとの通信を提供するように構成された通信構成要素と
、
　収納用区画モジュールの収納用区画内に収納されている品目に対する注文を識別するよ
うに構成されたユーザーインタフェースと、
　収納用区画内に収納されている品目の存在を検出するための存在検出センサーと、
　収納用区画モジュールの少なくとも一部を制御するために通信構成要素を介してコマン
ドを送信するためのコマンド構成要素と
を含む、制御モジュール。
【０１９６】
　付記項６６．ユーザーインタフェースがスキャナを含む、付記項６５に記載の制御モジ
ュール。
【０１９７】
　付記項６７．ユーザーインタフェースがディスプレイを含む、付記項６５に記載の制御
モジュール。
【０１９８】
　付記項６８．通信構成要素が、収納用区画モジュールとの無線通信を提供する、付記項
６５に記載の制御モジュール。
【０１９９】
　付記項６９．コマンド構成要素が、注文を識別するユーザーインタフェースに応答して
、収納用区画モジュールの収納用区画のロックを解除するためにコマンドを送信するよう
に構成されている、付記項６５に記載の制御モジュール。
【０２００】
　付記項７０．コマンド構成要素が、収納用区画モジュールの収納用区画内に含まれる画
像捕捉装置を作動するように構成されている、付記項６５に記載の制御モジュール。
【０２０１】
　付記項７１．集荷場所の収納用区画モジュールに電力を供給するように構成された電力
供給構成要素をさらに含む、付記項６５に記載の制御モジュール。
【０２０２】
　付記項７２．複数の収納用区画を含む集荷場所であって、
　複数の収納用区画のうちの少なくとも１つの内部に配置された画像捕捉装置であって、
複数の収納用区画のうちの少なくとも１つの内部のオブジェクトの画像を捕捉するように
構成されている、画像捕捉装置と、
　複数の収納用区画のうちの少なくとも１つの内部に配置された存在検出センサーであっ
て、複数の収納用区画のうちの少なくとも１つの内部のオブジェクトの存在を検出するよ
うに構成されている、存在検出センサーと、
　有害物質または使用禁止物質の検査で使用するために粒子を収集するように構成された
粒子センサーと、
　集荷場所の収納用区画内に含まれるオブジェクトに対する注文を識別するように構成さ
れたユーザーインタフェースと
を含む、集荷場所。
【０２０３】
　付記項７３．収納用区画内に含まれるオブジェクトに対する注文を識別するユーザーイ
ンタフェースに応答して、集荷場所の収納用区画のロックを解除させるように構成された
収納用区画管理構成要素をさらに含む、付記項７２に記載の集荷場所。
【０２０４】
　付記項７４．収納用区画が、
　集荷場所の収納用区画を保護するためのドアと、
　収納用区画管理構成要素から受信した命令に応答して、収納用区画のドアをロックおよ
びロック解除するためのロッキング機構と
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を含む、付記項７３に記載の集荷場所。
【０２０５】
　付記項７５．収納用区画が、
　収納用区画の内側に配置された反射面を含む、
付記項７３に記載の集荷場所。
【０２０６】
　付記項７６．反射面が収納用区画の上面内側上に配置されている、付記項７５に記載の
集荷場所。
【０２０７】
　付記項７７．収納用区画が、
　収納用区画の内側に配置された照明構成要素を含む、
付記項７５に記載の集荷場所。
【０２０８】
　付記項７８．集荷場所の少なくとも一部が、集荷場所の底面上に配置された複数のキャ
スターを含む、付記項７２に記載の集荷場所。
【０２０９】
　付記項７９．集荷場所の収納用区画であって、
　空洞を画定するように構成された複数の面と、
　複数の面のうちの少なくとも１つに枢動可能に連結され、ドアが閉じた位置にある場合
に、空洞内に置かれたオブジェクトへのアクセスを防ぐように位置付けられた、ドアと、
　空洞内に配置され、オブジェクトの画像を捕捉するように構成された、画像捕捉装置と
、
　空洞内に配置され、オブジェクトの存在を検出するように位置付けられた、存在検出セ
ンサーと、
　閉じた位置にある場合に、ドアの旋回を選択的に妨害または許可するように構成された
ロッキング機構と
を含む、収納用区画。
【０２１０】
　付記項８０．画像捕捉装置、存在検出センサーおよびロッキング機構が、収納用区画か
ら遠く離れたコマンド構成要素によって制御される、付記項７９に記載の収納用区画。
【０２１１】
　付記項８１．画像捕捉装置がビデオカメラである、付記項７９に記載の収納用区画。
【０２１２】
　付記項８２．ビデオカメラが、ビデオを録画し、録画されたビデオをリモート位置に提
供するように構成されている、付記項８１に記載の収納用区画。
【０２１３】
　付記項８３．収納用区画が、複数の存在検出センサーを含む、付記項７９に記載の収納
用区画。
【０２１４】
　付記項８４．ロッキング機構が、オブジェクトに関連付けられた注文の識別に応答して
、ドアの旋回を許可する、付記項７９に記載の収納用区画。
【０２１５】
　付記項８５．オブジェクトが収納用区画内に入れられて、ドアが閉じた位置に位置付け
られると、ロッキング機構がドアの旋回を妨げる、付記項７９に記載の収納用区画。
【０２１６】
　付記項８６．複数の面が、
　上面と、
　上面と実質的に平行に位置付けられた下面と、
　上面と実質的に垂直に位置付けられ、上面および下面に隣接している、第１の側面と、
　第１の側面と実質的に平行に位置付けられ、上面および下面に隣接している、第２の側
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　上面と実質的に垂直に位置付けられ、上面、下面、第１の側面および第２の側面に隣接
している、背面と
を含む、付記項７９に記載の収納用区画。
【０２１７】
　付記項８７．上面上に配置された反射面をさらに含む、付記項８６に記載の収納用区画
。
【０２１８】
　付記項８８．下面上に配置された反射面をさらに含む、付記項８６に記載の収納用区画
。
【０２１９】
　付記項８９．存在検出センサーが第１の側面上に配置されている、付記項８６に記載の
収納用区画。
【０２２０】
　付記項９０．実行可能な命令で構成された１つまたは複数のコンピューティング装置の
制御下で、
　集荷場所の外面上に配置されたユーザーインタフェースの所定の範囲内のオブジェクト
の存在を検出することであって、集荷場所が、オブジェクトを保管して、オブジェクトへ
のアクセスを提供するための複数の収納用区画を含む、オブジェクトの存在を検出するこ
とと、
　存在の検出に応答して、
　　空気噴出構成要素を作動させることであって、空気噴出構成要素がユーザーインタフ
ェースの表面を通って空気を噴出するように位置付けられている、空気噴出構成要素を作
動させることと、
　　空気取入れ口構成要素を作動させることであって、空気取入れ口構成要素が、空気取
入れ口構成要素によって噴出された空気、および噴出された空気がユーザーインタフェー
ス上を通過する際に収集された粒子を収集するように位置付けられている、空気取入れ口
構成要素を作動させることと、
　　物質の存在に関する判断を受信することであって、判断することが、収集された粒子
に少なくとも一部基づく、物質の存在に関する判断を受信することと、
　　物質が存在しないという判断に応答して、複数の収納用区画のうちの収納用区画をア
クセス可能にさせることと
を含む、方法。
【０２２１】
　付記項９１．物質が有害物質である、付記項９０に記載の方法。
【０２２２】
　付記項９２．物質が使用禁止物質である、付記項９０に記載の方法。
【０２２３】
　付記項９３．ユーザーインタフェースがタッチスクリーンディスプレイである、付記項
９０に記載の方法。
【０２２４】
　付記項９４．空気噴出構成要素が、タッチスクリーンディスプレイの第１の側面上に位
置付けられ、空気取入れ口構成要素がタッチスクリーンディスプレイの反対側上に位置付
けられている、付記項９３に記載の方法。
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