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(57)【要約】
【課題】配送物を区分した状態で効率よく輸送するため
のラベル付仕切り構造体を提供する。
【解決手段】仕分け枠１０は、郵便物を収容するコンテ
ナに収納可能な大きさで、このコンテナ内を複数の収容
空間に区画する縦板１１及び横板１２から構成される。
仕分け枠１０は、使用する場合には縦板１１と横板１２
とが直交し、保管する場合には縦板１１と横板１２との
角度が小さくなるように、この角度が可変となるように
構成されている。横板１２には、各収容空間に位置する
ようにラベル１５，１６が設けられている。外枠を構成
する横板１２には、第１面１５ａにのみ区分情報が表示
されたラベル１５が取り付けられ、その他の横板１２に
は、両面に区分情報が表示されたラベル１６が取り付け
られている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仕分け対象物を収納するコンテナに収納可能な大きさで、前記コンテナ内を複数の空間
に区画する仕切り板を備えた仕切り構造体であって、
　前記仕切り板は、格子状に前記空間を区画するための横板と縦板から構成されており、
　前記横板及び前記縦板の少なくとも１つには、前記空間のそれぞれに収納される仕分け
対象物を識別するためのラベルを設け、
　前記横板と前記縦板とは、交差する角度を変更可能なように接合されていることを特徴
とする仕切り構造体。
【請求項２】
　前記横板と前記縦板を、前記コンテナに収納する場合に直交させた第１角度よりも小さ
い第２角度で交差させた場合、前記ラベルが前記横板と前記縦板との間に収納可能となる
ことを特徴とする請求項１に記載の仕切り構造体。
【請求項３】
　外形形状は、コンテナの内部形状に相似することを特徴とする請求項１又は２に記載の
仕切り構造体。
【請求項４】
　前記ラベルの表面には、この表面が前面になってラベルが位置する前記空間に収納され
る前記仕分け対象物を特定する識別情報を記載し、
　前記ラベルの裏面には、前記表面に記載された識別情報に対応する空間と隣接する空間
で、この裏面が前面になってラベルが位置する空間に収納される前記仕分け対象物を特定
する識別情報を記載したことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の仕切り構
造体。
【請求項５】
　前記コンテナには、第１拠点又は第２拠点のいずれかにおいて仕分け対象物が区分して
格納され、
　前記ラベルは、垂下するように前記横板に取り付けられており、
　前記ラベルの表面には、前記第１拠点における区分の１つを特定する第１識別情報を表
示し、前記ラベルの裏面には、前記第２拠点における区分の１つを特定する第２識別情報
を、前記第１識別情報とは上下逆の向きで表示したことを特徴とする請求項４に記載の仕
切り構造体。
【請求項６】
　前記コンテナは、郵便物を収容するコンテナであって、
　前記仕分け対象物は、郵便物であって、
　前記ラベルには、空間に収容する郵便物の宛先を区分けするための情報が記載されてい
ることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の仕切り構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、区画した空間に区分する配送物を識別するためのラベルが付されたラベル付
仕切り構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各戸に配達を行なうために、配送物を宛先に応じて仕分けする作業が行なわれている。
この仕分け作業を効率よく行なうための仕分棚が検討されている（例えば、特許文献１参
照）。この文献に記載の仕分棚では、底板、背板、天板、左右側板から構成された外側構
成用の枠体と、複数の中間部棚板及び仕切板とから構成される。仕切板は中間部棚板を分
離可能に支持し、底板および中間部棚板と左右側板等を分離可能に連結している。背板に
は、中間部棚板や仕切板等で区画される多数の仕分け棚に対応して仕分けられる郵便物を
裏面へと取り出し可能な取出孔が設けられている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２８８２４０号公報（図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、配送物の仕分けは、各戸に配達する配達拠点だけでなく、差出拠点において
も行なわれる。差出拠点においては、宛先の大まかな地方別に仕分けされる。この差出拠
点においては、宛先に応じて郵便物を仕分けした場合、仕分けた状態のまま、郵便物を次
の拠点に輸送することもある。
【０００５】
　このように仕分けた状態で郵便物を輸送する場合、仕分棚の各空間から郵便物を抜き取
り、郵便物を揃え、これを輪ゴム等の綴じ具で１つの束にする。そして、各束がどのよう
な区分で仕分けされているのかを説明する情報を記載した紙片を郵便物の最初に位置に挟
み込む。そのため、区分した状態で輸送する場合、区分する作業以外の作業に時間を割く
必要があった。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、仕分け対象物を区分した
状態で効率よく輸送するためのラベル付仕切り構造体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、仕分け対象物を収納するコン
テナに収納可能な大きさで、前記コンテナ内を複数の空間に区画する仕切り板を備えた仕
切り構造体であって、前記仕切り板は、格子状に前記空間を区画するための横板と縦板か
ら構成されており、前記横板及び前記縦板の少なくとも１つには、前記空間のそれぞれに
収納される仕分け対象物を識別するためのラベルを設け、前記横板と前記縦板とは、交差
する角度を変更可能なように接合されていることを要旨とする。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の仕切り構造体において、前記横板と前記縦
板を、前記コンテナに収納する場合に直交させた第１角度よりも小さい第２角度で交差さ
せた場合、前記ラベルが前記横板と前記縦板との間に収納可能となることを要旨とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の仕切り構造体において、外形形状は
、コンテナの内部形状に相似することを要旨とする。
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の仕切り構造体において
、前記ラベルの表面には、この表面が前面になってラベルが位置する前記空間に収納され
る前記仕分け対象物を特定する識別情報を記載し、前記ラベルの裏面には、前記表面に記
載された識別情報に対応する空間と隣接する空間で、この裏面が前面になってラベルが位
置する空間に収納される前記仕分け対象物を特定する識別情報を記載したことを要旨とす
る。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の仕切り構造体において、前記コンテナには
、第１拠点又は第２拠点のいずれかにおいて仕分け対象物が区分して格納され、前記ラベ
ルは、垂下するように前記横板に取り付けられており、前記ラベルの表面には、前記第１
拠点における区分の１つを特定する第１識別情報を表示し、前記ラベルの裏面には、前記
第２拠点における区分の１つを特定する第２識別情報を、前記第１識別情報とは上下逆の
向きで表示したことを要旨とする。
【００１１】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか１項に記載の仕切り構造体において



(4) JP 2011-31120 A 2011.2.17

10

20

30

40

50

、前記コンテナは、郵便物を収容するコンテナであって、前記仕分け対象物は、郵便物で
あって、前記ラベルには、空間に収容する郵便物の宛先を区分けするための情報が記載さ
れていることを要旨とする。
【００１２】
　（作用）
　本発明によれば、仕分け対象物を収納するコンテナに収納可能な大きさで、コンテナ内
を複数の空間に区画する仕切り板を備えた仕切り構造体である。更に、仕切り板は、格子
状に空間を区画するための横板と縦板から構成されており、横板及び縦板の少なくとも１
つには、区画された各空間に収納される仕分け対象物を識別するためのラベルを設ける。
このため、区画された各空間に収納して仕分けした配送物を、この空間に収納されたまま
コンテナごと輸送することができる。従って、仕分けする作業以外に仕分け対象物に接触
して行なう作業を省略できるので、仕分け対象物を区分けした状態で効率よく輸送するこ
とができる。また、仕切り構造体のラベルに記載された情報は、仕分け作業に用いられる
とともに、輸送先において、区分された仕分け対象物が何の区分かを説明する情報として
用いることができる。このため、区分された仕分け対象物の説明する紙を挟み込むという
作業を減らすことができるので、より効率よく仕分け対象物を輸送することができる。
【００１３】
　更に、仕切り板の横板と縦板とは、交差する角度が変更となるように接合されている。
このため、仕切り構造体を使用しない場合には、横板と縦板の交差角度を小さくすること
により、仕切り構造体を小さくして収納し易くすることができる。
【００１４】
　本発明によれば、横板と縦板とを、コンテナの空間を仕切る第１角度よりも小さい第２
角度で交差させた場合、ラベルが横板と縦板との間に収納される。このため、仕切り構造
体を折り畳んだ場合にはラベルが露出されないため、ラベルが汚れ難い状態で保管するこ
とができる。
【００１５】
　本発明によれば、仕切り構造体は、コンテナの内部形状に相似する外形形状をしている
。このため、コンテナの内部空間を最大限に使用することができるので、仕切り板によっ
て区画される空間を大きくして、コンテナの内部空間を有効活用することができる。
【００１６】
　本発明によれば、ラベルの表面には、この表面が前面になってラベルが位置する空間に
収納される仕分け対象物を特定する識別情報を記載する。ラベルの裏面には、表面に記載
された識別情報に対応する空間と隣接する空間で、この裏面が前面になってラベルが位置
する空間に収納される仕分け対象物を特定する識別情報を記載する。このため、仕切り構
造体の向きを変更した場合等、ラベルの表裏を反転させることにより表示する区分情報を
変更することができる。従って、１つのラベルで２つの異なる識別情報を記載することが
でき、同じ仕切り構造体を用いて、異なる複数の配送物の区分けを行なうことができる。
【００１７】
　本発明によれば、仕切り構造体が格納されたコンテナには、第１拠点又は第２拠点のい
ずれかにおいて取り扱われる配送物を区分して格納される。ラベルは、垂下するように横
板に取り付けられている。ラベルの表面には、第１拠点における区分の１つを特定する第
１識別情報を表示し、ラベルの裏面には、第２拠点における区分の１つを特定する第２識
別情報を、第１識別情報とは上下逆の向きで表示する。このため、第１拠点においては、
ラベルの表面が各空間の前面に位置するように仕切り構造体を配置して使用する。第２拠
点においては、第１拠点において配置された仕切り構造体の上下を逆にすることにより、
ラベルの裏面が各空間の前面に位置するように仕切り構造体を配置して使用する。従って
、仕切り構造体の向きを変更するという簡単な作業で、異なる拠点における区分けを同じ
仕切り構造体を用いて効率よく行なうことができる。
【００１８】
　本発明によれば、コンテナは、郵便物を収容するコンテナであり、仕分け対象物は、郵
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便物であり、ラベルには、空間に収容する郵便物の宛先を区分けするための情報が記載さ
れている。このため、郵便物を区分けするために用いることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、仕分け対象物を効率よく区分けし、ラベルが付された空間に収納され
たまま対象物を輸送することができるので、仕分け対象物を区分した状態で効率よく輸送
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施形態のラベル付仕切り構造体の構成を説明する斜視図。
【図２】実施形態のラベル付仕切り構造体の使用状態を説明する説明図であり（ａ）は配
送物の仕分け作業を行なう場合、（ｂ）は輸送する場合を示す。
【図３】実施形態のラベル付仕切り構造体の要部の説明図であり、（ａ）は第１拠点から
第２拠点へ輸送する場合、（ｂ）は第２拠点から第１拠点へ輸送する場合を示す。
【図４】実施形態のラベル付仕切り構造体を保管する場合の説明図であり、（ａ）は使用
状態、（ｂ）は途中まで折り畳んだ状態、（ｃ）は完全に折り畳んだ状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を図１～図４に基づいて説明する。本実施形態で
は、薄い配送物である郵便物を区分けするために用いるラベル付仕切り構造体としての仕
分け枠１０として説明する。
【００２２】
　図１に示す本実施形態の仕分け枠１０は、図２に示すコンテナ２０に収容可能な大きさ
で構成されている。ここで、コンテナ２０は、郵便物を輸送するための収容箱であって、
開口部を有している。本実施形態の仕分け枠１０の外形形状は、このコンテナ２０の内部
に納まるように、内部形状と相似する形状をしている。具体的には、仕分け枠１０は、こ
の横幅、縦幅及び奥行き幅が、このコンテナ２０の内側の横幅、縦幅及び奥行き幅より、
僅かに小さくなるように構成されている。
【００２３】
　この仕分け枠１０は、剛性がある長方形状の複数の仕切り板によって構成されている。
なお、この仕切り板は、例えば段ボール材料等、軽量で剛性がある素材で構成される。具
体的には、図１に示すように、仕分け枠１０は、短手（奥行）方向の長さが同じ縦板１１
と横板１２とが複数組み合わさって接合されている。本実施形態の仕分け枠１０は、４つ
の縦板１１及び４つの横板１２から構成されている。ここで、両端の２つの縦板１１と２
つの横板１２は、仕分け枠１０の外枠を構成する。これら縦板１１及び横板１２は、定形
郵便物の横幅よりも大きい幅の間隔で組み合わされている。このため、仕分け枠１０は、
図２に示すように、コンテナ２０に収容された場合、コンテナ２０の内部空間を、３行３
列の格子状に区分された収容空間１３に区画する。
【００２４】
　更に、図１に示すように、これら縦板１１と横板１２とは、交差する角度θが可変とな
るように、組み合わせて構成されている。図２（ａ）に示すように、仕分け枠１０を使用
する場合には、角度（第１角度）θを９０度にして、縦板１１と横板１２を直交させる。
そして、後述するように、仕分け枠１０を保管する場合には、角度（第２角度）θを、図
４（ｂ）に示すように９０度より小さくする。
【００２５】
　具体的には、図１において、外枠を構成しない内側の縦板１１には、長手方向を３等分
する２つの位置に、端部から短手方向に延在させたスリットが形成されている。このスリ
ットは、縦板１１の短手方向の長さの約半分の長さで形成されている。また、外枠を構成
しない内側の横板１２には、長手方向を３等分する２つの位置に、端部から短手方向に延
在させたスリットが形成されている。このスリットは、横板１２の短手方向の長さの約半
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分の長さで形成されている。そして、これら縦板１１のスリットと横板１２のスリットと
を１つずつ嵌め合わせる。更に、これら横板１２の両端部を覆うように、外枠を構成する
縦板１１を横板１２に傾動可能に取り付ける。そして、これら縦板１１の両端部を覆うよ
うに、外枠を構成する横板１２を縦板１１に傾動可能に取り付ける。このような組み合わ
せ構造により、角度θを可変とする仕分け枠１０が構成される。
【００２６】
　一方、本実施形態の仕分け枠１０の各横板１２には、複数のラベル１５，１６が垂下可
能に取り付けられている。具体的には、仕分け枠１０の外枠を構成する各横板１２には、
図２の各収容空間１３に対応する位置にラベル１５が取り付けられている。このラベル１
５においては、第１面１５ａにのみ区分情報が記載されている。そして、このラベル１５
が取り付けられた最上部の横板１２には、図３（ａ）に示すように、各収容空間１３の前
面に垂下して第１面１５ａが露出した状態になる。更に、このラベル１５が取り付けられ
た最下部の横板１２には、図３（ｂ）に示すように、ラベル１５を各収容空間１３に収容
させる。
【００２７】
　また、図１に示すように、外枠を構成しない横板１２には、各収容空間１３に対応する
ようにラベル１６が取り付けられている。このラベル１６には、第１面１６ａと、この第
１面１６ａの裏面となる第２面１６ｂには、区分情報が記載されている。ラベル１６の第
１面１６ａの区分情報は、第２面１６ｂの区分情報の記載方向とは上下が反転して記載さ
れている。そして、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、仕分け枠１０の上下を反転
させた場合には、ラベル１６の異なる面（１６ａ，１６ｂ）が、各収容空間１３の前面に
垂下する。
【００２８】
　ラベル１５，１６に記載された区分情報は、この仕分け枠１０を用いて郵便物を区分け
するために用いる情報である。具体的には、この区分情報には、郵便番号の最初の数桁や
各都道府県内の地域区分局を特定する番号（コード）等が用いられる。この区分情報は、
仕分け枠１０を配置した場合に各収容空間１３の前面に垂下する面（図１の第１面１５ａ
，１６ａ）には、同じ拠点（第１拠点）において郵便物を区分するための第１識別情報と
しての第１区分情報が記載されている。また、この仕分け枠１０の上下を反転させた場合
に各収容空間１３の前面に垂下する面には、第１拠点とは異なる第２拠点において郵便物
を区分するための第２識別情報としての第２区分情報が記載されている。
【００２９】
　次に、上述した仕分け枠１０の使用方法について、図２を用いて説明する。ここでは、
第１拠点から第２拠点に輸送する場合、保管する場合及び第２拠点から第１拠点に輸送す
る場合について説明する。
【００３０】
　この仕分け枠１０を用いる場合、まず、図２（ａ）に示すように、空のコンテナ２０を
、この開口部が横向きになるように設置する。そして、このコンテナ２０内に、仕分け枠
１０を設置する。この場合、第１拠点で用いる区分情報が表示されたラベル１５が収容空
間１３の前面に垂れ下がるように、仕分け枠１０を配置する。
【００３１】
　そして、作業者は、郵便物の仕分け作業を行なう。具体的には、作業者は、ラベル１５
の第１面１５ａやラベル１６の第１面１６ａに記載された区分情報と郵便物の宛先とを照
合しながら、宛先に対応する区分情報の収容空間１３に郵便物を収納する。
【００３２】
　そして、郵便物の仕分け作業が終了した場合、図２（ｂ）に示すように、コンテナ２０
の開口部を上向きにする。この場合、ラベル１５，１６が各収容空間１３に収容される。
そして、車輪が付いた輸送箱であるパレットにコンテナ２０を搭載する。この場合、コン
テナ２０の開口部を覆うようにコンテナ２０同士を積み重ねる。そして、仕分け枠１０が
内部に収容された状態で、コンテナ２０を収容したパレットを輸送する。この場合、郵便
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物は、仕分け枠１０によって区分けされた収容空間１３において仕分けされた状態で輸送
される。
【００３３】
　その後、このコンテナ２０が第２拠点に到着した場合、作業者は、コンテナ２０の各収
容空間１３に収容された郵便物を、収容空間１３毎に取り出す。すなわち、区分された状
態で郵便物を取り出すことができる。そして、郵便物がすべて取り出された後、コンテナ
２０から仕分け枠１０を取り出す。
【００３４】
　ここで、仕分け枠１０を使用しない場合には、仕分け枠１０を折り畳んで保管する。具
体的には、図４（ａ）の仕分け枠１０の横板１２に対して縦板１１を傾動させて、図４（
ｂ）に示すように、横板１２に対して縦板１１がなす角度θを直角より小さくさせる。こ
の場合、各ラベル１５，１６を、縦板１１及び横板１２の間に挟み込むように折り畳む。
具体的には、図２（ａ）のようにラベルを上面にした状態で、縦板１１と横板１２とが互
いに重合するように、縦板１１を横板１２に対して傾動させる。そして、図４（ｃ）に示
すように、折り畳んだ仕分け枠１０を保管する。
【００３５】
　その後、この第２拠点において、仕分け枠１０を使用する場合には、保管していた仕分
け枠１０の縦板１１と横板１２とを直交させるように、横板１２に対して縦板１１を傾動
させる。そして、開口部を横向きにした空のコンテナ２０に仕分け枠１０を挿入する。こ
の場合、仕分け枠１０を、第１拠点において設置したときとは上下を反転させて設置する
。そして、第１拠点において最下層の収容空間１３に収容されていたラベル１５が、最上
層となったこの収容空間１３の前面に垂下する。また、最下部となった横板１２のラベル
１５を、収容空間１３の奥行き方向に延在させるように収容する。更に、ラベル１６は、
収容空間１３の前面に垂下し、第２面１６ｂが表示される。ここで、ラベル１６は、第１
拠点において垂下していた収容空間１３に隣接する収容空間１３の前面に垂下することに
なる。
【００３６】
　そして、第２拠点においても、郵便物の仕分け作業を行なう。具体的には、作業者は、
ラベル１５の第１面やラベル１６の第２面１６ｂに記載された区分情報と郵便物の宛先と
照合しながら、宛先に対応する区分情報の収容空間１３に郵便物を収納する。そして、仕
分け作業が終了した後、仕分け枠１０及び仕分けされた郵便物を収容したコンテナ２０が
、第２拠点から第１拠点へと輸送される。これにより、仕分け枠１０は第１拠点に戻され
て、再び第１拠点において使用されることになる。
【００３７】
　本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１）　本実施形態の仕分け枠１０は、コンテナ２０に収容可能な大きさで、コンテナ
２０の内部空間を格子状の収容空間１３に区画するための縦板１１及び横板１２から構成
されている。横板１２には、区分情報が記載されたラベル１５及び１６が取り付けられて
いる。このため、各収容空間１３に収納して仕分けした郵便物を、この収容空間１３に収
納されたままコンテナ２０ごと輸送することができる。従って、区分けする仕分け作業以
外に郵便物に接触して行なう作業を省略できるので、郵便物を区分けした状態で効率よく
輸送することができる。また、ラベル１５，１６の区分情報は、仕分け作業に用いられる
とともに、輸送先において、区分された郵便物が何の区分かを説明する情報として用いる
ことができる。このため、従来のように、区分された郵便物の区分を説明する紙やそれを
挟み込むという作業を減らすことができるので、より効率よく郵便物を輸送することがで
きる。
【００３８】
　（２）　本実施形態の仕分け枠１０は、縦板１１及び横板１２が交差する角度θが可変
となるように接合されている。このため、仕分け枠１０を使用しない場合には、縦板１１
と横板１２との角度θを小さくすることにより、仕分け枠１０を小さくして収納し易くす
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ることができる。
【００３９】
　（３）　本実施形態の仕分け枠１０は、使用しない場合には、縦板１１と横板１２とを
、コンテナ２０の空間を仕切る使用時の第１角度よりも小さい第２角度で交差させて折り
畳む。各ラベル１５，１６は、縦板１１及び横板１２の間に挟み込み可能となるように横
板１２に取り付ける。このため、仕分け枠１０を折り畳んだ場合には、ラベル１５，１６
が露出されないため、ラベル１５，１６が汚れ難い状態で保管することができる。
【００４０】
　（４）　本実施形態の仕分け枠１０の外形形状は、この仕分け枠１０が収容されるコン
テナ２０の内部形状と相似する形状をしている。このため、コンテナ２０の内部空間を最
大限に使用することができるので、縦板１１及び横板１２によって区画されるコンテナ２
０の内部空間を有効活用することができる。
【００４１】
　（５）　本実施形態では、ラベル１６の第１面１６ａには、この第１面１６ａが前面に
なってラベル１６が位置する収容空間１３に収納される郵便物を特定する第１区分情報を
記載する。ラベル１６の第２面１６ｂには、第１拠点において第１面１６ａが前面にあっ
た収容空間１３の直下に位置する収容空間１３に収納される郵便物を特定する第２区分情
報を記載する。このため、仕分け枠１０の上下を反転させた場合には、同じラベル１６の
異なる面（１６ａ，１６ｂ）が表示されるので、異なる第１区分情報と第２区分情報を用
いて仕分け作業を行なうことができる。従って、仕分け枠１０の上下を反転するという簡
単な作業で、異なる第１拠点及び第２拠点における仕分けを同じ仕分け枠１０を用いて効
率よく行なうことができる。
【００４２】
　また、上記実施形態は、以下のように変更してもよい。
　・　上記実施形態においては、横板１２にラベル１５，１６を取り付けた。これに代え
て、縦板１１にラベル１５，１６を取り付けてもよい。更に、縦板１１及び横板１２の一
方だけでなく、縦板１１及び横板１２の両方にラベル１５，１６を取り付けてもよい。
【００４３】
　・　上記実施形態の仕分け枠１０には、外枠を構成する縦板１１及び横板１２を設けた
。これに限らず、外枠となる縦板１１及び横板１２を除いた仕分け枠１０を構成してもよ
い。この場合、例えば、縦板１１及び横板１２を組み合わせて構成することにより、縦板
１１と横板１２との角度θが可変な仕切り構造体を、簡単な構成で形成することができる
。この仕切り構造体には、外枠の横板１２及び縦板１１がないため、最上層の収容空間１
３に対応するラベル１５を、近傍の縦板１１に設けてもよい。これにより、外枠を省略し
ても、コンテナ２０に区画される収容空間１３に収容する配送物を識別するラベル１５，
１６を設けることができる。
【００４４】
　・　上記実施形態においては、縦板１１と横板１２とによって区画される収容空間１３
は３行３列とした。収容空間１３の数は、これに限られず、郵便物が収容できる大きさの
収容空間１３であって、コンテナ２０に収容可能な大きさの仕切り構造体であれば、各収
容空間１３の数は適宜変更が可能である。具体的には、横に区画する収容空間１３の数よ
り１つ多い縦板１１と、縦に区画する収容空間１３の数より１つ多い横板１２とを用いて
仕切り構造体を構成する。更に、縦板１１には、縦に区画する収容空間１３の数より１つ
少ない等分位置（３つの区画空間の場合には２等分の位置）にスリットを設ける。横板１
２には、横に区画する収容空間１３の数より１つ少ない等分位置にスリットを設ける。こ
の場合には、外枠を構成しない縦板１１をすべて同じ構成とし、外枠を構成しない横板１
２をすべて同じ構成とした仕切り構造体を構成できる。
【００４５】
　・　上記実施形態においては、仕分け枠１０の外形形状は、コンテナ２０の内部形状と
相似する形状とした。これに限らず、仕分け枠１０の外形形状は、コンテナ２０に収容可
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能であれば、どのような形状であってもよい。例えば、底部が先細りになったコンテナ２
０を用いる場合には、この底部よりも開口側で幅が広い直方体空間に仕切り構造体が配置
するように、仕切り構造体を直方体形状に形成してもよい。この場合、仕分け枠１０の奥
行きを、仕切り構造体が配置する奥行きよりも小さく構成する。これにより、コンテナ２
０の底部が、開口部から挿入されてコンテナ２０が積み重なる場合であっても、仕切り構
造体が邪魔にならず、安定してコンテナ２０を積み重ねることができる。
【００４６】
　・　上記実施形態においては、仕分け枠１０のラベル１５，１６の面（１５ａ，１６ａ
，１６ｂ）には、第１拠点又は第２拠点の区分情報を表示した。これに限らず、仕分け枠
１０のラベル１５，１６を、区分情報を書き換え可能なラベルにしてもよい。例えば、仕
分け枠１０のラベル１５，１６と同様な位置にラベルホルダを設けた仕切り構造体とする
。そして、このラベルホルダを、１又は２枚の紙片を挿入、保持及び抜き取り可能に構成
する。そして、このラベルホルダに、各拠点において仕分け作業に用いる区分情報を記載
した紙片を挿入する。この場合、区分情報を必要に応じて変更することができる。更に、
前の拠点において区分された束をそのまま次の拠点に輸送する場合には、その前の拠点に
おいて仕分け作業に用いた区分情報をそのままにして流用することもできる。このため、
仕切り構造体が輸送されてきた拠点以外の拠点に対して、この仕切り構造体を用いて区分
けした配送物を効率よく輸送することができる。従って、より多くの拠点に対して、配送
物を区分けした状態のまま効率よく輸送することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　θ…角度、１０…ラベル付仕切り構造体としての仕分け枠、１１…縦板、１２…横板、
１３…収容空間、１５，１６…ラベル、１５ａ，１６ａ…第１面、１６ｂ…第２面、２０
…コンテナ。

【図１】 【図２】
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