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(57)【要約】
【課題】様々な配送サービスを連携させた荷物の配送ル
ートを効率的に決定する。
【解決手段】荷物の配送を支援するシステムは、１以上
のプロセッサと、１以上のプロセッサが実行するプログ
ラムを格納する１以上の記憶装置と、を含む。１以上の
記憶装置は、複数の配送サービスの情報を管理する配送
サービス登録情報を保持する。配送サービス登録情報は
、複数の配送サービスそれぞれの、出発場所、到着場所
、及び荷物を受け付け可能な日時、を示す。１以上のプ
ロセッサは、荷物の発送元及び配達先を示す配送依頼を
受信し、配送依頼の要件を満たす配送サービス組み合わ
せ候補を配送サービス登録情報から選択した配送サービ
スで構成する。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷物の配送を支援するシステムであって、
　１以上のプロセッサと、
　前記１以上のプロセッサが実行するプログラムを格納する１以上の記憶装置と、
　を含み、
　前記１以上の記憶装置は、複数の配送サービスの情報を管理する配送サービス登録情報
を保持し、
　前記配送サービス登録情報は、前記複数の配送サービスそれぞれの、出発場所、到着場
所、及び荷物を受け付け可能な日時、を示し、
　前記１以上のプロセッサは、
　荷物の発送元及び配達先を示す、配送依頼を受信し、
　前記配送依頼の要件を満たす配送サービス組み合わせ候補を、前記配送サービス登録情
報から選択した配送サービスで構成する、システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記１以上のプロセッサは、
　１以上の配送サービス組み合わせ候補を生成し、
　前記１以上の配送サービス組み合わせ候補を、前記配送依頼の配送依頼者の装置に送信
し、
　前記１以上の配送サービス組み合わせ候補における、１以上の配送サービス組み合わせ
候補の指定を、前記配送依頼者の装置から受信する、システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記１以上の記憶装置は、前記配送サービス登録情報に含まれる前記複数の配送サービ
スの配送事業者によるキャンセルに対するペナルティを管理する情報を格納している、シ
ステム。
【請求項４】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記配送サービス登録情報は、前記複数の配送サービスそれぞれに対して与えられてい
る信頼度を示す値を格納し、
　前記１以上のプロセッサは、前記信頼度に基づき、前記配送依頼の配送依頼者の装置に
送信する配送サービス組み合わせ候補を決定する、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記配送依頼は、組み合わせ候補の選択における優先事項を指定し、
　前記１以上のプロセッサは、前記優先事項に基づき、前記配送依頼の配送依頼者の装置
に送信する配送サービス組み合わせ候補を決定する、システム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記配送依頼は、荷物の寸法及び／又は重量を示し、
　前記配送サービス登録情報は、前記複数の配送サービスそれぞれが受付可能な荷物の寸
法及び／又は重量を示し、
　前記１以上のプロセッサは、前記配送依頼が示す荷物の寸法及び／又は重量の要求を満
たす配送サービスによって、前記配送サービス組み合わせ候補を構成する、システム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記配送依頼は、前記荷物の特徴を示す配送オプションを指定し、
　前記配送サービス登録情報は、前記複数の配送サービスそれぞれが対応可能は配送オプ
ションを管理し、
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　前記１以上のプロセッサは、前記配送依頼が示す配送オプションに対応可能な配送サー
ビスによって、前記配送サービス組み合わせ候補を構成する、システム。
【請求項８】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記配送サービス登録情報には、無人航空機を用いた配送サービスまたは配送困難地域
への配送サービスが含まれ、
　前記１以上のプロセッサは、
　前記配送依頼の要件を満たす配送サービス組み合わせ候補を、前記無人航空機を用いた
配送サービスまたは前記配送困難地域への配送サービスを含むように構成する、システム
。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記１以上のプロセッサは、配送事業者からの情報に応じて前記配送サービス登録情報
を更新する、システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記１以上のプロセッサは、前記配送サービス組み合わせ候補から選択された配送サー
ビス組み合わせの配送サービスを提供する配送事業者の装置に、前記配送サービスの利用
を通知する、システム。
【請求項１１】
　請求項１に記載のシステムであって、
　前記配送サービス登録情報は、
　前記１以上のプロセッサは、前記複数の配送サービスそれぞれが対応可能な、荷物属性
、個数、及び配送オプションの少なくとも一つを示し、
　前記配送依頼は、前記荷物属性、前記個数、及び前記配送オプションの前記少なくとも
一つを示す、システム。
【請求項１２】
　計算機システムが、荷物の配送を支援する方法であって、
　前記計算機システムが、複数の配送サービスの情報を登録する配送サービス登録情報を
作成し、前記配送サービス登録情報は、各配送サービスの、出発場所、到着場所、及び荷
物を受け付け可能な日時、を示し、
　前記計算機システムが、荷物の発送場所及び配達場所を示す、配送依頼を受信し、
　前記計算機システムが、前記配送依頼の要件を満たす配送サービス組み合わせ候補を、
前記配送サービス登録情報から選択した配送サービスで構成する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、荷物の配送を支援するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、通信販売サービスの普及拡大により、配送事業者が扱う荷物の量は年々増加して
いる一方、配送業の労働人口は減少傾向にある。従って、より効率的かつ様々な配送リソ
ースを用い配送サービスを維持することが重要になる。
【０００３】
　例えば、本開示の背景技術として、例えば、特開２０１８－０８１７０４号公報がある
。特開２０１８－０８１７０４号公報は、「ロッカー宅配システム１であって、発送ロッ
カー１３と受け取りロッカー１８が指定されると、リレー配送するルートが決定される。
送り主は、発送ロッカーの指定ボックスの電子キーを受け取り、発送ロッカー１３に荷物
を収納する。配送事業者にも電子キーを送り、同様にして、この荷物を受け取り、発送伝
票を貼り付ける。配送事業者は、この配送対象物を発送する物流ステーションまで配送す



(4) JP 2020-166505 A 2020.10.8

10

20

30

40

50

る。配送物が到着物流ステーションまで配送されると、第２の配送事業者は、これを受け
取り、受け取りロッカー１８まで運び、電子キーを用いて解錠し、荷物を収納する。受け
取り主は、ロッカー１８に到着すると、受け取った電子キーでロッカーを開き、荷物を受
け取る」（要約）、と開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１８－０８１７０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在、一般的に、専門の配送事業者が、そのトラックによって荷物の集荷と配送を行う
。しかし、今後は、配送リソースの有効活用の点から、様々は配送手段による配送サービ
ルが現れると予想される。例えば、自転車、徒歩、さらにドローンや、自律運転可能自動
車を利用する配送サービスが出現し、これらの組み合わせにより集荷及び配送を行うケー
スが想定される。また、専門の配送事業者に限らず、配送業を副業とする個人のような、
様々な配送サービス提供者が現れることが予想される。従って、様々な配送サービスの組
み合わせを考慮して、荷物の配送ルートを決定する仕組みが必要となる。また、複数業者
が連携して荷物を配送する場合、荷物の引き継ぎを円滑に行う実施する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様の荷物の配送を支援するシステムは、１以上のプロセッサと、前記１以
上のプロセッサが実行するプログラムを格納する１以上の記憶装置と、を含む。前記１以
上の記憶装置は、複数の配送サービスの情報を管理する配送サービス登録情報を保持する
。前記配送サービス登録情報は、前記複数の配送サービスそれぞれの、出発場所、到着場
所、及び荷物を受け付け可能な日時、を示す。前記１以上のプロセッサは、荷物の発送元
及び配達先を示す、配送依頼を受信し、前記配送依頼の要件を満たす配送サービス組み合
わせ候補を、前記配送サービス登録情報から選択した配送サービスで構成する。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示の一態様によれば、様々な配送サービスを連携させた荷物の配送ルートを効率的
に決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】本実施形態の配送ネットワークの運営を支援するシステムの構成例を模式的に
示す。
【図１Ｂ】管理サーバのハードウェア構成例を示す。
【図２】管理サーバの記憶装置に格納されているソフトウェアの構成例を示す。
【図３】配送依頼者情報テーブルの構成例を示す。
【図４】受取人情報テーブルの構成例を示す。
【図５】ベース登録テーブルの構成例を示す。
【図６】ペナルティ管理テーブルの構成例を示す。
【図７】配送依頼情報テーブルの構成例を示す。
【図８】契約情報テーブルが格納している情報の例を示す。
【図９Ａ】配送サービス登録テーブルの構成例を示す。
【図９Ｂ】配送サービス登録テーブルの構成例を示す。
【図９Ｃ】配送サービス登録テーブルの構成例を示す。
【図９Ｄ】配送サービス登録テーブルの構成例を示す。
【図１０】配送ルート候補の例を示す。
【図１１】本実施形態の計算機システムの処理の概要のシーケンス図である。
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【図１２Ａ】本実施形態の計算機システムによる依頼受付の詳細のフローチャートである
。
【図１２Ｂ】本実施形態の計算機システムによる依頼受付の詳細のフローチャートである
。
【図１２Ｃ】本実施形態の計算機システムによる依頼受付の詳細のフローチャートである
。
【図１３】配送条件入力画面の例を示す。
【図１４】サービスＩＤ７のベース情報の展開の例を示す。
【図１５】ステップＳ４１９において選択された配送ルート候補の情報を格納するルート
探索結果テーブルの例を模式的に示す。
【図１６】配送候補選択画面の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を説明する。本実施形態は本発明を実現す
るための一例に過ぎず、本発明の技術的範囲を限定するものではないことに注意すべきで
ある。
【００１０】
　本実施形態は、荷物の配送ネットワークの運営を支援するシステムを開示する。本シス
テムは、複数の配送事業者が現在提供可能な配送サービス（配送サービスの条件）に関す
る情報を収集する。本システムは、収集した情報を利用して、配送依頼に対する配送計画
を立案する。具体的には、本システムは、収集した情報において、複数の配送事業者の配
送サービスを組み合わせた適切な配送ルートの候補を探索する。
【００１１】
　複数の配送事業者の配送サービスは、様々な荷物の受け渡し時間や場所の条件を有して
いる。本システムは、様々な条件を有する複数の配送サービスを適切な配送ルートに纏め
、利用者に提示する。本システムによる配送ルートにより、配達業者間の荷物の受け渡し
を円滑に実施できる。
【００１２】
　上述のように、本実施形態のシステムは、荷主と複数の配送事業者をマッチングさせ、
配送計画行う。本システムにより、荷主の要望に応じた配送ルートを、様々な手段による
配送サービスを適切に組み合わせて構成することができ、物流サービスの運用を改善でき
る。個々の配送事業者が、その空きリソース（現在提供可能なサービス）の情報を本シス
テムに随時通知することにより、配送リソースの有効利用が実現される。
【００１３】
　以下において、図面を参照して本実施形態のシステムの構成例を説明する。図１Ａは、
本実施形態の配送ネットワークの運営を支援するシステムの構成例を模式的に示す。本シ
ステムは、管理サーバ１０１、運営事業者端末１０２、配送依頼者端末１０３、配送事業
者端末１０４、及び受取人端末１０５を含み、これらは通信ネットワークを介して通信す
ることができる。本システムは、不図示の外部システムと、通信ネットワークを介して通
信することができる。
【００１４】
　管理サーバ１０１は、本システムを管理し、配送依頼に応じた配送ルート候補を、複数
の配送事業者が提供する複数の配送サービスを組み合わせて作成する。運営事業者端末１
０２は、本システムを運営する事業者が使用する端末である。配送依頼者端末１０３は、
本システムを利用する配送依頼者が、荷物の配送を依頼するために使用する装置である。
配送事業者端末１０４は、本システムに参加して、荷物の配送を行う配送事業者の端末で
ある。受取人端末１０５は、配送される荷物を受け取る受取人が使用する端末である。
【００１５】
　複数の配送依頼者及び受取人が本システムを利用することができる。また、複数の配送
事業者が、本システムに参加する。したがって、図１Ａは一つの配送事業者端末１０４を
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例として示すが、複数の配送事業者端末１０４が本システムに含まれる。また、一つの配
送依頼者端末１０３及び一つの受取人端末１０５が例として図示されているが、複数の配
送依頼者端末１０３及び複数の受取人端末１０５が本システムに含まれ得る。同様に、複
数の運営事業者端末１０２及び複数の管理サーバ１０１が含まれ得る。管理サーバ１０１
の機能は、クラウドサービスにより実現されてもよい。
【００１６】
　図１Ｂは、管理サーバ１０１のハードウェア構成例を示す。管理サーバ１０１は一般的
な計算機構成を有することができる。管理サーバ１０１は、プロセッサ１１０、メモリ１
２０、補助記憶装置１３０、入力デバイス１４１、出力デバイス１４２、及びネットワー
ク（ＮＷ）インタフェース１４５を含む。上記構成要素は、バスによって互いに接続され
ている。メモリ１２０、補助記憶装置１３０又はこれらの組み合わせは記憶装置である。
【００１７】
　メモリ１２０は、例えば半導体メモリから構成され、主に実行中のプログラムやデータ
を保持するために利用される。プロセッサ１１０は、メモリ１２０に格納されているプロ
グラムに従って、様々な処理を実行する。プロセッサ１１０がプログラムに従って動作す
ることで、様々な機能部が実現される。補助記憶装置１３０は、例えばハードディスクド
ライブやソリッドステートドライブなどの大容量の記憶装置から構成され、プログラムや
データを長期間保持するために利用される。
【００１８】
　プロセッサ１１０は、単一の処理ユニットまたは複数の処理ユニットで構成することが
でき、単一もしくは複数の演算ユニット、又は複数の処理コアを含むことができる。プロ
セッサ１１０、１又は複数の中央処理装置、マイクロプロセッサ、マイクロ計算機、マイ
クロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、ステートマシン、ロジック回路、グラフィ
ック処理装置、チップオンシステム、及び／又は制御指示に基づき信号を操作する任意の
装置として実装することができる。
【００１９】
　補助記憶装置１３０に格納されたプログラム及びデータが起動時又は必要時にメモリ１
２０にロードされ、プログラムをプロセッサ１１０が実行することにより、管理サーバ１
０１の各種処理が実行される。したがって、以下において管理サーバ１０１により実行さ
れる処理は、プロセッサ１１０又はプログラムによる処理である。
【００２０】
　入力デバイス１４１は、ユーザが管理サーバ１０１に指示や情報などを入力するための
ハードウェアデバイスである。出力デバイス１４２は、入出力用の各種画像を提示するす
るハードウェアデバイスであり、例えば、表示デバイス又は印刷デバイスである。ネット
ワークインタフェース１４５は、ネットワークとの接続のためのインタフェースである。
入力デバイス１４１及び出力デバイス１４２は省略されてもよい。
【００２１】
　管理サーバ１０１の機能は、１以上のプロセッサ及び非一過性の記憶媒体を含む１以上
の記憶装置を含む１以上の計算機からなる計算機システムに実装することができる。複数
の計算機はネットワークを介して通信する。例えば、管理サーバ１０１の複数の機能の一
部が一つの計算機に実装され、他の一部が他の計算機に実装されてもよい。
【００２２】
　運営事業者端末１０２、配送依頼者端末１０３、配送事業者端末１０４、及び受取人端
末１０５は、それぞれ、管理サーバ１０１と同様に、計算機構成を有することができる。
各装置の機能は、の機能は、１以上のプロセッサ及び非一過性の記憶媒体を含む１以上の
記憶装置を含む１以上の計算機からなる計算機システムに実装することができる。
【００２３】
　図２は、管理サーバ１０１の記憶装置に格納されているソフトウェアの構成例を示す。
メモリ１２０は、事前登録処理プログラム２１１、リソース検索処理プログラム２１２、
リソース組み合わせ決定処理プログラム２１３、情報通知処理プログラム２１４、配送事
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業者ステータス更新処理プログラム２１５、及び、許諾依頼処理プログラム２１６を格納
している。メモリ１２０は、さらに、ルート探索テーブル２２１及びルート探索結果テー
ブル２２２格納している。
【００２４】
　補助記憶装置１３０は、配送依頼者情報テーブル２０４、受取人情報テーブル２０５、
配送サービス登録テーブル２０６、ベース登録テーブル２０７、ペナルティ管理テーブル
２０８、配送依頼情報テーブル２０９、及び契約情報テーブル２１０を格納している。図
２において、ソフトウェアの各要素は、便宜上、補助記憶装置１３０又はメモリ１２０内
に図示されているが、記憶装置内のいずれの領域に格納されていてもよい。
【００２５】
　上述のように、プロセッサ１１０は、特定のプログラムに従って動作することで、特定
の機能部として機能する。例えば、プロセッサ１１０は、上記プログラムに従って、事前
登録処理部、リソース検索処理部、リソース組み合わせ決定処理部、情報通知処理部、配
送事業者ステータス更新処理部、及び、配送事業者許諾依頼処理部として機能する。
【００２６】
　ルート探索テーブル２２１は、プロセッサ１１０が、配送依頼に応じた配送ルートを探
索するために生成されるテーブルであり、ルート探索結果テーブル２２２は、配送ルート
の候補を格納するために生成されるテーブルである。これらテーブル及び各プログラムの
処理は、後述される。
【００２７】
　以下において、補助記憶装置１３０に格納されているテーブルの構成例を説明する。図
３は、配送依頼者情報テーブル２０４の構成例を示す。配送依頼者情報テーブル２０４は
、配送依頼者についての情報を予め登録するためのテーブルである。各レコードは、各配
送依頼者の情報を格納する。図３の例において、配送依頼者情報テーブル２０４は、依頼
者ＩＤ欄、依頼者名称欄、集荷先住所欄、電話番号（ＴＥＬ）欄、及びＥメール欄を含む
。依頼者ＩＤ欄は、依頼者を識別するＩＤを示す。集荷先住所欄は、依頼者の荷物を集荷
する住所を示す。Ｅメール欄は、管理サーバ１０１から配送依頼者への連絡先を示す。
【００２８】
　図４は、受取人情報テーブル２０５の構成例を示す。受取人情報テーブル２０５は、荷
物の受取人についての情報を予め登録するためのテーブルである。各レコードは、各受取
人の情報を格納する。図４の例において、受取人情報テーブル２０５は、受取人ＩＤ欄、
受取人名称欄、送付先住所欄、電話番号（ＴＥＬ）欄、及びＥメール欄を含む。受取人Ｉ
Ｄ欄は、受取人を識別するＩＤを示す。送付先住所欄は、受取人への荷物を送付する住所
を示す。Ｅメール欄は、管理サーバ１０１から受取人への連絡先を示す。
【００２９】
　図５は、ベース登録テーブル２０７の構成例を示す。ベース登録テーブル２０７は、配
送される荷物を中継するためのベースについての情報を予め登録するためのテーブルであ
る。図５の例において、ベース登録テーブル２０７は、区域情報欄、ベースＩＤ欄、名称
欄、所在地欄、連絡先欄、備考欄を含む。
【００３０】
　図５の例において、各レコードは一つのベースの情報を格納し、各ベースの情報は、１
又は複数のレコードに格納されている。区域情報欄は、単位としての区域を示す。一つの
区域の各レコードは、当該区域に存在している各ベースの情報を示す。複数の区域に属す
るベースの情報は、複数の区域それぞれのレコードで示されている。例えば、「東京Ｂ１
」ベースは、「東京都」区域及び「東京都／２３区」区域の双方に属している。ベースＩ
Ｄ欄はベースを識別するＩＤを示し、所在地欄は、ベースの所在地の住所を示す。なお、
各単位地区に所属するベースを同定することができれば、ベース登録テーブル２０７はど
のようなデータ構造を有してもよい。
【００３１】
　図６は、ペナルティ管理テーブル２０８の構成例を示す。ペナルティ管理テーブル２０



(8) JP 2020-166505 A 2020.10.8

10

20

30

40

50

８は、配送事業者によるキャンセルに対するペナルティの情報を管理する。ペナルティ管
理テーブル２０８は、各配送事業者又は配送事業者に提供される各サービスのペナルティ
条件及びペナルティ履歴を管理する。図６の例において、各レコードは、各サービスのペ
ナルティ情報を格納する。ペナルティ管理テーブル２０８は、サービスＩＤ欄、ペナルテ
ィ条件欄及びペナルティ履歴欄を有する。
【００３２】
　ペナルティ条件欄は、各サービスに対してペナルティが与えられる条件及びペナルティ
の与え方のルールを規定する。ペナルティ履歴欄は、各サービスにこれまでに与えられて
いるペナルティ値を示す。管理サーバ１０１の配送事業者ステータス更新処理プログラム
２１５は、運営事業者端末１０２から、ペナルティ管理テーブル２０８に各サービスのペ
ナルティ条件を登録し、さらに、ペナルティ履歴を更新する。
【００３３】
　図６は、例として、サービスＩＤ１のペナルティ条件を具体的に示している。ペナルテ
ィ条件は、配送事業者を起因として配送予約がキャンセルされた場合の違反金の額及びパ
ネルが発生した場合に、ペナルティ値に加算される値を示す。違反金は、配送料金の割合
で示されており、配送事業者から運営事業者に支払われる。
【００３４】
　違反金を設定することで、配送事業者によるキャンセルを低減することができ、個人事
業者を含む様々な態様の配送事業者が参加し得る本システムの信頼性を向上できる。ペナ
ルティ値は、配送サービスに与えられている信頼度を示す。後述するように、配送ルート
候補の選定又は表示においてペナルティ値を参照することで、高い信頼性を有する配送ル
ート候補を依頼者に提示できる。このように、ペナルティについての情報を利用すること
で、円滑な荷物のリレー（受取）を実現できる。
【００３５】
　図６の例において、ペナルティ管理テーブル２０８は、サービス毎にペナルティ情報を
管理するが、他の例において、ペナルティ管理テーブル２０８は、配送事業者毎にペナル
ティ情報を管理してもよい。ペナルティ履歴欄は、例えば、各配送事業者の全てのサービ
スのペナルティ値の総計を示す。
【００３６】
　図７は、配送依頼情報テーブル２０９の構成例を示す。配送依頼情報テーブル２０９は
、配送依頼者からの配送依頼を管理する。図７の例において、各レコードは各荷物の配送
依頼の情報を格納する。配送依頼情報テーブル２０９は、オーダＩＤ欄、配送依頼者欄、
重量欄、寸法欄、個数欄、種別欄、配送オプション欄、集荷日時欄、集荷場所欄、受取人
名称欄、配達先欄、配達希望日時欄、及び、優先事項欄を含む。一部の欄は省略されても
よい。
【００３７】
　配送依頼者は、配送依頼者端末１０３から、配送依頼情報テーブル２０９に格納される
配送条件を入力し、管理サーバ１０１に送信する。配送条件の入力画面の例は、後述され
る。管理サーバ１０１は、受信した情報を示すレコードを、配送依頼情報テーブル２０９
に追加する。
【００３８】
　配送依頼情報テーブル２０９において、重量欄、寸法欄及び種別欄は、配送する荷物の
属性情報（荷物属性情報）を示す。属性情報の一部は省略されてもよく、配送依頼は、重
量、寸法及び／又は種別を示してよい。個数欄は、配送する荷物の個数を示す。配送オプ
ション欄は、予め設定されている１又は複数のオプションから選択されたオプションを示
す。以下に説明する例において、配送オプションは、配送方法に影響を及ぼし得る荷物の
特徴を示す。指定可能な配送オプションは予め設定されており、以下に説明する例におい
て、割れ物、冷凍品、精密機械及び貴重品のオプションから、配送依頼者に選択されたオ
プションが、配送オプション欄に記録される。対応可能な配送オプションは、サービス毎
に設定されている。
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【００３９】
　集荷場所欄及び集荷日時欄は、配送依頼者に指定された荷物の集荷についての情報を示
す。集荷場所は、荷物の発送元（発送場所）を示す。配達先欄は、例えば、配達先（配達
場所）の住所を示す。配達希望日時欄は、配送依頼者に指定された配達希望日時を示す。
配達希望日時は、指定されなくてもよい。優先事項欄は、配送依頼者に指定された、配送
ルートの選定における優先事項を示す。優先事項については後述する。
【００４０】
　図８は、契約情報テーブル２１０が格納している情報の例を示す。契約情報テーブル２
１０は、配送依頼情報テーブル２０９の配送依頼に対して実施される配送の契約の情報を
管理する。一つのレコードは、一つの配送依頼に対する契約の情報を格納している。図８
は、説明の容易のため、契約情報テーブル２１０が格納する情報を模式的に示している。
【００４１】
　契約情報テーブル２１０は、オーダＩＤで特定される配送依頼に対する、ルート情報及
び荷物ＩＤを示す。ルート情報は、配送ルートを構成する配送サービスそれぞれのサービ
スＩＤ、出発場所、出発日時、到着場所、到着日時、所要時間、配送料金を示す。ルート
情報は、さらに、配送の合計料金を示す。
【００４２】
　図９Ａ～９Ｄは、配送サービス登録テーブル２０６の構成例を示す。配送サービス登録
テーブル２０６は、配送サービス登録情報の例であり、配送事業者が提供する配送サービ
スの情報を管理する。図９Ａ～９Ｄは、それぞれ、配送サービス登録テーブル２０６の一
部のレコードを示している。配送サービス登録テーブル２０６は、配送事業者が提供して
おり、現在利用可能な配送サービスの情報を管理する。各レコードは、各配送サービスの
情報を格納している。
【００４３】
　管理サーバ１０１は、配送事業者のシステム（例えば、配送事業者端末１０４又は配送
事業者のサーバ）から受信した配送サービスについての情報、及びペナルティ管理テーブ
ル２０８から取得したペナルティ情報、に基づき、新たなレコードを配送サービス登録テ
ーブル２０６に追加する。管理サーバ１０１は、配送事業者のシステムからの通知に応じ
て、配送サービスのレコードを削除する。
【００４４】
　本例において、配送サービス登録テーブル２０６は、サービスＩＤ欄、サービス名欄、
出発場所欄、到着場所欄、サービス開始可能日時欄、所要時間欄、対応可能物の属性欄、
対応可能個数欄、対応可能配送オプション欄、外部要因制限事項欄、配送条件欄、ペナル
ティ条件欄、ペナルティ履歴欄、及び備考欄を含む。ペナルティ条件欄及びペナルティ履
歴欄の情報は、ペナルティ管理テーブル２０８から取得される。他の欄の情報は、配送事
業者のシステムから与えられる。
【００４５】
　サービスＩＤ欄は、配送サービスを識別するＩＤを示す。出発場所欄及び到着場所欄は
、それぞれ、配送サービスの出発場所及び到着場所を示す。図９Ａ～９Ｄの例において、
「Ａｎｙｗｈｅｒｅ」は、地区内の任意の場所を示し、「Ａｎｙ　Ｂａｓｅ」は、地区内
の任意のベースを示す。例えば、サービスＩＤが１の配送サービスにおいて、出発場所は
「東京都／大田区」地区の任意の場所であり、到着場所は「東京都／大田区」地区の任意
のベースである。
【００４６】
　サービス開始可能日時欄は、荷物を受け付可能な日時を示す。サービス開始可能日時欄
が開始時刻を示し終了時刻を示していない場合、終了時刻は２４時である。所要時間欄は
、出発場所から到着場所までの予定された所要時間を示す。対応可能物の属性欄は、配送
サービスが対応することができる荷物の属性を示す。具体的には、対応可能な、荷物の重
量及び寸法に関する情報を示す。例えば、サービスＩＤが１の配送サービスにおいて、対
応可能な荷物の重量は３ｋｇ未満であり、三辺合計の長さが１１５ｃｍ以下である。各配
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送サービスの対応可能物の属性欄は、重量及び／又は寸法を示してよい。対応可能物の属
性欄により、指定された属性を有する荷物を配送可能な配送サービスを選択できる。
【００４７】
　対応可能個数欄は、配送サービスが配送可能な荷物の個数を示す。対応可能配送オプシ
ョン欄は、配送サービスが対応可能配送オプションを示す。上述のように、本例において
指定可能な配送オプションは、割れ物、冷凍品、精密機械及び貴重品である。配送サービ
スは、対応可能配送オプション欄が示す荷物の配送が可能である。対応可能配送オプショ
ン欄により、配送依頼者が指定する配送オプションに対応できる配送サービスを選択でき
る。
【００４８】
　外部要因制限事項欄は、配送サービスに制限を与える外部要因を示す。例えば、サービ
スＩＤが１の配送サービスは、大雨警報又は大雪警報が発令されると、荷物の受付が停止
される。配送料金欄は、配送サービスの料金の情報を示す。外部要因制限事項欄により、
外部要因に応じて適切な配送サービスを選択できる。いくつかの配送サービスは、荷物に
寸法に応じた異なる料金を請求する。ペナルティ条件欄及びペナルティ履歴欄は、ペナル
ティ管理テーブル２０８の同名の欄から取得された情報を示す。備考欄は、配送サービス
についての任意の情報を示すことが格納でき、例えば、配送サービスの配送方法の情報を
格納する。
【００４９】
　図１０は、配送ルート候補の例を示す。図１０において、破線矢印は、それぞれ、図７
に示す配送依頼情報テーブル２０９における、オーダＩＤ０００００１の配送依頼に対す
る配送ルート候補の配送サービスを示す。実線矢印は、それぞれ、配送依頼情報テーブル
２０９のオーダＩＤ０００００２の配送依頼に対する配送ルート候補の配送サービスを示
す。矢印近傍のＩＤは、図９Ａ～９Ｄに示す配送サービス登録テーブル２０６のサービス
ＩＤを示す。各配送ルート（候補）は、連結された複数の配送サービスで構成されている
。
【００５０】
　図１０は、オーダＩＤ０００００１の配送依頼（配達先Ｄ１）に対して、二つの配送ル
ート候補を示している。一つの配送ルート候補は、サービスＩＤ２の配送サービス及びサ
ービスＩＤ１１の配送サービスの組み合わせである。他の配送ルート候補は、サービスＩ
Ｄ７の配送サービス及びサービスＩＤ９の配送サービスの組み合わせである。
【００５１】
　図１０は、オーダＩＤ０００００２の配送依頼（配達先Ｍ１）に対して、二つの配送ル
ート候補を示している。一つの配送ルート候補は、サービスＩＤ２の配送サービス、サー
ビスＩＤ４の配送サービス、及びサービスＩＤ５の配送サービスの組み合わせである。他
の配送ルート候補は、サービスＩＤ２の配送サービス、サービスＩＤ４の配送サービス、
及びサービスＩＤ６の配送サービスの組み合わせである。
【００５２】
　以下において、本実施形態の計算機システムの処理を説明する。図１１は、本実施形態
の計算機システムの処理の概要のシーケンス図である。配送依頼を受け付ける前に、本シ
ステムのサービスを受ける配送依頼者及び受取人の情報及び配送事業者が提供するサービ
スの情報が、登録される。
【００５３】
　具体的には、配送依頼者端末１０３から、配送依頼者の情報が管理サーバ１０１に送信
され、事前登録処理プログラム２１１は、受信した配送依頼者情報を、配送依頼者情報テ
ーブル２０４に登録する（Ｓ３０１）。図１１は、一つの配送依頼者端末１０３からの登
録を例示するが、複数の配送依頼者端末１０３から配送依頼者情報が登録される。
【００５４】
　事前登録処理プログラム２１１は、配送サービス登録テーブル２０６を随時更新する（
Ｓ３０２）。事前登録処理プログラム２１１は、配送事業者端末１０４から、配送事業者
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が現在依頼を受け付けている（提供している）１又は複数の配送サービスの情報を受信し
、配送サービス登録テーブル２０６に追加する。また、事前登録処理プログラム２１１は
、配送事業者端末１０４から指定された配送サービスの情報を、配送サービス登録テーブ
ル２０６から削除する。
【００５５】
　図１１は一つの配送事業者端末１０４からの登録を例として示すが、実際には、複数の
配送事業者端末１０４から配送サービスに関する情報が登録される。なお、図示していな
いが、依頼者情報及び受取人情報と同様に、配送事業者に関する情報が、管理サーバの配
送事業者情報テーブルに登録される。
【００５６】
　さらに、受取人端末１０５から、受取人の情報が管理サーバ１０１に送信され、事前登
録処理プログラム２１１は、受信した受取人情報を、受取人情報テーブル２０５に登録す
る（Ｓ３０１）。図１１は、一つの受取人端末１０５からの登録を例示するが、実際は複
数の受取人端末１０５から受取人情報が登録される。
【００５７】
　次に、配送依頼者からの依頼受付を説明する。ステップＳ３０４において、配送依頼者
端末１０３は、配送依頼を管理サーバ１０１に、配送依頼者が入力した配送依頼の情報を
送信する。管理サーバ１０１のリソース検索処理プログラム２１２は、受信した配送依頼
に基づき、配送サービス登録テーブル２０６から配送依頼に対応できる配送ルート候補を
探索する。
【００５８】
　ステップＳ３０５において、許諾依頼処理プログラム２１６は、配送ルート候補それぞ
れの各配送サービスを提供する配送事業者端末１０４に、各配送サービスの実施の可否を
問い合わせる。これにより、配送サービスが、事前登録情報から変更なく、実施されるこ
とが確認される。許諾依頼処理プログラム２１６は、各配送サービスの実施可否の回答を
受信する。ステップＳ３０５は省略してもよい。
【００５９】
　ステップＳ３０６において、リソース組み合わせ決定処理プログラム２１３は、ステッ
プＳ３０４で決定した配送ルート候補から、実施不可の配送サービスを含む配送ルート候
補を除外し、さらに、配送依頼が示す条件に基づいて、配送依頼者に提示する配送ルート
候補を決定する。配送依頼が示す条件については後述する。リソース組み合わせ決定処理
プログラム２１３は、配送依頼者端末１０３に、配送ルート候補の情報を送信する。
【００６０】
　ステップＳ３０７において、配送依頼者端末１０３は、配送ルート候補の情報を表示し
、配送依頼者の選択を受け付ける。配送依頼者端末１０３は、配送依頼者が指定した配送
ルート候補を受信する。
【００６１】
　ステップＳ３０８において、許諾依頼処理プログラム２１６は、配送依頼者に指定され
た配送ルート候補の各配送サービスを提供する配送事業者端末１０４に、各配送サービス
の実施の可否を問い合わせる。許諾依頼処理プログラム２１６は、各配送サービスの実施
可否の回答を受信する。配送ルート候補の全ての配送サービスの実施可能の回答を受ける
と、許諾依頼処理プログラム２１６は、配送ルート候補を、配送依頼を実施する配送ルー
トと決定する。なお、ステップＳ３０８は省略してもよい。
【００６２】
　ステップＳ３０９において、情報通知処理プログラム２１４は、配送依頼者端末１０３
に、決定した配送の情報を通知する。配送情報は、例えば、集荷予定日時、配送ルート及
び配達予定日時を含む。
【００６３】
　ステップＳ３１０において、情報通知処理プログラム２１４は、配送ルートを構成する
配送サービスそれぞれの配送事業者端末１０４に対して、配送指示を送信して、配送サー
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ビスの利用を通知する。配送指示は、例えば、荷物ＩＤ、到着場所、到着予定日時、サー
ビスＩＤ、配送開始日時、配送先住所氏名、配送先到着予定日時等を含む。
【００６４】
　ステップＳ３１１において、情報通知処理プログラム２１４は、受取人端末１０５に、
決定した配送の情報を通知する。配送情報は、例えば、依頼人名称、配達予定日時、品目
の情報を含む。
【００６５】
　図１２Ａ～１２Ｃは、本実施形態の計算機システムによる依頼受付の詳細のフローチャ
ートである。なお、当該フローチャートのステップに一部は、図１１のシーケンス図にお
いて省略されている。
【００６６】
　配送依頼者端末１０３は、配送依頼者からの指示に応答して、配送条件入力画面取得要
求を管理サーバ１０１に送信する（Ｓ４０２）。管理サーバ１０１のリソース検索処理プ
ログラム２１２は、配送条件入力画面取得要求を受信し（Ｓ４０３）、配送条件入力画面
を配送依頼者端末１０３に送信する（Ｓ４０４）。配送依頼者端末１０３は、受信した配
送条件入力画面を表示する（Ｓ４０５）。
【００６７】
　図１３は、配送条件入力画面の例を示す。入力される情報は、発送元及び配達先の情報
を含む。具体的には、入力される情報は、配送依頼者、集荷場所及び集荷希望日時、配達
先（名称及び住所）、配達希望日時を含む。集荷希望時間及び配達希望日時の入力は任意
である。
【００６８】
　入力される情報は、さらに、荷物についての情報を含む。具体的には、荷物についての
情報は、品目、寸法及び重量を含む荷物の属性情報、並びに、個数の情報を含む。配送依
頼者は、配送条件入力画面において、配送オプションを指定することができる。本例にお
いては、割れ物、冷凍品、精密機械及び貴重品の指定が可能である。配送依頼者は、さら
に、配送の合計希望金額を指定することができる。合計希望金額の指定は任意である。
【００６９】
　配送依頼者は、配送条件入力画面において、優先事項を指定することができる。優先事
項は、配送依頼者に提示する配送ルート候補の選択において、優先すべき事項である。例
えば、配送金額、配送信頼性、配達予定日時等である。配送金額が指定されている場合、
配送金額のより安い配送ルート候補が提示される。配送信頼性が指定されている場合、信
頼性がより高い配送ルート候補が提示される。配送ルート候補の信頼性は、ペナルティ値
に基づき決定することができる。配達予定日時が指定された場合、例えば、配達予定日時
がより早い配送ルート候補が選択される。優先事項を指定可能とすることで、配送依頼者
にとってより好ましい配送ルート候補を提示できる。
【００７０】
　配送依頼者は、配送条件入力画面において、他の条件の指定が可能である。本例におい
て、配送依頼者は、荷物の配送ルートが決定された後配送開始前に遅配が見込まれる場合
に、配送依頼をキャンセルするか否かを指定することができる。また、配送依頼者は、決
定された配送ルートの自動変更の許否を指定できる。その他、配送依頼者は、配送ルート
候補の表示件数の最大値を指定することができる。
【００７１】
　図１３の例が示す一部の情報は、入力が省略されていてもよい。例えば、リソース検索
処理プログラム２１２は、集荷住所及び配達先住所は、配送依頼者情報テーブル２０４及
び受取人情報テーブル２０５からそれぞれ取得してもよい。
【００７２】
　図１２Ａに戻って、配送依頼者端末１０３は、配送条件入力画面に対する配送依頼者か
らの入力を受信し、管理サーバ１０１に送信する（Ｓ４０６）。リソース検索処理プログ
ラム２１２は、配送条件を受信し（Ｓ４０７）、受信した配送条件の配送依頼の情報を、
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配送依頼情報テーブル２１９に登録する（Ｓ４０８）。リソース検索処理プログラム２１
２は、ルート探索テーブル２２１を生成する（Ｓ４０９）。ルート探索テーブル２２１は
、配送サービス登録テーブル２０６の複製である。
【００７３】
　リソース検索処理プログラム２１２は、ルート探索テーブル２２１における「Ａｎｙ　
Ｂａｓｅ」の情報を展開する（Ｓ４１０）。具体的には、リソース検索処理プログラム２
１２は、「Ａｎｙ　Ｂａｓｅ」を示すレコード（行）を、当該行の地区に含まれるベース
それぞれのレコードに展開する。図１４は、サービスＩＤ７のベース情報の展開の例を示
す。図９Ｂに示すように、サービスＩＤ７の出発場所は「東京／２３区／Ａｎｙ　Ｂａｓ
ｅ」であり、到着場所は「静岡県／浜松市／Ｂａｓｅ１」である。
【００７４】
　リソース検索処理プログラム２１２は、このレコードを、出発場所が東京２３区内のベ
ースそれぞれのレコードに展開する。他のカラムの値は、展開前のレコードと同様である
。リソース検索処理プログラム２１２は、ベース登録テーブル２０７を参照して、各単位
地区内のベースを特定する。出発場所及び到着場所に双方が「Ａｎｙ　Ｂａｓｅ」を示す
場合、リソース検索処理プログラム２１２は、出発場所の地区の全ベースと到着場所の全
ベースの全ての組み合わせのレコードを生成する。
【００７５】
　リソース検索処理プログラム２１２は、依頼されている荷物の配送において、ルート探
索テーブル２２１の各サービスを実施可能であるか、いくつかの条件に基づいて判定する
（Ｓ４１１）。本ステップにおいては、リソース検索処理プログラム２１２は、荷物の属
性、個数、及び配送オプションに基づき、各配送サービスの実施可否を判定する。本ステ
ップは、効率的に実施不可能な配送サービスを除外することができ、後で実行される配送
ルート候補の生成処理時間を短縮できる。
【００７６】
　具体的には、リソース検索処理プログラム２１２は、配送依頼が示す荷物のサイズ及び
重量が、ルート探索テーブル２２１の対応可能物の属性欄が示す範囲外にある配送サービ
スを、除外する。リソース検索処理プログラム２１２は、配送依頼が示す荷物の個数が、
ルート探索テーブル２２１の対応可能個数欄が示す値を超える配送サービスを、除外する
。リソース検索処理プログラム２１２は、配送依頼が示す配送オプションが、ルート探索
テーブル２２１の対応可能配送オプション欄に含まれていない配送サービスを、除外する
。
【００７７】
　また、図９ＢのサービスＩＤ５やＩＤ６に示したように、個人や地域における中小団体
による配送サービスを含めてもよい。これらのサービスが登録されていることで、配送依
頼者は配送先の地域における個々のサービスを独自に調べることなく利用することが出来
る。また、配送側においても広告等に頼らずにサービスの受注が出来る。配送サービス登
録テーブルは、ドローンに代表される無人航空機や配送困難地域への配送など様々な配送
サービスを登録することで、次に述べるリソース検索処理プログラム２１２にて多様性の
ある配送ルート候補を出力することが出来る。なお、配送困難地域とはいわゆる交通困難
地だけでなく離島や山岳部や交通状況の悪い地域、その他海外の地域なども含まれる。
【００７８】
　次に、図１２Ｂを参照して、リソース検索処理プログラム２１２は、残されている配送
サービスから、集積場所から配送先までの配送ルート候補を作成する（Ｓ４１２）。リソ
ース検索処理プログラム２１２は、ルート探索結果テーブル２２２を作成し、作成した配
送ルート候補を格納する。
【００７９】
　具体的には、リソース検索処理プログラム２１２は、配送サービスそれぞれの出発場所
と到着場所を参照し、集積場所から配送先まで荷物をリレーできる配送サービスの組み合
わせ（配送ルート）を作成する。リソース検索処理プログラム２１２は、到着場所と出発
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場所が同一の配送サービスを連結できる。本ステップにおいては、各配送サービスの時間
に関する情報、具体的には、サービス開始可能日時及び所要時間は無視される。
【００８０】
　さらに、リソース検索処理プログラム２１２は、ステップＳ４１２で作成した配送ルー
ト候補において、配送依頼の指定時間の条件を満たすことができる配送ルート候補を選択
する（Ｓ４１３）。具体的には、リソース検索処理プログラム２１２は、各配送ルート候
補が、配送依頼の指定時間の条件を満たすように実施可能であるか判定する。リソース検
索処理プログラム２１２は、実施不可能な配送ルート候補をルート探索結果テーブル２２
２から除外する。
【００８１】
　例えば、配送ルート候補は、指定された集荷日時の条件と配達日時の条件を満たすこと
が要求される。また、連続する配送サービスが、荷物の受け渡しを行えることが必要であ
る。リソース検索処理プログラム２１２は、上記時間に関する条件を、配送サービスのサ
ービス開始可能日時及び所要時間に基づき判定する。
【００８２】
　例えば、集荷を行う配送サービスのサービス開始可能日時に、集荷指定日時が含まれる
ことが必要である。ある配送サービスの到着日時が、次の配送サービスのサービス開始可
能日時外である場合、荷物の受け渡しは、当該次の配送サービスのサービス開始可能日時
まで待つ必要がある。なお、本例において、荷物の保管は、配送業者により又はベースに
おいて可能であり、これにより配達日時の調整が可能である。
【００８３】
　配達希望日時が指定されている場合、配送ルートの最後の配送サービスが、当該配達希
望の日時の条件を満たすように、荷物を配達できることが必要である。配達希望日時が指
定されていない場合、配送ルート（配送サービスの組み合わせ）に要求される配達日時は
存在しない。
【００８４】
　次に、許諾依頼処理プログラム２１６は、ステップＳ４１３で選択された配送ルートそ
れぞれの各配送サービスについて、対応する配送事業者の配送事業者端末１０４に、配送
サービスの実施可否を問い合わせる（Ｓ４１５）。配送事業者端末１０４は、配送サービ
スの実施可否の問い合わせに対して、回答する（Ｓ４１６）。リソース検索処理プログラ
ム２１２は、実施不可能の回答を受けた配送サービスを含む配送ルート候補をルート探索
結果テーブル２２２から除外する。なお、ステップＳ４１５及び４１６は省略されてもよ
い。
【００８５】
　許諾依頼処理プログラム２１６は、配送ルート候補の特定の配送サービスについて、外
部システム１００８に実施可否（に関する事項）を問い合わせる（Ｓ４１７）。例えば、
外部要因制限事項が特定の条件（例えば天候について条件）を示す場合、許諾依頼処理プ
ログラム２１６は、当該条件について外部システム１０８に問い合わせを行う。外部シス
テム１０８は、配送サービスの実施可否の問い合わせに対して、回答する（Ｓ４１８）。
リソース組み合わせ決定処理プログラム２１３は、実施不可能であることを示す回答を受
けた配送サービスを含む配送ルート候補を、ルート探索結果テーブル２２２から除外する
【００８６】
　次に、リソース組み合わせ決定処理プログラム２１３は、配送依頼が示すユーザ条件に
応じて、ルート探索結果テーブル２２２から配送依頼者に提示する配送ルート候補を選択
する（Ｓ４１９）。ユーザ条件は、例えば、配送依頼者が指定した、合計希望金額、優先
事項及び表示件数を含む。
【００８７】
　例えば、合計希望金額の最低額又は最高額が指定されている場合、リソース組み合わせ
決定処理プログラム２１３は、合計金額が合計希望最低金額より低い又は合計希望最高金
額より高い配送ルート候補を、ルート探索結果テーブル２２２から、除外する。他の例に
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おいて、優先事項が指定されている場合、リソース組み合わせ決定処理プログラム２１３
は、指定された優先事項に基づき送信する配送ルート候補を決定する。具体的には、リソ
ース組み合わせ決定処理プログラム２１３は、指定された優先事項に応じて配送ルート候
補をソートし、優先度が最も高い配送ルート候補から指定された表示件数又は予め設定さ
れた数の配送ルート候補を、選択する。非選択の配送ルート候補は、ルート探索結果テー
ブル２２２から除外される。
【００８８】
　例えば、優先事項が合計金額である場合、リソース組み合わせ決定処理プログラム２１
３は、最も金額が最も低い配送ルート候補から所定数の配送ルート候補をルート探索結果
テーブル２２２から選択する。優先事項が配達日時である場合、例えば、リソース組み合
わせ決定処理プログラム２１３は、配達日時が最も早い配送ルート候補から所定数の配送
ルート候補をルート探索結果テーブル２２２から選択する。
【００８９】
　優先事項が信頼性である場合、リソース組み合わせ決定処理プログラム２１３は、信頼
度が最も高い配送ルート候補から所定数の配送ルート候補を選択する。例えば、配送ルー
ト候補の信頼度は、配送ルート候補を構成する配送サービスのペナルティ値（ペナルティ
履歴欄に格納されている）の合計で表わされる。ペナルティ値が小さい程、信頼度が高い
。上述のように、ペナルティ値は、配送事業者毎に付与されてもよい。この場合、配送サ
ービスのペナルティ値は、当該サービスを提供する配送事業者のペナルティ値で表わされ
る。
【００９０】
　図１５は、ステップＳ４１９において選択された配送ルート候補の情報を格納するルー
ト探索結果テーブル２２２の例を模式的に示す。図１５は、配送依頼情報テーブル２０９
におけるオーダＩＤが００００１の配送依頼に対する配送ルート候補の情報を示す。ルー
ト探索結果テーブル２２２は、配送ルート候補それぞれの、配送ルート候補ＩＤ（候補Ｉ
Ｄ）、ルート情報及びサービス利用可能性についての情報を格納している。
【００９１】
　配送ルート候補ＩＤは、配送ルート候補を識別するＩＤである。ルート情報は、配送ル
ート候補を構成する配送サービスそれぞれの情報を示す。具体的には、ルート情報は、各
配送サービスの、サービスＩＤ、出発場所、出発日時、所要時間、到着場所、到着日時、
配送料金の情報を示す。図１５の例において、最初の配送サービス（ＩＤ＝１）の出発時
間としてサービス開始可能日時が示され、その到着日時は省略されている。ルート情報は
、さらに、各配送ルート候補の合計金額を示す。
【００９２】
　サービス利用可能性の情報は、配送ルート候補それぞれを構成する各配送サービスが実
施可能であるか否かを示す。本例において、実施不可能な配送サービスを含む配送ルート
候補は削除されているため、全ての配送ルート候補のサービス利用可能性の情報は、全て
の配送サービスが実施可能であることを示す。他の例は、実施不可能な配送サービスを含
む配送ルート候補のレコードを削除することなく、サービス利用可能性の情報によって、
実施不可能な配送サービスを含む配送ルート候補を示してもよい。
【００９３】
　図１２Ｂに戻って、ステップＳ４１９において、リソース組み合わせ決定処理プログラ
ム２１３は、さらに、選択した配送ルート候補の情報を示す配送候補選択画面を生成し、
配送依頼者端末１０３に送信する。配送依頼者端末１０３は、受信した配送候補選択画面
を表示デバイスにおいて表示する（Ｓ４２０）。これにより、配送依頼者による配送ルー
トの確認及び好ましい配送ルートの選択が可能である。
【００９４】
　図１６は、配送候補選択画面の例を示す。配送候補選択画面は、配送ルート候補それぞ
れの情報を示す。配送ルート候補の情報は、集荷予定日時、配達先までの中継地、配達予
定日時、及び配送合計金額を示す。一例において、配送ルート候補は、指定されている優
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先事項に応じてソートされている。図１６に示す例において、配送依頼者は、三つの配送
ルート候補を選択することができる。なお、選択可能な配送ルート候補は、一つのみであ
ってもよい。このように、配送依頼者は、そのニーズに合わせて、複数の候補から配送ル
ートを選択することができる。
【００９５】
　図１２Ｂに戻って、ステップＳ４２１において、配送依頼者端末１０３は、配送依頼者
から、１又は複数の配送ルート候補の指定（選択）を受け付ける。配送依頼者端末１０３
は、指定された１又は複数の配送ルート候補を示す情報を、管理サーバ１０１に送信する
。管理サーバ１０１は、配送ルート候補の選択を受け付ける（Ｓ４２２）。
【００９６】
　図１２Ｃを参照して、ステップＳ４２３において、許諾依頼処理プログラム２１６は、
ステップＳ４２２で受信した、選択された配送ルートそれぞれの各配送サービスについて
、対応する配送事業者の配送事業者端末１０４に、配送サービスの実施可否を問い合わせ
る。全ての配送ルート候補が実施不可の配送サービスを含む場合（Ｓ４２３：否）、本フ
ローは終了する。
【００９７】
　いずれかの配送ルート候補の全ての配送サービスが実施可能である場合（Ｓ４２３：可
）、許諾依頼処理プログラム２１６は、受取人端末１０５に対して、実施可能は配送ルー
ト候補それぞれの許否を問い合わせる（Ｓ４２４）。問い合わせにおける配送ルート候補
の情報は、例えば、配送依頼者、荷物の品目及び配達予定日時を含む。受取人端末１０５
は、受信した情報を表示デバイスにおいて表示し、受取人からの入力を受け付ける。受取
人端末１０５は、配送ルート候補それぞれの許否の情報を、管理サーバ１０１に返す（Ｓ
４２５）。なお、ステップＳ４２３、Ｓ４２４及びＳ４２５は省略してもよい。
【００９８】
　リソース組み合わせ決定処理プログラム２１３は、受取人端末１０５からの回答に応じ
て、最終的な配送ルートを決定する（Ｓ４２６）。例えば、受取人が許可して配送ルート
候補において、最も優先度が高い配送ルート候補（例えば第１候補）を、実施する配送ル
ートと決定する。リソース組み合わせ決定処理プログラム２１３は、当該配送ルートの情
報を、契約情報テーブル２１０に追加する。
【００９９】
　情報通知処理プログラム２１４は、配送依頼者端末１０３に、実施する配送ルートの情
報を送信し（Ｓ４２７）、配送依頼者端末１０３が当該情報を受信して表示デバイスに表
示又は記憶装置に格納する（Ｓ４２８）。送信される情報は、配送ルート、集荷日時、配
達予定日時等の情報を含む。
【０１００】
　情報通知処理プログラム２１４は、配送ルートを構成する配送サービスを提供する配送
事業者端末１０４それぞれに、実施する配送ルートの情報を送信し（Ｓ４２９）、配送事
業者端末１０４が当該情報を受信して表示デバイスに表示又は記憶装置に格納する（Ｓ４
３０）。送信される情報は、荷物ＩＤ、到着場所、到着予定日時、サービスＩＤ、配送開
始日時、配送先、配送先到着日時等の情報を含む。
【０１０１】
　情報通知処理プログラム２１４は、受取人端末１０５に、実施する配送ルートの情報を
送信し（Ｓ４３１）、受取人端末１０５が当該情報を受信して表示デバイスに表示又は記
憶装置に格納する（Ｓ４３２）。送信される情報は、依頼者名、配達予定日時、品目等の
情報を含む。
【０１０２】
　以上のように、本実施形態によって、多様な配送事業者の円滑な連携を実現することが
できる。これにより、実質メッシュ状の配送ネットワークが容易に構築でき、複数の配送
手段の確保に加え、災害時のディザスタリカバリに寄与することができる。
【０１０３】
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　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる
。例えば、上記した実施形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したもの
であり、必ずしも説明したすべての構成を備えるものに限定されるものではない。また、
ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり、また、
ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。また、各実施形態
の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【０１０４】
　また、上記の各構成・機能・処理部等は、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で
設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能等は、プロ
セッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによりソフトウェ
アで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情報は、メ
モリや、ハードディスク、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等の記録装置
、または、ＩＣカード、ＳＤカード等の記録媒体に置くことができる。また、制御線や情
報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしもすべての制御線や情報
線を示しているとは限らない。実際には殆どすべての構成が相互に接続されていると考え
てもよい。
【符号の説明】
【０１０５】
１０１　管理サーバ
１０２　運営事業者端末
１０３　配送依頼者端末
１０４　配送事業者端末
１０５　受取人端末
１０８　外部システム
２０４　配送依頼者情報テーブル
２０５　受取人情報テーブル
２０６　配送サービス登録テーブル
２０７　ベース登録テーブル
２０８　ペナルティ管理テーブル
２０９　配送依頼情報テーブル
２１０　契約情報テーブル
２１１　事前登録処理プログラム
２１２　リソース検索処理プログラム
２１３　決定処理プログラム
２１４　情報通知処理プログラム
２１５　配送事業者ステータス更新処理プログラム
２１６　許諾依頼処理プログラム
２１９　配送依頼情報テーブル
２２１　ルート探索テーブル
２２２　ルート探索結果テーブル
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