
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品を預け入れる複数のロッカーと、該ロッカーの施解錠を制御する制御手段とを備え
た物品取り次ぎ用ロッカー装置において、
　前記各ロッカーに対応する固有のコードを記録した記録紙を添えるとともに前記物品を
収納した状態で該物品を該ロッカーに預け入れるための複数の収納容器と、
　該収納容器に添えられた前記記録紙の前記コードを読み取るコード読み取り手段と、
を備え、
　前記制御手段により、物品回収モードのとき、前記物品が預け入れられている前記ロッ
カーを解錠するとともに、該解錠されたロッカー内の前記収納容器に添えられた前記記録
紙の前記コードを前記コード読み取り手段で読み取ることにより、当該ロッカーを施錠す
るようにしたことを特徴とする物品取り次ぎ用ロッカー装置。
【請求項２】
　物品を納品する複数のロッカーと、該ロッカーの施解錠を制御する制御手段とを備えた
物品取り次ぎ用ロッカー装置において、
　前記各ロッカーに対応する固有のコードを記録した記録紙を添えるとともに前記物品を
収納した状態で該物品を該ロッカーに納品するための複数の収納容器と、
　該収納容器に添えられた前記記録紙の前記コードを読み取るコード読み取り手段と、
を備え、
　前記制御手段により、物品納品モードのとき、納品する物品を収納している前記収納容
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器に添えられた前記記録紙の前記コードが前記コード読み取り手段で読み取られたとき、
該読み取られたコードに対応するロッカー を解錠し、

次に該コード読み取り手段で読み取られたコードに対応
するロッカー を解錠するとともに直前に解錠した ロッカ
ーを施錠するようにしたことを特徴とする物品取り次ぎ用ロッカー装置。
【請求項３】
　前記記録紙に記録された前記コードはバーコードであり、前記コード読み取り手段はハ
ンディスキャナであることを特徴とする請求項１または請求項２記載の物品取り次ぎ用ロ
ッカー装置。
【請求項４】
　前記納品する物品についての情報を記録した記録媒体から該物品についての情報を読み
取る読み取り装置を備えたことを特徴とする請求項２記載の物品取り次ぎ用ロッカー装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば写真の現像プリント処理のために撮影済みフィルムの回収や焼付プリン
トの納品を行うなど、ロッカーを利用することにより利用者と対面しなくても物品の取り
次ぎを行えるようにした物品取り次ぎ用ロッカー装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種のロッカー装置として、例えば特開平７－４９９０５号公報に開示されたも
のがある。この装置は、撮影済みフィルムの現像プリントを行う場合、撮影済みフィルム
を無人のロッカーに預けることで、写真店や取次店が閉店しているような時間帯でも現像
プリントを依頼することができ、また、現像されたフィルムや焼付プリントは同じロッカ
ーから受け取ることができるようにしたものである。
【０００３】
利用者が撮影済みフィルムを預けるときは、注文内容や暗証番号（電話番号）を入力する
と、空いているロッカーが解錠されるので、そのロッカーに撮影済みフィルムを入れて扉
をしめると自動ロックされ、預り書が発行されて受付が完了する。
【０００４】
写真店や取次店などの業者が預け入れられたフィルムを回収するときは、キースイッチを
オンにして引き取り稼働状態にし、受取りボタンを押すと、フィルムが預け入れられたロ
ッカー番号や暗唱番号およびその他の情報が表示されるとともにプリントアウトされるの
で、その情報に基づいてロッカーの扉を開けてフィルムを取り出し回収する。そして、終
了ボタンを押すと、預入れ一覧表がプリントアウトされるので、キースイッチをオフにし
て回収が完了する。
【０００５】
また、業者が、現像済みのフィルムや焼付プリントをロッカーに納品するときは、キース
イッチをオンにして収納稼働状態にし、預入れボタンを押すと、空きロッカーの番号が表
示されるので、その扉を開けて、現像済みのフィルムや焼付プリントを収納する。このと
き、収納したロッカーに対応する暗証番号とその収納した現像済みのフィルムや焼付プリ
ントについての料金をテンキーで入力する。そして全品ロッカーに収納した後、キースイ
ッチをオフにして納品を完了する。
【０００６】
なお、利用者が自分の暗証番号を入力すると料金が表示されるので、その料金を支払うと
領収書が発行され、暗証番号に対応するロッカーが解錠されるので、そのロッカーから仕
上がった現像済みフィルムや焼付プリントを受け取ることができる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
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ッカーが解錠されている状態で、

である第２のロッカー 前記第１の



上記のような装置では、預入られた撮影済みのフィルムを業者が回収するときに、ロッカ
ーから出したつもりでもロッカー内に入れたままで扉を閉めてしまうこともあり、確実に
回収できない恐れがある。また、仕上がった現像済みフィルムや焼付プリントをロッカー
に納品するときも、ロッカーを取り違えることもあり、確実に納品できない恐れがある。
さらに、料金は注文内容に応じてまちまちであり、利用者別の暗証番号とその料金を現場
でテンキーで入力しなければならないので、手間もかかり間違いが生じやすいという問題
がある。
【０００８】
なお、上記のようにロッカーを用いて、利用者と所定の者（業者等）との間で物品の取り
次ぎを行うことは、写真の現像に限らず、クリーニングの依頼とその仕上り品の納品等に
も利用できるが、このような場合でも上記同様の問題が生じる。
【０００９】
本発明は、利用者によりロッカーに預け入れられた物品を業者が回収し、この回収した物
品に所定の処理を施して再びロッカーに納品することにより利用者が受け取ることができ
るようにした物品取り次ぎ用ロッカー装置において、物品の回収や納品を確実に行えるよ
うにすることを課題とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するためになした本発明の請求項１記載の物品取り次ぎ用ロッカー装置
は、物品を預け入れる複数のロッカーと、該ロッカーの施解錠を制御する制御手段とを備
えた物品取り次ぎ用ロッカー装置において、前記各ロッカーに対応する固有のコードを記
録した記録紙を添えるとともに前記物品を収納した状態で該物品を該ロッカーに預け入れ
るための複数の収納容器と、該収納容器に添えられた前記記録紙の前記コードを読み取る
コード読み取り手段と、を備え、前記制御手段により、物品回収モードのとき、前記物品
が預け入れられている前記ロッカーを解錠するとともに、該解錠されたロッカー内の前記
収納容器に添えられた前記記録紙の前記コードを前記コード読み取り手段で読み取ること
により、当該ロッカーを施錠するようにしたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の請求項２記載の物品取り次ぎ用ロッカー装置は、物品を納品する複数の
ロッカーと、該ロッカーの施解錠を制御する制御手段とを備えた物品取り次ぎ用ロッカー
装置において、前記各ロッカーに対応する固有のコードを記録した記録紙を添えるととも
に前記物品を収納した状態で該物品を該ロッカーに納品するための複数の収納容器と、該
収納容器に添えられた前記記録紙の前記コードを読み取るコード読み取り手段と、を備え
、前記制御手段により、物品納品モードのとき、納品する物品を収納している前記収納容
器に添えられた前記記録紙の前記コードが前記コード読み取り手段で読み取られたとき、
該読み取られたコードに対応するロッカー を解錠し、

次に該コード読み取り手段で読み取られたコードに対応
するロッカー を解錠するとともに直前に解錠した ロッカ
ーを施錠するようにしたことを特徴とする。
【００１２】
本発明の請求項１記載の物品取り次ぎ用ロッカー装置においては、収納容器に物品を収納
した状態でロッカーに預け入れる。この収納容器にはそのロッカーに対応するバーコード
等のコードを記録した記録紙が添えられている。物品回収モードのとき、物品が預け入れ
られているロッカーが制御手段により解錠されるが、ロッカーから取り出した物品の収納
容器に添えられた記録紙のコードをハンディスキャナ等のコード読み取り手段で読み取る
と、そのロッカーは施錠される。したがって、物品をロッカーに入れたまま施錠されるこ
とがなく、確実に回収できる。
【００１３】
　本発明の請求項２記載の物品取り次ぎ用ロッカー装置においては、収納容器に物品を収
納した状態でロッカーに物品を納品する。納品モードのとき、納品する物品を収納してい
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る収納容器に添えられた記録紙のコードをコード読み取り手段で読み取ると、その読み取
られたコードに対応するロッカー が解錠されるので、そのロッカーに
物品を納品する。次に別の物品についてコードを読み取るとそのコードに対応するロッカ
ー が解錠されるとともに、直前に解錠したロッカー

が施錠される。したがって、例えばある物品についてのコードを読み取って解錠したロ
ッカー に、別の物品を納品したとしても、この本来納品すべき物品に
ついてのコードをいずれ読み取ることになり、このときに解錠されたロッカー

に別の物品が既に納品されているので、間違いに気づくことになり、確実に納品
することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の実施例に係
る物品取り次ぎ用ロッカー装置の正面図、図２は同物品取り次ぎ用ロッカー装置のブロッ
ク図、図３～図８は同物品取り次ぎ用ロッカー装置の制御部における制御を示すフローチ
ャートである。
【００１５】
この実施例の装置は、撮影済みフィルムの現像および写真のプリント等を依頼するために
、利用者と現像業者との間でフィルムおよび焼付プリント等の取り次ぎを行うものである
。図１に示したように、中央の操作部本体Ａとその両側のロッカー群Ｂで構成されている
。操作部本体Ａの前面には、操作画面１、カード発行・挿入口２、プリンター排出口３、
紙幣挿入口４、硬貨投入口５、返却レバー６、硬貨返却口７が配設されている。操作画面
１はタッチパネル付きカラーＬＣＤで構成されており、このカラーＬＣＤは操作部本体Ａ
の内部に配設されている
。
【００１６】
さらに、操作部本体Ａの内部には、フロッピーディスクから料金等のデータを読み取るた
めのフロッピーディスクドライブ（ＦＤＤ）１０、カード発行・挿入口２の位置に対応さ
せた磁気カードリーダー２０、プリンター排出口３の位置に対応させたプリンター３０、
紙幣挿入口４の位置に対応させた紙幣鑑別機４０、硬貨投入口５および硬貨返却口７の間
に対応させたコイン選別機５０、ハンディスキャナ６０、制御部７０がそれぞれ配設され
ている。なお、操作部本体Ａの前面パネルは図示しないマスターキーにより開閉できるよ
うになっている。
【００１７】
ロッカー群Ｂは、複数（この例では片側 個）のロッカー８０を備えており、各ロッカ
ーの扉８０ａの前面には扉ランプ８０ｂ、把手８０ｃが配設されている。なお、各ロッカ
ー扉８０には連番のロッカー番号が印されている。未使用状態のとき、各ロッカー８０の
内部には、収納容器として透明な依頼袋Ｃが納められており、この依頼袋Ｃは撮影済みフ
ィルムＤと注文書Ｅを収納してロッカーに預け入れるのに使用される。
【００１８】
次に、このロッカー装置の使い方について説明する。
（ＤＰ受付）
先ず、利用者が操作画面１に触れると、ＤＰ受付モード、ＤＰ受取モード等のモード選択
の画面が表示される。そこで、操作画面１の操作により、受付モードを選択し、会員客で
あるか一般客であるかを選択する。会員客の場合は会員カードをカード発行・挿入口２に
挿入する。これにより、会員カードから客の氏名、電話番号等が読み取られる。一方、一
般客の場合は、操作画面１の操作により、氏名と電話番号を入力する。以後、これらの情
報により管理される。なお、このモード選択では、この装置専用のプリペードカードを発
行するモードも選択でき、このプリペードカードは、ＤＰ受取のときの料金支払いに使え
る。
【００１９】
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次に、操作画面１の操作により、注文内容を入力する。この注文内容は、同時プリント、
現像のみ、焼き増しの種類、フィルムの種類、プリントサイズ、プリント枚数、フィルム
本数など、各種の内容を選択入力する。そして、前受金として１００円を投入すると、ロ
ッカー装置側が指定した所定のロッカーが解錠されるとともにそのロッカーの扉ランプ８
０ｂが点滅し、注文内容等が印字されるとともにロッカー番号を含む情報がバーコードと
してプリントされた注文書が発行される。
【００２０】
次に、ロッカー内の透明な依頼袋Ｃを取り出し、図１のようにその依頼袋Ｃ内に注文書Ｅ
とフィルムＤを入れて、それを指定のロッカー内に入れ、扉を閉める。そして、操作画面
１で確認キーを操作すると、ロッカーが施錠されるとともに扉ランプ８０ｂが点灯状態と
なり、預り証が発行される。なお、会員客の場合はこのとき会員カードが返却される。以
上の手順で受付が完了する。
【００２１】
（回収）
この回収は、業者の集配人等が行う。先ず、前面パネルを開けて、内部のキー操作部で「
回収・納品」の位置すなわち回収／納品選択モードにセットする。なお、キー操作部は図
９のようになっており、操作キーによるシリンダの回動位置に応じて各モードが選択され
る。なお、「通常位置」は、前記のＤＰ受付と、利用者が仕上がり品を受け取るＤＰ受取
を行うモードであり、「管理」は売り上げ集計や各種設定などを行うときのモードである
。
【００２２】
「回収・納品」のモードにセットした後、操作画面１の操作により、回収モードを選択し
、パスワード（マスターコード）を入力する。パスワードが一致すると、ＤＰ受付の行わ
れた依頼袋Ｃ（フィルムＤおよび注文書Ｅ）が入っているロッカーのロッカー番号が操作
画面１に表示され、最も若いロッカー番号のロッカーが解錠され、その扉ランプ８０ｂが
点滅する。なお、この解錠されたロッカーのロッカー番号は操作画面１において反転表示
となる。
【００２３】
次に、解錠されたロッカーの扉を開けて依頼袋Ｃを取り出し、この依頼袋Ｃ内にフィルム
Ｄと共に入っている注文書Ｅのバーコードをハンディスキャナ６０で読み取る。これによ
り、そのロッカーが施錠され、次のロッカー番号のロッカーが解錠される。以上の操作を
操作画面１に表示されているロッカー番号全てについて繰り返し、回収が終了すると回収
リストがプリントアウトされる。回収が終了したロッカーは全て施錠状態で扉ランプ８０
ｂは点灯状態となる。これにより、現在回収したロッカーは納品待ちとなり、そのロッカ
ーでの新規のＤＰ受付は不可となる。以上の回収操作が済むと、操作キーを通常位置に戻
し、前面パネルを閉める。
【００２４】
（納品）
現像済みフィルムや焼付プリント等の仕上がり品は依頼袋Ｃと同様な透明な納品袋に入れ
られ、その納品袋の表面には、その仕上がり品を納品すべきロッカー（納品待ち状態のロ
ッカー）のロッカー番号をバーコードで記録した伝票が添付される。また、現像所や管理
センター等で、注文書の内容に応じて、仕上がり商品についてのＤＰ料金を記録されたフ
ロッピーディスクを用意しておく。そして、このフロッピーディスクを持参して上記納品
袋に入れた状態で仕上がり品を納品する。
【００２５】
先ず、前面パネルを開けて、操作キーで回収／納品選択のモードにセットした後、操作画
面１の操作により納品モードを選択し、パスワードを入力する。次に、ＤＰ料金が記録さ
れたフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブ１０にセットし、操作画面１で確
認操作を行うと、各ロッカーの受取時の料金が設定される。料金が設定されると、納品待
ち状態のロッカーのロッカー番号と設定された料金が操作画面１に表示される。そこで、
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納品袋の伝票のバーコードをハンディスキャナ６０で読み取ると、該当するロッカーが解
錠されるとともに扉ランプ８０ｂが点滅する。また、このとき、操作画面１に表示されて
いるロッカー番号および料金の横に“納品”と表示される。
【００２６】
２回目以降上記同様の操作をして、順次納品袋の伝票のバーコードをハンディスキャナ６
０で読み取りながら、解錠されたロッカーにその納品袋を入れていく。このとき、２回目
以降は、バーコードを読み取る毎に、直前に納品したロッカーが施錠されるとともにその
ロッカーの扉ランプ８０ｂが点灯し、受取待ち状態のロッカーとなる。そして、全ての納
品袋をロッカーに入れて納品が完了すると、納品リストがプリントアウトされる。
【００２７】
ここで、解錠されたロッカーに別の納品袋を入れてしまうと、そのロッカーに納品すべき
納品袋のバーコードを読み取ったときに、その間違った納品袋を入れたロッカーが解錠さ
れることになり、ロッカー内に納品袋を発見するので、間違ったことに気づく。したがっ
て、再度やり直せば、確実に納品が完了する。以上の納品操作が済むと、操作キーを通常
位置に戻し、前面パネルを閉める。
【００２８】
（ＤＰ受取）
利用者が操作画面１に触れると、ＤＰ受付モード、ＤＰ受取モード等のモード選択の画面
が表示される。そこで、操作画面１の操作により、受取モードを選択し、預り証に印字さ
れている受付番号を入力する。預り証が無い場合には会員カードの挿入または電話番号等
を入力する。これにより、利用者の氏名とＤＰ仕上がりを知らせるメッセージが表示され
る。このとき、まだ仕上がっていないとき（納品されていないとき）は、その旨を伝える
メッセージが表示される。
【００２９】
仕上がってるとき、操作画面１で確認操作を行うと、代金（前受金を引いた金額）が表示
されるので料金を投入し、投入料金が代金以上になると、仕上がり品が入っているロッカ
ーが解錠され、扉ランプ８０ｂが点滅する。この料金はこの装置で発行されたプリペード
カードで支払ってもよい。また、領収書が必要な場合は操作画面１で領収書ボタンを操作
する。そして、扉を開けて仕上がり品を取り出し、扉を閉めると、数秒後に施錠されて扉
ランプ８０ｂが消灯する。このとき、釣り銭の払い出しや領収書の発行、あるいはプリペ
ードカードの排出が行われる。
【００３０】
図２に示したように、制御部７０には、操作画面１（タッチパネルとカラーＬＣＤ）、フ
ロッピーディスクドライブ１０、磁気カードリーダー２０、プリンター３０、紙幣鑑別機
４０、コイン選別機５０、ハンディスキャナ６０、各ロッカー８０、および操作キーの操
作位置を検出するキースイッチ９０がそれぞれ接続されている。制御部７０はマイクロコ
ンピュータ等で構成されており、この制御部７０は、次に説明する制御フローにしたがっ
て、各部の制御を行い、前記各モードの動作を実現している。
【００３１】
なお、操作画面１の入力および表示の制御、フロッピーディスクドライブ１０、磁気カー
ドリーダー２０、プリンター３０、ハンディスキャナ６０の制御は従来電子機器で行われ
ていると同様である。また、紙幣鑑別機４０およびコイン選別機５０による投入料金の判
別制御等も自販機等で行われていると同様の制御である。さらに、ロッカー８０の施解錠
制御、扉ランプ８０ｂの点灯制御等もコインロッカー等で行われていると同様の制御であ
るり、これらの詳細な動作説明は省略する。
【００３２】
図３のフローは操作キーが通常位置にセットされたときに開始される受付／受取選択モー
ド処理のフローチャートであり、先ず、ステップＳ１で操作画面１に接触が有るかを監視
し、接触があればステップＳ２で選択メニュー画面を表示する。このとき、選択メニュー
画面としては、「ＤＰ受付」、「ＤＰ受取」および「プリペードカード発行」の選択ボタ
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ンを表示する。次に、ステップＳ３で操作選択された内容を判定し、各選択内容に基づい
てステップＳ４、ステップＳ５またはステップＳ６に進む。
【００３３】
ステップＳ４では図４のＤＰ受付処理を行い、ステップＳ５では図５のＤＰ受取処理を行
い、ステップＳ６ではこのロッカー装置に適用されるプリペードカードを発行する処理を
行い、それぞれステップＳ１に戻る。なお、プリペードカードの発行は従来行われている
処理と同様である。
【００３４】
図４のＤＰ受付処理では、先ず、ステップＳ１１で操作画面１の操作に基づいて一般客の
指定であるか会員客の指定であるかを判定し、一般客であればステップＳ１２で操作画面
１の表示および操作に基づいて氏名，電話番号を入力する処理を行ってステップＳ１４に
進む。また、会員客であれば、ステップＳ１３で会員カードの挿入で氏名，電話番号を入
力する処理を行ってステップＳ１４に進む。次に、ステップＳ１４で操作画面１の操作に
よって注文内容を入力する処理を行い、ステップＳ１５で前金を受け取る処理を行う。
【００３５】
前金を受け取ると、ステップＳ１６で、ロッカー番号と預け方の説明を表示し、ロッカー
を解錠して扉ランプを点滅させ、そのロッカーのロッカー番号をバーコードでプリントし
た注文書を発行する。そして、ステップＳ１７で操作画面１から確認の入力が有るかを監
視し、確認の入力があれば、ステップＳ１８で、ロッカーを施錠して扉ランプを点灯し、
預り証を発行して元のルーチンに復帰する。
【００３６】
図５のＤＰ受取処理では、先ず、ステップＳ２１で操作画面１の操作または会員カードの
挿入操作に基づいて、受付番号または電話番号等の入力処理を行い、ステップＳ２２で、
入力された受付番号または電話番号に対応する受取待ち状態のロッカーがあるかを判定し
、対応する受取待ち状態のロッカーが無ければステップＳ２３で仕上がっていないことを
示すメッセージを表示して所定の処理を行って元のルーチンに復帰する。対応する受取待
ち状態のロッカーがあれば、ステップＳ２４で利用者の氏名とＤＰ仕上がりを知らせるメ
ッセージを表示してステップＳ２５に進む。
【００３７】
ステップＳ２５では、操作画面１から確認の入力が有るかを監視し、確認の入力があれば
ステップＳ２６で代金を表示し、ステップＳ２７で料金の投入あるいはプリペードカード
による支払いが完了するかを確認する。支払いが完了すると、ステップＳ２８で対応する
ロッカーを解錠して扉ランプを点滅させ、ステップＳ２９で扉が閉められるまで待機する
。そして、扉が閉められると、ステップＳ２０１で数秒後に対応するロッカーを施錠して
扉ランプを消灯し、元のルーチンに復帰する。
【００３８】
図６のフローは操作キーの操作により、回収／納品選択モードにセットされたとき開始さ
れる処理であり、先ずステップＳ３１で選択メニュー画面を表示する。このとき、選択メ
ニュー画面としては、「回収」および「納品」の選択ボタンを表示する。次に、ステップ
Ｓ３２で操作選択された内容を判定し、各選択内容に基づいて、ステップＳ３３で図７の
回収処理をおこない、ステップＳ３４では図８の納品処理を行って処理を終了する。
【００３９】
図７の回収処理では、先ず、ステップＳ４１でパスワードの入力処理を行い、ステップＳ
４２でパスワードがＯＫであるか否かを判定する。パスワードがＯＫでなければステップ
Ｓ４１に戻り、パスワードがＯＫであればステップＳ４３で受付済みの依頼袋が入ってる
ロッカーの番号を操作画面１に全て表示し、ステップＳ４４で最も若いロッカー番号のロ
ッカーを解錠するとともにそのロッカーの扉ランプを点滅させ、ステップＳ４５に進む。
回収処理は操作キーの操作により選択されるため、パスワードの入力処理を省略すること
もできる。
【００４０】
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ステップＳ４５では、ハンディスキャナ６０でバーコードの読み取りが有るか否かを監視
し、バーコードの読み取りが有ると、ステップＳ４６でバーコードデータを記憶し、ステ
ップＳ４７で、そのバーコードデータが示すロッカー（読み取ったバーコードの依頼袋が
入っていたロッカー）を施錠するとともに扉ランプを点灯状態にする。そして、ステップ
Ｓ４８で受付済みのロッカー全てについて回収が終了したか否かを判定し、終了していな
ければステップＳ４９で次ぎのロッカーを解錠するとともに扉ランプを点滅させてステッ
プＳ４５戻る。また、回収が終了していれば、ステップＳ４０１で回収終了の表示を行う
とともに回収リストを出力し、元のルーチンに戻る。
【００４１】
以上の回収処理により、依頼袋が預け入れられているロッカーが制御手段により解錠され
るが、ロッカーから取り出した依頼袋に入っている注文書のバーコードを読み取ると、そ
のロッカーが自動的に施錠されるので、依頼袋を取り出されているときにそのロッカーが
施錠状態となり、依頼袋をロッカー内に置き忘れること無く、回収が確実となる。
【００４２】
図８の納品処理では、先ず、ステップＳ５１でパスワードの入力処理を行い、ステップＳ
５２でパスワードがＯＫであるか否かを判定する。パスワードがＯＫでなければステップ
Ｓ５１に戻り、パスワードがＯＫであればステップＳ５３で、フロッピーディスクがフロ
ッピーディスクドライブ２０にセットされ、かつ、操作画面１で確認操作が行われたかを
監視し、セットされた確認操作が行われると、ステップＳ５４で、フロッピーディスクか
ら各ロッカーの料金データを読み込んで、記憶されているバーコードデータとともにメモ
リに記憶し、納品待ち状態のロッカーのロッカー番号と設定された料金を操作画面１に表
示し、ステップＳ５５に進む。
【００４３】
次に、ステップＳ５５でハンディスキャナ６０でバーコードの読み取りが有るか否かを監
視し、バーコードの読み取りが有ると、ステップＳ５６でメモリに記憶しているバーコー
ドデータと一致するものが有るか否かを判定し、一致するものがあれば、ステップＳ５９
に進む。一致するものが無ければ、ステップＳ５７でエラーメッセージの表示を行い、ス
テップＳ５８でエラー処理を行って元のルーチンに復帰する。なお、このエラー処理では
、納品待ち状態のロッカー番号の確認処理やロッカーの解錠等の処理等を行って、再納品
のための確認等を行う。
【００４４】
バーコードが一致するものが有れば、ステップＳ５９で現在より以前に納品待ち状態のロ
ッカーを解錠したか否かを判定し、解錠していなければ（最初のバーコード読み取り時）
そのままステップＳ５０２に進み、解錠していれば（２回目以降のパーコード読み取り時
）、ステップＳ５０１でそのロッカーを施錠するとともに扉ランプを点灯してステップＳ
５０２に進む。これにより、２回目以降の納品のときは直前に納品したロッカーが施錠さ
れる。
【００４５】
ステップＳ５０２では、記憶されているバーコードデータと一致するところのロッカーを
解錠して扉ランプを点滅させ、ステップＳ５０３で、納品待ち状態のロッカーの全てにつ
いて処理が終了したか否かを判定し、終了していなければステップＳ５５に進み、終了し
ていればステップＳ５０４で納品リストを出力し、全てのロッカーを施錠して扉ランプを
点灯し、元のルーチンに復帰する。
【００４６】
以上の処理により、納品袋のバーコードを読み取る毎に、直前のロッカーが施錠されると
ともに、その読み取ったバーコードに対応するロッカーが常に解錠されるので、納品袋を
別のロッカーに入れ間違えても納品作業中に容易に気づくことができ、確実に納品が完了
する。
【００４７】
また、料金等のデータをフロッピーディスクから入力するようにしているので、手間もか
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からず、入力ミスも防止することができる。
【００４８】
以上説明したように物品の取り次ぎをロッカー装置を介して行うのは、写真店や取次店等
の営業時間に拘束されることなく、利用者が現像プリントの依頼や仕上がり品の受取を行
えるようにするものである。したがって、ロッカー装置の設置場所や、取次店の営業場所
など、環境に応じて利用の仕方を変化させることができる。すなわち、実施例では受付、
回収、納品および受取を全てロッカー装置を介して行うようにしているが、これに限定さ
れるものではない。
【００４９】
例えば、駅の構内や駅の近所などに取次店とロッカー装置を設け、利用者の多い通勤時間
帯などはその取次店の窓口で受付を行い、営業終了後にロッカー装置から仕上がり品を受
け取るようにしてもよい。この場合は、ロッカー装置で回収処理を行わなくてもよい。ま
た、逆に、受付をロッカー装置で行って受取は取次店で行うようなケースでもよく、この
場合は、ロッカー装置で納品処理を行わなくてもよい。
【００５０】
また、上記の実施例では、写真の現像プリントを行う際の、フィルムやプリントの取り次
ぎを行うロッカー装置について説明したが、例えば、クリーニングを行うために、衣類等
を取り次ぎするようなロッカー装置でも同様の処理を行うことにより、回収あるいは納品
を確実に行うことができる。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の請求項１記載の物品取り次ぎ用ロッカー装置によれば、収
納容器にバーコード等のコードを記録した記録紙を添えて物品を収納した状態でロッカー
に預け入れ、物品回収モードのとき、物品が預け入れられているロッカーを解錠し、ロッ
カーから取り出した物品の収納容器に添えられた記録紙のコードをハンディスキャナ等の
コード読み取り手段で読み取ることにより、そのロッカーを施錠するようにしたので、物
品をロッカーに入れたまま施錠されることがなく、確実に回収できる。
【００５２】
また、本発明の請求項２記載の物品取り次ぎ用ロッカー装置によれば、納品モードのとき
、収納容器にバーコード等のコードを記録した記録紙を添えて物品を収納した状態でロッ
カーに納品し、その収納容器に添えられた記録紙のコードをハンディスキャナ等のコード
読み取り手段で読み取ることにより、その読み取られたコードに対応するロッカーを解錠
し、そのロッカーに物品を納品して、次に別の物品についてコードを読み取ることにより
、そのコードに対応するロッカーを解錠するとともに、直前に解錠したロッカーを施錠す
るようにしたので、解錠したロッカーに別の物品を納品したとしても、本来納品すべき物
品についてのコードを読み取ったときに、解錠されたロッカーに別の物品が既に納品され
ているので、間違いに気づくことになり、確実に納品することができる。
【００５３】
なお、本発明の請求項４記載の物品取り次ぎ用ロッカー装置のように、納品モードのとき
、納品する物品についての料金等をフロッピーディスク等の記録媒体を用いて入力するよ
うにすれば、手間がかからず、間違いなく確実に入力することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例に係る物品取り次ぎ用ロッカー装置の正面図である。
【図２】同物品取り次ぎ用ロッカー装置のブロック図である。
【図３】実施例における受付／受取選択モード処理のフローチャートである。
【図４】実施例におけるＤＰ受付処理のフローチャートである。
【図５】実施例におけるＤＰ受取処理のフローチャートである。
【図６】実施例における回収／納品選択モード処理のフローチャートである。
【図７】実施例における回収処理のフローチャートである。
【図８】実施例における納品処理のフローチャートである。
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【図９】実施例におけるキー操作部の選択位置を示す図である。
【符号の説明】
１　　操作画面
１０　フロッピーディスクドライブ
６０　　ハンディスキャナ
７０　　制御部
８０　　ロッカー
Ｃ　　　依頼袋
Ｅ　　　注文書

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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