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(57)【要約】
【課題】宅配物の受取人である顧客に、適切に、宅配に
関する通知を行うことが可能な宅配情報処理装置を提供
する。
【解決手段】顧客の識別情報である顧客識別情報と、顧
客の連絡先を示す情報である連絡先情報とを有する顧客
情報が格納されている顧客情報格納部１０１と、宅配を
依頼する情報であって、宅配物の配達先である顧客につ
いての顧客識別情報である配達先顧客識別情報を含む情
報である宅配依頼情報が格納される宅配依頼情報格納部
１０２と、配達先顧客識別情報に対応する連絡先情報を
顧客情報から取得し、取得した連絡先情報を用いて、配
達先顧客識別情報が示す顧客に宅配に関する情報である
宅配情報を送信する宅配情報送信部１１０とを備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
顧客の識別情報である顧客識別情報と、顧客の連絡先を示す情報である連絡先情報とを有
する顧客情報が格納されている顧客情報格納部と、
宅配を依頼する情報であって、宅配物の配達先である顧客についての顧客識別情報である
配達先顧客識別情報を含む情報である宅配依頼情報が格納される宅配依頼情報格納部と、
前記配達先顧客識別情報に対応する連絡先情報を前記顧客情報から取得し、取得した連絡
先情報を用いて、配達先顧客識別情報が示す顧客に宅配に関する情報である宅配情報を送
信する宅配情報送信部とを備えた宅配情報処理装置。
【請求項２】
前記配達先顧客識別情報と、当該宅配物の配達を担当する配達者の識別情報である配達者
識別情報とを有する配達指示情報が格納される配達指示情報格納部と、
前記顧客識別情報と、当該顧客識別情報が示す顧客の位置を示す情報である顧客位置情報
とを有する顧客位置管理情報が格納される顧客位置情報格納部と、
前記配達者識別情報と、当該配達者識別情報が示す配達者の位置を示す情報である配達者
位置情報とを有する顧客位置管理情報が格納される配達者位置情報格納部と、
前記配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報に対応する顧客位置情報と、当該配達指
示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報とが、予め指定された条件を
満たすか否かを判断する位置判断部と、をさらに備え、
前記宅配情報送信部は、前記位置判断部が条件を満たすと判断した配達先顧客識別情報に
対応する連絡先情報を取得して、前記宅配情報を送信する請求項１記載の宅配情報処理装
置。
【請求項３】
前記顧客情報格納部には、顧客に対する宅配物の配達先となる位置を示す情報である配達
位置情報をさらに有する顧客情報が格納されており、
前記位置判断部は、前記配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報に対応する顧客位置
情報が、当該配達先顧客識別情報に対応する配達位置情報が示す位置を示し、当該配達指
示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報が示す位置が、前記配達位置
情報が示す位置に対して、予め指定された範囲内にある場合に、予め指定された条件を満
たすと判断し、
前記宅配情報送信部は、配達がもうすぐ行われることを示す宅配情報を送信する請求項２
記載の宅配情報処理装置。
【請求項４】
前記顧客情報格納部には、顧客に対する宅配物の配達先となる位置を示す情報である配達
位置情報をさらに有する顧客情報が格納されており、
前記位置判断部は、前記配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報に対応する顧客位置
情報が、当該配達先顧客識別情報に対応する配達位置情報が示す位置でないことを示し、
当該配達指示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報が示す位置が、前
記配達位置情報が示す位置に対して、予め指定された範囲内にある場合に、予め指定され
た条件を満たすと判断し、
前記宅配情報送信部は、配達時間の変更を求める宅配情報を送信する請求項２記載の宅配
情報処理装置。
【請求項５】
前記宅配依頼情報格納部には、宅配情報の送信を許可するか否かを示す情報である送信可
否情報をさらに有する宅配依頼情報が格納されており、
前記宅配情報送信部は、送信を許可しないことを示す前記送信可否情報と対応付けられた
配送先顧客識別情報が示す顧客に宅配情報を送信しない請求項１から請求項４いずれか記
載の宅配情報処理装置。
【請求項６】
前記宅配依頼情報格納部には、配達内容に関する情報である配達内容情報をさらに有する
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宅配依頼情報が格納されており、
前記配達内容情報が予め指定された条件を満たすか否かを判断する内容判断部をさらに備
え、
前記宅配情報送信部は、前記内容判断部が条件を満たすと判断した配達内容情報に対応付
けられた配送先顧客識別情報が示す顧客にのみ、宅配情報を送信する請求項１から請求項
４いずれか記載の宅配情報処理装置。
【請求項７】
前記宅配情報送信部は、配達時間の変更を行うための画面である配達時間変更画面を含む
宅配情報を送信する請求項１から請求項６いずれか記載の宅配情報処理装置。
【請求項８】
顧客の識別情報である顧客識別情報と、顧客の連絡先を示す情報である連絡先情報とを有
する顧客情報が格納されている顧客情報格納部と、宅配を依頼する情報であって、宅配物
の配達先である顧客についての顧客識別情報である配達先顧客識別情報を含む情報である
宅配依頼情報が格納される宅配依頼情報格納部と、宅配情報送信部とを用いて行われる宅
配情報処理方法であって、
前記宅配情報送信部が、前記配達先顧客識別情報に対応する連絡先情報を前記顧客情報か
ら取得し、取得した連絡先情報を用いて、配達先顧客識別情報が示す顧客に宅配に関する
情報である宅配情報を送信する宅配情報送信ステップとを備えた宅配情報処理方法。
【請求項９】
顧客の識別情報である顧客識別情報と、顧客の連絡先を示す情報である連絡先情報とを有
する顧客情報が格納されている顧客情報格納部と、宅配を依頼する情報であって、宅配物
の配達先である顧客についての顧客識別情報である配達先顧客識別情報を含む情報である
宅配依頼情報が格納される宅配依頼情報格納部と、にアクセス可能なコンピュータを、
前記配達先顧客識別情報に対応する連絡先情報を前記顧客情報から取得し、取得した連絡
先情報を用いて、配達先顧客識別情報が示す顧客に宅配に関する情報である宅配情報を送
信する宅配情報送信部として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、宅配に関する情報を送信する宅配情報処理装置等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、宅配トラック端末が受取人識別子と、通知を希望する在宅情報を示
す情報とを含む問い合わせ条件を、在宅情報サーバに送信し、問い合わせ条件判断手段は
、在宅情報記憶手段から、ユーザの在宅情報を取得し、取得した在宅情報と、問い合わせ
条件に含まれる通知を希望する在宅情報とに基づいて、受取人に対して、在宅情報の開示
の可否を問い合わせるか否かを判断するものが知られていた（例えば、特許文献１参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１８１４５６号公報（第１頁、第１図等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術においては、受取人である顧客に、適切に、宅配に関する通
知を行うことができない、という課題があった。例えば、顧客に、宅配が行われることを
事前に知らせたり、宅配業者が宅配を行う際に、顧客が宅配を受け取れない状態である場
合に、顧客に宅配の受取時間を変更するよう促したりすることができなかった。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　本発明の宅配情報処理装置は、顧客の識別情報である顧客識別情報と、顧客の連絡先を
示す情報である連絡先情報とを有する顧客情報が格納されている顧客情報格納部と、宅配
を依頼する情報であって、宅配物の配達先である顧客についての顧客識別情報である配達
先顧客識別情報を含む情報である宅配依頼情報が格納される宅配依頼情報格納部と、配達
先顧客識別情報に対応する連絡先情報を顧客情報から取得し、取得した連絡先情報を用い
て、配達先顧客識別情報が示す顧客に宅配に関する情報である宅配情報を送信する宅配情
報送信部とを備えた宅配情報処理装置である。
【０００６】
　かかる構成により、宅配物の受取人である顧客に、適切に、宅配に関する通知を行うこ
とが可能となる。
【０００７】
　また、本発明の宅配情報処理装置は、前記宅配情報処理装置において、配達先顧客識別
情報と、宅配物の配達を担当する配達者の識別情報である配達者識別情報とを有する配達
指示情報が格納される配達指示情報格納部と、顧客識別情報と、顧客識別情報が示す顧客
の位置を示す情報である顧客位置情報とを有する顧客位置管理情報が格納される顧客位置
情報格納部と、配達者識別情報と、配達者識別情報が示す配達者の位置を示す情報である
配達者位置情報とを有する配達者位置管理情報が格納される配達者位置情報格納部と、配
達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報に対応する顧客位置情報と、配達指示情報に含
まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報とが、予め指定された条件を満たすか否
かを判断する位置判断部と、をさらに備え、宅配情報送信部は、位置判断部が条件を満た
すと判断した配達先顧客識別情報に対応する連絡先情報を取得して、宅配情報を送信する
宅配情報処理装置である。
【０００８】
　かかる構成により、宅配物の配達先の位置と、配達者の位置と、受取人である顧客の位
置とに応じて、適切な宅配に関する通知を行うことができる。
【０００９】
　また、本発明の宅配情報処理装置は、前記宅配情報処理装置において、顧客情報格納部
には、顧客に対する宅配物の配達先となる位置を示す情報である配達位置情報をさらに有
する顧客情報が格納されており、位置判断部は、配達指示情報に含まれる配達先顧客識別
情報に対応する顧客位置情報が、配達先顧客識別情報に対応する配達位置情報が示す位置
を示し、配達指示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報が示す位置が
、配達位置情報が示す位置に対して、予め指定された範囲内にある場合に、予め指定され
た条件を満たすと判断し、宅配情報送信部は、配達がもうすぐ行われることを示す宅配情
報を送信する宅配情報処理装置である。
【００１０】
　かかる構成により、例えば、宅配物の受取人となる顧客が宅配物の配送先におり、配達
者が宅配物の配送先に近づいた場合に、受取人となる顧客に、配達がもうすぐ行われるこ
とを通知することができる。
【００１１】
　また、本発明の宅配情報処理装置は、前記宅配情報処理装置において、顧客情報格納部
には、顧客に対する宅配物の配達先となる位置を示す情報である配達位置情報をさらに有
する顧客情報が格納されており、位置判断部は、配達指示情報に含まれる配達先顧客識別
情報に対応する顧客位置情報が、配達先顧客識別情報に対応する配達位置情報が示す位置
でないことを示し、配達指示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報が
示す位置が、配達位置情報が示す位置に対して、予め指定された範囲内にある場合に、予
め指定された条件を満たすと判断し、宅配情報送信部は、配達時間の変更を求める宅配情
報を送信する宅配情報処理装置である。
【００１２】
　かかる構成により、例えば、宅配物の受取人となる顧客が宅配物の配送先に不在であり
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、配達者が宅配物の配送先に近づいた場合に、受取人となる顧客に、配達時間の時間変更
を促すことができることができる。
【００１３】
　また、本発明の宅配情報処理装置は、前記宅配情報処理装置において、宅配依頼情報格
納部には、宅配情報の送信を許可するか否かを示す情報である送信可否情報をさらに有す
る宅配依頼情報が格納されており、宅配情報送信部は、送信を許可しないことを示す送信
可否情報と対応付けられた配送先顧客識別情報が示す顧客に宅配情報を送信しない宅配情
報処理装置である。
【００１４】
　かかる構成により、例えば、送信が許可されていない宅配の依頼については、宅配情報
を受取人となる顧客に送信しないようにすることができる。
【００１５】
　また、本発明の宅配情報処理装置は、前記宅配情報処理装置において、宅配依頼情報格
納部には、配達内容に関する情報である配達内容情報をさらに有する宅配依頼情報が格納
されており、配達内容情報が予め指定された条件を満たすか否かを判断する内容判断部を
さらに備え、宅配情報送信部は、内容判断部が条件を満たすと判断した配達内容情報に対
応付けられた配送先顧客識別情報が示す顧客にのみ、宅配情報を送信する宅配情報処理装
置である。
【００１６】
　かかる構成により、配達内容が予め指定された条件である場合にだけ、選択的に宅配情
報を送信することができ、不必要な宅配情報の送信を抑えることができる。
【００１７】
　また、本発明の宅配情報処理装置は、前記宅配情報処理装置において、宅配情報送信部
は、配達時間の変更を行うための画面である配達時間変更画面を含む宅配情報を送信する
宅配情報処理装置である。
【００１８】
　かかる構成により、受取人である顧客が、宅配が行われる前に、容易に配達時間の変更
を行うことが可能である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明による宅配情報処理装置によれば、受取人である顧客に、適切に、宅配に関する
通知を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態における宅配情報処理システムのブロック図
【図２】同宅配情報処理装置の動作の一例を示すフローチャート
【図３】同宅配情報処理システムの概念図
【図４】同宅配情報処理装置の顧客情報管理表を示す図
【図５】同宅配情報処理装置の宅配依頼情報管理表を示す図
【図６】同宅配情報処理装置の配達指示情報管理表を示す図
【図７】同宅配情報処理装置の顧客位置管理表を示す図
【図８】同宅配情報処理装置の配達者位置管理表を示す図
【図９】同宅配情報処理装置の顧客位置情報と配達者位置情報と配達位置情報とがそれぞ
れ示す位置の関係を示す模式図
【図１０】同宅配情報処理装置の電子メールの表示例を示す図
【図１１】同宅配情報処理装置の電子メールの表示例を示す図
【図１２】同コンピュータシステムの外観の一例を示す図
【図１３】同コンピュータシステムの構成の一例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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　以下、宅配情報処理装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実施の
形態において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省略する
場合がある。
【００２２】
　（実施の形態）
　図１は、本実施の形態における宅配情報処理システム１０のブロック図である。
【００２３】
　宅配情報処理システム１０は、宅配情報処理装置１、１以上の顧客端末装置２、１以上
の配達者端末装置３を備える。各装置は、無線や有線のネットワークや通信回線を介して
情報の送受信が可能となるよう接続されている。なお、図１においては、説明のため、顧
客端末装置２と配達者端末装置３とをそれぞれ一つずつ備えている場合の例を示している
が、これらはそれぞれ複数であっても良い。
【００２４】
　宅配情報処理装置１は、顧客情報格納部１０１、宅配依頼情報格納部１０２、内容判断
部１０３、配達指示情報格納部１０４、顧客位置情報格納部１０５、顧客位置情報受信部
１０６、配達者位置情報格納部１０７、配達者位置情報受信部１０８、位置判断部１０９
、宅配情報送信部１１０を備える。
【００２５】
　顧客端末装置２は、顧客位置情報取得部２０１、顧客位置情報送信部２０２、宅配情報
受信部２０３、宅配情報出力部２０４を備える。
【００２６】
　配達者端末装置３は、配達者位置情報取得部３０１、配達者位置情報送信部３０２を備
える。
【００２７】
　顧客情報格納部１０１には、顧客の識別情報である顧客識別情報と、顧客の連絡先を示
す情報である連絡先情報とを有する顧客情報が格納される。顧客とは、例えば、宅配の受
取人となり得る顧客であり、宅配情報処理装置１に登録された顧客である。顧客は、通常
は個人であるが、法人であってもよい。顧客識別情報は、通常は、個人の氏名や、法人名
等の顧客名であるが、顧客を識別可能な情報であれば、識別番号や記号等でもよい。連絡
先情報は、顧客のメールアドレスや、電話番号やファクシミリ番号等である。ただし、連
絡先情報は、顧客が、自宅以外の外出先等にいる場合であっても連絡が可能な連絡先の情
報であることが好ましい。例えば、携帯電話やスマートフォン等の携帯端末のメールアド
レスや携帯電話番号等であることが好ましい。なお、顧客名と、顧客の電話番号や住所等
との組合せを顧客識別情報として用いても良い。また、連絡先情報を顧客識別情報として
も用いるようにしてもよい
【００２８】
　顧客情報格納部１０１には、顧客に対する宅配物の配達先となる位置を示す情報である
配達位置情報をさらに有する顧客情報が格納されているようにしてもよい。宅配物とは、
宅配の対象となるものである。宅配物の配達先とは、例えば、顧客の住所や居所である。
例えば、顧客が個人であれば、顧客の自宅である。配達位置情報は、通常は、緯度及び経
度で示される座標である。また、ここでの配達位置情報は、地点を示すものであっても、
領域を示すものであっても良い。例えば、配達位置情報は、一の座標を中心とした、半径
が予め指定された距離である円形の領域や、辺の長さが予め指定された矩形の領域等であ
っても良い。なお、配置位置情報は、実空間上の位置を特定することが可能な情報であれ
ば、住所を示すコードや、住所を都道府県名や市町村名や、番地名等の組合せで示した住
所表記であっても良い。このような情報である場合、後述する処理においては、これらの
コード等や住所表記に対応する座標を、適宜、いわゆるジオコーディング等の技術を用い
て取得するようにすればよい。また、配達位置情報は、配達先となる位置を含む領域の識
別情報等であっても良い。顧客情報は、顧客情報格納部１０１は、不揮発性の記録媒体が
好適であるが、揮発性の記録媒体でも実現可能である。
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【００２９】
　宅配依頼情報格納部１０２は、宅配を依頼する情報であって、宅配物の配達先である顧
客についての顧客識別情報である配達先顧客識別情報を含む情報である宅配依頼情報が格
納される。宅配依頼情報は、宅配の依頼内容を示す情報や、宅配の依頼があったことを示
す情報と考えても良い。宅配依頼情報は、例えば、宅配の依頼を受け付ける際に申込用紙
や申込みフォーム等に入力される情報から取得される情報である。配達先顧客識別情報は
、例えば、宅配物の送り先に指定されている顧客識別情報（例えば顧客名）である。宅配
物の配達先である顧客は、宅配物の受取人と考えても良い。宅配依頼情報は、さらに、宅
配物の送り先の住所や、電話番号、宅配の依頼人に関する情報（例えば、依頼人の識別情
報や住所を示す情報や連絡先の情報等）を含んでいても良い。また、宅配の個々の依頼を
識別する依頼識別情報や、宅配の対象となる宅配物を識別する宅配物識別情報等を有して
いてもよい。また、配達先顧客識別情報が、顧客名（宅配便の宛先名）を含まない場合、
宅配依頼情報は、顧客名を有することが好ましい。
【００３０】
　宅配依頼情報格納部１０２には、宅配情報の送信を許可するか否かを示す情報である送
信可否情報をさらに有する宅配依頼情報が格納されていてもよい。宅配情報については後
述する。送信可否情報は、例えば、宅配情報の送信の可否を示すフラグ情報である。
【００３１】
　宅配依頼情報格納部１０２は、配達内容に関する情報である配達内容情報をさらに有す
る宅配依頼情報が格納されていてもよい。配達内容情報とは、例えば、宅配物の識別情報
（例えば名称）や、宅配物の種類や、形態等を示す識別情報（例えば、種類名や、形態名
等）である。例えば、「生鮮品」、「衣料品」、「食品」、「生もの」、「割れもの」等
である。また、配達内容情報は、「配達時クレジットカード払い」や「代引き」等の宅配
物の配達に関する支払形態を示す情報でも良い。また、配達内容情報は、「冷蔵輸送」、
「冷凍輸送」、「配達日指定」、「翌日必着」、「配達時間帯指定」等の輸送態様を示す
情報でも良い。また、配達内容情報は、例えば、「１０ｋｇ」や、「１５０ｃｍ」等の宅
配物の大きさや重さを示す情報であっても良い。この場合、配達内容情報は、宅配物の大
きさや重さの値の範囲を示す値（例えば、１５ｋｇ以上）や、範囲を示す識別情報等であ
っても良い。
【００３２】
　宅配依頼情報格納部１０２に宅配依頼情報が蓄積される過程やタイミング等は問わない
。例えば、宅配業者が、宅配の依頼を受け付けた場合に、この依頼に含まれる情報を宅配
依頼情報として宅配依頼情報格納部１０２に蓄積するようにしても良い。宅配依頼情報格
納部１０２は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも実現可能であ
る。
【００３３】
　内容判断部１０３は、配達内容情報が予め指定された条件を満たすか否かを判断する。
予め指定された条件とは、例えば、後述する宅配情報の送信が必要であることを判断する
ために用いられる条件である。例えば、この条件を満たす場合に、宅配情報の送信が必要
であると判断されたこととなる。なお、予め指定された条件を、宅配情報の送信が不要で
あることを判断する条件として、この条件を満たさないか否かを判断することも、ここで
は、実質的に、上記の判断と同じと考える。ただし、この場合、条件を満たさないことを
示す判断結果を、上記の条件を用いた場合の条件を満たすことを示す判断結果に相当する
ものとして扱う。予め指定された条件は、例えば、配達内容情報が「食品」、「生もの」
、「冷凍品」、「冷蔵品」、または「生鮮品」を含むという条件や、配達内容情報が「配
達時クレジットカード払い」または「代引き」を含むという条件や、配達内容情報が「冷
蔵輸送」、「冷凍輸送」、「配達日指定」、「翌日必着」、または「配達時間帯指定」を
含むという条件や、これらの条件の組みあわせ等である。また、予め指定された条件は、
配達内容情報が示す宅配物の重さや大きさに対する条件であっても良い。例えば、「１２
ｋｇ以上」や、「１５０ｃｍ以上」等の条件であっても良い。例えば、配達内容情報が、
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宅配物の重さが、「４０ｋｇ」であることを示しており、内容判断部１０３が判断に用い
る条件が、重さが「２０ｋｇ以上」であった場合、内容判断部１０３が条件を満たすと判
断してもよい。特に、このような宅配物の大きさや重さの条件を用いることで、集合住宅
等に設けられているいわゆる宅配ボックス等に入りきらない大きさの宅配物がある場合や
、受取人が宅配ボックスから自宅まで一人で運ぶことが難しい重い宅配物等がある場合の
ように、在宅時に配達者に玄関先まで運んでもらいたいと考えるような宅配物がある場合
に、後述する宅配情報を送信することができ、受取人が在宅状況に合わせて宅配日時等の
変更を依頼したりすることが可能となる。この結果、ユーザに取っての利便性が向上する
。
【００３４】
　内容判断部１０３は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。内容判断部１０３の
処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に
記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００３５】
　配達指示情報格納部１０４は、配達先顧客識別情報と、宅配物の配達を担当する配達者
の識別情報である配達者識別情報とを有する配達指示情報が格納される。配達指示情報に
含まれる配達先顧客識別情報は、宅配依頼情報に含まれる配達先顧客識別情報である。配
達者は、例えば、宅配業者に所属、もしくは宅配業者と契約している実際の宅配物の配達
を行う者である。配達者は複数人で構成されるチーム等と考えても良い。配達者識別情報
は、配達者の名前や、社員番号等の識別情報である。配達者識別情報は、配達者の携帯電
話番号や、配達者の携帯端末のメールアドレス等であってもよい。配達指示情報は、例え
ば、宅配物の配達を行う配達者と、この配達者が配達する宅配物の配達先となる顧客とを
示す情報と考えても良い。配達指示情報は、更に、配達を行う宅配物の識別情報や、宅配
物の配送先である配達先顧客識別情報が示す顧客の住所や居所の情報等や、宅配物を配達
する時間帯や日時の情報を有していてもよい。配達指示情報格納部１０４は、不揮発性の
記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも実現可能である。
【００３６】
　顧客位置情報格納部１０５には、顧客識別情報と、顧客識別情報が示す顧客の位置を示
す情報である顧客位置情報と、を有する顧客位置管理情報が格納される。顧客位置情報と
は、顧客の位置を示す情報であり、例えば顧客の位置を示す緯度及び経度で表される座標
である。ここでの位置は、地点であっても領域であっても良い。また、顧客位置情報は、
顧客の位置を示すコードや、住所表示や領域の識別情報等であっても良い。顧客位置情報
は、例えば顧客が所持している現在位置の位置情報を取得する装置等で取得した顧客の位
置情報である。現在位置の位置情報を取得する装置とは、例えば携帯電話や、いわゆるス
マートフォンや、ナビゲーション装置や、デジタルカメラや、ノート型コンピュータ等の
コンピュータ等である。もしくは顧客が移動等に利用する自動車や二輪車等の移動手段に
取り付けられている同様の装置等で取得した顧客の位置情報である。現在位置の位置情報
を取得する装置は、例えばＧＰＳ受信機を備えた装置や、携帯電話の位置を検出するため
の構成や、ＲＦＩＤタグの位置を検出するための構成等と同様の構成を備えた装置である
。顧客識別情報は、例えば、これらの顧客位置情報を取得する装置等を利用する顧客の顧
客識別情報である。顧客識別情報は、例えば、顧客位置情報を取得する装置等の図示しな
い記憶媒体等に予め格納されている。顧客位置情報格納部１０５に、顧客位置管理情報が
格納される過程等は問わない。例えば、入力デバイス等を介して入力された顧客位置管理
情報が蓄積されても良いし、可搬型の記録媒体等から読み出された顧客位置管理情報が蓄
積されても良い。この実施の形態においては、一例として、後述する顧客位置情報受信部
１０６が一の外部の装置等からネットワークや通信回線等を介して受信した顧客識別情報
と顧客位置情報との組を、一の顧客位置管理情報として顧客位置情報格納部１０５に蓄積
する場合を例に挙げて説明する。一の外部の装置は、例えば、顧客端末装置２である。た
だし、一の外部の装置は、顧客端末装置２から、顧客位置情報と顧客識別情報とを受信し
た他の装置等であっても良い。顧客位置情報格納部１０５には、取得順番が最新の顧客位
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置管理情報が検出可能となるように、顧客位置管理情報が格納されることが好ましい。例
えば、顧客位置情報格納部１０５に、最新の顧客位置管理情報が格納される際に、常に、
最新の顧客位置管理情報で、既存の顧客位置管理情報が更新される（例えば上書きされる
）ようにしても良い。また、顧客位置管理情報が蓄積される際に、蓄積順番を示す情報や
、蓄積時刻を示す情報が対応付けて格納されるようにしても良いし、顧客位置管理情報が
蓄積される順番に従って配列されて蓄積されるようにしてもよい。ここでの蓄積は、一時
記憶も含む概念である。顧客位置情報格納部１０５は、不揮発性の記録媒体や、揮発性の
記録媒体で実現可能である。
【００３７】
　顧客位置情報受信部１０６は、顧客識別情報と、この顧客識別情報が示す顧客の顧客位
置情報とを受信する。顧客位置情報受信部１０６は、例えば、一の外部の装置等からネッ
トワークや通信回線等を介して受信した顧客識別情報と顧客位置情報との組を受信する。
一の外部の装置は、例えば、顧客端末装置２である。ただし、一の外部の装置は、顧客端
末装置２から、顧客位置情報と顧客識別情報とを受信した他の装置等であっても良い。顧
客位置情報は、受信した顧客識別情報と顧客位置情報との組を有する顧客位置管理情報を
顧客位置情報格納部１０５に蓄積する。顧客位置情報受信部１０６は、通常、無線または
有線の通信手段で実現されるが、放送を受信する手段で実現されても良い。顧客位置情報
受信部１０６は、通信デバイスを含むと考えても、含まないと考えても良い。
【００３８】
　配達者位置情報格納部１０７には、配達者識別情報と、配達者識別情報が示す配達者の
位置を示す情報である配達者位置情報と、を有する配達者位置管理情報が格納される。配
達者位置情報とは、配達者の位置を示す情報であり、例えば、配達者の位置を示す緯度及
び経度で表される座標である。ここでの位置は、地点であっても領域であっても良い。ま
た、配達者位置情報は、配達者の位置を示すコードや、住所表示や領域の識別情報等であ
っても良い。配達者位置情報は、例えば、配達者が所持している現在位置の位置情報を取
得する装置等で取得した顧客の位置情報である。もしくは配達者が配達時等に利用する自
動車や二輪車等の移動手段に取り付けられている同様の装置や、宅配物を管理する情報端
末等で取得した配達者の位置情報である。なお、ここでの現在位置の位置情報を取得する
装置としては、上述した顧客の位置情報を取得した装置等と同様のものが利用可能である
。現在位置の位置情報を取得する装置は、例えばＧＰＳ受信機を備えた装置や、携帯電話
の位置を検出するための構成や、ＲＦＩＤタグの位置を検出するための構成等と同様の構
成を備えた装置である。配達者識別情報は、例えば、これらの配達者位置情報を取得する
装置等を利用する配達者の配達者識別情報である。配達者識別情報は、例えば、配達者位
置情報を取得する装置等の図示しない記憶媒体等に予め格納されている。配達者位置情報
格納部１０７に、配達者位置管理情報が格納される過程等は問わない。例えば、入力デバ
イス等を介して入力された配達者位置管理情報が蓄積されても良いし、可搬型の記録媒体
等から読み出された配達者位置管理情報が蓄積されても良い。この実施の形態においては
、一例として、後述する配達者位置情報受信部１０８が一の外部の装置等からネットワー
クや通信回線等を介して受信した配達者識別情報と配達者位置情報との組を、一の配達者
位置管理情報として配達者位置情報格納部１０５に蓄積する場合を例に挙げて説明する。
一の外部の装置は、例えば、配達者端末装置３である。ただし、一の外部の装置は、配達
者端末装置３から、配達者位置情報と配達者識別情報とを受信した他の装置等であっても
良い。配達者位置情報格納部１０７には、取得順番が最新の配達者位置管理情報が検出可
能となるように、配達者位置管理情報が格納されることが好ましい。例えば、配達者位置
情報格納部１０７に、最新の配達者位置管理情報が格納される際に、常に、最新の配達者
位置管理情報で、既存の配達者位置管理情報が更新されるようにしても良い。また、配達
者位置管理情報が蓄積される際に、蓄積順番を示す情報や、蓄積時刻を示す情報が対応付
けて格納されるようにしても良いし、配達者位置管理情報が蓄積される順番に従って配列
されて蓄積されるようにしてもよい。ここでの蓄積は、一時記憶も含む概念である。配達
者位置情報格納部１０７は、不揮発性の記録媒体や、揮発性の記録媒体で実現可能である
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。
【００３９】
　配達者位置情報受信部１０８は、配達者識別情報と、この配達者識別情報が示す配達者
の配達者位置情報とを受信する。配達者位置情報受信部１０８は、例えば、一の外部の装
置等からネットワークや通信回線等を介して受信した配達者識別情報と配達者位置情報と
の組を受信する。一の外部の装置は、例えば、配達者端末装置３である。ただし、一の外
部の装置は、配達者端末装置３から、配達者位置情報と配達者識別情報とを受信した他の
装置等であっても良い。配達者位置情報は、受信した配達者識別情報と配達者位置情報と
の組を有する配達者位置管理情報を配達者位置情報格納部１０７に蓄積する。配達者位置
情報受信部１０８は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放送を受信する
手段で実現されても良い。配達者位置情報受信部１０８は、通信デバイスを含むと考えて
も、含まないと考えても良い。
【００４０】
　位置判断部１０９は、配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報に対応する顧客位置
情報と、配達指示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報とが、予め指
定された条件を満たすか否かを判断する。配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報は
、宅配依頼情報に含まれる配達先顧客識別情報と考えても良い。配達指示情報に含まれる
配達先顧客識別情報に対応する顧客位置情報とは、例えば、配達指示情報に含まれる配達
先顧客識別情報と一致する顧客識別情報を有する顧客位置管理情報に含まれる顧客位置情
報である。配達指示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報とは、例え
ば、配達指示情報に含まれる配達者識別情報と一致する配達者識別情報を有する配達者位
置管理情報に含まれる配達者位置情報である。
【００４１】
　例えば、位置判断部１０９は、配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報に対応する
顧客位置情報が示す位置と、この配達指示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達
者位置情報が示す位置との距離が予め指定された距離以下となった場合に、予め指定され
た条件を満たすと判断する。
【００４２】
　例えば、位置判断部１０９は、顧客位置情報格納部１０５に格納されている顧客識別情
報と顧客位置情報とを有する顧客位置管理情報において、配達指示情報に含まれる配達先
顧客識別情報と一致する顧客識別情報を有する顧客位置管理情報を検出し、検出した顧客
位置管理情報に含まれる顧客位置情報を、配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報に
対応する顧客位置情報として取得する。この場合の検出した顧客位置管理情報に含まれる
顧客位置情報は、最新の顧客位置情報であることが好ましい。
【００４３】
　また、例えば、位置判断部１０９は、配達者位置情報格納部１０７に格納されている配
達者識別情報と配達者位置情報を有する配達者位置管理情報において、配達指示情報に含
まれる配達者識別情報と一致する配達者識別情報を有する配達者位置管理情報を検出し、
検出した配達者位置管理情報に含まれる配達者位置情報を、配達指示情報に含まれる配達
者識別情報に対応する配達者位置情報として取得する。この場合の検出した組に含まれる
配達者位置情報は、最新の配達者位置情報であることが好ましい。
【００４４】
　そして、取得した顧客位置情報が示す位置と、取得した配達者位置情報が示す位置との
距離を算出し、この距離が、予め用意された閾値以下であるか否かを判断する。閾値以下
であれば条件を満たすと判断する。例えば、顧客位置情報と配達者位置情報とが座標であ
れば、座標から距離は算出可能である。また、顧客位置情報と配達者位置情報とが、住所
等の情報であれば、住所に対応する座標を取得して、距離を算出しても良い。なお、距離
が閾値以下であるか否かを判断する代わりに、顧客位置情報と配達者位置情報とが示す位
置が、同じエリア内、例えば、同じ市町村内や、同じ番地内に位置するか否かを判断して
も良い。例えば、顧客位置情報が示す住所と、配達者位置情報が示す住所等を取得して、
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これらの都道府県名、市町村名、および番地等が一致するか否かを判断し、一致する場合
に、予め指定された条件を満たすと判断しても良い。
【００４５】
　また、例えば、位置判断部１０９は、以下に示すような第一の条件や第二の条件を満た
すか否かを判断するようにしても良い。
【００４６】
　（１）第一の条件
　顧客情報格納部１０１に格納されている顧客情報が配達位置情報を有している場合、位
置判断部１０９は、例えば、配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報に対応する顧客
位置情報が、この配達先顧客識別情報に対応する配達位置情報が示す位置を示し、かつ、
この配達指示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報が示す位置が、上
記の配達位置情報が示す位置に対して、予め指定された範囲内にある場合に、予め指定さ
れた条件を満たすと判断する。ここでは、このような条件を、第一の条件と呼ぶ。ここで
の「配達先顧客識別情報に対応する配達位置情報」とは、具体的には、顧客情報が有する
配達位置情報のうちの、配達先顧客識別情報と一致する顧客識別情報と対応付けられた配
達位置情報である。「配達位置情報が示す位置を示す」ということは、例えば、配達位置
情報が示す配達先となる位置と、顧客位置情報が示す位置とが一致する、あるいは重なる
ことである。ただし、ＧＰＳ受信機等が取得する顧客位置情報の誤差や、配達先となる建
物等の敷地の広さ等を考慮して、顧客位置情報が示す位置と配達位置情報が示す位置との
距離が、配達先を判断するための予め指定された閾値以下であれば、顧客位置情報が示す
位置が、配達位置情報が示す位置を示すと判断するようにしても良い。また、「配達位置
情報が示す位置に対して、予め指定された範囲内にある」ということは、例えば、配達者
位置情報が示す位置と配達位置情報が示す位置との距離が、予め指定された距離以内にあ
ることであっても良いし、配達者位置情報が示す位置と配達位置情報が示す位置との間の
移動時間が、予め指定された時間以内にあることであってもよい。ここでの移動時間は、
例えば、配達者が利用する移動手段に応じた移動時間である。なお、この時間や距離につ
いては、二点間の道路を考慮したものであってもよいし、道路を考慮しないもの、例えば
直線距離等であってもよい。道路を考慮する場合、いわゆる経路探索等で、二点間の経路
を探索して、探索した経路の距離や、移動時間を取得すればよい。なお、経路探索を行う
ためには、宅配情報処理装置１内に、経路探索を行うための構成を設けるか、経路探索を
行う装置等と通信を行って、経路情報を取得する手段等を設けるようにすればよい。この
ような経路探索の技術はナビゲーション装置等の技術として公知であるので、ここでは、
詳細な説明は省略する。位置判断部１０９がこのような条件を満たすと判断したというこ
とは、例えば、宅配の配達先となる顧客が、配達先の住所または居所におり、かつ、この
宅配を行う配達者が、配達先の住所または居所に近づいている状況であると考えられる。
なお、「配達者位置情報が示す位置が、配達位置情報が示す位置に対して、予め指定され
た範囲内にある」か否かを判断する際に、上記と同様に、配達位置情報と配達者位置情報
とが示す位置が、同じエリア内、例えば、同じ市町村内や、同じ番地内に位置するか否か
を判断しても良い。例えば、配達位置情報が示す住所と、配達者位置情報が示す住所等を
取得して、これらの都道府県名、市町村名、および番地等が一致するか否かを判断し、一
致する場合に、予め指定された範囲内にあると判断しても良い。
【００４７】
　（２）第二の条件
　顧客情報格納部１０１に格納されている顧客情報が配達位置情報を有している場合、位
置判断部１０９は、例えば、配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報に対応する顧客
位置情報が、配達位置情報が示す位置でないことを示し、かつ、配達指示情報に含まれる
配達者識別情報に対応する配達者位置情報が示す位置が、配達位置情報が示す位置に対し
て、予め指定された範囲内にある場合に、予め指定された条件を満たすと判断する。ここ
では、このような条件を第二の条件と呼ぶ。ここでの「配達先顧客識別情報に対応する配
達位置情報」とは、上記と同様に、顧客情報が有する配達位置情報のうちの、配達先顧客
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識別情報と一致する顧客識別情報と対応付けられた配達位置情報である。位置判断部１０
９がこのような条件を満たすと判断したということは、例えば、宅配の配達先となる顧客
が、配達先の住所または居所に不在であり、かつ、この宅配を行う配達者が、配達先の住
所または居所に近づいている状況であると考えられる。
【００４８】
　なお、位置判断部１０９は、上記以外の条件を満たすか否かの判断を行うようにしても
良い。例えば、配達指示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報が示す
位置が、配達位置情報が示す位置に対して、予め指定された範囲内にあり、かつ、配達指
示情報に含まれる配達先顧客識別情報に対応する顧客位置情報が示す位置と、この配達指
示情報に含まれる配達者識別情報に対応する配達者位置情報が示す位置との距離が予め指
定された距離以下であるという条件を満たすか否かの判断を行っても良い。
【００４９】
　位置判断部１０９は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。位置判断部１０９の
処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に
記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００５０】
　宅配情報送信部１１０は、配達先顧客識別情報に対応する連絡先情報を顧客情報から取
得し、取得した連絡先情報を用いて、配達先顧客識別情報が示す顧客に宅配に関する情報
である宅配情報を送信する。配達先顧客識別情報に対応する連絡先情報とは、例えば、配
達先顧客識別情報と一致する顧客識別情報を有する顧客情報に含まれる連絡先情報である
。連絡先情報を用いて宅配情報を送信するということは、例えば、連絡先情報が示す連絡
先に宅配情報を送信することである。宅配情報送信部１１０は、好ましくは、宅配物が配
達先顧客識別情報の示す顧客に配達される前に、宅配情報を送信する。宅配情報は、例え
ば、宅配される宅配物があることを示す情報である。宅配物があることを示す情報は、宅
配物があることが分かる情報であればどのような情報であっても良い。また、宅配情報は
、宅配物の送り先の住所や、宅配の依頼人に関する情報（例えば、依頼人の識別情報や住
所を示す情報等）や、宅配物の内容等の情報を含んでいても良い。また、宅配の個々の依
頼を識別する依頼識別情報や、宅配の対象となる宅配物を識別する宅配物識別情報等を有
していてもよい。また、宅配情報は、宅配が行われる予定日や時間帯等を示す情報を有し
ていても良い。これらの情報は、例えば、配達先顧客識別情報に対応する宅配依頼情報や
、配達指示情報等から取得可能である。また、宅配情報は、配達時間の変更を求める情報
であっても良い。なお、ここでの配達先顧客識別情報は、例えば、宅配依頼情報に含まれ
る配達先顧客識別情報や、配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報である。配達指示
情報に含まれる配達先顧客識別情報は、宅配依頼情報に含まれる配達依頼情報と実質的に
同じものである。
【００５１】
　宅配情報送信部１１０は、配達時間の変更を行うための画面である配達時間変更画面を
含む宅配情報を送信するようにしてもよい。配達時間変更画面とは、配達時間を変更する
ための入力を受け付けるための入力フォーム等を有する入力画面である。なお、配達時間
変更画面を含む宅配情報とは、配達時間変更画面を含む情報であっても良いし、変更画面
を表示するために用いられる情報を有する情報であっても良い。また、結果的に、配達時
間変更画面を、顧客が出力可能な情報を含む情報であっても良い。例えば、配達時間変更
画面へのリンクや、配達時間変更画面のＵＲＬ等のアドレス情報を含む情報や、配達時間
変更画面に移動するスクリプト等のプログラムを含む情報であっても良い。
【００５２】
　宅配情報送信部１１０は、例えば、宅配依頼情報または配達指示情報に含まれる全てま
たは一部の配達先顧客識別情報が示す顧客に、宅配情報を送信してもよい。配送先顧客識
別情報が示す顧客に宅配情報を送信するということは、配送先顧客識別情報と一致する顧
客識別情報が含まれる顧客情報の連絡先情報が示す連絡先に宅配情報を送信することであ
る。これにより、例えば、宅配依頼情報によって配達先に指定されている顧客に対して、
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宅配情報を送信することができる。
【００５３】
　また、宅配情報送信部１１０は、位置判断部１０９が条件を満たすと判断した配達先顧
客識別情報に対応する連絡先情報を取得して、宅配情報を送信するようにしてもよい。こ
の場合、条件に応じた宅配情報を送信するようにしても良い。
【００５４】
　例えば、宅配情報送信部１１０は、位置判断部１０９が上述した第一の条件を満たすと
判断した場合に、条件を満たすと判断した配達先顧客識別情報に対応する連絡先情報を取
得して、この取得した連絡先情報を用いて、この配達先顧客識別情報が示す顧客に、宅配
の配達がもうすぐ行われることを示す宅配情報を送信するようにしても良い。もうすぐ行
われることを示す宅配情報とは、例えば、もうすぐ行われることを示すメッセージを有す
る情報である。
【００５５】
　また、例えば、宅配情報送信部１１０は、位置判断部１０９が上述した第二の条件を満
たすと判断した場合に、条件を満たすと判断した配達先顧客識別情報に対応する連絡先情
報を取得して、この取得した連絡先情報を用いて、この配達先顧客識別情報が示す顧客に
、配達時間の変更を求める宅配情報を送信するようにしても良い。配達時間の変更を求め
る宅配情報とは、例えば、変更を促すメッセージを有する情報である。また、上述したよ
うな配達時間変更画面を含む情報であっても良い。
【００５６】
　なお、宅配情報送信部１１０は、送信を許可しないことを示す送信可否情報と対応付け
られた配送先顧客識別情報が示す顧客に宅配情報を送信しないようにしてもよい。例えば
、配達先顧客識別情報と対応付けられた宅配依頼情報が宅配情報の送信が可であることを
示す情報であるか不可であることを示す情報であるか判断し、不可であることを示す情報
である場合、宅配情報送信部１１０は、この配達先顧客識別情報が示す顧客に、宅配情報
を送信しない。なお、本実施の形態おいては、結果的に、宅配情報送信部１１０から、送
信を許可しないことを示す送信可否情報と対応付けられた顧客に、宅配情報が送信されな
ければよく、例えば、位置判断部１０９等が、送信を許可しないことを示す送信可否情報
と対応付けられた配送先顧客識別情報に関しては、予め指定された条件を満たさないとい
う判断を行うようにしても良い。
【００５７】
　また、宅配情報送信部１１０は、内容判断部１０３が条件を満たすと判断した配達内容
情報に対応付けられた配送先顧客識別情報が示す顧客にのみ、宅配情報を送信するように
してもよい。例えば、「生もの」という配達内容情報については、内容判断部１０３が条
件を満たすと判断して、宅配情報送信部１１０は、この配達内容情報に対応付けられた配
送先顧客識別情報が示す顧客には宅配情報を送信するようにし、その他の内容判断情報と
対応付けられている配送先顧客識別情報や、対応する配達内容情報がない配送先顧客識別
情報が示す顧客には、宅配情報を送信しないようにしてもよい。この場合においても、上
記と同様に、結果的に、宅配情報送信部１１０から、内容判断部１０３が条件を満たさな
いと判断した配達内容情報に対応付けられた配送先顧客識別情報が示す顧客に、宅配情報
が送信されなければよく、例えば、位置判断部１０９等が、内容判断部１０３が条件を満
たさないと判断した配達内容情報に対応付けられた配送先顧客識別情報に関しては、予め
指定された条件を満たさないという判断を行うようにしても良い。
【００５８】
　宅配情報送信部１１０は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放送手段
で実現されても良い。宅配情報送信部１１０は、通信デバイスを含むと考えても、含まな
いと考えても良い。
【００５９】
　顧客端末装置２は、例えば、ネットワークや通信回線等を介して宅配情報処理装置１と
の情報の送受信が可能な、顧客が有する情報端末である。顧客端末装置２は、携帯電話や
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スマートフォン等の顧客が携帯あるいは携行可能な情報端末等であることが好ましい。も
しくは顧客が移動等に利用する自動車や二輪車等の移動手段に取り付けられている装置等
の同様の装置等であってもよい。例えば、この装置は、カーナビゲーション装置であって
も良い。
【００６０】
　顧客位置情報取得部２０１は、顧客の位置情報である顧客位置情報を取得する。ここで
は、顧客位置情報取得部２０１は、例えば、顧客端末装置２の現在位置を示す位置情報を
、この顧客端末装置２を携帯あるいは携行している顧客の顧客位置情報として取得する。
現在位置を示す位置情報は、例えば、現在の緯度及び経度の情報である。例えば、顧客位
置情報取得部２０１は、ＧＰＳ受信機と同様の処理を行うことで、顧客位置情報を取得す
る。また、携帯電話やＲＦＩＤタグの位置検出を行う処理等と同様の処理により顧客位置
情報を取得しても良い。また、その他の処理によって、顧客位置情報を取得しても良い。
また、顧客位置情報取得部２０１が顧客位置情報を取得するタイミングやトリガー等は問
わない。例えば、予め指定された一定または不定の周期で、顧客位置情報を取得しても良
いし、宅配情報処理装置１等から顧客位置情報を取得する指示を受け付けた場合に、顧客
位置情報を取得しても良い。顧客位置情報取得部２０１は、例えば、ＧＰＳ受信機等で実
現可能である。顧客位置情報取得部２０１は、さらに、加速度センサや地磁気センサ等を
備えていても良い。また、ＲＦＩＤタグや携帯電話の位置検出を行う処理部等と同様の構
成等により実現してもよい。
【００６１】
　顧客位置情報送信部２０２は、顧客位置情報取得部２０１が取得した顧客位置情報を宅
配情報処理装置１に送信する。例えば、顧客位置情報送信部２０２は、顧客端末装置２内
の図示しない記憶媒体等に予め格納されている顧客識別情報を読み出して、この顧客識別
情報とともに、顧客位置情報を送信する。顧客位置情報送信部２０２は、通常、無線また
は有線の通信手段で実現されるが、放送手段で実現されても良い。顧客位置情報送信部２
０２は、通信デバイスを含むと考えても、含まないと考えても良い。
【００６２】
　宅配情報受信部２０３は、宅配情報処理装置１から送信される宅配情報を受信する。宅
配情報受信部２０３は、通常、無線または有線の通信手段で実現されるが、放送を受信す
る手段で実現されても良い。宅配情報受信部２０３は、通信デバイスを含むと考えても、
含まないと考えても良い。
【００６３】
　宅配情報出力部２０４は、宅配情報受信部２０３が受信した宅配情報を出力する。ここ
で述べる出力とは、ディスプレイへの表示、プリンタによる紙等への印字、音出力、記録
媒体への蓄積、外部の装置への送信等を含む概念である。宅配情報出力部２０４は、ディ
スプレイやプリンタ等の出力デバイスを含むと考えても含まないと考えても良い。宅配情
報出力部２０４は、出力デバイスのドライバーソフトまたは、出力デバイスのドライバー
ソフトと出力デバイス等で実現され得る。
【００６４】
　配達者端末装置３は、例えば、ネットワークや通信回線等を介して宅配情報処理装置１
への情報の送信が可能な、配達者が有する情報端末である。配達者端末装置３は、携帯電
話やスマートフォンや、配達物を管理するための装置等の、配達者が携帯あるいは携行可
能な情報端末等であることが好ましい。もしくは配達者が移動等に利用する自動車や二輪
車等の移動手段に取り付けられている情報処理端末等の同様の装置等であってもよい。例
えば、この装置は、カーナビゲーション装置であっても良い。
【００６５】
　配達者位置情報取得部３０１は、配達者の位置情報である配達者位置情報を取得する。
ここでは、配達者位置情報取得部３０１は、例えば、配達者端末装置３の現在位置を示す
位置情報を、この配達者端末装置３を携帯あるいは携行している配達者の配達者位置情報
として取得する。配達者位置情報取得部３０１の構成や動作等は、顧客位置情報取得部２
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０１の構成や動作等と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【００６６】
　配達者位置情報送信部３０２は、配達者位置情報取得部３０１が取得した配達者位置情
報を宅配情報処理装置１に送信する。例えば、配達者位置情報送信部３０２は、配達者端
末装置３内の図示しない記憶媒体等に予め格納されている配達者識別情報を読み出して、
この配達者識別情報とともに、配達者位置情報を送信する。配達者位置情報送信部３０２
の構成や動作等は、顧客位置情報送信部２０２の構成や動作等と同様であるので、ここで
は説明を省略する。
【００６７】
　図２は、本実施の形態にかかる、宅配情報処理装置１の動作の一例を示すフローチャー
トである。以下、フローチャートを用いて動作について説明する。
【００６８】
　（ステップＳ２０１）顧客位置情報受信部１０６は、顧客位置情報を受信したか否かを
判断する。受信した場合、ステップＳ２０２に進み、受信していない場合、ステップＳ２
０３に進む。
【００６９】
　（ステップＳ２０２）顧客位置情報受信部１０６は、受信した顧客位置情報と、この顧
客位置情報とともに受信した顧客識別情報とを有する顧客位置管理情報を、顧客位置情報
格納部１０５に蓄積する。なお、顧客位置情報格納部１０５に、既に同じ顧客識別情報と
対応付けられた顧客位置情報が格納されている場合、この顧客位置情報を受信した最新の
顧客位置情報で上書き等を行うことで更新する。そして、ステップＳ２０１に戻る。
【００７０】
　（ステップＳ２０３））配達者位置情報受信部１０８は、配達者位置情報を受信したか
否かを判断する。受信した場合、ステップＳ２０４に進み、受信していない場合、ステッ
プＳ２０５に進む。
【００７１】
　（ステップＳ２０４）配達者位置情報受信部１０８は、受信した配達者位置情報と、こ
の配達者位置情報とともに受信した配達者識別情報とを有する配達者位置管理情報を、配
達者位置情報格納部１０７に蓄積する。なお、配達者位置情報格納部１０７に、既に同じ
配達者識別情報と対応付けられた配達者位置情報が格納されている場合、この配達者位置
情報を受信した最新の配達者位置情報で上書き等を行うことで更新する。そして、ステッ
プＳ２０１に戻る。
【００７２】
　（ステップＳ２０５）宅配情報送信部１１０は、宅配情報を送信するタイミングである
か否かを判断する。例えば、宅配情報処理装置１に電源が投入されてから予め指定された
時間が経過した場合に、または、前回宅配情報を送信してから予め指定された時間が経過
した場合に、宅配情報を送信するタイミングであると判断する。タイミングであると判断
した場合、ステップＳ２０６に進み、タイミングであると判断しなかった場合、ステップ
Ｓ２０１に戻る。
【００７３】
　（ステップＳ２０６）位置判断部１０９は、カウンターｎに１を代入する。
【００７４】
　（ステップＳ２０７）位置判断部１０９は、配達指示情報格納部１０４に、ｎ番目の配
達指示情報が格納されているか否かを判断する。格納されている場合、ステップＳ２０８
に進み、格納されていない場合、ステップＳ２０１に戻る。
【００７５】
　（ステップＳ２０８）位置判断部１０９は、ｎ番目の配達指示情報に含まれる配達先顧
客識別情報と一致する顧客識別情報と対応付けられた送信可否情報を、宅配依頼情報格納
部１０２に格納されている宅配依頼情報から読み出す。そして、読み出した送信可否情報
が、宅配情報の送信を許可するものであるか否かを判断する。送信を許可するものである
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場合、ステップＳ２０９に進み、許可するものでない場合、ステップＳ２１６に進む。
【００７６】
　（ステップＳ２０９）内容判断部１０３は、ｎ番目の配達指示に含まれる配達先顧客識
別情報と一致する顧客識別情報と対応付けられた配達内容情報を、宅配依頼情報格納部１
０２に格納されている宅配依頼情報から読み出す。そして、読み出した配達内容情報が、
予め指定された条件を満たすか否かを判断する。予め指定された条件を満たす場合、ステ
ップＳ２１０に進み、条件を満たさない場合、ステップＳ２１６に進む。
【００７７】
　（ステップＳ２１０）位置判断部１０９は、ｎ番目の配達指示情報に対応する配達位置
情報と配達者位置情報とを読み出す。例えば、位置判断部１０９は、ｎ番目の配達指示情
報に含まれる配達先顧客識別情報と一致する顧客識別情報と対応付けられた配達位置情報
を、顧客情報格納部１０１に格納されている顧客情報から読み出す。また、ステップＳ２
０４で図示しない記憶媒体等に蓄積した配達者管理情報のうちの、ｎ番目の配達指示情報
に含まれる配達者識別情報と一致する配達者識別情報を有する配達者管理情報に含まれる
配達者位置情報の中から、最新の配達者位置情報を読み出す。
【００７８】
　（ステップＳ２１１）位置判断部１０９は、ステップＳ２１０で読み出した配達者位置
情報が示す位置が、ステップＳ２１０で読み出した配達位置情報が示す位置から予め指定
された範囲以内の位置であるか否かを判断する。範囲以内の位置である場合、ステップＳ
２１２に進み、範囲以内の位置でない場合、ステップＳ２１６に進む。
【００７９】
　（ステップＳ２１２）位置判断部１０９は、ｎ番目の配達指示情報に対応する顧客位置
情報を読み出す。例えば、位置判断部１０９は、ステップＳ２０２で図示しない記憶媒体
等に蓄積した顧客管理情報のうちの、ｎ番目の配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情
報と一致する顧客識別情報を有する顧客管理情報に含まれる顧客位置情報の中から、最新
の顧客位置情報を読み出す。
【００８０】
　（ステップＳ２１３）位置判断部１０９は、ステップＳ２１２で読み出した顧客位置情
報が、ステップＳ２１０で読み出した配達位置情報が示す位置を示すか否かを判断する。
位置を示す場合、ステップＳ２１４に進み、位置を示さない場合、ステップＳ２１５に進
む。
【００８１】
　（ステップＳ２１４）宅配情報送信部１１０は、ｎ番目の配達指示情報に含まれる配達
先顧客識別情報と一致する顧客識別情報と対応付けられた連絡先情報を、顧客情報格納部
１０１に格納されている顧客情報から読み出し、読み出した連絡先情報が示す連絡先に、
宅配がもうすぐ行われる旨の宅配情報を送信する。例えば、連絡先情報がメールアドレス
である場合、このメールアドレスを宛先に指定した電子メールの宅配情報を送信する。ま
た、宅配情報送信部１１０は、ｎ番目の配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報と一
致する顧客識別情報を有する宅配依頼情報に含まれる依頼人に関する情報や、配達内容情
報等をさらに含む宅配情報を構成して送信しても良い。そして、ステップＳ２１６に進む
。
【００８２】
　（ステップＳ２１５）宅配情報送信部１１０は、ｎ番目の配達指示情報に含まれる配達
先顧客識別情報と一致する顧客識別情報と対応付けられた連絡先情報を、顧客情報格納部
１０１に格納されている顧客情報から読み出し、読み出した連絡先情報が示す連絡先に、
宅配についての配達時間の変更を求める宅配情報を送信する。この宅配情報は、例えば、
配達時間変更画面を含む宅配情報である。例えば、連絡先情報がメールアドレスである場
合、このメールアドレスを宛先に指定した電子メールの宅配情報を送信する。また、宅配
情報送信部１１０は、ｎ番目の配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報と一致する顧
客識別情報を有する宅配依頼情報に含まれる依頼人に関する情報や、配達内容情報等をさ
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らに含む宅配情報を構成して送信しても良い。そして、ステップＳ２１６に進む。
【００８３】
　（ステップＳ２１６）位置判断部１０９は、カウンターｎの値を１インクリメントする
。そして、ステップＳ２０７に戻る。
【００８４】
　なお、図２のフローチャートにおいて、ステップＳ２１４またはステップＳ２１５で宅
配情報を送信した顧客に対しては、リセット等が行われない限り、同日に、再度、宅配情
報が送信されないようにしても良い。例えば、宅配情報を送信した場合、ｎ番目の配達指
示情報に、宅配情報が送信済であることを示すフラグ情報等の情報を付与するようにして
、この情報が送信済であることを示す配達指示情報については、宅配情報の送信を行うた
めの処理を行わないようにしても良い。
【００８５】
　なお、図２のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終
了する。
【００８６】
　つぎに、顧客端末装置２の動作の一例について簡単に説明すると、まず、顧客位置情報
取得部２０１は、顧客位置情報を取得するタイミングであるか否かを繰り返し判断し、タ
イミングであれば、顧客位置情報を取得する。そして、取得した顧客位置情報と、顧客端
末装置２が図示しない記憶媒体等に有する顧客識別情報とを、顧客位置情報送信部２０２
が、宅配情報処理装置１に、ネットワーク等を介して送信する。また、宅配情報受信部２
０３も、宅配情報処理装置１から送信された宅配情報を受信したか否かを繰り返し判断し
、受信した場合、宅配情報出力部２０４が、受信した宅配情報を出力する。顧客位置情報
を取得するタイミングであるか否かは、例えば、最新の顧客情報を取得してから予め指定
された時間が経過したか否か等により判断される。なお、顧客端末装置２の動作は、電源
オフや処理終了の割り込みにより処理は終了する。
【００８７】
　また、配達者端末装置３の動作の一例について簡単に説明すると、配達者位置情報取得
部３０１は、配達者位置情報を取得するタイミングであるか否かを繰り返し判断し、タイ
ミングであれば、配達者位置情報を取得する。そして、取得した配達者位置情報と、配達
者端末装置３が図示しない記憶媒体等に有する配達者識別情報とを、配達者位置情報送信
部３０２が、宅配情報処理装置１に、ネットワーク等を介して送信する。配達者位置情報
を取得するタイミングであるか否かは、例えば、最新の配達者情報を取得してから予め指
定された時間が経過したか否か等により判断される。なお、配達者端末装置３の動作は、
電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終了する。
【００８８】
　以下、本実施の形態における宅配情報処理システム１０の具体的な動作について説明す
る。宅配情報処理システム１０の概念図は図３である。ここでは、顧客端末装置２および
配達者端末装置３が、ＧＰＳ受信機を有する携帯電話である場合を例に挙げて説明する。
ここでは、顧客識別情報として、顧客の携帯電話の電話番号を用いる場合を例に挙げて説
明する。
【００８９】
　まず、宅配便を受取る直前に宅配情報の送信を望む顧客が、宅配便を受取る場所である
自宅において、顧客端末装置２のモニタ等に図示しない入力インターフェース等を表示さ
せ、顧客の携帯電話番号と携帯電話で受信可能な電子メールのメールアドレスとを入力し
て送信ボタン等を押したとすると、顧客端末装置２の顧客位置情報取得部２０１が、現在
位置の座標（緯度、経度）を取得して、顧客位置情報送信部２０２がこの座標の情報と、
上記で入力された携帯電話版等とメールアドレスとを、宅配情報処理装置１に送信する。
【００９０】
　宅配情報処理装置１の図示しない受信部は、顧客端末装置２から送信される携帯電話番
号と、メールアドレスと、位置の座標とを受信し、受信した携帯電話番号を顧客識別情報
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として、また、受信したメールアドレスを連絡先情報として、また、受信した座標を配達
位置情報として、それぞれ有する顧客情報を、顧客情報格納部１０１に蓄積する。
【００９１】
　図４は、顧客情報格納部１０１に格納されている顧客情報を管理する顧客情報管理表を
示す図である。顧客情報管理表の各レコードが、各顧客情報を示している。顧客情報管理
表は、「顧客番号」と「連絡先アドレス」と「配達位置」という項目を有している。「顧
客番号」は、上述した顧客識別番号であり、ここでは、顧客に対して一意に割り当てられ
た数字列であるとする。「連絡先アドレス」は、上述した連絡先情報であり、ここでは、
顧客の携帯電話のメールアドレスであるとする。「配達位置」は、上述した配達位置情報
であり、ここでは、顧客端末装置２が送信した現在位置の座標が、配達先の位置情報とし
て用いられる。
【００９２】
　また、宅配便の依頼者が、例えば、配達先となる顧客（即ち、受取人）の氏名、顧客の
携帯電話番号、配達先の住所、宅配物の内容についての情報と、宅配物の配達前に、配達
先に、宅配情報を送信して良いか否かを示す情報等を記載した宅配の申込み書を宅配物に
添えて、宅配便の申込み窓口等から、宅配便の申込みを行ったとする。申込みが行われる
と、宅配便の依頼を受け付けた宅配便業者が、申込み書の内容を元に、宅配依頼情報を宅
配情報処理装置１に入力する。そして、入力された宅配依頼情報が、宅配依頼情報格納部
１０２に蓄積される。
【００９３】
　図５は、宅配依頼情報格納部１０２に格納された宅配依頼情報を管理する宅配依頼情報
管理表である。宅配依頼情報管理表は、「配達先顧客番号」、「配達先氏名」、「配達先
住所」、「配達内容」、「送信可否」等の項目を有している。「配達先顧客番号」は、顧
客に対して一意に割り当てられた数字列であり、上述した配達先顧客識別情報である。「
配達先氏名」は、配達先の顧客の氏名である。「配達先住所」は、配達先の住所である。
「配達内容」は、宅配物の内容を示す情報であり、上述した配達内容情報である。「送信
可否」は、宅配情報の送信の可否（許可、不許可）を示す情報であり、上述した送信可否
情報である。
【００９４】
　図６は、宅配依頼情報に対応して入力された配達指示情報を管理する配達指示情報管理
表である。配達管理情報は、「配達先顧客番号」と「配達者ＩＤ」という項目を有してい
る。「配達先顧客番号」は、配達先となる顧客に対して一意に割り当てられた数字列であ
り、上述した配達先顧客識別情報である。この「配達先顧客番号」は、図５の宅配依頼情
報管理表の「配達先顧客番号」に相当する。「配達者ＩＤ」は、配達者識別情報であり、
ここでは、配達者の社員番号であるとする。なお、「配達者ＩＤ」として、配達者の携帯
電話番号等を用いても良い。
【００９５】
　顧客が携帯する顧客端末装置２の顧客位置情報取得部２０１は、例えば、予め指定され
た時間間隔ごとに、緯度と経度とで示される座標である顧客位置情報を取得する。そして
、顧客端末装置２が有している顧客の顧客識別情報とともに、取得した顧客位置情報を、
顧客端末装置２に送信する。例えば、１の顧客端末装置２が送信した顧客位置情報が（ｘ
５０，ｙ５０）と、顧客識別情報「８７６４７３５０」であったとする。
【００９６】
　宅配情報処理装置１の顧客位置情報受信部１０６は、顧客端末装置２から送信される顧
客位置情報と顧客識別情報とを受信し、これらを有する顧客位置管理情報を顧客位置情報
格納部１０５に蓄積する。このとき、ここでは、同じ顧客識別情報を有する顧客位置管理
情報が既に格納されている場合、既存の顧客位置管理情報の顧客位置情報を新たに受信し
た顧客位置情報で上書きして顧客位置管理情報を更新する。例えば、上記の場合において
、顧客識別情報「８７６４７３５０」と顧客位置情報（ｘ４９，ｙ４９）とを有する顧客
位置管理情報が既に格納されていたとすると、この顧客位置管理情報の顧客位置情報を、
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最新の顧客位置情報（ｘ５０，ｙ５０）で上書きする。なお、顧客位置管理情報全体を更
新するようにしてもよい。
【００９７】
　図７は、顧客位置情報格納部１０５に格納されている顧客位置管理情報を管理する顧客
位置管理表である。「顧客番号」は、顧客に対して一意に割り当てられた数字列であり、
上述した顧客識別情報である。「顧客位置」は、緯度と経度で表される顧客位置情報であ
る。
【００９８】
　配達者が携帯する配達者端末装置３の配達者位置情報取得部３０１は、例えば、予め指
定された時間間隔ごとに、緯度と経度とで示される座標である配達者位置情報を取得する
。そして、配達者端末装置３内の図示しない記憶媒体等に予め格納されている配達者識別
情報（ここでは、配達者の社員番号）とともに、取得した配達者位置情報を、顧客端末装
置２に送信する。
【００９９】
　宅配情報処理装置１の配達者位置情報受信部１０８は、配達者端末装置３から送信され
る配達者位置情報と配達者識別情報とを受信し、これらを有する配達者位置管理情報を配
達者位置情報格納部１０７に蓄積する。このとき、ここでは例として、同じ配達者識別情
報と対応付けられた配達者位置管理情報が既に格納されている場合、既存の配達者位置管
理情報の配達者位置情報を新たに受信した配達者位置情報で上書きして、配達者位置管理
情報を更新する。なお、配達者位置管理情報全体を更新するようにしてもよい。
【０１００】
　図８は、配達者位置情報格納部１０７に格納されている配達者位置管理情報を管理する
配達者位置管理表である。「配達者ＩＤ」は、配達者端末装置３に予め格納されていた配
達者識別情報である。「配達者位置」は、緯度と経度で表される配達者位置情報である。
【０１０１】
　ここで、宅配情報処理装置１の宅配情報送信部１１０が、宅配情報を送信するタイミン
グであるか否かを繰り返し判断しており、宅配情報を送信するための予め指定されたタイ
ミングになったとする。
【０１０２】
　予め指定されたタイミングとなったため、宅配情報処理装置１の位置判断部１０９は、
まず、図６に示した配達指示情報管理表の１番目のレコード（配達指示情報）の「配達先
顧客番号」（即ち配達先顧客識別情報）である「７８６４８３５３」を読み出す。そして
、「配達先識別番号」の値が、ここで読み出した配達先顧客番号と一致するレコードを、
図５に示した配達依頼情報において検出し、検出したレコードに含まれる「送信可否」の
値を取得する。そして、この値が、「不可」であるか否かを判断する。ここでは、図５に
おいて検出されたレコードが１行目のレコードであったとすると、このレコードの「送信
可否」の値は、「可」であるので、「不可」でないと判断する。これにより、宅配情報を
送信してもよい宅配の依頼であると判断されたこととなる。
【０１０３】
　同様にして、位置判断部１０９は、図５に示した配達依頼情報において検出した１番目
のレコードの「配達内容」の値である「生もの」を読み出す。そして、位置判断部１０９
は、この配達内容が予め指定された条件に合致するか否かを判断する。例えば、予め指定
された条件として、ここでは、「配達内容情報が「生もの」または「着払い」のいずれか
である」という条件が、図示しない記憶媒体等に予め格納されていたとする。位置判断部
１０９は、読み出した「配達内容」の値が、この条件を満たすか否かを判断する。ここで
は、「配達内容」の値が「生もの」であり、「配達内容情報が「生もの」または「着払い
」のいずれかである」という条件を満たすため、条件を満たすと判断する。これにより、
宅配情報を送信しても良い配達内容であると判断されたこととなる。
【０１０４】
　図９は、図６に示した配達指示情報管理表の１番目のレコードに関連した顧客位置情報
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と配達者位置情報と配達位置情報とがそれぞれ示す位置の関係を示す模式図であり、それ
ぞれが示す位置を、地図上に示した図である。図において、地点９１は、図４に示した顧
客情報管理表の各レコードのうちの、「顧客番号」の値が、配達指示情報管理表の１番目
のレコードの「配達先顧客番号」の値である「７８６４８３５３」と一致するレコードに
おける「配達位置」である座標（ｘ１，ｙ１）が示す地図上の位置である。地点９２は、
図７に示した顧客位置管理表の各レコードのうちの、「顧客番号」の値が、配達指示情報
管理表の１番目のレコードの「配達先顧客番号」の値である「７８６４８３５３」と一致
するレコードにおける「顧客位置」である座標（ｘ１１，ｙ１１）が示す地図上の位置で
ある。地点９３は、図８に示した配達者位置管理表の各レコードのうちの、「配達者ＩＤ
」の値が、配達指示情報管理表の１番目のレコードの「配達者ＩＤ」の値である「Ａ００
１」と一致するレコードにおける「配達者位置」である座標（ｘ２１，ｙ２１）が示す地
図上の位置である。
【０１０５】
　位置判断部１０９は、「配達内容」の値が予め用意された条件を満たすため、まず、図
６に示した配達指示情報管理表の１番目のレコード（１番目の配達指示情報）に対応する
配達位置情報と配達者位置情報とを読み出す。具体的には、位置判断部１０９は、１番目
の配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報である配達先顧客番号「７８６４８３５３
」と一致する「顧客番号」（顧客識別情報）と対応付けられた「配達位置」（配達位置情
報）である座標（ｘ１，ｙ１）を、顧客情報格納部１０１に格納されている顧客情報を管
理する図４に示した顧客情報管理表から読み出す。この座標は、図９における地点９１の
座標である。また、図８に示した配達者位置管理表から、１番目の配達指示情報に含まれ
る配達者識別情報である配達者ＩＤ「Ａ００１」と一致する配達者ＩＤと対応付けられた
最新の配達者位置情報である座標（ｘ２１，ｙ２１）を読み出す。この座標は、図９にお
ける地点９３の座標である。そして、この２点についての座標を用いて、この２点間の距
離を算出する。即ち、図９における地点９１と地点９３との間の距離Ｌを算出する。距離
Ｌ１は、ここでは、２点間の直線距離であるとする。そして、この距離Ｌ１が予め指定さ
れた閾値Ｖ１以下であるか否かを判断する。この閾値Ｖ１は、配達者が、配達先の近くに
いるか否かを判断するための閾値である。ここでは、距離Ｌ１が、例えば閾値Ｖ１以下で
あったとする。このことは、例えば、「配達者ＩＤ」が「Ａ００１」である配達者が、配
達先となる「配達先顧客番号」が「７８６４８３５３」である顧客の近くにいることを示
している。
【０１０６】
　距離Ｌ１が、閾値Ｖ１以下であるため、位置判断部１０９は、さらに、図６に示した配
達指示情報管理表の１番目のレコード（１番目の配達指示情報）に対応する顧客位置情報
を読み出す。具体的には、位置判断部１０９は、図８に示した顧客位置管理表から、１番
目の配達指示情報に含まれる配達先顧客識別情報である配達先顧客番号「７８６４８３５
３」と一致する「顧客番号」（顧客識別情報）と対応付けられた最新の顧客位置情報であ
る座標（ｘ１１，ｙ１１）とを読み出す。この座標は、図９における地点９２の座標であ
る。そして、地点９２と地点９１との間の距離Ｌ２を、これらの地点の座標を用いて算出
する。そして、算出した値が、予め用意された閾値Ｖ２以下であるか否かを判断する。こ
の閾値Ｖ２は、配達位置情報が示す位置を含む、宅配物の配達先となる敷地内に、配達先
となる顧客が居るか否かを判断するための閾値である。具体的には，配達位置情報が示す
地点周辺を配達先の敷地と判断して、顧客が敷地内に居るか否かを判断するための閾値で
ある。この閾値Ｖ２と、上述した閾値Ｖ１との関係は、通常、Ｖ２＜Ｖ１となる。ここで
は、距離Ｌ２が閾値Ｖ２以内であったとする。なお、座標のｘ、ｙ値の値の最小単位や、
有効数字等によっては、閾値Ｖ２を用いる代わりに、地点９２と地点９１とが一致するか
否かを判断するようにしても良い。
【０１０７】
　宅配情報送信部１１０は、距離Ｌ２が閾値Ｖ２以内であると判断されたため、図６に示
した配達指示情報管理表の「配達先顧客番号」である「７８６４８３５３」と一致する「
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顧客番号」（顧客識別情報）と対応付けられた「連絡先アドレス」である「ａｙａｍａｍ
ｏｔｏ＠ａｂｃｄ…」を、図４に示した顧客情報管理表から取得し、この値を宛先のメー
ルアドレスに設定して、配達がもうすぐ行われることを示す電子メールを送信する。例え
ば、宅配情報送信部１１０は、配達指示情報管理表の１番目のレコードに含まれる「配達
先顧客番号」である「７８６４８３５３」と一致する「配達先顧客番号」（顧客識別情報
）と対応付けられた「配達先氏名」である「山本Ａ男」や、「配達先住所」である「ａ県
ｂ市ｃ町２－２０－３０」や、「配達内容」である「生もの」や、宅配の依頼人の情報等
を、図５に示した宅配依頼情報管理表から取得し、これらの情報を、予め用意されたテン
プレートに配置することで、送信する電子メールの情報を生成し、生成した電子メールを
、「ａｙａｍａｍｏｔｏ＠ａｂｃｄ…」を宛先として送信する。ここでは、この電子メー
ルの宛先が、顧客端末装置２であるとする。
【０１０８】
　図１０は、宅配情報送信部１１０が送信する電子メールの表示例を示す図である。
【０１０９】
　電子メールの宛先となる顧客端末装置２の宅配情報受信部２０３は、宅配情報送信部１
１０が送信する電子メールを受信する。そして、受信した電子メールを宅配情報出力部２
０４が、モニタに表示する。なお、実際には、電子メールは、電子メールサーバ等を介し
て送受信されるが、ここでは電子メールサーバ等の構成は省略する。
【０１１０】
　顧客端末装置２のモニタに、図１０に示すような電子メールが表示されることにより、
顧客番号「７８６４８３５３」に対応する顧客は、宅配便がまもなく到着することを把握
することができ、外出の予定等を調整することができる。
【０１１１】
　ここで、上記において、仮に、距離Ｌ２が閾値Ｖ２以内でないと判断されたとする。こ
のことは、「配達先顧客番号」が「７８６４８３５３」である顧客が、配達先となる敷地
内におらず、外出していることを示す。この場合、宅配情報送信部１１０は、宅配情報の
変更を求める宅配情報を、上記と同様に取得したメールアドレス「ａｙａｍａｍｏｔｏ＠
ａｂｃｄ…」に対して送信する。この電子メールには、上記と同様の、宅配依頼情報に含
まれる情報等を含むようにしてもよい。ここでは特に、宅配情報送信部１１０は、宅配情
報として、配達時間の変更画面を含む電子メールを送信する。なお、ここで述べる変更画
面とは、変更のためのインターフェース（例えば、入力フォーム等）等と考えて良い。
【０１１２】
　図１１は、宅配情報送信部１１０が送信する、配達時間の変更画面を含む電子メールの
表示例を示す図である。
【０１１３】
　このような宅配情報を受信した顧客端末装置２においては、図１１に示すような配達時
間の変更画面が表示されるため、このような変更画面を操作することで、例えば、帰宅後
や後日、宅配便を受け取れるように、配達時間を変更することが可能となり、時間を変更
するための操作を軽減することができる。なお、この変更画面で入力された顧客識別情報
（顧客番号）や時間等の情報は、例えば、宅配情報処理装置１や、宅配情報処理装置１を
管理する宅配業者のサーバ装置等に送信され、この宅配時間の変更が、配達者に連絡され
たり、配達指示情報等に反映されることとなる。
【０１１４】
　なお、上記において、仮に、距離Ｌ１が、閾値Ｖ１以下でないと判断されたとする。こ
のことは、例えば、配達者が配達先となる顧客の近くにおらず、配達がいつ行われるかが
明確でない状態であると考えることができる。このため、この場合において、上記のよう
な宅配情報の送信は行われない。
【０１１５】
　また、上記において、「送信可否」の値が、「不可」であると判断された場合において
、その後の宅配情報を送信する処理は行われないようにして良い。例えば、依頼人が、送
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り先の顧客を驚かすために、宅配物が配達されることを事前に顧客に知らせたくない場合
においては、このように、「送信可否」の値が「不可」となるように、依頼人が依頼を行
うことで、事前に宅配情報が送信されないようにすることができる。
【０１１６】
　また、上記において、「配達内容」の値が、条件を満たさない場合において、その後の
宅配情報を送信する処理は行われないようにして良い。このようにすることで、「生もの
」のように配達を特に急ぐ場合や、代引きの場合のように、配達時に予め代金の用意等が
事前に必要な場合のような、顧客への事前通知が好ましい場合にだけ、宅配情報を送信す
るようにして、その他の場合には、宅配情報が送信されないようにすることができる。こ
れにより、不必要な宅配情報の送信を抑えて、顧客の行動や予定に与える宅配の影響を低
減させることができる。
【０１１７】
　以上、本実施の形態によれば、宅配物の受取人である顧客（配達先となる顧客）に、適
切に、宅配に関する通知を行うことができる。特に、宅配物の配達先の位置と、配達者の
位置と、受取人である顧客の位置とに応じて、適切な宅配に関する通知を行うことができ
る。
【０１１８】
　なお、上記各実施の形態における宅配情報処理装置を実現するソフトウェアは、以下の
ようなプログラムである。つまり、このプログラムは、顧客の識別情報である顧客識別情
報と、顧客の連絡先を示す情報である連絡先情報とを有する顧客情報が格納されている顧
客情報格納部と、宅配を依頼する情報であって、宅配物の配達先である顧客についての顧
客識別情報である配達先顧客識別情報を含む情報である宅配依頼情報が格納される宅配依
頼情報格納部と、にアクセス可能なコンピュータを、配達先顧客識別情報に対応する連絡
先情報を顧客情報から取得し、取得した連絡先情報を用いて、配達先顧客識別情報が示す
顧客に宅配に関する情報である宅配情報を送信する宅配情報送信部として機能させるため
のプログラムである。
【０１１９】
　なお、上記プログラムにおいて、上記プログラムが実現する機能には、ハードウェアで
しか実現できない機能は含まれない。例えば、情報を取得する取得部や、情報を出力する
出力部などにおけるモデムやインターフェースカードなどのハードウェアでしか実現でき
ない機能は、上記プログラムが実現する機能には含まれない。
【０１２０】
　また、このプログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
【０１２１】
　図１２は、上記プログラムを実行して、上記実施の形態による宅配情報処理装置を実現
するコンピュータの外観の一例を示す模式図である。上記実施の形態は、コンピュータハ
ードウェア及びその上で実行されるコンピュータプログラムによって実現されうる。
【０１２２】
　図１２において、コンピュータシステム９００は、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄ
ｉｓｋ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）ドライブ９０５、ＦＤ（Ｆｌｏｐｐｙ（登
録商標）　Ｄｉｓｋ）ドライブ９０６を含むコンピュータ９０１と、キーボード９０２と
、マウス９０３と、モニタ９０４とを備える。
【０１２３】
　図１３は、コンピュータシステム９００の内部構成を示す図である。図１３において、
コンピュータ９０１は、ＣＤ－ＲＯＭドライブ９０５、ＦＤドライブ９０６に加えて、Ｍ
ＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）９１１と、ブートアッププログラ
ム等のプログラムを記憶するためのＲＯＭ９１２と、ＭＰＵ９１１に接続され、アプリケ
ーションプログラムの命令を一時的に記憶すると共に、一時記憶空間を提供するＲＡＭ（
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）９１３と、アプリケーションプログラム、



(23) JP 2012-206842 A 2012.10.25

10

20

30

40

システムプログラム、及びデータを記憶するハードディスク９１４と、ＭＰＵ９１１、Ｒ
ＯＭ９１２等を相互に接続するバス９１５とを備える。なお、コンピュータ９０１は、Ｌ
ＡＮへの接続を提供する図示しないネットワークカードを含んでいてもよい。
【０１２４】
　コンピュータシステム９００に、上記実施の形態による宅配情報処理装置等の機能を実
行させるプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ９２１、またはＦＤ９２２に記憶されて、ＣＤ－Ｒ
ＯＭドライブ９０５、またはＦＤドライブ９０６に挿入され、ハードディスク９１４に転
送されてもよい。これに代えて、そのプログラムは、図示しないネットワークを介してコ
ンピュータ９０１に送信され、ハードディスク９１４に記憶されてもよい。プログラムは
実行の際にＲＡＭ９１３にロードされる。なお、プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ９２１やＦ
Ｄ９２２、またはネットワークから直接、ロードされてもよい。
【０１２５】
　プログラムは、コンピュータ９０１に、上記実施の形態による宅配情報処理装置の機能
を実行させるオペレーティングシステム（ＯＳ）、またはサードパーティプログラム等を
必ずしも含んでいなくてもよい。プログラムは、制御された態様で適切な機能（モジュー
ル）を呼び出し、所望の結果が得られるようにする命令の部分のみを含んでいてもよい。
コンピュータシステム９００がどのように動作するのかについては周知であり、詳細な説
明は省略する。
【０１２６】
　本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　以上のように、本発明にかかる宅配情報処理装置等は、宅配に関する情報を送信する装
置として適しており、特に、宅配の配達先（受取人）となる顧客に宅配に関する情報を送
信する装置等として有用である。
【符号の説明】
【０１２８】
　１　宅配情報処理装置
　２　顧客端末装置
　３　配達者端末装置
　１０　宅配情報処理システム
　１０１　顧客情報格納部
　１０２　宅配依頼情報格納部
　１０３　内容判断部
　１０４　配達指示情報格納部
　１０５　顧客位置情報格納部
　１０６　顧客位置情報受信部
　１０７　配達者位置情報格納部
　１０８　配達者位置情報受信部
　１０９　位置判断部
　１１０　宅配情報送信部
　２０１　顧客位置情報取得部
　２０２　顧客位置情報送信部
　２０３　宅配情報受信部
　２０４　宅配情報出力部
　３０１　配達者位置情報取得部
　３０２　配達者位置情報送信部
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