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宅配ボックスの種類と選び方
― 社会の変化とともに、普及が進む宅配ボックス ―

一般社団法人 リビングアメニティ協会宅配ボックス委員会委員長 藤　本　英　治

１.はじめに

ひと昔前までは、マンションのエント
ランス設備と言えば、インターホンや
オートロックと言われていた。今回は、
ここ２～３年ですっかり玄関の顔として
おなじみになった「宅配ボックス」につ
いて紹介したい。
近年、宅配物を含む国内外の物量は増

加の一途をたどっている。国土交通省は、
1992 年には 10 億個だった宅配便数が
2015 年には 37 億個になり、2020 年に
はその数が２倍の 70 億個まで増える可
能性があると発表した（図－１）。背景
には、インターネット通販の拡大が挙げ
られる。
そこで課題となっているのが再配達問

題だ。その様は「物流クライシス」とし
て新聞やテレビでもほぼ毎日のように取
り上げられた。再配達は、ドライバーの
労働問題や CO2 排出による環境問題をも
含むことから、日本が抱える重大な社会
問題に発展している。宅配ボックスはこ
れらの問題を解決する手段として大きな
注目を集め、年々普及が進んでいる。そ
れにより、2014 年は 19.6％だった再配
達率が、2017 年には 16％、2018 年４
月には 15％まで減少しているのである。
このように、再配達問題の救世主とな

りうる宅配ボックスだが、賃貸住宅に欲

しい設備として入居者にも人気の設備に
なりつつある。全国賃貸住宅新聞社が発
表した「入居者に人気の設備ランキング
2018」によると、「この設備があれば周
辺相場より家賃が高くても決まる」とい
う質問では、宅配ボックスは単身者向け
マンションで２位、ファミリー向けマン
ションで４位にランクインしている。前
年は単身者向け３位、ファミリー向けは
４位だったことから、生活に必要な設備
として定着してきたことが見て取れる。

２.宅配ボックスの誕生

現在では新築分譲マンションであれば
その 99％に、なんらかの宅配ボックス
が設置されていると言われている。また、
賃貸マンションや戸建てはもちろん、駅
などの公共施設にも徐々に設置され始め、
目にする機会もぐんと増えている。私た
ちの暮らしに密接に関わり、広く一般に
認知された宅配ボックスだが、実はこの
製品が日本で誕生したものだということ
はあまり知られていない。今から約 35
年前の 1983 年、当時マンション管理業
を営んでいた原幸一郎氏（現：㈱フルタ
イムシステム代表取締役）の手によって、
世界で初めての宅配ボックスが開発され
た（写真－１）。
当時、マンションに届いた宅配便は、

受取人が不在の場合、マンションの管理

員が代わりに受け取っていた。しかし、
ITの台頭によるインターネット通販の拡
大により、宅配便数が一気に増えた結果、
共働き世帯の増加による不在も相まって、
マンションの管理員だけでは宅配便の受
け取りに対応できなくなったという。管
理員室は宅配便でいっぱいになり、防犯
面から宅配便の紛失も懸念されていた。
そこで、管理員の負担を減らし、セキュ
リティ問題も一度に解決できる方法はな
いかと考えた原氏が、宅配ボックスを考
案、開発に着手した。マンション管理と
宅配便の問題を同時に知る現場で、管理
会社の目線から生まれたアイデアは、何
とか管理人の負担を軽くしたいという苦
肉の策だったのかもしれない。事実、宅
配ボックスは管理員をサポートするロ
ボットのような存在として進化してきた。
しかし、商品化への道のりは試行錯誤

の連続。というのも、それまでなかった
製品だったため、どうしたら利用者が抵
抗なく使用できるか？どんな機能があれ
ばより便利か？形は？サイズは？デザイ
ンは？と、何度も何度も試作品を作って
は、使い勝手を試したそうだ。第一号機
が完成するまでに費やした年月はなんと
３年。長年の努力が実り、晴れて商品化
にこぎつけた。

図－１　宅配便取扱個数 写真－１　宅配ボックス（初期の量産品）

資料：国土交通省発表より（2016.7）



（寄稿文）52

３.宅配ボックスの種類

宅配ボックスの利便性が認知され、普
及が進んだことにより、様々なメーカー
が宅配ボックス業界に参入した。それに
より、近年ではメーカーごとに多種多様
な特長やサービスを持った宅配ボックス
が販売されている。
宅配ボックスは、簡易なアナログタイ

プのものから高機能な IoT 対応タイプま
で様々な種類があり、戸建て向け、集合
住宅向けなど設置場所の違いもあるが、
大きく分けるとダイヤル錠で解錠する機
械式タイプとコンピュータで制御するタ
イプが主流だ（図－２）。機械式タイプ、
コンピュータ式タイプ、種類ごとにどの
ような特長があるのだろうか。
まず、機械式は、ダイヤル錠で施錠、

解錠するタイプだ。スリットもしくは窓
から空き状況を確認して、空いている
ボックスに預け入れをする。預け入れす
る側が任意の暗証番号を設定し伝票を受
取人のポストへ入れる。伝票の書き忘れ
や、書き間違い、盗難などのリスクがあ
るが、比較的リーズナブルに設置できる。
コンピュータ式は、テンキーやタッチ

パネルで操作。部屋番号宛に預け入れを
する。部屋ごとに暗証番号を設定でき、

操作履歴も残せるため、セキュリティ面、
管理面に優れている。最近ニュースに取
り上げられているのは、宅配ボックスの
セキュリティ面である。近年多くみられ
る宅配ボックスの盗難被害は機械式だと
いう。盗難の手口は、不在伝票に書かれ
た暗証番号をポストの隙間から盗み見た
り、不在伝票ごと抜き取って、ボックス
を解錠したりしているそうだ。宅配ボッ
クスをこじ開けられているわけではない
ので、コンピュータ式の方がセキュリ
ティ面では安心といえるだろう。
また、管理の方法も大きく違う。戸建

てであれば、管理はその家だけのことで
あるため、管理面を気にする必要はない
が、集合住宅向けであれば、入居者の共
用利用という観点からも管理が必要と
なってくる。機械式では、履歴が残らな
いこともあり、入居者が物置として利用
する、暗証番号がいたずらされてロック
されてしまうなど、宅配ボックスが使用
できなくなってしまうケースが多くある
ため、宅配ボックスの利用状況をこまめ
に確認することをお勧めする。一方、コ
ンピュータ式は、外部電源を利用し、コ
ンピュータで制御されているため履歴を
残すことができる。また、事前に登録さ
れている部屋宛に入庫するため、機械式

での注意点は気にしなくてすむ。さらに
コンピュータ式は、オフライン型の自主
管理型とオンライン型の集中管理型にわ
かれている。この最大の違いは、どこで
宅配ボックスを管理しているかという点
である。自主管理型は、マンションなど
集合住宅の管理者が管理を行う。誤配、
荷物の紛失などあった場合は、管理者が
宅配ボックスの履歴を確認する必要があ
る。集中管理型は、メーカーがインター
ネット回線による遠隔管理を行うため、
管理者の手間はかからない。
現在、様々な種類の宅配ボックスが発

売されている。ボックスの数を設置場所
に合わせて増減できるものやボックスの
大きさを変更できるもの、ポスト一体型
のものまである。オーダーメイドができ

図－２　宅配ボックス種類別特長

図－３　宅配ボックスの種類
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る宅配ボックスが増えてきたことで、導
入を検討されている方々にとっては、選
択肢の幅が増えたと言える。

４.宅配ボックスの選び方

では実際にどのような点を考慮して、
宅配ボックスを選べばよいのだろうか。
考えるべきポイントは次のとおりである。
・設置場所(スペース含む）
・セキュリティ面
・管理方法
・アフターメンテナンス
・機能、付加サービス
・トラブルの回避方法
・デザイン、色
・世帯数
・居住者層
・費用(販売形態含む）
を考慮したうえで、最適な宅配ボックス
選びを行うことが重要である（図－３）。
管理組合に聞いた宅配ボックス交換の

理由ランキング１位＊は、「メーカーの生
産中止や撤退」だった（＊㈱フルタイム
システム調べ）。日々、様々な方に利用
される宅配ボックスである。定期メンテ
ナンスやアフターサポートを受けること
ができなくなれば、必然的に交換せざる
を得なくなる。種類が増えている今、メー
カー、製品ごとにどんな特長があるかを
考えずに、宅配ボックスを選んでしまう
と、後で困った事態に発展してしまうこ
ともある。

５.実際にあった事例

便利なはずの宅配ボックスを導入して
も、残念ながら、トラブルが起きてしまっ
たケースもある。前出の盗難、荷物や伝
票の入れ間違いや、暗証番号の書き間違
いによる出庫不可、荷物がいっぱいのた
めに入庫できない、などである（表－１）。
これらは機械式の宅配ボックスでみられ
るが、このようなことが起きないよう、
管理者が注意喚起のポスターを貼ったり、
こまめに確認をしたりするなどの対策を
取り、トラブルを未然に防ぐべく管理の

工夫が必要である。
ここで、実際にあったトラブルが原因

で入れ替えをした事例をみてみよう。
事例①デザイン重視で導入するも故障や
メンテナンス不備多く交換へ
当初、地域性を考慮して、デザイン面

を重視した、「メール一体型タイプ」の
導入を決めたマンションがあった。とこ
ろが運用が始まると故障や不具合が多く、
何度も現場への急行や緊急対応を余儀な
くされることに。このため、次は機能や
アフターメンテナンスも考慮した上で導
入を決めたいとのことだ。
事例②メーカーへの不信感拭いきれず、
入れ替えを検討
宅配ボックスの入居者操作画面が反応

せず、荷物が取り出し不可能になってし
まったという事態が発生。すぐにメー
カーへ修理依頼をするも、修理対応中に
再び画面が反応しなくなってしまった。
その際、メーカー側の対応が悪く、信頼
低下を招いた。まだ築年数も経っていな
いことから、今後もこういった事態が続
くのではないかと予想され、結果、宅配
ボックスのメーカーを変更した。
事例③入居者の親から「荷物届かない」
の声が殺到
学生の親族から「荷物が届かない」と

いうクレームが殺到した。お米や野菜等、
実家から食材を送る親御さんが多くいる
そうだが、故障や入れっぱなし等でス
ムーズにお子さまの手元に届かないこと
が多かったとか。親御さんからすれば宅
配ボックスがあるから入居を決めたのに、
届かないのはおかしい、というわけであ
る。部屋探しの時も「宅配ボックス」が
設置されているかどうかで入居を決めた
方も多くいたということで、遠隔操作や
24時間管理がしっかりしている宅配ボッ
クスへの切り替えを決めた。
種類ごとの特性を把握したうえで、現

在の宅配便事情についても考慮する必要
がある。宅配ボックスが設置してあるの
にも関わらず、管理不足での故障や、常
にボックスが満杯になっていては本末転

倒である。そうならないためにも、時代
に合わせたニーズを読み解き、メーカー
の実績や管理面、機能面、デザイン面を
総合的に判断することがなによりも重要
だろう。設置する場所の立地や環境に合
わせて、最適な宅配ボックス選びを行う
ことが大切だ。

６.宅配便のサイズ事情

近年、米ネット通販大手 Amazon に代
表されるように、以前に比べて宅配便の
ボックスサイズがＳサイズ（W411 ×
D546 × H246mm）や、SS サイズ（W411
× D546 × H108mm）などの小型の宅配
便が増えている（表－２）。そのため、
宅配ボックスの交換や設置時に、より小
さなボックスサイズに対応したものが好
まれる傾向にある。ボックスサイズが小
さければ、宅配ボックスとしての大きさ
は同じでも、より多くのボックスを設置
可能になるため、設置スペースを増やす
ことなく今までのスペースに設置できる
のはメリットのひとつだ。
また、ネット通販各社は、料金が安価

なメール便への移行も進めている。メー
ル便は、本や CD、DVD などの軽量な荷物
をポストに投函するものであり、受領印
を必要としないため、荷物の追跡や、細
かい時間指定配達はできないものの低料
金が最大の魅力である。しかしこうした
メール便に対応しているポストは少ない
のが現状だ。
国土交通省によると、2015 年の宅配

便は 37億個に対して、メール便は 54億
個にも上ると発表した。ポストに入らな
いメール便を宅配ボックスに入れてしま
うことになると、再配達問題に対して、
火に油を注ぐことになってしまう。そこ
で、宅配ボックスへの入庫数を減らすこ
とを目的に、ポスト本体のサイズを数セ
ンチ単位で大きく設計されたものも登場
している。

表－１　導入後の５大トラブル 表－２　ボックスサイズ別フルタイムロッカー利用状況
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７. 進化し続けている宅配
ボックス

現在、宅配ボックスは荷物の出し入れ
をするだけの箱ではなくなってきている。
例えば、衣服を入庫するだけでクリーニ
ングの宅配をしてくれる機能や、お掃除
ロボットと窓拭きロボットを入居者が無
料で利用できるシェアリングサービス、
ボックス内で車の鍵をやりとりできるレ
ンタカーサービスなど、荷物の受け取り
にとどまらない充実したサービスを受け
ることができる宅配ボックスも開発され
ている。
最近ではオフィス、学校、公共機関な

どへ、宅配ボックスのシステムをベース
に開発された新たなサービスを提供する
ロッカーの設置も進んでいる。上記シェ
アリングサービスとともに、荷物の受け
取りにとどまらず、現代の課題である働
き方改革、仕事の効率化の一助となって
いる。
また、宅配ボックスを使ってみたいけ

れど置けるかどうか分からない、置く場
所を事前に確認したいと考えている方に
向け、アプリも登場した。ARを使った宅
配ボックスの設置シミュレーションアプ

リ「置けるん」だ。宅配ボックスを設
置したいと思った場所に、原寸大の 3D
データを投影し、設置イメージが確認で
きる（図－４）。
その他、満杯時の対応策として、配達

ドライバーへの「宅配ボックス利用情報
閲覧サービス」の提供など、宅配ボック
スおよび宅配ボックスに関するサービス
は、日々進化している（図－５）。

８.再配達問題への取り組み

ここ数年、宅配ボックスが設置される
場所は、マンションや戸建てだけではな
く、オフィスや学校、公共施設にまで拡
がっている。「いつでもどこでも好きな
場所で」受け取れる環境が整備されてい
る。さらに、国もオムニチャネル化を後
押しする。例えば、利用者を限定せず、
複数の宅配業者が共通して利用できる
「オープン型宅配ボックス」の設置をし
た場合、ボックス費用の一部を補助する
制度を始めた。また、2017 年度予算案
に設置促進費として５億 2000 万円を計
上するなどその対策に本腰を入れ始めて
いる。2017 年 11 月には「共同住宅にお
ける容積率規制の適用明確化」が発表に
なり（図－６）、2018 年９月末には、建

築基準法の規制緩和が行われ、全ての建
物で宅配ボックスが容積率の計算対象か
ら除外されることになる。これにより、
マンションはもちろん、オフィスビルや
病院など、あらゆる建物に宅配ボックス
を置きやすくなるというわけだ。今まで
は、容積率が上限に近いところで建築さ
れた建物には、後から宅配ボックスを設
置できなかったことから、さらなる普及
が推測される。
宅配便の再配達が減れば、配送トラッ

クが排出する CO2 も減り、温暖化の防止
にも繋がるだろう。国の政策と企業の努
力、そして受取人の意識、三者がそれぞ
れに努力を重ね合わせれば、再配達問題
は解決に向かって進んでいくはずである。
宅配ボックスは、社会インフラの一環

としてこれからも進化を続けていくとい
えるだろう。

図－６　2017年国土交通省発表「共同住宅における容積率規制の適用明確化」

図－５　宅配ロッカーの利用情報閲覧サービスのイメージ図－４　ARを使った宅配ボックス設置シミュレーションアプリ




