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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
キャビネットフレーム（１）を備える物流ラックであって、
前記キャビネットフレームの内部が複数の保管領域（２）に分けられ、キャビネットフレ
ームのトップに複数の番号タグＡ（３）が設けられ、番号タグＡ（３）の下方に吊り物（
６）が接続され、吊り物（６）の底部に荷物固定装置（５）が接続され、
前記キャビネットフレーム（１）にパスワード認識装置付きドアが取り付けられ、前記キ
ャビネットフレームの内部には、入力端子がパスワード認識装置の出力端子に接続されて
、出力端子がドアロックに接続された中央制御ユニット（９）を備える制御システムが取
り付けられており、
前記制御システムはさらに、荷物固定装置（５）に取り付けられて荷物固定装置（５）の
使用状態の認識及び荷物固定装置が不正に開かれているか否かの判別に用い、出力端子が
中央制御ユニットの入力端子に接続される荷物固定装置の使用状態認識装置を備えること
を特徴とする物流ラック。
【請求項２】
前記荷物固定装置の使用状態認識装置は、出力端子が中央制御ユニットの入力端子に接続
された圧力センサー（１２）又は光センサー（１５）を含むことを特徴とする請求項１に
記載の物流ラック。
【請求項３】
前記制御システムはさらに、吊り物に取り付けられて吊り物の使用状態の判別及び吊り物
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が不正にカットされているか否かの判別に用い、出力端子が中央制御ユニットの入力端子
に接続された吊り物使用状態認識装置を備えることを特徴とする請求項１に記載の物流ラ
ック。
【請求項４】
前記吊り物（６）は弾性吊り物であり、前記吊り物使用状態認識装置は出力端子が中央制
御ユニットの入力端子に接続された弾性力センサー（１３）であることを特徴とする請求
項３に記載の物流ラック。
【請求項５】
前記キャビネットフレームの内部には荷物保管画面を記録するカメラ（７）が取り付けら
れ、該カメラ（７）は中央制御ユニット（９）に接続されて、監視画像が制御システムに
保存されているようにすることを特徴とする請求項１に記載の物流ラック。
【請求項６】
前記荷物固定装置（５）に番号タグＡと同一番号を有する番号タグＢ（４）が設置され、
前記荷物固定装置（５）と番号タグＡ（３）にさらに、入力端子が中央制御ユニットの出
力端子に接続された指示灯（１１）が設けられ、受取人が荷物を受け取る時、荷物固定装
置と番号タグＡにおける指示灯が明滅することを特徴とする請求項１に記載の物流ラック
。
【請求項７】
前記キャビネットフレームの保管領域（２）には、中央制御ユニットにより冷凍領域の温
度を監視するように中央制御ユニットに接続された温度コントローラが取り付けられた、
生鮮食品荷物を収納する冷凍領域（２０１）があることを特徴とする請求項１に記載の物
流ラック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は物流装置及びその使用方法、特に物流ラック及びその使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在の物流棚は主に、従来のメールボックスのように、１人毎に物流棚の１つの引き出
しやボックスを独占するものである。配達員が荷物を配達する際、受取人のボックスを開
いて、荷物をボックス内に入れてドアを閉じて、受取人が受け取ることになる。社会の発
展に伴って、物流の取り扱いも、現代の通信技術を利用して荷物の収納情報をタイムリー
に受取人に通知するとともに、電子方式でボックスを開くという進歩を実現する。そのた
め、物流棚の１つの引き出しやボックスを独占すると、使用率の低下を招き、ボックスの
申請に失敗したりボックスがない人にとっては、配達員との連絡が困難であり、たとえば
、受取人が配達場所にいない場合、配達員が荷物を配達する時、受取人と繰り返して確認
して、受取人が自分で荷物を受け取りに来るまで待たなければならないため、配達員の時
間が無駄になり、物流時間を延長させ、物流効率に悪影響を与え、物流のコストを増加し
、物流産業の最後の荷物受取は対策が期待される課題となっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明が解決しようとする技術的問題は以下のとおりである。物流産業の最後の荷物受
取の難問を解決するための物流ラック及びその使用方法を提供し、従来技術に存在する、
使用率が低く、物流時間が長く、物流効率が低いという上記欠点を解決する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記技術的問題を解決するための技術案として、キャビネットフレームを含む物流ラッ
クであって、前記キャビネットフレームの内部が複数の保管領域に分けられ、キャビネッ
トフレームのトップに複数の番号タグＡが設けられ、番号タグＡの下方に吊り物が接続さ
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れ、吊り物の底部に荷物固定装置が接続される。
【０００５】
　本発明の別の技術案として、前記キャビネットフレームにパスワード認識装置付きドア
が取り付けられ、前記キャビネットフレームの内部には、入力端子がパスワード認識装置
の出力端子に接続されて、出力端子がドアロックに接続された中央制御ユニットを備える
制御システムが取り付けられている。
【０００６】
　本発明のまた別の技術案として、前記制御システムはさらに、荷物固定装置に取り付け
られて、荷物固定装置の使用状態の認識及び荷物固定装置が不正に開かれているか否かの
判別に用い、出力端子が中央制御ユニットの入力端子に接続された荷物固定装置の使用状
態認識装置を備える。
【０００７】
　本発明のさらなる技術案として、前記荷物固定装置の使用状態認識装置は、出力端子が
中央制御ユニットの入力端子に接続された圧力センサー又は光センサーを含む。
【０００８】
　本発明のさらなる技術案として、前記制御システムはさらに、吊り物に取り付けられて
、吊り物の使用状態の判別及び吊り物が不正にカットされているか否かの判別に用い、出
力端子が中央制御ユニットの入力端子に接続された吊り物使用状態認識装置を備える。
【０００９】
　本発明のさらなる技術案として、前記吊り物は弾性吊り物であり、前記吊り物使用状態
認識装置は出力端子が中央制御ユニットの入力端子に接続された弾性力センサーである。
【００１０】
　本発明のさらなる技術案として、中央制御ユニットに接続されて、中央制御ユニットが
電話番号を自動的に配達情報として生成して受取人に送信するように受取人の電話番号を
入力するキーボードがキャビネットフレーム毎に取り付けられる。
【００１１】
　本発明のさらなる技術案として、前記キャビネットフレームの内部には荷物保管画面を
記録するカメラが取り付けられ、該カメラは中央制御ユニットに接続されて、監視画像が
制御システムに保存されているようにする。
【００１２】
　本発明のさらなる技術案として、前記荷物固定装置に番号タグＡと同一番号を有する番
号タグＢが設置され、前記荷物固定装置と番号タグＡにさらに、入力端子が中央制御ユニ
ットの出力端子に接続された指示灯が設けられ、受取人が荷物を受け取る時、荷物固定装
置と番号タグＡにおける指示灯が明滅する。
【００１３】
　本発明のさらなる技術案として、前記キャビネットフレームの保管領域には、中央制御
ユニットにより冷凍領域の温度を監視するように中央制御ユニットに接続された温度コン
トローラが取り付けられた、生鮮食品荷物を収納する冷凍領域がある。
【００１４】
　本発明のさらなる技術案として、前記中央制御ユニットはさらにネットワークに接続さ
れ、ネットワークはユビキタスネットワークに接続され、
　前記物流ラックはさらにＡＰＰアプリケーションプラットフォームが設置され、物流ラ
ック毎にさらにＡＰＰアプリケーションプラットフォームを管理するための一意的な番号
を有する番号プレートが設置され、前記物流ラックにさらにＷｉｆｉが配置されている。
【００１５】
　本発明の別の技術案として、物流ラックの使用方法は、
　配達員が物流ラックの非使用荷物固定装置に荷物をクリップするステップＡと、
　荷物固定装置に対応した番号タグＡの番号を受取人に通知するステップと、
　受取人が配達員からの荷物固定装置に対応した番号に基づいて荷物を受け取るステップ
Ｃとを含む。
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【００１６】
　本発明のさらなる技術案として、
　前記物流ラックにパスワード認識装置付きドアが取り付けられており、
　ステップＡにおいて、配達員が予め物流ラックの保有者に秘密鍵を申請し、該秘密鍵で
物流ラックのドアを開き、ステップＣにおいて、受取人も予め物流ラックの保有者に秘密
鍵を申請し、該秘密鍵で物流ラックのドアを開く。
【００１７】
　本発明のさらなる技術案として、
　前記物流ラックにパスワード認識装置付きドアが取り付けられ、且つ、キャビネットフ
レーム内に制御システムが取り付けられており、
　ステップＡにおいて、配達員が予め秘密鍵を申請し、該秘密鍵で物流ラックのドアを開
き、
　ステップＢにおいて、配達員がキーボードを介して受取人の情報及び荷物固定装置に対
応した番号をショートメッセージとして制御システムに送信し、制御システムは情報を受
信すると、秘密鍵と荷物情報を自動的に生成して受取人に送信し、
　ステップＣにおいて、受取人が制御システムからの秘密鍵でドアを開き、物流ラックに
おける受取人に該当する荷物固定装置と番号タグＡが自動的に明滅し、受取人が制御シス
テムからの番号と一致すると判断すると、荷物を取り出し、弾性吊り物が自動的に回復し
、
　ステップＣの後にさらに、制御システムが受取済みの情報を配達員に送信するステップ
Ｄを含み、
　ステップＡ－ステップＣにおいて、中央制御ユニットはさらに荷物固定装置の使用状態
認識装置を利用して荷物固定装置の使用状態を認識し、荷物固定装置が不正に開かれてい
るか否かを判別し、吊り物使用状態認識装置を利用して吊り物の使用状態を認識し、吊り
物が不正にカットされているか否かを判別し、カメラを利用して荷物保管から受取までの
画面を記録し、異常がある場合、アラーム情報を送信する。
【００１８】
　本発明のさらなる技術案として、
　前記物流ラックはさらにＡＰＰアプリケーションプラットフォームが設置されており、
　ステップＡにおいて、配達員が予めウェブページ又はＡＰＰアプリケーションプラット
フォーム登録により物流ラックのドアを開く秘密鍵を申請し、
　ステップＣにおいて、受取人も予めウェブページ又はＡＰＰアプリケーションプラット
フォームに登録しておき、荷物がある場合、ドアを開く秘密鍵を問い合わせ又はタイムリ
ーに受信し、受取人が該秘密鍵でドアを開くと、物流ラックにおける受取人に該当する荷
物固定装置と番号牌Ａが自動的に明滅し、受取人が制御システムからの番号と一致すると
判断すると、荷物を取り出し、弾性吊り物が自動的に回復し、
　上記物流ラックのＡＰＰアプリケーションプラットフォームはユーザー登録が携帯電話
にバインドされて、ショートメッセージとしてチェックコードを送信して認証し、
　上記ステップＡ－ステップＤにおいて、配達員も受取人もウェブページ又はＡＰＰ登録
後に物流ラック内の荷物の状態を問い合わせることができる。
【００１９】
　本発明のさらなる技術案として、前記物流ラックにＷｉｆｉ機能が設定される場合、ス
テップＣにおいて、受取人が物流ラックのＡＰＰプラットフォームにログインする時、物
流ラックのＷｉｆｉ領域に入ると、ドアが自動的に開いて、物流ラックにおける受取人に
該当する荷物固定装置と番号牌Ａが自動的に明滅し、受取人が制御システムからの番号と
一致すると判断すると、荷物を取り出し、弾性吊り物が自動的に回復する。
【発明の効果】
【００２０】
　上記構造とすることによって、本発明に係る物流ラック及びその使用方法は、従来技術
に比べて、以下の有益な効果を有する。
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【００２１】
　１．高使用率
　本発明の物流ラックはキャビネットフレームを備え、該キャビネットフレームの内部が
複数の保管領域に分けられ、キャビネットフレームのトップに複数の番号タグＡが設けら
れ、番号タグＡの下方に吊り物が接続され、吊り物の底部に荷物固定装置が接続される。
配達員が本物流ラックに荷物を配達する時、非使用荷物固定装置に荷物を固定して、次に
番号を受取人に通知し、受取人がこの番号に基づいて物流ラックにおいて自分の荷物を簡
単に見つける。このため、本物流ラックは申請することなく誰でも使用可能であり、１人
が独占するものでもなく、１人が１つの引き出しやボックスを独占する状況を変化させて
、使用率を大幅に高める。
【００２２】
　２．物流時間を節約して、物流産業の最後の荷物受取の難問を解決する。
　本発明によれば、配達員が本物流ラックに荷物を配達する時、非使用荷物固定装置に荷
物を固定し、次に番号を受取人に通知し、受取人がこの番号情報に基づいて、暇なときに
物流ラックで自分の荷物を簡単に受け取ることができる。従って、配達員が荷物を配達す
る時に受取人が自分で受け取りに来るまで待つ必要がなく、配達員の時間を節約して物流
時間を短縮させるとともに、物流効率を向上させ、物流コストを削減させ、物流産業の最
後の荷物受取の難問を本格的に解決する。
【００２３】
　３．使用上の利便性がある。
　従来技術では特殊用途の物流棚は空間が制限されるため、収納可能な荷物の種類に限り
がある。それに対して、本発明は、公衆が誰でも使用でき、さらに送達便サービスとして
使用される以外、個人の荷物保管にも利用でき、受取人が物流棚にオープン秘密鍵を申請
して配達員に送信するだけで、配達員が物流棚を開いて物品を入れて受取人が受け取るま
で保管することができるため、非常に使用しやすく、公衆の生活に大きな利便性を与える
。さらに、本発明を使用することにより、荷物を積層してもよいため、占有空間が十分に
活用されている。
【００２４】
　４．高安全性・高信頼性
　本発明を使用する時、配達員がまず荷物を物流ラックに収納し、物流ラックが自動的に
情報を受取人に送信し、受取人が、仕事が終わって住宅区域に帰る時、物流ラックからの
情報に基づいて物流ラックを開いて自分の荷物を受け取る。同時に、物流ラックは受取情
報を配達員に送信し、受取過程を監視して、不正受取がある場合に警報を出すため、荷物
を物流ラック内に安全に保管できる。
【００２５】
　５．適用範囲が幅広い。
　本発明の物流ラックは、使用者が簡単に自分の荷物を受け取られるように、住宅区域、
学校、工場、オフィスビル、機関の戸口や歩道に設置されることができ、適用範囲が幅広
くて、普及しやすい。
【００２６】
　以下、図面と実施例を利用して本発明の物流ラック及びその使用方法の技術的特徴をよ
り説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施例１の前記本発明による物流ラックの構造模式図である。
【図２】実施例３の前記本発明による物流ラックの構造模式図である。
【図３】実施例３の前記圧力センサー、弾性力センサー及び荷物固定装置の間の接続関係
の模式図である。
【図４】実施例４の前記本発明による物流ラックの構造模式図である。
【図５】実施例４の前記光センサー、弾性力センサー及び荷物固定装置の間の接続関係の
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模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　実施例１
【００２９】
　物流ラックはキャビネットフレーム１を備え、前記キャビネットフレーム１の内部が複
数の保管領域２に分けられ、キャビネットフレーム１のトップに複数の番号タグＡ３が設
けられ、番号タグＡ３の下方にロープである吊り物６が接続され、吊り物６の底部にクリ
ップである荷物固定装置５が接続され、荷物固定装置５に番号タグＡ３と同一番号を有す
る番号タグＢ４が設けられる（図１参照）。
【００３０】
　本実施例１の前記物流ラックの使用方法は、
　配達員が物流ラックの非使用荷物固定装置であるクリップに荷物１４をクリップするス
テップＡと、
　荷物固定装置に対応した番号タグＡの番号を受取人に通知するステップＢと、
　受取人が配達員からの荷物固定装置に対応した番号に基づいて荷物１４を受け取るステ
ップＣとを含む。
【００３１】
　実施例２
　物流ラックは、基本構造として実施例１のように、キャビネットフレーム１を備え、前
記キャビネットフレーム１の内部が複数の保管領域２に分けられ、キャビネットフレーム
１のトップに複数の番号タグＡ３が設けられ、番号タグＡ３の下方に吊り物６が接続され
、吊り物６の底部に荷物固定装置５が接続され、荷物固定装置５に番号タグＡ３と同一番
号を有する番号タグＢ４が設けられる（図１参照）。ただし、相違点は以下のとおりであ
る。前記吊り物６は伸縮可能な弾性ロープであり、前記荷物固定装置５は、ヘッドの開き
時に使用状態、閉合時に非使用状態であり、荷物の包装物に挿入されることにより物品を
損傷することがない折り畳み可能なフックであり、前記キャビネットフレーム１には、フ
ェンスタイプ又は密封タイプのパスワード認識装置付きドアが取り付けられ、ドアロック
はパスワードロックであり、前記パスワード認識装置はキャビネットフレーム１に取り付
けられてパスワードを入力するためのキーボード８であり、秘密鍵は配達員、受取人が予
め申請しておくものである。
【００３２】
　本実施例２の前記物流ラックの使用方法は、
　配達員が予め物流ラックの保有者に秘密鍵を申請し、キーボードに該秘密鍵を入力して
物流ラックのドアを開き、物流ラックの非使用荷物固定装置であるフックに荷物を固定す
るステップＡと、
　荷物固定装置の番号を受取人に通知するステップＢと、
　受取人も予め物流ラックの保有者に秘密鍵を申請し、入力キーボードに該秘密鍵を入力
して物流ラックのドアを開き、配達員からの荷物固定装置に対応した番号に基づいて荷物
を取り出し、弾性吊り物が自動的に回復するステップＣとを含む。
【００３３】
　実施例３
　物流ラック（図２参照）は、キャビネットフレーム１を備え、キャビネットフレーム１
には、フェンスタイプ又は密封タイプのパスワード認識装置付きドアが取り付けられ、ド
アロックはパスワードロックであり、前記パスワード認識装置はキャビネットフレーム１
に取り付けられてパスワードを入力するためのキーボード８であり、秘密鍵は受取人用の
動的パスワードである。
【００３４】
　前記キャビネットフレーム１の内部が複数の保管領域２に分けられ、キャビネットフレ
ーム１のトップに複数の番号タグＡ３が設けられ、番号タグＡ３の下方に伸縮可能な弾性
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ロープである吊り物６が接続され、吊り物６の底部にクリップである荷物固定装置５が接
続され、荷物固定装置５に番号タグＡ３と同一番号を有する番号タグＢ４が設けられる。
【００３５】
　前記キャビネットフレームの内部には、入力端子がパスワード認識装置の出力端子に接
続されて出力端子がドアロックに接続された中央制御ユニット９と、荷物固定装置の使用
状態認識装置と、吊り物使用状態認識装置とを含む制御システムが取り付けられている。
【００３６】
　前記荷物固定装置の使用状態認識装置は、荷物固定装置５に取り付けられて、荷物固定
装置５の使用状態の認識及び荷物固定装置が不正に開かれているか否かの判別に用い、出
力端子が中央制御ユニットの入力端子に接続された圧力センサー１２であり、圧力センサ
ー１２によりデータが小さくなると検出すると、荷物固定装置５は非使用状態又は不正開
き状態であることを示す。
【００３７】
　前記吊り物使用状態認識装置は、吊り物６に取り付けられて、吊り物の使用状態の判別
及び吊り物が不正にカットされているか否かの判別に用い、出力端子が中央制御ユニット
の入力端子に接続された弾性力センサー１３であり、弾性力センサー１３によりデータが
小さくなると検出すると、吊り物６は非使用状態、又は不正にカットされている状態であ
ることを示す。
【００３８】
　キャビネットフレーム１に取り付けられたキーボード８はさらに、受取人の電話番号を
入力して、中央制御ユニットが電話番号を自動的に配達情報として生成して受取人に送信
するように、中央制御ユニット９に接続されている。
【００３９】
　そこで、上記荷物固定装置の使用状態認識装置、弾性吊り物使用状態認識装置は警報入
力装置を構成し、キャビネットへ不正に侵入したり、クリップを解放したり、吊り物をカ
ットしたりするなどが発生する場合、中央制御ユニットはアラーム情報を送信する。
【００４０】
　前記キャビネットフレームの内部にはさらに、荷物保管画面を記録するカメラ７が取り
付けられており、該カメラ７は中央制御ユニット９に接続されて、監視画像が制御システ
ムに保存されているようにする。
【００４１】
　前記荷物固定装置５と番号タグＡ３にさらに、入力端子が中央制御ユニット９の出力端
子に接続された指示灯１１が設けられ、受取人が荷物を受け取る時に、荷物固定装置と番
号タグＡにおける指示灯が明滅する。
【００４２】
　前記キャビネットフレーム１の保管領域には、中央制御ユニットにより冷凍領域の温度
を監視するように中央制御ユニットに接続された温度コントローラが取り付けられた、生
鮮食品荷物を収納する冷凍領域２０１がある。
【００４３】
　本実施例３の前記物流ラックの使用方法は、
　配達員が予め物流ラックの保有者に秘密鍵を申請し、該秘密鍵で物流ラックのドアを開
き、非使用荷物固定装置に荷物をクリップするステップＡと、
　配達員がキーボードを介して受取人の情報及び荷物固定装置に対応した番号をショート
メッセージとして制御システムに送信し、制御システムが情報を受信すると、動的秘密鍵
と荷物情報（ＸＸ会社の配達員ＸＸさんがＸＸ時にご荷物をＸＸ物流棚に配達し、オープ
ンパスワードがＸＸＸＸＸＸです）を自動的に生成して受取人に送信するステップＢと、
　受取人が制御システムからの秘密鍵でドアを開くと、物流ラックにおける受取人に該当
する荷物固定装置と番号タグＡが自動的に明滅し、受取人が制御システムからの番号と一
致すると判断すると、荷物を取り出し、弾性吊り物が自動的に回復するステップＣと、
　制御システムが受取済みの情報を配達員に送信するステップＤとを含む。
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【００４４】
　上記ステップＡ－ステップＣにおいて、中央制御ユニットは、荷物固定装置の使用状態
認識装置を利用して、荷物固定装置５の使用状態を認識し、荷物固定装置が不正に開けら
れているか否かを判別し、吊り物使用状態認識装置を利用して、吊り物の使用状態を認識
し、吊り物が不正にカットされているか否かを判別し、カメラ７を利用して荷物保管から
受取までの画面を記録し、異常がある場合、中央制御ユニットはアラーム情報を送信する
。ここで、荷物固定装置の使用状態認識装置による認識過程は以下のとおりである。
【００４５】
　荷物固定装置であるクリップに荷物がある時、荷物固定装置の使用状態認識装置である
圧力センサーは荷物重量のデータを検知し、中央制御ユニットは荷物固定装置が使用状態
にあると判定し、さもないと、非使用状態にあると判定する。パスワード認識装置から正
確に入力されずに、荷物固定装置が使用状態から非使用状態になる場合、中央制御ユニッ
トは、荷物が不正に受け取られて、荷物固定装置が不正に開かれていると判断して、アラ
ーム情報を送信する。
【００４６】
　同様に、吊り物使用状態認識装置による認識過程は以下のとおりである。
【００４７】
　吊り物である伸縮可能な弾性ロープに荷物がある時、吊り物使用状態認識装置である弾
性力センサー１３は伸縮可能なロープの弾性力データを検知し、中央制御ユニットは吊り
物が使用状態にあると判定し、さもないと、非使用状態にあると判定する。パスワード認
識装置から正確に入力されずに、吊り物が使用状態から非使用状態になる場合、中央制御
ユニットは、荷物が不正に受け取られて、吊り物が不正にカットされていると判断して、
アラーム情報を送信する。
【００４８】
　実施例４
　（１）前記荷物固定装置の使用状態認識装置は、荷物固定装置５（図５参照）に取り付
けられて、荷物固定装置５の使用状態の認識及び荷物固定装置が不正に開かれているか否
かの判別に用い、出力端子が中央制御ユニットの入力端子に接続された光センサー１５で
あり、認識荷物固定装置５に荷物がある時、光センサーは光を感知せず、中央制御ユニッ
トは使用状態と記録して、さもないと、非使用状態と記録すること、
　（２）前記中央制御ユニット９はさらにネットワークに接続され、ネットワークはユビ
キタスネットワークに接続され、前記物流ラックにＡＰＰアプリケーションプラットフォ
ームが設置され、物流ラック毎にさらにＡＰＰアプリケーションプラットフォームを管理
するための一意的な番号を有する番号プレート１６（図４参照）が設置されていること以
外、本実施例の物流ラックは実施例３とほぼ同様である。
【００４９】
　本実施例４の前記物流ラックの使用方法は、
　配達員が予めウェブページ又はＡＰＰ登録によって物流ラックのドアを開く秘密鍵を申
請し、該秘密鍵で物流ラックのドアを開き、物流ラックの非使用荷物固定装置に荷物をク
リップするステップＡと、
　配達員がキーボードを介して受取人の情報及び荷物固定装置に対応した番号をショート
メッセージとして制御システムに送信し、制御システムが情報を受信すると、動的秘密鍵
と荷物情報（ＸＸ会社の配達員ＸＸさんがＸＸ時にご荷物をＸＸ物流棚に配達し、オープ
ンパスワードがＸＸＸＸＸＸです）を自動的に生成して受取人に送信するステップＢと、
　受取人も予めウェブページ又はＡＰＰアプリケーションプラットフォームに登録してお
き、荷物がある場合、ドアを開く秘密鍵を問い合わせ又はタイムリーに受信し、該秘密鍵
でドアを開くと、物流ラックにおける受取人に該当する荷物固定装置及び番号タグＡが自
動的に明滅し、受取人が制御システムからの番号と一致すると判断すると、荷物を取り出
し、弾性吊り物が自動的に回復するステップＣと、
　制御システムが受取済みの情報を配達員に送信するステップＤとを含む。
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【００５０】
　上記ステップＡ－ステップＣにおいて、中央制御ユニットは、荷物固定装置の使用状態
認識装置を利用して、荷物固定装置５の使用状態を認識し、荷物固定装置が不正に開けら
れているか否かを判別し、吊り物使用状態認識装置を利用して、吊り物の使用状態を認識
し、吊り物が不正にカットされているか否かを判別し、カメラ７を利用して荷物保管から
受取までの画面を記録し、異常がある場合、中央制御ユニットはアラーム情報を送信する
。ここで、荷物固定装置の使用状態認識装置による認識過程は以下のとおりである。
【００５１】
　荷物固定装置であるクリップに荷物がある時、荷物固定装置の使用状態認識装置である
光センサーは光を感知せず、中央制御ユニットは荷物固定装置が使用状態にあると判定し
、さもないと、非使用状態にあると判定する。パスワード認識装置から正確に入力されず
に、荷物固定装置が使用状態から非使用状態になる場合、中央制御ユニットは、荷物が不
正に受け取られて、荷物固定装置が不正に開かれていると判断して、アラーム情報を送信
する。
【００５２】
　同様に、吊り物使用状態認識装置による認識過程は以下のとおりである。
【００５３】
　吊り物である伸縮可能な弾性ロープに荷物がある時、吊り物使用状態認識装置である弾
性力センサー１３は縮可能なロープの弾性力データを検出し、中央制御ユニットは吊り物
が使用状態にあると判定し、さもないと、非使用状態にあると判定する。パスワード認識
装置から正確に入力されずに、吊り物が使用状態から非使用状態になる場合、中央制御ユ
ニットは、荷物が不正に受け取られて、吊り物が不正にカットされていると判断し、アラ
ーム情報を送信する。
【００５４】
　上記物流ラックのＡＰＰはユーザー登録が携帯電話にバインドされて、ショートメッセ
ージでチェックコードを送信して認証する。
【００５５】
　上記ステップＡ－ステップＤにおいて、配達員も受取人もウェブページ又はＡＰＰ登録
後に物流ラック内の荷物の状態を問い合わせることができる。
【００５６】
　実施例５
　前記物流ラックにさらにＷｉｆｉが設定されている以外、本実施例の物流ラックは、実
施例４とほぼ同様である。
【００５７】
　ステップＣにおいて、受取人が物流ラックのＡＰＰプラットフォームにログインした後
、物流ラックのＷｉｆｉ領域に入ると、ドアが自動的に開いて、物流ラックにおける受取
人に該当する荷物固定装置と番号タグＡが自動的に明滅し、受取人が制御システムからの
番号と一致すると判断すると、荷物を取り出し、弾性吊り物が自動的に回復する以外、該
物流ラックの使用方法は実施例４とほぼ同様である。
【００５８】
　実施例１－５の変形として、前記荷物固定装置５はクリップ又はフックであってもよく
、クリップとフックの使用状態が中央制御ユニットに記録されており、フックの場合は、
荷物の包装物に挿入されることにより物品を損傷することはなく、さらにフックにおける
光センサーの使用状態変化を起動できる。
【００５９】
　実施例１－５の変形として、前記パスワード認識装置はさらに、バーコード、二次元コ
ードスキャン、指紋認識又は顔認識として構わない。
【００６０】
　実施例１－５の変形として、前記荷物固定装置に番号タグＢが設置されなくてもよい。
【符号の説明】
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【００６１】
　１－キャビネットフレーム
　２－保管領域
　２０１－冷凍領域
　３－番号タグＡ
　４－番号タグＢ
　５－荷物固定装置
　６－吊り物
　７－カメラ
　８－キーボード
　９－中央制御ユニット
　１１－指示灯
　１２－圧力センサー
　１３－弾性力センサー
　１４－荷物
　１５－光センサー
　１６－番号プレート
　
　
　

【図１】 【図２】
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