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(57)【要約】
　本出願の実施形態には、貨物輸送システム、方法及び
装置が開示されている。このシステムは、パレット（１
１）との間で貨物を輸送するように構成され、パレット
（１１）は複数のパレット層を備え、各パレット層は貨
物一時貯留エリアと複数の貨物保管エリアを含み、該シ
ステムの具体的な実施形態は、パレットに貨物を輸送す
るための搬入トランスポートトラック（１２）と、パレ
ットの一つのパレット層における貨物一時貯留エリアと
貨物保管エリアとの間で貨物を搬送するためのシャトル
トロリー（１３）と、を備え、搬入トランスポートトラ
ックは搬入メイントランスポートトラック（１２１）と
複数の搬入サブトランスポートトラック（１２２）を備
え、各搬入サブトランスポートトラック（１２２）はパ
レットの一つのパレット層に対応しており、いずれの搬
入サブトランスポートトラック（１２２）の一端がパレ
ットの一つのパレット層における貨物一時貯留エリアに
接続され、他端が搬入メイントランスポートトラックに
接続される。



(2) JP 2021-506704 A 2021.2.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パレットとの間で貨物輸送を行うための貨物輸送システムであって、
　前記パレットは複数のパレット層を備え、前記パレット層それぞれは貨物一時貯留エリ
アと複数の貨物保管エリアを含み、
　前記貨物輸送システムは、パレットに貨物を輸送するための搬入トランスポートトラッ
クと、一つのパレット層における貨物一時貯留エリアと貨物保管エリアとの間で貨物を搬
送するためのシャトルトロリーと、を備え、
　ここで、前記搬入トランスポートトラックは、搬入メイントランスポートトラックと複
数の搬入サブトランスポートトラックを備え、各前記搬入サブトランスポートトラックは
パレットの一つのパレット層に対応しており、いずれの搬入サブトランスポートトラック
の一端がパレットの一つのパレット層における貨物一時貯留エリアに接続され、他端が前
記搬入メイントランスポートトラックに接続される、貨物輸送システム。
【請求項２】
　前記貨物輸送システムは、前記貨物に対応する保管位置を確定することと、前記貨物を
前記貨物に対応する保管位置に輸送するように前記搬入トランスポートトラックと前記シ
ャトルトロリーを制御することとを行うためのサーバーをさらに備え、
　ここで、前記保管位置がパレット層及び貨物保管エリアを含む、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　前記貨物には、前記貨物の識別情報と、予め指定された、前記貨物に対応するパレット
層及び貨物保管エリアとを識別するためのラベルが貼り付けられ、
　いずれの搬入サブトランスポートトラックと前記搬入メイントランスポートトラックと
の接続部位に第１ラベルスキャナーが設置され、
　前記第１ラベルスキャナーは、前記搬入メイントランスポートトラックで運ばれている
貨物のラベルをスキャンして識別し、前記ラベルに対する識別結果に基づいて前記貨物に
対応する搬入サブトランスポートトラックを確定するように構成される、請求項１に記載
のシステム。
【請求項４】
　前記貨物には、前記貨物の識別情報及びその保管位置を識別するためのラベルが貼り付
けられ、
　いずれの搬入サブトランスポートトラックと前記搬入メイントランスポートトラックと
の接続部位に第２ラベルスキャナーが設置され、
　前記第２ラベルスキャナーは、
　前記搬入メイントランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルをスキャンして、
　前記サーバーがスキャンされたラベルに基づいて前記貨物を該搬入サブトランスポート
トラックに輸送するか否かを判断するためにスキャンされたラベルを前記サーバーに送信
するように構成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　いずれの搬入サブトランスポートトラックと前記搬入メイントランスポートトラックと
の接続部位に分流装置が設置され、
　前記分流装置は、搬入メイントランスポートトラックで運ばれている貨物をこの貨物に
対応する搬入サブトランスポートトラックに分流させるように構成される、請求項３又は
４に記載のシステム。
【請求項６】
　いずれのパレット層における貨物一時貯留エリアに第３ラベルスキャナーが設置され、
前記第３ラベルスキャナーは、
　搬入サブトランスポートトラックから該パレット層における貨物一時貯留エリアに輸送
された貨物のラベルをスキャンして、
　前記サーバーが前記貨物を該パレット層における貨物一時貯留エリアから前記貨物に対
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応する貨物保管エリアに輸送するようにスキャンされたラベルに基づいて該パレット層に
対応するシャトルトロリーを制御するために、スキャンされたラベルで示される貨物の識
別情報と保管位置を前記サーバーに送信するように構成される、請求項２に記載のシステ
ム。
【請求項７】
　前記貨物輸送システムは、貨物をパレットから搬出するための搬出トランスポートトラ
ックをさらに備え、
　ここで、前記搬出トランスポートトラックは、搬出メイントランスポートトラックと複
数の搬出サブトランスポートトラックを備え、各搬出サブトランスポートトラックは前記
パレットの一つのパレット層に対応しており、いずれの搬出サブトランスポートトラック
の一端が前記パレットの一つのパレット層に接続され、他端が前記搬出メイントランスポ
ートトラックに接続される、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記搬入メイントランスポートトラックと搬出メイントランスポートトラックは、首尾
接続のトランスポートセグメントを複数備え、
　各トランスポートセグメントは、相互接続される第１サブトランスポートセグメントと
第２サブトランスポートセグメントを備え、前記第１サブトランスポートセグメントは水
平面と平行し、前記第２サブトランスポートセグメントは水平面と所定の角度をなし、
　いずれのトランスポートセグメントの第１サブトランスポートセグメントは、少なくと
も一つの搬入サブトランスポートトラックに接続されるか、又は少なくとも一つの搬出サ
ブトランスポートトラックに接続され、
　いずれの隣り合う二つのトランスポートセグメントのうちの一方のトランスポートセグ
メントの第１サブトランスポートセグメントは、他方のトランスポートセグメントの第２
サブトランスポートセグメントに接続される、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
前記シャトルトロリーは、隣り合う二つのパレットの同じ高さのパレット層の間に設置さ
れたトラックを走行し、
前記搬入トランスポートトラックと前記搬出トランスポートトラックは、同一パレットの
、前記シャトルトロリーの走行軌跡からなる線分の反対の両端に設置される、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記シャトルトロリーは、隣り合う二つのパレットの同じ高さのパレット層の間に設置
されたトラックを走行し、
　前記搬入トランスポートトラックと前記搬出トランスポートトラックそれぞれは、隣り
合う二つのパレットのうちの一方のパレットに一対一対応して接続され、前記搬入トラン
スポートトラックと前記搬出トランスポートトラックは、前記シャトルトロリーの走行軌
跡からなる線分の同一端に設置される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記シャトルトロリーは、ダブルステーションシャトルトロリーであり、各ステーショ
ンには少なくとも一つの貨物が同時に収容される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　搬入トランスポートトラックにおけるいずれの搬入サブトランスポートトラックと搬入
メイントランスポートトラックとの接続部位にある第２ラベルスキャナーによりスキャン
された、前記搬入メイントランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルを受信する
ステップであって、前記搬入トランスポートトラックは、搬入メイントランスポートトラ
ックと複数の搬入サブトランスポートトラックを備え、各前記搬入サブトランスポートト
ラックが多層パレットの一つのパレット層に対応しており、いずれの搬入サブトランスポ
ートトラックの一端がパレットの一つのパレット層における貨物一時貯留エリアに接続さ
れ、他端が前記搬入メイントランスポートトラックに接続される、ステップと、
　前記ラベルに基づいて前記貨物に対応する保管用のパレット層が、該搬入サブトランス
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ポートトラックに対応しているか否かを判定するステップと、
　前記貨物の保管用のパレット層と該搬入サブトランスポートトラックとが対応している
と判定されたことに応答して、該搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントランス
ポートトラックとの接続部位に設置される分流装置が前記貨物を該搬入サブトランスポー
トトラックに分流するように前記分流装置に指令を送信するステップと、
　前記搬入サブトランスポートトラックに対応するパレット層の貨物一時貯留エリアに設
置される第３ラベルスキャナーによりスキャンされた、前記搬入サブトランスポートトラ
ックで運ばれている貨物のラベルを受信したことに応答して、該搬入サブトランスポート
トラックに対応するシャトルトロリーに対して、前記貨物を貨物一時貯留エリアから前記
貨物に対応する貨物保管エリアに搬送する指令を送信するステップと、
を備える貨物輸送方法。
【請求項１３】
　前記方法は、
　貨物が保管されるパレット層及び貨物保管エリアを備える前記貨物の保管位置を含む前
記貨物の出庫指令を受信するステップと、
　前記パレット層に対応するシャトルトロリーに対して、前記貨物を前記貨物保管エリア
から搬出トランスポートトラックの、前記パレット層に接続した搬出サブトランスポート
トラックに搬送する指令を送信するステップであって、前記搬出トランスポートトラック
は、搬出メイントランスポートトラックと複数の搬出サブトランスポートトラックを備え
、各搬出サブトランスポートトラックがパレットの一つのパレット層に対応しており、い
ずれの搬出サブトランスポートトラックの一端がパレットの一つのパレット層に接続され
、他端が前記搬出メイントランスポートトラックに接続される、ステップと、
をさらに備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　搬入トランスポートトラックにおけるいずれの搬入サブトランスポートトラックと搬入
メイントランスポートトラックとの接続部位にある第２ラベルスキャナーによりスキャン
された、前記搬入メイントランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルを受信する
ように構成される受信手段であって、前記搬入トランスポートトラックは、搬入メイント
ランスポートトラックと複数の搬入サブトランスポートトラックを備え、各前記搬入サブ
トランスポートトラックは多層パレットの一つの層に対応しており、いずれの搬入サブト
ランスポートトラックの一端がパレットの一つの層における貨物一時貯留エリアに接続さ
れ、他端が前記搬入メイントランスポートトラックに接続される、受信手段と、
　前記貨物に対応する保管用のパレット層が該搬入サブトランスポートトラックに対応し
ているか否かを前記ラベルに基づいて判定するように構成される判定手段と、
　前記貨物の保管用のパレット層と該搬入サブトランスポートトラックとが対応している
と判定されたことに応答して、該搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントランス
ポートトラックとの接続部位に設置される分流装置が前記貨物を該搬入サブトランスポー
トトラックに分流するように前記分流装置に指令を送信するように構成される第１送信手
段と、
　前記搬入サブトランスポートトラックに対応するパレット層の貨物一時貯留エリアに設
置される第３ラベルスキャナーによりスキャンされた、前記搬入サブトランスポートトラ
ックで運ばれている貨物のラベルを受信したことに応答して、該搬入サブトランスポート
トラックに対応するシャトルトロリーに対して、前記貨物を貨物一時貯留エリアから前記
貨物に対応する貨物保管エリアに搬送する指令を送信するように構成される第２送信手段
と、
を備える貨物輸送装置。
【請求項１５】
　前記装置は、出庫手段をさらに備え、
　前記出庫手段は、
　貨物が保管されるパレット層及び貨物保管エリアを備える前記貨物の保管位置を含む前
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記貨物の出庫指令を受信することと、
　前記パレット層に対応するシャトルトロリーに対して、前記貨物を前記貨物保管エリア
から、搬出トランスポートトラックの、前記パレット層に接続した搬出サブトランスポー
トトラックに搬送する指令を送信することであって、前記搬出トランスポートトラックは
、搬出メイントランスポートトラックと複数の搬出サブトランスポートトラックを備え、
各搬出サブトランスポートトラックはパレットの一つのパレット層に対応しており、いず
れの搬出サブトランスポートトラックの一端がパレットの一つのパレット層に接続され、
他端が前記搬出メイントランスポートトラックに接続される、ことと、
を行うように構成される、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
一つ又は複数のプロセッサと、
　一つ又は複数のプログラムを記憶するための記憶装置と、を備えるサーバーであって、
　前記一つ又は複数のプログラムが前記一つ又は複数のプロセッサによって実行される時
、前記一つ又は複数のプロセッサに請求項１２又は１３に記載の方法を実現させるサーバ
ー。
【請求項１７】
　コンピュータプログラムが記憶されるコンピュータ可読記憶媒体であって、
　該プログラムがプロセッサによって実行される時、請求項１２又は１３に記載の方法を
実現するコンピュータプログラムが記憶されるコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１７年１２月２０日に提出された、出願番号が２０１７１１３８２４７
７．０で、出願人が北京京東尚科信息技術有限公司及び北京京東世紀貿易有限公司で、発
明の名称が「貨物輸送システム、方法及び装置」である中国特許出願に基づく優先権を主
張し、当該特許出願の全文を引用により本出願に組み込む。
【０００２】
　本出願の実施形態は自動制御の技術分野に関し、具体的には、物流設備の制御の技術分
野、特に、貨物輸送システム、方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　物流業界の急速な発展に伴い、高密度で高度に自動化された倉庫保管方式は物流保管シ
ステムの構築において大きな傾向になりつつある。この傾向の下で、高密度な倉庫保管は
急速に発展している。高密度な倉庫保管の一種として、シャトルトロリーを用いた多層倉
庫保管システムは益々多く使用されている。
【０００４】
　今は、シャトルトロリーを用いた多層倉庫保管システムは、主に、多層のパレット、各
層に設置されるシャトルトロリー、昇降装置及び制御システムを備える。実際の応用で、
シャトルトロリーと昇降装置が協働して貨物の出庫、入庫の操作を完成する。貨物を入庫
させる必要がある時、例えば、昇降装置で貨物を地面から所定のパレットの指定された位
置に持ち上げて、シャトルトロリーで貨物をそのパレットの指定された位置から保管エリ
アに搬送する。貨物を出庫させる必要がある時、例えば、シャトルトロリーで貨物を保管
エリアからその貨物の保管エリアの所在のパレットの一つの指定された位置に搬送し、昇
降装置で貨物をその指定された位置から地面に搬送する。
【発明の概要】
【０００５】
　本出願の実施形態は貨物輸送のためのシステム、方法及び装置を提供する。
【０００６】
　第１方面では、本出願の実施形態は、パレットとの間で貨物輸送を行うための貨物輸送
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システムであって、パレットは複数のパレット層を備え、各パレット層は貨物一時貯留エ
リアと複数の貨物保管エリアを備え、該システムは、パレットに貨物を輸送するための搬
入トランスポートトラックと、一つのパレット層における貨物一時貯留エリアと貨物保管
エリアとの間で貨物を搬送するためのシャトルトロリーと、を備え、搬入トランスポート
トラックは搬入メイントランスポートトラックと複数の搬入サブトランスポートトラック
を備え、各搬入サブトランスポートトラックはパレットの一つのパレット層に対応してお
り、いずれの搬入サブトランスポートトラックの一端がパレットの一つのパレット層にお
ける貨物一時貯留エリアに接続され、他端が搬入メイントランスポートトラックに接続さ
れる、貨物輸送システム、を提供する。
【０００７】
　第２方面では、本出願の実施形態は、貨物輸送方法を提供し、前記方法は、搬入トラン
スポートトラックにおけるいずれの搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントラン
スポートトラックとの接続部位にある第１ラベルスキャナーによりスキャンされた、搬入
メイントランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルを受信するステップであって
、搬入トランスポートトラックは、搬入メイントランスポートトラックと複数の搬入サブ
トランスポートトラックを備え、各搬入サブトランスポートトラックが多層パレットの一
つのパレット層に対応しており、いずれの搬入サブトランスポートトラックの一端が、パ
レットの一つのパレット層における貨物一時貯留エリアに接続され、他端が搬入メイント
ランスポートトラックに接続される、ステップと、ラベルに基づいて貨物に対応する事前
設定された保管用のパレット層が、該搬入サブトランスポートトラックに対応するか否か
を判定するステップと、貨物の事前設定された保管用のパレット層と該搬入サブトランス
ポートトラックとが対応していると判定されたことに応答して、該搬入サブトランスポー
トトラックと搬入メイントランスポートトラックとの接続部位に設置される分流装置が貨
物を該搬入サブトランスポートトラックに分流するように分流装置に指令を送信するステ
ップと、搬入サブトランスポートトラックに対応するパレット層の貨物一時貯留エリアに
設置される第３ラベルスキャナーによりスキャンした、搬入サブトランスポートトラック
で運ばれている貨物のラベルを受信したことに応答して、該搬入サブトランスポートトラ
ックに対応するシャトルトロリーに、貨物を貨物一時貯留エリアから貨物に対応する貨物
保管エリアに搬送する指令を送信するステップと、を備える。
【０００８】
　第３方面では、本出願の実施形態は、貨物輸送装置を提供し、該装置は、搬入トランス
ポートトラックにおけるいずれの搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントランス
ポートトラックとの接続部位での第１ラベルスキャナーによりスキャンされた、搬入メイ
ントランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルを受信するように構成される受信
手段であって、搬入トランスポートトラックは、搬入メイントランスポートトラックと複
数の搬入サブトランスポートトラックを備え、各搬入サブトランスポートトラックは多層
パレットの一つのパレット層に対応しており、いずれの搬入サブトランスポートトラック
の一端がパレットの一つのパレット層における貨物一時貯留エリアに接続され、他端が搬
入メイントランスポートトラックに接続される、受信手段と、ラベルに基づいて、貨物に
対応する事前設定されたパレット層が該搬入サブトランスポートトラックに対応するか否
かを判定するように構成される判定手段と、貨物の事前設定されたパレット層と該搬入サ
ブトランスポートトラックとが対応していると判定されたことに応答して、該搬入サブト
ランスポートトラックと搬入メイントランスポートトラックとの接続部位に設置される分
流装置が貨物を該搬入サブトランスポートトラックに分流するように分流装置に指令を送
信するように構成される第１送信手段と、搬入サブトランスポートトラックに対応するパ
レット層の貨物一時貯留エリアに設置される第３ラベルスキャナーによりスキャンした、
搬入サブトランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルを受信したことに応答して
、該搬入サブトランスポートトラックに対応するシャトルトロリーに、貨物を貨物一時貯
留エリアから貨物に対応する貨物保管エリアに搬送する指令を送信するように構成される
第２送信手段と、を備える。
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【０００９】
　第４方面では、本出願の実施形態はサーバーを提供し、該サーバーは、一つ又は複数の
プロセッサと、一つ又は複数のプログラムを記憶するための記憶装置と、を備え、上記一
つ又は複数のプログラムが上記一つ又は複数のプロセッサによって実行される時、上記一
つ又は複数のプロセッサに第２方面に記載された方法を実現させる。
【００１０】
　第５方面では、本出願の実施形態はコンピュータプログラムが記憶されるコンピュータ
可読記憶媒体であって、該コンピュータプログラムがプロセッサによって実行される時、
第２方面に記載の方法を実現するコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
【００１１】
　本出願の実施形態で提供される貨物輸送システム、方法及び装置は、搬入トランスポー
トトラックを使用してパレットに貨物を輸送し、シャトルトロリーを介して貨物一時貯留
エリアと貨物保管エリアの間で貨物を輸送することで、トランスポートトラックの、貨物
を効率的に輸送する能力を有効に利用し、貨物とパレットの間での輸送の效率が向上され
る。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、貨物輸送システムは、搬出トランスポートトラックをさらに
備え、貨物輸送システムは搬入トランスポートトラックからパレットに貨物を輸送すると
同時に、搬出トランスポートトラックで外部へ貨物を搬出することができる。パレットに
保管される貨物の輸送速度が高まれることで、パレットの利用率が向上される。
【００１３】
　以下の図面を参照してなされる非限定的な実施形態に対する詳細な説明により、本出願
の他の特徴、目的及び利点がより明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本出願に係る貨物輸送システムの平面概略図である。
【図２】図２は、本出願に係る搬入トランスポートトラック／搬出トランスポートトラッ
クの側面視における構造概略図である。
【図３】図３は、本出願に係る搬入トランスポートトラック／搬出トランスポートトラッ
クの他の側面視における構造概略図である。
【図４】図４は、本出願に係る貨物輸送システムの他の実施形態の平面概略図である。
【図５】図５は、本出願に係る貨物輸送システムのもう一つの実施形態の平面概略図であ
る。
【図６】図６は、本出願に係る貨物輸送システムのさらなる一つの実施形態の平面概略図
である。
【図７】図７は、本出願に係る貨物輸送方法の一実施形態のフローチャートである。
【図８】図８は、本出願に係る貨物輸送装置の一実施形態の構造概略図である。
【図９】図９は、本出願の実施形態を実現するためのサーバーに適するコンピューターシ
ステムの構造概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、添付の図面及び実施形態を参照しながらさらに本出願を詳細に説明する。本明細
書に記載される特定の実施形態は、本出願を限定するものではなく、関連する発明を説明
するためのものに過ぎないことを理解されたい。また、説明の便宜上、発明に関連する部
分のみが図面に示されている。
【００１６】
　なお、矛盾が生じない場合、本出願の実施形態及び実施形態の特徴は互いに組み合わせ
ることができる。以下、図面を参照しながら実施形態を踏まえて、本出願を詳細に説明す
る。
【００１７】
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　図１を参照し、図１は本出願に係る貨物輸送システムの平面概略図１００である。
【００１８】
　図１に示されるように、貨物輸送システムは搬入トランスポートトラック１２とシャト
ルトロリー１３を備えることができる。
【００１９】
　貨物輸送システムは、パレット１１との間で貨物輸送を行うために使用される。
【００２０】
　パレット１１は、貨物を保管するための様々なタイプのパレットであってもいい。パレ
ット１１は、例えば、物流倉庫の中に設置されることができる。パレット１１は、ラック
式構造物であり、倉庫の空間を充分に利用して、倉庫の収容能力を向上することができる
。パレットは複数のパレット層を有することができる。各パレット層は貨物を保管するた
めの複数の貨物保管エリアを備える。また、パレットの各層には、貨物を一時的に保管す
るための貨物一時貯留エリアを設置できる。
【００２１】
　搬入トランスポートトラック１２はパレット１１に貨物を輸送するためのものである。
搬入トランスポートトラック１２は搬入メイントランスポートトラック１２１と複数の搬
入サブトランスポートトラック１２２を備えることができる。各搬入サブトランスポート
トラック１２２はパレット１１の一つの層に対応することができる。いくつかの応用シナ
リオにおいて、各搬入サブトランスポートトラック１２２はパレット１１の一つのパレッ
ト層に一対一対応することができる。他のいくつかの応用シナリオにおいて、少なくとも
二つの搬入サブトランスポートトラック１２２はパレット１１の同パレット層に対応する
ことができる。いずれの搬入サブトランスポートトラック１２２の一端がパレット１１の
一つのパレット層の貨物一時貯留エリアに接続され、他端が搬入メイントランスポートト
ラック１２１に接続されることができる。すなわち、貨物は、搬入サブトランスポートト
ラック１２２から、該搬入サブトランスポートトラック１２２に接続するパレット層の貨
物一時貯留エリアに直接輸送されることができる。
【００２２】
　シャトルトロリー１３は様々なタイプのシャトルトロリーであってもよく、シャトルト
ロリー１３はパレット１１の一つのパレット層における貨物一時貯留エリアと貨物保管エ
リアの間で貨物を輸送するためのものである。各パレット層に対して、シャトルトロリー
１３は該パレット層の貨物一時貯留エリアと貨物保管エリアの間で貨物を輸送することが
できる。いくつかの応用シナリオにおいて、各パレット層は一つのシャトルトロリー１３
に対応することができ、各パレット層に対応するシャトルトロリー１３は該パレット層の
貨物一時貯留エリアと貨物保管エリアの間で貨物を輸送することができる。
【００２３】
　本実施形態では、搬入トランスポートトラック１２の搬入メイントランスポートトラッ
ク１２１は貨物を搬入サブトランスポートトラック１２２に輸送することができる。そし
て、搬入サブトランスポートトラック１２２は貨物をパレット１１の一つのパレット層に
おける貨物一時貯留エリアに輸送する。シャトルトロリー１３は貨物を貨物一時貯留エリ
アから貨物保管エリアに輸送する。
【００２４】
　本実施形態で提供される貨物輸送システムは、搬入トランスポートトラックを使用して
各パレット層に貨物を輸送することで、各パレット層に輸送される複数の貨物は同時に搬
入トランスポートトラックで輸送されることができ、貨物輸送システムの、パレットへの
貨物輸送效率が向上した。また、各パレット層に貨物一時貯留エリアを設置し、シャトル
トロリーは各パレット層の貨物一時貯留エリア及び貨物保管エリアの間で貨物を輸送する
ことで、貨物輸送システムは同一のパレット層へ貨物を連続輸送することができ、パレッ
トへの貨物輸送效率がさらに向上した。
【００２５】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、パレット１１へ貨物を置く時、貨物
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ごとは一つの貨物保管エリアに対応できる。搬入トランスポートトラック１２に貨物を輸
送する前に、貨物に対して保管用のパレット層及び貨物保管エリアを割り当てることがで
きる。いくつかの応用シナリオにおいて、貨物を保管するパレット層と貨物保管エリアと
に対応するコードを、貨物に対応するラベルに設置されることができる。貨物が搬入トラ
ンスポートトラック１２に置く前に、ラベルを相応する貨物に貼り付けることができる。
ここで、ラベルは貨物の識別情報と、予め指定された貨物に対応するパレット層及び貨物
保管エリアとを識別できる。ラベルはバーコード形式のラベルであり得、ＱＲコード（登
録商標）形式のラベルであってもよく、ここでは限定しない。
【００２６】
　いくつかの選択可能な実施形態では、いずれの搬入サブトランスポートトラック１２２
と搬入メイントランスポートトラック１２１との接続部位には第１ラベルスキャナー（図
示せず）を設置できる。第１ラベルスキャナーは、搬入メイントランスポートトラック１
２１に輸送されている貨物のラベルをスキャンして識別し、ラベルに対する識別結果に基
づいて貨物に対応するパレット層を確定することができ、それによって、この貨物が進入
すべき搬入サブトランスポートトラック１２２を確定する。これらの選択可能な実施形態
では、搬入サブトランスポートトラック１２２と搬入メイントランスポートトラック１２
１との接続部位に、貨物のラベルをスキャンして識別する第１ラベルスキャナーを設置し
、保管用のパレット層と貨物保管エリアが指定された貨物のいずれに対して、第１ラベル
スキャナーは、ラベルから貨物に対応する保管用のパレット層を識別し、この保管用のパ
レット層が第１ラベルスキャナー所在のパレット層と同じであるか否かを判断し、同じの
場合には、貨物に対応する搬入サブトランスポートトラック１２２が第１ラベルスキャナ
ーに接続される搬入サブトランスポートトラック１２２であると確定する。
【００２７】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、いずれの搬入サブトランスポートト
ラック１２２と搬入メイントランスポートトラック１２１との接続部位には分流装置（図
示せず）を設置できる。分流装置は、搬入メイントランスポートトラック１２１に輸送さ
れている貨物を該貨物に対応する搬入サブトランスポートトラック１２２に分流させる。
【００２８】
　いくつかの応用シナリオにおいて、上記第１ラベルスキャナーは、搬入メイントランス
ポートトラック１２１にある貨物に対応するパレット層が、第１ラベルスキャナー自体に
接続される搬入サブトランスポートトラック１２２に対応するパレット層であると確定し
た後、第１ラベルスキャナー自体に接続される搬入サブトランスポートトラック１２２と
搬入メイントランスポートトラック１２１との接続部位に設置される上記分流装置を、貨
物を搬入メイントランスポートトラック１２１から上記搬入サブトランスポートトラック
１２２に分流するように起動させることができる。具体的には、例えば、第１ラベルスキ
ャナーは、貨物に対応する保管用のパレット層と第１ラベルスキャナー自体に接続される
搬入サブトランスポートトラック１２２に対応するパレット層とが同じであると確定した
後、貨物を搬入メイントランスポートトラック１２１から、貨物に対応するパレット層に
接続される搬入サブトランスポートトラック１２２に分流させるように上記分流装置を起
動させるパルス信号を発生させることができる。
【００２９】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、貨物輸送システムは搬出トランスポ
ートトラック１４をさらに備えることができる。図１に示されるように、搬入トランスポ
ートトラック１２と搬出トランスポートトラック１４はそれぞれ、パレット１１の、貨物
一時貯留エリアから貨物保管エリアへ貨物を輸送する方向ＡＡ’に沿う反対の両端に設置
され得る。
【００３０】
　搬出トランスポートトラック１４はパレット１１から貨物を搬出するためのものである
。ここで、搬出トランスポートトラック１４は搬出メイントランスポートトラック１４１
と複数の搬出サブトランスポートトラック１４２とを備えることができる。各搬出サブト
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ランスポートトラック１４２はパレット１１の一つの層に接続され、他端が搬出メイント
ランスポートトラック１４１に接続される。それで、貨物がパレット１１から搬出される
必要がある時、シャトルトロリー１３は貨物を、その保管エリアからその保管エリアの所
在のパレット層に対応する搬出サブトランスポートトラック１４２へ輸送して、搬出サブ
トランスポートトラック１４２から搬出メイントランスポートトラック１４１に輸送し、
搬出メイントランスポートトラック１４１から予め指定された位置に輸送することができ
る。そうすると、貨物輸送システムは、搬入トランスポートトラック１２からパレット１
１に貨物を輸送すると同時に、搬出トランスポートトラック１４を介してパレット１１か
ら外部へ貨物を搬出することができる。パレットに保管されている貨物の輸送速度が高ま
れ、パレットの利用率が向上される。
【００３１】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、シャトルトロリー１３はダブルステ
ーションシャトルトロリーであってもよい。シャトルトロリー１３の各ステーションは少
なくとも一つの貨物を同時に収容できる。シャトルトロリー１３がダブルステーションシ
ャトルトロリーであり、各ステーションが少なくとも一つの貨物を同時に収容できるので
、シャトルトロリーは複数の貨物を同時に輸送でき、貨物輸送システムとパレットの間で
の貨物輸送效率を向上することに役立つ。
【００３２】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、本出願に係る搬入トランスポートト
ラック／搬出トランスポートトラックの一つの選択可能な実施形態の側面視における構造
概略図２００を示す図２を参照されたい。図２に示すトランスポートトラックは搬入トラ
ンスポートトラックであってもよく、搬出トランスポートトラックであってもよい。
【００３３】
　以下では、搬入トランスポートトラックを例として説明する。
【００３４】
　搬入トランスポートトラック１２の搬入メイントランスポートトラック１２１は複数の
首尾接続のトランスポートセグメント１５を備えることができる。各トランスポートセグ
メント１５は相互接続される第１サブトランスポートセグメント１５１と第２サブトラン
スポートセグメント１５２を備える。第１サブトランスポートセグメント１５１は水平面
と平行であり得る。第２サブトランスポートセグメント１５２は水平面と所定の角度をな
すことができる。図２に示されるように、いずれのトランスポートセグメント１５の第１
サブトランスポートセグメント１５１は、一つの搬入サブトランスポートトラック１２２
に接続できる。任意の隣り合う二つのトランスポートセグメント１５のうちの一方のトラ
ンスポートセグメント１５の第１サブトランスポートセグメント１５１は他方のトランス
ポートセグメントの第２サブトランスポートセグメント１５２に接続される。図２に示す
トランスポートトラックが搬出トランスポートトラックである場合、いずれのトランスポ
ートセグメント１５の第１サブトランスポートセグメント１５１は一つの搬出サブトラン
スポートトラック１４２に接続できることを理解されたい。
【００３５】
　本出願に係る搬入トランスポートトラック／搬出トランスポートトラックの他の選択可
能な実施形態の側面視における構造概略図３００である図３を参照されたい。図３に示す
トランスポートトラックは搬入トランスポートトラックであってもよく、搬出トランスポ
ートトラックであってもよい。
【００３６】
　以下では、搬入トランスポートトラックを例として説明する。
【００３７】
　搬入トランスポートトラック１２の搬入メイントランスポートトラック１２１は、首尾
接続のトランスポートセグメント１５を複数備えることができる。各トランスポートセグ
メント１５は、相互接続の第１サブトランスポートセグメント１５１と第２サブトランス
ポートセグメント１５２を備える。第１サブトランスポートセグメント１５１は水平面と
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平行であり得る。第２サブトランスポートセグメント１５２は水平面と所定の角度をなす
ことができる。図３に示されるように、いずれのトランスポートセグメント１５の第１サ
ブトランスポートセグメント１５１は少なくとも二つの搬入サブトランスポートトラック
１２２に接続される。任意の隣り合う二つのトランスポートセグメント１５のうちの一方
のトランスポートセグメント１５の第１サブトランスポートセグメント１５１は他方のト
ランスポートセグメントの第２サブトランスポートセグメント１５２に接続される。トラ
ンスポートトラックが搬出トランスポートトラックである場合、いずれのトランスポート
セグメント１５の第１サブトランスポートセグメント１５１は少なくとも二つの搬出サブ
トランスポートトラック１４２に接続できることを理解されたい。
【００３８】
　いくつかの応用シナリオにおいて、少なくとも二つの搬入サブトランスポートトラック
／搬出サブトランスポートトラックは、同一のパレット層に接続することができる。それ
で、同一のパレット層に接続する少なくとも二つの搬入サブトランスポートトラック／搬
出サブトランスポートトラックは同一の第１サブトランスポートセグメント１５１に同時
に接続できる。いくつかの他の応用シナリオにおいて、異なるパレット層に接続する少な
くとも二つの搬入サブトランスポートトラック／搬出サブトランスポートトラックは、同
一の第１サブトランスポートセグメント１５１に同時に接続できる。
【００３９】
　実際の応用では、搬入トランスポートトラックと搬出トランスポートトラックを設置す
る実際の場所の空間の大きさに応じて、図２又は図３に示す搬入トランスポートトラック
及び／又は搬出トランスポートトラックを選択することができる。
【００４０】
　本出願の貨物輸送システムの他の実施形態の一平面概略図４００を示す図４を参照され
たい。
【００４１】
　図４に示すように、貨物輸送システムは、搬入トランスポートトラック１２と、搬出ト
ランスポートトラック１４と、シャトルトロリー１３とを備えることができる。
【００４２】
　貨物輸送システムは、パレット１１との間で貨物輸送を行うためのものである。
【００４３】
　搬入トランスポートトラック１２は、搬入メイントランスポートトラック１２１と複数
の搬入サブトランスポートトラック１２２を備えることができる。各搬入サブトランスポ
ートトラック１２２は、パレット１１の一つのパレット層に対応することができる。任意
の搬入サブトランスポートトラック１２２の一端がパレット１１の一つのパレット層にお
ける貨物一時貯留エリアに接続し、他端が搬入メイントランスポートトラック１２１に接
続することができる。いずれの搬入サブトランスポートトラック１２２と搬入メイントラ
ンスポートトラック１２１との接続部位には第１ラベルスキャナー（図示せず）と分流装
置（図示せず）を設置できる。
【００４４】
　搬出トランスポートトラック１４は、パレット１１から貨物を搬出するためのものであ
る。ここで、搬出トランスポートトラック１４は、搬出メイントランスポートトラック１
４１と複数の搬出サブトランスポートトラック１４２とを備えることができる。各搬出サ
ブトランスポートトラック１４２はパレット１１の一つのパレット層に接続され、他端が
搬出メイントランスポートトラック１４１に接続される。
【００４５】
　シャトルトロリー１３は、隣り合う二つのパレット１１の同じ高さのパレット層の間に
設置されたトランスポートトラック内に設置されることができる。シャトルトロリー１３
は上記トランスポートトラックを走行できる。
【００４６】
　本実施形態で図４に示されるように、搬入トランスポートトラック１２と搬出トランス
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ポートトラック１４はそれぞれ同一のパレットに接続でき、搬入トランスポートトラック
１２と搬出トランスポートトラック１４それぞれは、シャトルトロリー１３の、隣り合う
二つのパレット１１の同じ高さのパレット層の間での走行軌跡からなる線分１３１の反対
の両端に設置されることができる。
【００４７】
　本実施形態では、貨物に貼り付けられるラベルは、貨物の識別情報と、貨物を保管する
保管位置とを示す識別子を含むことができる。例えば、貨物に貼り付けられるラベルは、
この貨物がどのパレットのどのパレット層におけるどの貨物保管エリアで保管されている
のかを示すための識別子を含むことができる。パレット１１へ貨物を輸送する時、貨物は
搬入メイントランスポートトラック１２１に置くことができる。貨物に上記ラベルが貼り
付けられることができる。貨物は、いずれの搬入サブトランスポートトラック１２２と搬
入メイントランスポートトラック１２１の接続部位に輸送された時、該搬入サブトランス
ポートトラック１２２と搬入メイントランスポートトラック１２１との接続部位にある第
１ラベルスキャナーは、この貨物にあるラベルをスキャンして、ラベルから貨物に対応す
るパレット、パレット層、及び貨物保管エリアを識別することができる。第１ラベルスキ
ャナーはラベルで示されたパレット層に基づいて、貨物に対応する搬入サブトランスポー
トトラック１２２が、第１ラベルスキャナー自体に接続される搬入サブトランスポートト
ラック１２２であると確定した時、貨物を搬入メイントランスポートトラック１２１から
貨物に対応する搬入サブトランスポートトラック１２２に分流させる分流装置を起動させ
ることができる。貨物が貨物に対応するパレット層の貨物一時貯留エリアに到達した後、
シャトルトロリー１３により貨物のラベルで示された保管位置に基づいて貨物を貨物一時
貯留エリアから対応するパレットの貨物保管エリアに輸送する。貨物をパレット１１から
外部へ搬出する時、シャトルトロリー１３は、一度の貨物輸送過程で、隣り合う二つのパ
レット１１の複数の保管エリアにある異なる貨物を搬出トランスポートトラック１４に輸
送して搬出することができる。
【００４８】
　本実施形態で提供された貨物輸送システムは、隣り合う二つのパレットとの間で貨物の
輸送を同時に行うことができ、貨物輸送システムの利用率を向上させることができる。
【００４９】
　本出願の貨物輸送システムのもう一つの実施形態の他の平面概略図５００を示す図５を
参照されたい。
【００５０】
　図４に示す貨物輸送システムと同じ、貨物輸送システムは、搬入トランスポートトラッ
ク１２と、搬出トランスポートトラック１４と、シャトルトロリー１３と、を備えること
ができる。
【００５１】
　貨物輸送システムは、隣り合う二つのパレット１１との間で貨物を輸送するためのもの
である。シャトルトロリー１３は隣り合う二つのパレットの同じ高さのパレット層の間に
設置されたトランスポートトラックを走行できる。
【００５２】
　図４に示す実施形態との相違点は、図５に示す実施形態で、搬入トランスポートトラッ
ク１２と搬出トランスポートトラック１４はそれぞれ、隣り合う二つのパレット１１のう
ちの一方のパレットに一対一対応して接続され、搬入トランスポートトラック１２と搬出
トランスポートトラック１４はシャトルトロリー１３の走行軌跡からなる線分１３１の同
一端に設置される。
【００５３】
　実際の応用では、搬入トランスポートトラック、搬出トランスポートトラック及びパレ
ットを設置する実際の場所の空間の大きさに応じて、図４又は図５に示す搬入トランスポ
ートトラック、及び搬出トランスポートトラックの設置方式を選択することができる。
【００５４】
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　続いて、本出願の貨物輸送システムのもう一つの実施形態の平面概略図６００を示す図
６を参照されたい。
【００５５】
　貨物輸送システムは、搬入トランスポートトラック２２、シャトルトロリー２３、搬出
トランスポートトラック２４及びサーバー２６を備える。
【００５６】
　貨物輸送システムは、パレット２１との間で貨物輸送を行うことができる。パレット２
１は複数のパレット層を備えることができる。各パレット層は貨物一時貯留エリアと複数
の貨物保管エリアを備えることができる。
【００５７】
　サーバー２６は、様々なサービスを提供するサーバーであってもよく、例えば、貨物に
対応する保管位置を確定し、貨物を貨物に対応する保管位置に輸送するように搬入トラン
スポートトラックとシャトルトロリーを制御することができる。本実施形態では、保管位
置はパレット層及び貨物保管エリアを含むことができる。
【００５８】
　搬入トランスポートトラック２２はパレットに貨物を輸送することができ、搬入トラン
スポートトラック２２は搬入メイントランスポートトラック２２１と複数の搬入サブトラ
ンスポートトラック２２２を備える。各搬入サブトランスポートトラック２２２はパレッ
ト２１の一つの層に対応する。いずれの搬入サブトランスポートトラック２２２の一端が
、一つのパレット層における貨物一時貯留エリアに接続され、他端が搬入メイントランス
ポートトラック２２１に接続される。
【００５９】
　シャトルトロリー２３は、一つのパレット層における貨物一時貯留エリアと貨物保管エ
リアの間で貨物を輸送することができる。
【００６０】
　搬出トランスポートトラック２４は貨物をパレット２１から搬出することができる。搬
出トランスポートトラック２４は搬出メイントランスポートトラック２４１と複数の搬出
サブトランスポートトラック２４２と、を備えることができる。各搬出サブトランスポー
トトラック２４２はパレット２１の一つの層に対応する。いずれの搬出サブトランスポー
トトラック２４２の一端がパレット２１の一つの層に接続され、他端が搬出メイントラン
スポートトラック２４１に接続される。本実施形態では、搬入トランスポートトラック２
２と搬出トランスポートトラック２４それぞれは、パレット２１の、貨物一時貯留エリア
から貨物保管エリアに貨物を輸送する方向ＢＢ’に沿う反対の両端に設置される。
【００６１】
　本実施形態では、貨物ごとは一つの貨物保管エリアに対応することができる。いくつか
の応用シナリオにおいて、貨物を搬入トランスポートトラックに搬入する前に、上記サー
バー２６は貨物に対して一つの保管位置を割り当てることができる。貨物の識別情報及び
その保管位置を識別するためのラベルを相応する貨物に貼り付けることができる。いくつ
かの他の応用シナリオにおいて、貨物に貼り付けられるラベルは貨物の識別情報のみを識
別するために使用されてもよい。貨物を搬入トランスポートトラック２２に置く時、サー
バーは貨物に対して保管位置を割り当てる。
【００６２】
　本実施形態では、いずれの搬入サブトランスポートトラック２２２と搬入メイントラン
スポートトラック２２１との接続部位に、第２ラベルスキャナー（図示せず）が設置され
る。第２ラベルスキャナーは搬入メイントランスポートトラックで運ばれている貨物のラ
ベルをスキャンするためのものであり、スキャンしたラベルを上記サーバー２６に送信し
、それによって、サーバー２６はスキャンしたラベルに基づいて、貨物を該搬入サブトラ
ンスポートトラック２２２に輸送するか否かを判断する。すなわち、いずれの搬入サブト
ランスポートトラック２２２と搬入メイントランスポートトラック２２１の接続部位に設
置される第２ラベルスキャナーは、スキャンした、搬入メイントランスポートトラック２
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２１に輸送されている貨物のラベルをサーバー２６に送信し、サーバー２６はラベル上の
貨物の識別情報及び貨物の保管位置を識別して、貨物を該搬入サブトランスポートトラッ
ク２２２に輸送するか否かを判断する。
【００６３】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、いずれの搬入サブトランスポートト
ラック２２２と搬入メイントランスポートトラック２２１との接続部位に、分流装置（図
示せず）を設置してもよい。分流装置は搬入メイントランスポートトラック２２１に輸送
されている貨物をこの貨物に対応する搬入サブトランスポートトラック２２２に分流させ
るように構成される。
【００６４】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、いずれのパレット層の貨物一時貯留
エリアに、第３ラベルスキャナー（図示せず）を設置できる。上記第３ラベルスキャナー
は、搬入サブトランスポートトラック２２２から該パレット層の貨物一時貯留エリアに輸
送される貨物のラベルをスキャンし、スキャンしたラベルで示された貨物の保管位置をサ
ーバー２６に送信するように構成され得、それによって、サーバー２６は、スキャンした
ラベルに基づいて、該パレット層に対応するシャトルトロリー２３を、貨物を該パレット
層の貨物一時貯留エリアから貨物に対応する貨物保管エリアに輸送するように制御する。
すなわち、一つのパレット層の貨物一時貯留エリアに設置される第３ラベルスキャナーは
、搬入サブトランスポートトラック２２２から該パレット層の貨物一時貯留エリアに輸送
される貨物のラベルをリアルタイムでスキャンし、スキャンした貨物のラベルをサーバー
２６に送信することができる。サーバー２６は、貨物のラベルに基づいて、貨物の保管位
置を識別できる。サーバー２６は、貨物の保管位置が示したパレット層に基づいて、該パ
レット層に対応するシャトルトロリー２３を、貨物を一時貯留エリアから取り出して貨物
の保管位置が示した貨物保管エリアに輸送するように制御する。
【００６５】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、搬入トランスポートトラック２２と
搬出トランスポートトラック２４それぞれは同一のパレット２１に接続され得、搬入トラ
ンスポートトラック２２と搬出トランスポートトラック２４それぞれは、シャトルトロリ
ー２３の、隣り合う二つのパレット２１の同じ高さのパレット層の間での走行軌跡からな
る線分の反対の両端に設置され得る。これらの選択可能な実施形態では、貨物に貼り付け
られるラベルは、貨物の識別情報、及び貨物を保管するための保管位置を示す識別子を含
む。ここで、貨物の保管位置の識別子は、例えば、この貨物がどのパレットのどのパレッ
ト層におけるどの貨物保管エリアに保管されているのかを示す識別子である。
【００６６】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、搬入トランスポートトラック２２と
搬出トランスポートトラック２４それぞれは、隣り合う二つのパレット２１のうちの一方
のパレットに一対一対応して接続され、搬入トランスポートトラック２２と搬出トランス
ポートトラック２４は、シャトルトロリー２３の、隣り合う二つのパレット２１の同じ高
さのパレット層の間での走行軌跡からなる線分の同一端に設置される。これらの選択可能
な実施形態では、貨物に貼り付けられるラベルは、貨物の識別情報を示す識別子と、貨物
を保管するための保管位置を示す識別子を含む。ここでの貨物の保管位置の識別子は、例
えば、この貨物がどのパレットのどのパレット層におけるどの貨物保管エリアに保管され
ているのかを示す識別子である。
【００６７】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、シャトルトロリー２３はダブルステ
ーションシャトルトロリーであってもよい。シャトルトロリー２３のステーションごとに
は少なくとも一つの貨物を同時に収容できる。シャトルトロリー２３がダブルステーショ
ンシャトルトロリーであり得、各ステーションには少なくとも一つの貨物が同時に収容で
きるため、シャトルトロリーは複数の貨物を同時に輸送できるようになり、貨物輸送シス
テムの貨物輸送效率の向上に役立つ。
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【００６８】
　図１に示す貨物輸送システムと比べて、本実施形態により提供された貨物輸送システム
は、サーバーによりパレットに貨物を輸送することと、パレットから貨物を搬出すること
と、を制御する。サーバーが貨物のパレットへの搬入・搬出を制御するため、パレットの
各貨物保管エリアの状態をリアルタイムに管理でき、貨物に対する管理を強化することと
、パレットの各貨物保管エリアの使用率を向上させることに役立つ。
【００６９】
　本出願の貨物輸送方法の一実施形態のフローチャート７００である図７を参照されたい
。
【００７０】
　図７に示されるように、上記貨物輸送方法は、次のステップを含む。
【００７１】
ステップ７０１では、搬入トランスポートトラックのいずれの搬入サブトランスポートト
ラックと搬入メイントランスポートトラックとの接続部位にある第２ラベルスキャナーに
よりスキャンされた、搬入メイントランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルを
受信する。
【００７２】
　本実施形態では、搬入トランスポートトラックは搬入メイントランスポートトラックと
複数の搬入サブトランスポートトラックを備える。各搬入サブトランスポートトラックは
、多層パレットの一つの層に対応する。例えば、各搬入サブトランスポートトラックは、
複数のパレット層のうちの一つのパレット層に一対一対応することができる。また、例え
ば、少なくとも二つの搬入サブトランスポートトラックは、複数のパレット層のうちの同
一のパレット層に対応することができる。いずれの搬入サブトランスポートトラックの一
端がパレットの一つのパレット層における貨物一時貯留エリアに接続され、他端が搬入メ
イントランスポートトラックに接続される。すなわち、貨物は、搬入サブトランスポート
トラックからパレットの貨物一時貯留エリアに搬入されることができる。
【００７３】
　本実施形態では、貨物輸送方法が実行される電子デバイス（例えば、図５に示すサーバ
ー）は、有線接続の方式又は無線接続の方式で、搬入トランスポートトラック上のいずれ
の搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントランスポートトラックとの接続部位で
の第２ラベルスキャナーによりスキャンされた、搬入メイントランスポートトラックで運
ばれている貨物のラベルを受信することができる。ここで、ラベルは貨物の識別情報を含
むことができる。いくつかの応用シナリオにおいて、ラベルはさらに貨物に対応する保管
位置を含んでもよい。上記保管位置は、貨物に対応するパレット層と貨物保管エリアを含
んでもよい。
【００７４】
　貨物が搬入メイントランスポートトラックにおいて一つの搬入サブトランスポートトラ
ック付近へ輸送された時に、該搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントランスポ
ートトラックの間での第２ラベルスキャナーは、この貨物上のラベルをスキャンして、ス
キャンしたラベルを上記電子デバイスに送信することができる。
【００７５】
　ステップ７０２では、貨物に対応する事前設定された保管用のパレット層が該搬入サブ
トランスポートトラックに対応しているか否かをラベルに基づいて判定する。
【００７６】
　ステップ７０１において、いずれの搬入サブトランスポートトラックと、搬入メイント
ランスポートトラックとの接続部位に設置される第２ラベルスキャナーによりスキャンさ
れた貨物のラベルを受信した後、上記電子デバイスは、上記ラベルに基づいて貨物の識別
情報を識別し、貨物に対してこの貨物に適した保管位置を割り当てることができる。上記
電子デバイスは、上記貨物に対して割り当てたパレット層と、この第２ラベルスキャナー
に接続した搬入サブトランスポートトラックに接続しているパレット層とは同じである場
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合に、貨物に対応するパレット層が該搬入サブトランスポートトラックに対応していると
確定する。いくつかの応用シナリオにおいては、上記ラベルには、貨物に対して予め割り
当てた保管位置をさらに含んでもよい。上記電子デバイスは、ラベル上の保管位置を識別
することができ、ラベル上のパレット層とこの第２ラベルスキャナーに接続した搬入サブ
トランスポートトラックに接続しているパレット層とは同じである場合に、貨物に対応す
るパレット層が該搬入サブトランスポートトラックに対応していると確定する。
【００７７】
　ステップ７０３では、貨物の保管用のパレット層が該搬入サブトランスポートトラック
に対応していると確定されたことに応答して、該搬入サブトランスポートトラックと搬入
メイントランスポートトラックとの接続部位に設置される分流装置に、貨物を該搬入サブ
トランスポートトラックに分流させるように指令を送信する。
【００７８】
　上記電子デバイスは、貨物の保管用のパレット層が該搬入サブトランスポートトラック
に対応していると判定された場合、該搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントラ
ンスポートトラックとの接続部位に設置される分流装置に、貨物を該搬入サブトランスポ
ートトラックに分流させる指令を送信する。分流装置は、上記電子デバイスにより送信さ
れた指令を受信した後、貨物をこの搬入サブトランスポートトラックに分流させる操作を
実行する。貨物は、上記搬入サブトランスポートトラックで該搬入サブトランスポートト
ラックに接続するパレット層の貨物一時貯留エリアに輸送される。
【００７９】
　ステップ７０４では、いずれの搬入サブトランスポートトラックに対応するパレット層
の貨物一時貯留エリアに設置される第３ラベルスキャナーによりスキャンされた、該搬入
サブトランスポートトラックから該パレット層の貨物一時貯留エリアに輸送した貨物のラ
ベル、を受信したことに応答して、該搬入サブトランスポートトラックに対応するシャト
ルトロリーに対して、貨物を貨物一時貯留エリアから貨物に対応する貨物保管エリアに搬
送する指令を送信する。
【００８０】
　貨物がいずれの搬入サブトランスポートトラックで該搬入サブトランスポートトラック
に接続したパレット層の貨物一時貯留エリアに輸送された時、該パレット層の貨物一時貯
留エリアに設置される第３スキャナーは、この貨物のラベルをスキャンして、このラベル
を上記電子デバイスに送信することができる。上記電子デバイスは、上記第３スキャナー
によりスキャンされた貨物のラベルを受信した時、該搬入サブトランスポートトラックに
対応するシャトルトロリーに、貨物を貨物一時貯留エリアから、この貨物に対応する貨物
保管エリアに搬送する指令を送信することができる。
【００８１】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、上記貨物輸送方法は、上記電子デバ
イスが貨物の出庫指令を受信することをさらに備え、その中、出庫指令は貨物の保管位置
を備え、保管位置は貨物を保管しているパレット層及び貨物保管エリアを含む。上記電子
デバイスは、出庫指令で指示されたパレット層に対応するシャトルトロリーに、貨物を貨
物保管エリアから、搬出トランスポートトラックの、パレット層に接続した搬出サブトラ
ンスポートトラックに搬送する指令を送信する。搬出トランスポートトラックは、搬出メ
イントランスポートトラックと複数の搬出サブトランスポートトラックを備え、各搬出サ
ブトランスポートトラックはパレットの一つのパレット層に対応しており、いずれの搬出
サブトランスポートトラックの一端がパレットの一つのパレット層に接続され、他端が搬
出メイントランスポートトラックに接続される。
【００８２】
　本出願に係る貨物輸送装置の一実施形態の構造概略図８００である図８を参照されたい
。
【００８３】
　図８に示すように、貨物輸送装置は、受信手段８０１と、判定手段８０２と、第１送信
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手段８０３と、第２送信手段８０４とを備える。その中、受信手段８０１は、搬入トラン
スポートトラック上のいずれの搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントランスポ
ートトラックとの接続部位での第１ラベルスキャナーによりスキャンされた、搬入メイン
トランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルを受信するように構成される。その
中、搬入トランスポートトラックは搬入メイントランスポートトラックと複数の搬入サブ
トランスポートトラックを備え、各搬入サブトランスポートトラックは多層パレットの一
つの層に対応しており、いずれの搬入サブトランスポートトラックの一端がパレットの一
つの層における貨物一時貯留エリアに接続され、他端が搬入メイントランスポートトラッ
クに接続される。判定手段８０２は、ラベルに基づいて貨物に対応する所定のパレット層
が該搬入サブトランスポートトラックに対応しているか否かを判定するように構成される
。第１送信手段８０３は、貨物の所定のパレット層が該搬入サブトランスポートトラック
に対応していると判定されたことに応答して、該搬入サブトランスポートトラックと搬入
メイントランスポートトラックとの接続部位に設置される分流装置に、貨物を該搬入サブ
トランスポートトラックに分流させる指令を送信するように構成される。第２送信手段８
０４は、搬入サブトランスポートトラックに対応するパレット層の貨物一時貯留エリアに
設置される第３ラベルスキャナーによりスキャンされた、搬入サブトランスポートトラッ
クで運ばれている貨物のラベルを受信したことに応答して、該搬入サブトランスポートト
ラックに対応するシャトルトロリーに、貨物を貨物一時貯留エリアから貨物に対応する貨
物保管エリアに搬送する指令を送信するように構成される。
【００８４】
　本実施形態のいくつかの選択可能な実施形態では、上記貨物を輸送するための装置は出
庫手段をさらに備え、出庫手段は、貨物の保管位置を含む貨物の出庫指令を受信するよう
に構成される。保管位置は、貨物を保管するパレット層及び貨物保管エリアを含み、パレ
ット層に対応するシャトルトロリーに、貨物を貨物保管エリアから搬出トランスポートト
ラックの、パレット層に接続した搬出サブトランスポートトラックに搬送する指令を送信
する。その中、搬出トランスポートトラックは搬出メイントランスポートトラックと複数
の搬出サブトランスポートトラックとを備え、各搬出サブトランスポートトラックはパレ
ットの一つのパレット層に対応しており、いずれの搬出サブトランスポートトラックの一
端がパレットの一つのパレット層に接続され、他端が搬出メイントランスポートトラック
に接続される。
【００８５】
　以下には、本出願の実施形態を実現するためのサーバーに適するコンピューターシステ
ム９００の構造概略図を示す図９を参照されたい。図９に示すサーバーは、ただ一つの例
に過ぎず、本出願の実施形態の機能と使用範囲に対してあらゆる制限を招かない。
【００８６】
　図９に示されるように、コンピューターシステム９００は中央処理装置（ＣＰＵ、Ｃｅ
ｎｔｒａｌＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＵｎｉｔ）９０１を備え、この中央処理手段は読み出し
専用メモリ（ＲＯＭ、ＲｅａｄＯｎｌｙＭｅｍｏｒｙ）９０２に記憶されたプログラム又
は、記憶部９０６からランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ、ＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅ
ｍｏｒｙ）９０３にロードしたプログラムに基づいて、各種の適当な動作と処理を実行で
きる。ＲＡＭ９０３で、システム９００の操作に要する各種のプログラムとデータはさら
に記憶されている。ＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０２及びＲＡＭ９０３はバス９０４で互いに
接続される。入力／出力（Ｉ／Ｏ、Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）インターフェース９０５
もバス９０４に接続される。
【００８７】
　Ｉ／Ｏインターフェース９０５には、ハードディスク等を備える記憶部９０６と、ＬＡ
Ｎ（ローカル・エリア・ネットワーク、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）カード
、モデムなどのネットワークインターフェースカードを備える通信部分９０７とが接続さ
れる。通信部９０７は、インターネットなどのネットワークを介して通信処理を行う。ド
ライバ９０８は、必要に応じてＩ／Ｏインターフェース９０５にも接続される。ドライバ
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９０８には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバ
ブルメディア９０９が必要に応じて実装されることで、このリムーバブルメディア９０９
から読み出されたプログラムが必要に応じて記憶手段９０６にインストールされる。
【００８８】
　特に、本開示の実施形態によれば、本明細書でフローチャートを参照して説明したプロ
セスは、コンピュータのソフトウェアプログラムとして実施されてもよい。例えば、本開
示の実施形態は、コンピュータ可読媒体に記憶されるコンピュータプログラムを備えるコ
ンピュータプログラム製品を含み、このコンピュータプログラムはフローチャートに示さ
れる方法を実行するためのコンピュータコードを備える。そのような実施形態では、この
コンピュータプログラムは通信部９０７を介してネットワークからダウンロードされ、イ
ンストールされてもよく、及び／又はリムーバブルメディア９０９からインストールされ
てもよい。該コンピュータプログラムが中央処理装置（ＣＰＵ）９０１によって実行され
る時、本出願の方法で限定された上述の機能が実行される。なお、本出願におけるコンピ
ュータ可読媒体は、コンピュータ可読信号媒体やコンピュータ可読記憶媒体やこれらの両
者の任意の組み合わせであってもよい。コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、電気的、
磁気的、光学的、電磁気的、赤外線、或いは半導体システム、装置やデバイス、又はそれ
らの任意の組み合わせであってもよいが、これらに限定されない。コンピュータ可読記憶
媒体のより具体的な例には、１本又は複数本の導線により電気的に接続された、ポータブ
ルコンピュータディスク、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取
り専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ又は
フラッシュメモリ）、光ファイバー、ポータブルコンパクトディスク読み取り専用メモリ
（ＣＤ－ＲＯＭ）、光学記憶装置、磁気記憶装置、又はこれらの任意の適切な組み合わせ
を含んでもよいが、これらに限定されない。本出願では、コンピュータ可読記憶媒体はプ
ログラムを備えるか又は格納する任意の有形の媒体であってもよいが、このコンピュータ
可読記憶媒体はコマンド実行システム、装置、又はデバイスによって使用されてもよく、
それらに組み込まれて使用されてもよい。本出願では、コンピュータ可読信号媒体は、ベ
ースバンドで伝播されるか、又は搬送波の一部として伝播されるデータ信号を含んでもよ
く、コンピュータ可読プログラムコードが担持されている。そのような伝播されたデータ
信号は様々な形態をとることができ、電磁気信号、光信号、又は上記のものの任意の適切
な組み合わせを含んでもよいが、これらに限定されない。コンピュータ可読信号媒体はま
た、コンピュータ可読記憶媒体以外の任意のコンピュータ可読媒体であってもよく、該コ
ンピュータ可読媒体は、コマンド実行システム、装置、又はデバイスによって使用される
か、又はそれらに組み込まれて使用されるプログラムを送信、伝搬、又は伝送してもよい
。コンピュータ可読媒体に含まれるプログラムコードは任意の適切な媒体を使用して伝送
することができ、この媒体は無線、有線、光ケーブル、無線周波数など、又はこれらの任
意の適切な組み合わせを含んでもよいが、これらに限定されない。
【００８９】
　図面のうちのフローチャート及びブロック図は、本出願のさまざまな実施形態に係るシ
ステム、方法、及びコンピュータプログラム製品によって実現可能なアーキテクチャ、機
能及び動作の例示である。これに関して、フローチャート又はブロック図の各ブロックは
、モジュール、プログラムセグメント、又はコードの一部を代表でき、このモジュール、
プログラムセグメント、又はコードの一部は指定されたロジック機能を実現するための１
つ又は複数の実行可能なコマンドを備える。また、一部の代替となる実施態様においては
、ブロックに記載されている機能は、図面にマークされているものと異なる順序で実行で
きる。たとえば、連続して表される２つのブロックは、実際にはほぼ並行して実行される
ことができ、これらは逆の順序で実行される場合もあり、関連する機能によって決められ
る。また、ブロック図及び／又はフローチャートの各ブロック、ならびにブロック図及び
／又はフローチャートにおけるブロックの組み合わせは、指定された機能又は操作を実行
する専用のハードウェアベースのシステムによって実現することもできるし、専用のハー
ドウェアとコンピューターコマンドの組み合わせで実現することもできる。
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【００９０】
　本出願の実施形態で説明される手段は、ソフトウェアやハードウェアによって実装され
てもよい。説明された手段は、プロセッサに設置されることができ、言い換えれば、例え
ば、「受信手段、判定手段、第１送信手段及び第２送信手段を備えるプロセッサ」と記載
されてもよい。これらのうち、これらの手段の名称は、ある状況で、該手段そのものに対
する限定ではなく、例えば、受信手段は、「第２ラベルスキャナーによりスキャンされた
貨物のラベルを受信する手段」と記載されてもよい。
【００９１】
　別の態様として、本出願は、上記の実施形態で説明したデバイスに含まれ得る、又はデ
バイスに組み込まれることなく単独で存在し得るコンピュータ可読媒体も提供した。上記
コンピュータ可読媒体は１つ又は複数のプログラムを記憶し、上記１つ又は複数のプログ
ラムが該装置によって実行される時、該装置は、搬入トランスポートトラックでのいずれ
の搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントランスポートトラックとの接続部位で
の第２ラベルスキャナーによりスキャンされた、搬入メイントランスポートトラックで運
ばれている貨物のラベルを受信することであって、ここで、搬入トランスポートトラック
は搬入メイントランスポートトラックと複数の搬入サブトランスポートトラックを備え、
各搬入サブトランスポートトラックが多層パレットの一つの層に対応しており、いずれの
搬入サブトランスポートトラックの一端が、パレットの一つの層の貨物一時貯留エリアに
接続され、他端が搬入メイントランスポートトラックに接続される、ことと、ラベルに基
づいて貨物に対応するパレット層が該搬入サブトランスポートトラックに対応するか否か
を判定することと、貨物を保管するパレット層が該搬入サブトランスポートトラックに対
応していると判定されたことに応答して、該搬入サブトランスポートトラックと搬入メイ
ントランスポートトラックとの接続部位に設置される分流装置に、貨物を該搬入サブトラ
ンスポートトラックに分流させる指令を送信することと、搬入サブトランスポートトラッ
クに対応するパレット層の貨物一時貯留エリアに設置される第３ラベルスキャナーにより
スキャンされた、搬入サブトランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルを受信し
たことに応答して、該搬入サブトランスポートトラックに対応したシャトルトロリーに、
貨物を貨物一時貯留エリアから貨物に対応した貨物保管エリアに搬送する指令を送信する
ことと、を実行させる。
【００９２】
　上記の説明は、本出願の好ましい実施形態及び適用される技術的原理の説明にすぎない
。当業者であれば、本出願に含まれる発明の範囲について、上記の技術的特徴の特定の組
み合わせからなる技術的解決策に限定されず、上記の発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上
記の技術的特徴又はそれらの同等の特徴を任意に組み合わせることにより形成されるその
他の解決策も含まれるべきであることを理解すべきである。例えば、上記の特徴と、本出
願に開示された同様の機能を有する技術的特徴（それらに限られない）とを相互に置き換
えてなる解決策が該当する。
【符号の説明】
【００９３】
１１　パレット
１２　搬入トランスポートトラック
１３　シャトルトロリー
１４　搬出トランスポートトラック
１５　トランスポートセグメント
２１　パレット
２２　搬入トランスポートトラック
２３　シャトルトロリー
２４　搬出トランスポートトラック
２６　サーバー
１２１　搬入メイントランスポートトラック
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１２２　搬入サブトランスポートトラック
１４１　搬出メイントランスポートトラック
１４２　搬出サブトランスポートトラック
１５１　第１サブトランスポートセグメント
１５２　第２サブトランスポートセグメント
２２１　搬入メイントランスポートトラック
２２２　搬入サブトランスポートトラック
２４１　搬出メイントランスポートトラック
２４２　搬出サブトランスポートトラック
８０１　受信手段
８０２　判定手段
８０３　第１送信手段
８０４　第２送信手段
９００　コンピューターシステム
９０１　中央処理装置（ＣＰＵ）
９０１　中央処理装置（ＣＰＵ、ＣｅｎｔｒａｌＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＵｎｉｔ）
９０２　専用メモリ（ＲＯＭ、ＲｅａｄＯｎｌｙＭｅｍｏｒｙ）
９０３　ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ、ＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ）
９０４　バス
９０５　Ｉ／Ｏインターフェース
９０６　記憶部
９０６　記憶手段
９０７　通信部
９０８　ドライバ
９０９　リムーバブルメディア
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年6月19日(2020.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パレットとの間で貨物輸送を行うための貨物輸送システムであって、
　前記パレットは複数のパレット層を備え、前記パレット層それぞれは貨物一時貯留エリ
アと複数の貨物保管エリアを含み、
　前記貨物輸送システムは、パレットに貨物を輸送するための搬入トランスポートトラッ
クと、一つのパレット層における貨物一時貯留エリアと貨物保管エリアとの間で貨物を搬
送するためのシャトルトロリーと、を備え、
　ここで、前記搬入トランスポートトラックは、搬入メイントランスポートトラックと複
数の搬入サブトランスポートトラックを備え、各前記搬入サブトランスポートトラックは
パレットの一つのパレット層に対応しており、いずれの搬入サブトランスポートトラック
の一端がパレットの一つのパレット層における貨物一時貯留エリアに接続され、他端が前
記搬入メイントランスポートトラックに接続される、貨物輸送システム。
【請求項２】
　前記貨物輸送システムは、前記貨物に対応する保管位置を確定することと、前記貨物を
前記貨物に対応する保管位置に輸送するように前記搬入トランスポートトラックと前記シ
ャトルトロリーを制御することとを行うためのサーバーをさらに備え、
　ここで、前記保管位置がパレット層及び貨物保管エリアを含む、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　前記貨物には、前記貨物の識別情報と、予め指定された、前記貨物に対応するパレット
層及び貨物保管エリアとを識別するためのラベルが貼り付けられ、
　いずれの搬入サブトランスポートトラックと前記搬入メイントランスポートトラックと
の接続部位に第１ラベルスキャナーが設置され、
　前記第１ラベルスキャナーは、前記搬入メイントランスポートトラックで運ばれている
貨物のラベルをスキャンして識別し、前記ラベルに対する識別結果に基づいて前記貨物に
対応する搬入サブトランスポートトラックを確定するように構成される、請求項１に記載
のシステム。
【請求項４】
　前記貨物には、前記貨物の識別情報及びその保管位置を識別するためのラベルが貼り付
けられ、
　いずれの搬入サブトランスポートトラックと前記搬入メイントランスポートトラックと
の接続部位に第２ラベルスキャナーが設置され、
　前記第２ラベルスキャナーは、
　前記搬入メイントランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルをスキャンして、
　前記サーバーがスキャンされたラベルに基づいて前記貨物を該搬入サブトランスポート
トラックに輸送するか否かを判断するためにスキャンされたラベルを前記サーバーに送信
するように構成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　いずれの搬入サブトランスポートトラックと前記搬入メイントランスポートトラックと
の接続部位に分流装置が設置され、
　前記分流装置は、搬入メイントランスポートトラックで運ばれている貨物をこの貨物に
対応する搬入サブトランスポートトラックに分流させるように構成される、請求項３又は
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４に記載のシステム。
【請求項６】
　いずれのパレット層における貨物一時貯留エリアに第３ラベルスキャナーが設置され、
前記第３ラベルスキャナーは、
　搬入サブトランスポートトラックから該パレット層における貨物一時貯留エリアに輸送
された貨物のラベルをスキャンして、
　前記サーバーが前記貨物を該パレット層における貨物一時貯留エリアから前記貨物に対
応する貨物保管エリアに輸送するようにスキャンされたラベルに基づいて該パレット層に
対応するシャトルトロリーを制御するために、スキャンされたラベルで示される貨物の識
別情報と保管位置を前記サーバーに送信するように構成される、請求項２に記載のシステ
ム。
【請求項７】
　前記貨物輸送システムは、貨物をパレットから搬出するための搬出トランスポートトラ
ックをさらに備え、
　ここで、前記搬出トランスポートトラックは、搬出メイントランスポートトラックと複
数の搬出サブトランスポートトラックを備え、各搬出サブトランスポートトラックは前記
パレットの一つのパレット層に対応しており、いずれの搬出サブトランスポートトラック
の一端が前記パレットの一つのパレット層に接続され、他端が前記搬出メイントランスポ
ートトラックに接続される、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記搬入メイントランスポートトラックと搬出メイントランスポートトラックは、首尾
接続のトランスポートセグメントを複数備え、
　各トランスポートセグメントは、相互接続される第１サブトランスポートセグメントと
第２サブトランスポートセグメントを備え、前記第１サブトランスポートセグメントは水
平面と平行し、前記第２サブトランスポートセグメントは水平面と所定の角度をなし、
　いずれのトランスポートセグメントの第１サブトランスポートセグメントは、少なくと
も一つの搬入サブトランスポートトラックに接続されるか、又は少なくとも一つの搬出サ
ブトランスポートトラックに接続され、
　いずれの隣り合う二つのトランスポートセグメントのうちの一方のトランスポートセグ
メントの第１サブトランスポートセグメントは、他方のトランスポートセグメントの第２
サブトランスポートセグメントに接続される、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
前記シャトルトロリーは、隣り合う二つのパレットの同じ高さのパレット層の間に設置さ
れたトラックを走行し、
前記搬入トランスポートトラックと前記搬出トランスポートトラックは、同一パレットの
、前記シャトルトロリーの走行軌跡からなる線分の反対の両端に設置される、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記シャトルトロリーは、隣り合う二つのパレットの同じ高さのパレット層の間に設置
されたトラックを走行し、
　前記搬入トランスポートトラックと前記搬出トランスポートトラックそれぞれは、隣り
合う二つのパレットのうちの一方のパレットに一対一対応して接続され、前記搬入トラン
スポートトラックと前記搬出トランスポートトラックは、前記シャトルトロリーの走行軌
跡からなる線分の同一端に設置される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記シャトルトロリーは、ダブルステーションシャトルトロリーであり、各ステーショ
ンには少なくとも一つの貨物が同時に収容される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　搬入トランスポートトラックにおけるいずれの搬入サブトランスポートトラックと搬入
メイントランスポートトラックとの接続部位にある第２ラベルスキャナーによりスキャン
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された、前記搬入メイントランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルを受信する
ステップであって、前記搬入トランスポートトラックは、搬入メイントランスポートトラ
ックと複数の搬入サブトランスポートトラックを備え、各前記搬入サブトランスポートト
ラックが多層パレットの一つのパレット層に対応しており、いずれの搬入サブトランスポ
ートトラックの一端がパレットの一つのパレット層における貨物一時貯留エリアに接続さ
れ、他端が前記搬入メイントランスポートトラックに接続される、ステップと、
　前記ラベルに基づいて前記貨物に対応する保管用のパレット層が、該搬入サブトランス
ポートトラックに対応しているか否かを判定するステップと、
　前記貨物の保管用のパレット層と該搬入サブトランスポートトラックとが対応している
と判定されたことに応答して、該搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントランス
ポートトラックとの接続部位に設置される分流装置が前記貨物を該搬入サブトランスポー
トトラックに分流するように前記分流装置に指令を送信するステップと、
　前記搬入サブトランスポートトラックに対応するパレット層の貨物一時貯留エリアに設
置される第３ラベルスキャナーによりスキャンされた、前記搬入サブトランスポートトラ
ックで運ばれている貨物のラベルを受信したことに応答して、該搬入サブトランスポート
トラックに対応するシャトルトロリーに対して、前記貨物を貨物一時貯留エリアから前記
貨物に対応する貨物保管エリアに搬送する指令を送信するステップと、
を備える貨物輸送方法。
【請求項１３】
　前記方法は、
　貨物が保管されるパレット層及び貨物保管エリアを備える前記貨物の保管位置を含む前
記貨物の出庫指令を受信するステップと、
　前記パレット層に対応するシャトルトロリーに対して、前記貨物を前記貨物保管エリア
から搬出トランスポートトラックの、前記パレット層に接続した搬出サブトランスポート
トラックに搬送する指令を送信するステップであって、前記搬出トランスポートトラック
は、搬出メイントランスポートトラックと複数の搬出サブトランスポートトラックを備え
、各搬出サブトランスポートトラックがパレットの一つのパレット層に対応しており、い
ずれの搬出サブトランスポートトラックの一端がパレットの一つのパレット層に接続され
、他端が前記搬出メイントランスポートトラックに接続される、ステップと、
をさらに備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　搬入トランスポートトラックにおけるいずれの搬入サブトランスポートトラックと搬入
メイントランスポートトラックとの接続部位にある第２ラベルスキャナーによりスキャン
された、前記搬入メイントランスポートトラックで運ばれている貨物のラベルを受信する
ように構成される受信手段であって、前記搬入トランスポートトラックは、搬入メイント
ランスポートトラックと複数の搬入サブトランスポートトラックを備え、各前記搬入サブ
トランスポートトラックは多層パレットの一つの層に対応しており、いずれの搬入サブト
ランスポートトラックの一端がパレットの一つの層における貨物一時貯留エリアに接続さ
れ、他端が前記搬入メイントランスポートトラックに接続される、受信手段と、
　前記貨物に対応する保管用のパレット層が該搬入サブトランスポートトラックに対応し
ているか否かを前記ラベルに基づいて判定するように構成される判定手段と、
　前記貨物の保管用のパレット層と該搬入サブトランスポートトラックとが対応している
と判定されたことに応答して、該搬入サブトランスポートトラックと搬入メイントランス
ポートトラックとの接続部位に設置される分流装置が前記貨物を該搬入サブトランスポー
トトラックに分流するように前記分流装置に指令を送信するように構成される第１送信手
段と、
　前記搬入サブトランスポートトラックに対応するパレット層の貨物一時貯留エリアに設
置される第３ラベルスキャナーによりスキャンされた、前記搬入サブトランスポートトラ
ックで運ばれている貨物のラベルを受信したことに応答して、該搬入サブトランスポート
トラックに対応するシャトルトロリーに対して、前記貨物を貨物一時貯留エリアから前記
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貨物に対応する貨物保管エリアに搬送する指令を送信するように構成される第２送信手段
と、
を備える貨物輸送装置。
【請求項１５】
　前記装置は、出庫手段をさらに備え、
　前記出庫手段は、
　貨物が保管されるパレット層及び貨物保管エリアを備える前記貨物の保管位置を含む前
記貨物の出庫指令を受信することと、
　前記パレット層に対応するシャトルトロリーに対して、前記貨物を前記貨物保管エリア
から、搬出トランスポートトラックの、前記パレット層に接続した搬出サブトランスポー
トトラックに搬送する指令を送信することであって、前記搬出トランスポートトラックは
、搬出メイントランスポートトラックと複数の搬出サブトランスポートトラックを備え、
各搬出サブトランスポートトラックはパレットの一つのパレット層に対応しており、いず
れの搬出サブトランスポートトラックの一端がパレットの一つのパレット層に接続され、
他端が前記搬出メイントランスポートトラックに接続される、ことと、
を行うように構成される、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
一つ又は複数のプロセッサと、
　一つ又は複数のプログラムを記憶するための記憶装置と、を備えるサーバーであって、
　前記一つ又は複数のプログラムが前記一つ又は複数のプロセッサによって実行される時
、前記一つ又は複数のプロセッサに請求項１２又は１３に記載の方法を実現させるサーバ
ー。
【請求項１７】
　コンピュータプログラムが記憶されるコンピュータ可読記憶媒体であって、
　該プログラムがプロセッサによって実行される時、請求項１２又は１３に記載の方法を
実現するコンピュータプログラムが記憶されるコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１８】
　コンピュータプログラムであって、
　前記コンピュータプログラムがプロセッサにより実行されると、請求項１２又は１３に
記載の方法を実現する、コンピュータプログラム。
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