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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】コンテナインターフェースディスプレイ装置を
、システムの一部として配備し、コンテナに関連する物
量情報の管理を電子的に提供する
【解決手段】コンテナインターフェースディスプレイ装
置をコンテナに関連する物流情報を管理するために使用
する方法、装置及びシステムであって、装置は、設置可
能な筐体、ディスプレイスクリーン、メモリ、スキャナ
及び無線通信インターフェースを備え、筐体は、スキャ
ナがコンテナ内の出荷される物品の識別を可能にするよ
うにコンテナに結合され、スキャナは物品を識別し、コ
ンテナと物品間を関連付け且つ記録し関係を反映した管
理物流情報の一部としてメモリに関連付けを記録する。
装置は、物品がコンテナ内に積み込まれていることを反
映するためにパッケージ数情報をインクリメントする。
装置は、コンテナに関連する管理物流情報の一部を含む
ようにディスプレイスクリーン上に電子物流監視情報を
生成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテナに関連する物流情報を管理するためのコンテナインターフェースディスプレイ
装置であって、
　処理装置と、
　前記処理装置に動作可能に結合されるメモリであって、前記処理装置によって実行され
る物流情報管理プログラムコード部分、パッケージ数情報及び関連付け情報を少なくとも
保持するメモリと、
　前記処理装置に動作可能に結合されるスキャナであって、物品が前記コンテナ内に積み
込まれているときに前記コンテナによって出荷される物品をスキャンし且つ識別するスキ
ャナと、
　前記処理装置に動作可能に結合される無線通信インターフェースであって、無線通信路
を介してノード装置との通信を可能にする無線通信インターフェースと、
　前記処理装置に動作可能に結合されるディスプレイスクリーンであって、前記コンテナ
を積み込む物流職員と相互作用するように前記コンテナの外壁の近くに配置されるディス
プレイスクリーンと
　を備え、
　前記処理装置は、前記物流情報管理プログラムコード部分を実行するときに、
　前記スキャナによって前記処理装置に送信されたスキャン結果信号に基づいて前記コン
テナの積み込み中に前記物品を識別し、
　前記メモリに保持されている前記関連付け情報を更新し、更新された関連付け情報は積
み込まれるコンテナと識別された物品との間の関連付けを少なくとも反映し、前記関連付
け情報は前記コンテナに関連する管理物流情報の一部であり、
　前記メモリに保持されている前記パッケージ数情報をインクリメントし、インクリメン
トされたパッケージ数情報は前記コンテナ内で出荷される物品が前記コンテナ内に積み込
まれていることを少なくとも反映し、前記パッケージ数情報は前記コンテナに関連する前
記管理物流情報の一部であり、且つ
　前記ディスプレイスクリーンによって、電子物流監視情報を前記ディスプレイスクリー
ン上に提示させ、前記電子物流監視情報は前記コンテナに関連する前記管理物流情報の少
なくとも一部を含む
　ように動作可能である、装置。
【請求項２】
　前記装置が前記コンテナの前記外壁に取り外し可能に取り付けられることを可能にする
取り外し可能な連結部を更に備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記装置が前記コンテナの前記外壁に固定されることを可能にする固定連結部を更に備
える、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記装置は、前記コンテナの前記外壁の一部に統合される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記管理物流情報は、前記コンテナに関する識別情報を更に含む、請求項１に記載の装
置。
【請求項６】
　前記管理物流情報は、コンテナ出荷情報を更に含む、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記コンテナ出荷情報は、前記コンテナに積み込まれることが意図される物の目録を含
む、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記コンテナ出荷情報は、前記物品が前記コンテナ内のどこに積み込まれるべきかにつ
いての場所指定情報を含む、請求項６に記載の装置。
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【請求項９】
　前記ディスプレイスクリーン上に提示される前記電子物流監視情報は、前記コンテナに
関連する前記管理物流情報の１つ以上の部分を表す１つ以上のスキャン可能なオブジェク
トを更に含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記処理装置に動作可能に結合される識別センサを更に備え、前記識別センサは前記コ
ンテナのタイプを識別するように構成され、前記コンテナのタイプは前記コンテナに関連
する前記管理物流情報の一部である、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記識別センサは、前記コンテナに関係付けられるコンテナタイプ登録情報を検出し、
且つコンテナタイプ信号を前記処理装置に提供するように更に動作可能であり、前記処理
装置は、前記識別センサによって提供される前記コンテナタイプ信号に基づいて前記コン
テナのタイプを識別するように更に動作可能である、請求項１０載の装置。
【請求項１２】
　前記コンテナタイプ登録情報は、前記コンテナに関係付けられるバーコード情報及び前
記コンテナに関係付けられる寸法情報から成るグループの中の１つを含む、請求項１１に
記載の装置。
【請求項１３】
　前記無線通信インターフェースは、ノード装置から前記管理物流情報の一部を受信する
ように更に動作可能であり、
　前記処理装置は、前記無線通信インターフェースから前記管理物流情報の受信した一部
を受信し、且つ前記装置の前記メモリ内に前記管理物流情報の受信した一部を記憶するよ
うに更に動作可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ディスプレイスクリーンは、前記電子物流監視情報として相互作用可能コンテンツ
を表示するように更に動作可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ディスプレイスクリーンは、高耐久化タッチスクリーンを含む、請求項１に記載の
装置。
【請求項１６】
　前記高耐久化タッチスクリーンは、侵入保護定格ディスプレイインターフェースを含む
、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記処理装置に結合される少なくとも１つのユーザ入力装置を更に備え、前記少なくと
も１つのユーザ入力装置は前記装置との相互作用によって前記管理物流情報を修正するこ
とを可能にする、請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記処理装置に結合される少なくとも１つのユーザ入力装置を更に備え、前記少なくと
も１つのユーザ入力装置は前記ディスプレイスクリーンに示される前記管理物流情報の一
部を選択するためにユーザから入力を受信する、請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
　コンテナの一部として統合されたコンテナインターフェースディスプレイ装置を使用し
て前記コンテナに関連する物流情報を管理する方法であって、前記統合されたコンテナイ
ンターフェースディスプレイ装置は、前記コンテナの外壁に配置されるディスプレイスク
リーン、メモリ、出荷される物品が前記コンテナ内に積み込まれるときに前記コンテナ内
の前記物品を識別することを可能にするように指向されるスキャナ、及びノード装置と通
信するように動作可能である無線通信インターフェースを備え、前記方法は、
　前記統合されたコンテナインターフェースディスプレイ装置の前記スキャナによって、
前記コンテナの積み込み中に前記物品を識別するステップと、
　前記統合されたコンテナインターフェースディスプレイ装置の前記メモリに、積み込ま
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れるコンテナと識別された物品との間の関連付けを記録するステップであって、前記関連
付けは前記コンテナに関連する管理物流情報の一部であるステップと、
　前記統合されたコンテナインターフェースディスプレイ装置の前記メモリにおいて、識
別された物品が前記コンテナ内に積み込まれていることを反映するためにパッケージ数情
報を更新するステップであって、前記パッケージ数情報は前記コンテナに関連する前記管
理物流情報の一部であるステップと、
　前記統合されたコンテナインターフェースディスプレイ装置の前記ディスプレイスクリ
ーンにおいて電子物流監視情報を生成するステップであって、前記電子物流監視情報は前
記コンテナに関連する前記管理物流情報の少なくとも一部を含むステップと
　を含む、方法。
【請求項２０】
　前記管理物流情報は、前記コンテナに関する識別情報を更に含む、請求項１９に記載の
方法。
【請求項２１】
　前記管理物流情報は、コンテナ出荷情報を更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記コンテナ出荷情報は、前記コンテナに積み込まれることが意図される物の目録を含
む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記コンテナ出荷情報は、前記コンテナをどのように積み込むべきかについての場所指
定情報を含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記ディスプレイスクリーン上に生
成される前記電子物流監視情報は、前記コンテナに関連する前記管理物流情報の１つ以上
の部分を表す１つ以上のスキャン可能なオブジェクトを更に含む、請求項１９に記載の方
法。
【請求項２５】
　前記１つ以上のスキャン可能なオブジェクトは、前記ディスプレイスクリーン上に選択
的に生成される１つ以上の光学的にスキャン可能なオブジェクトを含む、請求項２４に記
載の方法。
【請求項２６】
　前記コンテナの積み込みが開始する前に前記管理物流情報の少なくとも一部を前記無線
通信インターフェースを介して前記統合されたコンテナインターフェースディスプレイ装
置の前記メモリに事前ロードするステップを更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２７】
　コンテナインターフェースディスプレイ装置を使用してコンテナに関連する物流情報を
管理するための方法であって、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置は設置可
能筐体、ディスプレイスクリーン、メモリ、スキャナ及び無線通信インターフェースを備
えており、前記方法は、
　前記設置可能筐体によって、物品が前記コンテナ内に積み込まれているときに前記スキ
ャナが前記コンテナ内で出荷される物品を識別することを可能にする方向で前記コンテナ
の壁に前記コンテナインターフェースディスプレイ装置を結合するステップと、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記スキャナによって、前記コンテ
ナの積み込み中に前記物品を識別するステップと、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記メモリに、積み込まれるコンテ
ナと識別された物品との間の関連付けを記録するステップであって、前記関連付けは前記
コンテナに関連する管理物流情報の一部であるステップと、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記メモリにおいて、前記コンテナ
内で出荷される物品が前記コンテナ内に積み込まれていることを反映するためにパッケー
ジ数情報をインクリメントするステップであって、前記パッケージ数情報は前記コンテナ
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に関連する前記管理物流情報の一部であるステップと、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記ディスプレイスクリーンにおい
て電子物流監視情報を生成するステップであって、前記電子物流監視情報は前記コンテナ
に関連する前記管理物流情報の少なくとも一部を含むステップと
　を含む、方法。
【請求項２８】
　前記管理物流情報は、積み込まれているコンテナと過去に識別された第２の物品との間
の第２の関連付けを更に含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　更新されたパッケージ数情報は、過去に前記コンテナ内に積み込まれた物を反映する情
報を更に含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記管理物流情報は、前記コンテナに関する識別情報を更に含む、請求項２７に記載の
方法。
【請求項３１】
　前記管理物流情報は、コンテナ出荷情報を更に含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３２】
　前記コンテナ出荷情報は、前記コンテナに積み込まれることが意図される物の目録を含
む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記コンテナ出荷情報は、前記物品が前記コンテナ内のどこに積み込まれるべきかにつ
いての場所指定情報を含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３４】
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記ディスプレイスクリーン上に生
成される前記電子物流監視情報は、前記コンテナに関連する前記管理物流情報の１つ以上
の部分を表す１つ以上のスキャン可能なオブジェクトを更に含む、請求項２７に記載の方
法。
【請求項３５】
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置における識別センサを使用して、前記
コンテナのタイプを識別するステップを更に含み、前記コンテナのタイプは前記コンテナ
に関連する前記管理物流情報の一部である、請求項２７に記載の方法。
【請求項３６】
　前記コンテナのタイプを識別するステップは、
　前記識別センサによって、前記コンテナに関係付けられるコンテナタイプ登録情報を検
出すること、及び
　検出されたコンテナタイプ登録情報に基づいて前記コンテナのタイプを識別すること
　を更に含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記コンテナタイプ登録情報は、前記コンテナに関係付けられるバーコード情報及び前
記コンテナに関係付けられる寸法情報から成るグループの中の１つを含む、請求項３６に
記載の方法。
【請求項３８】
　前記コンテナの積み込みが開始する前に前記管理物流情報の少なくとも一部を前記コン
テナインターフェースディスプレイ装置の前記メモリに事前ロードするステップを更に含
む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３９】
　事前ロードするステップは、
　前記無線通信インターフェースによって、前記無線通信インターフェースを介して前記
コンテナインターフェースディスプレイ装置と通信するように動作可能であるノード装置
から前記管理物流情報の一部を受信すること、及び



(6) JP 2019-108228 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記メモリ内に受信した前記管理物
流情報の一部を記憶すること
　を更に含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記ディスプレイスクリーンにおい
て前記電子物流監視情報を生成するステップは、前記コンテナに積み込むことに関与する
物流職員からの入力に基づいて表示する前記管理物流情報の一部を選択すること、及び前
記ディスプレイスクリーンにおいて前記物流職員に対して前記管理物流情報の選択部分を
生成することによって前記ディスプレイスクリーンに前記電子物流監視情報を生成するこ
とを更に含む、請求項２７に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般には、出荷管理及び物流の分野におけるシステム、装置、コンピュータ
可読媒体及び方法に関し、より詳細には、向上したコンテナに関連する管理された物流情
報の向上したキャプチャ、管理及び電子通知のためのコンテナインターフェースディスプ
レイ装置を使用する様々な改善した物流作業のためのシステム、装置、コンピュータ可読
媒体及び方法を含む様々な態様に関する。
【０００２】
　［優先権及び関連出願］
　本願は、“Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ，　Ａｐｐａｒａｔｕｓ，　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｃｏｎ
ｔａｉｎｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ”と題された
、関連する米国仮特許出願第６２／１１７，６０２号への優先権をここに主張する。
【０００３】
　また、本願は、上記で参照された同じ仮特許出願への優先権の利益を主張する以下の正
規の特許出願、即ち、（１）“Ｍｅｔｈｏｄｓ，　Ａｐｐａｒａｔｕｓ，　ａｎｄ　Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　　Ｒｅｌａｔｅｄ　ｔｏ　ａ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｈａｖｉｎｇ　ａ　Ｓｃａｌｅ”
と題された正規の特許出願、及び（２）“Ｍｅｔｈｏｄｓ，　Ａｐｐａｒａｔｕｓ，　ａ
ｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ　ａ　Ｃｏｎｔｅｎｔ－Ｒｅｌａ
ｔｅｄ　　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ”と題された正規の特許出願にも主題
が関連している。
【背景技術】
【０００４】
　１つ以上の物品を出荷することに関する物流作業は、物品をコンテナに積み込むこと、
起点から目的地にコンテナを輸送すること、及び目的地においてコンテナ内に保存されて
いるもののコンテンツを積み降ろすことを含む。このようなコンテナは、限定されないが
、典型的には航空機で輸送される出荷に配備されるユニット・ロード・デバイス（ＵＬＤ
）、典型的には単一モード及び／又はインターモーダル貨物輸送に配備される出荷用コン
テナ、貨物列車、トラックによって引っ張られるセミトレーラ、又は（配達用トラック等
）運搬車両内の指定収納空間でさえも含んでもよい。出荷される物品は、輸送のモード（
例えば、航空機、列車、及び自動車等）を介して異なる場所にコンテナと共に安全に出荷
され得るように、コンテナの中に積み込まれる。
【０００５】
　このような物流作業の効率的な管理が、例えば、コンテナで物品を出荷するときの経費
管理の手段として必要とされる。コンテナを適切且つ安全に積み込む又は積み降ろすのに
要する時間は、物流作業の費用効果的な処理能力と共に物流作業に伴うその安全性に影響
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を有する。確かに、コンテナが積み込まれる／積み降ろされるやり方も、物流作業の費用
効果に影響を有し得る。
【０００６】
　更に、コンテナを用いる従来の物流作業は、様々なコンテナの外側に見えるタグ又は印
刷ラベルに依存する場合が有る。このようなタグ又はラベルは、例えば、事前積み込み検
査又は閉鎖状態イベントの一部としてコンテナに印刷され且つ取り付けられる場合が有る
。典型的には、このようなタグ又はラベルは、コンテナを識別して、コンテナをどのよう
に処理、出荷、積み込み又は積み降ろすかについての関連ノード情報を取得するためにス
キャンされ得るスキャン可能オブジェクト（バーコードラベル等）であり得る。しかしな
がら、印刷タグ及びラベルの使用は、典型的には、タブ及びラベルを作成するために使用
される多数の携帯型プリンタに関連する相当なコストを発生させる。更に、コンテナの積
み込み、分類、出荷、及び／又は積み降ろしを含む従来の物流作業又は作業のサイクルは
、大量の数の異なるタグ又はラベルを必要とし得る。このようなタグ又はラベルは、この
ような物流作業又は作業のサイクルの異なる地点で除去される必要があり、タグ又はラベ
ルが適切に除去されない場合はコンテナを処理する際に問題になり得る。従って、印刷タ
グ又はラベルに依存する場合に必要なコスト及び物流作業時間は問題となり得る。
【０００７】
　１つ以上のこうした問題に対処するために、コンテナに関する物流作業（例えば、積み
込み、処理、出荷、積み降ろし）又は作業のサイクルを監視及び管理するのに役立つと共
に、費用効果的にそれを行うためにこのような設備を使用するより汎用的、知的なタイプ
の設備に対する必要性が有る。
【発明の概要】
【０００８】
　以下の記述では、特定の態様及び実施形態が明らかになるであろう。態様及び実施形態
は、これらの最も広範な意味で、これらの態様及び実施形態の１つ又は複数の特徴を有さ
ずに実施することができることを理解するべきである。これらの態様及び実施形態は、単
なる例示であることを理解するべきである。
【０００９】
　一般に、本開示の態様は、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置、装置
として及び／又はシステムの一部としてそれがどのように配備されるか、及びコンテナに
関連する物量情報を管理し且つ電子的に提供するために及びコンテナに関する物流作業を
向上及び改善するコンテンツ関連通知を有利に提供するための様々な実施形態で及び様々
なやり方で使用されるかに関する。
【００１０】
　本開示の一態様において、コンテナインターフェースディスプレイ装置は、ＵＬＤ、ト
ラクタトレーラ又は異なる場所間で物品を輸送するために使用される他の出荷コンテナ等
のコンテナに関連する物流情報を管理することに関して記載されている。一般に、コンテ
ナインターフェースディスプレイ装置は、処理装置、メモリ、スキャナ、無線通信インタ
ーフェース及びディスプレイスクリーンを備える。メモリ、スキャナ、無線通信インター
フェース及びディスプレイスクリーンの各々は、コンテナインターフェースディスプレイ
装置の処理装置に動作可能に結合される。スキャナは、物品がコンテナ内に積み込まれて
いるときにコンテナによって出荷される物品をスキャンして識別するように動作する。無
線通信インターフェースは、無線通信路を介して（物流作業を監視するために使用される
サーバ又は他の処理ベースネットワーク等の）ノード装置との通信を容易にする。ディス
プレイスクリーンは、コンテナに積み込む物流職員と相互作用するためにコンテナの外壁
の近くに配置される。コンテナインターフェースディスプレイ装置内のメモリは、少なく
とも処理装置によって実行される物流情報管理プログラムコード部分、パッケージ数情報
及び関連付け情報を保持する。装置の処理装置が物流情報管理プログラムコード部分を実
行するとき、処理装置は、スキャナによって処理装置に送信されるスキャン結果信号に基
づいてコンテナの積み込み中に物品を識別し、積み込まれているコンテナと識別された物
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品との間の関連付けを少なくとも反映するようにメモリに保持される関連付け情報（コン
テナに関連する管理物流情報の一部）を更新し、コンテナ内で出荷される物品がコンテナ
内に積み込まれていることを反映するためにメモリに保持されるパッケージ数情報（コン
テナに関連する管理物流情報の別の部分）をインクリメントし、ディスプレイスクリーン
上に電子物流監視情報をディスプレイスクリーンに提示させるように非在来型で動作可能
になるようにプログラムで変換し、ここで電子物流監視情報はコンテナに関連する管理物
流情報の少なくとも一部を含む。
【００１１】
　本開示の別の態様は、コンテナの一部として統合されるコンテナインターフェースディ
スプレイ装置を使用してコンテナに関連する物流情報を管理するための方法が記載される
。一般に、このような統合型コンテナインターフェースディスプレイ装置は、コンテナの
外壁に配置されるディスプレイスクリーン、メモリ、物品がコンテナ内に積み込まれると
きにコンテナ内で出荷される物品を識別することを可能にするように指向されるスキャナ
、及びノード装置と通信するように動作可能である無線通信インターフェース（サーバ又
はコンテナに積み込む物流職員によって使用される処理ベースタブレット又は移動装置等
）を含む。このような一般のコンテキストにおいて、方法は、統合型コンテナインターフ
ェースディスプレイ装置のスキャナがコンテナの積み込み中に物品を識別し、統合型コン
テナインターフェースディスプレイ装置のメモリにおいて、積み込まれるコンテナ積み込
まれるコンテナと識別された物品との間の関連付けを記録し、関連付けはコンテナに関連
する管理物流情報の一部であり、統合型コンテナインターフェースディスプレイ装置のメ
モリにおいて、識別された物品がコンテナ内に積み込まれていることを片影するようにパ
ッケージ数情報を更新し、パッケージ数情報もコンテナに関連する管理物流情報の一部で
あり、統合型コンテナインターフェースディスプレイ装置のディスプレイスクリーンに電
子物流監視情報を生成することで開始する。生成された電子物流監視情報は、コンテナに
関連する管理物流情報の少なくとも一部を含む。
【００１２】
　本開示の更に別の態様は、コンテナインターフェースディスプレイ装置を使用してコン
テナに関連する物流情報を管理するための別の方法が記載される。このような装置は、設
置可能な筐体、ディスプレイスクリーン、メモリ、スキャナ及び無線通信インターフェー
スを含んでもよい。一般に、方法は、物品がコンテナ内に積み込まれているときにスキャ
ナがコンテナ内で出荷される物品を識別することを可能にする方向で設置可能な筐体を使
用してコンテナの壁にコンテナインターフェースディスプレイ装置を結合することにより
開始する。方法は、コンテナインターフェースディスプレイ装置のスキャナによって、コ
ンテナの積み込み中に物品を識別させ、積み込まれているコンテナと識別された物品との
間の関連付けをコンテナインターフェースディスプレイ装置のメモリに記録させるように
続く。このような関連付けは、コンテナに関連する管理物流情報の一部である。方法は、
コンテナインターフェースディスプレイ装置のメモリにおいて、コンテナ内で出荷される
物品がコンテナ内に積み込まれていることを反映するためにパッケージ数情報をインクリ
メントすることで進み、パッケージ数情報もコンテナに関連する管理物流情報の一部であ
る。次に、方法は、コンテナインターフェースディスプレイ装置のディスプレイスクリー
ン上に電子物流監視情報を生成する。このような生成された電子物流監視情報は、コンテ
ナに関連する管理物流情報の少なくとも一部を含む。
【００１３】
　こうした態様の各々は、コンテナに関連する物流情報を監視及び管理することに関する
物流作業の技術の改善をもたらす。開示される実施形態及び例示のこの態様及び他の態様
の更なる利点は、以下の説明において部分的に記載され、一部は説明から明らかであり、
又は本発明の実施によって知ることができる。上記の一般的な説明及び以下の詳細な説明
の両方が、単に例示及び説明のためのものであり、本発明を制限するものではないことが
理解されよう。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
　添付図面は、本明細書の一部に組み込まれ、及び本明細書の一部を構成し、本発明の１
つ又は複数の原理に従って、説明と共に幾つかの実施形態を示し、本発明の１つ又は複数
の原理を説明する役目を担う
【図１】本発明の一実施形態による例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置
を含む、相互接続された例示的なコンピュータシステム及び物流ノード装置の例示的なネ
ットワークシステムのダイアグラムである。
【図２】本発明の一実施形態によるコンテナに結合されて示される例示的なコンテナイン
ターフェースディスプレイ装置のより詳細なダイアグラムである。
【図３Ａ】本発明の１つ以上の実施形態に従って、物品がコンテナ内に積み込まれるとき
にスケールを有するコンテナにおいて配備される例示的なコンテナインターフェースディ
スプレイ装置に関与する例示的なシステム及び様々な例示的な動作を示す一連のダイアグ
ラムである。
【図３Ｂ】本発明の１つ以上の実施形態に従って、物品がコンテナ内に積み込まれるとき
にスケールを有するコンテナにおいて配備される例示的なコンテナインターフェースディ
スプレイ装置に関与する例示的なシステム及び様々な例示的な動作を示す一連のダイアグ
ラムである。
【図３Ｃ】本発明の１つ以上の実施形態に従って、物品がコンテナ内に積み込まれるとき
にスケールを有するコンテナにおいて配備される例示的なコンテナインターフェースディ
スプレイ装置に関与する例示的なシステム及び様々な例示的な動作を示す一連のダイアグ
ラムである。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ
装置がコンテナ内に保存されている物に関連する通知イベントのタイプを検出するために
使用され得る、及びコンテンツ関連情報を積極的に表示し及び／又は他のノード装置に通
知メッセージを伝達する様々な例示的な構成の要素を示すダイアグラムである。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ
装置がコンテナ内に保存されている物に関連する通知イベントのタイプを検出するために
使用され得る、及びコンテンツ関連情報を積極的に表示し及び／又は他のノード装置に通
知メッセージを伝達する様々な例示的な構成の要素を示すダイアグラムである。
【図５】本発明の一実施形態による、コンテナインターフェースディスプレイ装置を使用
してコンテナに関連する物流情報を管理するための例示的な方法を示すフローダイアグラ
ムである。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による、コンテナがスケールを有する場合にコンテナイン
ターフェースディスプレイ装置を使用してコンテナに関連する物流情報を管理するための
例示的な方法を示すフローダイアグラムである。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態による、コンテナがスケールを有する場合にコンテナイン
ターフェースディスプレイ装置を使用してコンテナに関連する物流情報を管理するための
例示的な方法を示すフローダイアグラムである。
【図７】本発明の一実施形態による、コンテナインターフェースディスプレイ装置を使用
してコンテナに関連する管理された物流情報に基づいてコンテンツ関連通知を生成するた
めの例示的な方法を示すフローダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に様々な例示的な実施形態を詳細に参照する。可能な限り、図面では同じ参照番号を
使用し、同じ参照番号は、同じか又は同様の部分に関して説明するために使用される。し
かしながら、当業者であれば、異なる実施形態が、各実施形態に関して意図した配置及び
動作環境の必要に応じて異なるやり方で特定の部分を実装し得ることを理解するであろう
。
【００１６】
　一般に、以下は、コンテナに関連する物流情報を収集、管理及び表示すると共にコンテ
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ナに保存されているものに関連する通知のアラートタイプ及びコンテナに関連する状態を
生成することを容易にするための例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置を
利用するシステム、装置、コンピュータ可読媒体及び方法の様々な実施形態について記載
している。一般に、システムレベルの実施形態は、別の装置又はノード（例えば、外部管
理ノード、内部感知装置）と通信し得る１つ以上の装置又はノード（例えば、コンテナイ
ンターフェースディスプレイ装置）を含んでもよい。一部の実施形態では、他の装置又は
ノードはネットワーク上でサーバと通信するように動作可能であってもよいが、低レベル
ノードは一部の例では、ネットワーク上でサーバと直接通信できなくてもよい。また、こ
のようなシステムレベルの実施形態は、作業員又は他の物流職員が相互作用し得る１つ以
上のユーザアクセス装置を含んでもよい。当業者であれば、異なる機能の通信ネットワー
クコンポーネント（一般に、ネットワークシステムデバイスと呼ばれる）のそのような階
層構造が、ノードのネットワークとして特徴付けることができることを理解するであろう
。当業者であれば、コンテナの積み込み／処理／積み降ろし等の物流作業を支援するこの
ようなノードのネットワークが、サーバが専用の無線コンポーネントではないにもかかわ
らず、サーバ及び異なる有線又は無線ノードを含み得ることを理解するであろう。他の実
施形態では、ノードのネットワークは、物流作業を向上させるために非在来型のやり方で
同時に使用される似たタイプの無線ノード又は異なるタイプの無線ノードを含んでもよい
。
【００１７】
　また、当業者であれば、本明細書に記載の各実施形態が、コンテナに関連する物流作業
を支援及び監視するのに役立つシステム等の特定の技術に対する改善をもたらすことを理
解するであろう。各実施形態は、コンテナインターフェースディスプレイ装置の特定の実
施形態を利用し且つ応用する特定の技術的応用を記載している。特定の技術的応用は、以
下の本開示によって説明され且つサポートされているような技術分野を改善し又は向上さ
せる。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態による例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装
置を含む、相互接続された例示的なコンピュータシステム及び物流ノード装置の例示的な
ネットワークシステムのダイアグラムである。次に図１を参照すると、一般にネットワー
ク１０５に接続されるサーバ１００を備える例示的なネットワークシステムが示されてお
り、これはコンテナの外部に有って、一般に外部管理ノード１１０とも呼ばれるアクセス
ポイントにも動作可能に接続される。また、サーバ１００は、コンテナインターフェース
ディスプレイ装置１５０から出入りする（コンテナの積み込み、積み降ろし又はその他の
処理等の）物流作業に関連するデータ及び通信を管理するのに役立つアクセスポイント又
は中間装置として動作する外部管理ノード１１０を介してコンテナインターフェースディ
スプレイ装置１５０に間接的に接続される。外部管理ノード１１０は、典型的には無線通
信を介して（コンテナ１１５の外壁に配備されて示される）コンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置１５０に接続される。しかしながら、当業者であれば、外部管理ノード１
１０及びコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０は、一部の他の実施形態では
、各装置間の有線接続を介して通信するように実装され得ることを理解するであろう。
【００１９】
　図１等に示されている一部の実施形態では、コンテナインターフェースディスプレイ装
置１５０は、内部感知装置１２０と接続され又は他のやり方で通信してもよい。以下でよ
り詳細に記載されるように、内部感知装置１２０は、コンテナ内の状態を検出又は感知す
るように動作可能である。一部の実施形態では、内部感知装置１２０は、コンテナ内に配
備され且つ有線及び／又は無線接続を介してコンテナインターフェースディスプレイ装置
１５０に接続される１つ以上のセンサ（例えば、コンテナ内の収納空間を監視するように
構成され且つ指向されるセンサ）によって実装されてもよい。しかしながら、他の実施形
態では、内部感知装置１２０は、一式の異なるタイプのスキャナ及び／又はセンサを搭載
したデータ収集及び処理機能を有する及び無線通信可能なプロセッサベースのノード装置
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のタイプとして外部管理ノード１１０と（又は一部の実施形態では、以下でより詳細に説
明されるユーザアクセス装置１４０ａと）直接通信するのに十分に複雑であってもよい。
【００２０】
　より詳細には、内部感知装置１２０の実施形態は、（複数の）深度感知素子の場所に対
してコンテナ１１５内の収納空間の深度測定値等の（複数の）感知要素に露出される空間
をスキャン又はマッピングするための１つ以上の寸法深度センサを含んでもよい。装置１
２０は、距離及び動作を感知するカメラ又はセンサタイプの装置として動作してもよい。
装置１２０は、センサが収納空間の上に設置されるときにコンテナの天井の下の空間等の
コンテナの収納空間の異なる部分にそれぞれ向けられる複数の走査素子を有する装置／ア
レイ又は単次元スキャン装置（深度感知カメラ）として実装されてもよい。例えば、装置
１２０は、物理的に互いに近い複数の走査素子を有するアレイであってもよく、各々が出
荷される物品が保存されるコンテナの天井の下の空間の異なる部分における寸法及び深度
に関する情報をマッピング及びキャプチャするために指向され且つ向けられる。別の例で
は、装置１２０のセンサ要素の各々がコンテナの天井の下の収納空間の異なる部分におけ
る、より一般には、コンテナの収納空間の上から寸法及び深度に関する情報をマッピング
及びキャプチャするように、装置１２０は、コンテナの異なる部分（例えば、天井、壁、
床）に沿って取り付けられ得る走査素子の物理的に分離した構成でコンテナの側部及び／
又は天井に沿ってそれぞれ配備される別個のセンサ要素によって実装されてもよい。
【００２１】
　以下でより詳細に記載されるように、内部感知装置１２０の更なる実施形態は、コンテ
ナ内の環境状態（例えば、温度、湿度、光、音）、コンテナ内に保存されている物の変化
の検出（例えば、コンテナ内の動きの検出、コンテナ内に保存されている物の構成の変化
の検出）等、コンテナ内の状態を検出するのを支援するためにコンテナ内の１つ以上の他
のタイプのセンサを配備してもよい。
【００２２】
　例示的な内部感知装置１２０は、本願と同日に出願され且つ本願と共通の発明者による
“Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　Ｗｈｅｎ　Ｌｏａ
ｄｉｎｇ　ａ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｓｅｎｓｏｒ
　Ｎｏｄｅ”と題された米国仮特許出願に記載されたスキャンセンサノードによって実装
されてもよい。“Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　Ｗ
ｈｅｎ　Ｌｏａｄｉｎｇ　ａ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ
　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｎｏｄｅ”と題された米国仮特許出願の詳細及び支持する記載は、参照
により本明細書に援用される。
【００２３】
　一部の実施形態では、外部管理ノード１１０及びコンテナインターフェースディスプレ
イ装置１５０は、１つ以上のユーザアクセス装置１４０に接続されてもよく、これはコン
テナ関連の物流作業に関与する物流職員（作業員又はオペレータとも呼ばれる）によって
使用されてもよい。以下でより詳細に記載されるように、このようなユーザアクセス装置
１４０は、物流職員がメッセージ（コンテナ１１５で出荷される物品１３０ａに関連する
アラート通知等）を受信し及び／又はユーザ入力を提供することを可能にするディスプレ
イ使用可能装置であってもよい。他の実施形態では、当業者であれば、外部管理ノード１
１０が（ユーザアクセス装置１４０に適切なものとして本明細書に記載したものと同様の
）携帯型のディスプレイ使用可能装置として実装されてもよいが、他の実施形態は固定装
置及び／又は物流職員と相互作用するためのグラフィック若しくはディスプレイ可能ユー
ザインターフェースを持たない装置として外部管理ノード１１０を実装し得ることを理解
するであろう。
【００２４】
　更なる実施形態では、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０は、内部感知
装置１２０の例示的な実施形態による動作及び相互作用に関する管理タイプのノードとし
て動作してもよい。従って、内部感知装置１２０は、コンテナインターフェースディスプ
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レイ装置１５０にセンサデータを直接伝達してもよく、媒介として装置１５０を使用して
他の装置（例えば、ユーザアクセス装置１４０ｃ、外部管理ノード１１０及び／又はサー
バ１００）と間接的に通信してもよい。
【００２５】
　一般に、（コンテナ１１５等の）例示的なコンテナは、出荷される又は少なくともコン
テナ１１５内に一時的に保存される（物品１３０ａ－１３０ｅ等の）１つ以上の物品を保
持するために使用されてもよい。当業者であれば、例示的なコンテナは、限定されないが
、ユニット・ロード・デバイス（ＵＬＤ）、インターモーダル出荷用コンテナ、トラック
によって引っ張られるセミトレーラ、貨物列車内の収納エリア、配達用トラック内の画定
エリア、航空機のばら荷エリア又はその一部を含み得ることを理解するであろう。このよ
うなコンテナは、それが積み込まれ又は積み降ろされ得る少なくとも１つの開口又はエン
トリを有する。
【００２６】
　コンテナに物品を積み込む際に、積み込まれる物品を識別して、向上した積み込み作業
の一部としてコンテナに関連する物流情報を電気的に表示するために、装置１５０等のコ
ンテナインターフェースディスプレイ装置がコンテナ１１５等の特定のコンテナに配備さ
れてもよい。装置１５０等の例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置は、一
般に、コンテナ及び／又はそのコンテンツに関連する物流情報の管理をキャプチャし、ア
クセスし、管理し、表示し、及び／又はそれに関して他者に通知することが可能な装置で
ある。一般の実施形態では、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０
は、コンテナの壁に取り外し可能に取り付けられるか、代替的に、コンテナに組み込まれ
得るトランシーバベースの処理又は論理装置である。より詳細には、例示的なコンテナイ
ンターフェースディスプレイ装置は、高耐久化筐体、無線通信用の（複数の）無線機、プ
ログラミング命令及びデータを保持するために処理装置によってアクセス可能な搭載メモ
リ、コンテナに積み込まれる又はコンテナから積み降ろされる物品を識別するためのスキ
ャナ、追加センサ、管理される物流情報へのアクセスを提供し及び／又は更なるセンサが
接続されることを可能にし得るインターフェース回路、及びコンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置の回路に電力を提供する電源（例えば、バッテリ）によって実装されても
よい。図２は、装置１５０ａ等の例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置の
更なる詳細を提供する。
【００２７】
　例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０がインターフェース回路と
の間の物理的接続を介して搭載データ及びプログラミング命令へのアクセスを提供し得る
一方で、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０は、コンテナインターフェー
スディスプレイ装置上の無線機を介して無線接続を使用して外部管理ノード１１０（又は
ユーザアクセス装置１４０ｃ）と動作可能に通信してもよい。一実施形態では、例示的な
外部管理ノード１１０は、典型的には、コンテナ１１５の外部に配備され、インテリジェ
ント中間アクセスポイント又はバックエンドサーバ１００とコンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置１５０との間のブリッジのタイプとして動作する。一実施形態では、外部
管理ノード１１０は、（所望の配備に応じて、コンテナインターフェースディスプレイ装
置と外部管理ノードとの間の無線通信と同じ又は異なるフォーマットであり得る）他の無
線通信を介するネットワークを通じてサーバ１００に接続されてもよい。しかしながら、
当業者であれば、別の実施形態では、外部管理ノード１１０が、（イーサネット（登録商
標）接続又は何らかの他の有線データ通信接続等の）ケーブル接続を介してネットワーク
１０５を介してサーバ１００に接続され得ることを理解するであろう。
【００２８】
　より詳細には、例示的な外部管理ノード１１０は、処理又は論理演算装置、他のノード
（コンテナインターフェースディスプレイ装置、他の外部管理ノード及び／又はユーザア
クセス装置）と通信するために使用される近距離無線機、サーバ１００又は他の装置と通
信するための中間及び／又は長距離無線機、処理装置によってアクセス可能なメモリ、並
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びに外部管理ノード１１０の回路に対して電力を供給する電源（例えば、バッテリ又は有
線電力供給接続）を有するデバイスである。外部管理ノード１１０等の例示的な外部管理
ノードは、既知の固定場所に配置されてもよく、代替的に、外部管理ノードの範囲に入る
と１つ以上のコンテナインターフェースディスプレイ装置と柔軟に相互作用する移動装置
であってもよい。
【００２９】
　当業者であれば、外部管理ノード１１０の処理装置１１０が、一般に、データについて
計算を実行し、運用及びアプリケーションプログラムコード並びに外部管理ノード１１０
内の他のプログラムモジュールを実行する、マイクロプロセッサ又はマイクロコントロー
ラ等の論理機能回路を含み得ることを理解するであろう。また、当業者であれば、例示的
なマスタノード１１０ａが、所望の実装態様に応じて、単一プロセッサ又は論理演算装置
、よりパワフルなマルチコアプロセッサ、又は複数プロセッサによる処理装置で実現する
ことができるハードウェアコンポーネントであることを理解するであろう。一実施形態で
は、外部管理ノード１１０の処理装置は、ネットワーク１０５を介する及び例示的なコン
テナインターフェースディスプレイ装置１５０等の他の装置への無線での異なる通信経路
における有線及び無線通信を可能にする低電力マイクロプロセッサ及び関連周辺回路によ
り実装されてもよい。より単純なマイクロコントローラ又は離散的回路を使用して、外部
管理ノード１１０の処理装置及びより複雑で精巧な汎用又は専用プロセッサを実現するこ
とができる。しかしながら、このようなハードウェアは汎用又は専用のプロセッサで実装
され得るが、実施形態を全体として見て積み込み、輸送、出荷処理及び積み降ろし作業等
の物流及び物流作業のサイクルの分野内で適用される場合、実施形態の中の本明細書に記
載の外部管理ノード１１０の機能は単に従来のものではない。
【００３０】
　更に別の実施形態では、外部管理ノード１１０の例示的な処理装置は、そのコアで動作
するシステムオンチップ（ＳｏＣ）装置を有するシングルボード・コンピュータの一部と
して低電力組み込みプロセッサで実装されてもよい。この実施形態では、ＳｏＣ装置は、
リムーバブルメモリとしてのリムーバブルメモリカードスロット（例えば、セキュア・デ
ジタル（ＳＤ）カードスロット）、搭載不揮発性メモリ記憶装置として動作するフラッシ
ュメモリ、搭載揮発性メモリとして動作するＲＡＭメモリ、不揮発性メモリ記憶装置に保
存され且つ揮発性ＲＡＭメモリで実行される（Ｌｉｎｕｘ（登録商標）等の）オペレーテ
ィングシステム、及びネットワーク１０５との及びコンテナインターフェースディスプレ
イ装置１５０又はユーザアクセス装置１４０若しくは１４０ｂ等の他の装置との通信イン
ターフェースを実装し得る周辺機器を含んでもよい。
【００３１】
　このような通信インターフェースの例は、外部管理ノード１１０を、コンテナインター
フェースディスプレイ装置との無線通信に使用され得る特定の近距離通信経路（例えば、
２．４ＧＨｚで通信するＢＬＥ（ブルートゥース（登録商標）　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ）
接続経路）に動作可能に結合するための特定の通信回路を含んでもよい。一実施形態にお
いて、ＢＬＥが短距離通信プロトコルを可能にするために使用され得るが、他の実施形態
は、他の低電力、短距離通信プロトコルを用いて実現することができ、そのようなプロト
コルには、超広帯域インパルス無線通信で使用される超低電力通信プロトコル、ＺｉｇＢ
ｅｅ（登録商標）プロトコル、及びＩＥＥＥ８０２．１５．４規格通信プロトコル、ＮＦ
Ｃ、Ａｎｔ＋等が有る。
【００３２】
　例示的な外部管理ノード１１０は、ネットワーク１０５を介してサーバ１００に通信路
を提供するために、中距離及び／又は長距離通信インターフェース部分を提供する他の通
信回路との通信インターフェースを更に実装してもよい。一実施形態において、このよう
な長距離通信インターフェース部分は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ準拠ＷｉＦｉトランシー
バ又はセルラ無線機の形態で、中距離無線機によって実装することができる。更に別の実
施形態において、Ｗｉ－Ｆｉトランシーバ及びセルラ無線機は、最良に利用可能である場



(14) JP 2019-108228 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

合に又は優先度に従って使用することができる（例えば、まず、利用可能である場合、よ
り低コストが可能であるならＷｉ－Ｆｉトランシーバの使用を試み、そうでない場合、セ
ルラ無線機に依存する）。言い換えると、一実施形態は、中距離Ｗｉ－Ｆｉトランシーバ
無線機の代替として、又は中距離無線機がネットワーク１０５内の接続インフラ無線機か
らの到達範囲外である場合、このような通信インターフェースの一部として長距離セルラ
無線機に依存する。
【００３３】
　更に、外部管理ノード１１０の実施形態は、状態を示し且つデータをレビューするため
の基本的な相互作用及びコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０、ユーザアク
セス装置１４０ａ及び１４０ｂ等の任意の他の装置並びにサーバ１００との関連相互作用
を可能にするためにユーザインターフェースを提供してもよい。一実施形態において、こ
のようなユーザインターフェースは、ディスプレイ、相互作用ボタン若しくはソフトキー
、及び／又はポインティングデバイスを提供し、ディスプレイとの相互作用を容易にする
ことができる。更なる実施形態において、データ入力装置はまた、ユーザインターフェー
スの一部として使用することができる。他の実施形態において、ユーザインターフェース
は、１つ又は複数のライト（例えば、ステータスライト）、音声入出力デバイス（例えば
、マイクロフォン及びスピーカ）、又は積み込み作業に関与する物流職員にフィードバッ
クを提供し得るタッチスクリーンの形態を取ることができる。更に別の実施形態では、ユ
ーザインターフェースは、コンテナのコンテンツ又はコンテナ内の状態の特徴を反映する
１つ以上の画像が示されるディスプレイを含んでもよい（例えば、コンテナの内側の画像
、コンテナ内を満たすために残されている物の密度／容積を示す深度マップ、コンテナ内
の熱変化を示す熱ディスプレイ、微光状態の下でコンテナの内側を示す暗視又は赤外線画
像、コンテナの最も重い側が有る場所を示す床からの圧力マップ等）。
【００３４】
　図１に示す実施形態では、単一の外部管理ノード１１０のみを示しているが、当業者で
あれば、本発明の一実施形態と一致するネットワークシステムが、広範な同様の、又は異
なる外部管理ノード１１０を含んでもよく、それぞれが、サーバ１００及び／又は他の外
部管理ノード、並びに広範な同様の、若しくは異なるスキャンセンサノード及び一部の実
施形態では１つ以上のユーザアクセス装置と通信することを理解するであろう。従って、
図１に示された例示的なネットワークシステムは基本的な実施形態であり、当業者であれ
ば、システムが更なる実施形態においてこのような追加のノード及び装置を含み得ること
を理解するであろう。
【００３５】
　システムにおける例示的なネットワーク１０５は、相互接続のタイプを提供し、且つ様
々な通信ネットワーク又は経路を含む一般的なデータ通信ネットワークとすることができ
る。当業者であれば、サーバ１００と図１に示され且つ１つ以上の実施形態において先に
記載された他のコンポ―ネントとを相互接続するネットワークの所望の実装態様に応じて
、そのような例示的なネットワーク又は経路が、有線構造（例えば、ＬＡＮ、ＷＡＮ、電
気通信線、電気通信サポート構造、及び電気通信処理機器、グラフェン又はコンテナの材
料に組み込まれる他の同様の材料から成るネットワークバックボーン等）、無線構造（例
えば、アンテナ、受信器、モデム、ルータ、リピータ等）、及び／又は両方の組み合わせ
で実現することができることを理解するであろう。
【００３６】
　サーバ１００は、ネットワーク１０５を通じて接続されるように示されているが、当業
者は、サーバ１００が、実装の詳細及び所望の通信路に応じて、外部管理ノード１１０等
の、図１に示した他のコンポ―ネントへのより直接的な接続、又は専用接続を有し得るこ
とを理解するであろう。更に、当業者であれば、サーバ１００等の例示的なサーバが、１
つ以上のデータベース（図１には図示せず）内の情報の集合を含むことができ、一方、他
の実施形態において、複数のサーバプラットフォームで維持される複数のデータベース又
は個別のネットワーク・ストレージ・サーバを使用して、情報のそのような集合を維持す
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ることができることを理解するであろう。更に、当業者は、データベースが、物流作業を
支援するインフラストラクチャの一部として、外部管理ノード１１０等の、デバイスに直
接アクセス可能とすることができる情報の集合のネットワークストレージを本質的に提供
するクラウド技術で実現することができることを理解するであろう。
【００３７】
　一般に、例示的なサーバ１００の実施形態は、ノード装置（例えば、外部管理ノード１
１０、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０）を管理するのに役立ち、ノー
ドから情報（例えば、コンテナ内に保存される物に関する重量及びパッケージ数情報）を
収集し、ノードから収集された情報又は物流作業においてノードに役立つ他の情報（例え
ば、コンテナ出荷情報）を保存し、要求側エンティティにノードに関する情報（例えば、
ノード状態、コンテナ状態、コンテナタイプ情報、センサ情報、目録等）を提供し得るバ
ックエンドタイプのプラットフォームとして動作する。例示的なサーバを配備し且つこの
機能を利用する様々な実施形態に関する更なる詳細が、以下でより詳細に説明される。
【００３８】
　当業者であれば、例示的なサーバ１００が、多種多様な方法で実現することができるハ
ードウェアベースのコンポ―ネントであることを理解するであろう。例えば、サーバ１０
０は、単一のプロセッサを使用することができ、又はデバイス（ユーザアクセス装置１４
０等）及び無線ノード（外部管理ノード１１０等）と通信するマルチプロセッサコンポ―
ネントの１つ又は複数の部分として実現することができる。サーバ１００の実施形態は、
単一のコンピューティングシステム、分散型サーバ（例えば、別個のサーバ関連タスクの
ための別個のサーバ）、階層型サーバ（例えば、実装態様に応じて情報が異なるレベルで
保持され、タスクが異なるレベルで実行される複数のレベルで実装されたサーバ）、又は
複数の別個のコンポ―ネントがクライアントデバイス（例えば、外部管理ノード１１０）
の観点から１つのサーバ・コンピューティング・プラットフォーム・デバイスとして論理
的に機能することを可能にするサーバファームとして実装することができる。例示的なサ
ーバ１００は１つより多くのメモリ記憶媒体を配備してもよく、異なる非一時的な形態（
例えば、従来のハード・ディスク・ドライブ、フラッシュメモリ等の固体メモリ、光ドラ
イブ、ＲＡＩＤシステム、クラウドメモリで構成されたメモリ、ネットワーク記憶装置等
）のメモリ記憶媒体を含んでもよい。
【００３９】
　そのコアで、例示的なサーバ１００は、ネットワークインターフェースに結合される処
理又は論理演算装置を備え、ネットワークインターフェースは、少なくとも１つ以上の外
部管理ノード並びに、幾つかの実施形態において、装置１４０ｂ等のユーザアクセス装置
と、ネットワーク１０５を通じて動作接続及び通信することを容易にし且つ可能にする。
一実施形態において、サーバ１００は、ノード１１０等の１つ以上の外部管理ノードとよ
り直接的に通信するための、中距離及び／又は長距離通信インターフェースを含んでもよ
い。上記の非在来型の機能を集合的に提供するために、サーバのメモリに記憶され且つサ
ーバの処理装置によって実行されるプログラミング命令と共にこうした通信路を使用して
、サーバ１００は、一般に、コンテナに関する物流情報の収集、管理及び提供を容易にす
る、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０に結合されるコンテナに対する物
流作業に関連する情報を調整し且つ管理するように動作する。
【００４０】
　一部の実施形態では、サーバ１００は、コンテナレベル情報（コンテナタイプ登録情報
、コンテナ寸法情報、コンテナ出荷情報等）を提供し且つ記憶し、コンテナ内に保存され
る物に関する物品レベル情報（関連付けデータ、重量データ、物品出荷情報等）を保持す
るデータベース又は他のデータ記憶装置を含んでもよい。特定のコンテナに関連するコン
テナレベル情報及び物品レベル情報は、典型的には、サーバ１００にアクセス可能であり
、サーバ１００によって更新されると共に特定のコンテナに関するこのような更新情報を
収集してサーバ１００に通知する他の装置によって更新されてもよい。より詳細に記載さ
れるように、サーバ１００へのこのような更新の例は、（コンテナの特定の状態等の）通
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知イベントのタイプをサーバ１００に積極的に知らせるタイプのアラートメッセージとし
てコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０から発し得るコンテナ関連通知の形
態を取ってもよい。
【００４１】
　以下でより詳細に記載される一部の実施形態では、外部管理ノード１１０は、データベ
ースに保持されるコンテナ１１５に関連する物流情報を更新するように、サーバ１００に
メッセージを送信することにより、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０か
らの通知メッセージに応答してもよい。次に、サーバ１００は、外部管理ノード１１０か
らのメッセージに応答して物流作業メッセージのタイプを送信するか又は他のやり方で発
行するために図１に示されたネットワークシステムにおいて装置と通信してもよい。この
ような物流作業メッセージは、コンテナ１１５に関連する積み込み、処理、出荷、積み降
ろし又は他の物流作業への変更を実装してもよい。例えば、このような物流作業メッセー
ジは、このようなコンテンツに関するより効果的な物流作業を容易にするために、コンテ
ナ１１５に保存されている物の一部又は全ての予想される保管に責任を有する配達エンテ
ィティをサーバ１００に更新させもよい。当業者であれば、配達エンティティを更新する
場合、サーバ１００は、明確のために図１に明示されていない他の装置と通信してもよく
、このような装置は配達サービスエンティティ管理ノード装置（例えば、外部管理ノード
１１０に類似の装置）、配達サービスエンティティのバックエンドサーバ（例えば、サー
バ１００に類似の装置）、及び配達サービスエンティティに関係付けられる物流職員によ
って使用される配達サービスエンティティのユーザアクセス装置（例えば、ユーザアクセ
ス装置１４０ａ－１４０ｃに類似の装置）を含んでもよい。
【００４２】
　先に記載され且つ図１の実施形態に示されたように、ユーザアクセス装置１４０ａ－ｃ
は、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０又はサーバ１００と相互作用する
ために外部管理ノード１１０と及び／又はそれを介して接続してもよい。一部の実施形態
では、装置１４０ｂ等のユーザアクセス装置は、ネットワーク１０５を介してサーバ１０
０と接続及び通信してもよい。更に他の実施形態では、装置１４０ｃ等のユーザアクセス
装置は、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０と接続して直接通信してもよ
い。一般に、装置１４０ａ－１４０ｃ等の例示的なユーザアクセス装置は、（物流作業員
又は物流作業に参加しているオペレータ等の）ユーザが図１のネットワークシステムの１
つ以上のコンポーネントと相互作用することを可能にする。より詳細には、例示的なユー
ザアクセス装置１４０ａ－１４０ｃは、図１のネットワークシステム内のノード要素のタ
イプとして動作してもよく、コンテナ１１５及びそのコンテンツに関与する作業に対して
物流職員から入力を受信し及び／又は物流情報を提供するために物流作業に関与する物流
職員によって使用されてもよい（例えば、コンテナの状態、コンテナ内のパッケージ数、
コンテナ内に保存されている物に関する重量データ、コンテナ内に保存されている物に関
する出荷情報等に関連する情報を表示すること）。
【００４３】
　様々な実施形態において、例示的なユーザアクセス装置１４０は、デスクトップコンピ
ュータ、ラップトップコンピュータ、タブレット（Ａｐｐｌｅ　ｉＰａｄ（登録商標）タ
ッチスクリーンタブレット等）、パーソナル・エリア・ネットワーク・デバイス（ブルー
トゥースデバイス等）、スマートフォン（Ａｐｐｌｅ　ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）等）、
スマート・ウェアラブル・デバイス（Ｓａｍｓｕｎｇ　Ｇａｌａｘｙ　Ｇｅａｒ（商標）
スマートウォッチデバイス、又はＧｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ（商標）ウェアラブル・スマ
ート・オプティクス等）、又はこのようなネットワークシステム要素への有線又は無線通
信経路を介して、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０、外部管理ノード１
１０と及び／又はネットワーク１０５上でサーバ１００と通信することが可能な他の装置
を使用して実装されてもよい。装置１４０等の例示的なユーザアクセス装置は、十分なハ
ードウェア及びプログラムコード（例えば、アプリケーション又は１つ若しくは複数の他
のプログラム・コード・セクション）を含み、以下でより詳細に説明するような様々な実
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施形態において、ノード要素として動作することができる。例えば、装置１４０ｂは、特
定の配達サービスエンティティ（例えば、ＦｅｄＥｘ（登録商標）　Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｆ
ｅｄＥｘ　Ｇｒｏｕｎｄ等）によって使用されるモバイルスマートフォン又は高耐久化タ
ブレット装置として実装されてもよく、コンテナ１１５に対する作業処理及び出荷サイク
ルに関連する物流作業メッセージ及び通知及び情報を受信するように機能的に動作しても
よい。一実施形態では、例示的なユーザアクセス装置１４０として動作し得るこのような
高耐久化設備は、濡れた指、手袋又はスタイラスに適応し又はＡｎｄｒｏｉｄ　ＫｉｔＫ
ａｔオペレーティングシステム上で実行されるタッチスクリーンを有する（以前はＭｏｔ
ｏｒｏｌａ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓによって提供されていた）Ｚｅｂｒａ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓによるＳｙｍｂｏｌ　ＴＣ７０耐久ハンドヘルドコンピュータによって実装さ
れてもよい。ユーザアクセス装置のタイプとして動作し得る装置の他の例は、ハンドヘル
ド装置（例えば、Ｚｅｂｒａ　ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓによるＭｏｄｅｌ　ＴＣ７５ハ
ンドヘルド端末、ＰａｎａｓｏｎｉｃによるＭｏｄｅｌ　ＦＺ－Ｘ１耐久テーブル、Ｉｎ
ｔｅｒｍｅｃによるＭｏｄｅｌ　ＣＮ７０ｅ超耐久モバイルコンピュータ、Ｍｏｄｅｌ　
ＣＶ６１車両搭載コンピュータ）、Ｔｏｓｈｉｂａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによる携帯
型印刷機、Ｚｅｂｒａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓによる固定印刷機、並びにＺｅｂｒａ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ及びＩｎｔｅｒｍｅｃによるスキャン装置を含んでもよい。
【００４４】
　従って、図１に示されるように、装置１５０等の例示的なコンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置は、コンテナ１１５ａ等のコンテナに関与する物流作業の効率を改善及び
向上させるように動作するネットワークシステム内のノード要素として動作してもよい。
そして、図１はコンテナに結合されるコンテナインターフェースディスプレイ装置を示し
ているが、当業者であれば、このような例示的なコンテナインターフェースディスプレイ
装置の利用はより広い応用及び異なるタイプのコンテナに拡張可能であることを理解する
であろう。例えば、更なる実施形態は、コンテナの収納空間に積み込まれる物品を適切に
識別し且つコンテナ上の（例えば、（トレーラコンテナの側方入口及び後方入口等の）コ
ンテナへの複数のアクセスポイントの各々に近い壁の上又は特定の画定されたコンテナ内
の収納空間の近くでコンテナ内に配備される）異なる位置においてコンテナに関連する管
理物流情報の適切な部分を提示するために必要とされる同じ大きなコンテナ上の異なる位
置に配備される複数のコンテナインターフェースディスプレイ装置を使用し得る物理的に
大きなコンテナに関与してもよい。
【００４５】
　例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置のアーキテクチャ及びコンポーネ
ントの更なる詳細が以下でより詳細に記載される。特に、図２は、本発明の一実施形態に
よるコンテナに結合されて示される例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置
のより詳細なダイアグラムである。図２を次に参照すると、例示的なコンテナインターフ
ェースディスプレイ装置１５０は、一般に、コンテナに関連する物流情報及びコンテナ内
に保存されている物を管理すると共に、コンテナに関与する物流作業（例えば、コンテナ
の積み込み、処理、出荷、積み降ろし）を有利に促進するためのこのような情報の関連又
は選択部分の電子的表示を生成するように動作可能である装置である。コンテナインター
フェースディスプレイ装置１５０は、所定の管理物流情報をキャプチャするのを支援し、
一部の実施形態では、コンテナに関連する物流作業の効率を向上させるためにコンテナ及
び／又はそのコンテンツに関するアラートタイプの通知を提供するために使用されてもよ
い。
【００４６】
　図２に示されるように、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１２０は
筐体２００を有する装置として実装されてもよく、これはコンテナに取り付けられる、例
えば、コンテナの外壁等に取り付けられるように構成される。例示の実施形態では、筐体
２００は、取り外し可能な連結部２０５によってコンテナ１１５の壁に取り付けられる。
筐体２００は、例えば、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０が埃、水分、



(18) JP 2019-108228 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

温度、及び／又はコンテナ１１５に関連する物流作業の間に装置１５０が意図せずコンテ
ナ１１５から外れるか又は他のやり方で落とされる場合の装置１５０の物理的落下に対し
て耐久性が有る又は保護される等、厳しい環境に動作可能に耐えることを可能にする侵入
保護耐久性の構造及び材料によって実装されてもよい。
【００４７】
　図２の例示の実施形態では、筐体２００及びコンテナ１１５の壁の例示的な連結部２０
５は、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０がコンテナ１１５上に
容易に設置されるが必要に応じて容易に取り外すことも可能にするための一時的なもので
ある。連結部２０５は、例えば、筐体２００の配置及び後での取り外しを可能にする磁気
的結合又は圧力密閉接着によってコンテナの壁１１５に取り外し可能に又は一時的に取り
付けられてもよい。そのため、実施形態は、一時的な取り付け構造（例えば、１つ以上の
磁石、接着剤、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）　面ファスナー材料、１つ以上の物理的クリッ
プ、１つ以上の急速接続蝶ネジ及びネジ式嵌め合い穴）によって例示的な連結部２０５を
実装してもよい。このような一時的な取り付け構造は、筐体２００及びコンテナ１１５の
壁の急速接続及び切断を可能にするように係合され及び解除されてもよい。例えば、一実
施形態では、連結部２０５の接続基部（図示せず）はコンテナ１１５の壁又は他の部分に
おける所望の場所に一時的に又は恒久的に取り付けられ又は形成されてもよいが、連結部
２０５の第２の部分は、接続基部と嵌め合うように筐体２００に取り付けられ又は形成さ
れてもよい。
【００４８】
　より詳細には、取り外し可能な連結部２０５は、（連結部２０５のキーシート（ｋｅｙ
ｓｅａｔｅｄ）嵌め合い部分等の）嵌め合い又は噛み合い構造を使用してもよい。このよ
うにして、連結部の嵌め合い部分が互いに据え付けられるときにコンテナインターフェー
スディスプレイ装置１５０が所望の物理的姿勢及び方向で配置され且つ方向付けられるこ
とを確実にするように、一方の部分が筐体２００に固定され又は取り付けられてもよく、
他方の部分がコンテナ１１５の壁に固定されるか他のやり方で取り付けられてもよい。
【００４９】
　そして、取り外し可能な連結部として図２に示されているが、代替的な実施形態は、必
ずしも取り外し可能な連結部２０５を有していなくてもよく、代わりに、より恒久的な接
続又は取り付け機構の一部として連結部２０５を有してもよい。例えば、連結部２０５は
、組み込み電子ラベルタイプの装置としてコンテナインターフェースディスプレイ装置１
５０がその上でコンテナ１１５に固定されたままであるように、コンテナ１１５に筐体２
００を固定してもよい。そのため、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０は
、コンテナ１１５ａが（例えば、航空機又は他のモードの輸送を介して）意図したように
積み込まれ／積み降ろされ、処理され、移動され、輸送され且つ出荷されるとき、コンテ
ナインターフェースディスプレイ装置１５０がコンテナ１１５と関連付けられる構成にも
関わらず、本明細書に記載のようにコンテナ１１５の一部として動作してもよい。
【００５０】
　図２に示されるように、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０の
実施形態は、搭載メモリ２１５に結合される処理装置２１０等のプロセッサ又は論理装置
によって実装されるハードウェアベースのコンポーネントである。例示的なコンテナイン
ターフェースディスプレイ装置１５０は、一般に、１つ以上の無線インターフェース２４
０及び２４５、インターフェース回路２２０、識別スキャナ２２５、ユーザ入力装置２３
０、ディスプレイスクリーン２３５、及び電源２５０を含む。当業者であれば、例示的な
コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０の更なる実施形態は（上記の内部感知
装置１２０に含まれている物と類似の）追加の搭載センサを含み得ることを理解するであ
ろう。
【００５１】
　より詳細には、例示的な無線インターフェース２４０及び２４５は、各々が処理装置２
１０に結合され、（インターフェース２４０を介する）長距離無線通信及び（インターフ
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ェース２４５を介する）短距離無線通信を可能にする。こうした無線インターフェースの
各々は、一般に、無線機が他の装置（図１に示されたもの等）とアンテナを介して通信す
る処理装置２１０に結合される全方向性アンテナ及びプログラム可能無線機として実装さ
れてもよい。一実施形態では、インターフェース２４０及び２４５は、指向性が要求され
るか又は特定の通信周波数が異なるアンテナ構成を要求する場合に異なるアンテナプロフ
ァイルによってアンテナを使用してもよい。例示的な無線インターフェース２４０及び２
４５は、短／近距離無線通信インターフェース２４５用のブルートゥースインターフェー
ス又は無線ネットワークインターフェース（Ｗｉ－Ｆｉ）又は長距離無線通信インターフ
ェース２４０用のセルラインターフェース等の異なるタイプの通信に対して様々な異なる
タイプの無線トランシーバを使用して通信してもよい。当業者であれば、更なる実施形態
において、インターフェース２４０及び２４５は、ＲＦＩＤリーダ及び／又はＮＦＣ通信
又は無線通信を可能にする他のデータ通信インターフェースを実装し得ることを理解する
であろう。例えば、カリフォルニア州カマリロのＳｅｍｔｅｃｈ社によるＬｏＲａTM無線
製品が、低コストなやり方でこのような有線又は無線通信を可能にするために使用されて
もよい。他の実施形態では、所望の通信が単一のインターフェースの範囲で達成され得る
場合には、単一のインターフェースがインターフェース２４０、２４５の双方として使用
されてもよい。
【００５２】
　上記のように、位置実施形態は、物品が積み込まれ且つ積み降ろされると共に物流職員
が移動することが予想され得る複数の入口をコンテナが有するような場合、単一のコンテ
ナに対して取り付けられる複数のコンテナインターフェースディスプレイ装置を有しても
よい。当業者であれば、コンテナインターフェースディスプレイ装置の各々の中に配備さ
れる無線インターフェース２４０及び２４５が２つのコンテナインターフェースディスプ
レイ装置間のノード・ツー・ノード通信を可能にし得ることを理解するであろう。例えば
、１つのコンテナインターフェースディスプレイ装置が、別のコンテナインターフェース
ディスプレイ装置からのメッセージ及び／又はデータを受信して、及び外部管理ノード１
１０等の外部管理ノードに受信したメッセージ及び／又はデータを伝え得るという点で管
理ノードとして動作してもよい。これは、コンテナインターフェースディスプレイ装置の
１つのみが外部管理ノードの通信範囲内に有るが、他のスキャンセンサノードは外部管理
ノードと直接通信できない場合に役立ち得る。更に、単一のコンテナに関与するこのよう
な複数のコンテナインターフェースディスプレイ装置の実施形態において、異なるコンテ
ナインターフェースディスプレイ装置が、特定のコンテナに関連する物流情報を管理する
ことに対して同様に動作し、各装置の各ディスプレイスクリーン２３５上の表示された電
子物流監視情報として管理された物流情報の各関連部分を提供してもよい。
【００５３】
　インターフェース回路２２０は、一般に、装置１５０を装置１５０の外部の１つ以上の
装置に動作可能に結合するためにコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０上に
配備されてもよい。一実施形態では、インターフェース回路２２０は、装置１５０の機能
を更に拡張し得る筐体２００の外部のモジュール式コンポーネントと動作可能に相互作用
するために利用可能な接続を筐体２００上に提供してもよい。例えば、インターフェース
回路２２０によって実装される接続は、コンテナ内に配置されるスケールが装置１５０の
処理装置２１０と通信することを可能にしてもよい。同様に、インターフェース回路２０
０は、コンテナ１１５の中及びコンテナ１１５に関連する環境状態についての情報を他の
センサ（例えば、内部感知装置１２０の感知要素）から装置１５０が受信すること可能に
してもよい。このような他のセンサは、例えば、環境条件としてコンテナ内の動きを検出
する運動センサ、環境条件としてコンテナ内の光の閾値レベルを検出する光センサ、環境
条件としてコンテナ内の温度の閾値レベルを検出する温度センサ、環境条件としてコンテ
ナ内の湿度の閾値レベルを検出する湿度センサ、環境条件としてコンテナに関連する衝撃
力を検出する運動力センサ、環境変化としてコンテナ内の大気化学成分変化を検出する化
学センサ、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）座標等の場所座標を検出する場
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所センサ、環境変化としてコンテナに関連する聴覚レベル変化を検出するマイクロフォン
、環境変化としてコンテナ内の気圧を検出する圧力センサ、及び環境変化としてコンテナ
内の煙粒子濃度を検出する煙センサを含んでもよい。更なる例示的なセンサは、環境状態
のタイプとして通信環境における障害（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ接続の紛失、ＲＦ信号強度検
出器／指示器等）を検出してもよい。
【００５４】
　更なる実施形態では、例示的なセンサは、コンテナの内部の又は内部の部分を反映する
１つ以上の画像をキャプチャするように動作可能である画像センサ又はカメラセンサのタ
イプによって実装されてもよい。このようなセンサは、期間静止画、熱画像、映像、又は
コンテナのコンテンツを反映し且つコンテナ及びそのコンテンツの状態に関する情報を提
供する他のタイプのフィルタリングされた又は向上させた画像を生成してもよい。例えば
、例示的なカメラ又は画像センサは、コンテナの内側の画像、コンテナ内で満たされるた
めに残されている物の密度／容積、コンテナ内の熱変化を示す熱表示、微光状態の下でコ
ンテナの内側を示す暗視又は赤外線画像、コンテナの最も重い側が有る場所を示す床から
の圧力マップを生成してもよい。従って、インターフェース回路２００の実施形態は、コ
ンテナ１１５を開かなくても、コンテナ１１５の中及びコンテナ１１５に関連する状態に
ついての情報をセンサ（例えば、内部感知装置１２０の感知要素）から装置１５０が受信
すること可能にしてもよい。
【００５５】
　また、インターフェース回路は、検出されたバーコード又は検出されたコンテナに関係
付けられる寸法情報等のコンテナ情報に基づいてコンテナのタイプを識別する１つ以上の
センサに結合されてもよい。例えば、内部感知装置１２０内の深度センサ又は他のセンサ
は、特定のコンテナを識別する情報（例えば、コンテナ１１５内の利用可能収納エリアに
ついての基準寸法情報等のコンテナタイプ登録情報、及びコンテナ１１５に関係付けられ
るバーコード情報等）又は収納空間に関連する状態若しくはそのコンテナ内の状態及びこ
のような空間に保持される物品を検出するように動作可能である別のタイプの識別センサ
又はスキャナとして装置１５０に動作可能に結合されてもよい。
【００５６】
　より詳細には、インターフェース回路２２０の実施形態は、一般に、コンテナインター
フェースディスプレイ装置１５０に搭載の要素に外部インターフェースを提供するために
処理装置２１０に接続してもよい。このようなインターフェース回路２２０は、例えば、
異なる外部センサ又はコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０の外部の他の回
路／装置とのインターフェース（例えば、筐体２００におけるプラグタイプ又はコネクタ
型インターフェース）を実装する様々な周辺機器（例えば、タイマ回路、ＵＳＢ、ＵＳＡ
ＲＴ、汎用Ｉ／Ｏピン、ＩＲインターフェース回路、ＤＭＡ回路）を含んでもよい。別の
実施形態では、インターフェース回路２２０は、外部装置にメモリ２１５に保持されてい
るデータ及びコードへのアクセスを与え又は外部装置がコンテナインターフェースディス
プレイ装置１５０のメモリ２１５内に保存される他のデータ及び／又はコードを提供する
ことを可能にするデータインターフェース（マイクロＵＳＢインターフェース等）を提供
するように動作してもよい。別の実施形態では、インターフェース回路２２０はマイクロ
セキュアデジタル（ＳＤTM）メモリカードスロット及び支援回路等のメモリカードインタ
ーフェースを含むように実装されてもよく、それによりメモリカードの形態の非一時的な
リムーバブルメモリ媒体記憶装置が処理装置２１０にアクセス可能であってもよい。
【００５７】
　例示的な装置１５０における識別スキャナ２２５は、一般に、コンテナ１１５内に積み
込まれる物品を識別する又はコンテナ自体を識別する１つ以上のセンサ又は走査素子であ
る。より詳細には、スキャナ２２５は、識別要素に関連する識別情報を読み取るか又は受
信するように動作してもよい。このような感知又は走査素子は、例えば、電気信号（例え
ば、電波）、レーザ、及び他の光学、電気光学、磁気若しくは電磁信号によってスキャン
を行ってもよい。このような感知又は走査素子は、限定されないが、バーコードスキャナ
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、無線自動識別（ＲＦＩＤ）リーダ、近距離無線通信（ＮＦＣ）インターフェース、ブル
ートゥース無線機、又は他の無線ネットワークデータ通信装置、及び識別要素に関連する
識別情報を読み取る又は受信するように動作し得る同類のものを含んでもよい。スキャナ
２２５のこのような例示的な感知又は走査素子は、超広帯域インパルス無線通信によって
使用される超低電力通信プロトコル、ジグビープロトコル、ＩＥＥＥ８０２．１５．４標
準通信プロトコル等の通信プロトコルを使用し得る他の低電力、近距離通信装置によって
実装されてもよい。例示的な識別要素は、バーコードスキャナによって読み取られ得るバ
ーコードラベルを含んでもよい。他のタイプの無線識別要素は、例えば、ＲＦＩＤタグ、
ＮＦＣ装置、Ａｎｔ＋装置、別のブルートゥース装置、ジグビー装置、又は走査素子とし
て類似の通信フォーマットで動作する別の無線ネットワークデータ通信装置として実装さ
れてもよい。従って、識別スキャナ２２５の実施形態は、物品を識別するやり方として出
荷される物品に関連する情報を受信するためにスキャンを行う（例えば、信号若しくはビ
ームを送信する、又は信号若しくは反射されたビームをリッスンする）識別スキャン又は
リッスン装置のタイプとして実装されてもよい。
【００５８】
　コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０の実施形態についてのユーザ入力装
置２３０は、ユーザ、作業員又は物流職員が装置１５０に関連の又は促された入力を入力
することを可能にしてもよい。例えば、このような入力は、コンテナ１１５に関連する管
理物流情報（例えば、パッケージ数データ、重量データ、出荷データ、センサデータ、配
達関連データ、アラート通知情報、並びにコンテナ１１５及びそれが現在保管している物
に関連する電気スキャン可能な（複数の）バーコードオブジェクト）として装置１５０に
よって提示され、表示され又は送信されるものを選択的に変化させてもよい。一実施形態
において、ユーザ入力装置２３０は、装置１５０の操作を容易にするために、相互作用ボ
タン、スイッチ、又はソフトキー、及び／又はポインティングデバイスを提供してもよい
。このような操作の例は、限定されないが、装置１５０のアクティブ化／非アクティブ化
、ディスプレイスクリーン２３５に対する輝度又は睡眠モード等のスクリーン特性の制御
、コンテナに関連する管理物流情報の修正、又はコンテナ内に保存されている物に対して
入力を提供する他のやり方を含んでもよい。更なる実施形態において、データ入力装置は
また、ユーザ入力装置２３０の一部として使用することができる。更に他の実施形態では
、ユーザ入力装置２３０は、コンテナ物流作業に関与する物流職員への及び物流職員から
の関連フィードバック（例えば、関連物流職員の注意を引くのに役立ち得るビープ音又は
警報ブザー）を提供又は収集する可聴入力及び出力装置（例えば、マイクロフォン及びス
ピーカ）の形態を取ってもよい。
【００５９】
　例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０のディスプレイスクリーン
２３５は、一般に、コンテナ物流作業に関与する物流職員に電子物流監視情報を提供する
。一般に、このような電子物流監視情報は、装置１５０に取り付けられるコンテナに関連
する管理物流情報の一部又は全てを含んでもよく、コンテナインターフェースディスプレ
イ装置１５０の状態又は装置１５０に対する動作制御を示してもよい。より詳細な実施形
態では、ディスプレイスクリーン２３５は、作業員又は物流職員がディスプレイスクリー
ン２３５に示された情報を読むことができ、且つディスプレイスクリーン２３５上に示さ
れ得るオブジェクトを電子スキャンできるように（例えば、別個のバーコードリーダ又は
スキャナによってスキャン又は読み取るのに適した電子的に生成されたバーコード）、垂
直又は水平方向に９ｘ６アスペクト比で３．５から７インチ等の所望のサイズを有しても
よい。従って、ディスプレイスクリーン２３５は、ラベル情報に加えてコンテナ及び／又
は１つ以上のスキャン可能オブジェクト（バーコード等）の形態であり得るそのコンテン
ツに関連する追加情報を提示してもよい。
【００６０】
　ディスプレイスクリーン２３５の実施形態は、明るく照らされた及び薄暗く照らされた
エリアの両方において読取可能なタッチスクリーン装置であってもよく、埃及び降水耐性
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のための定格の侵入保護によって実装されてもよく、容量性及び／又は抵抗入力の組み合
わせを利用してもよい。ディスプレイスクリーン２３５の実施形態は、ユーザ入力装置２
３０について先に記載されたものと同様の機能に使用され得るディスプレイスクリーン２
３５のフレームの周辺及び／又はスクリーンベゼルにおける物理及び／又は仮想ボタンを
含んでもよい。言い換えれば、ディスプレイスクリーン２３５の実施形態は、（タッチス
クリーン等の）組み合わされた要素が両方を実装するために使用され得るように、ユーザ
入力装置２３０の要素を組み込んでもよい。ディスプレイスクリーン２３５の実施形態は
、様々な環境状態におけるバッテリ寿命を延ばすのに役立ち且つ許容できる読取性を促進
する、（Ｅ　Ｉｎｋ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ等によって提供される電子インクマイクロ
カプセルを使用する電子ペーパーディスプレイ（ＥＰＤ）モジュール等の）低級なモノク
ロソリューション又は高解像画素数等の様々な技術をサポートしてもよい。
【００６１】
　従って、当業者であれば、ディスプレイスクリーン２３５、ユーザ入力装置２３０及び
インターフェース回路２２０は、例えば、視覚出力、聴覚出力、触覚（振動）フィードバ
ックを介してユーザに対する様々なフィードバックを実装するために配備され得ることを
理解するであろう。このようなフィードバックは、ユーザ又は他の人物がコンテナに関連
する顕著なイベント、コンテナ内の状態、及び／又はコンテナ内に保存されている物のコ
ンテンツを知らされ得るように、このような要素を介して（及び生成され及び／又は他の
装置に送信された通知を介して）提供されてもよい。
【００６２】
　例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０は、電源２５０を更に含む
。図２に示されるように、電源２５０は、コンテナインターフェースディスプレイ装置１
５０内に配備される様々なアクティブ回路に電力を提供するコンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置１５０のコンポーネントである。電源２５０の実施形態は、再充電可能で
あるか又は交換電力素子であってもよい（例えば、交換可能バッテリ装置又はセル、充電
可能バッテリ装置又はセル、又はバッテリを動作可能に充電し得る太陽電池に結合される
充電可能バッテリ）。一部の実施形態では、太陽電池は、コンテナインターフェースディ
スプレイ装置１５０が太陽光によって再充電され得るように、筐体２００の外部に配置さ
れてもよい。
【００６３】
　別の実施形態では、電源２５０は、インターフェース回路２２０に接続され又は電源２
５０の一部として統合される充電装置（図示せず）に電力を提供し得る充電パッド等の充
電ステーションへの近接を介して無線で充電されてもよい。より詳細には、電源２５０は
、インターフェース回路２２０（又は電源２５０の一部として統合される無線充電受信回
路）に接続される充電受信装置に目標ＲＦ信号をブロードキャストする充電送信装置を使
用して無線で充電されてもよい。このような例示的な充電送信装置は、電源２５０のコー
ド付きの充電に依存せずに無線で効率的且つタイムリーに電源２５０を充電するのを容易
にするために、コンテナ、一時的に又は恒久的にコンテナを含み得る車両（例えば、航空
機、トラック、配達用トラック）、又はコンテナを処理する物流施設の一部として配備さ
れてもよい。更に別の実施形態では、装置１５０の電力需要がこのような無線充電受信装
置によって十分に供給され得る場合、電源２５０は、例示的な無線充電受信装置として実
装されてもよい。電源２５０を充電するのに役立つように配備され得るこのような無線充
電回路及びシステムは、Ｓａｎ　Ｊｏｓｅ、ＣａｌｉｆｏｒｎｉａのＥｎｅｒｇｏｕｓ　
ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによるＷａｔｔＵｐTM電力ルータ及び対応受信機、Ｒｅｄｍｏｎ
ｄ、ＷａｓｈｉｎｇｔｏｎのＯｓｓｉａ，　Ｉｎｃ．によるＣｏｔａTM無線電力ソリュー
ション、及びＮｅｖｅ　Ｉｌａｎ、ＩｓｒｅａｌのＰｏｗｅｒｍａｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｉｅｓ　Ｌｔｄ．によるＰｏｗｅｒｍａｔTM無線充電技術を含む。
【００６４】
　処理装置２１０に関連して、当業者であれば、例示的な処理装置２１０は、基本的には
、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０内で、一般にデータ（例示的なデー
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タ２７０－２９０等）に対する計算を行い、オペレーション及びアプリケーションプログ
ラムコード（オペレーティングシステム２５５及びアプリケーションプログラムコードモ
ジュール２６０等）を実行する論理であることを理解するであろう。そのため、例示的な
処理装置２１０は、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０の処理コアとして
動作する。一実施形態では、処理装置２１０は、低電力消費マイクロコントローラ等、特
定の応用実施形態の必要によって決められる処理及び関連周辺回路によって実装されても
よい。また、より単純なマイクロコントローラ又は離散的回路を使用して、処理装置２１
０及びより複雑で精巧なマイクロプロセッサを実現することができる。
【００６５】
　当業者であれば、例示的な処理装置２１０は、コンテナインターフェースディスプレイ
装置１５０のコアとして使用される単一チップトランシーバ又はＳｏＣに組み込まれ得る
ことを理解するであろう。また、当業者であれば、コンテナインターフェースディスプレ
イ装置１５０は、電力、処理速度、スキャンされるコンテナ空間のサイズ等のコンテナイ
ンターフェースディスプレイ装置１５０の要件に応じて、専用に最適化されたハードウェ
ア（例えば、以下に記載されるアプリケーションプログラムコードモジュール２６０と同
じ動作制御及び機能を有する特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ））、個別論理、又はハー
ドウェアとファームウェアの組み合わせによって実装され得ることを理解するであろう。
【００６６】
　ディスプレイスクリーン２３５をサポートするために、処理装置２１０の実施形態は、
信号を生成して、ディスプレイスクリーン２３５内の回路を適切に駆動するように動作可
能である。更なる実施形態では、当業者であれば、汎用処理チップセットと共に、装置１
５０の実施形態の所望のグラフィックス機能を適切に処理するために別個のグラフィック
ス処理装置（ＧＰＵ）及びビデオメモリによって実装され得ることを理解するであろう。
【００６７】
　更なる詳細な実施形態において、例示的な処理装置２１０は、Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐ
ｉ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｏｄｅｌ　Ｂ＋又はＡ＋等の、シングル・ボード、低コスト、
省スペースのコンピュータの一部として使用される低電力ＡＲＭ１１７６ＪＺ－Ｆアプリ
ケーションプロセッサによって実現することができる。一実施形態では、ＡＲＭアプリケ
ーションプロセッサは、Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒに配備されたＢｒ
ｏａｄｃｏｍ（登録商標）ＢＣＭ２８３５　ｓｙｓｔｅｍ－ｏｎ－ｃｈｉｐ（ＳｏＣ）内
に埋め込まれている。この実施形態において、Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉ　Ｃｏｍｐｕｔ
ｅｒデバイスは、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０のコアとし
て動作し、記憶装置２１５として動作するセキュア・デジタル・メモリ・カードスロット
及びフラッシュメモリカード、揮発性メモリとして動作する５１２Ｍｂｙｔｅ　ＲＡＭ記
憶装置、オペレーティングシステム（Ｌｉｎｕｘ等）、少なくともインターフェース回路
２２０を実装し且つディスプレイスクリーン２３５を駆動し得る周辺機器を含む。装置１
５０内の処理装置２１０の及び回路の他の例示的な実装は、センサからの入力を受信し且
つ他の装置を制御するように動作可能である特定のモデルのＡｒｄｕｉｎｏＴＭシングル
ボード・コンピュータを使用してもよい。
【００６８】
　一般の実施形態では、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０上の搭載メモ
リ２１５は、プログラムコード及びデータを維持するために処理装置２１０によってアク
セス可能である。メモリ２１５の一部は、情報（例えば、実行可能コード／モジュール及
びデータ）を不揮発性及び非一時的なやり方で保持することができる有形の、非一時的な
コンピュータ可読媒体として実装されてもよい。記憶装置の例には、ハード・ディスク・
ドライブ、ロム、フラッシュメモリ、又は情報の長期間の不揮発性の記憶を可能にする他
の媒体構造を含むことができる。このようなメモリ記憶装置は、プログラムコード（例え
ば、オペレーティングシステム２５５、物流情報管理プログラムコード２６０）及び他の
データ要素（例えば、（コンテナデータ２７５、コンテンツデータ２８０及びセンサデー
タ２８５等の）管理物流情報２７０、通知／アラートデータ２９０等）を保持する。
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【００６９】
　メモリ２１５の別の部分は、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０の動作
の間に処理装置２１０によって使用されるランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）構造と
して実装されてもよい。装置１５０の電源が投入されると、メモリ２１５の揮発性メモリ
部分は、オペレーティングシステム２５５を、次に１つ以上の動作プログラム（物流情報
管理プログラムコード２６０等）又はコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０
の特別に適合された非在来型の動作を促進するのに役立つ特定のプログラムモジュールを
追加されてもよい。コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０の動作の間、揮発
性メモリはまた、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０がメモリ２１５の不
揮発性メモリ記憶装置部分からプログラム又はロードされた命令を実行する場合に生成さ
れる所定のデータ（例えば、管理物流情報２７０（コンテナデータ２７５、コンテンツデ
ータ２８０、及びセンサデータ２８５等）、通知／アラートデータ２９０等）を含んでも
よい。しかしながら、当業者であれば、図２に示された全てのデータ要素が、同時にメモ
リ２１５に現れる必要は無いことを理解するであろう。
【００７０】
　一実施形態では、例示的なプログラムコード（例えば、物流情報管理プログラムコード
２６０）が、１つ以上の機械可読プログラムコードモジュール又はアプリケーションの形
態に有る一連の実行可能命令である。（複数の）プログラムコードモジュールは、処理装
置２１０を特別に適応され且つ構成されたコンピュータベース装置へと適応させるさめに
処理装置２１０によってロードされ且つ実行されてもよい。実施形態の一部として本明細
書により詳細に記載された装置１５０の特別に構成された処理装置２１０は、動作処理ス
テップを実装し、特に処理ステップが集合的に全体として見なされる場合に、非在来型の
機能を提供する。このような特別に適応され且つ構成された処理装置２１０は、実施形態
の一部として、以下でより詳細に記載されるコンテナに関連する物流作業において直面す
る対象とされる技術的な課題に対処して改善するのに役立つ。
【００７１】
　特に、例示的な物流情報管理プログラムコード２６０は、図５に関して以下でより詳細
に記載されるように、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０がコンテナに関
連する物流情報を管理することを一般に可能にする実行可能命令を提供する。物流情報管
理プログラムコード２６０の別の実施形態は、図６Ａ及び６Ｂに関して以下でより詳細に
記載されるように、装置１０５がスケールを有するコンテナに関連する物流情報を有利に
管理することを可能にする実行可能命令を提供してもよい。物流情報管理プログラムコー
ド２６０の更に別の実施形態は、図１に関して以下でより詳細に記載されるように、コン
テナの管理物流情報に基づいてコンテンツ関連通知を生成する実行可能命令を提供しても
よい。
【００７２】
　上記のように、プログラムコード２６０及びオペレーティングシステム２５５に加えて
、メモリ２１５は、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０の動作中
に、異なるタイプのデータ及びデータ構造を保持し且つそれらに依存してもよい。メモリ
２１５内のデータは、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０によって生成さ
れてもよく、又は（外部管理ノード１１０、ユーザアクセス装置１４０、又はインターフ
ェース回路２２０を介してアクセスされるメモリカード等の）他の装置から受信してもよ
い。より詳細には、生成され及び／又はメモリ２１５に保持されるこのような例示的なデ
ータは、少なくとも管理物流情報２７０（コンテナデータ２７５、コンテンツデータ２８
０、及びセンサデータ２８５等）及び通知／アラートデータ２９０を含んでもよい。この
ようなデータは、メモリ２１５に保持されて、利用可能な及び望ましい場合に、このよう
なデータをバックエンドサーバ１００に更に提供し得る外部管理ノード１１０等の他の装
置に送信されてもよい。一部の実施形態では、バックエンドサーバ１００は、特定の出荷
される物品に関連するエンドカスタマへの個別の実質的にリアルタイムの物品レベル情報
としてこのようなデータの部分を共有してもよい。実施形態は、図１に示された装置１４
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０ｃ等のユーザアクセス装置とこのようなデータを共有するために近／短距離無線通信イ
ンターフェース２４５を装置１５０に使用させてもよい。
【００７３】
　一般に、管理物流情報２７０は、特定のコンテナに関連するコンテナレベル情報及びコ
ンテナ内に記憶された各物品に特別に関連する物品レベル情報を含んでもよい。管理物流
情報２７０の実施形態は、装置１５０によって生成される情報、他の装置（外部管理ノー
ド１１０、ユーザアクセス装置１４０及び／又はサーバ１００等）から受信される情報、
及びこれらの組み合わせを含んでもよい。
【００７４】
　一実施形態では、コンテナデータ２７５は、管理物流情報２７０のコンテナレベル情報
のタイプである。コンテナデータ２７５は、例えば、一般にコンテナを識別する情報を含
んでもよい。例えば、コンテナデータ２７５は、コンテナのタイプを識別するコンテナタ
イプ登録情報又は他のコンテナ識別情報を含んでもよく、コンテナタイプを識別するのに
役立つコンテナ内の空間に関連する関連基準寸法情報を提供してもよい。コンテナデータ
２７５は、装置１５０の実施形態が処理装置２１０に結合される（図１に示された実施形
態には図示されていない）ＧＰＳチップセットを含む場合にコンテナの場所座標（例えば
、ＧＰＳ座標）を反映するコンテナ場所情報を含んでもよい。コンテナデータ２７５は、
現在コンテナ内に保存されている物の目録を含んでもよく、合計で何個の物品がコンテナ
内に現在保管されているかについてのパッケージ数を含んでもよい。また、コンテナデー
タ２７５は、例えば、どのようにコンテナが出荷されるか、どこにコンテナが出荷される
かに関連する出荷情報、及びコンテナに対する他の配達関連パラメータ（例えば、コンテ
ナの配達日、コンテナの配達時間、コンテナの配達出荷分類、コンテナの配達サービスエ
ンティティ識別子、及びコンテナの配達モード識別子）も含んでもよい。
【００７５】
　コンテンツデータ２８０は、管理物流情報２７０の物品レベル情報のタイプである。コ
ンテンツデータ２８０は、例えば、一般にコンテナ内に保存されている物を識別する情報
を含んでもよい。例えば、コンテンツデータ２８０は、コンテナとコンテナ内に積み込ま
れた各物品との間の記録された且つ管理された関連付け関係を反映する関連付けデータ、
コンテナ内に積み込まれた各物品の重量に関する重量データ、及びコンテナ内に積み込ま
れた物品の一部又は全てをどこで見つけるか又はコンテナの収納空間内の特定エリアに特
定の物品をどのように積み込むかに関する場所データ（これは配送業者がユーザアクセス
装置１４０を操作し且つカスタマに積み降ろして配達するためにコンテナ１１５内の特定
の物品を見つける必要がある際に非常に便利であり得る）を含んでもよい。
【００７６】
　また、例示的なコンテンツデータ２８０は、コンテナ内の各物品に関係付けられる物品
出荷情報も含んでもよい。このような物品固有の情報は、物品の配達日（例えば、土曜配
達）、物品の配達時間（例えば、午前配達、午前１０時より前等）、物品の配達出荷分類
（例えば、翌日配達、優先、同日等等）、物品の配達サービス識別子（例えば、ＦｅｄＥ
ｘ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、ＦｅｄＥｘ　Ｇｒｏｕｎｄによる配達）、物品の配達モード識別子
（例えば、配送業者、自律走行車等）、物品の特別取り扱い識別情報（例えば、物品が何
であるかを考慮して特別指示がコンテナに適用される指示又は識別子）等の特定の物品の
配達関連パラメータを含んでもよい。より詳細には、特別取り扱い情報は、例えば、物品
を有するコンテナが輸送手段について所定の位置に配置されなければならない危険な物又
は危険物質のタイプとして物品を識別してもよい。例えば、このような例示的な特別取り
扱い情報は、物品が生きた動物であり、コンテナ内に動物が保持されているコンテナは、
輸送中に動物が生き続けて十分に取り扱われるように、温度及び大気状態が調整された輸
送手段の特別な部分に居ることが要求され得ることを示してもよい。
【００７７】
　センサデータ２８５は、例えば、一般に装置１５０（装置１５０に接続される別個の感
知装置を含む）によって検出され又は感知される物に関連する情報を含み得る管理物流情
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報２７０内の別のタイプの情報である。例えば、センサデータ２８５は、コンテナの収納
空間についての寸法情報を反映するデータ、コンテナに関連する又はコンテナ内の検出さ
れた環境状態（コンテナ内の光、コンテナ内の温度、コンテナ内の湿度、コンテナに関連
する衝撃力、コンテナ内の大気化学成分変化、コンテナに関連する聴覚レベル変化、コン
テナ内の気圧、及び／又はコンテナ内の煙粒子濃度のセンサ検出レベル）、コンテナ内の
スケールによる生重量データ、及びコンテナ内に積み込まれる物品に関係付けられるバー
コード又は無線識別要素に対して識別スキャナによって検出され又は感知されるデータを
含んでもよい。
【００７８】
　一実施形態では、通知／アラートデータ２９０は、一般に、コンテナインターフェース
ディスプレイ装置が通知又は他のアラート関連タイプのメッセージを生成し及び／又は外
部管理ノード１１０又はユーザアクセス装置１４０ｃ等の別の装置に送信する場合に使用
されるデータのタイプである。例えば、通知／アラートデータ２９０は、ネットワーク物
流システム内の上位に記憶され且つ保持される（例えば、外部管理ノード１００及び／又
はサーバ１００に記憶される）管理物流情報を更新するために他の装置に送信されるメッ
セージデータを含んでもよい。別の例では、通知／アラートデータ２９０は、装置１５０
によって生成されたコンテンツ関連通知と共にコンテナ内に保存された物品に関連する通
知イベントについての情報を含んでもよい。コンテンツ関連情報に関する情報は、ディス
プレイ２３５上に示され及び／又は通知メッセージのタイプとして他の装置に送信されて
もよく、それは特定の物品に関連する更新通知等の更なる物流作業メッセージを生成し且
つ送信することにより応答してもよい。
【００７９】
　当業者であれば、特定のプログラムコード２６０及びデータ２７０－２９０の上記識別
が、網羅的ではなく、実施形態が、更なる実行可能プログラムコード若しくはモジュール
並びに例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０等の特別にプログラム
されたプロセッサベースの装置の動作に関連した他のデータを含むことができることを理
解するであろう。
【００８０】
　（図２に示された）例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０の例示
的なアーキテクチャ及びコンポーネント部分並びに（図１に示された）このような例示的
なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０を使用し得るネットワークシステム
の他の要素の先の記述に照らして、図３Ａ－３Ｃ、４Ａ及び４Ｂは、例示的なコンテナイ
ンターフェースディスプレイ装置１５０の有利な使用を通じて向上され且つ改善される１
つ以上の例示的な物流作業の特定の態様を示す。特に、図３Ａ－３Ｃは、例示的なコンテ
ナインターフェースディスプレイ装置１５０に関与する例示的な積み込み作業を示してお
り、図４Ａ及び４Ｂは、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０がコ
ンテナに対する及びコンテナ内の電子リレー状態又は変化した状態に関する状態情報を検
出するために使用され得る態様を示している。
【００８１】
　より詳細には、図３Ａ－３Ｃは、本発明の１つ以上の実施形態に従って、物品がコンテ
ナ内に積み込まれるときにその中に配置されるスケールを有するコンテナにおいて配備さ
れる例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置に関与する例示的なシステム及
び様々な例示的な動作を示す一連のダイアグラムである。図３Ａを次に参照すると、コン
テナ１１５の側部又は壁に取り付けられる例示的なコンテナインターフェースディスプレ
イ装置１５０を有する例示的なコンテナ１１５が示されている。コンテナ１１５は、天井
３０５、コンテナ１１５内で輸送するために物品１３０ａが保管され得る収納空間３１０
、及び収納空間３１０に置かれる物を支持し且つ量るために収納空間３１０の下に配置さ
れるスケール３１５を有するように示されている。一実施形態では、例示的なスケール３
１５は、スケール３１５の１つ以上の部分がコンテナ１１５から分離できないように組み
込まれたコンテナ１１５の一部として形成されてもよい。しかしながら、他の実施形態で
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は、例示的なスケール３１５は、収納空間３１０に置かれる物を支持し且つ量るようにコ
ンテナ１１５内に配置され且つ取り付けられる別個の計量装置であってもよい。コンテナ
１１５は、積み込み作業の間に開けられており、コンテナ１１５及びそのコンテンツを移
動するか又は他のやり方で出荷するときに閉じられている少なくとも１つの入口（図示せ
ず）を含む。
【００８２】
　一実施形態では、コンテナ１１５を積み込む前に、内部感知装置１２０が、空間３１０
の感覚視野を有するように空間３１０の上で天井３０５又はコンテナ１１５の何らかの他
の部分に設置されてもよい。内部感知装置１２０の実施形態は、恒久的であり得る又はコ
ンテナ１１５から取り外されることを意図しないやり方で設置されてもよく、又はリムー
バブルな、コンテナ１１５内で容易に取り外し可能な感知装置として取り付けられてもよ
い。一部の応用では、物流職員は、一旦コンテナ１１５が積み込まれるとコンテナ１１５
の天井３０５から内部感知装置１２０を取り外すことを望む場合が有る。他の実施形態で
は、コンテナ１１５の一部として統合される１つ以上のセンサの内部感知装置１２０によ
って実装されてもよい。
【００８３】
　ディスプレイスクリーン２３５がコンテナ１１５の外側で可視になるように、コンテナ
インターフェースディスプレイ装置１５０をコンテナ１１５の壁に設置するときに、装置
１５０は、有線又は無線接続を介して内部感知装置１２０に動作可能に接続されてもよい
。少なくとも図３Ａ－３Ｃに示されるように、装置１５０は、作業の間に内部感知装置１
２０から信号を無線で受信する。同様に、装置１５０は、有線又は無線接続を介してコン
テナ１１５内のスケール３１５に動作可能に接続され得るが、図３Ａ－３Ｃには少なくと
も有線接続３２０が示されている。
【００８４】
　所定の管理物流情報２７０が、ユーザ入力装置２３０又はディスプレイスクリーン２３
５上のタッチスクリーン入力を介して手動で入力されてもよく、又は識別スキャナ２２５
を介してスキャンされてもよく、又は例えば、外部管理ノード１１０によってコンテナイ
ンターフェースディスプレイ装置１５０に事前ロードされてもよい。例えば、外部管理ノ
ード１１０は、コンテナ１１５の積み込み前の事前ロードメッセージにおいてコンテナイ
ンターフェースディスプレイ装置１５０に管理物流情報２７０としてメモリ２１５に記憶
されているもののサブセットを送信してもよい。そのため、実施形態は、例えば、そのコ
ンテナに対する現在の物流サイクルの間にコンテナ１１５内に積み込まれるためにどの物
品が残されているかを決定するために現在保管されている物の目録に対して比較され得る
）コンテナ１１５内に積み込まれる物の予想目録と共に装置１５０に結合されるコンテナ
１１５を識別する情報をコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０に既に認識さ
せてもよい。
【００８５】
　物流職員が観察するために都合の良い位置においてコンテナ１１５に設置されるので、
コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０は、コンテナ１１５に関連する物流作
業を促進するように動作可能である。一般に、コンテナインターフェースディスプレイ装
置１５０は、コンテナ１１５の積み込みの間に物品がコンテナ１１５の空間３１０内に持
ち込まれ且つ置かれるときに物品（物品１３０ａ等）を識別するために装置１５０におけ
る識別スキャナ２２５を使用してもよい。より詳細な実施形態において、物品１３０ａが
空間３１０内に積み込まれると、装置１５０は、物品１３０ａを識別し、コンテナ１１５
と新しく積み込まれた物品１３０ａとの関連付けを記録し、新しく積み込まれた物品１３
０ａを反映するためにメモリ２１５内のパッケージ数情報をインクリメントし、スケール
３１５を使用して新しく積み込まれた物品１３０ａの重量を検出及び記録してもよく、且
つコンテナ１１５に関連する管理物流情報２７０の少なくとも一部を反映する情報をディ
スプレイスクリーン２３５上に生成してもよい。管理物流情報２７０の一部は、何が積み
込まれたか、コンテナに関連する出荷情報、及びコンテナの状態（例えば、積み込み状態
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、コンテナ及びそのコンテンツの環境条件状態等）を示してもよい。そのため、コンテナ
インターフェースディスプレイ装置１５０は、コンテナ１１５に関与する物流作業に関係
付けられる関連情報を監視及び管理するのを支援するように動作する。
【００８６】
　図３Ｂにおいて、更なる物品が積み込まれて、コンテナインターフェースディスプレイ
装置１５０は、積み込みが進むにつれて関連管理物流情報２７０を更新してもよい。更新
は、外部管理ノード１１０等の他の装置に提供され、更にサーバ１００と共有されてもよ
い。以下でより詳細に記載されるように、実施形態は、コンテナインターフェースディス
プレイ装置１５０によって、検出された状態に関連するイベント（異常温度の検出又は衝
撃力の検出等）又は配達関連パラメータ（コンテナ１１５に積み込まれた１つ以上の物品
がコンテナの特別取り扱いを保証する優先配達出荷分類を有することを検出すること等）
を検出させてもよい。次に、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０は、コン
テンツ関連通知を生成して、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０のディス
プレイスクリーン２３５にこのような通知に関連する情報を提供してもよい。これは、コ
ンテナ１１５に関連するコンテナ作業に関与する物流職員への迅速且つより効果的な通知
を可能にしてもよい。
【００８７】
　図３Ｃにおいて、コンテナ１１５で出荷される全ての物品１３０ａ‐１３０ｎが収納空
間３１０内に積み込まれている。コンテナ１１５及びコンテナ１１５内の保管された物品
１３０ａ‐１３０ｎに関連する収集及び更新された管理物流情報２７０は、コンテナイン
ターフェースディスプレイ装置１５０によって、外部管理ノード１１０等の他の装置に提
供され、更にサーバ１００と共有されてもよい。ディスプレイスクリーン２３５に示され
た管理物流情報２７０の部分は、例えば、コンテナ１１５の積み込み状態、コンテナ１１
５内に積み込まれた物、コンテナ１１５に関連するコンテナ出荷情報、及び／又はコンテ
ナ１１５及び／又はコンテンツに関連する１つ以上のスキャン可能なオブジェクト（例え
ば、コンテナ１１５の外部に取り付けて後でそこから取り外すために新しい又は追加のラ
ベルを印刷せずに、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０によって動的に変
化され得る管理物流情報２７０の１つ以上の部分を効果的に表すディスプレイスクリーン
２３５上のバーコードスキャン可能な画像の電子的に生成された表示）を反映してもよい
。
【００８８】
　コンテナの入口が閉じられた後で例示的な内部感知装置１２０がコンテナ１１５内に取
り付けられたままである１つ以上の実施形態において、例示的なコンテナインターフェー
スディスプレイ装置１５０は、コンテナ内の進行中の状態及びイベント（例えば、物品の
動き、移動）を検出するように動作することにより、物流作業（例えば、監視された積み
込み及び出荷管理）の技術分野を更に向上させ得る。図４Ａ及び４Ｂは、本発明の一実施
形態による、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置がコンテナ内に保存さ
れている物に関連する通知イベントのタイプを検出するために使用され得る、及びコンテ
ンツ関連情報を積極的に表示し及び／又は他のノード装置に通知メッセージを伝達する様
々な例示的な構成の要素を示すダイアグラムである。
【００８９】
　図４Ａを次に参照すると、コンテナ１１５は、積み込まれた後で、コンテナインターフ
ェースディスプレイ装置１５０に接続された内部感知装置１２０が収納空間３１０をマッ
ピングしてマッピングされた収納空間３１の変化を検出するために深度センサとして動作
する場合を示している。より詳細には、センサ１２０は、過去に空間３１０をスキャンし
ており、空間４００が過去に占有されていたが現在は非占有になっていることを決定して
もよい。一実施形態では、これは空間３１０内の１つ以上の物品に関する場所の変化を反
映してもよく、これはコンテナ１１５内に保存されている物の構成の意図しない／望まな
い変化を反映している。このような構成の変化は、一部の物品４０５が破砕され、一部の
例では、コンテナ１１５内にコンテンツをこぼした場合等に、コンテナ１１５内に保管さ
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れている物の潜在的な被害を反映してもよい。別の例では、図４Ｂに示されるように、物
品４１０が、マッピングされた空間構成の変化により検出される初期位置４１５から移動
しているかもしれない。物品４１０が出荷中に移動した場合、一部の物品はもはや支持さ
れず、コンテナの入口のドアに対して危険に位置し、コンテナ１１５を積み降ろさなけれ
ばならない物流職員に安全性の脅威を与える場合が有る。そのため、コンテナインターフ
ェースディスプレイ装置１５０は、応答通知又はアラートを生成し、装置１５０のディス
プレイスクリーン２３５に通知又はアラートに関する情報を積極的に提供し、このような
作業安全状態を報告するために外部管理ノード１１０等の管理ノードに通知又はアラート
に関する情報を送信してもよい。一部の実施形態では、外部管理ノード１１０は、次に、
サーバ１００がコンテナ１１５内で検出された特定の作業安全状態を関連する物流職員に
通知し、応答措置を要求及び／又は指示し得るように（例えば、コンテナ１１５を再び開
けるための指示をスクリーン２３５上に表示するために装置１５０に通知を発行し、コン
テナ１１５内で出荷されている物に基づいてコンテナ１１５内の潜在的な危険状態の警告
をスクリーン２３５に提供し、温度、湿度の増加、非占有空間の他の変化、コンテナ内で
検出された又はコンテナへの衝撃力、煙粒子の存在、関連化学物質の存在等の更なる変化
を検出するためにコンテナ１１５内の環境条件をスキャンセンサノード１２０に監視させ
るために外部管理ノード１１０と通信する等）、バックエンドサーバ１００にこの状態を
更に報告してもよい。
【００９０】
　［コンテナに関連する物流情報の管理］
　コンテナに関する物流作業を向上及び改善するためにコンテナ内で配備され且つ使用さ
れる装置１５０等の例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置に関連する上記
の文脈において、更なる実施形態が以下でより詳細に記載されている。先に一般的に検討
されたように、装置１５０等のコンテナインターフェースディスプレイ装置の実施形態は
、電子ディスプレイスクリーン装置（例えば、装置１５上のスクリーン２３５）上にコン
テナ１１５及びそのコンテンツに関連する管理物流情報２７０である物の一部として）関
連電子物流情報を有利に収集し、管理し、且つ動的に提示してもよい。このような関連電
子物流情報は、コンテナに関与する物流作業のタイプ（コンテナを積み込む／積み降ろす
ランプ（ｒａｍｐ）又は貯蔵作業、出荷施設における中間出荷処理等）、コンテナに対す
る管理物流情報のどの特定の部分が電子ディスプレイスクリーンに示されることが望まれ
るか（コンテナ及び／又はそのコンテンツを識別するスキャン可能なバーコード画像、コ
ンテナに積み込まれるために何が残されているかについての要約情報、コンテナ内に何の
集合重量が既に積み込まれているかについての情報、コンテナ内に保存されているコンテ
ナ又は物品に関する通知又はアラート関連情報等）に依存して選択的に示されてもよい。
従って、コンテナインターフェースディスプレイ装置の実施形態は、コンテナに関連する
物流作業を改善するためにコンテナ及びその保管された任意のコンテンツについての関連
物流情報を動的に管理及び提示するために向上及び改善したやり方を可能にする。
【００９１】
　図５は、本発明の一実施形態による、コンテナインターフェースディスプレイ装置を使
用してコンテナに関連する物流情報を管理するための例示的な方法を示すフローダイアグ
ラムである。この実施形態では、方法５００で言及される例示的なコンテナインターフェ
ースディスプレイ装置は、少なくとも１つの設置可能な筐体、ディスプレイスクリーン、
メモリ、スキャナ及び無線通信インターフェースを備える。この文脈において図５を次に
参照すると、方法５００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置上の識別センサ
がコンテナのタイプを識別するステップ５０５で開始し、ここでコンテナのタイプはコン
テナに関連する管理物流情報の一部である。識別センサの実施形態が装置１５０のスキャ
ナ２２５として実装されてもよく、ここでスキャナ２２０はコンテナ自体に関係付けられ
る信号（反射バーコードスキャン信号又はブロードキャスト識別信号等）をスキャン又は
受信するように動作する。例えば、スキャナ２２５は、コンテナに関係付けられるコンテ
ナタイプ登録情報を検出し、且つ検出されたコンテナタイプ登録情報に基づいてコンテナ
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のタイプを識別する識別スキャナとして動作してもよい。このような特定の登録情報（例
えば、特定のサイズのトラクタトレーラ、特定の構成のＵＬＤコンテナ、又は特定のサイ
ズのインターモーダル出荷用コンテナに関係付けられる登録情報）によって異なるタイプ
のコンテナが識別されてもよい　　このような登録情報は、バーコード画像等のスキャン
可能な形態で、又は特定のコンテナに関係付けられる無線識別要素又はノードからブロー
ドキャストされるブルートゥース・ロー・エネルギ等のブロードキャストされる電子的形
態で表されてもよい。　更に、コンテナに関係付けられる寸法情報（例えば、コンテナの
外部サイズ、コンテナの収納空間の寸法等）の形態を取ってもよい。
【００９２】
　代替的に、コンテナタイプを識別するステップは、コンテナインターフェースディスプ
レイ装置がコンテナのタイプを決定するためにメモリ内の管理物流情報の事前ロード部分
にアクセスすることにより達成されてもよい。より一般には、更なる実施形態は、コンテ
ナの積み込みが開始する前に管理物流情報の少なくともサブセットをメモリに事前ロード
するコンテナインターフェースディスプレイ装置を有してもよい（例えば、ここでサブセ
ットは外部管理ノード１１０又はユーザアクセス装置１４０等の別の装置によって提供さ
れ得るコンテナタイプ情報又は他の関連物流情報を含む）。
【００９３】
　コンテナインターフェースディスプレイ装置がコンテナの一部として統合されない場合
、方法５００は、コンテナの壁に装置を結合するためにコンテナディスプレイ装置の設置
可能な筐体を使用するステップ５１０に進む。これは、物品がコンテナ内に積み込まれて
いるときにスキャナがコンテナ内で出荷される物品を識別することを可能にする方向にコ
ンテナインターフェースディスプレイ装置を配置することで行われる。例えば、コンテナ
インターフェースディスプレイ装置は、ディスプレイスクリーンがコンテナを積み込むこ
とに関与する職員に可視であるように、コンテナの入口の近く又はコンテナの外壁に設置
されてもよい。
【００９４】
　ステップ５１０はコンテナに別個に設置可能であって、所望の時点でコンテナから取り
外し可能な例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置を考慮しているが、方法
５００の別の実施形態は、コンテナインターフェースディスプレイ装置がコンテナの一部
として統合されている場合にステップ５１０をスキップしてもよい。例えば、トラクタト
レーラタイプのコンテナは、別個の筐体の必要性を回避するこのような例示的なコンテナ
インターフェースディスプレイ装置を統合してもよい。より詳細には、方法５００のこの
代替的な実施形態において便利な統合型コンテナインターフェースディスプレイ装置は、
コンテナの壁に配置される統合型装置のディスプレイスクリーン、メモリ、物品がコンテ
ナ内に積み込まれるときにコンテナ内で出荷される物品を識別することを可能にするよう
に指向されるスキャナ、及びノード装置（外部管理ノード１１０等）と通信するように動
作可能である無線通信インターフェースを有してもよい。
【００９５】
　ステップ５１０からステップ５１５に進んで、方法５００は、コンテナの積み込み中に
物品を識別するコンテナインターフェースディスプレイ装置のスキャナを有する。例えば
、図２に関して記載されたスキャナ２２５は、物品を識別するやり方として出荷される物
品に関連する情報を受信するために、問い合わせ信号又はビームを創出して応答をリッス
ンするか、又は単にブロードキャスト信号をリッスンすることによりスキャンを行うセン
サとして実装されてもよい。そのため、コンテナインターフェースディスプレイ装置の実
施形態は、例えば、バーコードスキャナ、無線自動識別（ＲＦＩＤ）リーダ、近距離無線
通信（ＮＦＣ）インターフェース、ブルートゥース無線機、Ａｎｔ＋インターフェース無
線機、又は他の無線ネットワークデータ通信装置、及びコンテナの積み込み中に物品を識
別するためのスキャナとして動作する同類に依存してもよい。
【００９６】
　ステップ５２０において、方法５００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置
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がメモリ内の関連付けを記録することで進み、関連付けは積み込まれるコンテナと識別さ
れた物品との追跡され且つ管理された関係であり、関連付けはコンテナに関連する管理物
流情報の一部である。例えば、図２及び図３Ａに示された実施形態において、例示的なコ
ンテナインターフェースディスプレイ装置１５０は、物品１３０ａがコンテナ１１５に積
み込まれ且つ装置１５０によって識別されるときに、コンテナ１１５と物品１３０ａとの
間の確立された関連付けの関係を反映するためにコンテンツデータ２８０の更新の一部と
して関連付け情報を記録してもよい。
【００９７】
　ステップ５２５では、方法５００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置が、
コンテナ内で出荷される物品がコンテナ内に積み込まれていることを反映するためにコン
テナインターフェースディスプレイ装置のメモリにおいてパッケージ数情報（コンテナに
関連する管理物流情報のタイプ）をインクリメントすることで進む。図３Ａに示されるよ
うに、コンテナデータ２７５の一部としてメモリ２１５に記憶されたパッケージ数情報は
、物品１３０ａがコンテナ１１５の空間３１０内に積み込まれたことを反映するためにイ
ンクリメントされてもよい。
【００９８】
　ステップ５３０において、方法５００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置
のディスプレイスクリーン上の電子物流監視情報を生成することで進む。装置のディスプ
レイスクリーン上に現れる電子物流監視情報は、コンテナに関連する管理物流情報の少な
くとも一部を含む。例えば、実施形態は、電子物流監視情報としてどの物品がコンテナに
関係付けられているかの要約又はパッケージ数情報の更新を生成してもよい。更なる実施
形態では、ステップ５３０のコンテナインターフェースディスプレイ装置のディスプレイ
スクリーン上に生成される電子物流監視情報は、コンテナに関連する管理物流情報の１つ
以上の部分を表す１つ以上のスキャン可能なオブジェクト（光学的にスキャンされること
ができる１つ以上のグラフィックス電子スキャン可能なバーコード画像等）を含んでもよ
い。更に別の実施形態では、方法５００は、（例えば、ユーザ入力装置２３０を介して受
信される入力及び／又はディスプレイスクリーン２３５を介して受信されるタッチスクリ
ーン入力に基づいて）コンテナに積み込むことに関与する物流職員からの入力に基づいて
表示する管理物流情報の部分を選択すること、及びディスプレイスクリーンにおいて物流
職員に対して管理物流情報の選択部分を生成することにより、コンテナインターフェース
ディスプレイ装置のディスプレイスクリーン上に電子物流監視情報を生成してもよい。例
えば、ユーザ入力に基づいて、コンテナインターフェースディスプレイ装置は、管理物流
情報の関連部分（例えば、コンテナの識別、コンテナの目録、コンテナに保存されている
物の重量、コンテナ内に保存されている物の現在のパッケージ数）を表す特定のスキャン
可能なオブジェクトを選択的に表示してもよい。
【００９９】
　方法５００の更なる実施形態では、管理物流情報は、過去に積み込まれた物品に関する
情報を含んでもよい。より詳細には、コンテナインターフェースディスプレイ装置のメモ
リ内の管理物流情報は、積み込まれるコンテナと過去に識別された第２の物品との間の第
２の関連付けを含んでもよい。更に、更新されたパッケージ数情報は、何が過去にコンテ
ナ内に積み込まれたかを反映する情報も含んでもよい。従って、管理物流情報は、コンテ
ナに関連する情報の動的セットであってもよく、一部又は全ての情報は、コンテナに関す
る特定の物流作業に関連する電子物流監視情報をディスプレイスクリーンに提示する場合
に使用されてもよい。
【０１００】
　更に、実施形態は、特定のコンテナに対する識別情報を更に含む管理物流情報を有して
もよい。コンテナのタイプを識別することに関して先に記載されたように、コンテナイン
ターフェースディスプレイ装置は、（単にコンテナタイプ又はその関連する収納空間の寸
法とは対照的に）特定のコンテナを指定するこのような識別情報を検出するか又はこのよ
うな識別情報を受信してもよい。
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【０１０１】
　更に別の実施形態は、コンテナに積み込まれることが意図される物の目録等のコンテナ
出荷情報及び／又は目録内の物品がコンテナ内に積み込まれる又は積み込まれるべき場所
についての場所指定情報を含む管理物流情報を有してもよい。このようなコンテナ出荷情
報は、出荷するコンテナの一部又は全てが（ランプ（ｒａｍｐ）職員、配送業者、倉庫業
者等の）物流職員によって使用されるディスプレイスクリーン上の電子物流監視情報の一
部として提示される場合に積み込み／積み降ろし作業を向上させてもよい。
【０１０２】
　当業者であれば、様々な実施形態で先に開示され且つ説明された方法５００は、物流情
報管理プログラムコード２６０の実施形態を実行する、例示的なコンテナインターフェー
スディスプレイ装置１５０等の装置で実装され得ることを理解するであろう。このような
コードは、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０におけるメモリ２１５記憶
装置２１５等の非一時的なコンピュータ可読媒体に格納することができる。従って、コー
ド２６０を実行する場合に、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０の処理装
置２１０は、方法５００及びその方法の変形例を含む、先に開示した例示的な方法の動作
又はステップを実行するように動作することができる。
【０１０３】
　より詳細には、コンテナに関連する物流情報を管理するためのこのような例示的なコン
テナインターフェースディスプレイ装置は、処理、メモリ、スキャナ、無線通信インター
フェース及びディスプレイスクリーンを含んでもよい。メモリ、スキャナ、無線通信イン
ターフェース及びディスプレイスクリーンは、それぞれ処理装置に動作可能に結合される
。メモリは、処理装置によって実行される少なくとも物流情報管理プログラムコード部分
（コード２６０等）並びにコンテナ内に保存されている物に関連する関連付け情報及びパ
ッケージ数情報を保持する。スキャナは、物品がコンテナ内に積み込まれているときにコ
ンテナによって出荷される物品をスキャンして識別するように機能する。無線通信インタ
ーフェースは、（ユーザアクセス装置１４０ｃ又は外部管理ノード１１０等の）ノード装
置と通信するために無線通信路へのアクセスを提供する。ディスプレイスクリーンは、コ
ンテナを積み込む物流職員と相互作用するために実質的にコンテナの外壁上に又はその近
くに配置される。
【０１０４】
　物流情報管理プログラムコード部分を実行すると、装置の処理装置は、汎用コンピュー
タのそれを超えてコンテナインターフェースディスプレイ装置を特別に適合させて、上記
の構造及び本明細書に記載の集合的機能の非在来型の性質を与えられる。そのため、この
実施形態における処理装置は、スキャナによって処理装置に送信されるスキャン結果信号
に基づいてコンテナの積み込みの間に識別すること、メモリに保持されている関連付け情
報を更新することであって、更新された関連付け情報は積み込まれているコンテナと識別
された物品との少なくとも関連付けを反映し、且つ関連付け情報はコンテナに関連する管
理物流情報の一部であること、メモリに保持されているパッケージ数情報をインクリメン
トすることであって、インクリメントされたパッケージ数情報はコンテナ内で出荷される
物品がコンテナ内に積み込まれることを少なくとも反映し且つコンテナに関連する管理物
流情報の一部であること、及びディスプレイスクリーン上に電子物流監視情報をディスプ
レイスクリーンに提示させることであって、電子物流監視情報はコンテナに関連する管理
物流情報の少なくとも一部を含むことを少なくとも行うように動作可能である。ディスプ
レイスクリーンに提示されるこのような電子物流監視情報は、例えば、コンテナに関連す
る管理物流情報の１つ以上の部分を表す１つ以上のスキャン可能なオブジェクトを含んで
もよい（コンテナの識別を表すスキャン可能なバーコード画像、どのような出荷可能な物
品が追跡関係に有るコンテナと現在関連付けられているかについての関連付け情報、及び
コンテナに保管される物のパッケージ数等）。
【０１０５】
　更なる実施形態では、コンテンツインターフェースディスプレイ装置は、例えば、装置
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を外壁に接続する磁性部品又は本明細書に記載の他の迅速な接続／解除タイプの機構を介
して、装置がコンテナの外壁に取り外し可能に取り付けられることを可能にする取り外し
可能な連結部を含んでもよい。代替的な実施形態では、装置は、装置がコンテナの外壁に
固定されることを可能にする固定連結部によって外壁に対して配置されてもよい。更に別
の実施形態では、装置の要素は、物流職員がコンテナの積み込み／積み降ろしの間にディ
スプレイスクリーンを観察できるように、コンテナの外壁の一部に統合される等、集合的
にコンテナの一部であってもよい。
【０１０６】
　コンテンツインターフェースディスプレイ装置の別の実施形態では、管理物流情報は、
コンテナに関する識別情報、コンテナ出荷情報（コンテナの中に積み込まれることが意図
される物の目録及び／又は物品がコンテナ内に積み込まれるべき場所についての場所指定
情報等）を含んでもよい。
【０１０７】
　更に別の実施形態では、コンテンツインターフェースディスプレイ装置は、処理装置に
動作可能に結合される識別センサを含んでもよい。識別センサは、コンテナに関連する管
理物流情報の一部であるコンテナのタイプを識別するように構成されてもよい。より詳細
には、識別センサは、コンテナに関係付けられるコンテナタイプ登録情報（コンテナに関
係付けられるバーコード情報及び／又はコンテナに関係付けられる寸法情報等）を検出し
、コンテナタイプ信号を処理装置に提供し、これは次に識別センサによって提供されるコ
ンテナタイプ信号に基づいてコンテナのタイプを識別する。
【０１０８】
　一部の実施形態では、識別センサは、上記と同じスキャナとして実装されてもよい。例
えば、積み込まれている物品からブロードキャストされる同じタイプのフォーマット済み
信号であるコンテナのタイプを識別する情報を有する信号をコンテナが提供し得る場合（
例えば、両方ともブルートゥース信号である）、同じタイプの感知／スキャン装置が使用
されてもよい。しかしながら、他の実施形態では、コンテナのタイプを識別するセンサは
、コンテナ内に積み込まれるときに物品を識別するスキャナとは異なってもよい。例えば
、コンテナのタイプはバーコード情報によって示されてもよいが、積み込まれている物品
の識別はＲＦＩＤタグシグネチャによって検出されてもよい。
【０１０９】
　更なる実施形態では、コンテナインターフェースディスプレイ装置のディスプレイスク
リーンは、電子物流監視情報として相互作用可能コンテンツを表示するように動作可能で
あってもよい。より詳細には、ディスプレイスクリーンは、降水耐性である一方で入力と
してタッチジェスチャを受信することが可能な侵入保護定格ディスプレイインターフェー
ス等の高耐久化タッチスクリーンによって実装されてもよい。
【０１１０】
　更に、コンテナインターフェースディスプレイ装置は処理装置に結合される（複数の）
他のユーザ入力装置を含んでもよく、ここで図２で説明されたユーザ入力装置２３０等の
装置が、管理物流情報自体を修正するため及び／又はディスプレイスクリーン上に示され
る管理物流情報の一部を選択することの一部としてユーザから入力を受信するために装置
との相互作用を可能にする。
【０１１１】
　要約すれば、コンテナに関連する物流情報をどのように管理するかを改善し且つ向上さ
せるのを支援するために例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置の使用を利
用する例示的な方法及び装置システムの様々な実施形態が先に記載されている。
【０１１２】
　［物流情報及びコンテナスケールの管理］
　図３Ａ－３Ｃに関して先に一般に及びより詳細に説明されたように、例示的なコンテナ
インターフェースディスプレイ装置が、コンテナ内に少なくとも配置されるスケールに関
し得る更なる実施形態において配備されてもよい。このようなスケールは、別個の装置で
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あってもよく、又はコンテナ自体の一部として統合されてもよい。そして、コンテナ内に
配置されるスケールによって、コンテナインターフェースディスプレイ装置の実施形態は
、コンテナに関連する物流作業を更に向上させ且つ改善し、このような例示的なコンテナ
インターフェースディスプレイ装置及びスケール対応コンテナを配備し得る例示的なシス
テムも同様である。図６Ａ及び６Ｂは、集合的に、本発明の一実施形態による、少なくと
もコンテナ内に配置され且つコンテナインターフェースディスプレイ装置に結合されるス
ケールを有する場合にコンテナインターフェースディスプレイ装置を使用してコンテナに
関連する物流情報を管理するための例示的な方法を示すフローダイアグラムである。
【０１１３】
　図６Ａを次に参照すると、方法６００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置
がコンテナの一部に取り付けられるステップ６０５で開始してもよい。例えば、コンテナ
インターフェースディスプレイ装置は、コンテナの外壁、コンテナの内壁、コンテナ内の
構造支持部材（例えば、梁、柱）、又はコンテナへのアクセス入口に関係付けられるドア
に取り付けられてもよい。このような取り付け構成において、コンテナインターフェース
ディスプレイ装置は、物品がコンテナ内に積み込まれているときにスキャナがコンテナ内
で出荷される物品を識別することを可能にする方向に配置されてもよい。例示的なコンテ
ナは、１つ以上の入口点又は開口を有してもよく、航空機での輸送のためのユニット・ロ
ード・コンテナ（ＵＬＤ）、車両の一部と統合される収納コンテナエリア（例えば、配達
用トラック又は他の車両の中で又はその上に配置されるパッケージ保管コンポーネント）
、セミトラックによって引かれるトラクタトレーラ、又はインターモーダル出荷のための
インターモーダルコンテナ等の様々なタイプのコンテナの１つであってもよい。
【０１１４】
　ステップ６１０において、方法６００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置
をコンテナ内のスケールに結合することによって進んでもよい。一実施形態では、コンテ
ナインターフェースディスプレイ装置とスケールとの連結は、コンテナインターフェース
装置とコンテナ内に配置されるスケールとの間で有線又は無線接続を確立することに関し
てもよい。例えば、図３Ａに示された実施形態では、コンテナインターフェースディスプ
レイ装置１５０は、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０におけるインター
フェース回路２２０に結合される有線接続３２０によってコンテナ１１５内に配置される
スケール３１５に結合されてもよい。しかしながら、代替的な実施形態は、無線接続を介
してコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０と通信し得る統合型スケールを有
するコンテナ１１５を有してもよい。例えば、コンテナ１１５の別の実施形態は、コンテ
ナ１１５の一部であるノード（図示せず）が装置１５０と類似したアーキテクチャを有す
るが、少なくとも無線インターフェース、及びノード装置がスケール３１５を使用して重
量測定値を収集してコンテナインターフェースディスプレイ装置１５０等の他のノードに
測定値を無線で送り返すように、コンテナ１１５内のスケール３１５に結合される回路を
有するトランシーバベースの処理装置であるノード対応タイプのコンテナであってもよい
。
【０１１５】
　ステップ６１５において、方法６００は、コンテナ内の収納空間の上に配置される深度
感知装置にコンテナインターフェースディスプレイ装置を動作可能に結合することを含ん
でもよい。例えば、コンテナインターフェースディスプレイ装置は、図３Ａに示されるよ
うにコンテナ１１５内に配置される内部感知装置１２０等の深度感知装置との有線又は無
線接続を確立してもよい。深度感知装置は、一実施形態では、１つ以上の深度感知素子、
センサ又はカメラに露出される空間をスキャン又はマッピングする１つ以上の深度感知素
子、センサ、カメラであってもよく、コンテナ内の収納空間を占有する物の構成に関する
寸法情報を提供してもよい。
【０１１６】
　ステップ６２０において、方法６００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置
のスキャナがコンテナの積み込み中に物品を識別することで進む。例えば、物品１３０ａ
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は図３Ａに示されるように積み込まれ、装置１５０上のスキャナ２２５は、物品１３０ａ
に関係付けられる無線識別要素／ノードにおけるロー・エネルギ・ブルートゥース無線機
からブロードキャストされたブルートゥース信号、物品１３０ａ上のバーコード情報から
反射して戻ったバーコードスキャン信号等の物品１３０ａを識別する信号を検出してもよ
い。
【０１１７】
　ステップ６２５において、方法６００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置
が積み込まれているコンテナと識別された物品との間のメモリ内の関連付けを記録するこ
とで進む。記録された関連付けは、コンテナに関連する管理物流情報の一部である。より
詳細には、記録された関連付けは、管理物流情報２７０におけるコンテンツデータ２８０
の一部として記憶されてもよく、記録された関連付けに対応するデータは、コンテナと、
例えば、図３Ａに示されるようにコンテナ内に積み込まれる物品１３０ａとの間でアクテ
ィブに確立された記録及び管理された関連付けの関連性を反映する。
【０１１８】
　ステップ６３０において、方法６００は、コンテナ内のスケールがコンテナ内に積み込
まれた物品の重量を検出し、ステップ６３５で、コンテナインターフェースディスプレイ
装置に物品の検出された重量を示す信号をスケールから受信させることで進む。そして、
ステップ６４０において、方法６００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置が
、コンテナに関連する管理物流情報の一部である識別された物品の検出された重量をその
メモリに記憶することで進む。
【０１１９】
　ステップ６４０の後で、方法６００は、図６Ａに示された移行点Ａを通じて図６Ｂに示
された移行点Ａに進む。図６Ｂを次に参照すると、方法６００はステップ６４５に進み、
コンテナインターフェースディスプレイ装置に結合される深度感知装置は、収納空間の占
有構成を反映する寸法データを生成するためにコンテナ内の収納空間をマッピングしても
よい。例えば、（図３Ａに示された）物品１３０ａがコンテナ１１５の収納空間３１０内
に積み込まれると、（内部感知装置１２０によって実装され得る）深度センサは、空間３
１０内に置かれた物品１３０ａを含む収納空間３１５の現在の占有構成を反映する寸法デ
ータを生成するために収納空間３１０のマッピングスキャンを行ってもよい。
【０１２０】
　ステップ６５０において、方法６００は、深度感知装置がコンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置にメッセージを送信することで進み、メッセージは収納空間の占有構成を
反映する。一実施形態では、これは、メッセージとして生成される寸法データを単にコン
テナインターフェースディスプレイ装置に提供することにより達成され得る。他の実施形
態では、占有構成に関する情報を含む別のメッセージが深度感知装置によって作成されて
もよい。当業者であれば、これが、どのように深度感知装置が実装され得るか及び収納空
間構成に関するそのマッピングアクティビティをどのようにそれが行ってそれを報告する
ように動作し得るかの複雑さに依存することを理解するであろう。
【０１２１】
　そして、ステップ６５５において、方法６００は、コンテナインターフェースディスプ
レイ装置が、コンテナに関連する管理物流情報の一部としてメモリ内の収納空間の占有構
成を記録することで進む。以下でより詳細に説明されるように、更なる実施形態は、空間
３１０内に記憶される１つ以上の物品の移動を示すイベントを検出するためにこのやり方
で占有構成を周期的に監視し、コンテナ及びそのコンテンツに関連する物流作業を改善す
るプロアクティブな且つ修正のための通知が生成されることを可能にする。
【０１２２】
　ステップ６６０において、方法６００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置
のディスプレイスクリーン上の電子物流監視情報を生成するために進む。ディスプレイス
クリーンに示された情報（一般に、電子物流監視情報と呼ばれる）は、上記のように管理
物流情報の少なくとも一部である。更なる実施形態では、ステップ６６０においてディス
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プレイスクリーン上でこのタイプの情報を生成することは、コンテナに積み込むことに関
与する物流職員からの入力に基づいて表示される管理物流情報の一部を選択すること、及
び、コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツについての物品レベル情報及び／又は
コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツについてのコンテナレベル情報を含む情報
等、積み込み中のコンテナの物流状態としてディスプレイスクリーン上に物流職員に対し
て管理物流情報の選択部分を生成することを含んでもよい。より詳細には、実施形態は、
コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツの現在の重量、コンテナ出荷情報（コンテ
ナに積み込まれることが意図されている物の目録、積み込まれることが意図されている１
つ以上の物品が、例えば、物品の重量又は物品の梱包のためにコンテナ内のどこに置かれ
るべきかの場所指定情報等）を少なくとも含むこのようなコンテナレベル情報を有しても
よい。更なる実施形態は、コンテナ内に現在積み込まれている物に関する他の状態情報を
含むこのようなコンテナレベル情報を有してもよい。例えば、コンテナレベル情報は、コ
ンテナ内に積み込まれている物についての容積情報（例えば、コンテナ内に積み込まれて
いる物品の数、コンテナの収納エリアの占有状態又はコンテナの残りの収容容量の容積測
定値）を含んでもよい。このような容積情報は、内部感知装置１２０の一部として配備さ
れるセンサ（例えば、深度センサ）から来てもよい。
【０１２３】
　１つ以上の実施形態において、ディスプレイスクリーンに示された管理物流情報の一部
は、コンテナ１１５及び／又はコンテンツに関連する１つ以上のスキャン可能なオブジェ
クト（例えば、コンテナ１１５の外部に取り付けて後でそこから取り外すために新しい又
は追加のラベルを印刷せずに、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０によっ
て動的に変化され得る管理物流情報２７０の１つ以上の部分を効果的に表すディスプレイ
スクリーン２３５上のバーコードスキャン可能な画像の電子的に生成された表示）によっ
て表されてもよい。ディスプレイスクリーンに示された管理物流情報の一部は、ディスプ
レイスクリーンに示される管理物流情報の所望の部分を要約する及び／又はその部分に対
応するテキスト、グラフィックス、数字及び／又は他の記号画像及び情報を含んでもよい
。コンテナインターフェースディスプレイ装置によって収集及び管理されるこのような表
示情報は、コンテナに関連する物流作業の一部として物流職員に通知し、又は物流作業中
にコンテナを処理し得る他の物流装置（バーコードスキャナ、機械視覚システム等）に情
報を提供するのを支援してもよい。
【０１２４】
　ステップ６６５において、方法６００は、追加物品がまだコンテナに積み込まれていな
い場合に、ステップ６２０に戻る。従って、追加物品が更に積み込まれる実施形態では、
方法６００は、（ステップ６２０で記載されたのと同様に）追加物品がコンテナ内に積み
込まれるときに追加物品の各々を増分的に識別するためにコンテナインターフェースディ
スプレイ装置におけるスキャナを使用すること、メモリに追加の関連付けを増分的に記録
することであって、（ステップ６２５で記載されたのと同様に）追加の関連付けの各々が
コンテナとコンテナ内に積み込まれる追加物品の各々との関係をそれぞれ表し、追加の関
連付けがコンテナに関連する管理物流情報の一部であること、コンテナ内に積み込まれる
追加物品の各々に関する重量をそれぞれ増分的に検出することであって、（ステップ６３
０－６４０で記載されたのと同様に）追加物品の各々に関する重量、容積及び／又は積荷
密度のそれぞれがコンテナに関連する管理物流情報の一部であること、及び管理物流情報
に関連するディスプレイスクリーン上に電子物流電子情報の更新を周期的に生成すること
であって、更新はコンテナに対する積み込み作業の間にコンテナの現在の物流状態を反映
することを含んでもよい。しかしながら、積み込むべき追加物品がなければ、方法６００
はステップ６６５の後で終了する。
【０１２５】
　当業者であれば、様々な実施形態で先に開示され且つ説明された方法６００の所定のス
テップは、コンテナの積み込み作業に関連する物流情報の管理を改善するシステムの一部
として、物流情報管理プログラムコード２６０の実施形態を実行する、例示的なコンテナ
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インターフェースディスプレイ装置１５０等の装置で実装され得ることを理解するであろ
う。このようなコードは、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０におけるメ
モリ２１５記憶装置２１５等の非一時的なコンピュータ可読媒体に格納することができる
。従って、コード２６０を実行する場合に、コンテナインターフェースディスプレイ装置
１５０の処理装置２１０は、方法６００及びその方法の変形例を含む、先に開示した例示
的な方法の所定の動作又はステップを実行するように動作することができる。
【０１２６】
　出荷可能な物品に関する積み込み作業に関連する物流情報を管理するためのこのような
例示的な改善されたシステムは、スケール対応コンテナ及びコンテナの壁に配置されたコ
ンテナインターフェースディスプレイ装置を含んでもよい。より詳細には、コンテナイン
ターフェースディスプレイ装置は、コンテナの積み込み作業の間に出荷可能な物品をスキ
ャナが識別可能な方向でコンテナの壁に取り外し可能に取り付けられてもよい。例えば、
コンテナインターフェースディスプレイ装置は、コンテナの外壁等の壁に一時的に固定さ
れてもよい。
【０１２７】
　コンテナは、出荷可能な物品を輸送するために使用され（例えば、コンテナ１１５）、
少なくとも収納空間、少なくとも１つの入口、及びスケールを備える。収納空間は、コン
テナ内に積み込まれた時点で出荷可能な物品を保持するためのコンテナ内の空間である。
１つ以上の入口は、コンテナに積み込むことの一部として収納空間に出入りするためのア
クセスを提供する。スケールは、コンテナ内に積み込まれた時点で出荷可能な物品を支持
するためにコンテナの収納空間内に少なくとも配置される。一部の実施形態では、スケー
ルは、コンテナに固定されてもよく、より詳細には、コンテナの統合部分であってもよい
。スケールは、収納空間内に置かれた物品を支持し、更にこうした物品の制限された移動
を可能にするベースを有してもよい（例えば、収納空間内において所望の構成で物品をキ
ャプチャ及び保持するために束縛又は固定構造を提供する）。例示的なシステムにおいて
出荷可能な物品を輸送するために使用されるコンテナは、例えば、航空機で輸送するため
のユニット・ロード・コンテナ（ＵＬＤ）、車両の一部として統合される収納コンテナエ
リア、トラクタトレーラ、又はインターモーダル輸送のためのインターモーダルコンテナ
によって実装されてもよい。
【０１２８】
　例示的なシステムにおけるコンテナインターフェースディスプレイ装置は、少なくとも
処理装置、スキャナ、スケールインターフェース回路、メモリ及びディスプレイスクリー
ンを更に含んでもよい。スキャナ、スケールインターフェース回路、メモリ及びディスプ
レイスクリーンは、それぞれ処理装置に動作可能に結合される。スキャナは、このシステ
ムにおいて、コンテナの積み込み中に出荷可能な物品を識別する識別信号（反射されたバ
ーコードスキャン信号又はブロードキャストされたブルートゥース信号等）を受信するよ
うに動作する。スケールインターフェース回路は、このシステムにおいて、スケールから
信号を受信するように動作し、ここで信号はコンテナ内に積み込まれた出荷可能な物品の
検出された重量を示す。メモリは、処理装置によって実行される少なくとも物流情報管理
プログラムコード部分（コード２６０等）と共に以下を含む積み込み作業に関連する管理
物流情報を保持する。このような管理物流情報は、少なくともコンテナと出荷可能な物品
と出荷可能な物品の検出された重量との関連付けを含む。ディスプレイスクリーンは、コ
ンテナの壁に対して、コンテナを積み込む物流職員と相互作用するように方向付けられる
（例えば、壁から外側を向いて、物流職員がディスプレイスクリーンにタッチスクリーン
入力を提供し得るように露出される）。
【０１２９】
　システムの一部として、コンテナインターフェースディスプレイ装置の処理装置は、物
流情報管理プログラムコード部分を実行するときに、それがシステムの一部として機能す
るようにコンテナインターフェースディスプレイ装置を特別に適合させるように動作可能
である。より詳細には、コンテナインターフェースディスプレイ装置の処理装置は、少な
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くとも、物流情報管理プログラムコード部分を実行する際に、スキャナによって受信され
た識別信号に基づいて出荷可能な物品を識別し、出荷可能な物品を識別した後で管理物流
情報の一部としてメモリに関連付けを記録し、スケールから受信した信号に基づいて管理
物流情報の一部としてメモリに検出された重量を記録し、且つディスプレイスクリーン上
に電子物流監視情報をディスプレイスクリーンに提示させるように動作可能であり、電子
物流監視情報はメモリに保持された管理物流情報の少なくとも一部を含む。
【０１３０】
　システムの更なる実施形態では、ディスプレイスクリーンに提供される管理物流情報の
一部は、コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツに関する物品レベル情報及び／又
はコンテナ内に現在積み込まれているコンテンツに関するコンテナレベル情報を示しても
よい。このようなコンテナレベル情報は、コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツ
の現在の重量、コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツについての容積情報、及び
／又はコンテナの収容容量に関するコンテンツの関連する占有状態を少なくとも含んでも
よい。更に、管理物流情報は、コンテナに積み込まれることが意図される物の目録を識別
し得る出荷情報、又は一部の実施形態では、１つ以上の物品がコンテナ内のどこに積み込
まれるべきかの場所指定情報（重い物品を良好に支持し得る特定の場所又はコンテナ内に
置かれ得る物品の数を増加若しくは最大化するのを支援し得る場所等）を含んでもよい。
【０１３１】
　別の実施形態では、システムは、収納空間の上に配置され且つコンテナインターフェー
スディスプレイ装置と通信し且つコンテナの収納空間をマッピングするのを容易にするよ
うに動作可能である深度感知装置を更に含んでもよい。特に、システムの要素として使用
される場合に、深度感知装置は、収納空間の占有状態を反映する寸法データを生成するた
めに物品がコンテナ内に積み込まれると収納空間をマッピングして、収納空間の占有状態
を反映するメッセージをコンテナインターフェースディスプレイ装置に送信するように動
作してもよい。その後、コンテナインターフェースディスプレイ装置の処理装置は、深度
感知装置からメッセージを受信し、メッセージに基づいて収納空間の占有状態を決定し、
コンテナに関連する管理物流情報の一部として収納空間の占有状態を記録してもよい。
【０１３２】
　更に別の実施形態では、システムは、コンテナインターフェースディスプレイ装置の処
理装置に結合される少なくとも１つのユーザ入力装置を更に含んでもよい。ユーザ入力装
置（ディスプレイスクリーンと統合され得るタッチスクリーン要素、別個のボタン、又は
ディスプレイスクリーンのベゼル上のソフトキー）は、コンテナインターフェースディス
プレイ装置との相互作用によって、管理物流情報の一部としてディスプレイスクリーンに
どの管理物流情報が示されるかを選択的に変更することを可能にする。
【０１３３】
　出荷可能な物品に対する積み込み作業に関連する物流情報を管理するための改善された
システムの更なる実施形態は、コンテナ、コンテナインターフェースディスプレイ装置、
及び管理ノード装置を含んでもよい。この実施形態では、コンテナは、出荷可能な物品を
輸送するために使用される物である。コンテナは、コンテナ内の収納空間と、コンテナ内
に積み込まれると出荷可能な物品を支持するためにコンテナの一部として収納空間内に配
置される統合型スケールとを有する。動作時に、統合型スケールは、収納空間内のスケー
ル上に指示される物の重量を反映する信号を生成する。出荷可能な物品を輸送するために
使用されるコンテナは、例えば、航空機で輸送するためのユニット・ロード・コンテナ（
ＵＬＤ）、車両の一部として統合される収納コンテナエリア、１つ以上の入口点を有する
トラクタトレーラ、又はインターモーダル輸送のためのインターモーダルコンテナであっ
てもよい。
【０１３４】
　このシステムの実施形態において、コンテナは、コンテナインターフェースディスプレ
イ装置に接続される。より詳細には、コンテナインターフェースディスプレイ装置は、コ
ンテナの外壁に取り外し可能に配置される。コンテナインターフェースディスプレイ装置
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は、筐体、処理装置、スキャナ、インターフェース回路、メモリ、ディスプレイスクリー
ン及び通信インターフェースを備える。
【０１３５】
　筐体は、コンテナの外壁に取り外し可能に取り付けられるコンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置の一部であり、コンテナの壁に筐体を一時的に取り付けることを可能にす
る取り外し可能な又は他の結合構造（例えば、磁石、クリップ等）を含んでもよい。処理
装置、スキャナ、インターフェース回路、メモリ、ディスプレイスクリーン及び通信イン
ターフェースは、それぞれ筐体内に少なくとも部分的に配置される。例えば、スキャナは
、通信インターフェースとして筐体を超えて露出される部分又は要素を有してもよい（例
えば、通信インターフェース用のアンテナが筐体自体の外側に露出されてもよい）。
【０１３６】
　スキャナは、システムにおいて、コンテナの積み込み中に出荷可能な物品を識別する識
別信号を受信するように動作する。上記のように、このような識別信号は、出荷可能な物
品に関係付けられる識別要素から反射されたバーコードスキャン信号又は検出されたブル
ートゥース信号等、スキャナによって受信される信号であってもよい。より詳細には、ス
キャナは、出荷可能な物品を識別する識別信号として、反射されたバーコードスキャン信
号又は発信された識別装置信号をキャプチャするように動作可能であってもよい。
【０１３７】
　インターフェース回路は、コンテナの統合型スケールとのインターフェース回路の接続
を可能にするために筐体を通じてアクセス可能な、嵌め合いプラグ接続のプラグコネクタ
等の接続を提供してもよい。そのため、インターフェース回路は、統合型スケール上に積
み込まれると出荷可能な物品の検出された重量を示す生成信号を統合型スケールから受信
してもよい。
【０１３８】
　コンテナインターフェースディスプレイ装置におけるメモリは、（図２のメモリ２１５
に示されたものと同様の）動作コード及びデータを保持する。特に、このシステムの実施
形態におけるメモリは、少なくとも処理装置によって実行される物流情報管理プログラム
コード部分と、コンテナと出荷可能な物品との間の関係付けを反映するデータ及び統合型
スケールによって検出される出荷可能な物品の重量を反映するデータとを保持する。
【０１３９】
　装置のディスプレイスクリーンは、コンテナに積み込む物流職員と相互作用するために
コンテナの外壁から離れた方を向く構成において筐体上に配置される。より詳細には、デ
ィスプレイスクリーンは、筐体上の開口内に配置されるが、コンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置が少なくとも埃、水分及び他の沈殿物に耐性を有するように、高耐久化、
侵入保護状態で筐体が構成されたままであってもよい。
【０１４０】
　管理ノード装置（外部管理ノード１１０等）は、積み込み作業に関連する情報を保持す
るための物流データストア装置（ローカルデータベース又はメモリ記憶装置等）を含む。
管理ノード装置は、コンテナインターフェースディスプレイ装置から情報及びメッセージ
を受信し且つ情報、メッセージ及び／又は新しいプログラミングをコンテナインターフェ
ースディスプレイ装置に提供するやり方として無線通信路を介してコンテナインターフェ
ースディスプレイ装置の無線通信インターフェースと通信し且つ相互作用するように動作
可能である。
【０１４１】
　このシステムの実施形態における、コンテナインターフェースディスプレイ装置の処理
装置は、物流情報管理プログラムコード部分を実行する際に、スキャナによって受信され
た識別信号に基づいて出荷可能な物品を識別し、出荷可能な物品を識別した後で管理物流
情報の一部としてメモリに関連付けを記録し、統合型スケールから受信した信号に基づい
て管理物流情報の一部としてメモリに検出された重量を記録し、且つディスプレイスクリ
ーン上に電子物流監視情報をディスプレイスクリーンに提示させ、電子物流監視情報はメ
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モリに保持された管理物流情報を少なくとも含み、無線通信インターフェースによってメ
ッセージを管理ノード装置に送信させ、メッセージはコンテナに関連する管理物流情報に
関連するように動作可能である。
【０１４２】
　それに応じて、このシステムの実施形態における管理ノード装置は、コンテナインター
フェースディスプレイ装置からメッセージを受信し、且つメッセージにおいて伝達される
管理物流情報で物流データストア装置を更新するように動作可能である。
【０１４３】
　このシステムのより詳細な実施形態では、コンテナインターフェースディスプレイ装置
のディスプレイスクリーンに提供される管理物流情報の一部は、コンテナ内に現在積み込
まれているコンテンツに関する物品レベル情報及び／又は収納空間内に積み込まれている
物に関するコンテナレベル情報を示してもよい。このようなコンテナレベル情報は、少な
くとも収納空間内に積み込まれている物の現在の重量を含んでもよい。
【０１４４】
　同様に、管理物流情報は、コンテナ積み込まれることが意図されている物の目録等のコ
ンテナ出荷情報、及び／又は１つ以上の物品がコンテナ内のどこに積み込まれるべきかの
場所指定情報（例えば、このような場所情報は物品の重量に関連している）を含んでもよ
い。
【０１４５】
　更なる実施形態では、システムは、収納空間の上に配置され且つインターフェース回路
を介してコンテナインターフェースディスプレイ装置と通信するように動作可能である深
度感知装置を更に含んでもよい。そのため、深度感知装置は、収納空間の占有状態を反映
する寸法データを生成するために出荷可能な物品が収納空間内に積み込まれると収納空間
をマッピングし、且つ生成された寸法データに基づいて収納空間の占有状態をコンテナイ
ンターフェースディスプレイ装置に通知するように動作可能であってもよい。更に、この
更なる実施形態では、インターフェース回路は、深度感知装置から通知を受信して、通知
を処理装置に伝達してもよい。次に、処理装置は、通知に関する通信をインターフェース
回路から受信し、通信に基づいて収納空間の占有状態を決定し、コンテナに関連する管理
物流情報に対する更新の一部としてメモリに収納空間の占有状態を記録し、且つ無線通信
インターフェースによって管理ノード装置に占有状態メッセージを送信させてもよく、こ
こで占有状態メッセージはコンテナに関連する管理物流情報に対する更新に関連するか又
はそれを反映する。このようにして、占有状態情報は、コンテナに関連する物流情報の一
部として管理されてもよく、このような情報は、積み込み作業に関与する他の装置（管理
ノード装置等）に迅速且つ効率的に発信されてもよい。
【０１４６】
　更に別の実施形態では、システムは、コンテナインターフェースディスプレイ装置の処
理装置に結合される少なくとも１つのユーザ入力装置も含んでもよい。ユーザ入力装置は
、どの管理物流情報が管理物流情報の一部としてディスプレイスクリーンに示されるかを
変更するための選択的な入力の受信を容易にする。
【０１４７】
　［更新された物流情報及びコンテンツ関連通知］
　先に一般的に説明されたように、図４Ａ及び４Ｂに関してより詳細には、例示的なコン
テナインターフェースディスプレイ装置は、コンテナに関連し且つコンテナインターフェ
ースディスプレイ装置によって管理される物流情報が変化すると、コンテンツ関連通知を
生成し得る更なる実施形態において配備されてもよい。コンテナインターフェースディス
プレイ装置が一実施形態において配備されると、装置は、積み込み又は積み降ろし作業を
常に念頭に置いて、コンテナに関連して又はより具体的にはコンテナ内に保存されている
物に関連して受信した又は検出された追加情報等の更なる関連コンテナ情報を収集するよ
うに動作してもよい。この関連コンテナ情報に基づいて、コンテナインターフェースディ
スプレイ装置は、装置がそのメモリに保持する管理物流情報の一部又は全てを更新し、更
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新された管理物流情報に反映された重要な通知イベントをディスプレイスクリーンを介し
て物流職員に警告及び通知すると共に、このようなノードに時間効率アラート又は通知メ
ッセージを介して他のノード（例えば、外部管理ノード、ユーザアクセス装置及びバック
エンドサーバ１００）に通知することもできる。
【０１４８】
　一般に、通知イベントは、コンテナインターフェースディスプレイ装置によって事前ロ
ードされ、感知され、又は他のやり方で取得された管理物流情報の１つに基づいて検出さ
れてもよい。通知イベントは、コンテナの状態又はコンテナ内に保存される（複数の）物
品に関連してもよい。以下でより詳細に説明されるように、コンテナに関係付けられる状
態情報に関連する通知イベントは、例えば、コンテナ内の収納空間に関する１つ以上の検
出された状態又はコンテナ内に置かれている物の構成の予想外の変化の形態を取ってもよ
い。更に、コンテナ内に保存されている特定の物品又は物品のグループに関連する通知イ
ベントは、コンテナの積み込み又は積み降ろしに関与する者に対する特定の注意に値する
と共に積極的に他者に通知することに値する配達関連パラメータであってもよい。以下に
記載の特定の実施形態は、例示的なコンテンツインターフェースディスプレイ装置を使用
してコンテンツ関連通知を生成するための方法、システムにおける他の装置が積極的に通
知され、且つ更なる物流メッセージングがコンテナに関連する物流作業を向上及び改善す
るように動作するときにこのような装置を利用する装置の実施形態、及びシステムの実施
形態に焦点を合わせている。
【０１４９】
　図７は、本発明の一実施形態による、コンテナインターフェースディスプレイ装置を使
用してコンテナに関連する管理された物流情報に基づいてコンテンツ関連通知を生成する
ための例示的な方法を示すフローダイアグラムである。図７を次に参照すると、方法７０
０はステップ７０５で開始してもよく、ここでコンテナインターフェースディスプレイ装
置は、コンテナから外側にコンテナインターフェースディスプレイ装置のディスプレイス
クリーンを露出させる方向でコンテナに（例えば、コンテナの外壁に）固定されてもよい
。この方向は、例えば、コンテナの積み込み又は積み降ろしを行うランプ物流職員が、作
業中にディスプレイスクリーンに示される任意の通知又はアラートメッセージを容易に観
察し且つ見ることができるようにする。上記のように、例示的なコンテナは、航空機で輸
送するためのユニット・ロード・コンテナ（ＵＬＤ）、車両の一部として統合される収納
コンテナエリア、トラックで引っ張られるトラクタトレーラ、又はインターモーダル輸送
のためのインターモーダルコンテナとして実装されてもよい。
【０１５０】
　ステップ７１０において、新しい又は更新された管理物流情報がコンテナインターフェ
ースディスプレイ装置によって受信されたか又は検出された場合、ステップ７１０はステ
ップ７１５に進む。より詳細には、コンテナ上に固定され且つ動作可能であるようにアク
ティブ化されるコンテナインターフェースディスプレイ装置は、ステップ７１０において
更なる関連コンテナ情報を収集するために待機する。このような更なる関連コンテナ情報
は、他の装置（外部管理ノード１１０等）から受信した情報又は（スキャナ／センサを使
用してコンテナディスプレイ装置によって取得される検出情報（コンテナに関連する追加
の検出情報、コンテナ及びその収納エリアの検出状態、及び／又はコンテナ内に保存され
た特定の物品に関連する検出情報等）を含んでもよい。コンテナインターフェースディス
プレイ装置がこのような関連コンテナ情報（管理物流情報のタイプ）を収集すると、方法
７００はステップ７１５に進む。そうでない場合、方法７００は、追加関連コンテナ情報
として新しい管理物流情報のために待機してステップ７１０に留まってもよい。
【０１５１】
　ステップ７１５において、方法７００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置
のメモリに保持される管理物流情報に対する更新をコンテナインターフェースディスプレ
イ装置に記録させる。より詳細には、メモリに保持された管理物流情報に対する更新は、
新たに収集された関連コンテナ情報（コンテナ内の検出温度又はコンテナ内に保存されて
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いる物の構成の検出された変化又はコンテナインターフェースディスプレイ装置による更
なるアクションの価値を有する検出された配達関連パラメータ）に関係付けられる。
【０１５２】
　ステップ７２０において、方法７００は、更新を記録した後でメモリに保持された管理
物流情報の少なくとも一部をコンテナインターフェースディスプレイ装置にアクセスさせ
る。言い換えれば、コンテナインターフェースディスプレイ装置は、情報が更新される場
合等、所定の時点で管理物流情報の少なくとも一部を見直すように動作する。他の実施形
態では、このような見直しは、別の装置（外部管理ノード１１０等）から受信した指示メ
ッセージに応答して又は周期的に行われてもよい。
【０１５３】
　ステップ７２５において、方法７００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置
が管理物流情報のアクセスされた部分に基づいて通知イベントを検出することで進む。方
法７００のこの実施形態では、通知イベントは、コンテナ又はコンテナ内に保持された物
品に関係付けられる状態情報に関連する。より詳細には、状態情報は、コンテナ内に配置
され且つコンテナインターフェースディスプレイ装置に結合される内部感知装置（センサ
等）によって検出された状態を反映してもよい。
【０１５４】
　方法７００の更なる実施形態では、検出された状態は、検出又は感知されたコンテナ内
の温度、コンテナ内の水分レベル又はコンテナ内の検出光等の検出されたコンテナ内環境
状態であってもよい。別の実施形態では、検出された状態は、コンテナ内に保存されてい
る物の検出された動きであってもよく、ここで検出された動きは、内部感知装置として効
果的に動作する運動センサにより感知される（例えば、運動センサは内部感知装置である
か又は運動センサは内部感知装置のより大きく、より複雑な実施形態の一部である）。更
に別の実施形態では、検出された状態は、コンテナ内に保存されている物の過去のマッピ
ングスキャンとコンテナ内に保存されている物の現在のマッピングスキャンを比較して反
映されたコンテナ内に保存されている物の検出された構成の変化であってもよい。このよ
うなマッピングスキャンは、内部感知装置として効果的に動作する深度センサによって生
成されてもよい。
【０１５５】
　別の実施形態では、物品に基づく通知イベントは、物品に関係付けられる配達関連パラ
メータであってもよい。この状況において、コンテンツ関連通知は、物品の識別及びその
識別された物品に関する配達関連パラメータに関連する情報を含んでもよい。例示的なコ
ンテンツデータ２８０に関して先に説明されたように、物品に関する例示的な配達関連パ
ラメータは、配達日、配達時間、配達出荷カテゴリ、配達サービス識別子、及び配達モー
ド識別子を含んでもよい。このような電子パラメータは、スケジュールされた物品の配達
に関連し、コンテナインターフェースディスプレイ装置の積極的な通知機能を利用するこ
とにより改善された配達のために物品をどのように処理するべきかを識別するのに良く役
立つ。
【０１５６】
　同様の実施形態において、状態情報に基づく通知イベントは、コンテナ内の収納空間に
関連するコンテンツ状態関連パラメータを含んでもよい。例示的なコンテンツ状態関連パ
ラメータは、コンテナ内の検出された環境変化、コンテナ内の検出された動き、コンテナ
内に保存されている物の構成の検出された変化を含んでもよい。
【０１５７】
　ステップ７３０において、方法７００は、コンテナインターフェースディスプレイ装置
が通知イベントに関連するコンテンツ関連通知を生成し、ステップ７３５において、コン
テナインターフェースディスプレイ装置のディスプレイスクリーンにコンテンツ関連通知
に関連する情報を動的に表示することで進む。より詳細には、ディスプレイスクリーンに
提供されるコンテンツ関連通知に関連する情報は、物品の識別及びコンテナ内の物品の場
所を含んでもよい。コンテナインターフェースディスプレイ装置のディスプレイスクリー
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ンに提供されるこのような関連ノード情報は、積み込まれた物の構成が積み込み中にコン
テナ内で予想外に移動した場合又は特定の物品が優先度の高い配達又は特別な保管指示を
有する場合等に（例えば、特別な束縛、物品の重量のためにコンテナ内の収納空間の特定
部分への配置等）、物流職員がこのようなコンテンツ関連通知をどのように常に認識して
おけるかを改善する。更に、コンテナインターフェースディスプレイ装置のディスプレイ
スクリーンに提供されるこのような情報は、特定のタイプのコンテナを積み込むことに関
する重量／バランス要件を改善及び向上させるために積み込み位置情報を含んでもよい。
【０１５８】
　更なる実施形態では、ディスプレイスクリーンは、積み込み職員がコンテナ内に物品を
置いているとき、及びコンテナの床に配置されたセンサ（例えば、内部感知装置１２０の
一部として実装され得るセンサの１つ）が物品が所望の位置に有ることを確認するときに
積み込み職員にコンテンツ関連通知を提供してもよい。
【０１５９】
　更に別の実施形態では、コンテナインターフェースディスプレイ装置のディスプレイス
クリーンは、コンテナ内に保持されている１つ以上の物品に基づいてコンテナ自体がどこ
に積み込まれるべきであるかに関する積み込み情報のタイプとしてコンテンツ関連通知を
提供してもよい。例えば、ディスプレイスクリーンは、航空機で輸送するためにコンテナ
を積み込むときにコンテナをどこに置くべきかについてのフィードバックを積み込み職員
に知らせるために使用されてもよい。この実施形態におけるコンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置は、所望の位置に関して登録情報のキャプチャすること又は物理的なコン
テナが許容できる設置場所（航空機において生きている動物を輸送しているコンテナの温
度が制御される指定場所等）を占有することを検出することを介してコンテナが正しい場
所に有ることを自動的に確認し得る航空機の床に有るセンサと無線で通信するように動作
可能であってもよい。別の実施形態では、コンテナインターフェースディスプレイ装置は
、航空機におけるバーコードプラカードをスキャンし、又はブロードキャストされた関連
積み込み情報をキャプチャして、積み込まれているコンテナの適切な配置を確認するため
にバーコード又はブロードキャストの受信を介してキャプチャされる情報を使用してもよ
い。
【０１６０】
　更に、一実施形態は、コンテンツ関連通知及び物品に関係付けられる１つ以上のスキャ
ン可能なオブジェクトを含むディスプレイスクリーンに提供されるコンテンツ関連通知に
関連する情報を有してもよい。例えば、コンテンツインターフェースディスプレイ装置は
、コンテナが専用貨物を含み得る１つ以上の物品（例えば、生きた動物）、又はそれが目
的地の方に移動するときにコンテナの処理と共にコンテナの積み込み及び／又は積み降ろ
しに関与するランプ職員による専用処置を補償する特定の配達関連規制を有する物品を現
在保管していることを反映するスキャン可能なバーコードの専用電子表示を生成してもよ
い。
【０１６１】
　ステップ７４０において、方法７００は、一部の実施形態では、有線又は無線通信経路
を介して１つ以上の外部装置（管理ノード装置（例えば、外部管理ノード１１０）、バッ
クエンドサーバ（例えば、サーバ１００）、及び／又はユーザアクセス装置（例えば、ユ
ーザアクセス装置１４０）等）に通知メッセージを送信することによりディスプレイスク
リーンを超えて届くように通知をコンテナインターフェースディスプレイ装置が拡張する
ことで進んでもよい。このような通知メッセージがコンテンツ関連通知に関係付けられる
。
【０１６２】
　当業者であれば、様々な実施形態で先に開示され且つ説明された方法７００の所定のス
テップは、コンテナに関連する管理物流情報に対する更新に基づいてどのように積極的に
物流職員及び他の物流エンティティ及びノードに通知するかを改善するシステムの一部と
して、物流情報管理プログラムコード２６０の実施形態を実行する、例示的なコンテナイ
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ンターフェースディスプレイ装置１５０等の装置で実装され得ることを理解するであろう
。このようなコードは、コンテナインターフェースディスプレイ装置１５０におけるメモ
リ２１５記憶装置２１５等の非一時的なコンピュータ可読媒体に格納することができる。
従って、コード２６０を実行する場合に、コンテナインターフェースディスプレイ装置１
５０の処理装置２１０は、方法７００及びその方法の変形例を含む、先に開示した例示的
な方法の所定の動作又はステップを実行するように動作することができる。
【０１６３】
　より詳細には、コンテンツ関連通知を生成するための例示的なコンテナインターフェー
スディスプレイ装置は、高耐久化筐体、処理装置、メモリ、ディスプレイスクリーン、及
び無線通信インターフェースを含んでもよい。高耐久化筐体は、コンテナの壁に取り外し
可能に取り付けることが可能である。例えば、筐体は、落下した場合に装置の生存性を高
め、且つ悪動作環境における（埃及び水分等の）沈殿物侵入耐性を提供するが、装置が外
壁等のコンテナの一部に一時的に取り付けられることを可能にする装置用の保護外郭構造
を提供する。
【０１６４】
　処理装置は筐体内に配置される。メモリ、ディスプレイスクリーン及び無線通信インタ
ーフェースの各々は、それぞれ処理装置に結合される。メモリは、少なくとも処理装置に
よって実行される物流情報管理プログラムコード部分並びにコンテナ内に保存されている
物についての管理物流情報（例えば、管理物流情報２７０）を保持する。ディスプレイス
クリーンは、筐体の外から観察可能であり、筐体が壁に設置される場合にコンテナの壁か
ら離れた方を向く構成で筐体に対して配置される。無線通信インターフェースは、処理装
置に通信路及び他のノード（管理ノード装置、バックエンドサーバ１００及びユーザアク
セス装置等）へのアクセスを提供する。
【０１６５】
　コンテナインターフェースディスプレイ装置の処理装置は、物流情報管理プログラムコ
ード部分を実行する際に、管理物流情報に対する更新をメモリに記録し、更新を記録した
後でメモリに管理物流情報の少なくとも一部にアクセスし、管理物流情報のアクセスされ
た部分に基づいて通知イベントを検出し、ここで通知イベントはコンテナ又はコンテナ内
に保管された物品に関係付けられる状態情報に関連し、通知イベントに関連するコンテン
ツ関連通知を生成し、且つディスプレイスクリーンによってコンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置のディスプレイスクリーンにコンテンツ関連通知に関連する情報（コンテ
ンツ関連通知に関係付けられる物品の識別及びコンテナ内の物品の場所等）を提示させる
ように動作可能であるように特別にプログラミングされる。
【０１６６】
　更なる実施形態では、装置は、コンテナ内に配置されるインターフェース回路及び内部
感知装置（センサ、カメラ又は他の検出器等）を更に備えてもよい。インターフェース回
路は、処理装置に結合され、筐体を通じてアクセス可能な接続で筐体内に配置される。イ
ンターフェース回路の接続（例えば、プラグタイプの接続）は、インターフェース回路が
内部感知装置から状態情報を受信し得るように、内部感知装置に動作可能に結合される。
そのため、処理装置は、管理物流情報に反映される状態情報の少なくとも一部としてメモ
リに受信した状態情報を保持するように更に動作可能であってもよい。
【０１６７】
　状態情報は、例えば、コンテナ内の検出された環境状態、コンテナ内に保存されている
物の検出された動き、又は保管されている物の検出され構成変化を示してもよい。より詳
細には、先に説明されたように、このような検出された環境状態は、例えば、物品が保管
されているコンテナ内に関する、温度、光、場所、湿度、運動又は衝突力、圧力、大気成
分組成、音、及び煙を検出するためにセンサによって検出されてもよい。構成変化を検出
するために、装置は、内部感知装置として少なくとも１つの深度センサを配備してもよい
。そのため、構成変化は、コンテナ内に保存されている物の少なくとも２つのマッピング
スキャンの間の差分として検出されてもよく、ここでマッピングスキャンは深度センサに
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よって生成される。例えば、図４Ｂに示されるように、１つのマッピングスキャンが、物
品４１０が過去にマッピングされた構成から移動したことを示すコンテナ１１５内に保存
された物の構成を有してもよく、ここで物品４１０は場所４１５に最初に置かれていても
よい。
【０１６８】
　コンテナインターフェースディスプレイ装置の一実施形態では、物品に基づく通知イベ
ントは、配達関連パラメータを含むか又はそれに関連してもよく、ここでコンテンツ関連
通知は物品の識別及び配達関連パラメータに関連する情報を含む。より詳細には、このよ
うな配達関連パラメータの例は、配達日、配達時間、配達出荷カテゴリ、配達サービス識
別子、配達モード識別子、及び特別取り扱い識別子（物品が所定の場所への配置を必要と
し、危険であり、有害であり、又は生きている動物であることの識別情報等）を含んでも
よい。
【０１６９】
　更なる実施形態では、状態情報に基づく通知イベントは、コンテナ内の収納空間に関連
するコンテンツ状態関連パラメータを含むか又はそれに関連してもよい。例えば、コンテ
ンツ状態関連パラメータは、コンテナ内の検出された環境変化、コンテナ内の検出された
動き、又はコンテナ内に保存されている物の構成の検出された変化を含んでもよい。
【０１７０】
　更に、装置の一実施形態は、ディスプレイスクリーン上のコンテンツ関連通知に関連す
る情報として動的に表示され又は他のやり方で提供される物の一部としてコンテナ内の物
品の場所及び物品の識別子を含んでもよい。上記のように、コンテナインターフェースデ
ィスプレイ装置のディスプレイスクリーンに提供されるこのような関連ノード情報は、積
み込まれた物の構成が積み込み中にコンテナ内で予想外に移動した場合又は特定の物品が
優先度の高い配達又は特別な積み込み、配置、保管、保存指示を有する場合（例えば、特
別な束縛、物品の重量のためにコンテナ内の収納空間の特定部分への配置、収納空間に対
して暖房機を稼働すること等）等に、物流職員がこのようなコンテンツ関連通知をどのよ
うに常に認識しておけるかを改善する。
【０１７１】
　更に、装置の一実施形態は、物品に関係付けられる１つ以上のスキャン可能なオブジェ
クト及びコンテンツ関連通知を含むディスプレイスクリーンに提供されるコンテンツ関連
通知に関連する情報を有してもよい。例えば、コンテンツインターフェースディスプレイ
装置は、コンテナが専用貨物を含み得る１つ以上の物品（例えば、生きた動物）、又はそ
れが目的地の方に移動するときにコンテナの処理と共にコンテナの積み込み及び／又は積
み降ろしに関与するランプ職員による専用処置を補償する特定の配達関連規制を有する物
品を現在保管していることを反映するスキャン可能なバーコードの専用電子表示を生成し
てもよい。
【０１７２】
　装置の更なる実施形態では、処理装置は、コンテンツ関連通知に関係付けられる通知メ
ッセージを生成し、且つ無線通信インターフェースによって無線通信路を介して外部装置
通知メッセージを送信させるように更に動作可能であってもよい。上記のように、このよ
うな外部装置は、例えば、管理ノード装置、バックエンドサーバ又はユーザアクセス装置
を含んでもよい。
【０１７３】
　上記のコンテナインターフェース装置の実施形態は、コンテナインターフェースディス
プレイ装置の処理装置に結合される少なくとも１つのユーザ入力装置も含んでもよい。そ
のため、ユーザ入力装置は、入力を受信して、どの管理物流情報が管理物流情報の一部と
してディスプレイスクリーンに示されるかを変更するように処理装置にこのような入力を
提供するように動作してもよい。
【０１７４】
　コンテンツ関連通知を生成する方法及びこのような方法で使用される例示的なコンテン
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ツインターフェースディスプレイ装置が先の実施形態において記載されているが、更なる
システムが例示的なインターフェースディスプレイ装置を利用してもよい。より詳細には
、このような例示的なシステムは、コンテナ（航空機で輸送するためのユニット・ロード
・コンテナ（ＵＬＤ）、車両の一部として統合される収納コンテナエリア、トラクタトレ
ーラ、又はインターモーダル輸送のためのインターモーダルコンテナ等）に関連する管理
物流情報に基づいてコンテンツ関連通知を生成するための向上した物流監視システムとし
て実装されてもよい。
【０１７５】
　この実施形態では、システムは、少なくともコンテナインターフェースディスプレイ装
置及び第２のノード装置（コンテナインターフェースディスプレイ装置と直接又は間接的
に通信し得るユーザアクセス装置、管理ノード装置及びバックエンドサーバ等）を含む。
コンテナインターフェースディスプレイ装置は、コンテナ（コンテナの外壁等）に配置さ
れ、少なくとも筐体、処理装置、メモリ、ディスプレイスクリーン及び無線通信インター
フェースを含む。筐体は、高耐久化タイプの筐体であり、上記のように、例えば、図２を
参照して説明された筐体２００と同様に、コンテナの外壁に設置可能である。処理装置は
、筐体内に配置され、メモリ、ディスプレイスクリーン及び無線通信インターフェースの
各々にそれぞれ結合される。メモリは、少なくともコンテナ内に保存されている物につい
ての管理物流情報と共に、処理装置によって実行される物流情報管理プログラムコード部
分を保持する。ディスプレイスクリーンは、筐体の外で観察可能であり、筐体が外壁に設
置される場合にコンテナの外壁から離れた方を向く構成で筐体に対して配置される。無線
通信インターフェースは、処理装置に無線通信路へのアクセスを提供する。
【０１７６】
　動作時に、コンテナインターフェースディスプレイ装置の処理装置は、物流情報管理プ
ログラムコード部分を実行する際に、管理物流情報に対する更新をメモリに記録し（例え
ば、コンテナインターフェースディスプレイ装置が管理物流情報に対する更新として関連
コンテナ情報を受信したか又は検出したときに）、更新を記録した後でメモリに管理物流
情報の少なくとも一部にアクセスし、管理物流情報のアクセスされた部分に基づいて通知
イベントを検出し、ここで通知イベントはコンテナ又はコンテナ内に保管された物品に関
係付けられる状態情報に関連し、通知イベントに関連するコンテンツ関連通知を生成し、
ディスプレイスクリーンによってディスプレイスクリーンにコンテンツ関連通知に関連す
る情報を提示させ、コンテンツ関連通知に関係付けられる通知メッセージを生成し、且つ
無線通信インターフェースによって無線通信路を介して第２のノード装置に通知メッセー
ジを送信させるように動作可能である。
【０１７７】
　システムにおける第２のノード装置は、無線通信路を介してコンテナインターフェース
ディスプレイ装置の無線通信インターフェースと動作可能に通信する。第２のノード装置
は、コンテナに関する物流作業関連情報を保持するための物流データストア装置（メモリ
記憶装置又はデータベース記憶装置等）を更に含む。更に、第２のノード装置は、コンテ
ナインターフェースディスプレイ装置の無線通信インターフェースから通知メッセージを
受信し、通知メッセージに基づいて物流データストア装置に保持される物流作業関連情報
を更新するように動作可能である。
【０１７８】
　更なる実施形態では、システムのコンテナインターフェースディスプレイ装置は、コン
テナ内に配置され且つ処理装置に結合される内部装置を更に備えてもよい。そのため、処
理装置は、内部センサから状態情報を受信し、且つ管理物流情報における状態情報の一部
としてメモリに状態情報を記憶するように更に動作可能である。このような状態情報は、
例えば、（内部センサが、先により詳細に記載された環境センサのタイプ、例えば、温度
センサ、光センサ等である場合）コンテナ内の検出された環境状態、（内部センサが運動
センサである場合）コンテナ内に保存されている物の検出された動き、又は（内部センサ
が深度センサである場合）コンテナ内に保存されている物の検出された構成変化）を示し
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てもよい。このような検出された構成変化は、例えば、深度センサによって生成されるこ
のようなマッピングスキャンの差分を見つけるためにコンテナ内に保存されている物の少
なくとも２つのマッピングスキャンを比較して、上記の構成変化を反映するために差分が
有意であることの結果であってもよい。当業者であれば、マッピングスキャンのこのよう
な検出された差分は、コンテナのサイズ及びコンテナ及びそのコンテンツの更なる問題を
修正し且つ潜在的に防ぐために更なる物流仲介を必要とし且つ望ましくないと見なされる
やり方で動く又は移動し得るコンテナ内に保存されている物品の相対サイズに依存し得る
ことを理解するであろう。
【０１７９】
　より詳細には、システムの実施形態は、配達関連パラメータを更に含む物品に基づく通
知イベントを有してもよく、ここでコンテンツ関連通知は、配達日、配達時間、配達出荷
カテゴリ、配達サービス識別子及び物品に関する配達モード識別子に関連する情報等、物
品を識別し且つ配達関連パラメータに関連する情報を含む。
【０１８０】
　更なる実施形態では、状態情報に基づく通知イベントは、例えば、コンテナ内の収納空
間に関連するコンテンツ状態関連パラメータを含んでもよい。このようなコンテンツ状態
関連パラメータは、コンテナ内の検出された環境変化、コンテナ内の検出された動き、又
はコンテナ内に保存されている物の構成の検出された変化を含んでもよい。
【０１８１】
　更なるシステムの実施形態では、ディスプレイスクリーンに提供されるコンテンツ関連
通知に関連する情報は、物品の識別性及びコンテナ内物品の場所等の特定のタイプの情報
を含み、一部の例では、物品及びコンテンツ関連通知に関係付けられる１つ以上のスキャ
ン可能なオブジェクトを含んでもよい。
【０１８２】
　上記のシステムの実施形態は、第３のノード装置と相互作用するように動作可能である
第２のノード装置を有してもよい。例えば、第２のノード装置が外部管理ノード１１０で
ある実施形態では、第３のノード装置は、バックエンドサーバ１００に対応してもよい。
第２のノード装置が外部管理ノード１１０である別の例では、第３のノードは、別のサー
ドパーティサーバ、又は異なる配達エンティティに別に関係付けられ且つ直接的に又はサ
ーバ１００を通じて促進される間接的な通信を介して外部管理ノード１１０と通信する図
１に示されていない他のノード装置であってもよい。このような異なる配達エンティティ
は、コンテナが積み降ろされると、コンテナ内に現在保管されている１つ以上の物品に責
任を有するようになってもよい。
【０１８３】
　より詳細には、第２のノード装置と相互作用するように動作可能である第３のノード装
置に関するこのような拡張されたシステムの実施形態との関連で、第２のノード装置は、
コンテナインターフェースディスプレイ装置から受信した通知メッセージに基づいて第３
のノード装置に物流作業ッセージを送信してもよい。物流作業メッセージは、一般に、通
知イベントに関連する情報を提供する。例えば、物流作業メッセージは、通知メッセージ
に基づいてコンテナに行われる優先積み降ろし作業を示し、又は第３のノード装置に関係
付けられる配達エンティティの責任になる特定の物品を識別してもよい。より詳細には、
第３のノード装置は、配達サービスエンティティに関連してもよい。そのため、物流作業
メッセージは配達エンティティへの更新通知であってもよく、ここで更新通知は（物品、
コンテナに関連する状態情報、物品に関連する状態情報を識別し、又はコンテナ及び／又
はコンテナ内に保存されている物に関連する状態情報を提供し得る）通知イベントに関連
する。このような第３のノード装置の例は、配達サービスエンティティの管理ノード装置
（外部管理ノード１１０と同様の形態であるが、特定の配達サービスエンティティに関係
付けられるもの）、配達サービスエンティティのバックエンドサーバ（サーバ１００と同
様の形態であるが、特定の配達サービスエンティティに関係付けられるもの）、及び配達
サービスエンティティのユーザアクセス装置（ユーザアクセスノード１４０ａ－１４０ｃ
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と同様の形態であるが、特定の配達サービスエンティティに関係付けられ、配達サービス
エンティティに関係付けられる物流職員によって使用されるもの）を含んでもよい。
【０１８４】
　［更なる特定の実施形態］
　以下に続くものは、上述した様々な実施形態のうちの１つ又は複数の態様に焦点を当て
た例示的な特定の実施形態のリストである。異なる組の特定の実施形態の各々が、電子的
に監視され且つ管理される向上した物流作業の一部として例示的なコンテナインターフェ
ースディスプレイ装置を利用する物流関連技術の改良をそれぞれもたらす。そのため、更
なる実施形態の各々の中で、表題は１つ以上のコンテナインターフェースディスプレイ装
置又はこのような装置を使用するシステムの特定の技術応用を記述する番号付きの態様で
あり、先に説明され且つサポートされているように、こうした技術分野を改善し又は向上
させるものである。以下の異なる表題に示される各番号付きの態様は、その特定の表題に
下に示される他の番号付きの態様を参照する場合がある。
【０１８５】
　［更なる実施形態１－スケールを有するコンテナに関連する物流情報を管理するための
方法、装置及びシステム］
　項目１．　コンテナインターフェースディスプレイ装置を使用してコンテナに関連する
物流情報を管理するための方法であって、前記コンテナインターフェースディスプレイ装
置のスキャナによって、前記コンテナの積み込み中に前記物品を識別するステップと、前
記コンテナインターフェースディスプレイ装置のメモリに、積み込まれるコンテナと識別
された物品との間の関連付けを記録するステップであって、前記関連付けは前記コンテナ
に関連する前記管理物流情報の一部であるステップと、前記コンテナ内に配置されるスケ
ールによって、前記コンテナ内に積み込まれている物品の重量を検出するステップであっ
て、前記スケールは前記コンテナ内に配置され且つ前記物品の重量を支持している間に前
記コンテナインターフェースディスプレイ装置に動作可能に結合されているステップと、
前記コンテナインターフェースディスプレイ装置によって、前記スケールから信号を受信
するステップであって、前記信号は前記物品の検出された重量を示すステップと、前記コ
ンテナインターフェースディスプレイ装置の前記メモリに、識別された物品の検出された
重量を記録するステップであって、前記検出された重量は前記コンテナに関連する前記管
理物流情報の一部であるステップと、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の
前記ディスプレイスクリーンにおいて電子物流監視情報を生成するステップであって、前
記電子物流監視情報は前記管理物流情報の少なくとも一部を含むステップとを含む、方法
。
【０１８６】
　項目２．　前記スキャナによって、複数の追加物品が前記コンテナ内に積み込まれると
前記追加物品を増分的に識別するステップと、前記メモリに複数の追加の関連付けを増分
的に記録するステップであって、前記追加の関連付けの各々は前記コンテナと前記コンテ
ナ内に積み込まれた追加の物品の各々との関係をそれぞれ表し、前記追加の関連付けは前
記コンテナに関連する前記管理物流情報の一部であるステップと、前記スケールによって
、前記コンテナ内に積み込まれた追加の物品の各々に関する各重量を増分的に検出するス
テップであって、前記追加物品の各々に関する各重量は前記コンテナに関連する前記管理
物流情報の一部であるステップと、前記管理物流情報に関連する前記ディスプレイスクリ
ーンに前記電子物流電子情報の更新を周期的に生成するステップであって、前記更新は積
み込み中の前記コンテナの物流状態を反映するステップとを更に含む、項目１に記載の方
法。
【０１８７】
　項目３．　前記コンテナの前記物流状態は、前記コンテナ内に現在積み込まれているコ
ンテンツに関する物品レベル情報を示す、項目２に記載の方法。
【０１８８】
　項目４．　前記コンテナの前記物流状態は、前記コンテナ内に現在積み込まれているコ
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ンテンツに関するコンテナレベル情報を示す、項目２に記載の方法。
【０１８９】
　項目５．　前記コンテナレベル情報は、少なくとも前記コンテナ内に現在積み込まれて
いるコンテンツの現在の重量を更に含む、項目４に記載の方法。
【０１９０】
　項目６．　前記物品が前記コンテナ内に積み込まれているときに前記スキャナが前記コ
ンテナ内で出荷される物品を識別することを可能にする方向で前記コンテナの一部に前記
コンテナインターフェースディスプレイ装置を取り付けるステップを更に含む、項目１に
記載の方法。
【０１９１】
　項目７．　前記コンテナの一部は、前記コンテナの外壁、前記コンテナの内壁、前記コ
ンテナ内の構造支持部材、又は前記コンテナへのアクセス入口に関係付けられるドアの少
なくとも１つを含む、項目６に記載の方法。
【０１９２】
　項目８．　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置を前記コンテナ内の前記ス
ケールに結合するステップを更に含む、項目１に記載の方法。
【０１９３】
　項目９．　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置を前記コンテナ内の前記ス
ケールに結合するステップは、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置によって
、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置と前記コンテナに関係付けられるノー
ド装置との間の無線接続を確立することを更に含み、前記ノード装置は前記コンテナ内の
前記スケールに接続され且つ前記無線接続を介して前記コンテナインターフェースディス
プレイ装置に前記物品の検出された重量を提供するように動作可能である、項目８に記載
の方法。
【０１９４】
　項目１０．　前記コンテナ内の収納空間の上に配置される深度感知装置に前記コンテナ
インターフェースディスプレイ装置を動作可能に結合するステップと、前記物品が前記収
納空間の占有構成を反映する寸法データを生成するために前記物品が前記コンテナ内に積
み込まれると、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置に結合される前記深度感
知装置によって、前記収納空間をマッピングするステップと、前記深度感知装置によって
前記コンテナインターフェースディスプレイ装置にメッセージを送信するステップであっ
て、前記メッセージは前記収納空間の占有構成を反映するステップと、前記コンテナイン
ターフェースディスプレイ装置の前記メモリに、前記コンテナに関連する前記管理物流情
報の一部として前記収納空間の前記占有構成を記録するステップとを更に含む、項目１に
記載の方法。
【０１９５】
　項目１１．　前記管理物流情報は、コンテナ出荷情報を更に含む、項目１に記載の方法
。
【０１９６】
　項目１２．　前記コンテナ出荷情報は、前記コンテナに積み込まれることが意図される
物の目録を含む、項目１１に記載の方法。
【０１９７】
　項目１３．　前記コンテナ出荷情報は、前記物品が前記コンテナ内のどこに積み込まれ
るべきかについての場所指定情報を含む、項目１２に記載の方法。
【０１９８】
　項目１４．　前記場所指定情報は、前記物品の重量に関連する、項目１３に記載の方法
。
【０１９９】
　項目１５．　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記ディスプレイスク
リーンにおいて前記電子物流監視情報を生成するステップは、前記コンテナに積み込むこ
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とに関与する物流職員からの入力に基づいて表示する前記管理物流情報の一部を選択する
こと、及び積み込み中の前記コンテナの物流状態として前記ディスプレイスクリーンにお
いて前記物流職員に対して前記管理物流情報の選択部分を生成することを更に含む、項目
１に記載の方法。
【０２００】
　項目１６．　前記コンテナは、航空機で輸送するためのユニット・ロード・コンテナ（
ＵＬＤ）、車両の一部として統合される収納コンテナエリア、トラックで引っ張られるト
ラクタトレーラ、インターモーダル輸送のためのインターモーダルコンテナから成るグル
ープの中の１つを含む、項目１に記載の方法。
【０２０１】
　項目１７．　前記電子物流監視情報は、バーコードデータを含む、項目１に記載の方法
。
【０２０２】
　項目１８．　出荷可能な物品の積み込み作業に関連する物流情報を管理するための改良
型システムであって、
　前記出荷可能な物品を輸送するために使用されるコンテナであって、前記コンテナ内に
積み込まれると前記出荷可能な物品を保持するための前記コンテナ内の収納空間、前記コ
ンテナに積み込むことの一部として前記収納空間にアクセスするための入口、及び前記コ
ンテナ内に積み込まれると前記出荷可能な物品を支持するために前記コンテナの前記収納
空間内に配置されるスケールを備えるコンテナと、
　前記入口の近くの前記コンテナの壁に配置されるコンテナインターフェースディスプレ
イ装置であって、処理装置、前記処理装置に動作可能に結合されるスキャナであって、前
記コンテナの積み込み中に前記出荷可能な物品を識別する識別信号を受信するように動作
可能であるスキャナ、前記処理装置に結合され且つ前記コンテナの前記スケールに動作可
能に結合されるスケールインターフェース回路であって、前記スケールから信号を受信す
るように動作可能であり、前記信号は前記コンテナ内に積み込まれると前記出荷可能な物
品の検出された重量を示すスケールインターフェース回路、　前記処理装置に結合される
メモリであって、前記処理装置によって実行される物流情報管理プログラムコード部分を
少なくとも保持し、（ａ）前記コンテナと前記出荷可能な物品との関連性及び（ｂ）前記
出荷可能な物品の検出された重量を少なくとも含む前記積み込み作業に関連する前記管理
物流情報を保持するように更に動作可能であるメモリ、及び前記処理装置に結合されるデ
ィスプレイスクリーンであって、前記コンテナを積み込む物流職員と相互作用するように
前記コンテナの壁において方向付けられるディスプレイスクリーンを更に備えるコンテナ
インターフェースディスプレイ装置と
　を備え、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置は、前記物流
情報管理プログラムコード部分を実行するときに、前記スキャナによって受信される前記
識別信号に基づいて前記出荷可能な物品を識別し、前記出荷可能な物品を識別した後に前
記管理物流情報の一部として前記メモリに前記関連付けを記録し、前記スケールから受信
した前記信号に基づいて前記管理物流情報の一部として前記メモリに前記検出された重量
を記録し、前記ディスプレイスクリーンによって、電子物流監視情報を前記ディスプレイ
スクリーン上に提示させ、前記電子物流監視情報は前記メモリに保持される前記管理物流
情報の少なくとも一部を含むように動作可能である、システム。
【０２０３】
　項目１９．　前記ディスプレイスクリーンにおいて提供される前記管理物流情報の一部
は、前記コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツに関する物品レベル情報を示す、
項目１８に記載のシステム。
【０２０４】
　項目２０．　前記ディスプレイスクリーンにおいて提供される前記管理物流情報の一部
は、前記コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツに関するコンテナレベル情報を示
す、項目１８に記載のシステム。
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【０２０５】
　項目２１．　前記コンテナレベル情報は、少なくとも前記コンテナ内に現在積み込まれ
ているコンテンツの現在の重量を更に含む、項目２０に記載のシステム。
【０２０６】
　項目２２．　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置は、前記コンテナの積み
込み作業の間に前記出荷可能な物品をスキャナが識別可能な方向で前記コンテナの壁に取
り外し可能に取り付けられる、項目１８に記載のシステム。
【０２０７】
　項目２３．前記収納空間の上に配置され且つ前記コンテナインターフェースディスプレ
イ装置と通信するように動作可能である深度感知装置を更に備え、前記深度感知装置は、
前記収納空間の占有状態を反映する寸法データを生成するために、前記物品が前記コンテ
ナ内に積み込まれると前記収納空間をマッピングし、且つ前記コンテナインターフェース
ディスプレイ装置にメッセージを送信し、前記メッセージは前記収納空間の占有構成を反
映するように更に動作可能であり、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置は、前記深度感知装置
から前記メッセージを受信し、前記メッセージに基づいて前記収納空間の前記占有状態を
決定し、且つ前記コンテナに関連する前記管理物流情報の一部として前記収納空間の前記
占有構成を記録するように更に動作可能である、項目１８に記載のシステム。
【０２０８】
　項目２４．　前記管理物流情報は、コンテナ出荷情報を更に含む、項目１８に記載のシ
ステム。
【０２０９】
　項目２５．　前記コンテナ出荷情報は、前記コンテナに積み込まれることが意図される
物の目録を含む、項目２４に記載のシステム。
【０２１０】
　項目２６．　前記コンテナ出荷情報は、前記物品が前記コンテナ内のどこに積み込まれ
るべきかについての場所指定情報を含む、項目２５に記載のシステム。
【０２１１】
　項目２７．　前記場所指定情報は、前記物品の重量に関連する、項目２６に記載のシス
テム。
【０２１２】
　項目２８．　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置に結合さ
れる少なくとも１つのユーザ入力装置を更に備え、前記少なくとも１つのユーザ入力装置
は、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置との相互作用によって、前記管理物
流情報の一部として前記ディスプレイスクリーンにどの管理物流情報が示されるかを選択
的に変更することを可能にする、項目１８に記載のシステム。
【０２１３】
　項目２９．　前記出荷可能な物品を輸送するために使用される前記コンテナは、航空機
で輸送するためのユニット・ロード・コンテナ（ＵＬＤ）、車両の一部として統合される
収納コンテナエリア、トラックで引っ張られるトラクタトレーラ、インターモーダル輸送
のためのインターモーダルコンテナから成るグループの中の１つを含む、項目１８に記載
のシステム。
【０２１４】
　項目３０．　前記電子物流監視情報は、バーコードデータを含む、項目１８に記載のシ
ステム。
【０２１５】
　項目３１．　出荷可能な物品の積み込み作業に関連する物流情報を管理するための改良
型システムであって、
　前記出荷可能な物品を輸送するために使用されるコンテナであって、前記コンテナ内の
収納空間、及び前記コンテナ内に積み込まれると前記出荷可能な物品を支持するために前



(52) JP 2019-108228 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

記収納空間内に配置される統合型スケールを有し、前記統合型スケールは前記スケール上
に指示される物の重量を反映する信号を生成するコンテナと、
　前記コンテナの外壁に取り外し可能に配置されるコンテナインターフェースディスプレ
イ装置であって、前記コンテナの前記外壁に取り外し可能に取り付けられる筐体、前記筐
体内に配置される処理装置、前記筐体内に少なくとも部分的に配置されるスキャナであっ
て、前記処理装置に動作可能に結合され、前記コンテナの積み込み中に前記出荷可能な物
品を識別する識別信号を受信するように動作可能であるスキャナ、前記処理装置に結合さ
れ且つ前記筐体を通じてアクセス可能なインターフェース回路との接続によって前記筐体
内に配置されるインターフェース回路であって、前記インターフェース回路の前記接続は
前記コンテナの前記統合型スケールに動作可能に結合され、前記統合型スケール上に積み
込まれると前記出荷可能な物品の検出された重量を示す生成信号を前記統合型スケールか
ら受信するように動作可能であるインターフェース回路、前記処理装置に結合されるメモ
リであって、前記処理装置によって実行される物流情報管理プログラムコード部分を少な
くとも保持し、（ａ）前記コンテナと前記出荷可能な物品との関連性及び（ｂ）前記出荷
可能な物品の検出された重量を少なくとも含む前記積み込み作業に関連する前記管理物流
情報を保持するように更に動作可能であるメモリ、前記処理装置に結合されるディスプレ
イスクリーンであって、前記コンテナを積み込む物流職員と相互作用するように前記コン
テナの外壁から離れた方に向けられる構成で前記筐体に配置されるディスプレイスクリー
ン、及び前記処理装置に動作可能に結合される無線通信インターフェースであって、前記
処理装置に無線通信路へのアクセスを提供する無線通信インターフェースを更に備える前
記コンテナインターフェースディスプレイ装置と、
　前記無線通信路を介して前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記無線通
信インターフェースと動作可能に通信する管理ノード装置であって、前記積み込み作業に
関連する情報を保持するための物流データストア装置を更に備える管理ノード装置と
　を備え、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置は、前記物流
情報管理プログラムコード部分を実行するときに、前記スキャナによって受信される前記
識別信号に基づいて前記出荷可能な物品を識別し、前記出荷可能な物品を識別した後に前
記管理物流情報の一部としてメモリに前記関連付けを記録し、前記統合型スケールから受
信した前記信号に基づいて前記管理物流情報の一部としてメモリに前記検出された重量を
記録し、前記ディスプレイスクリーンによって、電子物流監視情報を前記ディスプレイス
クリーン上に提示させ、前記電子物流監視情報は前記メモリに保持される前記管理物流情
報の少なくとも一部を含み、
　前記無線通信インターフェースによって、前記管理ノード装置にメッセージを送信させ
、前記メッセージは前記コンテナに関連する前記管理物流情報に関連するように動作可能
であり、前記管理ノード装置は、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置から前
記メッセージを受信し、且つ前記メッセージで伝達される前記管理物流情報によって前記
物流データストア装置を更新するように動作可能である、システム。
【０２１６】
　項目３２．　前記ディスプレイスクリーンにおいて提供される前記管理物流情報の一部
は、前記コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツに関する物品レベル情報を示す、
項目３１に記載のシステム。
【０２１７】
　項目３３．　前記ディスプレイスクリーンにおいて提供される前記管理物流情報の一部
は、前記収納空間内に積み込まれているコンテンツに関するコンテナレベル情報を示す、
項目３１に記載のシステム。
【０２１８】
　項目３４．　前記コンテナレベル情報は、少なくとも前記コンテナ内に積み込まれてい
る物の現在の重量を更に含む、項目３３に記載のシステム。
【０２１９】
　項目３５．　前記スキャナは、前記出荷可能な物品を識別する識別信号として、反射さ



(53) JP 2019-108228 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

れたバーコードスキャン信号又は発信された識別装置信号の少なくとも１つをキャプチャ
するように動作可能である、項目３１に記載のシステム。
【０２２０】
　項目３６．　前記収納空間の上に配置され且つ前記インターフェース回路を介して前記
コンテナインターフェースディスプレイ装置と通信するように動作可能である深度感知装
置を更に備え、
　前記深度感知装置は、前記収納空間の占有状態を反映する寸法データを生成するために
、前記出荷可能な物品が前記収納空間内に積み込まれると前記収納空間をマッピングし、
且つ生成された寸法データに基づいて前記収納空間の前記占有状態を前記コンテナインタ
ーフェースディスプレイ装置に通知するように更に動作可能であり、
　前記インターフェース回路は、前記深度感知装置から前記通知を受信して、前記通知を
前記処理装置に伝達し、且つ
　前記処理装置は、前記通知に関する通信を前記インターフェース回路から受信し、前記
通信に基づいて前記収納空間の前記占有状態を決定し、前記コンテナに関連する前記管理
物流情報に対する更新の一部として前記メモリに前記収納空間の前記占有構成を記録し、
且つ前記無線通信インターフェースによって、前記管理ノード装置に占有状態メッセージ
を送信させ、前記占有状態メッセージは前記コンテナに関連する前記管理物流情報に対す
る更新に関連するように更に動作可能である、項目３１に記載のシステム。
【０２２１】
　項目３７．　前記管理物流情報は、コンテナ出荷情報を更に含む、項目３１に記載のシ
ステム。
【０２２２】
　項目３８．　前記コンテナ出荷情報は、前記コンテナに積み込まれることが意図される
物の目録を含む、項目３７に記載のシステム。
【０２２３】
　項目３９．　前記コンテナ出荷情報は、前記物品が前記コンテナ内のどこに積み込まれ
るべきかについての場所指定情報を含む、項目３８に記載のシステム。
【０２２４】
　項目４０．　前記場所指定情報は、前記物品の重量に関連する、項目３９に記載のシス
テム。
【０２２５】
　項目４１．　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置に結合さ
れる少なくとも１つのユーザ入力装置を更に備え、前記少なくとも１つのユーザ入力装置
は、前記物流職員によって、前記管理物流情報の一部として前記ディスプレイスクリーン
にどの管理物流情報が示されるかを警告する入力を選択的に提供することを可能にする、
項目３１に記載のシステム。
【０２２６】
　項目４２．　前記出荷可能な物品を輸送するために使用される前記コンテナは、航空機
で輸送するためのユニット・ロード・コンテナ（ＵＬＤ）、車両の一部として統合される
収納コンテナエリア、トラックで引っ張られるトラクタトレーラ、インターモーダル輸送
のためのインターモーダルコンテナから成るグループの中の１つを含む、項目３１に記載
のシステム。
【０２２７】
　項目４３．　前記電子物流監視情報は、バーコードデータを含む、項目３１に記載のシ
ステム。
【０２２８】
　［更なる実施形態２－コンテンツ関連通知を生成するための方法、装置及びシステム］
　項目１．　コンテナインターフェースディスプレイ装置を使用してコンテナに関連する
管理物流情報に基づいてコンテンツ関連通知を生成するための方法であって、前記コンテ
ナインターフェースディスプレイ装置によって、前記コンテナインターフェースディスプ
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レイ装置のメモリに保持される前記管理物流情報に対する更新を記録するステップと、前
記コンテナインターフェースディスプレイ装置によって、前記更新を記録した後で前記メ
モリに保持された前記管理物流情報の少なくとも一部にアクセスするステップと、前記コ
ンテナインターフェースディスプレイ装置によって、前記管理物流情報のアクセスされた
部分に基づいて通知イベントを決定するステップであって、前記通知イベントは前記コン
テナ又は前記コンテナ内に保存される物品に関係付けられる状態情報に関連するステップ
と、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置によって、前記通知イベントに関連
する前記コンテンツ関連通知を生成するステップと、前記コンテナインターフェースディ
スプレイ装置のディスプレイスクリーン上に前記コンテンツ関連通知に関連する情報を動
的に表示するステップとを含む、方法。
【０２２９】
　項目２．　前記コンテナの外壁から外側に前記ディスプレイスクリーンを露出させる方
向で前記外壁に前記コンテナインターフェースディスプレイ装置を固定するステップを更
に含む、項目１に記載の方法。
【０２３０】
　項目３．　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置を使用して更なる関連コン
テナ情報を収集するステップを更に含み、前記メモリに保持された前記管理物流情報に対
する更新は、収集された関連コンテナ情報に関係付けられる、項目１に記載の方法。
【０２３１】
　項目４．　前記状態情報は、前記コンテナ内に配置され且つ前記コンテナインターフェ
ースディスプレイ装置に結合される内部感知装置によって検出された状態を反映する、項
目１に記載の方法。
【０２３２】
　項目５．　前記検出された状態は、前記コンテナ内で検出された環境状態を含む、項目
４に記載の方法。
【０２３３】
　項目６．　前記検出された状態は、前記コンテナ内に保存されている物の検出された動
きを含み、前記検出された動きは前記内部感知装置における運動センサによって感知され
る、項目４に記載の方法。
【０２３４】
　項目７．　前記検出された状態は、前記コンテナ内に保存されている物の過去のマッピ
ングスキャンと前記コンテナ内に保存されている物の現在のマッピングスキャンを比較し
て反映された前記コンテナ内に保存されている物の検出された構成の変化を含み、前記マ
ッピングスキャンは前記内部感知装置における前記深度センサによって生成される、項目
４に記載の方法。
【０２３５】
　項目８．　前記物品に基づく前記通知イベントは、前記物品に関係付けられる配達関連
パラメータを含み、前記コンテンツ関連通知は物品の識別及び前記配達関連パラメータに
関連する情報を含む、項目１に記載の方法。
【０２３６】
　項目９．　前記配達関連パラメータは、配達日、配達時間、配達出荷カテゴリ、配達サ
ービス識別子、配達モード識別子、及び特別取り扱い識別子から成るグループの中の少な
くとも１つを含む、項目８に記載の方法。
【０２３７】
　項目１０．　前記状態情報に基づく前記通知イベントは、前記コンテナ内の収納空間に
関連するコンテンツ状態関連パラメータを更に含む、項目１に記載の方法。
【０２３８】
　項目１１．　前記コンテンツ状態関連パラメータは、前記コンテナ内の検出された環境
変化、前記コンテナ内の検出された動き、前記コンテナ内に保存されている物の構成の検
出された変化に関する情報から成るグループの中の少なくとも１つを含む、項目１０に記
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載の方法。
【０２３９】
　項目１２．　前記ディスプレイスクリーン上に提示される前記コンテンツ関連通知に関
連する情報は、前記物品の識別及び前記コンテナ内の前記物品の場所を更に含む、項目１
に記載の方法。
【０２４０】
　項目１３．　前記ディスプレイスクリーン上に提示される前記コンテンツ関連通知に関
連する情報は、前記物品に関係付けられる１つ以上のスキャン可能なオブジェクト及びコ
ンテンツ関連通知を更に含む、項目１に記載の方法。
【０２４１】
　項目１４．　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置によって、前記無線通信
路を介して外部装置に通知メッセージを送信するステップを更に含み、前記通知メッセー
ジは前記コンテンツ関連通知に関係付けられる、項目１に記載の方法。
【０２４２】
　項目１５．　前記外部装置は、管理ノード装置、バックエンドサーバ、及びユーザアク
セス装置の１つを含む、項目１４に記載の方法。
【０２４３】
　項目１６．　前記コンテナは、航空機で輸送するためのユニット・ロード・コンテナ（
ＵＬＤ）、車両の一部として統合される収納コンテナエリア、トラックで引っ張られるト
ラクタトレーラ、インターモーダル輸送のためのインターモーダルコンテナから成るグル
ープの中の１つを含む、項目１に記載の方法。
【０２４４】
　項目１７．　コンテナに関連する管理物流情報に基づいてコンテンツ関連通知を生成す
るためのコンテナインターフェースディスプレイ装置であって、前記コンテナの壁に取り
外し可能に設置可能な高耐久化筐体と、前記筐体内に配置される処理装置と、前記処理装
置に結合されるメモリであって、少なくとも前記処理装置によって実行される物流情報管
理プログラムコード部分を保持し、前記コンテナ内に保存されている物についての前記管
理物流情報を更に保持するメモリと、前記処理装置に結合されるディスプレイスクリーン
であって、前記筐体の外で観察可能であり、且つ前記筐体が前記壁に設置される場合に前
記コンテナの前記壁から離れた方を向く構成で前記筐体に対して配置されるディスプレイ
スクリーンと、前記処理装置に動作可能に結合される無線通信インターフェースであって
、前記処理装置に無線通信路へのアクセスを提供する無線通信インターフェースとを備え
、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置は、前記物流情報管理
プログラムコード部分を実行するときに、前記メモリに前記管理物流情報に対する更新を
記録し、前記更新を記録した後で前記メモリ内の前記管理物流情報の少なくとも一部にア
クセスし、前記管理物流情報のアクセスされた部分に基づいて通知イベントを検出し、前
記通知イベントは前記コンテナ又は前記コンテナ内に保存される物品に関係付けられる状
態情報に関連し、前記通知イベントに関連する前記コンテンツ関連通知を生成し、且つ前
記ディスプレイスクリーンによって、前記コンテンツ関連通知に関連する情報を前記ディ
スプレイスクリーン上に提示させるように動作可能である、装置。
【０２４５】
　項目１８．　前記コンテナ内に配置される内部感知装置と、前記処理装置に結合される
インターフェース回路とを更に備え、前記インターフェース回路は前記筐体を通じてアク
セス可能なインターフェース回路への接続を有する前記筐体内に配置され、前記インター
フェース回路の前記接続は前記内部感知装置から状態情報を受信するために前記内部感知
装置に動作可能に結合され、且つ
　処理装置は、前記管理物流情報に反映される前記状態情報の少なくとも一部として前記
メモリに受信した状態情報を保持するように更に動作可能である、項目１７に記載の装置
。
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【０２４６】
　項目１９．　前記状態情報は、前記コンテナ内で検出された環境状態を示す、項目１８
に記載の装置。
【０２４７】
　項目２０．　前記内部感知装置は、少なくとも運動センサを含み、前記状態情報は、前
記コンテナ内に保存されている物の検出された動きを示し、前記検出された動きは前記運
動センサによって感知される、項目１８に記載の装置。
【０２４８】
　項目２１．　前記内部感知装置は、少なくとも前記コンテナ内の収納空間に露出される
深度センサを含み、前記状態情報は、前記コンテナ内に保存されている物の少なくとも２
つのマッピングスキャンの間の検出された構成変化を示し、前記マッピングスキャンは前
記内部感知装置における前記深度センサによって生成される、項目１８に記載の装置。
【０２４９】
　項目２２．　前記物品に基づく前記通知イベントは、配達関連パラメータを含み、前記
コンテンツ関連通知は前記物品の識別及び前記配達関連パラメータに関連する情報を含む
、項目１７に記載の装置。
【０２５０】
　項目２３．　前記配達関連パラメータは、配達日、配達時間、配達出荷カテゴリ、配達
サービス識別子、配達モード識別子、及び特別取り扱い識別子から成るグループの中の少
なくとも１つを含む、項目２２に記載の装置。
【０２５１】
　項目２４．　前記状態情報に基づく前記通知イベントは、前記コンテナ内の収納空間に
関連するコンテンツ状態関連パラメータを更に含む、項目１７に記載の装置。
【０２５２】
　項目２５．　前記コンテンツ状態関連パラメータは、前記コンテナ内の検出された環境
変化、前記コンテナ内の検出された動き、前記コンテナ内に保存されている物の構成の検
出された変化に関する情報から成るグループの中の少なくとも１つを含む、項目２４に記
載の装置。
【０２５３】
　項目２６．　前記ディスプレイスクリーン上に提示される前記コンテンツ関連通知に関
連する情報は、前記物品の識別及び前記コンテナ内の前記物品の場所を含む、項目１７に
記載の装置。
【０２５４】
　項目２７．　前記ディスプレイスクリーン上に提示される前記コンテンツ関連通知に関
連する情報は、前記物品に関係付けられる１つ以上のスキャン可能なオブジェクト及びコ
ンテンツ関連通知を含む、項目１７に記載の装置。
【０２５５】
　項目２８．前記処理装置は、前記コンテンツ関連通知に関係付けられる通知メッセージ
を生成し、且つ前記無線通信インターフェースによって、前記通知メッセージを前記無線
通信路を介して外部装置に送信させるように更に動作可能である、項目１７に記載の装置
。
【０２５６】
　項目２９．　前記外部装置は、管理ノード装置、バックエンドサーバ、及びユーザアク
セス装置の１つを含む、項目２８に記載の装置。
【０２５７】
　項目３０．　前記コンテナは、航空機で輸送するためのユニット・ロード・コンテナ（
ＵＬＤ）、車両の一部として統合される収納コンテナエリア、トラクタトレーラ、インタ
ーモーダル輸送のためのインターモーダルコンテナから成るグループの中の１つを含む、
項目１７に記載の装置。
【０２５８】
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　項目３１．　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置に結合さ
れる少なくとも１つのユーザ入力装置を更に備え、前記少なくとも１つのユーザ入力装置
は、前記管理物流情報の一部として前記ディスプレイスクリーンにどの管理物流情報が示
されるかを警告する入力を受信する、項目１７に記載の装置。
【０２５９】
　項目３２．　コンテナに関連する管理物流情報に基づいてコンテンツ関連通知を生成す
るための改良型物流監視システムであって、
　前記コンテナの外壁に配置されるコンテナインターフェースディスプレイ装置であって
、前記コンテナの外壁に設置可能な高耐久化筐体、前記筐体内に配置される処理装置、前
記処理装置に結合されるメモリであって、少なくとも前記処理装置によって実行される物
流情報管理プログラムコード部分を保持し、前記コンテナ内に保存されている物について
の前記管理物流情報を更に保持するメモリ、前記処理装置に結合されるディスプレイスク
リーンであって、前記筐体の外で観察可能であり、且つ前記筐体が前記外壁に設置される
場合に前記コンテナの前記外壁から離れた方を向く構成で前記筐体に対して配置されるデ
ィスプレイスクリーン、及び前記処理装置に動作可能に結合される無線通信インターフェ
ースであって、前記処理装置に無線通信路へのアクセスを提供する無線通信インターフェ
ースを更に備えるコンテナインターフェースディスプレイ装置と、
　前記無線通信路を介して前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記無線通
信インターフェースと動作可能に通信する第２のノード装置であって、前記コンテナに関
する物流作業関連情報を保持するための物流データストア装置を更に備える第２のノード
装置と
　を備え、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置は、前記物流
情報管理プログラムコード部分を実行するときに、前記メモリに前記管理物流情報に対す
る更新を記録し、前記更新を記録した後で前記メモリ内の前記管理物流情報の少なくとも
一部にアクセスし、前記管理物流情報のアクセスされた部分に基づいて通知イベントを検
出し、前記通知イベントは前記コンテナ又は前記コンテナ内に保存される物品に関係付け
られる状態情報に関連し、前記通知イベントに関連する前記コンテンツ関連通知を生成し
、前記ディスプレイスクリーンによって、前記コンテンツ関連通知に関連する情報を前記
ディスプレイスクリーン上に提示させ、前記コンテンツ関連通知に関係付けられる通知メ
ッセージを生成し、且つ前記無線通信インターフェースによって、前記通知メッセージを
前記無線通信路を介して前記第２のノード装置に送信させるように更に動作可能であり、
　前記第２のノード装置は、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記無線
通信インターフェースから前記通知メッセージを受信し、且つ前記通知メッセージに基づ
いて前記物流データストア装置に保持される前記物流作業関連情報を更新するように動作
可能である、システム。
【０２６０】
　項目３３．　前記システムの前記コンテナインターフェースディスプレイ装置は、前記
コンテナ内に配置され且つ前記処理装置に結合される内部センサを更に備え、前記処理装
置は、前記内部センサから状態情報を受信し、且つ前記管理物流情報における前記状態情
報の一部として前記メモリに前記状態情報を記憶するように更に動作可能である、項目３
２に記載のシステム。
【０２６１】
　項目３４．　前記状態情報は、前記コンテナ内で検出された環境状態を示す、項目３３
に記載のシステム。
【０２６２】
　項目３５．　前記内部センサは運動センサを含み、前記状態情報は、前記コンテナ内に
保存されている物の検出された動きを示し、前記検出された動きは前記運動センサによっ
て感知される、項目１８に記載のシステム。
【０２６３】
　項目３６．　前記内部装置は、少なくとも前記コンテナ内の収納空間に露出される深度
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センサを含み、前記状態情報は、前記コンテナ内に保存されている物の少なくとも２つの
マッピングスキャンの間の検出された構成変化を示し、前記マッピングスキャンは前記深
度センサによって生成される、項目３３に記載のシステム。
【０２６４】
　項目３７．　前記物品に基づく前記通知イベントは、配達関連パラメータを更に含み、
前記コンテンツ関連通知は前記物品の識別及び前記配達関連パラメータに関連する情報を
含む、項目３２に記載のシステム。
【０２６５】
　項目３８．　前記配達関連パラメータは、配達日、配達時間、配達出荷カテゴリ、配達
サービス識別子、配達モード識別子、及び特別取り扱い識別子から成るグループの中の少
なくとも１つを含む、項目３７に記載のシステム。
【０２６６】
　項目３９．　前記状態情報に基づく前記通知イベントは、前記コンテナ内の収納空間に
関連するコンテンツ状態関連パラメータを更に含む、項目３２に記載のシステム。
【０２６７】
　項目４０．　前記コンテンツ状態関連パラメータは、前記コンテナ内の検出された環境
変化、前記コンテナ内の検出された動き、前記コンテナ内に保存されている物の構成の検
出された変化に関する情報から成るグループの中の少なくとも１つを含む、項目３９に記
載のシステム。
【０２６８】
　項目４１．　前記ディスプレイスクリーン上に提示される前記コンテンツ関連通知に関
連する情報は、前記物品の識別及び前記コンテナ内の前記物品の場所を含む、項目３２に
記載のシステム。
【０２６９】
　項目４２．　前記ディスプレイスクリーン上に提示される前記コンテンツ関連通知に関
連する情報は、前記物品に関係付けられる１つ以上のスキャン可能なオブジェクト及びコ
ンテンツ関連通知を含む、項目３２に記載のシステム。
【０２７０】
　項目４３．　前記コンテナは、航空機で輸送するためのユニット・ロード・コンテナ（
ＵＬＤ）、車両の一部として統合される収納コンテナエリア、トラクタトレーラ、及びイ
ンターモーダル輸送のためのインターモーダルコンテナから成るグループの中の１つを含
む、項目３２に記載のシステム。
【０２７１】
　項目４４．　前記第２のノード装置は、管理ノード装置、バックエンドサーバ、及びユ
ーザアクセス装置の１つを含む、項目３２に記載のシステム。
【０２７２】
　項目４５．　前記第２のノード装置は、前記通知メッセージに基づいて第３のノード装
置に物流作業メッセージを送信するように更に動作可能である、項目３２に記載のシステ
ム。
【０２７３】
　項目４６．　前記物流作業メッセージは、前記通知メッセージに基づいて前記コンテナ
に対して行われる優先積み降ろし作業を示す、項目４５に記載のシステム。
【０２７４】
　項目４７．　前記第３のノード装置は、配達サービスエンティティに関連し、前記物流
作業メッセージは、前記配達エンティティへの更新通知を含み、前記更新通知は、前記通
知イベント及び前記物品に関連する、項目４５に記載のシステム。
【０２７５】
　項目４８．　前記第３のノード装置は、配達サービスエンティティの管理ノード装置、
配達サービスエンティティのバックエンドサーバ、及び前記配達サービスエンティティに
関係付けられる物流職員によって使用される配達サービスエンティティのユーザアクセス
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【０２７６】
　要約すれば、当業者には理解されるように、本明細書の実施形態に記載された方法及び
方法の変形のいずれかを実行する動作のシーケンスは、単に例示的なものであり、正当に
、且つ本発明の原理にしたがって、様々な動作のシーケンスが追従され得ることが強調さ
れる。
【０２７７】
　上記に概略された例示的な実施形態の少なくとも一部は、コンテナを積み込むこと／処
理すること／積み降ろすこと、コンテナに積み込まれている物を管理すること、コンテナ
に積み込まれている物に関して他のエンティティに通知すること、コンテナに関連する物
流作業の効率を高めること、及びコンテナに関連する通知イベント及び／又はコンテナに
保存されている物を検出すること、並びにこのようなイベントに関するアラート通知を積
極的に発行すること等の物流作業を向上及び改良するために他の例示的な実施形態の部分
と関連して使用されてもよい。更に、本明細書で開示される例示的な実施形態のうちの少
なくとも幾つかは、互いに独立に、及び／又は互いに組み合わせて用いることができ、本
明細書に開示されていないデバイス及び方法に応用が可能である。しかしながら、当業者
であれば、例示的なコンテナインターフェースディスプレイ装置、このような装置を使用
するシステム、このような装置が上記の物流作業の一部としてどのように動作し得るかに
ついての方法が、物流及び出荷作業に使用される技術の向上及び改善をもたらすことを理
解するであろう。
【０２７８】
　当業者であれば、実施形態が１つ又は複数の利点を提供することができ、且つ、必ずし
も全ての実施形態が本明細書に記載された全ての又は２つ以上の特定の利点を提供するわ
けではないことを理解するであろう。更に、本明細書に記載された構造及び方法に対して
様々な修正及び変形が可能であることは、当業者には明らかであろう。したがって、本発
明は、本明細書で述べた内容に限定されるものではないことを理解されたい。そうではな
く、以下の請求項に記載されるように、本発明は修正及び変形を包含するものである。
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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月15日(2019.1.15)
【手続補正２】
【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】
　出荷可能な物品の積み込み作業に関連する物流情報を管理するための改良型システムで
あって、
　前記出荷可能な物品を輸送するために使用されるコンテナであって、
　　前記コンテナ内の収納空間、及び
　　前記コンテナ内に積み込まれると前記出荷可能な物品を支持するために前記収納空間
内に配置される統合型スケールであって、前記統合型スケール上に指示される物の重量を
反映する信号を生成する統合型スケール
　　を更に備えるコンテナと、
　前記コンテナの外壁に取り外し可能に配置されるコンテナインターフェースディスプレ
イ装置であって、
　　前記コンテナの前記外壁に取り外し可能に取り付けられる筐体、
　　前記筐体内に配置される処理装置、
　　前記筐体内に少なくとも部分的に配置されるスキャナであって、前記処理装置に動作
可能に結合され、前記コンテナの積み込み中に前記出荷可能な物品を識別する識別信号を
受信するように動作可能であるスキャナ、
　　前記処理装置に結合され且つ前記筐体を通じてアクセス可能なインターフェース回路
との接続によって前記筐体内に配置されるインターフェース回路であって、前記インター
フェース回路の前記接続は前記コンテナの前記統合型スケールに動作可能に結合され、前
記統合型スケール上に積み込まれると前記出荷可能な物品の検出された重量を示す生成信
号を前記統合型スケールから受信するように動作可能であるインターフェース回路、
　　前記処理装置に結合されるメモリであって、前記処理装置によって実行される物流情
報管理プログラムコード部分を少なくとも保持し、（ａ）前記コンテナと前記出荷可能な
物品との関連性及び（ｂ）前記出荷可能な物品の検出された重量を少なくとも含む前記積
み込み作業に関連する管理物流情報を保持するように更に動作可能であるメモリ、
　　前記処理装置に結合されるディスプレイスクリーンであって、前記コンテナを積み込
む物流職員と相互作用するように前記コンテナの外壁から離れた方に向けられる構成で前
記筐体に配置されるディスプレイスクリーン、及び
　　前記処理装置に動作可能に結合される無線通信インターフェースであって、前記処理
装置に無線通信路へのアクセスを提供する無線通信インターフェース
　　を更に備える前記コンテナインターフェースディスプレイ装置と、
　前記無線通信路を介して前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記無線通
信インターフェースと動作可能に通信する管理ノード装置であって、前記積み込み作業に
関連する情報を保持するための物流データストア装置を更に備える管理ノード装置と
　を備え、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置は、前記物流情報管理
プログラムコード部分を実行するときに、
　　前記スキャナによって受信される前記識別信号に基づいて前記出荷可能な物品を識別
し、
　　前記出荷可能な物品を識別した後に前記管理物流情報の一部としてメモリに前記関連
性を記録し、
　　前記統合型スケールから受信した前記信号に基づいて前記管理物流情報の一部として
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メモリに前記検出された重量を記録し、
　　前記ディスプレイスクリーンによって、電子物流監視情報を前記ディスプレイスクリ
ーン上に提示させ、前記電子物流監視情報は前記メモリに保持される前記管理物流情報の
少なくとも一部を含み、
　　前記無線通信インターフェースによって、前記管理ノード装置にメッセージを送信さ
せ、前記メッセージは前記コンテナに関連する前記管理物流情報に関連するように動作可
能であり、
　前記管理ノード装置は、
　　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置から前記メッセージを受信し、且つ
　　前記メッセージで伝達される前記管理物流情報によって前記物流データストア装置を
更新するように動作可能である、システム。
【請求項２】
　前記ディスプレイスクリーンにおいて提供される前記管理物流情報の一部は、前記コン
テナ内に現在積み込まれているコンテンツに関する物品レベル情報を示す、請求項１に記
載のシステム。
【請求項３】
　前記ディスプレイスクリーンにおいて提供される前記管理物流情報の一部は、前記収納
空間内に積み込まれているコンテンツに関するコンテナレベル情報を示す、請求項１に記
載のシステム。
【請求項４】
　前記コンテナレベル情報は、少なくとも前記コンテナ内に積み込まれている物の現在の
重量を更に含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記スキャナは、前記出荷可能な物品を識別する識別信号として、反射されたバーコー
ドスキャン信号又は発信された識別装置信号の少なくとも１つをキャプチャするように動
作可能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記収納空間の上に配置され且つ前記インターフェース回路を介して前記コンテナイン
ターフェースディスプレイ装置と通信するように動作可能である深度感知装置を更に備え
、
　前記深度感知装置は、
　　前記収納空間の占有状態を反映する寸法データを生成するために、前記出荷可能な物
品が前記収納空間内に積み込まれると前記収納空間をマッピングし、且つ
　　生成された寸法データに基づいて前記収納空間の前記占有状態を前記コンテナインタ
ーフェースディスプレイ装置に通知するように更に動作可能であり、
　前記インターフェース回路は、前記深度感知装置から前記通知を受信して、前記通知を
前記処理装置に伝達し、且つ
　前記処理装置は、
　　前記通知に関する通信を前記インターフェース回路から受信し、
　　前記通信に基づいて前記収納空間の前記占有状態を決定し、
　　前記コンテナに関連する前記管理物流情報に対する更新の一部として前記メモリに前
記収納空間の前記占有状態を記録し、且つ
　　前記無線通信インターフェースによって、前記管理ノード装置に占有状態メッセージ
を送信させ、前記占有状態メッセージは前記コンテナに関連する前記管理物流情報に対す
る更新に関連するように更に動作可能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記管理物流情報は、コンテナ出荷情報を更に含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記コンテナ出荷情報は、前記コンテナに積み込まれることが意図される物の目録を含
む、請求項７に記載のシステム。
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【請求項９】
　前記コンテナ出荷情報は、前記物品が前記コンテナ内のどこに積み込まれるべきかにつ
いての場所指定情報を含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記場所指定情報は、前記物品の重量に関連する、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置に結合される少なくと
も１つのユーザ入力装置を更に備え、前記少なくとも１つのユーザ入力装置は、前記物流
職員によって、前記管理物流情報の一部として前記ディスプレイスクリーンにどの管理物
流情報が示されるかを警告する入力を選択的に提供することを可能にする、請求項１に記
載のシステム。
【請求項１２】
　前記出荷可能な物品を輸送するために使用される前記コンテナは、航空機で輸送するた
めのユニット・ロード・コンテナ（ＵＬＤ）、車両の一部として統合される収納コンテナ
エリア、トラックで引っ張られるトラクタトレーラ、インターモーダル輸送のためのイン
ターモーダルコンテナから成るグループの中の１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記電子物流監視情報は、バーコードデータを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　出荷可能な物品の積み込み作業に関連する物流情報を管理するための改良型システムで
あって、
　前記出荷可能な物品を輸送するために使用されるコンテナであって、
　　前記コンテナ内に積み込まれると前記出荷可能な物品を保持するための前記コンテナ
内の収納空間、
　　前記コンテナに積み込むことの一部として前記収納空間にアクセスするための入口、
及び
　　前記コンテナ内に積み込まれると前記出荷可能な物品を支持するために前記コンテナ
の前記収納空間内に配置されるスケール
　　を更に備えるコンテナと、
　前記入口の近くの前記コンテナの壁に配置されるコンテナインターフェースディスプレ
イ装置であって、
　　処理装置、
　　前記処理装置に動作可能に結合されるスキャナであって、前記コンテナの積み込み中
に前記出荷可能な物品を識別する識別信号を受信するように動作可能であるスキャナ、
　　前記処理装置に結合され且つ前記コンテナの前記スケールに動作可能に結合されるス
ケールインターフェース回路であって、前記スケールから信号を受信するように動作可能
であり、前記信号は前記コンテナ内に積み込まれると前記出荷可能な物品の検出された重
量を示すスケールインターフェース回路、
　　前記処理装置に結合されるメモリであって、前記処理装置によって実行される物流情
報管理プログラムコード部分を少なくとも保持し、（ａ）前記コンテナと前記出荷可能な
物品との関連性及び（ｂ）前記出荷可能な物品の検出された重量を少なくとも含む前記積
み込み作業に関連する管理物流情報を保持するように更に動作可能であるメモリ、及び
　　前記処理装置に結合されるディスプレイスクリーンであって、前記コンテナを積み込
む物流職員と相互作用するように前記コンテナの壁において方向付けられるディスプレイ
スクリーン
　　を更に備えるコンテナインターフェースディスプレイ装置と
　を備え、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置は、前記物流
情報管理プログラムコード部分を実行するときに、
　　前記スキャナによって受信される前記識別信号に基づいて前記出荷可能な物品を識別
し、
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　　前記出荷可能な物品を識別した後に前記管理物流情報の一部として前記メモリに前記
関連性を記録し、
　　前記スケールから受信した前記信号に基づいて前記管理物流情報の一部として前記メ
モリに前記検出された重量を記録し、
　　前記ディスプレイスクリーンによって、電子物流監視情報を前記ディスプレイスクリ
ーン上に提示させ、前記電子物流監視情報は前記メモリに保持される前記管理物流情報の
少なくとも一部を含むように動作可能である、システム。
【請求項１５】
　前記ディスプレイスクリーンにおいて提供される前記管理物流情報の一部は、前記コン
テナ内に現在積み込まれているコンテンツに関する物品レベル情報を示す、請求項１４に
記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ディスプレイスクリーンにおいて提供される前記管理物流情報の一部は、前記コン
テナ内に現在積み込まれているコンテンツに関するコンテナレベル情報を示す、請求項１
４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記コンテナレベル情報は、少なくとも前記コンテナ内に現在積み込まれているコンテ
ンツの現在の重量を更に含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置は、前記コンテナの積み込み作業の間
に前記出荷可能な物品をスキャナが識別可能な方向で前記コンテナの壁に取り外し可能に
取り付けられる、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記収納空間の上に配置され且つ前記コンテナインターフェースディスプレイ装置と通
信するように動作可能である深度感知装置を更に備え、
　前記深度感知装置は、
　　前記収納空間の占有状態を反映する寸法データを生成するために、前記物品が前記コ
ンテナ内に積み込まれると前記収納空間をマッピングし、且つ
　　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置にメッセージを送信し、前記メッセ
ージは前記収納空間の占有構成を反映するように更に動作可能であり、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置は、
　　前記深度感知装置から前記メッセージを受信し、
　　前記メッセージに基づいて前記収納空間の前記占有状態を決定し、且つ
　　前記コンテナに関連する前記管理物流情報の一部として前記収納空間の前記占有構成
を記録するように更に動作可能である、請求項１４に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記管理物流情報は、コンテナ出荷情報を更に含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記コンテナ出荷情報は、前記コンテナに積み込まれることが意図される物の目録を含
む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記コンテナ出荷情報は、前記物品が前記コンテナ内のどこに積み込まれるべきかにつ
いての場所指定情報を含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記場所指定情報は、前記物品の重量に関連する、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記処理装置に結合される少なくと
も１つのユーザ入力装置を更に備え、前記少なくとも１つのユーザ入力装置は、前記コン
テナインターフェースディスプレイ装置との相互作用によって、前記管理物流情報の一部
として前記ディスプレイスクリーンにどの管理物流情報が示されるかを選択的に変更する



(67) JP 2019-108228 A 2019.7.4

ことを可能にする、請求項１４に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記出荷可能な物品を輸送するために使用される前記コンテナは、航空機で輸送するた
めのユニット・ロード・コンテナ（ＵＬＤ）、車両の一部として統合される収納コンテナ
エリア、トラックで引っ張られるトラクタトレーラ、インターモーダル輸送のためのイン
ターモーダルコンテナから成るグループの中の１つを含む、請求項１４に記載のシステム
。
【請求項２６】
　前記電子物流監視情報は、バーコードデータを含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項２７】
　コンテナインターフェースディスプレイ装置を使用してコンテナに関連する物流情報を
管理するための方法であって、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置のスキャナによって、前記コンテナの
積み込み中に物品を識別するステップと、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置のメモリに、積み込まれるコンテナと
識別された物品との間の関連付けを記録するステップであって、前記関連付けは前記コン
テナに関連する管理物流情報の一部であるステップと、
　前記コンテナ内に配置されるスケールによって、前記コンテナ内に積み込まれている物
品の重量を検出するステップであって、前記スケールは前記コンテナ内に配置され且つ前
記物品の重量を支持している間に前記コンテナインターフェースディスプレイ装置に動作
可能に結合されているステップと、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置によって、前記スケールから信号を受
信するステップであって、前記信号は前記物品の検出された重量を示すステップと、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記メモリに、識別された物品の検
出された重量を記録するステップであって、前記検出された重量は前記コンテナに関連す
る前記管理物流情報の一部であるステップと、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置のディスプレイスクリーンにおいて電
子物流監視情報を生成するステップであって、前記電子物流監視情報は前記管理物流情報
の少なくとも一部を含むステップと
　を含む、方法。
【請求項２８】
　前記スキャナによって、複数の追加物品が前記コンテナ内に積み込まれると前記追加物
品を増分的に識別するステップと、
　前記メモリに複数の追加の関連付けを増分的に記録するステップであって、前記追加の
関連付けの各々は前記コンテナと前記コンテナ内に積み込まれた追加の物品の各々との関
係をそれぞれ表し、前記追加の関連付けは前記コンテナに関連する前記管理物流情報の一
部であるステップと、
　前記スケールによって、前記コンテナ内に積み込まれた追加の物品の各々に関する各重
量を増分的に検出するステップであって、前記追加物品の各々に関する各重量は前記コン
テナに関連する前記管理物流情報の一部であるステップと、
　前記管理物流情報に関連する前記ディスプレイスクリーンに前記電子物流監視情報の更
新を周期的に生成するステップであって、前記更新は積み込み中の前記コンテナの物流状
態を反映するステップと
　を更に含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記コンテナの前記物流状態は、前記コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツに
関する物品レベル情報を示す、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記コンテナの前記物流状態は、前記コンテナ内に現在積み込まれているコンテンツに
関するコンテナレベル情報を示す、請求項２８に記載の方法。
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【請求項３１】
　前記コンテナレベル情報は、少なくとも前記コンテナ内に現在積み込まれているコンテ
ンツの現在の重量を更に含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記物品が前記コンテナ内に積み込まれているときに前記スキャナが前記コンテナ内で
出荷される物品を識別することを可能にする方向で前記コンテナの一部に前記コンテナイ
ンターフェースディスプレイ装置を取り付けるステップを更に含む、請求項２７に記載の
方法。
【請求項３３】
　前記コンテナの一部は、前記コンテナの外壁、前記コンテナの内壁、前記コンテナ内の
構造支持部材、又は前記コンテナへのアクセス入口に関係付けられるドアの少なくとも１
つを含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置を前記コンテナ内の前記スケールに結
合するステップを更に含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３５】
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置を前記コンテナ内の前記スケールに結
合するステップは、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置によって、前記コン
テナインターフェースディスプレイ装置と前記コンテナに関係付けられるノード装置との
間の無線接続を確立することを更に含み、前記ノード装置は前記コンテナ内の前記スケー
ルに接続され且つ前記無線接続を介して前記コンテナインターフェースディスプレイ装置
に前記物品の検出された重量を提供するように動作可能である、請求項３４に記載の方法
。
【請求項３６】
　前記コンテナ内の収納空間の上に配置される深度感知装置に前記コンテナインターフェ
ースディスプレイ装置を動作可能に結合するステップと、
　前記物品が前記収納空間の占有構成を反映する寸法データを生成するために前記物品が
前記コンテナ内に積み込まれると、前記コンテナインターフェースディスプレイ装置に結
合される前記深度感知装置によって、前記収納空間をマッピングするステップと、
　前記深度感知装置によって前記コンテナインターフェースディスプレイ装置にメッセー
ジを送信するステップであって、前記メッセージは前記収納空間の占有構成を反映するス
テップと、
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記メモリに、前記コンテナに関連
する前記管理物流情報の一部として前記収納空間の前記占有構成を記録するステップと
　を更に含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３７】
　前記管理物流情報は、コンテナ出荷情報を更に含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３８】
　前記コンテナ出荷情報は、前記コンテナに積み込まれることが意図される物の目録を含
む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記コンテナ出荷情報は、前記物品が前記コンテナ内のどこに積み込まれるべきかにつ
いての場所指定情報を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記場所指定情報は、前記物品の重量に関連する、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記コンテナインターフェースディスプレイ装置の前記ディスプレイスクリーンにおい
て前記電子物流監視情報を生成するステップは、前記コンテナに積み込むことに関与する
物流職員からの入力に基づいて表示する前記管理物流情報の一部を選択すること、及び積
み込み中の前記コンテナの物流状態として前記ディスプレイスクリーンにおいて前記物流
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職員に対して前記管理物流情報の選択部分を生成することを更に含む、請求項２７に記載
の方法。
【請求項４２】
　前記コンテナは、航空機で輸送するためのユニット・ロード・コンテナ（ＵＬＤ）、車
両の一部として統合される収納コンテナエリア、トラックで引っ張られるトラクタトレー
ラ、インターモーダル輸送のためのインターモーダルコンテナから成るグループの中の１
つを含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項４３】
　前記電子物流監視情報は、バーコードデータを含む、請求項２７に記載の方法。
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