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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】自動点呼の行いができる点呼装置を提供する。
【解決手段】第一電池、第一コントローラ、第一表示装
置１３、及びワイヤレス質問信号を送信した第一無線モ
ジュールを備える１つの携帯端末１０と、第二電池、第
二コントローラ、第二表示装置２３、及び第二無線モジ
ュールを備える少なくとも１つのワイヤレスタグ２０と
を有し、該第二無線モジュールが該ワイヤレス質問信号
を受信され、該第一無線モジュールに署名信号を返送し
て該第一表示装置１３に表示され、該携帯端末１０の使
用者が該ワイヤレスタグ２０の使用者の状態を知らせる
。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
第一電池、第一コントローラ、第一表示装置、及びワイヤレス質問信号を送信した第一無
線モジュールを備える１つの携帯端末と、
第二電池、第二コントローラ、第二表示装置、及び第二無線モジュールを備える少なくと
も１つのワイヤレスタグとを有し、
該第二無線モジュールが該ワイヤレス質問信号を受信され、該第一無線モジュールに署名
信号を返送して該第一表示装置に表示され、該携帯端末の使用者が該ワイヤレスタグの使
用者の状態を知らせることを特徴とする点呼装置。
【請求項２】
該携帯端末はツアーガイドが使用することに提供し、該ワイヤレスタグは旅行団のメンバ
ーが使用することに提供し、該ワイヤレスタグのいずれは一意な識別子を有することを特
徴とする請求項１に記載の点呼装置。
【請求項３】
該第一コントローラはマイクロコントローラであり、該第一表示装置は液晶モニターであ
り、該第一無線モジュールは無線周波数モジュールであり、該第二コントローラはマイク
ロコントローラであり、該第二表示装置は液晶モニターであり、該第二無線モジュールは
無線周波数モジュールであることを特徴とする請求項１に記載の点呼装置。
【請求項４】
該携帯端末は、スマートフォン、タブレットＰＣ、ＰＤＡ、又はウェアラブルデバイスで
あり、該ワイヤレスタグは腕輪であることを特徴とする請求項１に記載の点呼装置。
【請求項５】
該携帯端末は、さらにキーボードを有し、該第一コントローラにアプリケーションプログ
ラムが設定され、使用者が該キーボードを通じて該ワイヤレスタグの該一意な識別子及び
一つの対象者の身分資料を該アプリケーションプログラムで入力し、該一意な識別子と該
対象者の身分資料とをマッチングすることを特徴とする請求項２に記載の点呼装置。
【請求項６】
該携帯端末は、さらに該第一コントローラに連接され、振動警告信号を出力する第一マイ
クロ振動装置を備える。ことを特徴とする請求項１に記載の点呼装置。
【請求項７】
該携帯端末は、さらに該第一コントローラに連接され、音響警告信号を出力する第一マイ
クロブザーを備えることを特徴とする請求項１に記載の点呼装置。
【請求項８】
該ワイヤレスタグは、さらに該第二コントローラに連接され、該第二コントローラへ信号
を出力するためであるボタンを備えることを特徴とする請求項１に記載の点呼装置。
【請求項９】
該ワイヤレスタグは、さらに該第二コントローラに連接され、振動警告信号を出力する第
二マイクロ振動装置を備えることを特徴とする請求項１に記載の点呼装置。
【請求項１０】
該ワイヤレスタグは、さらに該第二コントローラに連接され、音響警告信号を出力する第
二マイクロブザーを備えることを特徴とする請求項１に記載の点呼装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本考案は、点呼装置に関し、特にツアーガイドが使用することに提供される１つの携帯端
末と、旅行団のメンバーが着けることに提供される少なくとも１つのワイヤレスタグとを
有する点呼装置に関し、該点呼装置によって自動点呼の行いができる。
【背景技術】
【０００２】
生活水準の向上に従い、国内旅行も海外旅行も盛んに発展している。旅行団ずつは１人の
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ツアーガイドがサポートするが、ツアーガイドは旅行団のメンバーの旅行の手配を担当す
る他に、全てのメンバーが旅行団に遅れをとらず、離団したことを避ける責任を持つ。従
って、点呼及び離団したメンバーの探すは、いつもツアーガイドに対しとても大変な仕事
量であるので、どのようにツアーガイドの仕事量を軽くすることは、気遣いをする値打ち
がある。
【０００３】
現在のワイヤレスガイド機器は、無線で解説することを目的とし、スピーカーの拡声効果
が好ましくない問題を解決したが、その伝送距離が程近く、点呼と呼出しの作用ができず
、且つコスト高になる。よって、博物館、展示館などの高級な場所にしか見えない。
【０００４】
また、従来の特許案について、例えば台湾特許第Ｉ３２２３９６号の「移動式教室フィー
ドバックシステム」の発明は、主にクライアントサーバモードであり、携帯式装置（携帯
電話、ＰＤＡ、又はラップトップ）を使用し、無線ネットワークの伝送（ＧＰＲＳ、Ｗｉ
Ｆｉ、又は３Ｇ）を通じて即時に且つ匿名性又は非匿名性に生徒の意見を集め、教場試験
（択一式問題、記述問題、及び穴埋め問題）の際に生徒の答えと、授業中に生徒の質問と
を含む移動式教室フィードバックシステムが開示されており、上記の生徒の全てのフィー
ドバックは教師が授業中に使用したラップトップに直ちに表示されたため、教師はこのシ
ステムの協力で課程教材の設計を予め整備できる又は授業中に生徒の即時のフィードバッ
クによって動態的に課程教材を変えられるので、教師も課程教材の設計をこのシステムに
含まれることができ、このシステムによって教師と生徒の相互作用を補助し、生徒の授業
での学習効果を高める。
【０００５】
なお、例えば台湾実用新案登録第Ｍ３４６２２２号の「短距離無線通信技術を使用する物
品管理システム」の考案は、少なくとも１つの目標物品と１つの携帯装置とを含み、該目
標物品が短距離無線通信の方式により該携帯装置と情報の伝送を行う被制御側装置を有す
るものが開示されている。該被制御側装置には所定のパラメーターが設定されたので、該
携帯装置は自動点呼、及びパラメーターの識別などの機制により、特定の被制御側装置又
は目標物品に対しリアルタイム監視を行うことができ、さらに該携帯装置は、ライトの無
線制御の効果を達成するように、ＤＭＸ５１２プロトコルを満たすライトコントロール指
令を伝送することができ、また、室外の街灯に被制御側装置を設置するのは該携帯装置に
ての制御ができたのみならず、ノードを形成することができ、複数の街灯によるネットワ
ークを形成し、該携帯装置から発送された緊急ＳＯＳメッセージを遠端に伝送させること
で、無料で且つ速やかな伝送ができるセキュアネットワークを形成した。
【０００６】
ただし、上記の従来の技術は、ツアーガイドが旅行団のメンバーに対する個別点呼、自動
点呼、集団点呼、及び定時点呼の効果に関する技術を提供しておらず、実際に欠点がある
。
【０００７】
上記の従来の無線通信システムの問題点に鑑み、本考案は上記の欠点を解決することがで
きる点呼装置を提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】台湾特許第Ｉ３２２３９６号
【特許文献２】台湾実用新案登録第Ｍ３４６２２２号
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００９】
本考案の一つの目的は、ツアーガイドが使用することに提供される１つの携帯端末と、旅
行団のメンバーが着けることに提供される少なくとも１つのワイヤレスタグとを有する点
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呼装置を提供することになり、該点呼装置によって個別点呼、自動点呼、集団点呼、及び
定時点呼の効果を実現することができる。
【００１０】
本考案のもう一つの目的は、該携帯端末はツアーガイドが使用することに提供し、該ワイ
ヤレスタグは旅行団のメンバーが使用することに提供し、該ワイヤレスタグのいずれは一
意な識別子を有する点呼装置を提供することになる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記の目的を達成するために、本考案の点呼装置は、
第一電池、第一コントローラ、第一表示装置、及びワイヤレス質問信号を送信した第一無
線モジュールを備える１つの携帯端末と、
第二電池、第二コントローラ、第二表示装置、及び第二無線モジュールを備える少なくと
も１つのワイヤレスタグとを有し、
該第二無線モジュールが該ワイヤレス質問信号を受信され、該第一無線モジュールに署名
信号を返送して該第一表示装置に表示され、該携帯端末の使用者が該ワイヤレスタグの使
用者の状態を知らせる。
【考案の効果】
【００１２】
上記により、本考案による点呼装置を用いることで、本考案は、ツアーガイドが使用する
ことに提供される１つの携帯端末と、旅行団のメンバーが着けることに提供される少なく
とも１つのワイヤレスタグとを有する点呼装置になり、該点呼装置によって個別点呼、自
動点呼、集団点呼、及び定時点呼の効果などの利点を実現することができ、確実に従来の
点呼装置より進歩性を具有している。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本考案の一実施例に係わる点呼装置の携帯端末を示すブロック図である。
【図２】本考案の一実施例に係わる点呼装置のワイヤレスタグを示すブロック図である。
【図３】本考案の一実施例に係わる点呼装置を使用することを示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
以下、本考案の構成、特徴、及びその目的について、図面を参照しながら、本考案の実施
例を詳細に説明する。
【実施例】
【００１５】
図１～図３を参照し、図１は本考案の一実施例に係わる点呼装置の携帯端末を示すブロッ
ク図であり、図２は本考案の一実施例に係わる点呼装置のワイヤレスタグを示すブロック
図であり、図３は本考案の一実施例に係わる点呼装置を使用することを示す図である。
【００１６】
図面に示すように、本考案の点呼装置は旅行システムに用いられ、１つの携帯端末１０と
、少なくとも１つのワイヤレスタグ２０とを有する。
【００１７】
該携帯端末１０はツアーガイドが使用することに提供し、例えばスマートフォン、タブレ
ットＰＣ、ＰＤＡ、又はウェアラブルデバイスであるが、それらに限定されないのであり
、第一電池１１、第一コントローラ１２、第一表示装置１３、及びワイヤレス質問信号を
送信した第一無線モジュール１４を備える。その中で、該第一電池１１は、例えばリチウ
ム電池であるが、それに限定されないのであり、それぞれに該第一コントローラ１２、該
第一表示装置１３、及び該第一無線モジュール１４に連接し、それらの制御上必要である
直流電源を供給する。該第一コントローラ１２は、例えばマイクロコントローラであるが
、それに限定されないのであり、且つ該第一コントローラ１２にアプリケーションプログ
ラムが設定される。該第一表示装置１３は、例えば３インチの液晶モニターであるが、そ
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れに限定されないのであり、該第一コントローラ１２に連接し、該アプリケーションプロ
グラムを表示することができる。該第一無線モジュール１４は、該第一コントローラ１２
に連接し、ワイヤレス質問信号を送信し、点呼作業を行う。なお、該携帯端末１０はコン
ピューター（図に表示せず）に連接し、該コンピューターに通じて該アプリケーションプ
ログラムの管理とアップデートを行うことができる。
【００１８】
該少なくとも１つのワイヤレスタグ２０は、例えば腕輪であるが、それに限定されないの
であり、旅行団の各メンバーの腕部、腰部、又は胸先に配置されるが、それらに限定され
ず、各ワイヤレスタグ２０が、それぞれに一意な識別子（ＩＤ）を有し、また第二電池２
１、第二コントローラ２２、第二表示装置２３、及びワイヤレス質問信号を受信した第二
無線モジュール２４を備える。その中で、該第二電池２１は、例えばリチウム電池である
が、それに限定されないのであり、それぞれに該第二コントローラ２２、該第二表示装置
２３、及び該第二無線モジュール２４に連接し、それらの制御上必要である直流電源を供
給する。該第二コントローラ２２は、例えばマイクロコントローラであるが、それに限定
されないのである。該第二表示装置２３は、例えば１インチの液晶モニターであるが、そ
れに限定されないのである。該第二無線モジュール２４は、該第二コントローラ２２に連
接し、該第一無線モジュール１４から送信した該ワイヤレス質問信号を受信され、該第一
無線モジュール１４に署名（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）信号を返送して該第一表示装置１
３に表示され、該携帯端末１０の使用者が該ワイヤレスタグ２０の使用者の状態を知らせ
る。
【００１９】
本考案の該携帯端末１０は、さらに第一コントローラ１２に連接されたキーボード１５を
有し、ツアーガイドが該キーボード１５を通じて該ワイヤレスタグ２０の一意な識別子及
び該ワイヤレスタグ２０が配置されるメンバーの身分資料（例えば身分証明書証番号であ
るが、それに限定されないのである）を該アプリケーションプログラムで入力し、各のワ
イヤレスタグ２０の一意な識別子と各メンバの身分資料とをマッチングし、該携帯端末１
０の識別を便利に行えるようにさせる。また、各の携帯端末１０の第一無線モジュール１
４及びワイヤレスタグ２０の第二無線モジュール２４の動作周波数は、変更することがで
き、同一の観光スポットで複数の旅行団のツアーガイドが該携帯端末１０を使用する時に
該帯端末１０の間の周波数が互いに干渉し合った事情の発生を避ける。
【００２０】
なお、本考案の該携帯端末１０は、さらに該第一コントローラ１２に連接され、振動警告
信号を出力する第一マイクロ振動装置１６を備える。
【００２１】
なお、本考案の該携帯端末１０は、さらに該第一コントローラ１２に連接され、音響警告
信号を出力する第一マイクロブザー１７を備える。
【００２２】
なお、本考案の該ワイヤレスタグ２０は、さらに該第二コントローラ２２に連接され、該
第二コントローラ２２へ信号を出力するためであるボタン２５を備える。
【００２３】
なお、本考案の該ワイヤレスタグ２０は、さらに該第二コントローラ２２に連接され、振
動警告信号を出力する第二マイクロ振動装置２６を備える。
【００２４】
なお、本考案の該ワイヤレスタグ２０は、さらに該第二コントローラ２２に連接され、音
響警告信号を出力する第二マイクロブザー２７を備える。
【００２５】
図３に示すように、本考案の点呼装置を使用する場合、ツアーガイドは各ワイヤレスタグ
２０の一意な識別子及び旅行団の各メンバーの身分資料を該携帯端末１０の該アプリケー
ションプログラムで予め入力し、旅行団出発の際に、ツアーガイドは該携帯端末１０を通
じて周囲半径５メートル以内の旅行団のメンバーが着けられたワイヤレスタグ２０に対し
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点呼作業を行う。該点呼作業は、個別点呼、集団点呼、自動点呼、定時点呼、及び自動緊
急救助要請があり、下記は順に各種の点呼の作業方式を説明する。
【００２６】
個別点呼については、ツアーガイドは該携帯端末１０を通じて所定の旅行団の各メンバー
のワイヤレスタグ２０に対し発信確認を行い、該メンバーは発信確認信号を受信した後、
到着を報告するように、該第一無線モジュール１４に署名（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）信
号を返送して該第一表示装置１３のアプリケーションプログラムで表示され、ツアーガイ
ドが個別点呼を便利に行えるようにさせる。
【００２７】
集団点呼については、ツアーガイドは該携帯端末１０を通じてある群の所定の旅行団のメ
ンバーのワイヤレスタグ２０に対し発信確認を行い、該群の全てのメンバーは発信確認信
号を受信した後、到着を報告するように、それぞれに該第一無線モジュール１４に署名（
Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）信号を返送して該第一表示装置１３のアプリケーションプログ
ラムで表示され、ツアーガイドが集団点呼を便利に行えるようにさせる。
【００２８】
自動点呼については、旅行団のメンバーが小型活動場所内にいる場合に適用され、例えば
、観光バスにおいて、ツアーガイドは該携帯端末１０を通じてバスドアを通過した旅行団
の各メンバーが着けられたワイヤレスタグ２０に対し自動発信確認を行い、各メンバーが
着けられたワイヤレスタグ２０は、到着を報告するように、それぞれに該第一無線モジュ
ール１４に署名（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）信号を返送し、そして、ツアーガイドは即時
に該第一表示装置１３のアプリケーションプログラムによって、周囲半径５メートル以内
にまたバスに乗らないメンバーがあるならば、バスが１０メートルで発車した後に、該携
帯端末１０の第一マイクロ振動装置１６及び第一マイクロブザー１７はそれぞれに警告信
号を出力し、バスがすぐ停車させるようにツアーガイドに通知する。
【００２９】
定時点呼については、旅行団のメンバーが大型活動場所内にいる場合に適用しされ、例え
ば、大型ショッピングモールにおいて、ツアーガイドは該携帯端末１０を通じて旅行団の
各メンバーが着けられたワイヤレスタグ２０に対し到着を報告する時間を設定し、時間が
過ぎても到着を報告しないメンバーに関し、それらが着けられたワイヤレスタグ２０の第
二マイクロ振動装置２６及び第二マイクロブザー２７はそれぞれに警告信号を出力し、原
隊に復帰するようにメンバーに注意する。
【００３０】
自動緊急救助要請については、該ワイヤレスタグ２０の第二マイクロ振動装置２６及び第
二マイクロブザー２７は警告信号を出力し、且つ３時間に続けても該携帯端末１０からの
信号を受信しないと、旅行団の該メンバーが着けられたワイヤレスタグ２０は、他のメン
バーが探すこと及び定位を便利に行えるように、自動緊急救助要請モードに変更する。よ
って、本考案の点呼装置は、従来の点呼装置より進歩性を具有している。
【００３１】
　以上の実施例による本考案の詳細な説明は本考案の範囲を制限するものではない。本技
術に熟知する者が、本考案の範囲内にて行う変更や調整を行っても、本考案の重要な意義
は失われず、本考案の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００３２】
１０　携帯端末
１１　第一電池
１２　第一コントローラ
１３　第一表示装置
１４　第一無線モジュール
１５　キーボード
１６　第一マイクロ振動装置



(7) JP 3195768 U 2015.1.29

１７　第一マイクロブザー
２０　ワイヤレスタグ
２１　第二電池
２２　第二コントローラ
２３　第二表示装置
２４　第二無線モジュール
２５　ボタン
２６　第二マイクロ振動装置
２７　第二マイクロブザー

【図１】 【図２】

【図３】
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