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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔に位置する試験デバイス（１３０）中において行われている試験を遠隔で監視する
方法であって、前記方法は、
　コンピューティングデバイスによって、モバイル通信プラットフォームを介して、前記
遠隔に位置する試験デバイスの中に取り外し可能に配置される試験試料の前記試験に関す
る情報を受信することであって、前記モバイル通信プラットフォームは、
　　前記遠隔に位置する試験デバイスから入力メッセージを受信することであって、前記
入力メッセージは、前記試験に関する情報の送信よりも前に、前記遠隔に位置する試験デ
バイスにおける前記試験試料の前記試験のステータスを示す、ことと、
　　前記遠隔に位置する試験デバイスに前記試験に関する情報を要求する返信メッセージ
を生成することと、
　　前記遠隔に位置する試験デバイスから前記試験に関する情報を前記コンピューティン
グデバイスに伝送するために前記コンピューティングデバイスと通信することと
　　を行うように構成されている、ことと、
　前記遠隔に位置する試験デバイスから前記コンピューティングデバイスのディスプレイ
上に情報メッセージ（１２Ａ；１２Ｂ；１２Ｃ）をレンダリングすることであって、前記
情報メッセージは、前記遠隔に位置する試験デバイス（１３０）を示す第１の部分、前記
遠隔に位置する試験デバイス（１３０）上で実施されている試験に関連する情報を示す第
２の部分、および前記第２の部分が生じてから経過した時間（２２）を示す第３の部分を
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有する、ことと、
　前記経過した時間（２２）を示す前記第３の部分を更新することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記試験に関する情報は、試験失敗の指示を含み、レンダリングすることは、前記失敗
に関する情報メッセージをレンダリングすることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記試験に関する情報は、前記失敗の画像またはビデオ、または前記試験の画像または
ビデオを含み、レンダリングすることは、前記失敗の画像またはビデオ、または前記試験
の画像またはビデオへのリンクをレンダリングすることをさらに含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記試験、前記試験デバイス、および／または前記試験デバイスに関連付けられた構成
要素に関するアラートに関する情報を受信することと、前記アラートを前記ディスプレイ
上にレンダリングすることとをさらに含む、請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記ディスプレイ上に時系列方式で一連の情報メッセージ（１２Ａ；１２Ｂ；１２Ｃ）
をレンダリングすることをさらに含み、前記情報メッセージが前記ディスプレイ上にレン
ダリングされているとき、前記一連の情報メッセージ内の各情報メッセージの各第３の部
分が、各情報メッセージの対応する第２の部分から経過した時間（２２）を示し続けるよ
うにする、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記一連の情報メッセージが、少なくとも２つの異なる試験デバイスによって提供され
る情報に関連するか、または、前記一連の情報メッセージが、試験デバイス、および／ま
たは、前記試験デバイスに接続されている構成要素のみに関連する、請求項５に記載の方
法。
【請求項７】
　情報メッセージのためのグラフィカルアイコン（２０）を関連付けること、または、試
験デバイスの画像（１８）をその試験デバイスに対する情報メッセージに関連付けること
をさらに含む、請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記遠隔に位置する試験デバイスから前記コンピューティングデバイスの前記ディスプ
レイ上に情報メッセージをレンダリングした後に、前記コンピューティングデバイスによ
って、前記コンピューティングデバイスのユーザから、前記試験デバイス、および／また
は、前記試験デバイスに接続されている構成要素に関連付けられた少なくとも１つのパラ
メータを示す情報を受信することをさらに含む、請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　モバイル通信プラットフォームおよびコンピューティングデバイスを備えるシステムで
あって、前記コンピューティングデバイスは、
　記憶デバイス（１１２４：１１２５）と、
　ディスプレイ（１１４２）と、
　前記記憶デバイス（１１２５）および前記ディスプレイ（１１４２）に動作可能に接続
されているプロセッサ（１１２６）と
　を備え、
　前記プロセッサ（１１２６）は、
　前記モバイル通信プラットフォームを介して、遠隔に位置する試験デバイスの中に取り
外し可能に配置される試験試料の試験に関する情報を受信することであって、前記モバイ
ル通信プラットフォームは、
　　前記遠隔に位置する試験デバイスから入力メッセージを受信することであって、前記
入力メッセージは、前記試験に関する情報の送信よりも前に、前記遠隔に位置する試験デ
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バイスにおける前記試験試料の前記試験のステータスを示す、ことと、
　　前記遠隔に位置する試験デバイスに前記試験に関する情報を要求する返信メッセージ
を生成することと、
　　前記遠隔に位置する試験デバイスから前記試験に関する情報を前記コンピューティン
グデバイスに伝送するために前記コンピューティングデバイスと通信することと
　　を行うように構成されている、ことと、
　前記ディスプレイ（１１４２）上に情報メッセージ（１２Ａ；１２Ｂ；１２Ｃ）をレン
ダリングすることであって、前記情報メッセージは、前記遠隔に位置する試験デバイス（
１３０）を示す第１の部分、前記遠隔に位置する試験デバイス（１３０）上で実施されて
いる試験に関連する情報を示す第２の部分、および前記第２の部分が生じてから経過した
時間（２２）を示す第３の部分を有する、ことと、
　前記経過した時間（２２）を示す前記第３の部分を更新することと
　を行うように構成されている、システム。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、
　前記試験に関連付けられた画像またはビデオを受信することと、
　前記ディスプレイ上に前記試験に関連付けられた前記画像またはビデオをレンダリング
することと
　を行うようにさらに構成されている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記遠隔に位置する試験デバイス（１３０）、前記遠隔に位置する試験デバイス（１３
０）上で試験されている前記遠隔に位置する試験デバイスの中に取り外し可能に配置され
る前記試料、または試験プラットフォームの画像を捕捉するように構成されている画像捕
捉デバイス（１３２；２４２）をさらに備え、
　前記画像捕捉デバイスは、前記画像捕捉デバイスから前記画像および前記試験に関する
情報を受信する前記コンピューティングデバイスに動作可能に接続され、
　前記プロセッサは、前記試験を通した選択可能な量の進捗で、前記ディスプレイ上に前
記遠隔に位置する試験デバイスのパラメータを示す情報メッセージをレンダリングするよ
うに構成されている、請求項９～１０のいずれかに記載のシステム。
【請求項１２】
　前記画像捕捉デバイスが、試験動作の失敗に関連付けられた画像を前記失敗に応じて前
記コンピューティングデバイスに伝達するように構成されるか、または、前記画像捕捉デ
バイスが、前記試験動作のビデオを捕捉し、前記コンピューティングデバイスに、前記試
験動作に関連付けられたビデオを伝達するように構成されるか、または、前記画像捕捉デ
バイスが、前記試験動作の失敗に関連付けられたビデオを前記失敗に応じて前記コンピュ
ーティングデバイスに伝達するように構成されるか、または、前記コントローラが、前記
ディスプレイ上に、前記遠隔に位置する試験デバイスの状態に対するアラートをレンダリ
ングするようにさらに構成されている、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　１つ以上のコントローラユニット（１３４）を通して動作させられる１つ以上の遠隔に
位置する試験デバイス（１３０）を含む遠隔に位置する試験システムを監視するためのモ
バイルデータプラットフォーム（１１；１５６；１５７；１５８）であって、前記モバイ
ルデータプラットフォームは、
　前記１つ以上の遠隔に位置する試験デバイス（１３０）上で動作可能な１つ以上の試験
に関する情報を受信するための通信デバイスと、
　グラフィカルユーザインターフェースを呼び出して前記受信された情報を表示するよう
に構成されているディスプレイ構成要素であって、前記受信された情報は、個々のユーザ
によって識別されるパラメータによって、その個々のユーザに対して決定される、ディス
プレイ構成要素と、
　モバイル通信プラットフォームと
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　を備え、
　前記モバイル通信プラットフォームは、
　前記１つ以上の遠隔に位置する試験デバイスから入力メッセージを受信することであっ
て、前記入力メッセージは、前記１つ以上の試験に関する情報の送信よりも前に、前記１
つ以上の遠隔に位置する試験デバイスにおける前記１つ以上の試験のステータスを示す、
ことと、
　前記１つ以上の遠隔に位置する試験デバイスに前記１つ以上の試験に関する情報を要求
する返信メッセージを生成することと
　を行うように構成されており、
　前記モバイル通信プラットフォームは、前記１つ以上の遠隔に位置する試験デバイスか
ら前記1つ以上の試験に関する情報を前記１つ以上の遠隔に位置する試験デバイスから遠
隔に位置する１つ以上の遠隔コンピューティングデバイスに伝送するために前記１つ以上
の遠隔コンピューティングデバイスと通信するように構成されている、モバイルデータプ
ラットフォーム。
【請求項１４】
　前記受信された情報は、前記ディスプレイ構成要素上にレンダリングされ、情報メッセ
ージを含み、前記情報メッセージは、試験デバイスを示す第１の部分、試験機械または前
記試験デバイス上で実施されている試験のうちの少なくとも１つに関連する情報を示す第
２の部分、および前記第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部分を有する、
請求項１３に記載のモバイルデータプラットフォーム。
【請求項１５】
　前記受信された情報の第３の部分は、前記情報メッセージに関連付けられたイベントが
生じてから経過した時間を示すように更新される、請求項１４に記載のモバイルデータプ
ラットフォーム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願）
　本願は、米国仮出願第６１／８８４，９２８号（２０１３年９月３０日出願、本願と同
名称）の利益を主張し、上記出願は、その全体が参照により本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる、米国特許出願公開第ＵＳ
２０１３／０２１２５１２Ａ１号（特許文献１）は、そこで説明される概念でもとりわけ
、データ（特に、例えば、消費者製品、材料、構成要素、構造等の性能を試験するために
使用される試験機械からの試験データおよび／または他の情報）への遠隔アクセスを提供
するための装置および方法を可能にするシステムまたはオペレーティングアーキテクチャ
について説明している。試験デバイスから得られたデータに関する改良、および／または
、モバイルもしくは遠隔デバイスのユーザへのそのような情報をユーザのために便利な様
式でレンダリングすることが、常に望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１３／０２１２５１２号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書における本概要および要約は、以下の発明を実施するための形態にさらに説明
される一連の概念を簡略化された形態において紹介するために提供される。本概要および
要約は、請求される主題の重要な特徴または不可欠な特徴を識別することを意図するもの
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ではなく、請求される主題の範囲の決定の補助として使用されることを意図するものでも
ない。請求される主題は、背景に記述される任意または全ての不利点を解決する実装に限
定されるものではない。
【０００５】
　本発明の側面は、試験に関する情報を受信することと、試験デバイスから遠隔のコンピ
ューティングデバイスのディスプレイ上に、試験デバイスを示す第１の部分、試験デバイ
スまたは試験デバイス上で実施されている試験に関連する情報を示す第２の部分、および
第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部分を有する、情報メッセージをレン
ダリングすることと、経過した時間を示す第３の部分を更新することとを含む、試験試料
に対して行われている試験を遠隔で監視する方法を提供する。
【０００６】
　本発明の別の側面は、試験デバイス上で行われている試験に関する、またはそれに関連
する情報を受信するように構成されているインターフェースと、記憶デバイスと、ディス
プレイと、インターフェース、記憶デバイス、およびディスプレイに動作可能に接続され
ているプロセッサであって、試験に関する情報を受信し、ディスプレイ上に、試験デバイ
スを示す第１の部分、試験デバイスまたは試験デバイス上で実施されている試験に関連す
る情報を示す第２の部分、および第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部分
を有する、情報メッセージをレンダリングし、経過した時間を示す第３の部分を更新する
ように構成されている、プロセッサとを備えている、コンピューティングデバイスを提供
する。
【０００７】
　本発明のなおも別の側面は、画像捕捉デバイスと、画像捕捉デバイスに動作可能に接続
され、画像捕捉デバイスから、試験動作に関する情報を受信するコンピューティングデバ
イスであって、試験動作に関する情報を受信し、ディスプレイ上に、試験動作を通した選
択可能な量の進捗で、試験デバイスのパラメータを示す情報メッセージをレンダリングす
るように構成されるコントローラを有する、コンピューティングデバイスとを備えている
、試験デバイス上の試験動作を監視するように構成されているシステムを提供する。
【０００８】
　本発明の別の側面は、画像捕捉デバイスと、画像捕捉デバイスに動作可能に接続され、
画像捕捉デバイスから、試験動作に関する情報を受信するコンピューティングデバイスで
あって、試験動作に関する情報を受信し、ディスプレイ上に、試験デバイスを示す第１の
部分、試験デバイスまたは試験デバイス上で実施されている試験に関連する情報を示す第
２の部分、および第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部分を有する、情報
メッセージをレンダリングし、経過した時間を示す第３の部分を更新するように構成され
るコントローラを有する、コンピューティングデバイスとを備えている、試験デバイス上
の試験動作を監視するように構成されているシステムを提供する。
【０００９】
　本発明のさらに別の側面は、試験プラットフォームに動作可能に連結されるコントロー
ラを有する、試験プラットフォームと、コントローラに動作可能に連結され、試験、試験
プラットフォーム、または試験プラットフォーム上の試験試料に関する情報を捕捉する画
像捕捉デバイスとを備え、コントローラは、１つ以上の試験デバイスのうちの試験デバイ
スを示す第１の部分、試験デバイスまたは試験デバイス上で実施されている試験に関連す
る情報を示す第２の部分、および第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部分
を有する、情報メッセージを生成するように構成される、試験デバイスを提供する。
【００１０】
　本発明の別の側面は、１つ以上の試験デバイスから、１つ以上の試験デバイス上で動作
可能な１つ以上の試験に関連付けられた情報メッセージを読み出すように構成されている
モバイル試験インターフェース構成要素と、グラフィカルユーザインターフェースを呼び
出し、読み出された情報メッセージであって、１つ以上の試験デバイスのうちの試験デバ
イスを示す第１の部分、試験デバイスまたは試験デバイス上で実施されている試験に関連
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する情報を示す第２の部分、および第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部
分を有する、情報メッセージを表示するように構成されているディスプレイ構成要素とを
備えている、コンピュータ記憶媒体上に記憶された命令を含み、コンピューティングデバ
イスの１つ以上のハードウェア構成要素を通して動作可能なモバイルアプリケーションツ
ールを提供する。
【００１１】
　本発明のさらに別の側面は、１つ以上の試験デバイス上で動作可能な１つ以上の試験に
関する情報を受信するための通信プラットフォームと、グラフィカルユーザインターフェ
ースを呼び出し、受信される情報を表示するように構成されているディスプレイ構成要素
であって、受信される情報は、個々のユーザによって識別されるパラメータによって、そ
の個々のユーザに対して決定される、ディスプレイ構成要素とを備えている、１つ以上の
コントローラユニットを通して動作させられる１つ以上の試験デバイスを含む試験システ
ムを監視するためのモバイルデータプラットフォームを提供する。
【００１２】
　追加の本発明の側面は、以下を含み、所望に応じて、前述の側面のいずれかおよび相互
と組み合わせられ得る。
【００１３】
　試験に関する情報は、試験失敗の指示を含み、レンダリングすることはさらに、失敗に
関する情報メッセージをレンダリングすることを含む、側面。
【００１４】
　試験に関する情報は、失敗の画像またはビデオを含み、レンダリングすることはさらに
、失敗の画像またはビデオへのリンクをレンダリングすることを含む、側面。
【００１５】
　試験に関する情報は、試験動作の画像またはビデオを含み、レンダリングすることはさ
らに、画像またはビデオへのリンクをレンダリングすることを含む、側面。
【００１６】
　試験、試験デバイス、および／または試験デバイスに関連付けられた構成要素に関する
アラートに関する情報を受信することと、アラートをディスプレイ上にレンダリングする
こととをさらに提供する、側面。
【００１７】
　情報メッセージがディスプレイ上にレンダリングされているとき、ディスプレイ上に、
一連の情報メッセージ内の各情報メッセージの各第３の部分が、各情報メッセージの対応
する第２の部分から経過した時間を示し続けるように、時系列方式で一連の情報メッセー
ジをレンダリングすることをさらに提供する、側面。
【００１８】
　一連の情報メッセージは、少なくとも２つの異なる試験デバイスによって提供される情
報に関連している、側面。
【００１９】
　一連の情報メッセージは、試験デバイス、試験デバイスに接続されている構成要素、お
よび／または情報メッセージを監視することが認可されたユーザ間の通信のみに関連する
、側面。
【００２０】
　情報メッセージのためのグラフィカルアイコンを関連付けることをさらに提供する、側
面。
【００２１】
　試験デバイスの画像をその試験デバイスに対する情報メッセージに関連付けることをさ
らに提供する、側面。
【００２２】
　コンピューティングデバイスのユーザから、情報を受信することをさらに提供し、情報
は、試験デバイスに関連付けられた少なくとも１つのパラメータ、そこに接続されている
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構成要素、および／または情報メッセージを監視することを認可されたユーザ間の通信が
情報メッセージにおいて送信されるべきことを示す、側面。
【００２３】
　プロセッサはさらに、試験動作に関連付けられた画像またはビデオを受信し、ディスプ
レイ上に、試験動作に関連付けられた画像またはビデオをレンダリングするように構成さ
れる、側面。
【００２４】
　画像捕捉デバイスは、試験動作の画像を捕捉し、コンピューティングデバイスに、試験
動作に関連付けられた画像を伝達するように構成される、側面。
【００２５】
　画像捕捉デバイスは、失敗に応じて、試験動作の失敗に関連付けられた画像をコンピュ
ーティングデバイスに伝達するように構成される、側面。
【００２６】
　画像捕捉デバイスは、試験動作のビデオを捕捉し、コンピューティングデバイスに、試
験動作に関連付けられたビデオを伝達するように構成される、側面。
【００２７】
　画像捕捉デバイスは、失敗に応じて、試験動作の失敗に関連付けられたビデオをコンピ
ューティングデバイスに伝達するように構成される、側面。
【００２８】
　コントローラはさらに、ディスプレイ上に、試験デバイスの状態に対するアラートをレ
ンダリングするように構成される、側面。
【００２９】
　ツールは、アクティブ化されると、１つ以上の試験デバイスに対するアラート通知を読
み出す、アラート機能を含む、側面。
【００３０】
　１つ以上の試験デバイスのうちの試験デバイスに対する試験サイクルまたは試験の完了
を示す情報メッセージを提供するためのアラート機能をさらに提供する、側面。
【００３１】
　受信された情報は、ディスプレイ構成要素上にレンダリングされ、試験デバイスを示す
第１の部分、試験機械または試験デバイス上で実施されている試験に関連する情報を示す
第２の部分、および第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部分を有する、情
報メッセージを含む、側面。
【００３２】
　受信された情報第３の部分は、情報メッセージに関連付けられたイベントが生じてから
経過した時間を示すように更新される、側面。
【００３３】
　本発明の他の側面は、請求項１－１１に記載の方法のいずれかを実装するためのコンピ
ューティングデバイス、システム、および／またはモバイルツールを含む。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　試験試料に対して行われている試験を遠隔で監視する方法であって、前記方法は、
　前記試験に関する情報を受信することと、
　前記試験デバイスから遠隔のコンピューティングデバイスのディスプレイ上に情報メッ
セージをレンダリングすることであって、前記情報メッセージは、試験デバイスを示す第
１の部分、前記試験デバイスまたは前記試験デバイス上で実施されている試験に関連する
情報を示す第２の部分、および前記第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部
分を有する、ことと、
　前記経過した時間を示す前記第３の部分を更新することと
　を含む、方法。
（項目２）
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　前記試験に関する情報は、試験失敗の指示を含み、レンダリングすることは、前記失敗
に関する情報メッセージをレンダリングすることをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記試験に関する情報は、前記失敗の画像またはビデオを含み、レンダリングすること
は、前記失敗の画像またはビデオへのリンクをレンダリングすることをさらに含む、請求
項２に記載の方法。
（項目４）
　前記試験に関する情報は、前記試験動作の画像またはビデオを含み、レンダリングする
ことは、前記画像またはビデオへのリンクをレンダリングすることをさらに含む、項目
１－３のいずれかに記載の方法。
（項目５）
　前記試験、前記試験デバイス、および／または前記試験デバイスに関連付けられた構成
要素に関するアラートに関する情報を受信することと、前記アラートを前記ディスプレイ
上にレンダリングすることとをさらに含む、項目１－４のいずれかに記載の方法。
（項目６）
　前記ディスプレイ上に時系列方式で一連の情報メッセージをレンダリングすることをさ
らに含み、前記情報メッセージが前記ディスプレイ上にレンダリングされているとき、前
記一連の情報メッセージ内の各情報メッセージの各第３の部分は、各情報メッセージの対
応する第２の部分から経過した時間を示し続ける、項目１－５のいずれかに記載の方法
。
（項目７）
　前記一連の情報メッセージは、少なくとも２つの異なる試験デバイスによって提供され
る情報に関連する、項目６に記載の方法。
（項目８）
　前記一連の情報メッセージは、試験デバイス、前記試験デバイスに接続されている構成
要素、および／または前記情報メッセージを監視することが認可されたユーザ間の通信の
みに関連する、項目６に記載の方法。
（項目９）
　情報メッセージのためのグラフィカルアイコンを関連付けることをさらに含む、項目
１－８のいずれかに記載の方法。
（項目１０）
　試験デバイスの画像をその試験デバイスに対する情報メッセージに関連付けることをさ
らに含む、項目１－９のいずれかに記載の方法。
（項目１１）
　前記コンピューティングデバイスのユーザから情報を受信することをさらに含み、前記
情報は、前記試験デバイスに関連付けられた少なくとも１つのパラメータ、前記試験デバ
イスに接続されている構成要素、および／または前記情報メッセージを監視することを認
可されたユーザ間の通信が情報メッセージにおいて送信されるべきことを示す、項目１
－１０のいずれかに記載の方法。
（項目１２）
　コンピューティングデバイスであって、
　試験デバイス上で行われている試験に関する情報、または前記試験デバイスに関連する
情報を受信するように構成されているインターフェースと、
　記憶デバイスと、
　ディスプレイと、
　前記インターフェース、前記記憶デバイス、および前記ディスプレイに動作可能に接続
されているプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　前記試験に関する情報を受信することと、



(9) JP 6672141 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

　前記ディスプレイ上に情報メッセージをレンダリングすることであって、前記情報メッ
セージは、前記試験デバイスを示す第１の部分、前記試験デバイスまたは前記試験デバイ
ス上で実施されている試験に関連する情報を示す第２の部分、および前記第２の部分が生
じてから経過した時間を示す第３の部分を有する、ことと、
　前記経過した時間を示す前記第３の部分を更新することと
　を行うように構成されている、コンピューティングデバイス。
（項目１３）
　前記プロセッサは、
　試験動作に関連付けられた画像またはビデオを受信することと、
　前記ディスプレイ上に前記試験動作に関連付けられた前記画像またはビデオをレンダリ
ングすることと
　を行うようにさらに構成されている、項目１２に記載のコンピューティングデバイス
。
（項目１４）
　試験デバイス上の試験動作を監視するように構成されているシステムであって、
　画像捕捉デバイスと、
　前記画像捕捉デバイスに動作可能に接続され、前記画像捕捉デバイスから前記試験動作
に関する情報を受信するコンピューティングデバイスと
　を備え、
　前記コンピューティングデバイスは、コントローラを有し、前記コントローラは、
　前記試験動作に関する情報を受信することと、
　前記試験動作を通した選択可能な量の進捗で、ディスプレイ上に前記試験デバイスのパ
ラメータを示す情報メッセージをレンダリングすることと
　を行うように構成されている、システム。
（項目１５）
　前記コンピューティングデバイスはさらに、前記画像捕捉デバイスに動作可能に接続さ
れ、前記ディスプレイ上に情報メッセージをレンダリングすることであって、前記情報メ
ッセージは、前記試験デバイスを示す第１の部分、前記試験デバイスまたは前記試験デバ
イス上で実施されている試験に関連する情報を示す第２の部分、および前記第２の部分が
生じてから経過した時間を示す第３の部分を有する、ことと、経過した時間を示す前記第
３の部分を更新することとを行う、項目１４に記載のシステム。
（項目１６）
　前記画像捕捉デバイスは、試験動作の画像を捕捉し、前記コンピューティングデバイス
に、前記試験動作に関連付けられた画像を伝達するように構成されている、項目１４－
１５のいずれかに記載のシステム。
（項目１７）
　前記画像捕捉デバイスは、失敗に応じて、前記試験動作の前記失敗に関連付けられた画
像を前記コンピューティングデバイスに伝達するように構成されている、項目１６に記
載のシステム。
（項目１８）
　前記画像捕捉デバイスは、試験動作のビデオを捕捉し、前記コンピューティングデバイ
スに、前記試験動作に関連付けられたビデオを伝達するように構成されている、項目１
４－１７のいずれかに記載のシステム。
（項目１９）
　前記画像捕捉デバイスは、失敗に応じて、前記試験動作の前記失敗に関連付けられたビ
デオを前記コンピューティングデバイスに伝達するように構成されている、項目１８に
記載のシステム。
（項目２０）
　前記コントローラは、前記ディスプレイ上に、前記試験デバイスの状態に対するアラー
トをレンダリングするようにさらに構成されている、項目１４－１９のいずれかに記載



(10) JP 6672141 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

のシステム。
（項目２１）
　試験デバイスであって、
　コントローラを有する試験プラットフォームであって、前記コントローラは、前記試験
プラットフォームに動作可能に連結されている、試験プラットフォームと、
　前記コントローラに動作可能に連結され、試験、前記試験プラットフォーム、または前
記試験プラットフォーム上の試験試料に関する情報を捕捉する画像捕捉デバイスと
　を備え、
　前記コントローラは、情報メッセージを生成するように構成され、前記情報メッセージ
は、１つ以上の試験デバイスのうちの試験デバイスを示す第１の部分、前記試験デバイス
または前記試験デバイス上で実施されている試験に関連する情報を示す第２の部分、およ
び前記第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部分を有する、試験デバイス。
（項目２２）
　コンピュータ記憶媒体上に記憶された命令を含み、コンピューティングデバイスの１つ
以上のハードウェア構成要素を通して動作可能なモバイルアプリケーションツールであっ
て、
　１つ以上の試験デバイスから情報メッセージを読み出すように構成されているモバイル
試験インターフェース構成要素であって、前記情報メッセージは、前記１つ以上の試験デ
バイス上で動作可能な１つ以上の試験に関連付けられている、モバイル試験インターフェ
ース構成要素と、
　グラフィカルユーザインターフェースを呼び出し、前記読み出された情報メッセージを
表示するように構成されているディスプレイ構成要素と
　を備え、
　前記情報メッセージは、前記１つ以上の試験デバイスのうちの試験デバイスを示す第１
の部分、前記試験デバイスまたは前記試験デバイス上で実施されている試験に関連する情
報を示す第２の部分、および前記第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部分
を有する、モバイルアプリケーションツール。
（項目２３）
　前記ツールは、アラート機能を含み、前記アラート機能は、アクティブ化されると、前
記１つ以上の試験デバイスに対するアラート通知を読み出す、項目２２に記載のモバイ
ルアプリケーションツール。
（項目２４）
　前記１つ以上の試験デバイスのうちの試験デバイスに対する試験サイクルまたは試験の
完了を示す情報メッセージを提供するためのアラート機能をさらに備えている、項目２
２－２３のいずれかに記載のモバイルアプリケーションツール。
（項目２５）
　１つ以上のコントローラユニットを通して動作させられる１つ以上の試験デバイスを含
む試験システムを監視するためのモバイルデータプラットフォームであって、
　前記１つ以上の試験デバイス上で動作可能な１つ以上の試験に関する情報を受信するた
めの通信プラットフォームと、
　グラフィカルユーザインターフェースを呼び出し、前記受信される情報を表示するよう
に構成されているディスプレイ構成要素と
　を備え、
　前記受信される情報は、個々のユーザによって識別されるパラメータによって、その個
々のユーザに対して決定される、モバイルデータプラットフォーム。
（項目２６）
　前記受信される情報は、前記ディスプレイ構成要素上にレンダリングされ、情報メッセ
ージを含み、前記情報メッセージは、試験デバイスを示す第１の部分、前記試験機械また
は前記試験デバイス上で実施されている試験に関連する情報を示す第２の部分、および前
記第２の部分が生じてから経過した時間を示す第３の部分を有する、項目２５に記載の
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モバイルデータプラットフォーム。
（項目２７）
　前記受信される情報の前記第３の部分は、前記情報メッセージに関連付けられたイベン
トが生じてから経過した時間を示すように更新される、項目２６に記載のモバイルデー
タプラットフォーム。
（項目２８）
　項目１－１１に記載の方法のいずれかを実装するためのコンピューティングデバイス
。
（項目２９）
　項目１－１１に記載の方法のいずれかを実装するためのシステム。
（項目３０）
　項目１－１１に記載の方法のいずれかを実装するためのモバイルツール。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、モバイルデバイスおよびレンダリングされたディスプレイの実施形態を
図示する。
【図２】図２は、別の実施形態による、パラメータ選択のスクリーンショットを図示する
。
【図３】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーンシ
ョットを図示する。
【図４】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーンシ
ョットを図示する。
【図４Ａ】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーン
ショットを図示する。
【図４Ｂ】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーン
ショットを図示する。
【図５】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーンシ
ョットを図示する。
【図６】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーンシ
ョットを図示する。
【図７】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーンシ
ョットを図示する。
【図８】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーンシ
ョットを図示する。
【図９】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーンシ
ョットを図示する。
【図１０】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーン
ショットを図示する。
【図１１】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーン
ショットを図示する。
【図１２】図３、４、４Ａ－４Ｂ、および５－１２は、他の実施形態による、スクリーン
ショットを図示する。
【図１２Ａ】図１２Ａは、別の実施形態による、システムの実施形態を図示する。
【図１３】図１３－１９は、他の実施形態による、スクリーンショットを図示する。
【図１４】図１３－１９は、他の実施形態による、スクリーンショットを図示する。
【図１５】図１３－１９は、他の実施形態による、スクリーンショットを図示する。
【図１６】図１３－１９は、他の実施形態による、スクリーンショットを図示する。
【図１７】図１３－１９は、他の実施形態による、スクリーンショットを図示する。
【図１８】図１３－１９は、他の実施形態による、スクリーンショットを図示する。
【図１９】図１３－１９は、他の実施形態による、スクリーンショットを図示する。
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【図２０】図２０は、試験デバイスのための試験データおよびステータスへのアクセスを
提供するための遠隔試験プラットフォームの実施形態を図示する。
【図２１】図２１－２２は、図１に図示される遠隔試験プラットフォームとインターフェ
ースをとるための通信シーケンスの実施形態を図示する。
【図２２】図２１－２２は、図１に図示される遠隔試験プラットフォームとインターフェ
ースをとるための通信シーケンスの実施形態を図示する。
【図２３】図２３は、実験室設備内の複数の試験デバイスのための試験データおよびステ
ータスへのアクセスを提供するための遠隔試験プラットフォームの実施形態を図示する。
【図２４】図２４－２５は、試験デバイスを識別するための画像またはバーコード、また
はそのためのステータス情報およびデータにアクセスするための構成要素を利用する、遠
隔試験プラットフォームの実施形態を図示する。
【図２５】図２４－２５は、試験デバイスを識別するための画像またはバーコード、また
はそのためのステータス情報およびデータにアクセスするための構成要素を利用する、遠
隔試験プラットフォームの実施形態を図示する。
【図２６】図２６は、図５－６に図示されるような画像またはバーコードを利用するため
のステップを図示する。
【図２７】図２７は、モバイル試験プラットフォームの機能を実装するためのディスプレ
イバーを図示する。
【図２８】図２８－３０は、遠隔試験プラットフォームとインターフェースを取り、試験
データおよびステータスにアクセスするように構成される、コンピューティングデバイス
のためのＧＵＩディスプレイを図示する。
【図２９】図２８－３０は、遠隔試験プラットフォームとインターフェースを取り、試験
データおよびステータスにアクセスするように構成される、コンピューティングデバイス
のためのＧＵＩディスプレイを図示する。
【図３０】図２８－３０は、遠隔試験プラットフォームとインターフェースを取り、試験
データおよびステータスにアクセスするように構成される、コンピューティングデバイス
のためのＧＵＩディスプレイを図示する。
【図３１】図３１は、モバイル試験プラットフォームのアラート機能によって生成される
アラート通知を図示する。
【図３２】図３２は、モバイル試験プラットフォームのメッセージング機能の実施形態を
図示する。
【図３３】図３３は、保守、技術サポート、製品／付属品、および利用測定ツールを含む
、クラウドコンピューティングプラットフォームの実施形態を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の側面は、第ＵＳ２０１３／０２１２５１２Ａ１号に図示および説明されるもの
等、１つ以上の試験デバイスの変化に関連する情報を提供する、ユーザインターフェース
１０である。一例として、ユーザインターフェース１０は、第ＵＳ２０１３／０２１２５
１２Ａ１号に図示および説明されるように、携帯電話１５６、タブレットコンピューティ
ングデバイス１５７、ポータブルコンピューティングデバイス１５８（前述は全て、「モ
バイル」コンピューティングデバイスの実施例である）、または試験デバイスから遠隔の
他のコンピューティングデバイス等の任意の好適なコンピューティングデバイス１１上に
レンダリングされることができる。本明細書で論じられるユーザインターフェースは、前
述の米国公開特許出願に図示および説明されるアーキテクチャに好適であり、遠隔コンピ
ューティングデバイスは、任意の有線または無線通信リンクを使用して、遠隔試験プラッ
トフォームまたはクラウドコンピューティングプラットフォームと通信すし、ユーザイン
ターフェース１０は、システムコントローラ１３４、または他のコンピューティングデバ
イス（以下に説明され、試験デバイスに関連付けられる、１１２０等）のような試験デバ
イスとも直接通信する前述のコンピューティングデバイスのいずれか上にレンダリングさ
れることができることに留意されたい。遠隔コンピューティングデバイスは、一実施形態
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では、試験デバイス上で試験を実施するか、またはそれを制御するために使用されるコン
ピューティングデバイス（前述のようなモバイルデバイスまたはローカルエリアネットワ
ークもしくは広域ネットワークから情報を受信するデスクトップコンピュータ等）ではな
い。「遠隔」コンピューティングデバイスは、一実施形態では、試験デバイスに近接近し
ていない。
【００３６】
　ユーザインターフェース１０は、本明細書では、１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃとして例示さ
れる、時系列のレンダリングされる情報メッセージを備えている。各情報メッセージ１２
Ａ－１２Ｃは、典型的には、単一試験デバイスまたは装置に関連付けられる。一例として
、情報メッセージ１２Ａを参照すると、各メッセージは、典型的には、試験デバイス識別
子１４と、関連付けられた記述アクション部分１６とを含み、それらは、一緒に、遠隔コ
ンピューティングデバイスのユーザに、そのメッセージが関連する試験デバイスと、生じ
たアクションまたはイベントとの簡潔かつ便利な説明を提供する。図示されるように、各
情報メッセージ１２Ａ－１２Ｃはさらに、試験デバイスの小さい記録画像、または、試験
デバイスを表す記録画像等の代表的なグラフィカル画像１８を含むことができる。グラフ
ィカル画像１８はまた、ユーザが、実際の試験デバイスを情報メッセージに正しく関連付
けるのを補助する。グラフィカル画像１８は、遠隔コンピューティングデバイス上のメモ
リ内に記憶され、情報メッセージとともにレンダリングされることができる。本実施形態
では、遠隔コンピューティングデバイスのプロセッサは、その中に記憶された正しいグラ
フィカル画像を得るために、遠隔コンピューティングデバイスによって受信された情報メ
ッセージ内またはそれに関連付けられたある識別子を処理することができる。所望に応じ
て、グラフィカル画像は、試験デバイスによって、情報メッセージを備えている他の情報
とともに送信されることができる。
【００３７】
　所望に応じて、情報メッセージの各々をレンダリングするために使用されるソフトウェ
アモジュールは、ユーザが、試験デバイスが講じたアクションを確認するのをさらに補助
し得る１つ以上のグラフィカルアイコン２０をレンダリングすることもできる。例えば、
停止サインのグラフィカルアイコンは、情報メッセージ１２Ａに図示されるように、関連
付けられた試験デバイスが停止したことを示すことができる一方、矢印先端を示すグラフ
ィカルアイコンは、情報メッセージ１２Ｃに図示されるように、関連付けられた試験デバ
イスが試験の動作を開始したことを示すために使用されることができる。グラフィカル画
像１８と同様に、グラフィカルアイコン２０は、情報メッセージを備えている他の情報と
ともに送信され、および／または記述アクション１６もしくは情報メッセージを備えてい
る情報とともに送信される他のアイコン識別に基づいて、遠隔コンピューティングデバイ
スのプロセッサによってレンダリングされることができる。
【００３８】
　他のグラフィカルアイコンもさらに、所望に応じて、レンダリングされることができる
。情報メッセージ１２Ａに戻って参照すると、ベルを図示するグラフィカルアイコンは、
典型的には、電子メール、テキストメッセージ等の異なる形態の通信を使用して、アラー
トが送信されたことを示す。アラートは、典型的には、遠隔コンピューティングデバイス
ユーザまたは他者が、特に懸念する、イベントに関連付けられる。アラートグラフィカル
アイコンは、ユーザに、イベントの重要性を示し、かつ試験デバイスの動作に関与する他
者も同様にアラートメッセージを受信するであろうことを示すことができる。
【００３９】
　各情報メッセージ１２Ａ－１２Ｃはさらに、識別子１４および記述アクション１６によ
って示される、試験デバイスのステータスの変化の発生から経過した時間量を示す、経過
時間インジケータ２２を含む。レンダリングされたタイムスタンプを含むであろう、アラ
ートまたは他のメッセージ等のメッセージと異なり、経過時間インジケータ２２は、ユー
ザに、イベントが生じてから経過した時間量を伝達する、より読みやすい形式と見なされ
得、これは、再び、情報メッセージの重要性を確認する補助となり得る。
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【００４０】
　好ましい実施形態では、各情報メッセージ１２Ａ－１２Ｃ内に示される部分２２におけ
る経過した時間量は、情報メッセージが表示されている場合、ユーザインターフェース１
０上で継続的に更新およびレンダリングされる。したがって、新しい情報メッセージが、
ある期間に対して、受信されない場合でも、経過時間インジケータ２２は、時間とともに
増加するであろう。典型的には、情報メッセージ内に示されるアクティビティが生じてか
らの分および／または時間の整数、ならびに／もしくはそれらの小数を備えているように
レンダリングされた値で、十分である。しかしながら、所望に応じて、秒、日、および／
または週等の単位で測定された経過時間が、試験デバイスおよび／またはそれに対して行
われている試験による所望または必要に応じて、レンダリングされることができる。例え
ば、イベントが、先日にあった場合、部分２２は、限定ではないが、「昨日の２：３５」
または「火曜日の４：５０ｐｍ」等の先日を指し得る。同様に、時間部分は、特に、例え
ば、１週間を上回る、先日であるとき、例えば、「９月３日１２：０４ａｍ」のように具
体的日を指し得る。時間インジケータはさらに、代替として、または加えて、イベントが
生じたときを示すタイムスタンプを備えていることができることに留意されたい。
【００４１】
　図示される実施形態では、試験デバイスまたは試験デバイス上で実施されている試験に
責任を負う個人もまた、情報メッセージ内に含まれることができる。例えば、Ｆ．　Ｓｔ
ｅｐｈａｎ　Ｋｉｒｓｃｈｂａｕｍは、情報メッセージ１２Ａ内の試験デバイス上で実施
されている試験「ＨＦ　ＭＡＳＴ　＃２」に責任を負うエンジニアである一方、試験を実
施するオペレータは、Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ｋｒｅｉｄｂｅｒｇである。このように、ユー
ザインターフェース１０を有するコンピューティングデバイスのユーザは、情報メッセー
ジに関連付けられたイベントおよび／または試験デバイスに関して、連絡をとるべき個人
を容易に確認することができる。
【００４２】
　前述のように、情報メッセージ１２Ａ－１２Ｃは、順に配列され、最新情報メッセージ
は、ユーザインターフェース１０の最上部に表示される。より前に生じたそれらの情報メ
ッセージは、最新情報メッセージとともにコンピューティングデバイス上に表示されるこ
とも、されないこともある。しかしながら、前の情報メッセージは、ポインティングデバ
イス（例えば、マウス、物理的ボタン、ディスプレイ上に視覚的にレンダリングされたボ
タン等）等の好適な入力デバイスを使用して、時系列の情報メッセージを通してスクロー
ルすることによって、ユーザにレンダリングされることができる。ユーザインターフェー
ス１０が、感圧式画面を有するスマートフォン１１上にレンダリングされる、図示される
実施形態では、ユーザは、単に、情報メッセージを通して、その指を上下にスクロールす
ることができる。
【００４３】
　図２を参照すると、ユーザインターフェース１０の実施形態はまた、試験デバイス上で
実施されている試験に関する周期的更新に関連する情報メッセージを備えていることがで
きる。情報メッセージ１２Ｂは、例示である。本実施例では、情報メッセージ１２Ｂは、
試験デバイス「フレーム＃１」が、その上で実施されている試験の５０％を完了し、試験
プロシージャを通して６００サイクル時点にあることを伝達する。ユーザが着目する試験
デバイスの各々に対する周期的更新頻度は、コンピューティングデバイス上にレンダリン
グされ得る、４０に図示されるような好適なメニューを通してアクセスされることができ
る。図示される実施形態では、ユーザは、入力ボックス４２および４４の値のエントリに
よって、期間を調節することができる。ユーザは、入力ボックス４６において、試験デバ
イスに関する情報のいくつかまたは全てを選択することができる。選択ボックス４８およ
び５０は、それぞれ、周期的更新をオフまたはオンにする。メニュー４０を介したデータ
エントリの完了に応じて、要求される周期的更新に関する情報は、試験プロシージャにお
いて要求される更新を組み込み、適宜、それらを送信するために、直接または前述の公開
される米国特許出願に説明されるようなサーバプラットフォームを介して、試験デバイス
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のコンピューティングデバイスまたはコントローラに送信される。要求される更新は、要
求される周期的更新が、他の遠隔コンピューティングデバイスユーザではなく、要求する
遠隔コンピューティングデバイスユーザのみに送信されるように、遠隔コンピューティン
グデバイスユーザに関連付けられ得ることに留意されたい。各情報メッセージのために試
験デバイスのコンピューティングデバイスまたはコントローラによって生成される情報は
、どの遠隔コンピューティングデバイスユーザが情報メッセージを受信すべきかについて
の識別情報を含むことができ、および／または前述の米国公開特許出願におけるサーバプ
ラットフォームは、どの情報メッセージが各遠隔コンピューティングデバイスに送信され
るべきかを制御することができる。
【００４４】
　図３を参照すると、別の実施形態では、時間列においてレンダリングされる情報メッセ
ージに関連する追加の情報もまた、得られることができる。図示される実施形態では、ユ
ーザインターフェース１０上の情報メッセージ１２Ｂの選択は、スクリーンショット５１
に図示される追加の情報をレンダリングするであろう。スマートフォン１１上のユーザイ
ンターフェース１０の実施形態では、スクリーンショット５１が、タイムライン列のユー
ザインターフェース１０に取って代わるであろう。スクリーンショット５１では、情報メ
ッセージ１２Ｂは、繰り返される。しかしながら、所望に応じて、情報メッセージに関す
るイベントが生じた時間を示すタイムスタンプが、５２におけるように提供されることが
できる。ユーザに伝達される追加の情報は、任意の数の形態をとることができる。本実施
例では、追加の情報は、情報メッセージ１２Ｂに関連付けられた試験デバイス上で実施さ
れている試験を示す、識別子５４を含む。物理的ボタンまたはディスプレイ上にレンダリ
ングされるボタンであり得る、ボタン５６の動作は、コンピューティングデバイスをタイ
ムライン列のユーザインターフェース１０の表示に戻す。スクリーンショットまたはペー
ジ５０に図示されるなおもさらなる実施形態では、このページは、その機器に関するプロ
ファイルページ５７へのリンク（例えば、機器名）を含むことができる。このページ５７
は、現在のステータス、他の高レベルステータス、および関連情報へのリンクのリアルタ
イムインジケータとともに、具体的機器部品に対して焦点を当てた表示である。例えば、
限定ではないが、追加のリンクは、その具体的機器、最後に点検されたとき、最大負荷容
量等のその仕様等に対するユーザ文書へのリンクを含むことができる。別の実施形態では
、機器記録画像、名称、および高レベル情報は全て、ディスプレイのメイン画面上に表示
され得、タッピングによって、直接、ユーザを画面５７等の画面に導く。
【００４５】
　図４は、ユーザが、ユーザインターフェース１０を生成するコンピューティングデバイ
ス１１のプロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって使用される、パ
ラメータにアクセスすることを可能にする、別の実施形態の例示的メニューを図示する。
メニュー６０は、ユーザのアカウント情報と、６２においてログインまたはソフトウェア
モジュールをアクティブ化し、情報メッセージを受信するための能力とを含むことができ
る。「ログイン」は、典型的には、サーバおよび／または試験デバイスのコンピューティ
ングデバイスもしくはコントローラと通信リンクを確立する。入力選択６４は、ユーザが
、そのアカウントに関する情報を打ち込むか、または別様にその情報にアクセスすること
を可能にする。米国公開特許出願第２０１３／０２１２５１２Ａ１号に説明されるように
、バーまたはＱＲコード（登録商標）等の各物理的試験デバイスに関連付けられたＩＤま
たは識別子コードは、どの試験デバイスを監視したいかを識別するために、コンピューテ
ィングデバイスのユーザによって使用されることができる。図示される実施形態では、こ
れらのＩＤコードは、入力選択６６によってアクセス可能なＱＲコード（登録商標）を備
えている。
【００４６】
　図４では、「アラート」下にある「開く」選択は、選択されると、図４Ａに図示される
もののような画面をレンダリングする。この画面から、遠隔コンピューティングデバイス
ユーザは、アラートを設定することができ、アラートは、限定ではないが、電子メールま
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たはテキストメッセージ等、別の方法によって送信される通信である。このように、ユー
ザが、そのデスクトップの前に居る場合、および／またはその遠隔コンピューティングデ
バイス電話に電源を入れていない場合、もしくは遠隔監視アプリケーションを有効にして
いない場合、ユーザは、アラートメッセージを受信するであろう。この画面から、遠隔コ
ンピューティングデバイスユーザは、示されない好適なメニュー上で設定を行うと、所望
に応じて、アラートをオンまたはオフに容易にトグルすることができる。アラートステー
タスの変更は、典型的には、アラートが、必要に応じて、他の通信モードを通して送信さ
れるように、試験デバイスのコンピューティングデバイスもしくはコントローラおよび／
またはサーバに送信される。
【００４７】
　図４Ｂでは、「アラート」下の「送信済み」選択は、一実施形態では、選択されると、
図４Ｂに図示されるもののような画面をレンダリングする。この画面は、遠隔コンピュー
ティングデバイスユーザが、一般に、逆発生順において、送信されたアラートを閲覧する
ことを可能にするが、所望に応じて、任意の所望の順序が、要求に応じて、遠隔コンピュ
ーティングデバイスユーザによって提供されることができる。
【００４８】
　ユーザインターフェース１０の特定の有利な特徴は、ユーザが、ユーザが監視すること
に関心がある試験デバイスを調節または変更するための能力である。言い換えると、ユー
ザインターフェース１０は、ユーザがそれに関連する情報メッセージを受信することを所
望する試験デバイスを示す。メニュー６０では、ユーザは、メニューアイテム６８の選択
によって、機器または情報メッセージを受信する試験デバイスを示すことができる。ボタ
ン６８のアクティブ化は、一実施形態では、図５に図示されるようなメニュー７０をレン
ダリングするための遠隔コンピューティングデバイス上で実行するソフトウェアモジュー
ルへの入力信号を備えていることができる。メニュー７０は、ユーザが選択した、または
監視することを認可される、全試験デバイスのリスト７１（必要に応じて、スクロール可
能）を含むことができる。図示される実施形態では、各試験デバイスに対して、関連付け
られたボタン７２が、提供され、ボタン７２は、関連付けられた試験デバイスを監視する
ため、ユーザ所望に応じて、アクティブ化または非アクティブ化され得る。
【００４９】
　図４に戻って参照すると、一実施形態では、メニュー６０はまた、選択ボタン６９を含
み、ユーザが、ユーザが監視することを所望する試験デバイスのタイプ情報またはアクテ
ィビティを識別することを可能にすることができる。入力選択６９のアクティブ化は、図
６に図示されるようなメニュー８０をレンダリングすることができる。概して、アクティ
ビティは、例えば、ボタン８２、８４、および８６に関連付けられたアクティビティによ
って示されるような試験デバイス上で実施されている試験のステータス、またはボタン８
３、８５、および８７に関連付けられたアクティビティ等の試験デバイスの構成要素の動
作ステータスに関連付けられた情報に基づいて、グループ化されることができる。ボタン
８２、８４、および８６の選択は、ユーザが、それぞれ、試験プログラムが停止する場合
、保留する場合、または稼働する場合に関連する、ユーザインターフェース上にレンダリ
ングされる情報メッセージを有効または無効にすることを可能にする。同様に、ボタン８
３、８５、および８７は、ユーザが、油圧サービスマニホールド「ＨＳＭ」として本明細
書に図示される、試験デバイスの物理的構成要素の動作ステータスに関する情報メッセー
ジのレンダリングを有効または無効にすることを可能にする。当業者によって理解される
ように、これらは、ほんの数例にすぎず、実施されている試験および／または試験デバイ
スを構成する種々の物理的構成要素に応じて、変動するであろう。遠隔コンピューティン
グデバイスユーザが対応する情報メッセージを閲覧することを所望するであろう、試験デ
バイスに関する情報（メニュー７０から選択されるように）ならびに特定のアクティビテ
ィに関する情報メッセージ（メニュー８０から選択されるように）は、試験デバイスの対
応するコンピューティングデバイスまたはコントローラのメモリ内に、もしくは前述の米
国公開特許出願のシステム内の遠隔コンピューティングデバイスに関しては、そこに接続
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されるサーバのメモリ内に記憶されることができ、試験デバイスのコンピューティングデ
バイスまたはコントローラのプロセッサもしくはサーバのプロセッサは、情報メッセージ
を生成し、遠隔コンピューティングデバイスに送信するために、この記憶された情報にア
クセスする。別の実施形態では、遠隔コンピューティングデバイスユーザが対応する情報
メッセージを閲覧することを所望するであろう、試験デバイスに関する情報（メニュー７
０から選択されるように）ならびに特定のアクティビティに関する情報メッセージ（メニ
ュー８０から選択されるように）は、遠隔コンピューティングデバイスのメモリ内に記憶
されることができ、遠隔コンピューティングデバイスのプロセッサは、情報メッセージを
遠隔コンピューティングデバイス１１上にレンダリングするために、この記憶された情報
にアクセスする。さらに別の実施形態では、遠隔コンピューティングデバイス上への情報
メッセージの最終レンダリングは、情報メッセージが、コンピューティングデバイス１１
から遠隔のコンピューティングデバイス上で生成されるかどうか、および／または遠隔コ
ンピューティングデバイス１１によって受信される場合、情報メッセージが、遠隔コンピ
ューティングデバイス１１のプロセッサによって、ユーザインターフェース１０上にレン
ダリングされるかどうかの組み合わせに起因し得る。
【００５０】
　図７を参照すると、前述のように、情報メッセージは、例えば、関連付けられた試験デ
バイスに関連する個人の名前を含むことができる。図４のメニュー６０に図示されないが
、所望に応じて、フィルタリングボタンが、試験デバイスに関連付けられた個人に基づい
て、情報メッセージを試験デバイスから受信し得ることをユーザに識別するためにメニュ
ー６０内に提供されことができることに留意されたい。故に、所望に応じて、ユーザは、
種々の試験デバイスに関連付けられた１人またはそれを上回る特定の個人に関連付けられ
た試験デバイスに関する情報メッセージを受信することを所望することを示すことができ
る。これは、特に、オペレータ、エンジニア、または実験室マネージャとして割り当てら
れたもののアクティビティおよび機器のみを閲覧するために使用するユーザのために有利
であり、その場合、マネージャは、例えば、特定の機器、オペレータ、および／またはエ
ンジニアをリスト化し得る。
【００５１】
　図８－１１を参照すると、ユーザインターフェース１０はまた、種々の実施形態では、
コンピューティングデバイスのユーザが、関心がある、または監視することが認可される
、試験デバイスの各々をリスト化する、概要ディスプレイを含むことができる。図８およ
び１０を参照すると、試験デバイスは、必要に応じて、ユーザ調節可能識別子１００およ
び１０２を用いて、例えば、実験室等の試験場所に基づいて、一緒にグループ化されるこ
とができる。図示される実施例では、２つの試験デバイスが、場所識別子１００に関連付
けられる一方、４つの試験デバイスが、場所識別子１０２に関連付けられる。
【００５２】
　各リスト化された試験デバイスは、実際は、ユーザ選択可能ボタンであり、ユーザによ
るアクティブ化に応じて、ユーザは、１０４において、図９に図示されるような試験デバ
イスに関する追加の情報を得るであろう。概して、詳述される情報は、試験デバイスの現
在の稼働ステータス、該当する場合、実施されている試験、試験デバイスの実験室内の場
所、ならびに概して１０８に示される動作識別子によって識別される、試験デバイスのパ
ラメータを含む、試験デバイスまたは試験デバイス上で実施されている試験に関連する関
連付けられた個人を含むことができる。動作識別子は、色分けされ、試験デバイスの特定
のパラメータが有効にされているか、無効にされているかを示すことができる。同様に、
試験デバイス名を有し、ユーザ選択可能ボタンを備えている（例えば、１０６において）
識別子の各々も、色分けされ、試験デバイスの動作ステータスを示すことができる。例え
ば、試験デバイスが、試験を稼働していない場合、試験デバイスのためのユーザ選択可能
ボタンは、赤色であり得る一方、試験デバイスが、試験を動作させている場合、ユーザ選
択可能ボタンは、緑色として識別されることができる。
【００５３】
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　特に有利かつ有益な情報メッセージの１つは、図１２に図示される。具体的には、所望
に応じて、情報メッセージは、試験デバイス、その構成要素、および／または試験中の試
験試料の記録画像を提供するように、試験デバイスに近接して位置するカメラによって撮
影される写真または記録画像を含むことができる。実施例では、提供される情報メッセー
ジ１２０Ａは、関連付けられた写真１２０Ｂとともに、完了途中にある、試験試料に対し
て行われる試験シーケンスの第１の部分を示す（図１２の例証では、未完了である）。同
様に、情報メッセージ１２２Ａは、完了途中にある、試験シーケンスの別の部分と、試験
中の試験試料１２４の写真１２２Ｂとを示す、別の情報メッセージである。情報メッセー
ジ１２６Ａは、関連付けられた写真１２６Ｂとともに、試験が停止していることを示す。
情報メッセージ１２６Ａでは、試験試料１２４が故障または破損し、それによって、試験
を停止している。
【００５４】
　図１２Ａは、情報メッセージ１２０Ａ、１２２Ａ、および１２６Ａが関わるシステムの
一実施形態を図式的に図示する。図１２Ａでは、試験デバイスは、１３０に示される一方
、カメラ１３２等の画像捕捉デバイスは、試験デバイス、その構成要素、および／または
試験中の試験試料の画像を撮影するように配列される。カメラ１３２は、試験デバイス１
３０に関連付けられたコントローラ１３４または他のコンピューティングデバイスに動作
可能に接続される。コンピューティングデバイスまたはコントローラ１３４は、クラウド
ベースのサーバプラットフォーム１３６と通信することができ、これは、順に、モバイル
または別様に遠隔のコンピューティングデバイス１３８と通信し、それに応じて、情報メ
ッセージ１２０Ａ、１２２Ａ、および１２６Ａは、レンダリングされる。このアーキテク
チャまたはシステム構成は、米国公開特許出願第２０１３／０２１２５１２Ａ１号に説明
されるものに類似する。しかしながら、代替実施形態では、遠隔コンピューティングデバ
イス１３８は、無線および／または有線直接通信リンクのいずれかを通して、すなわち、
米国公開特許出願第２０１３／０２１２５１２Ａ１号に説明されるサーバプラットフォー
ムを伴わずに、または少なくともその中に説明される全機能性を提供せずに、直接、試験
デバイス１３０のコンピューティングデバイス１３４に動作可能に接続されることができ
ることに留意されたい。
【００５５】
　情報メッセージ１２０Ａ、１２２Ａ、および１２６Ａは、情報メッセージのレンダリン
グとともに、画像をレンダリングするように構成されることができることに留意されたい
。代替では、ユーザアクティブ化ボタンまたはＵＲＬ「ユニバーサルリソースロケータ」
リンクが、情報メッセージ内にレンダリングされ、ユーザによって選択されることができ
、選択に応じて、遠隔コンピューティングデバイスは、次いで、クラウドベースのサーバ
１３６におけるようなコンピューティングデバイスまたは試験デバイス１３０に関連付け
られたコンピューティングデバイス１３４から遠隔の記憶デバイスから、関連付けられた
画像にアクセスし、それをダウンロードし、要求される画像を得る。
【００５６】
　静止画像を情報メッセージ内に提供するのと同様の様式において、図１３は、情報メッ
セージが、関連付けられた情報メッセージに関するビデオシーケンスへのユーザ選択可能
ボタンまたはリンクを含むことができることを図示する。図１３では、情報メッセージ１
２０Ａ、１２２Ａ、および１２６Ａに関して説明されるものと同一イベントが、図示され
る。しかしながら、この形態の情報メッセージでは、ユーザ選択可能画像１４０Ｂ、１４
２Ｂ、および１４６Ｂは、情報メッセージの生成またはレンダリングを生じさせたイベン
トに関するビデオシーケンスに関連付けられる。ビデオシーケンス１４０Ｂおよび１４２
Ｂは、例えば、試験シーケンスの示される部分の完了から数秒前を示すことができる。一
実施形態では、これは、５、１０、またはＸ秒のビデを保持し得る、循環記憶バッファの
中に継続的に記録することによって達成される。イベントが生じると、循環バッファから
のビデオは、個々のクリップとして記憶される。このように、前の１０秒の映像長が、常
時、利用可能であり、したがって、イベントが生じると、イベントまでの１０秒が、利用



(19) JP 6672141 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

可能であり、記憶されることができる。イベント後のさまざまな時間量もまた、イベント
の「前」および「後」を捕捉するために記録されることができる。情報メッセージ１２６
Ａは、試験デバイスの停止に関し、ユーザ選択可能画像１４６Ｂの選択は、ビデオシーケ
ンスに関連付けられた生成またはレンダリングを生じさせ、これは、試験停止および／ま
たは試料欠陥を示すことを含み得る。
【００５７】
　図１２Ａに図示されるものと同一構成要素が、情報メッセージのためのビデオシーケン
スを捕捉および記憶するために使用されることができる。一実施形態では、全ビデオは、
試験デバイス１３０のコンピューティングデバイス、サーバ１３６、および／またはさら
に遠隔コンピューティングデバイス１３８に記憶され、必要に応じて、アクセスされ、情
報メッセージをレンダリングすることができる。別の実施形態では、ビデオが、生成され
、遠隔コンピューティングデバイスに送信されるか、またはその上にレンダリングされる
、情報メッセージとの関連付けのために保存または別様にアクセス可能にされた関連ビデ
オシーケンス部分とともに、前述のデバイスのいずれかの循環記憶バッファ内に記憶され
ることができる。追加の実施形態では、１つの大きなビデオファイルが、捕捉されること
ができ、すなわち、大きなパーティションとなる。このファイル中へのインデックスは、
イベント時に記憶され、イベント前後の可変時間が遠隔で閲覧されることを可能にするこ
とができる。
【００５８】
　図１４の図示される実施例では、試験デバイスＨＦ　ＭＡＳＴ　＃２は、２つの異なる
遠隔コンピューティングデバイスを使用して、２人の異なるユーザによって遠隔で監視さ
れている。本実施例では、情報メッセージ１５０の受信に応じて、遠隔監視するユーザＡ
ｎｄｒｅｗ　Ｆｒｅｎｚが、情報メッセージ１５０に関連付けられるべき注釈を打ち込ん
だ。彼の注釈は、１５２に示される。任意の注釈の打ち込みに応じて、情報メッセージ１
５０は、注釈が、現時点において、情報メッセージ１５０に関連付けられていることを示
すアイコン１５４を含むように拡張されることができる。本実施例では、オペレータＮｉ
ｃｈｏｌａｓは、おそらく、その遠隔コンピューティングデバイス上の情報メッセージ１
５０が、現時点において、グラフィカルアイコン１５４を含んでいることに気付いている
であろう。情報メッセージ１５０の選択に応じて、彼は、１５６に示されるように、Ａｎ
ｄｒｅｗ　Ｆｒｅｎｚの注釈１５２に応答することができる。任意の数の注釈が、試験デ
バイスＨＦ　ＭＡＳＴ　＃２を監視する任意の遠隔コンピューティングデバイスユーザに
よって打ち込まれることができる。本実施例では、注釈は、情報メッセージ１５０を選択
することによって打ち込まれ、それに応じて、遠隔コンピューティングデバイスは、その
ようなスクリーンショット１５８に図示されるような試験デバイスの詳細を生成または表
示する。典型的には、注釈１５２、１５６は、試験デバイスのコンピューティングデバイ
スまたはコントローラ、および／または前述の米国公開特許出願のシステムに説明される
ように、それと通信するサーバのいずれか上に、情報メッセージ（また、記憶される）と
ともに記憶される。
【００５９】
　図１５は、特定の試験デバイスＨＦ　ＭＡＳＴ　＃２に関する、本明細書における別の
形態の情報メッセージ１７０を図示する。一実施形態では、遠隔コンピューティングユー
ザは、例えば、図８－１１の概要表示ディスプレイにおいて利用可能なような関連付けら
れた機器にアクセスすることができ、そこで、遠隔コンピューティングデバイスユーザは
、特定の試験デバイスを選択し、それに関連する注釈をポストすることができる。注釈は
、概要メニューからの試験デバイスの選択に応じた任意の他のユーザ、または情報メッセ
ージに対して試験デバイスを監視する任意の遠隔コンピューティングデバイスユーザが、
次いで、ポストされた注釈を閲覧するように、特定の試験デバイスに関連付けられたまま
であることができる。典型的には、情報メッセージ注釈１７０は、試験デバイスのコンピ
ューティングデバイスまたはコントローラ、および／または前述の米国公開特許出願のシ
ステムに説明されるようなそれと通信するサーバのいずれか上に、対応する試験デバイス
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と関連して記憶される。図１６は、任意の遠隔コンピューティングデバイスユーザにレン
ダリングされる、別の形態の情報メッセージ１８０を図示する。本実施例では、情報メッ
セージ１８０は、直接、任意の特定の試験デバイスに関連せず、むしろ、一般に、試験実
験室に関連する。情報メッセージは、再び、試験デバイスのコンピューティングデバイス
またはコントローラ、および／または前述の米国公開特許出願のシステムに説明されるよ
うなそれと通信するサーバのいずれか上に記憶される。
【００６０】
　この時点において、図１９に図示されるように、情報メッセージのレンダリングは、一
般に、逆発生順で表示される（すなわち、最新のものが最初に来る）ことに留意されたい
。しかしながら、他の実施形態では、「疑似発生」順等、それらを異なる順序でレンダリ
ングすることが有利であり得、いくつかは、発生順（逆発生順）でレンダリングされ、そ
の他は、例えば、優先される。例えば、ある優先順位指示に基づいて、遠隔コンピューテ
ィングデバイスは、優先順位に基づいて、情報メッセージをレンダリングし得る。優先順
位指示は、情報メッセージ自体に関連付けられることができる（そのように明示的にレン
ダリングされるか、または情報メッセージに関連付けられることができるが、指示は、必
ずしも、レンダリングされないかのいずれか）。優先順位の指示は、試験デバイスに割り
当てられることができ、すなわち、試験デバイスのオペレータによって、試験プロシージ
ャにおいて情報メッセージ要素に遭遇することによって（以下に論じられる）、情報メッ
セージの送信者によってのいずれかにおいて、それをそのように能動的にマーキングする
ことによって行われる。優先順位はまた、送信者の名前、会社における位置、または試験
機械もしくは行われる試験に対する関係にも基づき得る。この優先順位は、試験デバイス
のコンピューティングデバイスまたはコントローラ、サーバプラットフォーム、および／
または遠隔コンピューティングデバイス上で生じ得る、情報メッセージを処理することに
よって、決定されることができる。情報メッセージの優先順位は、前述のいずれかの組み
合わせによっても同様に決定されることができる。
【００６１】
　優先順位情報メッセージは、限定ではないが、情報メッセージの送信者、遠隔コンピュ
ーティングデバイスユーザによって設定されるように、および／または遠隔コンピューテ
ィングデバイスユーザによって肯定応答または閲覧されるまで、設定された期間に対して
、ディスプレイ上に、または別様に、逆発生順の上部近傍に、第１の情報メッセージとし
て表示されたままであることができる。
【００６２】
　情報メッセージ１２Ａ、１２Ｃ等の前述の情報メッセージのうちのいくつかは、例えば
、試験デバイスが停止しているとき、または始動されるときの試験デバイスの動作ステー
タスに基づく。図２に関して論じられるように、遠隔コンピューティングデバイスのユー
ザは、行われている試験に関して周期的更新を所望することを示すことができる。遠隔コ
ンピューティングデバイスは、試験デバイス名または他の識別子、更新が提供されるべき
頻度、および情報メッセージ内に含まれる情報のコンテンツ等、周期的更新に関するパラ
メータを入力としてとり、その情報を試験デバイスのシステムコントローラまたはそこに
接続される他のコンピューティングデバイス等の試験デバイスに返信し、それによって、
試験デバイス上で稼働されている試験プログラムが選択される期間の終了に達すると、情
報メッセージが、次いで、生成され、遠隔コンピューティングデバイスに伝送される。情
報メッセージは、常時、試験デバイスに関連付けられたコントローラまたはコンピューテ
ィングデバイスによって生成される必要はないことに留意されたい。
【００６３】
　例えば、米国公開特許出願第２０１３／０２１２５１２Ａ１号のシステムアーキテクチ
ャでは、情報メッセージを生成するために必要とされる関連情報が、サーバまたはさらに
遠隔コンピューティングデバイスに既知である場合、これらのコンピューティングデバイ
スもまた、遠隔コンピューティングデバイス上にレンダリングされるべき情報メッセージ
を生成することができる。
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【００６４】
　さらなる実施形態では、情報メッセージは、試験プログラムまたはプロシージャ開発の
間に定義されることができる。例えば、参照することによって、本明細書に全体として組
み込まれる、米国公開特許出願第２０１０／００７７２６０Ａ１号は、グラフィカルユー
ザインターフェースを使用して、試験プロシージャ要素を配列し、図式的に接続し、接続
されるグラフィカルアイコンによって表される試験プロシージャを作成する、試験プロシ
ージャを作成する方法およびシステムを説明している。
【００６５】
　概略すると、試験プロシージャは、開始および終了と、試験デバイスの制御可能要素を
制御するための開始から終了までの連続フローとを伴う、アクションのフロー図であると
見なされ得る。試験プロシージャは、同時にまたは条件もしくはループに基づいて動作す
るが、最終的には、初期アクションから最終アクションまで進行する、平行な枝を組み込
むことができる。試験プロシージャの構築ブロックは、イベント、アクション条件、およ
びステップを備えている。イベントは、試験プロシージャの一部を始動または開始するこ
とができる。アクションは、試験プロシージャ内で行われる、アクティビティである。条
件は、条件論理と相互作用し、それによって、ルールは、その条件が真であるかまたは別
様に満たされる場合のみ関連付けられたアクションが行われる条件を確立し得る。試験プ
ロシージャ内のステップに対して単一または複数の条件が存在し得る。ステップは、試験
プロシージャを構成し、各ステップは、任意の数のアクションおよび関連付けられた条件
を含むことができる。試験プロシージャ作成環境では、信号または変数が、監視され、定
義された限界と比較されることができる。アラートが、有効にされることができ、次いで
、試験中の発生に応じて、ユーザは、監視される信号または変数が、設定された限度を超
えたことの指示を受信する。
【００６６】
　図１７は、試験の間、試験デバイスを監視する、任意の遠隔コンピューティングデバイ
スユーザへの情報メッセージの生成を表す、グラフィカルアイコン２００を図示する。米
国公開特許出願第２０１０／００７７２６０Ａ１号に説明される他のグラフィカルアイコ
ンと同様に、試験プロシージャワークフロー内のグラフィカルアイコンまたはボックス２
００が、例えば、マウス等の入力ポインタを使用して、ボックス２００を試験プロシージ
ャの略図内の位置にドラッグして、任意の場所に挿入されることができる。試験プロシー
ジャ設計者は、次いで、レンダリングされるべき情報メッセージのコンテンツ、典型的に
は、図１に図示されるアクション部分１６を示すことができる。図示される実施形態では
、グラフィカルユーザインターフェース２０２は、選択に応じてアクセス可能なメニュー
２０４、または試験プロシージャ設計者が、生成されるべき情報メッセージを定義するこ
とを所望する他の指示を含む。メニュー２０４は、試験プロシージャ設計者が、２０６に
おいて、グラフィカルユーザインターフェース２０２上に表示される情報メッセージジェ
ネレータ名を打ち込むことを可能にする。選択的に、試験プロシージャ設計者は、２０８
において、情報メッセージジェネレータを有効または無効にすることができる。説明また
は注釈フィールドが、２１０に提供される。情報メッセージのコンテンツは、２１２にお
いて定義されることができ、これは、所望に応じて、試験中に完了したサイクルの数等の
変数にさらに基づき得る。図示される実施形態では、２１０におけるメッセージは、試験
デバイスが「２５サイクル完了」したことを示す、固定または静的説明である。所望に応
じて、情報メッセージジェネレータモジュールは、試験の間のパラメータまたは変数値を
組み込むことができ（例証的実施形態には図示せず）、試験デバイスが試験プロシージャ
の動作の間に情報ジェネレータボックスに到達すると、パラメータまたは変数の値が、得
られ、情報メッセージ内に含まれ得る。２１２に示されるように、アラートもまた、情報
メッセージジェネレータ２００に関連付けられることができる。アラートは、有効または
無効にされることができる。２１４における遠隔コンピューティングデバイスのユーザイ
ンターフェース１０のための例示的スクリーンショットを参照すると、情報メッセージが
、アラート有効にされる場合、これは、図１の情報メッセージ１２Ａに図示されるベルを
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備えているグラフィカルアイコンのレンダリングによって、本明細書では表される。情報
メッセージは、アラートと同一ではなく、むしろ、本明細書におけるアラートは、試験デ
バイスの動作に関与する個人への通信であることに留意されたい。しかしながら、本明細
書におけるアラートは、一例として、電子メールまたはテキストメッセージ等によって、
他の通信方法を介して送信される。情報メッセージ１２Ａ上では、ベルのグラフィカルア
イコンは、遠隔コンピューティングデバイスユーザに、アラートが送信されたことを示す
。
【００６７】
　例示的動作モードでは、試験プロシージャが、実行されており、各ステップが試験プロ
シージャ設計のルールに従って稼働されると、変数に基づく場合、試験プロシージャがオ
ブジェクト２００に達する度に情報メッセージが、構築され、直接遠隔コンピューティン
グデバイスに、またはサーバプラットフォーム「例えば、インターネットクラウド」を介
して、関与遠隔ユーザに送信され、次いで、ユーザは、そのディスプレイ上で情報メッセ
ージを閲覧するであろう。アラートボタン２１２がチェックされている場合、メッセージ
が、加えて、試験プロシージャが初期化されるときに定義されるような前もって定義され
たユーザアラート設定に基づいて、電子メール、テキスト、または他のプッシュ通知技術
を介して、ユーザに送信される。これは、特に、試験のステータスに関する周期的または
重要な更新を受信するために有用である。例えば、試験が、段階１（ウォームアップサイ
クル）から段階２（高サイクル）に切り替わる場合、情報メッセージボックスが、試験プ
ロシージャのグラフィカル表現内に配置され、例えば、「段階１ウォームアップを完了し
、段階２（高サイクル）に移行」を示すことができる。
【００６８】
　試験デバイスおよびその構成要素は、任意の機械のように、ある動作パラメータを有し
、その中で、典型的には、動作させられる。それらのパラメータのうちの１つ以上のもの
以外の動作は、デバイス自体が故障状態に近づきつつあり得ることの指示であり得る。例
えば、試験デバイスおよびその構成要素の健全監視が、デバイスまたは構成要素の故障が
起こり得ること、またはさらに差し迫っていることを、多くの状況において決定すること
ができる。アラートを使用して、本明細書に論じられるように、ユーザは、起こり得る潜
在的または差し迫った試験デバイス故障を通知され得る。あらゆるアラート同様に、個々
のユーザは、その独自のアラート設定を決定および定義し得る。健全情報は、一実施形態
では、機器プロファイルページ内に表示される。当技術分野において公知のように、構成
要素は、限定ではなく、一例のみとして、油圧動力ユニット（ＨＰＵ）または電源等の１
つ以上の試験デバイスのための動力供給源を含み得る。監視され得るパラメータは、圧力
、動作温度、最終点検以降の時間数等を含む。
【００６９】
　図１８を参照すると、試験デバイス上で行われている試験プロシージャに関する追加の
情報もまた、一実施形態では、遠隔コンピュータユーザによって監視するために利用可能
である。この情報は、試験プロシージャまたは試験プロシージャにおいて試験または提示
されている試験デバイスもしくは試験変数に関する動作情報を含むことができる。加えて
、試験ステップは、遠隔で表示され、試験が現在位置するステップを示すようにハイライ
トされることができる。これは、遠隔ユーザが、試験が現在位置する試験プロシージャ内
の場所を正確に特定する能力を可能にする。
【００７０】
　好適なコンピューティング環境は、前述の米国公開特許出願に説明されている。概略す
ると、本明細書における説明および図は、少なくとも部分的に、コンピュータによって実
行される、プログラムモジュール等のコンピュータ実行可能命令の一般的コンテキストに
おいて実装されることができる。概して、プログラムモジュールは、特定のタスクを行う
か、または特定の抽象データタイプを実装する、ルーチンプログラム、オブジェクト、構
成要素、データ構造等を含む。当業者は、説明および図をコンピュータ実行可能命令に実
装することができる。さらに、当業者は、本発明の実施形態は、マルチプロセッサシステ



(23) JP 6672141 B2 2020.3.25

10

20

30

40

50

ム、ネットワーク化されたパーソナルコンピュータ、ミニコンピュータ、メインフレーム
コンピュータ等を含む、他のコンピュータシステム構成で実践され得ることを理解するで
あろう。本発明の実施形態はまた、分散型コンピューティング環境内で実践され得、タス
クは、通信ネットワークを通してリンクされる、遠隔処理デバイスによって行われる。分
散型コンピュータ環境では、プログラムモジュールは、ローカルおよび遠隔メモリ記憶デ
バイスの両方内に位置し得る。
【００７１】
　コンピュータは、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、メモリ、およびメモリを含む種々のシ
ステム構成要素をＣＰＵに連結する、システムバスを有する、従来のパーソナル、モバイ
ル、タブレット、スマートフォン等を備えていることができる。システムバスは、種々の
バスアーキテクチャのいずれかを使用する、メモリバスまたはメモリコントローラ、周辺
バス、およびローカルバスを含む、いくつかのタイプのバス構造のうちのいずれかであり
得る。メモリは、非一過性読取専用メモリ（ＲＯＭ）およびランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）を含む。スタートアップ等の間、コンピュータ内の要素間で情報を伝達するのに有
用である、基本ルーチンを含む基本入力／出力（ＢＩＯＳ）が、ＲＯＭ内に記憶される。
ハードディスク、光ディスクドライブ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリカード、デジ
タルビデオディスク等の非一過性コンピュータ読み取り可能な記憶デバイスが、システム
バスに連結され、プログラムおよびデータの記憶のために使用される。一般に、プログラ
ムは、付随のデータの有無にかかわらず、記憶デバイスのうちの少なくとも１つからメモ
リの中にロードされる。
【００７２】
　キーボード、ポインティングデバイス（マウス）、タッチセンサ式画面等の入力デバイ
スは、ユーザが、コマンドをコンピュータに提供することを可能にする。モニタまたはデ
ィスプレイもしくは他のタイプの出力デバイスがさらに、好適なインターフェースを介し
て、システムバスに接続され、フィードバックをユーザに提供する。通信は、コンピュー
タによって実行されるプログラムモジュールに基づいて、コンピュータをネットワークお
よび他のコンピューティングデバイスに連結する好適なインターフェースを通して提供さ
れる。
【００７３】
　本開示の実施形態が実践され得る、プラットフォームが、図２０－３３に示される。試
験機械が、消費者製品、電子機器材料、医療、および他のデバイスの性能を試験するため
に使用される。図２０は、試験デバイス１３０のフレーム１１０４に固定される材料試料
１１０２のパラメータまたは性能を測定するために使用される、試験デバイスまたはデバ
イス１３０を図示する。示される試験デバイス１３０は、負荷を試料１１０２に与えるよ
うに励起される、アクチュエータ１１０６を含む。示される実施形態では、負荷は、試験
デバイスのフレーム１１０４に連結される可動クロスヘッド１１０８を通して、試験試料
に与えられる。入力される力は、アクチュエータ１１０６の負荷経路内に位置付けられる
ロードセル１１１０によって測定される。試験デバイス１３０は、種々のセンサおよび変
換器デバイス１１１２を含み、負荷入力に対する応答を測定する。図示される実施形態で
は、歪みゲージ等のセンサ１１１２が、試料に連結され、歪みを測定する。示される試験
デバイスはまた、線形電圧変換器１１１４を含み、入力変位を測定する。
【００７４】
　示されるように、アクチュエータ１１０６の動作は、システムコントローラ１３４から
の入力を介したサーボコントローラ１１１６を介して、制御される。示されるサーボコン
トローラ１１１６およびシステムコントローラ１３４は、種々のハードウェアおよびソフ
トウェア構成要素を含み、試験デバイス１３０の制御機能を実装する。センサまたはロー
ドセル１１１０、１１１２からのフィードバックは、システムコントローラ１３４に提供
される。示されるように、システムコントローラ１３４は、コンピュータシステム１１２
０に連結され、すなわち、コントローラ１３４は、１つ以上のハードウェア構成要素を含
む、ＰＣコンピューティングデバイスに連結される。試験デバイス１３０とコンピュータ
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システム１１２０またはコントローラ１３４の接続は、試験デバイス１３０のための制御
パラメータを定義および設定するためのプログラムインターフェースを提供する。示され
るように、コンピューティングデバイスまたはＰＣ１１２０もしくはコントローラ１３４
は、バス構造１１２８を通して処理ユニット１１２６に動作可能に連結される、不揮発性
システムメモリ１１２２および種々の非取り外し可能なデータ記憶デバイス１１２４なら
びに取り外し可能なデータ記憶媒体１１２５を含む。例証的記憶媒体は、固体メモリデバ
イス、ハードディスクドライブ、および他のハードウェアデバイスを含む。
【００７５】
　オペレーティングシステムおよび他のアプリケーションモジュールが、システムメモリ
１１２２内に記憶される。種々のプログラムモジュールが、不揮発性／非取り外し可能な
記憶媒体１１２４上に記憶された。例えば、媒体１１２４上に記憶される種々のプログラ
ムは、試験プラットフォーム１１３０ならびに説明されるようなモバイル試験プラットフ
ォームの種々の機能を実装するように構成されるモバイル試験プラットフォームモジュー
ルまたはツールを含む。追加のデータおよびプログラムが、種々の取り外し可能なおよび
／または非取り外し可能な記憶デバイス上に記憶される。ユーザは、入力デバイス１１４
０およびディスプレイデバイス１１４２（図式的に示される）を通して、コンピューティ
ングデバイス１１２０またはコントローラ１３４とインターフェースをとり、試験デバイ
ス１３０の動作を制御する。例証的入力デバイスは、キーボード、タッチスクリーン、ポ
インティングデバイス、マイクロホン、またはマウスのうちの１つ以上のものを含み、図
示されるディスプレイデバイス１１４２は、ＬＣＤ画面等のディスプレイ画面上に表示可
能なグラフィカルユーザインターフェースを有する、モニタを含む。コンピューティング
デバイス１１２０またはコントローラ１３４は、コントローラインターフェース１１４４
を通して、試験デバイスのシステムコントローラ１３４とインターフェースをとる。例証
として、コントローラインターフェース１１４４は、ＵＳＢポートを通して実装されるこ
とができる。コンピュータ１１２０またはコントローラ１３４はまた、ネットワークイン
ターフェースまたはモデム１４６を通して、広域ネットワークまたはワールドワイドウェ
ブ（インターネット）に接続され、インターネットを通して情報にアクセスする。
【００７６】
　試験プラットフォームモジュール１１３０は、ユーザが、ディスプレイデバイス１１４
２上のグラフィックユーザインターフェースを通して、試験パラメータおよび仕様を入力
することを可能にする、アプリケーションプログラムを含む。試験パラメータは、試験試
料１１０２に適用される時間、持続時間、および力プロファイルを定義する。異なる負荷
または試験プロファイルが、異なる試験基準に応じて、適用されることができる。例えば
、試験基準は、規定された持続時間の間の静的負荷に続き、断続循環負荷を規定すること
ができる。入力試験パラメータに基づいて、試験プラットフォームモジュール１１３０は
、制御パラメータを生成し、制御パラメータは、システムコントローラ１３４に提供され
、制御コマンドをアクチュエータ１１０６または他の試験システム構成要素に提供する。
センサ１１１２、ＬＶＤＴ１１１４、またはロードセル１１１０からの出力は、フィード
バックをシステムコントローラ１３４またはサーボコントローラ１１１６に提供し、それ
らは、アクチュエータ１１０６または試験デバイスの閉ループフィードバック制御を提供
する。センサ１１１２、ロードセル１１１０、および他のデバイスからの出力もまた、コ
ンピューティングデバイス１１２０またはコントローラ１３４に転送され、分析および精
査のために、試験データを記憶するためのデータ記憶媒体のうちの１つ以上のものに記憶
される。
【００７７】
　示される実施形態では、試験デバイス１３０は、遠隔サーバまたはクラウドコンピュー
ティングプラットフォームを通して実装される遠隔試験プラットフォーム１１５０と通信
し、試験デバイス１３０の試験データおよび動作ステータスへの遠隔アクセスを提供する
。示される遠隔試験プラットフォーム１１５０は、コンピューティングデバイス１１２０
またはコントローラ１３４に類似するコンピューティングデバイス上に実装され、コンピ
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ューティングデバイス上で動作可能な遠隔プラットフォームモジュールまたはツール１１
５２を含み、試験デバイス１３０のデバイスデータおよび動作ステータスへのアクセスを
以下に説明される１つ以上の遠隔コンピューティングデバイスに提供する。
【００７８】
　示されるように、遠隔プラットフォーム機能は、コンピューティングデバイス１１２０
またはコントローラ１３４および／またはシステムコントローラ１３４上のモバイル試験
プラットフォームモジュールおよび動作ツール１１５２を通して実装される。モバイル試
験プラットフォームモジュールまたはツール１１５２は、制御ユニット、または図２０に
示されるアクチュエータ１１０６、ＬＶＤＴ１１１４、センサ１１１２、およびロードセ
ル１１１０を含む種々のデバイス構成要素からのＩ／Ｏ信号とインターフェースをとり、
データを読み出すように構成され、データは、遠隔通信プラットフォーム１１５４を通し
て遠隔プラットフォーム１１５０に伝送され、試験デバイス１３０および試験デバイス１
３０の種々のタイプのデータへのモバイルまたは遠隔アクセスを提供する。示されるよう
に、センサ、ロードセル、アクチュエータ、およびセンサからのデータを含む、試験デー
タは、限定ではないが、それらの各々がコンピューティングデバイス１１２０またはコン
トローラ１３４のものに類似する機能要素を有し得る、モバイルまたは携帯電話１５６、
タブレット１５７、ラップトップまたはポータブルコンピュータ１５８、および遠隔デス
クトップコンピュータ（図２０には図示せず）、遠隔またはモバイルコンピューティング
デバイスによるアクセスのために、システムコントローラ１３４から遠隔試験プラットフ
ォーム１１５０に提供される。図示される実施形態では、遠隔試験プラットフォーム１１
５０は、ファイアウォール１１６４の外側にある。
【００７９】
　データは、通信リンクを経由したコントローラ（図示せず）またはコンピュータデバイ
スの通信インターフェースもしくはポートを通して、遠隔通信プラットフォーム１１５４
を介して、遠隔試験プラットフォーム１１５０に転送される。例証として、通信リンクは
、ケーブルまたは無線通信リンクもしくはケーブルおよび無線通信リンクの組み合わせで
ある。大量の試験データおよび／またはステータスイベントが、例えば、Ｃｏｍｅｔアル
ゴリズムまたはＷｅｂｓｏｃｋｅｔプロトコル等のリアルタイムストリーミングプロトコ
ルもしくはロングポーリングアルゴリズムを使用して伝送され、モバイルまたは遠隔コン
ピューティングデバイスからのデータ要求に応答し、試験データを遠隔もしくはモバイル
デバイスに提供することができる。示されるように、試験データ等の試験デバイス１３０
からのデータは、少なくとも一時的に、または別様に、図２０に示されるようなモバイル
または遠隔デバイスのうちの１つ以上のものに伝送され得る様式において、遠隔試験プラ
ットフォーム１１５０のデータキャッシュ１１６０またはデータ記憶１１６２に記憶され
る。言い換えると、試験データおよび／またはステータスイベント等の試験デバイス１３
０からのデータ（例えば、試験デバイス１３０は、試験を行っている、または停止してい
るかどうかにかかわらず）は、遠隔試験プラットフォーム１１５０を通して、モバイルま
たは遠隔デバイス１５６のうちの１つ以上のものに伝送され、リアルタイムでそのユーザ
にレンダリングされることができる。本明細書で使用される場合、「リアルタイム」とは
、全体的システムの構成要素の処理限界およびデータを正確に測定または別様に確認する
ために要求される時間を前提として、意図的遅延を伴わずに、データが、レンダリングさ
れることを意味する。示される実施形態では、遠隔通信プラットフォーム１１５４は、コ
ントローラ１３４の一部であるが、当業者によって理解されるであろうように、別個のユ
ニットとして、またはコンピューティングデバイス１１２０もしくはコントローラ１３４
を通しても実装され得る。さらに、本明細書における種々のモジュール、インターフェー
ス、構成要素等の全ての描写、配列、ならびに／もしくは説明は、そのような要素の目的
または役割を理解する目的のために行われるものであって、限界として見なされるべきで
はなく、むしろ、そのようなモジュール、インターフェース、構成要素等は、所望に応じ
て、一緒に組み合わせられるか、または分離されることができることを理解されたい。例
証として、モバイル試験プラットフォームモジュール１１５２は、アラートの設定、保守
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機能の実装、ステータス更新、および試験データへの遠隔アクセス等、種々の機能を実装
する。前述のように、試験データは、データストリームとして、遠隔コンピューティング
デバイスに伝送され、リアルタイムプレーヤまたはデコーダによってデコードされること
ができる。デコードされたデータは、遠隔コンピューティングデバイスのＧＵＩディスプ
レイ１８２上に表示される。一実施形態では、モバイル試験プラットフォームモジュール
１１５２は、遠隔試験プラットフォーム１１５０へ、続いて、モバイルまたは遠隔デバイ
スへの伝送のために、要約アルゴリズムを含み、ｉ／ｏデータからの、または別様に試験
デバイス１３０に関する要約データを生成する。例えば、モバイル試験プラットフォーム
モジュール１１５２は、コンピュータベースのプロシージャを含み、試験デバイス１３０
上で生じる問題に関連する、システムコントローラ１３４および／またはコンピューティ
ングデバイス１１２０もしくはコントローラ１３４内に記憶されたあるデータを収集し、
そのようなデータを要約する、および／またはそのようなデータをパッケージ化すること
ができ、これは、次いで、問題の診断および／または点検のために、遠隔技術サポート人
員に提供される。
【００８０】
　さらに別の実施形態では、モバイル試験プラットフォームモジュール１１５２は、利用
ツール３６６（図３３）として本明細書では図示される、コンピュータベースのプロシー
ジャを含むことができ、コンピュータベースのプロシージャは、限定ではないが、試験デ
バイス１３０が動作していた時間量、アクチュエータ１１０６全体のサイクル数等の試験
デバイス１３０の利用に関連する情報、および／または、例えば、試験を行っていた、お
よび／または、デバイスが、あるレベルを上回って動作していた時間量等の試験デバイス
１３０の最大能力を参照して測定されるような試験デバイスが稼働されていた性能または
利用のレベルに関連する、情報を収集する（例えば、アクチュエータの全負荷能力に基づ
いて（アクチュエータが全負荷の２５％以下を適用して動作させられる全体的時間、アク
チュエータが全負荷の２６％～５０％を適用して動作させられる全体的時間、アクチュエ
ータが全負荷の５０％以上を適用して動作させられる全体的時間等）；アクチュエータの
循環率に基づいて（アクチュエータが最大率の１０％未満で循環して動作させられる全体
的時間、アクチュエータが最大率の１１％～７５％の率で循環して動作させられる全体的
時間、アクチュエータが最大率の７６％以上を循環して動作させられる全体的時間等）；
および／または、試験デバイス１３０を動作させるために必要とされる油圧動力のレベル
に基づいて（試験デバイス１３０に動力供給する油圧動力供給源ユニット（図示せず）の
全負荷能力の１０％以下を要求して動作させられる全体的時間、油圧動力供給源ユニット
の全負荷能力の１１％～２５％を要求して動作させられる全体的時間、または油圧動力供
給源ユニットの全負荷能力の２６％を上回って要求して動作させられる全体的時間等；引
用されるものは、例であり、各可能なパラメータの完全リストであることを意図するもの
ではなく、むしろ、単なる実施例にすぎない）。
【００８１】
　この時点では、試験デバイス１３０の利用の前述の実施例はまた、少なくとも部分的に
、ユーザによって支払われるべき価格を確認するための基礎としての役割も果たし得るこ
とに留意されたい。例えば、利用または利用を示す他のパラメータもしくは評価尺度の引
用される例のいずれかまたは全ては、関連付けられたコストを有し得、例えば、利用の各
パーセンテージまたはパーセンテージの範囲が、関連付けられたコストを有し、試験デバ
イス１３０に課される需要が高いほど、対応するより高いコストを有する。次いで、例え
ば、任意の所望の期間に対して、試験デバイス１３０または油圧動力供給源ユニット等の
他の関連付けられた機器を使用するためのユーザに対する総コストが、利用の各個々の時
間に対するコストを一緒に加算することによって、計算されることができ、請求書等が、
次いで、生成され、機器の所有者に対して報告されることができる。
【００８２】
　なおもさらなる実施形態では、利用の前述の評価尺度または他の評価尺度のいずれかも
しくは全てが、保守ツール３６０によって、点検または保守が試験デバイス１３０のため
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に要求されるときを確認するために使用されることができる。例えば、利用または利用を
示す他のパラメータもしくは評価尺度の引用された例のいずれかまたは全ては、関連付け
られた摩耗または損傷単位を有し得、例えば、利用の各パーセンテージまたはパーセンテ
ージの範囲は、関連付けられた摩耗または損傷単位を有し、試験デバイス１３０に課され
る需要が高いほど、対応するより高い摩耗または損傷単位を有する。次いで、保守は、あ
る量の摩耗または損傷単位が得られたとき、または利用の評価尺度に関する他の閾値を超
えたときに基づくことができる。スケジュールに基づいて、または要求に基づいて、遠隔
試験プラットフォーム１１５０と通信する遠隔コンピュータユーザへの配信のために遠隔
試験プラットフォーム１１５０と通信する、各試験機械１３０上のモバイル試験プラット
フォームモジュール１１５２の能力は、特に、有用、有利、および／または効率的である
。所望に応じて、利用を示すデータおよび／または摩耗もしくは損傷単位を示すデータと
ともに、限定ではないが、年式、モデル、および付属品等、試験ステーション、試験デバ
イス、または関連機器に関してすでに既知の情報が、技術サポートツール３６２および／
または製品／付属品サポートツール３６４（図３３）によって使用され、アップグレード
するためのコストの見積または該機器の価値の見積を生成することができ、これは、直接
またはプラットフォーム１１５０を介して間接的に、試験デバイスユーザおよび／または
１つ以上の遠隔もしくはモバイルコンピューティングデバイスに提供されることができる
。
【００８３】
　ユーザは、タッチスクリーン入力デバイスまたはキーボード等の種々の入力デバイスを
通して、遠隔コンピューティングデバイスとインターフェースをとり、試験データおよび
ステータス情報に遠隔でアクセスすることができる。したがって、説明されるように、モ
バイル試験プラットフォームは、ユーザに、試験デバイスから離れているか、またはそこ
から遠隔にある間、試験動作のステータスへの遠隔／リアルタイムアクセスを提供する。
一用途では、デバイスは、インターネットＵＲＬアドレスを通して、遠隔試験プラットフ
ォーム１１５０内のデータにリンクする。ＵＲＬアドレスは、遠隔試験プラットフォーム
１１５０のアドレス場所と、ユーザおよび特定の試験デバイスを識別するアドレス情報と
を含む。したがって、遠隔試験プラットフォーム１１５０は、ＵＲＬアドレスを処理し、
ユーザの試験デバイスに対する特定の試験データまたは試験情報の位置を特定し、伝送す
る。
【００８４】
　モバイルまたは遠隔コンピューティングデバイスは、１つ以上のモバイルアプリケーシ
ョンツール１１５５を使用して、遠隔試験プラットフォーム１１５０にアクセスする。例
証として、モバイルアプリケーションツール１１５５は、ユーザの試験ステーションまた
はデバイス１３０とインターフェースをとるためのＵＲＬまたはユーザもしくはデバイス
識別を入力するための命令およびコードを含む。モバイルアプリケーションツール１１５
５はまた、データストリームからの試験データを処理し、グラフィカルユーザインターフ
ェースディスプレイを携帯電話１５６、タブレットコンピューティングデバイス１５７、
ポータブルコンピューティングデバイス１５８、または図２０に示されない他の遠隔コン
ピューティングデバイス上に生成するための命令を含む。モバイルアプリケーションツー
ル１１５５は、遠隔試験プラットフォーム１１５０からダウンロードされ、遠隔コンピュ
ーティングデバイス内にインストールされることができる。試験プラットフォームは、異
なるデバイスのための異なるデータタイプ、オブジェクト、およびＧＵＩディスプレイを
定義する。携帯電話、タブレット、または他のコンピューティングデバイスは、オブジェ
クトおよびコードを使用して、試験データを表示し、試験プラットフォームとインターフ
ェースをとり、データを読み出し、要求する。
【００８５】
　特に、ツールは、ログオン機能を含み、ユーザ名およびパスワード等のアクセス入力、
またはチップもしくはバー、またはＱＲコード（登録商標）上の埋込コード等の他のアク
セス入力を受信する。図２０に図示される実施形態の用途は、図２０に図示されるタイプ
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の試験機械に限定されないことに留意されたい。例えば、代替実施形態では、整形外科試
験システムのためのコントローラからのデータが、遠隔アクセスのために、遠隔試験プラ
ットフォームに伝送されることができる。
【００８６】
　図２－３は、ファイアウォール１１６４または電子スクリーニングアプリケーションに
よって遠隔試験プラットフォーム１１５０から分離される試験設備における、１つ以上の
試験デバイス１３０－１、１３０－２間のインターフェースのための通信シーケンスを図
示する。図２１に示されるように、モバイル通信プラットフォーム１１５２は、遠隔試験
プラットフォーム１１５０へのアウトバンドメッセージを生成するようにプログラムまた
は構成される。アウトバンドメッセージ１２００は、システムステータス変化、そのよう
な試験完了ステータス、アラートステータス、または保守ステータスに基づいて生成され
得る。アウトバンドメッセージ１２００に応答して、遠隔試験プラットフォーム１１５０
は、メッセージ返信１２０２を生成し、試験または他のデータを要求する。メッセージ返
信に応答して、遠隔通信プラットフォーム１１５４は、ステータスアラート、試験データ
、保守データ、または他のデータ等の要求されるデータを伝送する。図２１に示されるよ
うに、アウトバンドメッセージ１２００に応答して、遠隔試験プラットフォーム１１５０
は、任意の遠隔またはモバイルコンピューティングデバイスがデータを要求しているか、
および／またはアラートが保留中であるかどうかどうかを決定し、該当する（または、要
求が、最初に、モバイルまたは遠隔デバイス１５６によって開始された）場合、要求され
るデータのための返信メッセージ１２０２を生成する。前述のように、そのようなメッセ
ージングは、ロングポーリングまたはＷｅｂｓｏｃｋｅｔプロトコルを使用して行われる
ことができる。データは、モバイルまたは遠隔コンピューティングデバイスによって、コ
ンピューティングデバイス１１２０またはコントローラ１３４もしくは種々の遠隔コンピ
ューティングデバイス１２０４の入力デバイスを通してユーザによって入力されたステー
タスアラートまたはデータ要求機能のアクティブ化を通して、遠隔試験プラットフォーム
１１５０に要求されることができる。
【００８７】
　図２２は、上記図２１に図示されるような、コントローラ１３４または試験デバイス１
３０と遠隔試験プラットフォーム１１５０との間の通信シーケンスを例証する。ステップ
１２１０に示されるように、通信プラットフォーム１１５４は、アウトバンドメッセージ
１２００を遠隔試験プラットフォーム１１５０に生成し、遠隔試験プラットフォーム１１
５０からのデータのためのインバウンド返信メッセージ１２０２を呼び出す（但し、可能
性として、時間遅延される）。インバウンドまたはアウトバンドメッセージは、伝送のた
めに要求されるデータタイプを含むことができる。ステップ１２１２では、通信プラット
フォーム１１５４は、インバウンド返信メッセージ１２０２を受信する。ステップ１２１
４において、インバウンド返信メッセージ１２０２に応答して、遠隔通信プラットフォー
ム１１５４は、上で例示されるように、コントローラ１３４とインターフェースをとり、
必要に応じて、モバイル試験プラットフォームモジュール１１５２を使用して、試験デー
タまたは情報をコントローラ１３４から読み出し、フォーマットする。ステップ１２１６
では、通信プラットフォーム１１５０は、データを遠隔試験プラットフォーム１１５０に
伝送する。アウトバンドメッセージ１２００は、試験ステータスの変化に基づいて、また
はユーザ入力に応答したモバイルプラットフォームモジュール１１５２を介して実装され
るアラートに応答して、生成されるか、または別様に、繰り返し送信され、遠隔またはモ
バイルコンピュータユーザが、試験試料に対して行われる試験におけるそのステータスま
たは現在の場所について問い合わせを行うまで待つことができる。アウトバンドメッセー
ジ１２０２に応答して、遠隔試験プラットフォーム１１５０は、遠隔またはモバイルコン
ピューティングデバイスからの要求をポーリングまたは別様に待ち、データ要求またはア
ラートが保留中であり、特定の試験設備における特定の試験デバイスに対するデータ要求
またはアラートに応答するために、データを要求するための返信メッセージ１２０２を生
成するかどうか決定することができる。例証的データは、稼働状態、インターロック状態
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、信号値およびステーションログ、油圧動力ユニットオン／オフステータス、および低／
高ステータス、試験ステータス、試験稼働時間、完了したサイクル、力データ、変位デー
タ、保守アラート、故障データ、コマンドされた力および／または変位データ、試験実行
／一時停止／停止ステータス、または他のデータを含む。試験デバイス１３０に対して行
われる要求は、１つ以上のモバイルデバイス１５６から生じ、そこに提供され得、試験デ
バイス１３０に対して行われる要求は、各モバイルデバイスユーザに対して異なり得る。
遠隔試験プラットフォーム１１５０は、遠隔試験プラットフォームにアクセスする各ユー
ザに対するユーザアカウント情報を維持することができ、ユーザアカウント情報は、ユー
ザがその試験デバイス１３０または試験デバイス１３０の集合にアクセスする権限を有す
るか、およびどの認可された要求が試験デバイス１３０の各々または集合に対して行われ
ることができるかに関する情報を示す。
【００８８】
　一実施形態では、遠隔試験プラットフォーム１１５０は、それに接続される各試験デバ
イス１３０に対して、モバイルまたは遠隔デバイス１５６の１人以上のユーザからの試験
デバイス１３０に行われる全要求を含むキューを維持する。要求は、所望に応じて、先入
先出ベースにおいて、またはある優先順位に基づいて、遠隔返信メッセージ１２０２にお
いて具現化されることができる。試験デバイス１３０に行われる要求およびそれからの応
答は、前述のような、ステータスに関して問い合わせを行うこと、リアルタイム試験デー
タを得ること、または情報の要約に限定される必要はなく、試験デバイスへのアクセスを
有するモバイルデバイスユーザおよび／または試験デバイス１３０のオペレータ間の通信
の形態もとり得ることに留意されたい。そのような通信は、モバイルコンピューティング
デバイス１５６、遠隔試験プラットフォーム１１５０、および遠隔通信プラットフォーム
１１５４のハードウェアおよび処理能力に応じて、ＧＵＩおよび必要なハードウェア（例
えば、モニタおよび／またはスピーカ）を使用するユーザの各々にレンダリングされるテ
キストメッセージ、画像メッセージ、オーディオ、および／またはビデオクリップであり
得る。遠隔試験プラットフォーム１１５０を通して、試験デバイス１３０のユーザおよび
／または試験デバイス１３０へのアクセスを有するユーザに提供される通信は、一方また
は両方のユーザ（また、モバイルデバイス１５６のユーザ間のみに通信を含み得る）の注
意が、試験デバイス１３０の性能または使用に集中されるため、特に、効率的である。同
様に、そのようなユーザが、試験デバイス１３０の前にいない場合、または遠隔ユーザが
、データを試験デバイス１３０から受信するために接続されていない状況では、メッセー
ジは、例えば、遠隔試験プラットフォーム１１５０に記憶され、試験デバイス１３０の前
にいるか、または遠隔もしくはモバイルデバイス１５６と通信が行われるときに、ユーザ
に提供されることができる。再び、これは、記憶された通信の通知および／または送達が
、ユーザの注意が試験デバイス１３０に集中されているときに提供されるため、特に、効
率的である。ＧＵＩは、ＧＵＩ上でのユーザによる対応するボタン等の選択を用いて、種
々のタイプの通信のそれぞれの捕捉または記録を開始することができる。
【００８９】
　図２３は、複数の試験ステーション１２２０に複数の試験デバイスを有する、試験設備
のための試験アプリケーションを図示する。図示される実施形態では、コントローラ１３
４は、各試験ステーション（１つのみ図２３に示される）に接続される１つ以上の通信チ
ャネル１２２４、１２２６を通して、複数の試験ステーション１２２０、１２２２の試験
デバイスと通信する。コントローラ１３４は、１つ以上の通信チャネルを経由して、入力
コマンドおよび出力を伝送し、センサ、アクチュエータ、ロードセル、およびＬＶＤＴ（
図２３には図示せず）等の試験デバイスの１つ以上の制御ユニットとインターフェースを
とる。例証的入力／出力は、コマンドされた力または変位およびフィードバック力または
変位を含む。コントローラは、ｉ／ｏデータを制御ユニットから受信し、遠隔試験プラッ
トフォーム１１５０への伝送のために、通信チャネル１２２４、１２２６を通して、デー
タをモバイル通信プラットフォーム１１５４に提供する。示されるように、試験ステーシ
ョン１２２０、１２２２の各々を動作させるためのＰＣコンピュータ１１２０またはコン
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トローラ１３４は、ルータ１２３０を通してコントローラ１３４に接続される、または、
例えば、ＵＳＢポート接続または直接イーサネット（登録商標）接続を通して、直接、コ
ントローラに接続されることができる。図示される実施形態では、コントローラ１３４は
、ユーザインターフェース１２３２を含み、モバイル試験プラットフォームの種々の機能
をアクティブ化する。
【００９０】
　図２４は、前述のように、モバイル通信プラットフォームを実装する試験デバイスの別
の実施形態を図示する。実施形態では、試験装置またはデバイスは、ＩＤコード１２００
（識別）を有し、複数の試験デバイスおよびそのためのデータを区別する。ＩＤコードは
、バーまたはＱＲコード（登録商標）１２０２等、画像に関連付けられ、試験デバイス１
３０に貼り付けられる。画像またはバーコードのパターンは、システムコントローラ１３
４またはコンピューティングデバイス１１２０のメモリもしくは示されるコントローラ１
３４および遠隔試験プラットフォーム１１５０内に記憶される。デバイスからの試験デー
タは、ＩＤコード１２００を利用して、遠隔試験プラットフォームのキャッシュまたはデ
ータ記憶１１６０、１１６２内に記憶される。示されるように、カメラ２４０を具備する
モバイルデバイス（または、他の遠隔コンピューティングデバイス（図示せず））が、試
験デバイス１３０に貼り付けられた画像またはバーコード１２０２を利用して、データに
アクセスするために使用される。カメラ２４２は、バーコード２４０の光学画像２４４を
捕捉し、バーコードのデジタル画像をリーダアプリケーション２４５に提供する。デジタ
ル画像は、リーダアプリケーション２４５によって処理され、英数字ＵＲＬコード２４０
等を提供し、これは、遠隔試験プラットフォーム１１５０からの試験デバイス１３０のた
めの情報またはデータにアクセスするために使用される。代替実施形態では、近距離通信
ツールが、コードを提供するために使用される。そのような実施形態では、モバイルまた
は遠隔コンピューティングデバイスは、無線がチップに近接して保持されると、無線を使
用して、チップ（ＮＦＣチップまたはタグ）上に埋め込まれたコードを読み出す。コード
は、次いで、遠隔またはモバイルコンピューティングデバイスを通して、試験デバイスの
ための情報またはデータにアクセスするための入力にアクセスするために使用される。
【００９１】
　図２５に図示される実施形態では、センサ、アクチュエータ、ＬＶＤＴ、ならびにロー
ドセルおよびコントローラ構成要素を含む試験デバイス１３０の構成要素の各々は、識別
コードを含む。示される実施形態では、試験機械の構成要素は、別個の識別または画像コ
ードによって識別される。特に、示されるように、アクチュエータ、ロードセル、ＬＶＤ
Ｔ、フレーム、および種々のセンサは、構成要素の各々のための特定のデータに別個にア
クセスするためのコードを含む。特定のデータは、前述のように保守チェックを行うため
、または技術データを読み出すために使用されることができる。アクチュエータ１１０６
、ロードセル１１１０、ＬＶＤＴ１１１４、およびセンサ１１１２上の画像またはバーコ
ードは、デバイス１３０と別個の構成要素ＩＤまたはＵＲＬを提供する。伝送されるデー
タは、関連付けられたデバイスＩＤまたは構成要素ＩＤを含み、データのソースを区別す
る。ユーザは、図２４に関して前述のように、画像またはバーコードを使用して、デバイ
スまたはデバイス１３０の任意の構成要素に対する試験または保守データにアクセスする
ことができる。
【００９２】
　図２６は、モバイルデバイス上のカメラ２４２およびデバイス１３０に貼り付けられた
画像またはＱ／Ｒコード（例えば、マトリクスバーコード）を使用して、モバイルまたは
遠隔デバイスを通して、遠隔試験プラットフォーム１１５０上の試験データにアクセスす
る方法ステップを図示する。ステップ２５０に図示されるように、バーコードの入力画像
は、カメラ２４２を介して捕捉され、バーコードのデジタル画像２４４を生成する。デジ
タル画像は、ステップ２５２によって図示されるように、バーコードリーダ２４５によっ
て処理され、デバイスＩＤまたはコードを提供する。ステップ２５４では、遠隔試験プラ
ットフォームへのインターフェースが、コードおよびモバイルデバイスアドレスを伝送す
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るために呼び出される。ステップ２５６によって図示されるように、モバイルまたは遠隔
デバイスは、デバイスコードまたはＵＲＬアドレスに対応する試験デバイスに対するデー
タフェードまたはアラートを受信する。
【００９３】
　図２７は、コンピューティングデバイス１１２０またはコントローラ１３４のディスプ
レイデバイス１１４２を通して、またはシステムコントローラ（図示せず）のディスプレ
イデバイスを通して表示されることができる、ＧＵＩディスプレイバー２６０の実施形態
を図示する。ＧＵＩディスプレイバー２６０は、コンピューティングデバイス１１２０ま
たはコントローラ１３４もしくはシステムコントローラ１３４上の試験プラットフォーム
モジュールまたはツール１１５２を通して実装される。示されるように、ＧＵＩディスプ
レイバー２６０は、ユーザが、アラートを有効／無効にし、電子メールまたはテキストメ
ッセージングを使用して、試験実験室または設備のためのＵＲＬを遠隔コンピューティン
グデバイスに送信し、試験デバイスのための機器状態を変更または設定することを可能に
する。特に、メッセージアイコン２６１の選択は、ユーザが、実験室内のＰＣコンピュー
ティングデバイス１１２０またはコントローラ１３４を通して、ユーザの遠隔コンピュー
ティングデバイスへのリンクを電子メールまたはテキストメッセージ送信することを可能
にする。リンクの選択は、試験デバイスに対するデータおよび情報を読み出し、ユーザの
遠隔コンピューティングデバイス上の図２８－３０に示されるようなＧＵＩディスプレイ
を提供する。
【００９４】
　図２８－３０は、試験データおよびステータスへのアクセスを提供する、遠隔コンピュ
ーティングデバイス１２０４のための種々のＧＵＩディスプレイを図示する。前述のよう
に、遠隔試験プラットフォームまたはシステムは、デスクトップコンピュータ、ポータブ
ルコンピュータ、またはタブレット等の遠隔コンピューティングデバイスにデータを提供
するために利用されることができる。遠隔アクセスを提供するために、コンピュータまた
はタブレットは、試験データ、ステータス情報にアクセスし、アラートをアクティブ化す
るためのモバイルアプリケーションツール１１５５およびモジュールを含む。コンピュー
タまたはタブレット上のツールもしくはモジュールは、種々のＧＵＩを生成し、モバイル
または遠隔試験プラットフォーム１１５０とインターフェースをとるように構成される。
図３１に図示されるＧＵＩ　２７０は、複数の試験デバイスまたはステーション１３０を
含む、試験実験室または設備２７２のレイアウトを再現する、実験室ビューディスプレイ
を図示する。試験実験室または設備２７２内の試験デバイスの物理的場所または一般的レ
イアウトを表す、そのようなＧＵＩは、ＧＵＩ上の試験デバイス１３０のためのアイコン
の位置および／または関係が試験設備２７０のそれに対応することから、そのようなディ
スプレイのユーザが、より容易におよび／または正確に、要求が行われるであろう所望の
試験デバイスを識別することができるため、特に、有用である。示されるように、ＧＵＩ
　２７０は、メニュー部分２７２およびディスプレイ部分２７６を含む。メニュー部分２
７４は、実験室および家具選択２７８等の非試験デバイスアイコンに加え、試験デバイス
または機器選択２７６のメニューを含む。非試験デバイスアイコン／要素をＧＵＩ内に含
む能力はさらに、ユーザが、容易かつ正確に、要求が行われる所望の試験デバイスのため
の正しい試験デバイスアイコンを識別するのを補助する。示されるように、実験室および
家具選択２７８は、デスクアイコン、イスを含むが、しかしながら、アプリケーションは
、特定の家具物品に限定されず、壁（外部および／または内部）、パーティション等の実
験室設備の構造要素ならびに窓、ドア、または他の開口部等のその中の要素を含むことが
できる。
【００９５】
　示されるＧＵＩ　２７０とインターフェースをとるために、入力またはポインティング
デバイスが、ディスプレイ部分２７６上に、試験デバイス、所望に応じて、非試験デバイ
スアイコン（例えば、家具）選択２７７、２７８とを選択し、位置付け、実験室２７２の
実際の配列またはレイアウトを再現するために使用される。したがって、ユーザは、ユー
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ザが、物理的実験室または設備内の場所に基づいて、種々の試験デバイス１３０を迅速に
参照するように、ディスプレイ部分２７６を配列し、実験室内の試験ステーションの配列
を一致させることができる。図示される実施形態では、試験デバイス選択２７７は、実験
室内の実際の表現に対応する試験ステーションまたはデバイスアイコンを含む。試験ステ
ーションのためのアイコンまたは選択は、１つ以上の試験デバイスまたは設備のためのＵ
ＲＬまたは他の識別を利用して、遠隔試験プラットフォーム１１５０からＧＵＩ　２７０
に伝送される試験ステーションに関するデバイス情報に基づいて生成される。
【００９６】
　当業者によって理解されるように、ユーザもしくは実験室識別は、ＵＲＬアドレスを通
して伝送されることができるか、またはユーザもしくは実験室識別は、入力プロンプトに
応答して、および前述のようにバーコードを通して、入力されることができる。図２９は
、１つ以上の試験ステーションに対する試験デバイスの各々の実験室ビュー概要２８０を
図示する。示されるように、実験室ビュー概要２８０は、各試験デバイスのためのコンピ
ューティングデバイス、通信チャネルまたはステーション、稼働時間、および他の情報を
提供する。ユーザは、入力選択２８５、２８６を介して、実験室ビュー２７０と実験室概
要２８０との間をトグルすることができる。図３０は、特定の試験デバイスに対する単一
ステーションビュー２９０のためのＧＵＩを図示する。示されるように、単一ステーショ
ンビューは、コマンドおよびフィードバックデータを含む、より詳細なデータを提供する
。単一ステーションビュー２９０は、単一試験デバイスアイコンまたは選択の選択に応じ
て、ドリルダウン機能を使用して生成される。単一試験デバイスのためのデータは、例え
ば、前述の通信プロトコルを使用して、ドリルダウン機能のアクティブ化に応答して、遠
隔試験プラットフォーム１１５０から読み出される。
【００９７】
　図３１は、モバイル試験プラットフォームツール１１５２のアラート機能を通して実装
されるアラート通知を図示する。図示される実施形態では、アラート機能は、試験完了機
能アラートである。示されるように、アラート／通知機能の実装は、アウトバンドメッセ
ージ１２００を遠隔試験プラットフォーム１１５０に生成する。メッセージ１２００に応
答して、遠隔試験プラットフォーム１１５０は、アラート／通知を要求するための返信メ
ッセージ１２０２を生成する。代替として、試験プラットフォームは、有意なイベントが
生じる度に、通知を遠隔試験プラットフォームに送信し得る。遠隔試験プラットフォーム
は、いくらかのモバイルデバイスまたはユーザが、このイベントをアラートされることを
所望しているかどうかを決定するであろう。該当する場合、遠隔試験プラットフォーム１
１５０は、適切な方法を通して、モバイルまたは遠隔コンピューティングデバイスにアラ
ートする。前述のように、返信メッセージ１２０２に応答して、通知データが、遠隔試験
プラットフォームを通して、モバイルデバイスに伝送される。示されるように、アラート
／通知ディスプレイ２９５は、ステーションＩに対する試験稼働が完了したことの通知を
含み、遠隔試験プラットフォーム１１５０内における試験データ記憶に対するデータログ
を閲覧するためのリンク２９６を含む。
【００９８】
　図示される実施形態では、試験プラットフォームは、メッセージ１２００を遠隔試験プ
ラットフォーム１１５０に送信し、それが観察すべきことと、発生時に遠隔試験プラット
フォームに知らせるべきこととを要求することができる。試験プラットフォームは、次い
で、これらのこと（例えば、信号に関する限界等）を監視することができ、その特定のト
リガが生じると、メッセージを遠隔試験プラットフォーム１１５０に送信するであろう。
遠隔試験プラットフォーム１１５０は、次いで、適宜作用し、トリガが生じたことを遠隔
デバイスまたはユーザにアラートすることができる。本方法は、アラートが、試験プラッ
トフォームがそれらを遠隔試験プラットフォーム１１５０に送信し得るより早く要求され
るとき、または帯域幅を低減させるために有用であり、したがって、遠隔試験プラットフ
ォームが情報を得るまで決定を遅延させる代わりに、試験プラットフォーム１１５０が、
アラートが生じたときに決定を行うことができる。
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【００９９】
　図３２は、前述のように、モバイル試験プラットフォームモジュールおよびツール１１
５２を通して実装される例示的メッセージング機能を図示する。示されるように、試験ス
テーションにおけるユーザは、コンピューティングデバイス１１２０またはコントローラ
１３４の入力デバイスを介して、スティッキノート（ｓｔｉｃｋｙ　ｎｏｔｅ）を通して
、メッセージポスト３００を打ち込むことができる。入力メッセージポスト３００に応答
して、通信プラットフォーム１１５４は、前述の通信プロトコルを利用して、メッセージ
をモバイルまたは遠隔コンピューティングデバイスに伝送する。
【０１００】
　図３３は、クラウドベースの保守またはサービスプラットフォーム３５０を図示する。
図示される実施形態では、プラットフォームは、サイトＡおよびＢ　３５２、３５４にお
ける複数のステーションを監視および／または点検するために使用される。示され、前述
のように、プラットフォーム３５０は、保守ツール３６０、技術サポートツール３６２、
製品／付属品サポートツール３６４、および利用測定ツール３６６を含む。ツールは、前
述のように、通信プロトコルを介して、サイトＡおよびＢにおける油圧アクチュエータま
たは他の動力デバイス等の動力式デバイスとインターフェースをとるように構成される。
保守ツール３６０は、サイトＡまたはサイトＢのコントローラユニットまたはデバイスか
らの保守データを使用し、保守アラートおよびスケジュール保守プロシージャを発行する
。保守データは、サイクルカウント、すなわち、より小さい力ではなく、例示的前述のよ
り多くの損傷単位を考慮したより高い力で、ある期間にわたって加えられる力の量として
、保守ステータスを計算するための使用時間を使用して、損傷単位計算に基づいて計算さ
れることができる。
【０１０１】
　技術サポートツール３６２は、ステーションデバイスのための技術情報を利用して、遠
隔コンピューティングデバイス１２０４またはモバイルデバイスを通して、技術サポート
をユーザに提供する。デバイスのタイプおよびモデルは、関連付けられたデバイスおよび
ステーションコードに基づいて識別される。製品サポートツール３６４は、試験デバイス
１３０および／またはモバイルならびに遠隔デバイス１５６におけるＧＵＩを通して、ス
テーションまたは試験デバイスのユーザに対して、製品または付属品提案を提供する。例
えば、技術サポートツール３６２は、メッセージを生成し、遠隔試験プラットフォーム１
１５０に送信され、これは、次いで、続いて、試験デバイス１３０と既知の関連付けを有
する、ステーションデバイス、試験デバイス、および／またはモバイルデバイス１５６に
よってレンダリングされる。対応するＧＵＩは、ボタン、リンク、アイコン、または他の
形態のユーザ選択可能特徴を生成し、メッセージに関連するさらなる情報を得ることがで
きる。例えば、ユーザ選択可能特徴のアクティブ化は、直接または間接的に（遠隔試験プ
ラットフォーム１１５０を通して）、技術サポートツール３６２に伝送されることができ
る。技術サポートツール２５２は、次いで、さらなる情報のタイプのわずかな例を挙げる
と、可能な付属品に関するさらなる情報（ユーザをオンラインカタログ、または注文を受
ける、および／または質問に回答するために配備された人員につなげる等）、製品更新情
報、保守に関する情報を伝送することができる。利用ツール３６６は、自動的に、必要コ
ントローラとインターフェースをとり、現在の状態情報が技術サポートツール３６２によ
って必要とされる場合、限定ではないが、デバイスに関する使用時間またはサイクル等の
試験デバイスもしくは試験ステーションの現在の状態に関連する利用パラメータを読み出
すことができる。ツール３６０、３６２、３６４、３６６からの情報は、前述のように、
遠隔コンピューティングデバイス（図示せず）またはモバイルデバイスにブロードキャス
トされることができる。示されるように、ツールからの情報はまた、集中制御のために、
管理デバイス３７０に伝送またはブロードキャストされる。管理デバイス３７０は、デス
クトップコンピュータまたはサーバであることができる。管理デバイスに提供される保守
情報は、ステーションデバイスのための保守を監視およびスケジューリングするために使
用される。管理デバイス３７０に提供される利用情報は、サービス協定を監視し、利用に
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基づいて、サービス契約のための請求額を決定するために使用されることができる。
【０１０２】
　本主題が、構造特徴および／または方法論的行為に特有の言語で説明されたが、添付の
請求項に定義される主題は、裁判所によって判断されているように、必ずしも、前述の具
体的特徴または行為に限定されないことを理解されたい。むしろ、前述の具体的特徴また
は行為は、請求項を実装する例示的形態として開示される。
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