
JP 2018-504661 A 2018.2.15

10

(57)【要約】
【課題】本発明は、移動セルフサービスシステム及び方
法を提供する。
【解決手段】移動セルフサービスシステムは、移動サー
ビス端末及びバックグラウンドサービスシステムを含む
。移動サービス端末は、ユーザデータを取得し、ユーザ
データを検証し、解析を行って、該ユーザのフライト番
号情報を取得することに構成される。バックグラウンド
サービスシステムは、移動サービス端末から送信したリ
クエストを応答して、移動サービス端末と相互作用し、
且つサービスデータを提供することに構成される。移動
サービス端末は、更にバックグラウンドサービスシステ
ムと相互作用して、フライト番号情報を検証して、対応
のフライトを確認して、移動サービス端末の室内のリア
ルタイム位置決め情報を立て、及びサービスデータとリ
アルタイム位置決め情報により、移動サービス端末のカ
レント位置から、対応のフライト搭乗口又は指定位置ま
でのナビゲーション提示を提供することに構成される。
また、本発明は、移動セルフサービス方法を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動サービス端末及びバックグラウンドサービスシステムを含み、
　前記移動サービス端末は、ユーザデータを取得し、該ユーザデータに対して検証と解析
を行って、該ユーザのフライト番号情報を取得するように構成され、
　前記バックグラウンドサービスシステムは、前記移動サービス端末から送信したリクエ
ストに応答して、前記移動サービス端末と相互作用し、且つサービスデータを提供するよ
うに構成され、
　前記移動サービス端末は、更に前記バックグラウンドサービスシステムと相互作用して
、前記フライト番号情報を検証し、対応のフライトを確認し、前記移動サービス端末の屋
内リアルタイム位置決め情報を作成するとともに、前記サービスデータとリアルタイム位
置決め情報により、前記移動サービス端末の現在位置から対応のフライト搭乗口又は指定
位置までのナビゲーション提示を提供するように構成されることを特徴とする移動セルフ
サービスシステム。
【請求項２】
　前記移動サービス端末は、情報収集ユニット、情報処理ユニット、インタフェースユニ
ット、表示ユニット、ナビゲーションユニット、位置決めユニット及び放送ユニットを含
み、
　前記情報収集ユニットは、カメラ又はスキャン装置、速度センサー及び情報入力装置を
含み、前記カメラは旅客の証明書又は搭乗券を撮るように構成され、前記スキャン装置は
旅客の証明書又は搭乗券をスキャンするように構成され、前記速度センサーは前記移動サ
ービス端末の移動速度を取得するように構成され、前記情報入力装置はユーザが情報を入
力するように構成され、
　前記情報処理ユニットは、受信したバックグラウンドサービスシステムのデータに対し
て処理を行って、前記移動サービス端末のニーズに適合するデータ情報を取得するように
構成され、
　前記インタフェースユニットは、前記移動サービス端末と前記バックグラウンドサービ
スシステムとの間のデータ交換のためのインタフェースを提供するように構成され、
前記表示ユニットは、前記情報処理ユニットにより処理された後のデータを前記移動サー
ビス端末へ表示するように構成され、
　前記ナビゲーションユニットは、前記移動サービス端末の現在位置からフライトデータ
と対応するフライト搭乗口又は指定位置までのナビゲーション提示を提供するように構成
され、
　前記位置決めユニットは、前記移動サービス端末に屋内位置決めを行って、及び／或い
は位置決めを行う同時にマップを作成するように構成され、
　前記放送ユニットは、サービスデータ情報と前記ナビゲーション提示の情報を放送する
ように構成されることを特徴とする、請求項１に記載の移動セルフサービスシステム。
【請求項３】
　前記ナビゲーションユニットは、フライトの搭乗口情報により、予めに設置された屋内
位置決めネットワーク及び前記移動サービス端末に保存されたターミナルマップによって
、前記移動サービス端末の現在位置、及び前記移動サービス端末から搭乗口までの経路長
さＤを確定し、前記移動サービス端末に搭載された速度センサーで測定した速度Ｖによっ
て、推定された移動時間Ｔを確定するように構成されることを特徴とする、請求項２に記
載の移動セルフサービスシステム。
【請求項４】
　前記屋内位置決めネットワークは、複数の位置決めノートを含み、前記移動サービス端
末のナビゲーションユニットは、前記位置決めノートと相互作用して現在位置を取得する
とともに、前記ターミナルマップによって前記移動サービス端末から搭乗口までの経路を
確定するように構成されることを特徴とする、請求項３に記載の移動セルフサービスシス
テム。
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【請求項５】
　前記バックグラウンドサービスシステムは、第一サーバ、第二サーバ及び第三サーバを
含み、
　前記第一サーバは、前記移動サービス端末のユーザデータを検証し、解析処理を行って
、該ユーザのフライト番号情報を取得するとともに、前記フライト番号情報を検証して対
応のフライト基礎情報及びフライト情報を提供するように構成され、
　前記第二サーバは、出発地、経由地及び目的地の関連情報を提供するように構成され、
　前記第三サーバは、ターミナルマップ情報及び位置情報を提供するように構成されるこ
とを特徴とする、請求項２～４の何れかに記載の移動セルフサービスシステム。
【請求項６】
　前記インタフェースユニットは、第一インタフェース、第二インタフェース及び第三イ
ンタフェースを含み、
　前記第一インタフェースは、前記第一サーバから提供するフライト基礎情報及びフライ
ト情報を受信するように構成され、
　前記第二インタフェースは、前記第二サーバから提供する出発地、経由地及び目的地の
関連情報を受信するように構成され、
　前記第三インタフェースは、前記第三サーバから提供するターミナルマップ情報及び位
置情報を受信するように構成されることを特徴とする、請求項５に記載の移動セルフサー
ビスシステム。
【請求項７】
　Ａ、移動サービス端末が取得したユーザデータに対して検証と解析を行って、該ユーザ
のフライト番号情報及び対応のフライトを取得するステップと、
　Ｂ、前記移動サービス端末がバックグラウンドサービスシステムと相互作用してサービ
スデータを取得するステップと、
　Ｃ、前記移動サービス端末が、前記移動サービス端末の屋内リアルタイム位置決め情報
を作成するとともに、前記ユーザデータ及び前記リアルタイム位置決め情報によって、前
記移動サービス端末の現在位置から対応するフライト搭乗口又は指定位置までの少なくと
も一つの経路を提供して、ナビゲーション提示を行うステップと、
を含むことを特徴とする移動セルフサービス方法。
【請求項８】
　前記ステップＡの前に、直接に前記移動サービス端末のメニューオプションによって、
問い合わせ操作サービスを提供して、ユーザにチャンネル情報を取得させており、前記チ
ャンネル情報が、航空券、レンタカー、ホテル、観光名所、天気、時間、ニュース、映画
、読書、金融、ゲーム及び／或いはスポーツ情報を含むことを特徴とする、請求項７に記
載の移動セルフサービス方法。
【請求項９】
　前記ユーザデータは、前記移動サービス端末の移動速度を含み、前記移動セルフサービ
ス方法は、前記移動速度と移動経路によって、前記移動サービス端末のユーザにナビゲー
ション提示を提供することを含むことを特徴とする、請求項７または請求項８に記載の移
動セルフサービス方法。
【請求項１０】
　前記移動サービス端末が取得したユーザデータは、フライト番号及びユーザの身分情報
をさらに含むことを特徴とする、請求項７～９の何れかに記載の移動セルフサービス方法
。
【請求項１１】
　前記移動サービス端末は、その第一インタフェースによって前記バックグラウンドサー
ビスシステムの第一サーバと接続してフライト基礎情報とフライト情報を取得しており、
　前記フライト基礎情報は、フライト番号、航空会社のアイコン、出発地／経由地／目的
地、予定離陸時間を含み、
　前記フライト情報は、有効的なフライト情報及び無効的なフライト情報を含み、
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　前記有効的なフライト情報は、正常、搭乗、すぐ搭乗、遅延などの状態で具体的なフラ
イトの搭乗口、搭乗時間、遅延時間、離陸時間、搭乗口の変更、座席番号の情報を含み、
　前記無効的なフライト情報は、キャンセル済み、搭乗終了済み、離陸済み、フライト不
存在、ネットワーク中断の情報を含むことを特徴とする、請求項７～１０の何れかに記載
の移動セルフサービス方法。
【請求項１２】
　前記移動サービス端末は、その第二インタフェースによって、前記バックグラウンドサ
ービスシステムの第二サーバと接続して出発地／経由地／目的地の関連情報を取得してお
り、
　前記出発地／経由地／目的地の関連情報は、天気、時間、観光名所、レンタカーを含む
ことを特徴とする、請求項７～１１の何れかの一項に記載の移動セルフサービス方法。
【請求項１３】
　前記ステップＣがナビゲーション提示を行うことは、フライト情報に含まれた搭乗口の
情報及び移動端末に保存されたターミナルマップ、或いは第三インタフェースによって第
三サーバから取得したターミナルマップによって、前記移動サービス端末の現在位置を確
定し、前記移動サービス端末から予定搭乗口までの経路提示を提供することを含むことを
特徴とする、請求項７～１２の何れかに記載の移動セルフサービス方法。
【請求項１４】
　更に、前記移動サービス端末から搭乗口までの移動時間Ｔを推定し、前記移動サービス
端末を通して、該移動時間Ｔの提示を出すステップを含むことを特徴とする、請求項７～
１３の何れかに記載の移動セルフサービス方法。
【請求項１５】
　前記移動時間Ｔを推定方法は、
　マップ及び屋内位置決めネットワークにより、前記移動サービス端末から搭乗口までの
少なくとも一つの走行経路を取得して、該走行経路の経路長さＤを確定するステップと、
　取得した移動サービス端末の移動速度によって、平均移動速度Ｖを確定するステップと
、
　前記経路長さＤ及び平均移動速度Ｖによって、推定された移動時間Ｔを確定するステッ
プと、を含むことを特徴とする、請求項１４に記載の移動セルフサービス方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線センサネットワークのセルフサービスシステム及び方法に関し、特に、
空港ターミナルビルのような公共の場所での移動セルフサービスシステム及び方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、空港ターミナルビル（又はナビゲーションビル）が旅客にフライト情報を提供す
る方式は、主に掲示板によって、フライト番号、航空会社、出発地、経由地、目的地、予
定出発時刻などのフライト情報をスクロールに表示して、ラジオで放送する方式を併用し
て、フライト情報を提供している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、航空旅客数の急速な増加に伴い、空港ターミナルビルの数量や体積の方
面に絶え間なく拡大され、このような情報提示方法の欠点がますます現れている。まず、
掲示板及び放送装置は、数量と取り付ける位置に制限されるので、旅客が関連発表及び放
送情報を失う比率、又は、関連発表及び放送情報を間違う比率が高いので、旅客が空港の
リアルタイムのフライト情報をタイムリーかつ正確に取得できない。また、発表と放送情
報は、一方向で一対多の公表方式であって、相対性、便利性とインタラクティブを欠く。
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更に、旅客がフライト情報を取得しても、時間を合理的に手配し、且つ搭乗口に正確にた
どり着くことも容易なことではない。これらの問題は、旅客に悪いターミナル体験をさせ
、時々、旅客と空港の間で紛争が発生することがある。
【０００４】
　従来技術の欠点に対して、本発明は、一方面では、移動セルフサービスシステム及び方
法を提供して、複数の移動サービス端末及び移動サービス端末と相互作用（インタラクト
）できるバックグラウンドサービスシステムが含まれる公共場所に適用できる。公共場所
は、例えば空港ターミナルビルである。バックグラウンドサービスシステムは、フライト
情報と関連する情報資源を提供できる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の移動セルフサービスシステムは、移動サービス端末及びバックグラウンドサー
ビスシステムを含む。前記移動サービス端末は、ユーザデータを取得し、該ユーザデータ
に対して検証と、解析を行って、該ユーザのフライト番号情報を取得するように構成され
る。前記バックグラウンドサービスシステムは、前記移動サービス端末から送信したリク
エストに応答して、前記移動サービス端末と相互作用し、且つサービスデータを提供する
ように構成される。前記移動サービス端末は、更に前記バックグラウンドサービスシステ
ムと相互作用して、前記フライト番号情報を検証して、対応のフライトを確認して、前記
移動サービス端末の屋内のリアルタイム位置決め情報を作成するとともに、前記サービス
データとリアルタイム位置決め情報により、前記移動サービス端末の現在位置から、対応
のフライト搭乗口又は指定位置までのナビゲーション提示を提供するように構成される。
【０００６】
　本発明のある実施形態において、前記ナビゲーションユニットは、フライトの搭乗口情
報により、予め設置された屋内位置決めネットワーク及び前記移動サービス端末に保存さ
れたターミナルマップによって、前記移動サービス端末の現在位置、及び前記移動サービ
ス端末から搭乗口までの経路長さＤを確定し、前記移動サービス端末に搭載された速度セ
ンサーで測定した速度Ｖによって、推定された移動時間Ｔを確定するように構成される。
【０００７】
　本発明のある実施形態において、前記バックグラウンドサービスシステムは、第一サー
バ、第二サーバ及び第三サーバを含み、前記第一サーバは、前記移動サービス端末のユー
ザデータを検証し、解析処理を行って、該ユーザのフライト番号情報を取得するとともに
、前記フライト番号情報を検証して対応のフライト基礎情報及びフライト情報を提供する
ように構成され、前記第二サーバは、出発地、経由地及び目的地の関連情報を提供するよ
うに構成され、前記第三サーバは、ターミナルマップ情報及び位置情報を提供するように
構成される。
【０００８】
　本発明のある実施形態において、前記インタフェースユニットは、第一インタフェース
、第二インタフェース及び第三インタフェースを含み、前記第一インタフェースは、前記
第一サーバから提供するフライト基礎情報及びフライト情報を受信するように構成され、
　前記第二インタフェースは、前記第二サーバから提供する出発地、経由地及び目的地の
関連情報を受信するように構成され、前記第三インタフェースは、前記第三サーバから提
供するターミナルマップ情報及び位置情報を受信するように構成される。
【０００９】
　説明が必要なのは、上記のサーバとインタフェースの区分が機能から制限されるが、実
際の応用で独立する三つのサーバに制限されることはなく、異なる設計によって、これら
の機能を同一のサーバに統合すること、或いは、もっと多い種類のサーバを分けることが
可能である。
【００１０】
　本発明の移動セルフサービス方法は、Ａ、移動サービス端末が取得したユーザデータに
対して、検証と解析を行って、ユーザのフライト番号情報と対応のフライトを取得するス
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テップと、Ｂ、前記移動サービス端末がバックグラウンドサービスシステムと相互作用を
行って、サービスデータを取得するステップと、Ｃ、前記移動サービス端末は、屋内のリ
アルタイム位置決め情報を作成し、前記ユーザデータ及び前記リアルタイム位置決め情報
によって、前記移動サービス端末のカレント位置から、対応するフライト搭乗口又は指定
位置までの少なくとも一つの路線を提供して、ナビゲーション提示を出すステップと、を
含む。
【００１１】
　説明に便利であるために、Ａ、Ｂ、Ｃという記号を使用したが、記号が前後の順序を表
すわけではない。例えば、記号Ｂの内容が記号Aの内容前に処理してもよい。それは、移
動サービス端末がバックグラウンドサービスシステムから取得したサービスデータが、ユ
ーザの身分認定を行わなくてもよいからである。
【００１２】
　上記の方法は、ユーザデータを検証する方法とフライト番号情報を取得する方法を通し
て、移動サービスエンドユーザが対応のフライト番号を確定して、フライト番号によって
、移動サービスエンドユーザへ対応の情報を提供する。従って、フライト情報の提供が従
来技術の情報を公表する方式より、もっと正確になり、旅客へターミナルビルで待機する
とか、飛行機に乗るとか、乗り換える等を便利にすることができる。ユーザが個人化され
たサービスデータを取得でき、空港サービスの品質を向上させることができる。また、旅
客に対して、リアルタイム位置決めを行い、旅客へ位置決め点から搭乗口までの走行路線
を提供して、参考とすることができる。従って、大幅に旅客がターミナルビルでのターミ
ナル時間と路線手配に便利であり、及び乗り遅れのリスクを減少することができる。
【００１３】
　本発明のある実施形態において、前記ステップＡの前に、直接、前記移動サービス端末
のメニューオプションによって、問い合わせ操作サービスを提供して、ユーザにチャンネ
ル情報を取得させており、前記チャンネル情報は、航空券、レンタカー、ホテル、観光名
所、天気、時間、ニュース、映画、読書、金融、ゲーム及び／或いはスポーツ情報を含む
。ユーザにも情報の検索とエンターテイメントの機能を提供して、便利性と楽しさの体験
を向上させる。
【００１４】
　本発明のある実施形態において、前記移動サービス端末が取得したユーザデータは、フ
ライト番号、ユーザの身分情報及び平均速度をさらに含む。航空券或いは身分証明をスキ
ャンし、もしくは、指紋、顔、網膜などを識別する方式でフライト番号及びユーザの身分
情報を取得することができる。平均速度は、速度センサーで測定し、計算する。上記の複
数のアクセス方式は、ユーザがバックグラウンドサービスシステムにアクセスすることに
より、もっと便利に、速くすることができる。
【００１５】
　本発明のある実施形態において、前記移動サービス端末が、複数のインタフェースを含
み、その第一インタフェースによって前記バックグラウンドサービスシステムの第一サー
バと接続してフライト基礎情報とフライト情報を取得しており、前記フライト基礎情報は
、フライト番号、航空会社のアイコン、出発地／経由地／目的地、予定離陸時間を含み、
前記フライト情報は、有効的なフライト情報及び無効的なフライト情報を含み、前記有効
的なフライト情報は、正常、搭乗、すぐ搭乗、遅延などの状態で具体的なフライトの搭乗
口、搭乗時間、遅延時間、離陸時間、搭乗口の変更、座席番号の情報を含み、前記無効的
なフライト情報は、キャンセル済み、搭乗終了済み、離陸済み、フライト不存在、ネット
ワーク中断の情報を含む。この個人化された情報提示は、ユーザに乗るフライトの状態と
関連提示を早めに了解させて、ユーザの搭乗体験を向上させることができる。
【００１６】
　本発明のある実施形態において、前記移動サービス端末は、その第二インタフェースに
よって、前記バックグラウンドサービスシステムの第二サーバと接続して出発地／経由地
／目的地の関連情報を取得しており、前記出発地／経由地／目的地の関連情報は、天気、
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時間、観光名所、レンタカーを含む。
【００１７】
　本発明のある実施形態において、上記ステップＣがナビゲーション提示を行うことは、
フライト情報に含まれた搭乗口の情報及び移動端末に保存されたターミナルマップ、或い
は第三インタフェースによって第三サーバから取得したターミナルマップによって、上記
移動サービス端末の現在位置を確定し、上記移動サービス端末から予定搭乗口までの経路
提示を提供する。確定された路線のガイドのもとで、旅客が走行する時間を減少して、レ
ジャー、ショッピング、仕事と搭乗時間を合理的に手配する条件を提供する。これらは、
旅客に快適なターミナル旅行体験を提供することができる。
【００１８】
　本発明のある実施形態において、更に、移動サービス端末から搭乗口までの移動時間を
推定し、移動サービス端末を通して、該移動時間を提示する。上記提示は音声放送通知と
点滅表示通知を含め、それによって旅客はフライトの搭乗時間を逃しにくくなる。
【００１９】
　本発明のある実施形態において、時間Ｔの推定方法は、マップ及び屋内位置決めネット
ワークにより取得する移動サービス端末から搭乗口までの経路長さＤ及び移動サービス端
末にある速度センサーで測定した移動サービス端末の移動速度Ｖによって、推定された移
動時間Ｔを確定する。上記時間の見積もりは、旅客がレジャー、ショッピング、仕事と搭
乗時間を合理的に手配するための条件を提供する。これらは、旅客に快適なターミナル旅
行体験を提供することができる。
【００２０】
　従来技術と比べて、本発明の移動セルフサービスシステム及び方法は、以下の優れた点
を有する。
【００２１】
　１）空港での移動できる物（例えば、マルチメディア台車）にサービス端末をインスト
ールすることを通して、旅客は走行しながら、移動サービス端末によってバックグラウン
ドサービスシステムと相互作用して、サービスデータを取得することができる。
【００２２】
　２）旅客のフライト番号情報を取得することを通して、旅客へ1対1の個人化されたフラ
イト情報の提示を提供して、空港内で旅客に対してリアルタイム位置決めを行って、位置
決め点から搭乗口までの少なくとも一つの路線を提供して、旅客は参考として使用する。
従って、特に空港環境にあまり詳しくない旅客が搭乗口を見つけるのに便利である。
【００２３】
　３）旅客がある走行路線を選択する場合、本発明の移動セルフサービスシステムが、旅
客の位置決め点、つまり移動サービス端末から搭乗口又は指定位置までの距離と大体の移
動時間を見積もることができ、確定路線の案内のもとで、旅客が走行する時間を減少させ
て、レジャー、ショッピング、仕事と搭乗時間を合理的に手配する条件を提供する。これ
らは、旅客に快適なターミナル旅行体験を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一つの実施形態の空港移動セルフサービスシステムを示す図であり、移
動サービス端末がインタフェースユニットによって、バックグラウンドサービスシステム
とデータ対話を行う処理を表示する図である。
【図２】本発明の一つの実施形態の移動サービス端末のセルフサービスを提供する方法の
フローチャートである。
【図３】本発明の一つの実施形態の移動サービス端末があるサーバとデータ対話を行う図
である。
【図４】本発明の一つの実施形態の移動サービス端末のセルフサービスを提供する方法の
具体的なフローチャートである。
【図５】本発明の一つの実施形態の空港移動サービス端末に表示されたフライトが正常状
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態となる画面である。
【図６】本発明の一つの実施形態の空港移動サービス端末が路線を計画して、ナビゲーシ
ョン提示を行う一つの図である。
【図７】本発明の一つの実施形態の空港移動サービス端末が路線を計画して、ナビゲーシ
ョン提示を行うもう一つの図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して、本発明について詳しく説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の一つの実施形態の空港移動セルフサービスシステムを示す図であり、
移動サービス端末がインタフェースユニットによって、バックグラウンドサービスシステ
ムとデータ相互作用を行う処理を表示する。本実施形態において、移動サービス端末は、
空港の台車に設置されたマルチメディア放送装置であり、無線送受信機能を持って、無線
信号の転送方式で空港の無線送受信点と相互作用でき、空港の無線送受信点によって、空
港のバックグラウンドサービスシステムとのデータ接続を行って、バックグラウンドサー
ビスシステムのサーバと相互作用するようになる。図１に示すように、該システムは、複
数の移動サービス端末２００とバックグラウンドサービスシステム３００を含む。
【００２７】
　移動サービス端末２００は、バックグラウンドサービスシステム３００へサービスデー
タをアクセスするリクエストを出して、検証された後、フライト確認を行って、サービス
データ情報を受信し、且つ表示して、ナビゲーションユニット２００６によって、エンド
ユーザを搭乗口へナビゲーションすることに設置される。
【００２８】
　そのうちには、移動サービス端末２００は、情報収集ユニット２００１、情報処理ユニ
ット２００２、インタフェースユニット２００３、メモリユニット２００４、表示ユニッ
ト２００５、ナビゲーションユニット２００６、位置決めユニット２００７及び放送ユニ
ット２００８を含む。
【００２９】
　情報収集ユニット２００１は、カメラを含み、旅客の証件又は航空券などを撮るために
配置される。情報収集ユニット２００１は、スキャン装置（例えば、二次元コードのスキ
ャン装置)を別に含むことができ、ユーザ証件又は航空券などをスキャンして、そのうち
のユーザアイデンティティ情報及び対応のフライト情報を取得するために配置される。情
報収集ユニットは、更に手動入力装置を含むことができ、旅客に例えば、ユーザ身分証明
番号又はパスポート番号、フライト番号などの関連情報を入力させるために配置される。
【００３０】
　情報処理ユニット２００２は、受信後のバックグラウンドサービスシステムのデータに
対して、処理を行って、ユーザニーズに適合するデータ情報を取得するために配置される
。
【００３１】
　インタフェースユニット２００３は、第一インタフェース２００３１、第二インタフェ
ース２００３２、第三インタフェース２００３３を含み、移動サービス端末にバックグラ
ウンドサービスシステムの複数の機能モジュール（例えば：複数のサーバ）とデータ相互
作用を行わせるために、インタフェースを提供するところにそれぞれに配置される。その
うちには、第一インタフェース２００３１は、第一サーバから提供するフライト基礎情報
及びフライト情報を受信するために配置される。第二インタフェース２００３２は、第二
サーバから提供する出発地／経由地／目的地という関連情報を受信するために配置される
。第三インタフェース２００３３は、第三サーバから提供するナビゲーションビルの地図
情報及び位置情報を受信するために配置される。
【００３２】
　メモリユニット２００４は、システムソフト、アプリケーションソフト及びサービスデ
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ータ情報を保存するために配置される。
【００３３】
　表示ユニット２００５は、処理ユニットに処理された後のデータをエンドユーザに表示
するために配置される。
【００３４】
　ナビゲーションユニット２００６は、上記の案内方式を実行するために配置される。案
内方式とは、旅客を移動サービス端末のカレント位置からフライトデータと対応する搭乗
口又は指定位置に案内するナビゲーション提示である。
【００３５】
　位置決めユニット２００７は、前期に開発されたＲＦＩＤ／ＩＲＩＤ位置決めの技術（
ＩＤ識別装置及び識別方法と使用方法、特許番号が２００８１００２７３０８．Ｘである
）、地磁気位置決めの技術（目標位置決め方法及びシステム、特許出願番号が２０１３１
０３５０２０９．６である）などを含み、位置決めモジュールの自身に保存された位置決
め方法によって、バックグラウンドサービスシステムと相互作用して、屋内位置決めを行
って、或いは位置決めの同時に地図を作成することに配置される。出願者が出願した特許
の技術方案を使用してもよい。例えば、目標リアルタイム位置決めと地図を作成する方法
及びシステム（特許出願番号が２０１４１０２７７４７１．７である）を参照して、その
全文を本発明に組み込み、参考として使用する。
【００３６】
　放送ユニット２００８は、移動サービス端末がバックグラウンドサービスシステム３０
０から取得したフライト情報を放送するために配置される。
【００３７】
　バックグラウンドサービスシステム３００は、移動サービス端末２００がアクセスをリ
クエストするサービスデータに対して検証を行った後、フライト確認を行って、更にサー
ビスデータを提供する。
【００３８】
　そのうちには、第一サーバ３００１は、端末が入力したデータによって、フライトに対
して検証を行って、検証に成功した後、フライト確認を行って、その後、フライト基礎デ
ータ情報及びフライト情報を提供する。
【００３９】
　第二サーバ３００２は、移動サービス端末２００の第二インタフェース２００３２に出
発地と目的地の情報を提供するために配置される。
【００４０】
　第三サーバ３００３は、移動サービス端末２００にナビゲーションビルの地図情報及び
位置情報を提供するために配置される。
【００４１】
　第三サーバ３００４は、移動サービス端末にネットワークリアルタイム情報（例えば、
気象情報）を提供するために配置される。ここのネットワークが通信ネットワーク、有線
テレビジョンネットワーク、パソコンネットワークという三つのネットワークであり、ネ
ットワークリアルタイム情報がリアルタイムのニュース、旅行、映画、本読み、ゲーム、
スポーツなどの情報である。
【００４２】
　図２は、本発明の一つの実施形態の移動サービス端末のセルフサービスを提供する方法
のフローチャートである。図２に示すように、移動サービス端末のセルフサービスを提供
する方法は、以下のステップを含む。
【００４３】
　ステップＳ１０１：移動サービス端末が取得したユーザデータに対して、検証と解析を
行って、ユーザのフライト番号情報と対応したフライトを取得する。
【００４４】
　旅客が空港の移動サービス端末を操作して、関連サービスを取得する際、身分認証を行
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わなくてもチャンネル情報を取得できる。例えば、航空券、レンタカー、ホテル、観光名
所、天気、時間、ニュース、映画、本読み、資産管理、ゲーム、スポーツなどである。ま
た、航空券又は身分証明をスキャンする方式、或いは指紋、顔又は網膜を識別する方式を
通して、エンドユーザの情報を収集して、処理ユニットによって収集されたエンドユーザ
の情報を航空券情報に転換して、バックグラウンドサービスシステムへフライト情報、出
発地／経由地／目的地などの関連情報を取得するリクエストを出す。
【００４５】
　ステップＳ１０２：移動サービス端末がバックグラウンドサービスシステムと相互作用
を行って、サービスデータを取得するようになる。
【００４６】
　フライト検証と確認の前に、取得できるサービスデータは、フライト基礎情報、フライ
ト情報、出発地／経由地／目的地の関連情報及びチャンネル情報を含む。
【００４７】
　フライト基礎情報は、例えば、フライト番号、航空会社アイコン、出発／経由／目的地
及び予定離陸時間を含む。
【００４８】
　フライト情報は、有効的なフライト情報（正常、搭乗、すぐ搭乗、遅延などの状態で具
体的なフライトの搭乗口、搭乗時間、遅延時間、離陸時間、搭乗口の変更、座席番号など
の情報）及び無効的なフライト情報（取消済み、搭乗済み、離陸済み、フライト不存在、
ネットワーク中断など）を含む。
【００４９】
　出発地／経由地／目的地の関連情報は、旅客の行く目的地の関連情報（天気、時間、観
光名所、レンタカーなど）を含み、ユーザが所定的な場所を選択した後、第三方サービス
プロバイダから取得する。
【００５０】
　チャンネル情報は、航空券、レンタカー、ホテル、観光名所、天気、時間、ニュース、
映画、本読み、資産管理、ゲーム、スポーツなどを含み、ユーザが所定的な場所を選択し
た後、第三方サービスプロバイダから取得する。
【００５１】
　このようなサービスデータの取得は、二種の方式がある。一つの方式は、第三方サービ
スプロバイダが本発明のシステムのデータフォーマット要求とプロトコル要求に従って、
サービスデータを提供するアプリケーションプログラムを、本発明のシステムへインプラ
ントすることである。もう一つの方式は、本発明のシステムが第三方サーバのインタフェ
ースを提供して、第三方サーバの要求に従って、ローカルリクエストを処理し、及び第三
方サーバが提供するサービスデータを、本発明のシステムのバックサーバ又は移動サービ
ス端末のデータフォーマットへ転換して、ユーザに上げることである。
【００５２】
　フライト検証及び確認して取得したサービスデータが、確認されたフライトのフライト
基礎情報及びフライト情報だけを含むことができる。例えば、出発地／経由地／目的地の
ような関連情報とチャンネル情報は、ユーザが目的地を選択した後、更に第三方サーバリ
ンクから取得する。
【００５３】
　本実施形態において、移動サービス端末は、若干の予め定義されたインタフェースを通
して、バックシステムの若干のサーバと情報を相互作用する。
【００５４】
　好ましくは、本実施形態の移動サービス端末が第一インタフェースによって、第一サー
バと接続し、フライト基礎情報及びフライト情報を取得することである。
【００５５】
　移動サービス端末が第二インタフェースによって、第二サーバと接続し、出発地／経由
地／目的地の関連情報を取得する。
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【００５６】
　第一インタフェースの設置を例として、本実施形態のインタフェースの設置方式を説明
する。
【００５７】
　空港でサーバ（第一サーバ）を設置することによって、Ｗｅｂアプリケーションを配置
し、応用サービスプロバイダへアクセスするリンクアドレスを生成できる（例えば、ブラ
ウザでアクセスし、ＩＥブラウザでｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｏｇｌｅ．ｃｏｍをアク
セスして、このアプリケーションがｇｏｏｇｌｅの公式サイトと類似するアドレスを生成
できる）、外部アクセスを提供し（ｊａｖａ言語でコーディング）、ＡＰＩインタフェー
スを開発する。そのうちには、フライト情報を検索するインタフェースが第一インタフェ
ースである。端末がＨＴＴＰプロトコルによって、第一インタフェースＵＲＬのアドレス
をアクセスし、情報を取得する。
【００５８】
　例えば、広州から北京までのフライトを検索する。
URL:http://localhost/flight/api/flightinfo?scity=Guangzhou&ecity=Beijing
URLが以下の内容を返却する：
{
　"result" : 1000,
　"msg" : "返却に成功",
　"fs" : [{
　　"flightCom" : " 中国聯合航空会社",
　　"flightNo" : "KN5890",
　　"flightdate":"2014-11-06 20:55",
　　"ecity":"北京南苑"
　},{
　　"flightCom" : " 中国東方航空 ",
　　"flightNo" : "MU3726",
　　"flightdate":"2014-11-06 11:15",
　　"ecity":"北京南苑"
　},{
　　"flightCom" : "中国海南航空",
　　"flightNo" : "HU7810",
　　"flightdate":"2014-11-06 21:45",
　　"ecity":"北京首都"
　}]
}
【００５９】
　説明が必要なのは、本発明のバックグラウンドサービスシステムが空港情報を提供する
だけでなく、例えば、空港の気象条件、空港から市内までの交通情況などである空港の関
連情報も提供できることである。図３は、本発明の一つの実施形態の移動サービス端末が
あるサーバとデータ相互作用を行う図である。図３に示すように、移動サービス端末がサ
ーバへ交通システムを検索するインタフェースをリクエストして、サーバがリクエストに
対して処理を行ってから、ＪＳＯＮデータフォーマットで端末が識別できるデータに転換
して、異なる形式として端末に表示される。このデータが第三方から提供して、例えば、
ネットワーク又は第三方がサーバにオープンする専用的なチャンネルである。上記のよう
なデータ相互作用方式を詳しく説明するために、次は、旅客が最適な乗りルートを選択し
て、市内に位置するあるホテルに届く例で説明する。
【００６０】
　旅客の目的地が北京であり、北京空港からあるホテルまでの線路を検索する。交通シス
テムを検索するインタフェースによって、北京空港からホテルまでの線路リストを取得し



(12) JP 2018-504661 A 2018.2.15

10

20

30

40

50

て、一番近い距離にソートして、旅客自身が調査と選択することに便利である。移動サー
ビス端末は、バックグラウンドサービスシステムによって、交通システムを検索するイン
タフェースと接続し、インタフェースのアドレスがｈｔｔｐ：／／ｌｏｃａｌｈｏｓｔ／
ｔｒａｆｆｉｃｓｙｓ／ｇｅｔＷａｙｓであり、バックグラウンドサービスシステムのサ
ーバへアクセスする。サーバが内部データベースを検索するし、或いは第三方によって、
ネットワークのリアルタイム情報を取得して、検索結果をＪＳＯＮ言語で移動サービス端
末へ返却して、移動サービス端末で解析する（ＪＳＯＮデータをＪａｖａオブジェクトに
転換して、端末アプリケーションに使用されることに便利である）。その後、表示ユニッ
トのユーザ画面を通して、旅客が検索した路線情報を表示して、ユーザが情報を取得する
に便利である。
【００６１】
　移動サービス端末が旅客に三つの路線を提供して、各路線の距離及び各路線の掛かり時
間を選択できる。そのうちには、第一条路線の距離が１２キロであり、掛かり時間が１３
分間であり、第二条路線の距離が８キロであり、掛かり時間が１８分間であり、第三条路
線の距離が１０キロであり、掛かり時間が１５分間である。検索機能を実現する一部のコ
ードが次のとおりである。
１　サーバへリクエストを送信する。
ａ）引数：
ｉ．出発地：北京空港
ｉｉ．目的地：首都ホテル
ｂ）インタフェースのアドレス：ｈｔｔｐ：／／ｌｏｃａｌｈｏｓｔ／ｔｒａｆｆｉｃｓ
ｙｓ／ｇｅｔＷａｙｓ
２　ＪＳＯＮデータを返却する
[{
　"distance" : 12, //距離
　"time" : 13, // 時間
　"orderNo" : 1 //路線ソース
}, {
　"distance" : 10,
　"time" : 15,
　"orderNo" : 3
},{
　"distance" : 8,
　"time" : 18,
　"orderNo" : 2
３　　}]
【００６２】
　ステップＳ１０３：移動サービス端末は、屋内のリアルタイム位置決め情報を作成し、
ユーザデータ及びリアルタイム位置決め情報によって、移動サービス端末のカレント位置
から、対応するフライト搭乗口又は指定位置までの少なくとも一つの路線を提供して、ナ
ビゲーション提示を行う。
【００６３】
　移動サービス端末は、移動端末におけるメモリユニットに保存されたナビゲーションビ
ル地図と位置情報、或いは第三インタフェースで第三サーバから取得したナビゲーション
ビル地図と位置情報によって、屋内の位置決めネットワークが含まれた複数の位置決めノ
ートと相互作用することを通して、移動サービス端末のカレント位置を確定し、及び移動
サービス端末から搭乗口までのナビゲーション提示を提供する。ナビゲーション提示は、
端末に表示された対応の路線又は音声で提示した進め方向を含む。屋内の位置決めネット
ワークの設置及び位置決め方法が、従来技術を採用して実現できる。例えば、中国特許出
願２０１３１０３５０２０９．６、“目標位置決め方法とシステム”をタイトルとして公
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開された方案、及び中国特許出願２０１４１０２７７４７１．７、“目標リアルタイム位
置決めと地図を作成する方法及びシステム”をタイトルとして公開された方案を参照して
、それらの全文を本発明に組み込み、参考として使用する。
【００６４】
　上記は、移動サービス端末がユーザにリアルタイム位置決めを行い、且つナビゲーショ
提示を提供することである。また、前もって見積もる移動サービス端末から搭乗口までの
移動時間により、移動サービス端末を通して、該時間の提示を出す。
【００６５】
　移動サービス端末から搭乗口までの移動時間Ｔを前もって見積もる方法は、Ｔ＝Ｄ ／ 
Ｖとなる。そのうちには、Ｄが、地図及び屋内の位置決めネットワークにより形成された
移動サービス端末から搭乗口までの路線の長さである。Ｖが、移動サービス端末にある速
度センサーで測定し、計算する平均速度である。
【００６６】
　図４は、本発明の一つの実施形態の移動サービス端末のセルフサービスを提供する方法
の具体的なフローチャートである。
【００６７】
　図４に示すように、移動サービス端末が利用される方がいない時、待機状態となる（Ｓ
３０１）。画面にはスクリーンセーバー画面が表示でき、スクリーンに任意的なエリアを
軽く触れて、或いはスイッチを起動して使用状態に入る。
【００６８】
　ユーザが移動サービス端末を起動すると使用状態に入った後、ユーザが言語環境を選択
できる（Ｓ３０２）。システムが選択によって、例えば、中国語又は英語などの異なる言
語システムを自動的に切り替えって、中国語も簡体字又は繁体字に切り替えることもでき
る。
【００６９】
　移動サービス端末のカメラで航空券の二次元コード／バーコードを撮り、スキャン装置
で航空券の二次元コード／バーコードをスキャンし、或いは身分証明をスキャンすること
によって、ユーザの身分情報を収集する（Ｓ３０３）。もしくは、指紋、顔、網膜などを
識別する方式でユーザの身分情報を取得する。予定回数（例えば、３回である）のスキャ
ンをしても、ユーザの身分情報又は航空券情報を取得できない場合、手動でフライト番号
又は身分証明番号を入力する方式に自動に切り替えて（Ｓ３０４）、キーボード入力法で
航空券のフライト番号又は身分証明番号を入力して、エンドユーザ情報を収集して、それ
で、直接にフライト番号を入力することを通して、エンドユーザ情報の収集を完遂する（
Ｓ３０５）。
【００７０】
　収集したユーザ情報を解析して、フライトの基礎情報を取得する。具体的には、収集し
たユーザ情報を無線通信方式で第一インタフェースを通して、バックグラウンドサービス
システムの第一サーバへ送信する。第一サーバは、フライト番号によって、内置のデータ
ベースで検索を行って、フライトの基礎情報を検索して、且つ無線通信方式で第一インタ
フェースを通して、移動サービス端末へ返却する（Ｓ３０６）。
【００７１】
　同一のフライトがスルーと経路を含む可能があり、ＭＵ２９９５（無錫－重慶－昆明）
を例として、無錫から出発して、一部の旅客の目的地が重慶であり、もう一部の旅客の目
的地が昆明であるので、データの精確性のために、目的地を選択する必要があり、フライ
トを確認できる。従って、バックグラウンドサービスシステムは、フライトが経路フライ
トであるかどうかを判断する（Ｓ３０７）。フライトが経路フライトではなく、スルーフ
ライトであれば、直接にフライトを確認できる（Ｓ３０８）。フライトが経由地を通過し
、乗り換える必要があれば、目的地を選択した後、フライトが確認される（Ｓ３０９）。
その後、フライトのフライト情報を、無線通信方式で第一インタフェースを通して、移動
サービス端末へ出力する。フライト情報が「取消済み」、「搭乗済み」、「離陸済み」と
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いう無効なフライト情報に表示された場合、登録流れを終了する（Ｓ３１０）。
【００７２】
　フライト情報が「フライトが不存在」に表示された場合、例えば、フライトスケジュー
ルの要因で、あるフライトが今日飛行できなく、或いは移動端末が北京空港にあり、入力
されるのは広州のフライトであれば、北京サーバが検索できない場合、このような間違っ
た情報を入力すると、「フライトが不存在」を提示する。この時、バックグラウンドサー
ビスシステムをアクセスすることによって、上記の「フライトが不存在」は、入力された
フライト番号を間違えるかどうかを確定する。入力されたフライト番号が間違いであれば
、「フライトエラー」を提示する（Ｓ３１１）。フライト情報が「ネットワーク中断」で
ある場合、「ネットワークが忙しく、フライト情報はない」を提示する（Ｓ３１２）。そ
の後、登録流れを終了する。登録流れを終了した後、スクリーンセーバーに入って、もし
くはチャンネル情報の対話状態に入る。
【００７３】
　フライト情報が例えば、「正常」、「搭乗」、「すぐに搭乗」、「遅延」などの有効な
フライト情報に表示された場合（Ｓ３１３）、エンドユーザへ例えば、「搭乗口」、「搭
乗時間」、「遅延時間」、「搭乗口を取り替える」などの対応のフライト情報を提示する
（Ｓ３１４）。
【００７４】
　移動サービス端末は、第二インタフェースによって、第二サーバの出発地／経由地／目
的地の関連情報を取得することもできる（Ｓ３１５）。そのうちには、目的地の位置によ
り、出発地／経由地／目的地の時間情報、天気情報などの関連情報を送信できる。例えば
、第二サーバによって、直接に天気情報のデータを取得でき、或いは第三方サーバのイン
タフェースによって、天気情報のデータを取得できる。
【００７５】
　例えば、時間情報の送信：第二サーバにインタフェースソースコードをコーディングす
る。インタフェースのＵＲＬがｈｔｔｐ：／／ｌｏｃａｌｈｏｓｔ／ｉ３ｑ＿　ｗｅａｔ
ｈｅｒ／ｇｅｔＷｅａｔｈｅｒ？Ｃｉｔｙ＝Ｂｅｉｊｉｎｇである。インタフェース処理
方法は、まず、ローカルデータベースには検索しようとする都市の本日天気情報が存在す
るかどうかを検索して、この情報が存在すれば、情報を返却する。この情報が存在しなけ
れば、第三方サーバのインタフェースによって、対応の都市の天気情報を検索し、且つ対
応の都市の天気情報をローカルデータベースに保存する。取得したデータフォーマットが
ＪＳＯＮで転送する。
【００７６】
　例えば、天気情報送信：出発地／経由地／目的地、都市コードを取得し、ｈｔｔｐ：／
／ｌｏｃａｌｈｏｓｔ／ｉ３ｑ＿　ｗｅａｔｈｅｒ／ｇｅｔＷｅａｔｈｅｒ？Ｃｉｔｙ＝
Ｂｅｉｊｉｎｇへリクエストを送信して、対応の天気情報を取得し、返却されるデータが
ＪＳＯＮ方式である。移動サービスサーバがサービスプログラムを起動し、２時間ごとに
（具体的な時間が配置できる）１回のリクエストを取得して、インタフェースから最新デ
ータを取得した後、天気情報を端末の画面（ＵＩ）へ通知して表示する。上記のインタフ
ェースは、第三方からサービスを提供して、無料と有料と両方ともある。この例の中で、
安定的なサービスを提供するために、採用されるのは、有料の第三方天気インタフェース
である。このインタフェースによって、第三方サーバが提供された天気情報を第二サーバ
へインポートして、エンドへ配布する。第三方天気インタフェースが取り替える必要があ
れば、改めてインポートソースコードしかコーディングしなくて、エンドが改修の必要は
ない。
【００７７】
　国際フライトに対して、目的地が所属するタイムゾーンにより、同時に出発地／経由地
／目的地のカレントの時間を送信する。
【００７８】
　また、第三方サーバによって、移動サービス端末へネットワークリアルタイム情報を提
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供する（Ｓ３１６）。ネットワークリアルタイム情報は、リアルタイムのニュース、旅行
、映画、本読み、ゲーム又はスポーツなどの情報であってもよい。ここのネットワークは
、通信ネットワーク、有線テレビジョンネットワーク、インターネットなどであってもよ
い。そのため、移動サービス端末に第三方インタフェースを配置でき、バックグラウンド
サービスシステムによって、第三方サーバと相互作用し、且つ対応のデータ又はサービス
を取得する。
【００７９】
　検索するフライトが既に搭乗口を分配したかどうか判断する（Ｓ３１７）。搭乗口を分
配すれば、フライトの搭乗口情報により、予めに設置された屋内の位置決めのナビゲーシ
ョンネットワークを通して、例えば、前期に出願者が開発されたＲＦＩＤ／ＩＲＩＦ位置
決めの技術（ＩＤ識別装置及び識別方法と使用方法、特許番号が２００８１００２７３０
８.Ｘであり、その全文を本発明に組み込み、参考として使用する）、地磁気位置決めの
技術（目標位置決め方法及びシステム、特許出願番号が２０１３１０３５０２０９．６で
ある）及び端末メモリのナビゲーションビル地図で、移動サービス端末がカレント位置、
及び搭乗口までのナビゲーション路線を確定し、且つナビゲーション路線の路程を確定し
て、搭乗口まで掛かり時間を見積もって、旅客を案内して、ナビゲーション機能を利用し
て所在する搭乗口に届く（Ｓ３１８）。
【００８０】
　路線の確定は、位置決めの方法に確定される。例えば、ＲＦＩＤ／ＩＲＩＦ位置決めの
ネットワークを利用する場合、空港で大量のＲＦＩＤ／ＩＲＩＦノートを設置する。設置
する時、各ノートの位置が決められ、それらの間の距離もそれに伴って確定される。従っ
て、路線が確定された後、路線のノートの数量を計算することを通して、予めに設置され
た各ノート間の距離により、路線の路程を確定できる。また、作成されたナビゲーション
ビル内の地図により、計算して路程を取得することもできる。
【００８１】
　以下のように移動サービス端末の案内方式を説明する。ユーザのカレント位置及び確定
された搭乗口により、地図検索エンジンでカレント位置から搭乗口までの路線計画を計算
して、文字、音声又は画像などの形式で路線計画をユーザに提示する。例えば、何メート
ルを前に歩いて、その後、何メートル先を左側へ曲がって（又は右側へ曲がる）、更に何
メートル直行して搭乗口に届くなどである。一般的な最短路線計画方法で路線（例えば、
地図に基づいて、最短路線を検索するという算法で実現する）を確定できる。
【００８２】
　図５は、本発明の一つの実施形態の空港移動サービス端末に表示されたフライトが正常
状態にある画面である。図５を参照して、システムのフライトが正常状態にある時、表示
された状態が次のとおりである。スクリーン画面は、システムの言語：中国語、フライト
番号：ＺＨ６７８９、フライト状態：正常、ローカル天気：晴れのち曇り、目的地の天気
：にわか雨；予定搭乗の時間：１２：３２、搭乗口：Ａ１３１を含む。また、スクリーン
にもフライトの詳細状況と、搭乗口へナビゲーションする、レンタカー、ホテル、観光名
所のメニューを含む。
【００８３】
　図６と図７は、本発明の一つの実施形態の空港移動サービス端末が路線を計画して、ナ
ビゲーション提示を行う図である。次は、移動サービス端末が旅客に空港貴賓室から搭乗
口までの路線を提示することを例として説明する。上記の方法により、空港貴賓室から搭
乗口までの路線を確定した後、移動サービス端末に立体のナビゲーションビル地図を表示
して、移動サービス端末のカレント位置（開始点とする）を表示して、開始点の位置から
、約３２メートル先を左側へ曲がって、その後、約２メートル先を左側へ曲がって、次に
、約１１メートル先を右側へ曲がって、更に、約３メートル先を右側へ曲がって、最終に
終点に届くということを文字で提示する。
【００８４】
　また、移動サービス端末が屋内のリアルタイム位置決めをすることにより、ナビゲーシ
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ョン提示を不断に更新することができる。もしくは、予定時間ごとにナビゲーション提示
を更新する。旅客が新しいＲＦＩＤ／ＩＲＩＤのノードに届くたびに、その位置と対応の
路線を改めて確定する。もとの設置路線（ノートがもとの路線にある）を外れない場合、
上記の過程を重複し、改めて位置決めた後、続いてもとの路線によって、ナビゲーション
提示を行って、もとの設置路線を外れれば、上記の方法によって、路線、路程、予定時間
を改めて確定し、ナビゲーション提示を行う。これらは、室外のＧＰＳナビゲーションの
方法と同じである。具体の実現について、従来の自動車ナビゲーションシステムと類似す
る方式を採用できる。
【００８５】
　屋内の位置決めシステムを通して、搭乗口に届いたことを判断した後、旅客に使用され
た移動サービス端末が旅客に提示を与え、旅客が移動サービス端末へ確認指示を入力した
後、ナビゲーションが終了される。
【００８６】
　ナビゲーションの過程において、無線移動端末が計画路線を外れれば、無線移動端末が
提示を出して、無線移動端末のカレント位置と確認された搭乗口により、新路線を改めて
計画し、旅客へ提示を出す。
【００８７】
　上記は、本発明の幾つの具体的な実施形態についての詳しい説明である。当業者は、本
発明の実質及び精神から遊離しない範囲において、様々な変形や変更を行なうことができ
、これらは本発明の保護範囲に属する。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】



(18) JP 2018-504661 A 2018.2.15

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年6月16日(2017.6.16)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動サービス端末及びバックグラウンドサービスシステムを含み、
　前記移動サービス端末は、ユーザデータを取得し、該ユーザデータに対して検証と解析
を行って、該ユーザのフライト番号情報を取得するように構成され、
　前記バックグラウンドサービスシステムは、前記移動サービス端末から送信したリクエ
ストに応答して、前記移動サービス端末と相互作用し、且つサービスデータを提供するよ
うに構成され、
　前記移動サービス端末は、更に前記バックグラウンドサービスシステムと相互作用して
、前記フライト番号情報を検証し、対応のフライトを確認し、前記移動サービス端末の屋
内リアルタイム位置決め情報を作成するとともに、前記サービスデータとリアルタイム位
置決め情報により、前記移動サービス端末の現在位置から対応のフライト搭乗口又は指定
位置までのナビゲーション提示を提供するように構成されることを特徴とする移動セルフ
サービスシステム。
【請求項２】
　前記移動サービス端末は、情報収集ユニット、情報処理ユニット、インタフェースユニ
ット、表示ユニット、ナビゲーションユニット、位置決めユニット及び放送ユニットを含
み、
　前記情報収集ユニットは、カメラ又はスキャン装置、速度センサー及び情報入力装置を
含み、前記カメラは旅客の証明書又は搭乗券を撮るように構成され、前記スキャン装置は
旅客の証明書又は搭乗券をスキャンするように構成され、前記速度センサーは前記移動サ
ービス端末の移動速度を取得するように構成され、前記情報入力装置はユーザが情報を入
力するように構成され、
　前記情報処理ユニットは、受信したバックグラウンドサービスシステムのデータに対し
て処理を行って、前記移動サービス端末のニーズに適合するデータ情報を取得するように
構成され、
　前記インタフェースユニットは、前記移動サービス端末と前記バックグラウンドサービ
スシステムとの間のデータ交換のためのインタフェースを提供するように構成され、
前記表示ユニットは、前記情報処理ユニットにより処理された後のデータを前記移動サー
ビス端末へ表示するように構成され、
　前記ナビゲーションユニットは、前記移動サービス端末の現在位置からフライトデータ
と対応するフライト搭乗口又は指定位置までのナビゲーション提示を提供するように構成
され、
　前記位置決めユニットは、前記移動サービス端末に屋内位置決めを行って、及び／或い
は位置決めを行う同時にマップを作成するように構成され、
　前記放送ユニットは、サービスデータ情報と前記ナビゲーション提示の情報を放送する
ように構成されることを特徴とする、請求項１に記載の移動セルフサービスシステム。
【請求項３】
　前記ナビゲーションユニットは、フライトの搭乗口情報により、予めに設置された屋内
位置決めネットワーク及び前記移動サービス端末に保存されたターミナルマップによって
、前記移動サービス端末の現在位置、及び前記移動サービス端末から搭乗口までの経路長
さＤを確定し、前記移動サービス端末に搭載された速度センサーで測定した速度Ｖによっ
て、推定された移動時間Ｔを確定するように構成されることを特徴とする、請求項２に記
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載の移動セルフサービスシステム。
【請求項４】
　前記屋内位置決めネットワークは、複数の位置決めノートを含み、前記移動サービス端
末のナビゲーションユニットは、前記位置決めノートと相互作用して現在位置を取得する
とともに、前記ターミナルマップによって前記移動サービス端末から搭乗口までの経路を
確定するように構成されることを特徴とする、請求項３に記載の移動セルフサービスシス
テム。
【請求項５】
　前記バックグラウンドサービスシステムは、第一サーバ、第二サーバ及び第三サーバを
含み、
　前記第一サーバは、前記移動サービス端末のユーザデータを検証し、解析処理を行って
、該ユーザのフライト番号情報を取得するとともに、前記フライト番号情報を検証して対
応のフライト基礎情報及びフライト情報を提供するように構成され、
　前記第二サーバは、出発地、経由地及び目的地の関連情報を提供するように構成され、
　前記第三サーバは、ターミナルマップ情報及び位置情報を提供するように構成されるこ
とを特徴とする、請求項２に記載の移動セルフサービスシステム。
【請求項６】
　前記インタフェースユニットは、第一インタフェース、第二インタフェース及び第三イ
ンタフェースを含み、
　前記第一インタフェースは、前記第一サーバから提供するフライト基礎情報及びフライ
ト情報を受信するように構成され、
　前記第二インタフェースは、前記第二サーバから提供する出発地、経由地及び目的地の
関連情報を受信するように構成され、
　前記第三インタフェースは、前記第三サーバから提供するターミナルマップ情報及び位
置情報を受信するように構成されることを特徴とする、請求項５に記載の移動セルフサー
ビスシステム。
【請求項７】
　Ａ、移動サービス端末が取得したユーザデータに対して検証と解析を行って、該ユーザ
のフライト番号情報及び対応のフライトを取得するステップと、
　Ｂ、前記移動サービス端末がバックグラウンドサービスシステムと相互作用してサービ
スデータを取得するステップと、
　Ｃ、前記移動サービス端末が、前記移動サービス端末の屋内リアルタイム位置決め情報
を作成するとともに、前記ユーザデータ及び前記リアルタイム位置決め情報によって、前
記移動サービス端末の現在位置から対応するフライト搭乗口又は指定位置までの少なくと
も一つの経路を提供して、ナビゲーション提示を行うステップと、
を含むことを特徴とする移動セルフサービス方法。
【請求項８】
　前記ステップＡの前に、直接に前記移動サービス端末のメニューオプションによって、
問い合わせ操作サービスを提供して、ユーザにチャンネル情報を取得させており、前記チ
ャンネル情報が、航空券、レンタカー、ホテル、観光名所、天気、時間、ニュース、映画
、読書、金融、ゲーム及び／或いはスポーツ情報を含むことを特徴とする、請求項７に記
載の移動セルフサービス方法。
【請求項９】
　前記ユーザデータは、前記移動サービス端末の移動速度を含み、前記移動セルフサービ
ス方法は、前記移動速度と移動経路によって、前記移動サービス端末のユーザにナビゲー
ション提示を提供することを含むことを特徴とする、請求項７に記載の移動セルフサービ
ス方法。
【請求項１０】
　前記移動サービス端末が取得したユーザデータは、フライト番号及びユーザの身分情報
をさらに含むことを特徴とする、請求項９に記載の移動セルフサービス方法。
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【請求項１１】
　前記移動サービス端末は、その第一インタフェースによって前記バックグラウンドサー
ビスシステムの第一サーバと接続してフライト基礎情報とフライト情報を取得しており、
　前記フライト基礎情報は、フライト番号、航空会社のアイコン、出発地／経由地／目的
地、予定離陸時間を含み、
　前記フライト情報は、有効的なフライト情報及び無効的なフライト情報を含み、
　前記有効的なフライト情報は、正常、搭乗、すぐ搭乗、遅延などの状態で具体的なフラ
イトの搭乗口、搭乗時間、遅延時間、離陸時間、搭乗口の変更、座席番号の情報を含み、
　前記無効的なフライト情報は、キャンセル済み、搭乗終了済み、離陸済み、フライト不
存在、ネットワーク中断の情報を含むことを特徴とする、請求項１０に記載の移動セルフ
サービス方法。
【請求項１２】
　前記移動サービス端末は、その第二インタフェースによって、前記バックグラウンドサ
ービスシステムの第二サーバと接続して出発地／経由地／目的地の関連情報を取得してお
り、
　前記出発地／経由地／目的地の関連情報は、天気、時間、観光名所、レンタカーを含む
ことを特徴とする、請求項７～１１の何れかの一項に記載の移動セルフサービス方法。
【請求項１３】
　前記ステップＣがナビゲーション提示を行うことは、フライト情報に含まれた搭乗口の
情報及び移動端末に保存されたターミナルマップ、或いは第三インタフェースによって第
三サーバから取得したターミナルマップによって、前記移動サービス端末の現在位置を確
定し、前記移動サービス端末から予定搭乗口までの経路提示を提供することを含むことを
特徴とする、請求項１１に記載の移動セルフサービス方法。
【請求項１４】
　更に、前記移動サービス端末から搭乗口までの移動時間Ｔを推定し、前記移動サービス
端末を通して、該移動時間Ｔの提示を出すステップを含むことを特徴とする、請求項１３
に記載の移動セルフサービス方法。
【請求項１５】
　前記移動時間Ｔを推定方法は、
　マップ及び屋内位置決めネットワークにより、前記移動サービス端末から搭乗口までの
少なくとも一つの走行経路を取得して、該走行経路の経路長さＤを確定するステップと、
　取得した移動サービス端末の移動速度によって、平均移動速度Ｖを確定するステップと
、
　前記経路長さＤ及び平均移動速度Ｖによって、推定された移動時間Ｔを確定するステッ
プと、を含むことを特徴とする、請求項１４に記載の移動セルフサービス方法。
【手続補正書】
【提出日】平成29年6月20日(2017.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動サービス端末及びバックグラウンドサービスシステムを含み、
　前記移動サービス端末は、ユーザデータを取得し、該ユーザデータに対して検証と解析
を行って、該ユーザのフライト番号情報を取得するように構成され、
　前記バックグラウンドサービスシステムは、前記移動サービス端末から送信したリクエ
ストに応答して、前記移動サービス端末と相互作用し、且つサービスデータを提供するよ
うに構成され、
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　前記移動サービス端末は、更に前記バックグラウンドサービスシステムと相互作用して
、前記フライト番号情報を検証し、対応のフライトを確認し、前記移動サービス端末の屋
内リアルタイム位置決め情報を作成するとともに、前記サービスデータとリアルタイム位
置決め情報により、前記移動サービス端末の現在位置から対応のフライト搭乗口又は指定
位置までのナビゲーション提示を提供するように構成されることを特徴とする移動セルフ
サービスシステム。
【請求項２】
　前記移動サービス端末は、情報収集ユニット、情報処理ユニット、インタフェースユニ
ット、表示ユニット、ナビゲーションユニット、位置決めユニット及び放送ユニットを含
み、
　前記情報収集ユニットは、カメラ又はスキャン装置、速度センサー及び情報入力装置を
含み、前記カメラは旅客の証明書又は搭乗券を撮るように構成され、前記スキャン装置は
旅客の証明書又は搭乗券をスキャンするように構成され、前記速度センサーは前記移動サ
ービス端末の移動速度を取得するように構成され、前記情報入力装置はユーザが情報を入
力するように構成され、
　前記情報処理ユニットは、受信したバックグラウンドサービスシステムのデータに対し
て処理を行って、前記移動サービス端末のニーズに適合するデータ情報を取得するように
構成され、
　前記インタフェースユニットは、前記移動サービス端末と前記バックグラウンドサービ
スシステムとの間のデータ交換のためのインタフェースを提供するように構成され、
前記表示ユニットは、前記情報処理ユニットにより処理された後のデータを前記移動サー
ビス端末へ表示するように構成され、
　前記ナビゲーションユニットは、前記移動サービス端末の現在位置からフライトデータ
と対応するフライト搭乗口又は指定位置までのナビゲーション提示を提供するように構成
され、
　前記位置決めユニットは、前記移動サービス端末に屋内位置決めを行って、及び／或い
は位置決めを行う同時にマップを作成するように構成され、
　前記放送ユニットは、サービスデータ情報と前記ナビゲーション提示の情報を放送する
ように構成されることを特徴とする、請求項１に記載の移動セルフサービスシステム。
【請求項３】
　前記ナビゲーションユニットは、フライトの搭乗口情報により、予めに設置された屋内
位置決めネットワーク及び前記移動サービス端末に保存されたターミナルマップによって
、前記移動サービス端末の現在位置、及び前記移動サービス端末から搭乗口までの経路長
さＤを確定し、前記移動サービス端末に搭載された速度センサーで測定した速度Ｖによっ
て、推定された移動時間Ｔを確定するように構成されることを特徴とする、請求項２に記
載の移動セルフサービスシステム。
【請求項４】
　前記屋内位置決めネットワークは、複数の位置決めノートを含み、前記移動サービス端
末のナビゲーションユニットは、前記位置決めノートと相互作用して現在位置を取得する
とともに、前記ターミナルマップによって前記移動サービス端末から搭乗口までの経路を
確定するように構成されることを特徴とする、請求項３に記載の移動セルフサービスシス
テム。
【請求項５】
　前記バックグラウンドサービスシステムは、第一サーバ、第二サーバ及び第三サーバを
含み、
　前記第一サーバは、前記移動サービス端末のユーザデータを検証し、解析処理を行って
、該ユーザのフライト番号情報を取得するとともに、前記フライト番号情報を検証して対
応のフライト基礎情報及びフライト情報を提供するように構成され、
　前記第二サーバは、出発地、経由地及び目的地の関連情報を提供するように構成され、
　前記第三サーバは、ターミナルマップ情報及び位置情報を提供するように構成されるこ
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とを特徴とする、請求項２～４の何れかに記載の移動セルフサービスシステム。
【請求項６】
　前記インタフェースユニットは、第一インタフェース、第二インタフェース及び第三イ
ンタフェースを含み、
　前記第一インタフェースは、前記第一サーバから提供するフライト基礎情報及びフライ
ト情報を受信するように構成され、
　前記第二インタフェースは、前記第二サーバから提供する出発地、経由地及び目的地の
関連情報を受信するように構成され、
　前記第三インタフェースは、前記第三サーバから提供するターミナルマップ情報及び位
置情報を受信するように構成されることを特徴とする、請求項５に記載の移動セルフサー
ビスシステム。
【請求項７】
　Ａ、移動サービス端末が取得したユーザデータに対して検証と解析を行って、該ユーザ
のフライト番号情報及び対応のフライトを取得するステップと、
　Ｂ、前記移動サービス端末がバックグラウンドサービスシステムと相互作用してサービ
スデータを取得するステップと、
　Ｃ、前記移動サービス端末が、前記移動サービス端末の屋内リアルタイム位置決め情報
を作成するとともに、前記ユーザデータ及び前記リアルタイム位置決め情報によって、前
記移動サービス端末の現在位置から対応するフライト搭乗口又は指定位置までの少なくと
も一つの経路を提供して、ナビゲーション提示を行うステップと、
を含むことを特徴とする移動セルフサービス方法。
【請求項８】
　前記ステップＡの前に、直接に前記移動サービス端末のメニューオプションによって、
問い合わせ操作サービスを提供して、ユーザにチャンネル情報を取得させており、前記チ
ャンネル情報が、航空券、レンタカー、ホテル、観光名所、天気、時間、ニュース、映画
、読書、金融、ゲーム及び／或いはスポーツ情報を含むことを特徴とする、請求項７に記
載の移動セルフサービス方法。
【請求項９】
　前記ユーザデータは、前記移動サービス端末の移動速度を含み、前記移動セルフサービ
ス方法は、前記移動速度と移動経路によって、前記移動サービス端末のユーザにナビゲー
ション提示を提供することを含むことを特徴とする、請求項７または請求項８に記載の移
動セルフサービス方法。
【請求項１０】
　前記移動サービス端末が取得したユーザデータは、フライト番号及びユーザの身分情報
をさらに含むことを特徴とする、請求項７～９の何れかに記載の移動セルフサービス方法
。
【請求項１１】
　前記移動サービス端末は、その第一インタフェースによって前記バックグラウンドサー
ビスシステムの第一サーバと接続してフライト基礎情報とフライト情報を取得しており、
　前記フライト基礎情報は、フライト番号、航空会社のアイコン、出発地／経由地／目的
地、予定離陸時間を含み、
　前記フライト情報は、有効的なフライト情報及び無効的なフライト情報を含み、
　前記有効的なフライト情報は、正常、搭乗、すぐ搭乗、遅延などの状態で具体的なフラ
イトの搭乗口、搭乗時間、遅延時間、離陸時間、搭乗口の変更、座席番号の情報を含み、
　前記無効的なフライト情報は、キャンセル済み、搭乗終了済み、離陸済み、フライト不
存在、ネットワーク中断の情報を含むことを特徴とする、請求項７～１０の何れかに記載
の移動セルフサービス方法。
【請求項１２】
　前記移動サービス端末は、その第二インタフェースによって、前記バックグラウンドサ
ービスシステムの第二サーバと接続して出発地／経由地／目的地の関連情報を取得してお
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り、
　前記出発地／経由地／目的地の関連情報は、天気、時間、観光名所、レンタカーを含む
ことを特徴とする、請求項７～１１の何れかの一項に記載の移動セルフサービス方法。
【請求項１３】
　前記ステップＣがナビゲーション提示を行うことは、フライト情報に含まれた搭乗口の
情報及び移動端末に保存されたターミナルマップ、或いは第三インタフェースによって第
三サーバから取得したターミナルマップによって、前記移動サービス端末の現在位置を確
定し、前記移動サービス端末から予定搭乗口までの経路提示を提供することを含むことを
特徴とする、請求項７～１２の何れかに記載の移動セルフサービス方法。
【請求項１４】
　更に、前記移動サービス端末から搭乗口までの移動時間Ｔを推定し、前記移動サービス
端末を通して、該移動時間Ｔの提示を出すステップを含むことを特徴とする、請求項７～
１３の何れかに記載の移動セルフサービス方法。
【請求項１５】
　前記移動時間Ｔを推定方法は、
　マップ及び屋内位置決めネットワークにより、前記移動サービス端末から搭乗口までの
少なくとも一つの走行経路を取得して、該走行経路の経路長さＤを確定するステップと、
　取得した移動サービス端末の移動速度によって、平均移動速度Ｖを確定するステップと
、
　前記経路長さＤ及び平均移動速度Ｖによって、推定された移動時間Ｔを確定するステッ
プと、を含むことを特徴とする、請求項１４に記載の移動セルフサービス方法。
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