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(57)【要約】
荷積みドック及び設備動作を監視及び管理する方法及び
装置が開示される。例示的装置は、トラックトレーラが
マテリアルハンドリング設備のドックに存在するかどう
かを示す第１のデータを監視し、ドックにあるドアに関
連付けられた条件を示す、第１のデータとは異なる第２
のデータを監視するデータアナライザを含む。装置は、
第１のデータ及び第２のデータに基づいて通知を生成す
る通知ジェネレータをさらに含む。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する装置であって、
　　トラックトレーラが前記マテリアルハンドリング設備のドックに存在するかどうかを
示す第１のデータを監視し、
　　前記ドックにある機器に関連付けられた条件を示す、前記第１のデータとは異なる第
２のデータを監視する
　データアナライザと、
　前記第１のデータ及び前記第２のデータに基づいて通知を生成する通知ジェネレータと
、
を備える装置。
【請求項２】
　前記第１のデータが、第１のデータソースによって生成され、前記第２のデータが、第
２のデータソースによって生成され、前記第１のデータソースが、前記第２のデータソー
スとは異なり、前記第１のデータソースが、前記ドックにある第１のセンサ、前記ドック
にある車両拘束装置、前記ドックにあるレベラ、ライトインジケータ、又は前記マテリア
ルハンドリング設備に関連付けられたドック管理システムに対するデータベースのうちの
少なくとも１つに対応し、前記第２のデータソースが、前記第１のセンサとは異なる前記
ドックにある第２のセンサ、前記車両拘束装置、前記レベラ、前記ライトインジケータ、
又は前記データベースのうちの少なくとも１つに対応する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、ドアの
動作を監視し、前記条件が、前記ドアが非閉鎖状態にあるかどうかに対応し、前記通知ジ
ェネレータは、前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前記第１のデータが示し、
前記ドアが前記非閉鎖状態にあることを前記第２のデータが示すとき、前記通知を生成し
、前記通知が、前記ドアに関連付けられた落下の危険を示す、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記データアナライザは、前記ドアとは異なるバリアが前記非閉鎖状態にある前記ドア
に関連付けられた出入口の通過を阻止しているかどうかを示す第３のデータを監視し、前
記装置が、前記バリアが前記出入口の通過を阻止していることを前記第３のデータが示す
とき、前記通知の生成を抑制するイベントアナライザをさらに含む、請求項３に記載の装
置。
【請求項５】
　前記第２のデータソースが、前記ライトインジケータに対応し、前記ライトインジケー
タが、前記車両拘束装置が係合位置にある第１の状態と、前記車両拘束装置が格納位置に
ある第２の状態との間で切り換わり、前記車両拘束装置は、前記車両拘束装置が前記係合
位置にあるとき、前記ドックにある前記トレーラに係合し、前記ライトインジケータは、
前記車両が前記係合位置にあるか、それとも前記格納位置にあるかにかかわらず、前記車
両拘束装置がオーバーライドモードにされたとき、前記第１の状態に切り換わり、前記通
知ジェネレータは、（１）前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前記第１のデー
タが示すこと、及び（２）前記車両拘束装置が前記オーバーライドモードにあることに関
連して、前記ライトインジケータが前記第１の状態にあることを前記第２のデータが示す
ことに応答して、前記通知を生成し、前記通知は、前記ライトインジケータが前記第１の
状態にあったとき、前記トレーラが前記ドックから出されたことを示す、請求項２に記載
の装置。
【請求項６】
　前記第２のデータソースが、前記データベースに対応し、前記データベースが、前記マ
テリアルハンドリング設備の異なるドックへの異なるトレーラの割当てを示すドック管理
データを記憶し、前記通知ジェネレータは、前記ドックにトレーラが割り当てられていな
いことを前記第２のデータが示すときに、前記トレーラが前記ドックに存在することを前
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記第１のデータが示すことに応答して、前記通知を生成し、前記通知が、前記トレーラが
誤ったドックにあることを示す、請求項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、前記ド
ックにある前記トレーラ内の活動を監視し、前記条件が、前記トレーラ内で感知された活
動のない持続時間に対応し、前記通知ジェネレータが、前記持続時間が閾値を超過したこ
とに応答して、前記通知を生成する、請求項２に記載の装置。
【請求項８】
　前記データアナライザが、前記ドックに関連付けられた第１の機器の動作を可能にする
手動開始式アクチュエータのユーザ起動を示す第３のデータを監視し、前記第２のデータ
ソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、前記第１の機器の前記動作
と連動関係にある第２の機器の状態を監視し、前記条件が、前記第２の機器の前記状態が
前記連動関係に基づいて前記第１の機器の前記動作を防止するかどうかに対応し、前記通
知ジェネレータは、前記第２の機器の前記状態が前記第１の機器の前記動作を防止するこ
とを前記第２のデータが示すとき、前記ユーザ起動に応答して前記通知を生成する、請求
項２に記載の装置。
【請求項９】
　前記通知ジェネレータが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドックの近傍に位置
する画面に描画する、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記通知ジェネレータが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドックから離れたデ
バイスによってアクセスされるウェブページに描画する、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　データベースにイベントをログするイベントロガーをさらに含み、前記イベントが、前
記通知の内容に関連付けられている、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する装置であって、
　　前記マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアが非閉鎖状態にあることを示
す第１のデータを監視し、
　　前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口における人物又は物体のうち
の少なくとも１つの通過を示す第２のデータを監視する
　データアナライザと、
　前記ドアが前記非閉鎖状態にあることを前記第１のデータが示す持続時間中に、前記出
入口における前記人物又は前記物体のうちの少なくとも１つの通過がないことを前記第２
のデータが示すことに応答して、通知を生成する通知ジェネレータであり、前記通知が前
記ドアの誤起動を示す、通知ジェネレータと、
を備える装置。
【請求項１３】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する装置であって、
　前記マテリアルハンドリング設備の複数のドックに関連付けられたドックデータを集約
するデータベースであり、前記ドックデータが、（１）前記複数のドックに関連付けられ
た機器の動作状態の指示、（２）前記複数のドックに関連付けられたセンサからのフィー
ドバックに基づいた前記複数のドックの近傍における職員の活動の指示、及び（３）前記
複数のドックのうちの１つで荷積み又は荷降しのうちの少なくとも１つが行われるトレー
ラに関連付けられた積荷情報を含む、データベースと、
　　前記複数のドックに対応する複数のドックアイコンを描画し、
　　ユーザが前記複数のドックアイコンのうちの第１のドックアイコンを選択したことに
応答して、前記ユーザが選択するためのオプションのメニューを描画し、前記メニューに
提示される前記オプションが、前記ドックデータに基づいて動的に更新される、
　通知ジェネレータと、
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を備える装置。
【請求項１４】
　前記通知ジェネレータは、前記複数のドックのうちの第１のドックに第１のトレーラが
存在することを示す前記ドックデータに応答して、
　前記複数のドックアイコンのうち、前記第１のドックに対応する第１のドックアイコン
に隣り合って、トラックトレーラを表す形状を有するトレーラアイコンを描画し、
　前記第１のトレーラに関連付けられた前記積荷情報にアクセスするための第１のオプシ
ョンを含むように、前記メニューに提示される前記オプションを更新する、請求項１３に
記載の装置。
【請求項１５】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコン内のタイミングインジケータを動的に
更新し、前記タイミングインジケータは、前記第１のトレーラが前記第１のドックに位置
している持続時間を示す、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記タイミングインジケータが、前記持続時間に対応するタイマ値を含む、請求項１５
に記載の装置。
【請求項１７】
　前記タイミングインジケータが、前記トレーラアイコンの第２の部分とは異なる色で描
画された前記トレーラアイコンの第１の部分に対応するプログレスバーを含み、前記第１
の部分が、前記持続時間に比例してサイズが増大する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１の部分は、前記持続時間が延滞料金期間に対応する閾値期間を超過したとき、
前記トレーラアイコンの全体に対応する、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコン内に予約時間インジケータを描画し、
前記予約時間インジケータが、前記第１のトレーラに対して予定された予約の時間を示す
、請求項１４に記載の装置。
【請求項２０】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコン内に予約カウントダウンを描画し、前
記予約カウントダウンが、前記予定された予約までに残っている時間を示す、請求項１９
に記載の装置。
【請求項２１】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコンに隣り合って積込み状態インジケータ
を描画し、前記積込み状態インジケータが、前記第１のトレーラの中又は外へ貨物を動か
す進捗状態を示し、前記進捗状態が、開始前、貨物上で待機、部分的に完了、又は完了の
うちの少なくとも１つに対応する、請求項１４に記載の装置。
【請求項２２】
　前記通知ジェネレータは、
　前記第１のトレーラが実際の積荷に関連付けられていることを示すドックデータに応答
して、前記トレーラアイコンの隣にトラクタユニットアイコンを描画し、トラクタユニッ
トが前記第１のトレーラに連結されたことを図示し、
　前記第１のトレーラが納入された積荷に関連付けられていることを示すドックデータに
応答して、前記トレーラアイコンに隣り合って納入状態インジケータを描画し、前記納入
状態インジケータが、前記第１のトレーラがトレーラヤードへ動かされるべきか、それと
も前記第１のドックに留まるべきかを示す、請求項１４に記載の装置。
【請求項２３】
　前記通知ジェネレータは、前記第１のトレーラが温度制御されていることを前記積荷情
報が示すとき、前記トレーラアイコン又は前記トラクタユニットアイコンのうちの少なく
とも１つの外観を修正する、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
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　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコンに隣り合って相互ドック状態インジケ
ータを描画し、前記相互ドック状態インジケータが、（１）前記第１のトレーラ内の貨物
が異なるトレーラへ動かされるべきであること、又は（２）前記異なるトレーラ内の貨物
が前記第１のトレーラへ動かされるべきであることのうちの少なくとも１つを示す、請求
項１４に記載の装置。
【請求項２５】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコンに隣り合って積荷方向インジケータを
描画し、前記積荷方向インジケータは、前記第１のトレーラが、前記第１のトレーラ上の
貨物が荷降されるべき入ってくる積荷に関連付けられているか、それとも前記第１のトレ
ーラ上へ貨物が荷積みされるべき出ていく積荷に関連付けられているかを示す、請求項１
４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコンに隣り合って優先度インジケータを描
画し、前記優先度インジケータが、前記第１のトレーラの優先度を示す、請求項１４に記
載の装置。
【請求項２７】
　前記優先度インジケータが、第１の優先度を示す第１の外観と、前記第１の優先度より
大きい第２の優先度を示す第２の外観との間で切り換わる、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記通知ジェネレータは、前記第１のトレーラが入ってくる積荷に関連付けられている
ことを示す前記ドックデータに応答して、前記トレーラアイコン内に積荷カウンタを描画
し、前記積荷カウンタが、前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの総数
を示す、請求項２４に記載の装置。
【請求項２９】
　前記トレーラ内で検出された前記活動に基づいて、前記第１のトレーラから除去される
べき貨物ユニットの残りの数を判定するイベントアナライザをさらに含み、前記通知ジェ
ネレータが、前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの前記残りの数を示
すように、前記積荷カウンタを動的に更新し、前記残りの数が、前記総数とともに描画さ
れる、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコンに隣り合って、運送業者コード又はト
レーラ番号のうちの少なくとも１つを描画する、請求項２４に記載の装置。
【請求項３１】
　前記通知ジェネレータは、
　前記複数のドックアイコンのうちの対応するドックアイコンに隣り合って複数の拘束信
号アイコンを描画し、前記複数の拘束信号アイコンが、前記ドックのうちの対応するドッ
クにおける対応する車両拘束装置の状態を表し、前記車両拘束装置の状態が、前記複数の
ドックのうちの対応するドックで前記車両拘束装置がトレーラに係合された第１の状態、
及び前記車両拘束装置が格納位置にある第２の状態を含み、
　前記対応する車両拘束装置の前記状態に基づいて、赤色光の表示と緑色光の表示との間
で前記複数の拘束信号アイコンを動的に切り換え、前記赤色光が、前記第１の状態を示し
、前記緑色光が、前記第２の状態を示す、請求項１３に記載の装置。
【請求項３２】
　前記通知ジェネレータが、前記ドックデータに基づいて、前記複数のドックのうちの対
応するドックの状態の変化を表すように、前記複数のドックアイコンを動的に切り換える
、請求項１３に記載の装置。
【請求項３３】
　命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、実行されたとき、プ
ロセッサに少なくとも、
　トラックトレーラが前記マテリアルハンドリング設備のドックに存在するかどうかを示
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す第１のデータを監視させ、
　前記ドックにある機器に関連付けられた条件を示す、前記第１のデータとは異なる第２
のデータを監視させ、
　前記第１のデータ及び前記第２のデータに基づいて通知を生成させる、非一時的コンピ
ュータ可読媒体。
【請求項３４】
　前記第１のデータが、第１のデータソースによって生成され、前記第２のデータが、第
２のデータソースによって生成され、前記第１のデータソースが、前記第２のデータソー
スとは異なり、前記第１のデータソースが、前記ドックにある第１のセンサ、前記ドック
にある車両拘束装置、前記ドックにあるレベラ、ライトインジケータ、又は前記マテリア
ルハンドリング設備に関連付けられたドック管理システムに対するデータベースのうちの
少なくとも１つに対応し、前記第２のデータソースが、前記第１のセンサとは異なる前記
ドックにある第２のセンサ、前記車両拘束装置、前記レベラ、前記ライトインジケータ、
又は前記データベースのうちの少なくとも１つに対応する、請求項３３に記載の非一時的
コンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、ドアの
動作を監視し、前記条件は、前記ドアが非閉鎖状態にあるかどうかに対応し、前記命令は
、さらに前記プロセッサに、前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前記第１のデ
ータが示し、前記ドアが前記非閉鎖状態にあることを前記第２のデータが示すとき、前記
通知を生成させ、前記通知が、前記ドアに関連付けられた落下の危険を示す、請求項３４
に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３６】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、
　前記ドアとは異なるバリアが前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口の
通過を阻止しているかどうかを示す第３のデータを監視させ、
　前記バリアが前記出入口の通過を阻止していることを前記第３のデータが示すとき、前
記通知の生成を抑制させる、請求項３５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　前記第２のデータソースが、前記ライトインジケータに対応し、前記ライトインジケー
タは、前記車両拘束装置が係合位置にある第１の状態と、前記車両拘束装置が格納位置に
ある第２の状態との間で切り換わり、前記車両拘束装置は、前記車両拘束装置が前記係合
位置にあるとき、前記ドックにある前記トレーラに係合し、前記ライトインジケータは、
前記車両が前記係合位置にあるか、それとも前記格納位置にあるかにかかわらず、前記車
両拘束装置がオーバーライドモードにされたとき、前記第１の状態に切り換わり、前記命
令は、さらに前記プロセッサに、（１）前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前
記第１のデータが示すこと、及び（２）前記車両拘束装置が前記オーバーライドモードに
あることに関連して、前記ライトインジケータが前記第１の状態にあることを前記第２の
データが示すことに応答して、前記通知を生成させ、前記通知は、前記ライトインジケー
タが前記第１の状態にあったとき、前記トレーラが前記ドックから出されたことを示す、
請求項３４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３８】
　前記第２のデータソースが、前記データベースに対応し、前記データベースが、前記マ
テリアルハンドリング設備の異なるドックへの異なるトレーラの割当てを示すドック管理
データを記憶し、前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記トレーラが前記ドックに存
在することを前記第１のデータが示し、前記ドックにトレーラが割り当てられていないこ
とを前記第２のデータが示すことに応答して、前記通知を生成させ、前記通知が、前記ト
レーラが誤ったドックにあることを示す、請求項３４に記載の非一時的コンピュータ可読
媒体。
【請求項３９】
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　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、前記ド
ックにある前記トレーラ内の活動を監視し、前記条件が、前記トレーラ内で感知された活
動のない持続時間に対応し、前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記持続時間が閾値
を超過したことに応答して、前記通知を生成させる、請求項３４に記載の非一時的コンピ
ュータ可読媒体。
【請求項４０】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、
　前記ドックに関連付けられた第１の機器の動作を可能にする手動開始式アクチュエータ
のユーザ起動を示す第３のデータを監視させ、前記第２のデータソースが、前記第２のセ
ンサに対応し、前記第２のセンサが、前記第１の機器の前記動作と連動関係にある第２の
機器の状態を監視し、前記条件は、前記第２の機器の前記状態が前記連動関係に基づいて
前記第１の機器の前記動作を防止するかどうかに対応し、
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記第２の機器の前記状態が前記第１の機器の
前記動作を防止することを前記第２のデータが示すとき、前記ユーザ起動に応答して前記
通知を生成させる、請求項３４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項４１】
　前記通知を生成することが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドアの近傍に位置
する画面に描画することを含む、請求項３３に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項４２】
　前記通知を生成することが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドアから離れたデ
バイスによってアクセスされるウェブページに描画することを含む、請求項３３に記載の
非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項４３】
　命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、実行されたとき、プ
ロセスに少なくとも、
　前記マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアが非閉鎖状態にあることを示す
第１のデータを監視させ、
　前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口における人物又は物体のうちの
少なくとも１つの通過を示す第２のデータを監視させ、
　前記ドアが前記非閉鎖状態にあることを前記第１のデータが示し、前記出入口における
前記人物又は前記物体のうちの少なくとも１つの通過がないことを前記第２のデータが示
すことに応答して、通知を生成させ、前記通知が、前記ドアの誤起動を示す、非一時的コ
ンピュータ可読媒体。
【請求項４４】
　命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、実行されたとき、プ
ロセスに少なくとも、
　前記マテリアルハンドリング設備の複数のドックに関連付けられたドックデータを集約
させ、前記ドックデータが、（１）前記複数のドックに関連付けられた機器の動作状態の
指示、（２）前記複数のドックに関連付けられたセンサからのフィードバックに基づいた
前記複数のドックの近傍における職員の活動の指示、及び（３）前記複数のドックのうち
の１つで荷積み又は荷降しのうちの少なくとも１つが行われるトレーラに関連付けられた
積荷情報を含み、
　前記複数のドックに対応する複数のドックアイコンを描画させ、
　ユーザが前記複数のドックアイコンのうちの第１のドックアイコンを選択したことに応
答して、前記ユーザが選択するためのオプションのメニューを描画させ、前記メニューに
提示される前記オプションが、前記ドックデータに基づいて動的に更新される、非一時的
コンピュータ可読媒体。
【請求項４５】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記複数のドックのうちの第１のドックに第１
のトレーラが存在することを示す前記ドックデータに応答して、
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　前記複数のドックアイコンのうち、前記第１のドックに対応する第１のドックアイコン
に隣り合って、トラックトレーラを表す形状を有するトレーラアイコンを描画させ、
　前記第１のトレーラに関連付けられた前記積荷情報にアクセスするための第１のオプシ
ョンを含むように、前記メニューに提示される前記オプションを更新させる、請求項４４
に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項４６】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコン内のタイミングインジケ
ータを動的に更新させ、前記タイミングインジケータは、前記第１のトレーラが前記第１
のドックに位置している持続時間を示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読
媒体。
【請求項４７】
　前記タイミングインジケータが、前記持続時間に対応するタイマ値を含む、請求項４６
に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項４８】
　前記タイミングインジケータが、前記トレーラアイコンの第２の部分とは異なる色で描
画された前記トレーラアイコンの第１の部分に対応するプログレスバーを含み、前記第１
の部分が、前記持続時間に比例してサイズが増大する、請求項４６に記載の非一時的コン
ピュータ可読媒体。
【請求項４９】
　前記第１の部分は、前記持続時間が延滞料金期間に対応する閾値期間を超過したとき、
前記トレーラアイコンの全体に対応する、請求項４８に記載の非一時的コンピュータ可読
媒体。
【請求項５０】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコン内に予約時間インジケー
タを描画させ、前記予約時間インジケータが、前記第１のトレーラに対して予定された予
約の時間を示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５１】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコン内に予約カウントダウン
を描画させ、前記予約カウントダウンが、前記予定された予約までに残っている時間を示
す、請求項５０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５２】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコンに隣り合って積込み状態
インジケータを描画させ、前記積込み状態インジケータが、前記第１のトレーラの中又は
外へ貨物を動かす進捗状態を示し、前記進捗状態が、開始前、貨物上で待機、部分的に完
了、又は完了のうちの少なくとも１つに対応する、請求項４５に記載の非一時的コンピュ
ータ可読媒体。
【請求項５３】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、
　前記第１のトレーラが実際の積荷に関連付けられていることを示すドックデータに応答
して、前記トレーラアイコンの隣にトラクタユニットアイコンを描画させ、トラクタユニ
ットが前記第１のトレーラに連結されたことを図示させ、
　前記第１のトレーラが納入された積荷に関連付けられていることを示すドックデータに
応答して、前記トレーラアイコンに隣り合って納入状態インジケータを描画させ、前記納
入状態インジケータが、前記第１のトレーラがトレーラヤードへ動かされるべきか、それ
とも前記第１のドックに留まるべきかを示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ
可読媒体。
【請求項５４】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記第１のトレーラが温度制御されていること
を前記積荷情報が示すとき、前記トレーラアイコン又は前記トラクタユニットアイコンの
うちの少なくとも１つの外観を修正させる、請求項５３に記載の非一時的コンピュータ可
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読媒体。
【請求項５５】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコンに隣り合って相互ドック
状態インジケータを描画させ、前記相互ドック状態インジケータが、（１）前記第１のト
レーラ内の貨物が異なるトレーラへ動かされるべきであること、又は（２）前記異なるト
レーラ内の貨物が前記第１のトレーラへ動かされるべきであることのうちの少なくとも１
つを示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５６】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコンに隣り合って積荷方向イ
ンジケータを描画させ、前記積荷方向インジケータは、前記第１のトレーラが、前記第１
のトレーラ上の貨物が荷降しされるべき入ってくる積荷に関連付けられているか、それと
も前記第１のトレーラ上へ貨物が荷積みされるべき出ていく積荷に関連付けられているか
を示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５７】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコンに隣り合って優先度イン
ジケータを描画させ、前記優先度インジケータが、前記第１のトレーラの優先度を示す、
請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５８】
　前記優先度インジケータが、第１の優先度を示す第１の外観と、前記第１の優先度より
大きい第２の優先度を示す第２の外観との間で切り換わる、請求項５７に記載の非一時的
コンピュータ可読媒体。
【請求項５９】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記第１のトレーラが入ってくる積荷に関連付
けられていることを示す前記ドックデータに応答して、前記トレーラアイコン内に積荷カ
ウンタを描画させ、前記積荷カウンタが、前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物
ユニットの総数を示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６０】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、
　前記トレーラ内で検出された前記活動に基づいて、前記第１のトレーラから除去される
べき貨物ユニットの残りの数を判定させ、
　前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの前記残りの数を示すように、
前記積荷カウンタを動的に更新させ、前記残りの数が、前記総数とともに描画される、請
求項５９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６１】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコンに隣り合って、運送業者
コード又はトレーラ番号のうちの少なくとも１つを描画させる、請求項４５に記載の非一
時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６２】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、
　前記複数のドックアイコンのうちの対応するドックアイコンに隣り合って複数の拘束信
号アイコンを描画させ、前記複数の拘束信号アイコンが、前記ドックのうちの対応するド
ックにおける対応する車両拘束装置の状態を表し、前記車両拘束装置の状態が、前記複数
のドックのうちの対応するドックで前記車両拘束装置がトレーラに係合された第１の状態
、及び前記車両拘束装置が格納位置にある第２の状態を含み、
　前記対応する車両拘束装置の前記状態に基づいて、赤色光の表示と緑色光の表示との間
で、前記複数の拘束信号アイコンを動的に切り換えさせ、前記赤色光が、前記第１の状態
を示し、前記緑色光が、前記第２の状態を示す、請求項４４に記載の非一時的コンピュー
タ可読媒体。
【請求項６３】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記ドックデータに基づいて、前記複数のドッ
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クのうちの対応するドックの状態の変化を表すように、前記複数のドックアイコンを動的
に切り換えさせる、請求項４４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６４】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する方法であって、
　トラックトレーラが前記マテリアルハンドリング設備のドックに存在するかどうかを示
す第１のデータを監視するステップと、
　前記ドックにある機器に関連付けられた条件を示す、前記第１のデータとは異なる第２
のデータを監視するステップと、
　前記第１のデータ及び前記第２のデータに基づいて通知を生成するステップと、
を含む、方法。
【請求項６５】
　前記第１のデータが、第１のデータソースによって生成され、前記第２のデータが、第
２のデータソースによって生成され、前記第１のデータソースが、前記第２のデータソー
スとは異なり、前記第１のデータソースが、前記ドックにある第１のセンサ、前記ドック
にある車両拘束装置、前記ドックにあるレベラ、ライトインジケータ、又は前記マテリア
ルハンドリング設備に関連付けられたドック管理システムに対するデータベースのうちの
少なくとも１つに対応し、前記第２のデータソースが、前記第１のセンサとは異なる前記
ドックにある第２のセンサ、前記車両拘束装置、前記レベラ、前記ライトインジケータ、
又は前記データベースのうちの少なくとも１つに対応する、請求項６４に記載の方法。
【請求項６６】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、ドアの
動作を監視し、前記条件は、前記ドアが非閉鎖状態にあるかどうかに対応し、前記方法は
、前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前記第１のデータが示し、前記ドアが前
記非閉鎖状態にあることを前記第２のデータが示すとき、前記通知を生成するステップを
さらに含み、前記通知が、前記ドアに関連付けられた落下の危険を示す、請求項６５に記
載の方法。
【請求項６７】
　前記ドアとは異なるバリアが前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口の
通過を阻止しているかどうかを示す第３のデータを監視するステップと、
　前記バリアが前記出入口の通過を阻止していることを前記第３のデータが示すとき、前
記通知の生成を抑制するステップと、
　をさらに含む、請求項６６に記載の方法。
【請求項６８】
　前記第２のデータソースが、前記ライトインジケータに対応し、前記ライトインジケー
タは、前記車両拘束装置が係合位置にある第１の状態と、前記車両拘束装置が格納位置に
ある第２の状態との間で切り換わり、前記車両拘束装置は、前記車両拘束装置が前記係合
位置にあるとき、前記ドックにある前記トレーラに係合し、前記ライトインジケータは、
前記車両が前記係合位置にあるか、それとも前記格納位置にあるかにかかわらず、前記車
両拘束装置がオーバーライドモードにされたとき、前記第１の状態に切り換わり、前記方
法は、（１）前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前記第１のデータが示すこと
、及び（２）前記車両拘束装置が前記オーバーライドモードにあることに関連して、前記
ライトインジケータが前記第１の状態にあることを前記第２のデータが示すことに応答し
て、前記通知を生成するステップをさらに含み、前記通知は、前記ライトインジケータが
前記第１の状態にあったとき、前記トレーラが前記ドックから出されたことを示す、請求
項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　前記第２のデータソースが、前記データベースに対応し、前記データベースが、前記マ
テリアルハンドリング設備の異なるドックへの異なるトレーラの割当てを示すドック管理
データを記憶し、前記方法は、前記トレーラが前記ドックに存在することを前記第１のデ
ータが示し、前記ドックにトレーラが割り当てられていないことを前記第２のデータが示
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すことに応答して、前記通知を生成するステップをさらに含み、前記通知が、前記トレー
ラが誤ったドックにあることを示す、請求項６７に記載の方法。
【請求項７０】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、前記ド
ックにある前記トレーラ内の活動を監視し、前記条件が、前記トレーラ内で感知された活
動のない持続時間に対応し、前記方法は、前記持続時間が閾値を超過したことに応答して
、前記通知を生成するステップをさらに含む、請求項６７に記載の方法。
【請求項７１】
　前記ドックに関連付けられた第１の機器の動作を可能にする手動開始式アクチュエータ
のユーザ起動を示す第３のデータを監視するステップであって、前記第２のデータソース
が、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、前記第１の機器の前記動作と連動
関係にある第２の機器の状態を監視し、前記条件は、前記第２の機器の前記状態が前記連
動関係に基づいて前記第１の機器の前記動作を防止するかどうかに対応する、監視するス
テップと、
　前記第２の機器の前記状態が前記第１の機器の前記動作を防止することを前記第２のデ
ータが示すとき、前記ユーザ起動に応答して前記通知を生成するステップと、
　をさらに含む、請求項６７に記載の方法。
【請求項７２】
　前記通知を生成するステップが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドックの近傍
に位置する画面に描画するステップを含む、請求項６６に記載の方法。
【請求項７３】
　前記通知を生成するステップが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドックから離
れたデバイスによってアクセスされるウェブページに描画するステップを含む、請求項６
６に記載の方法。
【請求項７４】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する方法であって、
　前記マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアが非閉鎖状態にあることを示す
第１のデータを監視するステップと、
　前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口における人物又は物体のうちの
少なくとも１つの通過を示す第２のデータを監視するステップと、
　前記ドアが前記非閉鎖状態にあることを前記第１のデータが示し、前記出入口における
前記人物又は前記物体のうちの少なくとも１つの通過がないことを示す前記第２のデータ
が示すことに応答して、通知を生成するステップであり、前記通知が前記ドアの誤起動を
示す、ステップと、
を含む方法。
【請求項７５】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する方法であって、
　前記マテリアルハンドリング設備の複数のドックに関連付けられたドックデータを集約
するステップであり、前記ドックデータが、（１）前記複数のドックに関連付けられた機
器の動作状態の指示、（２）前記複数のドックに関連付けられたセンサからのフィードバ
ックに基づいた前記複数のドックの近傍における職員の活動の指示、及び（３）前記複数
のドックのうちの１つで荷積み又は荷降しのうちの少なくとも１つが行われるトレーラに
関連付けられた積荷情報を含む、ステップと、
　前記複数のドックに対応する複数のドックアイコンを描画するステップと、
　ユーザが前記複数のドックアイコンのうちの第１のドックアイコンを選択したことに応
答して、前記ユーザが選択するためのオプションのメニューを描画するステップであり、
前記メニューに提示される前記オプションが、前記ドックデータに基づいて動的に更新さ
れる、ステップと、
を含む方法。
【請求項７６】
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　第１のトレーラが前記複数のドックのうちの第１のドックに存在することを示す前記ド
ックデータに応答して、
　前記複数のドックアイコンのうち、前記第１のドックに対応する第１のドックアイコン
に隣り合って、トラックトレーラを表す形状を有するトレーラアイコンを描画するステッ
プと、
　前記第１のトレーラに関連付けられた前記積荷情報にアクセスするための第１のオプシ
ョンを含むように、前記メニューに提示される前記オプションを更新するステップと、
をさらに含む、請求項７５に記載の方法。
【請求項７７】
　前記トレーラアイコン内のタイミングインジケータを動的に更新するステップをさらに
含み、前記タイミングインジケータが、前記第１のトレーラが前記第１のドックに位置し
ている持続時間を示す、請求項７６に記載の方法。
【請求項７８】
　前記タイミングインジケータが、前記持続時間に対応するタイマ値を含む、請求項７７
に記載の方法。
【請求項７９】
　前記タイミングインジケータが、前記トレーラアイコンの第２の部分とは異なる色で描
画された前記トレーラアイコンの第１の部分に対応するプログレスバーを含み、前記第１
の部分が、前記持続時間に比例してサイズが増大する、請求項７７に記載の方法。
【請求項８０】
　前記第１の部分は、前記持続時間が延滞料金期間に対応する閾値期間を超過したとき、
前記トレーラアイコンの全体に対応する、請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　前記トレーラアイコン内に予約時間インジケータを描画するステップをさらに含み、前
記予約時間インジケータが、前記第１のトレーラに対して予定された予約の時間を示す、
請求項７６に記載の方法。
【請求項８２】
　前記トレーラアイコン内に予約カウントダウンを描画するステップをさらに含み、前記
予約カウントダウンが、前記予定された予約までに残っている時間を示す、請求項８１に
記載の方法。
【請求項８３】
　前記トレーラアイコンに隣り合って積込み状態インジケータを描画するステップをさら
に含み、前記積込み状態インジケータが、前記第１のトレーラの中又は外へ貨物を動かす
進捗状態を示し、前記進捗状態が、開始前、貨物上で待機、部分的に完了、又は完了のう
ちの少なくとも１つに対応する、請求項７６に記載の方法。
【請求項８４】
　前記第１のトレーラが実際の積荷に関連付けられていることを示すドックデータに応答
して、前記トレーラアイコンの隣にトラクタユニットアイコンを描画し、トラクタユニッ
トが前記第１のトレーラに連結されたことを図示するステップと、
　前記第１のトレーラが納入された積荷に関連付けられていることを示すドックデータに
応答して、前記トレーラアイコンに隣り合って納入状態インジケータを描画するステップ
であり、前記納入状態インジケータが、前記第１のトレーラがトレーラヤードへ動かされ
るべきか、それとも前記第１のドックに留まるべきかを示す、ステップと、
をさらに含む、請求項７６に記載の方法。
【請求項８５】
　前記第１のトレーラが温度制御されていることを前記積荷情報が示すとき、前記トレー
ラアイコン又は前記トラクタユニットアイコンのうちの少なくとも１つの外観を修正する
ステップをさらに含む、請求項８４に記載の方法。
【請求項８６】
　前記トレーラアイコンに隣り合って相互ドック状態インジケータを描画するステップを
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さらに含み、前記相互ドック状態インジケータが、（１）前記第１のトレーラ内の貨物が
異なるトレーラへ動かされるべきであること、又は（２）前記異なるトレーラ内の貨物が
前記第１のトレーラへ動かされるべきであることのうちの少なくとも１つを示す、請求項
７６に記載の方法。
【請求項８７】
　前記トレーラアイコンに隣り合って積荷方向インジケータを描画するステップをさらに
含み、前記積荷方向インジケータは、前記第１のトレーラが、前記第１のトレーラ上の貨
物が荷降しされるべき入ってくる積荷に関連付けられているか、それとも前記第１のトレ
ーラ上へ貨物が荷積みされるべき出ていく積荷に関連付けられているかを示す、請求項７
６に記載の方法。
【請求項８８】
　前記トレーラアイコンに隣り合って優先度インジケータを描画するステップをさらに含
み、前記優先度インジケータが、前記第１のトレーラの優先度を示す、請求項７６に記載
の方法。
【請求項８９】
　前記優先度インジケータが、第１の優先度を示す第１の外観と、前記第１の優先度より
大きい第２の優先度を示す第２の外観との間で切り換わる、請求項８８に記載の方法。
【請求項９０】
　前記第１のトレーラが入ってくる積荷に関連付けられていることを示す前記ドックデー
タに応答して、前記トレーラアイコン内に積荷カウンタを描画するステップをさらに含み
、前記積荷カウンタが、前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの総数を
示す、請求項７６に記載の方法。
【請求項９１】
　前記トレーラ内で検出された前記活動に基づいて、前記第１のトレーラから除去される
べき貨物ユニットの残りの数を判定するステップと、
　前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの前記残りの数を示すように、
前記積荷カウンタを動的に更新するステップであり、前記残りの数が前記総数とともに描
画される、ステップと、
をさらに含む、請求項９０に記載の方法。
【請求項９２】
　前記トレーラアイコンに隣り合って、運送業者コード又はトレーラ番号のうちの少なく
とも１つを描画するステップをさらに含む、請求項７６に記載の方法。
【請求項９３】
　前記複数のドックアイコンのうちの対応するドックアイコンに隣り合って複数の拘束信
号アイコンを描画するステップであり、前記複数の拘束信号アイコンが、前記複数のドッ
クのうちの対応するドックにおける対応する車両拘束装置の状態を表し、前記車両拘束装
置の状態が、前記複数のドックのうちの対応するドックで前記車両拘束装置がトレーラに
係合された第１の状態、及び前記車両拘束装置が格納位置にある第２の状態を含む、ステ
ップと、
　前記対応する車両拘束装置の前記状態に基づいて、赤色光の表示と緑色光の表示との間
で、前記複数の拘束信号アイコンを動的に切り換えるステップであり、前記赤色光が前記
第１の状態を示し、前記緑色光が前記第２の状態を示す、ステップと、
をさらに含む、請求項７５に記載の方法。
【請求項９４】
　前記ドックデータに基づいて、前記複数のドックのうちの対応するドックの状態の変化
を表すように、前記複数のドックアイコンを動的に切り換えるステップをさらに含む、請
求項７５に記載の方法。マテリアルハンドリング設備に関連付けられたコントローラから
報告されたＩＯデータを受信するＩＯネットワークインターフェースであり、前記ＩＯデ
ータが、前記コントローラによって監視されるＩＯパラメータのための値を含む、ＩＯネ
ットワークインターフェースと、
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　第１のクライアントデバイスへの第１のウェブページ及び第２のクライアントデバイス
への第２のウェブページを提供するウェブサーバであって、前記第２のウェブページが、
前記第１のウェブページとは異なり、前記第１のウェブページが、前記ＩＯパラメータの
前記値に基づく第１の情報を含み、前記第２のウェブページが、前記ＩＯパラメータの前
記値に基づく第２の情報を含み、前記ウェブサーバが、前記第１のウェブページを介して
入力されたユーザ入力データを受信する、ウェブサーバと、
　前記ユーザ入力データを前記第２のウェブページへプッシュするプッシュサービスマネ
ージャであって、前記第２の情報が、前記ユーザ入力データに基づいて更新される、プッ
シュサービスマネージャと、
を備える装置。
【請求項９５】
　マテリアルハンドリング設備に関連付けられたコントローラから報告されたＩＯデータ
を受信するＩＯネットワークインターフェースと、
　第１のクライアントデバイスへの第１のウェブページ及び第２のクライアントデバイス
への第２のウェブページを提供するウェブサーバであって、前記第２のウェブページが、
前記第１のウェブページとは異なる、ウェブサーバと、
　前記第１及び第２のウェブページの両方に含まれる共通の列に基づいて、前記ＩＯデー
タを前記第１及び第２のウェブページの両方へプッシュするプッシュサービスマネージャ
であって、前記共通の列が、前記第１及び第２のウェブページが加入するデータストリー
ムを識別し、前記ＩＯデータに関連付けられた前記データストリームが、前記コントロー
ラから報告される、プッシュサービスマネージャと、
を備える装置。
【請求項９６】
　マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアの動作を監視するシステムであって
、
　前記ドアが非閉鎖状態にあることを示す第１の出力を生成する第１のセンサと、
　前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口における人物又は物体のうちの
少なくとも１つの通過を示す第２の出力を生成する第２のセンサと、
　前記第１及び第２の出力を受信するプロセッサであり、前記ドアが前記非閉鎖状態にあ
ることを前記第１の出力が示し、前記第２のセンサによって前記第２の出力が生成されな
かったとき、前記ドアの誤起動を検出するプロセッサと、
を備える、システム。
【発明の詳細な説明】
【開示の分野】
【０００１】
　[0001]本開示は、一般に、監視システムに関し、より詳細には、荷積みドック及び設備
の動作を監視及び管理する方法及び装置に関する。
【背景】
【０００２】
　[0002]荷積みドックは、車両と建物との間で貨物を容易に伝達することができるように
、車両（たとえば、トラック、トレーラなど）が建物（たとえば、マテリアルハンドリン
グ設備）の高いプラットホームの隣へ動くための領域を提供する。いくつかの荷積みドッ
クは、ドックレベラ、車両拘束装置、及び／又はドックドアなどの機器を含み、これらは
いずれも、１つ又は複数のセンサ／監視システムに関連付けることができる。マテリアル
ハンドリング設備では、たとえば、グレードレベルドア、ＨＶＡＣ（暖房、換気、及び空
調）システム、冷凍室及び／又は他の部屋を区切るための産業用ドア、コンベアシステム
、設備の空気を動かすためのファン、照明及び信号システムなどの貨物の動き、貯蔵、及
び／又は取扱いを円滑にするために、追加の機器が位置することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
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【図１】本明細書に開示する教示を実装することができる例示的マテリアルハンドリング
設備を示す図である。
【図２】マテリアルハンドリング設備の外部から見た図１の例示的荷積みドックを示す図
である。
【図３】ドックにトレーラが駐車されている、マテリアルハンドリング設備の内部から見
た図１の例示的荷積みドックを示す図である。
【図４】図３の関連付けられたトレーラとともに図１の例示的荷積みドックを示す断面側
面図である。
【図５】図１の例示的管理サーバ（複数可）のブロック図である。
【図６】図１の例示的メインサーバのブロック図である。
【図７】図１の例示的メインサーバに関連付けられた例示的データベースのブロック図で
ある。
【図８】図６の例示的メインサーバの例示的ビデオ管理システムのブロック図である。
【図９】図６の例示的メインサーバの例示的イベントマネージャのブロック図である。
【図１０】本明細書に開示する教示を実装する例示的分散システムのブロック図である。
【図１１】図１のコントローラのうちのいずれか１つに対応する例示的ローカルコントロ
ーラの例示的実装形態のブロック図である。
【図１２】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバを実装する例示的機械可
読命令を表す流れ図である。
【図１３】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバを実装する例示的機械可
読命令を表す流れ図である。
【図１４】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバを実装する例示的機械可
読命令を表す流れ図である。
【図１５】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバを実装する例示的機械可
読命令を表す流れ図である。
【図１６】図１、図６、及び／若しくは図１０の例示的メインサーバ又は図１１の例示的
ローカルコントローラを実装する例示的機械可読命令を表す流れ図である。
【図１７】図１、図６、及び／若しくは図１０の例示的メインサーバ又は図１１の例示的
ローカルコントローラを実装する例示的機械可読命令を表す流れ図である。
【図１８】図１、図６、及び／若しくは図１０の例示的メインサーバ又は図１１の例示的
ローカルコントローラを実装する例示的機械可読命令を表す流れ図である。
【図１９】図１、図６、及び／若しくは図１０の例示的メインサーバ又は図１１の例示的
ローカルコントローラを実装する例示的機械可読命令を表す流れ図である。
【図２０】図１、図６、及び／若しくは図１０の例示的メインサーバ又は図１１の例示的
ローカルコントローラを実装する例示的機械可読命令を表す流れ図である。
【図２１】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図２２】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図２３】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図２４】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図２５】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
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【図２６】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図２７】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図２８】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図２９】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図３０】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図３１】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図３２】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図３３】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図３４】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図３５】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図３６】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図３７】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図３８】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図３９】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図４０】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図４１】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図４２】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー



(17) JP 2021-517099 A 2021.7.15

10

20

30

40

50

ザインターフェースを示す図である。
【図４３】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図４４】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図４５】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図４６】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図４７】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図４８】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図４９】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図５０】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図５１】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図５２】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図５３】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図５４】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図５５】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図５６】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図５７】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図５８】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図５９】図１、図６、及び／又は図１０の例示的メインサーバ（複数可）に関連付けら
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れたウェブサーバがホストするいくつかの例示的ウェブページの例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す図である。
【図６０】図１２～図２０の命令を実行して図１、図６、及び／又は図１０の例示的メイ
ンサーバ（複数可）を実装するように構成された例示的プロセッサプラットホームのブロ
ック図である。
【図６１】図１６～図２０の命令を実行して図１１の例示的ローカルコントローラを実装
するように構成された例示的プロセッサプラットホームのブロック図である。
【詳細な説明】
【０００４】
　[0019]一般に、同じ参照番号は、図面（複数可）及び添付の明細書を通して、同じ又は
同様の部分を参照するために使用される。
【０００５】
　[0020]本明細書では、「第１」、「第２」、「第３」などの記述語は、別個に参照され
得る複数の要素又は構成要素を識別するために使用される。使用する文脈に基づいて別途
特定又は理解されない限り、そのような記述語は、優先度、リスト内の物理的な順序若し
くは配置、又は時間的な順序のうちのいずれかの意味を帰属させることを意図したもので
はなく、開示する例の理解を容易にするために複数の要素又は構成要素を別個に参照する
ラベルとしてのみ使用される。いくつかの例では、詳細な説明において、ある要素を参照
するために、「第１」という記述語が使用されることがあるが、同じ要素は、特許請求の
範囲において、「第２」又は「第３」などの異なる記述語によって参照されることもある
。そのような事例では、そのような記述語は、複数の要素又は構成要素の参照を容易にす
るためにのみ使用されることを理解されたい。
【０００６】
　[0021]図１は、本明細書に開示する教示を実装することができる例示的マテリアルハン
ドリング設備１００を示す。マテリアルハンドリング設備１００は、たとえば貯蔵倉庫、
配送センター、製造工場、小売店などに関連付けることができる。説明されている例では
、マテリアルハンドリング設備１００は、トラックがトレーラ（又はトラック用荷台）を
後退させてトレーラの内側とマテリアルハンドリング設備１００との間で材料の荷積み及
び／又は荷降しを可能にするためのプラットホームを提供する複数の荷積みドック１０２
（２つを示す）を含む。図２は、マテリアルハンドリング設備１００の外部から見た例示
的荷積みドック１０２を示す。図３は、マテリアルハンドリング設備１００の内部から見
た例示的荷積みドック１０２を示し、ドック１０２にトレーラ３００が駐車されている。
図４は、関連付けられたトレーラ３００とともに例示的荷積みドック１０２の断面側面図
を示す。図１～図４に示されるように、例示的ドック１０２は、ドア１０４、出入口バリ
ア１０６、ドックレベラ１０８、車両拘束装置１１０、存在／運動検出器１１２、及び／
又は通知システム１１４を含む。いくつかの例では、ドック１０２は、たとえばファン、
ライト、ドアシール、シェルター、トレーラスタンドなどの他の機器に関連付けること及
び／又はそのような他の機器を含むことができる。説明されている例では、ドック１０２
は、ドア１０４、出入口バリア１０６、ドックレベラ１０８、車両拘束装置１１０、存在
／運動検出器１１２、通知システム１１４、及び／又はドックに関連付けられた他の機器
の動作を監視及び／又は制御するためのドックコントローラ１１６を含む。いくつかの例
では、ドックコントローラ１１６は、コントローラ１１６によって監視及び／又は制御さ
れている構成要素に関連付けられた情報を表示するための表示画面１１７を含む。表示画
面１１７は、コントローラの操作及び／又はコントローラ、ドック、若しくはドックに伴
う動作に関連付けられた特有の情報へのアクセスのために、ユーザがコマンド及び／又は
命令を入力することもできるタッチスクリーンとすることができる。いくつかの例では、
表示画面１１７は、ドックコントローラ１１６とは別個であるがドックコントローラ１１
６と通信している異なるデバイスに組み込むことができる。単一のコントローラ１１６が
、ドック１０２に関連付けられたすべての機器を制御するものとして示されているが、い
くつかの例では、各ドック１０２を、ドア１０４、出入口バリア１０６、ドックレベラ１
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０８、車両拘束装置１１０、存在／運動検出器１１２、通知システム１１４、及び／又は
ドックに関連付けられた他の機器のうちの異なるものを制御及び／又は監視するように設
定された複数のコントローラに関連付けることができる。
【０００７】
　[0022]ドック１０２に関連付けられたドア１０４は、マテリアルハンドリング設備１０
０の内部１１８と外部環境１２０との間の出入口を選択的に開放又は閉鎖するために、開
位置と閉位置との間を可動である。したがって、トレーラ３００又はトラック用荷台がド
ック１０２に駐車されたとき、ドア１０４は、ドア１０４が開位置にあるときはトレーラ
へのアクセスを提供し、閉位置にあるときはそのようなアクセスを防止する。
【０００８】
　[0023]いくつかの例では、ドア１０４は、ドア１０４の動作の監視及び制御を円滑にす
るために、１つ又は複数のセンサ及び／又はドア監視システムに関連付けられる。たとえ
ば、１つ又は複数のドア状態センサが、ドア１０４の状態（たとえば、ドアが完全に開い
ているか、完全に閉じているか、部分的に開いているか、部分的に閉じているか、開きつ
つあるか、それとも閉じつつあるか）を監視及び／又は検出することができ、１つ又は複
数の衝撃センサが、ドア１０４に何か（たとえば、マテリアルハンドリング車両（たとえ
ば、フォークリフト））が当たったことを監視及び／又は検出することができ、ドア１０
４のいずれかの側に配置された１つ又は複数の光電気アイが、ドアが開いているとき、人
物又は物体が出入口を通過したことを監視及び／又は検出することができ、１つ又は複数
の運動及び／又は存在センサが、出入口近傍の領域内の活動を監視及び／又は検出するこ
とができ、１つ又は複数の無線周波識別（ＲＦＩＤ）センサが、出入口を通過する職員、
機器、及び／又は材料の識別情報を監視及び／又は検出することができ、１つ又は複数の
温度センサが、ドア１０４の片側又は両側で温度を監視及び／又は検出することができ、
１つ又は複数の空気流センサが、ドア１０４を通過する空気（たとえば、開位置若しくは
部分的に開いている位置でドアを通過する空気、及び／又は閉位置で閉じているときにド
アを通って漏れる空気）の流れを監視及び／又は検出することができ、１つ又は複数の他
の環境センサが、圧力、湿度、汚染物質、粒子、化学物質などを監視及び／又は検出する
ことができ、１つ又は複数のアクチュエータセンサが、ドアを開閉するために使用される
ドアアクチュエータ（たとえば、モータ）のエネルギー消費及び／又は動作を監視及び／
又は検出することができ、１つ又は複数の画像及び／又はビデオセンサ（たとえば、カメ
ラ）を実装して、画像／ビデオ分析に基づいてドックの特定の状態を監視及び／又は検出
することができる。いくつかの例では、ドックコントローラ１１６は、これらのセンサか
らの出力信号を受信して、ドア１０４の動作を監視及び／又は制御する。
【０００９】
　[0024]いくつかの例では、出入口バリア１０６は、ドア１０４に関連付けられた出入口
に延びるバリアを提供するように構築される。出入口バリア１０６は、ドア１０４が開位
置にあるときでも、出入口の通過を阻止することができる。このようにして、出入口バリ
ア１０６は、たとえば、図２に示されるようにドア１０４が開いているが、ドック１０２
にトレーラが駐車されていないとき、又はドック１０２にあるトレーラが拘束されていな
いとき、安全予防策として使用することができる。出入口バリア１０６はまた、ドア１０
４が閉じているとき、マテリアルハンドリング機器がドア１０４に衝突する可能性を低減
させることによってドア１０４を保護するために、マテリアルハンドリング設備１００の
内部１１８においてドア１０４の前で出入口に延びることができる。いくつかの例では、
出入口バリア１０６はバリアセンサ３０２（図３）に関連付けられ、バリアセンサ３０２
は、出入口バリア１０６の状態（たとえば、バリアがアクティブ使用中であり、出入口（
図２に示す）を阻止しているか、出入口の通路を提供するようにしまい込まれているか（
図３及び図４に示す）、それとも中間状態にあるか）を示すために、ドックコントローラ
１１６へ信号を出力する。いくつかの例では、バリアセンサ３０２及び／又は異なるセン
サは、バリア１０６に対する衝撃（たとえば、力）を検出し、そのような衝撃は、バリア
との衝突を示すことができる。
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【００１０】
　[0025]多くの場合、トラック用荷台又はトレーラ（たとえば、図３及び図４に示すトレ
ーラ３００）がドック１０２に駐車されているとき、トラック用荷台又はトレーラの後縁
部とドック１０２のプラットホームの外面との間に間隙が位置することができる。ドック
レベラ１０８は、この間隙にまたがる調整可能な橋を提供し、マテリアルハンドリング機
器は、この橋を渡って、マテリアルハンドリング設備１００の内部１１８とドック１０２
に駐車された車両のトレーラとの間を進むことができる。さらに、ドックレベラ１０８は
、ドック１０２のプラットホームに対して異なる高さを有するトレーラを補償する斜面と
して作用するように、垂直に調整可能とすることができる。いくつかの例では、ドックレ
ベラ１０８は、ドックレベラ１０８の動作の監視及び制御を円滑にするために、１つ又は
複数のセンサを含む。たとえば、レベラセンサは、ドックレベラ１０８がアクティブ状態
（図３及び図４に示されるように、ドックプラットホームとトレーラとの間の間隙に橋を
架けるように延びている）にあるか、非アクティブ状態（図２に示されるように、レベラ
が格納位置にある）にあるか、それとも中間状態にあるかを示す出力信号を生じることが
できる。いくつかの例では、ドックレベラ１０８がアクティブ状態にあるときにトレーラ
がドック１０２から引き離されていることは、リミットスイッチによって検出される（た
とえば、延ばした端部がトレーラによって支持されなくなったとき、レベラの落下を検出
する）。そのような例では、リミットスイッチの出力は、ドックコントローラ１１６をト
リガして、ドックレベラ１０８を非アクティブ状態の格納位置へ後退させることができる
。
【００１１】
　[0026]ドック１０２に関連付けられた車両拘束装置１１０は、不注意による車両の動き
（たとえば、マテリアルハンドリング機器がトレーラ内で動き回った結果として車両が移
動したこと、及び／又は運転者が早まってプラットホームから車を離したことによる）を
低減させるために、ドック１０２に駐車された車両（たとえば、トレーラ３００）の何ら
かの部分に係合するように外部環境１２０に位置決めされる。いくつかの例では、車両拘
束装置１１０は、車両の後部衝撃ガード（たとえば、図４に示すＩＣＣバー４００）に係
合して車両を拘束する。いくつかの例では、車両拘束装置１１０は、タイヤ及び／又は車
両の任意の他の好適な部分に係合する。いくつかの例では、車両拘束装置１１０は、車両
拘束装置１１０の動作の監視及び制御を円滑にするために、１つ又は複数のセンサを含む
。たとえば、拘束センサは、車両拘束装置１１０がロック位置（たとえば、車両を係合／
拘束するための定位置）又はロック解除位置（たとえば、車両から離れて格納される）に
あることを示す出力信号を生じることができる。別法として又は追加で、拘束センサ（複
数可）は、拘束装置が車両をアクティブに係合／拘束しているか否かを判定するために、
基準点に対する拘束装置の位置及び／又は拘束装置が受けた力（複数可）を示す出力信号
を生じることができる。
【００１２】
　[0027]図１に説明されている例では、存在／運動検出器１１２は、１つ又は複数の存在
又は運動検出器システムを代表する。いくつかの例では、存在／運動検出器１１２は、ド
ック１０２に位置するトレーラ３００の存在を検出するために、存在検出器システムを含
む。「トレーラ」という用語は、その存在又は運動の感知に関係する議論の目的で、トラ
クタに連結されているかにかかわらず、トレーラに関し、又は別法として、貨物室若しく
はプラットホームを有する車両に関する。いくつかの例では、トレーラ３００の存在は、
マテリアルハンドリング設備１００の建物及び／又はその付近で外部環境１２０に位置決
めされた１つ又は複数のトレーラセンサ２０２（図２）を介して検出される。トレーラセ
ンサ（複数可）２０２は、たとえば光電気アイ、近接センサ、運動センサ、誘導ループセ
ンサ、光検知測距（ＬＩＤＡＲ）システムなどの任意の好適なセンサを使用して実装する
ことができる。いくつかの例では、存在／運動検出器１１２は、荷積みドック１０２に駐
車されたトレーラ３００（たとえば、貨物の荷積み及び／又は荷降し）内、又は設備の外
側でドック１０２への入り口において、職員／機器（たとえば、歩行中及び／又はマテリ
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アルハンドリング機器の運転中の人物、自律車両など）の存在を検出するために、存在検
出器システムを含むことができる。いくつかの例では、トレーラ３００内の職員／機器の
存在は、マテリアルハンドリング設備１００内の位置からトレーラに対向している運動セ
ンサ２０４（図２～図４）に基づいて検出される。追加で又は別法として、存在／運動検
出器１１２は、レベラ１０８のプラットホーム上、レベラピット内、及び／又はそれ以外
にドック１０２の近傍で、職員／機器／材料の存在を検出するために、存在検出器システ
ムを含むことができる。いくつかの例では、ドック１０２に近接しているマテリアルハン
ドリング設備１００内の職員／機器の存在は、レベラ及び／又は周辺領域に対向している
運動センサ３０４（図３及び図４）に基づいて検出される。追加で又は別法として、職員
／機器／材料の存在は、レベラピット４０２内の１つ又は複数の存在／運動センサ４０４
に基づいて、ドックレベラ１０８の下のレベラピット４０２（図４）で検出することがで
きる（たとえば、レベラが垂直直立位置で格納される場合）。車両、職員、又はマテリア
ルハンドリング機器の存在を検出することに加えて、図１の存在／運動検出器１１２によ
って代表される存在／運動システムのうちのいずれか１つは、車両、職員、機器、又は他
のもの（たとえば、製品、材料）の動き（たとえば、速度、方向など）、位置（たとえば
、近接、向きなど）、サイズ、形状など、及びこれらの組合せを判定することを可能にす
ることができ、これらのものを区別することを可能にすることができる。
【００１３】
　[0028]説明されている例の通知システム１１４は、ドック１０２及び／又はドックに位
置する車両の何らかの態様又は状態に関連付けられた特定の状況、警告、イベント、及び
／又は他の条件についてドック１０２付近の職員に知らせるために、１つ若しくは複数の
視覚インジケータ（たとえば、ライト、表示画面など）及び／又は１つ若しくは複数の可
聴インジケータ（たとえば、警笛、ベル、サイレン、スピーカなど）を含む複数の別個に
機能する通知システムを含むことができる。追加で又は別法として、視覚インジケータの
うちのいくつかは、ドックに関連付けられたいずれかの特定の状況又は条件を示すのでは
なく、ドック１０２に関連付けられた領域の照明及び／又は視認性の改善が意図されたラ
イトとすることができる。通知システム１１４の視覚及び／又は可聴インジケータは、イ
ンジケータの目的に応じて、マテリアルハンドリング設備１００の内部１１８及び／又は
マテリアルハンドリング設備１００の外側の外部環境１２０に位置することができる。
【００１４】
　[0029]いくつかの例では、マテリアルハンドリング設備内の少なくともいくつかのイン
ジケータは、ドア１０４が開いているとき、ドック１０２に駐車されたトレーラの内部を
照明するように、トレーラの内部から見えるように、及び／又はトレーラの内部から聞こ
えるように、外部環境１２０（たとえば、図２～図４に示す運動センサ２０４に関連付け
られたアームの端部）に向かって位置決め及び／又は配向される。そのようなインジケー
タは、貨物の荷積み又は取出しのためにトレーラに入る職員にさらなる視認性を提供する
ことができる。そのようなインジケータはまた、車両拘束装置１１０が係合されていない
場合などの潜在的な安全性リスク、及び／又はトレーラ内から見えない可能性のあるドッ
ク１０２のプラットホーム付近の人物の存在について、トレーラ内の職員に警告すること
ができる。マテリアルハンドリング設備１００内の他のインジケータは、設備の内部１１
８の領域（たとえば、ドックプラットホーム及び／又は周辺領域）を照明するように、そ
の領域から見えるように、及び／又はその領域から聞こえるように、位置決め及び／又は
配向することができる。いくつかのそのようなインジケータは、たとえば車両拘束装置１
１０が係合されていない場合などの潜在的な安全性リスク、及び／又は予期せず現れそう
になる可能性のあるトレーラ内の人の存在に関する警告として働くことができる。追加で
又は別法として、インジケータは、ドック１０２に関連付けられた機器の動作状態を示す
ことができる。
【００１５】
　[0030]いくつかの例では、図１の通知システム１１４は、トレーラがドック１０２にど
れくらい駐車されているかを示すタイマを表示するために、マテリアルハンドリング設備
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１００内から見えるようにドア１０４に隣り合って位置決めされたタイミングインジケー
タ３０６（図３）を含む。このようにして、延滞及び／又は留置料金が発生し始めるまで
何時間残っているかを職員に知らせることができる。いくつかの例では、タイミングイン
ジケータ３０６は、ドックコントローラ１１６に関連付けられた表示画面１１７を介して
実装される。いくつかの例では、タイミングインジケータ３０６は、カウントアップでは
なくカウントダウンすることができる。いくつかの例では、タイマが閾値に到達したとき
、特定の動作制約に関係する終了時間に近づいていること（たとえば、トレーラの荷積み
及び／又は荷降しを迅速に終える必要）を職員に示すために、タイミングインジケータ３
０６が外観を変化させる（たとえば、色の変化、点滅の開始など）こと、及び／又は別の
インジケータを起動することができる。いくつかの例では、タイミングインジケータ３０
６は、対応するドック１０２にあるトレーラの荷積み及び／又は荷降しが、他のドック１
０２にある他のトレーラの荷積み及び／又は荷降しに対して優先することを示すことがで
きる（たとえば、色、点滅などに基づく）。いくつかのそのような例では、優先順位付け
は、利用可能な動作資源（たとえば、手元の職員、利用可能なマテリアルハンドリング機
器、積込み状態、クロスドックオーダー状態など）を考慮して、マテリアルハンドリング
設備１００のドック１０２全体の予測される時間割当て及び／又はコストの発生に基づい
て行うことができる。
【００１６】
　[0031]いくつかの例では、１つ又は複数のインジケータが、ドック１０２の外部の領域
を照明するように、その領域から見えるように、及び／又はその領域から聞こえるように
、マテリアルハンドリング設備１００の外側に位置決めされる。いくつかの例では、その
ようなインジケータは、外部環境１２０内の人物（たとえば、トレーラをドック１０２へ
後退させている運転者）にさらなる視認性を提供するために領域を照明するライトとする
ことができる。追加で又は別法として、いくつかの例では、インジケータは、外部環境１
２０内の人物に警告及び／又は案内を提供するライトとすることができる。たとえば、図
２に示されるように、設備１００の外部のライトインジケータ２０６は、トレーラ（たと
えば、図３及び図４のトレーラ３００）をドック１０２に隣り合う領域へ後退させること
ができるとき、及び／又はトレーラをドック１０２から出すことができるとき、トラック
運転者を誘導するために、赤信号（赤色）及び青信号（緑色）を含む。いくつかの例では
、車両拘束装置がオーバーライドにあるとき、ドック機器が整備を受けているとき、又は
トレーラの経路内若しくはその付近に人／物が存在しているときなど、ライト及び／又は
可聴インジケータを使用して運転者に示すことができる。これらの条件は、共通のインジ
ケータ（色／トーンの変化、点滅／音響パターンなど）の異なる状態又はそれらの組合せ
を利用する別個のインジケータを介して通信することができる。さらに、いくつかの例で
は、ドック１０２に関連付けられたインジケータは、トラックが後退していることをドッ
クの入り口付近に立っている人物に示すライト及び／又は可聴アラームを含む。
【００１７】
　[0032]いくつかの例では、ドックコントローラ１１６は、ドア１０４、出入口バリア１
０６、ドックレベラ１０８、車両拘束装置１１０、及び／又は存在検出器１１２に関連付
けられた様々なセンサから受信した信号のうちの１つ又は複数に基づいて、通知システム
１１４に関連付けられた異なるインジケータを制御する。たとえば、いくつかのそのよう
な例では、ドックコントローラ１１６は、車両拘束装置１１０がアクティブであり、トレ
ーラに係合されていることを拘束信号が示すときはいつでも、ライトインジケータ２０６
に、赤信号（たとえば、赤色光）を提供させる。別の例として、存在検出器１１２がドッ
ク１０２に駐車されたトレーラを検出しなかったとき、ドアセンサが、ドア１０４が開か
れたことを示した場合、ドアが開いていることでドックプラットホームの落下を招くリス
クがある。したがって、いくつかのそのような例では、ドックコントローラ１１６は、警
告インジケータをオンにして、露出した落下に関して付近の個人に注意することができる
。しかし、いくつかのそのような例では、ドックコントローラ１１６は、出入口バリア１
０６が開いている出入口の通過を阻止するためにアクティブ使用中であることを示す信号
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をバリアセンサ３０２が提供したとき、警告インジケータをトリガしないこともある。し
たがって、様々なセンサのうちの異なるものから出力される異なる信号を組み合わせて使
用して、通知システム１１４に関連付けられたインジケータの起動又は状態の変化をトリ
ガし、ドック１０２に関連付けられた領域内の人物に警告、通知、及び／又は案内を提供
することができる。
【００１８】
　[0033]マテリアルハンドリング設備１００は、トレーラとマテリアルハンドリング設備
１００との間で商品の伝達を円滑にするために、様々な構成要素及び／又はシステムを有
するドック１０２を含み、図１のマテリアルハンドリング設備１００はまた、マテリアル
ハンドリング設備１００の内部１１８の商品の取扱い、移動、及び／又は貯蔵を円滑にす
る他の構成要素及び／又はシステムを含む。いくつかの例では、これらの構成要素及び／
又はシステムは、それらの動作を監視及び／又は制御する別個のコントローラによって、
互いから実質上独立して動作することができる。特に、図１に示されるように、マテリア
ルハンドリング設備１００は、１つ又は複数のドアコントローラ（複数可）１２２、暖房
、換気、及び空調（ＨＶＡＣ）コントローラ（複数可）１２４、ファンコントローラ（複
数可）１２６、コンベアコントローラ（複数可）１２８、並びに／又は交通コントローラ
（複数可）１３０を含む。いくつかの例では、マテリアルハンドリング設備１００は、設
備に関連付けられた他の機器（たとえば、スマートバリア、機械ガード、ビルディングオ
ートメーション、照明、火災、及びセキュリティシステムなど）及びそれぞれのコントロ
ーラを含むことができる。
【００１９】
　[0034]説明されている例では、ドアコントローラ１２２は、マテリアルハンドリング設
備１００の内部に位置する産業用ドアの動作を制御する働きをする。いくつかの例では、
そのようなドアは、設備の異なる部屋及び／又は領域を区切るために、マテリアルハンド
リング設備１００内の様々な場所に位置決めされる。そのようなドアは、ドアコントロー
ラ１２２がドアを監視及び／又は制御することを可能にするために、荷積みドック１０２
のドア１０４に対して前述のものと同様又は同じセンサを含むことができる。たとえば、
そのようなドアは、次のようなセンサを含むことができ、１つ又は複数のドア状態センサ
が、ドアの状態（たとえば、開いている、閉じている、開きつつある、閉じつつあるなど
）を示すことができ、１つ又は複数の衝撃センサが、マテリアルハンドリング車両がドア
に当たったことを監視及び／又は検出することができ、１つ又は複数の光電気アイが、人
物又は物体がドアに関連付けられた出入口を通過したことを監視及び／又は検出すること
ができ、１つ又は複数の運動及び／又は存在センサが、出入口近傍の領域内の活動を監視
及び／又は検出することができ、１つ又は複数のＲＦＩＤセンサが、出入口を通過する職
員、機器、及び／又は材料の識別情報を監視及び／又は検出することができ、１つ又は複
数の温度センサが、ドアの片側又は両側で温度を監視及び／又は検出することができ、１
つ又は複数の他の環境センサが、圧力、湿度、汚染物質、粒子、化学物質などを監視及び
／又は検出することができ、１つ又は複数の空気流センサが、ドア１０４を通過する空気
（たとえば、開位置若しくは部分的に開いている位置でドアを通過する空気、及び／又は
閉位置で閉じているときにドアを通って漏れる空気）の流れを監視及び／又は検出するこ
とができ、１つ又は複数のアクチュエータセンサが、ドアを開閉するために使用されるド
アアクチュエータ（たとえば、モータ）のエネルギー消費及び／又は動作を監視及び／又
は検出することができる。いくつかの例では、ドアコントローラ１２２は、ドックコント
ローラ１１６の表示画面１１７に類似しているローカル表示画面を含み、及び／又はその
ようなローカル表示画面に通信可能に結合される。
【００２０】
　[0035]いくつかの例では、ドアコントローラ１２２がそのようなセンサによって出力さ
れる信号をどのように使用するかは、場所に依存することがあり、及び／又は関連付けら
れたドアの使用が意図される。たとえば、１つ又は複数のドアが、冷凍室へのアクセスを
提供することができる。そのような例では、関連付けられたドアコントローラ１２２は、
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部屋の冷凍庫側の温度が温度設定点以下のままであることを確実にするために、温度セン
サによって提供されるフィードバック信号を監視することができる。追加で又は別法とし
て、冷凍庫ドアのためのドアコントローラ１２２は、どれだけ頻繁に及び／又はどれだけ
長くドアが開かれるかを監視し（ドア状態センサからのフィードバックに基づく）、ドア
が開いている頻度又は持続時間が対応する閾値を超過したときは警報を生成することがで
きる。他の例では、１つ又は複数のドアを使用して、汚染物質のレベルが比較的低いクリ
ーンルームへのアクセスを制御することができる。いくつかのそのような例では、ドアコ
ントローラ１２２は、１つ又は複数の空気流及び／又は圧力センサからのフィードバック
信号を監視して、空気流（汚染物質を拡散させる可能性がある）の量が好適な閾値以下で
維持されていること、又は出入口の両側で特定の差圧が維持されていることを確実にする
ことができる。いくつかの例では、一方のドアの動作が第２のドアの状態又は動作に基づ
いて調整されるように、連動関係に応じて、別個のドアを設定することができる（たとえ
ば、任意の所与の時点において、２つのドアのうちの一方のみを開くことができる）。そ
のような例では、各ドアの動作を監視するセンサからの信号を、各ドアに関連付けられた
別個のドアコントローラ１２２（又は両方のドアを制御する単一のコントローラ１２２）
に提供することができる。
【００２１】
　[0036]図１に説明されている例では、ＨＶＡＣコントローラ１２４は、エアダクトを介
したマテリアルハンドリング設備１００内の様々な領域への調整空気の送達を監視及び／
又は制御する働きをする。いくつかの例では、ＨＶＡＣコントローラ１２４は、エアダク
トに空気を通す送風機の動作（たとえば、速度、エネルギー消費など）を監視及び／又は
制御する。いくつかの例では、ＨＶＡＣコントローラ１２４は、マテリアルハンドリング
設備１００全体にわたって位置決めされた温度センサからフィードバック信号を受信する
。いくつかの例では、空気流センサ、湿度センサ、及び／又は他のタイプのセンサ（たと
えば、圧力、汚染物質、粒子、化学物質などを監視する）もまた、関連付けられたＨＶＡ
Ｃシステムの制御及び監視を円滑にするために、ＨＶＡＣコントローラ１２４への入力を
提供することができる。
【００２２】
　[0037]図１に説明されている例では、ファンコントローラ１２６は、マテリアルハンド
リング設備１００内の１つ又は複数のファンを監視及び／又は制御する働きをする。ファ
ンは、ＨＶＡＣコントローラ１２４に関連付けられたダクトからの通気によって提供され
る空気の循環を超えて増大させるように、設備に位置決めすることができる。いくつかの
例では、そのようなファンは、フィードバック信号としてファンコントローラ１２６に提
供することができるファンの動作パラメータ（たとえば、オン、オフ、障害（たとえば、
開始することができない）、速度、エネルギー使用など）の状態を検出するために、１つ
又は複数のセンサを含む。
【００２３】
　[0038]図１に説明されている例では、コンベアコントローラ１２８は、マテリアルハン
ドリング設備１００内の１つ又は複数のコンベアシステムを監視及び／又は制御する働き
をする。いくつかの例では、コンベアシステムは、別個に起動される複数のコンベアセグ
メントを含むことができる。いくつかの例では、各コンベアセグメントの状態（たとえば
、アクティブ（動いている）、非アクティブ（動いていない））、動いているコンベアセ
グメントの関連付けられた速度、並びに／又は各コンベアセグメントの位置及び／若しく
は形状（たとえば、勾配、伸縮など）を検出するために、１つ又は複数のセンサを実装す
ることができる。追加で又は別法として、１つ又は複数のセンサは、そのようなコンベア
セグメントを作動させるために使用されるモータのエネルギー使用を示す出力を提供する
ことができる。さらに、いくつかの例では、コンベアシステムは、コンベア上の障害及び
／又は詰まりを検出するために、１つ又は複数のセンサを含むことができる。これらのセ
ンサのいずれかの出力は、そのようなコンベアシステムの動作を監視及び／又は制御する
ために、コンベアコントローラ１２８によって受信されるフィードバック信号として使用
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することができる。いくつかの例では、コンベアシステムからのフィードバックを使用し
て、ドックに停まっているトレーラに出し入れされている貨物の量及び／又は進捗を測定
及び／又は推測することができる。
【００２４】
　[0039]図１に説明されている例では、交通コントローラ１３０は、マテリアルハンドリ
ング設備１００全体にわたって歩行者及び／又は動力付き車両（たとえば、フォークリフ
トなどのマテリアルハンドリング機器）の交通の流れを監視し、交通の誘導及び／又は異
なる方向から近づいてくる交通に関する職員への通知／警告を行う信号を制御する働きを
する。いくつかの例では、マテリアルハンドリング設備１００内の交通のための２つ以上
の通路又は移動経路の交差点に、交通信号システムが位置決めされ、各通路又は移動経路
の方向を向いている１つ又は複数の信号灯及び／又は関連付けられたディスプレイを有す
る。いくつかの例では、交通コントローラ１３０は、交通信号システムに関連付けられた
通路及び／又は移動経路の各々に沿って検出された交通に基づいて、例示的交通信号シス
テムの信号灯及び／又はディスプレイに異なる信号を提供させる。いくつかの例では、交
通は、各通路又は移動経路の方向を向いている個々の交通センサ（たとえば、運動センサ
）によって、各通路及び／又は移動経路に沿って検出される。したがって、別個の経路を
向いている２つの交通センサがどちらも、接近している交通を検出した場合、交通コント
ローラ１３０は、近づいてくる交通の方向を向いているディスプレイに、別の方向から接
近している交通があることを示す信号を生成することができる。追加で又は別法として、
交通コントローラ１３０は、すべての方向から見える単一のライトを照明させて、交差す
る交通が少なくとも２つの方向から接近していることを示すことができる。いくつかの例
では、交通信号ディスプレイ及び交通センサの両方が、関連付けられた交差点（たとえば
、共通のハウジング内）に位置する。いくつかの例では、交通信号システムは、関連付け
られた交差点及び／又は交通コントローラ１３０に対して離れて位置決めされたディスプ
レイ及び／又は交通センサを含む。
【００２５】
　[0040]図１に説明されている例では、コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、
１２８、１３０は各々、メインサーバ１３２と通信する。より具体的には、いくつかの例
では、ドックコントローラ１１６、ドアコントローラ１２２、ＨＶＡＣコントローラ１２
４、ファンコントローラ１２６、コンベアコントローラ１２８、及び交通コントローラ１
３０は、それぞれのコントローラに設定された動作及び／若しくは状態パラメータに対応
する値、並びに／又はそれぞれのコントローラに関連付けられたあらゆるセンサから収集
されたフィードバック信号を伝送する。このようにして、メインサーバ１３２は、マテリ
アルハンドリング設備１００内の様々な別個のシステムに関連付けられた利用可能なすべ
てのデータを一箇所に集約する。異種のソースからのデータの集約により、メインサーバ
１３２は、コントローラデータを分析及び／又は統合して、普通なら可能でないはずの関
係を識別することが可能になる。より詳細には後述するように、いくつかの例では、メイ
ンサーバ１３２は、エンドユーザの特定の利益を対象とする１つ又は複数のダッシュボー
ド又はグラフィカルユーザインターフェースを介してエンドユーザに提示するために、集
約されたコントローラデータを編成する。グラフィカルユーザインターフェースは、１つ
又は複数のウェブページ、アプリ、アプレット、アプリケーションなどによって提示する
ことができる。いくつかの例では、グラフィカルユーザインターフェースは、コントロー
ラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０のうちの１つ又は複数によって監視
された異なるパラメータの組合せの値に基づいて、特定のイベントが検出されたときに通
知及び／又は警報を提供するように設定可能とすることができる。例示的メインサーバ１
３２の実装形態に関するさらなる詳細は、図６～図１０に関して以下に提供される。追加
で又は別法として、いくつかの例では、メインサーバ１３２は、再びコントローラ１１６
、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０へ情報を伝送することができる。いくつかの
そのような例では、これらのコントローラへ伝送される情報は、コントローラによって制
御される構成要素の動作に影響しないことから受動的である。そのような例では、この情
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報は、ローカル表示画面（たとえば、図３に示すドックコントローラ１１６の表示画面１
１７及び／又は他のコントローラ１２２、１２４、１２６、１２８、１３０のうちの１つ
に関連付けられた同様のローカル表示画面）に表示されて、コントローラ付近に位置する
職員によって参照されるように提供することができる。他の例では、メインサーバ１３２
からコントローラへ伝送される情報は、コントローラに特定の動作を実装させるコマンド
を含むことから、能動的とすることができる。説明されている例では、マテリアルハンド
リング設備１００に位置するメインサーバ１３２が示されているが、他の例では、メイン
サーバ１３２は、マテリアルハンドリング設備１００から離れて位置することもできる。
【００２６】
　[0041]図１に説明されている例では、マテリアルハンドリング設備１００は、マテリア
ルハンドリング設備１００の機器資産及び／又は作業動作の様々な態様の管理を円滑にす
る１つ又は複数の管理サーバ（複数可）１３４を含む。いくつかの例では、管理サーバ（
複数可）１３４は、バス、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、及び／又はワイドエ
リアネットワーク（たとえば、インターネット）を介して、メインサーバ１３２と通信す
る。図１の管理サーバ（複数可）１３４に関連付けられた例示的管理システムが、図５に
概略的に表されている。図５に示されるように、例示的管理サーバ（複数可）１３４は、
ドック／ヤード管理システム５０２、在庫制御システム５０４、及びビデオ管理システム
（ＶＭＳ）５０６を含む。説明されている例では、ドック／ヤード管理システム５０２、
在庫制御システム５０４、及びビデオ管理システム５０６は、メインサーバ１３２が接続
されたバス及び／又はネットワークを介して通信可能に結合される。いくつかの例では、
図５に示すブロックのうちの１つ又は複数を組み合わせること、分割すること、再配置す
ること、及び／又は例示的管理サーバ（複数可）１３４から省略することができる。さら
に、いくつかの例では、管理サーバ（複数可）１３４は、説明されている例に示したもの
に対する追加及び／又は代替として、追加の構成要素及び／又は管理システム（たとえば
、倉庫管理システム（ＷＭＳ）、企業資源計画（ＥＲＰ）システムなど）に関連付けるこ
とができる。追加で又は別法として、いくつかの例では、ドック／ヤード管理システム５
０２、在庫制御システム５０４、及びビデオ管理システム５０６のうちの１つ又は複数を
メインサーバ１３２と組み合わせること及び／又はメインサーバ１３２によって実装する
ことができる。
【００２７】
　[0042]図５の例示的ドック／ヤード管理システム５０２は、すべての車両（たとえば、
配達用トラック、トレーラ、フォークリフト、ハンドトラック、手押し車など）及び／又
はマテリアルハンドリング設備１００の外部周辺の動作に関連付けられた他の機器を監視
及び追跡する。いくつかの例では、ドック／ヤード管理システム５０２は、機器資産の予
定された整備、修理、及び／又は交換に対する警報及び／又は通知を生成する。
【００２８】
　[0043]図５の例示的在庫制御システム５０４は、マテリアルハンドリング設備１００に
貯蔵されている在庫を監視及び追跡する。より具体的には、これは、ドック１０２で荷積
み及び荷降しされているトラックの内容物を識別及び監視することによって実現すること
ができる。いくつかの例では、在庫制御システム５０４は、設備内又は設備外への商品の
実際の伝達をタイムスタンプする。いくつかの例では、在庫制御システム５０４は、マテ
リアルハンドリング設備１００内の材料／製品の場所及び量を追跡する。
【００２９】
　[0044]図５の例示的ビデオ管理システム５０６は、マテリアルハンドリング設備１００
全体にわたって位置決めされた１つ又は複数のカメラ５０８からのビデオデータへのアク
セスを管理し、そのようなビデオデータを収集する。カメラ５０８は、インターネットプ
ロトコル（ＩＰ）カメラ、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）カメラ、アナログカメラ
、閉回路テレビジョン（ＣＣＴＶ）カメラ、及び／又は任意の他の好適なタイプのカメラ
とすることができる。カメラ５０８は、設備の内部１１８に位置すること、及び／又はド
ック１０２若しくはヤードを監視するために外側に位置することができる。追加で又は別
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法として、カメラ５０８は、ドアコントローラ１２２、ＨＶＡＣコントローラ１２４、フ
ァンコントローラ１２６、コンベアコントローラ１２８、及び／又は交通コントローラ１
３０のうちの１つ又は複数に関連付けられた空間など、マテリアルハンドリング設備内の
他の空間を監視するように位置決めすることができる。いくつかの例では、ビデオ管理シ
ステム５０６は、マテリアルハンドリング設備１００内でトリガされた特定のイベントの
検出に応答して、ビデオセグメントを抽出及び／又は生成する。より詳細には後述するよ
うに、そのようなイベントは、異なるコントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１
２８、１３０からメインサーバ１３２によって収集されたデータに基づくことができる。
いくつかの例では、生成されたビデオセグメントは、検出されたイベントを生じさせる状
況を捕捉することができる。いくつかの例では、ビデオ管理システム５０６は、メインサ
ーバ１３２によって実装すること及び／又はメインサーバ１３２に組み込むことができる
。メインサーバ１３２に関連付けられたビデオ管理システム５０６の実装形態に関する追
加の詳細は、図６及び図８に関して以下に提供される。
【００３０】
　[0045]図１に説明されている例に戻ると、メインサーバ１３２はまた、マテリアルハン
ドリング設備１００に位置しない１つ又は複数の遠隔サーバ（複数可）１３６と通信する
ことができる。いくつかの例では、遠隔サーバ（複数可）１３６は、メインサーバ１３２
と同等の追加のサーバに対応し、他のマテリアルハンドリング設備及び／又は図１のマテ
リアルハンドリング設備１００を運営している企業に関連付けられた他の場所に位置する
。追加で又は別法として、いくつかの例では、遠隔サーバ（複数可）１３６は、ドックコ
ントローラ１１６、ドアコントローラ１２２、ＨＶＡＣコントローラ１２４、ファンコン
トローラ１２６、コンベアコントローラ１２８、及び／若しくは交通コントローラ１３０
、又は設備内の他の機器に対する遠隔資産管理システムのうちの１つ又は複数に関連付け
られた機器の製造者によって維持されているサーバに対応することができる。たとえば、
遠隔サーバ１３６は、機器の保証情報、機器のバージョン、及び／又は更新情報、機器の
設置日、技師及び／若しくはサービス依頼電話の記録などを提供することができる。
【００３１】
　[0046]説明の目的で、本明細書では、図１の異なるコントローラ１１６、１２２、１２
４、１２６、１２８、１３０からメインサーバ１３２へ報告されるデータは、それぞれの
コントローラによって監視及び／又は提供される入力及び出力を含むことから、ＩＯ（入
出力）データと呼ぶ。説明されている例では、メインサーバ１３２によって収集されたＩ
Ｏデータは、ワイヤレスメッシュネットワークを介して、コントローラ１１６、１２２、
１２４、１２６、１２８、１３０から伝送される（他のネットワークタイプを使用するこ
ともできる（たとえば、ワイヤード又はワイヤレスの非メッシュ））。したがって、図１
に説明されている例に示されるように、コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、
１２８、１３０は各々、任意の好適な通信プロトコルに応じてＩＯデータを伝送するため
にワイヤレス送受信器（たとえば、ラジオ）を含むＩＯ通信ボード１３３を装備する。い
くつかの例では、コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０のＩＯ
ボードは、メインサーバ１３２に関連付けられた受信器へＩＯデータを直接伝送する。他
の例では、異なるコントローラ内のＩＯ通信ボード１３３、及び／又はメッシュネットワ
ークで通信することが可能な任意の他のデバイス若しくは構成要素（たとえば、１つ又は
複数のゲートウェイ、リレー、リピータなど）を介して、１つのコントローラからのＩＯ
データをメインサーバ１３２へ間接的に伝送することができる。いくつかの例では、コン
トローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０のＩＯボードは、異なるコン
トローラによって収集されたデータを、特定の通信プロトコルに対応する共通のフォーマ
ットに変換及び正規化する再利用可能なファームウェアモジュールとともに実装される。
ファームウェアの再利用可能な性質により、ファームウェアを既存の製品へ埋め込むこと
が可能になり、したがってメインサーバ１３２の監視システムに統合するために修正する
ことができる。コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０の各々が
単一の通信プロトコルに応じて共通のフォーマットでデータを伝送することが可能になる
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ことで、メインサーバ１３２は、データの元のソース並びに／又はそのようなデータを生
成するために使用されたセンサの性質及び／若しくはタイプにかかわらず、異なるタイプ
のコントローラから収集されたデータを直接統合して関連付けることが可能になる。
【００３２】
　[0047]いくつかの例では、ＩＯデータを報告するコントローラ１１６、１２２、１２４
、１２６、１２８、１３０からの伝送は、メッセージを送信するデバイス又はコントロー
ラに対する識別子、名称、及び／又はタイプ、並びにネットワーク上のデバイスに対する
アドレスを含むデバイス識別情報を含む。デバイス識別情報により、メインサーバ１３２
は、メッセージのソース（たとえば、メッセージを送信したコントローラ）を判定するこ
とが可能になる。いくつかの例では、各コントローラは、１群の汎用データ点としてモデ
ル化され、各データ点を識別するために対応するアドレスを有する。そのような例では、
各データ点は、コントローラによって監視及び／又は生成される特定のＩＯパラメータの
値を表す。いくつかの例では、ＩＯパラメータの値は、対応するコントローラによって監
視されるセンサの測定された出力（たとえば、ドア１０４が開いているか、それとも閉じ
ているかを示すドアセンサの出力）に対応する。他の例では、ＩＯパラメータの値は、直
接測定又は感知されたものではなく、１つ又は複数の測定値に基づいて導出される（たと
えば、ドアセンサの最後の状態、及びドアアクチュエータがドアを動かしていることを示
すアクチュエータセンサからの信号に基づいて、ドア１０４の遷移状態（たとえば、開き
つつあるか、それとも閉じつつあるか）を導出する）。
【００３３】
　[0048]いくつかの例では、メインサーバ１３２へ伝送されるメッセージは、各データ点
に対する一意のアドレスとともにメッセージを送信するデバイスに関連付けられた１つ又
は複数のデータ点（たとえば、ＩＯパラメータ）の現在値を含む。本明細書では、そのよ
うなメッセージをＩＯメッセージと呼ぶ。メインサーバ１３２は、メインサーバ１３２が
データベースに記憶したＩＯパラメータに関連付けられた設定データに基づいて、ＩＯメ
ッセージ内の報告されたデータ点（たとえば、ＩＯパラメータの値）の意味又は重要度を
判定することが可能である。メインサーバ１３２は、ＩＯパラメータの値とともに伝送メ
ッセージに含まれるＩＯパラメータに対するアドレスに基づいて、各ＩＯパラメータに特
有の正しい設定データを識別することが可能である。いくつかの例では、コントローラは
、コントローラがワイヤレスネットワークで最初に設定されたとき、データベースへのア
ップロードのために、コントローラに関連付けられたすべてのデータ点に対する設定デー
タをメインサーバ１３２に提供することができる。データベースへの設定データのアップ
ロードは、関連付けられたコントローラが、メインサーバ１３２へ報告されたすべての値
をフォーマット化及び正規化する働きをする前述の再利用可能なファームウェアモジュー
ルを実装したとき、自動的に実現することができる。コントローラ又は他のデバイスがフ
ァームウェアモジュールを含まない場合（たとえば、第３者によって製造されたデバイス
）、設定パラメータのアップロードは手動で実現することができる。
【００３４】
　[0049]いくつかの例では、ＩＯメッセージをメインサーバ１３２へ伝送するために使用
されるＩＯボード及び関連付けられたラジオの性質は、対応するコントローラの性質及び
／又は構造に依存する。いくつかの例では、ＩＯボード及び関連付けられたラジオは、関
連付けられたコントローラのメインプリント回路ボード（ＰＣＢ）へ統合される。すなわ
ち、通信プロトコルを実装する再利用可能なファームウェアモジュールは、コントローラ
のメインＰＣＢによって直接実装される。図１に説明されている例では、ドアコントロー
ラ１２２は、そのような一体型ラジオ１３８を含む。
【００３５】
　[0050]他の例では、ラジオは、シリアルポート接続を介して関連付けられたコントロー
ラのメインＰＣＢに通信可能に結合された制限された目的のインターフェースボードに構
築することができる。いくつかのそのような例では、制限された目的のラジオは、ラジオ
を介したワイヤレス伝送のためのＩＯデータの生成及びフォーマット化に関連付けられた
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ＩＯ通信機能を提供するために、メインＰＣＢのメモリ及びプロセッサに依拠する。すな
わち、コントローラのメインＰＣＢは、ラジオがドーターボードに別個に提供されるため
、コントローラの大幅な再設計を必要とすることなく、再利用可能なファームウェアモジ
ュールを含むように修正することができる。図１に説明されている例では、ドックコント
ローラ１１６は、そのような制限された目的のラジオインターフェースボード１４０を含
む。
【００３６】
　[0051]他の例では、ＩＯボード及び関連付けられたラジオは、ラジオを介した伝送のた
めにＩＯデータの処理及びフォーマット化に対処する再利用可能なファームウェアモジュ
ールを実装するローカルプロセッサ及びメモリを有する汎用インターフェースボードに構
築することができる。いくつかの例では、そのようなＩＯボードは、コントローラのメイ
ンＰＣＢと並行してコントローラに通信可能に結合することができる。すなわち、そのよ
うな例では、ＩＯボードは、コントローラのメインＰＣＢから独立して、コントローラに
関連付けられた入力及び出力を直接監視する。そのような汎用インターフェースボードは
、メインサーバ１３２（たとえば、再利用可能なファームウェアモジュールを含むように
修正することができないデバイス）に報告するために使用される特定の通信プロトコルに
適合するＩＯデータを生成することが普通なら可能でないコントローラ及び／又は関連付
けられた機器に後付けすることができる。図１に説明されている例では、ＨＶＡＣコント
ローラ１２４、コンベアコントローラ１２８、及び交通コントローラ１３０は、そのよう
な汎用ラジオインターフェースボード１４２を含む。いくつかのそのような例では、ラジ
オは、互いの交換を可能にするために、ＩＯボードの残り部分とは別個のインターフェー
スボードに位置することができる。さらに、別個のボードを使用することで、インターフ
ェースボードが使用される用途に応じて、すべてのデジタルＩＯ、すべてのアナログＩＯ
、シリアル通信、イーサネット、並びに／又はデジタルＩＯ、アナログＩＯ、シリアル通
信、及びイーサネットの任意の組合せに対して、システムを設定することが可能になる。
【００３７】
　[0052]いくつかの例では、一体型ラジオ１３８、制限された目的のラジオインターフェ
ースボード１４０、又は汎用ラジオインターフェースボード１４２のうちのいずれか１つ
は、関連付けられたデバイスの設定及びコミッショニングを円滑にするために、ＵＳＢ（
ユニバーサルシリアルバス）接続を含むことができる。追加で又は別法として、いくつか
の例では、設定及びコミッショニングは、一体型ラジオ１３８、制限された目的のラジオ
インターフェースボード１４０、及び／又は汎用ラジオインターフェースボード１４２の
うちのいずれか１つによって提供されるブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）接続を介
して実現することができる。
【００３８】
　[0053]図１に説明されている例では、ファンコントローラ１２６は、モドバス（Ｍｏｄ
ｂｕｓ）プロトコルを使用して、関連付けられたファンを監視する。いくつかの例では、
ファンコントローラ１２６は、データのフォーマットのいかなる修正もなく、メインサー
バ１３２へのモドバス通信をスヌープ及びワイヤレスストリーミングするために、再利用
可能なモドバスモジュールを含むワイヤレスラジオインターフェースボード１４４を含む
。したがって、いくつかの例では、メインサーバ１３２は、他のコントローラ１１６、１
２２、１２４、１２８、１３０から受信した他のＩＯデータに対して正規化及び集約され
るように、ファンコントローラ１２６から受信したＩＯデータを解釈する能力を含む。
【００３９】
　[0054]前述のように、メインサーバ１３２は、マテリアルハンドリング設備１００全体
にわたって動作する異種のシステムに関連付けられたデータを集約及び／又は統合するた
めの中心ハブとして働く。いくつかの例では、メインサーバ１３２は、クライアントデバ
イス１４８を介してユーザによってアクセス可能な１つ又は複数のウェブページをホスト
するウェブサーバ１４６を含み、及び／又はウェブサーバ１４６に関連付けられる。クラ
イアントデバイス１４８は、ウェブサーバ１４６がホストするウェブページにアクセスす
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るためのブラウザを有する任意の好適なコンピューティングデバイスとすることができる
。したがって、クライアントデバイス１４８は、マテリアルハンドリング設備（たとえば
、設備の物流オフィス内）に位置する１つ又は複数の作業者ステーションに対応すること
ができる。いくつかの例では、クライアントデバイスは、マテリアルハンドリング設備１
００全体にわたって職員によって持ち運ばれる及び／又は設備から離れている携帯用デバ
イス（たとえば、タブレット、スマートフォンなど）とすることができる。さらに、いく
つかのクライアントデバイス１４８は、マテリアルハンドリング設備１００の内外へトレ
ーラを輸送しているトラック運転者並びに／又はドック１０２及び／若しくはマテリアル
ハンドリング設備１００のヤード内でトレーラの位置を変えるヤードジョッキーによって
使用される携帯用デバイスとすることができる。
【００４０】
　[0055]異なるウェブページは、ユーザがマテリアルハンドリング設備１００内の異なる
ソースから収集されたデータの関係を認識することを円滑にする容易に理解できるフォー
マットで、異なるタイプの情報を提示するように設計された異なるグラフィカルユーザイ
ンターフェースを含むことができる。いくつかの例では、メインサーバ１３２は、特定の
ウェブページに当該する新しいデータが収集されたときはいつでも、ウェブに基づく通信
１５０を介して、ウェブページのうちの１つ又は複数を自動的に更新する。さらに、いく
つかの例では、ウェブページは、再びメインサーバ１３２へ提供されるユーザ入力を受信
するように設計される。いくつかの例では、ウェブページの更新は、更新された情報を要
求するクライアントデバイスからのプルリクエストに基づいて実装される。追加で又は別
法として、いくつかの例では、更新は、プッシュリクエストの使用によって動的更新のた
めに特有のクライアントデバイスによってアクティブに開かれるウェブページへプッシュ
することができる。いくつかの例では、１つのウェブページで受信されたユーザ入力を、
ユーザ入力に関する情報を表示している他のウェブページ（たとえば、他のクライアント
デバイス１４８によってアクセスされている他のウェブページ）へプッシュすることがで
きる。本明細書では、ウェブページに関してグラフィカルユーザインターフェースが開示
されているが、グラフィカルユーザインターフェースは、ウェブページ以外のものを使用
して（たとえば、アプリ、アプレット、アプリケーションなどを介して）提示することも
できる。
【００４１】
　[0056]いくつかの例では、メインサーバ１３２は、マテリアルハンドリング設備１００
内の別個のシステムから提供された情報を分析して、応答又は他の解決を必要とし得る状
況、条件、及び／又はイベント（本明細書では、集合的にイベントと呼ぶ）を識別する。
いくつかの例では、そのようなイベントの識別は、コントローラ１１６、１２２、１２４
、１２６、１２８、１３０及び／又はサーバ１３４、１３６のうちの複数の異なるものか
らのフィードバック（たとえば、特定のＩＯデータ）に依存する設定可能な規則に基づく
。いくつかの例では、メインサーバ１３２は、特定のイベント（たとえば、関連付けられ
たイベント規則の条件が満たされたとき）の検出に基づいて、特定の応答をトリガする。
いくつかの例では、応答は、再びコントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８
、１３０のうちの１つ又は複数に情報及び／又は命令を提供して、そのようなコントロー
ラに、対応するコントローラに関連付けられた機器で何らかの動作（たとえば、ドアの開
閉、ファン、送風機、又はコンベアの動作状態の変更、インジケータライトの状態の切換
えなど）を開始させることを含むことができる。いくつかの例では、メインサーバ１３２
は、１つ又は複数のクライアントデバイス１４８へ提供される警報、警告、通知、ログエ
ントリ、及び／又は報告（本明細書では、集合的に通知と呼ぶ）を生成することによって
、特定のイベントに応答することができる。いくつかの例では、そのような通知は、ウェ
ブページが更新されたとき、ウェブ通信１５０を介して提供することができる。追加で又
は別法として、メインサーバ１３２は、たとえば電子メールメッセージ、ＳＭＳ（ショー
トメッセージサービス）メッセージ、プッシュ通知などの他の形態のネットワーク通信１
５２を使用して、ウェブサーバ１４６から独立して、クライアントデバイス１４８へ通知
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を提供することができる。追加で又は別法として、メインサーバ１３２は、設備１００全
体にわたってコントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０のうちの１
つに関連付けられたローカル表示画面（たとえば、表示画面１１７）を介して描画するた
めの通知を伝送することができる。このようにして、そのような通知は、通知を生成する
ために使用されたメインサーバ１３２に情報を報告した同じコントローラに近接している
職員に情報を提供する。
【００４２】
　[0057]本明細書に開示するように、個人に自動通知を提供することで、それらの個人は
、普通なら知られないままであるはずの特定のイベントに気付くことが可能になる。これ
らのイベントは、設備１００における商品の効率的な荷積み、荷降し、及び／又は貯蔵に
とって破壊的な活動、設備１００内及び／又は設備１００周辺の職員に安全性リスクをも
たらす活動、ＨＶＡＣシステムにかかる負担の増大（及びそれに関連するコストの増大）
につながるエネルギーの損失を招く活動などに対応し得るため、これは前述の制御システ
ムの効率的な使用及び動作にとって大幅な改善である。マテリアルハンドリング設備１０
０内の様々なシステム及び動作の監視、並びに通知の自動生成及び伝送によって、本明細
書に開示する例により、当該する個人が、様々な通知に応答する適当な行動（たとえば、
通知をトリガした以前の行動を取り消すこと、トリガイベントを低減又は解消するために
追加の訓練を提供すること、予防及び／又は整備活動を予定及び／又は実装すること、プ
ロセスフロー及び／又は機器使用手順を再構成することなど）を実装することが可能にな
る。
【００４３】
　[0058]図６は、図１の例示的メインサーバ１３２の実装形態を示すブロック図である。
図６に示されるように、例示的メインサーバ１３２は、ウェブサーバ１４６、例示的ネッ
トワーク通信インターフェース６０２、例示的ＩＯネットワークインターフェース６０４
、例示的再始動ウォッチドッグ６０６、例示的データベース６０８、例示的プルサービス
マネージャ６１０、例示的プッシュサービスマネージャ６１２、例示的ビデオ管理システ
ム６１４、及び例示的イベントマネージャ６１６を含む。
【００４４】
　[0059]図６の例示的ネットワーク通信インターフェース６０２は、ウェブサーバ１４６
から独立して、クライアントデバイス１４８との通信を可能にする。たとえば、ネットワ
ーク通信インターフェース６０２は、電子メールメッセージ及び／又はＳＭＳメッセージ
を１つ又は複数のクライアントデバイス１４８へ送出することができる。追加で、いくつ
かの例では、ネットワーク通信インターフェース６０２は、ローカル管理サーバ（複数可
）１３４及び／又は遠隔サーバ（複数可）１３６との間でデータを送受信することができ
る。いくつかの例では、サーバ１３４、１３６から受信したデータは、データベース６０
８に記憶される。
【００４５】
　[0060]図６の例示的ＩＯネットワークインターフェース６０４は、各コントローラに関
連付けられたデータを一貫したフォーマットに正規化する通信プロトコルに応じて、コン
トローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０との通信を可能にする。すな
わち、ＩＯネットワークインターフェース６０４は、コントローラ１１６、１２２、１２
４、１２６、１２８、１３０によって報告されたＩＯデータを受信し、そのデータをイベ
ントマネージャ６１６による後の分析のためにデータベース６０８に記憶することができ
る。いくつかの例では、ＩＯネットワークインターフェース６０４は、異なるコントロー
ラから受信したデータをフォーマット化及び／又は正規化してから、そのデータを記憶の
ためにデータベース６０８及び／又は分析のためにイベントマネージャ６１６へ提供する
。
【００４６】
　[0061]図６の例示的再始動ウォッチドッグ６０６は、起こりうる故障のために、ウェブ
サーバ１４６及びＩＯネットワークインターフェース６０４を開始及び監視する。故障が
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検出されたとき、再始動ウォッチドッグ６０６は、ウェブサーバ１４６及び／又はＩＯネ
ットワークインターフェース６０４を自動的に再始動することができる。そのような再始
動は、障害／故障時又はその前後にＩＯネットワークインターフェース６０４を介して収
集又は伝送されたデータベース内の任意のＯＩデータを、誤りの可能性があるとラベル付
けするためのプロセスをトリガすることができ、その後、新しいＩＯデータで置き換える
ことを要求することができる。追加で、いくつかの例では、再始動ウォッチドッグ６０６
は、検出されたあらゆる障害をデータベース６０８にログする。このようにして、後の分
析によって、故障の原因及び可能な対応策を判定することができる。
【００４７】
　[0062]前述のように、例示的データベース６０８は、コントローラ１１６、１２２、１
２４、１２６、１２８、１３０のうちのいずれかによって監視されたＩＯパラメータに対
するＩＯデータ及び関連付けられた設定データを記憶する。データベース６０８はまた、
他のサーバ１３４、１３６のうちのいずれかから受信したデータを記憶することができる
。追加で、いくつかの例では、データベース６０８は、イベントを定義する設定データ、
それらのイベントをトリガする対応する規則又は条件、及びイベントトリガが検出された
ことに応答してとるべき行動を記憶する。データベースに記憶された情報のうちの一部の
性質に関する追加の詳細について、図７に関して以下に説明する。
【００４８】
　[0063]図７は、メインサーバ１３２と通信している異なるデバイス又はコントローラに
対応するＩＯパラメータに関連付けられた設定データを含む異なるタイプの情報を記憶す
る例示的データベース６０８を示すブロック図である。いくつかの例では、データベース
６０８は、コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０のＩＯ通信ボ
ードによって使用される通信プロトコルのフォーマットに応じてデータを記憶するために
、ＳＱＬ（構造化照会言語）を使用して実装される。説明されている例に表すように、デ
ータベース６０８は、メインサーバ１３２とワイヤレスでネットワーク化された異なるデ
バイスに対応するデバイス情報７０２を記憶する。いくつかの例では、各デバイスに関連
付けられたデバイス情報７０２は、各デバイスに関連付けられた個々のＩＯパラメータ（
たとえば、データ点）に対するデバイス識別情報７０４及びＩＯパラメータ情報７０６を
含む。図７に示されるように、デバイス識別情報７０４は、ワイヤレスネットワーク上の
デバイスに対するデバイス名、デバイスタイプ、及びアドレスを含む。デバイス情報７０
２にＩＯパラメータ情報７０６を含むことで、すべてのデータ点のデバイス全体のログが
可能になり、各ＩＯパラメータに対して個々の履歴ログを生成するのに対して、データの
履歴をアーカイブすることができる効率が増大する。さらに、いくつかの例では、コント
ローラ及び／又は他のデバイスからデータが報告された効率が、そのようなデータを圧縮
フォーマットでローカルに記憶するデバイスによって改善される。このようにして、メイ
ンサーバ１３２がデータを要求したとき、伝送のためにデータがすでに圧縮されているた
め、デバイスはより迅速に応答することができる。
【００４９】
　[0064]ＩＯパラメータ情報７０６は、ＩＯパラメータに対する名称、ＩＯパラメータの
タイプの指示、及び対応するデバイスに関連付けられた他のＩＯパラメータに対する一意
のアドレスを含む。追加で、データベース６０８に記憶されたＩＯパラメータ情報７０６
は、パラメータに対する現在の値を、現在の値に対するタイムスタンプとともに含む。さ
らに、ＩＯパラメータ情報７０６は、メインサーバ１３２がＩＯパラメータの値を解釈し
、ＩＯパラメータの報告値に基づいて、いずれかの行動をとる必要があるかどうかを判定
することを可能にする設定データを含む。いくつかの例では、設定データは、現在の値を
更新するのに十分なほど変化が大きいことを定義する１つ又は複数の値更新閾値を含む。
すなわち、いくつかの例では、値の差が閾値より小さい場合、現在の値に対する報告され
たパラメータ値のわずかな変動を無視することができる。いくつかの例では、ＩＯパラメ
ータ値の大幅な変化を受信したとき、メインサーバ１３２は、新しい値がデータベース６
０８に保存されたという確認を伝送する。いくつかのそのような例では、データの最初に
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報告したコントローラが、保存されているデータのそのような確認を受信するまで、検出
されたＩＯ変化を保持する連動方式を実装する。
【００５０】
　[0065]いくつかの例では、データベース６０８に記憶された設定データは、ＩＯパラメ
ータの報告値を人間の作業者に理解できるものに変換するためにメインサーバ１３２によ
って使用される変換係数を含む。たとえば、アナログデータ点は、５０°Ｆ～１２０°Ｆ
の温度を表すために、０～４０９６に及ぶ値を有することができる。この値自体は、作業
者にとって意味がなくてもよい。したがって、いくつかの例では、変換係数（たとえば、
直線関係に対する勾配及び切片の方程式に基づく）により、報告値から実際の温度への変
換が可能になる。ＩＯパラメータが、非直線測定（たとえば、サーミスタの出力信号）に
対応する場合、変換係数は、ＩＯパラメータ情報７０６に記憶されたパラメータタイプに
よって識別されるサーミスタのタイプに基づいて選択された直線化テーブルを含むことが
できる。いくつかの例では、パラメータに対する変換値と非変換値はどちらも、データベ
ースに記憶することができる。
【００５１】
　[0066]図７に示されるように、設定データは、ＩＯパラメータの値の意味のテキスト記
述及び／又は指示を提供するテキスト状態及び／又は値インジケータを含むことができる
。たとえば、前述の温度の例では、テキスト値インジケータは、パラメータの変換値とと
もに含むために、「ｄｅｇｒｅｅｓ　Ｆ」という列を含むことができ、したがって変換値
を見たユーザは、その意味を理解することができる。離散及び／又はデジタル値の場合、
テキスト状態インジケータは、パラメータ値が表すもののテキストに基づく指示（たとえ
ば、ドアに対する「Ｏｐｅｎ」又は「Ｃｌｏｓｅｄ」のテキスト列）を提供することがで
きる。
【００５２】
　[0067]いくつかの例では、ＩＯパラメータ情報は、パラメータに関連付けられたイベン
トの識別を含む。すなわち、パラメータは、１つ又は複数のイベント規則に対して定義さ
れる条件の根拠とすることができる。図７に示すデータベース７０６内のＩＯパラメータ
によって示唆されるすべてのイベント規則を識別することによって、メインサーバ１３２
は、ＩＯパラメータに対する値の変化が検出されたときはいつでも分析する必要のあるイ
ベント規則のすべてを識別することが可能になる。これにより、新しいパラメータ値が収
集されるたびにすべてのイベント規則を評価しなければならない他のシステムに比べて、
メインサーバ１３２の効率を大幅に改善することができる。
【００５３】
　[0068]図７に説明されている例では、データベース６０８は、特定のイベント及びその
ようなイベントをトリガする条件又は規則を定義するために設定可能なイベント定義７０
８を記憶する。いくつかの例では、イベント定義７０８は、イベントの名称及び／又は記
述、並びにイベントがいつトリガされるべきかを定義するイベント規則を含む。いくつか
の例では、イベント規則は、データベース６０８に記憶されたＩＯパラメータのうちの１
つ又は複数の値（複数可）に基づいて評価される１つ又は複数の条件（たとえば、ＡＮＤ
及び／又はＯＲブロックを使用）を含む。このようにして、特定のＩＯパラメータが、前
述の特定のイベントに関連付けられる。追加で、いくつかの例では、イベント定義は、イ
ベントがトリガされたときにとるべき応答及び／又は行動を設定する情報を含む。１つの
応答は、イベントの学習に関心をもち得る特定の受信者への通知を生成及び伝送するため
のものとすることができる。したがって、いくつかの例では、イベント定義７０８は、ど
の情報が通知に含まれるべきか、並びに／又は通知がどのように生成及び／若しくは送達
されるべきか（たとえば、電子メール、ＳＭＳメッセージ、ダッシュボード上のポップア
ップなどを介する）を定義する通知内容データを含む。さらに、イベント定義７０８は、
通知を送信するためのその連絡先情報（たとえば、電子メールアドレス、電話番号）とと
もに、通知が意図された通知受信者のリストを含む。いくつかの例では、デバイスに関連
付けられた特定の受信者又はユーザを参照することなく、特定のデバイスへ通知を伝送す
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ることができる。
【００５４】
　[0069]いくつかの例では、図５のビデオ管理システム５０６（及び／又は後述のビデオ
管理システム６１４）に関連付けられたカメラ５０８のうちの１つ又は複数は、イベント
の発生を招いた可能性のある状況を捕捉するように位置決めすることができる。本明細書
では、１つ又は複数のカメラの記録可能な範囲内で発生したイベントをビデオ捕捉イベン
トと呼ぶ。いくつかの例では、イベント定義は、当該カメラ（複数可）５０８を識別する
ビデオセグメント定義、当該カメラ（複数可）５０８がビデオセグメントに対するビデオ
を捕捉するべきイベント前に開始しイベント後に終了する時間窓を識別するイベント前時
間間隔及びイベント後時間間隔を含むことができる。すなわち、イベント前時間間隔は、
イベントがトリガされる前に対応するビデオセグメントの持続時間を定義し、イベント後
時間間隔は、イベントがトリガされた後に継続するビデオセグメントの持続時間を定義す
る。たとえば、１０秒のイベント前時間間隔及び２０秒のイベント後時間間隔を有する１
つのビデオセグメントを定義することができ、その結果、ビデオセグメントの持続時間は
３０秒になり、イベントはセグメントが始まって１０秒後に発生する。他の例では、イベ
ント後時間間隔は、最初のイベントに関連付けられた第２のイベントの検出後に開始する
ことができる（たとえば、条件の終了により、最初のイベントがトリガされる）。たとえ
ば、イベントをトリガする条件が１５秒続いた場合、前述の例におけるビデオセグメント
に対する総持続時間は４５秒になるはずである（イベント前時間間隔に対して１０秒、イ
ベントがトリガされる１５秒、及びイベント後時間間隔に対して２０秒）。いくつかのそ
のような例では、最初のイベント及び第２のイベントは、アーカイブの目的で、単一のイ
ベントの開始及び終了として処理される。他の例では、ビデオセグメント定義は、全ビデ
オ持続時間（たとえば、ビデオセグメントの開始から終了までの持続時間）及びイベント
に対する時間オフセット（たとえば、イベントが起こるべきビデオセグメントの開始後の
持続時間）に基づいて定義されたタイミングパラメータを含むことができる。たとえば、
前述の例と同じビデオを生じさせる場合、全ビデオ持続時間は３０秒として定義され、時
間オフセットは１０秒として定義されるはずである。追加で、ビデオセグメント定義は、
ビデオセグメントに対するサムネイルとしてビデオフレームが抽出されるべきビデオセグ
メント内の時点を定義するサムネイルオフセット時間を含むことができる。
【００５５】
　[0070]イベント定義７０８に加えて、図７の例示的データベース６０８は、イベントが
トリガされるたびにアーカイブするイベントログ７１０を含む。したがって、説明されて
いる例に示されるように、イベントログは、一連のトリガイベントに対応するトリガイベ
ント情報７１２を含む。いくつかの例では、トリガイベント情報７１２は、イベントの名
称及び／又は記述、イベントが発生したときを示すタイムスタンプ、イベントをトリガし
た最後のＩＯパラメータ（複数可）、並びにマテリアルハンドリング設備１００の周りに
設置されたカメラ（複数可）５０８のうちの１つ又は複数によって捕捉されたイベントに
対する１つ又は複数のビデオセグメントを含む。
【００５６】
　[0071]図６の例示的プルサービスマネージャ６１０は、ウェブサーバ１４６がホストす
るウェブページを介して、クライアントデバイス１４８との通信を可能にする。より具体
的には、いくつかの例では、プルサービスマネージャ６１０は、ウェブページにアクセス
するクライアントデバイス１４８からのプルリクエストにより、ウェブページ内の当該デ
ータをデータベース６０８から最初にロードすることを可能にする。追加で、プルサービ
スマネージャ６１０は、データベース６０８からのデータの動的検索により、ウェブペー
ジの内容を実質上リアルタイムで更新することを可能にする。いくつかの例では、プルサ
ービスマネージャ６１０は、エンドユーザが（たとえば、クライアントデバイス１４８で
）ウェブページ内の利用可能なユーザエントリフィールドにデータを入力したことに応答
して、プルリクエストにより新しいデータを要求することを可能にする。いくつかの例で
は、ユーザがデータを入力（たとえば、タイピング）しているとき、ユーザがデータを実



(35) JP 2021-517099 A 2021.7.15

10

20

30

40

50

際に提出する前に、新しいデータを検索することができる。
【００５７】
　[0072]図６の例示的プッシュサービスマネージャ６１２は、プッシュリクエスト通信プ
ロトコルを使用して、異なるライブウェブページ間でデータをプッシュし（たとえば、異
なるクライアントデバイス１４８によってアクセスされる）、すべての当該ウェブページ
への更新を実質上リアルタイムで提供する。すなわち、プッシュサービスマネージャ６１
２は、ウェブサーバ１４６が、クライアントデバイス１４８がデータ更新を（たとえば、
プルリクエストを介して）要求することを待つ必要なく、これらのウェブページのうちの
異なるウェブページへ更新データを伝送することを可能にする。追加で、プッシュサービ
スマネージャ６１２は、別個のウェブページによるウェブサーバ１４６からのそのような
データの要求、及び／又はウェブサーバ１４６の修正の必要なく、異種及び／又は無関係
のウェブページ間の実質上リアルタイムの更新のために、１つのウェブページを介してエ
ンドユーザによって提供されるユーザ入力データを他のウェブページへ提供することを可
能にする。本明細書では、例示的プルサービスマネージャ６１０及び例示的プッシュサー
ビスマネージャ６１２を集合的に例示的通知ジェネレータと呼ぶ。本明細書では、例示的
通知ジェネレータは、ディスプレイを介して（たとえば、コンピュータで実装される他の
アプリケーションに関連付けられた１つ若しくは複数のウェブページ及び／若しくはグラ
フィカルユーザインターフェースを介して）描画するために提供される情報、又はそうで
ない場合、ユーザによるアクセスのために提供（たとえば、電子メールメッセージでの伝
送、イベントの履歴ログにおける記憶など）される情報を生成する。
【００５８】
　[0073]いくつかの例では、プッシュ更新は、ウェブページに対するスクリプティングに
含まれる特有の列に基づいて識別される特定のタイプの情報の動的（たとえば、実質上リ
アルタイム）更新に加入するプッシュリクエストによって別個のウェブページを設定する
ことによって実現される。いくつかの例では、特定の列に関連付けられた情報は、特定の
タイプのデバイス（たとえば、特定のコントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１
２８、１３０）に対応する。たとえば、ウェブページは、ドックコントローラ１１６から
報告されたＩＯデータが変化したときに更新に加入するために、「ＤｏｃｋＳｕｂｓｃｒ
ｉｂｅ」という列を含むことができる。したがって、ドックコントローラ１１６によって
報告された１つのＩＯパラメータ値が変化したとき、プッシュサービスマネージャ６１２
は、加入しているウェブページへ新しい値をプッシュする。いくつかの例では、ウェブペ
ージに表示すべき内容に関連付けられた相互関係に基づいてともに報告するために、複数
のＩＯパラメータをグループ化することができる。したがって、いくつかの例では、その
グループ内のＩＯパラメータのうちのいずれか１つが変化したとき、プッシュサービスマ
ネージャ６１２は、すべての関連付けられたＩＯパラメータを加入しているウェブページ
へ送信することができる。他の例では、新しいＩＯパラメータのみをウェブページへ報告
することができ、次いでそのウェブページは、プルリクエストを開始して、他の当該パラ
メータを検索することができる。
【００５９】
　[0074]いくつかの例では、ユーザがクライアントデバイス１４８を介して特定のウェブ
ページにアクセスしたら直ちに、ウェブページ内のスクリプティングが、プッシュリクエ
ストに加入することができる。他の例では、ウェブページは、ユーザがウェブページを介
してデータを入力し始めるまで、加入を開始することができない。プッシュサービスマネ
ージャ６１２は、すべてのクライアントデバイス１４８で開かれているすべてのウェブペ
ージを監視して、現在開いているあらゆるウェブページによってなされているすべての加
入を追跡する。メインサーバ１３２が、特定の加入に関連付けられた１つ又は複数のコン
トローラからの新しいＩＯデータを収集した場合、その加入に対応するウェブページへ新
しいデータを自動的にプッシュすることができる。
【００６０】
　[0075]これと同じ手法に従って、１つのウェブページで受信したユーザ入力データを入



(36) JP 2021-517099 A 2021.7.15

10

20

30

40

50

手し、ウェブサーバ１４６がホストする他のウェブページへ分散させることができる。特
に、ユーザがデータを（クライアントデバイス１４８を介して）入力したとき、このデー
タはメインサーバ１３２へ（ウェブサーバ１４６を介して）提供される。提供されている
情報のタイプに基づいて、プッシュサービスマネージャ６１２は、ウェブページのスクリ
プティングに同じ特有の列を含むことに基づいて、同じタイプの情報に加入したすべての
他のアクティブのウェブページへ、その情報をプッシュする。したがって、特有の列は、
他のウェブページがユーザ入力データを送信するための宛先アドレスとして働く。これに
より、ウェブサーバ１４６が以前はホストしなかった新しいウェブページ間に新しいルー
ティング経路を組み込むためにサーバを修正することなく、異なるウェブサイト間でユー
ザ入力データを送信することが可能になる。
【００６１】
　[0076]いくつかの例では、更新された別個のウェブページは、同じウェブページの異な
る事例（たとえば、２つの異なるクライアントデバイス１４８によってアクセスされる）
、及び／又はウェブサーバ１４６がホストする完全に異なるウェブページとすることがで
きる。たとえば、共通の情報の更新に加入することができる異なるウェブページは、トラ
ック運転者がサインイン及びサインアウトするためのウェブページ、運転者のためのラウ
ンジ若しくは待合室内に表示するためのウェブページ、運転者特有の状態更新を（たとえ
ば、運転者の個人用スマートフォンに）提供するウェブページ、物流オフィスのドック割
当てセンターで表示するためのウェブページ、物流オフィスのヤードマップダッシュボー
ドのためのウェブページ、及び／又はイベントログ通知センターのためのウェブページを
含むことができる。
【００６２】
　[0077]いくつかの例では、メインサーバ１３２は、コントローラ１１６、１２２、１２
４、１２６、１２８、１３０から収集された更新された情報と、クライアントデバイス１
４８を介して手動で入力された別のウェブページからのユーザ入力データとを区別するこ
とが可能である。いくつかの例では、特定のパラメータに関連付けられたデータに対する
更新のタイプの指示（たとえば、センサによって報告されたデータか、それとも手動で更
新されたデータか）が、収集データとともにデータベース６０８に記憶される。いくつか
の例では、ウェブページが対応するデータを要求し又は他の方法で受信したとき、更新の
タイプの指示はウェブページへ通信される。したがって、いくつかの例では、ウェブペー
ジは、更新された情報が、センサデータ（たとえば、コントローラから）か、人間が入力
したデータかに基づいているとき、指示を提供することができる。
【００６３】
　[0078]図６に説明されている例では、ビデオ管理システム６１４は、図５のビデオ管理
システム５０６と実質上同じように機能することができる。いくつかの例では、図５のビ
デオ管理システム５０６が実装されるとき、図６のビデオ管理システム６１４を省略する
ことができる。同様に、他の例では、図６のビデオ管理システム６１４がメインサーバ１
３２によって実装されるとき、図５のビデオ管理システム５０６を省略することができる
。いくつかの例では、システムは、ビデオ管理システムを含まなくてもよい。すなわち、
いくつかの例では、図５のビデオ管理システム５０６及び図６のビデオ管理システム６１
４の両方を省略することができる。図６のビデオ管理システム６１４（及び／又は図５の
ビデオ管理システム５０６）の実装形態に関する追加の詳細は、図８に示されている。
【００６４】
　[0079]図８に示されるように、図６のビデオ管理システム６１４（及び／又は図５のビ
デオ管理システム５０６）は、例示的通信インターフェース８０２、例示的ビデオセグメ
ントジェネレータ８０４、例示的ビデオアナライザ８０６、及び例示的ビデオデータベー
ス８０８を含む。説明されている例に示されるように、通信インターフェース８０２は、
カメラ５０８からビデオデータを受信する。いくつかの例では、通信インターフェース８
０２はまた、メインサーバ１３２との通信を可能にする。
【００６５】
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　[0080]いくつかの例では、ビデオセグメントジェネレータ８０４は、マテリアルハンド
リング設備１００の動作に関して検出された特定のイベントに関連付けられたビデオのセ
グメントを生成することができる。いくつかの例では、検出されたイベントは、より詳細
には後述するように、メインサーバ１３２によって収集されたＩＯデータの分析に基づい
てメインサーバ１３２によって検出されたイベントに対応する。いくつかの例では、ビデ
オセグメントジェネレータ８０４によって生成されるビデオセグメントは、検出されたイ
ベント前の期間（たとえば、１０秒、３０秒、１分、５分など）及び検出されたイベント
後の期間にわたって延びるビデオを含む。検出されたイベントの前後両方のビデオセグメ
ントの持続時間は、検出される特定のイベントの性質に基づいて別個に設定することがで
きる。いくつかの例では、ビデオセグメントジェネレータ８０４は、１つ若しくは複数の
クライアントデバイス（たとえば、倉庫管理者及び／又は他の関心のある個人に関連付け
られる）による将来の参照のための記憶、及び／又は１つ若しくは複数のクライアントデ
バイスへの送信（たとえば、電子メールの添付物として）のために、生成されたビデオセ
グメントをメインサーバ１３２へ提供する。
【００６６】
　[0081]いくつかの例では、ビデオアナライザ８０６は、カメラ５０８のうちの１つ又は
複数によって提供された画像及び／又はビデオストリームを分析して、マテリアルハンド
リング設備１００の動作に関連付けられた安全性イベント（たとえば、ニアミス、不規則
なフォークリフトの挙動など）及び／又は他の設定可能な状況（たとえば、顔認識に基づ
く個人の識別、パレットの紛失又は置き間違いの検出など）を識別する。いくつかの例で
は、ビデオアナライザ８０６は、ビデオセグメントジェネレータ８０４によって生成され
たビデオセグメントの分析に制限される。すなわち、いくつかの例では、ビデオアナライ
ザ８０６は、検出されたイベントに応答して呼び出される。他の例では、ビデオアナライ
ザ８０６は、カメラ５０８のうちの１つ又は複数のビデオストリームを安全性イベントに
関して連続して分析することができる。安全性イベントは、マテリアルハンドリング設備
１００で発生する衝突、ニアミス、及び／又は他の事故を含むことができる。いくつかの
例では、ビデオアナライザ８０６は、カメラ５０８によって捕捉された画像及び／又はビ
デオを分析して、マテリアルハンドリング設備１００内及び／又はその周囲における人物
の場所及び／又は動きを検出及び／又は監視する。人物の識別は、誰がビデオセグメント
の生成を招いた最初のイベントをトリガする原因であったのかを判定するのに有用となり
得る。いくつかの例では、ビデオアナライザ８０６は、顔認識技術を使用して、検出され
た人物を識別する（たとえば、その人物がマテリアルハンドリング設備で働いているのか
、それとも認識できない来客又は侵入者であるのかを判定する）。
【００６７】
　[0082]説明されている例に示されるように、ビデオ管理システム６１４は、カメラ５０
８から受信したビデオデータを記憶するために、ビデオデータベース８０８を含む。いく
つかの例では、カメラ５０８は、ビデオを連続して捕捉し、捕捉されたデータは、長い期
間（たとえば、２４時間、１週間、１カ月など）にわたってデータベース８０８にアーカ
イブされる。追加で又は別法として、ビデオデータベース８０８は、ビデオセグメントジ
ェネレータ８０４によって生成されるビデオセグメントを、後の検索及び／又は分析のた
めに記憶することができる。いくつかの例では、ビデオセグメントは、より長い持続時間
にわたって（たとえば、無期限に）記憶されるべきビデオセグメントをユーザが要求しな
い限り、閾値期間（たとえば、２４時間、１週間、１カ月など）にわたって記憶される。
いくつかの例では、ビデオデータベース８０８はまた、ビデオセグメントを再調査した後
にユーザから受信した注釈及び／又はコメントを記憶する。さらに、ビデオデータベース
８０８は、検出されたイベントに対するビデオセグメントのタイミング及び持続時間を略
述するビデオセグメント定義を記憶することができる。いくつかの例では、図８のデータ
ベース８０８を図６の例示的データベース６０８に組み込むことができる。
【００６８】
　[0083]図６に説明されている例に戻ると、メインサーバ１３２の例示的イベントマネー
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ジャ６１６は、コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０から受信
したＩＯデータを分析して、特定のイベントの発生を検出する。たとえば、イベントマネ
ージャ６１６は、アラームをトリガするための特有のアラーム条件が満たされたことを判
定することができる。いくつかの例では、当該イベントを検出するために使用される条件
及び／又は規則は、前述のデータベース６０８に記憶される。説明されている例では、イ
ベントマネージャ６１６は、ネットワーク通信インターフェース６０２に、検出されたイ
ベントに関連付けられたすべての当該ウェブページを更新させる。より具体的には、いく
つかの例では、イベントマネージャ６１６は、ＩＯネットワークインターフェース６０４
で受信したデータから検出されたイベントを、プッシュリクエストを使用する動的更新の
ための加入を有するウェブページへルーティングするように、プッシュサービスマネージ
ャ６１２に命令する。追加で又は別法として、いくつかの例では、イベントマネージャ６
１６は、１つのクライアントデバイス１４８から受信した変更（たとえば、対応するウェ
ブページにおけるユーザ入力に基づく）を、すべての他のクライアントデバイス１４８又
は対応するウェブページのスクリプティングで指定される１つ若しくは複数のタイプのア
カウントへルーティングするように、プッシュサービスマネージャ６１２に命令する。追
加で又は別法として、イベントマネージャ６１６は、電子メール及び／又はＳＭＳメッセ
ージを生成し、特定のイベントを検出したことに応答して、ネットワーク通信インターフ
ェース６０２を介してクライアントデバイス１４８のうちの１つ又は複数へ送信すること
ができる。
【００６９】
　[0084]さらに、特定のイベントを検出したことに応答して、イベントマネージャ６１６
は、ビデオセグメントジェネレータ８０４に、検出されたイベントに関連付けられたビデ
オセグメントを生成させることができる。いくつかの例では、ビデオセグメントジェネレ
ータ８０４によって生成されたビデオセグメントは、そのようなメッセージに対する添付
物として含むことができる。いくつかの例では、イベントマネージャ６１６は、イベント
が検出されたことに応答して、最初の電子メールを自動的に送出し、次いでその直後（た
とえば、セグメントに関連付けられた設定済みイベント後時間間隔を含むようにビデオセ
グメントが生成された後）に、ビデオセグメントが添付された第２の電子メールを送信す
ることができる。いくつかの例では、イベントマネージャ６１６は、最初の電子メール通
知にそのようなイベント後時間間隔を含むようにビデオセグメントが生成されるまで待つ
ことができる。
【００７０】
　[0085]イベントマネージャの実装形態に関する追加の詳細は、図９に関して以下に提供
される。具体的には、図９に説明されている例に示されるように、イベントマネージャ６
１６は、例示的デバイス識別子９０２、例示的設定エンジン９０４、例示的データアナラ
イザ９０６、例示的タイムスタンパ９０８、例示的パラメータ値変換器９１０、例示的イ
ベントアナライザ９１２、例示的イベントロガー９１４、例示的通知エンジン９１６、及
び例示的ウェブページアナライザ９１８を含む。
【００７１】
　[0086]図９に説明されている例では、例示的デバイス識別子９０２は、ＩＯデータを含
むメッセージを伝送するデバイスを識別する。いくつかの例では、コントローラ１１６、
１２２、１２４、１２６、１２８、１３０のうちのいずれか１つ及び／又は任意の他のデ
バイスによってメインサーバ１３２に報告されたＩＯデータは、伝送デバイスの名称又は
識別子及び関連付けられたアドレスを含むＩＯメッセージで伝送される。デバイス識別子
９０２は、デバイスがシステムに設定及びコミッショニングされたときにデータベース６
０８に記憶されたデバイスに対する対応する識別子及び／又はアドレスを検索することに
よって、そこからＩＯメッセージを受信したデバイスを識別することができる。すなわち
、デバイス（たとえば、コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０
）がシステムに設定及びコミッショニングされたとき、メインサーバ１３２は、デバイス
の名称及びアドレスをデータベース６０８に記憶する。したがって、新しいＩＯメッセー
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ジを受信したとき、例示的デバイス識別子９０２は、データベース６０８でデバイスを検
索することによって、メッセージに含まれるＩＯデータのソースを識別することができる
。しかし、いくつかの例では、メインサーバ１３２は、たとえばデバイスがネットワーク
にとって新しいとき、データベースに表されていないデバイスからＩＯメッセージを受信
することができる。そのような例では、デバイス識別子９０２は、認識されないデバイス
の名称及びアドレスをデータベース６０８に記憶することができるが、そのデバイスが設
定されるまで、報告されたＩＯパラメータ値に特有のＩＯデータ及び／又はＩＯメッセー
ジに含まれるあらゆる他の情報を無視することがある。
【００７２】
　[0087]説明されている例では、新しいデバイスの設定及び／又はコミッショニング（及
び／又は既存のデバイスの再設定）は、図９の例示的設定エンジン９０４を介して実現さ
れる。いくつかの例では、デバイス識別子９０２が認識しないデバイス（たとえば、コン
トローラ）（たとえば、新しいデバイス）からＩＯメッセージを受信したことに応答して
、設定エンジン９０４は、デバイスに関連付けられたすべてのデータの設定のための自動
アップロードを認証するように、作業者に促すことができる。追加で又は別法として、デ
バイスの名称及びアドレスは、当該データを設定のためにアップロードするための認証を
要求することなく、データベースに記憶することができる。そうではなく、設定エンジン
９０４は、作業者がデバイスの設定を開始するのを待つことができる。そのような例では
、設定エンジン９０４は、メインサーバ１３２と通信するワイヤレスネットワークで発見
されたデバイスのリストを提供することができる。未設定のデバイスの名称及びアドレス
がデータベースに記憶されるので、作業者が設定のために選択するためのリストにその未
設定のデバイスを含むことができる。このようにして、ユーザは、メインサーバ１３２に
よって監視すべき新しいデバイスのコミッショニング及び設定に関して支援される。
【００７３】
　[0088]図９の例示的データアナライザ９０６は、コントローラ１１６、１２２、１２４
、１２６、１２８、１３０から受信したＩＯメッセージに含まれるＩＯデータ及び／又は
任意の他のデバイス（たとえば、管理サーバ（複数可）１３４、遠隔サーバ（複数可）１
３５、クライアントデバイス１４８など）からメインサーバ１３２に報告される任意の他
のデータを監視及び／又は分析する働きをする。いくつかの例では、コントローラ１１６
、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０のうちのいずれか１つが、複数の異なるＩＯ
パラメータに関連付けられたデータを報告することができる。したがって、いくつかの例
では、データアナライザ９０６は、ＩＯデータを監視及び／又は分析して、ＩＯメッセー
ジがどのＩＯパラメータに関連付けられているかを判定する。いくつかの例では、報告さ
れる特定のＩＯパラメータは、データベース６０８内のＩＯメッセージに含まれるパラメ
ータアドレスを検索することに基づく。特定のＩＯパラメータが識別された後、データア
ナライザ９０６は、ＩＯメッセージで報告されたＩＯパラメータの値を、データベース６
０８に記憶された最近の値と比較することができる。この値が変化しない場合、ＩＯメッ
セージは、いかなる新しい情報も搬送しておらず、さらなる分析は必要とされない。しか
し、ＩＯパラメータの値が変化している場合、データアナライザ９０６は、新しい値によ
ってデータベース６０８を更新することができる。いくつかの例では、データアナライザ
９０６は、値の変化がパラメータに割り当てられた閾値を超過したとき、不感帯範囲内の
非帰結変動を省略するように、ＩＯパラメータに対する値を更新することができる。ＩＯ
パラメータに関して報告された値が十分に変化したとき、例示的タイムスタンパ９０８は
、データベース６０８に記憶される新しい値をタイムスタンプして、いつ変化が起きたか
を記録することができる。
【００７４】
　[0089]ＩＯパラメータに関して報告される値が変化したとき、例示的パラメータ値変換
器９１０を実装して、その値を人間に理解できる形式に変換又は翻訳する。いくつかの例
では、これは、データベース６０８に記憶されたＩＯパラメータに関連付けられた１つ又
は複数の変換係数を適用することを伴う。パラメータ値変換器９１０はまた、この値を、
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ＩＯパラメータのコンテキストに関連付けられたデジタルＩＯ値に対する特定の状態（た
とえば、ドアに対する「ＯＰＥＮ」又は「ＣＬＯＳＥＤ」）、又はアナログＩＯ値に対す
る記述的ステートメント（たとえば、「２７　ｄｅｇｒｅｅｓ　Ｆ」）に対応するテキス
ト形式に変換することができる。追加で又は別法として、パラメータ値変換器９１０は、
ＩＯパラメータ値を、たとえば画像、アイコン、色などのテキスト以外の視覚コンテキス
ト特有のインジケータに変換することができる。
【００７５】
　[0090]図９に説明されている例では、例示的イベントアナライザ９１２は、データアナ
ライザ９０６によって識別されたＩＯメッセージに報告されるＩＯパラメータが、何らか
のイベント規則に関連付けられているか、又はイベント規則で示唆されているかを判定す
る。すなわち、イベントアナライザ９１２は、ＩＯパラメータがイベントのトリガを定義
する条件に対する根拠であるかどうかを判定する。ＩＯパラメータが１つ又は複数のイベ
ント規則に関連付けられている場合、イベントアナライザ９１２は、パラメータに対する
新しい報告値に基づいて、関連付けられたイベント規則の各々を評価して、何らかのイベ
ントがトリガされたかどうかを判定する。イベントがトリガされていない場合、さらなる
行動はとらない。イベントがトリガされた場合、例示的イベントロガー９１４は、例示的
タイムスタンパ９０８によって提供される関連付けられたタイムスタンプとともに、イベ
ントをデータベース６０８にログする。
【００７６】
　[0091]イベントがトリガ又は検出された後、メインサーバ１３２のイベントマネージャ
６１６は、そのイベントに応答して、１つ又は複数の行動を開始することができる。いく
つかの例では、１つの応答は、当該する個人への通知の生成及び分散を含む。したがって
、例示的イベントマネージャ６１６は、そのような通知を生成するために、通知エンジン
９１６を備える。いくつかの例では、通知エンジン９１６は、トリガイベントに関連付け
て記憶された通知内容データに基づいて、通知の内容を生成する。さらに、いくつかの例
では、トリガイベントに関連付けられた設定済みデータは、通知を送達するために使用さ
れる連絡先情報（たとえば、電子メールアドレス、電話番号など）とともに、通知に対す
る意図された受信者を識別する。いくつかの例では、通知エンジンは、特定の受信者の識
別情報にかかわらず、特定のコンピューティングデバイス及び／又は表示画面を介して表
示するための通知を生成する。たとえば、通知は、マテリアルハンドリング設備１００の
物流オフィス内の表示画面への更新を含むことができる。いくつかの例では、通知エンジ
ン９１６は、ローカル画面（たとえば、図３の表示画面１１７）上の表示のために図１の
コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０のうちの１つ又は複数に
提供される通知を生成することができる。いくつかの例では、通知エンジン９１６は、ウ
ェブサーバ１４６によって管理される１つ又は複数のウェブページへ更新として提供すべ
き通知を生成することができる。いくつかの例では、そのような通知は、例示的ウェブペ
ージアナライザ９１８によって処理される。したがって、例示的通知エンジン９１６及び
ウェブページアナライザ９１８は、通知ジェネレータの追加の例である（前述のプッシュ
サービスマネージャ６１０及びプッシュサービスマネージャ６１２とともに）。
【００７７】
　[0092]特定のイベントがトリガされるか否かにかかわらず、図９の例示的ウェブページ
アナライザ９１８は、ＩＯパラメータが、ウェブサーバ１４６がホストする１つ又は複数
のウェブページを介して表示される内容に関連付けられているかどうかを判定し、パラメ
ータに対する任意の新しい報告値を送出して、当該ウェブページを更新することができる
。前述のように、いくつかの例では、ウェブページの更新は、そのような更新のためのポ
ーリングなく、実質上リアルタイムの更新のためにプッシュサービスマネージャ６１２を
介してウェブページにプッシュすることができる。別法として、プルサービスマネージャ
６１０は、プルリクエストを使用して更新をポーリングすることもできる。
【００７８】
　[0093]図１のメインサーバ１３２（並びに関連付けられた図８のビデオ管理システム６
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１４及び図９のイベントマネージャ６１６）を実装する例示的方式が図６に示されている
が、図６及び図９に示される要素、プロセス、及び／又はデバイスのうちの１つ又は複数
は、任意の他の方法で、結合、分割、再配置、省略、除去、及び／又は実装することがで
きる。さらに、例示的ネットワーク通信インターフェース６０２、例示的ＩＯネットワー
クインターフェース６０４、例示的再始動ウォッチドッグ６０６、例示的データベース６
０８、例示的プルサービスマネージャ６１０、例示的プッシュサービスマネージャ６１２
、例示的ビデオ管理システム６１４（例示的通信インターフェース８０２、例示的ビデオ
セグメントジェネレータ８０４、例示的ビデオアナライザ８０６、及び／又は例示的ビデ
オデータベース８０８のうちのいずれかを含む）、例示的イベントマネージャ６１６（例
示的デバイス識別子９０２、例示的設定エンジン９０４、例示的データアナライザ９０６
、例示的タイムスタンパ９０８、例示的パラメータ値変換器９１０、例示的イベントアナ
ライザ９１２、例示的イベントロガー９１４、例示的通知エンジン９１６、及び／又は例
示的ウェブページアナライザ９１８のうちのいずれかを含む）、及び／又は、より一般的
には、図１の例示的メインサーバ１３２は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェ
ア、並びに／又はハードウェア、ソフトウェア、及び／若しくはファームウェアの任意の
組合せによって実装することができる。したがって、たとえば、例示的ネットワーク通信
インターフェース６０２、例示的ＩＯネットワークインターフェース６０４、例示的再始
動ウォッチドッグ６０６、例示的データベース６０８、例示的プルサービスマネージャ６
１０、例示的プッシュサービスマネージャ６１２、例示的ビデオ管理システム６１４（例
示的通信インターフェース８０２、例示的ビデオセグメントジェネレータ８０４、例示的
ビデオアナライザ８０６、及び／又は例示的ビデオデータベース８０８のうちのいずれか
を含む）、例示的イベントマネージャ６１６（例示的デバイス識別子９０２、例示的設定
エンジン９０４、例示的データアナライザ９０６、例示的タイムスタンパ９０８、例示的
パラメータ値変換器９１０、例示的イベントアナライザ９１２、例示的イベントロガー９
１４、例示的通知エンジン９１６、及び／又は例示的ウェブページアナライザ９１８のう
ちのいずれかを含む）、及び／又は、より一般的には、例示的メインサーバ１３２のうち
のいずれかは、１つ又は複数のアナログ若しくはデジタル回路（複数可）、論理回路、プ
ログラマブルプロセッサ（複数可）、プログラマブルコントローラ（複数可）、グラフィ
ックス処理装置（複数可）（ＧＰＵ（複数可））、デジタル信号プロセッサ（複数可）（
ＤＳＰ（複数可））、特定用途向け集積回路（複数可）（ＡＳＩＣ（複数可））、プログ
ラマブル論理デバイス（複数可）（ＰＬＤ（複数可））、及び／又はフィールドプログラ
マブル論理デバイス（複数可）（ＦＰＬＤ（複数可））によって実装することもできる。
純粋にソフトウェア及び／又はファームウェアの実装形態を対象とする本特許の装置又は
システムの請求項のうちのいずれかを読むとき、例示的ネットワーク通信インターフェー
ス６０２、例示的ＩＯネットワークインターフェース６０４、例示的再始動ウォッチドッ
グ６０６、例示的データベース６０８、例示的プルサービスマネージャ６１０、例示的プ
ッシュサービスマネージャ６１２、例示的ビデオ管理システム６１４（例示的通信インタ
ーフェース８０２、例示的ビデオセグメントジェネレータ８０４、例示的ビデオアナライ
ザ８０６、及び／又は例示的ビデオデータベース８０８のうちのいずれかを含む）、及び
／又は例示的イベントマネージャ６１６（例示的デバイス識別子９０２、例示的設定エン
ジン９０４、例示的データアナライザ９０６、例示的タイムスタンパ９０８、例示的パラ
メータ値変換器９１０、例示的イベントアナライザ９１２、例示的イベントロガー９１４
、例示的通知エンジン９１６、及び／又は例示的ウェブページアナライザ９１８のうちの
いずれかを含む）のうちの少なくとも１つは、本明細書により、ソフトウェア及び／又は
ファームウェアを含む、メモリ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、コンパクトディス
ク（ＣＤ）、ブルーレイディスク、ＵＳＢメモリスティック、固体状態メモリディスクデ
バイスなどの非一時的コンピュータ可読記憶デバイス又は記憶ディスクを含むように明示
的に定義される。さらに、図１の例示的メインサーバ１３２は、図６、図８、及び図９に
示されるものに加えて、又はその代わりに、１つ若しくは複数の要素、プロセス、及び／
若しくはデバイスを含むこと、並びに／又は示される要素、プロセス、及びデバイスのい
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ずれか若しくはすべてのうちの２つ以上を含むことができる。本明細書では、「通信する
」という語句は、その変化形を含めて、直接通信及び／又は１つ若しくは複数の中間構成
要素を介する間接通信を包含し、直接の物理的（たとえば、ワイヤード）通信及び／又は
継続的通信を必要とせず、そうではなく、追加で、周期的間隔、予定された間隔、非周期
的間隔、及び／又は１度だけのイベントでの選択的通信を含む。
【００７９】
　[0094]いくつかの例では、図６のブロック（並びに／又は図８及び図９の関連付けられ
たブロック）のうちの１つ又は複数を、１つ又は複数の別個のサーバに実装することがで
きる。たとえば、いくつかの例では、データベース６０８は、メインサーバ１３２のもの
とは別個のサーバに実装することができる。追加で又は別法として、いくつかの例では、
ＩＯネットワークインターフェース６０４は、イベントマネージャ６１６を含むメインサ
ーバ１３２とは異なる別個のＩＯサーバに実装することができる。さらに、図１０に説明
されている例に示されるように、分散システム１０００を作成することができ、複数のＩ
Ｏサーバ１００２（各々、ＩＯネットワークインターフェース６０４を含む）及び／又は
複数のメインサーバ１３２（各々、イベントマネージャ６１６を含む）が、分散システム
１０００内に実装され、１つ又は複数のルータ１００４を介して通信可能に結合される。
説明されている例では、単一のデータベース６０８が、メインサーバ１３２の各々を担う
。他の例では、異なるメインサーバ１３２が異なるデータベース６０８を含むこと、及び
／又は異なるメインサーバ１３２を異なるデータベース６０８に関連付けることができる
。
【００８０】
　[0095]図１０に表されるように、ＩＯサーバ１００２の各々は、異なる１組のワイヤレ
スＩＯデバイス（たとえば、コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１
３０のうちのいずれかに同等）に通信可能に結合される。説明されている例に示されるよ
うに、別個のＩＯサーバ１００２は、例示的ルータ１００４を介してメインサーバ１３２
と通信する。この配置により、地理的に分散されたデバイス（たとえば、有効ワイヤレス
通信の信号範囲を超える）からのデータを単一のシステムに収集及び統合することが可能
になる。いくつかの例では、メインサーバ１３２はまた、クラウドサービス提供者が地理
的に分散及び／又はホストすることができる。説明されている例では、ＩＯサーバ１００
２は、メインサーバ１３２のアレイへの単一のＴＣＰ（伝送制御プロトコル）接続のみを
ホストすることができる。対照的に、メインサーバ１３２及びルータ１００４は、多数の
ＴＣＰ接続を可能にすることができる。したがって、ルータ１００４とサーバ１３２との
間の通信はＴＣＰ接続に基づくため、ＩＯサーバ１００２がワイヤレスＩＯデバイス１０
０６のワイヤレス範囲内に位置決めされているとき、ルータ１００４及び／又はサーバ１
３２は、ワイヤレス通信範囲を超えて配置することができる。したがって、ルータ１００
４は、図１０に示される分散システムのためのＴＣＰ接続のコンセントレータとして働く
。いくつかの例では、メインサーバ１３２の数は、処理容量及び帯域幅の考慮（たとえば
、ウェブアクセス要求に基づく）に応じて、拡大又は縮小することができる。いくつかの
例では、単一のメインサーバ１３２を実装して、別個のＩＯサーバ１００２の各々からの
すべてのデータを受信及び集約することができる。図１０に示される分散システムは、広
いキャンパス内の複数の建物に及ぶ応用例、及び／又は地理的に離れた異なる場所（たと
えば、異なる都市、異なる州、異なる国など）に複数の設備を含む企業にとって好適とな
り得る。
【００８１】
　[0096]いくつかの例では、それぞれのコントローラにおけるＩＯデータの分析及び処理
が、マテリアルハンドリング設備１００全体にわたってすべてのソースからメインサーバ
１３２によって集約されるすべてのＩＯデータより少ないＩＯデータに制限され得ること
を除いて、メインサーバ１３２によって実装される機能の少なくとも一部は、別法として
、及び／又は別個に、図１のコントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１
３０のうちのいずれか１つによって実装することができる。すなわち、いくつかの例では
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、コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０は、それぞれのＩＯデ
ータを分析して、たとえば、ローカル表示画面（たとえば、図３の表示画面１１７）を介
した描画、並びに／又はデータベースへの記憶、及び／若しくはさらなる分析、処理、及
び／若しくは分散のためのメインサーバ１３２への伝送のための通知の生成など、特定の
行動の実装をトリガするイベントを識別することができる。コントローラ１１６、１２２
、１２４、１２６、１２８、１３０は、各々の対応するコントローラによって直接収集さ
れたＩＯデータの処理に制限され得るが、いくつかの例では、メインサーバ１３２は、他
のソース（たとえば、マテリアルハンドリング設備１００、クライアントデバイス（複数
可）１４８、管理サーバ（複数可）、及び／又は遠隔サーバ（複数可）内の異なるコント
ローラ）から取得した追加の情報を提供することができる。
【００８２】
　[0097]より具体的には、図１１は、図１のコントローラ１１６、１２２、１２４、１２
６、１２８、１３０のうちのいずれか１つに対応することができるローカルコントローラ
１１００の例示的実装形態を示し、これらのコントローラは、そのようなコントローラに
よって動作及び／又は制御されている機器に対してローカルである。したがって、説明さ
れている例に示されるように、ローカルコントローラ１１００は、例示的通信ボード１３
３を含み、コントローラ１１００は、通信ボード１３３によって、ＩＯデータをメインサ
ーバ１３２へ伝送することが可能である。さらに、いくつかの例では、前述のように、コ
ントローラ１１００はまた、フィードバック及び／又は他の当該情報をメインサーバ１３
２から受信することができる。追加で、図１１に説明されている例に示されるように、ロ
ーカルコントローラは、例示的通信インターフェース１１０２、例示的データアナライザ
１１０４、例示的イベントアナライザ１１０６、例示的パラメータ値変換器１１０８、例
示的通知エンジン１１１０、例示的データベース１１１２、例示的ディスプレイ１１１４
、及び例示的機器コントローラ１１１６を含む。
【００８３】
　[0098]例示的通信インターフェース１１０２は、コントローラ１１００が、コントロー
ラ１１００によって監視及び／又は制御される関連付けられた機器と通信することを可能
にする。たとえば、図１のドックコントローラ１１６に対する通信インターフェース１１
０２は、ドックコントローラ１１６が、ドア１０４、出入口バリア１０６、ドックレベラ
１０８、車両拘束装置１１０、存在検出器１１２、及び通知システム１１４を含むドック
に関連付けられたアクチュエータ、センサ、及び／又は他の機器へコマンド又は命令を送
信すること、並びにそれらの機器からフィードバックを受信することを可能にする。いく
つかの例では、通信ボード１３３及び通信インターフェース１１０２は、単一の構成要素
として統合及び機能することができる。
【００８４】
　[0099]いくつかの例では、図１１に示される例示的データアナライザ１１０４、例示的
イベントアナライザ１１０６、例示的パラメータ値変換器１１０８、例示的通知エンジン
１１１０、及び例示的データベース１１１２は、メインサーバ１３２に関連付けられた図
６及び図９の対応する例示的データアナライザ９０６、例示的イベントアナライザ９１２
、例示的パラメータ値変換器９１０、例示的通知エンジン９１６、及び例示的データベー
ス６０８と同じ又は同様の目的を担う。しかし、図１１の例示的ローカルコントローラ１
１００の例示的データアナライザ１１０４、例示的イベントアナライザ１１０６、例示的
パラメータ値変換器１１０８、例示的通知エンジン１１１０、及び例示的データベース１
１１２は、メインサーバ１３２と比較して、記憶、分析、及び／又は処理されるデータの
量及びタイプに関して制限され得る。
【００８５】
　[0100]より具体的には、図１１の例示的データアナライザ１１０４は、関連付けられた
機器又はセンサから通信インターフェース１１０２を介して受信したＩＯデータを監視及
び／又は分析して、機器又はセンサの状態又は条件の変化を反映するようにそのようなデ
ータが変化したことを判定する。いくつかの例では、例示的データアナライザ１１０４が
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ＩＯデータの変化を識別したとき、データアナライザ１１０４は、その変化をデータベー
ス１１１２に記憶することができる。いくつかの例では、データアナライザ１１０４は、
ＩＯデータをデータベース１１１２に記憶することなく、ＩＯデータを監視及び／又は分
析する。そうではなく、いくつかのそのような例では、データアナライザ１１０４は、イ
ベントアナライザ１１０６とともに動作して、データアナライザ１１０４によって判定さ
れるＩＯデータの現在の値に基づいて、任意の好適な行動又は動作を判定する。いくつか
の例では、データアナライザ１１０４はまた、メインサーバ１３２によって提供されたデ
ータを記憶、監視、及び／又は分析することができる。たとえば、ドックコントローラ１
１６に関して、整備職員は、クライアントデバイス（複数可）１４８のうちの１つを介し
て、ドック１０２における機器の整備に関する詳細及び／又は整備のためにドックを非稼
働状態にするべき指示を提供することができる。追加で又は別法として、関連付けられた
ドック１０２に駐車されたトレーラに関連付けられた詳細に関してトラック運転者の携帯
用デバイス（クライアントデバイス（複数可）１４８の別のものに対応する）からメイン
サーバ１３２によって収集された情報はまた、記憶並びに／又は図１１のデータアナライ
ザ１１０４及び／若しくはイベントアナライザ１１０６によるさらなる分析及び／若しく
は処理のために、ローカルドックコントローラ１１６へ提供することができる。
【００８６】
　[0101]前述のように、例示的データアナライザ１１０４は、図１１に説明されている例
の例示的イベントアナライザ１１０６とともに動作することができる。いくつかの例では
、データアナライザ１１０４及びイベントアナライザ１１０６を単一の構成要素に統合す
ることができる。例示的イベントアナライザ１１０６は、特定のＩＯパラメータに関連付
けられた特定のＩＯデータが、イベントアナライザ１１０６がイベントを定義する情報を
記憶すること及び／又は行動を開始することができる１つ又は複数のイベントのトリガを
定義する条件に対応するかどうかを判定する。いくつかの例では、この行動は、特定の機
器の起動（たとえば、ドアの開閉、警報の生成、視覚及び／又は可聴インジケータの出力
の変更など）を伴うことができる。さらに、いくつかの例では、イベントアナライザ１１
０６は、イベントがトリガされたことに応答した適当な行動が、ローカルに記憶すること
、メインサーバ１３２へ伝送すること、及び／又は例示的ディスプレイ１１１４などのロ
ーカル表示画面を介して表示することができる特定の通知を生成することであると判定す
ることができる。
【００８７】
　[0102]いくつかの例では、例示的ディスプレイ１１１４へ提供及び／又はメインサーバ
１３２へ伝送される通知は、通知エンジン１１１０によって生成される。したがって、例
示的通知エンジン１１１０及びウェブページアナライザ９１８は、通知ジェネレータの追
加の例である（前述の図６のプッシュサービスマネージャ６１０及びプッシュサービスマ
ネージャ６１２並びに図９の通知エンジン９１６及びウェブページアナライザ９１８とと
もに）。いくつかの例では、そのような通知は、例示的パラメータ値変換器１１０８の出
力を含むこと、及び／又は例示的パラメータ値変換器１１０８の出力に基づくことができ
る。図１１のパラメータ値変換器１１０８は、通信インターフェース１１０２によって収
集されたＩＯデータに表される特定のパラメータの値を人間の理解できる形式に変換又は
翻訳するように実装される。いくつかの例では、図１１のパラメータ値変換器１１０８は
、上記で論じた図９の例示的パラメータ値変換器９１０に類似の方式で動作する。図１１
の例示的機器コントローラ１１１６は、たとえば通信インターフェース１１０２を介して
当該機器へ命令、コマンド、及び／又は信号を伝送することによって、ローカルコントロ
ーラ１１００によって監視及び／又は制御される機器の動作を制御する。
【００８８】
　[0103]図１の例示的コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０の
うちのいずれか１つを実装する例示的方式が、図１１の例示的ローカルコントローラ１１
００によって示されているが、図１１に示される要素、プロセス、及び／又はデバイスの
うちの１つ又は複数は、任意の他の方法で、結合、分割、再配置、省略、除去、及び／又
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は実装することができる。さらに、図１１の例示的通信ボード１３３、例示的通信インタ
ーフェース１１０２、例示的データアナライザ１１０４、例示的イベントアナライザ１１
０６、例示的パラメータ値変換器１１０８、例示的通知エンジン１１１０、例示的データ
ベース１１１２、例示的ディスプレイ１１１４、例示的機器コントローラ１１１６、及び
／又は、より一般的には、例示的ローカルコントローラ１１００は、ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、並びに／又はハードウェア、ソフトウェア、及び／若しくは
ファームウェアの任意の組合せによって実装することができる。したがって、たとえば、
例示的通信ボード１３３、例示的通信インターフェース１１０２、例示的データアナライ
ザ１１０４、例示的イベントアナライザ１１０６、例示的パラメータ値変換器１１０８、
例示的通知エンジン１１１０、例示的データベース１１１２、例示的ディスプレイ１１１
４、例示的機器コントローラ１１１６、及び／又は、より一般的には、例示的ローカルコ
ントローラ１１００のうちのいずれかは、１つ又は複数のアナログ若しくはデジタル回路
（複数可）、論理回路、プログラマブルプロセッサ（複数可）、プログラマブルコントロ
ーラ（複数可）、グラフィックス処理装置（複数可）（ＧＰＵ（複数可））、デジタル信
号プロセッサ（複数可）（ＤＳＰ（複数可））、特定用途向け集積回路（複数可）（ＡＳ
ＩＣ（複数可））、プログラマブル論理デバイス（複数可）（ＰＬＤ（複数可））、及び
／又はフィールドプログラマブル論理デバイス（複数可）（ＦＰＬＤ（複数可））によっ
て実装することもできる。純粋にソフトウェア及び／又はファームウェアの実装形態を対
象とする本特許の装置又はシステムの請求項のうちのいずれかを読むとき、例示的通信ボ
ード１３３、例示的通信インターフェース１１０２、例示的データアナライザ１１０４、
例示的イベントアナライザ１１０６、例示的パラメータ値変換器１１０８、例示的通知エ
ンジン１１１０、例示的データベース１１１２、例示的ディスプレイ１１１４、及び／又
は例示的機器コントローラ１１１６のうちの少なくとも１つは、本明細書により、ソフト
ウェア及び／又はファームウェアを含むメモリ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）、ブルーレイディスクなどの非一時的コンピュータ可読記憶デ
バイス又は記憶ディスクを含むように明示的に定義される。さらに、図１１の例示的ロー
カルコントローラ１１００は、図１１に示されるものに加えて、又はその代わりに、１つ
若しくは複数の要素、プロセス、及び／若しくはデバイスを含むこと、並びに／又は示さ
れる要素、プロセス、及びデバイスのいずれか若しくはすべてのうちの２つ以上を含むこ
とができる。本明細書では、「通信する」という語句は、その変化形を含めて、直接通信
及び／又は１つ若しくは複数の中間構成要素を介する間接通信を包含し、直接の物理的（
たとえば、ワイヤード）通信及び／又は継続的通信を必要とせず、そうではなく、追加で
、周期的間隔、予定された間隔、非周期的間隔、及び／又は１度だけのイベントでの選択
的通信を含む。
【００８９】
　[0104]図１、図６、及び／又は図１０のメインサーバ１３２を実装するための例示的ハ
ードウェア論理若しくは機械可読命令、ハードウェア実装される状態機械、及び／又はこ
れらの任意の組合せを表す流れ図が、図１２～図１５に示されている。機械可読命令は、
図６０に関して以下に論じる例示的プロセッサプラットホーム６０００に示されるプロセ
ッサ６０１２などのプロセッサによって実行するための１つ又は複数の実行可能プログラ
ム又は実行可能プログラムの一部分（複数可）とすることができる。プログラムは、ＣＤ
－ＲＯＭ、フロッピーディスク、ハードドライブ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク、又はプ
ロセッサ６０１２に関連付けられたメモリなどの非一時的コンピュータ可読記憶媒体に記
憶されたソフトウェアで実施することができるが、別法として、プログラム全体及び／又
はプログラムの一部分は、プロセッサ６０１２以外のデバイスによって実行すること、及
び／又はファームウェア若しくは専用のハードウェアで実施することもできる。さらに、
例示的プログラムについて、図１２～図１５に示される流れ図を参照して説明するが、別
法として、例示的メインサーバ１３２を実装する多数の他の方法を使用することもできる
。たとえば、これらのブロックの実行順序を変更すること、及び／又は記載のブロックの
いくつかを変更、除去、若しくは結合することができる。追加で又は別法として、ブロッ
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クのいずれか又はすべては、ソフトウェア又はファームウェアを実行することなく、対応
する動作を実行するように構成された１つ又は複数のハードウェア回路（たとえば、離散
及び／又は集積アナログ及び／又はデジタル回路、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ、コンパレータ、
演算増幅器（オペアンプ）、論理回路など）によって実装することができる。
【００９０】
　[0105]本明細書に記載の機械可読命令は、圧縮フォーマット、暗号化フォーマット、断
片化フォーマット、パッケージ化フォーマットなどのうちの１つ又は複数で記憶すること
ができる。本明細書に記載の機械可読命令は、機械実行可能命令を作成、製造、及び／又
は形成するために利用することができるデータ（たとえば、命令の一部分、コード、コー
ド表現など）として記憶することができる。たとえば、機械可読命令は、１つ又は複数の
記憶デバイス及び／又はコンピューティングデバイス（たとえば、サーバ）に断片化及び
記憶することができる。機械可読命令は、コンピューティングデバイス及び／又は他の機
械によって直接可読及び／又は実行可能にするために、設置、修正、適合、更新、結合、
補足、設定、解読、復元、アンパック、分散、再割当てなどのうちの１つ又は複数を必要
とすることができる。たとえば、機械可読命令は、別個のコンピューティングデバイスに
個々に圧縮、暗号化、及び記憶された複数の部分に記憶することができ、これらの部分は
、解読、復元、及び結合されたとき、本明細書に記載のようなプログラムを実装する１組
の実行可能命令を形成する。別の例では、機械可読命令は、コンピュータによって読み取
ることができる状態で記憶することができるが、特定のコンピューティングデバイス又は
他のデバイスで命令を実行するために、ライブラリ（たとえば、ダイナミックリンクライ
ブラリ（ＤＬＬ））、ソフトウェア開発キット（ＳＤＫ）、アプリケーションプログラミ
ングインターフェース（ＡＰＩ）などの追加を必要とする。別の例では、機械可読命令は
、機械可読命令及び／又は対応するプログラム（複数可）を全体的又は部分的に実行する
前に設定する必要があり得る（たとえば、設定の記憶、データ入力、ネットワークアドレ
スの記録など）。したがって、開示される機械可読命令及び／又は対応するプログラム（
複数可）は、記憶時又は他の形で静止若しくは遷移中の機械可読命令及び／又はプログラ
ム（複数可）の特定のフォーマット又は状態にかかわらず、そのような機械可読命令及び
／又はプログラム（複数可）を包含することが意図される。
【００９１】
　[0106]前述のように、図１２～図１５の例示的プロセスは、任意の持続時間にわたって
（たとえば、長期間にわたって、恒久的に、短いインスタンスに、一時的にバッファリン
グのために、及び／又は情報のキャッシュのために）情報が記憶される、ハードディスク
ドライブ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、コンパクトディスク、デジタル多用途
ディスク、キャッシュ、ランダムアクセスメモリ、及び／又は任意の他の記憶デバイス若
しくは記憶ディスクなどの非一時的コンピュータ及び／又は機械可読媒体に記憶された実
行可能命令（たとえば、コンピュータ及び／又は機械可読命令）を使用して実装すること
ができる。本明細書では、非一時的コンピュータ可読媒体という用語は、任意のタイプの
コンピュータ可読記憶デバイス及び／又は記憶ディスクを含み、伝播信号及び伝送媒体を
除外するように明示的に定義される。
【００９２】
　[0107]本明細書では、「含む」及び「備える」（並びにそのすべての形及び時制）は、
無制限の用語として使用される。したがって、請求項が、前文として又は任意の種類の請
求項の記述において「含む」又は「備える」の任意の形（たとえば、備える、含む、備え
ている、含んでいる、有しているなど）を用いるときはいつでも、対応する請求項又は記
述の範囲から外れることなく、追加の要素、用語などが存在することができることを理解
されたい。本明細書では、「少なくとも」という語句が、たとえば請求項の前文において
移行句として使用されるとき、それは、「備えている」及び「含んでいる」という用語が
無制限であるのと同じ方式で無制限である。「及び／又は」という用語は、たとえばＡ、
Ｂ、及び／又はＣなどの形で使用されるとき、（１）Ａ単独、（２）Ｂ単独、（３）Ｃ単
独、（４）ＡとＢ、（５）ＡとＣ、及び（６）ＢとＣ、並びに（７）ＡとＢとＣなど、Ａ
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、Ｂ、Ｃの任意の組合せ又はサブセットを指す。本明細書では、構造、構成要素、物品、
物体、及び／又は物について説明する文脈において、「Ａ及びＢのうちの少なくとも１つ
」という語句は、（１）少なくとも１つのＡ、（２）少なくとも１つのＢ、並びに（３）
少なくとも１つのＡ及び少なくとも１つのＢのうちのいずれかを含む実装形態を指すこと
が意図される。同様に、本明細書では、構成要素、物品、物体、及び／又は物について説
明する文脈において、「Ａ又はＢのうちの少なくとも１つ」という語句は、（１）少なく
とも１つのＡ、（２）少なくとも１つのＢ、並びに（３）少なくとも１つのＡ及び少なく
とも１つのＢのうちのいずれかを含む実装形態を指すことが意図される。本明細書では、
プロセス、命令、行動、活動、及び／又はステップの実施又は実行について説明する文脈
において、「Ａ及びＢのうちの少なくとも１つ」という語句は、（１）少なくとも１つの
Ａ、（２）少なくとも１つのＢ、並びに（３）少なくとも１つのＡ及び少なくとも１つの
Ｂのうちのいずれかを含む実装形態を指すことが意図される。同様に、本明細書では、プ
ロセス、命令、行動、活動、及び／又はステップの実施又は実行について説明する文脈に
おいて、「Ａ又はＢのうちの少なくとも１つ」という語句は、（１）少なくとも１つのＡ
、（２）少なくとも１つのＢ、並びに（３）少なくとも１つのＡ及び少なくとも１つのＢ
のうちのいずれかを含む実装形態を指すことが意図される。
【００９３】
　[0108]図１２のプログラムは、ブロック１２０２から開始し、ブロック１２０２で、例
示的ＩＯネットワークインターフェース６０４は、ワイヤレスデバイスからＩＯメッセー
ジを受信する。ワイヤレスデバイスは、図１のコントローラ１１６、１２２、１２４、１
２６、１２８、１３０及び／又はメインサーバ１３２と通信する任意の他のデバイスのう
ちのいずれかに対応することができる。ＩＯメッセージは、報告デバイスによって監視さ
れる特定のＩＯパラメータに対応するＩＯデータを含む。ブロック１２０４で、例示的イ
ベントマネージャ６１６は、ＩＯメッセージを処理する。ブロック１２０４の実装形態に
関するさらなる詳細は、図１３に関して以下に提供される。
【００９４】
　[0109]ブロック１２０６で、例示的データアナライザ９０６は、メッセージ内のＩＯパ
ラメータの値が少なくとも閾値量だけ変化したかどうかを判定する。いくつかの例では、
この判定は、例示的データベース６０８に記憶されたパラメータに対する最近の値とＩＯ
パラメータ値を比較することによって行われる。変化に対する閾値は、このパラメータに
関してデータベース６０８に記憶された設定データに定義することができる。いくつかの
例では、閾値はゼロとすることができる。すなわち、いくつかの例では、ＩＯパラメータ
値の任意の変化量で十分とすることができる。例示的データアナライザ９０６が、ＩＯパ
ラメータの値が少なくとも閾値量だけ変化したと判定した場合（ブロック１２０６）、例
示的データアナライザ９０６は、データベース６０８を更新する（ブロック１２０８）。
例示的データアナライザ９０６が、ＩＯパラメータの値が少なくとも閾値量だけ変化して
いないと判定した場合、更新するものはない。したがって、制御は、ブロック１２２０へ
進む。いくつかの例では、特定のＩＯパラメータが、閾値期間を超過する変化がないこと
に基づいて、イベントをトリガすることができる。そのような例では、制御は、ブロック
１２２０へ進むのではなく、ＩＯパラメータのさらなる分析のためにブロック１２１０へ
進むことができる。
【００９５】
　[0110]ブロック１２１０で、例示的イベントアナライザ９１２は、ＩＯパラメータがイ
ベント規則に関連付けられているかどうかを判定する。すなわち、例示的イベントアナラ
イザ９１２は、ＩＯパラメータの値が、イベントを検出又はトリガする働きをする条件又
は規則に対応するかどうかを判定する。ＩＯパラメータがイベント規則に関連付けられて
いる場合、例示的イベントマネージャ６１６は、トリガイベントに関してＩＯパラメータ
を評価する（ブロック１２１２）。ブロック１２１２の実装形態に関するさらなる詳細は
、図１４に関して以下に提供される。その後、制御は、ブロック１２１４へ進む。ブロッ
ク１２１０に戻ると、例示的データアナライザ９０６が、ＩＯパラメータがイベント規則
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に関連付けられていないと判定した場合、制御は、ブロック１２１４へ直接進む。
【００９６】
　[0111]ブロック１２１４で、例示的ウェブページアナライザ９１８は、ＩＯパラメータ
が１つ又は複数のウェブページに関連付けられているかどうかを判定する。すなわち、例
示的ウェブページアナライザ９１８は、１つ又は複数のウェブページがＩＯパラメータの
値に基づいて生成された内容を含むかどうかを判定する。いくつかの例では、これは、ウ
ェブページがＩＯパラメータに対応するデータのタイプに対する動的更新に加入している
かどうかに基づいて判定される。ＩＯパラメータが１つ又は複数のウェブページに関連付
けられている場合、例示的ウェブページアナライザ９１８は、ＩＯパラメータに対して設
定されたウェブアプリケーションを評価する（ブロック１２１６）。すなわち、ウェブペ
ージアナライザ９１８は、ウェブアプリケーションによって生成された内容が、ＩＯパラ
メータ値への変化に基づいて変化するかどうか、及びどのように変化するかを判定する。
その後、ブロック１２１８で、例示的プッシュサービスマネージャ６１２は、すべての加
入されたウェブページに対する更新をプッシュする。更新することができるウェブページ
の例示的グラフィカルユーザインターフェースは、図２１～図５９に関して以下に説明す
る。いくつかの例では、更新は、新しく作成された任意のビデオセグメントを、図４４に
関して示されており後述されるビデオイベントアーカイブウェブページ４４００に追加す
ることを含む。次いで制御は、ブロック１２２０へ進む。ブロック１２１４に戻ると、Ｉ
Ｏパラメータがいかなるウェブページにも関連付けられていない場合、制御は、ブロック
１２２０へ直接進む。ブロック１２２０で、プログラムは、継続するべきかどうかを判定
する。継続するべきである場合、制御は、ブロック１２０２へ戻り、別のＩＯメッセージ
を受信及び処理する。そうでない場合、図１２の例示的プログラムは終了する。ブロック
１２１４～１２１８について、ウェブページ及び関連付けられたウェブアプリケーション
に関して説明したが、いくつかの例では、メインサーバ１３２は、ウェブページ、ウェブ
アプリケーション、及び／又はインターネットから独立して表示画面を介してグラフィカ
ルユーザインターフェース（図２１～図５９に関して示されるものなど）を提供するアプ
リケーションを実装することができる。
【００９７】
　[0112]図１３は、図１２のブロック１２０４の例示的実装形態を示す流れ図である。図
１３の例示的プログラムは、ブロック１３０２から開始し、ブロック１３０２で、例示的
デバイス識別子９０２は、そこからＩＯメッセージを受信したデバイス（図１２のブロッ
ク１２０２）が、データベース６０８に表されているかどうかを判定する。表されていな
い場合、制御は、ブロック１３０４へ戻り、ブロック１３０４で、例示的デバイス識別子
９０２は、デバイスの名称及びアドレスをデータベース６０８に記憶する。このようにし
て、作業者がデバイスを設定しようとするとき、後にネットワーク上でデバイスを発見す
る必要はない。ブロック１３０６で、例示的設定エンジン９０４は、デバイスからのすべ
てのデバイス設定データをアップロードするかどうかを判定する。図７に関して前述のよ
うに、デバイスからの設定データは、デバイスに関連付けられたすべてのＩＯパラメータ
（データ点）に対するデバイス識別情報７０４並びにＩＯパラメータ情報７０６の両方を
含む。いくつかの例では、設定エンジン９０４は、ユーザ入力に基づいてデバイス設定デ
ータをアップロードするかどうかを判定する。設定エンジン９０４が、デバイス設定デー
タをアップロードするためのコマンドを受信しなかった場合（ブロック１３０６）、図１
３の例示的プログラムは終了する。
【００９８】
　[0113]設定エンジン９０４が、デバイス設定データをアップロードするためのコマンド
を受信した場合（ブロック１３０６）、制御は、ブロック１３０８へ進み、ブロック１３
０８で、例示的設定エンジン９０４は、すべてのデバイス設定データをデバイスに要求す
る。いくつかの例では、デバイス設定データは、デバイスに関連付けられたデバイス情報
、並びにデバイスが監視及び／又は報告するように装備された各ＩＯパラメータに対応す
るＩＯパラメータ情報を含む。ブロック１３１０で、例示的設定エンジン９０４は、デー
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タベース６０８をデバイス設定データで更新する。
【００９９】
　[0114]いくつかの例では、そこからＩＯメッセージを受信したがまだコミッショニング
されていない（たとえば、データベース６０８に表されていない）デバイスは、デバイス
がコミッショニングされてメインサーバ１３２とアクティブ通信したときに利用可能にな
るように、生成されたＩＯデータをローカルで記憶するように設定される。たとえば、い
くつかの例では、デバイスは、最近生成されたＩＯデータを記憶し、それによりメモリに
記憶された最も古いＩＯデータを上書きすることができる履歴データのためのサーキュラ
ーバッファを含むことができる。いくつかのそのような例では、制御は、ブロック１３１
２へ進み、ブロック１３１２で、例示的設定エンジン９０４は、デバイスによって提供さ
れる履歴ＩＯデータでデータベース６０８を更新する。いくつかの例では、デバイスが履
歴ＩＯデータを記憶するように設定されていない場合、ブロック１３１２を省略すること
ができる。その後、図１３の例示的プログラムは終了する。データベースに記憶されたデ
バイス設定データのすべてによって、ユーザは、デバイス設定データで識別されるＩＯパ
ラメータに容易にアクセスし、それらのＩＯパラメータを１つ又は複数のイベント規則及
び／又はウェブページに関連付けて設定することができる。
【０１００】
　[0115]デバイスが、ブロック１３０４～１３１２に関して前述の方式でコミッショニン
グ及び設定された後、ここではデバイスがデータベース６０８に表されており、ブロック
１３０２で異なる結果を招くため、デバイスから受信した後続のＩＯメッセージは、例示
的流れ図の異なる経路をたどる。すなわち、ブロック１３０２へ戻ると、例示的デバイス
識別子９０２が、そこからＩＯメッセージを受信したデバイスがデータベース６０８に表
されていると判定した場合、制御は、ブロック１３１４へ進む。ブロック１３１４で、例
示的データアナライザ９０６は、受信したＩＯメッセージに対応するＩＯパラメータを識
別する。いくつかの例では、データアナライザ９０６は、データベース６０８に記憶され
た設定データ内のＩＯメッセージに提供されるパラメータアドレスの検索に基づいて、Ｉ
Ｏパラメータを識別する。
【０１０１】
　[0116]ブロック１３１６で、例示的パラメータ値変換器９１０は、ＩＯパラメータがア
ナログであるか、それとも離散形であるかを判定する。ＩＯパラメータが離散形である場
合、例示的パラメータ値変換器９１０は、ＩＯパラメータの値を状態テキスト又は他のコ
ンテキスト特有状態インジケータに変換する（ブロック１３１８）。すなわち、２進の０
又は１の値ではなく、例示的パラメータ値変換器９１０は、その値を、その値によって表
されるテキストに基づく状態（たとえば、Ｏｎ、Ｏｆｆ、Ｏｐｅｎｅｄ、Ｃｌｏｓｅｄな
ど）、又は何らかの他の２進インジケータ（たとえば、２つのアイコンのうちの１つ、２
つの色（たとえば、赤色／緑色）のうちの１つ、示す／隠すのアイコンなど）に変換する
ことができる。その後、制御は、ブロック１３２２へ進む。例示的パラメータ値変換器９
１０が、ＩＯパラメータがアナログであると判定した場合（ブロック１３１６）、制御は
、ブロック１３２０へ進み、ブロック１３２０で、例示的パラメータ値変換器９１０は、
ＩＯパラメータの値を、記述テキスト又は他のコンテキスト特有記述インジケータに変換
する。ブロック１３１８と同様に、ブロック１３２０における変換は、ＩＯパラメータ値
を、ＩＯパラメータ値によって表されるコンテキストに基づいて人間に容易に理解可能な
インジケータに変換することが意図される。いくつかの例では、記述インジケータは、テ
キストに基づく記述、及び／又はエンドユーザに容易に理解できる画像、数字、若しくは
アイコンとすることができる。いくつかのアナログに基づく値の場合、パラメータ値変換
器９１０はまた、記述インジケータの生成に関して１つ又は複数の変換係数を適用するこ
とができる。いくつかの例では、ブロック１３１６～１３２０を省略することができ、し
たがってＩＯパラメータ値は、コンテキスト特有インジケータに変換されない。ブロック
１３２２で、例示的タイムスタンパ９０８は、ＩＯメッセージの受信の時点で、ＩＯパラ
メータの値をタイムスタンプする。すなわち、説明されている例では、タイムスタンパ９



(50) JP 2021-517099 A 2021.7.15

10

20

30

40

50

０８は、ＩＯメッセージの受信の時点を、報告されたＩＯパラメータ値とともに例示的デ
ータベース６０８に保存する。その後、図１３の例示的プログラムは終了し、戻って図１
２のプロセスを完了する。
【０１０２】
　[0117]図１４は、図１２のブロック１２１２の例示的実装形態を示す流れ図である。図
１４の例示的プログラムは、ブロック１４０２から開始し、ブロック１４０２で、例示的
イベントアナライザ９１２は、ＩＯパラメータに関連付けられたイベント規則を評価する
。ブロック１４０４で、イベントアナライザ９１２は、ＩＯパラメータの値がイベントを
トリガするかどうかを判定する。ＩＯパラメータの値がイベントをトリガした場合、ブロ
ック１４０６で、例示的通知エンジン９１６は、トリガイベントに関する通知を生成する
。ブロック１４０８で、通知エンジン９１６は、トリガイベントに関連付けられた当該受
信者に通知を送信する。いくつかの例では、当該受信者は、イベントに関連付けられた設
定データとしてデータベース９０８に保存されている。
【０１０３】
　[0118]ブロック１４１０で、例示的イベントロガー９１４は、データベース６０８内の
イベントログを更新する。いくつかの例では、イベントロガー９１４は、ＩＯパラメータ
、ＩＯパラメータの値、パラメータ値を報告するデバイス、及びパラメータ値を受信した
ときのタイムスタンプ（イベントがいつ検出又はトリガされたかを示す）を識別するログ
エントリを生成する。ブロック１４１２で、例示的イベントアナライザ９１２は、イベン
トがビデオ捕捉イベントに対応するかどうかを判定する。イベントが、トリガイベント前
後の時間窓中にビデオセグメントを捕捉するための定義によって設定されている場合、イ
ベントはビデオ捕捉イベントに対応する。その場合、ブロック１４１４で、イベントアナ
ライザ９１２は、イベントに対応するビデオセグメントを要求する。いくつかの例では、
要求は、ビデオ管理システム６１４へ送信されて、ビデオセグメントを生成する。その後
、ブロック１４１６で、例示的通知エンジン９１６は、ビデオセグメントを有する第２の
通知を添付物として当該受信者へ送信する。第２の通知（ブロック１４１８で送信される
）の受信者は、通知が生成されたイベントに割り当てられた設定データによって定義され
る第１の通知（ブロック１４０８で送信される）の受信者と同じであっても異なってもよ
い。
【０１０４】
　[0119]第２の通知を送信した後（ブロック１４１６）、制御は、ブロック１４１８へ進
む。ブロック１４１２に戻ると、例示的イベントアナライザ９１２が、イベントがビデオ
捕捉イベントに対応しない判定した場合、制御は、ブロック１４１８へ直接進む。ブロッ
ク１４１８で、例示的イベントアナライザ９１２は、ＩＯパラメータが別のイベント規則
に関連付けられているかどうかを判定する。ＩＯパラメータが別のイベント規則に関連付
けられている場合、制御は、ブロック１４０２へ戻る。そうでない場合、図１４の例示的
プロセスは終了する。
【０１０５】
　[0120]いくつかの例では、ビデオ管理システム６１４は、ビデオセグメントが必要とさ
れるときを独立して判定し、前述のようにイベントアナライザ９１２から要求を受信する
ことなく、関連付けられた通知を生成及び送出するように設定されるため、ブロック１４
１２～１４１６を図１４の例示的プログラムから省略することができる。このようにして
ビデオ管理システム６１４を実装するための例示的プロセスについて、図１５に関してよ
り詳細に以下に説明する。
【０１０６】
　[0121]図１５は、メインサーバ１３２のビデオ管理システム６１４を実装するための例
示的プログラムを表す流れ図である。別法として、図１５の例示的プログラムは、メイン
サーバ１３２から独立して、図５のビデオ管理システム５０６によって実装することがで
きる。図１５の例示的プログラムは、ブロック１５０２から開始し、ブロック１５０２で
、例示的ビデオセグメントジェネレータ８０４は、保留中のビデオ捕捉イベントに関連付
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けられたイベントログ内のトリガイベントを識別する。図２８のブロック２８１０に関し
て前述のように、イベントがトリガ（たとえば、検出）されるたびに、トリガイベントは
イベントログにログされる。したがって、いくつかの例では、ビデオセグメントジェネレ
ータ８０４は、イベントログを変化に関して監視し、新しく検出されたイベントがビデオ
捕捉イベントに関連付けられているかどうかを判定する。このようにして、ビデオ管理シ
ステム６１４は、前述のようにイベントマネージャ６１６から要求を受信することなく、
ビデオセグメントを生成するためのプロセスを自動的に開始することができる。
【０１０７】
　[0122]ブロック１５０４で、例示的ビデオセグメントジェネレータ８０４は、ビデオを
捕捉するためのカメラ（たとえば、カメラ５０８）に対する閾値期間が経過したかどうか
を判定する。閾値期間が経過していない場合、制御は、閾値期間が経過するまでブロック
１５０４に留まる。いくつかの例では、閾値期間は、識別された特定のイベントに対して
設定されたイベント後時間間隔に基づいて定義される。たとえば、イベント後時間間隔が
１分と定義された場合、ビデオセグメントジェネレータ８０４は、イベントの検出後、少
なくとも１分間待ってから進む。前述のように、いくつかの例では、イベント後時間間隔
は、イベントがトリガされなくなる（又は最初のイベントをトリガする条件が適用されな
くなったことを示す第２のイベントが検出される）まで、開始することができない。いく
つかの例では、閾値期間はまた、カメラが所望のビデオセグメントに対応するビデオスト
リームを捕捉、符号化、及び記憶するための時間の遅れを補償するために、処理後期間を
含む。
【０１０８】
　[0123]閾値期間が経過した後、ビデオセグメントジェネレータ８０４は、トリガイベン
トの時点前後の時間窓中にビデオセグメントを抽出する（ブロック１５０６）。いくつか
の例では、ビデオセグメントに対する開始及び終了時間は、例示的データベース６０８に
記憶されたイベントに対して設定されるイベント前時間間隔及びイベント後時間間隔によ
って定義される。いくつかの例では、抽出されたビデオセグメントは、ビデオデータベー
ス８０８に記憶される。ブロック１５０８で、例示的ビデオセグメントジェネレータ８０
４は、ビデオセグメントをウェブ可読フォーマットに変換し、ユーザによって設定された
サムネイルオフセット時間で、サムネイルを作成する。いくつかの例では、ウェブ可読フ
ォーマットは、ＭＰ４フォーマットである。サムネイルオフセット時間は、ビデオセグメ
ントに関連付けられるようにサムネイル画像に対してフレームが選択されるビデオセグメ
ント中の時点を定義する。いくつかの例では、サムネイルオフセット時間は、ビデオセグ
メントの開始時間に対して定義される。したがって、サムネイルオフセット時間が０秒に
設定され、ビデオセグメントに対するイベント前間隔が２０秒である場合、サムネイルは
、イベントの２０秒前に生じるビデオフレームに対応するはずである。他の例では、サム
ネイルオフセット時間は、オフセットが０秒に設定された結果、イベントが検出された時
点で捕捉されるビデオフレームに対応するサムネイルが得られるように、イベントの時間
に対して定義される。サムネイルオフセット時間は、ビデオセグメント中の任意の時点に
設定することができる。いくつかの例では、オフセットは、イベントの時間及び／又はそ
の後短期間（たとえば、１秒、２秒、５秒など）にデフォルトとすることができ、したが
ってサムネイルは、イベント及び／又はその直後の結果の効果を表す可能性が高い。いく
つかのタイプのイベントの場合、サムネイルオフセット時間は、イベント前に生じるよう
に設定することができ、したがってサムネイルは、最終的にイベントを発生させる人物又
は状況を捕捉する可能性が高い。
【０１０９】
　[0124]ブロック１５１０で、例示的ビデオアナライザ８０６は、イベントがコンピュー
タ視覚分析に関して設定されているかどうかを判定する。イベントがコンピュータ視覚分
析に関して設定されている場合、例示的ビデオアナライザ８０６は、視覚に基づくイベン
トに関してビデオセグメントを分析する（ブロック１５１２）。視覚に基づくイベントは
、カメラ５０８のビデオストリームの画像分析によって識別することができるイベントで
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ある。視覚に基づくイベントは、イベントを直接検出するようにセンサを設定することが
困難又は不可能となり得るときに有益である。いくつかの例示的な視覚に基づくイベント
には、人物及び／又はマテリアルハンドリング設備１００を動き回っているマテリアルハ
ンドリング機器間の衝突及び／又はニアミスなどの特定の安全性イベントが含まれる。一
例として、ビデオアナライザ８０６は、動いている車両（たとえば、フォークリフト）が
、領域内で作業している人物に対して数インチの範囲内に入ったと判定することができる
。そのような例では、衝突、損傷、又は負傷がない場合、当事者がイベントを報告する可
能性は低く（その発生に気付いてすらいるか否かにかかわらず）、そのような潜在的に危
険な状況の発生を低減させることが困難になる。しかし、本明細書に開示するビデオ分析
を使用することで、これらのイベントを検出し、カメラに自動的に捕捉することができる
。他の例では、画像分析は、ビデオセグメントに捕捉された人物を識別するための顔認識
分析を含むことができる。ブロック１５１４で、ビデオアナライザ８０６は、識別された
視覚に基づくイベントでイベントログを更新する。その後、制御は、ブロック１５１６へ
進む。例示的ビデオアナライザ８０６が、イベントがコンピュータ視覚分析に関して設定
されていないと判定した場合（ブロック１５１０）、制御は、ブロック１５１６へ直接進
む。
【０１１０】
　[0125]ブロック１５１６で、例示的プッシュサービスマネージャ６１２は、ビデオセグ
メントが利用可能なすべての加入されたウェブページへ指示をプッシュする。ブロック１
５１８で、例示的ネットワーク通信インターフェース６０２は、ビデオセグメントを有す
る通知を添付物として当該受信者へ送信する。ブロック１５２０で、例示的ビデオセグメ
ントジェネレータ８０４は、別の保留中のビデオ捕捉イベントがあるかどうかを判定する
。別の保留中のビデオ捕捉イベントがある場合、制御は、ブロック１５０２へ戻る。いく
つかの例では、そのイベントが複数の異なるカメラ５０８に関連付けられている場合、制
御は、同じトリガイベントに対してブロック１５０２へ戻る。すなわち、いくつかの例で
は、ビデオセグメントを抽出し、そのようなビデオセグメントを分析するプロセスは、単
一のトリガイベントに対して複数のカメラに関して実装することができる。例示的ビデオ
セグメントジェネレータ８０４が、保留中のビデオ捕捉イベントがないと判定した場合（
ブロック１５２０）、図１５の例示的プロセスは終了する。
【０１１１】
　[0126]メインサーバ１３２における様々なコントローラ１１６、１２２、１２４、１２
６、１２８、１３０及び／又はサーバ１３４、１３６からのデータの集約により、メイン
サーバ１３２は、図１のマテリアルハンドリング設備１００の動作の任意の態様に関して
生じる設定可能なイベントを検出することが可能になる。さらに、メインサーバ１３２は
、システムに定義されたイベントの検出に基づいて、特定の行動及び／又は応答を開始す
ることができる。図１２～図１５の流れ図に関して説明するように、メインサーバ１３２
によって開始される行動は、イベントの検出を報告するために指定の受信者へ送信される
通知を生成すること、及び／又はイベントに関連付けられたビデオセグメント（通知のう
ちの１つとともに添付物として送信することができる）を捕捉することを含む。さらに、
メインサーバは、報告を自動的に生成すること、及び／又はメインサーバ１３２によって
集約されたデータの分析に基づいて検出されたイベントのログを更新することができる。
追加で又は別法として、前述のように、メインサーバ１３２は、収集データを統合し、ウ
ェブサーバ１４６がホストする様々なウェブページ及び／又はウェブアプリケーションに
より、マテリアルハンドリング設備１００の条件及び／又は動作の何らかの態様に当該す
る現在のデータを表示することができる。いくつかの例では、そのようなウェブページは
、動的に更新され、したがって現在のデータが、特定のウェブページにアクセスしている
クライアントデバイス１４８に、実質上リアルタイムで提供される。追加で又は別法とし
て、メインサーバ１３２は、ウェブページ及び／又は関連付けられたウェブアプリケーシ
ョンから独立して、ディスプレイを介して描画するために、１つ又は複数のグラフィカル
ユーザインターフェースを生成することができる。
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【０１１２】
　[0127]いくつかの例では、グラフィカルユーザインターフェースのうちの異なるグラフ
ィカルユーザインターフェース（ウェブページを介して提供されるか、それとも他の方法
で提供されるかにかかわらない）は、特定のユーザが関心をもち得るマテリアルハンドリ
ング設備１００の異なる態様に対応する異なるタイプの情報で構成することができる。さ
らに後述する図２１～図５９は、ウェブサーバ１４６がホストするいくつかの例示的ウェ
ブページの例示的グラフィカルユーザインターフェースを示す。図２１～図５９は、ウェ
ブページとして説明されるが、他の例では、同じ又は同様のグラフィカルユーザインター
フェースを、ウェブアプリケーションではなく、ウェブページから独立した画面上の表示
のためのアプリケーションによって生成することができる。
【０１１３】
　[0128]前述のように、コントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０
のうちの個々のコントローラは、各々の特定のコントローラによって収集された制限され
た１組のＩＯデータ（及びメインサーバによって提供される追加のデータ）に基づいて、
メインサーバ１３２と同じ又は同様の機能を実装することができる。図１１のローカルコ
ントローラ１１００（図１のコントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１
３０のうちのいずれか１つを表す）を実装するための例示的ハードウェア論理、機械可読
命令、ハードウェア実装される状態機械、及び／又はこれらの任意の組合せを表す流れ図
が、図１６～図２０に示されている。機械可読命令は、図６１に関して以下に論じる例示
的プロセッサプラットホーム６１００に示されるプロセッサ６１１２などのコンピュータ
プロセッサによって実行するための１つ又は複数の実行可能プログラム又は実行可能プロ
グラムの一部分（複数可）とすることができる。プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピ
ーディスク、ハードドライブ、ＤＶＤ、ブルーレイディスク、又はプロセッサ６１１２に
関連付けられたメモリなどの非一時的コンピュータ可読記憶媒体に記憶されたソフトウェ
アで実施することができるが、別法として、プログラム全体及び／又はプログラムの一部
分は、プロセッサ６１１２以外のデバイスによって実行すること、及び／又はファームウ
ェア若しくは専用のハードウェアで実施することもできる。さらに、例示的プログラムに
ついて、図１６～図２０に示される流れ図を参照して説明するが、別法として、例示的ロ
ーカルコントローラ１１００を実装する多数の他の方法を使用することもできる。たとえ
ば、これらのブロックの実行順序を変更すること、及び／又は記載のブロックのいくつか
を変更、除去、若しくは結合することができる。追加で又は別法として、ブロックのいず
れか又はすべては、ソフトウェア又はファームウェアを実行することなく、対応する動作
を実行するように構成された１つ又は複数のハードウェア回路（たとえば、離散及び／又
は集積アナログ及び／又はデジタル回路、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ、コンパレータ、演算増幅
器（オペアンプ）、論理回路など）によって実装することができる。
【０１１４】
　[0129]前述のように、図１６～図２０の例示的プロセスは、任意の持続時間にわたって
（たとえば、長期間にわたって、恒久的に、短いインスタンスに、一時的にバッファリン
グのために、及び／又は情報のキャッシュのために）情報が記憶される、ハードディスク
ドライブ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、コンパクトディスク、デジタル多用途
ディスク、キャッシュ、ランダムアクセスメモリ、及び／又は任意の他の記憶デバイス若
しくは記憶ディスクなどの非一時的コンピュータ及び／又は機械可読媒体に記憶された実
行可能命令（たとえば、コンピュータ及び／又は機械可読命令）を使用して実装すること
ができる。
【０１１５】
　[0130]図１６の例示的プログラムは、ブロック１６０２から開始し、ブロック１６０２
で、例示的データアナライザ１１０４は、収集データを監視する。いくつかの例では、収
集データは、コントローラ１１００によって制御及び／又は監視されている機器及び／又
は関連付けられたセンサによって提供されるＩＯデータを含む。追加で又は別法として、
収集データは、メインサーバ１３２から受信した情報を含むことができる。ブロック１６
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０４で、例示的データアナライザ１１０４は、収集データに関連付けられたＩＯパラメー
タを識別する。ブロック１６０６で、例示的パラメータ値変換器１１０８は、ＩＯパラメ
ータがアナログであるか、それとも離散形であるかを判定する。ＩＯパラメータが離散形
である場合、例示的パラメータ値変換器１１０８は、ＩＯパラメータの値を状態テキスト
又は他のコンテキスト特有状態インジケータに変換する（ブロック１６０８）。すなわち
、２進の０又は１の値ではなく、例示的パラメータ値変換器１１０８は、その値を、その
値によって表されるテキストに基づく状態（たとえば、Ｏｎ、Ｏｆｆ、Ｏｐｅｎｅｄ、Ｃ
ｌｏｓｅｄなど）、又は何らかの他の２進インジケータ（たとえば、２つのアイコンのう
ちの１つ、２つの色（たとえば、赤色／緑色）のうちの１つ、示す／隠すアイコンなど）
に変換することができる。その後、制御は、ブロック１６１２へ進む。例示的パラメータ
値変換器１１０８が、ＩＯパラメータがアナログであると判定した場合（ブロック１６０
６）、制御は、ブロック１６１０へ進み、ブロック１６１０で、例示的パラメータ値変換
器１１０８は、ＩＯパラメータの値を、記述テキスト又は他のコンテキスト特有記述イン
ジケータに変換し、その後、制御は、ブロック１６１２へ進む。ブロック１６０８と同様
に、ブロック１６１０における変換は、ＩＯパラメータ値を、ＩＯパラメータ値によって
表されるコンテキストに基づいて人間に容易に理解可能なインジケータに変換することが
意図される。いくつかの例では、記述インジケータは、テキストに基づく記述、及び／又
はエンドユーザに容易に理解できる画像、数字、若しくはアイコンとすることができる。
いくつかのアナログに基づく値の場合、パラメータ値変換器１１０８はまた、記述インジ
ケータの生成に関して１つ又は複数の変換係数を適用することができる。いくつかの例で
は、ブロック１６０６～１６１０を省略することができ、したがってＩＯパラメータ値は
、コンテキスト特有インジケータに変換されない。
【０１１６】
　[0131]ブロック１６１２で、例示的イベントアナライザ１１０６は、ＩＯパラメータの
値がイベントをトリガするかどうかを判定する。いくつかの例では、イベントは、例示的
データベース１１１２に記憶されたイベント規則に基づいて、特定の値を有する及び／又
は特定の閾値を満たす複数の異なるパラメータに基づいてトリガすることができる。した
がって、いくつかの例では、ブロック１６１２における判定は、データアナライザ１１０
４によって監視されている複数のＩＯパラメータの分析に基づいて行われる。イベントが
トリガされた場合、制御は、ブロック１６１４へ進み、ブロック１６１４で、例示的イベ
ントアナライザ１１０４は、トリガイベントが機器の動作に関連付けられているかどうか
を判定する。すなわち、メインサーバ１３２によって識別されたイベントが、ウェブペー
ジ及び／若しくは他のグラフィカルユーザインターフェースの更新並びに／又はイベント
の特定の個人の通知情報の生成のためのデータの変化に関係するとき、ローカルコントロ
ーラ１１００は、マテリアルハンドリング設備１００内の機器を制御するように実装され
、したがって例示的イベントアナライザ１１０６によって監視されるイベントが、そのよ
うな機器の動作に関連付けられる。トリガイベントが機器の動作に関連付けられている場
合、制御は、ブロック１６１６へ進み、ブロック１６１６で、例示的機器コントローラ１
１１６は、動作を実装する。その後、制御は、ブロック１６１８へ進む。トリガイベント
が機器の動作に関連付けられていない場合（ブロック１６１４）、制御は、ブロック１６
１８へ直接進む。
【０１１７】
　[0132]ブロック１６１８で、例示的イベントアナライザ１１０６は、トリガイベントが
通知に関連付けられているかどうかを判定する。トリガイベントが通知に関連付けられて
いる場合、制御は、ブロック１６２０へ進み、ブロック１６２０で、例示的通知エンジン
１１１０は、トリガイベントに関する通知を生成する。ブロック１６２０で、例示的通知
エンジン１１１０は、ディスプレイを介して通知を描画する。いくつかの例では、ディス
プレイは、ローカルコントローラ１１００に関連付けられたディスプレイ１１１４に対応
する。他の例では、通知は、ローカルコントローラ１１００とは別個であるが近傍にある
ディスプレイを介して描画することができる。ブロック１６２４で、例示的通信ボード１
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３３は、メインサーバ１３２へ通知を伝送する。いくつかの例では、ディスプレイを介し
て描画される通知（ブロック１６２２）及びメインサーバ１３２への通知（ブロック１６
２４）は、同じ通知である。他の例では、これらの通知は、同じトリガイベントに関係す
るが、異なる情報を含むことができる。いくつかの例では、ブロック１６２２又はブロッ
ク１６２４を省くことができ、したがってブロック１６２０で生成される通知は、ディス
プレイを介して描画され、又はメインサーバ１３２へ伝送される。
【０１１８】
　[0133]ブロック１６２６で、例示的データアナライザ１１０４は、ＩＯパラメータが別
のイベントをトリガしたかどうかを判定する。ＩＯパラメータが別のイベントをトリガし
た場合、制御は、ブロック１６１４へ戻る。そうでない場合、制御は、ブロック１６２８
へ進む。ブロック１６１２に戻ると、例示的イベントアナライザ１１０６が、ＩＯパラメ
ータの値がイベントをトリガしないと判定した場合、制御は、ブロック１６２８へ直接進
む。同様に、例示的イベントアナライザ１１０６が、トリガイベントが通知に関連付けら
れていないと判定したとき、制御は、ブロック１６１８からブロック１６２８へ直接進む
。ブロック１６２８で、例示的データアナライザ１１０４は、別のＩＯパラメータがある
かどうかを判定する。別のＩＯパラメータがある場合、制御は、ブロック１６０８へ戻る
。そうでない場合、制御は、ブロック１６３０へ進み、ブロック１６３０で、プロセスは
、継続するべきかどうかを判定する。継続するべきである場合、制御は、ブロック１６０
２へ戻る。そうでない場合、図１６の例示的プロセスは終了する。
【０１１９】
　[0134]図１６は、図１のコントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３
０のうちのいずれか１つによって実装することができる例示的な汎用プロセスフローを示
すが、図１７～図１９は、対応するドック１０２に関連付けられた特定のイベントを検出
したことに応答してドックコントローラ１１６によって実装することができる特定のイベ
ント規則及び／又は行動を略述する特有の例示的プロセスを提供する。さらに、図２０は
、マテリアルハンドリング設備１００内のドアに関連付けられた特定のイベントを検出し
たことに応答してドアコントローラ１２２によって実装することができる特定のイベント
規則及び／又は行動を略述する特有の例示的プロセスを提供する。別法として、ドック１
０２はドア１０４を含むので、図２０の例示的プロセスは、ドックコントローラ１１６に
よって実装することができる。説明の目的で、図１７～図２０の例示的プロセスの実装形
態について、ローカルコントローラ１１００を参照して説明する。しかし、様々なコント
ローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０によって収集されたＩＯデータ
は、メインサーバ１３２によって集約されるので、追加で又は別法として、例示的プロセ
スをメインサーバ１３２によって実装することもできる。
【０１２０】
　[0135]図１７の例示的プロセスは、ブロック１７０２から開始し、ブロック１７０２で
、例示的データアナライザ１１０４は、ドックデータを監視する。前述のように、図１７
は、ドックコントローラ１１６に特有である。したがって、本明細書では、ドックデータ
は、ドックコントローラ１１６に利用可能なすべてのデータを指し、ドックコントローラ
１１６に通信可能に結合された機器及び／又はセンサから例示的通信インターフェース１
１０２を介して受信したＩＯデータ、並びに例示的通信ボード１３３を介してメインサー
バ１３２から受信したあらゆるデータを含むことができる。ブロック１７０４で、例示的
イベントアナライザは、ドックデータが、トラック／トレーラ（たとえば、図３及び／又
は図４のトレーラ３００）がドック１０２に存在することを示すかどうかを判定する。こ
の判定を行うために、異なるタイプのドックデータを使用することができる。いくつかの
例では、そのような内容を示すドックデータは、トレーラセンサ２０２からのフィードバ
ックに基づく。追加で又は別法として、トレーラ３００の存在は、車両拘束装置１１０が
係合位置にあること、及び／又はドックレベラ１０８が配備されており、活動状態にある
ことに基づいて推測することができる。追加で又は別法として、トレーラ３００の存在は
、トレーラ３００が指定のドック１０２に駐車されたことを報告（クライアントデバイス
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１４８を介して）するトラック運転者によって送信されたメッセージを示す情報を転送す
るメインサーバ１３２から受信した情報に基づいて判定することができる。
【０１２１】
　[0136]イベントアナライザ１１０６が、トレーラがドック１０２に存在しないと判定し
た場合、制御は、ブロック１７０６へ進み、ブロック１７０６で、例示的イベントアナラ
イザ１１０６は、ドックデータが、ドア（たとえば、ドア１０４）が非閉鎖状態にあるこ
とを示すかどうかを判定する（たとえば、ドアセンサからのフィードバックに基づく）。
ドアが非閉鎖状態にある場合、制御は、ブロック１７０８へ進み、ブロック１７０８で、
イベントアナライザ１１０６は、出入口バリア（たとえば、バリア１０６）がドックで利
用可能であるかどうかを判定する。出入口バリアが利用可能でない場合、制御は、ブロッ
ク１７１２へ進み、ブロック１７１２で、例示的通知エンジン９１６は、潜在的な落下の
危険を示す通知を生成する。いくつかの例では、通知の生成は、たとえば表示画面１１７
などのコントローラ１１６にローカルの画面を介して通知を描画することを伴うことがで
きる。追加で又は別法として、通知を生成することは、通知をメインサーバ１３２へ伝送
して、通知を特定の受信者へ分散させること、並びに／又は１つ若しくは複数の当該ウェ
ブページ及び／若しくは他のグラフィカルユーザインターフェースを介して通知を示す通
知及び／若しくはグラフィックスを描画することを伴うことができる。前述のように、い
くつかの例では、メインサーバ１３２は、そのような内容に関するコントローラ１１６か
らの明確な通信なく、この通知を生成する必要があるかどうかを判定するように、図１７
の例示的プロセスを独立して実装することができる。通知を生成した後、制御は、ブロッ
ク１７１４へ進む。ブロック１７０８に戻ると、出入口バリア１０６が利用可能である場
合、制御は、ブロック１７１０へ進む。ブロック１７１０で、例示的イベントアナライザ
１１０６は、ドックデータが、出入口バリア１０６が出入口内の開口を阻止している（ブ
ロック１７０４の判定により、ドアが非閉鎖状態にあるため）ことを示すかどうかを判定
する。出入口バリア１０６が開口を阻止している場合、バリア１０６が落下の危険からの
保護として働くため、通知を生成する必要はない。したがって、制御は、ブロック１７１
４へ直接進む。しかし、バリア１０６が開口を阻止していない場合、制御は、ブロック１
７１２へ進み、前述の通知を生成する。
【０１２２】
　[0137]ブロック１７１４で、例示的イベントアナライザ１１０６は、ドックデータが、
ドックにトレーラが割り当てられていないことを示すかどうかを判定する。いくつかの例
では、この判定は、メインサーバ１３２からドックコントローラ１１６に提供されるドッ
ク割当て情報に基づいて行われ、メインサーバ１３２は、ドック管理システム（たとえば
、ドック管理システム５０２）から情報を受信することができる。ドックにトレーラが割
り当てられていない（ただし、ブロック１７０４の判定により、トレーラが存在すること
が検出された）場合、制御は、ブロック１７１６へ進み、ブロック１７１６で、例示的通
知エンジン１１１０は、トレーラ３００が誤ったドックにあることを示す通知を生成する
。その後、制御は、ブロック１７１８へ進む。ドックにトレーラが割り当てられている場
合、制御は、ブロック１７１８へ直接進む。
【０１２３】
　[0138]ブロック１７１８で、例示的イベントアナライザ１１０６は、ドックデータが、
車両拘束装置（たとえば、車両拘束装置１１０）がオーバーライドモードにあることを示
すかどうかを判定する。車両拘束装置がオーバーライドモードにある場合、制御は、ブロ
ック１７２０へ進み、ブロック１７２０で、例示的機器コントローラ１１６は、外部ライ
トインジケータ（たとえば、ライトインジケータ２０６）を、トラックトレーラを動かす
べきではないことを示す状態（たとえば、赤色光）に切り換える。ブロック１７２２で、
例示的イベントアナライザ１１０６は、ドックデータが、トラックトレーラがドックに存
在しなくなったことを示すかどうかを判定する。トラックトレーラがドックに存在しなく
なった場合、制御は、ブロック１７２４へ進み、ブロック１７２４で、例示的通知エンジ
ン１１１０は、赤色光での潜在的な撤退を示す通知を生成する。その後、制御は、ブロッ
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ク１７２６へ進む。トレーラがドック（ブロック１７２２）にまだ存在する場合、制御は
、ブロック１７２６へ直接進む。ブロック１７２６で、例示的プロセスは、継続するべき
かどうかを判定する。継続するべきである場合、制御は、ブロック１７０２へ戻る。そう
でない場合、図１７の例示的プロセスは終了する。
【０１２４】
　[0139]図１８の例示的プロセスは、ブロック１８０２から開始し、ブロック１８０２で
、例示的データアナライザ１１０４は、ドックデータを監視する。ブロック１８０４で、
例示的イベントアナライザ１１０６は、ドックデータが、トラックトレーラ内で活動が感
知されたことを示すかどうかを判定する。いくつかの例では、この判定は、トレーラ３０
０内の動きを監視する例示的運動センサ２０４からのフィードバックに基づいて行われる
。トレーラ内で活動が感知された場合、制御は、ブロック１８０６へ進み、ブロック１８
０６で、例示的イベントアナライザは、タイマをゼロに設定する。その後、制御は、ブロ
ック１８０２へ戻る。トレーラ３００内で活動が感知されない場合、制御は、ブロック１
８０８へ進み、ブロック１８０８で、例示的イベントアナライザ１１０６は、タイマが開
始しているかどうかを判定する。タイマが開始していると判定しなかった場合、イベント
アナライザ１１０６は、ブロック１８１０でタイマを開始する。その後、制御は、ブロッ
ク１８１２へ進む。ブロック１８０８の判定により、タイマがすでに開始している場合、
制御は、１８１２へ直接進む。ブロック１８１２で、例示的イベントアナライザ１１０６
は、タイマが閾値（たとえば、５分、１０分、１５分、積荷、運送業者、及び／又は設備
特有のデータに基づいて設定又は計算された時間など）を超過したかどうかを判定する。
タイマが閾値を超過した場合、制御は、ブロック１８１４へ進み、ブロック１８１４で、
例示的通知エンジン１１１０は、トレーラ３００に活動がないこと示す通知を生成する。
その後、制御は、ブロック１８１６へ進む。時間が閾値を超過していない場合（ブロック
１８１２）、制御は、ブロック１８１６へ直接進む。ブロック１８１６で、例示的プロセ
スは、継続するべきかどうかを判定する。継続するべきである場合、制御は、ブロック１
８０２へ戻る。そうでない場合、図１８の例示的プロセスは終了する。
【０１２５】
　[0140]図１９の例示的プロセスは、ブロック１９０２から開始し、ブロック１９０２で
、例示的データアナライザ１１０４は、ドックデータを監視する。ブロック１９０４で、
例示的イベントアナライザ１１０６は、ドックデータが、手動開始式（すなわち、選択的
開始式）アクチュエータのユーザ起動を示すかどうかを判定する。手動開始式アクチュエ
ータは、ユーザがボタンを押したこと、タッチスクリーン上のオプションを選択したこと
、及び／又は任意の他の好適な手段に基づいて、ユーザによって起動することができる。
特有の例として、ユーザは、ドア１０４を開放若しくは閉鎖すること、車両拘束装置１１
０を係合若しくは係合解除位置へ動かすこと、及び／又はレベラ１０８をアクティブ位置
へ延ばすこと、若しくは格納位置へ後退させることを求めることができる。ユーザが手動
開始式アクチュエータを起動していない場合、制御は、ブロック１９０２へ戻る。ユーザ
が手動開始式アクチュエータを起動している場合、制御は、ブロック１９０６へ進み、ブ
ロック１９０６で、例示的イベントアナライザ１１０６は、アクチュエータに関連付けら
れた動作が連動関係によって防止されるかどうかを判定する。連動関係は、ユーザが実装
しようとする特定の動作に応じることができる。たとえば、ドアの開放は、トレーラ３０
０が存在すること及び／又は車両拘束装置１１０がトレーラ３００に係合されることによ
って連動又は調整することができる。すなわち、トレーラ３００が存在すること及び／又
は拘束装置１１０が係合位置にあることが感知されるまで、ドアの開放は防止される。さ
らに、レベラ１０８の動作も、ドア１０４で連動又は調整することができる。すなわち、
レベラは、ドア１０４が開放されてはじめて起動することができる。これらの連動関係に
より、ドックにおける安全性を維持するために、正しい動作順序に従うことが確実になる
。イベントアナライザ１１０６が、ブロック１９０６で、動作を防止する連動関係がない
と判定した場合、制御は、ブロック１９０８へ進み、ブロック１９０８で、機器コントロ
ーラ１１１６は、アクチュエータに関連付けられた動作を実装する。その後、制御は、ブ
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ロック１９１２へ進む。
【０１２６】
　[0141]ユーザが、特定の動作を誤った順序で実装しようとした場合、又は連動関係が何
らかの他の理由で動作を防止したとき、連動は、動作を行うことを防止する。これにより
、ユーザ及び関与する任意の他の職員の安全性が確実になる一方、動作を実装しようとす
るユーザの行動は、ユーザが正しい動作順序を理解していないこと、及び／又は正しい動
作順序を単に無視していることを示すことができる。これは、ユーザが訓練を受ける必要
を示すことができる。しかし、連動のため、ユーザがアクチュエータを開始しようとした
結果として実際には何も起こっていないことから、この挙動を追跡して、そのような必要
に気付かせるための方法はない。しかし、本明細書に開示する例は、その課題も克服する
。特に、イベントアナライザ１１０６が、連動関係のために動作が防止されたと判定した
とき、制御は、ブロック１９１０へ進み、ブロック１９１０で、例示的通知エンジン１１
１０は、動作の不適切な開始を示す通知を生成する。いくつかの例では、そのようなイベ
ントを時間とともにログ及び追跡（たとえば、メインサーバ１３２によって）して、イベ
ントが別個のインシデントであったか、それとも再発した問題であったかを判定し、ドッ
クの管理者又は他の職員が、確立された手順とは異なる動作を実装しようとしたあらゆる
人に訓練を提供する潜在的な必要を識別することを可能にすることができる。その後、制
御は、ブロック１９１２へ進む。ブロック１９１２で、例示的プロセスは、継続するべき
かどうかを判定する。継続するべきである場合、制御は、ブロック１９０２へ戻る。そう
でない場合、図１９の例示的プロセスは終了する。
【０１２７】
　[0142]図２０の例示的プロセスは、ブロック２００２から開始し、ブロック２００２で
、例示的データアナライザ１１０４は、ドックデータを監視する。ブロック２００４で、
例示的イベントアナライザ１１０６は、ドア１０４が開き、次いで再び閉じるドアサイク
ルを検出する。ブロック２００６で、例示的イベントアナライザ１１０６は、ドアデータ
が、ドアサイクル中に出入口を物が通過したことを示すかどうかを判定する。出入口を物
が通過した場合、制御は、ブロック２０１０へ進む。出入口を何も通過していない場合、
制御は、ブロック２００８へ進み、ブロック２００８で、例示的通知エンジン１１１０は
、ドア１０４の誤起動を示す通知を生成する。その後、制御は、ブロック２０１０へ進む
。ブロック２０１０で、例示的プロセスは、継続するべきかどうかを判定する。継続する
べきである場合、制御は、ブロック２００２へ戻る。そうでない場合、図２０の例示的プ
ロセスは終了する。
【０１２８】
　[0143]図１６～図２０の例示的プロセスについて、図１１のローカルコントローラ１１
００を参照して説明したが、追加で又は別法として、図１６～図２０の例示的プロセスは
、対応するコントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０から受信した
ＩＯデータに基づいて、メインサーバ１３２によって実装することもできる。すなわち、
いくつかの例では、図９の例示的データアナライザ９０６、例示的パラメータ値変換器９
１０、例示的イベントアナライザ９１２、及び例示的通知エンジン９１６は、対応する図
１１の例示的データアナライザ１１０４、例示的パラメータ値変換器１１０６、例示的イ
ベントアナライザ１１０６、及び例示的通知エンジン１１１０に関して図１６～図２０に
説明する対応する機能及び／又は動作を実行することができる。
【０１２９】
　[0144]図２１は、特定のユーザにとって関心があり得るマテリアルハンドリング設備１
００の動作及び／又は条件に関連付けられた要約情報を提供する概要ウェブページ２１０
０によって提示される例示的グラフィカルユーザインターフェースである。特に、概要ウ
ェブページ２１００は、例示的ドック及びヤード要約ブロック２１０２、例示的エネルギ
ー要約ブロック２１０４、例示的安全性要約ブロック２１０６、例示的整備及び資産管理
要約ブロック２１０８、例示的イベントログ２１１０、並びに例示的ビデオログ２１１２
を含む。
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【０１３０】
　[0145]例示的ドック及びヤード要約ブロック２１０２は、マテリアルハンドリング設備
１００のドック１０２に現在駐車されているトレーラの数及び場所の要約を提供する。ド
ック及びヤード要約ブロック２１０２は、ドック１０２並びに／又はドックにおけるトレ
ーラの関連付けられた荷積み及び荷降しに関してトリガされたアクティブの警報及び／又
は関連付けられたイベントの数の指示を含むことができる。いくつかの例では、ドック及
びヤード要約ブロック２１０２は、さらに後述する図２３～図４３及び図４７～図５０に
示されるものなどの１つ又は複数の他のウェブページへのリンクを提供する。
【０１３１】
　[0146]例示的エネルギー要約ブロック２１０４は、マテリアルハンドリング設備１００
及び／又はマテリアルハンドリング設備の特定の部分によって消費されたエネルギーの量
の要約を提供する。そのような情報は、マテリアルハンドリング設備１００が１つ又は複
数の冷蔵室を含む場合に有用となり得る。いくつかの例では、エネルギー要約ブロック２
１０４は、消費されたエネルギーが予想より多いか、それとも少ないかを示すために、閾
値に対する消費されたエネルギーの量の指示を提供する。消費されたエネルギーが予想よ
り多い場合、これは、１つ又は複数の冷凍室の１つ又は複数のドア（図１の対応するドア
コントローラ１２２によって監視及び制御される）があまりに長く及び／又はあまりに頻
繁に開かれており、その結果、エネルギーの損失を招く可能性があることを示すことがで
きる。いくつかの例では、これらのシナリオは、トリガすることができる設定可能なイベ
ント及び／又は警報に関連付けられている。いくつかのそのような例では、エネルギー要
約ブロック２１０４は、トリガされたアクティブの警報及び／又は関連付けられたイベン
トの数の指示を含む。いくつかの例では、エネルギー要約ブロック２１０４は、さらに後
述する図４５及び図４６に示される例示的ウェブページなど、冷凍室、冷凍室に関連付け
られたドア、及び／又はマテリアルハンドリング設備１００内のエネルギー消費に関連す
る他の物品に関する追加の詳細を提供する１つ又は複数の他のウェブページへのリンクを
提供する。
【０１３２】
　[0147]例示的安全性要約ブロック２１０６は、安全性条件並びに／又は潜在的な安全性
リスクを示す検出されたイベント及び／若しくは警報の要約を提供する。安全性イベント
は、ドック１０２におけるトレーラの荷降し及び荷積み（たとえば、車両拘束装置１１０
がトレーラを定位置に固定しているかいなかにかかわらない）、並びに／又はマテリアル
ハンドリング設備１００内の材料の動き及び取扱い（たとえば、衝突及び／又はニアミス
）に関係することができる。いくつかの例では、安全性要約ブロック２１０６は、さらに
後述する図５０～図５６に示されるものなど、１つ又は複数の他のウェブページへのリン
クを提供する。
【０１３３】
　[0148]例示的整備及び資産管理要約ブロック２１０８は、マテリアルハンドリング設備
１００で使用される機器資産に対する整備、修理、及び／又は保証に関係する情報の要約
を提供する。いくつかの例では、整備及び資産管理要約ブロック２１０８は、さらに後述
する図５７～図５９に示されるものなど、１つ又は複数の他のウェブページへのリンクを
提供する。
【０１３４】
　[0149]例示的イベントログ２１１０は、発生時間、イベントの簡単な説明、及び／又は
検出されたイベントに関連付けられたビデオセグメントへのリンクを含む要約情報ととも
に、マテリアルハンドリング設備１００内でトリガされたイベントのリストを提供する。
例示的ビデオログ２１１２は、捕捉された最近のビデオセグメントのリスト、及びマテリ
アルハンドリング設備１００で検出されたイベントとの関連付けを提供する。いくつかの
例では、イベントログ２１１０及び／又はビデオログ２１１２は、要約ブロック２１０２
、２１０４、２１０６、２１０８から独立して、別個のウェブページに提供することがで
きる。
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【０１３５】
　[0150]図２２は、特定のユーザにとって関心があり得るマテリアルハンドリング設備１
００の動作及び／又は条件に関連付けられた要約情報を提供する概要ウェブページ２２０
０によって提示される別の例示的グラフィカルユーザインターフェースである。図１の概
要ウェブページ２１００と同様に、図２２の例示的概要ウェブページ２２００は、例示的
ドック及びヤード要約ブロック２２０２、例示的エネルギー要約ブロック２２０４、例示
的安全性要約ブロック２２０６、並びに例示的整備及び資産管理要約ブロック２２０８を
含む。図２２に説明されている例に示されるように、要約ブロック２２０２、２２０４、
２２０６、２２０８は、前述の図２１の要約ブロック２１０２、２１０４、２１０６、２
１０８に類似の情報を示す。さらに、図２２の要約ブロック２２０２、２２０４、２２０
６、２２０８のうちの特定の要約ブロックを選択することによって、より詳細な情報を提
供する他のウェブページへユーザを誘導することができる。
【０１３６】
　[0151]図２３は、例示的ドック監視ウェブページ２３００によって提示される例示的グ
ラフィカルユーザインターフェースである。説明されている例に示されるように、ドック
監視ウェブページ２３００は、例示的現在期間要約ブロック２３０２、例示的履歴利用要
約ブロック２３０４、及び例示的履歴荷積み時間要約ブロック２３０６を含む。例示的現
在期間要約ブロック２３０２は、現在の期間（たとえば、当日）中に荷積み及び／又は荷
降しされるように予定された入ってくる及び／又は出ていくトレーラの数、荷積み及び／
又は荷降しが完了した入ってくる及び／又は出ていくトレーラの数、並びに荷積み又は荷
降しが現在進行中のトレーラの数を提示する。さらに、例示的現在期間要約ブロック２３
０２は、現在の期間に対するすべてのトレーラの進捗の指示を提供する。例示的履歴利用
要約ブロック２３０４及び例示的履歴荷積み時間要約ブロック２３０６は、マテリアルハ
ンドリング設備１００内のドックの利用の指示、並びに指定の履歴期間（たとえば、前日
、先週、先月、個別の期間）においてトレーラを荷積み及び／又は荷降しするのにかかる
平均時間の指示を提供する。いくつかの例では、履歴期間は、ユーザが選択することがで
きる。さらに、説明されている例に示されるように、ドック監視ウェブページ２３００は
、マテリアルハンドリング設備１００内の個々のドックに対する利用及び荷積み時間を含
むテーブル２３０８を提供する。
【０１３７】
　[0152]図２４は、例示的ドック監視ウェブページ２４００によって提示される例示的グ
ラフィカルユーザインターフェースである。説明されている例に示されるように、ドック
監視ウェブページ２４００は、ドックコントローラ１１６及び／又はメインサーバ１３２
と通信している他のデバイスからメインサーバ１３２によって収集されたデータに基づい
て判定されるマテリアルハンドリング設備１００の一連のドック１０２の条件を表す一連
のグラフィックス、アイコン、及び／又は関連付けられた情報を含む。たとえば、トレー
ラセンサ２０２が、対応するドックにおけるトレーラの存在を示す信号を検出及び／又は
生成したとき、ドック監視ウェブページ２４００内の対応するドックにトレーラアイコン
２４０２が示される。いくつかの例では、トレーラアイコン２４０２の隣（たとえば、図
２４の第９のドックに関して示される積荷識別参照２４０３によって識別されるトレーラ
アイコンの上）には、運送業者コード、運送会社名、積荷番号、及びトレーラ番号も識別
することができる。トレーラアイコン２４０２又は積荷識別参照２４０３は、アクティブ
リンクとすることができ、選択されると、特定の積荷に関係する情報を含む別のウェブペ
ージ若しくはウィンドウ／ポップアップへ再誘導し又はそのようなウェブページ若しくは
ウィンドウ／ポップアップを開く。図２４Ｂに示されるように、積荷識別参照に隣り合う
記号／アイコンも、同様に機能することができる。いくつかの例では、特定のドックでト
レーラが検出又は検証された後（たとえば、トレーラセンサ２０２からのフィードバック
に基づく）、メインサーバは、運転者から収集された運送業者及びトレーラ番号情報を検
索し（さらに後述する）、その情報を描画のためにドック監視ウェブページ２４００へプ
ッシュする。別法として、これは、トレーラを特定の荷積みドックに割り当てるときに行
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うことができる。
【０１３８】
　[0153]トラクタユニットアイコン２４０６がトレーラアイコン２４０２とともに表され
るかどうかは、トレーラ（たとえば、図２４のドック４の監視されるトレーラ）から納入
されたか、それともトレーラが実際に荷積み／荷降しされるか（たとえば、図２４のドッ
ク３のトレーラ）に関して、別個のセンサからのフィードバック及び／又はチェックイン
するときにトラック運転者若しくは運送業者によって提供される入力に基づくことができ
る。トレーラがアクティブに荷積み又は荷降しされていない状況では（納入若しくは監視
された積荷であるか、それとも実際の積荷であるかにかかわらない）、対応するドック（
たとえば、説明されている例ではドック１２）に、駐車トレーラアイコン２４０４を「駐
車」インジケータ又はトレーラスタンドアイコンとともに示すことができる。いくつかの
例では、物流職員は、駐車トレーラアイコン２４０４の隣に示すことができる特定の名称
を駐車トレーラに割り当てる。
【０１３９】
　[0154]いくつかの例では、冷凍インジケータ２４０１が、冷凍又は温度制御される積荷
に対応して、トレーラアイコン２４０２に関連付けられる。説明されている例では、温度
制御インジケータ２４０１は雪片であるが、任意の他のインジケータとすることもできる
。たとえば、いくつかの例では、温度制御インジケータ２４０１は、トレーラアイコン２
４０２及び／又はトラクタユニットアイコン２４０６を、青色若しくは赤色のバー、輪郭
、及び／又は充填で描画することによって表される。いくつかの例では、温度制御インジ
ケータ２４０１に関するドック監視ウェブページ２４００には、それぞれのトレーラに関
する温度センサからのフィードバックに基づいて、トレーラの現在温度インジケータ２４
０５も示される。いくつかの例では、現在温度インジケータ２４０５は、温度制御インジ
ケータ２４０１として働くことができる。いくつかの例では、メインサーバ１３２は、閾
値温度又は温度範囲の上限及び下限閾値に対して現在の温度を監視する。温度が閾値温度
を上回った場合、若しくは下回った場合、又はその範囲から外れた場合、メインサーバは
、指定のドックにおけるトレーラ温度が閾値を上回った若しくは下回った、又は許容でき
る範囲から外れたという物流オフィスにいるドック管理者への警報又は通知を生成するこ
とができる。このようにして温度を監視することで、ドック管理者がトレーラ内の製品を
荷降しするためのコールドチェーンを維持することを助けることができる。いくつかの例
では、例示的ドック監視ウェブページ２４００を介して、トレーラ及び／又はマテリアル
ハンドリング設備１００内の個々のパレット及び／又は他の貨物ユニット若しくは区分（
たとえば、隔壁によって分割される）の温度を表示すること、及び／又は表示するために
アクセス可能とすることができる。
【０１４０】
　[0155]いくつかの例では、荷積み及び／又は荷降しのためにトレーラで設備に到着した
運転者は、図２５に示される例示的運転者チェックインウェブページ２５００へのアクセ
スを提供する図１のクライアントデバイス１４８のうちの１つに対応するキオスクでチェ
ックインすることができる。すなわち、いくつかの例では、キオスクは、マテリアルハン
ドリング設備１００の作業者によって維持されるクライアントデバイス１４８を備える。
追加で又は別法として、運転者は、自身のスマートフォン又は他の携帯用デバイス（たと
えば、異なるクライアントデバイス１４８に対応する）を使用して、運転者チェックイン
ウェブページ２５００にアクセスすることができる。いくつかの例では、図２５に示され
るように、運転者は、移動電話番号を提供することができ、次いでこの移動電話番号は、
命令の提供及び／又はトラックの荷積み及び／若しくは荷降しの状態の指示のためのテキ
ストメッセージを運転者へ伝送するために使用される。たとえば、運転者は、図２５に説
明されている例に示されるエントリフィールドを完成させることができる。説明されてい
る例に示されるように、冷凍又は温度制御されたトレーラの場合、トレーラの現在の温度
を入力するように運転者に促すことができる。別の例示的運転者チェックインウェブペー
ジ２６００が、図２６に説明されている例に示されている。
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【０１４１】
　[0156]運転者が情報を提出した後、メインサーバ１３２は、チェックイン情報が受信さ
れ、物流オフィスへ送信されたことを確認する第１の通知を、ウェブページに直接生成す
ることができる。この通知は、ドック割当てに関してドック状態ページを確認するように
、運転者にさらに命令することができる。追加で又は別法として、運転者が移動電話番号
を含めた場合、メインサーバ１３２は、テキストメッセージを介して、チェックイン情報
の受信を確認し、ドック割当てを含む次のテキストメッセージが送信されることを示す命
令及び／又は確認を伝送することができる。
【０１４２】
　[0157]確認通知を運転者に提供することに加えて、前述の新しいチェックイン情報を受
信した後、メインサーバ１３２は、新しい到着及び新しいドック割当ての必要について物
流オフィスのドック管理者（又は他の職員）に知らせるための別個の通知を生成する。い
くつかの例では、この通知は、ユーザ（たとえば、ドック管理者）がトラックを特定のド
ックに割り当てるための当該情報及びオプションとともに図２４のドック監視ウェブペー
ジ２４００に現れるチェックインポップアップ２４０７である。ユーザがドックを割り当
てることを選んだ場合、図２７に示されるように、ドック割当てウェブページ２７００が
、利用可能なドックのリストを提供するドック割当てポップアップ２７０２とともに現れ
ることができる。いくつかの例では、利用可能なドックのリストは、トレーラの存在を感
知しておらず、異なるトラックに対して他の形で予定されていないドックに対応する。
【０１４３】
　[0158]いくつかの例では、特定のドックにトラックが割り当てられた後、運転者チェッ
クインウェブページ２５００、２６００及び／又は別の類似のウェブページを介して、情
報を運転者へ再び搬送することができる。いくつかのそのような例では、運転者に関係し
得る設備関連情報（たとえば、ドックが冷たいという指示、すべてのドックにおける現在
の活動に基づいたトラックの荷積み／荷降しの完了時間の推定、並びにドックで働いてい
る利用可能なマテリアルハンドリング機器及び／又は職員）を、運転者による再調査のた
めにウェブページへプッシュすることができる。したがって、いくつかの例では、本開示
の教示によれば、運転者及びドック管理者（又は他の職員）は、当該情報を互いに実質上
リアルタイムで通信することができる。
【０１４４】
　[0159]図２４のいくつかの例では、ドックにトレーラを割り当てる必要があるというド
ック管理者への通知は、たとえば照明する、見えるようになる、及び／又は他の形で外観
を変化させるベルアイコン２４０８など、自動ポップアップ以外の視覚インジケータを含
むことができる。いくつかのそのような例では、ユーザがベルアイコン２４０８を選択し
たとき、図２８に示されるように、割当てタブにチェックイン情報を含むドック及びトレ
ーラキューポップアップ２８００が現れることができる。いくつかの例では、運転者によ
って入力されたトレーラ温度が特定の温度閾値を上回る場合、ポップアップ２８００は、
トレーラの過熱の警報を含むことができる。追加で又は別法として、メインサーバ１３２
は、ドック管理者並びに／又は出荷及び受取り管理者への別個の通知を伝送して、トレー
ラの過熱を報告し、たとえば出荷の拒否によって問題に対処することができる。いくつか
の例では、ドック及びトレーラキューポップアップ２８００の割当てタブは、割当てに利
用可能なドックのみをリスト化したドロップダウンセレクタ２８０２を含む。すなわち、
ドロップダウンセレクタ２８０２は、ドック監視ウェブページ２４００に示されるドック
のうち、すでにトレーラが割り当てられたドックはリスト化しないはずである。前述のよ
うに、メインサーバ１３２は、ドック（たとえば、車両拘束装置が係合される）に関連付
けられたトレーラセンサ及び／又は何らかの他のセンサ若しくはデバイスに基づいて、ト
レーラに特定のドックが関連付けられているかどうかを判定する。したがって、見ること
ができるように、メインサーバは、データを収集し、異種の場所から取得したデータを分
析することによって、ドックの管理を円滑にすることが可能である。これは、本明細書に
開示するマテリアルハンドリング設備の技術環境でのみ可能であり、ドックにおけるセン
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サがそれぞれのドックコントローラ１１６によって監視され、ドックコントローラ１１６
はメインサーバ１３２に報告し、サーバはまた、チェックイン情報を提供する運転者から
のネットワーク通信を受信し、収集した情報を物流職員へ伝送して、新しいトラックをど
こに割り当てるかの判定を行うことが可能である。
【０１４５】
　[0160]特定のドックが選択され、トレーラに割り当てられた後、メインサーバ１３２は
、その行動に対するタイムスタンプを生成し、複数の通知を再び生成することができ、そ
れらの通知は適当な受信者へ伝送され、適当なウェブページインターフェースを更新する
。たとえば、トレーラが割り当てられたことを確認するドック割当てを行った物流職員に
よって見られるウェブページに、第１の通知を表示することができる。別個に、メインサ
ーバ１３２は、割り当てられたドックに関してトレーラに関連付けられた詳細（たとえば
、運送業者名、顧客名、トレーラ番号など）をドックコントローラ１１６へ伝送し、表示
画面１１７を介してその情報を表示することができる。さらに、いくつかの例では、メイ
ンサーバ１３２は、割り当てられたドックを示す別のテキストメッセージをトラック運転
者へ伝送することができる。いくつかの例では、テキストメッセージは、ドックが位置す
る方向、チェックイン時間を示すタイムスタンプ、及び／又は任意の他の好適な情報（た
とえば、予定された予約の時間）を含むことができる。いくつかの例では、メインサーバ
１３２は、ドック監視ウェブページ２４００を更新する。特に、ドックが割り当てられた
場合、トラック運転者がトレーラをドックの定位置へ動かすには短い期間がかかる可能性
がある。したがって、いくつかの例では、図２４の第２のドックに示される「トレーラ待
ち」というメッセージ２４１０などの指示を提供して、ドックは割り当てられたがトレー
ラはまだ到着していないことを示す。トレーラが検出された後、メインサーバ１３２は、
ドック監視ウェブページ２４００を再び更新して、トレーラアイコン２４０２を示す。い
くつかの例では、トレーラが最初に検出されたとき、第２のタイムスタンプが生成される
。このようにして、最初のチェックイン（たとえば、ドック割当て）とドックへのトレー
ラの実際の到着との間の時間を監視することができる。これにより、マテリアルハンドリ
ング設備の所有者によって課される延滞料金の適当な判定を円滑にすることができる。
【０１４６】
　[0161]トレーラは、そのトレーラが割り当てられなかったドックに位置決めされること
もある。いくつかのそのような例では、ドックでトレーラが検出されたが、そのドックに
はトレーラが割り当てられていない場合、メインサーバ１３２は、警報を生成し、図２４
に説明されている例ではドック８に示されるように、「割り当てられていない」というイ
ンジケータ２４１２を表示することができる。いくつかの例では、インジケータ２４１２
は点滅して、トレーラが誤ったドックにあることに関して物流作業者の注意を引くことが
できる。いくつかの例では、作業者が警報を認めた後、及び／又は他の方法でアラームを
消し若しくは回避した後、点滅を停止することができる。いくつかの例では、トレーラを
受け入れるように割り当てられていないドックでトレーラが検出されたとき、追加の行動
をとることもできる。たとえば、ドックドアは、セキュリティ方策として、開けることが
できないように連動させることができる。追加で又は別法として、ドックにおけるアラー
ム信号は、運転者及び／又はトレーラが存在するはずのないドックにいる他の職員に知ら
せるために作動させることができる。前述の内容と同様に、アラーム信号は、人物がアラ
ームを認めたとき、アラームを消したとき、アラームを回避したとき、及び／又は他の方
法でアラームに応答したとき、切ることができる。
【０１４７】
　[0162]いくつかの例では、トレーラが正しいドックに位置決めされた後、車両拘束装置
１１０が起動され、トレーラを定位置で固定する。車両拘束装置１１０が活動状態（トレ
ーラに係合する）にあるか、オーバーライド状態にあるか、それとも格納状態（トレーラ
に係合していない）にあるかは、例示的ドック監視ウェブページ２４００に拘束信号アイ
コン２４１４によって表すことができる。いくつかの例では、拘束信号アイコン２４１４
は、図２に示されるライトインジケータ２０６に一致及び／又は類似し、拘束信号が、車
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両拘束装置１１０がアクティブであり、又はオーバーライドモードにあることを示すとき
はいつでも、赤信号（たとえば、赤色光）を提供し、車両拘束装置がアクティブでなく、
又は格納位置にあるときは、青信号（たとえば、緑色光）を提供する。いくつかの例では
、イベント規則は、図２４の例示的ドック監視ウェブページ２４００の第１のドックの場
合、特定のドックでトレーラの存在が感知されたが、車両拘束装置１１０がアクティブで
はなく、トレーラに係合されていないとき、警報をトリガすることができる。そのような
例では、対応するドックに隣り合って、警報アイコン２４１６を表示することができる。
いくつかの例では、ユーザ（たとえば、物流作業者）が警報アイコン２４１６をクリック
したとき、警報に関連付けられたトリガイベントに関する追加の詳細がポップアップする
ことができる。いくつかの例では、イベントに関して捕捉されたビデオセグメントがポッ
プアップし、自動的に再生を開始することができる。
【０１４８】
　[0163]図２４に説明されている例では、ドック監視ウェブページ２４００は、対応する
ドックにあるドア１０４が閉じているか（たとえば、図２４に表される第１及び第２のド
ックに表される）、それとも開いているか（たとえば、図２４に表される第３及び第４の
ドックに表される）を図示するためのドアアイコン２４１８を含む。いくつかの例では、
ドア１０４は、ドアが少なくとも部分的に開いている（たとえば、閉じていない）限り、
開いているものとして表されている。ドアが閉じているか、それとも開いている（たとえ
ば、閉じていない）かは、センサフィードバックに基づいて判定することができ、センサ
フィードバックは、関連付けられたドックコントローラ１１６に提供され、次にメインサ
ーバ１３２へ報告される。すなわち、いくつかの例では、ドックコントローラ１１６が、
ドアを開放するためのコマンド（たとえば、フォークリフト作業者又はドアに近い他の人
物から）を受信及び実行した後、ドア１０４に関連付けられたセンサ（たとえば、リミッ
トスイッチ）が、ドアが開いたことを示す出力を生成することができる。ドックコントロ
ーラ１１６がこのセンサフィードバックを受信した後、ドックコントローラ１１６は、ド
アが開いていることを示すネットワーク通信（たとえば、ＩＯメッセージ）をメインサー
バへ伝送する。そのようなメッセージを受信した後、メインサーバ１３２は、ドック監視
ウェブページ２４００を更新し（たとえば、そのような情報に加入するウェブページのす
べてのアクティブインスタンスへのプッシュ通知を介して）、したがってドアアイコン２
４１８は、対応するドックにあるドアが開いていることを図示する。ドアが開いているこ
とをドックコントローラ１１６が報告するのと実質上同時に、ドックコントローラ１１６
は、トレーラ内で運動が検出されたことを示すフィードバック（トレーラ内で動き回って
いる１人又は複数の作業員の存在を示す可能性が高い）を、トレーラに面している運動セ
ンサ２０４から受信することができる。いくつかの例では、運動センサ２０４が、トレー
ラ内の作業員の存在を検出したとき、ドックコントローラ１１６は、第２のネットワーク
伝送（たとえば、ＩＯメッセージ）をメインサーバ１３２へ送信する。この第２のメッセ
ージに応答して、メインサーバ１３２はトレーラ内で人が検出されたことを表すために、
開放ドアアイコン２４１８（図２４に第５のドックに関して示される）内にフォークリフ
トアイコン２４２０を含むように、ドック監視ウェブページ２４００を再び更新すること
ができる。いくつかの例では、閾値期間にわたってトレーラ内で運動が感知されなかった
場合、メインサーバ１３２は、トレーラ内で誰も作業していないと推測し、したがってフ
ォークリフトアイコン２４２０を除去することができる。
【０１４９】
　[0164]さらに、いくつかの例では、図１～図４のバリア１０６に関連付けられたセンサ
フィードバックが、バリアがドアの出入口でアクティブ使用中であることを示すとき、ド
アに対応するドアアイコン２４１８にバリアアイコン２４２２を描画することができる。
バリアアイコン２４２２は、ドアアイコン２４１８が、ドアが閉じていることを示すとき
（図２４の第６のドック）、又はドアが開いているとき（図２４の第９のドック）、描画
することができる。
【０１５０】
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　[0165]いくつかの例では、各トレーラが対応するドックに駐車されている持続時間が、
図２４に説明されている例に図示されており、トレーラアイコン２４０２にタイマ２４２
４が表示される。いくつかの例では、図２４のドック監視ウェブページ２４００にタイマ
２４２４によって表される時間は、図３に関して図示及び説明されるように、ドックに位
置するタイミングインジケータ３０６によって示される時間に対応する（たとえば、同期
される）。いくつかの例では、タイミングインジケータ３０６及びタイマ２４２４は、図
２５又は図２６の運転者チェックインウェブページ２５００、２６００を介して運転者が
チェックインしたことに応答して自動的に開始される。他の例では、タイマ２４２４は、
別の入力及び／又は入力の組合せに基づいてトリガされる。たとえば、タイマ２４２４は
、追加で及び／又は別法として、存在検出器１１２がドックにおけるトレーラの存在を検
出したとき、車両拘束装置１１０がトレーラに係合するように起動されたとき、ドア１０
４が最初に開放されたとき、及び／又はドックレベラ１０８が起動され、トレーラ内へ延
ばされたときのうちの少なくとも１つに基づいてトリガすることができる。いくつかの例
では、タイマを開始するための特定のトリガ（複数可）をユーザが設定することができる
。いくつかの例では、トリガ（複数可）は、全体的に（たとえば、すべてのドック又は選
択された１群のドックに対して）定義することができ、又は別個のドックに対して個々に
設定することができる。いくつかの例では、タイマ２４２４に対するトリガは、何らかの
他のユーザ定義パラメータに依存することができる（たとえば、異なる運送業者に対して
異なるトリガ（複数可）を定義することができる）。
【０１５１】
　[0166]追加で又は別法として、いくつかの例では、トレーラの荷積み及び／又は荷降し
のために予期の持続時間に対して設定された閾値荷積み／荷降し時間に向かって時間が進
むにつれてトレーラアイコン２４０２の長さにわたって前進するタイマプログレスバー２
４２６が、トレーラアイコン２４０２に表示される。説明されている例では、閾値時間は
、２時間のデフォルト持続時間に設定される。しかし、他の例では、閾値荷積み／荷降し
時間は異なり得る。さらに、いくつかの例では、異なるトレーラに対して、並びに／又は
チェックインウェブページ２５００を介して運転者によって提供される特有の情報に基づ
いて、並びに／又は運送業者、顧客、及び／若しくは連絡先情報に基づいて、異なる閾値
荷積み／荷降し時間を設定することができる。たとえば、いくつかの例では、運転者は、
閾値時間を調整するために使用することができるタイムセンシティブ情報（たとえば、運
転者の作業スケジュール、及び運転者の現在の勤務時間にどれだけの時間が残っているか
）及び／又は荷積み関連情報（たとえば、トラックに荷降しするべき材料がどれだけ積載
されているか）を提供することができる。いくつかの例では、閾値時間は、そのような運
転者入力に基づいて自動的に調整することができる。他の例では、そのような運転者入力
は、荷積み及び／又は荷降ししている他のトラックを考慮して、特定のトラックに対する
閾値時間が利用可能な資源に基づいて調整されるべきであるかどうかを評価するために、
ドック管理者へ提供することができる。いくつかの例では、タイマが閾値荷積み／荷降し
時間に近づくと（たとえば、閾値時間が残り３０分未満である、時間の７５％が経過した
など）、説明されている例に第４のドックと第５のドックとの違いによって表されるよう
に、タイマプログレスバー２４２６の外観が変化することができる（たとえば、緑色から
黄色へ、点滅、及び／又は太くなるなど）。さらに、タイマプログレスバー２４２６の外
観は、説明されている例で第９のドックに関して表されるように、閾値荷積み／荷降し時
間に到達した後、及び／又は閾値荷積み／荷降し時間を超過した後、再び変化することが
できる（たとえば、赤色へ、点滅、及び／又は太くなるなど）。いくつかの例では、図３
のタイミングインジケータ３０６のディスプレイでも同じ色変化方式が実装され、したが
ってドックで作業している職員は、物流オフィスで見るドック監視ウェブページ２４００
で表されるものと同じインジケータを有する。図２４によって表されるように、複数のド
ックに対して統合された方式で視覚タイマを提供することで、ドック管理者及び／又は他
の職員が、荷積み及び／又は荷降しが遅れている可能性のあるトレーラを識別することが
可能になる。その結果、ドック管理者は、資源を迅速に再び割り当てて、特定のドックに



(66) JP 2021-517099 A 2021.7.15

10

20

30

40

50

おけるプロセスを加速させ、延滞料金を低減させることができる。
【０１５２】
　[0167]いくつかの例では、タイマ２４２４の進行中に閾値期間（たとえば、１５分）に
わたってトレーラ内で運動が感知されないことに応答して、活動なし警告２４２８を生成
することができる。いくつかの例では、警告は、異なる間隔（たとえば、１５、３０、４
５、６０、９０、又は１２０分）間で活動のない期間が増大するにつれて変化することが
できる。これにより、配分された時間枠（たとえば、閾値荷積み／荷降し時間）の範囲内
でタスクを完了するために、特定のトレーラの荷積み及び／又は荷降しが進捗しているか
どうかに関する情報を提供することができる。
【０１５３】
　[0168]図２４の例示的ドック監視ウェブページ２４００は、所与の期間（たとえば、１
週間、１カ月など）においてドックにあったトレーラのうち、配分された時間量（たとえ
ば、２時間）の範囲内で荷積み又は荷降しされたトレーラの割合を示す各ドックに対する
定時メトリック２４３０を提供する。オンタイムメトリック２４３０はまた、特定のドッ
クにおける定時の荷積み又は荷降しの割合が増大しているか、それとも減少しているかを
示すために、トレンドインジケータ（たとえば、上又は下を指す矢印）を含むことができ
る。このようにして、延滞料金を生じるより大きい数の遅延に関連付けられたドックを識
別することができ、そのようなコストを低減させるように行動をとることができる。
【０１５４】
　[0169]いくつかの例では、ドック監視ウェブページ２４００で特定のドック及び／又は
トレーラを選択すると、オプションのメニュー２４３２が現れ、ドック管理者は、メニュ
ー２４３２によって、関連トレーラの荷積み及び／又は荷降しが完了したことを示すこと
ができる。いくつかの例では、メニュー２４３２を介して提示されるオプションは、ドッ
ク及び／又はドックに位置するトレーラに関する利用可能な情報に基づいて動的に更新さ
れる。たとえば、ドックにトレーラが存在しない場合、メニュー２４３２にリスト化され
る利用可能なオプションは、ドック自体に関する情報に制限される。しかし、トレーラが
その場所で検出された後、メニュー２４３２は、ユーザがトレーラに関する情報（たとえ
ば、運転者及び／又は運送業者情報、予約情報、積荷情報など）にアクセスすることを可
能にするように、自動的に更新することができる。いくつかの例では、積荷（荷積み又は
荷降し）の完了により、関連トレーラに対してメニュー２４３２で利用可能な追加のオプ
ションをトリガすることができる。いくつかの例では、別法として、フォークリフト作業
者が、携帯用デバイス（たとえば、リモートクライアントデバイス１４８）を介してドッ
ク監視ウェブページ２４００にアクセスし、トレーラ積荷の完了を示すことができる。追
加で又は別法として、ドックコントローラ１１６上の表示画面１１７は、荷積み及び／又
は荷降しの完了を示すために提示することができるグラフィカルユーザインターフェース
上のボタンを含むことができる。ユーザが、積荷が完了したことを示したとき、メインサ
ーバ１３２は、図２９に示される積荷完了ポップアップ２９００を生成することができ、
積荷完了ポップアップ２９００は、正しいトレーラが選択されたことをユーザが確認する
ために選択された特定のトレーラに関連付けられた詳細を提供する。積荷が完了したこと
をユーザが確認した後、メインサーバ１３２は、トレーラがドック管理システムにおける
活動状態から無事にチェックアウトしたことを確認する第２の通知を生成することができ
る。いくつかの例では、ドック監視ウェブページ２４００上のトレーラアイコン２４０２
は、トレーラがドックから出されるまで、この状態の変化を反映するように更新される（
たとえば、トレーラの上に位置決めされたチェックマーク）。いくつかの例では、メイン
サーバ１３２は、積荷が完了したことを示し、事務処理のために物流オフィスへ安全に進
むことを運転者に要求する通知を、テキストメッセージを介して運転者へ伝送する。同時
に、図３０に示されるように、完了したトレーラに関連付けられた情報を、ドックのリリ
ースタブ及びトレーラキューポップアップ２８００に追加することができる。
【０１５５】
　[0170]図３０に説明されている例に示されるように、ポップアップ２８００は、トレー
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ラシール識別番号を入力することができるトレーラシールエントリフィールド３００２を
含む。シールは、物流オフィスのドック管理者、ドックのフォークリフト作業者（ドック
監視ウェブページ２４００にアクセスするリモートデバイスを介して）、又はドックヤー
ドのヤードジョッキー若しくは監視人によって入力することができる。このようにしてシ
ールを記録することで、特定の積荷及びそのタイミングを含むトレーラに対して生成され
る他の情報にリンクされた電子シールログの作成が可能になる。トレーラシールが記録さ
れ、すべての他の事務処理が完了した（たとえば、運転者が運送証券、トレーラ温度、シ
ール番号などを検証するボックスを物理的にチェックした）後、ドック管理者は、トレー
ラをチェックアウトすることによって、取引を確定することができる。いくつかの例では
、メインサーバ１３２は、事務処理が完了したこと、及び運転者が出発のためにトレーラ
へ安全に進むことができることを確認するために、第２のテキスト通知を運転者へ伝送す
る。
【０１５６】
　[0171]説明の目的で、図２４Ｂは、例示的ドック監視ウェブページ２４００の一部分の
拡大図であり、異なるトレーラアイコン２４０２が、マテリアルハンドリング設備１００
の異なるドック（たとえば、ドック番号１３～１８）に位置している。図２４Ｂは、ユー
ザがそれぞれのドックにあるトレーラに関連付けられた状況を理解することを可能にする
ためにユーザに提供することができる追加及び／又は代替のグラフィックスを示す。いく
つかの例では、トレーラに対して予定された予約（到着及び／又は出発）の時間を示すた
めに、トレーラアイコン２４０２に予約時間２４３６が描画される。いくつかの例では、
予定された予約の時間前にトレーラが到着した場合、予定された予約開始時間までに残っ
ている時間の量を示すために、予約カウントダウン２４３８が提供される。いくつかの例
では、トレーラが到着したか否か、及び／又はトレーラが荷積みされて移動させる準備が
できているか否かにかかわらず、予約の時間に到達したときにカウントを開始するために
、追加のタイマをトリガすることができる。そのようなタイマを監視して、留置又は延滞
料金の発生を判定することができる。いくつかの例では、このタイマが閾値に到達したと
き、予定された予約を過ぎた遅延に関して当該する個人に知らせるために、通知をトリガ
することができる。
【０１５７】
　[0172]納入された積荷に関連付けられたトレーラが示され、したがって説明されている
例では、トラクタユニットアイコン２４０６が関連付けられていないトレーラアイコン２
４０２（たとえば、ドック番号１５及び１６のトレーラ）によって、ドック監視ウェブペ
ージ２４００は、荷積み又は荷降しが完了した後、納入したトレーラがドックに留まるべ
きであるか、それともヤードへ動かされるべきかを示す納入状態インジケータ２４４０を
含むことができる。
【０１５８】
　[0173]説明されている例では、各トレーラに関して積荷方向インジケータ２４４２が描
画される。積荷方向インジケータ２４４２は、積荷が設備で荷降しするべき入ってくる積
荷である（インジケータ２４４２の矢印がドアアイコン２４１８を指す）か、それとも設
備で荷積みするべき出ていく荷積みである（インジケータ２４４２の矢印がドアアイコン
２４１８から離れる方を指す）かを示す。いくつかの例では、ドック監視ウェブページ２
４００は、関連付けられた積荷の動き（荷積み又は荷降し）の進捗及び積荷の総サイズを
追跡する積荷カウンタ２４４４を含む。より具体的には、説明されている例に示されるよ
うに、積荷カウンタは、２つの数字を含み、第１の数字は、動かされた貨物ユニット（た
とえば、パレット、ラック、小包、又は他の積荷ユニット）の数を示し、第２の数字は、
積荷を完了するために動かすべき貨物ユニットの総数を示す。追加で又は別法として、い
くつかの例では、荷積みドックに関連付けられた足場環境にまとめられた積荷の進捗の指
示を与えるために、積込み状態インジケータ２４４６が描画される。この例では、積込み
状態インジケータ２４４６は、（１）開始前（ドック番号１６の場合）、（２）部分的に
完了又は進捗中（ドック番号１３の場合）、（３）待機中（ドック番号１５の場合）、及
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び（４）完了（ドック番号１７の場合）を含む４つの状態のうちの１つに関連付けられる
。待機状態は、荷積みするべき貨物がマテリアルハンドリング設備１００内でまだ準備さ
れている、又は積荷の要素が積込みに利用可能でないという概念を伝えることが意図され
る。いくつかの例では、完了の積込み状態を有する関連トレーラに隣り合って、チェック
マークも表示される。
【０１５９】
　[0174]いくつかの例では、異なるドック及び／又はドックにある関連トレーラに、荷積
み又は荷降しに対して異なる優先順位を割り当てることができる。説明されている例では
、単一の感嘆符を含む優先度インジケータ２４４８によって示されるように、ドック番号
１７にあるトレーラは、他のトレーラに対して優先度を有するものとして指定される。さ
らに、この例では、２つの感嘆符を有する優先度インジケータ２４４８によって示される
ように、ドック番号１５にあるトレーラには、ドック番号１７より高い優先度（たとえば
、２倍の優先度）が与えられる。
【０１６０】
　[0175]いくつかの状況では、特定のドックにある１つのトレーラ内の積荷又は貨物を、
異なるドックにある異なるトレーラへ動かす必要があることがある。このシナリオは、図
２４Ｂに説明されている例ではドック番号１４にあるトレーラアイコンに隣り合って示さ
れる相互ドック状態インジケータ２４５０を介して、ドック監視ウェブページ２４００に
表すことができる。いくつかの例では、相互ドック状態インジケータ２４５０は、互いか
ら離れる方に向かって外方を指す矢印（図示）又は互いの方に向かって内方を指す矢印の
２つの矢印を含む方向インジケータを含む。外方を指す方向インジケータは、トレーラ内
の貨物を１つ又は複数の異なるトレーラへ動かす必要があることを表す。対照的に、内方
を指す矢印は、１つ又は複数の他のトレーラからの貨物を対応するトレーラ内へ動かす必
要があることを表す。いくつかの例では、相互ドック状態インジケータ２４５０はまた、
対応するトレーラとの間で貨物が伝達されるべき異なるドックに現在位置している他のト
レーラの数を示すために、相互ドックトレーラ関与インジケータを含む。この例では、そ
の数はゼロであり、ドック番号１４のトレーラに貨物を受け入れるべきトレーラが現在、
マテリアルハンドリング設備１００にないことを示す。他の例では、相互トレーラ関与イ
ンジケータ２４５０は、現在異なるドックにあるトレーラと、対応するドックにある積荷
が依存する異なるドックで予期されるがまだ到着していないトレーラとの両方を含むこと
ができる。相互ドック状態インジケータは、アクティブリンクとすることができ、選択さ
れると、相互ドック関係及び状態に関係する情報を含む別のウェブページ若しくはウィン
ドウ／ポップアップへ再誘導し又はそのようなウェブページ若しくはウィンドウ／ポップ
アップを開く。
【０１６１】
　[0176]図３１は、ドックスケジューリングウェブページ３１００によって提示される例
示的グラフィカルユーザインターフェースを示す。図３１のドックスケジューリングウェ
ブページ３１００により、業者間予約（たとえば、運送業者とマテリアルハンドリング設
備１００との間）の手配又は予定が可能になる。特に、トラック運転者及び／又は運送業
者からの他の職員が、図３１の例示的ウェブページ３１００にアクセスして、トレーラの
納入及び／又は積込みの予約を設定することができる。いくつかの例では、予約情報が入
力された後、メインサーバ１３２は、物流オフィス内の作業者、出荷及び受取り管理者、
並びに／又は他の当該受信者へ、通知を伝送する（たとえば、テキスト又は電子メールを
介して）。さらに、いくつかの例では、図２８及び図３０のドック及びトレーラキューポ
ップアップ２８００によって新しい情報にアクセス可能であることを示すために、ベル２
４０８を起動することができる。具体的には、ポップアップ２８００の予約タブに、受信
した予約情報を提供することができる。
【０１６２】
　[0177]場合により、整備（たとえば、機器の修理又は更新）のために、特定のドックを
非稼働状態にする必要があることがある。したがって、いくつかの例では、メインサーバ
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１３２は、図３２に示されるように、整備を予定するために、整備スケジュールポップア
ップ３２００を提供することができる。図３２に説明されている例に示されるように、整
備は予防的なものであり、若しくは予定されることがあり、又は補正的なものであること
がある（たとえば、機器の故障に基づく）。いずれの場合も、特定のドックに対する整備
が指定されたとき、メインサーバ１３２は、ユーザによってとられる行動を確認する通知
を生成する。メインサーバ１３２はまた、特定のドックドアが整備のために非稼働状態に
されたことを示すための通知を、整備管理者へ伝送することができる（たとえば、テキス
ト又は電子メールを介して）。追加で、メインサーバ１３２は、整備に指定された特定の
ドアに関連付けられた１つ又は複数の整備アイコン２４３４（たとえば、オレンジ色のコ
ーン）を描画することによって、ドック監視ウェブページ２４００を更新する（たとえば
、図２４に説明されている例では第１０のドア）。追加で又は別法として、図２１の概要
ウェブページ２１００の例示的整備及び資産管理要約ブロック２１０８に、ドアの整備状
態を反映させることができる（参照番号２１１４で表される）。さらに、メインサーバ１
３２は、特定のドックに関連付けられたドックコントローラ１１６へドアの状態を伝送し
て、ローカル表示画面１１７にドアが整備のために機能停止及び／又は非稼働状態にある
という通知を表示することができる。
【０１６３】
　[0178]整備が完了した後、ユーザは、図３３に示される整備完了ポップアップ３３００
によって、そのように示すことができる。説明されている例に示されるように、整備の完
了をタイムスタンプして、各ドックでの整備が発生したときを追跡することができる。整
備の完了を示した後、メインサーバ１３２は、整備アイコン２４３４を除去し、ドックを
トレーラに対して利用可能であると指定することによって、ドック監視ウェブページ２４
００を再び更新することができる。
【０１６４】
　[0179]図３４は、ドック状態ウェブページ３４００に対応する例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す。いくつかの例では、図３４のドック状態ウェブページ３４０
０は、図３４の情報が、データの並べ替え及び／又はフィルタリングを可能にするために
表形式で表されていることを除いて、図２４のドック監視ウェブページ２４００に示され
るものに類似の情報を含む。いくつかの例では、図３４のドック状態ウェブページ３４０
０は、図２４のドック監視ウェブページ２４００からの追加の及び／又は異なる情報を含
むことができる。たとえば、図３４に示されるように、例示的ドック状態ウェブページ３
４００は、運転者、会社、荷積み及び／又は荷降しのタイプ、荷積み及び／又は荷降しさ
れる貨物の量、チェックイン及びチェックアウトの時間、運転者／会社に関連付けられた
超過料金規則などを識別する情報を含むことができる。
【０１６５】
　[0180]図３５は、マテリアルハンドリング設備のヤードを表す駐車場内に位置する図２
４のトレーラアイコン２４０２に類似のトレーラアイコン３５０２を含むヤード管理ウェ
ブページ３５００によって提示される例示的グラフィカルユーザインターフェースを示す
。いくつかの例では、ユーザは、図３６に示されるトレーラ移動ポップアップ３６００を
使用して、ヤード内の新しい駐車スペース又は特定のドックへ動かすべき特定のトレーラ
を識別することができる。いくつかの例では、選択されたトレーラに対する新しい場所が
指定された後、メインサーバ１３２は、どのトレーラをどこへ動かす必要があるかを示す
通知を、ヤード内のヤードジョッキー又は監視人へ自動的に伝送する。追加で、メインサ
ーバ１３２は、トレーラの場所の変更を反映させるように、ヤード管理ウェブページ３５
００及び／又はドック監視ウェブページ２４００を自動的に更新することができる。
【０１６６】
　[0181]さらに、いくつかの例では、ユーザは、図３７に示される非稼働状態ポップアッ
プ３７００を介して、整備又は修理のために非稼働状態にするべきヤード内の特定のトレ
ーラを指定することができる。いくつかのそのような例では、メインサーバ１３２は、指
定されたトレーラを非稼働状態にするための通知を、ヤードジョッキーへ自動的に伝送す
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る。メインサーバ１３２はまた、トレーラが非稼働状態にされており、修理する必要があ
るという通知を（たとえば、電子メールを介して）トレーラ整備業者へ自動的に伝送する
ことができる。
【０１６７】
　[0182]図３８は、ヤード状態ウェブページ３８００に対応する例示的グラフィカルユー
ザインターフェースを示す。いくつかの例では、図３８のヤード状態ウェブページ３８０
０は、図３８の情報が、データの並べ替え及び／又はフィルタリングを可能にするために
表形式で表されていることを除いて、図３５のヤード管理ウェブページ３５００に示され
るものに類似の情報を含む。いくつかの例では、図３８のヤード状態ウェブページ３８０
０は、図２４のドック監視ウェブページ２４００からの追加の及び／又は異なる情報を含
むことができる。たとえば、図３８に示されるように、例示的図３５のヤード管理ウェブ
ページ３５００は、スロット番号、トレーラ番号、ヤード納入、状態、予定された予約、
積荷番号、運送業者などを識別する情報を含むことができる。
【０１６８】
　[0183]図３９は、ドック／運転者ログブックウェブページ３９００に対応する例示的グ
ラフィカルユーザインターフェースを示す。例示的ドック／運転者ログブックウェブペー
ジ３９００は、ドックにおけるトレーラの荷積み及び荷降し、並びにそのようなトレーラ
に関連付けられたトラックの関連付けられた運送業者及び運転者に関する情報の検索可能
なリポジトリである。図４０は、延滞料金ウェブページ４０００に対応する例示的グラフ
ィカルユーザインターフェースを示す。図４０の例示的延滞料金ウェブページ４０００は
、図４０に表される情報が、延滞料金に関連付けられたトレーラ及び／又はドックに特有
であることを除いて、図３９のドック／運転者ログブックウェブページ３９００に類似し
ている。図４１は、ヤードログブックウェブページ４１００に対応する例示的グラフィカ
ルユーザインターフェースを示す。図４１の例示的ヤードログブックウェブページ４１０
０は、図４１に表される情報が、マテリアルハンドリング設備１００に関連付けられたヤ
ードに駐車されたトレーラに特有であることを除いて、図３９のドック／運転者ログブッ
クウェブページ３９００に類似している。図４２は、予約要約ウェブページ４２００に対
応する例示的グラフィカルユーザインターフェースを示す。予約要約ウェブページ４２０
０は、トレーラの予定された予約及びそのような予約に関連付けられた当該情報の要約を
提供する。
【０１６９】
　[0184]図４３は、マテリアルハンドリング設備内の異なるドックの効率及び利用に関す
る様々な統計を提供する荷積みドック統計ウェブページ４３００によって提示される例示
的グラフィカルユーザインターフェースを示す。たとえば、例示的ウェブページ４３００
は、延滞料金及び平均荷積み時間に関する統計を提供する。いくつかの例では、ユーザは
、荷積みドック容量を手動で入力することができる。
【０１７０】
　[0185]図４４は、ビデオイベントアーカイブウェブページ４４００に対応する例示的グ
ラフィカルユーザインターフェースを示す。例示的ビデオイベントアーカイブウェブペー
ジ４４００は、捕捉されたビデオセグメントに関連付けられている検出されたイベントの
リストを提供する。説明されている例では、ビデオイベントがリスト化されており、最近
検出されたイベントが上にきている。いくつかの例では、最近発生したイベントでは、イ
ベント後時間間隔及び後処理がまだ経過していないため、ビデオがまだ利用可能でない可
能性がある。しかし、いくつかのそのような例では、ビデオイベントはそれにもかかわら
ず、ビデオセグメントが依然として処理されているという指示とともに、ビデオイベント
アーカイブにリスト化される。ビデオが処理された後、ビデオのサムネイルが提供され、
ビデオイベントが表示される。前述のように、サムネイルは、設定されたサムネイルオフ
セット時間によって定義されるビデオセグメントの特定のフレームから得ることができる
。いくつかの例では、ユーザによって選択された場合、任意の特定のビデオセグメントを
再生することができる。いくつかの例では、期間、カメラ、及び／又はイベントのタイプ
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に基づいて、ビデオセグメントのアーカイブされたリストをフィルタリングすることがで
きる。説明されている例で選択されているイベントのタイプは、３０秒を超えてドアが開
いていることを捕捉したビデオセグメント、及び交通違反を捕捉したビデオセグメントを
含む。
【０１７１】
　[0186]マテリアルハンドリング設備１００内のドア（ドックドア及び内部ドアの両方）
の使用は、ドアが開いている結果、１つの領域から別の領域へ調整空気（暖房又は冷房）
が自由に移動し、特定の指定された領域内で空気の追加の熱生成又は冷却の必要が生じる
ことがあるため、エネルギー消費に相当な影響を与える可能性がある。ドアが閉じたまま
維持されるとき、及び／又は必要とされたときのみ開かれるとき、区画化された領域間の
熱の移動が大幅に低減される。したがって、本明細書に開示する例では、ドアがあまりに
長く開かれていること、あまりに頻繁に開かれたこと、必要でないときに開かれたこと、
及び／又は設備のエネルギー要件に悪影響を与える他の状況で使用されたことを識別する
ために、マテリアルハンドリング設備１００内のドアの使用を監視する。いくつかの例で
は、監視されたドアに対応する情報は、図４５に示されるエネルギー監視ウェブページ４
５００を介して提供される。
【０１７２】
　[0187]例示的エネルギー監視ウェブページ４５００は、マテリアルハンドリング設備１
００におけるドアの使用に関係する要約統計を提供する。いくつかの例では、設備内のす
べてのドアを表す要約情報を含む設備要約ブロック４５０２が提供される。追加で又は別
法として、製品カテゴリ要約ブロック４５０４が、設備で使用される異なる製品又はドア
のタイプによって分類された要約情報を含む。ドアのタイプは、冷凍庫ドア、冷蔵庫ドア
、クリーンルームドア、高速外部ドア、ドックドア（たとえば、図１のドックドア１０４
）、グレードレベル区分ドアなどを含むことができる。説明されている例では、設備要約
ブロック４５０２及び製品カテゴリ要約ブロックは、エネルギートレンドインジケータ４
５０６、サイクルトレンドインジケータ４５０８、誤起動インジケータ４５１０、トレー
ラなしドア開放インジケータ４５１２、ドア開放放置インジケータ４５１４、及びサイク
ル混乱インジケータ４５１６（説明されている例の設備要約ブロック４５０２にのみ示す
）を含む。設備要約ブロック４５０２内のインジケータ４５０６、４５０８、４５１０、
４５１２、４５１４、４５１６は、マテリアルハンドリング設備１００内で監視されてい
るすべてのドアに対応する値を示す。対照的に、製品カテゴリ要約ブロック４５０４内の
インジケータ４５０６、４５０８、４５１０、４５１２、４５１４は、対応する値を示す
が、各々の表されている製品カテゴリにおけるドアの特定のタイプに制限される。
【０１７３】
　[0188]例示的エネルギートレンドインジケータ４５０６は、マテリアルハンドリング設
備１００におけるドアの使用（たとえば、ドアが開かれる頻度及び持続時間）及びドアに
関連付けられた当該エネルギー特性（たとえば、ドアの両側の温度／湿度／圧力の差）に
基づいて計算されたエネルギー使用のトレンドを示す。いくつかの例では、トレンドは、
以前の期間（たとえば、先月）に対する現在の期間（たとえば、現在の月）の比較に基づ
く。トレンドを計算するために使用される特定の期間は、任意の好適な期間（たとえば、
３日、１週間、２週間、１カ月など）とすることができる。いくつかの例では、トレンド
が閾値を下回った（たとえば、マイナスになった）場合、メインサーバ１３２は、マイナ
スのエネルギートレンドが検出されたこと、及び追加の詳細はエネルギー監視ウェブペー
ジ４５００を参照することができることを警報するための通知を、倉庫管理者、総括管理
者、及び／又は他の当該職員へ自動的に伝送することができる。追加で又は別法として、
図２１に示される概要ウェブページ２１００上のエネルギー要約ブロック２１０４に、警
報を表すことができる。
【０１７４】
　[0189]例示的サイクルトレンドインジケータ４５０８は、以前の期間に比べてある期間
（たとえば、１週間、２週間、１カ月）にわたってマテリアルハンドリング設備１００内
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の関連付けられたドアが受けたサイクルの数（たとえば、ドアが開閉された回数）のトレ
ンドを示す。いくつかの例では、トレンドが閾値を超過した場合、メインサーバ１３２は
、ドアに対して比較的高レベルの活動が検出されたこと、及び追加の詳細はエネルギー監
視ウェブページ４５００を参照することができることを警報するための通知を、倉庫管理
者、総括管理者、及び／又は他の当該職員へ自動的に伝送することができる。追加で又は
別法として、図２１に示される概要ウェブページ２１００上のエネルギー要約ブロック２
１０４に、警報を表すことができる。いくつかの例では、トレンドを示すのではなく、サ
イクルトレンドインジケータ４５０８は、当該期間における１つ又は複数のドアに対する
サイクルの数の絶対値を表すことができる。いくつかのそのような例では、当該ドア（複
数可）に対するサイクルの数が特定の閾値を超過したとき、警報及び／又は通知をトリガ
することができる。
【０１７５】
　[0190]例示的誤起動インジケータ４５１０は、以前の期間に比べてある期間（たとえば
、１週間、２週間、１カ月）にわたってマテリアルハンドリング設備１００内の関連付け
られたドアが受けた誤起動のトレンドを示す。本明細書では、誤起動とは、閉位置からド
アが動き（たとえば、部分的又は完全に開かれる）、いかなる交通もそのドアを通過する
ことなく、後に閉じる状況を指す。したがって、誤起動は、マテリアルハンドリング設備
におけるエネルギー消費を不必要に増大させ、制御された温度環境を維持するためにＨＶ
ＡＣシステムにかかる負担を増大させる可能性のある、不必要なドアの開放に関連付けら
れる。誤起動の監視は、ドアの開閉を検出するセンサ（たとえば、リミットスイッチから
のフィードバックに基づく）及び人物又は物体が開いている出入口を通過したかどうかを
検出するセンサ（たとえば、ドアに関連付けられた開口に延びる光電気アイからのフィー
ドバックに基づく）の一意の組合せに依存する。したがって、存在の検出が、ドアが開い
ている期間に対応するように、センサのこの組合せからのフィードバックを時間内に同期
させる必要がある。いくつかの例では、誤起動トレンドが閾値を超過した場合、メインサ
ーバ１３２は、ドアに対して比較的高い割合の誤起動が検出されたこと、及び追加の詳細
はエネルギー監視ウェブページ４５００を参照することができることを警報するための通
知を、倉庫管理者、総括管理者、及び／又は他の当該職員へ自動的に伝送することができ
る。追加で又は別法として、図２１に示される概要ウェブページ２１００上のエネルギー
要約ブロック２１０４に、警報を表すことができる。いくつかの例では、トレンドを示す
のではなく、誤起動インジケータ４５１０は、当該期間における１つ又は複数のドアに対
する誤起動の数の絶対値を表すことができる。いくつかのそのような例では、誤起動の数
が特定の閾値を超過したとき、警報及び／又は通知をトリガすることができる。
【０１７６】
　[0191]例示的トレーラなしドア開放インジケータ４５１２は、以前の期間に比べてある
期間（たとえば、１週間、２週間、１カ月）にわたってドックにトレーラが存在しないと
きにドックドアが開かれた回数のトレンドを示す。誤起動インジケータ４５１０と同様に
、トレーラなしドア開放インジケータ４５１２は、ドアの状態（たとえば、開放又は閉鎖
）を監視するセンサ及びドックにあるトレーラの存在を監視する別個のセンサを含むセン
サの組合せに基づいて生成される。いくつかの例では、トレンドが閾値を超過した場合、
メインサーバ１３２は、ドアに対して比較的高レベルの活動が検出されたこと、及び追加
の詳細はエネルギー監視ウェブページ４５００を参照することができることを警報するた
めの通知を、倉庫管理者、総括管理者、及び／又は他の当該職員へ自動的に伝送すること
ができる。追加で又は別法として、図２１に示される概要ウェブページ２１００上のエネ
ルギー要約ブロック２１０４に、警報を表すことができる。いくつかの例では、トレンド
を示すのではなく、トレーラなしドア開放インジケータ４５１２は、ドアの数及び／又は
当該期間にわたってトレーラが存在しないときに１つ若しくは複数の特定のドアが開いて
いる回数の絶対値を表すことができる。いくつかのそのような例では、トレーラが存在し
ないときのドア開放の数が特定の閾値を超過したとき、警報及び／又は通知をトリガする
ことができる。
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【０１７７】
　[0192]例示的ドア開放放置インジケータ４５１４は、以前の期間に比べてある期間（た
とえば、１週間、２週間、１カ月）にわたって閾値持続時間（たとえば、１分、２分、５
分など）を超えて開いたままのドアの数のトレンドを示す。いくつかの例では、トレンド
が閾値を超過した場合、メインサーバ１３２は、ドアが開状態で維持される割合が比較的
高いことを警報するための通知を、倉庫管理者、総括管理者、及び／又は他の当該職員へ
自動的に伝送することができる。追加で又は別法として、図２１に示される概要ウェブペ
ージ２１００上のエネルギー要約ブロック２１０４に、警報を表すことができる。いくつ
かの例では、トレンドを示すのではなく、ドア開放放置インジケータ４５１４は、当該期
間にわたって対応する閾値持続時間を超えて１つ又は複数のドアが開いたままである回数
の絶対値を表すことができる。いくつかのそのような例では、持続時間限度を超えたドア
開放の数が特定の閾値を超過したとき、警報及び／又は通知をトリガすることができる。
【０１７８】
　[0193]例示的サイクル混乱インジケータ４５１６は、ある期間（たとえば、１週間、２
週間、１カ月）にわたって当該ドアに対するサイクル混乱が検出された回数を示す。サイ
クル混乱とは、ドアが閉じているプロセス中に、何かがドアの経路下で出入口を横断した
ことが検出されたため、方向転換したことを指す。説明されている例では、サイクル混乱
の数の絶対値が提供されるが、他の例では、サイクル混乱インジケータ４５１６は、以前
の期間に比べて現在の期間中のサイクル混乱の数のトレンドを表すことができる。
【０１７９】
　[0194]前述のように、図４５は、設備レベル（たとえば、設備要約ブロック４５０２内
）及び製品カテゴリレベル（たとえば、製品カテゴリ要約ブロック４５０４内）の要約統
計を示す。いくつかの例では、ユーザは、図４６の例示的製品要約ウェブページ４６００
に示される個々のドアに関連付けられたエネルギー関係情報にアクセスするために、さら
なるレベルまで掘り下げることができる。そのような例では、その情報が、エネルギー監
視ウェブページ４５００を介して表示するために選択された個々のドア（複数可）に特有
であることを除いて、前述の類似の情報を提供することができる。
【０１８０】
　[0195]いくつかの例では、倉庫管理者、総括管理者、及び／又は他の職員は、上記で略
述したマイナスのエネルギートレンドのうちのいずれかに応答して補正行動をとった後、
エネルギー消費に対するドアの使用の影響を追跡又は比較したいと考えることがある。し
たがって、いくつかの例では、エネルギー監視ウェブページ４５００は、エネルギーメト
リックが収集及び監視される時間枠を設定又は予定し、次いで将来の予定された時点でエ
ネルギー補正行動報告を自動的に生成する能力を、ユーザに提供する。いくつかの例では
、予定時間に到達した後、メインサーバ１３２は、報告を生成し、報告が準備できたこと
を確認するための通知を、倉庫管理者、総括管理者、及び／又は他の当該する個人へ伝送
する。
【０１８１】
　[0196]図４７は、マテリアルハンドリング設備１００内及びその周辺の安全性に関連付
けられたイベントの要約統計を提供する安全性監視ウェブページ４７００によって提示さ
れる例示的グラフィカルユーザインターフェースを示す。例示的安全性監視ウェブページ
４７００は、荷積みドックトレンド要約４７０２及び構内トレンド要約４７０４を含む。
例示的荷積みドックトレンド要約４７０２は、長期間にわたって図１に示される荷積みド
ック１０２で検出された安全性イベントの数のトレンド（たとえば、１２カ月の移動平均
）を表す長期トレンドライン４７０６を含む。さらに、例示的荷積みドックトレンド要約
４７０２は、期間ごと（たとえば、説明されている例では月ごと）に検出された安全性イ
ベントの数の短期間の変化を表す短期トレンドライン４７０８を含む。例示的荷積みドッ
クトレンド要約４７０２はまた、当該期間（たとえば、１カ月）内に検出される安全性イ
ベントの数に対するユーザ定義標的を表す目標ライン４７０９を含む。例示的構内トレン
ド要約４７０４は、対応する期間中にマテリアルハンドリング設備１００内の場所で検出



(74) JP 2021-517099 A 2021.7.15

10

20

30

40

50

された安全性イベントの数のトレンドを表す類似の長期及び短期トレンドライン４７１０
、４７１２を、関連付けられた安全性イベントの標的数を示す対応する目標ライン４７１
３とともに含む。
【０１８２】
　[0197]いくつかの例では、トレンドライン４７０６、４７０８、４７１０、４７１２に
寄与する特定のタイプの安全性イベントの特有の値（たとえば、カウント）はまた、対応
する荷積みドックトレンド要約４７０２及び／又は構内トレンド要約４７０４とともに、
安全性監視ウェブページ４７００に提供される。荷積みドック１０２に関連付けられた安
全性イベントの例示的タイプは、トレーラ拘束装置障害４７１４を含む。トレーラ拘束装
置障害イベントは、車両拘束装置１１０が予期されたように動作しなかったときに検出す
ることができる。いくつかのそのような例では、安全性監視ウェブページ４７００でのそ
のような障害の発生を表すことに加えて、メインサーバ１３２はまた、トレーラ拘束装置
障害が検出されたことを当該する個人に報告するための通知を自動的に伝送することがで
きる。
【０１８３】
　[0198]荷積みドックに関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、固定され
ていないトレーラ４７１６の侵入を含む。車両拘束装置１１０がトレーラに係合されてい
ない（たとえば、拘束センサからのフィードバックに基づく）ときに運動センサ２０４が
トレーラ内の動きを検出したとき、未固定トレーラ侵入イベントを検出することができる
。いくつかのそのような例では、メインサーバ１３２は、対応するドックにある固定され
ていないトレーラへの危険な侵入を報告するための通知を、安全管理者、出荷及び受取り
管理者、並びに／又は他の職員へ自動的に伝送する。追加で又は別法として、メインサー
バ１３２は、後にアクセス及び再調査するために、検出されたイベントを警報又はイベン
トログに記録することができる。さらに、メインサーバ１３２は、特定のドックに関連付
けられたドックコントローラ１１６へ当該情報を再び伝送して、トレーラが危険という通
知を、ローカル表示画面１１７に提供することができる。
【０１８４】
　[0199]荷積みドックに関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、適切に係
合されていないドックバリア４７１８を含む。そのようなイベントは、トレーラの存在が
検出されていない状態で開かれたドア１０４に関連付けられた出入口に出入口バリア１０
６が延ばされていることを示すバリアセンサ（たとえば、磁気共鳴スイッチ）からのフィ
ードバックがないときに検出することができる。いくつかのそのような例では、メインサ
ーバ１３２は、対応するドックにおけるバリアの不適切な係合を報告するための通知を、
安全管理者、出荷及び受取り管理者、並びに／又は他の職員へ自動的に伝送する。追加で
又は別法として、メインサーバ１３２は、後にアクセス及び再調査するために、検出され
たイベントを警報又はイベントログに記録することができる。
【０１８５】
　[0200]荷積みドックに関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、ドックド
ア転換４７２０を含む。ドックドア転換は、ドックドアでサイクル混乱が検出されたこと
に対応する。いくつかのそのような例では、メインサーバ１３２は、対応するドックにお
けるドア転換を報告するための通知を、適当な職員へ自動的に伝送する。追加で又は別法
として、メインサーバ１３２は、後にアクセス及び再調査するために、検出されたイベン
トを警報又はイベントログに記録することができる。
【０１８６】
　[0201]荷積みドックに関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、トレーラ
撤退試行の可能性４７２２を含む。そのようなイベントは、ドックからトレーラを出すこ
とが危険である（たとえば、ドックレベラ１０８が依然としてアクティブ位置にある、ド
ア１０４が依然として開いている、車両拘束装置１１０が依然として係合されているなど
）ときに、トラック運転者又は監視人がドックからトレーラを出そうとしたときに検出す
ることができる。いくつかのそのような例では、メインサーバ１３２は、特定のドックに
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おいて危険な撤退が試行された可能性を示すための通知を、安全管理者及び／又は他の職
員へ自動的に伝送する。追加で又は別法として、メインサーバ１３２は、後にアクセス及
び再調査するために、検出されたイベントを警報又はイベントログに記録することができ
る。さらに、メインサーバ１３２は、撤退試行の可能性が検出されたことを示すローカル
表示画面１１７上の通知を可能にするために、特定のドックに関連付けられたドックコン
トローラ１１６へ当該情報を伝送することができる。
【０１８７】
　[0202]トレーラを撤退させようとしたことはないかもしれないが、それにもかかわらず
トレーラは、トレーラの荷積み及び／又は荷降し中にドックに対して移動し又は動くこと
がある。このようなトレーラの不注意の動きは、「トレーラクリープ」と呼ばれることが
ある。いくつかの状況では、トレーラクリープにより、トレーラから車両拘束装置１１０
を解放及び係合解除することができないような位置にトレーラがくる可能性がある。いく
つかの例では、センサは、トレーラクリープを検出することができ、それにより、対応す
るドックへ進んでトレーラを解放する（たとえば、車両拘束装置１１０から解放されるよ
うにトレーラの位置を変える）ための通知を、ヤードジョッキー又は監視人へ伝送するよ
うに、メインサーバ１３２をトリガすることができる。追加で又は別法として、メインサ
ーバ１３２は、後にアクセス及び再調査するために、検出されたイベントを警報又はイベ
ントログに記録することができる。
【０１８８】
　[0203]荷積みドックに関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、危険連動
動作４７２４を含む。危険連動動作は、特定の動作が誤った順序で行われたときに検出す
ることができる。たとえば、ドア１０４、ドックレベラ１０８、及び車両拘束装置１１０
は、動作の順序を制御するように互いに対して連動させることができる。特に、トレーラ
が荷積み又は荷降しのためにドックに位置決めされているとき、ドア１０４が開かれるま
でドックレベラ１０８を起動することはできず、車両拘束装置１１０がトレーラに係合す
るまでドア１０４を開くことがことはできない。いくつかの例では、トレーラを荷積みド
ックから解放するために、逆の順序の動作が実施される。したがって、動作が誤った順序
で行われたとき、又は少なくとも動作が誤った順序で行われようとしたとき、危険連動動
作イベントを検出することができる。いくつかの例では、これらの構成要素向けに設定さ
れた連動システムによって、不適切な順序の動作を防止することができる。しかし、正し
い動作シーケンスから逸脱しようとしたことだけで、人物が正しいシーケンスを理解して
いないことを示す可能性があるため、安全性の問題を招く可能性がある。特に他のドック
が連動構成要素なしで設定されている可能性があるとき、これは大きな問題である。いく
つかの例では、そのような動作の頻度が特定の閾値を超過したときのみ、危険連動動作が
安全性イベントを設定することができる。いくつかのそのような例では、メインサーバ１
３２は、特定のドアで検出された危険連動イベント（又はそのような傾向が比較的強いこ
と）を報告するための通知を、安全管理者、出荷及び受取り管理者、並びに／又は他の職
員へ自動的に伝送する。追加で又は別法として、メインサーバ１３２は、後にアクセス及
び再調査するために、検出されたイベントを警報又はイベントログに記録することができ
る。さらに、メインサーバ１３２は、特定のドックに関連付けられたドックコントローラ
１１６へ当該情報を伝送して、安全な動作シーケンスに従うことをドックにいる職員に気
付かせる通知を、ローカル表示画面１１７に提供することができる。
【０１８９】
　[0204]荷積みドックに関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、ピット４
０２で検出された運動（ピット内に歩行者がいることを示すことができる）によるレベラ
動作を含む。そのようなイベントは、レベラピット４０２で運動（人物であると推測され
る）が検出されたときに、人物が垂直に格納されたドックレベラ１０８を下げようとした
ときに検出することができる。いくつかのそのような例では、メインサーバ１３２は、歩
行者がレベラピットにいる可能性があるときの対応するドックにおけるドックレベラの危
険な動作を報告するための通知を、安全管理者、出荷及び受取り管理者、並びに／又は他
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の職員へ自動的に伝送する。追加で又は別法として、メインサーバ１３２は、後にアクセ
ス及び再調査するために、検出されたイベントを警報又はイベントログに記録することが
できる。さらに、メインサーバ１３２は、特定のドックに関連付けられたドックコントロ
ーラ１１６へ当該情報を伝送して、レベラピットで動きが検出されたという通知を、ロー
カル表示画面１１７に提供することができる。
【０１９０】
　[0205]荷積みドックに関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、トレーラ
又はバリアがないときのドックドアの開放４７２８を含む。そのようなイベントは、トレ
ーラの存在が検出されていないとき、ドックバリア１０６が開いているドックドアの出入
口を横断していないときに検出することができる。これは、トレーラなしでドアが開いて
いると危険な落下をもたらすため、安全性の問題を招く。いくつかの例では、そのような
イベントを検出したとき、メインサーバ１３２は、トレーラが存在しない状態で特定のド
ックドアが開いていることを報告するための通知を、安全管理者、出荷及び受取り管理者
、並びに／又は他の職員へ自動的に伝送する。追加で又は別法として、メインサーバ１３
２は、後にアクセス及び再調査するために、検出されたイベントを警報又はイベントログ
に記録することができる。さらに、メインサーバ１３２は、特定のドックに関連付けられ
たドックコントローラ１１６へ当該情報を伝送して、ドアを閉じるように、又は開いてい
る出入口にバリアを延ばすように、その領域にいる職員に命令する通知を、ローカル表示
画面１１７に提供することができる。
【０１９１】
　[0206]荷積みドックに関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、トレーラ
拘束装置オーバーライド４７３０を含む。トレーラ拘束装置オーバーライドイベントは、
人物が車両拘束装置１１０の動作を停止又はオーバーライドしたときに検出することがで
きる。いくつかの例では、オーバーライド動作が生じる頻度が特定の閾値を超過したとき
のみ、そのような活動が安全性イベントを設定することができる。トレーラ拘束装置オー
バーライドイベントが検出されたとき、メインサーバ１３２は、オーバーライドイベント
（又はそのような活動の傾向が比較的強いこと）を報告するための通知を、安全管理者、
出荷及び受取り管理者、並びに／又は他の職員へ自動的に伝送する。追加で又は別法とし
て、メインサーバ１３２は、後にアクセス及び再調査するために、検出されたイベントを
警報又はイベントログに記録することができる。
【０１９２】
　[0207]荷積みドックに関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、トレーラ
が存在しないときのトレーラ拘束装置オーバーライド４７３２を含む。このイベントは、
ドックでトレーラが検出されない状況に関連することを除いて、上記で論じたトレーラ拘
束装置オーバーライドイベントに類似している。いくつかの例では、そのようなイベント
が検出されたとき、メインサーバ１３２は、トレーラが存在しないときに車両拘束装置１
１０がオーバーライド状態にあることを報告するための通知を、安全管理者、出荷及び受
取り管理者、並びに／又は他の職員へ自動的に伝送する。追加で又は別法として、メイン
サーバ１３２は、後にアクセス及び再調査するために、検出されたイベントを警報又はイ
ベントログに記録することができる。さらに、メインサーバ１３２は、特定のドックに関
連付けられたドックコントローラ１１６へ当該情報を伝送して、車両拘束装置を格納する
（たとえば、オーバーライドを除去する）ように、その領域にいる職員に命令する通知を
、ローカル表示画面１１７に提供することができる。
【０１９３】
　[0208]マテリアルハンドリング設備１０１の活動に関連付けられた安全性イベントの例
示的タイプ（たとえば、構内トレンド要約４７０４に寄与する）は、高速ドア転換４７３
４を含む。高速ドア転換は、高速内部ドアでサイクル混乱が検出されたことに対応する。
いくつかの例では、そのような発生の頻度が特定の閾値を超過したときのみ、高速ドア転
換が安全性イベントを設定することができる。いくつかのそのような例では、メインサー
バ１３２は、ドア転換（又は特定のドアでそのような傾向が比較的強いこと）を報告する
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ための通知を、安全管理者及び／又は他の職員へ自動的に伝送する。追加で又は別法とし
て、メインサーバ１３２は、後にアクセス及び再調査するために、検出されたイベントを
警報又はイベントログに記録することができる。
【０１９４】
　[0209]構内活動に関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、長すぎる高速
ドア開放４７３６を含む。そのようなイベントは、高速ドアが閾値持続時間より長く開か
れていると判定されたときに検出することができる。そのようなイベントは、前述のよう
に、エネルギーコストを増大させる可能性があるが、あまりに長く開かれている冷蔵室に
関連付けられたドアもまた、潜在的な結露及び氷の蓄積により、安全上の危険を生じる可
能性がある。したがって、ドアがあまりに長く開かれていることが検出されたとき、メイ
ンサーバ１３２は、当該ドアが関連付けられた時間限度を超えて開かれたままであること
を報告するための通知を、安全管理者及び／又は他の職員へ自動的に伝送することができ
る。追加で又は別法として、メインサーバ１３２は、後にアクセス及び再調査するために
、検出されたイベントを警報又はイベントログに記録することができる。
【０１９５】
　[0210]構内活動に関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、無許可のドア
動作４７３８を含む。無許可のドア動作は、人物がその人物のセキュリティ証明によって
許可されていない方式でドアを動作させようとしたとき、及び／又は適当なセキュリティ
パスワードを提供することなく動作（たとえば、ドアに関連付けられた特定のパラメータ
の変更）を実行しようとしたときに検出することができる。いくつかのそのような例では
、メインサーバ１３２は、当該ドアの無許可動作を報告するための通知を、安全管理者及
び／又は他の職員へ自動的に伝送する。追加で又は別法として、メインサーバ１３２は、
後にアクセス及び再調査するために、検出されたイベントを警報又はイベントログに記録
することができる。さらに、メインサーバ１３２は、問題の特定のドアに関連付けられた
ドアコントローラ１２２へ当該情報を伝送して、試行された動作へのアクセスが拒否され
たという通知を、ローカル表示画面に描画することができる。
【０１９６】
　[0211]構内活動に関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、大容量低速（
ＨＶＬＳ）ファン障害４７４０を含む。そのようなイベントは、ファンが予期されたよう
に動作しないときに検出することができる。いくつかのそのような例では、メインサーバ
１３２は、ファン障害を報告するための通知を、安全管理者及び／又は他の職員へ自動的
に伝送する。追加で又は別法として、メインサーバ１３２は、後にアクセス及び再調査す
るために、検出されたイベントを警報又はイベントログに記録することができる。
【０１９７】
　[0212]構内活動に関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、無許可のファ
ン動作４７４２を含む。そのようなイベントは、人物がその人物のセキュリティ証明によ
って許可されていない方式でファンを動作させようとしたとき、及び／又は適当なセキュ
リティパスワードを提供することなく動作（たとえば、ファンに関連付けられた特定のパ
ラメータの変更）を実行しようとしたときに検出することができる。いくつかの例では、
メインサーバ１３２は、当該ファンの無許可動作を報告するための通知を、安全管理者及
び／又は他の職員へ自動的に伝送する。追加で又は別法として、メインサーバ１３２は、
後にアクセス及び再調査するために、検出されたイベントを警報又はイベントログに記録
することができる。さらに、メインサーバ１３２は、問題の特定のファンに関連付けられ
たファンコントローラ１２６へ当該情報を伝送して、試行された動作へのアクセスが拒否
されたという通知を、ローカル表示画面に描画することができる。
【０１９８】
　[0213]構内活動に関連付けられた安全性イベントの別の例示的タイプは、高速ドア衝撃
４７４４を含む。高速ドア衝撃は、物体がドアに当たったことをドアセンサが検出したと
きに検出することができる。いくつかの例では、メインサーバ１３２は、当該ドアに当た
ったことを報告するための通知を、安全管理者及び／又は他の職員へ自動的に伝送する。
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追加で又は別法として、メインサーバ１３２は、後にアクセス及び再調査するために、検
出されたイベントを警報又はイベントログに記録することができる。
【０１９９】
　[0214]いくつかの例では、荷積みドックトレンド要約４７０２又は構内トレンド要約４
７０４を選択することによって、ユーザは、さらなる情報まで掘り下げてアクセスするこ
とができる。たとえば、図７の荷積みドックトレンド要約４７０２を選択することによっ
て、図４８に示されるように、詳細な荷積みドックウェブトレンドページ４８００にアク
セスすることができる。同様に、図７の構内トレンド要約４７０４を選択することによっ
て、図４９に示されるように、詳細な構内トレンドウェブページ４９００にアクセスする
ことができる。
【０２００】
　[0215]図５０は、マテリアルハンドリング設備１００内及びその周辺の安全性に関連付
けられたイベントの要約統計を提供する安全性監視ウェブページ５０００によって提示さ
れる別の例示的グラフィカルユーザインターフェースを示す。説明されている例に示され
るように、安全性監視ウェブページ５０００は、図４７の荷積みドックトレンド要約４７
０２及び構内トレンド要約４７０４に類似の荷積みドックトレンド要約５００２及び構内
トレンド要約５００４を含む。追加で、安全性監視ウェブページ５０００は、マテリアル
ハンドリング設備１００内の異なる交差点の利用及び混雑の要約統計を提供する交通トレ
ンド要約５００６を含む。混雑統計は、２つの職員／機器（歩いている若しくは車両（た
とえば、フォークリフト）にいる人物、又は自律式に動作する機器）が実質上同じ時間に
同じ交差点へ異なる方向から接近したイベントを表す。
【０２０１】
　[0216]図５０に示される交通トレンド要約５００６に加えて、又はその代わりに、安全
性監視ウェブページ５０００は、図５１に示される交通トレンド要約５１００を含むこと
ができる。交通トレンド要約５１００は、交通センサによって監視されているマテリアル
ハンドリング設備１００内の１つ又は複数の交差点における交通の混雑又は量に関するト
レンド統計を提供する。さらに、交通トレンド要約５１００は、１つ又は複数の交差点に
おける衝突リスクに対応するトレンド統計を提供する。衝突リスクは、同時に少なくとも
２つの異なる方向から単一の交差点に接近する交通の数及び／又は頻度に基づいて判定さ
れる。いくつかの例では、特定の交差点に対する衝突リスクトレンドが閾値を超過した場
合、メインサーバ１３２は、その交差点が衝突に対して比較的高いリスクを呈することを
示すための通知を、安全管理者及び／又は他の職員へ自動的に伝送する。
【０２０２】
　[0217]マテリアルハンドリング設備１００内の交通の分析に関する追加の詳細には、図
５２に示される例示的交通分析ウェブページ５２００を介してアクセスすることができる
。説明されている例に示されるように、マテリアルハンドリング設備１００内で監視され
る特定の交差点に対してユーザ指定期間にわたって各方向から交差点を通過する交通の量
及び衝突リスク又は混雑の両方を表す交差点交通グラフィック５２０２が提供される。説
明されている例では、各方向に対する衝突リスク又は混雑は、対応する方向からのすべて
の交通量のうち、少なくとも１つの他の方向から接近していた交通と実質上同じ時間にそ
の交差点に接近した交通の割合として計算される。さらに、各方向から接近する交通に基
づいて、衝突リスクを生じる近づいてくる交通のソースを要約するために、方向交差点グ
ラフィックス５２０４を提供することができる。
【０２０３】
　[0218]いくつかの例では、交通分析ウェブページ５２００は、指定された期間にわたっ
て１日の異なる時刻（水平軸）及び異なる曜日（垂直軸）における対応する交差点での相
対的な交通の量（たとえば、交通量）及び／又は相対的な混雑（図５３の例示的ウェブペ
ージ５３００に示される）を表す交通量ヒートマップ５２０６を含む。図５２に説明され
ている例では、ヒートマップ５２０６は、特定の交差点で検出されたすべての交通を表す
。いくつかの例では、ユーザは、特定の交差点で検出されたすべての方向からの総交通量
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又は混雑を示すグラフィックス（図５２に示される）と、交差点に関連付けられた特定の
接近方向に基づく交通量又は混雑を示すグラフィックス（図５４に示される）との間でト
グルすることができる。いくつかの例では、選択された交差点に特定の方向から接近する
交通に対して、衝突リスクグラフィックスを提供することができる。したがって、図５４
に示されるように、交通分析ウェブページ５２００は、ユーザによって選択された特定の
方向（たとえば、説明されている例では北方向）に特有の交通に関連付けられた衝突リス
クを表す方向ヒートマップ５４０２を提供することができる。より具体的には、説明され
ている例では、方向ヒートマップ５４０２は、北方向の交通と、別の特定の方向（たとえ
ば、図５４にチェックマーク５４０４によって示される南）から交差点に接近する交通と
の間の衝突リスクを表すように選択される。選択された方向（たとえば、北）と、他の方
向のうちの１つ（たとえば、東又は西）との間の衝突リスクは、対応する分析アイコン５
４０６を選択することによって、ヒートマップ５４０２に表すことができる。さらに、方
向ヒートマップ５４０２は、全方向アイコン５４０８を選択することによって、他の方向
のすべてに対する北方向からの衝突リスクを示すことができる。したがって、対応する交
差点に北方向から接近する交通に関連付けられた衝突リスクに関して、４つの別個のヒー
トマップ５４０２を表すことができる。任意の他の選択方向に対して、類似のヒートマッ
プを生成することもできる。これらの様々なヒートマップにより、安全管理者は、特定の
方向に関連付けられた及び／又は特定の時間における潜在的なトレンド及び／又は高リス
クの交通の流れを識別して、混雑及び衝突リスクを低減させるために、特定の職員が追加
の訓練を必要とするかどうか、及び／又は交通ルートを変更する必要があるかどうかを判
定することが可能になる。
【０２０４】
　[0219]いくつかの例では、安全管理者及び／又は他の職員は、上記で略述したように潜
在的な危険条件が検出されたことに応答して補正行動をとった後、安全性イベント並びに
／又は交通パターン及び衝突リスクのトレンドを追跡又は比較したいと考えることがある
。したがって、いくつかの例では、安全性監視ウェブページ４７００は、安全性メトリッ
クが収集及び監視される時間枠を設定又は予定し、次いで将来の予定された時点で安全性
補正行動報告を自動的に生成する能力を、ユーザに提供する。いくつかの例では、予定時
間に到達した後、メインサーバ１３２は、報告を生成し、報告が準備できたことを確認す
るための通知を、安全管理者及び／又は他の当該する個人へ伝送する。
【０２０５】
　[0220]図５５は、マテリアルハンドリング設備１００内の特定の交差点で生じる交通イ
ベントの分析を提供する交通信号分析ウェブページ５５００に対応する例示的グラフィカ
ルユーザインターフェースを示す。いくつかの例では、交通イベントは、対応する交通コ
ントローラ１３０によって動作させられる交通センサから提供される信号に基づいて検出
される。前述のように、交通交差（たとえば、２つの方向からの交通が同時に単一の交差
点に接近している）が検出されたとき、交通コントローラ１３０は、検出された交通に対
応する個人に交通信号を表示することができる。いくつかの例では、交通信号は青色光で
ある。したがって、図５５に説明されている例に示されるように、表される交差点に対す
る数及び／又は頻度の青色光（すなわち、検出された交通交差）が、ある期間にわたって
表示される。いくつかの例では、このデータは、他の交差点及び／又は同じ交差点である
が異なる期間の交通と比較して提供される。このようにして、ユーザは、当該交差点で再
発する問題を評価することができる。
【０２０６】
　[0221]図５６は、マテリアルハンドリング設備１００全体にわたって経路及び交差点を
表すマップ５６０２を提供する設備全体交通ウェブページ５６００に対応する例示的グラ
フィカルユーザインターフェースを示す。いくつかの例では、マップ５６０２は、交通が
交差点を通る頻度及び／又は各交差点で交差する交通イベントが検出される頻度を識別す
るインジケータを各交差点に含む。これにより、人物が隘路及び／又は過度に混雑した交
差点の場所を識別して、マテリアルハンドリング機器の流れを改善するために異なる移動
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経路及び／又は交通パターンを構築することができるかどうかを潜在的に識別することを
円滑にすることができる。
【０２０７】
　[0222]図５７は、マテリアルハンドリング設備１００内の資産に対応する要約統計を提
供する資産管理ウェブページ５７００によって提示される例示的グラフィカルユーザイン
ターフェースを示す。説明されている例に示されるように、資産管理ウェブページ５７０
０は、予定されている資産に対する整備イベント計画の数を示すために、整備計画インジ
ケータ５７０２を含む。いくつかの例では、ユーザは、カレンダボタンを選択して、追加
の整備イベントを予定することができる。いくつかの例では、整備が閾値期間（たとえば
、３０日）の範囲内で行われること計画されたとき、メインサーバ１３２は、整備管理者
及び／又は他の職員が、整備を予定するように資産の製造者に連絡することができるよう
に、当該資産に対して計画された整備が近づいているという通知リマインダを自動的に生
成及び伝送する。
【０２０８】
　[0223]説明されている例では、資産管理ウェブページ５７００は、特定の資産に対して
検出された障害のリスト５７０４、並びに非稼働状態の資産のリスト５７０６を含む。い
くつかの例では、資産が非稼働状態にされたとき、メインサーバ１３２は、対応する資産
が非稼働状態にあることを報告するための通知を、当該する個人に伝送する。さらに、メ
インサーバ１３２は、特定の資産に関連付けられたコントローラへドアの状態を伝送して
、資産が非稼働状態にあるという通知を、ローカル表示画面に表示することができる。
【０２０９】
　[0224]さらに、いくつかの例では、資産管理ウェブページ５７００は、すべての資産の
年数（たとえば、製造及び／又は設置日から）を識別及び追跡する資産年数要約５７０８
を含む。いくつかの例では、資産年数要約５７０８は、たとえば資産に関連付けられたセ
ンサによって監視される設置日又はサイクル数又は使用量を含む異なる事項に分類するこ
とができる。いくつかの例では、ユーザは、資産年数報告の生成を予定することができ、
したがってメインサーバ１３２は、将来の特定の時点で資産年数報告を再調査する準備が
できたという通知を伝送する。これは、マテリアルハンドリング設備１００における将来
の整備コストに対する予算を計画する前に資産の寿命サイクルを再調査するためのリマイ
ンダとして有用となり得る。図５８は、別の例示的資産管理ウェブページ５８００を示す
。
【０２１０】
　[0225]図５９は、マテリアルハンドリング設備１００内の特定の資産に対する資産プロ
ファイル５９０２を示す資産管理ウェブページ５９００を示す。この例では、特定の資産
は高速ドアである。いくつかの例では、資産プロファイル５９０２は、資産の画像５９０
４を含む。画像は、資産に対する一般的な画像、又は設備１００内に設置された実際の製
品の写真とすることができる。資産プロファイル５９０２は、たとえば資産の名称、資産
のタイプ、資産の製造者、及び設置日など、表される特定の資産に特有の機器の詳細を提
供する。さらに、いくつかの例では、資産プロファイル５９０２は、資産の動作及び／又
は使用に関する統計を含む。たとえば、説明されている例では、資産プロファイル５９０
２は、設置後にドアが受けたサイクルの数、ドアに対して検出された障害の数、及び誤起
動の数の指示を含む。いくつかの例では、これらの統計は、ある時間にわたって表すこと
ができる（たとえば、異なる月に対して、ある月（又は他の当該期間）からのサイクルの
数の指示を提供する）。いくつかの例では、資産プロファイル５９０２は、資産に関連付
けられたセンサに対応するパラメータ値のリアルタイム更新を提供することができる。
【０２１１】
　[0226]前述のように、図２１～図５９に示される例示的グラフィカルユーザインターフ
ェースについて、ウェブページの文脈で説明したが、本明細書に開示するグラフィカルユ
ーザインターフェースのうちのいずれかは、インターネット及び／又はウェブページから
独立して、ウェブ以外に基づくアプリケーションによって実装することもできる。
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【０２１２】
　[0227]図６０は、図１２～図２０の命令を実行して図１、図６、及び／又は図１０のメ
インサーバ１３２を実装するように構成された例示的プロセッサプラットホーム６０００
のブロック図である。プロセッサプラットホーム６０００は、たとえば、サーバ、パーソ
ナルコンピュータ、ワークステーション、自己学習機械（たとえば、ニューラルネットワ
ーク）、又は任意の他のタイプのコンピューティングデバイスとすることができる。
【０２１３】
　[0228]説明されている例のプロセッサプラットホーム６０００は、プロセッサ６０１２
を含む。説明されている例のプロセッサ６０１２は、ハードウェアである。たとえば、プ
ロセッサ６０１２は、任意の所望のファミリ又は製造者からの１つ又は複数の集積回路、
論理回路、マイクロプロセッサ、ＧＰＵ、ＤＳＰ、又はコントローラによって実装するこ
とができる。ハードウェアプロセッサは、半導体ベース（たとえば、シリコンベース）の
デバイスとすることができる。この例では、プロセッサは、例示的ウェブサーバ１４６、
例示的ネットワーク通信インターフェース６０２、例示的ＩＯネットワークインターフェ
ース６０４、例示的再始動ウォッチドッグ６０６、例示的プルサービスマネージャ６１０
、例示的プッシュサービスマネージャ６１２、例示的ビデオ管理システム６１４、及び例
示的イベントマネージャ６１６を実装する。
【０２１４】
　[0229]説明されている例のプロセッサ６０１２は、ローカルメモリ６０１３（たとえば
、キャッシュ）を含む。説明されている例のプロセッサ６０１２は、バス６０１８を介し
て、揮発性メモリ６０１４及び不揮発性メモリ６０１６を含むメインメモリと通信してい
る。揮発性メモリ６０１４は、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）
、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、ラムバス（ＲＡＭＢＵＳ）（登録
商標）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＲＤＲＡＭ（登録商標））、及び／又は
任意の他のタイプのランダムアクセスメモリデバイスによって実装することができる。不
揮発性メモリ６０１６は、フラッシュメモリ及び／又は任意の他の所望のタイプのメモリ
デバイスによって実装することができる。メインメモリ６０１４、６０１６へのアクセス
は、メモリコントローラによって制御される。
【０２１５】
　[0230]説明されている例のプロセッサプラットホーム６０００はまた、インターフェー
ス回路６０２０を含む。インターフェース回路６０２０は、イーサネットインターフェー
ス、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、ブルートゥース（登録商標）インターフェー
ス、近距離通信（ＮＦＣ）インターフェース、及び／又はＰＣＩエクスプレスインターフ
ェースなどの任意のタイプのインターフェース標準によって実装することができる。
【０２１６】
　[0231]説明されている例では、１つ又は複数の入力デバイス６０２２が、インターフェ
ース回路６０２０に接続される。入力デバイス（複数可）６０２２は、ユーザがプロセッ
サ６０１２にデータ及び／又はコマンドを入力することを可能にする。入力デバイス（複
数可）は、たとえば音声センサ、マイクロフォン、カメラ（静止画又は動画）、キーボー
ド、ボタン、マウス、タッチスクリーン、トラックパッド、トラックボール、アイソポイ
ント、及び／又は音声認識システムによって実装することができる。
【０２１７】
　[0232]１つ又は複数の出力デバイス６０２４もまた、説明されている例のインターフェ
ース回路６０２０に接続される。出力デバイス６０２４は、たとえば表示デバイス（たと
えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）、陰極線管ディスプレイ（ＣＲＴ）、インプレーススイッチング（ＩＰＳ）デ
ィスプレイ、タッチスクリーンなど）、触覚出力デバイス、プリンタ、及び／又はスピー
カによって実装することができる。したがって、説明されている例のインターフェース回
路６０２０は典型的に、グラフィックスドライバカード、グラフィックスドライバチップ
、及び／又はグラフィックスドライバプロセッサを含む。
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【０２１８】
　[0233]説明されている例のインターフェース回路６０２０はまた、ネットワーク６０２
６を介した外部機械（たとえば、任意の種類のコンピューティングデバイス）とのデータ
の交換を円滑にするために、送信器、受信器、送受信器、モデム、レジデンシャルゲート
ウェイ、ワイヤレスアクセスポイント、及び／又はネットワークインターフェースなどの
通信デバイスを含む。通信は、たとえばイーサネット接続、デジタル加入者線（ＤＳＬ）
接続、電話線接続、同軸ケーブルシステム、衛星システム、見通し内ワイヤレスシステム
、携帯電話システムなどを介して行うことができる。
【０２１９】
　[0234]説明されている例のプロセッサプラットホーム６０００はまた、ソフトウェア及
び／又はデータを記憶するための１つ又は複数の大容量記憶デバイス６０２８を含む。こ
の例では、大容量記憶デバイス６０２８は、例示的メインサーバ１３２の例示的データベ
ース６０８を実装する。そのような大容量記憶デバイス６０２８の例には、フロッピーデ
ィスクドライブ、ハードドライブディスク、コンパクトディスクドライブ、ブルーレイデ
ィスクドライブ、独立ディスク冗長アレイ（ＲＡＩＤ）システム、ＵＳＢメモリスティッ
ク、固体状態ディスクドライブ、及びデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）ドライブが含ま
れる。
【０２２０】
　[0235]図１２～図２０の機械実行可能命令６０３２は、大容量記憶デバイス６０２８、
揮発性メモリ６０１４、不揮発性メモリ６０１６、及び／又はＣＤ若しくはＤＶＤなどの
取外し可能非一時的コンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。
【０２２１】
　[0236]図６１は、図１６～図２０の命令を実行して図１１のローカルコントローラ１１
００（図１のコントローラ１１６、１２２、１２４、１２６、１２８、１３０のうちのい
ずれか１つを表す）を実装するように構成された例示的プロセッサプラットホーム６１０
０のブロック図である。プロセッサプラットホーム６１００は、たとえば、サーバ、パー
ソナルコンピュータ、ワークステーション、自己学習機械（たとえば、ニューラルネット
ワーク）、又は任意の他のタイプのコンピューティングデバイスとすることができる。
【０２２２】
　[0237]説明されている例のプロセッサプラットホーム６１００は、プロセッサ６１１２
を含む。説明されている例のプロセッサ６１１２は、ハードウェアである。たとえば、プ
ロセッサ６１１２は、任意の所望のファミリ又は製造者からの１つ又は複数の集積回路、
論理回路、マイクロプロセッサ、ＧＰＵ、ＤＳＰ、又はコントローラによって実装するこ
とができる。ハードウェアプロセッサは、半導体ベース（たとえば、シリコンベース）の
デバイスとすることができる。この例では、プロセッサは、例示的データアナライザ１１
０４、例示的イベントアナライザ１１０６、例示的パラメータ値変換器１１０８、例示的
通知エンジン１１１０、例示的ディスプレイ１１１４、例示的機器コントローラ１１１６
を実装する。
【０２２３】
　[0238]説明されている例のプロセッサ６１１２は、ローカルメモリ６１１３（たとえば
、キャッシュ）を含む。説明されている例のプロセッサ６１１２は、バス６１１８を介し
て、揮発性メモリ６１１４及び不揮発性メモリ６１１６を含むメインメモリと通信してい
る。揮発性メモリ６１１４は、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）
、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、ラムバス（登録商標）、ダイナミ
ックランダムアクセスメモリ（ＲＤＲＡＭ（登録商標））、及び／又は任意の他のタイプ
のランダムアクセスメモリデバイスによって実装することができる。不揮発性メモリ６１
１６は、フラッシュメモリ及び／又は任意の他の所望のタイプのメモリデバイスによって
実装することができる。メインメモリ６１１４、６１１６へのアクセスは、メモリコント
ローラによって制御される。
【０２２４】
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　[0239]説明されている例のプロセッサプラットホーム６１００はまた、インターフェー
ス回路６１２０を含む。インターフェース回路６１２０は、イーサネットインターフェー
ス、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、ブルートゥース（登録商標）インターフェー
ス、近距離通信（ＮＦＣ）インターフェース、及び／又はＰＣＩエクスプレスインターフ
ェースなどの任意のタイプのインターフェース標準によって実装することができる。
【０２２５】
　[0240]説明されている例では、１つ又は複数の入力デバイス６１２２が、インターフェ
ース回路６１２０に接続される。入力デバイス（複数可）６１２２は、ユーザがプロセッ
サ６１１２にデータ及び／又はコマンドを入力することを可能にする。入力デバイス（複
数可）は、たとえば音声センサ、マイクロフォン、カメラ（静止画又は動画）、キーボー
ド、ボタン、マウス、タッチスクリーン、トラックパッド、トラックボール、アイソポイ
ント、及び／又は音声認識システムによって実装することができる。
【０２２６】
　[0241]１つ又は複数の出力デバイス６１２４もまた、説明されている例のインターフェ
ース回路６１２０に接続される。出力デバイス６１２４は、たとえば表示デバイス（たと
えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）、陰極線管ディスプレイ（ＣＲＴ）、インプレーススイッチング（ＩＰＳ）デ
ィスプレイ、タッチスクリーンなど）、触覚出力デバイス、プリンタ、及び／又はスピー
カによって実装することができる。したがって、説明されている例のインターフェース回
路６１２０は典型的に、グラフィックスドライバカード、グラフィックスドライバチップ
、及び／又はグラフィックスドライバプロセッサを含む。
【０２２７】
　[0242]説明されている例のインターフェース回路６１２０はまた、ネットワーク６１２
６を介した外部機械（たとえば、任意の種類のコンピューティングデバイス）とのデータ
の交換を円滑にするために、送信器、受信器、送受信器、モデム、レジデンシャルゲート
ウェイ、ワイヤレスアクセスポイント、及び／又はネットワークインターフェースなどの
通信デバイスを含む。通信は、たとえばイーサネット接続、デジタル加入者線（ＤＳＬ）
接続、電話線接続、同軸ケーブルシステム、衛星システム、見通し内ワイヤレスシステム
、携帯電話システムなどを介して行うことができる。この例では、インターフェース回路
６１２０は、例示的通信インターフェース１１０２を実装する。
【０２２８】
　[0243]説明されている例のプロセッサプラットホーム６１００はまた、ソフトウェア及
び／又はデータを記憶するための１つ又は複数の大容量記憶デバイス６１２８を含む。そ
のような大容量記憶デバイス６１２８の例には、フロッピーディスクドライブ、ハードド
ライブディスク、コンパクトディスクドライブ、ブルーレイディスクドライブ、独立ディ
スク冗長アレイ（ＲＡＩＤ）システム、及びデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）ドライブ
が含まれる。この例では、大容量記憶６１２８は、例示的データベース１１１２を実装す
る。
【０２２９】
　[0244]図１６～図２０の機械実行可能命令６１３２は、大容量記憶デバイス６１２８、
揮発性メモリ６１１４、不揮発性メモリ６１１６、及び／又はＣＤ若しくはＤＶＤなどの
取外し可能非一時的コンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。
【０２３０】
　[0245]上記から、実質上リアルタイムで更新されるウェブページ（又は他のアプリケー
ション）インターフェースを介した通知の生成及び／又は出力の提供のために後に分析す
るために、マテリアルハンドリング設備内の異種のコントローラ、センサなどからのデー
タの集約及び統合を可能にする例示的方法、装置、及び製品が開示されることが理解され
よう。本明細書に開示する例は、統合された方式で異種の情報を集め、以て複数の分離さ
れたシステムの監視から冗長性を回避することによって、マテリアルハンドリング設備を
監視するために電子デバイスを使用する効率を改善する。さらに、異なるソースから集め



(84) JP 2021-517099 A 2021.7.15

10

20

30

40

50

られた情報の組合せにより、ユーザは、たとえばドアの誤起動などの以前は自動的に検出
することが可能ではなかった特定の状況にアクセスすること、及び／又はそのような状況
に気付くことが可能になる。そのような状況の通知は、特定の設定可能条件を満たす異な
るコントローラから報告されたパラメータの組合せによってトリガされるイベントに基づ
いて生成することができる。いくつかの例では、そのようなイベントは、イベントの発生
をカメラで捕捉するビデオセグメントの生成を開始することができ、そのようなビデオセ
グメントは、添付物として通知に含むことができる。さらに、いくつかの例では、ビデオ
セグメントをビデオ分析にかけて、追加の安全性イベント及び／又はビデオ内の人物を検
出し、最初にトリガされたイベントの原因を潜在的に識別することができる。普通なら知
ることができないイベントの通知はまた、最初にイベントの検出を可能にするデータを生
成するマテリアルハンドリング設備内の制御システムの効率的な使用及び動作の改善に寄
与する。たとえば、潜在的な安全性リスクを当該職員（たとえば、安全管理者）に知らせ
ることによって、その職員は、リスクを低減又は除去するための補正行動（たとえば、危
険挙動の作用の速やかな転換、追加の及び／又は異なる機器の実装、リスクを生じるプロ
セス及び／又は手順の再構築、職員への追加の教育の提供など）をとることが可能になる
。さらに、分離された安全性イベントを迅速に検出して処置することができるが、いくつ
かの安全性イベントは、ある期間における特定の条件の発生の繰返し（たとえば、特定の
閾値を上回る）に基づく。これは、時間的成分のため、直接検出することができない。し
かし、本明細書に開示する教示によれば、時間とともに条件を追跡することによって、そ
のようなトレンドに基づくイベントを検出することができる。そのようなイベントが検出
され、適当な職員が望ましくないトレンドに気付いた後、次いで職員は、望ましくないト
レンドに寄与する要因の影響を解決又は低減させるために好適な行動を実装することがで
きる。さらに、検出されたイベントの通知はまた、適当な職員（たとえば、総括管理者）
が、エネルギーの損失を招く条件及び／又はトレンド（たとえば、ドアが調整空気を外に
出すにはあまりに頻繁に及び／又はあまりに長く開いている）を識別することを可能にす
ることによって、マテリアルハンドリング設備内の不必要なエネルギー消費を大幅に低減
させることができる。そのような通知に基づいて、次いで職員は、エネルギーの無駄を生
じる条件及び／又は挙動を低減させるために、好適な行動をとることができる。これによ
り、コストを節約するだけでなく、調整空気環境をもたらすために使用される暖房及び／
又は冷房システムにかかる負担を低減させる。いくつかの例では、収集データを提示する
インターフェースは、プッシュリクエスト加入に基づいて、実質上リアルタイムで更新す
ることができる。いくつかのそのような例では、更新は、１つのウェブページに提供され
るユーザ入力データを含むことができ、そのようなデータは、異なるウェブページによる
そのようなデータへの加入に基づいて、異なるウェブページへプッシュされる。
【０２３１】
　[0246]荷積みドック及び設備動作を監視及び管理する例示的方法、装置、システム、及
び製品が、本明細書に開示される。さらなる例及びそれらの組合せは、以下を含む。
【０２３２】
　[0247]例１は、マテリアルハンドリング設備における動作を監視する装置を含み、装置
は、トラックトレーラがマテリアルハンドリング設備のドックに存在するかどうかを示す
第１のデータを監視し、ドックにある機器に関連付けられた条件を示す、第１のデータと
は異なる第２のデータを監視するデータアナライザと、第１のデータ及び第２のデータに
基づいて通知を生成する通知ジェネレータとを備える。
【０２３３】
　[0248]例２は、例１の装置を含み、ここで、第１のデータは、第１のデータソースによ
って生成され、第２のデータは、第２のデータソースによって生成され、第１のデータソ
ースは、第２のデータソースとは異なり、第１のデータソースは、ドックにある第１のセ
ンサ、ドックにある車両拘束装置、ドックにあるレベラ、ライトインジケータ、又はマテ
リアルハンドリング設備に関連付けられたドック管理システムに対するデータベースのう
ちの少なくとも１つに対応し、第２のデータソースは、第１のセンサとは異なるドックに
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ある第２のセンサ、車両拘束装置、レベラ、ライトインジケータ、又はデータベースのう
ちの少なくとも１つに対応する。
【０２３４】
　[0249]例３は、例２の装置を含み、ここで、第２のデータソースは、第２のセンサに対
応し、第２のセンサは、ドアの動作を監視し、条件は、ドアが非閉鎖状態にあるかどうか
に対応し、通知ジェネレータは、トレーラがドックに存在しないことを第１のデータが示
し、ドアが非閉鎖状態にあることを第２のデータが示すとき、通知を生成し、通知は、ド
アに関連付けられた落下の危険を示す。
【０２３５】
　[0250]例４は、例３の装置を含み、ここで、データアナライザは、ドアとは異なるバリ
アが非閉鎖状態にあるドアに関連付けられた出入口の通過を阻止しているかどうかを示す
第３のデータを監視し、装置は、バリアが出入口の通過を阻止していることを第３のデー
タが示すとき、通知の生成を抑制するイベントアナライザをさらに含む。
【０２３６】
　[0251]例５は、例２の装置を含み、ここで、第２のデータソースは、ライトインジケー
タに対応し、ライトインジケータは、車両拘束装置が係合位置にある第１の状態と、車両
拘束装置が格納位置にある第２の状態との間で切り換わり、車両拘束装置は、車両拘束装
置が係合位置にあるとき、ドックにあるトレーラに係合し、ライトインジケータは、車両
が係合位置にあるか、それとも格納位置にあるかにかかわらず、車両拘束装置がオーバー
ライドモードにされたとき、第１の状態に切り換わり、通知ジェネレータは、（１）トレ
ーラがドックに存在しないことを第１のデータが示すこと、及び（２）車両拘束装置がオ
ーバーライドモードにあることに関連して、ライトインジケータが第１の状態にあること
を第２のデータが示すことに応答して、通知を生成し、通知は、ライトインジケータが第
１の状態にあったとき、トレーラがドックから出されたことを示す。
【０２３７】
　[0252]例６は、例２の装置を含み、ここで、第２のデータソースは、データベースに対
応し、データベースは、マテリアルハンドリング設備の異なるドックへの異なるトレーラ
の割当てを示すドック管理データを記憶し、通知ジェネレータは、ドックにトレーラが割
り当てられていないことを第２のデータが示すときに、トレーラがドックに存在すること
を第１のデータが示すことに応答して、通知を生成し、通知は、トレーラが誤ったドック
にあることを示す。
【０２３８】
　[0253]例７は、例２の装置を含み、ここで、第２のデータソースは、第２のセンサに対
応し、第２のセンサは、ドックにあるトレーラ内の活動を監視し、条件は、トレーラ内で
感知された活動のない持続時間に対応し、通知ジェネレータは、持続時間が閾値を超過し
たことに応答して、通知を生成する。
【０２３９】
　[0254]例８は、例２の装置を含み、ここで、データアナライザは、ドックに関連付けら
れた第１の機器の動作を可能にする手動開始式アクチュエータのユーザ起動を示す第３の
データを監視し、第２のデータソースは、第２のセンサに対応し、第２のセンサは、第１
の機器の動作と連動関係にある第２の機器の状態を監視し、条件は、第２の機器の状態が
連動関係に基づいて第１の機器の動作を防止するかどうかに対応し、通知ジェネレータは
、第２の機器の状態が第１の機器の動作を防止することを第２のデータが示すとき、ユー
ザ起動に応答して通知を生成する。
【０２４０】
　[0255]例９は、例１の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、通知に関連付けられ
た情報を、ドックの近傍に位置する画面に描画する。
【０２４１】
　[0256]例１０は、例１の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、通知に関連付けら
れた情報を、ドックから離れたデバイスによってアクセスされるウェブページに描画する
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。
【０２４２】
　[0257]例１１は、例１の装置を含み、データベースにイベントをログするイベントロガ
ーをさらに含み、イベントは、通知の内容に関連付けられる。
【０２４３】
　[0258]例１２は、マテリアルハンドリング設備における動作を監視する装置を含み、装
置は、マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアが非閉鎖状態にあることを示す
第１のデータを監視し、非閉鎖状態にあるドアに関連付けられた出入口における人物又は
物体のうちの少なくとも１つの通過を示す第２のデータを監視するデータアナライザと、
ドアが非閉鎖状態にあることを第１のデータが示す持続時間中に、出入口における人物又
は物体のうちの少なくとも１つの通過がないことを第２のデータが示すことに応答して、
通知を生成する通知ジェネレータであり、通知がドアの誤起動を示す、通知ジェネレータ
とを備える。
【０２４４】
　[0259]例１３は、マテリアルハンドリング設備における動作を監視する装置を含み、装
置は、マテリアルハンドリング設備の複数のドックに関連付けられたドックデータを集約
するデータベースであり、データベースが、（１）複数のドックに関連付けられた機器の
動作状態の指示、（２）複数のドックに関連付けられたセンサからのフィードバックに基
づいた複数のドックの近傍における職員の活動の指示、及び（３）複数のドックのうちの
１つで荷積み又は荷降しのうちの少なくとも１つが行われるトレーラに関連付けられた積
荷情報を含む、データベースと、複数のドックに対応する複数のドックアイコンを描画し
、ユーザが複数のドックアイコンのうちの第１のドックアイコンを選択したことに応答し
て、ユーザが選択するためのオプションのメニューを描画し、メニューに提示されるオプ
ションが、ドックデータに基づいて動的に更新される、通知ジェネレータとを備える。
【０２４５】
　[0260]例１４は、例１３の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、複数のドックの
うちの第１のドックに第１のトレーラが存在することを示すドックデータに応答して、複
数のドックアイコンのうち、第１のドックに対応する第１のドックアイコンに隣り合って
、トラックトレーラを表す形状を有するトレーラアイコンを描画し、第１のトレーラに関
連付けられた積荷情報にアクセスするための第１のオプションを含むように、メニューに
提示されるオプションを更新する。
【０２４６】
　[0261]例１５は、例１４の装置を含み、ここで、通知ジェネレータはトレーラアイコン
内のタイミングインジケータを動的に更新し、タイミングインジケータは、第１のトレー
ラが第１のドックに位置している持続時間を示す。
【０２４７】
　[0262]例１６は、例１５の装置を含み、ここで、タイミングインジケータは、持続時間
に対応するタイマ値を含む。
【０２４８】
　[0263]例１７は、例１５の装置を含み、ここで、タイミングインジケータは、トレーラ
アイコンの第２の部分とは異なる色で描画されたトレーラアイコンの第１の部分に対応す
るプログレスバーを含み、第１の部分は、持続時間に比例してサイズが増大する。
【０２４９】
　[0264]例１８は、例１７の装置を含み、ここで、第１の部分は、持続時間が延滞料金期
間に対応する閾値期間を超過したとき、トレーラアイコンの全体に対応する。
【０２５０】
　[0265]例１９は、例１４の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、トレーラアイコ
ン内に予約時間インジケータを描画し、予約時間インジケータは、第１のトレーラに対し
て予定された予約の時間を示す。
【０２５１】
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　[0266]例２０は、例１９の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、トレーラアイコ
ン内に予約カウントダウンを描画し、予約カウントダウンは、予定された予約までに残っ
ている時間を示す。
【０２５２】
　[0267]例２１は、例１４の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、トレーラアイコ
ンに隣り合って積込み状態インジケータを描画し、積込み状態インジケータは、第１のト
レーラの中又は外へ貨物を動かす進捗状態を示し、進捗状態は、開始前、貨物上で待機、
部分的に完了、又は完了のうちの少なくとも１つに対応する。
【０２５３】
　[0268]例２２は、例１４の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、第１のトレーラ
が実際の積荷に関連付けられていることを示すドックデータに応答して、トレーラアイコ
ンの隣にトラクタユニットアイコンを描画し、トラクタユニットが第１のトレーラに連結
されたことを図示し、第１のトレーラが納入された積荷に関連付けられていることを示す
ドックデータに応答して、トレーラアイコンに隣り合って納入状態インジケータを描画し
、納入状態インジケータは、第１のトレーラがトレーラヤードへ動かされるべきか、それ
とも第１のドックに留まるべきかを示す。
【０２５４】
　[0269]例２３は、例２２の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、第１のトレーラ
が温度制御されていることを積荷情報が示すとき、トレーラアイコン又はトラクタユニッ
トアイコンのうちの少なくとも１つの外観を修正する。
【０２５５】
　[0270]例２４は、例１４の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、トレーラアイコ
ンに隣り合って相互ドック状態インジケータを描画し、相互ドック状態インジケータは、
（１）第１のトレーラ内の貨物が異なるトレーラへ動かされるべきであること、又は（２
）異なるトレーラ内の貨物が第１のトレーラへ動かされるべきであることのうちの少なく
とも１つを示す。
【０２５６】
　[0271]例２５は、例１４の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、トレーラアイコ
ンに隣り合って積荷方向インジケータを描画し、積荷方向インジケータは、第１のトレー
ラが、第１のトレーラ上の貨物が荷降しされるべき入ってくる積荷に関連付けられている
か、それとも第１のトレーラ上へ貨物が荷積みされるべき出ていく積荷に関連付けられて
いるかを示す。
【０２５７】
　[0272]例２６は、例１４の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、トレーラアイコ
ンに隣り合って優先度インジケータを描画し、優先度インジケータは、第１のトレーラの
優先度を示す。
【０２５８】
　[0273]例２７は、例２６の装置を含み、ここで、優先度インジケータは、第１の優先度
を示す第１の外観と、第１の優先度より大きい第２の優先度を示す第２の外観との間で切
り換わる。
【０２５９】
　[0274]例２８は、例２４の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、第１のトレーラ
が入ってくる積荷に関連付けられていることを示すドックデータに応答して、トレーラア
イコン内に積荷カウンタを描画し、積荷カウンタは、第１のトレーラの外へ動かされるべ
き貨物ユニットの総数を示す。
【０２６０】
　[0275]例２９は、例２８の装置を含み、トレーラ内で検出された活動に基づいて、第１
のトレーラから除去されるべき貨物ユニットの残りの数を判定するイベントアナライザを
さらに含み、通知ジェネレータは、第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの
残りの数を示すように、積荷カウンタを動的に更新し、残りの数は、総数とともに描画さ
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れる。
【０２６１】
　[0276]例３０は、例２４の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、トレーラアイコ
ンに隣り合って、運送業者コード又はトレーラ番号のうちの少なくとも１つを描画する。
【０２６２】
　[0277]例３１は、例１３の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、複数のドックア
イコンのうちの対応するドックアイコンに隣り合って複数の拘束信号アイコンを描画し、
複数の拘束信号アイコンが、複数のドックのうちの対応するドックにおける対応する車両
拘束装置の状態を表し、車両拘束装置の状態が、ドックのうちの対応するドックで車両拘
束装置がトレーラに係合された第１の状態、及び車両拘束装置が格納位置にある第２の状
態を含み、、対応する車両拘束装置の状態に基づいて、赤色光の表示と緑色光の表示との
間で複数の拘束信号アイコンを動的に切り換え、赤色光は、第１の状態を示し、緑色光は
、第２の状態を示す。
【０２６３】
　[0278]例３２は、例１３の装置を含み、ここで、通知ジェネレータは、ドックデータに
基づいて、複数のドックのうちの対応するドックの状態の変化を表すように、複数のドッ
クアイコンを動的に切り換える。
【０２６４】
　[0279]例３３は、命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体を含み、命令は、実行され
たとき、プロセッサに少なくとも、トラックトレーラがマテリアルハンドリング設備のド
ックに存在するかどうかを示す第１のデータを監視させ、ドックにある機器に関連付けら
れた条件を示す、第１のデータとは異なる第２のデータを監視させ、第１のデータ及び第
２のデータに基づいて通知を生成させる。
【０２６５】
　[0280]例３４は、例３３の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、第１のデー
タは、第１のデータソースによって生成され、第２のデータは、第２のデータソースによ
って生成され、第１のデータソースは、第２のデータソースとは異なり、第１のデータソ
ースは、ドックにある第１のセンサ、ドックにある車両拘束装置、ドックにあるレベラ、
ライトインジケータ、又はマテリアルハンドリング設備に関連付けられたドック管理シス
テムに対するデータベースのうちの少なくとも１つに対応し、第２のデータソースは、第
１のセンサとは異なるドックにある第２のセンサ、車両拘束装置、レベラ、ライトインジ
ケータ、又はデータベースのうちの少なくとも１つに対応する。
【０２６６】
　[0281]例３５は、例３４の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、第２のデー
タソースは、第２のセンサに対応し、第２のセンサは、ドアの動作を監視し、条件は、ド
アが非閉鎖状態にあるかどうかに対応し、命令は、さらにプロセッサに、トレーラがドッ
クに存在しないことを第１のデータが示し、ドアが非閉鎖状態にあることを第２のデータ
が示すとき、通知を生成させ、通知は、ドアに関連付けられた落下の危険を示す。
【０２６７】
　[0282]例３６は、例３５の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、ドアとは異なるバリアが非閉鎖状態にあるドアに関連付けられた出入
口の通過を阻止しているかどうかを示す第３のデータを監視させ、バリアが出入口の通過
を阻止していることを第３のデータが示すとき、通知の生成を抑制させる。
【０２６８】
　[0283]例３７は、例３４の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、第２のデー
タソースは、ライトインジケータに対応し、ライトインジケータは、車両拘束装置が係合
位置にある第１の状態と、車両拘束装置が格納位置にある第２の状態との間で切り換わり
、車両拘束装置は、車両拘束装置が係合位置にあるとき、ドックにあるトレーラに係合し
、ライトインジケータは、車両が係合位置にあるか、それとも格納位置にあるかにかかわ
らず、車両拘束装置がオーバーライドモードにされたとき、第１の状態に切り換わり、命
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令は、さらにプロセッサに、（１）トレーラがドックに存在しないことを第１のデータが
示すこと、及び（２）車両拘束装置がオーバーライドモードにあることに関連して、ライ
トインジケータが第１の状態にあることを第２のデータが示すことに応答して、通知を生
成させ、通知は、ライトインジケータが第１の状態にあったとき、トレーラがドックから
出されたことを示す。
【０２６９】
　[0284]例３８は、例３４の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、第２のデー
タソースは、データベースに対応し、データベースは、マテリアルハンドリング設備の異
なるドックへの異なるトレーラの割当てを示すドック管理データを記憶し、命令は、さら
にプロセッサに、トレーラがドックに存在することを第１のデータが示し、ドックにトレ
ーラが割り当てられていないことを第２のデータが示すことに応答して、通知を生成させ
、通知は、トレーラが誤ったドックにあることを示す。
【０２７０】
　[0285]例３９は、例３４の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、第２のデー
タソースは、第２のセンサに対応し、第２のセンサは、ドックにあるトレーラ内の活動を
監視し、条件は、トレーラ内で感知された活動のない持続時間に対応し、命令は、さらに
プロセッサに、持続時間が閾値を超過したことに応答して、通知を生成させる。
【０２７１】
　[0286]例４０は、例３４の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、ドックに関連付けられた第１の機器の動作を可能にする手動開始式ア
クチュエータのユーザ起動を示す第３のデータを監視させ、第２のデータソースは、第２
のセンサに対応し、第２のセンサは、第１の機器の動作と連動関係にある第２の機器の状
態を監視し、条件は、第２の機器の状態が連動関係に基づいて第１の機器の動作を防止す
るかどうかに対応し、命令は、さらにプロセッサに、第２の機器の状態が第１の機器の動
作を防止することを第２のデータが示すとき、ユーザ起動に応答して通知を生成させる。
【０２７２】
　[0287]例４１は、例３３の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、通知を生成
することは、通知に関連付けられた情報を、ドアの近傍に位置する画面に描画することを
含む。
【０２７３】
　[0288]例４２は、例３３の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、通知を生成
することは、通知に関連付けられた情報を、ドアから離れたデバイスによってアクセスさ
れるウェブページに描画することを含む。
【０２７４】
　[0289]例４３は、命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体を含み、命令は、実行され
たとき、プロセスに少なくとも、マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアが非
閉鎖状態にあることを示す第１のデータを監視させ、非閉鎖状態にあるドアに関連付けら
れた出入口における人物又は物体のうちの少なくとも１つの通過を示す第２のデータを監
視させ、ドアが非閉鎖状態にあることを第１のデータが示し、出入口における人物又は物
体のうちの少なくとも１つの通過がないことを第２のデータが示すことに応答して、通知
を生成させ、通知は、ドアの誤起動を示す。
【０２７５】
　[0290]例４４は、命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体を含み、命令は、実行され
たとき、プロセスに少なくとも、マテリアルハンドリング設備の複数のドックに関連付け
られた、（１）複数のドックに関連付けられた機器の動作状態の指示、（２）複数のドッ
クに関連付けられたセンサからのフィードバックに基づいた複数のドックの近傍における
職員の活動の指示、及び（３）複数のドックのうちの１つで荷積み又は荷降しのうちの少
なくとも１つが行われるトレーラに関連付けられた積荷情報を含むドックデータを集約さ
せ、複数のドックに対応する複数のドックアイコンを描画させ、ユーザが複数のドックア
イコンのうちの第１のドックアイコンを選択したことに応答して、ユーザが選択するため
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のオプションのメニューを描画させ、メニューに提示されるオプションは、ドックデータ
に基づいて動的に更新される。
【０２７６】
　[0291]例４５は、例４４の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、複数のドックのうちの第１のドックに第１のトレーラが存在すること
を示すドックデータに応答して、複数のドックアイコンのうち、第１のドックに対応する
第１のドックアイコンに隣り合って、トラックトレーラを表す形状を有するトレーラアイ
コンを描画させ、第１のトレーラに関連付けられた積荷情報にアクセスするための第１の
オプションを含むように、メニューに提示されるオプションを更新させる。
【０２７７】
　[0292]例４６は、例４５の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、トレーラアイコン内のタイミングインジケータを動的に更新させ、タ
イミングインジケータは、第１のトレーラが第１のドックに位置している持続時間を示す
。
【０２７８】
　[0293]例４７は、例４６の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、タイミング
インジケータは、持続時間に対応するタイマ値を含む。
【０２７９】
　[0294]例４８は、例４６の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、タイミング
インジケータは、トレーラアイコンの第２の部分とは異なる色で描画されたトレーラアイ
コンの第１の部分に対応するプログレスバーを含み、第１の部分は、持続時間に比例して
サイズが増大する。
【０２８０】
　[0295]例４９は、例４８の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、第１の部分
は、持続時間が延滞料金期間に対応する閾値期間を超過したとき、トレーラアイコンの全
体に対応する。
【０２８１】
　[0296]例５０は、例４５の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、トレーラアイコン内に予約時間インジケータを描画させ、予約時間イ
ンジケータは、第１のトレーラに対して予定された予約の時間を示す。
【０２８２】
　[0297]例５１は、例５０の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、トレーラアイコン内に予約カウントダウンを描画させ、予約カウント
ダウンは、予定された予約までに残っている時間を示す。
【０２８３】
　[0298]例５２は、例４５の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、トレーラアイコンに隣り合って積込み状態インジケータを描画させ、
積込み状態インジケータは、第１のトレーラの中又は外へ貨物を動かす進捗状態を示し、
進捗状態は、開始前、貨物上で待機、部分的に完了、又は完了のうちの少なくとも１つに
対応する。
【０２８４】
　[0299]例５３は、例４５の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、第１のトレーラが実際の積荷に関連付けられていることを示すドック
データに応答して、トレーラアイコンの隣にトラクタユニットアイコンを描画させ、トラ
クタユニットが第１のトレーラに連結されたことを図示させ、第１のトレーラが納入され
た積荷に関連付けられていることを示すドックデータに応答して、トレーラアイコンに隣
り合って納入状態インジケータを描画させ、納入状態インジケータは、第１のトレーラが
トレーラヤードへ動かされるべきか、それとも第１のドックに留まるべきかを示す。
【０２８５】
　[0300]例５４は、例５３の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
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らにプロセッサに、第１のトレーラが温度制御されていることを積荷情報が示すとき、ト
レーラアイコン又はトラクタユニットアイコンのうちの少なくとも１つの外観を修正させ
る。
【０２８６】
　[0301]例５５は、例４５の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、トレーラアイコンに隣り合って相互ドック状態インジケータを描画さ
せ、相互ドック状態インジケータは、（１）第１のトレーラ内の貨物が異なるトレーラへ
動かされるべきであること、又は（２）異なるトレーラ内の貨物が第１のトレーラへ動か
されるべきであることのうちの少なくとも１つを示す。
【０２８７】
　[0302]例５６は、例４５の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、トレーラアイコンに隣り合って積荷方向インジケータを描画させ、積
荷方向インジケータは、第１のトレーラが、第１のトレーラ上の貨物が荷降しされるべき
入ってくる積荷に関連付けられているか、それとも第１のトレーラ上へ貨物が荷積みされ
るべき出ていく積荷に関連付けられているかを示す。
【０２８８】
　[0303]例５７は、例４５の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、トレーラアイコンに隣り合って優先度インジケータを描画させ、優先
度インジケータは、第１のトレーラの優先度を示す。
【０２８９】
　[0304]例５８は、例５７の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、優先度イン
ジケータは、第１の優先度を示す第１の外観と、第１の優先度より大きい第２の優先度を
示す第２の外観との間で切り換わる。
【０２９０】
　[0305]例５９は、例４５の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、第１のトレーラが入ってくる積荷に関連付けられていることを示すド
ックデータに応答して、トレーラアイコン内に積荷カウンタを描画させ、積荷カウンタは
、第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの総数を示す。
【０２９１】
　[0306]例６０は、例５９の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、トレーラ内で検出された活動に基づいて、第１のトレーラから除去さ
れるべき貨物ユニットの残りの数を判定させ、第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物
ユニットの残りの数を示すように、積荷カウンタを動的に更新させ、残りの数は、総数と
ともに描画される。
【０２９２】
　[0307]例６１は、例４５の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、トレーラアイコンに隣り合って、運送業者コード又はトレーラ番号の
うちの少なくとも１つを描画させる。
【０２９３】
　[0308]例６２は、例４４の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、複数のドックアイコンのうちの対応するドックアイコンに隣り合って
複数の拘束信号アイコンを描画させ、複数の拘束信号アイコンが、複数のドックのうちの
対応するドックにおける対応する車両拘束装置の状態を表し、車両拘束装置の状態が、ド
ックのうちの対応するドックで車両拘束装置がトレーラに係合された第１の状態、及び車
両拘束装置が格納位置にある第２の状態を含み、対応する車両拘束装置の状態に基づいて
、赤色光の表示と緑色光の表示との間で、複数の拘束信号アイコンを動的に切り換えさせ
、赤色光は、第１の状態を示し、緑色光は、第２の状態を示す。
【０２９４】
　[0309]例６３は、例４４の非一時的コンピュータ可読媒体を含み、ここで、命令は、さ
らにプロセッサに、ドックデータに基づいて、複数のドックのうちの対応するドックの状



(92) JP 2021-517099 A 2021.7.15

10

20

30

40

50

態の変化を表すように、複数のドックアイコンを動的に切り換えさせる。
【０２９５】
　[0310]例６４は、マテリアルハンドリング設備における動作を監視する方法を含み、方
法は、トラックトレーラがマテリアルハンドリング設備のドックに存在するかどうかを示
す第１のデータを監視するステップと、ドックにある機器に関連付けられた条件を示す、
第１のデータとは異なる第２のデータを監視するステップと、第１のデータ及び第２のデ
ータに基づいて通知を生成するステップとを含む。
【０２９６】
　[0311]例６５は、例６４の方法を含み、ここで、第１のデータは、第１のデータソース
によって生成され、第２のデータは、第２のデータソースによって生成され、第１のデー
タソースは、第２のデータソースとは異なり、第１のデータソースは、ドックにある第１
のセンサ、ドックにある車両拘束装置、ドックにあるレベラ、ライトインジケータ、又は
マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドック管理システムに対するデータベース
のうちの少なくとも１つに対応し、第２のデータソースは、第１のセンサとは異なるドッ
クにある第２のセンサ、車両拘束装置、レベラ、ライトインジケータ、又はデータベース
のうちの少なくとも１つに対応する。
【０２９７】
　[0312]例６６は、例６５の方法を含み、ここで、第２のデータソースは、第２のセンサ
に対応し、第２のセンサは、ドアの動作を監視し、条件は、ドアが非閉鎖状態にあるかど
うかに対応し、方法は、トレーラがドックに存在しないことを第１のデータが示し、ドア
が非閉鎖状態にあることを第２のデータが示すとき、通知を生成するステップをさらに含
み、通知は、ドアに関連付けられた落下の危険を示す。
【０２９８】
　[0313]例６７は、例６６の方法を含み、ドアとは異なるバリアが非閉鎖状態にあるドア
に関連付けられた出入口の通過を阻止しているかどうかを示す第３のデータを監視するス
テップと、バリアが出入口の通過を阻止していることを第３のデータが示すとき、通知の
生成を抑制するステップとをさらに含む。
【０２９９】
　[0314]例６８は、例６７の方法を含み、ここで、第２のデータソースは、ライトインジ
ケータに対応し、ライトインジケータは、車両拘束装置が係合位置にある第１の状態と、
車両拘束装置が格納位置にある第２の状態との間で切り換わり、車両拘束装置は、車両拘
束装置が係合位置にあるとき、ドックにあるトレーラに係合し、ライトインジケータは、
車両が係合位置にあるか、それとも格納位置にあるかにかかわらず、車両拘束装置がオー
バーライドモードにされたとき、第１の状態に切り換わり、方法は、（１）トレーラがド
ックに存在しないことを第１のデータが示すこと、及び（２）車両拘束装置がオーバーラ
イドモードにあることに関連して、ライトインジケータが第１の状態にあることを第２の
データが示すことに応答して、通知を生成するステップをさらに含み、通知は、ライトイ
ンジケータが第１の状態にあったとき、トレーラがドックから出されたことを示す。
【０３００】
　[0315]例６９は、例６７の方法を含み、ここで、第２のデータソースは、データベース
に対応し、データベースは、マテリアルハンドリング設備の異なるドックへの異なるトレ
ーラの割当てを示すドック管理データを記憶し、方法は、トレーラがドックに存在するこ
とを第１のデータが示し、ドックにトレーラが割り当てられていないことを第２のデータ
が示すことに応答して、通知を生成するステップをさらに含み、通知は、トレーラが誤っ
たドックにあることを示す。
【０３０１】
　[0316]例７０は、例６７の方法を含み、ここで、第２のデータソースは、第２のセンサ
に対応し、第２のセンサは、ドックにあるトレーラ内の活動を監視し、条件は、トレーラ
内で感知された活動のない持続時間に対応し、方法は、持続時間が閾値を超過したことに
応答して、通知を生成するステップをさらに含む。
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【０３０２】
　[0317]例７１は、例６７の方法を含み、ドックに関連付けられた第１の機器の動作を可
能にする手動開始式アクチュエータのユーザ起動を示す第３のデータを監視するステップ
であって、第２のデータソースが、第２のセンサに対応し、第２のセンサが、第１の機器
の動作と連動関係にある第２の機器の状態を監視し、条件が、第２の機器の状態が連動関
係に基づいて第１の機器の動作を防止するかどうかに対応する、監視するステップと、第
２の機器の状態が第１の機器の動作を防止することを第２のデータが示すとき、ユーザ起
動に応答して通知を生成するステップとをさらに含む。
【０３０３】
　[0318]例７２は、例６６の方法を含み、ここで、通知を生成するステップは、通知に関
連付けられた情報を、ドックの近傍に位置する画面に描画するステップを含む。
【０３０４】
　[0319]例７３は、例６６の方法を含み、ここで、通知を生成するステップは、通知に関
連付けられた情報を、ドックから離れたデバイスによってアクセスされるウェブページに
描画するステップを含む。
【０３０５】
　[0320]例７４は、マテリアルハンドリング設備における動作を監視する方法を含み、方
法は、マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアが非閉鎖状態にあることを示す
第１のデータを監視するステップと、非閉鎖状態にあるドアに関連付けられた出入口にお
ける人物又は物体のうちの少なくとも１つの通過を示す第２のデータを監視するステップ
と、ドアが非閉鎖状態にあることを第１のデータが示し、出入口における人物又は物体の
うちの少なくとも１つの通過がないことを第２のデータが示すことに応答して、通知を生
成するステップであり、通知はドアの誤起動を示す、ステップとを含む。
【０３０６】
　[0321]例７５は、マテリアルハンドリング設備における動作を監視する方法を含み、方
法は、マテリアルハンドリング設備の複数のドックに関連付けられたドックデータを集約
するステップであり、ドックデータが、（１）複数のドックに関連付けられた機器の動作
状態の指示、（２）複数のドックに関連付けられたセンサからのフィードバックに基づい
た複数のドックの近傍における職員の活動の指示、及び（３）複数のドックのうちの１つ
で荷積み又は荷降しのうちの少なくとも１つが行われるトレーラに関連付けられた積荷情
報を含む、ステップと、複数のドックに対応する複数のドックアイコンを描画するステッ
プと、ユーザが複数のドックアイコンのうちの第１のドックアイコンを選択したことに応
答して、ユーザが選択するためのオプションのメニューを描画するステップであり、メニ
ューに提示されるオプションは、ドックデータに基づいて動的に更新される、ステップと
を含む。
【０３０７】
　[0322]例７６は、例７５の方法を含み、第１のトレーラが複数のドックのうちの第１の
ドックに存在することを示すドックデータに応答して、複数のドックアイコンのうち、第
１のドックに対応する第１のドックアイコンに隣り合って、トラックトレーラを表す形状
を有するトレーラアイコンを描画するステップと、第１のトレーラに関連付けられた積荷
情報にアクセスするための第１のオプションを含むように、メニューに提示されるオプシ
ョンを更新するステップとをさらに含む。
【０３０８】
　[0323]例７７は、例７６の方法を含み、トレーラアイコン内のタイミングインジケータ
を動的に更新するステップをさらに含み、タイミングインジケータは、第１のトレーラが
第１のドックに位置している持続時間を示す。
【０３０９】
　[0324]例７８は、例７７の方法を含み、ここで、タイミングインジケータは、持続時間
に対応するタイマ値を含む。
【０３１０】
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　[0325]例７９は、例７７の方法を含み、ここで、タイミングインジケータは、トレーラ
アイコンの第２の部分とは異なる色で描画されたトレーラアイコンの第１の部分に対応す
るプログレスバーを含み、第１の部分は、持続時間に比例してサイズが増大する。
【０３１１】
　[0326]例８０は、例７９の方法を含み、ここで、第１の部分は、持続時間が延滞料金期
間に対応する閾値期間を超過したとき、トレーラアイコンの全体に対応する。
【０３１２】
　[0327]例８１は、例７６の方法を含み、トレーラアイコン内に予約時間インジケータを
描画するステップをさらに含み、予約時間インジケータは、第１のトレーラに対して予定
された予約の時間を示す。
【０３１３】
　[0328]例８２は、例８１の方法を含み、トレーラアイコン内に予約カウントダウンを描
画するステップをさらに含み、予約カウントダウンは、予定された予約までに残っている
時間を示す。
【０３１４】
　[0329]例８３は、例７６の方法を含み、トレーラアイコンに隣り合って積込み状態イン
ジケータを描画するステップをさらに含み、積込み状態インジケータは、第１のトレーラ
の中又は外へ貨物を動かす進捗状態を示し、進捗状態は、開始前、貨物上で待機、部分的
に完了、又は完了のうちの少なくとも１つに対応する。
【０３１５】
　[0330]例８４は、例７６の方法を含み、第１のトレーラが実際の積荷に関連付けられて
いることを示すドックデータに応答して、トレーラアイコンの隣にトラクタユニットアイ
コンを描画し、トラクタユニットが第１のトレーラに連結されたことを図示するステップ
と、第１のトレーラが納入された積荷に関連付けられていることを示すドックデータに応
答して、トレーラアイコンに隣り合って納入状態インジケータを描画するステップであり
、納入状態インジケータは、第１のトレーラがトレーラヤードへ動かされるべきか、それ
とも第１のドックに留まるべきかを示す、ステップとをさらに含む。
【０３１６】
　[0331]例８５は、例８４の方法を含み、第１のトレーラが温度制御されていることを積
荷情報が示すとき、トレーラアイコン又はトラクタユニットアイコンのうちの少なくとも
１つの外観を修正するステップをさらに含む。
【０３１７】
　[0332]例８６は、例７６の方法を含み、トレーラアイコンに隣り合って相互ドック状態
インジケータを描画するステップをさらに含み、相互ドック状態インジケータは、（１）
第１のトレーラ内の貨物が異なるトレーラへ動かされるべきであること、又は（２）異な
るトレーラ内の貨物が第１のトレーラへ動かされるべきであることのうちの少なくとも１
つを示す。
【０３１８】
　[0333]例８７は、例７６の方法を含み、トレーラアイコンに隣り合って積荷方向インジ
ケータを描画するステップをさらに含み、積荷方向インジケータは、第１のトレーラが、
第１のトレーラ上の貨物が荷降しされるべき入ってくる積荷に関連付けられているか、そ
れとも第１のトレーラ上へ貨物が荷積みされるべき出ていく積荷に関連付けられているか
を示す。
【０３１９】
　[0334]例８８は、例７６の方法を含み、トレーラアイコンに隣り合って優先度インジケ
ータを描画するステップをさらに含み、優先度インジケータは、第１のトレーラの優先度
を示す。
【０３２０】
　[0335]例８９は、例８８の方法を含み、ここで、優先度インジケータは、第１の優先度
を示す第１の外観と、第１の優先度より大きい第２の優先度を示す第２の外観との間で切
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【０３２１】
　[0336]例９０は、例７６の方法を含み、第１のトレーラが入ってくる積荷に関連付けら
れていることを示すドックデータに応答して、トレーラアイコン内に積荷カウンタを描画
するステップをさらに含み、積荷カウンタは、第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物
ユニットの総数を示す。
【０３２２】
　[0337]例９１は、例９０の方法を含み、トレーラ内で検出された活動に基づいて、第１
のトレーラから除去されるべき貨物ユニットの残りの数を判定するステップと、第１のト
レーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの残りの数を示すように、積荷カウンタを動的
に更新するステップであり、残りの数は総数とともに描画される、ステップとをさらに含
む。
【０３２３】
　[0338]例９２は、例７６の方法を含み、トレーラアイコンに隣り合って、運送業者コー
ド又はトレーラ番号のうちの少なくとも１つを描画するステップをさらに含む。
【０３２４】
　[0339]例９３は、例７５の方法を含み、複数のドックアイコンのうちの対応するドック
アイコンに隣り合って複数の拘束信号アイコンを描画するステップであり、複数の拘束信
号アイコンが、複数のドックのうちの対応するドックにおける対応する車両拘束装置の状
態を表し、車両拘束装置の状態が、ドックのうちの対応するドックで車両拘束装置がトレ
ーラに係合された第１の状態、及び車両拘束装置が格納位置にある第２の状態を含む、ス
テップと、対応する車両拘束装置の状態に基づいて、赤色光の表示と緑色光の表示との間
で、複数の拘束信号アイコンを動的に切り換えるステップであり、赤色光は第１の状態を
示し、緑色光は第２の状態を示す、ステップとをさらに含む。
【０３２５】
　[0340]例９４は、例７５の方法を含み、ドックデータに基づいて、複数のドックのうち
の対応するドックの状態の変化を表すように、複数のドックアイコンを動的に切り換える
ステップをさらに含む。
【０３２６】
　[0341]例９５は、マテリアルハンドリング設備に関連付けられたコントローラから報告
されたＩＯデータを受信するＩＯネットワークインターフェースと、第１のウェブページ
への第１のウェブページ及び第２のクライアントデバイスへの第２のウェブページを提供
するウェブサーバであって、第２のウェブページが、第１のウェブページとは異なる、ウ
ェブサーバと、第１及び第２のウェブページの両方に含まれる共通の列に基づいて、ＩＯ
データを第１及び第２のウェブページの両方へプッシュするプッシュサービスマネージャ
であって、共通の列が、第１及び第２のウェブページが加入するデータストリームを識別
し、ＩＯデータに関連付けられたデータストリームが、コントローラから報告される、プ
ッシュサービスマネージャとを備える装置を含む。
【０３２７】
　[0342]例９６は、マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアの動作を監視する
システムであって、ドアが非閉鎖状態にあることを示す第１の出力を生成する第１のセン
サと、非閉鎖状態にあるドアに関連付けられた出入口における人物又は物体のうちの少な
くとも１つの通過を示す第２の出力を生成する第２のセンサと、第１及び第２の出力を受
信するプロセッサであり、ドアが非閉鎖状態にあることを第１の出力が示し、第２のセン
サによって第２の出力が生成されなかったとき、ドアの誤起動を検出するプロセッサとを
備える。特定の例示的方法、装置、及び製品について本明細書に開示したが、本特許の包
含範囲はそれに限定されない。逆に、本特許は、本特許の特許請求の範囲の範囲内に適当
に入るすべての方法、装置、及び製品を包含する。
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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月10日(2020.11.10)
【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】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する装置であって、
　　トラックトレーラが前記マテリアルハンドリング設備のドックに存在するかどうかを
示す第１のデータを監視し、
　　前記ドックにある機器に関連付けられた条件を示す、前記第１のデータとは異なる第
２のデータを監視する
　データアナライザと、
　前記第１のデータ及び前記第２のデータに基づいて通知を生成する通知ジェネレータと
、
を備える装置。
【請求項２】
　前記第１のデータが、第１のデータソースによって生成され、前記第２のデータが、第
２のデータソースによって生成され、前記第１のデータソースが、前記第２のデータソー
スとは異なり、前記第１のデータソースが、前記ドックにある第１のセンサ、前記ドック
にある車両拘束装置、前記ドックにあるレベラ、ライトインジケータ、又は前記マテリア
ルハンドリング設備に関連付けられたドック管理システムに対するデータベースのうちの
少なくとも１つに対応し、前記第２のデータソースが、前記第１のセンサとは異なる前記
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ドックにある第２のセンサ、前記車両拘束装置、前記レベラ、前記ライトインジケータ、
又は前記データベースのうちの少なくとも１つに対応する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、ドアの
動作を監視し、前記条件が、前記ドアが非閉鎖状態にあるかどうかに対応し、前記通知ジ
ェネレータは、前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前記第１のデータが示し、
前記ドアが前記非閉鎖状態にあることを前記第２のデータが示すとき、前記通知を生成し
、前記通知が、前記ドアに関連付けられた落下の危険を示す、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記データアナライザは、前記ドアとは異なるバリアが前記非閉鎖状態にある前記ドア
に関連付けられた出入口の通過を阻止しているかどうかを示す第３のデータを監視し、前
記装置が、前記バリアが前記出入口の通過を阻止していることを前記第３のデータが示す
とき、前記通知の生成を抑制するイベントアナライザをさらに含む、請求項３に記載の装
置。
【請求項５】
　前記第２のデータソースが、前記ライトインジケータに対応し、前記ライトインジケー
タが、前記車両拘束装置が係合位置にある第１の状態と、前記車両拘束装置が格納位置に
ある第２の状態との間で切り換わり、前記車両拘束装置は、前記車両拘束装置が前記係合
位置にあるとき、前記ドックにある前記トレーラに係合し、前記ライトインジケータは、
前記車両が前記係合位置にあるか、それとも前記格納位置にあるかにかかわらず、前記車
両拘束装置がオーバーライドモードにされたとき、前記第１の状態に切り換わり、前記通
知ジェネレータは、（１）前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前記第１のデー
タが示すこと、及び（２）前記車両拘束装置が前記オーバーライドモードにあることに関
連して、前記ライトインジケータが前記第１の状態にあることを前記第２のデータが示す
ことに応答して、前記通知を生成し、前記通知は、前記ライトインジケータが前記第１の
状態にあったとき、前記トレーラが前記ドックから出されたことを示す、請求項２に記載
の装置。
【請求項６】
　前記第２のデータソースが、前記データベースに対応し、前記データベースが、前記マ
テリアルハンドリング設備の異なるドックへの異なるトレーラの割当てを示すドック管理
データを記憶し、前記通知ジェネレータは、前記ドックにトレーラが割り当てられていな
いことを前記第２のデータが示すときに、前記トレーラが前記ドックに存在することを前
記第１のデータが示すことに応答して、前記通知を生成し、前記通知が、前記トレーラが
誤ったドックにあることを示す、請求項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、前記ド
ックにある前記トレーラ内の活動を監視し、前記条件が、前記トレーラ内で感知された活
動のない持続時間に対応し、前記通知ジェネレータが、前記持続時間が閾値を超過したこ
とに応答して、前記通知を生成する、請求項２に記載の装置。
【請求項８】
　前記データアナライザが、前記ドックに関連付けられた第１の機器の動作を可能にする
手動開始式アクチュエータのユーザ起動を示す第３のデータを監視し、前記第２のデータ
ソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、前記第１の機器の前記動作
と連動関係にある第２の機器の状態を監視し、前記条件が、前記第２の機器の前記状態が
前記連動関係に基づいて前記第１の機器の前記動作を防止するかどうかに対応し、前記通
知ジェネレータは、前記第２の機器の前記状態が前記第１の機器の前記動作を防止するこ
とを前記第２のデータが示すとき、前記ユーザ起動に応答して前記通知を生成する、請求
項２に記載の装置。
【請求項９】
　前記通知ジェネレータが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドックの近傍に位置
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する画面に描画する、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記通知ジェネレータが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドックから離れたデ
バイスによってアクセスされるウェブページに描画する、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　データベースにイベントをログするイベントロガーをさらに含み、前記イベントが、前
記通知の内容に関連付けられている、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する装置であって、
　　前記マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアが非閉鎖状態にあることを示
す第１のデータを監視し、
　　前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口における人物又は物体のうち
の少なくとも１つの通過を示す第２のデータを監視する
　データアナライザと、
　前記ドアが前記非閉鎖状態にあることを前記第１のデータが示す持続時間中に、前記出
入口における前記人物又は前記物体のうちの少なくとも１つの通過がないことを前記第２
のデータが示すことに応答して、通知を生成する通知ジェネレータであり、前記通知が前
記ドアの誤起動を示す、通知ジェネレータと、
を備える装置。
【請求項１３】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する装置であって、
　前記マテリアルハンドリング設備の複数のドックに関連付けられたドックデータを集約
するデータベースであり、前記ドックデータが、（１）前記複数のドックに関連付けられ
た機器の動作状態の指示、（２）前記複数のドックに関連付けられたセンサからのフィー
ドバックに基づいた前記複数のドックの近傍における職員の活動の指示、及び（３）前記
複数のドックのうちの１つで荷積み又は荷降しのうちの少なくとも１つが行われるトレー
ラに関連付けられた積荷情報を含む、データベースと、
　　前記複数のドックに対応する複数のドックアイコンを描画し、
　　ユーザが前記複数のドックアイコンのうちの第１のドックアイコンを選択したことに
応答して、前記ユーザが選択するためのオプションのメニューを描画し、前記メニューに
提示される前記オプションが、前記ドックデータに基づいて動的に更新される、
　通知ジェネレータと、
を備える装置。
【請求項１４】
　前記通知ジェネレータは、前記複数のドックのうちの第１のドックに第１のトレーラが
存在することを示す前記ドックデータに応答して、
　前記複数のドックアイコンのうち、前記第１のドックに対応する第１のドックアイコン
に隣り合って、トラックトレーラを表す形状を有するトレーラアイコンを描画し、
　前記第１のトレーラに関連付けられた前記積荷情報にアクセスするための第１のオプシ
ョンを含むように、前記メニューに提示される前記オプションを更新する、請求項１３に
記載の装置。
【請求項１５】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコン内のタイミングインジケータを動的に
更新し、前記タイミングインジケータは、前記第１のトレーラが前記第１のドックに位置
している持続時間を示す、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記タイミングインジケータが、前記持続時間に対応するタイマ値を含む、請求項１５
に記載の装置。
【請求項１７】
　前記タイミングインジケータが、前記トレーラアイコンの第２の部分とは異なる色で描
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画された前記トレーラアイコンの第１の部分に対応するプログレスバーを含み、前記第１
の部分が、前記持続時間に比例してサイズが増大する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１の部分は、前記持続時間が延滞料金期間に対応する閾値期間を超過したとき、
前記トレーラアイコンの全体に対応する、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコン内に予約時間インジケータを描画し、
前記予約時間インジケータが、前記第１のトレーラに対して予定された予約の時間を示す
、請求項１４に記載の装置。
【請求項２０】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコン内に予約カウントダウンを描画し、前
記予約カウントダウンが、前記予定された予約までに残っている時間を示す、請求項１９
に記載の装置。
【請求項２１】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコンに隣り合って積込み状態インジケータ
を描画し、前記積込み状態インジケータが、前記第１のトレーラの中又は外へ貨物を動か
す進捗状態を示し、前記進捗状態が、開始前、貨物上で待機、部分的に完了、又は完了の
うちの少なくとも１つに対応する、請求項１４に記載の装置。
【請求項２２】
　前記通知ジェネレータは、
　前記第１のトレーラが実際の積荷に関連付けられていることを示すドックデータに応答
して、前記トレーラアイコンの隣にトラクタユニットアイコンを描画し、トラクタユニッ
トが前記第１のトレーラに連結されたことを図示し、
　前記第１のトレーラが納入された積荷に関連付けられていることを示すドックデータに
応答して、前記トレーラアイコンに隣り合って納入状態インジケータを描画し、前記納入
状態インジケータが、前記第１のトレーラがトレーラヤードへ動かされるべきか、それと
も前記第１のドックに留まるべきかを示す、請求項１４に記載の装置。
【請求項２３】
　前記通知ジェネレータは、前記第１のトレーラが温度制御されていることを前記積荷情
報が示すとき、前記トレーラアイコン又は前記トラクタユニットアイコンのうちの少なく
とも１つの外観を修正する、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコンに隣り合って相互ドック状態インジケ
ータを描画し、前記相互ドック状態インジケータが、（１）前記第１のトレーラ内の貨物
が異なるトレーラへ動かされるべきであること、又は（２）前記異なるトレーラ内の貨物
が前記第１のトレーラへ動かされるべきであることのうちの少なくとも１つを示す、請求
項１４に記載の装置。
【請求項２５】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコンに隣り合って積荷方向インジケータを
描画し、前記積荷方向インジケータは、前記第１のトレーラが、前記第１のトレーラ上の
貨物が荷降されるべき入ってくる積荷に関連付けられているか、それとも前記第１のトレ
ーラ上へ貨物が荷積みされるべき出ていく積荷に関連付けられているかを示す、請求項１
４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコンに隣り合って優先度インジケータを描
画し、前記優先度インジケータが、前記第１のトレーラの優先度を示す、請求項１４に記
載の装置。
【請求項２７】
　前記優先度インジケータが、第１の優先度を示す第１の外観と、前記第１の優先度より
大きい第２の優先度を示す第２の外観との間で切り換わる、請求項２６に記載の装置。
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【請求項２８】
　前記通知ジェネレータは、前記第１のトレーラが入ってくる積荷に関連付けられている
ことを示す前記ドックデータに応答して、前記トレーラアイコン内に積荷カウンタを描画
し、前記積荷カウンタが、前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの総数
を示す、請求項２４に記載の装置。
【請求項２９】
　前記トレーラ内で検出された前記活動に基づいて、前記第１のトレーラから除去される
べき貨物ユニットの残りの数を判定するイベントアナライザをさらに含み、前記通知ジェ
ネレータが、前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの前記残りの数を示
すように、前記積荷カウンタを動的に更新し、前記残りの数が、前記総数とともに描画さ
れる、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記通知ジェネレータが、前記トレーラアイコンに隣り合って、運送業者コード又はト
レーラ番号のうちの少なくとも１つを描画する、請求項２４に記載の装置。
【請求項３１】
　前記通知ジェネレータは、
　前記複数のドックアイコンのうちの対応するドックアイコンに隣り合って複数の拘束信
号アイコンを描画し、前記複数の拘束信号アイコンが、前記ドックのうちの対応するドッ
クにおける対応する車両拘束装置の状態を表し、前記車両拘束装置の状態が、前記複数の
ドックのうちの対応するドックで前記車両拘束装置がトレーラに係合された第１の状態、
及び前記車両拘束装置が格納位置にある第２の状態を含み、
　前記対応する車両拘束装置の前記状態に基づいて、赤色光の表示と緑色光の表示との間
で前記複数の拘束信号アイコンを動的に切り換え、前記赤色光が、前記第１の状態を示し
、前記緑色光が、前記第２の状態を示す、請求項１３に記載の装置。
【請求項３２】
　前記通知ジェネレータが、前記ドックデータに基づいて、前記複数のドックのうちの対
応するドックの状態の変化を表すように、前記複数のドックアイコンを動的に切り換える
、請求項１３に記載の装置。
【請求項３３】
　命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、実行されたとき、プ
ロセッサに少なくとも、
　トラックトレーラが前記マテリアルハンドリング設備のドックに存在するかどうかを示
す第１のデータを監視させ、
　前記ドックにある機器に関連付けられた条件を示す、前記第１のデータとは異なる第２
のデータを監視させ、
　前記第１のデータ及び前記第２のデータに基づいて通知を生成させる、非一時的コンピ
ュータ可読媒体。
【請求項３４】
　前記第１のデータが、第１のデータソースによって生成され、前記第２のデータが、第
２のデータソースによって生成され、前記第１のデータソースが、前記第２のデータソー
スとは異なり、前記第１のデータソースが、前記ドックにある第１のセンサ、前記ドック
にある車両拘束装置、前記ドックにあるレベラ、ライトインジケータ、又は前記マテリア
ルハンドリング設備に関連付けられたドック管理システムに対するデータベースのうちの
少なくとも１つに対応し、前記第２のデータソースが、前記第１のセンサとは異なる前記
ドックにある第２のセンサ、前記車両拘束装置、前記レベラ、前記ライトインジケータ、
又は前記データベースのうちの少なくとも１つに対応する、請求項３３に記載の非一時的
コンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、ドアの
動作を監視し、前記条件は、前記ドアが非閉鎖状態にあるかどうかに対応し、前記命令は
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、さらに前記プロセッサに、前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前記第１のデ
ータが示し、前記ドアが前記非閉鎖状態にあることを前記第２のデータが示すとき、前記
通知を生成させ、前記通知が、前記ドアに関連付けられた落下の危険を示す、請求項３４
に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３６】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、
　前記ドアとは異なるバリアが前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口の
通過を阻止しているかどうかを示す第３のデータを監視させ、
　前記バリアが前記出入口の通過を阻止していることを前記第３のデータが示すとき、前
記通知の生成を抑制させる、請求項３５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　前記第２のデータソースが、前記ライトインジケータに対応し、前記ライトインジケー
タは、前記車両拘束装置が係合位置にある第１の状態と、前記車両拘束装置が格納位置に
ある第２の状態との間で切り換わり、前記車両拘束装置は、前記車両拘束装置が前記係合
位置にあるとき、前記ドックにある前記トレーラに係合し、前記ライトインジケータは、
前記車両が前記係合位置にあるか、それとも前記格納位置にあるかにかかわらず、前記車
両拘束装置がオーバーライドモードにされたとき、前記第１の状態に切り換わり、前記命
令は、さらに前記プロセッサに、（１）前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前
記第１のデータが示すこと、及び（２）前記車両拘束装置が前記オーバーライドモードに
あることに関連して、前記ライトインジケータが前記第１の状態にあることを前記第２の
データが示すことに応答して、前記通知を生成させ、前記通知は、前記ライトインジケー
タが前記第１の状態にあったとき、前記トレーラが前記ドックから出されたことを示す、
請求項３４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３８】
　前記第２のデータソースが、前記データベースに対応し、前記データベースが、前記マ
テリアルハンドリング設備の異なるドックへの異なるトレーラの割当てを示すドック管理
データを記憶し、前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記トレーラが前記ドックに存
在することを前記第１のデータが示し、前記ドックにトレーラが割り当てられていないこ
とを前記第２のデータが示すことに応答して、前記通知を生成させ、前記通知が、前記ト
レーラが誤ったドックにあることを示す、請求項３４に記載の非一時的コンピュータ可読
媒体。
【請求項３９】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、前記ド
ックにある前記トレーラ内の活動を監視し、前記条件が、前記トレーラ内で感知された活
動のない持続時間に対応し、前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記持続時間が閾値
を超過したことに応答して、前記通知を生成させる、請求項３４に記載の非一時的コンピ
ュータ可読媒体。
【請求項４０】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、
　前記ドックに関連付けられた第１の機器の動作を可能にする手動開始式アクチュエータ
のユーザ起動を示す第３のデータを監視させ、前記第２のデータソースが、前記第２のセ
ンサに対応し、前記第２のセンサが、前記第１の機器の前記動作と連動関係にある第２の
機器の状態を監視し、前記条件は、前記第２の機器の前記状態が前記連動関係に基づいて
前記第１の機器の前記動作を防止するかどうかに対応し、
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記第２の機器の前記状態が前記第１の機器の
前記動作を防止することを前記第２のデータが示すとき、前記ユーザ起動に応答して前記
通知を生成させる、請求項３４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項４１】
　前記通知を生成することが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドアの近傍に位置
する画面に描画することを含む、請求項３３に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
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【請求項４２】
　前記通知を生成することが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドアから離れたデ
バイスによってアクセスされるウェブページに描画することを含む、請求項３３に記載の
非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項４３】
　命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、実行されたとき、プ
ロセスに少なくとも、
　前記マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアが非閉鎖状態にあることを示す
第１のデータを監視させ、
　前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口における人物又は物体のうちの
少なくとも１つの通過を示す第２のデータを監視させ、
　前記ドアが前記非閉鎖状態にあることを前記第１のデータが示し、前記出入口における
前記人物又は前記物体のうちの少なくとも１つの通過がないことを前記第２のデータが示
すことに応答して、通知を生成させ、前記通知が、前記ドアの誤起動を示す、非一時的コ
ンピュータ可読媒体。
【請求項４４】
　命令を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、実行されたとき、プ
ロセスに少なくとも、
　前記マテリアルハンドリング設備の複数のドックに関連付けられたドックデータを集約
させ、前記ドックデータが、（１）前記複数のドックに関連付けられた機器の動作状態の
指示、（２）前記複数のドックに関連付けられたセンサからのフィードバックに基づいた
前記複数のドックの近傍における職員の活動の指示、及び（３）前記複数のドックのうち
の１つで荷積み又は荷降しのうちの少なくとも１つが行われるトレーラに関連付けられた
積荷情報を含み、
　前記複数のドックに対応する複数のドックアイコンを描画させ、
　ユーザが前記複数のドックアイコンのうちの第１のドックアイコンを選択したことに応
答して、前記ユーザが選択するためのオプションのメニューを描画させ、前記メニューに
提示される前記オプションが、前記ドックデータに基づいて動的に更新される、非一時的
コンピュータ可読媒体。
【請求項４５】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記複数のドックのうちの第１のドックに第１
のトレーラが存在することを示す前記ドックデータに応答して、
　前記複数のドックアイコンのうち、前記第１のドックに対応する第１のドックアイコン
に隣り合って、トラックトレーラを表す形状を有するトレーラアイコンを描画させ、
　前記第１のトレーラに関連付けられた前記積荷情報にアクセスするための第１のオプシ
ョンを含むように、前記メニューに提示される前記オプションを更新させる、請求項４４
に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項４６】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコン内のタイミングインジケ
ータを動的に更新させ、前記タイミングインジケータは、前記第１のトレーラが前記第１
のドックに位置している持続時間を示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読
媒体。
【請求項４７】
　前記タイミングインジケータが、前記持続時間に対応するタイマ値を含む、請求項４６
に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項４８】
　前記タイミングインジケータが、前記トレーラアイコンの第２の部分とは異なる色で描
画された前記トレーラアイコンの第１の部分に対応するプログレスバーを含み、前記第１
の部分が、前記持続時間に比例してサイズが増大する、請求項４６に記載の非一時的コン
ピュータ可読媒体。
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【請求項４９】
　前記第１の部分は、前記持続時間が延滞料金期間に対応する閾値期間を超過したとき、
前記トレーラアイコンの全体に対応する、請求項４８に記載の非一時的コンピュータ可読
媒体。
【請求項５０】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコン内に予約時間インジケー
タを描画させ、前記予約時間インジケータが、前記第１のトレーラに対して予定された予
約の時間を示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５１】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコン内に予約カウントダウン
を描画させ、前記予約カウントダウンが、前記予定された予約までに残っている時間を示
す、請求項５０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５２】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコンに隣り合って積込み状態
インジケータを描画させ、前記積込み状態インジケータが、前記第１のトレーラの中又は
外へ貨物を動かす進捗状態を示し、前記進捗状態が、開始前、貨物上で待機、部分的に完
了、又は完了のうちの少なくとも１つに対応する、請求項４５に記載の非一時的コンピュ
ータ可読媒体。
【請求項５３】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、
　前記第１のトレーラが実際の積荷に関連付けられていることを示すドックデータに応答
して、前記トレーラアイコンの隣にトラクタユニットアイコンを描画させ、トラクタユニ
ットが前記第１のトレーラに連結されたことを図示させ、
　前記第１のトレーラが納入された積荷に関連付けられていることを示すドックデータに
応答して、前記トレーラアイコンに隣り合って納入状態インジケータを描画させ、前記納
入状態インジケータが、前記第１のトレーラがトレーラヤードへ動かされるべきか、それ
とも前記第１のドックに留まるべきかを示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ
可読媒体。
【請求項５４】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記第１のトレーラが温度制御されていること
を前記積荷情報が示すとき、前記トレーラアイコン又は前記トラクタユニットアイコンの
うちの少なくとも１つの外観を修正させる、請求項５３に記載の非一時的コンピュータ可
読媒体。
【請求項５５】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコンに隣り合って相互ドック
状態インジケータを描画させ、前記相互ドック状態インジケータが、（１）前記第１のト
レーラ内の貨物が異なるトレーラへ動かされるべきであること、又は（２）前記異なるト
レーラ内の貨物が前記第１のトレーラへ動かされるべきであることのうちの少なくとも１
つを示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５６】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコンに隣り合って積荷方向イ
ンジケータを描画させ、前記積荷方向インジケータは、前記第１のトレーラが、前記第１
のトレーラ上の貨物が荷降しされるべき入ってくる積荷に関連付けられているか、それと
も前記第１のトレーラ上へ貨物が荷積みされるべき出ていく積荷に関連付けられているか
を示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５７】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコンに隣り合って優先度イン
ジケータを描画させ、前記優先度インジケータが、前記第１のトレーラの優先度を示す、
請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項５８】
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　前記優先度インジケータが、第１の優先度を示す第１の外観と、前記第１の優先度より
大きい第２の優先度を示す第２の外観との間で切り換わる、請求項５７に記載の非一時的
コンピュータ可読媒体。
【請求項５９】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、前記第１のトレーラが入ってくる積荷に関連付
けられていることを示す前記ドックデータに応答して、前記トレーラアイコン内に積荷カ
ウンタを描画させ、前記積荷カウンタが、前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物
ユニットの総数を示す、請求項４５に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６０】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、
　前記トレーラ内で検出された前記活動に基づいて、前記第１のトレーラから除去される
べき貨物ユニットの残りの数を判定させ、
　前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの前記残りの数を示すように、
前記積荷カウンタを動的に更新させ、前記残りの数が、前記総数とともに描画される、請
求項５９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６１】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記トレーラアイコンに隣り合って、運送業者
コード又はトレーラ番号のうちの少なくとも１つを描画させる、請求項４５に記載の非一
時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６２】
　前記命令は、さらに前記プロセッサに、
　前記複数のドックアイコンのうちの対応するドックアイコンに隣り合って複数の拘束信
号アイコンを描画させ、前記複数の拘束信号アイコンが、前記ドックのうちの対応するド
ックにおける対応する車両拘束装置の状態を表し、前記車両拘束装置の状態が、前記複数
のドックのうちの対応するドックで前記車両拘束装置がトレーラに係合された第１の状態
、及び前記車両拘束装置が格納位置にある第２の状態を含み、
　前記対応する車両拘束装置の前記状態に基づいて、赤色光の表示と緑色光の表示との間
で、前記複数の拘束信号アイコンを動的に切り換えさせ、前記赤色光が、前記第１の状態
を示し、前記緑色光が、前記第２の状態を示す、請求項４４に記載の非一時的コンピュー
タ可読媒体。
【請求項６３】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに、前記ドックデータに基づいて、前記複数のドッ
クのうちの対応するドックの状態の変化を表すように、前記複数のドックアイコンを動的
に切り換えさせる、請求項４４に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項６４】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する方法であって、
　トラックトレーラが前記マテリアルハンドリング設備のドックに存在するかどうかを示
す第１のデータを監視するステップと、
　前記ドックにある機器に関連付けられた条件を示す、前記第１のデータとは異なる第２
のデータを監視するステップと、
　前記第１のデータ及び前記第２のデータに基づいて通知を生成するステップと、
を含む、方法。
【請求項６５】
　前記第１のデータが、第１のデータソースによって生成され、前記第２のデータが、第
２のデータソースによって生成され、前記第１のデータソースが、前記第２のデータソー
スとは異なり、前記第１のデータソースが、前記ドックにある第１のセンサ、前記ドック
にある車両拘束装置、前記ドックにあるレベラ、ライトインジケータ、又は前記マテリア
ルハンドリング設備に関連付けられたドック管理システムに対するデータベースのうちの
少なくとも１つに対応し、前記第２のデータソースが、前記第１のセンサとは異なる前記
ドックにある第２のセンサ、前記車両拘束装置、前記レベラ、前記ライトインジケータ、
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又は前記データベースのうちの少なくとも１つに対応する、請求項６４に記載の方法。
【請求項６６】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、ドアの
動作を監視し、前記条件は、前記ドアが非閉鎖状態にあるかどうかに対応し、前記方法は
、前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前記第１のデータが示し、前記ドアが前
記非閉鎖状態にあることを前記第２のデータが示すとき、前記通知を生成するステップを
さらに含み、前記通知が、前記ドアに関連付けられた落下の危険を示す、請求項６５に記
載の方法。
【請求項６７】
　前記ドアとは異なるバリアが前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口の
通過を阻止しているかどうかを示す第３のデータを監視するステップと、
　前記バリアが前記出入口の通過を阻止していることを前記第３のデータが示すとき、前
記通知の生成を抑制するステップと、
　をさらに含む、請求項６６に記載の方法。
【請求項６８】
　前記第２のデータソースが、前記ライトインジケータに対応し、前記ライトインジケー
タは、前記車両拘束装置が係合位置にある第１の状態と、前記車両拘束装置が格納位置に
ある第２の状態との間で切り換わり、前記車両拘束装置は、前記車両拘束装置が前記係合
位置にあるとき、前記ドックにある前記トレーラに係合し、前記ライトインジケータは、
前記車両が前記係合位置にあるか、それとも前記格納位置にあるかにかかわらず、前記車
両拘束装置がオーバーライドモードにされたとき、前記第１の状態に切り換わり、前記方
法は、（１）前記トレーラが前記ドックに存在しないことを前記第１のデータが示すこと
、及び（２）前記車両拘束装置が前記オーバーライドモードにあることに関連して、前記
ライトインジケータが前記第１の状態にあることを前記第２のデータが示すことに応答し
て、前記通知を生成するステップをさらに含み、前記通知は、前記ライトインジケータが
前記第１の状態にあったとき、前記トレーラが前記ドックから出されたことを示す、請求
項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　前記第２のデータソースが、前記データベースに対応し、前記データベースが、前記マ
テリアルハンドリング設備の異なるドックへの異なるトレーラの割当てを示すドック管理
データを記憶し、前記方法は、前記トレーラが前記ドックに存在することを前記第１のデ
ータが示し、前記ドックにトレーラが割り当てられていないことを前記第２のデータが示
すことに応答して、前記通知を生成するステップをさらに含み、前記通知が、前記トレー
ラが誤ったドックにあることを示す、請求項６７に記載の方法。
【請求項７０】
　前記第２のデータソースが、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、前記ド
ックにある前記トレーラ内の活動を監視し、前記条件が、前記トレーラ内で感知された活
動のない持続時間に対応し、前記方法は、前記持続時間が閾値を超過したことに応答して
、前記通知を生成するステップをさらに含む、請求項６７に記載の方法。
【請求項７１】
　前記ドックに関連付けられた第１の機器の動作を可能にする手動開始式アクチュエータ
のユーザ起動を示す第３のデータを監視するステップであって、前記第２のデータソース
が、前記第２のセンサに対応し、前記第２のセンサが、前記第１の機器の前記動作と連動
関係にある第２の機器の状態を監視し、前記条件は、前記第２の機器の前記状態が前記連
動関係に基づいて前記第１の機器の前記動作を防止するかどうかに対応する、監視するス
テップと、
　前記第２の機器の前記状態が前記第１の機器の前記動作を防止することを前記第２のデ
ータが示すとき、前記ユーザ起動に応答して前記通知を生成するステップと、
　をさらに含む、請求項６７に記載の方法。
【請求項７２】
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　前記通知を生成するステップが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドックの近傍
に位置する画面に描画するステップを含む、請求項６６に記載の方法。
【請求項７３】
　前記通知を生成するステップが、前記通知に関連付けられた情報を、前記ドックから離
れたデバイスによってアクセスされるウェブページに描画するステップを含む、請求項６
６に記載の方法。
【請求項７４】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する方法であって、
　前記マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアが非閉鎖状態にあることを示す
第１のデータを監視するステップと、
　前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口における人物又は物体のうちの
少なくとも１つの通過を示す第２のデータを監視するステップと、
　前記ドアが前記非閉鎖状態にあることを前記第１のデータが示し、前記出入口における
前記人物又は前記物体のうちの少なくとも１つの通過がないことを示す前記第２のデータ
が示すことに応答して、通知を生成するステップであり、前記通知が前記ドアの誤起動を
示す、ステップと、
を含む方法。
【請求項７５】
　マテリアルハンドリング設備における動作を監視する方法であって、
　前記マテリアルハンドリング設備の複数のドックに関連付けられたドックデータを集約
するステップであり、前記ドックデータが、（１）前記複数のドックに関連付けられた機
器の動作状態の指示、（２）前記複数のドックに関連付けられたセンサからのフィードバ
ックに基づいた前記複数のドックの近傍における職員の活動の指示、及び（３）前記複数
のドックのうちの１つで荷積み又は荷降しのうちの少なくとも１つが行われるトレーラに
関連付けられた積荷情報を含む、ステップと、
　前記複数のドックに対応する複数のドックアイコンを描画するステップと、
　ユーザが前記複数のドックアイコンのうちの第１のドックアイコンを選択したことに応
答して、前記ユーザが選択するためのオプションのメニューを描画するステップであり、
前記メニューに提示される前記オプションが、前記ドックデータに基づいて動的に更新さ
れる、ステップと、
を含む方法。
【請求項７６】
　第１のトレーラが前記複数のドックのうちの第１のドックに存在することを示す前記ド
ックデータに応答して、
　前記複数のドックアイコンのうち、前記第１のドックに対応する第１のドックアイコン
に隣り合って、トラックトレーラを表す形状を有するトレーラアイコンを描画するステッ
プと、
　前記第１のトレーラに関連付けられた前記積荷情報にアクセスするための第１のオプシ
ョンを含むように、前記メニューに提示される前記オプションを更新するステップと、
をさらに含む、請求項７５に記載の方法。
【請求項７７】
　前記トレーラアイコン内のタイミングインジケータを動的に更新するステップをさらに
含み、前記タイミングインジケータが、前記第１のトレーラが前記第１のドックに位置し
ている持続時間を示す、請求項７６に記載の方法。
【請求項７８】
　前記タイミングインジケータが、前記持続時間に対応するタイマ値を含む、請求項７７
に記載の方法。
【請求項７９】
　前記タイミングインジケータが、前記トレーラアイコンの第２の部分とは異なる色で描
画された前記トレーラアイコンの第１の部分に対応するプログレスバーを含み、前記第１
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の部分が、前記持続時間に比例してサイズが増大する、請求項７７に記載の方法。
【請求項８０】
　前記第１の部分は、前記持続時間が延滞料金期間に対応する閾値期間を超過したとき、
前記トレーラアイコンの全体に対応する、請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　前記トレーラアイコン内に予約時間インジケータを描画するステップをさらに含み、前
記予約時間インジケータが、前記第１のトレーラに対して予定された予約の時間を示す、
請求項７６に記載の方法。
【請求項８２】
　前記トレーラアイコン内に予約カウントダウンを描画するステップをさらに含み、前記
予約カウントダウンが、前記予定された予約までに残っている時間を示す、請求項８１に
記載の方法。
【請求項８３】
　前記トレーラアイコンに隣り合って積込み状態インジケータを描画するステップをさら
に含み、前記積込み状態インジケータが、前記第１のトレーラの中又は外へ貨物を動かす
進捗状態を示し、前記進捗状態が、開始前、貨物上で待機、部分的に完了、又は完了のう
ちの少なくとも１つに対応する、請求項７６に記載の方法。
【請求項８４】
　前記第１のトレーラが実際の積荷に関連付けられていることを示すドックデータに応答
して、前記トレーラアイコンの隣にトラクタユニットアイコンを描画し、トラクタユニッ
トが前記第１のトレーラに連結されたことを図示するステップと、
　前記第１のトレーラが納入された積荷に関連付けられていることを示すドックデータに
応答して、前記トレーラアイコンに隣り合って納入状態インジケータを描画するステップ
であり、前記納入状態インジケータが、前記第１のトレーラがトレーラヤードへ動かされ
るべきか、それとも前記第１のドックに留まるべきかを示す、ステップと、
をさらに含む、請求項７６に記載の方法。
【請求項８５】
　前記第１のトレーラが温度制御されていることを前記積荷情報が示すとき、前記トレー
ラアイコン又は前記トラクタユニットアイコンのうちの少なくとも１つの外観を修正する
ステップをさらに含む、請求項８４に記載の方法。
【請求項８６】
　前記トレーラアイコンに隣り合って相互ドック状態インジケータを描画するステップを
さらに含み、前記相互ドック状態インジケータが、（１）前記第１のトレーラ内の貨物が
異なるトレーラへ動かされるべきであること、又は（２）前記異なるトレーラ内の貨物が
前記第１のトレーラへ動かされるべきであることのうちの少なくとも１つを示す、請求項
７６に記載の方法。
【請求項８７】
　前記トレーラアイコンに隣り合って積荷方向インジケータを描画するステップをさらに
含み、前記積荷方向インジケータは、前記第１のトレーラが、前記第１のトレーラ上の貨
物が荷降しされるべき入ってくる積荷に関連付けられているか、それとも前記第１のトレ
ーラ上へ貨物が荷積みされるべき出ていく積荷に関連付けられているかを示す、請求項７
６に記載の方法。
【請求項８８】
　前記トレーラアイコンに隣り合って優先度インジケータを描画するステップをさらに含
み、前記優先度インジケータが、前記第１のトレーラの優先度を示す、請求項７６に記載
の方法。
【請求項８９】
　前記優先度インジケータが、第１の優先度を示す第１の外観と、前記第１の優先度より
大きい第２の優先度を示す第２の外観との間で切り換わる、請求項８８に記載の方法。
【請求項９０】
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　前記第１のトレーラが入ってくる積荷に関連付けられていることを示す前記ドックデー
タに応答して、前記トレーラアイコン内に積荷カウンタを描画するステップをさらに含み
、前記積荷カウンタが、前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの総数を
示す、請求項７６に記載の方法。
【請求項９１】
　前記トレーラ内で検出された前記活動に基づいて、前記第１のトレーラから除去される
べき貨物ユニットの残りの数を判定するステップと、
　前記第１のトレーラの外へ動かされるべき貨物ユニットの前記残りの数を示すように、
前記積荷カウンタを動的に更新するステップであり、前記残りの数が前記総数とともに描
画される、ステップと、
をさらに含む、請求項９０に記載の方法。
【請求項９２】
　前記トレーラアイコンに隣り合って、運送業者コード又はトレーラ番号のうちの少なく
とも１つを描画するステップをさらに含む、請求項７６に記載の方法。
【請求項９３】
　前記複数のドックアイコンのうちの対応するドックアイコンに隣り合って複数の拘束信
号アイコンを描画するステップであり、前記複数の拘束信号アイコンが、前記複数のドッ
クのうちの対応するドックにおける対応する車両拘束装置の状態を表し、前記車両拘束装
置の状態が、前記複数のドックのうちの対応するドックで前記車両拘束装置がトレーラに
係合された第１の状態、及び前記車両拘束装置が格納位置にある第２の状態を含む、ステ
ップと、
　前記対応する車両拘束装置の前記状態に基づいて、赤色光の表示と緑色光の表示との間
で、前記複数の拘束信号アイコンを動的に切り換えるステップであり、前記赤色光が前記
第１の状態を示し、前記緑色光が前記第２の状態を示す、ステップと、
をさらに含む、請求項７５に記載の方法。
【請求項９４】
　前記ドックデータに基づいて、前記複数のドックのうちの対応するドックの状態の変化
を表すように、前記複数のドックアイコンを動的に切り換えるステップをさらに含む、請
求項７５に記載の方法。
【請求項９５】
　マテリアルハンドリング設備に関連付けられたコントローラから報告されたＩＯデータ
を受信するＩＯネットワークインターフェースであり、前記ＩＯデータが、前記コントロ
ーラによって監視されるＩＯパラメータのための値を含む、ＩＯネットワークインターフ
ェースと、
　第１のクライアントデバイスへの第１のウェブページ及び第２のクライアントデバイス
への第２のウェブページを提供するウェブサーバであって、前記第２のウェブページが、
前記第１のウェブページとは異なり、前記第１のウェブページが、前記ＩＯパラメータの
前記値に基づく第１の情報を含み、前記第２のウェブページが、前記ＩＯパラメータの前
記値に基づく第２の情報を含み、前記ウェブサーバが、前記第１のウェブページを介して
入力されたユーザ入力データを受信する、ウェブサーバと、
　前記ユーザ入力データを前記第２のウェブページへプッシュするプッシュサービスマネ
ージャであって、前記第２の情報が、前記ユーザ入力データに基づいて更新される、プッ
シュサービスマネージャと、
を備える装置。
【請求項９６】
　マテリアルハンドリング設備に関連付けられたコントローラから報告されたＩＯデータ
を受信するＩＯネットワークインターフェースと、
　第１のクライアントデバイスへの第１のウェブページ及び第２のクライアントデバイス
への第２のウェブページを提供するウェブサーバであって、前記第２のウェブページが、
前記第１のウェブページとは異なる、ウェブサーバと、
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　前記第１及び第２のウェブページの両方に含まれる共通の列に基づいて、前記ＩＯデー
タを前記第１及び第２のウェブページの両方へプッシュするプッシュサービスマネージャ
であって、前記共通の列が、前記第１及び第２のウェブページが加入するデータストリー
ムを識別し、前記ＩＯデータに関連付けられた前記データストリームが、前記コントロー
ラから報告される、プッシュサービスマネージャと、
を備える装置。
【請求項９７】
　マテリアルハンドリング設備に関連付けられたドアの動作を監視するシステムであって
、
　前記ドアが非閉鎖状態にあることを示す第１の出力を生成する第１のセンサと、
　前記非閉鎖状態にある前記ドアに関連付けられた出入口における人物又は物体のうちの
少なくとも１つの通過を示す第２の出力を生成する第２のセンサと、
　前記第１及び第２の出力を受信するプロセッサであり、前記ドアが前記非閉鎖状態にあ
ることを前記第１の出力が示し、前記第２のセンサによって前記第２の出力が生成されな
かったとき、前記ドアの誤起動を検出するプロセッサと、
を備える、システム。
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