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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】データの伝送量を減らして、データの伝送効率
を高め、伝送資源の占用を減らす技術的効果を実現する
ことができ、ナビゲーション情報データの一部を表示す
るだけで、表示コストを削減する技術的効果を実現する
データ処理方法と装置、電子機器、車端機器、ナビゲー
ションシステム及び記憶媒体を提供する。
【解決手段】ナビゲーション装置に適用できるデータ処
理方法であって、、オブジェクトによってトリガされた
ナビゲーション要求を受信することと、予め設定された
地図情報に基づいて、ナビゲーション要求に対応する全
量ナビゲーション情報を確定することと、全量ナビゲー
ション情報から一部のナビゲーション情報を選択するこ
とと、表示装置が一部のナビゲーション情報を表示する
ように、一部のナビゲーション情報を表示装置に送信す
ることとを含み、全量ナビゲーション情報から選択され
た一部のナビゲーション情報を表示装置に送信する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナビゲーション装置に適用されるデータ処理方法であって、
　オブジェクトによってトリガされたナビゲーション要求を受信することと、
　予め設定された地図情報に基づいて、前記ナビゲーション要求に対応する全量ナビゲー
ション情報を確定することと、
　前記全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択することと、
　表示装置が前記一部のナビゲーション情報を表示するように、前記一部のナビゲーショ
ン情報を表示装置に送信することと、を含む、データ処理方法。
【請求項２】
　前記ナビゲーション要求は、出発地情報と目的地情報を持ち、
　前記予め設定された地図情報に基づいて、前記ナビゲーション要求に対応する全量ナビ
ゲーション情報を確定することは、
　予め設定された地図情報から、前記出発地情報と前記目的地情報にそれぞれ対応する地
図情報を選択することと、
　確定された地図情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情報を生成することと、を含
む、請求項１に記載のデータ処理方法。
【請求項３】
　前記全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択することは、
　予め設定された構成情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情報から前記一部のナビ
ゲーション情報を選択すること、を含む、請求項１に記載のデータ処理方法。
【請求項４】
　前記予め設定された構成情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情報から前記一部の
ナビゲーション情報を選択することは、
　前記全量ナビゲーション情報から前記構成情報に対応するナビゲーションデータを選択
することと、
　前記構成情報に対応するナビゲーションデータをカプセル化して、前記一部のナビゲー
ション情報を生成することと、を含む、請求項３に記載のデータ処理方法。
【請求項５】
　前記構成情報は、車両の属性情報に基づいて生成される、請求項３に記載のデータ処理
方法。
【請求項６】
　前記ナビゲーション要求は、関心ポイント情報を持ち、
　前記全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択することは、
　前記関心ポイント情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情報から前記関心ポイント
情報に対応するナビゲーションデータを選択することと、
　前記関心ポイント情報に対応するナビゲーションデータをカプセル化して、前記一部の
ナビゲーション情報を生成することと、を含む、請求項１に記載のデータ処理方法。
【請求項７】
　前記一部のナビゲーション情報は、ナビゲーション状態情報、速度関連情報、車線情報
、誘導情報及び目的地情報を含む、請求項１～請求項６のいずれか１項に記載のデータ処
理方法。
【請求項８】
　前記ナビゲーション装置と前記表示装置は、ＡＩＤＬインターフェースを介して通信す
る、請求項１～請求項６のいずれか１項に記載のデータ処理方法。
【請求項９】
　オブジェクトによってトリガされたナビゲーション要求を受信するための受信モジュー
ルと、
　予め設定された地図情報に基づいて、前記ナビゲーション要求に対応する全量ナビゲー
ション情報を確定するための確定モジュールと、
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　前記全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択するための選択モジ
ュールと、
　表示装置が前記一部のナビゲーション情報を表示するように、前記一部のナビゲーショ
ン情報を表示装置に送信するための送信モジュールと、を含む、データ処理装置。
【請求項１０】
　前記ナビゲーション要求は、出発地情報と目的地情報を持ち、前記確定モジュールは、
予め設定された地図情報から、前記出発地情報と前記目的地情報にそれぞれ対応する地図
情報を選択して、確定された地図情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情報を生成す
るために使用される、請求項９に記載のデータ処理装置。
【請求項１１】
　前記選択モジュールは、予め設定された構成情報に基づいて、前記全量ナビゲーション
情報から前記一部のナビゲーション情報を選択するために使用される、請求項９に記載の
データ処理装置。
【請求項１２】
　前記選択モジュールは、前記全量ナビゲーション情報から前記構成情報に対応するナビ
ゲーションデータを選択し、前記構成情報に対応するナビゲーションデータをカプセル化
して、前記一部のナビゲーション情報を生成するために使用される、請求項１１に記載の
データ処理装置。
【請求項１３】
　前記構成情報は、車両の属性情報に基づいて生成される、請求項１１に記載のデータ処
理装置。
【請求項１４】
　前記ナビゲーション要求は、関心ポイント情報を持ち、前記選択モジュールは、前記関
心ポイント情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情報から前記関心ポイント情報に対
応するナビゲーションデータを選択し、前記関心ポイント情報に対応するナビゲーション
データをカプセル化して、前記一部のナビゲーション情報を生成するために使用される、
請求項９に記載のデータ処理装置。
【請求項１５】
　前記一部のナビゲーション情報は、ナビゲーション状態情報、速度関連情報、車線情報
、誘導情報及び目的地情報を含む、請求項９～請求項１４のいずれか１項に記載のデータ
処理装置。
【請求項１６】
　前記データ処理装置と前記表示装置は、ＡＩＤＬインターフェースを介して通信する、
請求項９～請求項１４のいずれか１項に記載のデータ処理装置。
【請求項１７】
　電子機器であって、
　少なくとも１つのプロセッサ、及び
　前記少なくとも１つのプロセッサと通信接続されるメモリを含み、
　前記メモリには前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な命令が記憶され、
前記命令が前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されることにより、前記少なく
とも１つのプロセッサが請求項１～請求項８のいずれか１項に記載のデータ処理方法を実
行する、電子機器。
【請求項１８】
　車端機器であって、
　前記車端機器は、請求項９～請求項１６のいずれか１項に記載のデータ処理装置、又は
請求項１７に記載の電子機器を含む、車端機器。
【請求項１９】
　ナビゲーションシステムであって、
　前記ナビゲーションシステムは、請求項９～請求項１６のいずれか１項に記載のデータ
処理装置を含み、さらに前記データ処理装置に接続される表示装置を含み、前記表示装置
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は、前記データ処理装置から送信された一部のナビゲーション情報を表示するために使用
される、ナビゲーションシステム。
【請求項２０】
　コンピュータ命令が記憶された非一時なコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コン
ピュータ命令は、コンピュータに請求項１～請求項８のいずれか１項に記載のデータ処理
方法を実行させるために使用される、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２１】
　コンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムがプロセッサで実行さ
れると、コンピュータに請求項１～請求項８のいずれか１項に記載のデータ処理方法を実
行させる、コンピュータプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の実施例は、コンピュータ技術分野に関し、特にナビゲーション技術分野に関し
、具体的に、データ処理方法と装置、電子機器、車端機器、ナビゲーションシステム及び
記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　科学技術の発展に伴い、ナビゲーション技術はさらなる飛躍的進歩を遂げ、自動車分野
や知能端末分野など、さまざまな分野で広く使用される。
【０００３】
　自動車分野を例にとると、従来技術において、ユーザは車両のナビゲーション機能を起
動し、ナビゲーション装置によってユーザのナビゲーションニーズに基づいてナビゲーシ
ョン情報を収集して、ナビゲーション情報を表示モジュールに送信し、表示モジュールに
よってナビゲーション情報を表示することができる。
【０００４】
　しかし、発明者は、本開示を実現する過程で、少なくとも次のような問題を発見した。
従来技術でナビゲーション装置が収集したナビゲーション情報は全量ナビゲーション情報
であるため、データの伝送量が大きいなどの問題が生じやすい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の実施例の１つの態様によると、本開示の実施例は、データ処理方法を提供し、
前記方法はナビゲーション装置に適用でき、前記方法は、
　オブジェクトによってトリガされたナビゲーション要求を受信することと、
　予め設定された地図情報に基づいて、前記ナビゲーション要求に対応する全量ナビゲー
ション情報を確定することと、
　前記全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択することと、
　表示装置が前記一部のナビゲーション情報を表示するように、前記一部のナビゲーショ
ン情報を表示装置に送信することと、を含む。
【０００６】
　本開示の実施例において、全量ナビゲーション情報から選択された一部のナビゲーショ
ン情報を表示装置に送信することにより、一方、冗長情報を捨てて、データの伝送量を減
らし、資源の浪費を避けることができ、さらにデータの伝送効率を高めて、伝送資源の占
用を減らす技術的効果を実現し、一方、表示装置は、ナビゲーション情報データの一部を
表示するだけで、表示コストを削減する技術的効果を実現することができる。
【０００７】
　いくつかの実施例において、前記ナビゲーション要求は、出発地情報と目的地情報を持
ち、前記予め設定された地図情報に基づいて、前記ナビゲーション要求に対応する全量ナ
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ビゲーション情報を確定することは、
　予め設定された地図情報から、前記出発地情報と前記目的地情報にそれぞれ対応する地
図情報を選択することと、
　確定された地図情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情報を生成することと、を含
む。
【０００８】
　いくつかの実施例において、前記全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情
報を選択することは、
　予め設定された構成情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情報から前記一部のナビ
ゲーション情報を選択することを含む。
【０００９】
　いくつかの実施例において、前記予め設定された構成情報に基づいて、前記全量ナビゲ
ーション情報から前記一部のナビゲーション情報を選択することは、
　前記全量ナビゲーション情報から前記構成情報に対応するナビゲーションデータを選択
することと、
　前記構成情報に対応するナビゲーションデータをカプセル化して、前記一部のナビゲー
ション情報を生成することと、を含む。
【００１０】
　いくつかの実施例において、前記構成情報は、車両の属性情報に基づいて生成される。
【００１１】
　本開示の実施例において、車両の属性情報に基づいて構成情報を生成することにより、
構成情報の柔軟性と多様性を得ることを実現でき、表示の多様性の技術的効果を実現する
ことができる。
【００１２】
　いくつかの実施例において、前記ナビゲーション要求は、関心ポイント情報を持ち、前
記全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択することは、
　前記関心ポイント情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情報から前記関心ポイント
情報に対応するナビゲーションデータを選択することと、
　前記関心ポイント情報に対応するナビゲーションデータをカプセル化して、前記一部の
ナビゲーション情報を生成することと、を含む。
【００１３】
　いくつかの実施例において、前記一部のナビゲーション情報は、ナビゲーション状態情
報、速度関連情報、車線情報、誘導情報及び目的地情報を含む。
【００１４】
　いくつかの実施例において、前記ナビゲーション装置と前記表示装置は、ＡＩＤＬイン
ターフェースを介して通信する。
【００１５】
　本開示の実施例において、ＡＩＤＬインターフェースを介してナビゲーション装置と表
示装置間の通信を確立するように、ＡＩＤＬインターフェースを設定し、それにより、ナ
ビゲーション装置と表示装置間の通信の安定性と信頼性を向上させる技術的効果を実現す
ることができる。
【００１６】
　本開示の実施例の別の態様によると、本開示の実施例は、データ処理装置をさらに提供
し、前記装置は、
　オブジェクトによってトリガされたナビゲーション要求を受信するための受信モジュー
ルと、
　予め設定された地図情報に基づいて、前記ナビゲーション要求に対応する全量ナビゲー
ション情報を確定するための確定モジュールと、
　前記全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択するための選択モジ
ュールと、
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　表示装置が前記一部のナビゲーション情報を表示するように、前記一部のナビゲーショ
ン情報を表示装置に送信するための送信モジュールと、を含む。
【００１７】
　いくつかの実施例において、前記ナビゲーション要求は、出発地情報と目的地情報を持
ち、前記確定モジュールは、予め設定された地図情報から、前記出発地情報と前記目的地
情報にそれぞれ対応する地図情報を選択し、確定された地図情報に基づいて、前記全量ナ
ビゲーション情報を生成するために使用される。
【００１８】
　いくつかの実施例において、前記選択モジュールは、予め設定された構成情報に基づい
て、前記全量ナビゲーション情報から前記一部のナビゲーション情報を選択するために使
用される。
【００１９】
　いくつかの実施例において、前記選択モジュールは、前記全量ナビゲーション情報から
前記構成情報に対応するナビゲーションデータを選択し、前記構成情報に対応するナビゲ
ーションデータをカプセル化して、前記一部のナビゲーション情報を生成するために使用
される。
【００２０】
　いくつかの実施例において、前記構成情報は、車両の属性情報に基づいて生成される。
【００２１】
　いくつかの実施例において、前記ナビゲーション要求は、関心ポイント情報を持ち、前
記選択モジュールは、前記関心ポイント情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情報か
ら前記関心ポイント情報に対応するナビゲーションデータを選択し、前記関心ポイント情
報に対応するナビゲーションデータをカプセル化して、前記一部のナビゲーション情報を
生成するために使用される。
【００２２】
　いくつかの実施例において、前記一部のナビゲーション情報は、ナビゲーション状態情
報、速度関連情報、車線情報、誘導情報及び目的地情報を含む。
【００２３】
　いくつかの実施例において、前記ナビゲーション装置と前記表示装置は、ＡＩＤＬイン
ターフェースを介して通信する。
【００２４】
　本開示の実施例の１つの態様において、本開示の実施例は、電子機器を提供し、前記電
子機器は、
　少なくとも１つのプロセッサ、及び
　前記少なくとも１つのプロセッサと通信接続されるメモリを含み、そのうち、
　前記メモリには、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な命令が記憶され
、前記命令が前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されることにより、前記少な
くとも１つのプロセッサが、上記の任意の実施例に記載の方法を実行することができる。
【００２５】
　いくつかの実施例において、電子機器は、ユーザ端末などの端末機器であってもよく、
ユーザ端末は、コンピュータ、ノートパソコン、ｉＰａｄ（登録商標）、携帯電話及びス
マートリストバンドなどを含むが、これらに限らなく、電子機器は、車載ボックスなどの
車載端末であってもよい。
【００２６】
　本開示の実施例の１つの態様において、本開示の実施例は、車端機器を提供し、前記車
端機器は、上記の実施例に記載のデータ処理装置、又は、上記の実施例に記載の電子機器
を含む。
【００２７】
　本開示の実施例の１つの態様において、本開示の実施例は、ナビゲーションシステムを
提供し、前記ナビゲーションシステムは、上記の実施例に記載のデータ処理装置を含み、
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さらに前記データ処理装置に接続された表示装置を含み、前記表示装置は、前記データ処
理装置が送信する一部のナビゲーション情報を表示するために使用される。
【００２８】
　そのうち、前記データ処理装置と前記表示装置は、ＡＩＤＬインターフェースを介して
通信する。
【００２９】
　本開示の実施例の１つの態様によると、本開示の実施例は、車両を提供し、前記車両は
、上記の実施例に記載のナビゲーションシステムを含む。
【００３０】
　本開示の実施例の１つの態様によると、本開示の実施例は、コンピュータ命令を記憶す
る非一時なコンピュータ可読記憶媒体を提供し、前記コンピュータ命令は、コンピュータ
に上記の任意の実施例に記載の方法を実行させるために使用される。
【００３１】
　本開示の実施例の１つの態様によると、本開示の実施例は、コンピュータプログラムを
提供し、前記コンピュータプログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶され、電子機
器の少なくとも１つのプロセッサは、前記コンピュータ可読記憶媒体から前記コンピュー
タプログラムを読み取ることができ、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記コンピュ
ータプログラムを実行することによって、前記電子機器に上記の任意の実施例に記載の方
法を実行させる。
【発明の効果】
【００３２】
　本開示の実施例は、データ処理方法と装置、電子機器、車端機器、ナビゲーションシス
テム及び記憶媒体を提供し、オブジェクトによってトリガされたナビゲーション要求を受
信し、予め設定された地図情報に基づいて、ナビゲーション要求に対応する全量ナビゲー
ション情報を確定し、全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択し、
表示装置が一部のナビゲーション情報を表示するように、一部のナビゲーション情報を表
示装置に送信することを含み、全量ナビゲーション情報から選択された一部のナビゲーシ
ョン情報を表示装置に送信することにより、一方、データの伝送量を減らし、さらにデー
タの伝送効率を高めて、伝送資源の占用を減らす技術的効果を実現することができ、一方
、表示装置は、ナビゲーション情報データの一部を表示するだけで、表示コストを削減す
る技術的効果を実現することができる。
【００３３】
　上記選択可能な形態が有する他の効果については、以下で具体な実施例に関連して説明
する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
　添付の図面は、本案をよりよく理解するために使用されており、本開示を限定するもの
ではない。そのうち、
【図１】本開示の実施例に係るデータ処理方法の適用シーンの概略図である。
【図２】本開示の別の実施例に係るデータ処理方法の適用シーンの概略図である。
【図３】本開示の実施例に係るデータ処理方法のフローチャートである。
【図４】本開示の別の実施例に係るデータ処理方法のフローチャートである。
【図５】本開示の別の実施例に係るデータ処理方法のフローチャートである。
【図６】本開示の別の実施例に係るデータ処理方法のフローチャートである。
【図７】本開示の実施例に係るデータ処理装置のブロック図である。
【図８】本開示の実施例に係る電子機器のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、添付図面を参照して本開示の例示の実施例を説明するが、本開示の実施例の様々
な詳細が理解を容易にするために含まれており、単なる例示と考えられるべきである。し
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たがって、当業者は、本開示の範囲及び精神から逸脱することなく、本明細書に記載され
た実施例に様々な変更及び修正を加えることができることを理解するはずである。同様に
、明確かつ簡潔にするために、以下の説明において、よく知られている機能及び構造の説
明は省略されている。
【００３６】
　図１を参照すると、図１は、本開示の実施例に係るデータ処理方法の適用シーンの概略
図である。
【００３７】
　図１に示すように、ユーザ１００は、端末機器を介してナビゲーション要求をトリガす
ることができ、端末機器は、図１に示すようなコンピュータ２００、ノート３００と携帯
電話４００を含む。
【００３８】
　説明する必要があるのは、図１は、例示的に一部の端末機器を示しただけであり、端末
機器は、ｉＰａｄ（登録商標）とスマートリストバンドなどのナビゲーションアプリケー
ションをサポートできる機器を含んでよく、本開示の実施例は、端末機器の種類を限定し
ない。
【００３９】
　本開示の実施例に係るデータ処理方法が図１に示すような適用シーンに適用される場合
、本開示の実施例の実行主体は、端末機器であってもよく、即ち、図１に示すようなコン
ピュータ２００、ノートパソコン３００及び携帯電話４００によって本開示の実施例に係
るデータ処理方法を実行し、最終的にコンピュータ２００、ノートパソコン３００及び携
帯電話４００のディスプレイに一部のナビゲーション情報を表示することができる。
【００４０】
　別のいくつかの実施例において、本開示の実施例に係るデータ処理方法はさらに、図２
に示すような適用シーンに適用できる。
【００４１】
　図２に示すような適用シーンにおいて、車両５００が道路を走行するとき、車両５００
には、車両上に設置されたコンピュータ、サーバ、プロセッサ、チップと車載ボックスな
どの、ナビゲーションプリケーションをサポートする車端機器（図示せず）が設置され、
本開示の実施例は、車端機器の種類を限定しない。
【００４２】
　本開示の実施例に係るデータ処理方法が図２に示すような適用シーンに適用されるとき
、本開示の実施例の実行主体は、車端機器であってもよい。
【００４３】
　具体的に、車両ユーザ（図示せず）は、車両５００を運転する過程中に、車端に設置さ
れたナビゲーションアプリケーションを起動して、ナビゲーション要求をトリガし、車端
機器は、本開示の実施例に係るデータ処理方法を実行して、最終的に車端機器のディスプ
レイに一部のナビゲーション情報を表示することができる。
【００４４】
　以下、具体的な実施例により、本開示の技術的手段及び本願の技術的手段が上記技術的
問題をどのように解決するかを詳細に説明する。以下のいくつかの具体的な実施例は、互
いに結合してもよく、同じ又は類似の概念又は過程は、いくつかの実施例で繰り返さない
可能性がある。以下、図面を参照して、本開示の実施例を説明する。
【００４５】
　本開示の実施例の１つの態様において、本開示の実施例は、データ処理方法を提供し、
当該方法は、ナビゲーション装置に適用できる。
【００４６】
　図３を参照すると、図３は、本開示の実施例に係るデータ処理方法のフローチャートで
ある。
【００４７】
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　図３に示すように、当該方法は、以下のステップを含む。
【００４８】
　Ｓ１０１において、オブジェクトによってトリガされたナビゲーション要求を受信する
。
【００４９】
　そのうち、本開示の実施例に係るデータ処理方法の実行主体は、データ処理装置又はナ
ビゲーション装置であってもよく、データ処理装置又はナビゲーション装置は、コンピュ
ータ、サーバ、プロセッサ、チップ及び端末機器（ユーザ端末と車端機器を含むことがで
きる）などであってもよい。
【００５０】
　具体的に、本開示の実施例に係るデータ処理方法が、図１に示すような適用シーンに適
用されると、データ処理装置は、端末機器であってもよく、具体的には、図１に記載のコ
ンピュータ、ノートパソコン、又は携帯電話であってもよい。
【００５１】
　本開示の実施例に係るデータ処理方法が、図２に示すような適用シーンに適用されると
、データ処理装置は、車端機器であってもよく、具体的には、車両に設置されたコンピュ
ータ、サーバ、プロセッサ、チップ、又は車載ボックスであってもよい。
【００５２】
　そのうち、オブジェクトは、ユーザ（図１に示すユーザ、又は図２に示す適用シーンに
おける車両に対応する車両ユーザ）であってもよく、オブジェクトがナビゲーション要求
をトリガする方法は、少なくとも２つを含み、１つは手動トリガであり、もう１つは音声
トリガであり、本開示の実施例は、ナビゲーション要求をトリガする方法を限定しない。
【００５３】
　Ｓ１０２において、予め設定された地図情報に基づいて、ナビゲーション要求に対応す
る全量ナビゲーション情報を確定する。
【００５４】
　そのうち、地図情報は、電子地図又は高精度地図に対応するデータ構造を含む。
【００５５】
　本開示の実施例において、全量ナビゲーション情報の概念を導入し、全量ナビゲーショ
ン情報は、相対的な概念であり、ナビゲーション要求に関するすべての情報を含むことを
意味し、位置決め情報、道路区間形状点、誘導情報、車線、ナビゲーション状態、目的地
、補助情報、ヨー情報などを含む。
【００５６】
　即ち、全量ナビゲーション情報は、ナビゲーション要求に関するすべての情報と理解で
き、当該情報は、ユーザが読み込む必要があるかどうかに関係なく、ユーザが現在のナビ
ゲーション状態、又は車両の走行プロセスを把握するのを助けるかどうかに関係ない。
【００５７】
　Ｓ１０３において、全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択する
。
【００５８】
　本開示の実施例において、一部のナビゲーション情報の概念を導入し、一部のナビゲー
ション情報は、全量ナビゲーション情報の相対的概念であり、全量ナビゲーション情報に
おける一部の情報を含むことを表し、全量ナビゲーション情報はナビゲーション要求に関
するすべての情報を含み、一部のナビゲーション情報はナビゲーション要求に関する部分
の情報を含むと簡単に理解できる。
【００５９】
　本開示の実施例において、全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選
択する具体的な方法を限定しない。
【００６０】
　例えば、予め設定された構成情報に基づいて、全量ナビゲーション情報から一部のナビ
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ゲーション情報を選択してもよく、ユーザによってニーズが設定され、当該ニーズに基づ
いて全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択してもよく、ディスプ
レイのパラメータに基づいて全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選
択してもよい。
【００６１】
　そのうち、試験データに基づいて、構成情報を取得することができる。
【００６２】
　具体的に、異なるナビゲーション情報を含む試験ナビゲーション情報を全量ナビゲーシ
ョン情報からそれぞれ選択し、各試験ナビゲーション情報をそれぞれ表示し、一部のユー
ザをテストユーザとして選択し、テストユーザによって各試験ナビゲーション情報の表示
を採点して、採点が高い試験ナビゲーション情報を選択し、選択された試験ナビゲーショ
ン情報を分析して、構成情報を生成すれば、選択された試験ナビゲーション情報を一部の
ナビゲーション情報とすることができる。
【００６３】
　そのうち、ユーザが設定したニーズに基づいて、全量ナビゲーション情報から一部のナ
ビゲーション情報を選択することは、具体的に、ディスプレイを通じてユーザにナビゲー
ションの各種情報のオプションを示し、ユーザがチェックを付けることによって、ディス
プレイに表示する必要があるいくつかの種類の情報を確定し、ユーザが選択した種類の情
報が一部のナビゲーション情報であってもよいことを含む。
【００６４】
　そのうち、ディスプレイのパラメータに基づいて、全量ナビゲーション情報から一部の
ナビゲーション情報を選択することは、具体的に、異なるパラメータで構成されたディス
プレイに対して、試験により、あるナビゲーションの情報をディスプレイに表示する時の
表示性能とユーザ体験の一致度が最も高いことを確定し、一致度が最も高い時に対応する
ナビゲーション情報を一部のナビゲーション情報として確定することを含む。
【００６５】
　いくつかの実施例において、一部のナビゲーション情報は、ナビゲーション状態情報、
速度関連情報、車線情報、誘導情報及び目的地情報を含む。
【００６６】
　そのうち、ナビゲーション状態情報は、ナビゲーションの開始、ナビゲーションの進行
中及びナビゲーションの終了を含む。
【００６７】
　そのうち、速度関連情報は、現在の速度を含む。
【００６８】
　具体的に、図１に示すような適用シーンであれば、現在の速度は、ユーザの歩行速度を
指し、図２に示すような適用シーンであれば、現在の速度は、車両の走行速度を含み、更
に、加速度及び/又は角速度などを含んでもよく、制限速度を含んでもよい。
【００６９】
　Ｓ１０４において、表示装置が一部のナビゲーション情報を表示するように、一部のナ
ビゲーション情報を表示装置に送信する。
【００７０】
　いくつかの実施例において、ナビゲーション装置と表示装置の間にＡＩＤＬインターフ
ェースが設けられ、ＡＩＤＬインターフェースを介して通信することができる。
【００７１】
　説明する必要があるのは、従来技術において、ナビゲーション装置と表示装置は、ｓｏ
ｃｋｅｔインターフェースを介して接続され、ｓｏｃｋｅｔインターフェースに基づいて
通信するが、本開示の実施例において、ＡＩＤＬインターフェースを介して通信し、通信
の安定性と信頼性を向上させることができる。
【００７２】
　理解できるものとして、従来技術において、ナビゲーション装置がナビゲーション要求
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を受信するとき、ナビゲーション要求に基づいて全量ナビゲーション情報を取得し、全量
ナビゲーション情報を表示装置に表示することができる。
【００７３】
　本開示の実施例において、発明者は、創造的労働の結果、全量ナビゲーション情報から
一部のナビゲーション情報を選択し、表示装置が一部のナビゲーション情報を表示するよ
うに、一部のナビゲーション情報を表示装置に送信する、という新しい考え方を創作した
。
【００７４】
　説明する必要があるが、一方では、全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション
情報を選択することにより、一部のナビゲーション情報を表示装置に伝送するとき、デー
タの伝送量を減らすることができ、他方では、一般的に、表示装置がナビゲーション情報
を受信した後、ナビゲーション情報を分析し、ナビゲーション情報を表示する必要がある
が、本開示の実施例において、表示装置に伝送するのが一部のナビゲーション情報である
ため、表示装置の一部のナビゲーション情報に対する解析効率が向上し、解析コストが節
約される。
【００７５】
　図４を参照すると、図４は、本開示の別の実施例に係るデータ処理方法のフローチャー
トである。
【００７６】
　そのうち、ナビゲーション要求は、出発地情報と目的地情報を持ち、図４に示すように
、当該方法は、以下のステップを含む。
【００７７】
　Ｓ２０１において、オブジェクトによってトリガされたナビゲーション要求を受信する
。
【００７８】
　そのうち、Ｓ２０１についての説明は、Ｓ１０１を参照してもよく、ここでは繰り返さ
ない。
【００７９】
　Ｓ２０２において、出発地情報と目的地情報に対応する地図情報を予め設定された地図
情報からそれぞれ選択する。
【００８０】
　上記の例に基づいて知るものとして、ユーザは、手動トリガの形態により、ナビゲーシ
ョン要求をトリガすることができ、音声トリガの形態により、ナビゲーション要求をトリ
ガすることもできる。したがって、出発地情報と目的地情報は、ユーザが手動の形態でデ
ータ処理装置に入力したものであってもよく、ユーザが音声の形態でデータ処理装置に入
力したものであってもよい。
【００８１】
　Ｓ２０３において、確定された地図情報に基づいて、全量ナビゲーション情報を生成す
る。
【００８２】
　Ｓ２０４において、全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択する
。
【００８３】
　そのうち、Ｓ２０４についての説明は、Ｓ１０３を参照してもよく、ここでは繰り返さ
ない。
【００８４】
　Ｓ２０５において、表示装置が一部のナビゲーション情報を表示するように、一部のナ
ビゲーション情報を表示装置に送信する。
【００８５】
　そのうち、Ｓ２０５についての説明は、Ｓ１０４を参照してもよく、ここでは繰り返さ
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ない。
【００８６】
　図５を参照すると、図５は、本開示の別の実施例に係るデータ処理方法のフローチャー
トである。
【００８７】
　図５に示すように、当該方法は、以下のステップを含む。
【００８８】
　Ｓ３０１において、オブジェクトによってトリガされたナビゲーション要求を受信する
。
【００８９】
　そのうち、Ｓ３０１についての説明は、Ｓ１０１を参照してもよく、ここでは繰り返さ
ない。
【００９０】
　Ｓ３０２において、予め設定された地図情報に基づいて、ナビゲーション要求に対応す
る全量ナビゲーション情報を確定する。
【００９１】
　そのうち、Ｓ３０２についての説明は、Ｓ１０２を参照してもよく、あるいはＳ２０２
とＳ２０３を参照してもよく、ここでは繰り返さない。
【００９２】
　Ｓ３０３において、構成情報に対応するナビゲーションデータを全量ナビゲーション情
報から選択する。
【００９３】
　いくつかの実施例において、試験データに基づいて構成情報を取得することができ、具
体的な説明は、上記の例を参照してもよく、ここでは繰り返さない。
【００９４】
　別のいくつかの実施例において、車両の属性情報に基づいて構成情報を確定することが
できる。
【００９５】
　そのうち、車両の属性情報は、表示性能、走行性能など、車両の各態様の性能を表すた
めに使用される。
【００９６】
　説明する必要があるのは、異なる種類の車両の性能は全く同じではないので、車両の種
類に基づいて当該種類の車両に対応する構成情報を確定することができる。
【００９７】
　具体的に、ナビゲーション情報の量と車両の性能の関係は試験によって確定でき、さら
に両者の関係に基づいて構成情報を確定することができる。
【００９８】
　そのうち、ナビゲーションデータは、ナビゲーション情報の構成要素であり、従来技術
において、すべてのナビゲーションデータに基づいて全量ナビゲーション情報を生成する
ことができる。
【００９９】
　当該ステップにおいて、構成情報に基づいて、全量ナビゲーション情報に対応する全量
ナビゲーションデータから、一部のナビゲーションデータを抽出することができ、即ち、
構成情報に対応するナビゲーションデータを抽出する。
【０１００】
　Ｓ３０４において、構成情報に対応するナビゲーションデータをカプセル化して、一部
のナビゲーション情報を生成する。
【０１０１】
　いくつかの実施例において、誘導情報に対応するナビゲーションデータを個別にカプセ
ル化して、単独に車線情報に対応するナビゲーションデータを個別にカプセル化するなど
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、異なる種類のナビゲーションデータを個別にカプセル化することができる。
【０１０２】
　別のいくつかの実施例において、各種類のナビゲーションデータを全体としてカプセル
化することもできる。
【０１０３】
　説明する必要があるのは、本開示の実施例は、ナビゲーションデータのカプセル方法を
限定しない。
【０１０４】
　Ｓ３０５において、表示装置が一部のナビゲーション情報を表示するように、一部のナ
ビゲーション情報を表示装置に送信する。
【０１０５】
　そのうち、Ｓ３０５についての説明は、Ｓ１０４を参照してもよく、ここでは繰り返さ
ない。
【０１０６】
　図６を参照すると、図６は、本開示の別の実施例に係るデータ処理方法のフローチャー
トである。
【０１０７】
　図６に示すように、当該方法は、以下のステップを含む。
【０１０８】
　Ｓ４０１において、オブジェクトによってトリガされたナビゲーション要求を受信する
。
【０１０９】
　そのうち、Ｓ４０１についての説明は、Ｓ１０１を参照してもよく、ここでは繰り返さ
ない。
【０１１０】
　Ｓ４０２において、予め設定された地図情報に基づいて、ナビゲーション要求に対応す
る全量ナビゲーション情報を確定する。
【０１１１】
　そのうち、Ｓ４０２についての説明は、Ｓ１０２を参照してよく、Ｓ２０２とＳ２０３
を参照してもよく、ここでは繰り返さない。
【０１１２】
　Ｓ４０３において、関心ポイント情報に基づいて、関心ポイント情報に対応するナビゲ
ーションデータを全量ナビゲーション情報から選択する。
【０１１３】
　そのうち、関心ポイント情報は、全量ナビゲーション情報におけるユーザが興味を持つ
一部のナビゲーション情報を表すために使用され、あるいは、全量ナビゲーション情報に
おけるユーザが関心を持つ一部のナビゲーション情報を表すために使用される。
【０１１４】
　Ｓ４０４において、関心ポイント情報に対応するナビゲーションデータをカプセル化し
て、一部のナビゲーション情報を生成する。
【０１１５】
　そのうち、ナビゲーションデータをカプセル化する説明は、上記の例を参照してもよく
、ここでは繰り返さない。
【０１１６】
　Ｓ４０５において、表示装置が一部のナビゲーション情報を表示するように、一部のナ
ビゲーション情報を表示装置に送信する。
【０１１７】
　そのうち、Ｓ４０５についての説明は、Ｓ１０４を参照してもよく、ここでは繰り返さ
ない。
【０１１８】
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　本開示の実施例の別の態様において、本開示の実施例はさらに、データ処理装置を提供
する。
【０１１９】
　図７を参照すると、図７は、本開示の実施例のデータ処理装置のブロック図である。
　図７に示すように、データ処理装置は、
　オブジェクトによってトリガされたナビゲーション要求を受信するための受信モジュー
ル１１と、
　予め設定された地図情報に基づいて、前記ナビゲーション要求に対応する全量ナビゲー
ション情報を確定するための確定モジュール１２と、
　前記全量ナビゲーション情報から一部のナビゲーション情報を選択するための選択モジ
ュール１３と、
　表示装置が前記一部のナビゲーション情報を表示するように、前記一部のナビゲーショ
ン情報を表示装置に送信するための送信モジュール１４と、を含む。
【０１２０】
　いくつかの実施例において、前記ナビゲーション要求は、出発地情報と目的地情報を持
ち、前記を確定モジュール１２は、予め設定された地図情報から、前記出発地情報と前記
目的地情報にそれぞれ対応する地図情報を選択して、確定された地図情報に基づいて、前
記全量ナビゲーション情報を生成するために使用される。
【０１２１】
　いくつかの実施例において、前記選択モジュール１３は、予め設定された構成情報に基
づいて、前記全量ナビゲーション情報から前記一部のナビゲーション情報を選択するため
に使用される。
【０１２２】
　いくつかの実施例において、前記選択モジュール１３は、前記全量ナビゲーション情報
から前記構成情報に対応するナビゲーションデータを選択し、前記構成情報に対応するナ
ビゲーションデータをカプセル化して、前記一部のナビゲーション情報を生成するために
使用される。
【０１２３】
　いくつかの実施例において、前記構成情報は、車両の属性情報に基づいて生成される。
【０１２４】
　いくつかの実施例において、前記ナビゲーション要求は、関心ポイント情報を持ち、前
記選択モジュール１３は、前記関心ポイント情報に基づいて、前記全量ナビゲーション情
報から前記関心ポイント情報に対応するナビゲーションデータを選択し、前記関心ポイン
ト情報に対応するナビゲーションデータをカプセル化して、前記一部のナビゲーション情
報を生成するために使用される。
【０１２５】
　いくつかの実施例において、前記一部のナビゲーション情報は、ナビゲーション状態情
報、速度関連情報、車線情報、誘導情報及び目的地情報を含む。
【０１２６】
　いくつかの実施例において、前記ナビゲーション装置と前記表示装置は、ＡＩＤＬイン
ターフェースを介して通信する。
【０１２７】
　本開示の実施例において、本開示はさらに、電子機器と可読記憶媒体を提供する。
【０１２８】
　図８を参照すると、図８は、本開示の実施例の電子機器のブロック図である。
【０１２９】
　そのうち、電子機器は、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ワー
クステーション、パーソナルデジタルアシスタント、サーバ、ブレードサーバ、メインフ
レームコンピュータ、及び他の適切なコンピュータなど、さまざまな形式のデジタルコン
ピュータを表すことを目的とする。電子機器は、パーソナルデジタルアシスタント、セル
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ラー電話、スマートフォン、ウェアラブル機器及び他の類似のコンピューティング装置な
ど、さまざまな形式のモバイル装置を表してもよい。本明細書に示す部品、それらの接続
と関係、及びそれらの機能は、単なる例であり、本明細書で記載及び／又は要求される本
開示の実施例の実施を制限することを意図しない。
【０１３０】
　図８に示すように、当該電子機器は、１つ又は複数のプロセッサ１０１、メモリ１０２
、及び高速インターフェース及び低速インターフェースを含む様々な部品を接続するため
のインターフェースを含む。様々な部品は、異なるバスを使用して相互に接続され、共通
のマザーボードに取り付けられてもよいし、又は必要に応じて他の形態で取り付けられて
もよい。プロセッサは、電子機器で実行された命令を処理することができ、前記命令は、
ＧＵＩのグラフィック情報を外部入力／出力装置（例えばインターフェースに結合された
表示機器など）に表示するためのメモリ内又はメモリ上に記憶された命令を含む。他の実
施形態において、必要に応じて、複数のプロセッサ及び／又は複数のバスを、複数のメモ
リと複数のメモリと共に使用してもよい。同様に、複数の電子機器を接続してもよく、各
機器は、いくつかの必要な操作を提供する（例えば、サーバ配列、ブレードサーバのグル
ープ、又はマルチプロセッサシステムとして）。図８では、１つのプロセッサ１０１を例
に取る。
【０１３１】
　メモリ１０２は、本開示によって提供される非一時的なコンピュータ読み取り可能な記
憶媒体である。そのうち、前記メモリには、少なくとも１つのプロセッサによって実行可
能な命令が記憶され、前記少なくとも１つのプロセッサに本開示所によって提供されるデ
ータ処理方法を実行させる。本開示の非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に
は、コンピュータ命令が記憶され、当該コンピュータ命令は、コンピュータに本開示の実
施例によって提供されるデータ処理方法を実行させるために使用される。
【０１３２】
　メモリ１０２は、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体として、非一時的な
ソフトウェアプログラム、非一時的なコンピュータ実行可能なプログラム及びモジュール
、例えば、本開示の実施例におけるプログラム命令/モジュールを記憶するために使用で
きる。プロセッサ１０１は、メモリ１０２に記憶される非一時的なソフトウェアプログラ
ム、命令及びモジュールを実行することにより、サーバの様々な機能応用及びデータ処理
を実行し、即ち、上記の方法実施例におけるデータ処理方法を実現する。
【０１３３】
　メモリ１０２は、プログラム記憶領域とデータ記憶領域を含んでもよく、そのうち、プ
ログラム記憶領域は、操作システムと少なくとも１つの機能に必要な応用プログラムを記
憶することができ、データ記憶領域は、電子機器の使用に基づいて作成されたデータなど
を記憶することができる。なお、メモリ１０２は、高速ランダムアクセスメモリを含んで
もよく、また、少なくとも１つの磁気メモリ、フラッシュメモリ、又は他の非一時的な固
体メモリなどの非一時的なメモリを含んでもよい。いくつかの実施例において、メモリ１
０２は、選択的に、プロセッサ１０１に対してリモートに設定されたメモリを含み、これ
らのリモートメモリは、ネットワークを介して、電子機器に接続することができる。上記
ネットワークの実例は、インターネット、企業イントラネット、ローカルネットワーク、
ブロックチェーンサービスネットワーク(Ｂｌｏｃｋ-ｃｈａｉｎ-ｂａｓｅｄ Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＢＳＮ)、モバイル通信ネットワーク、及びこれらの組み合わせを
含むが、これらに限定されない。
【０１３４】
　電子機器は、入力装置１０３と出力装置１０４をさらに含んでもよい。プロセッサ１０
１、メモリ１０２、入力装置１０３及び出力装置１０４は、バス又は他の形態で接続され
てもよいが、図８では、バスによる接続を例とする。
【０１３５】
　入力装置１０３は、入力されたデジタル又はキャラクタ情報を受信し、及び電子機器の
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ユーザ設定及び機能制御に関連するキー信号入力を生成することができ、例えば、タッチ
スクリーン、キーパッド、マウス、トラックパッド、タッチパッド、指示棒、１つ又は複
数のマウスボタン、トラックボール、操縦棒などの入力装置である。出力装置１０４は、
表示機器、補助照明装置（例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ））及び触覚フィードバック
装置（例えば、振動モーター）などを含んでもよい。当該表示機器は、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）、発光ダイオード（ＬＥＤ）ディスプレイ及びプラズマディスプレイを含むこ
とができるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、表示機器はタッチスク
リーンであってもよい。
【０１３６】
　本明細書で説明するシステムと技術の様々な実施形態は、デジタル電子回路システム、
集積回路システム、特定用途向けＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、コンピュータハー
ドウェア、ファームウェア、ソフトウェア、及び／又はそれらの組み合わせで実施される
ことができる。これらの様々な実施形態は、１つ又は複数のコンピュータプログラムで実
施されてもよく、当該１つ又は複数コンピュータプログラムは、少なくとも１つのプログ
ラム可能なプロセッサを含むプログラム可能なシステムで実行及び／又は解釈されでき、
当該プログラム可能なプロセッサは、専用又は汎用プログラム可能なプロセッサであって
もよく、記憶システム、少なくとも１つの入力装置、及び少なくとも１つの出力装置から
データ及び命令を受信し、データ及び命令を当該記憶システム、当該少なくとも１つの入
力装置、及び当該少なくとも１つの出力装置に送信することができる。
【０１３７】
　これらのコンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェア応用、又
はコードとも呼ばれる）は、プログラム可能なプロセッサの機械命令を含み、高級過程及
び／又はオブジェクトに向けたプログラミング言語、及び／又はアセンブリ／機械言語を
用いてこれらのコンピュータプログラムを実施することができる。本明細書で使用される
ように、「機械可読媒体」及び「コンピュータ可読媒体」という用語は、機械命令及び／
又はデータをプログラム可能なプロセッサに提供するための任意のコンピュータプログラ
ム製品、機器、及び／又は装置（例えば、磁気ディスク、光ディスク、メモリ、プログラ
ム可能な論理装置（ＰＬＤ））を指し、機械可読信号としての機械命令を受信する機械可
読媒体を含む。「機械可読信号」という用語は、機械命令及び／又はデータをプログラム
可能なプロセッサに提供するための任意の信号を指す。
【０１３８】
　ユーザとの対話を提供するために、ここで説明されるシステム及び技術をコンピュータ
に実施することができ、当該コンピュータは、ユーザに情報を表示するための表示装置（
例えば、ＣＲＴ（陰極線管）又はＬＣＤ（液晶ディスプレイ）モニタ）、及びユーザがコ
ンピュータに入力を提供できるキーボード及びポインティングデバイス（例えば、マウス
又はトラックボール）を有する。他のタイプの装置は、さらにユーザとの対話を提供する
ために使用されてもよく、例えば、ユーザに提供されるフィードバックが、任意の形式の
感覚フィードバック（例えば、視覚フィードバック、聴覚フィードバック、又は触覚フィ
ードバック）であってもよく、任意の形式（音響入力、音声入力、又は触覚入力を含む）
を使用して、ユーザからの入力を受信することができる。
【０１３９】
　本明細書で説明するシステム及び技術は、バックグラウンド部品を含む計算システム（
例えば、データサーバとして）、又はミドルウェア部品を含む計算システム（例えば、応
用サーバ）、又はフロントエンド部品を含む計算システム（例えば、グラフィカルユーザ
インターフェース又はＷｅｂブラウザを備えたユーザコンピュータ、ユーザが、当該グラ
フィカルユーザインターフェース又は当該Ｗｅｂブラウザを通じて本明細書で説明するシ
ステム及び技術の実施形態と対話できる）、又はこのようなバックグラウンド部品、ミド
ルウェア部品、又はフロントエンド部品の任意の組合せを含む計算システムに実施されて
もよい。任意の形式又は媒体のデジタルデータ通信（例えば、通信ネットワーク）を通じ
て、システムの部品を相互に接続してもよい。通信ネットワークの例は、ローカルネット
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ワーク（ＬＡＮ）、ブロックチェーンサービスネットワーク(Ｂｌｏｃｋ-ｃｈａｉｎ-ｂ
ａｓｅｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＢＳＮ)、広域ネットワーク（ＷＡＮ）及び
インターネットを含む。
【０１４０】
　コンピュータシステムは、クライアントとサーバを含んでもよい。通常、クライアント
とサーバは、互いに離れており、通信ネットワークを介して相互作用する。クライアント
とサーバとの関係は、対応するコンピュータで実行し、互いにクライアント－サーバ関係
を持つコンピュータプログラムによって生成される。
【０１４１】
　本開示の実施例の別の態様において、本開示の実施例はさらに、車端機器を提供し、前
記車端機器は、上記の実施例に記載のデータ処理装置、又は、上記の実施例に記載の電子
機器を含む。
【０１４２】
　本開示の実施例の別の態様において、本開示の実施例はさらに、ナビゲーションシステ
ムを提供し、前記ナビゲーションシステムは、上記の実施例に記載のデータ処理装置を含
み、また前記データ処理装置に接続される表示装置を含み、前記表示装置は、前記データ
処理装置から送信された一部のナビゲーション情報を表示するために使用される。
【０１４３】
　本開示の実施例の別の態様において、本開示の実施例はさらに、コンピュータプログラ
ムをさらに提供し、前記コンピュータプログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶さ
れ、電子機器の少なくとも１つのプロセッサは、コンピュータ可読記憶媒体からコンピュ
ータプログラムを読み取ることができ、少なくとも１つのプロセッサは、コンピュータプ
ログラムを実行することによって、電子機器に上記実施例に記載の方法を実行させる。
【０１４４】
　理解すべきものとして、上記のさまざまな形式のフローを使用して、ステップの順序を
変更、追加、又は削除してもよい。例えば、本願に記載された各ステップは、本願に開示
された技術の解決手段の所望の結果が達成され得る限り、並列、順次、又は異なる順序で
実行されてもよく、本明細書に限定されない。
【０１４５】
　上記の具体的な実施形態は、本願の保護範囲に対する制限を構成しない。当業者は、設
計要件及び他の要素によって、様々な修正、組み合わせ、サブ組み合わせ、及び置換を行
うことができることを理解すべきである。本願の精神と原則の範囲内で行われた修正、同
等の代替、及び改善などは、いずれも本願の保護範囲に含まれるべきである。
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