
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動体に設けられたモバイルセンサが検出する情報であるモバイルデータ、および前記移
動体に対応する移動体識別子を通信ネットワークを介して外部に送信する、前記移動体に
対応して設けられた携帯情報端末と、
予め情報の送信先を特定するためのサーバ識別子を格納し、前記携帯情報端末から前記モ
バイルデータおよび前記移動体識別子を受信すると、前記モバイルデータから作成した編
集データ、該編集データの送信先となる前記サーバ識別子、および前記移動体識別子を前
記通信ネットワークを介して外部に送信するセンタサーバと、
予め前記移動体識別子の情報を含むプライバシー情報を格納し、前記センタサーバから前
記編集データ、前記サーバ識別子および前記移動体識別子を受信すると、該移動体識別子
と前記プライバシー情報に含まれる移動体識別子が一致することで特定されたプライバシ
ー情報、および前記編集データを、前記サーバ識別子により特定される送信先に通信回線
を介して送信する照合サーバと、
を有するデータ処理システム。
【請求項２】
前記モバイルデータは前記移動体の車両位置および車速の情報を含み、
前記編集データは前記車両位置および前記車速の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の登録した経路の情報を含み、
予め地図情報を格納し、前記照合サーバから前記編集データおよび特定されたプライバシ
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ー情報を受信すると、前記編集データより読み出した前記車両位置および前記車速の情報
が前記地図情報に書き込まれた状況情報のうち、特定されたプライバシー情報に含まれる
前記登録した経路に該当する前記状況情報を、特定されたプライバシー情報に含まれる移
動体識別子に対応する携帯情報端末に前記通信ネットワークを介して送信する、前記サー
バ識別子により特定される送信先となる情報提供サーバを備えた請求項１記載のデータ処
理システム。
【請求項３】
前記モバイルデータは前記移動体の車両位置の情報を含み、前記編集データは前記車両位
置の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の嗜好品、趣味および娯楽を含む興味対象物
の情報を含み、
予め地図情報を格納し、前記照合サーバから前記編集データおよび特定されたプライバシ
ー情報を受信すると、前記編集データより読み出した前記車両位置から所定の距離の範囲
内に有る、特定されたプライバシー情報から読み出した前記興味対象物を扱う場所の位置
情報を前記地図情報から読み出し、該位置情報を、特定されたプライバシー情報に含まれ
る移動体識別子に対応する携帯情報端末に前記通信ネットワークを介して送信する、前記
サーバ識別子により特定される送信先となる情報提供サーバを備えた請求項１記載のデー
タ処理システム。
【請求項４】
前記モバイルデータは、前記移動体の車両位置、ならびに該移動体に起こる盗難および事
故を含む被害の情報を含み、
前記編集データは前記車両位置および前記被害の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の氏名の情報を含み、
予め前記被害の際に連絡を必要とする所定の機関への連絡先の情報を格納し、前記照合サ
ーバから前記編集データおよび特定されたプライバシー情報を受信すると、前記編集デー
タより読み出した前記車両位置、および特定されたプライバシー情報より読み出した前記
氏名の情報を前記所定の機関に通知する、前記サーバ識別子により特定される送信先とな
る情報提供サーバを備えた請求項１記載のデータ処理システム。
【請求項５】
移動体に対応して設けられた携帯情報端末と、該携帯情報端末と通信ネットワークを介し
て通信可能に接続されたセンタサーバとを有するデータ処理システムによるデータ処理方
法であって、
予め、前記移動体に対応する移動体識別子の情報を含むプライバシー情報を格納するため
の、前記センタサーバに前記通信ネットワークを介して接続された照合サーバを備えてお
き、
情報の送信先を特定するためのサーバ識別子を前記センタサーバに格納し、
前記移動体に設けられたモバイルセンサが検出する情報であるモバイルデータ、および前
記移動体に対応する移動体識別子を前記携帯情報端末から受信すると、前記モバイルデー
タから編集データを作成し、
前記編集データ、該編集データの送り先となる前記サーバ識別子、および前記移動体識別
子を前記照合サーバに送信し、
前記センタサーバから前記編集データ、前記サーバ識別子および前記移動体識別子を受信
すると、該移動体識別子と前記プライバシー情報に含まれる移動体識別子が一致すること
で特定されたプライバシー情報、および前記編集データを、前記サーバ識別子により特定
される送信先に通信回線を介して送信するデータ処理方法。
【請求項６】
前記モバイルデータは前記移動体の車両位置および車速の情報を含み、
前記編集データは前記車両位置および前記車速の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の登録した経路の情報を含み、
予め地図情報を格納し、前記サーバ識別子により特定される送信先となる情報提供サーバ
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を備えておき、
前記情報提供サーバは、前記照合サーバから前記編集データおよび特定されたプライバシ
ー情報を受信すると、前記編集データより読み出した前記車両位置および前記車速の情報
が前記地図情報に書き込まれた状況情報のうち、特定されたプライバシー情報に含まれる
前記登録した経路に該当する前記状況情報を、特定されたプライバシー情報に含まれる移
動体識別子に対応する携帯情報端末に前記通信ネットワークを介して送信する請求項５記
載のデータ処理方法。
【請求項７】
前記モバイルデータは前記移動体の車両位置の情報を含み、
前記編集データは前記車両位置の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の嗜好品、趣味および娯楽を含む興味対象物
の情報を含み、
予め地図情報を格納し、前記サーバ識別子により特定される送信先となる情報提供サーバ
を備えておき、
前記情報提供サーバは、前記照合サーバから前記編集データおよび特定されたプライバシ
ー情報を受信すると、前記編集データより読み出した前記車両位置から所定の距離の範囲
内に有る、特定されたプライバシー情報から読み出した前記興味対象物を扱う場所の位置
情報を前記地図情報から読み出し、該位置情報を、特定されたプライバシー情報に含まれ
る移動体識別子に対応する携帯情報端末に前記通信ネットワークを介して送信する請求項
５記載のデータ処理方法。
【請求項８】
前記モバイルデータは、前記移動体の車両位置、ならびに該移動体に起こる盗難および事
故を含む被害の情報を含み、
前記編集データは前記車両位置および前記被害の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の氏名の情報を含み、
予め前記被害の際に連絡を必要とする所定の機関への連絡先の情報を格納し、前記サーバ
識別子により特定される送信先となる情報提供サーバを備えておき、前記情報提供サーバ
は、前記照合サーバから前記編集データおよび特定されたプライバシー情報を受信すると
、前記編集データより読み出した前記車両位置、および特定されたプライバシー情報より
読み出した前記氏名の情報を、前記所定の機関に通知する請求項５記載のデータ処理方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自動車、オートバイ等の移動体に設けられたモバイルセンサによるデータを収
集、編集し、そのデータを利用して情報提供する機関に配信するデータ処理システムおよ
びデータ処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、モバイルセンサによるデータを処理するデータ処理システムは、各移動体からモバ
イルセンサによるデータを収集、編集するセンタサーバと、センタサーバからデータの配
信を受けて情報を提供する情報提供サーバとを有する（例えば、特許文献１参照）。モバ
イルセンサは、移動体の車両位置、車速、およびブレーキ制御信号等の移動体関連情報、
ならびに移動体の周囲温度および周囲湿度等の環境情報を所定の時間毎に検出する。以下
では、移動体関連情報および環境情報をモバイルデータと称する。なお、センタサーバが
扱う情報には、上記モバイルデータの他に、移動体の所有者が秘匿しておきたい情報であ
るプライバシー情報がある。プライバシー情報には所有者の移動体を特定するための移動
体識別子の情報が含まれている。移動体識別子は、例えば、電話番号、電子メールアドレ
スがある。
【０００３】
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従来のデータ処理システムについて詳細に説明する。
【０００４】
図３は従来のデータ処理システムの一構成例を示すブロック図である。
【０００５】
図３に示すように、データ処理システムは、移動体に設けられたモバイルセンサ１０と、
モバイルセンサ１０と通信可能に接続される、移動体に設けられた携帯情報端末１１０と
、上記センタサーバ１２２と、提供する情報のためにモバイルデータを利用する第１の情
報提供サーバ１３２と、プライバシー情報およびモバイルデータを移動体所有者への情報
提供に利用する第２の情報提供サーバ１４２とを有する構成である。これらのサーバはイ
ンターネット等の通信ネットワーク１００により相互に通信可能に接続される。
【０００６】
なお、図３に示すように、第１の情報提供サーバ１３２は第１の情報提供機関１３０に設
けられ、第２の情報提供サーバ１４２は第２の情報提供機関１４０に設けられている。
【０００７】
携帯情報端末１１０は移動体毎に異なる移動体識別子の情報を格納している。また、携帯
電話等の無線通信手段を備え、基地局１５０を介して通信ネットワーク１００に接続可能
な構成である。携帯情報端末１１０は、モバイルセンサ１０からモバイルデータを受け取
ると、通信ネットワーク１００を介してモバイルデータおよび移動体識別子をセンタサー
バ１２２に送信する。
【０００８】
センタサーバ１２２は移動体所有者により予め登録されたプライバシー情報を保存してい
る。センタサーバ１２２は、各携帯情報端末１１０から移動体識別子およびモバイルデー
タを受信すると、収集したモバイルデータを編集し、編集データを作成する。また、受信
した移動体識別子を検索条件としてプライバシー情報を読み出す。さらに、読み出したプ
ライバシー情報および編集データを第２の情報提供サーバ１４２の要求に応じて送信し、
編集データを第１の情報提供の要求に応じて送信する。なお、第１の情報提供サーバ１３
２および第２の情報提供サーバ１４２が要求する情報は予めセンタサーバ１２２で実行さ
れるプログラムに登録されている。
【０００９】
第２の情報提供サーバ１４２はセンタサーバ１２２から編集データおよびプライバシー情
報を受信すると、編集データとプライバシー情報の内容を比較し、編集データにプライバ
シー情報に関連する情報があると判断すると、プライバシー情報から移動体識別子を読み
出し、その移動体識別子で特定される携帯情報端末１１０にその関連情報を送信する。
【００１０】
第１の情報提供サーバ１３２は、編集データを受信すると、編集データを、通信ネットワ
ーク１００を介して閲覧可能な状態に加工し、不特定の情報端末（不図示）からアクセス
できるようにする。
【００１１】
【特許文献１】
特開２００２－１１７１８４号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
上述の従来の技術には次のような問題点があった。
【００１３】
センタサーバは、複数の第２の情報提供サーバに対して、各サーバの要求に応じて、編集
データおよびプライバシー情報を送信するため、プライバシー情報を保護するための高度
な情報セキュリティを確保するとともに、大量かつ多様なデータの編集、配信をしなけれ
ばならなかった。
【００１４】
一方、センタサーバがプライバシー情報を保管しないで、各種サービスを提供する第２の
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情報提供サーバがプライバシー情報を保管する場合には、プライバシー情報が複数の情報
提供機関で管理されることになり、プライバシー情報の管理が煩雑となり、漏洩や目的外
利用の危険性が高くなってしまう。
【００１５】
また、このように複数の情報提供機関でプライバシー情報が管理される場合、移動体の所
有者は上記危険性についての不安を感じ、多くの人がプライバシー情報の提供を拒否する
おそれがある。
【００１６】
本発明は上記したような従来の技術が有する問題点を解決するためになされたものであり
、移動体に関する情報の収集、編集を実施するとともに、プライバシー情報を厳密に管理
可能なデータ処理システムおよびデータ処理方法を提供することを目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するための本発明のデータ処理システムは、移動体に設けられたモバイル
センサが検出する情報であるモバイルデータ、および前記移動体に対応する移動体識別子
を通信ネットワークを介して外部に送信する、前記移動体に対応して設けられた携帯情報
端末と、
予め情報の送信先を特定するためのサーバ識別子を格納し、前記携帯情報端末から前記モ
バイルデータおよび前記移動体識別子を受信すると、前記モバイルデータから作成した編
集データ、該編集データの送信先となる前記サーバ識別子、および前記移動体識別子を前
記通信ネットワークを介して外部に送信するセンタサーバと、
予め前記移動体識別子の情報を含むプライバシー情報を格納し、前記センタサーバから前
記編集データ、前記サーバ識別子および前記移動体識別子を受信すると、該移動体識別子
と前記プライバシー情報に含まれる移動体識別子が一致することで特定されたプライバシ
ー情報、および前記編集データを、前記サーバ識別子により特定される送信先に通信回線
を介して送信する照合サーバと、
を有する構成である。
【００１８】
上記のように構成される本発明では、照合サーバは、予めプライバシー情報を格納し、格
納したプライバシー情報のうち、センタサーバから受信した移動体識別子に一致するプラ
イバシー情報を通信回線を介して直接送信先に送るので、プライバシー情報が通信ネット
ワークに漏洩する危険性が低減される。
【００１９】
この場合、上記本発明のデータ処理システムにおいて、前記モバイルデータは前記移動体
の車両位置および車速の情報を含み、
前記編集データは前記車両位置および前記車速の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の登録した経路の情報を含み、
予め地図情報を格納し、前記照合サーバから前記編集データおよび特定されたプライバシ
ー情報を受信すると、前記編集データより読み出した前記車両位置および前記車速の情報
が前記地図情報に書き込まれた状況情報のうち、特定されたプライバシー情報に含まれる
前記登録した経路に該当する前記状況情報を、特定されたプライバシー情報に含まれる移
動体識別子に対応する携帯情報端末に前記通信ネットワークを介して送信する、前記サー
バ識別子により特定される送信先となる情報提供サーバを備えていてもよい。
【００２０】
上記のように構成される本発明では、移動体の所有者は、予め所定の経路の情報を照合サ
ーバに登録すると、登録した経路についての状況情報を携帯情報端末に取得できるだけで
なく、登録した経路の情報が通信ネットワークに漏洩する危険性を従来に比べて低減でき
る。
【００２１】
また、上記本発明のデータ処理システムにおいて、前記モバイルデータは前記移動体の車
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両位置の情報を含み、
前記編集データは前記車両位置の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の嗜好品、趣味および娯楽を含む興味対象物
の情報を含み、
予め地図情報を格納し、前記照合サーバから前記編集データおよび特定されたプライバシ
ー情報を受信すると、前記編集データより読み出した前記車両位置から所定の距離の範囲
内に有る、特定されたプライバシー情報から読み出した前記興味対象物を扱う場所の位置
情報を前記地図情報から読み出し、該位置情報を、特定されたプライバシー情報に含まれ
る移動体識別子に対応する携帯情報端末に前記通信ネットワークを介して送信する、前記
サーバ識別子により特定される送信先となる情報提供サーバを備えていてもよい。
【００２２】
上記のように構成される本発明では、移動体の所有者は、予め自分の興味対象物を照合サ
ーバに登録すると、移動体の行く先々で自分の興味対象物を扱う場所の位置情報を携帯情
報端末に取得できるだけでなく、自分の興味対象物の情報が通信ネットワークに漏洩する
危険性を従来に比べて低減できる。
【００２３】
さらに、上記本発明のデータ処理システムにおいて、前記モバイルデータは、前記移動体
の車両位置、ならびに該移動体に起こる盗難および事故を含む被害の情報を含み、
前記編集データは前記車両位置および前記被害の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の氏名の情報を含み、
予め前記被害の際に連絡を必要とする所定の機関への連絡先の情報を格納し、前記照合サ
ーバから前記編集データおよび特定されたプライバシー情報を受信すると、前記編集デー
タより読み出した前記車両位置、および特定されたプライバシー情報より読み出した前記
氏名の情報を前記所定の機関に通知する、前記サーバ識別子により特定される送信先とな
る情報提供サーバを備えていてもよい。
【００２４】
上記のように構成される本発明では、移動体の所有者は、予め自分の氏名を照合サーバに
登録すると、移動体に盗難や事故などの災難があったとき、必要な機関に自分の氏名がよ
り早く通知されるだけでなく、自分の名前が通信ネットワークに漏洩する危険性を従来に
比べて低減できる。
【００２５】
上記目的を達成するための本発明のデータ処理方法は、移動体に対応して設けられた携帯
情報端末と、該携帯情報端末と通信ネットワークを介して通信可能に接続されたセンタサ
ーバとを有するデータ処理システムによるデータ処理方法であって、
予め、前記移動体に対応する移動体識別子の情報を含むプライバシー情報を格納するため
の、前記センタサーバに前記通信ネットワークを介して接続された照合サーバを備えてお
き、
情報の送信先を特定するためのサーバ識別子を前記センタサーバに格納し、
前記移動体に設けられたモバイルセンサが検出する情報であるモバイルデータ、および前
記移動体に対応する移動体識別子を前記携帯情報端末から受信すると、前記モバイルデー
タから編集データを作成し、
前記編集データ、該編集データの送り先となる前記サーバ識別子、および前記移動体識別
子を前記照合サーバに送信し、
前記センタサーバから前記編集データ、前記サーバ識別子および前記移動体識別子を受信
すると、該移動体識別子と前記プライバシー情報に含まれる移動体識別子が一致すること
で特定されたプライバシー情報、および前記編集データを、前記サーバ識別子により特定
される送信先に通信回線を介して送信するものである。
【００２６】
この場合、上記本発明のデータ処理方法において、前記モバイルデータは前記移動体の車
両位置および車速の情報を含み、
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前記編集データは前記車両位置および前記車速の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の登録した経路の情報を含み、
予め地図情報を格納し、前記サーバ識別子により特定される送信先となる情報提供サーバ
を備えておき、
前記情報提供サーバは、前記照合サーバから前記編集データおよび特定されたプライバシ
ー情報を受信すると、前記編集データより読み出した前記車両位置および前記車速の情報
が前記地図情報に書き込まれた状況情報のうち、特定されたプライバシー情報に含まれる
前記登録した経路に該当する前記状況情報を、特定されたプライバシー情報に含まれる移
動体識別子に対応する携帯情報端末に前記通信ネットワークを介して送信することとして
もよい。
【００２７】
また、上記本発明のデータ処理方法において、前記モバイルデータは前記移動体の車両位
置の情報を含み、
前記編集データは前記車両位置の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の嗜好品、趣味および娯楽を含む興味対象物
の情報を含み、
予め地図情報を格納し、前記サーバ識別子により特定される送信先となる情報提供サーバ
を備えておき、
前記情報提供サーバは、前記照合サーバから前記編集データおよび特定されたプライバシ
ー情報を受信すると、前記編集データより読み出した前記車両位置から所定の距離の範囲
内に有る、特定されたプライバシー情報から読み出した前記興味対象物を扱う場所の位置
情報を前記地図情報から読み出し、該位置情報を、特定されたプライバシー情報に含まれ
る移動体識別子に対応する携帯情報端末に前記通信ネットワークを介して送信することと
してもよい。
【００２８】
さらに、上記本発明のデータ処理方法は、前記モバイルデータは、前記移動体の車両位置
、ならびに該移動体に起こる盗難および事故を含む被害の情報を含み、
前記編集データは前記車両位置および前記被害の情報からなり、
前記プライバシー情報は前記移動体の所有者の氏名の情報を含み、
予め前記被害の際に連絡を必要とする所定の機関への連絡先の情報を格納し、前記サーバ
識別子により特定される送信先となる情報提供サーバを備えておき、前記情報提供サーバ
は、前記照合サーバから前記編集データおよび特定されたプライバシー情報を受信すると
、前記編集データより読み出した前記車両位置、および特定されたプライバシー情報より
読み出した前記氏名の情報を、前記所定の機関に通知することとしてもよい。
【００２９】
【発明の実施の形態】
本発明のデータ処理システムは、移動体からのモバイルデータの収集、編集および配信を
行うセンタサーバ、およびそのデータを利用して移動体所有者にサービスを提供する情報
提供サーバと、プライバシー情報を管理するサーバとを別にすることにより、情報提供サ
ーバへのモバイルデータ配信時におけるプライバシー保護を可能とするものである。
【００３０】
本発明の実施例について説明する。なお、従来の技術と同様の構成については同一の符号
を付し、その詳細な説明を省略する。
【００３１】
図１は本実施例のデータ処理システムの一構成例を示すブロック図である。
【００３２】
図１に示すように、本実施例のデータ処理システムは、移動体となる自動車に設けられた
モバイルセンサ１０と、モバイルセンサ１０と通信可能に接続され、自動車に設けられた
携帯情報端末１２と、各自動車からモバイルデータを収集し、編集するセンタサーバ２２
と、提供する情報のためにモバイルデータを利用する第１の情報提供サーバとなる交通情
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報提供サーバ３２と、プライバシー情報およびモバイルデータを移動体所有者への情報提
供に利用する第２の情報提供サーバとなる通勤経路情報提供サーバ４２と、移動体識別子
とプライバシー情報とを照合する照合サーバ５２とを有する構成である。なお、センタサ
ーバ２２、交通情報提供サーバ３２、および照合サーバ５２はインターネット等の通信ネ
ットワーク１００により相互に通信可能に接続される。また、照合サーバ５２と通勤経路
情報提供サーバ４２とは通信回線で相互に通信可能に接続されている。
【００３３】
携帯情報端末１２は、移動体識別子およびモバイルデータを保存するための記憶部１３と
、通信ネットワーク１００を介して外部と情報の送受信をするための無線通信手段を備え
た通信部１４と、通信部１４で送受信される情報を表示するための表示部１５と、記憶部
１３、通信部１４、および表示部１５を制御する制御部１６と、移動体所有者が制御部１
６に指示を入力するための操作部１７とを有する。
【００３４】
なお、携帯情報端末１２は、通信部１４を介して、電話の発着信、および電子メールの送
受信が可能な構成であるが、ここではその詳細な説明を省略する。
【００３５】
制御部１６は、プログラム制御により所定の処理を実行するプロセッサ（不図示）と、プ
ログラムを格納するためのメモリ（不図示）とを有する。制御部１６は、モバイルセンサ
１０からモバイルデータを受け取ると、モバイルデータおよび移動体識別子を通信部１４
を介してセンタサーバ２２に送信する。また、照合サーバ５２から通信部１４を介して情
報を受信すると、その情報を表示部１５に表示させる。
【００３６】
センタサーバ２２は、ワークステーション・サーバ等の情報処理装置であり、データ処理
センタ２０に設けられている。
【００３７】
センタサーバ２２は、各携帯情報端末１２からモバイルデータおよび移動体識別子を受信
すると、収集したモバイルデータを編集し、編集データを作成する。
【００３８】
編集データは配信されるサーバ毎に異なる。交通情報提供サーバ３２に配信されるデータ
となる第１の編集データは、移動体毎の車両位置および車速の情報である。通勤経路情報
提供サーバ４２に配信されるデータとなる第２の編集データは、移動体毎の車両位置およ
び車速の情報である。なお、各サーバにどのような編集データを送るかは、予めセンタサ
ーバ２２のプログラムに登録されている。
【００３９】
また、センタサーバ２２は編集データをサーバに送信する際のアドレスとなるサーバ識別
子を格納している。サーバ識別子は移動体識別子と同様にサーバ毎に異なる。
【００４０】
センタサーバ２２は第１の編集データを交通情報提供サーバ３２に送信する。また、第２
の編集データ、移動体識別子、および通勤経路情報提供サーバ４２のアドレスを示すサー
バ識別子を照合サーバ５２に送信する。
【００４１】
交通情報提供サーバ３２は、ワークステーション・サーバ等の情報処理装置であり、第１
の情報提供機関となる交通情報提供機関３０に設けられている。交通情報提供サーバ３２
は予め地図情報を格納している。
【００４２】
交通情報提供サーバ３２は、センタサーバ２２から第１の編集データを受信すると、第１
の編集データを格納し、続いて、第１の編集データから読み出した車両位置および車速の
情報を地図情報に書き込み、交通渋滞や工事などの状況を示す状況情報を作成し、通信ネ
ットワーク１００を介して閲覧可能な状態に加工し、不特定の情報端末（不図示）からア
クセスできるようにする。
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【００４３】
照合サーバ５２は、ワークステーション・サーバ等の情報処理装置であり、移動体識別子
／プライバシー情報照合センタ５０に設けられている。
【００４４】
移動体所有者が、携帯情報端末１２の操作部１７を操作して、通信ネットワーク１００を
介して照合サーバ５２にアクセスし、プライバシー情報を登録することにより、照合サー
バ５２はプライバシー情報を格納する。また、移動体所有者は、登録時と同様に照合サー
バ５２にアクセスして、自分のプライバシー情報を照合サーバ５２から削除可能である。
なお、プライバシー情報は、移動体所有者の氏名、住所、血液型、嗜好品、娯楽、趣味、
通勤経路、および移動体識別子がある。
【００４５】
照合サーバ５２は、第２の編集データ、移動体識別子およびサーバ識別子をセンタサーバ
２２から受信すると、移動体識別子を検索条件として、検索条件が一致するプライバシー
情報を、登録された情報から読み出し、サーバ識別子の示す通勤経路情報提供サーバ４２
に第２の編集データおよびプライバシー情報を送信する。
【００４６】
通勤経路情報提供サーバ４２は、ワークステーション・サーバ等の情報処理装置であり、
第２の情報提供機関となる通勤経路情報提供機関４０に設けられている。通勤経路情報提
供サーバ４２は予め地図情報を格納している。
【００４７】
通勤経路情報提供サーバ４２は、照合サーバ５２から第２の編集データおよびプライバシ
ー情報を受信すると、これらを格納し、続いて、第２の編集データから車両位置および車
速を読み出し、これらを地図情報に書き込み、交通渋滞や工事の状況を示す状況情報を作
成する。また、プライバシー情報から通勤経路の情報を読み出すと、読み出した通勤経路
に該当する部分を状況情報から読み出し、受信したプライバシー情報に含まれる移動体識
別子で特定される携帯情報端末１２にその状況情報を送信する。
【００４８】
上述した構成によるデータ処理システムの動作手順について詳細に説明する。
【００４９】
図２はデータ処理システムの動作手順を示すフローチャートである。
【００５０】
自動車の所有者がエンジンをかけると、携帯情報端末１２が起動する。携帯情報端末１２
の制御部１６は、モバイルセンサ１０を起動させ、モバイルセンサ１０からモバイルデー
タを受け取ると、通信部１４および通信ネットワーク１００を介してセンタサーバ２２に
送信する（ステップＡ１）。
【００５１】
センタサーバ２２は、各携帯情報端末１２からモバイルデータおよび移動体識別子を受信
すると、収集したモバイルデータから第１の編集データ、第２の編集データを作成する（
ステップＡ２）。続いて、第１の編集データを交通情報提供サーバ３２に送信し、第２の
編集データ、移動体識別子およびサーバ識別子を照合サーバ５２に送信する（ステップＡ
３）。
【００５２】
交通情報提供サーバ３２は、第１の編集データをセンタサーバ２２から受信すると、第１
の編集データより車両位置、車速の情報を読み出し、交通渋滞や工事の状況を示す状況情
報を作成する。続いて、その状況情報を通信ネットワーク１００を介して閲覧可能な状態
に加工し、不特定の情報端末（不図示）からアクセスできるようにする（ステップＡ４）
。
【００５３】
照合サーバ５２は、第２の編集データ、移動体識別子およびサーバ識別子をセンタサーバ
２２から受信すると（ステップＡ５）、移動体識別子を検索条件にして、検索条件が一致
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するプライバシー情報を読み出す。続いて、プライバシー情報を第２の編集データととも
に、サーバ識別子の示す通勤経路情報提供サーバ４２に送信する（ステップＡ６）。
【００５４】
通勤経路情報提供サーバ４２は、第２の編集データおよびプライバシー情報をセンタサー
バ２２から受信すると、これらを格納し、続いて、第２の編集データより車両位置および
車速を読み出し、これらを地図情報に書き込み、交通渋滞や工事の状況を示す状況情報を
作成する。続いて、プライバシー情報から通勤経路の情報を読み出すと、読み出した通勤
経路に該当する部分を状況情報から読み出し、受信したプライバシー情報に含まれる移動
体識別子で特定される携帯情報端末１２にその状況情報を送信する（ステップＡ７）。
【００５５】
携帯情報端末１２は、通勤経路情報提供サーバ４２から照合サーバ５２および通信ネット
ワーク１００を介して状況情報を受信すると、表示部１５に表示させる（ステップＡ８）
。
【００５６】
なお、移動体所有者は、携帯情報端末１２の操作部１７を操作して、通信ネットワーク１
００を介して照合サーバ５２にアクセスし、プライバシー情報を登録および削除できる（
ステップＡ９）。
【００５７】
また、上記第２の編集データに周囲温度および周囲湿度の情報を含む場合には、上記通勤
経路情報提供サーバ４２は、照合サーバ５２から第２の編集データおよびプライバシー情
報を受信すると、第２の編集データから周囲温度および周囲湿度の情報を読み出し、温度
および湿度の情報を地図情報に書き込んだ天候情報を作成し、プライバシー情報に含まれ
る通勤経路に該当する天候情報を、移動体識別子で特定される携帯情報端末１２に天候情
報を送信してもよい。
【００５８】
また、移動体所有者が予め照合サーバ５２に登録する経路は、上記通勤経路に限られず、
移動体所有者が状況情報を取得したい経路であればよい。
【００５９】
上述のようにして、プライバシー情報を照合サーバ５２に管理させているため、モバイル
データを収集、編集するセンタサーバ２２は情報セキュリティ対策のための負荷が軽減さ
れる。また、照合サーバ５２はプライバシー情報を通勤経路情報提供サーバ４２に直接配
信しているため、プライバシー情報が通信ネットワーク１００を介して漏洩する危険性を
低減できる。
【００６０】
なお、第１の情報提供機関および第２の情報提供機関は、本実施例のようにそれぞれ一つ
に限らず、複数あってもよい。
【００６１】
また、第２の情報提供機関が目的地情報提供機関であれば、第２の情報提供サーバとなる
目的地情報提供サーバがセンタサーバ２２から受け取る編集データは車両位置の情報とな
り、目的地情報提供サーバは予め店舗や娯楽施設などの目的地の位置が記述された地図情
報を格納することとなる。目的地情報提供サーバは、センタサーバ２２から編集データと
して車両位置の情報を受信すると、プライバシー情報の嗜好品、娯楽、および趣味などの
興味対象物を読み出し、図２に示したステップＡ７と同様に動作し、車両位置から所定の
距離の範囲内で、移動体所有者の興味対象物を扱う場所の位置情報を携帯情報端末１２に
送信する。
【００６２】
このようにして、移動体所有者は、予め自分の興味対象物を照合サーバ５２に登録してお
けば、移動体の行く先々で自分の興味対象物を扱う場所の位置情報を取得できる。また、
上述したように、プライバシー情報が通信ネットワーク１００を介して漏洩する危険性が
低いため、自分の興味対象物の情報が漏洩するのを防止できる。
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【００６３】
また、第２の情報提供機関が運転技術診断機関であれば、第２の情報提供サーバとなる運
転技術診断サーバがセンタサーバ２２から受け取る編集データはブレーキ制御信号の情報
となり、運転技術診断サーバは予めブレーキ制御信号から運転技術を診断するための診断
データを格納することとなる。運転技術診断サーバは、センタサーバ２２から編集データ
としてブレーキ制御信号の情報を受信すると、そのブレーキ制御信号に上記診断データを
用いて運転技術を診断して運転技術診断情報を作成し、プライバシー情報に含まれる移動
体識別子で特定される携帯情報端末１２に運転技術診断情報を送信する。
【００６４】
このようにして、移動体所有者は、予め移動体識別子を照合サーバ５２に登録しておけば
、移動体の携帯情報端末１２に運転技術診断情報を受け取ることができる。なお、プライ
バシー情報に移動体識別子を登録していなくても、運転技術診断サーバは、センタサーバ
２２から照合サーバ５２を介して受信する移動体識別子から運転技術診断情報の送信先を
特定してもよい。
【００６５】
さらに、第２の情報提供機関が、移動体に起こる盗難や事故の被害の際に公的機関へ連絡
する機関であれば、第２の情報提供サーバとなる被害時連絡サーバがセンタサーバ２２か
ら受け取る編集データは、被害および車両位置の情報となる。被害時連絡サーバは、予め
所定の公的機関の連絡先の情報を格納し、センタサーバ２２から編集データとして、車両
位置および被害の情報を受信すると、プライバシー情報から移動体所有者の氏名を読み出
し、その氏名および車両位置の情報を必要な公的機関に電話回線を介して音声データで通
知する。なお、被害の情報をモバイルデータに含んでセンタサーバ２２に送信するために
、ドア開閉異常や衝突感知異常などの車両異常を検出するためのセンサを設けてもよく、
盗難や事故を通知するためのボタンを携帯情報端末１２の操作部１７に設けてもよい。ま
た、被害時連絡サーバは、所定の公的機関に通知する際、上記音声データに限らず、通信
ネットワーク１００を介して電子メールで通知してもよい。
【００６６】
このようにして、移動体所有者は、予め氏名を照合サーバ５２に登録しておくことで、移
動体に盗難や事故があったとき、必要な公的機関に自分の氏名がより早く通知される。ま
た、上述したように、プライバシー情報が通信ネットワーク１００を介して漏洩する危険
性が低いため、自分の氏名の情報が漏洩するのを防止できる。なお、連絡先となる公的機
関は、例えば、警察署や消防署がある。また、連絡先は公的機関に限らず、警備会社や保
険会社であってもよい。
【００６７】
【発明の効果】
本発明は以上説明したように構成されているので、以下に記載する効果を奏する。
【００６８】
本発明では、モバイルデータを収集、編集するセンタサーバとは別の照合サーバにプライ
バシー情報を管理させているため、センタサーバは情報セキュリティ対策のための負荷が
軽減される。
【００６９】
また、照合サーバはプライバシー情報を情報提供サーバに直接配信しているため、プライ
バシー情報が通信ネットワークを介して漏洩する危険性を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のデータ処理システムの一構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明のデータ処理システムによる動作手順を示すフローチャートである。
【図３】従来のデータ処理システムの一構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１０　　モバイルセンサ
１２、１１０　　携帯情報端末
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１３　　記憶部
１４　　通信部
１５　　表示部
１６　　制御部
１７　　操作部
２０、１２０　　データ処理センタ
２２、１２２　　センタサーバ
３０　　交通情報提供機関
３２　　交通情報提供サーバ
４０　　通勤経路情報提供機関
４２　　通勤経路情報提供サーバ
５０　　移動体識別子／プライバシー情報照合センタ
５２　　照合サーバ
１００　　通信ネットワーク
１３０　　第１の情報提供機関
１３２　　第１の情報提供サーバ
１４０　　第２の情報提供機関
１４２　　第２の情報提供サーバ
１５０　　基地局

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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