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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電用電力を外部機器に供給する充電装置であって、
　非接触通信により電力供給相手機器のタグ情報を読み取るタグ読取手段と、
　前記タグ読取部が読み取ったタグ情報に基づき、当該タグ情報を持つ機器が正当な電力
供給相手機器であるか否かの認証を行う認証手段と、
　前記認証手段の指示に基づき、非接触で充電用電力を供給する電力出力手段と、
　正当な電力供給相手機器のタグ情報リストを保持するタグテーブルを格納した第１の記
憶手段と、
　充電用電力供給中に利用者へ提示するためのコンテンツを格納した第２の記憶手段と、
　前記コンテンツを利用者へ提示するコンテンツ提示手段と、
　前記コンテンツ提示手段に利用者の操作指示内容を伝達する操作信号伝達手段と、
　を有し、
　前記認証手段は、前記第１の記憶手段に格納されたタグテーブルを参照して、電力供給
相手機器の認証を行い、
　前記タグ読取手段は、電力供給相手機器の動きを検出して前記操作信号伝達手段に出力
し、
　前記操作信号伝達手段は、前記タグ読取手段の当該出力を利用者の操作指示とみなして
前記コンテンツ提示手段に伝達し、
　前記コンテンツ提示手段は、前記電力出力手段が電力供給を開始すると、前記第２の記
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憶手段よりコンテンツを読み出して利用者へ提示し、
　前記操作信号伝達手段の出力に応じて、コンテンツの表示内容を変化させ、
　前記電力出力手段が電力供給を終了すると、利用者へのコンテンツ提示を終了する
ことを特徴とする充電装置。
【請求項２】
　前記タグ読取手段は、前記電力供給相手機器の動きをセンサにより検出することを特徴
とする請求項１に記載の充電装置。
【請求項３】
　前記タグテーブルは、タグ情報に関連付けられた顧客ＩＤを保持し、
　前記第１の記憶手段は、前記顧客ＩＤに関連付けられた顧客情報を保持する顧客テーブ
ルを格納し、
　前記認証手段は、前記第１の記憶手段に格納された顧客テーブルを参照して、電力供給
相手機器の利用者を識別することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の充電装置。
【請求項４】
　前記第１の記憶手段は、顧客毎の利用履歴を保持する履歴テーブルを格納し、
　前記認証手段は、前記タグ情報もしくは前記顧客ＩＤ、又はその両者を基に、利用者毎
の利用履歴を前記履歴テーブルに格納することを特徴とする請求項３に記載の充電装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の充電装置を備え、
　少なくとも、前記タグ読取手段の読取面と、前記電力出力手段の電力供給面とが、本体
筐体の外部に露出していることを特徴とする自動機器。
【請求項６】
　請求項４に記載の充電装置を備え、
　前記タグ読取手段の読取面と、前記電力出力手段の電力供給面と、前記コンテンツ提示
手段の表示面とが、本体筐体の外部に露出しており、
　前記第１の記憶手段は、
　前記顧客ＩＤに関連付けられたポイント情報を保持する顧客ポイントテーブルを格納し
、
　前記認証手段は、
　前記履歴テーブルを参照し、利用者毎の履歴に応じて前記顧客ポイントテーブルの内容
を更新し、
　前記コンテンツ提示手段は、
　前記顧客ポイントテーブルの内容に応じてあらかじめ定められたコンテンツを、前記第
２の記憶手段より読み出して利用者へ提示することを特徴とする自動機器。
【請求項７】
　前記認証手段は、
　前記顧客ＩＤを基に、当該顧客の口座情報を照会し、
　前記コンテンツ提示手段は、
　前記認証手段が照会した口座情報を表示することを特徴とする請求項６に記載の自動機
器。
【請求項８】
　請求項３又は請求項４に記載の充電装置を備え、
　前記タグ読取手段の読取面と、前記電力出力手段の電力供給面と、前記コンテンツ提示
手段の表示面とが、本体筐体の外部に露出しており、
　前記第１の記憶手段は、
　前記顧客ＩＤに関連付けられたポイント情報を保持する顧客ポイントテーブルと、
　前記タグ読取手段が検出した利用者の操作指示内容を前記顧客ＩＤに関連付けて保持す
る顧客操作テーブルとを格納し、
　前記認証手段は、
　前記タグ読取手段が検出した利用者の操作指示内容に基づき、前記顧客操作テーブルの
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内容を更新し、
　前記コンテンツ提示手段は、
　前記顧客ポイントテーブルの内容に応じてあらかじめ定められたコンテンツを、前記第
２の記憶手段より読み出して利用者へ提示することを特徴とする自動機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯情報端末などの充電を要する機器に充電用電力を供給する充電装置、及
びその充電装置を組み込んだ自動機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、非接触充電機構を備える機器に関する技術として、『非接触ＲＦＩＤリーダライ
タ一体型携帯端末において、非接触ＲＦＩＤリーダライタのアンテナ、ホストコンピュー
タに通信を行うアンテナ、非接触充電を行うためのコイルを、これら二つまたは三つを共
用して使うことにより、携帯端末を小型、軽量化することが可能となる。』（特許文献１
）というものや、『携帯用電気機器６に接続するコネクター１と、起電力を誘導させるた
めの二次コイルを設けると共にその起電力用定電圧回路及び整流回路とから成す基盤と、
該基盤と二次コイルが内蔵されたケース４とから構成する。又、非接触型充電パッド８と
して、板状のパッド本体８１と、それに内蔵した一次コイルと、差込プラグ８６と、パッ
ド本体８１の表面に描示した載置描示部とから少なくとも構成したものとする。』（特許
文献２）というものがある。
　また、ＩＣタグを用いて充電条件などの設定を行う技術として、『デジタルカメラ１０
には情報を送出する無線タグ１２を備え、電池パック１１には情報を取得する無線タグリ
ーダー１３を備える。無線タグリーダー１３が情報を取得すると電池パック１１はＦＥＴ
１２０をオンして電力供給を行い、無線タグリーダー１３が情報を取得できないときには
ＦＥＴ１２０をオフして電池パック１１の出力手段を遮断し、電力供給を停止する。』（
特許文献３）というものや、『電子機器１は、バッテリー８と、第１の演算装置６と、第
１のメモリ７と、ＲＦＩＤ／ＩＣタグ９を備え、バッテリー充電器２は、第２の演算装置
１２と、第２のメモリ１３と、ＳｃａｎｎｅｒのＩＣ１４と、充電電圧を可変する電源系
統制御部１７～２０を備え、電子機器１がバッテリー充電器２にセットされた際に、第２
の演算装置１２はＲＦＩＤ／ＩＣタグ９とＳｃａｎｎｅｒのＩＣ１４を介してバッテリー
８の充電仕様に対応したデータを受け取り、電源系統制御部１７～２０で充電仕様に対応
した電圧を発生し、バッテリー８は送電コイル２２、受電コイル１０を介して充電される
。』（特許文献４）というものがある。
　さらには、充電装置を組み込んだ機器に関する技術として、『本発明の自動販売機は、
情報処理端末の充電を行う充電ユニット０３０１、充電状態出力部０３０３、決済受付部
０３０２と、充電不可能出力部０３０４と、を有する、また、本発明の自動販売機は、更
に、広告情報を格納する広告情報格納部と、広告情報格納部に格納されている広告情報を
取得する広告情報取得部と、広告情報取得部で取得した広告情報を出力する広告情報出力
部とを具備し、前記充電ユニット０３０１によるバッテリーの充電中に情報処理端末のユ
ーザーが広告情報の提供を受けるようにしたものである。』（特許文献５）というものも
ある。
【特許文献１】特開２００１－３０７０３２号公報（要約）
【特許文献２】特開２００４－３５０４６５号公報（要約）
【特許文献３】特開２００４－３０４９７５号公報（要約）
【特許文献４】特開２００５－２３７１５５号公報（要約）
【特許文献５】特開２００３－１３２４２４号公報（要約）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　これら従来技術は、ＩＣタグや非接触充電機構の、非接触による機能提供に主眼を置い
たものであるが、利用者の認証については特に意識しておらず、従って利用者の特性に応
じた個人別サービスを提供することを主目的としたものではなかった。
　そこで、非接触による充電等の機能を持ち、かつ利用者の個人識別を行って、利用者毎
に個別のサービスを提供できる充電装置、さらにはそれを組み込んだサービス提供機器が
望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明に係る充電装置は、
　充電用電力を外部機器に供給する充電装置であって、
　非接触通信により電力供給相手機器のタグ情報を読み取るタグ読取手段と、
　前記タグ読取部が読み取ったタグ情報に基づき、当該タグ情報を持つ機器が正当な電力
供給相手機器であるか否かの認証を行う認証手段と、
　前記認証手段の指示に基づき、非接触で充電用電力を供給する電力出力手段と、
　正当な電力供給相手機器のタグ情報リストを保持するタグテーブルを格納した第１の記
憶手段と、
　充電用電力供給中に利用者へ提示するためのコンテンツを格納した第２の記憶手段と、
　前記コンテンツを利用者へ提示するコンテンツ提示手段と、
　前記コンテンツ提示手段に利用者の操作指示内容を伝達する操作信号伝達手段と、
　を有し、
　前記認証手段は、前記第１の記憶手段に格納されたタグテーブルを参照して、電力供給
相手機器の認証を行い、
　前記タグ読取手段は、電力供給相手機器の動きを検出して前記操作信号伝達手段に出力
し、
　前記操作信号伝達手段は、前記タグ読取手段の当該出力を利用者の操作指示とみなして
前記コンテンツ提示手段に伝達し、
　前記コンテンツ提示手段は、前記電力出力手段が電力供給を開始すると、前記第２の記
憶手段よりコンテンツを読み出して利用者へ提示し、
　前記操作信号伝達手段の出力に応じて、コンテンツの表示内容を変化させ、
　前記電力出力手段が電力供給を終了すると、利用者へのコンテンツ提示を終了すること
を特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、非接触で充電用電力を提供し、かつ非接触タグのタグ情報を用いて、
利用者個人を識別することにより、利用者毎に個別のサービスを提供できる。また、充電
装置と被充電機器との間の通信を、非接触タグのみにより行うため、被充電機器に格納し
ている情報が不用意に漏洩する危険を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る充電装置、及び被充電機器としての携帯情報端末
の全体構成図を示すものである。
　図１においては、携帯情報端末１００は、充電装置１０７より充電用電力の供給を受け
るものとする。
　携帯情報端末１００は、非接触充電端子部１０１、タグ１０２を有する。
　充電装置１０７は、非接触充電用電力出力部１０３、タグ読取部１０４、記憶手段１０
５、認証部１０６を有する。
　まず、携帯情報端末１００の構成要素について説明する。
　非接触充電端子部１０１は、例えばインダクタなどで実現されるような、電磁誘導によ
って電力供給を受けることが可能であるという特徴を持つ機能部であり、図示しない充電
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池や電源回路と接続され、供給を受けた電力を充電することができる。
　タグ１０２は、例えばＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ）などで実現される、固有のＩＤを非接触で通信する機能を持つことを特徴
とする機能部である。
　次に、充電装置１０７の構成要素について説明する。
　非接触充電用電力出力部１０３は、例えば誘導磁界を発生させるなどの方法で、非接触
充電端子部１０１を持つ機器に対して電力を伝導できることを特徴とする機能部である。
　タグ読取部１０４は、例えばＲＦＩＤリーダで実現されるような、タグ１０２と通信し
特定のＩＤを読み取ることができることを特徴とする機能部である。
　タグ読取部１０４は、読み取ったＩＤを認証部１０６に送信する。
　記憶手段１０５は、図示しない顧客タグテーブル１１０、顧客テーブル１１１、利用履
歴テーブル１１２を格納している。これらのテーブルの詳細は、後述の図３～図５で説明
する。
　認証部１０６は、タグ読取部１０４がタグ１０２から取得したＩＤを受け取り、タグ１
０２から取得できるＩＤと、記憶手段１０５内の顧客タグテーブル１１０が保持するデー
タとを対応付けるための処理を行い、当該ＩＤに相当するレコードが存在するか否かを確
認することを特徴とする機能部である。
　また、認証部１０６は、記憶手段１０５内の利用履歴テーブル１１２より、該当ＩＤの
利用者の充電装置利用状況、例えば利用日時、利用時間などの情報を読み出し、あるいは
これらの情報を利用履歴テーブル１１２に記録する。
【０００７】
　なお、本発明においては、非接触とは通信や電力供給を行うために、特定形状のコネク
タ等を嵌め込む作業を要しないことを意味する。
　また、図１における携帯情報端末１００は、携帯電話、ＰＤＡ、携帯型音楽プレイヤー
、デジタルカメラなど、充電することが可能で、持ち運ぶことができる情報機器をさすも
のとする。
【０００８】
　図２は、図１に示す全体構成図の外観イメージを示すものである。
　タグ読取部１０４と非接触充電用電力出力部１０３は、例えば物理的に近距離にあるこ
とで、携帯情報端末を動かさずに認証と充電を行うことができるという特徴を持つ。
【０００９】
　図３は、記憶手段１０５が格納している、顧客タグテーブル１１０の構成とデータ例を
示すものである。以下、各列について説明する。
　「タグＩＤ」列は、認証部１０６がタグＩＤを基に当該携帯情報端末の認証を行う際に
用いる値である。認証部１０６は、タグ読取部１０４よりＩＤを受け取ると、本列の値を
検索し、同じタグＩＤ値が存在すれば、その携帯情報端末は正当な機器であるものとみな
す。
　「顧客ＩＤ」列は、「タグＩＤ」列に関連付けられ、当該タグＩＤの携帯情報端末を保
有する顧客を識別するためのＩＤである。図３においては、本列の値が「ＥＦＧＨ４５６
７」であるレコードが２件存在しているが、これは当該顧客ＩＤを持つ利用者が、該当す
る２つの携帯情報端末を保有していることを示している。
【００１０】
　タグＩＤと顧客ＩＤとの対応関係は、例えば専用のタグ読取機器を持つ店舗を利用者が
訪問し、顧客ＩＤの登録と同時にタグＩＤを登録するようにすることもできるし、あるい
はコンピュータに専用のタグ読取機器を接続し、顧客ＩＤ登録用のＷｅｂサイトを通じて
利用者自らが顧客ＩＤとタグＩＤとの関連付けを行うようにしてもよい。
【００１１】
　図４は、記憶手段１０５が格納している、顧客テーブル１１１の構成とデータ例を示す
ものである。以下、各列について説明する。
　「顧客ＩＤ」列は、顧客タグテーブル１１０の「顧客ＩＤ」列と同義である。顧客タグ



(6) JP 4670738 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

テーブル１１０の「顧客ＩＤ」列に外部キー制約を付与して関連付けを行うことで、両テ
ーブルの関連を表すことができる。
　「氏名」列は、該当利用者の氏名を表す文字列であり、例えば顧客ＩＤの登録時に設定
することで、当該顧客へのサービス提供時などに、本列の値を利用することができる。
　「生年月日」列は、該当利用者の生年月日を表す文字列であり、同様に当該顧客へのサ
ービス提供時などに、本列の値を利用することができる。
【００１２】
　図５は、記憶手段１０５が格納している、利用履歴テーブル１１２の構成とデータ例を
示すものである。以下、各列について説明する。
　「利用履歴ＩＤ」列は、レコード整理の便宜上付与した内部的なＩＤである。本列の値
は、例えば昇順で自動採番するなどしておけばよい。
　「タグＩＤ」列は、顧客タグテーブル１１０の「タグＩＤ」列と同義である。本列に外
部キー制約を付与して、顧客タグテーブル１１０の「タグＩＤ」列との関連付けを行うこ
とで、両テーブルの関連を表すことができる。
　「利用年月日時刻」列は、該当するタグＩＤの携帯情報端末が充電装置を利用した年月
日時刻を表すものである。本列の値は、利用開始時点を基準としてもよいし、利用終了時
点を基準としてもよい。
　「利用金額」列は、該当するタグＩＤの携帯情報端末が、該当する利用年月日時刻に充
電装置を利用した際の、充電装置利用金額を表すものである。
　「利用時間」列は、該当するタグＩＤの携帯情報端末が、該当する利用年月日時刻に充
電装置を利用した際の、充電装置利用時間を表すものである。
【００１３】
　図６は、本実施の形態１において、携帯情報端末１００が充電装置１０７より電力供給
を受ける際の全体処理シーケンスを説明するものである。以下、各ステップについて説明
する。
（Ｓ６０１）
　利用者は、携帯情報端末１００を充電装置１０７のタグ読取部１０４に置く。
（Ｓ６０２）
　タグ読取部１０４は、携帯情報端末１００のタグ１０２が送信する情報を受け取り、タ
グＩＤを読み取る。読み取ったタグＩＤは、認証部１０６に出力される。
（Ｓ６０３）
　認証部１０６は、顧客タグテーブル１１０に、該当するタグＩＤが存在するか否かを照
会する。
　該当するタグＩＤが存在すれば、当該タグＩＤに関連付けられた顧客ＩＤを合わせて照
会する。該当するＩＤが存在しなければ、充電を行うことを認めず、その旨をビープ音や
画面表示などにより利用者へ通知する。
（Ｓ６０４）
　認証部１０６は、ステップＳ６０３で取得した顧客ＩＤを基に、顧客テーブル１１１へ
該当する顧客情報を照会する。顧客情報をサービス提供に用いない場合は、本ステップは
スキップしてもよい。
（Ｓ６０５）
　非接触充電用電力出力部１０３により、充電が行われる。
（Ｓ６０６）
　認証部１０６は、充電が完了する、もしくは利用者が充電を中止すると、これまでの利
用状況を基に、利用履歴テーブル１０６に新たなレコードを追加する。
【００１４】
　図７は、図６の全体処理シーケンスのうち、認証部１０６の認証処理を中心とした処理
フローを説明するものである。以下、各ステップについて説明する。
（Ｓ７０１）
　利用者は、携帯情報端末１００を充電装置１０７のタグ読取部１０４に置く。
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　本ステップは、図６のステップＳ６０１に相当する。
（Ｓ７０２）
　タグ読取部１０４は、携帯情報端末１００のタグ１０２が送信する情報を受け取り、タ
グＩＤを読み取る。読み取ったタグＩＤは、認証部１０６に出力される。
　本ステップは、図６のステップＳ６０２に相当する。
（Ｓ７０３）
　認証部１０６は、顧客タグテーブル１１０に、該当するタグＩＤが存在するか否かを照
会し、読み取ったタグＩＤと、顧客タグテーブル１１０内の「タグＩＤ」列の値とを比較
する。
　本ステップは、図６のステップＳ６０３前段に相当する。
（Ｓ７０４）
　認証部１０６は、顧客タグテーブル１１０に該当するタグＩＤが存在するか否かを判断
する。
　該当するタグＩＤが存在すれば、ステップＳ７０５へ進む。該当するＩＤが存在しなけ
れば、処理を終了する。
　本ステップは、図６のステップＳ６０３後段に相当する。
（Ｓ７０５）
　認証部１０６は、読み取ったタグＩＤをキャッシュメモリなどに保存しておく。保存し
たタグＩＤは、後述のステップＳ７０８で用いられる。
（Ｓ７０６）
　非接触充電用電力出力部１０３により、充電が行われる。
　本ステップは、図６のステップＳ６０５に相当する。
（Ｓ７０７）
　認証部１０６は、非接触充電用電力出力部１０３による充電中、タグ読取部１０４がタ
グ１０２のタグＩＤを読み取る。読み取れた場合はステップＳ７０８へ、読み取れない場
合はＳ７１０へ進む。
（Ｓ７０８）
　認証部１０６は、ステップＳ７０７で読み取ったタグＩＤと、ステップＳ７０５で保存
したタグＩＤとを比較する。両者が一致すればステップＳ７０９へ、一致しなければステ
ップＳ７１０へ進む。
（Ｓ７０９）
　認証部１０６は、一定期間スリープした後、ステップＳ７０７へ戻る。
（Ｓ７１０）
　認証部１０６は、非接触充電用電力出力部１０３による電力供給を終了させる。
（Ｓ７１１）
　認証部１０６は、これまでの利用状況を基に、利用履歴テーブル１０６に新たなレコー
ドを追加する。
【００１５】
　このように、利用者個人をタグＩＤにより識別し、利用者の氏名等の情報とともに利用
履歴を保存しておけば、利用履歴に応じて個人別サービスを行う際に利用することができ
る。
【００１６】
　以上のように、本実施の形態１に係る充電装置によれば、
　充電用電力を外部機器に供給する充電装置であって、
　非接触通信により電力供給相手機器のタグ情報を読み取るタグ読取手段と、
　前記タグ読取部が読み取ったタグ情報に基づき、当該タグ情報を持つ機器が正当な電力
供給相手機器であるか否かの認証を行う認証手段と、
　前記認証手段の指示に基づき、非接触で充電用電力を供給する電力出力手段と、
　を有するので、
　非接触で充電用電力を提供し、かつ非接触タグのタグ情報を用いて、利用者個人を識別



(8) JP 4670738 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

することにより、利用者毎に個別のサービスを提供できる。また、充電装置と被充電機器
との間の通信を、非接触タグのみにより行うため、被充電機器に格納している情報が不用
意に漏洩する危険を低減することができる。
【００１７】
　また、正当な電力供給相手機器のタグ情報リストを保持するタグテーブルを格納した第
１の記憶手段を有し、
　前記認証手段は、前記第１の記憶手段に格納されたタグテーブルを参照して、電力供給
相手機器の認証を行うので、
　あらかじめ正規な手続きを踏んで認証され、タグテーブルに格納されたタグＩＤを基に
して、電力供給相手機器の認証を確実に行うことができる。
【００１８】
　また、前記タグテーブルは、タグ情報に関連付けられた顧客ＩＤを保持し、
　前記第１の記憶手段は、前記顧客ＩＤに関連付けられた顧客情報を保持する顧客テーブ
ルを格納し、
　前記認証手段は、前記第１の記憶手段に格納された顧客テーブルを参照して、電力供給
相手機器の利用者を識別するので、
　利用者の氏名等の情報を、サービス提供時に利用することができ、個人別サービスの提
供に資する。
【００１９】
　また、前記第１の記憶手段は、顧客毎の利用履歴を保持する履歴テーブルを格納し、
　前記認証手段は、前記タグ情報もしくは前記顧客ＩＤ、又はその両者を基に、利用者毎
の利用履歴を前記履歴テーブルに格納するので、
　利用者毎のサービス利用履歴情報を、サービス提供時に利用することができ、個人別サ
ービスを提供する際に、利用回数などに応じたきめ細かなサービス提供を行うことができ
る。
【００２０】
実施の形態２．
　実施の形態１においては、充電時間中は待ち時間となり、利用者に待ちを強制すること
となる。そのため、充電が十分に完了しないうちに、利用者が充電を取りやめてしまうよ
うなことが考えられる。
　本発明の実施の形態２に係る充電装置おいては、上記のような課題を解決するため、充
電装置に情報提示部を設け、充電中は利用者に映像や音声などを含むコンテンツを提示す
ることで、待ち時間を強制される利用者の心理的負担を軽減し、もって充電途中で利用者
が充電を取りやめてしまうことを回避することを図るものである。
【００２１】
　図８は、本発明の実施の形態２に係る充電装置、及び被充電機器の全体構成図を示すも
のである。
　図８においては、携帯情報端末８００は、充電装置８０７より充電用電力の供給を受け
るものとする。
　図８の携帯情報端末８００の構成は、実施の形態１における図１と同様であるため、説
明を省略する。
　充電装置８０７は、非接触充電用電力出力部８０３、タグ読取部８０４、記憶手段８０
５、認証部８０６、情報提示部８０８、記憶手段８０９を有する。
　非接触充電用電力出力部８０３～認証部８０６の機能は、実施の形態１の図１における
非接触充電用電力出力部１０３～認証部１０６と同様であるため、説明を省略する。
　情報提示部８０８は、例えばディスプレイとスピーカで構成され、記憶手段８０９に格
納されているコンテンツを適宜表示する機能を持つ。
　記憶手段８０９は、映像ファイルや音楽ファイル、もしくはテキストファイルなどのコ
ンテンツを格納している。これらのコンテンツは、記憶手段８０９内にあらかじめ格納し
ておいてもよいし、閲覧要求を受けたときに図示しないネットワークを介してダウンロー
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ドし、記憶手段８０９内にキャッシュとして一時保存した上で情報提示部８０８により利
用者に提示するようにしてもよい。
【００２２】
　なお、本実施の形態２における「コンテンツ提示手段」は、情報提示部８０８がこれに
相当するものである。
　また、「第２の記憶手段」は、記憶手段８０９がこれに相当する。
【００２３】
　図９は、図８の充電装置８０７の全体処理フローを説明するものである。以下、各ステ
ップについて説明する。なお、実施の形態１の図６に相当する処理シーケンスの説明は省
略する。
（Ｓ９０１）～（Ｓ９０５）
　図７のステップＳ７０１～Ｓ７０５と同様であるため、説明を省略する。
（Ｓ９０６）
　非接触充電用電力出力部８０３により、充電が行われる。
　また、情報提示部８０８は、記憶手段８０９よりコンテンツを読み込み、利用者への提
供を開始する。
（Ｓ９０７）～（Ｓ９０９）
　図７のステップＳ９０７～Ｓ９０９と同様であるため、説明を省略する。
（Ｓ９１０）
　認証部８０６は、非接触充電用電力出力部８０３による電力供給を終了させる。また、
情報提示部８０８によるコンテンツ提示を終了させる。
（Ｓ９１１）
　図７のステップＳ７１１と同様であるため、説明を省略する。
【００２４】
　以上のように、本実施の形態２に係る充電装置によれば、
　充電用電力供給中に利用者へ提示するためのコンテンツを格納した第２の記憶手段（記
憶手段８０９）と、
　前記コンテンツを利用者へ提示するコンテンツ提示手段（情報提示部８０８）と、
　を有し、
　前記コンテンツ提示手段は、
　前記電力出力手段が電力供給を開始すると、前記第２の記憶手段よりコンテンツを読み
出して利用者へ提示し、
　電力供給が終了すると、利用者へのコンテンツ提示を終了するので、
　情報提示部８０８により、利用者が携帯情報端末の充電を行っている際に、待ち時間の
間に退屈させることなく充電サービスを提供でき、利用者の心理的負担を軽減し、充電が
完了する前に充電装置を離れてしまうような事態の回避を図ることができる。さらには、
サービス提供者側から広告コンテンツを提供することもできるため、サービス提供者とし
ての利点もある。
【００２５】
実施の形態３．
　実施の形態１又は２においては、充電を開始すると、充電終了までは利用者が携帯情報
端末を操作することがないため、利用者が携帯情報端末を非接触充電端子部分に放置、置
き忘れる可能性があった。
　本発明の実施の形態３に係る充電装置は、上記のような課題を解決するため、情報提示
部に例えばゲームのようなインタラクティブ性のあるコンテンツを表示し、また利用者の
操作信号を反映する手段を設けることによって、充電中も利用者が携帯情報端末に常時接
しているような状況を作出し、もって放置や置忘れの防止を図るものである。
【００２６】
　図１０は、本発明の実施の形態３に係る充電装置、及び被充電機器の全体構成図を示す
ものである。
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　図１０においては、携帯情報端末１０００は、充電装置１００７より充電用電力の供給
を受けるものとする。
　図１０の携帯情報端末１０００の構成は、実施の形態２における図８と同様であるため
、説明を省略する。
　充電装置１００７は、非接触充電用電力出力部１００３、タグ読取部１００４、記憶手
段１００５、認証部１００６、情報提示部１００８、記憶手段１００９、操作部１０１０
を有する。
　タグ読取部１００４は、タグ１００２と通信し特定のＩＤを読み取ることができるとと
もに、携帯情報端末１０００の位置、向きなどの情報、またボタン操作など利用者の意図
を含んだ動作を、図示しないセンサなどの検出方法を用いて取得する機能を持つ。
　タグ読取部１００４が取得した動き情報は、操作部１０１０に出力される。
　操作部１０１０は、タグ読取部１００４から受け取った動き情報を処理し、利用者の操
作指示情報として情報提示部１００８に伝達する。
　情報提示部１００８は、操作部１０１０の出力に応じて、提示するコンテンツの内容を
動的に変化させる。
　記憶手段１００９が格納しているコンテンツは、例えばゲームなどの、利用者の操作を
必要とするインタラクティブ性のあるものである。
　その他の構成は、実施の形態２の図８と同様であるため、説明を省略する。
【００２７】
　なお、本実施の形態３における「操作信号伝達手段」は、操作部１０１０がこれに相当
するものである。
【００２８】
　図１１は、図１０の充電装置１００７の全体処理フローを説明するものである。以下、
各ステップについて説明する。なお、実施の形態１の図６に相当する処理シーケンスの説
明は省略する。
（Ｓ１１０１）～（Ｓ１１０８）
　図９のステップＳ９０１～Ｓ９０８と同様であるため、説明を省略する。
（Ｓ１１０９）
　タグ読取部１００４は、タグ１００２と通信し特定のＩＤを読み取ることができるとと
もに、携帯情報端末１０００の位置、向きなどの情報、またボタン操作など利用者の意図
を含んだ動作を読み取る。
（Ｓ１１１０）
　タグ読取部１００４は、取得した動き情報を操作部１０１０に出力する。
（Ｓ１１１１）
　操作部１０１０は、タグ読取部１００４から受け取った動き情報を処理し、利用者の操
作指示情報として情報提示部１００８に伝達する。
（Ｓ１１１２）
　情報提示部１００８は、操作部１０１０の出力に応じて、提示するコンテンツの内容を
動的に変化させる。その後、ステップＳ１１０７に戻る。
（Ｓ１１１３）
　認証部１００６は、非接触充電用電力出力部１００３による電力供給を終了させる。ま
た、情報提示部１００８によるコンテンツ提示を終了させる。
（Ｓ１１１４）
　図９のステップＳ９１１と同様であるため、説明を省略する。
【００２９】
　以上のように、本実施の形態３に係る充電装置によれば、
　前記コンテンツ提示手段に利用者の操作指示内容を伝達する操作信号伝達手段を有し、
　前記タグ読取手段は、電力供給相手機器の動きを検出して前記操作信号伝達手段に出力
し、
　前記操作信号伝達手段は、前記タグ読取手段の当該出力を利用者の操作指示とみなして
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前記コンテンツ提示手段に伝達し、
　前記コンテンツ提示手段は、前記操作信号伝達手段の出力に応じて、コンテンツの表示
内容を動的に変化させるので、
　充電中も利用者の意識を携帯情報端末に集中させることができ、放置や置忘れなどの防
止につながる。また、広告コンテンツなどを同時に提示することで、実施の形態３と同様
の効果を奏することもできる。
【００３０】
実施の形態４．
　実施の形態１～３においては、充電装置単体で携帯情報端末に充電用電力を提供するた
め、利用者に充電サービス以外の機能を提供することができない。
　本発明の実施の形態４においては、利用者に自動で応答する自動機器に充電装置を組み
込み、自動機器が利用者に本来提供する機能に加えて、充電機能を提供できるようにする
ものである。
　なお、本実施の形態４における自動機器とは、自動券売機や自動販売機、金融機関で使
用される現金自動預け払い機（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ：Ａ
ＴＭ）など、利用者が自ら操作してサービスの提供を受けるための機器のことをいう。
【００３１】
　図１２は、本実施の形態４に係る充電装置、及びそれを組み込んだ自動機器の全体構成
図を示すものである。
　図１２においては、被充電機器である携帯情報端末は省略してある。
　自動機器１２２０は、基本機能提供部１２２１、情報提示部１２２２、操作部１２２３
を有する。
　充電装置１２０７は、非接触充電用電力出力部１２０３、タグ読取部１２０４、記憶手
段１２０５、認証部１２０６、情報提示部１２０８、記憶手段１２０９、操作状態監視部
１２１１を有する。
　まず、自動機器１２２０について説明する。
　基本機能提供部１２２１は、例えばＡＴＭの場合であれば、カードの読み取り、認証、
銀行側サーバとの通信、通帳や領収書の印刷などの機能を提供する機能部である。
　情報提示部１２２２は、例えばＡＴＭの場合であればディスプレイなど利用者に対する
動作の指示や利用者の入力結果の表示など、自動機器１２２０の機能を利用者に提供する
ために必要な情報を提示する機能部である。
　操作部１２２３は、例えばＡＴＭの場合であれば、テンキーやタッチパネルなど、利用
者が操作するための入力を受け付ける機能部である。
　次に、充電装置１２０７について説明する。
　タグ読取部１２０４は、操作状態監視部１２１１と通信し、操作状態監視部１２１１か
らの指示を受けて、実施の形態１～３におけるタグ読取部と同様の動作を行う。
　操作状態監視部１２１１は、自動機器１２２０が有する操作部１２２３と通信し、操作
部１２２３の状態を監視して、利用者が特定の操作を行った場合に、タグ読取部１２０４
を介して動作指令を発する。
　その他の構成は、実施の形態２における図８と同様であるため、説明を省略する。
【００３２】
　図１２においては、充電装置１２０７と自動機器１２２０は分離して記載しているが、
これに限られるものではなく、充電装置１２０７を自動機器１２２０に組み込み、配線に
より操作状態監視部１２１１と操作部１２２３を接続するように構成してもよい。
【００３３】
　図１３は、図１２における自動機器１２２０がＡＴＭであるとした場合の、外観イメー
ジを示すものである。
　図１３においては、基本機能提供部１２２１は例えば通帳の挿入口などであり、情報提
示部１２２２はＡＴＭの操作画面、操作部１２２３は操作ボタンである。これらは通常の
ＡＴＭと同様の構成である。
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　図１３に示すＡＴＭは、内部に組み込まれた充電装置１２０７の構成のうち、非接触充
電用電力出力部１２０３、タグ読取部１２０４、情報提示部１２０８が筐体外部に露出し
、充電装置としての機能を利用者に提供できるように構成されている。
　なお、自動機器１２２０（ＡＴＭ）が有する情報提示部１２２２と、充電装置１２０７
が有する情報提示部１２０８とは、図１３においてはそれぞれ設けられているが、これを
一体化して構成してもよいし、さらにソフトウェアで１画面を２分割し、自動機器１２２
０の情報提示と充電装置１２０７の情報提示を１画面で行うように構成してもよい。
【００３４】
　図１４は、図１３に示すＡＴＭと、内部に組み込まれた充電装置１２０７との全体動作
フローを説明するものである。以下、各ステップについて説明する。
（Ｓ１４０１）
　利用者は、携帯情報端末を自動機器（ＡＴＭ）筐体外部に露出するタグ読取部１２０４
に置く。
（Ｓ１４０２）
　利用者は、自動機器（ＡＴＭ）の操作を開始する。
（Ｓ１４０３）
　操作状態監視部１２１１は、ＡＴＭ利用者の処理の監視を開始し、捜査が一定の状態に
達したこと、例えばカードを挿入した、あるいはボタンの入力を行った、といった状態を
検知して、タグ読取部１２０４に読み取り開始指示を送信する。
（Ｓ１４０４）
　タグ読取部１２０４は、携帯情報端末のタグが送信する情報を受け取り、タグＩＤを読
み取る。読み取ったタグＩＤは、認証部１２０６に出力される。
（Ｓ１４０５）
　認証部１２０６は、顧客タグテーブル１１０に、該当するタグＩＤが存在するか否かを
照会し、読み取ったタグＩＤと、顧客タグテーブル１１０内の「タグＩＤ」列の値とを比
較する。
（Ｓ１４０６）
　認証部１２０６は、顧客タグテーブル１１０に該当するタグＩＤが存在するか否かを判
断する。
　該当するタグＩＤが存在すれば、ステップＳ１４０７へ進む。該当するＩＤが存在しな
ければ、処理を終了する。
（Ｓ１４０７）
　認証部１２０６は、読み取ったタグＩＤをキャッシュメモリなどに保存しておく。保存
したタグＩＤは、後述のステップＳ１４１０で用いられる。
（Ｓ１４０８）
　非接触充電用電力出力部１２０３により、充電が行われる。
　また、情報提示部１２０８は、記憶手段１２０９よりコンテンツを読み込み、利用者へ
の提供を開始する。
（Ｓ１４０９）
　認証部１２０６は、非接触充電用電力出力部１２０３による充電中、タグ読取部１２０
４が携帯情報端末のタグＩＤを読み取る。読み取れた場合はステップＳ１４１０へ、読み
取れない場合はＳ１４１５へ進む。
（Ｓ１４１０）
　認証部１２０６は、ステップＳ１４０９で読み取ったタグＩＤと、ステップＳ１４０７
で保存したタグＩＤとを比較する。両者が一致すればステップＳ１４１１へ、一致しなけ
ればステップＳ１４１５へ進む。
（Ｓ１４１１）
　認証部１２０６は、一定期間スリープした後、ステップＳ１４０９へ戻る。
（Ｓ１４１２）
　自動機器（ＡＴＭ）は、ステップＳ１４０２で利用者の操作を受け付け、動作を開始す
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る。
（Ｓ１４１３）
　自動機器（ＡＴＭ）は、利用者が要求したサービス提供を終了する。
（Ｓ１４１４）
　自動機器（ＡＴＭ）は、充電処理と、情報提示部による提供が終了しているか否かを判
断する。終了していればそのまま終了し、終了していなければ、ステップＳ１４１５へ進
む。
（Ｓ１４１５）
　認証部１２０６は、非接触充電用電力出力部１２０３による電力供給を終了させる。ま
た、情報提示部１２０８によるコンテンツ提示を終了させる。
（Ｓ１４１６）
　認証部１２０６は、これまでの利用状況を基に、利用履歴テーブル１０６に新たなレコ
ードを追加する。
【００３５】
　なお、自動機器（ＡＴＭ）に組み込む充電装置は、実施の形態１～３のいずれの形態の
充電装置であってもよい。
【００３６】
　以上のように、本実施の形態４に係る自動機器（ＡＴＭ）によれば、
　実施の形態１～３のいずれかの充電装置を備え、
　少なくとも、前記タグ読取手段の読取面と、前記電力出力手段の電力供給面とが、本体
筐体の外部に露出しているので、
　タグＩＤにより非接触認証を行い、また非接触による充電用電力供給を行うとともに、
充電中はＡＴＭの利用を促すことができる。これにより、利用者に対しては充電サービス
とＡＴＭサービスの双方を提供することが可能になるとともに、サービス提供者側として
は、利用者がＡＴＭを利用する機会の増加につながり、事業機会が増加するという効果も
ある。
【００３７】
実施の形態５．
　実施の形態４の自動機器（ＡＴＭ）は、利用者の携帯情報端末が有するタグＩＤを読み
取り、利用者の個人識別を行うことができるが、その個人識別情報の利用対象は、利用履
歴を記録するに留まっていた。
　本発明の実施の形態５に係る自動機器（ＡＴＭ）は、タグＩＤによる個人識別情報を積
極的に活用し、クーポン券の贈呈などの個人別サービスを提供するものである。
【００３８】
　本実施の形態５に係る自動機器（ＡＴＭ）の構成は、原則として実施の形態４における
図１２～図１３と同様である。
　ただし、記憶手段１２０５は、顧客ＩＤ毎のポイント情報を保持する顧客ポイントテー
ブル１１３（図示せず）を格納している点が、実施の形態４と異なる。顧客ポイントテー
ブル１１３の構成は、後述の図１６で説明する。
　また、タグ読取部１２０４は、タグライターの機能を兼ね備え、携帯情報端末に情報を
送信することができるものとする。同様に、携帯情報端末のタグは、タグリーダーの機能
を兼ね備えているものとする。
【００３９】
　図１５は、本実施の形態５における情報提示部の画面表示例を示すものである。ここで
は、情報提示部が利用者に提示するコンテンツとして、サービス利用回数に応じたクーポ
ン券を表示する例を示している。
　本実施の形態５においては、利用者が充電装置を一定回数利用するごとに、特定の店舗
（例えばＡＴＭを設置しているコンビニエンスストア）で利用できるクーポン券を入手で
きるものとする。
　クーポン券の実体や、クーポン券入手の処理シーケンスについては、後述する。
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【００４０】
　図１５においては、利用者は携帯情報端末１５００を非接触充電用電力出力部１２０２
に置き、充電を開始するとともに、自動機器（ＡＴＭ）の操作を開始する。
　このとき、利用回数が一定回数に達していれば、情報提示部１２２２（もしくは情報提
示部１２０８）に、クーポン券の内容が表示される。このとき、携帯情報端末１５００に
同じ内容を表示するようにしてもよい。
　クーポン券の内容は、記憶手段１２０９にあらかじめ格納しておいてもよいし、利用回
数や顧客の生年月日などの属性に応じて、動的に生成してもよい。
　なお、非接触充電用電力出力部１２０３～操作部１２２３は、図１３に示すものと同様
であるので、説明を省略する。また、クーポン券を表示する際の処理シーケンスは、後述
の図１７で説明する。
【００４１】
　図１６は、記憶手段１２０５が格納する顧客ポイントテーブル１１３の構成とデータ例
を説明するものである。以下、各列について説明する。
　「顧客ＩＤ」列は、顧客テーブル１１１の「顧客ＩＤ」列と同義である。本列に外部キ
ー制約を付与して関連付けを行うことで、両テーブルの関連を表すことができる。
　「残りポイント」列は、該当する「顧客ＩＤ」を有する利用者の残存獲得ポイントを表
すものである。
　ポイントの付与は、例えば充電装置の利用ごとに規定のポイントを自動的に付与するよ
うにしてもよいし、利用者が金銭でポイントを購入してあらかじめチャージしておくよう
にしてもよい。
【００４２】
　図１７は、図１５において、情報提示部１２０８（もしくは情報提示部１２２２）及び
携帯情報端末の画面にクーポン券の内容を表示する際の処理シーケンスを説明するもので
ある。以下、各ステップについて説明する。
（Ｓ１７０１）
　利用者は、携帯情報端末１５００を充電装置１２０７のタグ読取部１２０４に置く。
（Ｓ１７０２）
　タグ読取部１２０４は、携帯情報端末１５００のタグが送信する情報を受け取り、タグ
ＩＤを読み取る。読み取ったタグＩＤは、認証部１２０６に出力される。
（Ｓ１７０３）
　認証部１２０６は、顧客タグテーブル１１０に、該当するタグＩＤが存在するか否かを
照会する。
　該当するタグＩＤが存在すれば、当該タグＩＤに関連付けられた顧客ＩＤを合わせて照
会する。該当するＩＤが存在しなければ、充電を行うことを認めず、その旨をビープ音や
画面表示などにより利用者へ通知する。
（Ｓ１７０４）
　認証部１２０６は、ステップＳ１７０３で取得した顧客ＩＤを基に、顧客ポイントテー
ブル１１３へ該当する顧客の残りポイントを照会する。
（Ｓ１７０５）
　認証部１２０６は、情報提示部１２０８へクーポン券データを表示するよう指示する。
（Ｓ１７０６）
　情報提示部１２０８は、認証部１２０６の指示に基づき、記憶手段１２０９より該当す
るクーポン券データを読み出し、利用者に提示する。クーポン券データの内容は、後述の
図１８で説明する。
　なおこのとき、自動機器（ＡＴＭ）の情報提示部１２２２にも同じ内容を表示するよう
にしてもよい。
（Ｓ１７０７）
　認証部１２０６は、タグ読取部１２０４に、クーポン券データの内容を携帯情報端末１
５００へ送るように指示する。
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　本ステップ、及び以後のステップは、携帯情報端末１５００にクーポン券データの内容
を表示する必要がない場合は、スキップしてもよい。
（Ｓ１７０８）
　タグ読取部１２０４は、クーポン券データの内容を携帯情報端末１５００へ送信する。
このとき送信するクーポン券データは、あらかじめ記憶手段１２０９に格納しておいたも
のを送信してもよいし、ネットワーク上のＵＲＬなどのロケーションを示す情報のみを送
信し、携帯情報端末が自らクーポン券データを取得するようにしてもよい。
（Ｓ１７０９）
　携帯情報端末１５００は、受け取ったクーポン券データの内容を基に、クーポン券を画
面表示する。
【００４３】
　図１８は、クーポン券データの構成例を示すものである。ここでは、図１５に示すクー
ポン券の内容と同じものを例として示している。
　クーポン券データは、前述のように比較的処理能力の小さい携帯情報端末などに表示す
る場合があるため、データ量は少ないほうが望ましい。また、クーポン券データを直接携
帯情報端末に配信せず、ロケーションのみを通知する場合を考慮すると、クーポン券デー
タは、インターネットを介して送信するのに適したフォーマットであることが望ましい。
　そこで、図１８に示すように、マークアップ言語の形式で記述されたテキストデータで
クーポン券データを構成しておけば、データ容量が少なくてすむとともに、インターネッ
トを介した配信も容易である。
【００４４】
　利用者の残りポイントなど、個人毎あるいは利用毎に異なるクーポン券の内容を提示し
たい場合には、変動する可能性のある部分をパラメータ化しておくこともできる。
　例えば、図１８に示すクーポン券データの６行目「＿＄ｐｏｉｎｔ」と記載している部
分は、顧客ポイントテーブル１１３の内容に応じて動的に生成し、携帯情報端末に送信す
るようにすることができる。
　同様に、有効期限をクーポン券発効日から所定の日数とする場合には、１３行目の「＿
＄ｅｘｐｉｒｅ」と記載している部分を、動的に生成することができる。
【００４５】
　図１９は、クーポン券データを送信する際に、顧客テーブル１１１より利用者に関する
情報を、利用履歴テーブルより利用履歴情報を取得し、取得した情報に基づいて動的にク
ーポン券データを生成する場合の処理シーケンスを説明するものである。以下、各ステッ
プについて説明する。
　なお、記載の便宜上、図１７の携帯情報端末に相当する部分は省略している。
（Ｓ１９０１）
　タグ読取部１２０４は、携帯情報端末１５００のタグが送信する情報を受け取り、タグ
ＩＤを読み取る。読み取ったタグＩＤは、認証部１２０６に出力される。
（Ｓ１９０２）
　認証部１２０６は、顧客タグテーブル１１０に、該当するタグＩＤが存在するか否かを
照会する。
　該当するタグＩＤが存在すれば、当該タグＩＤに関連付けられた顧客ＩＤを合わせて照
会する。該当するＩＤが存在しなければ、充電を行うことを認めず、その旨をビープ音や
画面表示などにより利用者へ通知する。
（Ｓ１９０３）
　認証部１２０６は、ステップＳ１９０２で取得した顧客ＩＤを基に、利用履歴テーブル
１１２へ、該当する利用者のこれまでの利用履歴を照会する。
（Ｓ１９０４）
　認証部１２０６は、ステップＳ１９０２で取得した顧客ＩＤを基に、顧客テーブル１１
１へ、該当する利用者の氏名などの情報を照会する。
（Ｓ１９０５）
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　認証部１２０６は、情報提示部１２０８へクーポン券データを表示するよう指示する。
クーポン券データの内容は、ステップＳ１９０３～Ｓ１９０４で取得した情報を反映する
ようにすることができる。
（Ｓ１９０６）
　情報提示部１２０８は、認証部１２０６の指示に基づき、記憶手段１２０９より該当す
るクーポン券データを読み出し、利用者に提示する。
　なおこのとき、自動機器（ＡＴＭ）の情報提示部１２２２にも同じ内容を表示するよう
にしてもよい。
（Ｓ１９０７）
　認証部１２０６は、タグ読取部１２０４に、クーポン券データの内容を携帯情報端末１
５００へ送るように指示する。
　本ステップ、及び以後のステップは、携帯情報端末１５００にクーポン券データの内容
を表示する必要がない場合は、スキップしてもよい。
（Ｓ１９０８）
　タグ読取部１２０４は、クーポン券データの内容を携帯情報端末１５００へ送信する。
このとき送信するクーポン券データは、あらかじめ記憶手段１２０９に格納しておいたも
のを送信してもよいし、ネットワーク上のＵＲＬなどのロケーションを示す情報のみを送
信し、携帯情報端末が自らクーポン券データを取得するようにしてもよい。
【００４６】
　以上、タグＩＤの情報を基に利用者個人を識別し、利用者ごとにカスタマイズされたク
ーポン券贈呈サービスを提供する例を説明したが、ＡＴＭのバンキング機能を提供するに
際して、同様に利用者個人を識別することにより、バンキングサービスと連携することも
可能である。
　以下、口座情報を画面表示する例について、図２０と図２１を用いて説明する。
【００４７】
　図２０は、利用者が有する銀行口座の残高情報を保持する口座テーブルの構成とデータ
例を示すものである。以下、各列について説明する。
　「口座番号」列は、利用者が保有する銀行口座の口座番号である。
　「顧客ＩＤ」列は、顧客テーブル１１１の「顧客ＩＤ」列と同義である。
　「残高」列は、該当する利用者の保有口座の預金残高である。
【００４８】
　口座情報は、通常はＡＴＭに銀行カードを挿入し、暗証番号を入力することによってア
クセスされるものであるが、利用者が保有する携帯情報端末のタグＩＤと、当該利用者が
保有する口座番号等とが事前に分かっていれば、銀行カードと暗証番号を用いる代わりに
タグＩＤを以って利用者を認証し、口座情報へのアクセスを許可することも可能である。
　なお、口座情報は通常、遠隔地のデータセンター内に保持されているため、タグＩＤを
用いた認証が完了した後は、当該認証情報を基に、ネットワークを介して口座情報にアク
セスすることになる。
【００４９】
　図２１は、口座情報を取得し、画面表示する際の処理シーケンスを説明するものである
。以下、各ステップについて説明する。
（Ｓ２１０１）～（Ｓ２１０３）
　図１７のステップＳ１７０１～Ｓ１７０３と同様であるため、説明を省略する。
（Ｓ２１０４）
　認証部１２０６は、図示しないネットワークを介して、口座テーブルの該当するデータ
を照会し、残高情報を取得する。
（Ｓ２１０５）
　認証部１２０６は、情報提示部１２０８に、ステップＳ２１０４で取得した残高情報を
表示するように指示する。
（Ｓ２１０６）
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　情報提示部１２０８は、認証部１２０６の指示に基づき、ステップＳ２１０４で取得し
た残高情報を表示する。
【００５０】
　ステップＳ２１０６においては、同時にＡＴＭの情報提示部１２２２にも残高情報を提
示するようにしてもよい。また、始めから情報提示部１２０８と情報提示部１２２２を一
体化して構成しておいてもよい。
【００５１】
　図２０においては、口座番号と顧客ＩＤが１のテーブル内において関連付けられている
例を示したが、利用者が有するタグのタグＩＤと保有口座との関連が分かりさえすれば、
この構成に限る必要はなく、タグＩＤと口座番号との関係を表すテーブルを別に設ける、
あるいは別の認証手段により両者の関係を特定するなど、任意の手法を用いることができ
る。
　また、自動機器（ＡＴＭ）に組み込む充電装置は、実施の形態１～３のいずれの形態の
充電装置であってもよい。
　クーポン券データのカスタマイズ内容は、利用履歴のみに基づくものとしたが、これに
限られるものではなく、例えばあらかじめ設定された利用者の嗜好情報に基づき、クーポ
ン券の商品カテゴリをカスタマイズするような構成も可能である。
【００５２】
　このように、本実施の形態５によれば、簡易なデータフォーマットを用いて、利用者ご
とにカスタマイズされたクーポン券贈呈サービスを提供することができる。
　データフォーマットは図１８に例示したものに限られるものではなく、任意のフォーマ
ットとすることができる。また、提供可能なコンテンツはクーポン券に限られたものでは
なく、記憶手段１２０５に格納したテーブルの情報を用いて、利用者ごとにカスタマイズ
された種々のコンテンツを提供することができる。
　また、口座テーブルの内容を基に残高情報を表示する例を説明したが、タグＩＤにより
個人を識別し、該当する外部の情報を読み込んで表示するものであれば、任意の情報につ
いて同様の手順を適用できる。
【００５３】
　また、本実施の形態５においては、口座テーブルと顧客ポイントテーブルとは、顧客Ｉ
Ｄのみにより関連付けられており、充電サービスと銀行口座との関連性は最小限にとどめ
たが、サービス提供上は両者の関連をより密接にし、例えばポイントを口座預金からの自
動引落で購入するような構成とすることもできる。
【００５４】
　以上のように、本実施の形態５に係るＡＴＭによれば、
　上記に説明した充電装置を備え、
　前記タグ読取手段の読取面と、前記電力出力手段の電力供給面と、前記コンテンツ提示
手段の表示面とが、本体筐体の外部に露出しており、
　前記第１の記憶手段は、
　前記顧客ＩＤに関連付けられたポイント情報を保持する顧客ポイントテーブルを格納し
、
　前記認証手段は、
　前記履歴テーブルを参照し、利用者毎の履歴に応じて前記顧客ポイントテーブルの内容
を更新し、
　前記コンテンツ提示手段は、
　前記顧客ポイントテーブルの内容に応じてあらかじめ定められたコンテンツを、前記第
２の記憶手段より読み出して利用者へ提示するので、
　タグＩＤにより識別した利用者毎にカスタマイズされたコンテンツを提供することがで
き、充電装置が備える認証機能と情報提示機能との相乗機能をＡＴＭに持たせることがで
きる。
　また、タグ読取部１２０４にタグライターの機能を持たせ、携帯情報端末のタグにタグ
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リーダーの機能を持たせれば、携帯情報端末にも、利用者毎にカスタマイズされたコンテ
ンツを提供することができる。
　さらには、利用者毎の履歴に応じて顧客ポイントテーブルの内容を更新するので、利用
者がＡＴＭを頻繁に利用することを促し、販売機会の増加につながるという効果もある。
【００５５】
　また、前記認証手段は、
　前記顧客ＩＤを基に、当該顧客の口座情報を照会し、
　前記コンテンツ提示手段は、
　前記認証手段が照会した口座情報を表示するので、
　利用者は銀行カードの挿入や暗証番号の入力を行わなくても、簡単に自身の口座情報を
照会することができる。
【００５６】
実施の形態６．
　実施の形態３において、インタラクティブ性のあるコンテンツを利用者に提示し、充電
中の待ち時間を負担に感じさせないことを図る構成を説明した。
　同様の構成を、実施の形態５で説明したような利用者ごとにカスタマイズされたポイン
トサービスを提供する構成に適用した場合、例えばゲームの成績に応じてポイントを付与
するような構成が考えられる。
　本発明の実施の形態６では、このようなゲームの一例として、利用者に株価の日平均値
を予測させ、予測が的中すれば所定のポイントを付与する構成について説明する。
【００５７】
　図２２は、本実施の形態６で提供する、ボラティリティトレードゲームコンテンツの画
面イメージを示すものである。
　ボラティリティとは、証券などの価格の変動性を示す指標であり、ボラティリティが高
ければ価格の変動性が大きく、予測が外れる可能性が高いといえる。
　利用者は、充電装置による充電中に、携帯情報端末を傾けるなどの操作を行って、図２
２に示す２本のラインの幅と位置を、情報提示部の画面上で設定する。
　なお、株価の日平均の情報は、株価情報を提供するＷｅｂサイトなどから、インターネ
ットを介して定期的に自動取得する、あるいは事前に証券システムとのコネクションを確
立しておき、プッシュ配信又はプル配信で受け取るなどすればよい。この際、自動取得の
頻度により株価情報の正確性に差異があるが、ゲームであるため多少の誤差がある旨を利
用者にあらかじめ通知しておけば、特段の問題はないと思われる。
【００５８】
　利用者は、図２２に示すような画面で株価の予測範囲を設定し、次回にゲームを起動し
た際に、実際の株価が予測範囲内にあれば、ポイントを取得することができる。取得した
ポイントは、顧客ポイントテーブル１１３に自動的にセットされる。
　一般に、近い将来の株価を予測するほうが容易であるため、上記のようにゲームのルー
ルを設定することで、利用者が頻繁にＡＴＭを利用することを促すことができ、顧客への
販売機会などの上昇につながる効果が期待できる。
【００５９】
　予測が的中した際に付与するポイントは、予測の難易度に応じて異なるものとしてもよ
い。例えば、図２３と図２４に示すようなルールテーブルを設けておくことができる。
【００６０】
　図２３は、予測が的中した際に利用者へ付与するポイントのルールを格納した、ポイン
トテーブルの構成とデータ例を示すものである。
　図２３に示すポイントテーブルは、記憶手段１２０５に格納される。
　一般に、図２２の２本の予測ラインの幅が広いほうが予測的中確率が高いため、同幅が
広い、即ち予測幅金額が大きいほど、図２３に示すように付与ポイントを小さくする。
【００６１】
　図２４は、記憶手段１２０５に格納されるポイント係数テーブルの構成とデータ例を示
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すものである。
　予測幅を小さくしたとしても、ごく近い将来の株価を予測するのであれば、的中確率は
高いものと思われる。そこで、図２４に示すように、予想期間の大小に応じて係数を設け
て、同係数を図２３の付与ポイントに乗じた値を、最終的な付与ポイントとすることも可
能である。
【００６２】
　なお、ゲームのオプションルールとして、予測が的中すると、次回予測時に選択できる
株価範囲の幅（図２２の２本のライン幅）が大きくなり、選択肢が増すような構成として
もよい。同様に、予測が外れた際には、幅の選択肢が小さくなるようにしてもよい。
【００６３】
　図２５は、記憶手段１２０５に格納される顧客予想テーブルの構成とデータ例を説明す
るものである。
　利用者が携帯情報端末を操作し、図２２の画面で予測幅を設定すると、予測した内容が
図２５に示す顧客予想テーブルに記録される。
　利用者が次回にゲームを起動した際には、同テーブルの該当データが読み出され、実際
の株価との比較が行われる。
　利用者が予想幅を設定する際、及び設定値を読み出す際の処理シーケンスは、後述の図
２６と図２７で説明する。
【００６４】
　図２６は、利用者が図２２の画面で株価の予測幅を設定する際の処理シーケンスを説明
するものである。以下、各ステップについて説明する。なお、株価情報は事前に取得して
いるものとする。
（Ｓ２６０１）
　利用者は、携帯情報端末１５００を充電装置１２０７のタグ読取部１２０４に置く。
（Ｓ２６０２）
　タグ読取部１２０４は、携帯情報端末１５００のタグが送信する情報を受け取り、タグ
ＩＤを読み取る。読み取ったタグＩＤは、認証部１２０６に出力される。
（Ｓ２６０３）
　認証部１２０６は、顧客タグテーブル１１０に、該当するタグＩＤが存在するか否かを
照会する。
　該当するタグＩＤが存在すれば、当該タグＩＤに関連付けられた顧客ＩＤを合わせて照
会する。該当するＩＤが存在しなければ、充電を行うことを認めず、その旨をビープ音や
画面表示などにより利用者へ通知する。
（Ｓ２６０４）
　認証部１２０６は、図２２のゲーム画面を表示するよう、情報提示部１２０８に指示を
出す。
（Ｓ２６０５）
　情報提示部１２０８は、認証部１２０６の指示に基づき、図２２のゲーム画面を表示す
る。
（Ｓ２６０６）
　利用者は、携帯情報端末１５００を操作して、図２２の２本の予測ラインの操作指示を
行う。
（Ｓ２６０７）
　タグ読取部１２０４は、ステップＳ２６０６において利用者が操作した内容を、非接触
通信により読み取る。読み取った内容は、認証部１２０６に出力される。
（Ｓ２６０８）
　認証部１２０６は、予測内容を顧客予想テーブルに格納する。
【００６５】
　図２７は、利用者が図２２の画面で株価の予測幅を設定した後、次回ゲーム起動時に、
前回予測内容を読み取る際の処理シーケンスを説明するものである。以下、各ステップに
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ついて説明する。なお、株価情報は事前に取得しているものとする。
（Ｓ２７０１）～（Ｓ２７０３）
　図２６のステップＳ２６０１～Ｓ２６０３と同様であるため、説明を省略する。
（Ｓ２７０４）
　認証部１２０６は、ステップＳ２７０３で取得した顧客ＩＤを基に、顧客予想テーブル
に、前回予想内容を照会する。
（Ｓ２７０５）
　認証部１２０６は、予測の適否、ポイントテーブルの内容及びポイント係数テーブルの
内容に応じて、顧客ポイントテーブルの内容を更新する。
【００６６】
　地理的な事情などにより、利用者が頻繁にＡＴＭを利用することが困難である場合には
、別途設けたサーバセンタに予測内容を転送し、利用者の自宅コンピュータなどを用いて
インターネット経由で予測結果の確認などをすることも可能である。
　なおこの場合、自宅コンピュータにもタグＩＤの読取装置を備えていることが望ましい
が、事前に設定したログインＩＤとパスワードなどにより代用してもよい。
【００６７】
　図２８は、サーバセンタとＡＴＭとの間でデータを同期させる手順を示すものである。
　同期の間隔は、所定時間であってもよいし、更新を行うたびに即時同期を行うようにし
てもよい。
【００６８】
　このように、ゲームのルールを工夫して、利用者が頻繁にＡＴＭを利用したくなるよう
にしておけば、ＡＴＭの利用の機会に、他の商品の広告を流すなど、販売機会の増加につ
ながり、サービス提供者としてのメリットが大きい。
【００６９】
　なお、実施の形態１～６における充電装置の認証部は、マイコン上にソフトウェアを実
装する、あるいは記憶手段にソフトウェアを格納しておき、その指示に基づき動作する演
算手段を用いる、などの方法により実現することができる。
【００７０】
　以上のように、本実施の形態６によれば、
　実施の形態３に記載の充電装置を備え、
　前記タグ読取手段の読取面と、前記電力出力手段の電力供給面と、前記コンテンツ提示
手段の表示面とが、本体筐体の外部に露出しており、
　前記第１の記憶手段は、
　前記顧客ＩＤに関連付けられたポイント情報を保持する顧客ポイントテーブルと、
　前記タグ読取手段が検出した利用者の操作指示内容を前記顧客ＩＤに関連付けて保持す
る顧客操作テーブルとを格納し、
　前記認証手段は、
　前記タグ読取手段が検出した利用者の操作指示内容に基づき、前記顧客操作テーブルの
内容を更新し、
　前記コンテンツ提示手段は、
　前記顧客ポイントテーブルの内容に応じてあらかじめ定められたコンテンツを、前記第
２の記憶手段より読み出して利用者へ提示するので、
　利用者の操作指示を提示コンテンツに反映させて動的コンテンツを提供できるとともに
、過去の操作指示内容に基づき、本実施の形態６に示したボラティリティトレードゲーム
のような、新たなコンテンツを提供することが可能となる。
　さらには、ゲームの成績に基づき顧客ポイントテーブルを更新することで、ゲームの利
用を促し、以ってＡＴＭへの訪問機会を増やして、販売機会の増加を図ることができる。
【００７１】
　また、前記認証手段は、
　あらかじめ与えられた認証情報に基づき、株価情報を外部より取得し、
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　前記コンテンツ提示手段は、
　前記認証手段が取得した株価情報を利用者に提示し、
　前記顧客操作テーブルは、
　前記タグ読取手段が検出した利用者の操作指示内容に基づき、利用者が予測した株価予
測範囲データを保持するので、
　充電装置やＡＴＭ単体では提供することのできない、ボラティリティトレードゲームの
ような新たなコンテンツを提供することが可能となる。
【００７２】
　また、前記認証手段は、
　実際の株価が、前記顧客操作テーブルが保持している株価予測範囲内にあるときには、
前記顧客ポイントテーブルの内容を更新するので、
　利用者が短い時間間隔でＡＴＭを訪問することを促し、販売機会の増加を図ることがで
きる。
【００７３】
実施の形態７．
　実施の形態１～６においては、携帯情報端末を始めとする被充電機器が、タグや非接触
充電端子部を備えている必要があり、充電対象の端末が限られている。
　本発明の実施の形態７においては、これらの実施の形態で説明した非接触充電可能な携
帯情報端末と同様の充電アダプタの構成について説明する。
　通常の有線コネクタ接続等により充電を行う携帯情報端末に、本実施の形態７に係る充
電アダプタを接続することで、実施の形態１～６に係る充電装置によるサービス提供を受
けることが可能となる。
【００７４】
　図２９は、本実施の形態７に係る充電アダプタ、充電装置、被充電機器の全体構成を説
明するものである。
　図２９においては、被充電機器２９２２は、充電アダプタ２９２０を介して、充電装置
２９０７より充電用電力の供給を受けるものとする。
　まず、充電アダプタ２９２０の構成について説明する。
　充電アダプタ２９２０は、非接触充電端子部２９０１、タグ２９０２、接触充電端子部
２９２１を有する。
　非接触充電端子部２９０１、タグ２９０２の機能は、実施の形態１の図１における非接
触充電端子部１０１、タグ１０２と同様であるため、説明を省略する。
　接触充電端子部２９２１は、非接触充電端子部２９０１が受け取った充電用電力を、有
線コネクタ等により接触方式で被充電機器２９２２に供給する。
　充電装置２９０７は、非接触充電用電力出力部２９０３、タグ読取部２９０４、記憶手
段２９０５、認証部２９０６を有する。これらの機能は、実施の形態１の図１における充
電装置１０７と同様であるため、説明を省略する。
【００７５】
　図３０は、図２９の充電装置２９０７の全体処理フローを説明するものである。以下、
各ステップについて説明する。なお、実施の形態１の図６に相当する処理シーケンスの説
明は省略する。
（Ｓ３００１）
　利用者は、被充電機器２９２２を接続した充電アダプタ２９２０を、充電装置２９０７
のタグ読取部２９０４に置く。
（Ｓ３００２）
　タグ読取部２９０４は、充電アダプタ２９２０のタグ２９０２が送信する情報を受け取
り、タグＩＤを読み取る。読み取ったタグＩＤは、認証部２９０６に出力される。
（Ｓ３００３）
　認証部２９０６は、顧客タグテーブル１１０に、該当するタグＩＤが存在するか否かを
照会し、読み取ったタグＩＤと、顧客タグテーブル１１０内の「タグＩＤ」列の値とを比
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較する。
（Ｓ３００４）
　認証部２９０６は、顧客タグテーブル１１０に該当するタグＩＤが存在するか否かを判
断する。
　該当するタグＩＤが存在すれば、ステップＳ３００５へ進む。該当するＩＤが存在しな
ければ、処理を終了する。
（Ｓ３００５）
　認証部２９０６は、読み取ったタグＩＤをキャッシュメモリなどに保存しておく。保存
したタグＩＤは、後述のステップＳ３００８で用いられる。
（Ｓ３００６）
　非接触充電用電力出力部２９０３により、充電が行われる。
（Ｓ３００７）
　認証部２９０６は、非接触充電用電力出力部２９０３による充電中、タグ読取部２９０
４がタグ２９０２のタグＩＤを読み取る。読み取れた場合はステップＳ３００８へ、読み
取れない場合はＳ３０１０へ進む。
（Ｓ３００８）
　認証部２９０６は、ステップＳ３００７で読み取ったタグＩＤと、ステップＳ３００５
で保存したタグＩＤとを比較する。両者が一致すればステップＳ３００９へ、一致しなけ
ればステップＳ３０１０へ進む。
（Ｓ３００９）
　認証部２９０６は、一定期間スリープした後、ステップＳ３００７へ戻る。
（Ｓ３０１０）
　認証部２９０６は、非接触充電用電力出力部２９０３による電力供給を終了させる。
（Ｓ３０１１）
　認証部２９０６は、これまでの利用状況を基に、利用履歴テーブル１０６に新たなレコ
ードを追加する。
【００７６】
　このように、本実施の形態７に係る充電アダプタを用いれば、非接触タグや非接触充電
機構を備えていない携帯情報端末であっても、本発明に係る充電装置の提供する機能を享
受できる。
　なお、本実施の形態７においては、充電装置２９０７が実施の形態１と同様の構成を有
する場合について説明したが、これに限られるものではなく、他の実施の形態と同様の構
成を有する場合であっても同様である。
【００７７】
　以上のように、本実施の形態７に係る充電アダプタによれば、
　非接触通信によりタグ情報を送信する非接触タグと、
　非接触で充電用電力を受け取る非接触充電端子と、
　前記非接触充電端子が受け取った充電用電力を外部機器に供給する接触充電端子と、
　を有するので、
　通常の有線コネクタ接続等により充電を行う携帯情報端末に、本実施の形態７に係る充
電アダプタを接続することで、実施の形態１～６に係る充電装置によるサービス提供を受
けることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】実施の形態１に係る充電装置、及び被充電機器としての携帯情報端末の全体構成
図を示すものである。
【図２】図１に示す全体構成図の概観イメージを示すものである。
【図３】記憶手段１０５が格納している、顧客タグテーブル１１０の構成とデータ例を示
すものである。
【図４】記憶手段１０５が格納している、顧客テーブル１１１の構成とデータ例を示すも
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のである。
【図５】記憶手段１０５が格納している、利用履歴テーブル１１２の構成とデータ例を示
すものである。
【図６】実施の形態１において、携帯情報端末１００が充電装置１０７より電力供給を受
ける際の全体処理シーケンスを説明するものである。
【図７】図６の全体処理シーケンスーのうち、認証部１０６の認証処理を中心とした処理
フローを説明するものである。
【図８】実施の形態２に係る充電装置、及び被充電機器の全体構成図を示すものである。
【図９】図８の充電装置８０７の全体処理フローを説明するものである。
【図１０】実施の形態３に係る充電装置、及び被充電機器の全体構成図を示すものである
。
【図１１】図１０の充電装置１００７の全体処理フローを説明するものである。
【図１２】実施の形態４に係る充電装置、及びそれを組み込んだ自動機器の全体構成図を
示すものである。
【図１３】図１２における自動機器１２２０がＡＴＭであるとした場合の、外観イメージ
を示すものである。
【図１４】図１３に示すＡＴＭと、内部に組み込まれた充電装置１２０７との全体動作フ
ローを説明するものである。
【図１５】実施の形態５における情報提示部の画面表示例を示すものである。
【図１６】記憶手段１２０５が格納する顧客ポイントテーブル１１３の構成とデータ例を
説明するものである。
【図１７】図１５において、情報提示部１２０８及び携帯情報端末の画面にクーポン券の
内容を表示する際の処理シーケンスを説明するものである。
【図１８】クーポン券データの構成例を示すものである。
【図１９】動的にクーポン券データを生成する場合の処理シーケンスを説明するものであ
る。
【図２０】利用者が有する銀行口座の残高情報を保持する口座テーブルの構成とデータ例
を示すものである。
【図２１】口座情報を取得し、画面表示する際の処理シーケンスを説明するものである。
【図２２】実施の形態６で提供する、ボラティリティトレードゲームコンテンツの画面イ
メージを示すものである。
【図２３】予測が的中した際に利用者へ付与するポイントのルールを格納した、ポイント
テーブルの構成とデータ例を示すものである。
【図２４】記憶手段１２０５に格納されるポイント係数テーブルの構成とデータ例を示す
ものである。
【図２５】記憶手段１２０５に格納される顧客予想テーブルの構成とデータ例を説明する
ものである。
【図２６】利用者が図２２の画面で株価の予測幅を設定する際の処理シーケンスを説明す
るものである。
【図２７】利用者が図２２の画面で株価の予測幅を設定した後、次回ゲーム起動時に、前
回予測内容を読み取る際の処理シーケンスを説明するものである。
【図２８】サーバセンタとＡＴＭとの間でデータを同期させる手順を示すものである。
【図２９】実施の形態７に係る充電アダプタ、充電装置、被充電機器の全体構成を説明す
るものである。
【図３０】図２９の充電装置２９０７の全体処理フローを説明するものである。
【符号の説明】
【００７９】
　１００　携帯情報端末、１０１　非接触充電端子部、１０２　タグ、１０３　非接触充
電用電力出力部、１０４　タグ読取部、１０５　記憶手段、１０６　認証部、１０７　充
電装置、８００　携帯情報端末、８０１　非接触充電端子部、８０２　タグ、８０３　非
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接触充電用電力出力部、８０４　タグ読取部、８０５　記憶手段、８０６　認証部、８０
７　充電装置、８０８　情報提示部、８０９　記憶手段、１０００　携帯情報端末、１０
０１　非接触充電端子部、１００２　タグ、１００３　非接触充電用電力出力部、１００
４　タグ読取部、１００５　記憶手段、１００６　認証部、１００７　充電装置、１００
８　情報提示部、１００９　記憶手段、１０１０　操作部、１２０３　非接触充電用電力
出力部、１２０４　タグ読取部、１２０５　記憶手段、１２０６　認証部、１２０７　充
電装置、１２０８　情報提示部、１２０９　記憶手段、１２１１　操作状態監視部、１２
２０　自動機器、１２２１　基本機能提供部、１２２２　情報提示部、１２２３　操作部
、１５００　携帯情報端末、２８０１　サーバセンタ、２９０１　非接触充電端子部、２
９０２　タグ、２９０３　非接触充電用電力出力部、２９０４　タグ読取部、２９０５　
記憶手段、２９０６　認証部、２９０７　充電装置、２９２０　充電アダプタ、２９２１
　接触充電端子部、２９２２　被充電機器。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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