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(57)【要約】
【課題】操作が簡単な配送管理装置を低コストで実現す
る。
【解決手段】GPS機能とバーコード読取機能とを備えた
携帯電話機６を、配送車両５に搭載する。配送管理端末
装置４で、携帯電話機６に通過地点情報を登録する。携
帯電話機６は、通過地点において位置情報と時刻情報と
登録地点通過情報とをサーバー装置２に送信する。サー
バー装置２は、携帯電話機６から送られて来た位置情報
と時刻情報とイベント情報を受信して、マップマッチン
グ法を用いて経路情報を作成し、インターネット11経由
で配送管理端末装置４に送信する。配送管理端末装置４
は、経路情報を受信して地図上に経路を表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
GPS機能とバーコード読取機能とを備えた携帯電話機と、前記携帯電話機から送られて来
た位置情報と時刻情報とイベント情報を受信してマップマッチング法を用いて経路情報を
作成するサーバー装置と、前記サーバー装置からインターネット経由で送られて来た経路
情報を受信して地図上に経路を表示する配送管理端末装置とを具備することを特徴とする
配送管理システム。
【請求項２】
前記配送管理端末装置は、前記携帯電話機に通過地点情報を登録する位置登録手段を備え
、前記携帯電話機は、登録された通過地点情報に基づいて通過地点において位置情報と時
刻情報と登録地点通過情報とを前記サーバー装置に送信するように制御する登録地点通過
情報送信制御手段を備えることを特徴とする請求項１記載の配送管理システム。
【請求項３】
前記サーバー装置は、携帯電話機識別情報と経路情報とを対応付けて格納するデータベー
ス装置を備えることを特徴とする請求項１記載の配送管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配送管理システムに関し、特に、GPS携帯電話機を利用して、宅配便などの
配送車両の移動経路を管理する配送管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、GPS衛星からの信号を受信して現在位置を求めて地図とともに画面に表示する装
置が広く利用されている。これを使って、人や車両の移動経路を地図上にプロットして、
人や車両の行動を管理することが行われている。例えば、荷物の配送管理システムでは、
専用の車載機を搭載して、GPS受信機で位置を取得し、パケット通信により位置情報を配
送管理センターに通知して、配送管理センターで経路を求めるものがある。また、ドライ
ブレコーダーを利用して、位置情報をまとめて配送管理センターに通知するものもある。
また、GPS衛星からの信号を使わずに、各所に配置された無線装置を用いて、移動端末の
位置を推定する方法もある。測位方式では、基準点となる固定無線局からの相対位置を測
定して、移動端末の位置を決定する。近傍方式では、基準の固定無線局からの電波の電界
強度を用いて、移動端末の位置を推定する。以下に、配送管理システムに関連する従来技
術の例をいくつかあげる。
【０００３】
　特許文献１に開示された「位置検出システム」は、経路上を移動する携帯端末の経路誘
導を正確に実行し、自動車などの移動体の運行状況だけでなく、歩行者の経路誘導をも可
能とし、予定された経路からの離脱を防止するものである。図９（ａ）に示すように、管
理センタと、公衆回線網を介して管理センタに接続された無線基地局と、携帯端末とを備
える。管理センタと携帯端末との間で情報の授受を行う。管理センタは、携帯端末が移動
すべき経路を携帯端末へ送信する。携帯端末は、複数のGPS衛星からの信号に基づいて携
帯端末の位置を算出する。算出した位置を、管理センタから送信された経路上にマッピン
グする。
【０００４】
　特許文献２に開示された「行動把握装置」は、GPS座標のような位置情報を用いずに、
小型の端末を携帯するだけで、ユーザの移動経路のトポロジーを推定し、常時ユーザの行
動を把握することができるものである。図９（ｂ）に示すように、検出部は、アクセスポ
イントが定期的に送信するビーコン信号を受信し、周辺に存在するアクセスポイントを特
定する。履歴保存部は、特定されたアクセスポイントを検出周期毎の履歴データとして記
憶する。アクセスポイントの組み合わせが、それより過去の検出周期のものとほとんど一
致しなくなる逸脱時刻および高い一致を示すようになる復帰時刻を特定する。経路推定部
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は、逸脱時刻および復帰時刻において、把握済み経路上での位置を推定し、移動経路のト
ポロジーを推定する。表示部は、移動経路のトポロジーを地図化してユーザの行動範囲と
して表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2003-344079号公報
【特許文献２】特開2009-159336号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記従来の配送管理システムでは次のような問題がある。これらの配送管理シ
ステムでは専用の装置を用いるので、コストがかかるものであるし、リアルタイムに経路
を把握することは困難である。また、専用装置の操作が複雑であり、習熟する必要がある
ので、だれでも簡単に扱えるものではない。
【０００７】
　本発明の目的は、上記従来の問題を解決して、操作が簡単な配送管理システムを低コス
トで実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明では、配送管理システムを、GPS機能とバーコー
ド読取機能とを備えた携帯電話機と、携帯電話機から送られて来た位置情報と時刻情報と
イベント情報を受信してマップマッチング法を用いて経路情報を作成するサーバー装置と
、サーバー装置からインターネット経由で送られて来た経路情報を受信して地図上に経路
を表示する配送管理端末装置とを具備する構成とした。配送管理端末装置は、携帯電話機
に通過地点情報を登録する位置登録手段を備え、携帯電話機は、登録された通過地点情報
に基づいて通過地点において位置情報と時刻情報と登録地点通過情報とをサーバー装置に
送信するように制御する登録地点通過情報送信制御手段を備える。サーバー装置は、携帯
電話機識別情報と経路情報とを対応付けて格納するデータベース装置を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　上記のように構成したことにより、操作が簡単な配送管理システムを低コストで実現で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例における配送管理システムの概念図である。
【図２】本発明の実施例における配送管理システムの動作原理を示す概念図である。
【図３】本発明の実施例における配送管理システムの機能を示す図である。
【図４】本発明の実施例における配送管理システムと他のシステムとの接続方法を示す概
念図である。
【図５】本発明の実施例における配送管理システムと他のシステムとの連動方法を示す概
念図である。
【図６】本発明の実施例における配送管理システムの動作手順を示す概念図である。
【図７】本発明の実施例における配送管理システムの追加機能を示す概念図である。
【図８】本発明の実施例における配送管理システムと従来の配送管理システムとの比較表
である。
【図９】従来の配送管理システムの概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図１～図８を参照しながら詳細に
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説明する。
【実施例】
【００１２】
　本発明の実施例は、GPS機能とバーコード読取機能とを備えた携帯電話機に、配送管理
端末装置から通過地点情報を登録し、携帯電話機は、通過地点において位置情報と時刻情
報と登録地点通過情報とをサーバー装置に送信し、サーバー装置は、携帯電話機から送ら
れて来た位置情報と時刻情報とイベント情報を受信してマップマッチング法を用いて経路
情報を作成して、インターネット経由で配送管理端末装置に送信し、配送管理端末装置は
、サーバー装置から送られて来た経路情報を受信して地図上に経路を表示する配送管理シ
ステムである。
【００１３】
　図１に、配送管理システムの概念図を示す。図２に、配送管理システムの動作原理を示
す。図３に、配送管理システムの機能を示す。図４に、配送管理システムと他のシステム
との接続方法を示す。図５に、配送管理システムと他のシステムとの連動方法を示す。図
６に、配送管理システムの動作手順を示す。図７に、配送管理システムの追加機能を示す
。図８に、従来の配送管理システムとの比較表を示す。図１～図８において、データ処理
センター１は、携帯電話機からの情報を処理して配送管理事務所に処理結果の各種情報を
提供する拠点である。サーバー装置２は、携帯電話機から送られて来た位置情報と時刻情
報とイベント情報を受信してマップマッチング法を用いて経路情報を作成する装置である
。１台または複数台の集中処理装置でもよいし分散処理装置でもよい。機能的に同等のも
のであれば、インターネット上の仮想的な処理手段でもよい。
【００１４】
　配送管理事務所３は、宅配便などの配送サービスを提供するための管理を行う事務所で
ある。配送管理端末装置４は、サーバー装置からインターネット経由で送られて来た経路
情報を受信して地図上に経路を表示する装置である。配送車両５は、宅配便などの荷物を
輸送する貨物自動車である。携帯電話機６は、GPS機能とバーコード読取機能とを備えて
いる無線電話機である。GPS衛星７は、無線で位置情報を提供する人工衛星である。携帯
電話基地局８は、携帯電話機と無線で通信する固定局あるいは移動局である。携帯電話会
社９は、携帯電話に関する通信サービスを提供する通信会社である。携帯電話基地局と情
報提供サーバーを含む携帯電話網を総称して携帯電話会社と呼ぶことにする。専用回線10
は、携帯電話会社とデータ処理センターを結ぶ専用の通信回線である。インターネットを
利用したVPNなどでもよい。インターネット11は、TCP/IPによる通信サービスを提供する
公共通信網である。データベース装置12は、携帯電話機識別情報と経路情報とを対応付け
て格納する装置である。
【００１５】
　上記のように構成された本発明の実施例における配送管理システムの機能と動作を説明
する。最初に、図１を参照しながら、配送管理システムの機能の概要を説明する。携帯電
話機６は、GPS機能とバーコード読取機能とを備えている。配送管理事務所３の配送管理
端末装置４で、携帯電話機６に通過地点情報を登録する。携帯電話機６は、登録された通
過地点情報に基づいて、通過地点において位置情報と時刻情報と登録地点通過情報とを、
データ処理センター１のサーバー装置２に送信する。サーバー装置２で、携帯電話機６か
ら送られて来た位置情報と時刻情報とイベント情報を受信して、マップマッチング法を用
いて経路情報を作成する。サーバー装置２は、携帯電話機識別情報と経路情報とを対応付
けて格納するデータベース装置12を備えている。サーバー装置２からインターネット11経
由で送られて来た経路情報を、配送管理端末装置４で受信して地図上に経路を表示する。
【００１６】
　GPS機能とバーコードリーダーを備えた携帯電話機６を利用することにより、配送担当
者は携帯電話機６を持ち、バーコード読取りなどの最小限の操作を行うだけで基本な情報
収集ができ、配送作業に必要な端末運用ができる。携帯電話機６には、専用バーコード読
取機と同等のスペックと操作性があるので、バーコードを読み込んだときの位置と時刻を
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正確に管理できる。時刻はGPS信号で補正される。実質的な情報処理はサーバー装置２が
行うので、携帯電話機６は高度な処理能力を必要としない。車載機などの他の機器も必要
ない。配送車両５側では、携帯電話機６のみでシステム運用が可能である。
【００１７】
　位置情報から得た経路情報について、サーバー装置２でマップマッチングを行うので、
カーナビ以上の精度で経路を追跡できる。携帯電話機６を配送車両５に載せておくだけで
配送経路を管理でき、ほぼリアルタイムでのデータの集計と更新が可能であるので、携帯
電話機６に登録された地点の通過時刻や滞在時間をリアルタイムに管理できる。配送管理
端末装置４側で携帯電話機６の操作状況をすぐに確認できる。経路の連続性を基本にして
セキュリティを確保しているシステムであるので、経路データの改変は困難であり、信頼
性が高い。利用者が用意する必要があるのは、配送管理端末装置４と携帯電話機６のみで
あるので、小規模のシステムを構成して運用することも容易である。
【００１８】
　次に、図２を参照しながら、配送管理システムの基本原理を説明する。図２（ａ）に、
全体処理手順を示す。携帯電話機６から送られてくるGPS情報などを、データ処理センタ
ー１のサーバー装置２で処理して、マップマッチングなどにより位置と経路を求める。携
帯電話機６からは、GPS情報のほかに、必要に応じて、加速度情報や地磁気情報や時間情
報や電源オンオフ情報や各種イベント情報などを送るようにしてもよい。処理結果は、配
送管理事務所３の配送管理端末装置４にインターネット11経由で送られる。
【００１９】
　図２（ｂ）を参照しながら、通常時の処理手順を説明する。携帯電話機６は、ベースタ
イム（１～５秒）間隔でGPS信号を受信して、ブロックタイムごとに、データ処理センタ
ー１にGPS情報を送信する。登録された通過地点情報に基づいて、通過地点において位置
情報と時刻情報と登録地点通過情報とを、データ処理センター１のサーバー装置２に送信
する。携帯電話機６側で正確な通過地点の位置が算出できないときは、サーバー装置２か
ら正確な通過地点の位置情報を送ってもらえばよい。
【００２０】
　図２（ｃ）を参照しながら、通信障害時の処理手順を説明する。GPS信号が受信できな
いときは、受信できるまでリトライを繰り返す。データ処理センター１にGPS情報を送信
できないときも、送信できるまでリトライを繰り返す。なお、データ処理センター１にGP
S信号をすべて保持しておけば、携帯電話機６で断片的にしかGPS信号を取得できなくても
、ほぼ正確に位置を求めることができる。
【００２１】
　次に、図３を参照しながら、配送管理システムの機能を説明する。図３（ａ）に示すよ
うに、経路管理では、サーバー装置２で、携帯電話機６から送られて来たGPS情報を解析
して、時刻と位置を求める。時刻と位置とイベントを組にしてデータベース装置12に格納
するとともに、地図上に表示するデータとして、配送管理端末装置４と携帯電話機６に送
る。配送担当者は、携帯電話機６で経路の地図などを参照しながら、配送作業を行う。図
３（ｂ）に示すように、地点通過時刻管理では、携帯電話機６は、登録された通過地点情
報に基づいて、通過地点において位置情報と時刻情報と登録地点通過情報とを、データ処
理センター１のサーバー装置２に送信する。サーバー装置２で経路情報を作成して、指定
位置と時刻を対応付けてデータベース装置12に格納する。図３（ｃ）に示すように、携帯
電話機６でバーコードを読み取ると、位置と時刻とバーコードをサーバー装置２に送信す
る。実質的な情報処理はサーバー装置２が行う。
【００２２】
　次に、図４を参照しながら、他のシステムとの関係を説明する。必要に応じて、データ
処理センター１から他のシステムのサーバーに、インターネット11などを経由して、経路
情報を送る。他のシステムでは、配送業務の統計処理や解析などを行う。他のシステムの
サーバーから、インターネット11などを経由して、配送管理事務所３の配送管理端末装置
４に、処理結果のデータが送信される。配送管理事務所３では、経路情報を処理した結果
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を簡単に取得して、配送処理効率の改善などに役立てることができる。
【００２３】
　次に、図５を参照しながら、配送管理システムに追加できる機能を説明する。図５（ａ
）に示すように、携帯電話機６とカーナビ装置との間で、Bluetooth（登録商標）などの
無線通信手段によりデータを交換するようにできる。データ処理センター１や配送管理端
末装置４からのデータを、カーナビ装置に転送できるので、配送経路の案内などに役立て
ることができる。図５（ｂ）に示すように、顧客のパソコンとの間でも、無線通信手段に
よりデータを交換することで、受取りの確認が簡単にできる。紙の書類を使うことなく、
正確で詳細な受渡し関連データを確実に交換できるようになる。図５（ｃ）に示すように
、重量計や温度計からデータを受信することで、取引データや環境情報などを簡単に取得
できる。例えば、配送を依頼された荷物の重量などを簡単に入力することができる。図５
（ｄ）に示すように、分析装置と連動させることで、配送経路情報を分析して、効率改善
のための資料などが得られる。
【００２４】
　次に、図６を参照しながら、配送管理システムの動作手順を説明する。配送管理事務所
３において、配送管理者は配送作業の経路を決定して、配送管理端末装置４から携帯電話
機６に経路データを格納する。配送作業者は、携帯電話機６を持って配送作業を行う。携
帯電話機６は、GPS情報を随時データ処理センター１に送信する。指定地点通過や荷物受
渡しなどの所定のイベントが発生すると、イベントとGPS情報と時刻情報を携帯電話機６
からデータ処理センター１に送信する。このようにして、荷物の受渡しの位置と時刻など
を簡単に記録できる。
【００２５】
　次に、図７を参照しながら、経路情報の処理方法を説明する。データ処理センター１の
サーバー装置２は、携帯電話機６から送られたイベントデータとGPS情報と時刻データを
処理して、データベース装置12に格納する。その際、受信した経路は指定した経路と一致
するか、経路の連続性は正常か、などをチェックする。また、イベントデータを処理して
、必要な対応処理を行う。位置や経路は、地図情報や補正情報などを最大限に利用して求
めることができるので、携帯情報端末装置などで求める場合より迅速正確に求めることが
できる。
【００２６】
　次に、図８を参照しながら、従来の配送管理システムと比較しながら、本発明の利点を
説明する。本発明の配送管理システムでは、配送車両５には専用機は必要なく、バーコー
ド読取機能付きでGPS機能付きの携帯電話機６のみを搭載すればよい。従来の配送管理シ
ステムでは、専用の車載機を搭載する必要がある。携帯電話機６は、配送車両５に固定す
る必要はない。例えば充電器に置くだけでよい。従来の配送管理システムでは、専用の車
載機を配送車両５に固定する必要がある。
【００２７】
　データ通信は、パケット通信で行う。従来の配送管理システムでも、パケット通信かメ
ール通信で位置情報を送信する。バーコード読取りは、携帯電話機６で行う。従来の配送
管理システムでは、専用のバーコード読取機を必要とする。経路管理は、データ処理セン
ター１側で常時行う。従来の配送管理システムでもほぼ同様であるが、位置情報をまとめ
て送信する場合はバッチ処理になり、リアルタイムには処理できない。配送管理システム
の利用者が用意すべき装置は携帯電話機６と配送管理端末装置４のみであるので、低コス
トである。従来の配送管理システムでは専用機を設置するので、コストは高くなる。通信
コストは、いずれも定額である。
【００２８】
　上記のように、本発明の実施例では、配送管理システムを、GPS機能とバーコード読取
機能とを備えた携帯電話機に、配送管理端末装置から通過地点情報を登録し、携帯電話機
は、通過地点において位置情報と時刻情報と登録地点通過情報とをサーバー装置に送信し
、サーバー装置は、携帯電話機から送られて来た位置情報と時刻情報とイベント情報を受
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端末装置に送信し、サーバー装置から送られて来た経路情報を配送管理端末装置で受信し
て地図上に経路を表示する構成としたので、操作が簡単な配送管理システムを低コストで
実現できる。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明の配送管理システムは、配送経路の管理システムとして最適である。人や物の移
動経路の管理システムとしても利用可能である。
【符号の説明】
【００３０】
１　データ処理センター
２　サーバー装置
３　配送管理事務所
４　配送管理端末装置
５　配送車両
６　携帯電話機
７　GPS衛星
８　携帯電話基地局
９　携帯電話会社
10　専用回線
11　インターネット
12　データベース装置

【図１】 【図２】
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