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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）ローカル駐車管理端末が接続された入口ゲート機器から車両ナンバーを受信し、前
記ローカル駐車管理端末が格納している情報から、受信した前記車両ナンバーに対応し、
駐車商品を事前購入したユーザのユーザ識別子の抽出を試みるステップと、
（ｂ）前記ローカル駐車管理端末が、前記車両ナンバーを含む入庫情報を駐車場管理サー
バに送信するステップであって、前記ユーザ識別子が抽出された場合に、前記ユーザ識別
子をさらに含む入庫情報を前記駐車場管理サーバに送信するステップと、
（ｃ）前記駐車場管理サーバが前記ローカル駐車管理端末から前記車両ナンバーを含む前
記入庫情報を受信するステップと、
（ｄ）前記入庫情報を送信した前記ローカル駐車管理端末に対応する駐車場識別子及び前
記入庫情報の車両ナンバーに対応するユーザ識別子を前記駐車場管理サーバが特定するス
テップであって、特定される前記ユーザ識別子は、前記入庫情報に含まれるか、前記駐車
場管理サーバ内で前記車両ナンバーにマッピングされている、ステップと、
（ｅ）前記駐車場管理サーバが前記車両ナンバーに対応する車両の入庫案内メッセージを
生成するステップと、
（ｆ）前記駐車場管理サーバが前記ユーザ識別子を用いて、入庫する前記ユーザの携帯電
話識別子を前記駐車場管理サーバ内に備えられたデータベースで特定し、前記携帯電話識
別子を用いて前記車両ナンバーにマッピングされた携帯電話に前記入庫案内メッセージを
送信するステップと、を含み、
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前記入庫案内メッセージは、前記車両ナンバーに対応する車両が入庫する駐車場の情報、
及び前記駐車場と提携した提携店舗の案内情報を含み、前記携帯電話にディスプレイされ
る、駐車場管理方法であって、
前記駐車場管理サーバは、
（ｌ）車両ナンバー及び精算情報を含む出庫情報を前記ローカル駐車管理端末から受信す
るステップと、
（ｍ）前記精算情報を用いて前記車両ナンバーに対応する車両の駐車料金を精算するステ
ップと、及び
（ｎ）前記駐車料金の精算により生成され、前記ローカル駐車管理端末に接続された出口
ゲート機器を制御するための出口ゲート制御情報を前記ローカル駐車管理端末に送信する
ステップと、をさらに含み、
前記ステップ（ｍ）は、
（ｓ）前記駐車場管理サーバにより、前記車両ナンバーに対応するユーザ識別子を特定す
るステップと、
（ｔ）特定された前記ユーザ識別子が駐車商品を事前購入した会員の識別子であるかを判
別するステップと、及び
（ｕ）駐車商品を事前購入した会員でない場合、前記ユーザ識別子に対して予め承認され
たクレジットカードの承認識別子を用いて駐車料金を精算するステップと、を含むことに
より、
前記駐車場管理サーバは、駐車商品を事前購入した会員である場合には、駐車商品識別子
を用いて駐車料金を精算し、精算する料金がないと決定した場合には、追加料金支払い要
求を行わない、駐車場管理方法。
【請求項２】
前記ステップ（ｆ）の後に、
（ｇ）前記携帯電話が、備えられたカメラモジュールを用いてモバイルスタンプのイメー
ジを認識するステップと、
（ｈ）認識された前記イメージからモバイルスタンプ識別子を抽出するステップと、
（ｉ）前記駐車場管理サーバが、前記携帯電話で認識されたモバイルスタンプ識別子を前
記携帯電話から受信するステップと、及び
（ｊ）前記モバイルスタンプ識別子を前記携帯電話に対応するユーザ識別子にマッピング
して格納するステップと、をさらに含み、
前記モバイルスタンプ識別子は駐車料金の精算に用いられる、請求項１に記載の駐車場管
理方法。
【請求項３】
（ｐ）前記出口ゲート制御情報により前記ローカル駐車管理端末が出口ゲートを開くステ
ップと、
（ｑ）前記出口ゲートのオープンステップの後に、前記駐車場管理サーバが前記車両ナン
バーに対応するユーザの携帯電話に出庫案内メッセージを送信するステップと、をさらに
含み、
前記出庫案内メッセージは、車両が出庫する駐車場の情報、入出庫に関連した駐車情報及
び駐車料金に関連した精算情報を含む、請求項１に記載の駐車場管理方法。
【請求項４】
車両ナンバーを含む入庫情報を受信し、前記車両ナンバーにマッピングされた携帯電話に
車両の入庫案内メッセージを送信する通信部と、
前記入庫情報を送信したローカル駐車管理端末に対応する駐車場識別子及び前記入庫情報
の車両ナンバーに対応するユーザ識別子を特定し、前記車両ナンバーに対応する車両に対
する入庫案内メッセージを生成し、前記ユーザ識別子を用いて携帯電話識別子を前記駐車
場管理サーバ内に備えられたデータベースで特定し、前記携帯電話識別子を用いて生成さ
れた入庫案内メッセージを前記車両ナンバーにマッピングされた携帯電話に送信するため
に、前記入庫案内メッセージを前記通信部に伝達する制御部と、を含み、
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前記入庫情報は、前記ローカル駐車管理端末によって生成され、前記車両ナンバーに対応
するユーザが前記ローカル駐車管理端末において駐車商品を事前購入したユーザである場
合に、前記ローカル駐車管理端末内に格納された情報から抽出されたユーザ識別子をさら
に含み、
特定された前記ユーザ識別子は、入庫情報に含まれるか、前記駐車場管理サーバ内におい
て前記車両ナンバーにマッピングされ、前記入庫案内メッセージは、前記車両ナンバーに
対応する車両が入庫する駐車場の情報、及び前記駐車場と提携した提携店舗の案内情報を
含み、前記携帯電話にディスプレイされる、駐車場管理サーバであって、
前記駐車場管理サーバは、
（ｌ）車両ナンバー及び精算情報を含む出庫情報を前記ローカル駐車管理端末から受信し
、
（ｍ）前記精算情報を用いて前記車両ナンバーに対応する車両の駐車料金を精算し、及び
（ｎ）前記駐車料金の精算により生成され、前記ローカル駐車管理端末に接続された出口
ゲート機器を制御するための出口ゲート制御情報を前記ローカル駐車管理端末に送信し、
前記（ｍ）は、
（ｓ）前記駐車場管理サーバにより、前記車両ナンバーに対応するユーザ識別子を特定し
、及び
（ｔ）特定された前記ユーザ識別子が駐車商品を事前購入した会員の識別子であるかを判
別し、
（ｕ）駐車商品を事前購入した会員でない場合、前記ユーザ識別子に対して予め承認され
たクレジットカードの承認識別子を用いて駐車料金を精算し、
前記駐車場管理サーバは、駐車商品を事前購入した会員である場合には、駐車商品識別子
を用いて駐車料金を精算し、精算する料金がないと決定した場合には、追加料金支払い要
求を行わない、駐車場管理サーバ。
【請求項５】
前記通信部は、前記車両ナンバー及び精算情報を含む出庫情報をさらに受信し、
前記制御部は、前記精算情報を用いて前記車両ナンバーに対応する車両の駐車料金を精算
し、前記駐車料金の精算により前記ローカル駐車管理端末に接続された出口ゲート機器を
制御するための出口ゲート制御情報を生成して前記通信部に伝達する、請求項４に記載の
駐車場管理サーバ。
【請求項６】
前記通信部は、出庫情報の受信前に、前記携帯電話で認識されたモバイルスタンプ識別子
を携帯電話から受信し、
前記制御部は、受信した前記モバイルスタンプ識別子を前記携帯電話に対応するユーザ識
別子にマッピングして格納し、格納した前記モバイルスタンプ識別子をさらに用いて前記
精算情報で計算された駐車料金を割引する、請求項５に記載の駐車場管理サーバ。
【請求項７】
請求項４に記載の駐車場管理サーバを含む駐車場管理システム。
【請求項８】
前記駐車場管理サーバにネットワークを介して接続された１つ以上のローカル駐車管理端
末及び前記ローカル駐車管理端末に接続された入口ゲート機器をさらに含み、 前記入口
ゲート機器は、車両の画像を記録し、記録された前記車両の画像から車両ナンバーを抽出
し、車両ナンバーの抽出が不可能な場合には、無線通信を介して入庫する車両ユーザの識
別子を認識する、請求項７に記載の駐車場管理システム。
【請求項９】
前記ローカル駐車管理端末に接続された出口ゲート機器をさらに含み、前記ローカル駐車
管理端末は、受信した出口ゲート制御情報により前記出口ゲート機器を制御して出口ゲー
トを開き、
前記駐車場管理サーバは、前記出口ゲート制御情報の前記ローカル駐車管理端末への送信
後に、ユーザの携帯電話に出庫案内メッセージを送信し、
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前記出庫案内メッセージは、車両が出庫する駐車場の情報、入出庫に関連した駐車情報及
び駐車料金に関連した精算情報を含む、請求項８に記載の駐車場管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駐車場管理方法、駐車場管理サーバ及び駐車場管理システムに関し、より詳
しくは、ローカル駐車管理端末及び駐車場管理サーバが連動して駐車場での入出庫時に自
動的に駐車料金処理が可能であり、隣接する商圏で提供されるサービスの自動案内及び駐
車割引サービスの処理を可能にする、駐車場管理方法、駐車場管理サーバ及び駐車場管理
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、車両を用いて様々な場所を訪れることができる。そして、特定の場所への訪問
時には乗って行った車両を駐車する必要がある。例えば、一般的な駐車場を利用する利用
者は、車両を駐車場に入庫させ、入庫により、駐車場を管理する管理者から入庫時刻、車
両ナンバーなどが分かる入庫（駐車）チケット（領収書）を受領する。
【０００３】
　駐車場の利用者は、特定の場所での用事を済ませた後に再度駐車場に戻り、駐車場の出
口で停車して駐車料金を支払う。
【０００４】
　スムーズな駐車場内への入庫及び出庫のために、特定の駐車場では、ＬＰＲ（Ｌｉｃｅ
ｎｓｅ Ｐｌａｔｅ Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ）システムを導入している。ＬＰＲシステム
は、入口ゲートのカメラを介して車両ナンバーを自動的に認識し、出口ゲートのカメラを
介して車両ナンバーを認識する。
【０００５】
　ＬＰＲシステムでは、入口と出口ゲートで自動認識された車両ナンバーを用いて当該車
両の駐車料金を案内できるように構成され、出口ゲートを管理する管理者に駐車料金を支
払うことができる。
【０００６】
　このように、近年適用されているＬＰＲ駐車システムにおいても出入りする車両の車両
ナンバーを自動的に認識することができるだけで、既存の駐車管理システムは、様々な不
便な点が見付かっている。
【０００７】
　先ず、既存の駐車管理システムでは、駐車料金の精算時に必ず駐車場の管理者又は車両
のユーザの介入が必要である。つまり、既存の駐車管理システムでは、管理者がＬＰＲに
よる車両ナンバーの認識により駐車料金を案内し、ユーザからその料金を受領する。又は
、既存の駐車管理システムでは、無人精算機に駐車時に受け取った駐車チケットを入れて
、クレジットカードなどで車両のユーザが駐車料金を精算することができる。
【０００８】
　既存の駐車管理システムでの駐車料金精算過程を自動化すると、駐車場の管理者及び車
両のユーザにとってより一層便利な駐車管理（利用）環境を提供することができるように
なる。
【０００９】
　駐車料金の自動精算過程においても駐車場の利用特性を反映させる必要がある。例えば
、一般的な駐車場は、複数の隣接する店舗と連携されている。したがって、特定の駐車場
に入庫した車両のユーザは、その特定の駐車場をサポートする店舗が自動的に分かったり
、当該店舗の利用後にその利用によって駐車料金が自動割引される方法も必要である。も
し、自動的に駐車料金が割引されれば、複数の隣接する店舗と提携することから、当該店
舗の販売促進に活用することができる。
【００１０】
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　その他、車両のユーザが、特定地域の駐車場の位置、現在の状況などが分かり、これに
より、特定の駐車場への入庫を予約することができれば、ユーザは空きスペースのある駐
車場を探す必要がなく、駐車場側は安定して顧客を確保することができる。
【００１１】
　このように、様々な問題点を改善することができる効果を有する駐車場管理方法、駐車
場管理サーバ及び駐車場管理システムが必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、駐車料金精算過程を
自動化して駐車場の管理者及び車両のユーザにより一層便利な駐車管理（利用）環境を提
供できるようにする、駐車場管理方法、駐車場管理サーバ及び駐車場管理システムを提供
することにその目的がある。
【００１３】
　また、本発明は、入庫時に、車両のユーザの携帯電話に入庫に関連する各種情報及び提
携店舗情報を提供して、車両のユーザが自動的に駐車場の入庫を認知し、当該駐車場をサ
ポートする店舗や提携店舗が分かるようにする駐車場管理方法、駐車場管理サーバ及び駐
車場管理システムを提供することにその目的がある。
【００１４】
　また、本発明は、出庫時に、車両のユーザが利用した店舗と提携して自動的に駐車料金
が割引されるようにし、車両のユーザが楽に駐車場の検索及び予約をできるようにする駐
車場管理方法、駐車場管理サーバ及び駐車場管理システムを提供することにその目的があ
る。
【００１５】
　本発明で解決しようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に限定されず、言
及していない又他の技術的課題は、以下の記載から本発明が属する技術分野における通常
の知識を有する者が明確に理解することができるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記のような目的を達成するための駐車場管理方法は、（ａ）車両ナンバーを含む入庫
情報を受信するステップと、（ｂ）車両ナンバーに対応する車両の入庫案内メッセージを
生成するステップと、（ｃ）入庫情報の車両ナンバーを用いて車両ナンバーにマッピング
された携帯電話に入庫案内メッセージを送信するステップとを含み、入庫案内メッセージ
は、車両ナンバーに対応する車両が入庫する駐車場の情報及び駐車場と提携した提携店舗
の案内情報を含み、携帯電話にディスプレイされる。
【００１７】
　なお、上記のような目的を達成するための駐車場管理サーバは、車両ナンバーを含む入
庫情報を受信し、車両ナンバーにマッピングされた携帯電話に車両の入庫案内メッセージ
を送信する通信部及び通信部からの入庫情報の車両ナンバーに対応する車両に対する入庫
案内メッセージを生成し、生成された入庫案内メッセージを車両ナンバーにマッピングさ
れた携帯電話に送信するために入庫案内メッセージを通信部に伝達する制御部を含み、入
庫案内メッセージは、車両ナンバーに対応する車両が入庫する駐車場の情報及び駐車場と
提携した提携店舗の案内情報を含み、携帯電話にディスプレイされる。
【００１８】
　なお、上記のような目的を達成するための駐車場管理システムは、駐車場管理サーバを
含み、駐車場管理サーバは、車両ナンバーを含む入庫情報を受信し、携帯電話に車両ナン
バーに対応する車両の入庫案内メッセージを送信する通信部及び通信部からの入庫情報の
車両ナンバーに対応する車両に対する入庫案内メッセージを生成し、生成された入庫案内
メッセージを車両ナンバーにマッピングされた携帯電話に送信するために入庫案内メッセ
ージを通信部に伝達する制御部を含み、入庫案内メッセージは、車両ナンバーに対応する
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車両が入庫する駐車場の情報及び駐車場と提携した提携店舗の案内情報を含み、携帯電話
にディスプレイされる。
【発明の効果】
【００１９】
　上記のような本発明に係る駐車場管理方法、駐車場管理サーバ及び駐車場管理システム
は、駐車料金精算過程を自動化して駐車場の管理者及び車両のユーザにとってより一層便
利な駐車管理（利用）環境を提供することができる効果がある。
【００２０】
　また、上記のような本発明に係る駐車場管理方法、駐車場管理サーバ及び駐車場管理シ
ステムは、入庫時に、車両のユーザの携帯電話に入庫に関連する各種情報及び提携店舗情
報を提供して、車両のユーザが自動的に駐車場への入庫を認知し、当該駐車場をサポート
する店舗や提携店舗が分かる効果がある。
【００２１】
　また、上記のような本発明に係る駐車場管理方法、駐車場管理サーバ及び駐車場管理シ
ステムは、出庫時に、車両のユーザが利用した店舗と提携して、自動的に駐車料金が割引
されるようにし、車両のユーザが楽に駐車場の検索及び予約をできるようにする効果があ
る。
【００２２】
　本発明により得られる効果は、以上で言及した効果に限定されず、言及していない又他
の効果は、以下の記載から本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が明確
に理解することができるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】駐車場管理システムの例示的なシステムのブロック図を示す図である。
【図２】駐車場管理サーバの例示的なブロック図を示す図である。
【図３】駐車場管理システムの利用のための例示的な会員登録及び事前購入が可能な駐車
商品購入の流れを示す図である。
【図４】駐車場の入庫及び駐車割引を処理するための本駐車場管理システムで行われる例
示的な流れを示す図である。
【図５】駐車場の出庫時に本駐車場管理システムで行われる例示的な流れを示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付の図面を参照して本発明の望ましい実施例を詳しく説明するが、本発明はこ
れらの実施例により限定されるものではない。
【００２５】
　図１は、駐車場管理システムの例示的なシステムのブロック図を示す図である。
【００２６】
　図１によると、本駐車場管理システムは、駐車場管理サーバ１００、１つ以上のユーザ
装置２００、１つ以上のローカル駐車管理端末３００、１つ以上の入口ゲート機器４００
、出口ゲート機器５００及びＰＧサーバ６００を含む。本駐車場管理システムは、その他
のブロックをさらに含むこともできる。
【００２７】
　図１を参照して駐車場管理システムの各ブロックを説明すると、駐車場管理サーバ１０
０は、本システムに登録された駐車場を管理するためのサーバである。駐車場管理サーバ
１００は、複数のローカル駐車管理端末３００や複数のユーザ装置２００などに接続する
ことができ、ローカル駐車管理端末３００やユーザ装置２００からの要求を処理し、その
処理結果を伝達することができるように構成される。駐車場管理サーバ１００は、例えば
、ＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒ Ｔｅｘｔ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバとして
機能をして、様々なウェブページをローカル駐車管理端末３００やユーザ装置２００に提
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供し、ウェブページを介したデータの受信が可能である。
【００２８】
　特に、駐車場管理サーバ１００は、ユーザ装置２００とのデータ通信を介して自動駐車
料金の決済、自動駐車料金の精算が可能なようにする。自動処理は、もちろん、ユーザだ
けでなく、駐車場の管理者にとっても楽になる。例えば、ユーザは、別途の決済過程が必
要なく、管理者は、駐車場に常住する必要がなくなり、ユーザは、提携されている隣接す
る店舗の訪問と認証により駐車料金の自動割引を受けることができる。
【００２９】
　駐車場管理サーバ１００については、図２の以下で詳しく説明する。
【００３０】
　ユーザ装置２００は、ユーザが利用可能な装置である。ユーザ装置２００は、例えば、
携帯型や据置型である。ユーザ装置２００は、例えば、携帯電話やパーソナルＰＣである
。携帯電話は、例えば、スマートフォンやタブレットＰＣなどである。このようなユーザ
装置２００は、インターネットを介して駐車場管理サーバ１００に接続が可能であり、駐
車場管理サーバ１００とネットワークを介して駐車場の入庫、出庫、決済に関連する各種
のメッセージを受信し送信することができる。
【００３１】
　ユーザ装置２００は、一般的に、車両の利用者が所持している装置であって、望ましく
は、携帯電話である。この携帯電話は、様々なインタフェースを備え、例えば、ブルート
ゥース（登録商標）、ＧＰＳ、ＮＦＣなどのような無線インタフェースを備えて隣接する
デバイスや機器との無線通信が可能である。又、携帯電話は、移動通信事業者によって付
与された携帯電話番号で移動通信網やインターネット網を介して接続することができる。
車両の利用者が所持する携帯電話は、入庫している駐車場を管理する駐車場管理サーバ１
００から入庫案内や出庫案内を示すメッセージを受信し、受信したメッセージを携帯電話
のディスプレイモジュール（例えば、ＬＣＤ、ＬＥＤモジュール）にディスプレイする。
【００３２】
　以下では、特に言及がない限り、ユーザ装置２００は携帯電話である。
【００３３】
　本駐車場管理システムの駐車場は、複数の機器で構成される。駐車場は、１つ以上の入
口ゲート機器４００、１つ以上の出口ゲート機器５００及びローカル駐車管理端末３００
を含む。
【００３４】
　駐車場の入口ゲート機器４００は、駐車場の入口に設置される機器である。入口ゲート
機器４００は、少なくともカメラモジュール及び制御モジュールを含む。カメラモジュー
ルは、入庫する車両の画像をキャプチャし、制御モジュールは、キャプチャした車両の画
像から車両ナンバーを抽出する。車両ナンバーの抽出にＯＣＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ ｃｈａ
ｒａｃｔｅｒ ｒｅａｄｅｒ）プログラムを用いることができる。
【００３５】
　入口ゲート機器４００は、遮断バー、ビーコンモジュール、ＮＦＣモジュール及び／又
はＲＦモジュールをさらに備える。入口ゲート機器４００の制御モジュールは、ＯＣＲに
よる車両ナンバーの抽出（認識）が不可能な場合には他の補助モジュールを用いることが
可能である。例えば、制御モジュールは、周期的にビーコン信号などを送出し、携帯電話
などからブルートゥース（登録商標）信号を受信するビーコンモジュールにより車両内の
ユーザに対する識別子を認識することができる。又は、ＮＦＣモジュールやＲＦモジュー
ルによる携帯電話との通信で車両のユーザに対する識別子を認識することができる。識別
子は、例えば、会員ＩＤのようなユーザ識別子であるか、又は携帯電話番号などのような
携帯電話識別子である。このように、制御モジュールは、ビーコンモジュール、ＮＦＣモ
ジュールなどで提供する無線通信を介してユーザ識別子を認識することが可能である。
【００３６】
　入口ゲート機器４００は、車両ナンバーを自動的に決定したり、通信モジュールをさら
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に備え、ローカルネットワークを介して接続されたローカル駐車管理端末３００に認識さ
れた識別子を送信して車両ナンバーを受信することが可能である。入口ゲート機器４００
は、抽出されたり認識された車両ナンバー、撮影された車両の画像、入庫時刻などのデー
タをローカルネットワークを介してローカル駐車管理端末３００に送信することができる
。
【００３７】
　ＮＦＣモジュール、ＲＦモジュール及びビーコンモジュールから識別された識別子は、
車両ナンバーが認識される場合にも用いることができ、例えば、当該識別子を車両ナンバ
ーと共にローカル駐車管理端末３００に伝達することが可能である。
車両ナンバーが認識されない場合には、携帯電話のＧＰＳモジュールを活用することもで
きる。例えば、ユーザは、自分の携帯電話のＧＰＳモジュールを活用して駐車場管理サー
バ１００に携帯電話の位置及び識別子（ユーザや携帯電話の識別子）を提供し、駐車場管
理サーバ１００は、携帯電話の位置から特定駐車場のローカル駐車管理端末３００に入庫
中の車両の車両ナンバーを提供することもできる。
【００３８】
　このように、入口ゲート機器４００は、車両ナンバー、車両の画像及び入庫時刻をロー
カルネットワークに接続されたローカル駐車管理端末３００に送信し、遮断バーを上げて
入口ゲートを開き、認識された車両の進入を許容する。
【００３９】
　駐車場のローカル駐車管理端末３００は、ローカルネットワークで入口ゲート機器４０
０及び出口ゲート機器５００に接続され、インターネットなどを介して駐車場管理サーバ
１００に接続される。
【００４０】
　ローカル駐車管理端末３００は、駐車場内の入庫及び出庫に関連した各種データを格納
し、出庫による駐車料金を算出する。ローカル駐車管理端末３００は、駐車場管理サーバ
１００と連動して予め駐車券（駐車商品）を購入した会員を識別することができる。例え
ば、ローカル駐車管理端末３００は、駐車場管理サーバ１００に当該駐車場で提供する駐
車商品（例えば、１日券／１週間券／１か月券など）を提供し、当該駐車商品を利用する
ユーザ（会員）識別子を駐車商品の識別子と共に受信し、予め格納することができる。
【００４１】
　ローカル駐管理端末３００は、各種機能を実行するために、プロセッサー、記憶媒体及
び通信モジュールを少なくとも１つ以上を含む。プロセッサーは、記憶媒体（例えば、ハ
ードディスク）に格納されているプログラムをロードして当該駐車場を管理することがで
きる。通信モジュールは、インターネットやローカルネットワークに接続するためのチッ
プセットを備え、入口ゲート機器４００及び出口ゲート機器５００とローカルネットワー
クを介して各種データを送受信し、駐車場管理サーバ１００と各種データをインターネッ
トなどを介して送受信する。
【００４２】
　ローカル駐車管理端末３００は、出口ゲート機器５００に接続される。出口ゲート機器
５００は、カメラモジュール、遮断バー、制御モジュール及び通信モジュールを備える。
出口ゲート機器５００の制御モジュールは、ローカルネットワークを介して通信モジュー
ルから受信したゲートオープン制御信号により遮断バーを制御する。このように、ローカ
ル駐車管理端末３００は、ローカルネットワークを介して接続された出口ゲートを開くこ
とができる。出口ゲート機器５００は、ビーコンモジュールなどをさらに含むこともでき
る。
【００４３】
　駐車場管理サーバ１００と連動してローカル駐車管理端末３００で行われる処理は、図
３～図５を参照して詳しく説明する。
【００４４】
　ＰＧサーバ６００は、決済事業者（Ｐａｙｍｅｎｔ Ｇａｔｅｗａｙ）が運営するサー
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バである。ＰＧサーバ６００は、クレジットカードの認証、承認及び決済に関連した各種
機能を提供する。ＰＧサーバ６００を介して駐車商品の事前購入が可能であり、リアルタ
イムで駐車料金の処理が可能であり、又、駐車料金の後払い処理が可能である。
【００４５】
　ネットワークは、データを送受信する。ネットワークは、各種装置に接続されて装置と
の間でデータパケットを送受信する。ネットワークは、近距離及びブロードバンドネット
ワークを含むことができる。ネットワークは、移動通信網を含み、インターネット網も含
む。移動通信網は、インターネット網の一部構成として認知することもできる。
【００４６】
　図２は、駐車場管理サーバ１００の例示的なブロック図を示す図である。
【００４７】
　図２によると、駐車場管理サーバ１００は、通信部１１０、格納部１３０、接続部１７
０及び制御部１５０を含む。図２のブロック図は、望ましくは、機能ブロック図を示し、
この機能ブロック図の実現のためのハードウェアを駐車場管理サーバ１００が備える。
【００４８】
　例えば、駐車場管理サーバ１００は、有線又は無線ＬＡＮに接続するためのＬＡＮカー
ド、ＬＡＮチップセット、プログラムと各種データを格納する１つ以上のハードディスク
、プログラムを実行する１つ以上のプロセッサ、プロセッサ、ハードディスク、ＬＡＮカ
ード間に各種デジタルデータを送受信するためのパラレル／シリアルバスを備える。
【００４９】
　又は、駐車場管理サーバ１００は、１つ以上のコンピュータ、ワークステーション、デ
ータ格納サーバなどの組み合わせで構成され、特定の１つ又は複数の装置が通信、格納、
及び／又は制御などの機能を実行するように構成される。このように、駐車場管理サーバ
１００は、様々な形態のハードウェアの構成を有することができる。
【００５０】
　駐車場管理サーバ１００の各ブロックの機能を簡単に説明すると、通信部１１０は、ネ
ットワークに接続されてネットワークを介して各種データを受信し送信する。具体的に、
通信部１１０は、ネットワークを介して各種データを受信し各種データの処理に応じた応
答データを送信する。
【００５１】
　格納部１３０は、各種データを格納する。格納部１３０は、本駐車場管理システムの利
用のための各種データを格納し、望ましくは、データベース形態で格納する。例えば、格
納部１３０は、ユーザ（会員、以下では、「ユーザ」と「会員」を混用して使用する。）
ＤＢ、駐車場ＤＢを少なくとも１つ以上含む。
【００５２】
　ユーザＤＢは、本駐車場管理システムに会員として登録されたユーザを管理するための
ＤＢである。ユーザＤＢは、複数のエントリで構成され、各エントリは、各ユーザに割り
当てられる。エントリは、複数のフィールドで構成され、各フィールドは、予め定義され
ている。１つのエントリは、構成フィールドのタイプなどに応じて様々な形態で構成する
ことができる。
【００５３】
　例えば、ユーザエントリは、ユーザ（会員）の名前、識別子（ＩＤ）、パスワード、電
子メールアドレスなどを含み、携帯電話識別子、車両ナンバー（さらに車両モデル名）な
どをさらに含む。携帯電話識別子は、ネットワークを介して携帯電話に接続したり、デー
タを伝達するときに使用する識別子であって、例えば、携帯電話の電話番号やプッシュメ
ッセージの配信に使用する携帯電話の識別子である。車両ナンバーは、当該ユーザが使用
している車両の番号である。
【００５４】
　又、ユーザエントリは、利用可能なクレジットカードリストとサイバーマネーをさらに
有してもよい。クレジットカードリストは、１つ以上のクレジットカードを示すリストで
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あって、それぞれのクレジットカードに対する情報を格納する。クレジットカード情報は
、例えば、クレジットカード名、番号、有効期限などを含み、その他、クレジットカード
会社名、カードの種類、パスワードなどをさらに含むことができる。クレジットカードリ
ストは、クレジットカードの決済に用いることができ、決済承認において優先順位を有す
ることができ、当該優先順位は、ユーザによって予め定めることができる。サイバーマネ
ーは、本駐車場管理システムにおいて駐車料金の決済に用いることができるオンラインマ
ネーである。サイバーマネーは、会員（ユーザ）登録時に充填可能であるか、或いは、必
要に応じて充填することが可能である。サイバーマネーは、例えば、ユーザが所持してい
るクレジットカードのポイントで充填可能であるか、或いはクレジットカードで決済が可
能である。サイバーマネーは駐車料金の後払い精算に便利である。
【００５５】
　又、ユーザエントリは、利用可能で、事前購入した駐車商品リストを含む。駐車商品リ
ストは、１つ以上の駐車商品で構成され、各駐車商品は、駐車場識別子、駐車場内での駐
車商品識別子を含み、その他、期間や購入価格などをさらに含むことができる。駐車商品
リストは、現在利用可能な駐車商品を含み、過去に利用した駐車商品をさらに含む。
【００５６】
　ユーザエントリは、駐車場入出庫リストを含む。駐車場入出庫リストは、登録されてい
る駐車場を利用した出入り情報をそれぞれ格納する。例えば、駐車場出入り情報は、駐車
場の識別子、入庫時刻、出庫時刻、駐車料金、割引内容などを含む。割引内容は、当該駐
車場の利用時に適用した割引内容を含み、モバイルスタンプ識別子を用いた割引内容を含
む。又、ユーザエントリは、利用可能なモバイルスタンプリストを含む。モバイルスタン
プリストの各モバイルスタンプは、モバイルスタンプ識別子、利用可能な期間、割引適用
内容（例えば、１時間割引、２０％割引）などの情報を格納する。
【００５７】
　ユーザエントリから分かるように、ユーザ（会員）は、駐車商品を事前購入することも
でき、駐車場への入庫後にクレジットカードを用いて後払いすることもできる。又、ユー
ザは、ポイントを活用して駐車料金を精算することも可能である。
駐車場ＤＢは、本駐車場管理システムに登録されている駐車場を管理するＤＢである。駐
車場ＤＢは、複数のエントリで構成される。それぞれの駐車場エントリは、１つの駐車場
に対応し、複数のフィールドで構成される。１つのエントリは、構成フィールドのタイプ
などに応じて様々な形態で構成することができる。
【００５８】
　１つの駐車場エントリは、１つの駐車場に対応するが、駐車場名、駐車場識別子、パス
ワード、住所（位置）、総駐車台数、駐車可能な台数などを含む。又、駐車場エントリは
、当該駐車場で提供する駐車商品に対する情報を格納している。例えば、駐車場エントリ
は、駐車場で提供する１日券、１週間券、１か月券などの駐車商品名、各駐車商品名を区
別するための駐車商品識別子（この識別子が駐車商品名になり得る。）、駐車商品価格な
どを格納し、特定のユーザに提供することができる。
【００５９】
　駐車場エントリは、ユーザ利用リストをさらに含む。ユーザ利用リストは、ユーザが本
駐車場を利用した履歴を格納しており、ユーザ利用リストの各エントリは、ユーザ識別子
、入庫時刻、出庫時刻、精算された駐車料金などを格納する。又、ユーザ利用リストは、
本駐車場で提供する駐車商品を購入したユーザに対するユーザ識別子、購入した駐車商品
名及び／又は駐車商品識別子をさらに格納する。
【００６０】
　又、駐車場エントリは、提携店舗リストと提携店舗案内情報を含む。提携店舗リストは
、この駐車場を利用するユーザが駐車場の利用によるサービスを受けることができる提携
店舗を管理するリストである。提携店舗リストのエントリは、提携店舗の識別子、当該提
携店舗での駐車割引内容（例えば、１時間割引、２０％割引など）などを含む。提携店舗
の識別子は、提携店舗の名前か、或いは名前と位置の組み合わせである。提携店舗の識別
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子は、望ましくはモバイルスタンプ識別子か、或いはモバイルスタンプ識別子を含む。
【００６１】
　提携店舗案内情報は、例えば、当該提携店舗に対する広告であり、動画像ファイルで構
成されたり、イメージファイルで構成されたり、音声ファイルで構成される。特定の１つ
の提携店舗案内情報は、駐車場の入庫時に携帯電話にリアルタイムで伝達可能であり、イ
メージでディスプレイされる。
【００６２】
　格納部１３０に格納されたデータベースは、制御部１５０によってアクセスされ修正す
ることができる。
【００６３】
　接続部１７０は、格納部１３０、通信部１１０及び制御部１５０との間のデータを送受
信する。接続部１７０は、パラレルバスやシリアルバスで構成したり、ローカルネットワ
ークで構成することができる。接続部１７０の構成は、駐車場管理サーバ１００のハード
ウェアの構成例によって変わり得る。
【００６４】
　制御部１５０は、駐車場管理サーバ１００のブロックを制御する。制御部１５０は、通
信部１１０を介して各種の要求やデータを受信し、データベースを活用して当該要求やデ
ータを処理し、その処理結果を通信部１１０に伝達して要求又はデータを伝達した装置に
送信する。
【００６５】
　制御部１５０で行われるいくつかの処理の流れなどを簡単に説明すると、通信部１１０
は、車両ナンバーを含む入庫情報をネットワークを介してローカル駐車管理端末３００か
ら受信し、受信した入庫情報を制御部１５０に伝達する。制御部１５０は、入庫情報の車
両ナンバーに対応する車両の特定の駐車場への入庫を案内する入庫案内メッセージを生成
する。車両ナンバーなどを用いてデータベース（ユーザＤＢ）で当該車両ナンバーにマッ
プされたユーザと携帯電話を識別し、識別された携帯電話（例えば、携帯電話識別子を用
いて）に生成された入庫案内メッセージを制御部１５０が送信する。入庫案内メッセージ
を携帯電話に送信するために、制御部１５０は、入庫案内メッセージを通信部１１０に伝
達し、通信部１１０は、携帯電話の識別子を用いて当該携帯電話にこのメッセージを送信
する。入庫案内メッセージは、インターネットを介してサービスされるプッシュ（Ｐｕｓ
ｈ）メッセージでもよい。これにより、入庫案内メッセージは、プッシュサーバを介して
当該携帯電話に伝達することもできる。
【００６６】
　入庫案内メッセージは、例えば、車両ナンバーに対応する車両が入庫する駐車場情報、
この駐車場と提携した提携店舗の案内情報を含み、当該情報は送信された携帯電話により
ディスプレイされる。
【００６７】
　入庫完了後に、制御部１５０は、通信部１１０を介して特定の携帯電話からモバイルス
タンプ識別子を受信することができる。制御部１５０は、携帯電話の識別子を用いてユー
ザＤＢからユーザエントリを抽出し、抽出されたユーザエントリ（モバイルスタンプリス
ト）にモバイルスタンプ識別子を格納することができる。格納されたモバイルスタンプ識
別子は、後の駐車料金の精算時に用いることができる。
【００６８】
　制御部１５０は、駐車場からの出庫のための出庫情報をローカル駐車管理端末３００か
ら受信することができる。出庫情報は、車両ナンバー及び駐車料金精算に用いられる精算
情報を含む。制御部１５０は、精算情報を用いて車両ナンバーに対応する車両の駐車料金
を精算する。制御部１５０は、駐車料金の精算により出口ゲート制御情報を生成し、通信
部１１０に伝達して出口ゲート制御情報をローカル駐車管理端末３００に送信する。
【００６９】
　このように、制御部１５０は、通信部１１０を介して各種データを受信して処理し、そ
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の処理結果を送信する。制御部１５０で行われる具体的な処理の流れは、図３～５を参照
して詳しく説明する。
【００７０】
　図３は、駐車場管理システムの利用のための例示的な会員登録及び事前購入が可能な駐
車商品購入の流れを示す図である。図３の流れは、ユーザ装置２００と駐車場管理サーバ
１００の間で主に行われ、携帯電話だけでなく、個人用ＰＣなどを介しても会員登録や駐
車商品の事前購入が可能であり、携帯電話に限定する必要はない。
【００７１】
　図３の流れは、ユーザ装置２００による接続により開始され、駐車場管理サーバ１００
の制御部１５０が通信部１１０を介したデータや情報の受信と処理及び応答データの送信
により進行される。　
【００７２】
　先ず、ユーザ装置２００は、ウェブブラウジングを介して駐車場管理サーバ１００に接
続することが可能である。駐車場管理サーバ１００は、会員登録のための案内ウェブペー
ジと会員登録ウェブページをユーザ装置２００に提供する。会員登録ウェブページに基づ
いてユーザ装置２００と駐車場管理サーバ１００との間の各種情報の送受信により会員登
録が進行（１参照）される。
【００７３】
　会員登録過程で駐車場管理サーバ１００は、ユーザＤＢにユーザエントリを新規生成し
、ユーザエントリのフィールドに会員登録過程で取得される各種情報を記録する。例えば
、駐車場管理サーバ１００は、生成されたユーザエントリにユーザ装置２００から受信さ
れた名前、識別子（ＩＤ）、パスワード、電子メールアドレスなどと携帯電話識別子を記
録する。ユーザエントリにより駐車場管理サーバ１００は、携帯電話に特定のメッセージ
などを伝達することができる。
【００７４】
　基本的な会員登録にさらにユーザ装置２００及び駐車場管理サーバ１００は、本駐車場
管理システムの利用に必要な環境を設定（２参照）する。例えば、駐車場管理サーバ１０
０は、ユーザから駐車場を利用する車両の車両ナンバー、車両モデル名などを受信し、車
両ナンバー、車両モデル名などをユーザエントリに記録する。
【００７５】
　又、駐車場管理サーバ１００は、ユーザ装置２００と連動して駐車料金精算（決済）な
どに用いる各種決済手段を設定する。例えば、駐車場管理サーバ１００は、駐車料金の精
算に用いる各種クレジットカード情報をユーザ装置２００から受信し、受信したクレジッ
トカード情報をユーザエントリのクレジットカードリストに記録することが可能である。
クレジットカード情報は、例えば、クレジットカード名、カード番号、有効期限、クレジ
ットカード会社名、クレジットカードの種類、パスワードなどを含む。
【００７６】
　一方、駐車場管理サーバ１００は、会員登録時にサイバーマネーを生成する。サイバー
マネーは、環境設定過程で又は後に充填することが可能である。例えば、ユーザからの充
填要求に応じて登録された特定のクレジットカードのポイントでサイバーマネーを充填し
たり、特定のクレジットカードを用いたクレジットカード決済によってサイバーマネーを
充填することができる。サイバーマネーは、登録された他のクレジットカードに優先して
後払い駐車決済時に駐車料金精算に用いることができる。
【００７７】
　システムの利用のための環境設定により、駐車場管理サーバ１００は、クレジットカー
ド決済を可能にするためにクレジットカードを登録（３参照）する。クレジットカードの
登録によって確認されたクレジットカードの各種データは、当該ユーザのクレジットカー
ドリストにクレジットカード情報として記録される。
【００７８】
　クレジットカードの登録のために、駐車場管理サーバ１００は、ＰＧサーバ６００とネ
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ットワークを介してデータの通信を行う。例えば、駐車場管理サーバ１００は、ＰＧサー
バ６００側にクレジットカード会社名、カード番号、有効期限、パスワードなどを含むク
レジットカードの利用承認要求を伝達する。ＰＧサーバ６００は、クレジットカード会社
のシステム（サーバ）に受信した利用承認要求の各種情報を伝達し、クレジットカード会
社から承認結果を受け取る。ＰＧサーバ６００は、受け取った承認結果と承認による承認
識別子（例えば、ビリング番号）を駐車場管理サーバ１００に送信する。駐車場管理サー
バ１００は、承認された場合に各種カード情報と共に、又は一部のカード情報と共に承認
識別子をクレジットカードリストのクレジットカード情報として記録してクレジットカー
ドの登録を完了する。
【００７９】
　駐車場管理サーバ１００は、ユーザが提供したすべてのクレジットカードに対して登録
を行うことができる。すべてのクレジットカードは、後の駐車料金の後払い時に用いるこ
とができ、駐車料金の決済において優先順位を有することができ、優先順位に応じて特定
のクレジットカードを決済に先に使用することができる。後払い決済においてサイバーマ
ネーを最優先順位に設定することができ、先に決済手段として用いることが可能である。
【００８０】
　ユーザは、特定の駐車場で提供される駐車商品を事前購入した後、当該駐車場を利用す
ることが可能である。ユーザ装置２００は、駐車場管理サーバ１００と連動して購入可能
な駐車商品を検索（４参照）する。駐車商品の検索のために、駐車場管理サーバ１００は
、ユーザ装置２００から検索条件を有する検索要求を受信し、格納部１３０の駐車場ＤＢ
を検索条件に従って検索し、検索結果をユーザ装置２００に送信する。検索条件は、位置
を基準に特定の位置の半径内の検索を示すこともできる。位置に基づいた検索のために、
ユーザ装置２００は、ＧＰＳモジュールを介して決定される位置を駐車場管理サーバ１０
０に伝達することができる。
【００８１】
　検索結果は、検索条件で検索され、ユーザ装置２００にディスプレイされる。検索結果
は、ユーザ装置２００にディスプレイされる地図上にアイコン形状で表示できる。検索結
果は、駐車場ＤＢのエントリから抽出された各種情報を含む。例えば、検索結果は、検索
条件に合致する各駐車場の駐車場名、位置、駐車商品名（１日券、１週間券、１か月券な
ど）、駐車商品価格などを含む。
【００８２】
　ユーザ装置２００は、検索結果の受信により受信した検索結果の位置データを用いて地
図上にアイコン形状で表示し、ユーザから受信した入力（例えば、タッチ、マウスの移動
など）で選択されたアイコンのデータ（駐車商品名、駐車商品価格）などをポップアップ
を介してディスプレイする。ユーザ装置２００は、本システムを用いるための応用プログ
ラムを備え、当該応用プログラムを用いて駐車場管理サーバ１００と通信することが可能
である。応用プログラムは、例えば、携帯電話、特にスマートフォンやタブレットＰＣで
利用可能なアプリ（Ａｐｐ）プログラムである。
【００８３】
　ユーザは、ディスプレイされたアイコンやデータの確認により特定の駐車場の特定の駐
車商品を選択し、決済要求を送信（５参照）する。アプリプログラムと連動した駐車場管
理サーバ１００は、接続したユーザ装置２００からの入力により特定の駐車場の特定の駐
車商品を識別し、ユーザ装置２００からの入力により決済手段を識別する。例えば、駐車
場管理サーバ１００は、既に登録されているクレジットカードリストをユーザ装置２００
に提供し、特定のクレジットカードの選択により決済手段を識別することができる。この
過程でユーザは、特定のクレジットカードのクレジットカードポイントを用いて決済する
ことができる。又は、サイバーマネーで決済することもできる。
【００８４】
　クレジットカードリストを用いてクレジットカードで決済が行われ、その結果を格納（
６参照）することができる。具体的に説明すると、決済要求に応じて駐車場管理サーバ１
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００は、ログインなどにより識別されたユーザのクレジットカードリストから選択された
クレジットカード情報から承認識別子を抽出する。駐車場管理サーバ１００は、承認識別
子及び駐車商品価格を含むクレジットカード決済要求をＰＧサーバ６００に送信する。ク
レジットカード決済要求は、クレジットカードの決済に必要な他の情報をさらに含むこと
ができ、例えば、有効期間やパスワードなどをさらに含むことができる。ＰＧサーバ６０
は、クレジットカード会社のシステムを介して決済を試み、決済結果を駐車場管理サーバ
１００に送信する。
【００８５】
　決済結果を受信した駐車場管理サーバ１００は、決済結果による後続処理を受信する。
もし、成功的に決済が行われた場合には、駐車場管理サーバ１００は、駐車場ＤＢの特定
の駐車場（駐車場識別子で識別される）のエントリのユーザ利用リストをアップデートす
る。例えば、ユーザ利用リストのエントリにユーザ識別子、駐車商品名、駐車商品識別子
を格納する。又、駐車場管理サーバ１００は、ユーザＤＢのユーザエントリの駐車商品リ
ストをアップデートする。例えば、特定のユーザの駐車商品リストの１つの商品情報に駐
車場識別子、駐車商品識別子、購入価格、期間などを格納する。
【００８６】
　もし、決済が成功的でない場合は、これを示すメッセージなどを生成してユーザ装置２
００に送信することができる。
【００８７】
　事前購入による各種情報の格納後、駐車場管理サーバ１００は、購入商品の事前購入が
行われた駐車場のローカル駐車管理端末３００（駐車場識別子などを用いて識別が可能で
ある。）に駐車商品登録要求を送信（７参照）する。駐車商品の登録要求は、駐車商品名
や駐車商品識別子、ユーザ識別子及び車両ナンバーを含む。又、登録要求は、駐車商品の
利用可能な期間についての情報をさらに含むことができる。
【００８８】
　登録要求を受信したローカル駐車管理端末３００は、登録要求の駐車商品名及び／又は
識別子とユーザ識別子及び車両ナンバーをローカル駐車管理端末３００に備えられた記憶
媒体に格納（８参照）し、要求に対する応答を駐車場管理サーバ１００に送信（９参照）
する。応答は、登録完了や登録失敗などを示すことができる。
【００８９】
　登録要求に応じた応答を受信した駐車場管理サーバ１００は、登録完了を示す応答の確
認により決済完了を示すメッセージをユーザ装置２００に送信（１０参照）し、駐車商品
の事前購入過程を終了することができる。
【００９０】
　図３は、会員登録と駐車商品の購入過程を１つの図で示した図である。一般的には、会
員登録と購入過程は、独立して進行することが可能である。もし、独立して進行される場
合、ユーザは、先にログイン過程を通じて駐車場管理サーバ１００に接続することができ
、その後、（４）以下の過程を行うことができる。
【００９１】
　図４は、駐車場の入庫及び駐車割引を処理するための本駐車場管理システムで行われる
例示的な流れを示す図である。図４の流れは、複数の装置間の協力により行われる。ここ
で、図１～図３により説明した内容については簡単に述べる。
【００９２】
　先ず、特定の駐車場の入口に設置されている入口ゲート機器４００は、車両の進入を認
知（例えば、紫外線センサーなどを用いて）し、車両の認知により車両ナンバーを認識（
１参照）する。
【００９３】
　具体的には、入口ゲート機器４００の制御モジュールは、カメラモジュールを駆動して
車両の画像をキャプチャし、キャプチャされた車両の画像から車両ナンバーを抽出する。
車両ナンバーの抽出は、ＯＣＲ読取プログラムを用いて行うことができる。
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【００９４】
　自動的に車両ナンバーの認識が不可能な場合を考慮して、入口ゲート機器４００が車両
ナンバーを抽出できるようにする追加的な方案を提供すればより望ましい。そのために、
入口ゲート機器４００は、ビーコンモジュール、ＮＦＣモジュール及び／又はＲＦモジュ
ールを備えて補助的に車両ナンバーを抽出することが可能である。
【００９５】
　例えば、ビーコンモジュールは、ブルートゥース（登録商標）無線信号を周期的に送出
し、本システムに登録したユーザの携帯電話からブルートゥース（登録商標）無線信号を
受信することができる。受信したブルートゥース（登録商標）信号は、携帯電話のユーザ
を識別できるようにする。ブルートゥース（登録商標）信号の受信により、入口ゲート機
器４００は隣接する携帯電話のユーザ識別子を認識する。例えば、入口ゲート機器４００
は、記憶媒体をさらに備え、本システムを用いることが可能なユーザに関連した各種情報
を予め格納している。識別子の認識のために、入口ゲート機器４００は、受信したブルー
トゥース（登録商標）信号から約束されたフォーマットの識別子を抽出する。抽出された
識別子は、ユーザ識別子又は携帯電話識別子である。入口ゲート機器４００は、抽出され
た識別子で格納されたユーザ情報を検索し、検索された識別子に対してマッピングされて
いる車両ナンバーを決定する。
【００９６】
　又は、近接無線通信を実行するＮＦＣモジュールやＲＦモジュールは、携帯電話のＮＦ
Ｃインターフェースと連動して携帯電話の識別子を認識し、記憶媒体のユーザ情報を用い
てユーザが搭乗した車両の車両ナンバーを決定する。又、車両ナンバーが認識されない場
合には、携帯電話の位置確認により車両ナンバーを決定することもできる。
【００９７】
　車両ナンバーが認識されない場合、補助的に車両ナンバーの決定処理は、記憶媒体を備
えた入口ゲート機器４００によって行うことができるが、設計の変形によっては、ローカ
ル駐車管理端末３００によって行うこともできる。例えば、記憶媒体を備えることができ
なかったり、ユーザ情報を格納していない入口ゲート機器４００は、ＮＦＣモジュールな
どから認識された識別子をローカル駐車管理端末３００に伝達し、ローカル駐車管理端末
３００が入庫中の車両ナンバーを決定することができる。
【００９８】
　入口ゲート機器４００は、認識された車両ナンバー、撮影した車両の画像及び入庫時刻
を含むデータをローカル駐車管理端末３００にローカルネットワークを介して送信（２参
照）する。一方、入口ゲート機器４００は、車両ナンバーの認識後に遮断バーを制御して
入口ゲートを開く。
【００９９】
　データの受信により、ローカル駐車管理端末３００は、記憶媒体に受信したデータを格
納する。例えば、ローカル駐車管理端末３００は、車両ナンバー、車両の画像及び入庫時
刻を記憶媒体に格納（３参照）する。又、ローカル駐車管理端末３００は、記憶媒体に格
納されている駐車商品の事前購入によって格納された情報からユーザ識別子を抽出するこ
とができる。もし、記憶媒体から受信した車両ナンバーが検索され、対応するユーザ識別
子を抽出することができれば、車両ナンバーに対応する車両は駐車商品を事前購入したユ
ーザの車両であることが分かる。
【０１００】
　車両ナンバーなどの入口ゲート機器４００からの受信後に、ローカル駐車管理端末３０
０は、当該駐車場への入庫情報を駐車場管理サーバ１００に送信（４参照）する。入庫情
報は、車両ナンバー及び入庫時刻を含み、駐車商品を事前購入した車両である場合には、
ユーザ識別子をさらに含む。
【０１０１】
　駐車場管理サーバ１００は、入庫情報を受信（４参照）し、車両ナンバー、入庫時刻、
駐車場識別子、及びユーザ識別子などを格納部１３０に格納（５参照）する。
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【０１０２】
　具体的には、駐車場管理サーバ１００は、ローカル駐車管理端末３００とのネットワー
ク接続（例えば、セッション接続）により、又は、ローカル駐車管理端末３００のログイ
ンにより駐車場識別子を決定する。又、駐車場管理サーバ１００は、車両ナンバーを検索
条件としてユーザＤＢを検索してユーザ識別子を決定する。ユーザ識別子は、もちろん、
入庫情報から抽出することもできる。ユーザ識別子の決定は、変形例によって省略するこ
とが可能である。
【０１０３】
　識別子の決定により、駐車場管理サーバ１００は、入庫情報をユーザＤＢ及び駐車場Ｄ
Ｂなどに格納する。ユーザＤＢ及び駐車場ＤＢが駐車場管理サーバ１００にそれぞれ別途
に存在するという仮定の下により詳しく説明すると、駐車場管理サーバ１００は、ユーザ
識別子でユーザエントリをユーザＤＢから抽出し、抽出されたユーザエントリの駐車場入
出庫リストに新規の出入り情報を生成して格納する。出入り情報は、例えば、車両ナンバ
ー、駐車場識別子を含む。又、駐車場管理サーバ１００は、駐車場識別子で駐車場エント
リを駐車場ＤＢから抽出し、駐車場エントリのユーザ利用リストに新規の駐車場ユーザ情
報を生成して格納する。駐車場ユーザ情報は、例えば、ユーザ識別子及び入庫時刻を含む
。
【０１０４】
　ユーザ識別子が抽出できない場合には、ユーザ識別子の格納及びユーザＤＢを活用した
エントリの生成は省略することができる。
【０１０５】
　その後、駐車場管理サーバ１００は、車両ナンバーに対応する車両の入庫案内メッセー
ジを生成（６参照）する。入庫案内メッセージは、駐車場ＤＢを利用して生成することが
可能である。
【０１０６】
　入庫案内メッセージの生成について具体的に説明すると、駐車場管理サーバ１００は、
駐車場識別子で駐車場エントリを駐車場ＤＢから抽出し、抽出した駐車場エントリで駐車
場名、駐車場の位置及び／又は入庫時刻のような駐車（入庫）情報を構成する。又、駐車
場管理サーバ１００は、駐車場エントリから提携店舗リスト及び／又は提携店舗案内情報
を抽出し、抽出された情報に基づいて当該駐車場と提携した、又は連携した提携店舗の案
内情報を構成する。案内情報は、提携店舗リストから選択された１つ以上の提携店舗名、
提携店舗の位置、入庫中の駐車場から当該提携店舗までの案内図（イメージ）などのうち
いずれか１つ以上を含むことができる。又は、案内情報は、特定の提携店舗を広告するた
めのファイルを含むことができる。ファイルは、案内情報に必ず含める必要はなく、リン
ク（例えば、ＵＲＬ）を介して接続可能に構成することもできる。又は、案内情報は、提
携店舗に関連した情報とファイルを共に含むこともできる。
【０１０７】
　駐車場管理サーバ１００は、ユーザ識別子を用いて携帯電話識別子をユーザＤＢから抽
出する。この携帯電話識別子は、受信した車両ナンバーにマッピングされた携帯電話の識
別を可能にする。駐車場管理サーバ１００は、携帯電話識別子で識別された携帯電話に生
成された入庫案内メッセージを送信（７参照）する。送信される入庫案内メッセージは、
プッシュサーバに伝達することもできる。プッシュサーバは、受信した入庫案内メッセー
ジを当該携帯電話に伝達することができる。このように、駐車場管理サーバ１００は、受
信した車両ナンバーを用いてユーザ識別子を決定し、ユーザ識別子に対応する携帯電話に
入庫案内メッセージを送信することができる。
【０１０８】
　入庫案内メッセージの送信により、携帯電話（ユーザ装置２００）は、入庫案内メッセ
ージをインターネットや移動通信網を介して受信（７参照）する。携帯電話は、受信した
入庫案内メッセージをディスプレイモジュールを介してディスプレイ（８参照）する。こ
れにより、ユーザは、他の任意の確認作業や駐車チケットを確認しなくても、特定の駐車
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場に入庫させたことを自動的に認知することが可能になる。入庫案内メッセージは、駐車
場名、入庫時刻などの内容を含み、提携店舗に関連した情報や広告も含む。
【０１０９】
　このような一連の過程を経て駐車場の入庫が完了する。
【０１１０】
　一方、ユーザは、入庫させた駐車場周辺の様々な店舗を利用することが可能である。ユ
ーザは、入庫案内メッセージにより提携店舗を確認することができ、当該提携店舗を利用
することができる。
【０１１１】
　本発明に係る駐車場管理システムは、特定の店舗の利用時に当該店舗で提供する駐車割
引を自動的に受けられるように構成される。駐車割引などは代表的に２つの方法で適用可
能である。
【０１１２】
　１つの方法は、店舗に設置されているＰＣを用いる方案である。店舗の管理者は、ＰＣ
を介して駐車場管理サーバ１００に接続し、車両ナンバーの検索で車両の駐車割引を適用
することができる。例えば、店舗の管理者は、車両ナンバーを検索した後、当該車両ナン
バーに対する駐車割引クーポン（例えば、１時間無料クーポン、３０％駐車割引クーポン
）を適用する。これにより、ユーザＤＢ又は駐車場ＤＢで車両ナンバーで検出されたエン
トリに当該駐車割引内容が記録される。このような方法は、ウェブを介して行うことがで
きる。
【０１１３】
　もう１つの方法は、店舗に備えられているモバイルスタンプを用いる方法である。ユー
ザの要求に応じて店舗の管理者は、モバイルスタンプをユーザに提供する。モバイルスタ
ンプは、他のモバイルスタンプと区別するための識別子を少なくとも備え、携帯電話のカ
メラモジュールを介したイメージの認識（９参照）により当該モバイルスタンプのイメー
ジは携帯電話に一時的に格納される。携帯電話のアプリプログラムは、キャプチャされた
イメージからモバイルスタンプ識別子を抽出する。モバイルスタンプは、約束されたフォ
ーマットによって予め定型化されており、各店舗は、互いに異なる識別子を有している。
モバイルスタンプ識別子は、提携店舗を識別可能にする。モバイルスタンプ識別子は、キ
ャプチャされたイメージから抽出することが可能であり、キャプチャされたイメージ自体
が識別子であることもある。
【０１１４】
　携帯電話は、認識されたモバイルスタンプ情報を駐車場管理サーバ１００に送信（１０
参照）し、駐車場管理サーバ１００は、受信したモバイルスタンプ情報を格納（１１参照
）する。
【０１１５】
　ユーザは、複数の提携店舗のモバイルスタンプを格納することが可能である。モバイル
スタンプ情報は、少なくともモバイルスタンプ識別子を含む。又、モバイルスタンプ情報
は、各種の他の情報をさらに含むことができる。例えば、利用時刻や適用割引内容や提携
店舗名や識別子などをさらに含むことができる。モバイルスタンプ識別子は、少なくとも
特定のモバイルスタンプを識別することができ、さらに、特定の提携店舗を識別し、さら
に適用する割引内容などを識別することができるように構成される。携帯電話との接続に
よりユーザ識別子を決定し、決定されたユーザ識別子を抽出されたユーザエントリのモバ
イルスタンプリストに新規のモバイルスタンプ（情報）を生成し、生成されたモバイルス
タンプにモバイルスタンプ情報のそれぞれの情報を駐車場管理サーバ１００が格納する。
【０１１６】
　このような過程を経て、ユーザは、別途の駐車割引チケットがなくてもオンラインで駐
車割引内容を自動的に適用することが可能となる。
【０１１７】
　図５は、駐車場の出庫時に、本駐車場管理システムにおいて行われる例示的な流れを示
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す図である。図５の流れは、複数の装置間の協力により行われる。ここで、図１～図４を
参照して説明した内容については簡単に述べる。
【０１１８】
　出口ゲート機器５００は、車両の進出を認知し、車両の認知により車両ナンバーを認識
（１参照）する。具体的に、出口ゲート機器５００の制御モジュールは、カメラモジュー
ルの駆動によって車両の画像をキャプチャし、車両ナンバーをＯＣＲ読取プログラムなど
を用いて抽出する。
【０１１９】
　車両の画像からの自動抽出が不可能な場合は、補助的な手段が用いられ、例えば、出口
ゲート機器５００は、ビーコンモジュール、ＮＦＣモジュール及び／又はＲＦモジュール
を備えて補助的に車両ナンバーを無線通信を介して抽出することが可能である。
【０１２０】
　補助モジュールによる車両ナンバーの決定は、出口ゲート機器５００で行われたり、ロ
ーカル駐車管理端末３００によって行うことができる。
【０１２１】
　出口ゲート機器５００は、遮断バーを開く前に、車両ナンバー、車両の画像及び出庫時
刻を含むデータをローカル駐車管理端末３００にローカルネットワークを介して送信（２
参照）する。
【０１２２】
　出庫データの受信により、ローカル駐車管理端末３００は、車両ナンバーで入庫時に格
納されたデータ（入庫データ）を検索して入庫車両を識別し、入庫時刻と出庫時刻の差異
による駐車時間で駐車料金を精算する。駐車料金が精算されている精算情報、出庫時刻及
び出庫時の車両の画像は、入庫データの車両ナンバー、入庫時刻などと共に記憶媒体に格
納（３参照）される。精算情報は、例えば、入庫時刻、出庫時刻、入出庫時刻の差異によ
り計算される駐車時間、時間当たり（分当たり）駐車料金単価、駐車時間と駐車料金単価
を用いて計算された駐車料金などのデータを含むことができる。
【０１２３】
　又、ローカル駐車管理端末３００は、車両ナンバーに対応し、予め駐車商品を購入した
ユーザ識別子の抽出を行うことができる。
【０１２４】
　ローカル駐車管理端末３００は、少なくとも車両ナンバー及び精算情報を含む出庫情報
を駐車場管理サーバ１００に送信（４参照）し、駐車場管理サーバ１００は、出庫情報を
受信（４参照）する。出庫情報は、駐車商品を事前購入したユーザ識別子と事前購入した
駐車商品の識別子をさらに含むこともできる。
【０１２５】
　出庫情報を受信した駐車場管理サーバ１００は、出庫情報の精算情報を用いて車両ナン
バーに対応するユーザの駐車料金を精算（５参照）する。
【０１２６】
　駐車料金の精算過程を具体的に説明すると、駐車場管理サーバ１００は、出庫情報の車
両ナンバーに対応するユーザを識別する。ユーザの識別は、ユーザ識別子の決定により行
われ、例えば、出庫情報に含まれたユーザ識別子を抽出したり、車両ナンバーをユーザＤ
Ｂで検索して検索されたユーザエントリのユーザ識別子を抽出して行われる。
【０１２７】
　ユーザを識別した後、駐車場管理サーバ１００は、識別されたユーザが駐車券の事前購
入会員の識別子であるかを判別する。事前購入会員の判別は、例えば、出庫情報に含まれ
たユーザ識別子や駐車商品識別子ににより行われたり、検出されたユーザエントリの駐車
商品リストなどを利用して行われる。例えば、出庫情報を送信した駐車場の識別子と駐車
商品リストの駐車場識別子を比較し、同一の駐車場識別子が判別される場合に、駐車場管
理サーバ１００は、当該駐車場で駐車商品を事前購入した会員であるか否かを判別するこ
とが可能である。
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【０１２８】
　もし、事前購入した会員である場合には、駐車場管理サーバ１００は、駐車商品識別子
を用いて駐車料金を精算する。例えば、駐車場管理サーバ１００は、精算する料金がない
と決定して追加料金支払い要求を行わない。
【０１２９】
　もし、事前購入した会員でない場合には、駐車場管理サーバ１００は、精算情報を用い
て実際に支払う駐車料金を計算する。支払う駐車料金は、モバイルスタンプを用いて割引
される。
【０１３０】
　具体的に、駐車場管理サーバ１００は、精算情報から駐車料金を抽出し、又、識別され
たユーザエントリでモバイルスタンプリストを検索する。モバイルスタンプリストのそれ
ぞれのモバイルスタンプ識別子は、駐車料金を請求する駐車場の提携店舗リストのエント
リの識別子と比較して、一致する識別子が存在するかを判断する。一致する識別子が存在
する場合には、モバイルスタンプ識別子又は提携店舗の識別子に対応する駐車割引内容を
受信した駐車料金に適用する。これにより、駐車場管理サーバ１００は、自動的に駐車場
の割引を可能にし、複数の店舗と提携することが可能である。モバイルスタンプを用いた
割引は、複数の提携店舗に対して複数回適用することができる。
【０１３１】
　もちろん、ＰＣを用いた駐車場管理サーバ１００の接続により、駐車場管理サーバ１０
０は、ウェブを介して駐車割引を適用することもできる。
【０１３２】
　駐車料金の精算のために、駐車場管理サーバ１００は、実際の割引内容を適用して駐車
料金を計算（割引）した後、ユーザの予め充填したサイバーマネーが精算する駐車料金よ
りも多いかを決定する。もし、サイバーマネーが精算する駐車料金よりも多い場合には、
サイバーマネーから駐車料金を差し引いて精算を完了する。差し引かれたサイバーマネー
は、ユーザのエントリに格納される。
【０１３３】
　もし、サイバーマネーが駐車料金よりも少ないか存在しない場合には、駐車場管理サー
バ１００は、クレジットカードが登録（承認）されているユーザであるか否かを判別する
。クレジットカードの承認会員であるか否かの判別は、ユーザエントリのクレジットカー
ドリストに承認識別子が存在するかにより判別することができる可。もし、承認会員であ
る場合、駐車場管理サーバ１００は、承認識別子と差し引かれた駐車料金及びその他のク
レジットカード情報を用いてＰＧサーバ６００に決済を要求し、正常承認結果を受信する
。
【０１３４】
　もし、承認会員でもない場合には、出庫情報に応答して駐車料金の決済が不可能である
ことを示すデータをローカル駐車管理端末３００に送信する。ローカル駐車管理端末３０
０は、登録されている会員ではないこと、或いは自動決済が不可能であることを示す信号
を出口ゲート機器５００に出力し、出口ゲート機器５００は当該信号を出力する。これに
より、車両のユーザは、無人精算機などを用いて精算することが可能である。
【０１３５】
　無人精算機を用いてユーザは、車両ナンバーを入力し、無人精算機は、車両ナンバーに
対応する計算した駐車料金を表示し、クレジットカードや現金を用いて決済することがで
きる。駐車料金は、ローカル駐車管理端末３００から受信されたり、駐車場管理サーバ１
００から受信する。
【０１３６】
　駐車料金の精算により、駐車場管理サーバ１００は、受信した出庫情報と精算した駐車
料金などのデータを格納部１３０に格納し、出口ゲート制御情報を生成してローカル駐車
管理端末３００に送信（６参照）する。出口ゲート制御情報は、駐車料金の精算により生
成され、例えば、出口ゲートを開くようにする制御コマンドである。
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【０１３７】
　ローカル駐車管理端末３００は、出口ゲート制御情報の受信によりローカルネットワー
クを介して送信されるゲートオープン制御信号（データ）を生成し、これを伝達（７参照
）する。
【０１３８】
　ゲートオープン制御信号を受信した出口ゲート機器５００は、遮断バーを開いて出口ゲ
ートを開く（８参照）。オープンが完了されることによって、ローカル駐車管理端末３０
０は開かれたことを示し、出口ゲート制御情報に対する応答を駐車場管理サーバ１００に
送信することができる。
【０１３９】
　出口ゲート制御情報の送信後に、望ましくは、応答の受信後に、駐車場管理サーバ１０
０は、出庫案内メッセージを生成する。出庫案内メッセージは、駐車場の出庫が完了した
ことを示すメッセージであって、例えば、駐車場の情報、入出庫に関連した駐車情報及び
駐車料金精算による精算情報を含む。駐車場の情報は、例えば、駐車した駐車場名及び位
置などのデータを含み、駐車情報は、入庫時刻、出庫時刻及び駐車時間などのデータを含
み、精算情報は、元の駐車料金、割引された駐車料金及び割引内容などのデータを含む。
【０１４０】
　出庫案内メッセージは、識別されたユーザの携帯電話に伝達され、プッシュ（Ｐｕｓｈ
）サーバを経由して伝達することができる。
【０１４１】
　図４及び図５の入出庫過程により、車両のユーザは、自動的に駐車料金の精算と割引を
受けることができ、駐車場は、必ずしも駐車料金を精算する担当者を採用する必要がなく
なり、無人式でも駐車場の管理が可能となる。一方、ユーザは、携帯電話のアプリを介し
て自分の位置から訪問が可能であり、本システムに登録されている駐車場を地図上で検索
し、予約も可能となる。
【図１】 【図２】
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