
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理端末と と管理サーバとからなる製品ライフサイクル情報管理システム
において、
　前記情報処理端末は、
　第１識別子と前記製品の関連情報の入力を行う手段と、
　前記第１識別子と前記関連情報を記憶する手段と、
　前記第１識別子と前記関連情報とを前記 に送信する手段と、
　前記 から受信した処理終了情報を表示する手段と、
　前記第１識別子と前記関連情報と前記 から受信した第１鍵とを前記管理サーバ
に送信する手段と、
　前記管理サーバから受信した処理終了情報を表示する手段と
　を備え、
　前記 は、
　前記情報処理端末から受信した前記第１識別子と予め格納されてある前記製品の識別子
である第２識別子との比較を行い、一致する場合に前記情報処理端末から受信した前記関
連情報を記憶する手段と、
　処理終了情報を生成する手段と、
　前記処理終了情報と予め格納されてある前記第２識別子に対応する第１鍵を前記情報処
理端末に送信する手段と
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　を備え、
　前記管理サーバは、
　前記情報処理端末から受信した前記第１識別子と前記第１鍵の組を予め格納されてある
複数の製品の識別子である第３識別子と前記第３識別子に対応した複数の鍵である第２鍵
の組と比較を行い、一致した組がある場合に前記関連情報を記憶する手段と、
　終了処理情報を生成する手段と、
　前記終了処理情報を前記情報処理端末に送信する手段と
　を備える
　ことを特徴とする製品ライフサイクル情報管理システム。
【請求項２】
　情報処理端末と と管理サーバとからなる製品ライフサイクル情報管理システム
において、
　前記情報処理端末は、
　第１識別子と前記製品の関連情報の入力を行う手段と、
　前記第１識別子と前記関連情報を記憶する手段と、
　識別子の送信要求を生成する手段と、
　前記識別子の送信要求を前記 に送信する手段と、
　前記 から受信した第２識別子と第１識別子との比較を行い、一致する場合に前
記関連情報を前記 に送信する手段と、
　前記 から受信した処理終了情報を表示する手段と、
　前記第１識別子と前記関連情報と前記 から受信した第１鍵とを前記管理サーバ
に送信する手段と、
　前記管理サーバから受信した処理終了情報を表示する手段と
　を備え、
　前記 は、
　前記送信要求に応じて予め格納されてある前記製品の識別子である第２識別子を前記情
報処理端末に送信する手段と、
　前記情報処理端末から受信した前記関連情報を記憶する手段と、
　処理終了情報を生成する手段と、
　前記処理終了情報と予め格納されてある前記製品の識別子である第２識別子に対応する
第１鍵を前記情報処理端末に送信する手段と、
　を備え、
　前記管理サーバは、
　前記情報処理端末から受信した前記第１識別子と前記第１鍵の組を予め格納されてある
複数の前品の識別子である第３識別子に対応した複数の鍵である第２鍵の組と比較を行い
、一致した組がある場合に前記関連情報を記憶する手段と
　処理終了情報を生成する手段と、
　前記処理主力情報を前記情報処理端末に送信する手段と
　を備える
　ことを特徴とする製品ライフサイクル情報管理システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の製品ライフサイクル情報管理システムにおいて、
　前記情報処理端末は
　前記 から受信した処理終了情報を表示してから前記第１識別子と前記関連情報
と前記第１鍵とを前記管理サーバに送信するまでの間、処理未完了情報を表示する手段
　を備える
　ことを特徴とする製品ライフサイクル情報管理システム。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか記載の製品ライフサイクル情報管理システムにおいて、
　前記第１鍵は、前記 に設けられたデータテーブルのデータ項目毎に設定されて
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いる
　ことを特徴とする製品ライフサイクル情報管理システム。
【請求項５】
　請求項１から４の何れか記載の製品ライフサイクル情報管理システムにおいて、
　前記 は
　ＩＣチップとアンテナで構成された である
　ことを特徴とする製品ライフサイクル情報管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、市場を流通する製品のライフサイクル情報を管理するための製品ライフサイ
クル情報管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大量生産・大量消費システムで構成された現代の流通システムにおいて、工場などの生
産領域から、倉庫などの物流領域を経由して販売され、その販売された製品が使用済みに
なり回収、廃棄、リサイクルに至るまでの製品ライフサイクルが存在する。その製品ライ
フサイクルは、製品が流通する市場の広域化や大規模化、また流通する製品の多様化など
対応して数多くの形態の製品ライフサイクルが存在している。
【０００３】
　特に、環境問題を考慮した流通市場の要求によって、使用済みの製品の回収、廃棄、リ
サイクルなどの製品が最終的に到達するような流通領域においても、生産業者に責任を持
たせようとする動きが現れてきている。そのため生産した製品を市場に供給する生産業者
にとって、製品ライフサイクル間の製品情報を管理することが重要視されてきている。
【０００４】
　生産業者が市場に供給した製品の製品ライフサイクルを管理する方法として、その製品
にＩＣタグを添付して製品ライフサイクルを管理する方法が知られている（例えば、特許
文献１参照。）。特許文献１に記載の技術は、その製品に関する情報を記憶するＩＣタグ
を製品に添付し、ＩＣタグから情報を読み取ることで製品の状況を把握している。また特
許文献１に記載の技術は、各流通拠点に製品のライフサイクルを管理するためのライフサ
イクルデータベースを備え、そのデータベースにＩＣタグに記憶させた情報と同様の情報
よりさらに詳細なを格納する。
【０００５】
　このデータベースに格納された情報とＩＣタグに記憶した情報とを有機的に結びつけて
情報の管理を行っている。データベースは、メーカの生産管理システム、販社の販売管理
システム、小売業の販売管理システム、サービス会社のサービス管理システム、及び廃棄
／リサイクル業者の管理システムのそれぞれに設置される。これらの複数のデータベース
は、ネットワークで接続され相互に情報を参照することができるようになっている。この
構成によって従来の製品ライフサイクルの管理方法は、各業者間で製品に関する情報連係
を取っている。
【０００６】
　各システム拠点に備えられたデータベース内の製品情報は、製品ＩＤによってのみ管理
されている。ネットワークに接続された情報端末は、製品ＩＤを使用してネットワーク上
の任意の場所からデータベースにアクセスすることでき、これによって製品情報の管理に
地理的、時間的障壁を排除し各システム拠点に備えられたデータベースの情報を有効に活
用している。
【０００７】
　データベースにアクセスするための製品ＩＤを知っている人物は、自由にデータベース
に格納されたその製品の情報にアクセスすることができるため、各システム拠点において
データベースの情報をより有効に活用するためには、個人情報の登録を終えた人間のみデ
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ータベースにアクセス可能にするなどのセキュリティの強化が必要になる。また、修理シ
ステム拠点など、大量の製品を短時間で処理するようなシステムにおいて、ＩＣタグに格
納された情報を変更した場合に、書き換えた情報を速やかにデータベースに通知し、ＩＣ
タグに格納された情報とデータベースに格納された情報が整合しないという事故を、シス
テム担当者の努力によって防止する必要がある。
【０００８】
　製品ＩＤを使用してネットワーク上の任意の場所からデータベースにアクセスすること
ができ、かつＩＣタグに格納した情報とデータベース内情報とに不一致が発生しない、信
頼性が高いシステムが望まれる。
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－４８０６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明が解決しようとする課題は、製品のライフサイクル情報を管理するシステムにお
いて、製品ＩＤを使用してネットワーク上の任意の場所からデータベースにアクセスする
ことができ、かつデータベース内の情報の信頼性が高いシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　以下に、［発明を実施するための最良の形態］で使用される番号を用いて、課題を解決
するための手段を説明する。これらの番号は、［特許請求の範囲］の記載と［発明を実施
するための最良の形態］との対応関係を明らかにするために付加されたものである。ただ
し、それらの番号を、［特許請求の範囲］に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用
いてはならない。
【００１２】
　情報処理端末（１２、２２、３１、４２）と記憶媒体（１）と管理サーバ（３、４、５
、６）とからなる製品ライフサイクル情報管理システムにおいて、前記情報処理端末（１
２、２２、３１、４２）は、第１識別子と前記製品（７）の関連情報の入力を行う手段と
、前記第１識別子と前記関連情報を記憶する手段（１２ｂ、２２ｂ、３１ｂ、４２ｂ）と
、前記第１識別子と前記関連情報とを前記記憶媒体（１）に送信する手段と、前記記憶媒
体（１）から受信した処理終了情報を表示する手段と、前記第１識別子と前記関連情報と
前記記憶媒体（１）から受信した第１鍵（５２）とを前記管理サーバ（３、４、５、６）
に送信する手段と、前記管理サーバ（３、４、５、６）から受信した処理終了情報を表示
する手段とを備え、
　前記記憶媒体（１）は、前記情報処理端末（１２、２２、３１、４２）から受信した前
記第１識別子と予め格納されてある前記製品（７）の識別子である第２識別子（５１）と
の比較を行い、一致する場合に前記情報処理端末（１２、２２、３１、４２）から受信し
た前記関連情報を記憶する手段と、処理終了情報を生成する手段と、前記処理終了情報と
予め格納されてある前記第２識別子（５１）に対応する第１鍵（５２）を前記情報処理端
末（１２、２２、３１、４２）に送信する手段とを備え、
　前記管理サーバ（３、４、５、６）は、前記情報処理端末（１２、２２、３１、４２）
から受信した前記第１識別子と前記第１鍵（５２）の組を予め格納されてある複数の製品
の識別子である第３識別子と前記第３識別子に対応した複数の鍵である第２鍵（６２、７
２、８２、９２）の組と比較を行い、一致した組がある場合に前記関連情報を記憶する手
段と、終了処理情報を生成する手段と、前記終了処理情報を前記情報処理端末（１２、２
２、３１、４２）に送信する手段とを備えることを特徴とする製品ライフサイクル情報管
理システムを用いて製品のライフサイクルを管理する。
【００１３】
　情報処理端末（１２、２２、３１、４２）と記憶媒体（１）と管理サーバ（３、４、５
、６）とからなる製品ライフサイクル情報管理システムにおいて、前記情報処理端末（１
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２、２２、３１、４２）は、第１識別子と前記製品（７）の関連情報の入力を行う手段と
前記第１識別子と前記関連情報を記憶する手段（１２ｂ、２２ｂ、３１ｂ、４２ｂ）と、
識別子の送信要求を生成する手段と、前記識別子の送信要求を前記記憶媒体（１）に送信
する手段と、前記記憶媒体（１）から受信した第２識別子（５１）と第１識別子との比較
を行い、一致する場合に前記関連情報を前記記憶媒体（１）に送信する手段と、前記記憶
媒体（１）から受信した処理終了情報を表示する手段と、前記第１識別子と前記関連情報
と前記記憶媒体（１）から受信した第１鍵（５２）とを前記管理サーバ（３、４、５、６
）に送信する手段と、前記管理サーバ（３、４、５、６）から受信した処理終了情報を表
示する手段とを備え、
　前記記憶媒体（１）は、前記送信要求に応じて予め格納されてある前記製品（７）の識
別子である第２識別子（５１）を前記情報処理端末（１２、２２、３１、４２）に送信す
る手段と、前記情報処理端末（１２、２２、３１、４２）から受信した前記関連情報を記
憶する手段と、処理終了情報を生成する手段と、前記処理終了情報と予め格納されてある
前記製品（７）の識別子である第２識別子（５１）に対応する第１鍵（５２）を前記情報
処理端末（１２、２２、３１、４２）に送信する手段とを備え、
　前記管理サーバ（３、４、５、６）は、前記情報処理端末（１２、２２、３１、４２）
から受信した前記第１識別子と前記第１鍵（５２）の組を予め格納されてある複数の前品
の識別子である第３識別子に対応した複数の鍵である第２鍵（６２、７２、８２、９２）
の組と比較を行い、一致した組がある場合に前記関連情報を記憶する手段と、処理終了情
報を生成する手段と、前記処理主力情報を前記情報処理端末（１２、２２、３１、４２）
に送信する手段とを備えることを特徴とする製品ライフサイクル情報管理システムを用い
て製品のライフサイクルを管理する。
【００１４】
　請求項１または２に記載の製品ライフサイクル情報管理システムにおいて、前記情報処
理端末（１２、２２、３１、４２）は前記記憶媒体（１）から受信した処理終了情報を表
示してから前記第１識別子と前記関連情報と前記第１鍵（５２）とを前記管理サーバ（３
、４、５、６）に送信するまでの間、処理未完了情報を表示する手段を備えることを特徴
とする製品ライフサイクル情報管理システムを用いて製品のライフサイクルを管理する。
【００１５】
　請求項１から３の何れか記載の製品ライフサイクル情報管理システムにおいて、前記第
１鍵（５２）は、前記記憶媒体（１）に設けられたデータテーブルのデータ項目毎に設定
されていることを特徴とする製品ライフサイクル情報管理システムを用いて製品のライフ
サイクルを管理する。
【００１６】
　請求項１から４の何れか記載の製品ライフサイクル情報管理システムにおいて、前記記
憶媒体（１）はＩＣチップとアンテナで構成されたＩＣタグであることを特徴とする製品
ライフサイクル情報管理システムを用いて製品のライフサイクルを管理する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の効果は、製品のライフサイクル情報を管理するシステムにおいて、ネットワー
ク上の任意の場所からライフサイクル情報を格納したデータベースにアクセスすることが
でき、かつ不用意にそのデータベース内の情報が更新されてしまう事故を防止する効果が
ある。
【００１８】
　本発明の他の効果は、製品に添付されたＩＣタグに格納された情報とデータベースに格
納された情報との整合性を向上させ、各々の情報が一致していないという事故を防止する
効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に図面を用いて本発明を実施する最良の形態について述べる。
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【００２０】
　（実施の構成）
　大量生産・大量消費システムで構成された現代の流通システムにおいて、工場などで生
産された製品には、その生産領域１０から出荷され倉庫などの物流領域２０を経由して販
売され、その販売された製品が使用済みになり回収、廃棄、リサイクルに至るという製品
ライフサイクルが存在する。その製品ライフサイクルは、製品が流通する市場の広域化や
大規模化、また流通する製品の多様化など対応して数多くの形態の製品ライフサイクルが
存在している。本実施の形態では一つの製品ライフサイクルを生産領域１０、物流領域２
０、販売・サービス領域３０、廃棄・リサイクル領域４０の４つの領域に区分し、各々の
ライフサイクル領域で製品を管理する。
【００２１】
　生産領域１０は生産業者のシステム領域である。生産領域１０に備えられた管理システ
ムは、製品の生産開始から組み立て、そして完成した製品７の出荷などの管理をする。
【００２２】
　物流領域２０は物流業者のシステム領域である。物流領域２０に備えられた管理システ
ムは、生産領域１０から出荷された製品７の運送・保管などの管理を行う。
【００２３】
　販売・サービス領域３０は販売・サービス業者のシステム領域である。販売・サービス
領域３０に備えられたシステムは、生産領域１０から出荷され物流領域２０を経由して入
荷された製品７の販売、及び、販売された製品の保守点検・修理などの管理を行う。図１
に示す販売・サービス領域３０は、販売とサービスを一つの領域で行う例を開示している
が、これは本発明のライフサイクル管理システムの販売領域とサービス領域とが常に同一
領域であることを意味しない。
【００２４】
　廃棄・リサイクル領域４０は廃棄・リサイクル業者のシステム領域である。廃棄・リサ
イクル領域４０に備えられたシステムは販売・サービス領域３０で販売された製品７が、
製品としての価値を消失した場合に、その製品７の状態に対応してリサイクルし、そのリ
サイクル状況の管理を行う。また、その製品７の状態に対応してリサイクル不可能な場合
は廃棄を行い、その廃棄状況の管理を行う。
【００２５】
　図１に示す製品ライフサイクル情報管理システムを製品のライフサイクルの順に説明す
る。
【００２６】
　生産領域１０において製品７が生産される。生産領域１０において生産される製品７に
はＩＣタグ１が添付される。以下の説明に述べる製品７には自動二輪車を例に示すが、こ
れは本発明の製品７を限定するものではない。ＩＣタグ１は、製品７の任意の場所に添付
可能な記憶媒体である。非接触で情報の書込みが可能であり書込まれた情報をＩＣタグ１
が備える記憶領域に格納する。情報を格納する記憶領域の設定は任意に変更可能である。
ＩＣタグ１の記憶領域は、書き換え可能な記憶領域と書き換えが不可能な記憶領域とを備
える。書き換えが不可能な記憶領域に格納された情報は、製品７が廃棄処理されるまで格
納する。ＩＣタグ１は生産領域１０において生産される製品７の各々に添付される。製品
７に添付されたＩＣタグ１はその製品７に関する製品情報を各ライフサイクル領域におい
て記憶する。
【００２７】
　製品７はＩＣタグ１を添付することが可能な製品である。複数の部品から構成され、少
なくとも一つのＩＣタグ１を備える。製品７は、生産領域１０における生産の過程で製品
識別Ｎｏ．が付与される。製品７は製品識別Ｎｏ．が付与されると同時に、その製品識別
Ｎｏ．に対応して書込みキーコードが設定される。製品識別Ｎｏ．と書込みキーコードは
一対一に対応する。本実施の形態における製品識別Ｎｏ．は生産領域１０において生産さ
れる自動二輪車の車体ナンバーを使用する。
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【００２８】
　書込みキーコード管理サーバ２は、書込みキーコードを格納するサーバである。生産領
域１０において製品７に付与された製品識別子とその製品識別子に対応して設定された書
込みキーコードを格納する。
【００２９】
　生産領域１０は複数の生産拠点を備え、各々の生産拠点は通信装置１１と情報処理端末
１２とを備える。生産領域管理サーバ３は生産領域１０を管理するサーバである。ネット
ワーク８に接続され情報処理端末１２から送信される情報を生産領域管理サーバ３に内蔵
または外部接続されたデータベースに記憶する。またそのネットワーク８を介して他の領
域に備えられたサーバと接続し、ライフサイクル情報の連係を行う。
【００３０】
　通信装置１１はＩＣタグ１と情報の送受信が可能な情報送受信装置である。各生産拠点
に設置され、ＩＣタグ１に書込まれた情報を自動的または読み取り命令に応答して読み取
り、読み取った情報を情報処理端末１２に出力する。また、情報処理端末１２から出力さ
れた情報を受け取り、受け取った情報を自動的または書込み命令に応答してＩＣタグ１に
送信する。
【００３１】
　情報処理端末１２は、ＩＣタグ１と通信可能な情報処理端末である。各生産拠点に設置
され、ＩＣタグ１に書込む情報を通信装置１１を介してＩＣタグ１に送信する。また、情
報処理端末１２は通信装置１１から出力された書込情報を受信する。さらに情報処理端末
１２はＩＣタグ１に書き込む書込情報を作成する情報作成機能を備える。
【００３２】
　生産領域１０において、ＩＣタグ１は生産過程の特定の行程において製品７に添付され
る。製品７に添付されるＩＣタグ１は製品７の持つ車体ナンバーと、その車体ナンバーに
対応する書込みキーコードを格納する。
【００３３】
　生産領域１０で生産された製品７は、生産領域１０から出荷され物流領域２０に送られ
る。物流領域２０は複数の物流拠点を備え、その各々の拠点は物流ゲート２１と情報処理
端末２２と通信アンテナ２３を備える。物流領域管理サーバ４は、物流領域２０を管理す
るサーバである。ネットワーク８に接続され情報処理端末２２から送信される情報を物流
領域管理サーバ４に内蔵または外部接続されたデータベースに記憶する。また生産領域１
０の生産領域管理サーバ３と同様に、そのネットワーク８を介して他の領域に備えられた
サーバと接続し、ライフサイクル情報の連係を行う。
【００３４】
　物流ゲート２１は、各物流拠点に製品を搬入・搬出する場合にその製品が通過する物流
ゲートである。各物流拠点の出入り口などに設けられ、製品７に添付されたＩＣタグ１と
通信可能な通信アンテナ２３を備える。通信アンテナ２３は各拠点に集められた大量の製
品が物流ゲート２１を通過することで、その製品の各々に添付されたＩＣタグ１と通信す
ることが可能である。また物流ゲート２１は、通信アンテナ２３がＩＣタグ１から読み取
った情報を情報処理端末２２に送信するための送信部と情報処理端末２２から送信された
情報を受信し通信アンテナ２３に出力する受信部を備える。
【００３５】
　情報処理端末２２は、ＩＣタグ１と通信可能な情報処理端末である。物流ゲート２１と
無線通信または有線通信を介して接続し、ＩＣタグ１に書込む情報を通信アンテナ２３を
介してＩＣタグ１に送信する。また情報処理端末２２は、物流ゲート２１から送信された
書込情報を受信する。さらに情報処理端末２２はＩＣタグ１に書き込む書込情報を作成す
る情報作成機能を備える。
【００３６】
　通信アンテナ２３は、ＩＣタグ１と情報の送受信が可能な情報送受信装置である。各物
流拠点に設置された物流ゲート２１に備えられ、ＩＣタグ１に書込まれた情報を自動的ま
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たは読み取り命令に応答して読み取り、読み取った情報を情報処理端末２２に出力する。
また、情報処理端末２２から出力され物流ゲート２１の受信部を介して受信したた情報を
を自動的または書込み命令に応答してＩＣタグ１に送信する。
【００３７】
　物流領域２０を経由した製品７は、販売・サービス領域３０に送られる。販売・サービ
ス領域３０は複数の販売・サービス拠点を備え、その各々の拠点は販売・サービス領域管
理サーバ５と携帯端末３１を備える。
【００３８】
　販売・サービス領域管理サーバ５は、販売・サービス領域３０を管理するサーバである
。ネットワーク８に接続され携帯端末３１から送信される情報を販売・サービス領域管理
サーバ５に内蔵または外部接続されたデータベースに記憶する。また生産領域１０の生産
領域管理サーバ３や物流領域２０の物流領域管理サーバ４と同様に、そのネットワーク８
を介して他の領域に備えられたサーバと接続しライフサイクル情報の連係を行う。
【００３９】
　携帯端末３１は携帯可能な情報処理端末である。販売・サービス領域管理サーバ５と情
報通信可能な通信部を備える。携帯端末３１はさらに製品７に添付されたＩＣタグ１に格
納された情報の読み取りを行う読み取り機能を有する。また新たな情報をＩＣタグ１に書
き込む書き込み機能有する。更に携帯端末３１はＩＣタグ１に書き込む書込情報を作成す
る情報作成機能を備える。
【００４０】
　ユーザにとって不要となった製品は廃棄・リサイクル領域４０へ送られる。廃棄・リサ
イクル領域４０は複数の廃棄・リサイクル拠点を備える。その各々の拠点は廃棄・リサイ
クル領域管理サーバ６と廃棄・リサイクルゲート４１と情報処理端末４２と通信アンテナ
４３を備える。
【００４１】
　廃棄・リサイクル領域管理サーバ６は、廃棄・リサイクル領域４０を管理するサーバで
ある。ネットワーク８に接続され情報処理端末４２から送信される情報を廃棄・リサイク
ル領域管理サーバ６に内蔵または外部接続されたデータベースに記憶する。また生産領域
１０の生産領域管理サーバ３や物流領域２０の物流領域管理サーバ４と同様に、そのネッ
トワーク８を介して他の領域に備えられたサーバと接続しライフサイクル情報の連係を行
う。
【００４２】
　廃棄・リサイクルゲート４１は、各廃棄・リサイクル拠点に不要になった製品を搬入・
搬出する場合に、その製品が通過するゲートである。各廃棄・リサイクル拠点の出入り口
などに設けられ、製品７に添付されたＩＣタグ１と通信可能な通信アンテナ４３を備える
。通信アンテナ４３は各拠点に集められた大量の製品が廃棄・リサイクルゲート４１を通
過することで、その製品の各々に添付されたＩＣタグ１と通信することが可能である。ま
た廃棄・リサイクルゲート４１は、通信アンテナ４３がＩＣタグ１から読み取った情報を
情報処理端末４２に送信するための送信部と、情報処理端末４２から送信された情報を受
信し通信アンテナ４３に出力する受信部を備える。
【００４３】
　情報処理端末４２は、通信アンテナ４３を介して製品７に添付されたＩＣタグ１と通信
可能な情報処理端末である。情報処理端末４２と無線通信または有線通信を介して接続し
、ＩＣタグ１に書込む情報を通信アンテナ４３を介してＩＣタグ１に送信する。さらに情
報処理端末４２はＩＣタグ１に書き込む書込情報を作成する情報作成機能を備える。
【００４４】
　通信アンテナ４３は、ＩＣタグ１と情報の送受信が可能な情報送受信装置である。各廃
棄・リサイクル拠点に設置された廃棄・リサイクルゲート４１に備えられ、ＩＣタグ１に
書込まれた情報を自動的または読み取り命令に応答して読み取り、読み取った情報を情報
処理端末４２に出力する。また、情報処理端末４２から出力され廃棄・リサイクルゲート
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４１の受信部を介して受信した情報を自動的または書込み命令に応答してＩＣタグ１に送
信する。
【００４５】
　図２は本発明の実施の形態における製品ライフサイクル情報管理システムの構成を示す
ブロック図である。以下に、図１に示すシステムの構成を図２のブロック図を用いて詳細
に説明する。
【００４６】
　図２を参照すると、上述したように本実施の形態における製品ライフサイクル情報管理
システムは生産領域１０と物流領域２０と販売・サービス領域３０と廃棄・リサイクル領
域４０の４つの領域と、各々の領域に備えられた管理サーバと、その各々の管理サーバと
接続する書込みキーコード管理サーバ２によって構成される。
【００４７】
　書込みキーコード管理サーバ２は、処理部２ａと記憶部２ｂを備える。処理部２ａは演
算処理機能ブロックである。ＣＰＵ（中央演算処理装置）を備え、各ライフサイクル領域
に備えられた管理サーバから送信された情報を処理する。記憶部２ｂは、情報記憶機能ブ
ロックである。磁気記憶媒体、半導体メモリまたはそれに類する情報記憶機能を備え、生
産領域１０から送信された書込みキーコードを格納する。
【００４８】
　生産領域１０は生産領域管理サーバ３と情報処理端末１２と通信装置１１とで構成され
る。生産領域管理サーバ３は書込みキーコード管理サーバ２と情報処理端末１２と接続す
る。生産領域管理サーバ３はさらに処理部３ａと記憶部３ｂを備える。
【００４９】
　処理部３ａは、演算処理機能ブロックである。ＣＰＵ（中央演算処理装置）を備え、情
報処理端末１２から送信された情報の入力に応答して情報処理を行う。処理部３ａはその
情報処理に対応して記憶部３ｂ対して情報の更新を指示し、記憶部３ｂはその指示に応答
して生産管理データベースに格納された情報の更新をする。記憶部３ｂは、情報記憶機能
ブロックである。磁気記憶媒体またはそれに類する情報記憶機能を備え、生産管理データ
ベースを有する。記憶部３ｂは、処理部３ａからの指示に対応してその生産管理データベ
ースに格納された情報を更新する。
【００５０】
　情報処理端末１２は生産領域管理サーバ３と通信装置１１と接続する。情報処理端末１
２はさらに書き込み情報入力部（図示せず）と情報の表示を行う表示部（図示せず）と処
理部１２ａと記憶部１２ｂを備える。処理部１２ａは、演算処理機能ブロックである。Ｃ
ＰＵ（中央演算処理装置）を備え、書き込み情報入力部から入力された情報に対応してＩ
Ｃタグ１に情報を書き込むための情報処理を行う。記憶部１２ｂは、情報記憶機能ブロッ
クである。磁気記憶媒体またはそれに類する情報記憶機能を備え、ＩＣタグ１に書き込ん
だ書込情報を記憶し生産領域内のネットワークを介して生産領域管理サーバ３の更新を行
う際に、その書込情報を生産領域管理サーバ３に通知する。
【００５１】
　通信装置１１は情報処理端末１２との情報の送受信を行う情報通信部と、ＩＣタグ１と
の情報通信を行う無線通信部とを備える通信装置である。生産領域１０において各生産拠
点で取り扱われる製品７を構成する部品の大きさは様々である。製品７を構成する各々の
部品にＩＣタグ１を添付する場合、部品の大きさによっては大型の無線通信部を備えるゲ
ートなどが設置できない場合が多い。そのような場合においても、各拠点に適した通信装
置１１を設置することでライフサイクル情報管理を適切に行う。
【００５２】
　生産領域１０において生産され出荷される製品７は、その全ての製品７の各々に少なく
とも一つのＩＣタグ１が添付される。製品７に添付されるＩＣタグ１はさらにＩＣチップ
１ａとアンテナ１ｂを備える。ＩＣチップ１ａは、外部から非接触通信でチップ内のデー
タを読み書きできるＩＣチップである。ＩＣタグ１に内蔵され、受信した情報の格納を行
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う。また格納した情報に対する出力命令に応答して所定の情報を出力する。アンテナ１ｂ
は、ＩＣタグ１に内蔵された通信アンテナである。通信装置１１から発せられる電波を受
信する。ＩＣタグ１は、アンテナ１ｂが受信した電波に応答して通信装置１１との通信経
路を確立し情報通信を行う。
【００５３】
　物流領域２０は、物流領域管理サーバ４と物流ゲート２１と情報処理端末２２と通信ア
ンテナ２３とで構成される。物流領域管理サーバ４は書込みキーコード管理サーバ２と情
報処理端末２２と接続する。物流領域管理サーバ４はさらに処理部４ａと記憶部４ｂとを
備える。
【００５４】
　処理部４ａは、演算処理機能ブロックである。処理部３ａと同様にＣＰＵ（中央演算処
理装置）を備え、情報処理端末２２から送信された情報の入力に応答して情報処理を行う
。処理部４ａはその情報処理に対応して記憶部４ｂ対して情報の更新を指示し、記憶部４
ｂはその指示に応答して物流管理データベースに格納された情報の更新をする。記憶部４
ｂは、情報記憶機能ブロックである。磁気記憶媒体またはそれに類する情報記憶機能を備
え、物流管理データベースを有する。記憶部４ｂは、処理部４ａからの指示に対応してそ
の物流管理データベースに格納された情報を更新する。
【００５５】
　情報処理端末２２は物流領域管理サーバ４と物流ゲート２１と接続する。情報処理端末
２２はさらに処理部２２ａと記憶部２２ｂと書き込み情報入力部（図示せず）と情報の表
示を行う表示部（図示せず）とを備える。処理部２２ａは、演算処理機能ブロックである
。ＣＰＵ（中央演算処理装置）を備え、書き込み情報入力部から入力された情報に対応し
てＩＣタグ１に情報を書き込むための情報処理を行う。記憶部２２ｂは、情報記憶機能ブ
ロックである。磁気記憶媒体またはそれに類する情報記憶機能を備え、ＩＣタグ１に書き
込んだ書込情報を記憶し物流領域内のネットワークを介して物流領域管理サーバ４の更新
を行う際に、その書込情報を物流領域管理サーバ４に通知する。
【００５６】
　生産され出荷された製品７に添付されたＩＣタグ１は、物流領域２０において各物流拠
点に設置された物流ゲート２１の通信アンテナ２３と通信する。その通信によって更新さ
れたＩＣタグ１の書込情報は物流領域管理サーバ４に通知され、製品ライフサイクル情報
管理システムはその通知された情報に対応して製品７のライフサイクル情報を管理する。
【００５７】
　販売・サービス領域３０は販売・サービス領域管理サーバ５と携帯端末３１を備える。
販売・サービス領域管理サーバ５は書込みキーコード管理サーバ２と携帯端末３１と接続
する。販売・サービス領域管理サーバ５はさらに処理部５ａと記憶部５ｂを備える。処理
部５ａは、演算処理機能ブロックである。処理部３ａ及び処理部４ａと同様にＣＰＵ（中
央演算処理装置）を備え、携帯端末３１から送信された情報の入力に応答して情報処理を
行う。処理部５ａはその情報処理に対応して記憶部５ｂ対して情報の更新を指示し、記憶
部５ｂはその指示に応答して販売・サービス管理データベースに格納された情報の更新を
する。記憶部５ｂは、情報記憶機能ブロックである。磁気記憶媒体またはそれに類する情
報記憶機能を備え、販売・サービス管理データベースを有する。記憶部５ｂは、処理部５
ａからの指示に対応してその販売・サービス管理データベースに格納された情報を更新す
る。
【００５８】
　携帯端末３１は処理部３１ａと記憶部３１ｂと通信部３１ｃと書き込み情報入力部（図
示せず）と情報の表示を行う表示部（図示せず）を備える。処理部３１ａは、演算処理機
能ブロックである。ＣＰＵ（中央演算処理装置）を備え、書き込み情報入力部から入力さ
れた情報に対応してＩＣタグ１に情報を書き込むための情報処理を行う。記憶部３１ｂは
、情報記憶機能ブロックである。磁気記憶媒体またはそれに類する情報記憶機能を備え、
ＩＣタグ１に書き込んだ書込情報を記憶し販売・サービス領域内のネットワークを介して
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販売・サービス領域管理サーバ５の更新を行う際に、その書込情報を販売・サービス領域
管理サーバ５に通知する。
【００５９】
　通信部３１ｃは、ＩＣタグ１及び販売・サービス領域管理サーバ５と情報通信する機能
を有する通信機能ブロックである。通信部３１ｃは、携帯端末３１に少なくとも一つ備え
られ、ＩＣタグ１及び販売・サービス領域管理サーバ５と無線通信する機能を備える。販
売・サービス領域管理サーバ５と接続した通信部３１ｃは、処理部３１ａが処理した情報
を販売・サービス領域管理サーバ５に送信し、また、販売・サービス領域管理サーバ５か
ら出力された情報を受信する。ＩＣタグ１と接続した通信部３１ｃは、アンテナ１ｂを介
してＩＣチップ１ａと情報通信を行う。
【００６０】
　物流領域２０から送られた製品７に添付されたＩＣタグ１に書込まれた書込情報は、販
売・サービス領域３０において各販売・サービス拠点に設置された携帯端末３１と通信す
る。その通信によって更新されたＩＣタグ１の書込情報は販売・サービス領域管理サーバ
５に通知され、製品ライフサイクル情報管理システムはその通知された情報に対応して製
品７のライフサイクル情報を管理する。
【００６１】
　廃棄・リサイクル領域４０は廃棄・リサイクル領域管理サーバ６と廃棄・リサイクルゲ
ート４１と情報処理端末４２と通信アンテナ４３とを備える。廃棄・リサイクル領域管理
サーバ６は書込みキーコード管理サーバ２と廃棄・リサイクルゲート４１と接続する。廃
棄・リサイクル領域管理サーバ６はさらに処理部６ａと記憶部６ｂを備える。
【００６２】
　処理部６ａは、演算処理機能ブロックである。処理部３ａ、処理部４ａ及び処理部５ａ
と同様にＣＰＵ（中央演算処理装置）を備え、情報処理端末４２から送信された情報の入
力に応答して情報処理を行う。処理部６ａはその情報処理に対応して記憶部６ｂ対して情
報の更新を指示し、記憶部６ｂはその指示に応答して廃棄・リサイクル管理データベース
に格納された情報の更新をする。記憶部６ｂは、情報記憶機能ブロックである。磁気記憶
媒体またはそれに類する情報記憶機能を備え、廃棄・リサイクル管理データベースを有す
る。記憶部６ｂは、処理部６ａからの指示に対応してその廃棄・リサイクル管理データベ
ースに格納された情報を更新する。
【００６３】
　情報処理端末４２は処理部４２ａと記憶部４２ｂと書き込み情報入力部（図示せず）と
情報の表示を行う表示部（図示せず）を備える。処理部４２ａは、演算処理機能ブロック
である。ＣＰＵ（中央演算処理装置）を備え、書き込み情報入力部から入力された情報に
対応してＩＣタグ１に情報を書き込むための情報処理を行う。記憶部４２ｂは、情報記憶
機能ブロックである。磁気記憶媒体またはそれに類する情報記憶機能を備え、ＩＣタグ１
に書き込んだ書込情報を記憶し廃棄・リサイクル領域内のネットワークを介して廃棄・リ
サイクル領域管理サーバ６の更新を行う際に、その書込情報を廃棄・リサイクル領域管理
サーバ６に通知する。
【００６４】
　廃棄・リサイクル領域４０に送られた製品７に添付されたＩＣタグ１は、廃棄・リサイ
クル領域４０において各廃棄・リサイクル拠点に設置された廃棄・リサイクルゲート４１
の通信アンテナ４３と通信する。その通信によって更新されたＩＣタグ１の書込情報は廃
棄・リサイクル領域管理サーバ６に通知され、製品ライフサイクル情報管理システムはそ
の通知された情報に対応して製品７のライフサイクル情報を管理する。
【００６５】
　図３は、ＩＣタグ１に格納される情報を示すＩＣタグ格納情報テーブルである。図３を
参照すると、ＩＣタグ格納情報は車体ＮＯ．５１と書込みキーコード５２と生産領域情報
５３と物流領域情報５４と販売・サービス領域情報５５と廃棄・リサイクル領域情報５６
を含む。車体ＮＯ．５１は、製品７の製品識別子である。生産領域１０において生産され
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た製品７は特定の行程において車体ＮＯ．５１が付与される。本実施の形態は自動二輪車
の製品ライフサイクル情報管理システムについて述べているので、ＩＣタグ１は、その生
産される自動二輪車の車体ナンバーを車体ＮＯ．５１として格納する。
【００６６】
　書込みキーコード５２は、各々のライフサイクル領域に備えられた管理サーバのデータ
ベースを書き換える場合に使用されるキーコードである。書込みキーコード５２は各デー
タベースを書き換える場合の鍵の役割を果たし、各データベースは書込みキーコード５２
の認証に応答してデータベース内の情報の書き換えを許可する。書込みキーコード５２は
車体ＮＯ．５１が付与されると同時に車体ＮＯ．５１に対応して一対一に設定される。書
込みキーコード５２は通常、暗号化処理を施された状態でＩＣタグ１に格納される。また
書込みキーコード５２はＩＣタグに設けられたデータテーブルのデータ毎に設定されても
よい。こうすることによってデータベース内の情報へのアクセスも制限できる。
【００６７】
　車体ＮＯ．５１と書込みキーコード５２はＩＣタグ１の書き換え不可能領域に書込まれ
る。またＩＣタグ１は、そのＩＣタグ１を添付された製品７が廃棄処分になるまで各々の
領域で書き込まれた情報を格納する。
【００６８】
　生産領域情報５３は、生産領域１０において生産される製品７の生産時の情報を示す情
報テーブルである。生産領域情報５３はさらに、ＩＣタグ１を添付された製品７の製品名
や製品型式を示す製品名／型式と、そのＩＣタグ１を添付された製品７の製造された日時
の情報を示す製造年月日と、そのＩＣタグ１を添付された製品７の製造された製造場所を
示す製造工場と、工場での加修情報６９とそのＩＣタグ１を添付された製品７の製造が完
了し生産領域１０から出荷された日時を示す出荷日などをそのテーブルに含む。
【００６９】
　物流領域情報５４は、物流領域２０において流通経路に乗った製品７の物流領域情報を
示す情報テーブルである。物流領域情報５４はさらに、複数の物流拠点における情報を順
次格納する。その各々の物流拠点における格納情報は、第１の物流拠点を例に述べると、
そのＩＣタグ１を添付された製品７の輸送を担当する運送業者を示す運送業社名と、その
ＩＣタグ１を添付された製品７の出荷から入荷までの経路を示す出荷ルートと、そのＩＣ
タグ１を添付された製品７が出荷された日時を示す出荷日と、そのＩＣタグ１を添付され
た製品７が出荷され出荷ルートを経由して入荷された入荷日を示す入庫日などをそのテー
ブルに含む。物流領域情報は以下の物流拠点においても同様に格納される。
【００７０】
　販売・サービス領域情報５５は、販売・サービス領域３０において販売経路に乗った製
品７の販売・サービス領域情報を示す情報テーブルである。販売・サービス領域情報５５
はさらに複数の販売・サービス拠点における情報を順次格納する。その各々の販売・サー
ビス拠点における格納情報は、第１の販売・サービス拠点を例に述べると、そのＩＣタグ
１を添付された製品７を販売した場所を示す販売店名と、そのＩＣタグ１を添付された製
品７が販売された日時を示す販売日と、そのＩＣタグ１を添付された製品７が保守・点検
・修理された日時を示す修理日と、そのＩＣタグ１を添付された製品７に対して行われた
保守・点検・修理の情報を示す修理情報などをそのテーブルに含む。
【００７１】
　廃棄・リサイクル領域情報５６は、廃棄・リサイクル領域４０に送られた製品７の廃棄
・リサイクル領域情報を示す情報テーブルである。廃棄・リサイクル領域情報５６はさら
に廃棄・リサイクル拠点における情報を順次格納する。その各々の廃棄・リサイクル拠点
における格納情報は、第１の廃棄・リサイクル拠点を例に述べると、そのＩＣタグ１を添
付された製品７の回収を担当した担当者を示す回収業者名と、そのＩＣタグ１を添付され
た製品７が回収された日時を示す回収日と、そのＩＣタグ１を添付された製品７が廃棄処
分になることが決定した場合に、その廃棄処理を担当する担当者を示す廃棄業者名と、そ
のＩＣタグ１を添付された製品７が廃棄された日時を示す廃棄日などをそのテーブルに含
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む。
【００７２】
　図４は、生産管理サーバに備えられた生産管理データベースに格納される情報を示す生
産管理ＤＢ格納情報テーブル６０である。図４を参照すると生産管理データベースに格納
される生産管理ＤＢ格納情報は車体ナンバー６１と書込みキーコード６２と製品名／型式
６５と製造年月日６６と製造工場６７と出荷日６８とを含む。書込みキーコード６２は暗
号化されて格納され、その暗号化された情報を確認するために特定の権限を必要とする。
車体ナンバー６１は製品７に添付されたＩＣタグ１に格納された車体ＮＯ．５１と対応す
るように格納される。生産管理ＤＢ格納情報テーブル６０は生産される複数の製品７の生
産領域情報を車体ナンバー６１に基づいて格納する。生産管理サーバは車体ＮＯ．５１と
車体ナンバー６１とを対応させて生産領域１０における製品７のライフサイクル情報を管
理する。
【００７３】
　図５は、物流管理サーバに備えられた物流管理データベースに格納される情報を示す物
流管理ＤＢ格納情報テーブル７０である。図５を参照すると物流管理データベースに格納
される物流管理ＤＢ格納情報は車体ナンバー７１と書込みキーコード７２と運送業者名７
５と出荷ルート７６と出荷日７７と入庫日７８とを含む。書込みキーコード７２は暗号化
されて格納され、その暗号化された情報を確認するために特定の権限を必要とする。車体
ナンバー７１は製品７に添付されたＩＣタグ１に格納された車体ＮＯ．５１と対応するよ
うに格納される。物流管理ＤＢ格納情報テーブル７０は流通する複数の製品７の物流領域
情報を車体ナンバー７１に基づいて格納する。物流管理サーバは車体ＮＯ．５１と車体ナ
ンバー７１とを対応させて物流領域２０における製品７のライフサイクル情報を管理する
。
【００７４】
　図６は、販売・サービス管理サーバに備えられた販売・サービス管理データベースに格
納される情報を示す販売・サービス管理ＤＢ格納情報テーブル８０である。図６を参照す
ると販売・サービス管理データベースに格納される販売・サービス管理ＤＢ格納情報は車
体ナンバー８１と書込みキーコード８２と販売店名８５と販売日８６と修理日８７と修理
情報８８とを含む。書込みキーコード８２は暗号化されて格納され、その暗号化された情
報を確認するために特定の権限を必要とする。車体ナンバー８１は製品７に添付されたＩ
Ｃタグ１に格納された車体ＮＯ．５１と対応するように格納される。販売・サービス管理
ＤＢ格納情報テーブル８０は販売・修理される複数の製品７の販売・サービス領域情報を
車体ナンバー８１に基づいて格納する。販売・サービス管理サーバは車体ＮＯ．５１と車
体ナンバー８１とを対応させて販売・サービス領域３０における製品７のライフサイクル
情報を管理する。
【００７５】
　図７は、廃棄・リサイクル管理サーバに備えられた廃棄・リサイクル管理データベース
に格納される情報を示す廃棄・リサイクル管理ＤＢ格納情報テーブル９０である。図７を
参照すると廃棄・リサイクル管理データベースに格納される廃棄・リサイクル管理ＤＢ格
納情報は車体ナンバー９１と書込みキーコード９２と回収業者名９５と回収日９６と廃棄
業者名９７と廃棄日９８を含む。書込みキーコード９２は暗号化されて格納され、その暗
号化された情報を確認するために特定の権限を必要とする。車体ナンバー９１は製品７に
添付されたＩＣタグ１に格納された車体ＮＯ．５１と対応するように格納される。廃棄・
リサイクル管理ＤＢ格納情報テーブル９０は廃棄・リサイクルされる複数の製品７の廃棄
・リサイクル領域情報を車体ナンバー９１に基づいて格納する。廃棄・リサイクル管理サ
ーバは車体ＮＯ．５１と車体ナンバー９１とを対応させて廃棄・リサイクル領域４０にお
ける製品７のライフサイクル情報を管理する。
【００７６】
　（実施の動作）
　図８は、本発明を実施するための最良の形態における、ＩＣタグ１に情報の書き込みを
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行うと同時に、管理サーバの情報を書き換える場合のライフサイクル管理システムの動作
を示す図である。図８に示す動作は特に、各拠点に設置される端末と各領域に備えられた
管理サーバとが常時接続可能な場合に適している。また、図８は本発明の実施の動作にお
いて、ＩＣタグ１が判断処理可能なＣＰＵを備える場合の動作を示した流れ図である。
【００７７】
　図８を参照すると、本実施の形態の動作は端末を使用して作成された新たな書込情報を
ＩＣタグ１に送信すると開始する。各領域における書込み動作は概ね同様の動作であるた
め、以下に述べる動作の説明では生産領域１０における書込み動作の場合を例に述べる。
【００７８】
　ステップＳ１００において、情報処理端末１２は車体ナンバーと、ＩＣタグ１に書き込
む情報を情報入力部から入力する。ステップＳ１０１において、入力された車体ナンバー
と書込情報は記憶部１２ｂに格納される。さらにステップＳ１０２において、記憶部１２
ｂに格納された情報は通信装置１１を介してにＩＣタグ１に送信される。
【００７９】
　ステップＳ１０４において、ＩＣタグ１は情報処理端末１２から送信された情報をアン
テナ１ｂで受信する。アンテナ１ｂは受信した情報をＩＣチップ１ａに出力する。ステッ
プＳ１０６において、ＩＣチップ１ａはその出力された情報に含まれる車体ナンバーとＩ
Ｃタグ１に記憶する車体ナンバーとを比較する。その比較の結果、両方の車体ナンバーが
一致した場合、処理はステップＳ１０８に進む。その比較の結果、両方の車体ナンバーが
一致しなかった場合、処理はステップＳ１１２に進む。
【００８０】
　ステップＳ１０８において、正しい車体ナンバーの入力を確認したＩＣタグ１は、情報
処理端末１２から送信された情報に含まれる書込情報を記憶領域に格納する。ステップＳ
１１０において、書込情報の格納が完了したＩＣタグ１は、その完了に応答して処理終了
情報を作成する。ＩＣタグ１は作成した処理終了情報と記憶領域の格納する書込みキーコ
ードを情報処理端末１２に送信する。
【００８１】
　ステップＳ１１２において、ＩＣタグ１の記憶領域に格納する車体ナンバーと異なる車
体ナンバーを含む情報を受信したＩＣタグ１は、受信した車体ナンバーと書込み情報を消
去する。ステップＳ１１４において、情報の消去が完了したＩＣタグ１はその消去動作の
完了に応答して書込みエラー情報を生成する。ＩＣタグ１は生成した書込みエラー情報を
アンテナ１ｂを介して情報処理端末１２に送信する。ステップＳ１１６において、その書
込みエラー情報を受信した情報処理端末１２は、その受信に応答して待機状態に戻り、正
しい車体ナンバーの入力を待つ。
【００８２】
　ステップＳ１１８において、情報処理端末１２はＩＣタグ１から送信された処理終了情
報と書込みキーコードを受信する。情報処理端末１２は受信した情報に終了処理情報が含
まれているのを確認することでＩＣタグ１の書込みが完了したことを認識する。ステップ
Ｓ１２０において、情報処理端末１２はその認識に応答してＩＣタグ１から送信された書
き込みコードと、ステップＳ１０２において記憶部１２ｂに格納した車体Ｎｏ．と書込情
報を生産領域管理サーバ３に送信する。
【００８３】
　ステップＳ１２２において、生産領域管理サーバ３は情報処理端末１２から送信された
車体ナンバーと書き込みコードと書込情報を受信する。生産領域管理サーバ３が受信した
情報は処理部３ａに出力される。ステップＳ１２４において、処理部３ａは受信した車体
ナンバーに対応する書込みキーコードを記憶部２ｂのデータベースから検索する。その検
索に対応して検出された書込みキーコードと、情報処理端末１２から送信された書込みキ
ーコードとを比較するコード認証を行う。ステップＳ１２６において、そのコード認証の
結果両方の書込みキーコードが一致したときに処理部３ａはデータベースの情報書き込み
を行い、書き込まれた情報を記憶する。ステップＳ１２８において、生産領域管理サーバ
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３はデータベース内の情報の書き換え完了に応答して、処理終了情報を作成する。作成さ
れた処理終了情報は生産領域内のネットワークを介して情報処理端末１２に送信される。
【００８４】
　ステップＳ１３０において、情報処理端末１２は生産領域管理サーバ３から送信された
処理終了情報を受信する。情報処理端末１２は処理終了情報を受信することで生産領域管
理サーバ３のデータベースの更新が完了したことを認識する。ステップＳ１３２において
、情報処理端末１２はその認識に応答してＩＣタグ１から送信された書込みキーコードを
記憶部から消去する。これによって情報の二重書込みを防止する。
【００８５】
　以上の動作により、データベースは格納する情報の更新に書込みキーコードという名の
鍵を要求することになる。その書込みキーコードをＩＣタグ１に保持させ、ＩＣタグ１の
格納する情報を更新したときにＩＣタグ１から書込みキーコード受け取ることで、データ
ベース内の情報とＩＣタグ１に格納された情報の不整合を防止する。また、データベース
に書き込まれる情報に対応させて、暗号化された書込みキーコード格納することにより、
データベース内の情報のセキュリティがさらに高くなる。
【００８６】
　図９は、本発明の実施の動作において、ＩＣタグ１が判断処理可能なＣＰＵを備えてい
ない場合の動作を示した流れ図である。図９に示す動作は図８に示す動作と同様に、各拠
点に設置される端末と各領域に備えられた管理サーバとが常時接続可能な場合に適してい
る。図９を参照すると、この場合の動作はＩＣタグ１に格納された情報を更新するために
、情報処理端末１２にそのＩＣタグ１を添付された製品７の車体ナンバーを入力すること
で開始する。
【００８７】
　ステップＳ２００において、車体ナンバーと、ＩＣタグ１に書き込む情報が情報処理端
末１２の情報入力部から入力される。ステップＳ２０１において、入力された車体ナンバ
ーと書込情報は記憶部１２ｂに格納される。ステップＳ２０２において、情報処理端末１
２はその入力に応答してＩＣタグ格納車体ナンバー要求を生成し、ＩＣタグ１にそのＩＣ
タグ格納車体ナンバー要求を送信する。
【００８８】
　ステップＳ２０４において、ＩＣタグ１は情報処理端末１２から送信されたＩＣタグ格
納車体ナンバー要求を受信する。ＩＣタグ１は受信したＩＣタグ格納車体ナンバー要求を
ＩＣチップ１ａに通知する。ステップＳ２０６において、ＩＣチップ１ａは記憶領域内に
格納する車体ナンバーをアンテナ１ｂを介して情報処理端末１２に送信する。
【００８９】
　ステップＳ２０８において、情報処理端末１２はＩＣタグ１から送信された車体ナンバ
ーを受信する。情報処理端末１２は受信した車体ナンバーを処理部１２ａに出力する。ス
テップＳ２１０において、処理部１２ａは出力されたＩＣタグ１に記憶する車体ナンバー
と、ステップＳ２０２において情報処理端末１２の情報入力部から入力され記憶部１２ｂ
に記憶された車体ナンバーとを比較する。その比較の結果、両方の車体ナンバーが一致し
た場合、処理はステップＳ２１２に進む。その比較の結果、両方の車体ナンバーが一致し
なかった場合、処理は初期状態に戻り正確な車体ナンバーの入力を待つ。ステップＳ２１
２において、情報処理端末１２はさらにＩＣタグ１に書き込むための書込み情報を記憶部
１２ｂから読み出しＩＣタグ１に送信する。
【００９０】
　ステップＳ２１４において、ＩＣタグ１は情報処理端末１２から送信された情報を受信
し書き込み情報を記憶領域に格納する。ステップＳ２１６における情報の格納以降、シス
テムは図８に示す動作と同様の動作を行い製品７のライフサイクル情報の管理を行う。
【００９１】
　これにより、ＣＰＵを備えないＩＣタグ１を使用してシステムを構成することが可能に
なる。ライフサイクルの管理にＣＰＵを備えないタイプのＩＣタグを使用することで、製
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品のライフサイクルの管理の継続中に、ＩＣタグ内のＣＰＵが損傷しライフサイクルの管
理ができなくなるという事故を防止することができる。
【００９２】
　図１０は、本発明を実施するための最良の形態における、ＩＣタグ１に情報の書き込み
を行った後、一定時間経過後に管理サーバの情報を書き換える場合の端末とＩＣタグ１と
の通信における動作を示す図である。図１０に示す動作は特に、各拠点に設置される端末
と各領域に備えられた管理サーバとが常時接続不可能な場合に適している。また、図１０
は本発明の実施の動作において、ＩＣタグ１が判断処理可能なＣＰＵを備える場合の動作
を示した流れ図である。
【００９３】
　図１０を参照すると、本動作は端末を使用して作成された新たな書込情報をＩＣタグ１
に送信すると開始する。以下に述べる動作の説明では各拠点に設置される端末と各領域に
備えられた管理サーバとが常時接続不可能な場合が多い販売・サービス領域３０における
書込み動作の場合を例に述べる。
【００９４】
　ステップＳ３００において、車体ナンバーと、ＩＣタグ１に書き込む情報が携帯端末３
１の情報入力部から入力される。ステップＳ３０１において、入力された車体ナンバーと
書込情報は記憶部３１ｂに格納される。ステップＳ３０２において、記憶部３１ｂに格納
された情報は通信部３１ｃを介してＩＣタグ１に送信される。
【００９５】
　ステップＳ３０４において、ＩＣタグ１は携帯端末３１から送信された情報をアンテナ
１ｂで受信する。アンテナ１ｂは受信した情報をＩＣチップ１ａに出力する。ステップＳ
３０６において、ＩＣチップ１ａはその出力された情報に含まれる車体ナンバーとＩＣタ
グ１に記憶する車体ナンバーとを比較する。その比較の結果、両方の車体ナンバーが一致
した場合、処理はステップＳ３０８に進む。その比較の結果、両方の車体ナンバーが一致
しなかった場合、処理はステップＳ３１２に進む。
【００９６】
　ステップＳ３０８において、正しい車体ナンバーの入力を確認したＩＣタグ１は、携帯
端末３１から送信された情報に含まれる書込情報を記憶領域に格納する。ステップＳ３１
０において、書込情報の格納が完了したＩＣタグ１は、その格納完了に応答して処理終了
情報を作成する。ＩＣタグ１は作成した処理終了情報と記憶領域の格納する書込みキーコ
ードを携帯端末３１に送信する。
【００９７】
　ステップＳ３１２において、ＩＣタグ１の記憶領域に格納する車体ナンバーと異なる車
体ナンバーを含む情報を受信したＩＣタグ１は、受信した車体ナンバーと書込み情報を消
去する。ステップＳ３１４において、情報の消去が完了したＩＣタグ１はその消去動作の
完了に応答して書込みエラー情報を生成する。ＩＣタグ１は生成した書込みエラー情報を
アンテナ１ｂを介して携帯端末３１に送信する。ステップＳ３１６において、その書込み
エラー情報を受信した携帯端末３１は、その受信に応答して待機状態に戻り、正しい車体
ナンバーの入力を待つ。
【００９８】
　ステップＳ３１８において、携帯端末３１はＩＣタグ１から送信された処理終了情報と
書込みキーコードを受信する。携帯端末３１は受信した情報に終了処理情報が含まれてい
るのを確認することでＩＣタグ１の書込みが完了したことを認識する。ステップＳ３２０
において、携帯端末３１はその認識に応答してステップＳ３０２において記憶部３１ｂに
格納した車体Ｎｏ．と書込情報に追加して、ＩＣタグ１から送信された書き込みコードと
を記憶部３１ｂに格納する。処理部３１ａはその格納完了に応答して処理未完了情報を生
成する。ステップＳ３２２において、携帯端末３１は表示部に処理未完了情報を表示する
。表示された処理未完了情報は管理サーバ内のデータベースの更新が完了するまで表示さ
れる。
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【００９９】
　これによって、ＩＣタグ１に情報の書き込みを行った後、一定時間経過後に管理サーバ
の情報を書き換える場合に、管理サーバの情報更新を忘れてしまうという事故を防止する
効果がある。
【０１００】
　図１１は、本発明を実施するための最良の形態における、ＩＣタグ１に情報の書き込み
を行った後、一定時間経過後に管理サーバの情報を書き換える場合の端末と管理サーバと
の通信の動作を示す図である。図１１に示す動作は特に、各拠点に設置される端末と各領
域に備えられた管理サーバとが常時接続不可能な場合に適している。
【０１０１】
　図１１を参照すると、ＩＣタグ１と情報通信が完了し処理未完了情報を表示中の携帯端
末３１はステップＳ３２４において記憶部３１ｂに格納する情報を販売・サービス領域管
理サーバ５に送信する。
【０１０２】
　ステップＳ３２６において、販売・サービス領域管理サーバ５は携帯端末３１から送信
された情報を受信する。受信した情報は処理部５ａに通知される。ステップＳ３２８にお
いて、処理部５ａはステップＳ３２６における情報の受信に応答して記憶部２ｂに格納す
る車体ナンバーに対応する書込みキーコードを検索する。その検索により検出された書き
込みキーコードと、携帯端末３１から送信された書込みキーコードが一致するかどうかの
比較判断を行う。その比較の結果、両方の書込みキーコードが一致した場合処理はステッ
プＳ３３０に進む。その比較の結果、両方の書込みキーコードが一致しなかった場合処理
はステップＳ３３４に進む。
【０１０３】
　ステップＳ３３０において、両方の書込みキーコードが一致していた場合、販売・サー
ビス領域管理サーバ５は携帯端末３１から送信された書込み情報を記憶部５ｂに格納する
。ステップＳ３３２において、処理部５ａは書込み情報の格納完了に対応して、携帯端末
３１に処理終了を通知するための処理終了情報を生成する。生成された処理終了情報は販
売・サービス領域内のネットワークを介して携帯端末３１に送信される。
【０１０４】
　ステップＳ３３４において、販売・サービス領域管理サーバ５は比較された両方の書込
みキーコードが一致しなかったことに対応して、携帯端末３１から送信された車体ナンバ
ーと書込みキーコードと書込み情報を消去する。ステップＳ３３６において、販売・サー
ビス領域管理サーバ５は受信した情報の消去完了後、携帯端末３１に送信するための書込
みエラー情報を生成する。生成した書込みエラー情報は販売・サービス領域内のネットワ
ークを介して携帯端末３１に送信される。ステップＳ３３８において、携帯端末３１は販
売・サービス領域管理サーバ５から送信された書込みエラー情報を受信する。携帯端末３
１は受信した書込みエラー情報に対応して初期状態にもどり送信待機状態を保持する。
【０１０５】
　ステップＳ３４０において、携帯端末３１は販売・サービス領域管理サーバ５から送信
された処理終了情報を受信する。携帯端末３１は処理終了情報を受信することで販売・サ
ービス領域管理サーバ５のデータベースの更新が完了したことを認識する。ステップＳ３
４２において、携帯端末３１はその認識に応答してＩＣタグ１から送信された書込みキー
コードを記憶部から消去する。これによって管理サーバに対する情報の二重書込みを防止
する。
【０１０６】
　以上の動作によって、管理サーバと常時接続が不可能な端末を使用した場合でも、デー
タベースは格納する情報の更新に書込みキーコードという名の鍵を要求することになる。
その書込みキーコードをＩＣタグ１に保持させ、ＩＣタグ１の格納する情報を更新したと
きにＩＣタグ１から書込みキーコード受け取ることで、データベース内の情報とＩＣタグ
１に格納された情報の不整合を防止する。また、データベースに書き込まれる情報に対応
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させて、暗号化された書込みキーコード格納することにより、データベース内の情報のセ
キュリティがさらに高くなる。
【０１０７】
　図１２は本発明を実施するための最良の形態における、ＩＣタグ１に情報の書き込みを
行った後、一定時間経過後に管理サーバの情報を書き換える場合の端末とＩＣタグ１との
通信における動作を示す図である。図１２に示す動作は特に、各拠点に設置される端末と
各領域に備えられた管理サーバとが常時接続不可能な場合に適している。また、図１２は
本発明の実施の動作において、ＩＣタグ１が判断処理可能なＣＰＵを備えていない場合の
動作を示した流れ図である。
【０１０８】
　図１２を参照すると、本動作は端末を使用して作成された新たな書込情報をＩＣタグ１
に送信すると開始する。以下に述べる動作の説明では各拠点に設置される端末と各領域に
備えられた管理サーバとが常時接続不可能な場合が多い販売・サービス領域３０における
書込み動作の場合を例に述べる。
【０１０９】
　ステップＳ４００において、車体ナンバーと、ＩＣタグ１に書き込む情報が携帯端末３
１の情報入力部から入力される。ステップＳ４０１において、入力された車体ナンバーと
書込情報は記憶部３１ｂに格納される。ステップＳ４０２において、携帯端末３１はその
入力に応答してＩＣタグ格納車体ナンバー要求を生成し、ＩＣタグ１にそのＩＣタグ格納
車体ナンバー要求を送信する。
【０１１０】
　ステップＳ４０４において、ＩＣタグ１は携帯端末３１から送信されたＩＣタグ格納車
体ナンバー要求を受信する。ＩＣタグ１は受信したＩＣタグ格納車体ナンバー要求をＩＣ
チップ１ａに通知する。ステップＳ４０６において、ＩＣチップ１ａは記憶領域内に格納
する車体ナンバーをアンテナ１ｂを介して携帯端末３１に送信する。
【０１１１】
　ステップＳ４０８において、携帯端末３１はＩＣタグ１から送信された車体ナンバーを
受信する。携帯端末３１は受信した車体ナンバーを処理部１２ａに出力する。ステップＳ
４１０において、処理部１２ａは出力されたＩＣタグ１に記憶する車体ナンバーと、ステ
ップＳ４００において携帯端末３１の情報入力部から入力され記憶部３１ｂに記憶された
車体ナンバーとを比較する。その比較の結果、両方の車体ナンバーが一致した場合、処理
はステップＳ４１２に進む。その比較の結果、両方の車体ナンバーが一致しなかった場合
、処理は初期状態に戻り正確な車体ナンバーの入力を待つ。
【０１１２】
　ステップＳ４１２において、携帯端末３１はさらにＩＣタグ１に書き込むための書込み
情報を記憶部３１ｂから読み出しＩＣタグ１に送信する。ステップＳ４１４において、Ｉ
Ｃタグ１は携帯端末３１から送信された情報を受信し、書込情報を記憶領域に格納する。
ステップＳ４１６における情報の格納以降、システムは図８に示す動作と同様の動作を行
い製品７のライフサイクル情報の管理を行う。
【０１１３】
　これにより、ＣＰＵを備えないＩＣタグを使用してシステムを構成することが可能にな
る。ライフサイクルの管理にＣＰＵを備えないタイプのＩＣタグを使用することで、製品
のライフサイクルの管理の継続中に、ＩＣタグ内のＣＰＵが損傷しライフサイクルの管理
ができなくなるという事故を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態における製品ライフサイクル情報管理システムの概
念図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態における製品ライフサイクル情報管理システムの構
成を示すブロック図である。
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【図３】図３は、ＩＣタグに格納される情報を示すＩＣタグ格納情報テーブルである。
【図４】図４は、生産管理データベースに格納された生産管理データベース格納情報テー
ブルである。
【図５】図５は、物流管理データベースに格納された物流管理データベース格納情報テー
ブルである。
【図６】図６は、販売・サービス管理データベースに格納された販売・サービス管理デー
タベース格納情報テーブルである。
【図７】図７は、廃棄・リサイクル管理データベースに格納された廃棄・リサイクル管理
データベース格納情報テーブルである。
【図８】図８は、本発明における、ＩＣタグが判断処理可能なＣＰＵを備える場合の動作
を示した流れ図である。
【図９】図９は、本発明における、ＩＣタグが判断処理可能なＣＰＵを備えていない場合
の動作を示した流れ図である。
【図１０】図１０は、本発明における、ＩＣタグに情報の書き込みを行った後、一定時間
経過後に管理サーバの情報を書き換える場合の動作を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明における、ＩＣタグに情報の書き込みを行った後、一定時間
経過後に管理サーバの情報を書き換える場合の動作を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明における、ＩＣタグに情報の書き込みを行った後、一定時間
経過後に管理サーバの情報を書き換える場合の動作を示す図である。
【符号の説明】
【０１１５】
　１　　ＩＣタグ
　１ａ　ＩＣチップ
　１ｂ　アンテナ
　２　　書込みキーコード管理サーバ
　２ａ　処理部
　２ｂ　記憶部
　３　　生産領域管理サーバ
　３ａ　処理部
　３ｂ　記憶部
　４　　物流領域管理サーバ
　４ａ　処理部
　４ｂ　記憶部
　５　　販売・サービス領域管理サーバ
　５ａ　処理部
　５ｂ　記憶部
　６　　廃棄・リサイクル領域管理サーバ
　６ａ　処理部
　６ｂ　記憶部
　７　　製品
　８　　ネットワーク
　１１　通信装置
　１２、２２、４２　情報処理端末
　１２ａ、２２ａ、４２ａ　処理部
　１２ｂ、２２ｂ、４２ｂ　記憶部
　２１　物流ゲート
　２３、４３　通信アンテナ
　３１　携帯端末
　３１ａ　処理部
　３１ｂ　記憶部
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　３１ｃ　通信部
　４１　廃棄・リサイクルゲート

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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