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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の一側に貼り付けられ、車両情報が保存された第１ＲＦＩＤタグと、
　駐車場の入口に設置され、前記第１ＲＦＩＤタグに保存された車両情報を読み取るよう
にアンテナを含むＲＦＩＤリーダ装置と、
　駐車場内部の駐車空間にそれぞれ対応するようにその近くに貼り付けられ、当該駐車空
間の位置情報が保存された第２ＲＦＩＤタグと、
　前記第２ＲＦＩＤタグに保存された駐車空間の位置情報を読み取るようにＲＦＩＤリー
ダチップが内蔵され、無線網を介して自分の電話番号とともに前記読み取られた駐車空間
の位置情報を後述する駐車管理サーバに伝送する移動通信端末機と、
　前記ＲＦＩＤリーダ装置から読み取られた車両情報を提供されて、あらかじめ保存され
た顧客の車両情報と比較して車両の進入可否を判断し、前記移動通信端末機から伝送され
た電話番号及び読み取られた駐車空間の位置情報を提供されて、前記電話番号に該当する
顧客の車両情報とマッチして保存及び管理し、無線網を介して当該顧客の車両に対する現
在駐車空間の位置情報を当該顧客の移動通信端末機に伝送する駐車管理サーバと、を備え
る駐車位置確認システム。
【請求項２】
　前記駐車管理サーバは、
　当該顧客の移動通信端末機に現在駐車空間の位置情報を伝送する場合、文字又はグラフ
ィック形式のデータで伝送することを特徴とする請求項１に記載の駐車位置確認システム
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【請求項３】
　駐車場の入口に設置され、前記駐車管理サーバから管理される各駐車空間の車両有無状
態を視覚的にディスプレイするためのディスプレイ装置をさらに備えることを特徴とする
請求項１に記載の駐車位置確認システム。
【請求項４】
　前記駐車管理サーバは、
　前記ＲＦＩＤリーダ装置から読み取られた車両情報を提供されてあらかじめ保存された
顧客の車両情報と比較して車両の進入可否を判断した後、車両の進入が許容される場合既
存に保存された当該顧客の駐車位置履歴を問い合わせして当該顧客が好む駐車空間を前記
ディスプレイ装置にディスプレイされるように制御することを特徴とする請求項３に記載
の駐車位置確認システム。
【請求項５】
　前記第２ＲＦＩＤタグの近くにそれぞれ設置され、前記駐車管理サーバと移動通信端末
機との間にデータ通信状態を確認させるための通知発生部をさらに備え、
　前記駐車管理サーバは、前記移動通信端末機から電話番号及び読み取られた駐車空間の
位置情報を提供される場合、当該駐車空間に設置された通知発生部が動作するように制御
することを特徴とする請求項１に記載の駐車位置確認システム。
【請求項６】
　前記通知発生部は、顧客に視覚的又は聴覚的に通知することができるようにランプ又は
スピーカからなることを特徴とする請求項５に記載の駐車位置確認システム。
【請求項７】
　前記駐車管理サーバと連動して駐車場の出入口に設置され、顧客の要請によって当該顧
客の車両に対する現在駐車空間の位置情報を通知する駐車位置通知装置をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項１に記載の駐車位置確認システム。
【請求項８】
　前記駐車位置通知装置は、
　顧客に視覚的又は聴覚的に通知することができるように、発光ダイオード（ＬＥＤ）パ
ネル、液晶ディスプレイ装置（ＬＣＤ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）又はス
ピーカのうちいずれか１つからなることを特徴とする請求項７に記載の駐車位置確認シス
テム。
【請求項９】
　前記駐車位置通知装置は、
　前記移動通信端末機のＲＦＩＤリーダチップと通信を行うことができるように第３ＲＦ
ＩＤタグをさらに備え、
　前記移動通信端末機は、前記第３ＲＦＩＤタグに保存されたタグ情報を読み取り、無線
網を介して自分の電話番号とともに前記読み取られたタグ情報を前記駐車管理サーバに伝
送し、
　前記駐車管理サーバは、前記移動通信端末機から伝送された電話番号及び読み取られた
タグ情報を提供されて、前記電話番号に該当する顧客の車両に対する現在駐車空間の位置
情報を前記駐車位置通知装置に伝送することを特徴とする請求項７に記載の駐車位置確認
システム。
【請求項１０】
　前記駐車位置通知装置は、
　多数の文字及び数字キーを有するキー入力部をさらに備え、前記キー入力部から受信さ
れるキー入力信号を前記駐車管理サーバに伝送し、
　前記駐車管理サーバは、前記キー入力信号に該当する顧客の車両に対する現在駐車空間
の位置情報を前記駐車位置通知装置に伝送することを特徴とする請求項７に記載の駐車位
置確認システム。
【請求項１１】
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　車両の一側に貼り付けられ、車両情報が保存された第１ＲＦＩＤタグと、駐車場の入口
に設置されるＲＦＩＤリーダ装置と、各駐車空間の位置情報が保存された第２ＲＦＩＤタ
グと、ＲＦＩＤリーダチップが内蔵された移動通信端末機と、駐車場内の駐車現況を総括
的に管理する駐車管理サーバと、を備えるシステムを利用した駐車位置確認方法であって
、
　（ａ）前記ＲＦＩＤリーダ装置を用いて近接した前記第１ＲＦＩＤタグの車両情報を読
み取り、前記駐車管理サーバに伝送する段階と、
　（ｂ）前記駐車管理サーバを介して前記ＲＦＩＤリーダ装置から伝送された車両情報を
提供されて、あらかじめ保存された顧客の車両情報と比較して当該車両の進入可否を判断
する段階と、
　（ｃ）前記移動通信端末機のＲＦＩＤリーダチップを用いて前記第２ＲＦＩＤタグに保
存された駐車空間の位置情報を読み取り、自分の電話番号とともに前記駐車管理サーバに
伝送する段階と、
　（ｄ）前記駐車管理サーバを通じて当該顧客の車両に対する現在駐車空間の位置情報を
当該顧客の移動通信端末機に伝送する段階と、を備えることを特徴とする駐車位置確認方
法。
【請求項１２】
　前記段階（ｂ）の後に、
　前記駐車管理サーバを介して当該車両の進入が許容される場合、既存に保存された当該
顧客の駐車位置履歴を問い合わせして、当該顧客が好む駐車空間の位置を駐車場の入口に
設けられたディスプレイ装置にディスプレイする段階をさらに備えることを特徴とする請
求項１１に記載の駐車位置確認方法。
【請求項１３】
　前記段階（ｃ）で、
　前記駐車管理サーバと移動通信端末機との間にデータ通信が正常に行われる場合、前記
駐車管理サーバを介して前記第２ＲＦＩＤタグの近くに設置された通知発生部を動作させ
、当該顧客に通知することを特徴とする請求項１１に記載の駐車位置確認方法。
【請求項１４】
　前記段階（ｄ）で、
　前記駐車管理サーバを介して前記移動通信端末機から伝送された電話番号及び駐車空間
の位置情報を前記電話番号に該当する顧客の車両情報とマッチして保存及び管理する段階
をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載の駐車位置確認方法。
【請求項１５】
　前記段階（ｄ）で、
　前記駐車管理サーバを介して当該顧客の移動通信端末機に現在駐車空間の位置情報を伝
送する場合、文字又はグラフィック形式のデータで伝送することを特徴とする請求項１１
に記載の駐車位置確認方法。
【請求項１６】
　コンピュータで読み取り可能な記録媒体であって、請求項１１乃至１５のいずれか１つ
に記載の方法を実行するためのプログラムが記録されていることを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駐車位置確認システムに関し、より詳細には、駐車場を利用する顧客の移動
通信端末機を用いて自分がパーキングした車両の位置を簡便に確認することができる駐車
位置確認システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、従来技術の駐車管理システムは、駐車場の出入口での自動制御及び料金精算
方法が主流を占めており、最近、駐車場の出入口で無人化・自動化のためにパーキングチ
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ケット発券装置又は車両番号板映像認識装置及びＲＦ通信を活用した方法（定期駐車会員
車両に限る）を利用して駐車料金精算を主とする管理を行い、入口で駐車可能区域を案内
するために駐車区域の駐車面占有把握用として車両感知装置を設置し、駐車可能容量及び
駐車可能位置を把握することができる方法が開発された。
【０００３】
　また、料金精算分野において、迅速な出車のために事前に建物内の通路に設置された料
金精算装置を用いて精算する装置も開発されて一部が使用されているが、主として駐車管
理員が直接料金を精算する方式を取っている。
【０００４】
　前述したような従来の方法の大部分は、駐車時間及び料金案内、入口での駐車可能な駐
車面の位置と数量を把握して提供するものなので、このような従来の方法は、実際に料金
精算及び駐車容量の把握に重点を置いたものであって、実際運転手のためのシステムであ
るよりは、駐車場運営者を主とするシステムであると見られる。
【０００５】
　車両容量を把握するために各駐車面ごとに車両感知装置が取り付けられなければならな
いので、設置時に費用過多問題が発生しており、駐車面に限って車両の有無を検知するの
で、駐車面センサの異常状況又は故障が発生した場合、検知信頼性を保証することができ
ない場合が発生するようになり、実際運転手が指定した駐車区域に移動したとき、既に駐
車区域に車両が駐車されていて、他の駐車区域に移動するしかない状況が頻繁に発生して
いる。
【０００６】
　また、運転手が急いで車両をパーキングしておいて、業務を行った後、出車のために建
物内の駐車場に帰るとき、実際に駐車位置（層数及び区域）を正確に知らずに、混乱を経
て、自分の車両を容易に捜すことができない問題が発生している。
【０００７】
　すなわち、特許文献１には、車両の駐車有無を確認するために設置された超音波センサ
が駐車有無情報をコントローラに伝達すれば、コントローラは、駐車可能可否を確認した
後、一定時間後に、スピーカ内蔵型音声モジュールを用いて事前に録音された音声を出力
し、車内から出た運転手が音声を聞いて自分の車両の駐車位置を認知することができる駐
車確認システムが提案されている。
【０００８】
　しかしながら、このような特許文献１には、運転手が車両をパーキングすれば、超音波
センサを用いて駐車有無を確認し、一定時間を設定した後、運転手が出口を通過する空間
的な時点にスピーカを通じて駐車位置を通知するシステムであるから、相当時間が経過し
たときにも、運転手が駐車位置を記憶することができることは、記憶力に依存するしかな
い。また、複数台の車両が同時に駐車セルに進入すれば、特許文献１に提案された技術で
は、運転手が出口を確認しにくくなり、正確性が顕著に低下する問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】大韓民国特許公開第２００６－１８９０５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、前述したような問題点を解決するためになされたもので、本発明の目的は、
駐車場を利用する顧客の移動通信端末機を用いて自分がパーキングした車両の位置を簡便
に確認することができる駐車位置確認システム及びその方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の第１態様は、車両の一側に貼り付けられ、車両情
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報が保存された第１ＲＦＩＤタグと、駐車場の入口に設置され、前記第１ＲＦＩＤタグに
保存された車両情報を読み取るようにアンテナを含むＲＦＩＤリーダ装置と、駐車場内部
の駐車空間にそれぞれ対応するようにその近くに貼り付けられ、当該駐車空間の位置情報
が保存された第２ＲＦＩＤタグと、前記第２ＲＦＩＤタグに保存された駐車空間の位置情
報を読み取るようにＲＦＩＤリーダチップが内蔵され、無線網を介して自分の電話番号と
ともに前記読み取られた駐車空間の位置情報を後述する駐車管理サーバに伝送する移動通
信端末機と、前記ＲＦＩＤリーダ装置から読み取られた車両情報を提供されて、あらかじ
め保存された顧客の車両情報と比較して車両の進入可否を判断し、前記移動通信端末機か
ら伝送された電話番号及び読み取られた駐車空間の位置情報を提供されて、前記電話番号
に該当する顧客の車両情報とマッチして保存及び管理し、無線網を介して当該顧客の車両
に対する現在駐車空間の位置情報を当該顧客の移動通信端末機に伝送する駐車管理サーバ
と、を備える。
【００１２】
　ここで、前記駐車管理サーバは、当該顧客の移動通信端末機に現在駐車空間の位置情報
を伝送する場合、文字又はグラフィック形式のデータで伝送することが好ましい。
【００１３】
　好ましくは、駐車場の入口に設置され、前記駐車管理サーバから管理される各駐車空間
の車両有無状態を視覚的にディスプレイするためのディスプレイ装置をさらに備える。
【００１４】
　好ましくは、前記駐車管理サーバは、前記ＲＦＩＤリーダ装置から読み取られた車両情
報を提供されてあらかじめ保存された顧客の車両情報と比較して車両の進入可否を判断し
た後、車両の進入が許容される場合既存に保存された当該顧客の駐車位置履歴を問い合わ
せして当該顧客が好む駐車空間を前記ディスプレイ装置にディスプレイされるように制御
する。
【００１５】
　好ましくは、前記第２ＲＦＩＤタグの近くにそれぞれ設置され、前記駐車管理サーバと
移動通信端末機との間にデータ通信状態を確認させるための通知発生部をさらに備え、前
記駐車管理サーバは、前記移動通信端末機から電話番号及び読み取られた駐車空間の位置
情報を提供される場合、当該駐車空間に設置された通知発生部が動作するように制御する
。
【００１６】
　好ましくは、前記通知発生部は、顧客に視覚的又は聴覚的に通知することができるよう
にランプ又はスピーカからなる。
【００１７】
　好ましくは、前記駐車管理サーバと連動して駐車場の出入口に設置され、顧客の要請に
よって当該顧客の車両に対する現在駐車空間の位置情報を通知する駐車位置通知装置をさ
らに備える。
【００１８】
　好ましくは、前記駐車位置通知装置は、顧客に視覚的又は聴覚的に通知することができ
るように、発光ダイオード（ＬＥＤ）パネル、液晶ディスプレイ装置（ＬＣＤ）、プラズ
マディスプレイパネル（ＰＤＰ）又はスピーカのうちいずれか１つからなる。
【００１９】
　好ましくは、前記駐車位置通知装置は、前記移動通信端末機のＲＦＩＤリーダチップと
通信を行うことができるように第３ＲＦＩＤタグをさらに備え、前記移動通信端末機は、
前記第３ＲＦＩＤタグに保存されたタグ情報を読み取り、無線網を介して自分の電話番号
とともに前記読み取られたタグ情報を前記駐車管理サーバに伝送し、前記駐車管理サーバ
は、前記移動通信端末機から伝送された電話番号及び読み取られたタグ情報を提供されて
、前記電話番号に該当する顧客の車両に対する現在駐車空間の位置情報を前記駐車位置通
知装置に伝送する。
【００２０】
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　好ましくは、前記駐車位置通知装置は、多数の文字及び数字キーを有するキー入力部を
さらに備え、前記キー入力部から受信されるキー入力信号を前記駐車管理サーバに伝送し
、前記駐車管理サーバは、前記キー入力信号に該当する顧客の車両に対する現在駐車空間
の位置情報を前記駐車位置通知装置に伝送する。
【００２１】
　また、本発明の第２態様は、車両の一側に貼り付けられ、車両情報が保存された第１Ｒ
ＦＩＤタグと、駐車場の入口に設置されるＲＦＩＤリーダ装置と、各駐車空間の位置情報
が保存された第２ＲＦＩＤタグと、ＲＦＩＤリーダチップが内蔵された移動通信端末機と
、駐車場内の駐車現況を総括的に管理する駐車管理サーバと、を備えるシステムを利用し
た駐車位置確認方法であって、（ａ）前記ＲＦＩＤリーダ装置を用いて近接した前記第１
ＲＦＩＤタグの車両情報を読み取り、前記駐車管理サーバに伝送する段階と、（ｂ）前記
駐車管理サーバを介して前記ＲＦＩＤリーダ装置から伝送された車両情報を提供されて、
あらかじめ保存された顧客の車両情報と比較して当該車両の進入可否を判断する段階と、
（ｃ）前記移動通信端末機のＲＦＩＤリーダチップを用いて前記第２ＲＦＩＤタグに保存
された駐車空間の位置情報を読み取り、自分の電話番号とともに前記駐車管理サーバに伝
送する段階と、（ｄ）前記駐車管理サーバを通じて当該顧客の車両に対する現在駐車空間
の位置情報を当該顧客の移動通信端末機に伝送する段階と、を備える。
【００２２】
　ここで、前記段階（ｂ）の後に、前記駐車管理サーバを介して当該車両の進入が許容さ
れる場合、既存に保存された当該顧客の駐車位置履歴を問い合わせして、当該顧客が好む
駐車空間の位置を駐車場の入口に設けられたディスプレイ装置にディスプレイする段階を
さらに備えることが好ましい。
【００２３】
　好ましくは、前記段階（ｃ）で、前記駐車管理サーバと移動通信端末機との間にデータ
通信が正常に行われる場合、前記駐車管理サーバを介して前記第２ＲＦＩＤタグの近くに
設置された通知発生部を動作させ、当該顧客に通知する。
【００２４】
　好ましくは、前記段階（ｄ）で、前記駐車管理サーバを介して前記移動通信端末機から
伝送された電話番号及び駐車空間の位置情報を前記電話番号に該当する顧客の車両情報と
マッチして保存及び管理する段階をさらに備える。
【００２５】
　好ましくは、前記段階（ｄ）で、前記駐車管理サーバを介して当該顧客の移動通信端末
機に現在駐車空間の位置情報を伝送する場合、文字又はグラフィック形式のデータで伝送
する。
【００２６】
　また、本発明の第３態様は、前述した駐車位置確認方法を実行するためのプログラムを
記録した読み取り可能な記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００２７】
　以上説明したような本発明の駐車位置確認システム及びその方法によれば、ＲＦＩＤリ
ーダチップが内蔵された移動通信端末機を有している顧客が車両をパーキングした位置に
貼り付けられた駐車位置確認用ＲＦＩＤタグに近接させる場合、当該駐車位置確認用ＲＦ
ＩＤタグに保存された駐車空間の位置情報を駐車管理サーバに伝送し、駐車管理サーバは
、さらに当該移動通信端末機に文字又はグラフィック形式で伝送することによって、顧客
側では、いつでも自分の移動通信端末機を用いて自分の車両の駐車位置を簡便に知ること
ができ、駐車管理サーバ側では、駐車場の空室率を把握し、駐車場に進入する次の車両に
各層の現在駐車台数及び駐車可能台数情報を通知することができると共に、現在駐車可能
な空間に車両を誘導することができる利点がある。
【００２８】
　また、本発明によれば、駐車場を利用する顧客が駐車可能な空間を探す時間を節約する
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ことができると共に、ひいては、油類を節減することができ、排気ガスによる空気汚染を
最小化することができる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施例に係る駐車位置確認システムを全体的に説明するための概略的
なブロック構成図である。
【図２】本発明の一実施例に適用された車両用ＲＦＩＤタグ、ＲＦＩＤリーダ装置及びデ
ィスプレイ装置の設置状態を説明するための図である。
【図３】本発明の一実施例に適用された駐車位置確認用ＲＦＩＤタグを説明するための平
面図及び断面図である。
【図４】本発明の一実施例に適用された駐車位置確認用ＲＦＩＤタグの設置状態を説明す
るための図である。
【図５】本発明の一実施例に係る駐車位置確認方法を説明するための全体的な流れ図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、添付の図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。しかし、下記に例示す
る本発明の実施例は、様々な他の形態に変形可能であり、本発明の範囲は下記に説明する
実施例に限定されるものではない。本発明の実施例は、当業界における通常の知識を有す
る者に本発明をさらに完全に説明するために提供されるものである。
【００３１】
　図１は、本発明の一実施例に係る駐車位置確認システムを全体的に説明するための概略
的なブロック構成図であり、図２は、本発明の一実施例に適用された車両用ＲＦＩＤタグ
、ＲＦＩＤリーダ装置及びディスプレイ装置の設置状態を説明するための図であり、図３
は、本発明の一実施例に適用された駐車位置確認用ＲＦＩＤタグを説明するための平面図
及び断面図であり、図４は、本発明の一実施例に適用された駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ
の設置状態を説明するための図である。
【００３２】
　図１乃至図４を参照すれば、本発明の一実施例に係る駐車位置確認システムは、大きく
、車両用ＲＦＩＤタグ（１００）、ＲＦＩＤリーダ装置（２００）、駐車位置確認用ＲＦ
ＩＤタグ（３００）、移動通信端末機（４００）及び駐車管理サーバ（５００）を備えて
なる。
【００３３】
　ここで、車両用ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）タグ（１００）は、車両
の一側に通常の接着テープなどにより貼り付けられており、当該車両の各種情報（例えば
、車両番号、運転手情報など）が保存されている。
【００３４】
　このような車両用ＲＦＩＤタグ（１００）は、駐車場を利用する顧客の要請によって駐
車場を管理する管理所が顧客から車両の各種情報を提供されて、これを入力したタグであ
って、当該顧客にあらかじめ発給されたものであり、顧客から提供された車両の各種情報
は、駐車管理サーバ（５００）に備えられたデータベース（ＤＢ）に顧客別に保存及び管
理される。
【００３５】
　ＲＦＩＤリーダ装置（２００）は、駐車場の入口に設置されており、車両用ＲＦＩＤタ
グ（１００）に保存された車両情報を読み取り、駐車管理サーバ（５００）に伝送する機
能を行う。
【００３６】
　このようなＲＦＩＤリーダ装置（２００）は、車両用ＲＦＩＤタグ（１００）が貼り付
けられた車両が通信可能な距離に近接する場合、車両用ＲＦＩＤタグ（１００）に保存さ
れた車両情報を読み取ることができるように所定のアンテナを備えている。
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【００３７】
　また、ＲＦＩＤリーダ装置（２００）のアンテナは、図２に示されたように、例えば、
車両の進入／進出を制御する通常の遮断機（Ｃ）に設置されることが好ましいが、これに
限定されず、駐車場の入口近くに別に設置されてもよい。
【００３８】
　一方、車両用ＲＦＩＤタグ（１００）は、図２に示されたように、ＲＦＩＤリーダ装置
（２００）のアンテナと対向する位置、すなわち車両の前面ガラス窓に貼り付けることが
好ましい。
【００３９】
　また、駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ（３００）は、駐車場内部の駐車空間にそれぞれ対
応するようにその近くに貼り付けられており、当該駐車空間の位置確認のための各種情報
（例えば、当該駐車空間位置、駐車管理サーバ（５００）との通信コード情報など）が保
存されている。
【００４０】
　ここで、駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ（３００）に保存された駐車管理サーバ（５００
）との通信コードというのは、当該駐車空間の位置情報を移動通信端末機（４００）を用
いて無線網（例えば、ＣＤＭＡ網）を介して駐車管理サーバ（５００）に伝送することが
できるように必要な駐車管理サーバ（５００）の固有な通信連結コードを言う。
【００４１】
　また、駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ（３００）は、図３に示されたように、容易に変形
されない物質、例えば、プラスチックのような物質で作られたハウジング（３１０）に内
蔵されることができ、ハウジング（３１０）の前面部には、薄い有色の遮断ガラス（３３
０）や電波遮断効果の少ない物質を使用することができる。
【００４２】
　また、ハウジング（３１０）の内側面には、シールド用塗料（３５０）を塗布すること
によって、乱反射に起因して隣接する他のタグデータが移動通信端末機（４００）に取り
込まれることを防止することができる。
【００４３】
　一方、駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ（３００）は、図４に示されたように、各駐車空間
の近くに設けられた柱（Ｂ）に設置されることが好ましいが、これに限定されず、例えば
、それぞれの駐車空間の前方に設置された防止鍔など当該駐車空間の近くに備えられた任
意の物体にも設置されることができる。　
【００４４】
　移動通信端末機（４００）は、駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ（３００）に保存された駐
車空間の位置を確認するための各種情報を読み取るようにＲＦＩＤリーダチップ（４５０
）が内蔵されており、無線網（例えば、ＣＤＭＡ網など）を介して自分の電話番号ととも
に駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ（３００）から読み取られた駐車空間の位置情報を指定さ
れた駐車管理サーバ（５００）に伝送する機能を行う。
【００４５】
　このような移動通信端末機（４００）は、携帯電話、個人用の携帯情報端末（Personal
 Digital Assistant、ＰＤＡ）を含めてユーザが携帯しながら無線通信を行うことができ
るすべての機器からなることが好ましい。
【００４６】
　駐車管理サーバ（５００）は、駐車場内に駐車状況を総括的に管理するものであって、
ＲＦＩＤリーダ装置（２００）から読み取られた車両情報データを提供されて、データベ
ース（ＤＢ）にあらかじめ保存された顧客の車両情報データと比較して車両の進入可否を
判断した後、その判断結果によって駐車場の入口に設置された遮断機（Ｃ）を動作させる
機能を行う。
【００４７】
　また、駐車管理サーバ（５００）は、移動通信端末機（４００）から伝送された電話番
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号及び読み取られた駐車空間の位置情報を提供されて、この電話番号に該当する顧客の車
両情報とマッチしてデータベース（ＤＢ）に保存及び管理する機能を行う。
【００４８】
　また、駐車管理サーバ（５００）は、無線網（例えば、ＣＤＭＡ網など）を介して当該
顧客の車両に対する現在駐車空間の位置情報を当該顧客の移動通信端末機（４００）に伝
送する機能を行う。
【００４９】
　このとき、駐車管理サーバ（５００）は、当該顧客の移動通信端末機（４００）に現在
駐車空間の位置情報を伝送する場合、例えば、ＳＭＳ（Short Message Service）などを
利用して文字又はグラフィック形式のデータで伝送することが好ましい。
【００５０】
　追加的に、図２に示されたように、駐車場の入口には、駐車管理サーバ（５００）で管
理される各駐車空間の車両有無状態を視覚的にディスプレイするためのディスプレイ装置
（６００）がさらに設置されることができる。このようなディスプレイ装置（６００）は
、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）パネル、液晶ディスプレイ装置（ＬＣＤ）又はプラ
ズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）などで具現されることができる。
【００５１】
　このとき、駐車管理サーバ（５００）は、ＲＦＩＤリーダ装置（２００）から読み取ら
れた車両情報を提供されて、データベース（ＤＢ）にあらかじめ保存された顧客の車両情
報と比較して車両の進入可否を判断した後、車両の進入が許容される場合、既存に保存さ
れた該当顧客の駐車位置履歴を問い合わせして当該顧客が好む駐車空間をディスプレイ装
置（６００）にディスプレイされるように制御することが好ましい。
【００５２】
　また、駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ（３００）の近くには、駐車管理サーバ（５００）
と移動通信端末機（４００）との間にデータ通信状態を確認させるための通知発生部（７
００）がさらに設置されることができる。このような通知発生部（７００）は、顧客に視
覚的又は聴覚的に通知することができるように、ランプ又はスピーカからなることが好ま
しい。
【００５３】
　このとき、駐車管理サーバ（５００）は、移動通信端末機（４００）から電話番号及び
読み取られた駐車空間の位置情報を正常に提供される場合、当該駐車空間に設置された通
知発生部（７００）が動作するように制御することが好ましい。
【００５４】
　また、駐車管理サーバ（５００）と連動して顧客の要請によって当該顧客の車両に対す
る現在駐車空間の位置情報を通知する駐車位置通知装置（８００）が駐車場の出入口にさ
らに設置されることができる。
【００５５】
　このような駐車位置通知装置（８００）は、移動通信端末機（４００）のＲＦＩＤリー
ダチップ（４５０）と通信を行うことができるように、所定のＲＦＩＤタグ（８１０）を
さらに備えるので、移動通信端末機（４００）は、ＲＦＩＤタグ（８１０）に保存された
タグ情報を読み取り、無線網を介して自分の電話番号とともに前記読み取られたタグ情報
を駐車管理サーバ（５００）に伝送し、駐車管理サーバ（５００）は、移動通信端末機（
４００）から伝送された電話番号及び読み取られたタグ情報を提供されて、前記電話番号
に該当する顧客の車両に対する現在駐車空間の位置情報データを駐車位置通知装置（８０
０）に伝送するように具現されることによって、顧客が駐車位置通知装置（８００）を通
じて自分が駐車した位置を簡便で且つ正確に知ることができる。
【００５６】
　また、駐車位置通知装置（８００）は、多数個の文字及び数字キーを有するキー入力部
（８３０）をさらに備えることができ、キー入力部（８３０）から受信されるキー入力信
号を駐車管理サーバ（５００）に伝送し、駐車管理サーバ（５００）は、前記キー入力信
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号に該当する顧客の車両に対する現在駐車空間の位置情報をデータベース（ＤＢ）で問い
合わせして駐車位置通知装置（８００）に伝送するように具現されることによって、顧客
が駐車位置通知装置（８００）を用いて自分が駐車した位置を簡便で且つ正確に知ること
ができる。
【００５７】
　一方、前述した駐車位置通知装置（８００）は、顧客に視覚的又は聴覚的に通知するこ
とができるように、発光ダイオード（ＬＥＤ）パネル、液晶ディスプレイ装置（ＬＣＤ）
、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）又はスピーカのうちいずれか１つからなること
が好ましい。
【００５８】
　さらに、図示してはいないが、本発明の一実施例に係る駐車位置確認システムをデパー
ト、大型マートなどに適用する場合、駐車管理サーバ（５００）と既存の顧客のショッピ
ング情報を総括管理するシステム（すなわち、レガシィシステムなど）と連動して顧客の
ショッピング情報に基づいて顧客が好む売場層に最も近接した駐車可能位置をディスプレ
イ装置（６００）にディスプレイすることもできる。
【００５９】
　図５は、本発明の一実施例に係る駐車位置確認方法を説明するための全体的な流れ図で
ある。
【００６０】
　図１及び図５を参照すれば、まず、駐車場を利用する顧客の要請によって駐車場を管理
する管理所が顧客から提供された車両の各種情報を保存した車両用ＲＦＩＤタグ（１００
）を当該顧客にあらかじめ発給し、当該車両に貼り付けられた状態で当該車両が駐車場の
入口に進入すれば、ＲＦＩＤリーダ装置（２００）は、近接した車両用ＲＦＩＤタグ（１
００）の車両情報を読み取り、駐車管理サーバ（５００）に伝送する（Ｓ１００）。
【００６１】
　次に、駐車管理サーバ（５００）は、ＲＦＩＤリーダ装置（２００）から伝送された車
両情報を提供されて、データベース（ＤＢ）にあらかじめ保存された顧客の車両情報と比
較して、当該車両の進入可否を判断する（Ｓ２００）。
【００６２】
　前記段階Ｓ２００での判断結果、当該車両の進入が許容される場合、駐車管理サーバ（
５００）は、現在駐車現況を分析し、空いている駐車空間の位置を駐車場の入口に設けら
れたディスプレイ装置（６００）にディスプレイする（Ｓ３００）。
【００６３】
　このとき、駐車管理サーバ（５００）は、データベース（ＤＢ）に保存された当該顧客
の駐車位置履歴を問い合わせして、当該顧客が好む駐車空間の位置をディスプレイ装置（
６００）にディスプレイすることが好ましい。
【００６４】
　その後、当該顧客は、ディスプレイ装置（６００）にディスプレイされた空いている駐
車空間の位置に車両をパーキングし、自分が携帯している移動通信端末機（４００）を当
該駐車空間の位置近くに貼り付けられた駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ（３００）に近接さ
せれば、移動通信端末機（４００）は、内蔵されたＲＦＩＤリーダチップ（４５０）を用
いて駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ（３００）に保存された駐車空間の位置情報を読み取り
、自分の電話番号とともに駐車管理サーバ（５００）に伝送する（Ｓ４００）。
【００６５】
　このとき、駐車管理サーバ（５００）と移動通信端末機（４００）との間にデータ通信
が正常に行われる場合、駐車管理サーバ（５００）は、駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ（３
００）の近くに設置された通知発生部（７００）を動作させ、当該顧客に通知することが
好ましい。
【００６６】
　最後に、駐車管理サーバ（５００）は、当該顧客の車両に対する現在駐車空間の位置情
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報を文字又はグラフィック形式のデータで当該顧客の移動通信端末機（４００）に伝送す
る（Ｓ５００）。
【００６７】
　このとき、駐車管理サーバ（５００）は、移動通信端末機（４００）から伝送された電
話番号及び駐車空間の位置情報を前記電話番号に該当する顧客の車両情報とマッチして保
存及び管理することが好ましい。
【００６８】
　一方、本発明の一実施例に係る駐車位置確認方法は、コンピュータで読み取り可能な記
録媒体にコンピュータが読み取り可能なコードとして実装可能である。コンピュータが読
み取り可能な記録媒体は、コンピュータシステムによって読み取り可能なデータが保存さ
れる任意の記録装置を含む。
【００６９】
　例えば、コンピュータが読み取り可能な記録媒体として、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、磁気テープ、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、移動式保存装置、
非揮発性メモリ（フラッシュメモリなど）、光データ保存装置などが挙げられ、また、搬
送波（例えば、インターネットを用いた伝送）の形態で具現されるものも含まれる。
　また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、コンピュータ通信網で接続されたコ
ンピュータシステムに分散され、その方法は分散方式で読み出すことができるコードで保
存され実行されることができる。
【００７０】
　前述したように、本発明は、ＲＦＩＤリトチップが内蔵された移動通信端末機を有して
いる顧客が車両をパーキングした位置に近接するように貼り付けられた駐車位置確認用Ｒ
ＦＩＤタグに移動通信端末機を当接して通信を行う場合、当該駐車位置確認用ＲＦＩＤタ
グに保存された駐車空間の位置情報を駐車管理サーバに伝送し、前記駐車管理サーバは、
さらに当該移動通信端末機に文字又はグラフィック形式で伝送することによって、顧客側
では、いつでも自分の移動通信端末機を用いて自分の車両の駐車位置を簡便に知ることが
でき、駐車管理サーバ側では、駐車場の空室率を把握し、駐車場に進入する次の車両に各
層の現在駐車台数及び駐車可能台数情報を通知することができると共に、現在駐車可能な
空間に車両を誘導することもできる。
【００７１】
　前述した本発明による駐車位置確認システム及びその方法の好ましい実施例について説
明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、特許請求範囲と発明の詳細な説明
及び添付の図面の範囲内で様々に変形して実施することが可能であり、これも本発明に属
する。
【符号の説明】
【００７２】
　１００　車両用ＲＦＩＤタグ
　２００　ＲＦＩＤリーダ装置
　３００　駐車位置確認用ＲＦＩＤタグ
　３１０　ハウジング
　３３０　遮断ガラス
　３５０　シールド用塗料
　４００　移動通信端末機
　４５０　ＲＦＩＤリーダチップ
　５００　駐車管理サーバ
　６００　ディスプレイ装置
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