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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駐車場に入場する車両を識別可能な車両識別情報を取得する第１の取得部と、
　駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代金の精算時に提示される店舗用媒体を識
別可能な媒体識別情報を、前記第１の取得部により取得された前記車両識別情報に関連付
けて取得する第２の取得部と、
　前記車両識別情報と前記媒体識別情報とを関連付けて登録情報として記憶する記憶部と
、
　駐車場から出場する車両の前記車両識別情報を取得する第３の取得部と、
　前記第３の取得部から取得された前記車両識別情報に関連して前記記憶部に記録された
前記媒体識別情報に基づいて、店舗の代金精算情報を記憶する店舗装置に、前記媒体識別
情報に関連する前記代金精算情報を要求する要求部と、
　前記要求部による要求に応じて前記店舗装置から送信された、前記媒体識別情報に関連
する前記代金精算情報に基づいて、駐車場から出場する車両の駐車場の割引情報を含む利
用金額を算出する精算部と
　を具備し、
　前記第２の取得部は、前記第１の取得部により車両の駐車場入場時に取得された前記車
両識別情報が前記登録情報として前記記憶部に登録されていない場合、駐車場に入場する
当該車両に対して発行された駐車場発行物に記録された前記車両識別情報に関連付けて、
当該車両の駐車場入場後に、前記媒体識別情報を取得する
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　駐車場管理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の駐車場管理装置であって、
　前記車両識別情報は、車両に搭載されたＥＴＣ（Electronic Toll Collection）車載器
を識別するＷＣＮ（Wireless Call Number）を含み、
　前記第１の取得部及び前記第３の取得部は、それぞれ、駐車場に設置された受信機によ
って受信された前記ＷＣＮを取得する
　駐車場管理装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の駐車場管理装置であって、
　前記第２の取得部は、前記駐車場発行物に記録された前記車両識別情報と、前記店舗用
媒体の前記媒体識別情報とを読み取り可能な装置から、読み取られた前記車両識別情報と
読み取られた前記媒体識別情報とを関連付けて取得する
　駐車場管理装置。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の駐車場管理装置であって、
　前記駐車場発行物には、前記車両識別情報と前記媒体識別情報とを関連付けて登録する
ための登録画面のウェブページのＵＲＬ（Uniform Resource Locator）が記録されており
、
　前記第２の取得部は、前記ウェブページを用いて登録が申請された前記媒体識別情報を
、前記車両識別情報に関連付けて取得する
　駐車場管理装置。
【請求項５】
　請求項１から４のうちのいずれか１項に記載の駐車場管理装置であって、
　前記記憶部は、前記車両識別情報と、複数の店舗用媒体からそれぞれ取得された複数の
媒体識別情報各々とを関連付けて記憶することが可能に構成される
　駐車場管理装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の駐車場管理装置であって、
　前記複数の店舗用媒体は、異なる店舗の店舗用媒体を含む
　駐車場管理装置。
【請求項７】
　請求項１から６のうちのいずれか１項に記載の駐車場管理装置であって、
　店舗での代金の精算時に発行された店舗発行物に記録された前記代金精算情報を、前記
車両識別情報と関連付けて取得する第４の取得部をさらに具備し、
　前記精算部は、前記第３の取得部から取得された前記車両識別情報に関連する前記第４
の取得部から取得された前記代金精算情報に基づいて、駐車場から出場する車両の駐車場
の割引情報を含む利用金額を算出する
　駐車場管理装置。
【請求項８】
　駐車場管理装置の第１の取得部が、駐車場に入場する車両を識別可能な車両識別情報を
取得し、
　前記駐車場管理装置の第２の取得部が、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代
金の精算時に提示される店舗用媒体を識別可能な媒体識別情報を、前記第１の取得部によ
り取得された前記車両識別情報に関連付けて取得し、
　前記駐車場管理装置の記憶部が、前記車両識別情報と前記媒体識別情報とを関連付けて
登録情報として記憶し、
　前記駐車場管理装置の第３の取得部が、駐車場から出場する車両の前記車両識別情報を
取得し、
　前記駐車場管理装置の要求部が、前記第３の取得部から取得された前記車両識別情報に
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関連して前記記憶部に記録された前記媒体識別情報に基づいて、店舗の代金精算情報を記
憶する店舗装置に、前記媒体識別情報に関連する前記代金精算情報を要求し、
　前記駐車場管理装置の精算部が、前記要求部による要求に応じて前記店舗装置から送信
された、前記媒体識別情報に関連する前記代金精算情報に基づいて、前記駐車場から出場
する車両の駐車場の割引情報を含む利用金額を算出し、
　さらに、前記第２の取得部は、前記第１の取得部により車両の駐車場入場時に取得され
た前記車両識別情報が前記登録情報として前記記憶部に登録されていない場合、駐車場に
入場する当該車両に対して発行された駐車場発行物に記録された前記車両識別情報に関連
付けて、当該車両の駐車場入場後に、前記媒体識別情報を取得する
　駐車場管理方法。
【請求項９】
　駐車場に入場する車両を識別可能な車両識別情報を取得する第１の取得部と、
　駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代金の精算時に提示される店舗用媒体を識
別可能な媒体識別情報を、前記第１の取得部により取得された前記車両識別情報に関連付
けて取得する第２の取得部と、
　前記車両識別情報と前記媒体識別情報とを関連付けて登録情報として記憶する記憶部と
、
　駐車場から出場する車両の前記車両識別情報を取得する第３の取得部と、
　前記第３の取得部から取得された前記車両識別情報に関連して前記記憶部に記録された
前記媒体識別情報に基づいて、店舗の代金精算情報を記憶する店舗装置に、前記媒体識別
情報に関連する前記代金精算情報を要求する要求部と、
　前記要求部による要求に応じて前記店舗装置から送信された、前記媒体識別情報に関連
する前記代金精算情報に基づいて、駐車場から出場する車両の前記駐車場の割引情報を含
む利用金額を算出する精算部と
　として情報処理装置を機能させる駐車場管理プログラムであって、
　前記第２の取得部は、前記第１の取得部により車両の駐車場入場時に取得された前記車
両識別情報が前記登録情報として前記記憶部に登録されていない場合、駐車場に入場する
当該車両に対して発行された駐車場発行物に記録された前記車両識別情報に関連付けて、
当該車両の駐車場入場後に、前記媒体識別情報を取得する
　駐車場管理プログラム。
【請求項１０】
　駐車場を利用する車両に対して駐車場入場時に発行された駐車場発行物に記録された、
車両を識別可能な車両識別情報を読み取る第１の読み取り部と、
　駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代金の精算時に提示される店舗用媒体に記
録された媒体識別情報を読み取る第２の読み取り部と、
　読み取られた前記車両識別情報と読み取られた前記媒体識別情報とを関連付けて出力す
る出力部と、
　前記第１の読み取り部と、前記第２の読み取り部と、前記出力部と、を制御する制御部
と、
　を具備し、
　前記制御部は、
　前記第１の読み取り部によって前記車両識別情報が読み取られたか否か判定し、
　前記車両識別情報が読み取られた場合、読み取られた前記車両識別情報が、前記媒体識
別情報と関連付けて登録されていない未登録車両識別情報であるか否か判定し、
　前記車両識別情報が未登録車両識別情報であった場合、前記第２の読み取り部によって
前記媒体識別情報が読み取られたか否か判定し、
　前記媒体識別情報が読み取られた場合、読み取られた前記車両識別情報と読み取られた
前記媒体識別情報とを関連付けて出力するように前記出力部を制御する
　登録装置。
【請求項１１】
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　請求項１０に記載の登録装置であって、
　店舗で代金の精算時に発行された店舗発行物に記録された代金精算情報を読み取る第３
の読み取り部をさらに具備し、
　前記制御部は、
　前記第１の読み取り部によって読み取られた前記車両識別情報が未登録車両識別情報で
なかった場合、前記第３の読み取り部によって前記代金精算情報が読み取られたか否か制
御し、
　前記代金精算情報が読み取られた場合、前記第１の読み取り部によって読み取られた前
記車両識別情報と前記第３の読み取り部によって読み取られた前記代金精算情報とを関連
付けて出力するように前記出力部を制御する
　登録装置。
【請求項１２】
　登録装置の制御部が、前記登録装置の第１の読み取り部によって、駐車場を利用する車
両に対して駐車場入場時に発行された駐車場発行物に記録された、車両を識別可能な車両
識別情報が読み取られたか否か判定し、
　前記車両識別情報が読み取られた場合、前記制御部が、読み取られた前記車両識別情報
が、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代金の精算時に提示される店舗用媒体に
記録された媒体識別情報と関連付けて登録されていない未登録車両識別情報であるか否か
判定し、
　前記車両識別情報が未登録車両識別情報であった場合、前記制御部が、前記登録装置の
第２の読み取り部によって、前記媒体識別情報が読み取られたか否か判定し、
　前記媒体識別情報が読み取られた場合、前記登録装置の出力部が、読み取られた前記車
両識別情報と読み取られた前記媒体識別情報とを関連付けて出力する
　登録方法。
【請求項１３】
　駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗の代金精算情報を記憶する店舗装置と、
　　駐車場に入場する車両を識別可能な車両識別情報を取得する第１の取得部と、
　　店舗で代金の精算時に提示される店舗用媒体を識別可能な媒体識別情報を、前記第１
の取得部により取得された前記車両識別情報に関連付けて取得する第２の取得部と、
　　前記車両識別情報と前記媒体識別情報とを関連付けて登録情報として記憶する記憶部
と、
　　駐車場から出場する車両の前記車両識別情報を取得する第３の取得部と、
　　前記第３の取得部から取得された前記車両識別情報に関連して前記記憶部に記録され
た前記媒体識別情報に基づいて、前記店舗装置に、前記媒体識別情報に関連する前記代金
精算情報を要求する要求部と、
　　前記要求部による要求に応じて前記店舗装置から送信された、前記媒体識別情報に関
連する前記代金精算情報に基づいて、駐車場から出場する車両の駐車場の割引情報を含む
利用金額を算出する精算部と
　を有する駐車場管理装置と
　を具備し、
　前記第２の取得部は、前記第１の取得部により車両の駐車場入場時に取得された前記車
両識別情報が前記登録情報として前記記憶部に登録されていない場合、駐車場に入場する
当該車両に対して発行された駐車場発行物に記録された前記車両識別情報に関連付けて、
当該車両の駐車場入場後に、前記媒体識別情報を取得する
　駐車場管理システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の駐車場管理システムであって、
　前記駐車場発行物に記録された、前記車両識別情報を読み取る第１の読み取り部と、
　前記店舗用媒体に記録された前記媒体識別情報を読み取る第２の読み取り部と、
　前記第１の読み取り部によって読み取られた前記車両識別情報と前記第２の読み取り部
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によって読み取られた前記媒体識別情報とを関連付けて出力する出力部と
　を有する登録装置をさらに具備し、
　前記第２の取得部は、前記登録装置の出力部から出力された前記車両識別情報と前記媒
体識別情報とを関連付けて取得する
　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、駐車場利用料金に店舗での代金の精算に応じた割引情報を反映することが可
能な駐車場管理装置、駐車場管理方法、駐車場管理プログラム、登録装置、登録方法、及
び駐車場管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有料道路の自動料金収受システムであるＥＴＣ（Electronic Toll Collection）
システムが知られている。ＥＴＣシステムは、有料道路における使用に限定されていたが
、昨今ではＥＴＣ２．０が提案され、有料道路における使用に限定されず、様々な民間サ
ービスにも展開されることが期待される（非特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、車両入場時に、路側器と車両検知器の出力状態に基づいて車
載器搭載車か車載器非搭載車かを判別し、車載器搭載車のときは受信した車載器固有のＷ
ＣＮ（Wireless Call Number）と入場時刻を記録して駐車券を発行し入場ゲートを開閉制
御する車載器搭載車用入場処理を実行し、車両出場時、路側器と車両検知器の出力状態に
基づいて車載器搭載車か車載器非搭載車かを判別し、車載器搭載車のときは受信したＷＣ
Ｎに基づいて料金精算を管理して出場ゲートを開閉制御する車載器搭載車用出場処理を実
行する駐車場サービス管理装置が開示されている。
　また、同文献には、駐車場サービス管理装置が、ＷＣＮを記録した会員カードを発行し
、買物の都度、会員カードを提示して、駐車場利用料金の割引処理が可能になる旨、記載
されている。
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の駐車場サービス管理装置によれば、会員カードの発
行時に、車両に搭乗するユーザが自らＷＣＮを取得する必要がある。ユーザがＷＣＮを調
べて申請する作業は、専門的な技術を要するため、現実的ではない。
【０００５】
　一方、特許文献２には、駐車場の入口および出口に設けられた入場ゲートおよび出場ゲ
ートと、入場ゲートおよび出場ゲートに対応して設けられ、車両を識別するための車両Ｉ
Ｄを認識する車両ＩＤ認識装置と、入口に設けられ、ユーザが保持するカードに記録され
ている情報をユーザＩＤとして読み取るカードリーダと、駐車場への入場時に、車両ＩＤ
認識装置の識別した車両ＩＤとカードリーダの読み取ったユーザＩＤを関連付け、駐車場
への入場、駐車場からの出場、駐車料金の計算および精算を、関連づけられた車両ＩＤお
よびユーザＩＤに基づいて行う管理装置と、を備えた駐車場管理システムが開示されてい
る。この車両ＩＤは、ＷＣＮでもよい旨、記載されている。
　また、同文献には、上記駐車場管理システムが、ユーザＩＤを読み取るカードリーダを
有し駐車場周辺の店舗に配置された割引認証装置をさらに備え、上記管理装置が、割引認
証装置に接続され駐車場に関係する店舗の利用データを記録する割引サーバをさらに備え
、店舗の利用データを反映して、駐車料金を計算してもよい旨、記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２６７４１６号公報
【特許文献２】特開２０１４－２３２５２０号公報
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【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】"ＥＴＣ総合情報ポータルサイト″、［online］、一般財団法人　ＩＴ
Ｓサービス高度化機構、［平成２７年１１月１６日検索］、インターネット〈URL：http:
//www.go-etc.jp/etc2/etc2/service.html〉
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献２に記載の駐車場管理システムでは、駐車料金を支払う場合や
店舗において割引処理を受ける場合以外に、駐車場入場時にもユーザＩＤを読み取らせる
処理が必要となり、円滑な駐車場入出場処理及び精算処理が難しいことがあった。
【０００９】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、店舗での代金精算に応じた割引情報を駐車
場の利用料金の精算に反映することが容易であり、かつ円滑な駐車場の入場及び出場が可
能となる駐車場管理装置、駐車場管理方法、駐車場管理プログラム及び駐車場管理システ
ム、並びにそれらに用いられる登録装置及び登録方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る駐車場管理装置は、第１の取得部と、
第２の取得部と、記憶部と、第３の取得部と、要求部と、精算部とを具備する。
　上記第１の取得部は、駐車場に入場する車両を識別可能な車両識別情報を取得する。
　上記第２の取得部は、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代金の精算時に提示
される店舗用媒体を識別可能な媒体識別情報を、上記第１の取得部により取得された上記
車両識別情報に関連付けて取得する。
　上記記憶部は、上記車両識別情報と上記媒体識別情報とを関連付けて登録情報として記
憶する。
　上記第３の取得部は、駐車場から出場する車両の上記車両識別情報を取得する。
　上記要求部は、上記第３の取得部から取得された上記車両識別情報に関連して上記記憶
部に記録された上記媒体識別情報に基づいて、店舗の代金精算情報を記憶する店舗装置に
、上記媒体識別情報に関連する上記代金精算情報を要求する。
　上記精算部は、上記要求部による要求に応じて上記店舗装置から送信された、上記媒体
識別情報に関連する上記代金精算情報に基づいて、駐車場から出場する車両の駐車場の割
引情報を含む利用金額を算出する。
【００１１】
　具体的には、上記車両識別情報は、車両に搭載されたＥＴＣ（Electronic Toll Collec
tion）車載器を識別するＷＣＮ（Wireless Call Number）を含み、
　上記第１の取得部及び上記第３の取得部は、それぞれ、駐車場に設置された受信機によ
って受信された上記ＷＣＮを取得してもよい。
【００１２】
　また、上記第２の取得部は、駐車場を利用する車両に対して発行された駐車場発行物に
記録された上記車両識別情報に関連付けて上記媒体識別情報を取得してもよい。
【００１３】
　さらに、上記第２の取得部は、上記駐車場発行物に記録された上記車両識別情報と、上
記店舗用媒体の上記媒体識別情報とを読み取り可能な装置から、読み取られた上記車両識
別情報と読み取られた上記媒体識別情報とを関連付けて取得してもよい。
【００１４】
　あるいは、上記駐車場発行物には、上記車両識別情報と上記媒体識別情報とを関連付け
て登録するための登録画面のウェブページのＵＲＬ（Uniform Resource Locator）が記録
されており、
　上記第２の取得部は、上記ウェブページを用いて登録が申請された上記媒体識別情報を
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、上記車両識別情報に関連付けて取得してもよい。
【００１５】
　また、上記記憶部は、上記車両識別情報と、複数の店舗用媒体からそれぞれ取得された
複数の媒体識別情報各々とを関連付けて記憶することが可能に構成されてもよい。
【００１６】
　この場合において、上記複数の店舗用媒体は、異なる店舗の店舗用媒体を含んでいても
よい。
【００１７】
　上記駐車場管理装置は、
　店舗での代金の精算時に発行された店舗発行物に記録された上記代金精算情報を、上記
車両識別情報と関連付けて取得する第４の取得部をさらに具備し、
　上記精算部は、上記第３の取得部から取得された上記車両識別情報に関連する上記第４
の取得部から取得された上記代金精算情報に基づいて、駐車場から出場する車両の駐車場
の割引情報を含む利用金額を算出してもよい。
【００１８】
　本発明の他の形態に係る駐車場管理方法は、駐車場管理装置の第１の取得部が、駐車場
に入場する車両を識別可能な車両識別情報を取得するステップと、
　上記駐車場管理装置の第２の取得部が、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代
金の精算時に提示される店舗用媒体を識別可能な媒体識別情報を、上記第１の取得部によ
り取得された上記車両識別情報に関連付けて取得するステップと、
　上記駐車場管理装置の記憶部が、上記車両識別情報と上記媒体識別情報とを関連付けて
登録情報として記憶するステップと、
　上記駐車場管理装置の第３の取得部が、駐車場から出場する車両の上記車両識別情報を
取得するステップと、
　上記駐車場管理装置の要求部が、上記第３の取得部から取得された上記車両識別情報に
関連して上記記憶部に記録された上記媒体識別情報に基づいて、店舗の上記代金精算情報
を記憶する店舗装置に、上記媒体識別情報に関連する上記代金精算情報を要求するステッ
プと、
　上記駐車場管理装置の精算部が、上記要求部による要求に応じて上記店舗装置から送信
された、上記媒体識別情報に関連する上記代金精算情報に基づいて、駐車場から出場する
車両の駐車場の割引情報を含む利用金額を算出するステップと、を含む。
【００１９】
　本発明のさらに他の形態に係る駐車場管理プログラムは、第１の取得部と、第２の取得
部と、記憶部と、第３の取得部と、要求部と、精算部と、として情報処理装置を機能させ
る。
　上記第１の取得部は、駐車場に入場する車両を識別可能な車両識別情報を取得する。
　上記第２の取得部は、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代金の精算時に提示
される店舗用媒体を識別可能な媒体識別情報を、上記第１の取得部により取得された上記
車両識別情報に関連付けて取得する。
　上記記憶部は、上記車両識別情報と上記媒体識別情報とを関連付けて登録情報として記
憶する。
　上記第３の取得部は、駐車場から出場する車両の上記車両識別情報を取得する。
　上記要求部は、上記第３の取得部から取得された上記車両識別情報に関連して上記記憶
部に記録された上記媒体識別情報に基づいて、店舗の代金精算情報を記憶する店舗装置に
、上記媒体識別情報に関連する上記代金精算情報を要求する。
　上記精算部は、上記要求部による要求に応じて上記店舗装置から送信された、上記媒体
識別情報に関連する上記代金精算情報に基づいて、上記駐車場から出場する車両の上記駐
車場の割引情報を含む利用金額を算出する。
【００２０】
　本発明のさらに他の形態に係る登録装置は、第１の読み取り部と、第２の読み取り部と
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、出力部とを具備する。
　上記第１の読み取り部は、駐車場を利用する車両に対して発行された駐車場発行物に記
録された、車両を識別可能な車両識別情報を読み取る。
　上記第２の読み取り部は、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代金の精算時に
提示される店舗用媒体に記録された媒体識別情報を読み取る。
　上記出力部は、読み取られた上記車両識別情報と読み取られた上記媒体識別情報とを関
連付けて出力する。
【００２１】
　上記登録装置は、
　店舗で代金の精算時に発行された店舗発行物に記録された上記代金精算情報を読み取る
第３の読み取り部をさらに具備し、
　上記出力部は、上記第１の読み取り部によって読み取られた上記車両識別情報と上記第
３の読み取り部によって読み取られた上記代金精算情報とを関連付けて出力してもよい。
【００２２】
　本発明のさらに他の形態に係る登録方法は、
　駐車場を利用する車両に対して発行された駐車場発行物に記録された、車両を識別可能
な車両識別情報を読み取るステップと、
　駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代金の精算時に提示される店舗用媒体に記
録された媒体識別情報を読み取るステップと、
　読み取られた上記車両識別情報と読み取られた上記媒体識別情報とを関連付けて出力す
るステップと、を含む。
【００２３】
　本発明のさらに他の形態に係る駐車場管理システムは、店舗装置と、駐車場管理装置と
、を具備する。
　上記店舗装置は、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗の代金精算情報を記憶する
。
　上記駐車場管理装置は、第１の取得部と、第２の取得部と、記憶部と、第３の取得部と
、要求部と、精算部とを有する。
　上記第１の取得部は、駐車場に入場する車両を識別可能な車両識別情報を取得する。
　上記第２の取得部は、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代金の精算時に提示
される店舗用媒体を識別可能な媒体識別情報を、上記第１の取得部により取得された上記
車両識別情報に関連付けて取得する。
　上記記憶部は、上記車両識別情報と上記媒体識別情報とを関連付けて登録情報として記
憶する。
　上記第３の取得部は、駐車場から出場する車両の上記車両識別情報を取得する。
　上記要求部は、上記第３の取得部から取得された上記車両識別情報に関連して上記記憶
部に記録された上記媒体識別情報に基づいて、店舗の上記代金精算情報を記憶する店舗装
置に、上記媒体識別情報に関連する上記代金精算情報を要求する。
　上記精算部は、上記要求部による要求に応じて上記店舗装置から送信された、上記媒体
識別情報に関連する上記代金精算情報に基づいて、駐車場から出場する車両の駐車場の割
引情報を含む利用金額を算出する。
【００２４】
　上記駐車場管理システムは、
　車両に対して発行された上記駐車場発行物に記録された、上記車両識別情報を読み取る
第１の読み取り部と、
　上記店舗用媒体に記録された上記媒体識別情報を読み取る第２の読み取り部と、
　上記第１の読み取り部によって読み取られた上記車両識別情報と上記第２の読み取り部
によって読み取られた上記媒体識別情報とを関連付けて出力する出力部と
　を有する登録装置をさらに具備し、
　上記第２の取得部は、上記登録装置の出力部から出力された上記車両識別情報と上記媒
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体識別情報とを関連付けて取得してもよい。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のように、本発明によれば、店舗での代金精算に応じた割引情報を駐車場の利用料
金の精算に反映することが容易であり、かつ円滑な駐車場の入場及び出場が可能となる駐
車場管理装置、駐車場管理方法、駐車場管理プログラム及び駐車場管理システム、並びに
それらに用いられる登録装置及び登録方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る駐車場管理システムの構成例を示す概略図である。
【図２】駐車場及び店舗の構成例を示す図である。
【図３】駐車場管理システムに含まれる駐車券発行機の機能的な構成を示すブロック図で
ある。
【図４】駐車場管理システムに含まれる出口精算機の機能的な構成を示すブロック図であ
る。
【図５】駐車券発行機の一動作例を示すフローチャートである。
【図６】Ａは、駐車券発行機により発行される駐車券の外観の一例を示す図であり、Ｂは
、駐車券に記録されている情報の一例を示す図である。
【図７】出口精算機の一動作例を示すフローチャートである。
【図８】駐車場管理システムに含まれる駐車場管理装置の機能的構成を示すブロック図で
ある。
【図９】駐車場管理装置の一動作例を示すフローチャートである。
【図１０】駐車場管理システムに含まれる店舗装置の店舗データベース（ＤＢ）の構成例
を示す図である。
【図１１】駐車場管理システムに含まれる登録装置の外観の一例を示す斜視図である。
【図１２】登録装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図１３】店舗で発行されたレシートの一例を示す図である。
【図１４】登録装置の割引モードにおける動作例を示すフローチャートである。
【図１５】駐車券に記録された情報の例を示す図であり、Ａは店舗での代金精算情報が記
録された割引処理後の駐車券、事前精算機における精算後に記録されている駐車券、登録
処理後であって駐車場利用料金の精算前の駐車券、に記録された情報の例をそれぞれ示す
。
【図１６】登録装置の登録モードにおける動作例を示すフローチャートである。
【図１７】駐車場に設置されたデータベースの構成例を説明する図であり、Ａは在車ＤＢ
、Ｂは登録情報ＤＢを示す。
【図１８】出口精算機から排出された、登録画面のウェブページのＵＲＬが記録された駐
車券の一例を示す外観図である。
【図１９】登録画面の一例を示す図である。
【図２０】出口精算機により発行された、登録画面のウェブページのＵＲＬが記録された
レシートの一例を示す外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００２８】
　＜第１の実施形態＞
　［駐車場管理システムの概略構成］
　図１は、本発明の一実施形態に係る駐車場管理システムの構成例を示す概略図である。
　駐車場管理システム１００は、駐車場管理装置１０と、管理会社端末２０と、店舗装置
３０Ａ，３０Ｂと、駐車場装置４０Ａ，４０Ｂと、複数のユーザ端末５０を備える。これ
らの端末及び装置は、インターネット、広域通信回線網等のネットワークＮを介して相互
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に通信可能に接続されている。
【００２９】
　駐車場管理装置１０は、各駐車場Ａ，Ｂの駐車場装置４０Ａ，４０Ｂの全体的な管理を
行い、駐車場装置４０Ａ，４０Ｂから駐車場の全体的な管理に関する情報を収集する。具
体的には、駐車場管理装置１０は、複数の駐車場ごとに、各々の駐車場の情報を登録して
保管したり、運営収支情報を記録して保管したり、各駐車場の満空車情報を収集して、別
途情報出力したり、駐車場機器のエラー履歴や釣銭管理状況を収集して記録したり、駐車
場管理センタのオペレータＰＣから駐車場機器を遠隔で操作する仲介をしたり、といった
基本的機能を有する。
　さらに、駐車場管理装置１０は、本実施形態に係る駐車場管理サービスを提供可能に構
成される。当該駐車場管理サービスは、詳細は後述するが、ユーザの店舗における代金精
算情報を駐車場の利用料金の精算に反映して割引することが可能となり、さらに、所定の
登録処理を行うことで、ノンストップで駐車場の入場、出場が可能になるものである。
　ここでいう「ユーザ」とは、車両の搭乗者であって駐車場及び店舗の利用者をいうもの
とする。
【００３０】
　駐車場管理装置１０は、本実施形態において、複数のサーバ装置１１と、データベース
（ＤＢ）１２とを有する。サーバ装置１１は、それぞれ、異なる処理を実行可能に構成さ
れていてもよく、例えばメールサーバ、Ｗｅｂ・ＡＰサーバ、各種のＤＢを包括的に管理
するＤＢサーバ等であってもよい。例えばＷｅｂ・ＡＰサーバ（以下Ｗｅｂサーバ）は、
駐車場ごとの会員登録情報や、駐車場ごとの満空データに加えて、店舗ごとの割引金額デ
ータ等を集計して駐車場装置４０Ａ，４０Ｂに送信する。また、Ｗｅｂサーバは、ユーザ
端末５０からの要求に応じて駐車場に関する情報を提供するＷｅｂページを送信する。
　各サーバ装置１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等のコンピュータの
構成に必要なハードウェアを有する。
　データベース１２は、例えばサーバ装置１１のＤＢサーバのメモリに格納されていても
よいし、サーバ装置１１に接続された他のメモリ装置に格納されていてもよい。
【００３１】
　管理会社端末２０は、駐車場を所有するオーナから駐車場の管理業務を委託された管理
会社のオペレータにより使用される。オペレータにより、例えば日常の問合せ対応、ユー
ザ対応、駐車場装置４０等の故障時の保守メンテナンス作業の情報提供等が行われる。
　なお、図示はしないが、駐車場を所有するオーナにより使用される端末装置がネットワ
ークＮを介して管理会社端末２０に接続可能に構成されていてもよい。
【００３２】
　ユーザ端末５０は、ユーザにより使用される情報処理装置であり、図１に示すようなノ
ートＰＣ（Personal computer）及びスマートフォンや、デスクトップＰＣ、携帯型タブ
レット等で構成され得る。
　ユーザ端末５０は、例えば、ユーザがＷｅｂブラウザを介してアクセスすることで、駐
車場管理装置１０から提供される駐車場に関する情報を表示することが可能に構成される
。さらに本実施形態において、ユーザ端末５０は、ユーザの操作に基づいて、後述する駐
車場利用料金の割引サービスを受けるための登録処理を実行すること等が可能である。
【００３３】
　店舗装置３０Ａ，３０Ｂは、それぞれ店舗Ａ，Ｂの精算業務等を管理することが可能に
構成される。店舗装置３０Ａ，３０Ｂは、少なくとも１種類の装置を含むが、図１の店舗
装置３０Ａ，３０Ｂに示すように、複数の装置を含んでいてもよい。例えば、店舗装置３
０Ａは、レジ３１と、店舗サーバ３２等を有し、店舗装置３０Ｂも同様に構成され得る。
なお、図１では、各店舗装置３０Ａ，３０Ｂに含まれる代表的な機器を示している。店舗
装置の詳細な構成は後述する。
　店舗装置３０Ａ，３０Ｂの少なくとも一部は店舗内に設置され得るが、一部は店舗外に
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設置され、店舗内に設置された装置と所定のネットワークを介して接続されていてもよい
。店舗外に設置される装置の例としては、例えば複数の支店やフランチャイズ店の業務を
統括するサーバ装置が挙げられる。
【００３４】
　ここで、本実施形態において店舗とは、代金の精算が行われる施設をいい、商業施設の
他、美容室、リラクゼーション施設、フィットネスクラブ、医療施設等でもよい。
【００３５】
　駐車場装置４０Ａ，４０Ｂは、それぞれ異なる駐車場Ａ，Ｂに設置されている。本実施
形態において、駐車場Ａは、店舗Ａの提携駐車場又は併設された駐車場であり、例えば店
舗Ａに隣接している。駐車場Ｂは、店舗Ｂの提携駐車場又は併設された駐車場であり、例
えば店舗Ｂに隣接している。また、駐車場Ｃは、店舗Ｂの提携駐車場であり、例えば店舗
Ｂ及び駐車場Ｂに隣接し、駐車場装置４０Ｃは駐車場Ｃに設置されている。
　駐車場装置４０Ａ，４０Ｂ，４０Ｃは、少なくとも１種類の装置を含むが、図１の駐車
場装置４０Ａ，４０Ｂに示すように、複数の装置を含んでいてもよい。
　駐車場装置４０Ｃは、いわゆるスタンドアローン型の装置であって、ネットワークＮに
は接続されていないが、主に駐車券等を介して、本実施形態の駐車場管理サービスの一部
を提供することが可能に構成される。
　なお、図１では、各駐車場装置４０Ａ，４０Ｂ，４０Ｃに含まれる代表的な機器を示し
ている。駐車場装置の詳細な構成は後述する。
【００３６】
　［駐車場及び店舗の概略構成］
　図２は、駐車場及び店舗の構成例を示す図である。同図では、駐車場Ａと店舗Ａの例を
示し、店舗装置３０Ａを店舗装置３０、駐車場装置４０Ａを駐車場装置４０と称して説明
する。なお、駐車場及び店舗の構成、並びに駐車場装置４０及び店舗装置３０の構成は、
以下の構成に限定されない。
【００３７】
　駐車場Ａは、入場レーンＡ１と、入場レーンＡ１の側方に設置された入場レーン側のア
イランドＡ２と、出場レーンＡ３と、出場レーンＡ３の側方に設置された出場レーン側の
アイランドＡ４と、駐車エリアＡ５とを有する。駐車場装置４０を構成する複数の装置は
、それぞれ所定のエリアに設置されており、通信ラインＬ１によって相互に接続されてい
る。通信ラインＬ１は、例えば、有線又は無線のＬＡＮ（Local Area Network）で構成さ
れる。
【００３８】
　駐車場装置４０は、駐車場入場レーンＡ１に設置された構成として、第１のループコイ
ル４１１と、第２のループコイル４１２と、ゲートバー４１３とを有する。
　第１のループコイル４１１及び第２のループコイル４１２は、入場レーンＡ１に埋設さ
れた車両センサの一例であり、車両が接近したことを検出可能に構成される。ゲートバー
４１３は、後述するゲート開閉機４２１に接続される。
【００３９】
　駐車場装置４０は、入場レーン側のアイランドＡ２に設置された構成として、駐車券発
行機６０と、ゲート開閉機４２１と、アンテナ装置４２２とを有する。
　ゲート開閉機４２１は、駐車券発行機６０によって制御され、ゲートバー４１３を駆動
する。
【００４０】
　アンテナ装置４２２は、入口レーンＡ１のゲート開閉機４２１より進行方向に進んだ位
置に設置され、本実施形態における受信機として機能する。なお、アンテナ装置４２２の
設置位置は、上記に限定されず、ゲート開閉機４２１より進行方向手前であってもよい。
アンテナ装置４２２は、車両に搭載されたＥＴＣ車載器を識別するＷＣＮを受信し、受信
したＷＣＮを通信ラインＬ１経由で駐車券発行機６０等に送信することが可能に構成され
る。より具体的には、アンテナ装置４２２は、所定の電波を発信することにより、当該電
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波に応答したＥＴＣ車載器から送信されたＷＣＮを受信する。
　アンテナ装置４２２は、例えば、ＤＳＲＣ（Dedicated Short Range Communications）
アンテナと路側機により構成されている。アンテナ装置４２２は、有料道路のＥＴＣ料金
所用途のＷＣＮ受信装置よりも簡易的で小型の機器であり、ＷＣＮの受信のみ行えるよう
に機能が制限されていてもよい。アンテナ装置４２２は、ＥＴＣ車載器との通信距離も比
較的短く設定され得るが、少なくとも第１のループコイル４１１に車両が差し掛かった位
置では、ＥＴＣ車載器と通信可能に構成される。
【００４１】
　駐車券発行機６０は、駐車券の発行およびゲート開閉機４２１の制御等を行う。駐車券
発行機６０は、所定の登録処理をしているＥＴＣ車載器搭載車両に対しては駐車券の発行
を行わないが、詳細は後述する。駐車券発行機６０の前面部には、図示はしないが、駐車
券発行釦、駐車券発行口、駐車券を抜き取るようにアナウンスするスピーカや、満空車情
報等を表示する表示器等が設けられている。
【００４２】
　駐車場装置４０は、出場レーンＡ３に設置された構成として、第１のループコイル４３
１と、第２のループコイル４３２と、ゲートバー４３３とを有する。
　第１のループコイル４３１及び第２のループコイル４３２は、出場レーンＡ３に埋設さ
れた車両センサであり、車両が接近したことを検出可能に構成される。ゲートバー４３３
は、後述するゲート開閉機４４１に接続される。
【００４３】
　駐車場装置４０は、出場レーン側のアイランドＡ４に設置された構成として、出口精算
機７０と、ゲート開閉機４４１と、アンテナ装置４４２とを有する。
　ゲート開閉機４４１は、出口精算機７０によって制御され、ゲートバー４４３を駆動す
る。
　アンテナ装置４４２は、出場レーンＡ３のゲート開閉機４４１より進行方向に進んだ位
置に設置され、本実施形態における受信機として機能する。アンテナ装置４４２は、車両
に搭載されたＥＴＣ車載器を識別するＷＣＮを受信し、受信したＷＣＮを通信ラインＬ１
経由で出口精算機７０等に送信することが可能に構成される。アンテナ装置４４２は、ア
ンテナ装置４２２と同様に構成され得るため、詳細な説明を省略する。なお、アンテナ装
置４４２の設置位置も上記に限定されず、ゲート開閉機４４１より進行方向手前であって
もよい。
【００４４】
　出口精算機７０は、駐車料金の精算処理およびゲート開閉機４４１の制御等を行う。出
口精算機７０の前面部には、図示はしないが、硬貨投入口、紙幣挿入口、駐車券挿入口、
表示器、領収証釦、釣銭／領収証取出口等が設けられている。
【００４５】
　駐車場装置４０は、駐車エリアＡ５外や店舗との通路等に設置された構成として、事前
精算機４５１と登録装置８０とを有する。事前精算機４５１及び登録装置８０は、店舗の
エレベータホール等にも設置されることができ、複数台運用されていてもよい。
　事前精算機４５１は、出口で駐車券を挿入して精算することで渋滞するのを防止するた
め、事前に精算処理を可能にする装置である。事前精算機４５１は、ゲート開閉機やルー
プコイルには接続されていないが、出口精算機７０とほぼ同じ構成であるため、詳細な説
明は省略する。
【００４６】
　さらに、駐車場装置４０は、駐車場Ａ構内又は構外の任意の場所に設置された、駐車場
管理ＰＣ４６１と、駐車場サーバ４６２と、駐車場ＤＢ４６３とを有する。
　駐車場管理ＰＣ４６１及び駐車場サーバ４６２は、通信ラインＬ１によって、駐車券発
行機６０、アンテナ装置４２２、出口精算機７０、アンテナ装置４４２、事前精算機４５
１及び登録装置８０等と相互に接続される。さらに駐車場管理ＰＣ４６１及び駐車場サー
バ４６２は、ネットワークＮを介して外部の駐車場管理装置１０と接続されている。
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　駐車場ＤＢ４６３は、駐車場の契約車両の情報を格納した契約車ＤＢ、駐車場の在車情
報を格納した在車ＤＢ、アンテナ装置４２２，４４３が受信したＷＣＮの情報を格納した
ＷＣＮ－ＤＢ等を有していてもよい。ＷＣＮ－ＤＢには、例えば、ＷＣＮ毎に、後述する
登録処理がされているか否かについての情報が記憶されている。駐車場ＤＢ４６３は、駐
車場サーバ４６２に記憶されていてもよいし、駐車場サーバ４６２に接続された他の記憶
装置に記憶されていてもよい。
【００４７】
　店舗装置３０は、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗の代金精算情報を記憶する
ことができ、複数のレジ３１と、店舗サーバ３２と、店舗管理ＰＣ３３と、店舗ＤＢ３４
とを有する。店舗管理ＰＣ３３は、複数のレジ３１と店舗用通信ラインＬ２を介して接続
されており、さらにネットワークＮを介して外部の駐車場管理装置１０と接続されている
。店舗用通信ラインＬ２は、例えばＬＡＮで構成される。店舗装置３０は、一般的な店舗
ネットワーク構成であり、上述の構成に限定されない。
【００４８】
　［駐車券発行機の機能的な構成］
　図３は、駐車券発行機６０の機能的な構成を示すブロック図である。
　駐車券発行機６０は、ＣＰＵ６１１と、メモリ６１２と、これらとバス６１３を介して
接続されるインターフェイス６１４とを有する。メモリ６１２は、例えばＲＯＭ、ＲＡＭ
、フラッシュメモリ等から構成され、種々のプログラムや種々の駐車データ等が記憶され
る。
　インターフェイス６１４には、駐車券リーダライタ６１５、駐車券フィーダ６１６、表
示器／スピーカ６１７、操作釦６１８、ゲート制御部６１９、車両検出部６２０、及び通
信部６２１が接続される。
　ＣＰＵ６１１は、メモリ６１２に格納されたプログラムに従って各ブロックの動作を制
御する。
　駐車券リーダライタ６１５は、供給されたブランク駐車券に駐車券番号や日時等を記録
する。
　駐車券フィーダ６１６は、駐車券を発行する際にブランクの駐車券を一枚ずつ供給する
。
　表示器／スピーカ６１７は、車両のドライバであるユーザに対して操作を案内する画面
を表示し、音声を再生する。
　ゲート制御部６１９は、ゲート開閉機４２１を制御する。
　車両検出部６２０は、第１のループコイル４１１及び第２のループコイル４１２に接続
され、車両の接近や車両の通過を検出する。
　通信部６２１は、駐車場の通信ラインＬ１に接続され、アンテナ装置４２２や、出口精
算機７０に接続される。
【００４９】
　［出口精算機の機能的な構成］
　図４は、出口精算機７０の機能的な構成を示すブロック図である。
　出口精算機７０は、バス７１３を介して互いに接続されるＣＰＵ７１１、メモリ７１２
、及びインターフェイス７１４を有する。インターフェイス７１４には、駐車券リーダラ
イタ７１５、紙幣・硬貨管理部７１６、表示器／スピーカ７１７、領収証プリンタ７１８
、操作釦７１９、ゲート制御部７２０、車両検出部７２１、及び通信部７２２が接続され
る。
　ＣＰＵ７１１は、メモリ７１２に格納されたプログラムに従って各ブロックの動作を制
御する。
　駐車券リーダライタ７１５は、挿入口に挿入された駐車券から駐車券情報を読み込み、
駐車時間及び割引情報をもとに、精算金額を算出する。
　紙幣・硬貨管理部７１６は、紙幣・硬貨投入口に投入された紙幣等を受け取り、投入金
額を算出する。また精算により必要となった釣り銭等を準備し、紙幣・硬貨返却口に供給
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する。
　領収証プリンタ７１８は、領収証に精算額や日時等をプリントする。
　ゲート制御部７２０は、ゲート開閉機４４１を制御する。
　車両検出部７２１は、第１のループコイル４３１及び第２のループコイル４３２に接続
され、車両の接近や車両の通過を検出する。
　通信部７２２は、駐車場の通信ラインＬ１に接続され、アンテナ装置４４２や、駐車券
発行機６０に接続される。
【００５０】
　［駐車券発行機の動作］
　続いて、駐車券発行機６０の動作の概略について説明する。
　本実施形態の駐車券発行機６０は、所定の登録処理を行っている場合には駐車券を発行
せずに車両を通過させ、登録処理を行っていない場合は駐車券を発行して車両を通過させ
ることができる。
【００５１】
　ここでいう登録処理とは、車両を識別可能な車両識別情報と店舗用媒体を識別可能な媒
体識別情報とを関連付けて登録情報として記憶する処理である。登録処理を行うことで、
車両識別情報を基に、登録された媒体識別情報に関する店舗の代金精算情報を参照するこ
とが可能となり、当該代金精算情報に応じた駐車料金の割引サービスが自動的に適用され
得る。
【００５２】
　車両識別情報とは、車両を識別可能な情報であればよく、例えば車両に搭載されたＥＴ
Ｃ（Electronic Toll Collection）車載器を識別するＷＣＮ（Wireless Call Number）を
含む情報、車両のナンバープレートを含む情報等であり得る。本実施形態では、車両識別
情報は、ＷＣＮを含むものとして説明する。
【００５３】
　店舗用媒体とは、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗で代金の精算時に提示され
る媒体であり、例えば当該店舗のポイントカードや会員カード、非接触型ＩＣカード、当
該店舗で用いられる電子マネー、クレジットカード、診察券等であり得る。
【００５４】
　図５は、駐車券発行機６０の一動作例を示すフローチャートである。
　まず、駐車券発行機６０の車両検出部６２０は、第１のループコイル４１１からの出力
により車両の接近を検出する（ステップ１）。
　続いて、駐車券発行機６０は、アンテナ装置４２２からＷＣＮを受信したか否か判定す
る（ステップ２）。
　ＷＣＮを受信しない場合は（ステップ２でＮＯ）、ＥＴＣ車載器を搭載していない車両
として、駐車券を発行する（ステップ５）。駐車券には、駐車券リーダライタ６１５によ
り、現在の日時や駐車場ＩＤ等が記録されている。なお、定期券を読み取って車両を入場
させる運用形態の駐車場であれば、一旦「発券釦を押して駐車券をお取りください。定期
券をお持ちの方は定期券を挿入してください。」といった表示やアナウンスを行う処理が
追加される。
　続いて、駐車券発行機６０が発行された駐車券が抜き取られたか否か判定し（ステップ
６）、抜き取られた場合は（ステップ６でＹＥＳ）、ゲートバー４１３を開ける（ステッ
プ７）。
　続いて、駐車券発行機６０の車両検出部６２０が、第２のループコイル４１２からの出
力により車両の通過を検出し（ステップ８）、ゲートバー４１３を閉じる（ステップ９）
。
　最後に、発行した駐車券ＩＤ等を駐車場サーバ４６２に送信する（ステップ１０）。
【００５５】
　一方、ステップ２でＷＣＮを受信した場合（ステップ２でＹＥＳ）、駐車券発行機６０
は、当該ＷＣＮが登録処理されているか判定する（ステップ３）。例えば、駐車券発行機
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６０は、駐車場サーバ４６２のＷＣＮ－ＤＢに、受信したＷＣＮが登録されているか否か
照会する。
　登録されている場合には（ステップ３でＹＥＳ）、駐車券を発行せずにゲートバー４１
３を開け（ステップ７）、ステップ８以降の処理を行う。なお、この場合、ステップ１０
では、駐車券ＩＤに替えて受信したＷＣＮの情報を駐車場サーバ４６２に送信する。
　登録されていない場合には（ステップ３でＮＯ）、ＷＣＮを駐車券に記録できる状態に
暗号化、若しくは単に符号化（セット）して（ステップ４）、駐車券リーダライタ６１５
により現在の日時や駐車場ＩＤ等と併せて駐車券に記録し、駐車券を発行する（ステップ
５）。なお、この場合、ステップ１０では、駐車券ＩＤに加えて、受信したＷＣＮの情報
を駐車場サーバ４６２に送信する。
【００５６】
　このように、本実施形態によれば、登録されていないＷＣＮを受信した場合に、駐車場
を利用する車両に対して発行された駐車券にその情報を記録することができる。
【００５７】
　図６Ａは、駐車券発行機６０により発行された駐車券Ｔの外観図である。
　駐車券Ｔは、磁気ストライプ部Ｔ１と、複数の印刷文字領域Ｔ２と、余白部Ｔ３とを有
する。
　印刷文字領域Ｔ２には、例えば、駐車場名、駐車日時、及び駐車券を用いて割引サービ
スの会員登録ができる旨が記載されている。
　磁気ストライプ部Ｔ１には、駐車券ＩＤ、駐車場ＩＤ、駐車券発行機６０を識別する発
券機ＩＤ、発行日時、ＷＣＮの情報、登録の有無、精算の有無等が記憶されている。
　例えば図６Ｂには、駐車券Ｔの磁気ストライプ部Ｔ１等に記録されている情報（以下、
駐車券情報と称する）の一例を示している。
【００５８】
　［出口精算機の動作］
　続いて、出口精算機７０の動作の概略について説明する。
　本実施形態の出口精算機７０は、登録済みのＷＣＮ（車両識別情報）を受信した場合に
は所定の決済方法により利用料金を精算するものとして車両を通過させ、未登録のＷＣＮ
を受信した場合又はＥＴＣ車載器を搭載していない場合には、駐車券に記録された情報に
基づいて駐車場の利用料金を精算することができる。
【００５９】
　図７は、出口精算機７０の一動作例を示すフローチャートである。
　まず、出口精算機７０の車両検出部７２１は、第１のループコイル４３１からの出力に
より車両の接近を検出する（ステップ１１）。
　続いて、出口精算機７０は、アンテナ装置４４２からＷＣＮを受信したか否か判定する
（ステップ１２）。ＷＣＮを受信していないと判定された場合（ステップ１２でＮＯ）、
出口精算機７０は、駐車券リーダライタ７１５により駐車券が読み取られたか（即ち、挿
入されたか）否かを判定する。本ステップにおいては、駐車券が読み取られたかだけでな
く、駐車券に記録された入場時の日時等の整合性を確認してもよい。なお、適宜「駐車券
を入れてください。定期券をお持ちの方は定期券を挿入してください。」といった表示や
アナウンスを行う処理が追加されてもよい。
　駐車券が読み取られたと判定された場合（ステップ１３でＹＥＳ）、駐車券に記録され
た発行日時等から駐車場の利用料金を算出し、利用料金を精算する（ステップ１４）。本
ステップでは、出口精算機７０の表示器／スピーカ７１７が、「料金は○○円です。硬貨
または紙幣でお支払ください。」といった表示やアナウンスを適宜行ってもよい。
　続いて、出口精算機７０はゲートバー４３３を開け（ステップ１５）、第２のループコ
イル４３２からの出力により車両の通過を検出し（ステップ１６）、ゲートバー４３３を
閉じる（ステップ１７）。
　最後に、出口精算機７０は、読み取った駐車券ＩＤ等を駐車場サーバ４６２に送信する
（ステップ１８）。
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【００６０】
　一方、ステップ１２でＷＣＮを受信したと判定した場合は（ステップ１２でＹＥＳ）、
さらに受信されたＷＣＮが登録されているか否か判定する（ステップ１９）。本ステップ
では、図５のステップ３と同様に、駐車場サーバ４６２のＷＣＮ－ＤＢに受信したＷＣＮ
が登録されているか否か照会することができる。
　ＷＣＮが登録済みであると判定した場合は（ステップ１９でＹＥＳ）、駐車場サーバ４
６２のＤＢ４６３に照会することでＷＣＮに関連付けられた情報をセット（抽出）し（ス
テップ２０）、ＥＴＣ車載器搭載車両として駐車場利用料金の精算をする（ステップ２１
）。ここで、ＷＣＮに関連付けられた情報は、ＷＣＮに対応する媒体識別情報に関連付け
られた店舗での代金精算情報や、ＷＣＮに関連して登録された決済方法の情報、ＷＣＮに
関連付けて記憶された駐車場の入場日時等を含む。
　決済方法については、例えばＥＴＣカードによる決済であって、有料道路の利用に課金
されたものを決済するのと同様に、予め登録したクレジット会社を介して料金の引き落と
しがなされるものであってもよい。また、これに限定されず、ＥＴＣカードとは異なるク
レジットカードによる決済を登録してもよいし、現金による決済方法を登録することも可
能である。
　精算後、出口精算機７０はゲートバー４３３を開け（ステップ１５）、ステップ１６以
降の処理を実行する。なお、この場合、ステップ１８では、駐車券ＩＤに替えて、受信し
たＷＣＮの情報を駐車場サーバ４６２に送信する。
【００６１】
　一方、ステップ１９でＷＣＮが登録されていないと判定された場合は、ステップ１３，
１４と同様に駐車券の読み取り及び精算処理を行い（ステップ２２，２３）、その後、駐
車券リーダライタ７１５により、駐車券にＷＣＮの情報を含む登録処理に用いられる所定
の情報が記録され（ステップ２４）、駐車券が排出される（ステップ２５）。
　続いて、出口精算機７０が、発行された駐車券が抜き取られたか否か判定し（ステップ
２６）、抜き取られた場合は（ステップ２６でＹＥＳ）、ゲートバー４３３を開け（ステ
ップ１５）、ステップ１６以降の処理を実行する。なお、この場合、ステップ１８では、
駐車券ＩＤに加えて、受信したＷＣＮの情報を駐車場サーバ４６２に送信する。
【００６２】
　以上のように、本実施形態によれば、（１）ＥＴＣ搭載車であり、ＷＣＮの登録処理を
行っている場合（即ち、車両識別情報を取得でき、登録処理を行っている場合）は、駐車
券を発行することなく入場処理を行い、駐車券を介することなく出場処理を行うことがで
きる（ＥＴＣ車決済）。これにより、ノンストップで入場及び出場処理を行うことが可能
となる。
　また、（２）ＥＴＣ搭載車であり、ＷＣＮの登録処理を行っていない場合（即ち、車両
識別情報を取得でき、登録処理を行っていない場合）、及び（３）ＥＴＣ搭載車の場合（
即ち、車両識別情報を取得できず、登録処理を行っていない場合）、は、いずれも駐車券
を発行して入場処理を行い、駐車券を介して出場処理を行うことができる。これにより、
登録処理を行っていない車両であっても、円滑に入場及出場処理を行うことが可能となる
。
　さらに、後述するように、（２）の場合は、入場時に発行される駐車券及び出場時に排
出された駐車券にＷＣＮの情報（車両識別情報）が記録され、駐車中及び出場後に登録処
理を円滑に行うことができる。
【００６３】
　また、本実施形態において、駐車場の割引サービスの提携が可能な店舗における代金精
算情報に基づいて、駐車場の割引情報を含む利用金額を算出することができる。駐車場の
利用金額の算出にあたっては、駐車場管理装置１０が、駐車場サーバ４６２を含む駐車場
装置４０から取得された車両識別情報等と、店舗装置３０から送信された媒体識別情報に
関連する代金精算情報とに基づいて、駐車場の割引情報を含む利用料金を算出することが
できる。
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　以下、駐車場管理装置の構成及び動作について詳細に説明する。
【００６４】
　［駐車場管理装置の機能的構成］
　図８は、駐車場管理装置１０の機能的構成を示すブロック図である。なお、図８に示す
構成は、複数のサーバ装置１１及びデータベース１２によって実現され得る。
　駐車場管理装置１０は、ＣＰＵ１１１と、メモリ１１２と、これらとバス１１３を介し
て接続されるインターフェイス１１４とを有する。メモリ１１２は、例えばＲＯＭ、ＲＡ
Ｍ、フラッシュメモリ等から構成され、種々のプログラムや種々の駐車データ等が記憶さ
れる。
　インターフェイス１１４には、第１の取得部１１５と、第２の取得部１１６と、記憶部
１１７と、第３の取得部１１８と、要求部１１９と、精算部１２０と、通信部１２１とが
接続される。
　ＣＰＵ１１１は、メモリ１１２に格納されたプログラムに従って各ブロックの動作を制
御する。
　第１の取得部１１５は、ネットワークＮを介して駐車場装置４０（例えば駐車場サーバ
４６２）から、駐車場に入場する車両を識別可能な車両識別情報（ＷＣＮ）を取得する。
すなわち第１の取得部１１５は、駐車場に設置されたアンテナ装置４２２によって受信さ
れたＷＣＮを取得する。
　第２の取得部１１６は、店舗用媒体を識別可能な媒体識別情報を、第１の取得部１１５
により取得された車両識別情報に関連付けて取得する。第２の取得部１１６は、本実施形
態において、ネットワークＮを介して登録装置８０及びユーザ端末５０に接続される。
　記憶部１１７は、車両識別情報と媒体識別情報とを関連付けて登録情報として記憶する
。記憶部１１７は、データベース１２により実現され得る。
　第３の取得部１１８は、ネットワークＮを介して駐車場装置４０（例えば駐車場サーバ
４６２）に接続され、駐車場から出場する車両の車両識別情報（ＷＣＮ）を取得する。す
なわち第３の取得部１１８は、駐車場に設置されたアンテナ装置４４２によって受信され
たＷＣＮを取得する。
　要求部１１９は、第３の取得部１１８から取得された車両識別情報に関連する媒体識別
情報に基づいて、店舗の代金精算情報を記憶する店舗装置３０に、媒体識別情報に関連す
る代金精算情報を要求する。要求部１１９は、ネットワークＮを介して、店舗装置３０に
アクセスすることが可能に構成される。
　精算部１２０は、要求部１１９による要求に応じて店舗装置３０から送信された、媒体
識別情報に関連する代金精算情報に基づいて、駐車場から出場する車両の駐車場の割引情
報を含む利用金額を算出する。精算部１２０は、ネットワークＮに接続され、算出した駐
車場の利用金額を駐車場装置４０に送信することが可能に構成される。
　通信部１２１は、ネットワークＮに接続される。
【００６５】
　［駐車場管理装置の動作］
　図９は、駐車場管理装置１０の一動作例を示すフローチャートである。
　同図に示す例では、ＥＴＣ車載器搭載車両であって未登録の車両が駐車場に入場し、駐
車中に登録処理を行い、店舗で代金の精算をした後、ＥＴＣ車載器搭載車両であって登録
済みの車両として駐車場を出場する、という動作例を示す。
【００６６】
　まず、第１の取得部１１５が、駐車場装置４０から、駐車場に入場する車両を識別可能
な車両識別情報（ＷＣＮ）を取得する（ステップ３１）。第１の取得部１１５は、ＷＣＮ
の情報の他、駐車券発行機６０が図５のステップ１０で駐車場サーバ４６２に送信された
、駐車券ＩＤ、入場日時等を取得することができる。取得されたこれらの情報は、データ
ベース１２に記憶される。
【００６７】
　駐車場入場後、ユーザは、店舗用媒体と、ＷＣＮの情報が記録された駐車券とを用いて
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、媒体識別情報とＷＣＮとを関連付けて登録するための所定の登録処理を実行する。登録
処理の具体例については後述する。
【００６８】
　登録処理に伴い、第２の取得部１１６が、店舗用媒体を識別可能な媒体識別情報を、第
１の取得部１１５により取得されたＷＣＮに関連付けて取得する（ステップ３２）。第２
の取得部１１６は、ＷＣＮに紐付けられた媒体識別情報を取得できればよい。また、第２
の取得部１１６は、上記情報に加えて決済方法の情報についても取得することができる。
　続いて、記憶部１１７が、ＷＣＮと媒体識別情報とを関連付けて登録情報として記憶す
る（ステップ３３）。登録情報は、例えばデータベース１２の登録ＤＢに記憶され、一部
の情報が駐車場ＤＢ４６３にコピーされてもよい。
【００６９】
　ユーザは、駐車中、駐車場と提携している店舗で商品を購入等し、代金を支払う。この
代金の精算時に、ユーザは、店舗用媒体を提示し、レジ３１等が媒体識別情報を読み取る
。これにより、店舗で支払った代金の金額及び精算日時等が、媒体識別情報に関連付けら
れて店舗サーバ３２の店舗ＤＢ３４等に記憶される。なお、ユーザの代金の精算に関する
店舗装置３０の一連の処理は、公知の方法で実行されればよい。
　図１０は、店舗装置３０の店舗ＤＢ３４の構成例を示す図である。
　店舗装置３０の店舗ＤＢ３４には、媒体識別情報に関連付けられた精算情報が記憶され
ている。精算情報は、金額のみならず、精算の日時やレシートＩＤ等を含んでいてもよい
。このような店舗ＤＢ３４は、一般的な店舗ネットワーク構成に含まれるものでもよく、
特に限定されない。
【００７０】
　そして、第３の取得部１１８が、駐車場装置４０から、出場する車両の車両識別情報（
ＷＣＮ）を取得する（ステップ３４）。第３の取得部１１８は、データベース１２を参照
して、取得されたＷＣＮと入場時に取得したＷＣＮとを照合するとともに、取得されたＷ
ＣＮが登録情報として記憶されているか否か判定してもよい。
　続いて、要求部１１９が、第３の取得部１１８から取得されたＷＣＮに関連する媒体識
別情報に基づいて、店舗の代金精算情報を記憶する店舗装置３０に、媒体識別情報に関連
する代金精算情報を要求する（ステップ３５）。要求部１１９は、記憶部１１７（データ
ベース１２）の登録情報を参照することで、取得されたＷＣＮに関連する媒体識別情報を
抽出することができる。また、要求部１１９は、車両の入場日時及び現在時刻を参照し、
媒体識別情報に関連する代金精算情報のうち、当該入場日時から現在の時刻までの間の代
金精算情報のみを要求してもよい。
　店舗装置３０は、要求部１１９の要求に応じて、媒体識別情報に関連する代金精算情報
を上記ＤＢ３４から抽出し、駐車場管理装置１０に送信する。
【００７１】
　最後に、精算部１２０が、要求部１１９による要求に応じて店舗装置３０から送信され
た媒体識別情報に関連する代金精算情報に基づいて、駐車場から出場する車両の駐車場の
割引情報を含む利用金額を算出する（ステップ３６）。
　具体的には、精算部１２０は、店舗の代金精算情報に応じて駐車場の利用金額を割り引
くことができる。割引方法等は特に限定されない。例えば、駐車場と提携する店舗との間
で設定された割引プログラムが予めメモリ１１２等に記憶されており、精算部１２０は、
当該プログラムに基づいて、店舗での精算金額から割引額を算出してもよい。あるいは、
精算部１２０は、予め店舗装置３０側で算出された割引金額を代金精算情報として取得し
、用いてもよい。さらには、店舗での精算金額から割引時間を算出して実駐車時間から減
算し、利用金額を算出してもよい。
　精算部１２０は、算出された駐車場の割引情報を含む利用金額（割引情報を反映して算
出された利用金額）を駐車場装置４０に送信する。これにより、出口精算機７０が、図７
のステップ２１において駐車場の利用金額を精算することができる。
【００７２】
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　以上のように、本実施形態の駐車場管理装置１０によれば、駐車場と提携する店舗にお
ける代金精算情報を駐車場の利用金額に反映させることができる。さらに、車両識別情報
と媒体識別情報とを登録した場合、当該媒体識別情報に係る店舗における代金精算情報に
関しては、ユーザによる特段の処理を必要とせずに駐車場の利用金額に反映させることが
できる。これにより、ユーザの手を煩わせることなく、円滑な割引処理が可能となる。
　さらに、本実施形態によれば、要求部１１９が媒体識別情報を基に店舗装置３０に代金
精算情報を要求することから、既存の構成の店舗装置３０を用いることができる。これに
より、店舗各々に新たな装置を導入することなく、低コストで駐車場管理システム１００
を構築することができる。
【００７３】
　［登録処理の概要］
　本実施形態において、第２の取得部１１６は、駐車場を利用する車両に対して発行され
た駐車場発行物に記録されたＷＣＮに関連付けて媒体識別情報を取得することができる。
　ここでいう駐車場発行物とは、駐車場を利用する車両に対して発行される券等をいい、
例えば上述の駐車券、駐車場の利用料金に係る領収証、整理券等をいう。
【００７４】
　一例として、第２の取得部１１６は、駐車場発行物（例えば駐車券）に記録された車両
識別情報（ＷＣＮ）と、店舗用媒体の媒体識別情報とを読み取り可能な装置（登録装置８
０）から、読み取られたＷＣＮと読み取られた媒体識別情報とを関連付けて取得すること
ができる。
　具体的には、登録装置８０が、受信されたＷＣＮの情報が記録された駐車券と店舗用媒
体とを所定の処理によって読み取ることにより、第２の取得部１１６がこれらの情報を取
得することができる。この例において、登録処理は、例えば駐車場の入場後であって出場
前の駐車中に登録装置８０を用いて実行され得る。
　ＷＣＮは、例えば、番号が直接駐車券に印字されていてもよいし、駐車券の磁気ストラ
イプ部等に記録されていてもよい。あるいは、ＷＣＮは、暗号化され、一次元バーコード
や、ＱＲコード（登録商標）のような二次元バーコード、その他の記号、文字、図形等と
して記録されていてもよい。
【００７５】
　［登録装置の構成］
　図１１は、本実施形態に係る登録装置８０の外観の一例を示す斜視図であり、図１２は
、登録装置８０の機能的構成を示すブロック図である。
　本実施形態の登録装置８０は、登録処理が可能であり、さらに後述するように店舗用媒
体やレシート等を用いて駐車場利用金額の割引処理も可能である。
【００７６】
　図１２に示すように、登録装置８０は、ＣＰＵ８１１と、メモリ８１２と、これらとバ
ス８１３を介して接続されるインターフェイス８１４とを有する。メモリ８１２は、例え
ばＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ等から構成され、種々のプログラムや種々の駐車デ
ータ等が記憶される。
　インターフェイス８１４には、駐車券リーダライタ８１５、ＩＣカードリーダ８１６、
ポイントカードリーダ８１７、レシートリーダ８１８、複数の操作釦８１９、スピーカ８
２０、表示部８２１、及び通信部８２２が接続されている。
【００７７】
　駐車券リーダライタ８１５は、駐車場を利用する車両に対して発行された駐車場発行物
（例えば駐車券）に記録された、車両を識別可能な車両識別情報（ＷＣＮの情報）を読み
取ることができ、本実施形態において第１の読み取り部として機能する。駐車券リーダラ
イタ８１５は、例えば図１１に示すように、登録装置８０の正面に配置された駐車券挿入
口８２３から挿入された駐車券を読み取ることが可能に構成される。
　ＩＣカードリーダ８１６及びポイントカードリーダ８１７は、駐車場の割引サービスの
提携が可能な店舗で代金の精算時に提示される店舗用媒体（ここでは非接触型ＩＣカード
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及びポイントカード）に記録された媒体識別情報を読み取ることができ、本実施形態にお
いて第２の読み取り部として機能する。例えば図１１に示すように、ＩＣカードリーダ８
１６は登録装置８０の上面に配置され、ポイントカードリーダ８１７は、側面に配置され
る。
　通信部８２２は、読み取られた車両識別情報（ＷＣＮの情報）と読み取られた媒体識別
情報とを関連付けて出力することができ、本実施形態において出力部として機能する。
　複数の操作釦８１９は、例えば、割引、取消、登録、決定等の各操作にそれぞれ対応し
ており、例えば図１１に示すように、登録装置８０の上面に配置される。
　スピーカ８２０は、ユーザの操作を音声により誘導する。
　表示部８２１は、例えば図１１に示すように複数のＬＥＤランプを含み、各ランプが「
ＯＫ」「ＥＲＲ（エラー）」等に対応している。
【００７８】
　レシートリーダ８１８は、店舗で代金の精算時に発行された店舗発行物に記録された代
金精算情報を読み取ることができ、本実施形態において第３の読み取り部として機能する
。
　なお、店舗発行物とは、店舗で代金の精算時に発行されたレシート、領収証、割引券等
をいうものとする。
　レシートリーダ８１８は、図１１に示すように、登録装置８０の前面凹部８２４に設け
られたレシート置き台８２５に載せたレシートに記録された情報を前面凹部８２４の天井
側からスキャンして読み取ることができる。
【００７９】
　図１３は、本実施形態における店舗で発行されたレシートの一例を示す図である。
　レシートＲには、代金精算情報が暗号化されて記録された割引用バーコードＲ１が印刷
されている。なお、代金精算情報は、図に示すような一次元バーコードに限定されず、Ｑ
Ｒコード（登録商標）のような二次元バーコード、その他の記号、文字、図形等として記
録されていてもよい。あるいは、レシートリーダ８１８が文字を認識することが可能であ
れば、一般的なレシートに印字される代金の精算額（合計金額等）を代金精算情報として
用いてもよい。
【００８０】
　［登録装置の動作］
　続いて、上記登録装置８０の典型的な動作例について説明する。
　ここでは、登録装置８０が割引モードと登録モードとを有しており、自動的に、あるい
は操作釦８１９に対する操作等によってこれらのモードが切り替えられるものとして説明
する。なお、登録装置８０は、汎用性の観点から、デフォルトで割引モードに設定されて
いてもよい。
【００８１】
　（割引モードにおける動作）
　図１４は、本実施形態に係る登録装置８０の割引モードにおける動作例を示すフローチ
ャートである。
　まず、登録装置８０は、駐車券が駐車券挿入口８２３に挿入され、駐車券リーダライタ
８１５によって駐車券が読み取られたか否か判定する（ステップ４１）。
　駐車券が読み取られた場合（ステップ４１でＹＥＳ）、登録装置８０は、駐車券に未登
録のＷＣＮが記録されており駐車券リーダライタ８１５によって当該ＷＣＮが読み取られ
たか否か判定する（ステップ４２）。未登録のＷＣＮが読み取られた場合は（ステップ４
２でＹＥＳ）、登録モードへ移行してもよく（ステップ４３）、それについては後述する
。
　未登録のＷＣＮが読み取られていない場合（ステップ４２でＮＯ）、登録装置８０は、
レシートリーダ８１８によってレシートが読み取られたか（ステップ４４）、ポイントカ
ードが読み取られたか（ステップ４５）、あるいはＩＣカードが読み取られたか（ステッ
プ４６）、を繰り返し判定する。この間、登録装置８０は、スピーカ８２０により、適宜
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「店舗で発行されたレシートを読み取らせてください、また、ポイントカードやＩＣカー
ドを読み取らせてください」等と出力し、ユーザの操作を誘導してもよい。
　そして、登録装置８０は、これらのうちの１又は複数において読み取られたと判定され
た場合、操作釦８１９により決定操作がなされたか否か判定する（ステップ４７）。
【００８２】
　続いて、登録装置８０は、読み取られたポイントカード、非接触型ＩＣカード、及びレ
シートの情報を店舗装置３０の店舗ＤＢ３４へ照会する（ステップ４８）。照会内容は、
例えば、店舗レシートの情報の整合性、及び既に同一の精算情報を用いた割引処理が行わ
れていないか、等である。本実施形態において、登録装置８０は、店舗装置３０とは直接
接続されていない。そこで、例えば、登録装置８０は、駐車場サーバ４６２からネットワ
ークＮを介して駐車場管理装置１０へ店舗ＤＢ３４の必要な情報を要求し、駐車場管理装
置１０のＤＢ１２に一時的にコピーされた店舗ＤＢ３４の情報を当該要求に応じて取得す
る。このとき、駐車場サーバ４６２が、送信された情報を照会し、その照会結果を登録装
置８０に送信することができる。
　照会の結果、すでに割引に利用された精算情報であった場合や、店舗レシートの情報の
整合性が確認できず、割引処理が適用できない場合には（ステップ４９でＮＯ）、登録装
置８０は、表示部８２１及びスピーカ８２０を用いてエラーを出力し（ステップ５０）、
例えば駐車券を排出して（ステップ５２）、処理を終了する。この場合は、ステップ５１
の処理は行わなくてもよい。
【００８３】
　一方、照会の結果、割引処理が適用可能な場合は（ステップ４９でＹＥＳ）、登録装置
８０は、駐車券リーダライタ８１５によって駐車券に割引情報を記録する（ステップ５１
）。割引情報は、駐車場の利用金額の算出に必要な店舗での代金精算情報であればよく、
例えば、駐車券に記録された割引処理の回数や、割引処理に係る代金の合計金額の情報等
を含む。
【００８４】
　図１５Ａは、店舗での代金精算情報が記録された割引処理後の駐車券情報の例を示す図
である。
　図１５Ａに示すように、割引処理後の駐車券情報には、発行時の駐車券情報（図６Ｂ参
照）に加え、登録装置８０のＩＤ（書込機ＩＤ）、割引処理の年月時分、割引種別や割引
額等の情報が含まれる。また、登録装置８０による割引処理を複数回行った場合には、処
理毎にこれらの情報が追加される。さらに、この駐車券情報は、ＷＣＮの情報を含んでい
る。
　なお、図１５Ｂは、例えば事前精算機４５１における精算後に記録されている駐車券情
報の例を示す図である。この駐車券情報では、図１５Ａの駐車券情報において「精算前」
と記録されていた精算ステータスが「精算後」に書き換えられており、精算額の情報が追
加されている。
【００８５】
　そして、登録装置８０は、駐車券挿入口８２３から駐車券を排出し（ステップ５２）、
駐車券ＩＤと店舗での代金精算情報、読み取ったポイントカード等の媒体識別番号（カー
ドＩＤ等）を駐車場サーバ４６２に送信する（ステップ５３）。
　これにより、割引処理を終了する。
【００８６】
　このように、上記動作例によれば、ＷＣＮが未登録の場合であっても、駐車券に店舗で
の代金精算情報を記録することができ、ＥＴＣ車載器搭載の有無、及び登録の有無によら
ず、割引処理を実行することが可能となる。
　また、駐車券に直接割引に関する情報を記録することにより、ネットワークＮに接続さ
れた駐車場（例えば駐車場Ａ，Ｂ）のみならず、出口精算機７０又は事前精算機４５１と
同様の精算機が設置されたスタンドアローン型の駐車場Ｃであっても、駐車場利用金額の
割引サービスを提供することができる。
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【００８７】
　（登録モードにおける動作）
　一方、ステップ４２で駐車券に記録された未登録のＷＣＮが読み取られた場合（ステッ
プ４２でＹＥＳ）、登録モードに移行する。
　図１６は、本実施形態に係る登録装置の登録モードにおける動作例を示すフローチャー
トである。
　まず、登録装置８０は、例えばスピーカ８２０によって登録案内を出力する（ステップ
６１）。具体的には、「ＥＴＣ車載器の番号を登録しますか。登録する場合は登録釦を押
してください。登録せずに割引処理をする場合は、割引釦を押して下さい。」等といった
アナウンスが出力され得る。
　続いて、登録装置８０は、操作釦８１９の登録釦が押下操作されたか否か判定する（ス
テップ６２）。
　登録釦が操作されず（ステップ６２でＮＯ）、割引釦が押下操作された場合は（ステッ
プ６３でＹＥＳ）、割引モードのステップ４４へ移行し（ステップ６４）、割引処理が実
行される。
　一方、登録釦が押下操作された場合は（ステップ６２でＹＥＳ）、図１４のステップ４
４，４５と同様に、ポイントカードリーダ８１７がポイントカードを読み取り（ステップ
６５）又はＩＣカードリーダ８１６が非接触型ＩＣカードを読み取る（ステップ６６）。
　そして、登録装置８０は、これらのうちのいずれかが読み取られたと判定された場合、
操作釦８１９により決定操作がなされたか否か判定する（ステップ６７）。
　決定操作がなされたと判定された場合（ステップ６７でＹＥＳ）、登録装置８０は、登
録された情報を駐車券に記録し（ステップ６８）、駐車券挿入口８２３から駐車券を排出
する（ステップ６９）。
　例えば図１５Ｃに示すように、登録処理後であって駐車場利用料金の精算前の駐車券情
報においては、図１５Ａ，Ｂの駐車券情報で「未登録」と記載されていた登録ステータス
が「登録」と書き換えられている。
　そして、通信部８２２が、読み取ったＷＣＮと、読み取ったポイントカード等の媒体識
別番号（カードＩＤ等）、駐車券ＩＤ等を駐車場サーバ４６２に送信（出力）する（ステ
ップ７０）。これにより、登録処理を終了する。
【００８８】
　図１７は、本実施形態に係る駐車場サーバ４６２の駐車場ＤＢ４６３の構成例を説明す
る図であり、Ａは在車ＤＢ、Ｂは登録情報ＤＢを示す。
　図１７Ａに示すように、在車ＤＢは、駐車券ＩＤ、ＷＣＮ、登録の有無と、登録されて
いる店舗媒体情報とを記録する。さらに、在車ＤＢは、割引処理で用いたレシートの番号
等も記憶することができる。また、図示はしないが、入場日時、レシートの読み込み日時
等をさらに記憶していてもよい。
　図１７Ｂに示すように、登録ＤＢは、ＷＣＮと媒体識別情報とを関連付けて登録情報と
して記憶する。また、登録ＤＢは、在車ＤＢと相互に接続されており、登録されたＷＣＮ
の車両が在車した場合は、登録ＤＢの該当するＷＣＮの欄にフラグが立てられるように設
定されていてもよい。これにより、登録ＤＢを参照しても在車の有無を判定することがで
きる。
　これらのＤＢのうち、少なくとも登録ＤＢは、駐車場管理装置１０の記憶部１１７にバ
ックアップされている。駐車場管理装置１０の記憶部１１７には、複数の駐車場に設置さ
れた駐車場装置４０の登録ＤＢの情報が記憶され得る。
【００８９】
　以上のように、本実施形態によれば、登録装置８０に駐車券と店舗用媒体とを読み取ら
せることで、ＷＣＮの情報と媒体識別情報とを関連付けて容易に登録することができる。
　また、複数店舗において利用される店舗用媒体を登録しておくことにより、これらの店
舗と提携する複数の駐車場においても、同様に割引サービスを提供することができる。
【００９０】
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　さらに、本実施形態において、駐車場ＤＢ４６３の登録ＤＢ及び駐車場管理装置１０の
記憶部１１７は、１のＷＣＮと、複数の店舗用媒体からそれぞれ取得された複数の媒体識
別情報各々とを関連付けて記憶することが可能に構成される（図１７Ｂ参照）。さらに、
複数の店舗用媒体は、異なる店舗の店舗用媒体を含んでいてもよい。この場合は、登録装
置８０に、１の駐車券に対して複数の店舗用媒体を読み取らせればよい。若しくは、１の
店舗用媒体に続いて他の店舗用媒体を読取らせればよい（後述の変形例２を参照）。
　これにより、例えば車両に複数の搭乗者がおり、各自が異なる店舗用媒体を所有してい
る場合であっても、全ての搭乗者の異なる店舗における代金精算金額を合算し、駐車場の
利用金額の割引処理を行うことができる。あるいは、車両の搭乗者が複数の店舗でそれぞ
れ異なる店舗用媒体を利用して買い物をした場合にも、それらの精算金額を合算し、駐車
場の利用金額の割引処理を行うことができる。
【００９１】
　［登録装置を用いない登録処理の例］
　上述の実施形態においては、登録装置８０を用いて登録処理を行う例を示したが、これ
に限定されない。
　例えば、駐車場発行物には、車両識別情報（ＷＣＮ）と媒体識別情報とを関連付けて登
録するための登録画面のウェブページのＵＲＬ（Uniform Resource Locator）が記録され
ており、第２の取得部１１６は、ウェブページを用いて登録が申請された媒体識別情報を
、ＷＣＮに関連付けて取得してもよい。
　また例えば、登録画面のウェブページのＵＲＬが記録された駐車場発行物は、図７のス
テップ２５において排出された駐車券であってもよい。
【００９２】
　図１８は、登録画面のウェブページのＵＲＬが記録された駐車券Ｔ'の外観図である。
　駐車券Ｔ'は、図６の駐車券Ｔと同様の磁気ストライプ部Ｔ１、複数の印刷文字領域Ｔ
２、及び余白部Ｔ３を有し、さらに余白部Ｔ３に印刷された登録用二次元コードＴ４を有
する。
　印刷文字領域Ｔ２には、例えば、駐車場名、入場日時、出場日時、駐車場料金の精算金
額、及び駐車券を用いて割引サービスの会員登録ができる旨、記載されている。
　磁気ストライプ部Ｔ１には、駐車券ＩＤ、駐車場ＩＤ、駐車券発行機６０を識別する発
券機ＩＤ、発行日時、ＷＣＮの情報等が記憶されている。
　登録用二次元コードＴ４には、例えば、ＷＣＮの情報と、ＷＣＮに対応する登録画面の
ウェブページのＵＲＬとが記録されている。ここでいうＷＣＮに対応する登録画面とは、
例えば、ＷＣＮが既に記入されており、ユーザにより媒体識別番号や決済方法を記入する
ことが可能な登録画面や、ＵＲＬ等にＷＣＮの情報が含まれており、ＷＣＮに１対１に対
応している登録画面をいうものとする。
　ユーザは、二次元コード読取り機能を有するスマートフォン、タブレット等のユーザ端
末５０により登録用二次元コードＴ４を読み取り、上記ＵＲＬにアクセスすることができ
る。
【００９３】
　図１９は、登録画面の一例を示す図である。
　登録画面Ｇは、駐車場管理装置１０が生成したものであり、例えば、駐車券Ｔ'に記録
されたＷＣＮ、及び駐車場名等が自動的に入力されている。
　ユーザは、登録を希望する店舗用媒体（カード）の名称や媒体識別番号（カード番号）
、利用者名、決済情報等を入力し、「登録」キーをクリック、タップ等の操作により選択
することで、ＷＣＮと関連付けられた媒体識別番号の登録が可能となる。
　登録キーが選択された場合、入力された情報が駐車場管理装置１０へ送信される。
　駐車場管理装置１０は、登録内容の整合性等を店舗装置３０へ問合せることで確認し、
確認ができた場合、登録処理を完了する。
【００９４】
　さらに、図１９に示すように、登録画面Ｇは、それぞれ異なる店舗用媒体の情報を入力
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するための複数のタブを有していてもよい。異なるタブをクリックすることで（例えばカ
ードＮｏ．２）、異なる店舗用媒体の情報を入力することができる。これにより、駐車場
管理装置１０の記憶部１１７が、１のＷＣＮと、複数の店舗用媒体からそれぞれ取得され
た複数の媒体識別情報各々とを関連付けて記憶することができる。
【００９５】
　本実施例に用いられる駐車券Ｔ'は、図７で説明した出口精算機の動作のステップ２２
において排出された駐車券であってもよい。
　これにより、駐車場出場後廃棄される駐車券を有効活用できるとともに、駐車場の出場
後のユーザの都合のよい時間に会員登録の手続が可能となる。
　また、この登録画面ＧのＵＲＬは、登録装置８０を用いて登録処理を行ったユーザに対
しても、メール等で配信されてもよい。これにより、ユーザが、ユーザ端末５０を用いて
、決済手続の情報や、他の店舗用媒体の情報等を容易に追加登録することができる。
【００９６】
　なお、図９に示した駐車場管理装置１０の一動作例を、駐車場出場後に登録処理を行う
場合に適用することも可能である。
　すなわち、図９のステップ３１が１回目の駐車場入場時に行われ、その後取得されたＷ
ＣＮに係る車両が未登録車として出場する。
　１回目の駐車場出場後、「登録装置を用いない登録処理の例」で説明したように、ユー
ザが、出場時に排出された駐車券等を用いて登録画面のウェブページのＵＲＬにアクセス
し、登録処理を実行する。これにより、図９のステップ３２とステップ３３が行われる。
　２回目の駐車場入場時は、「登録車両」としてノンストップで入場し、提携店舗での代
金の精算後、２回目の駐車場出場（精算）時に、ステップ３５とステップ３６とが行われ
る。
　これによっても、上述の実施形態と同様に、駐車場と提携する店舗における代金精算情
報を駐車場の利用金額に反映させることができ、ユーザの手を煩わせることなく、円滑な
割引処理が可能となる。
【００９７】
　［変形例］
　以下、本実施形態の変形例について説明する。
【００９８】
　（変形例１：駐車券以外の駐車場発行物を用いた登録処理）
　登録画面Ｇを用いて登録処理を行う場合、駐車券発行物として駐車券Ｔ'を用いると説
明したが、これに限定されない。
　図２０に示すように、駐車場発行物である駐車場利用金額が記載されたレシートＲ'（
以下、駐車場レシートと称する）に登録用二次元コードＴ４が記録されていてもよい。
　これによっても、駐車券Ｔ'を用いる場合と同様に、ユーザが登録用二次元コードＴ４
ユーザ端末５０により登録用二次元コードＴ４を読み取り、上記ＵＲＬにアクセスするこ
とができ、登録手続を行うことができる。
【００９９】
　（変形例２：登録装置による登録処理の変形例）
　図１６に示す登録処理では、まず駐車券を登録装置８０の駐車券挿入口８２３に挿入し
て駐車券リーダライタ８１５に駐車券を読み取らせ、その後店舗用媒体を読み取らせると
説明したが、店舗用媒体の追加登録を行う場合には、これに限定されない。
　例えば、登録装置８０のＩＣカードリーダ８１６又はポイントカードリーダ８１７が、
登録済みの店舗用媒体の媒体識別情報を読み取り、続いて同様に未登録の店舗用媒体の媒
体識別情報を読み取り、通信部８２２がこれらの媒体識別情報を関連付けて出力すること
で、店舗用媒体の追加登録が可能となる。
　具体的に、まず登録装置８０は、操作釦８１９の登録釦が押下操作されたか否か判定し
、ＩＣカードリーダ８１６又はポイントカードリーダ８１７が、登録済みの店舗用媒体の
媒体識別情報を読み取る。登録装置８０は、読み取られた媒体識別情報に基づいて駐車場
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サーバ４６２の登録ＤＢに登録情報を問い合わせ、登録情報が確認できれば、ＩＣカード
リーダ８１６又はポイントカードリーダ８１７が未登録の店舗用媒体を読み取る。
【０１００】
　なお、読み取った登録済みの店舗用媒体が、複数のＷＣＮの情報に関連付けられている
こともある（例えば、ユーザが複数の車両を利用している場合等）。この場合は、登録装
置８０が駐車場サーバ４６２に問合せて、在車ＤＢの情報から在車しているＷＣＮを抽出
し、上記複数のＷＣＮのうち在車しているＷＣＮと関連付けて登録するようにする。登録
装置８０は、駐車場又は店舗に設置されるため、登録装置８０を用いた登録手続は、駐車
中に行われたものであると推認できる。したがって、上記処理により、読み取った登録済
みの店舗用媒体が複数のＷＣＮの情報に関連付けられている場合でも、適切なＷＣＮに対
して登録処理を実行することができる。
【０１０１】
　（変形例３：登録後のレシートによる割引適用）
　上述の実施形態では、駐車場割引サービスに会員登録されている場合、店舗で代金の精
算時に店舗用媒体を提示するだけで、駐車場利用金額の割引が適用され、かつノンストッ
プで出場できると説明した。
　一方で、駐車場と提携している店舗であっても店舗用媒体を発行していない場合や、会
員登録しているユーザであっても店舗用媒体を携帯していない場合もある。
　そこで、登録しているユーザであっても、登録装置８０がレシート等の店舗発行物に記
録された店舗での代金精算情報を読み取ることで、駐車場利用金額の割引を適用できるよ
うにしてもよい。
【０１０２】
　具体的に、まず登録装置８０は、操作釦８１９の割引釦が押下操作されたか否か判定し
、ＩＣカードリーダ８１６又はポイントカードリーダ８１７が、登録済みの店舗用媒体の
媒体識別情報を読み取る。登録装置８０は、駐車場サーバ４６２に問い合わせ、読み取っ
た店舗用媒体が登録ＤＢに登録されているか確認してもよい。また、変形例２と同様に、
読み取られた媒体識別情報に複数のＷＣＮが関連付けられている場合は、在車ＤＢを参照
して在車している車両のＷＣＮについての登録情報を選択することができる。続いて、レ
シートリーダ８１８が、レシートに記録された代金精算情報を読み取る。通信部８２２は
、読み取った代金精算情報と、登録情報（又は当該登録情報に係るＷＣＮの情報）とを関
連付けて出力する。
【０１０３】
　これにより、店舗用媒体を介さずとも、登録情報として記憶された決済方法によって駐
車場料金を精算することが可能となり、ノンストップで出場することが可能となる。
　さらに、店舗用媒体の発行されている店舗と、発行されていない店舗との双方の代金の
精算額を合算して割引処理に適用することができる。
【０１０４】
　以上、本発明の各実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態及び変形例に
のみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え
得ることは勿論である。例えば本発明の実施形態は各変形例を組み合わせた実施形態とす
ることができる。
【０１０５】
　例えば、車両識別情報は、ＷＣＮに限定されず、車両のナンバープレートであってもよ
い。この場合は、入場時又は駐車スペースにおける駐車時に、各車両のナンバープレート
を撮像し、画像解析等することにより抽出された車両のナンバープレート上の陸運支局名
、分類番号、ひらがな、一連指定番号、及びプレート色で構成されるナンバー情報を車両
識別情報としてもよい。
　あるいは、車両識別情報は、車両自体を撮像した画像、その他の車両を識別可能な情報
であればよい。
【０１０６】
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　また、駐車場管理装置１０は、複数のサーバ装置１１及びＤＢ１２とで構成され得る旨
、説明したが、駐車場管理装置１０が、駐車場装置４０の一部を含んで構成されてもよい
。例えば、駐車場管理装置１０は、複数のサーバ装置１１、ＤＢ１２及び駐車場サーバ４
６２で構成され、精算部１２０が駐車場サーバ４６２によって実現されてもよい。あるい
は、駐車場管理装置１０の記憶部１１７が駐車場サーバ４６２の駐車場ＤＢ４６３によっ
て実現されてもよい。
【符号の説明】
【０１０７】
　１０…駐車場管理装置
　３０…店舗装置
　８０…登録装置
　１００…駐車場管理システム
　１１５…第１の取得部
　１１６…第２の取得部
　１１７…記憶部
　１１８…第３の取得部
　１１９…要求部
　１２０…精算部
　８１５…駐車券リーダライタ（第１の読み取り部）
　８１６…ＩＣカードリーダ（第２の読み取り部）
　８１７…ポイントカードリーダ（第２の読み取り部）
　８１８…レシートリーダ（第３の読み取り部）
　８２２…通信部（出力部）

【図１】 【図２】
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