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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の利用者が有する情報端末に情報を配信する情報配信システムであって、
　車両に設置されたＥＴＣ車載器の固有情報を無線通信にて受信する基地局装置と、
　前記基地局装置から前記ＥＴＣ車載器の固有情報を受信し、受信した固有情報に基づき
前記情報端末を特定する情報配信先管理装置と、
　前記情報配信先管理装置にて特定される情報端末に情報を配信する情報配信装置とを備
え、
　前記情報配信先管理装置は、受信した固有情報に任意の識別情報を対応付けて登録する
とともに、当該識別情報を車両の利用者に通知し、利用者により送信される識別情報及び
情報端末を特定するための宛先情報を受信し、該識別情報に該宛先情報を対応付けて登録
することにより、前記識別情報を介して前記固有情報に対応付けられた前記宛先情報によ
り、前記情報端末を特定することを特徴とする情報配信システム。
【請求項２】
　車両の利用者が有する情報端末に情報を配信する情報配信システムであって、車両に設
置されたＥＴＣ車載器の固有情報を無線通信にて受信する基地局装置と、前記基地局装置
から前記ＥＴＣ車載器の固有情報を受信し、受信した固有情報に基づき前記情報端末を特
定する情報配信先管理装置と、前記情報配信先管理装置にて特定される情報端末に情報を
配信する情報配信装置とで構成される情報配信システムにおける情報配信先管理装置であ
って、
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　受信した固有情報に任意の識別情報を対応付けて登録するとともに、当該識別情報を車
両の利用者に通知し、利用者により送信される識別情報及び情報端末を特定するための宛
先情報を受信し、該識別情報に該宛先情報を対応付けて登録することにより、前記識別情
報を介して前記固有情報に対応付けられた前記宛先情報により、前記情報端末を特定する
ことを特徴とする情報配信先管理装置。
【請求項３】
　車両の利用者が有する情報端末に情報を配信する情報配信システムであって、
　車両に設置されたＥＴＣ車載器の固有情報を無線通信にて受信する基地局装置と、
　前記基地局装置から前記ＥＴＣ車載器の固有情報を受信し、受信した固有情報に基づき
前記情報端末を特定する情報配信先管理装置と、
　前記情報配信先管理装置にて特定された情報端末に情報を配信する情報配信装置と、
　車両の利用者により利用者情報が入力される入力手段とを備え、
　前記情報配信先管理装置は、受信した固有情報に前記入力手段により入力された利用者
情報を対応付けて登録するとともに、利用者により送信される利用者情報及び情報端末を
特定するための宛先情報を受信し、該利用者情報に該宛先情報を対応付けて登録すること
により、前記利用者情報を介して前記固有情報に対応付けられた前記宛先情報により、前
記情報端末を特定することを特徴とする情報配信システム。
【請求項４】
　車両の利用者が有する情報端末に情報を配信する情報配信システムであって、車両に設
置されたＥＴＣ車載器の固有情報を無線通信にて受信する基地局装置と、前記基地局装置
から前記ＥＴＣ車載器の固有情報を受信し、受信した固有情報に基づき前記情報端末を特
定する情報配信先管理装置と、前記情報配信先管理装置にて特定された情報端末に情報を
配信する情報配信装置と、車両の利用者により利用者情報が入力される入力手段とで構成
される情報配信システムにおける情報配信先管理装置であって、
　受信した固有情報に前記入力手段により入力された利用者情報を対応付けて登録すると
ともに、利用者により送信される利用者情報及び情報端末を特定するための宛先情報を受
信し、該利用者情報に該宛先情報を対応付けて登録することにより、前記利用者情報を介
して前記固有情報に対応付けられた前記宛先情報により、前記情報端末を特定することを
特徴とする情報配信先管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、車両等の移動体と基地局との間の通信に基づく情報配信技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両などの位置情報や車両位置に関連した情報などを簡単な操作で入手できるようにす
る為に、車両等移動体側に製造番号や呼び出し符号などの固有の識別情報を保持した狭域
通信の移動局通信装置を設け、路上に設置した狭域通信の基地局通信装置により前記移動
局通信装置の固有情報を読み取り、読取った識別情報に基づき情報の配信先を特定し、携
帯電話網あるいはインターネットなどの広域通信網を介して、利用者の所持する携帯電話
あるいは情報端末に情報を配信するシステムが提案されている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３２０８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記背景技術によれば、予め移動局通信装置の保持する識別情報とそれに対応した情報
の配信先を対応付けて情報配信システムに登録しておいた場合には、移動局通信装置毎の
識別情報を読み出し、読み出した識別情報に対応つけられた情報の配信先に情報を配信す
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ることができる。
  この場合、情報配信を行うためには、予め狭域通信の移動局通信装置の識別情報と、そ
れ対応した情報の配信先を情報配信システムに登録する必要がある。つまり利用者が移動
局通信装置からその識別情報を読み出す為の読み出し装置等を用いて、識別情報を読み出
した上で、情報配信システムに対して移動局通信装置の識別情報と情報の配信先を登録す
る行為が必要となり、煩雑な過程を必要とし、より一層の簡易な登録方法が望まれている
。
  また、狭域通信の移動局通信装置の製造番号や呼び出し符号などの識別情報を、利用者
が移動局通信装置から読み出す手段が提供されていない場合には、識別情報と対応付けた
情報の配信先を登録することが出来ず、上記情報配信システムを利用することが困難であ
った。また上記特許文献１にはその場合の情報の配信先の登録方法に関しては何ら開示さ
れていない。
【０００５】
　本発明の目的は上記背景技術の状況に鑑み、利用者が狭域通信の移動局通信装置からそ
の固有の識別情報を読み出すことなく、簡易な手順にて移動局通信装置の識別情報と情報
の配信先の登録を可能とする情報配信システム、情報配信システムの配信先登録方法、お
よび情報配信先管理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題点を解決するために本発明では、基地局と無線通信可能な領域を移動する移動
体側に設けられ、自装置の固有情報を保持かつ発信可能な移動局装置と、上記移動局装置
との間で無線通信可能な基地局装置と、該基地局装置から上記移動局装置の固有情報を受
信時に、受信した固有情報に基づき情報配信先の情報端末を特定する情報配信先管理装置
と、該配信先管理装置にて特定された情報端末装置に情報を配信する情報配信装置と、上
記基地局装置近傍に設置され上記移動体側に情報を通知する通知手段あるいは上記移動体
側より情報を入力する入力手段とを備える。
【０００７】
　上記情報配信先管理装置は、上記移動局装置の固有情報を受信時に、該固有情報に対応
付けた識別情報を通知手段を介して上記移動体側に通知する。あるいは入力手段を介して
移動体側から識別情報を入力する。さらに、該識別情報と共に情報配信先の情報端末を特
定する為の宛先情報を受信することにより、上記移動局の固有情報と上記情報端末の宛先
情報を対応付けて管理する。上記情報配信先管理装置は上記移動局装置の固有情報を受信
時に、該固有情報に対応する情報端末を特定し、情報配信装置にて特定した情報端末装置
に情報を配信する。
【０００８】
　これにより、利用者が狭域通信の移動局通信装置からその固有の識別情報を読み出すこ
となく、簡易な手順にて移動局通信装置の識別情報と情報の配信先を登録が可能となり、
利用者にとって利便性が向上する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、利用者の利便性を向上した情報配信システムを提供することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施例につき図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図１、図２、図３は本発明の第１の実施例の説明図である。図１は情報配信システムの
構成図、図２は情報配信システムの動作説明図、図３は利用者の所持する携帯電話の操作
説明図である。
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  本発明の第１の実施例は、狭域通信の基地局通信装置にて移動局通信装置からその固有
の識別情報を受信し、情報の配信先が登録されていない場合に、媒体発行手段により媒体
毎の識別情報を記録した記録媒体を利用者に発行し、前記媒体識別情報を用いて移動局通
信装置の識別情報と情報配信先を対応付けて登録可能とする場合の例である。
【００１２】
　図１において、１０１は車両に固定して搭載された狭域通信用の移動局通信装置、１０
２は無線通信するためのアンテナ、１０３は無線通信のための無線送受信部、１０４は移
動局通信装置を制御する通信制御手段、１０５は移動局通信装置に固有の識別ＩＤを記録
した識別情報保持手段、１０６は路上あるいは施設入退出口等に設置された狭域通信の基
地局通信装置、１０７は無線通信のためのアンテナ、１０８は無線通信のための無線送受
信部、１０９は移動局通信装置を制御する通信制御手段、１１０は情報配信のための配信
先を管理する情報配信先管理装置、１１１は情報配信先管理装置を制御する為のＩＤ管理
制御手段、１１２は利用者ごとの配信先情報を記録する為の情報記録手段、１１３は基地
局通信装置１０６近傍に設置され車両運転者である利用者に対し利用者ＩＤカードを発行
する為の媒体発行手段、１１４は媒体発行手段により発行された媒体としての利用者ＩＤ
カード、１１５は車両運転者である利用者、１１６はパーソナルコンピュータ等の情報端
末装置、１１７は電子メイル等の情報送受信機能を備えた携帯電話などの利用者１１５が
所持する携帯端末装置、１１８は携帯電話の基地局、１１９はインターネットなどのネッ
トワーク、１２０はネットワーク１１９を介して利用者の携帯端末装置１１７等に電子メ
イル等により情報を配信する情報配信装置、１２１は移動局通信装置を搭載した車両であ
る。
【００１３】
　車両に搭載される狭域通信の移動局通信装置１０１としては、自動料金支払いシステム
（ＥＴＣ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｔｏｌｌ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ）に用いられる車載
器等があげられる。ＥＴＣ車載器では通信方式としては、社団法人　電波産業会にて定め
られた標準規格「有料道路自動料金収受システム標準規格ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｔ５５　１
．０版」（平成９年１１月２７日策定）に準拠している。前記ＡＲＩＢ標準規格に準拠し
た移動局通信装置は、無線呼び出し符号（ＷＣＮ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃａｌｌ　Ｎｕｍ
ｂｅｒ）と呼ばれる移動局通信装置毎に固有の識別情報を保持しており、識別情報保持手
段１０５には例えば前記無線呼び出し符号を移動局の識別ＩＤとして記録している。無線
呼び出し符号などの移動局の識別ＩＤは、装置製造時等に装置固有の値が付与され、通常
装置利用者に対してはその値は公開されていない、その為一般的には、利用者はその値を
知ることが困難である。狭域通信の基地局通信装置１０６は数ｍから数十ｍの通信領域を
有しており、移動局通信装置１０１を搭載した車両１２１が基地局通信装置１０６の通信
領域内に進入した際に、各無線送受信部１０３および１０８を介して無線通信が行なわれ
、移動局通信装置１０１の識別情報保持手段１０５に格納した移動局識別ＩＤを、基地局
通信装置１０６にて読取ることが出来るよう構成されている。
【００１４】
　媒体発行手段１１３は基地局通信装置１０６の近傍に配置され、車両１２１が基地局通
信装置１０６の通信領域への進入時に、運転者である利用者１１５に対して利用者ＩＤカ
ード１１４を発行する。利用者ＩＤカード１１４は、発行された媒体毎に固有の媒体識別
ＩＤを記録された記録媒体で、紙あるいは樹脂等からなるカード上媒体に前記媒体識別Ｉ
Ｄを印刷記録あるいは磁気、電子的な記録がなされている。なお、媒体の発行並びに記録
する媒体識別ＩＤは情報配信先管理装置１１０により制御される。さらに利用者ＩＤカー
ド１１４上には情報配信先管理装置１１０に対して電子メイルを送信するための情報配信
管理装置メイルアドレスが記録されている。
【００１５】
　情報配信先管理装置１１０は、移動局通信装置１０１の移動局識別ＩＤとそれに対応し
た情報の配信先アドレスとしての利用者の電子メイルアドレスを対応付けて情報記録手段
１１２に記録し、車両進入時に受信した移動局識別ＩＤに対し、それに対応した配信先ア
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ドレスを情報配信装置１２０に通知する。情報配信装置１２０は情報配信先管理装置１１
０より受信した配信先アドレスに対して電子メイルにて情報を配信する。本例の場合、配
信情報は予め、該情報配信装置内に保持されている。
【００１６】
　情報端末装置１１７あるいは携帯端末装置１１７は、電子メイル等の情報の送受信機能
を有し情報配信先管理装置１１０に対する電子メイル等の情報の送信あるいは、情報配信
装置１２０からの電子メイル等の情報の受信を行なう。
  配信情報の内容としては、例えば、車両１２１が通過した基地局の位置や、基地局が位
置する地域の地域情報、道路交通情報、天候情報等がある。また基地局が駐車場などの入
退出口に設置されている場合には、車両の入退出時刻を配信しても良い。該配信情報の形
態は、文字、画像、音声のいずれでもよいし、またはこれらの組合せであってもよい。配
信情報として、車両が通過した基地局の位置情報を配信した場合には、離れた位置から、
車両の該位置の通過を確認することができるため、車両の位置管理等が可能となる。また
、携帯端末装置１１７を利用者が所持携帯し車１２１両に持ち込んだ場合には、利用者１
１５が搭乗車両１２１の現在位置や、車両位置の地域の地域情報などを入手することが可
能となる。
【００１７】
　図２および図３は上記図１における情報配信先管理装置１１０に対する情報配信先の登
録および情報配信動作の説明図である。同図はそれぞれ利用者１１５、利用者の携帯端末
装置１１７、移動局通信装置１０１、基地局通信装置１０６、情報配信先管理装置１１０
、情報配信装置１２０、媒体発行手段１１３の各機器間の動作を示しており、同図を用い
て、情報の配信先アドレスが未登録である移動局通信装置の配信先アドレスの登録の処理
手順、および登録後の情報配信の処理手順を説明する。まず車両１２１が基地局通信装置
１０６の通信領域に進入した際に、移動局通信装置１０１では通信制御手段１０４の制御
により、識別情報保持手段１０５より固有の識別情報である移動局識別ＩＤを読み出し、
無線送受信部１０３により基地局通信装置１０６に対して送信する（ステップＳ２０１）
。基地局通信装置１０６は通信制御手段１０９の制御により、無線送受信部１０８により
移動局識別ＩＤを受信し、さらに情報配信先管理装置１１０に対し受信した移動局識別Ｉ
Ｄを送信する（ステップＳ２０２）。情報配信先管理装置１１０はＩＤ管理制御手段１１
１の制御により、情報記録手段１１２を参照し、受信した移動局識別ＩＤが未登録あるい
は配信先アドレスが未登録であった場合、移動局識別ＩＤを情報記録手段１１２に新たに
登録する。さらに登録した移動局識別ＩＤに対して、それぞれの移動局識別ＩＤ毎に固有
の識別ＩＤを任意に付番し、移動局識別ＩＤと対応付けた上で情報記録手段１１２に媒体
識別ＩＤとして登録する。また、媒体発行手段１１３に対し前記媒体識別ＩＤを送信し、
媒体の発行を指示する（ステップＳ２０３）。媒体発行手段１１３は利用者ＤＩカード１
１４に、受信した媒体識別ＩＤ、及び予め登録された情報配信先管理装置の電子メイルア
ドレスを記録し、車両の搭乗者である利用者１１５に対して発行する（ステップＳ２０４
）。
【００１８】
　利用者１１５は発行された利用者ＩＤカード１１４を受け取り、利用者が所持する携帯
端末装置１１７により、受け取った利用者ＩＤカードに記録された媒体識別ＩＤを、情報
配信先管理装置のアドレスに対して電子メイルで送信する（ステップＳ２０５）。電子メ
イルでは送信元の電子メイルアドレスが送信時に自動的に付加され相手先に送信される。
すなわち利用者の携帯端末装置１１７自身の電子メイルアドレスも同時に付加され、媒体
識別ＩＤとともに送信される（ステップＳ２０６）。図３に携帯端末装置１１７による送
信操作を示す。利用者１１５は、電子メイルの宛先欄３０１に情報配信先管理装置のアド
レス、例えば件名欄３０２に媒体識別ＩＤを入力し電子メイルを送信する。これにより受
信した側では、件名を参照することで媒体識別ＩＤの内容を、送信元のメイルアドレスを
参照することで利用者の携帯端末装置１１７の電子メイルアドレスを知ることが出来る。
本実施例では特に本文欄３０３は未入力としても処理の手順には影響しない。



(6) JP 4293048 B2 2009.7.8

10

20

30

40

50

【００１９】
　情報配信先管理装置１１０は、ＩＤ管理制御手段１１４の制御により、携帯端末装置１
１７から送信された電子メイルをネットワーク１１９を介して受信する。ＩＤ管理制御手
段１１４は電子メイルにより受信した利用者の携帯端末装置１１７の電子メイルアドレス
を、同じく受信した媒体識別ＩＤと対応付けて、情報記録手段１１２に登録する。登録さ
れた電子メイルアドレスは情報の配信先アドレスとして用いられる。情報記録手段１１２
には、既にステップＳ２０３にて移動局識別ＩＤとそれに対応付けられた媒体識別ＩＤが
登録されており、配信先アドレスも移動局識別ＩＤに対応付けて登録される。上記した処
理手順にて移動局識別ＩＤと、それに対応する情報の配信先アドレスとして利用者の携帯
端末装置１１７の電子メイルアドレスの登録がなされる。
【００２０】
　続いて登録された配信先アドレスへの情報の配信動作を説明する。車両１２１が基地局
通信装置１０６の通信領域に進入した際に、移動局通信装置１０１では移動局識別ＩＤを
基地局通信装置１０６に対して送信する（ステップＳ２０７）。基地局通信装置１０６は
移動局識別ＩＤを受信し、情報配信先管理装置１１０に対し受信した移動局識別ＩＤを送
信する（ステップＳ２０８）。情報配信先管理装置１１０はＩＤ管理制御手段１１１の制
御により、情報記録手段１１２を参照し、受信した移動局識別ＩＤに対応する配信先アド
レスが登録されている場合、登録された配信先アドレスを情報配信装置１２０に送信する
（ステップＳ２０９）。情報配信装置１２０は受信した配信先アドレスに対して電子メイ
ルにて情報を配信し、利用者１１５は携帯端末装置１１７にて配信された情報を受信する
（ステップＳ２１０）。以上の処理手順にて登録された配信先アドレスに対して情報の配
信がなされる。
【００２１】
　上記した実施例では、ステップＳ２０５において利用者の情報配信先アドレスの登録の
ための操作として、携帯端末装置１１７による操作例を説明したが、携帯端末装置に限る
ものではなく、パーソナルコンピュータ等の情報端末装置１１６にても同様の操作が可能
である。また利用者による登録あるいは情報の配信方法として電子メイルを用いた場合に
ついて説明を行なったが電子メイルに限定するものもではなく、媒体識別ＩＤ、配信先ア
ドレス、配信情報等の送受信が出来る方法であれば電子メイルに限定するものでは無い。
【００２２】
　また、情報配信管理装置１１０に登録する配信先アドレスとして、移動局識別ＩＤに対
して複数の配信先アドレスの登録を受付可能に構成した場合には、車両１２１が基地局通
信装置１０６の通信領域進入時に、登録された複数の配信先アドレスに対して情報の配信
が可能となる。この場合には例えば、利用者の携帯電話の電子メイルアドレスと、家庭の
パーソナルコンピュータの電子メイルアドレスを登録することで、双方で同じ情報を共有
することが出来る。
【００２３】
　また本実施例では、利用者１１５に対して利用者ＩＤカード１１４の発行を行なってい
るが、これにより利用者は車両が基地局通信装置１１６の通信領域外に退出した後であっ
ても配信先アドレスの登録操作すなわち電子メイルの送信操作を行なうことが出来る。そ
のため、利用者が車両を停止させた安全な状態で、安心して操作を行なうことが出来る。
　また、情報配信先管理装置１１０が付番し、利用者ＩＤカード１１４に記録し発行する
媒体識別ＩＤは、移動局識別ＩＤと同一値であってもかまわず、その場合にも上記説明と
同様の動作が可能である。本実施例に示した様に移動局識別ＩＤと媒体識別ＩＤを別の値
として管理した場合には、移動局通信装置１０１の固有情報でなく情報配信先管理装置１
１０が任意に付番した値を利用者ＩＤカード１１４に記録するため、その利用者ＩＤカー
ドを他人が不正に入手した場合であっても、被害の範囲は本実施例の情報配信システムに
関連する領域に止まり、移動局識別ＩＤを用いた他のシステムにおいて悪用される危険性
が無い。また移動局識別ＩＤの値が大きな桁数の値であった場合でも、より桁数の小さな
値を媒体識別ＩＤとして異なる値として管理した場合には、利用者が携帯端末装置１１７
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の操作により配信先アドレスを登録する際の、入力操作の負担を低減することが出来る。
【００２４】
　また本実施例では、車両１２１が基地局通信装置１０６の通信領域に進入時に、媒体発
行手段１１３により利用者ＩＤカード１１４を発行するよう説明したが、記録済みの利用
者ＩＤカードを予め用意し、係員などが人手により利用者１１５に手渡しするようにして
もかまわない。また、利用者ＩＤカード１１４を発行することなく、モニタディスプレイ
等の表示装置に媒体識別ＩＤを表示し、利用者１１５が表示された媒体識別ＩＤを認識し
、情報配信先管理装置１１０に送信するようにしても良い。
  また移動局通信装置の例として、ＥＴＣ自動料金支払いシステムに用いられる車載器等
を例に説明を行なったが、車載器に固有の識別情報を送信可能なものであれば通信装置を
限定するものでは無く、ナンバープレートを電子化し車両番号等の識別情報を無線で読み
取り可能とする電子ナンバープレート等であってもかまわない。
【００２５】
　なお基地局通信装置１０６を複数設置し、設置した各々の個所で情報の配信を行なう場
合に、情報配信先管理装置１１０及び情報配信装置１２０は複数の基地局通信装置間で共
有することが可能である。また、媒体発行手段１１３は必ずしも全ての基地局通信装置１
０６に対して設置する必要は無く、利用者の利用状況に合わせて高い設置効果を得られる
個所にのみ設置しても良い。
【００２６】
　上記したごとく、本実施例では狭域通信の移動局通信装置の製造番号や呼び出し符号な
どの移動局の識別情報を、利用者が移動局通信装置から読み出す手段が提供されていない
場合であっても、情報配信システムに対して移動局通信装置の識別情報と情報の配信先の
登録が可能となる。それにより、移動局の識別情報に基づき情報の配信先を特定し、携帯
電話網あるいはインターネットなどの広域通信網を介して、利用者の所持する携帯電話あ
るいは情報端末に情報を配信するシステムを利用することが可能となる。
【実施例２】
【００２７】
　図４、図５は本発明の第２の実施例の説明図である。図４は情報配信システムの構成図
、図５は情報配信システムの動作説明図である。本第２の実施例は、狭域通信の基地局通
信装置にて移動局通信装置からその固有の識別情報を受信し、情報の配信先が登録されて
いない場合に、媒体読み取り手段により利用者の所持する記録媒体より利用者毎に固有の
利用者識別情報を読み取り、前記利用者識別情報を用いて移動局通信装置の識別情報と情
報配信先を対応付けて登録可能とする場合の例である。
【００２８】
　図４において、４０１は情報配信先管理装置、４０２は情報配信先管理装置４０１を制
御する為のＩＤ管理制御手段、４０３は配信先情報を記録する為の情報記録手段、４０４
は基地局通信装置近傍に設置され、車両運転者である利用者が所持する利用者ＩＤカード
から記録された利用者ＩＤを読取る為の媒体読み取り手段、４０５は利用者が所持する利
用者ＩＤカードである。その他、図１と同様の動作をするものには同じ符号を付してある
。
【００２９】
　利用者ＩＤカード４０５は例えば、利用者の所持する運転免許証、社員証、施設会員証
あるいは自治体の住民カード等の記録媒体であって、該記録媒体上に運転免許番号、社員
番号、会員番号、あるいは住民番号等の利用者毎の固有の利用者識別ＩＤが記録された記
録媒体である。前記利用者ＩＤカードは紙あるいは樹脂製のカード状記録媒体であって、
その表面に前記利用者識別ＩＤが印字記録、バーコード、または表面の凹凸文字、あるい
は記録媒体に内蔵されたＩＣチップに電子的に記録されているものである。媒体読み取り
手段４０４は前記利用者ＩＤカード４０５から、文字認識、バーコード認識、あるいは凹
凸形状認識、ＩＣチップに対する電子的な読み出し方法により、記録された利用者識別Ｉ
Ｄの読み出しを行い、情報配信先管理装置４０１に送信する。情報配信先管理装置４０１
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は、移動局通信装置１０１の移動局識別ＩＤとそれに対応した情報の配信先アドレスとし
ての利用者の電子メイルアドレスを対応付けて情報記録手段４０３に記録し、車両進入時
に受信した移動局識別ＩＤに対し、それに対応した配信先アドレスを情報配信装置１２０
に通知し、情報配信装置１２０により情報を配信する。
【００３０】
　図５は上記図４における情報配信先管理装置４０１に対する情報配信先の登録動作の説
明図である。同図はそれぞれ利用者１１５、利用者の携帯端末装置１１７、移動局通信装
置１０１、基地局通信装置１０６、情報配信先管理装置４０１、情報配信装置１２０、媒
体読み取り手段４０４の各機器間の動作を示しており、同図を用いて、情報の配信先アド
レスが未登録である移動局通信装置の配信先アドレスの登録の処理手順を説明する。
【００３１】
　まず車両１２１が基地局通信装置１０６の通信領域に進入した際に、移動局通信装置１
０１では移動局識別ＩＤを基地局通信装置１０６に対して送信する（ステップＳ５０１）
。基地局通信装置１０６は移動局識別ＩＤを受信し、情報配信先管理装置４０１に対し受
信した移動局識別ＩＤを送信する（ステップＳ５０２）。情報配信先管理装置４０１はＩ
Ｄ管理制御手段４０２の制御により、情報記録手段４０３を参照し、受信した移動局識別
ＩＤが未登録であった場合、移動局識別ＩＤを情報記録手段４０３に新規に登録する。さ
らに、媒体読み取り手段４０４に対し利用者の所持する利用者ＩＤカード４０５から利用
者識別ＩＤの読み取りを指示する（ステップＳ５０３）。媒体読み取り手段４０４は、利
用者に対して所持する利用者ＩＤカード４０５を当該読み取り手段に読取らせるよう表示
装置（図示せず）等で操作を促す。利用者１１５は所持する利用者ＩＤカード４０５を媒
体読み取り手段５０４に提示、あるいは装置に挿入する等の操作を行い、媒体読み取り手
段４０４は利用者ＩＤカード４０５より記録された利用者識別ＩＤを読み取る（ステップ
Ｓ５０４）。媒体読み取り手段４０４は読取った利用者識別ＩＤを情報配信先管理装置４
０１に送信する（ステップＳ５０５）。情報配信先管理装置４０１は、受信した利用者識
別ＩＤを移動局識別ＩＤと対応付けた上で情報記録手段１１２に登録する。
【００３２】
　次に利用者１１５は、利用者が所持する携帯端末装置１１７により、利用者ＩＤカード
に記録された利用者識別ＩＤを、情報配信先管理装置のアドレスに対して電子メイルで送
信する（ステップＳ５０６）。送信元の電子メイルアドレスは電子メイル送信時に同時に
付加され、利用者識別ＩＤとともに送信される（ステップＳ５０７）。情報配信先管理装
置の電子メイルアドレスは基地局通信装置１０６の近傍に掲示（図示せず）、あるいは情
報配信先管理装置の電子メイルアドレスを記載した文書の配布、掲示等により利用者に対
して通知を行なう。情報配信装置４０１は、ＩＤ管理制御手段４０２の制御により、携帯
端末装置１１７から送信された電子メイルをネットワーク１１９を介して受信する。ＩＤ
管理制御手段４０２は電子メイルにより受信した利用者の携帯端末装置１１７の電子メイ
ルアドレスを、同じく受信した利用者識別ＩＤと対応付けて情報記録手段４０３に登録す
る。情報記録手段４０３には、移動局識別ＩＤとそれに対応付けられた利用者識別ＩＤが
登録されており、携帯端末装置１１７の電子メイルアドレスすなわち配信先アドレスが、
移動局識別ＩＤに対応付けて登録される。上記した処理手順にて移動局識別ＩＤと、それ
に対応する情報の配信先アドレスとしての利用者の携帯端末装置１１７の電子メイルアド
レスの登録がなされる。
【００３３】
　登録された配信先アドレスへの情報の配信動作については、図２に示すステップＳ２０
７からステップＳ２１０に示すのと同様の処理手順によって行なわれる。
  上記した実施例では、利用者１１５が既に所持する利用者ＩＤカード４０５を用いる為
、利用者毎に発券することなく利用者ＩＤカードの発券に要する資源を節約することが可
能である。また、媒体読み取り手段４０４にて利用者ＩＤカード４０５の利用者識別ＩＤ
を読取る場合について説明したが、利用者識別ＩＤの読み取りは媒体読み取り手段４０４
に限定するものではなく、テンキー等の入力手段を設け利用者１１５のテンキー等の操作
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により利用者識別ＩＤを入力するような方法であっても良く、利用者を識別可能な識別情
報を読み取り可能な手段であれば方式を限定するものではない。
【００３４】
　また、移動局通信装置１０１が有料道路の自動料金支払いシステムに用いる所謂ＥＴＣ
車載器の場合には、製造番号や呼び出し符号などの移動局の識別情報に加えて、利用者が
所持し利用者固有の利用者識別ＩＤが記録されたＩＣカードの情報を、ＥＴＣの基地局通
信装置との通信時に読み出しが可能である。この場合には、媒体読み取り手段４０４によ
る利用者識別ＩＤの読み取りに代えて、基地局通信装置１０６にて利用者識別ＩＤを読み
出しても良く、基地局通信装置としてＥＴＣの料金所に設置された装置を用いることも可
能である。この場合には媒体読み取り手段４０４を設置せずとも、本発明の情報配信シス
テムの構築が可能である。
【００３５】
　また上記した実施例では利用者の情報配信先アドレスの登録のための操作として、携帯
端末装置１１７による操作例を説明したが、パーソナルコンピュータ等の情報端末装置１
１６にても同様の操作が可能である。また利用者による登録あるいは情報の配信方法とし
て電子メイルに限定するものもではなく、媒体識別ＩＤ、配信先アドレス、配信情報等の
送受信が出来る方法であれば良い。また、情報配信管理装置１１０に登録する配信先アド
レスとして、移動局識別ＩＤに対して複数の配信先アドレスの登録を受付可能に構成とし
ても良く、この場合には登録された複数の配信先において同じ情報を共有することが出来
る。
  また移動局通信装置の例として、ＥＴＣ自動料金支払いシステムに用いられる車載器等
を例に説明を行なったが、車載器に固有の識別情報を送信可能なものであれば通信装置を
限定するものでは無く、ナンバープレートを電子化し車両番号等の識別情報を無線で読み
取り可能とする電子ナンバープレート等であってもかまわない。
【００３６】
　なお基地局通信装置１０６を複数設置し、設置した各々の個所で情報の配信を行なう場
合に、媒体読み取り手段１１３は必ずしも全ての基地局通信装置１０６に対して設置する
必要は無く、利用者の利用状況に合わせて高い設置効果を得られる個所にのみ設置しても
良い。また、上記した様に媒体読み取り手段４０４による利用者識別ＩＤの読み取りに代
えて、有料道路の料金収受に用いるＥＴＣの基地局通信装置にて利用者識別ＩＤを読み出
す構成とした場合には、ＥＴＣの基地局通信装置と同様の機能を、全ての基地局通信装置
に持つ必要は無く、既に情報の配信先アドレスを登録済みの利用者に対する情報配信を目
的として、移動局識別ＩＤの受信機能のみを備える基地局通信装置１０６を複数設置する
ことも可能である。このように複数の基地局通信装置を設置した際に、その一部の個所に
て利用者識別ＩＤの読み出しを実施することにより、情報配信システムの構築が容易とな
り、利用者に対して安価にサービスを提供できる。
【００３７】
　上記したごとく、本実施例でも狭域通信の移動局通信装置の製造番号や呼び出し符号な
どの移動局の識別情報を、利用者が移動局通信装置から読み出す手段が提供されていない
場合であっても、情報配信システムに対して移動局通信装置の識別情報と情報の配信先の
登録が可能となり、情報配信するシステムを利用することが可能となる。
【実施例３】
【００３８】
　図６、図７は本発明の第３の実施例の説明図である。図６は情報配信システムの構成図
、図７は情報配信システムの動作説明図である。本第２の実施例は、狭域通信の基地局通
信装置にて移動局通信装置からその固有の識別情報を受信し、情報の配信先が登録されて
いない場合に、車両番号読み取り手段により車両のナンバープレート等に記録された車両
番号情報を読み取り、前記車両番号情報を用いて移動局通信装置の識別情報と情報配信先
を対応付けて登録可能とする場合の例である。
【００３９】
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　図６において、６０１は車両１２１に装着された車両番号を印字記録されたナンバープ
レート、６０２は基地局通信装置近傍に設置され、車両１２１のナンバープレート６０１
から車両番号情報を読取るための車両番号読み取り手段、６０３は情報配信先管理装置、
６０４は情報配信先管理装置６０３を制御する為のＩＤ管理制御手段、６０５は配信先情
報を記録する為の情報記録手段である。その他、図１と同様の動作をするものには同じ符
号を付してある。車両番号読み取り手段６０２は、ナンバープレート６０１の画像を撮影
し、撮影した画像を画像処理し、ナンバープレート６０１に記載された車両番号を読み取
り、その結果を情報配信装置６０３に送信する。また、情報配信先管理装置６０３は、移
動局通信装置１０１の移動局識別ＩＤとそれに対応した情報の配信先アドレスとしての利
用者の電子メイルアドレスを対応付けて情報記録手段６０５に記録し、車両進入時に受信
した移動局識別ＩＤに対し、それに対応した配信先アドレスを情報配信装置１２０に通知
し、情報配信装置１２０により情報を配信する。
【００４０】
　図７は上記図６における情報配信先管理装置６０３に対する情報配信先の登録動作の説
明図である。同図はそれぞれ利用者１１５、利用者の携帯端末装置１１７、移動局通信装
置１０１、基地局通信装置１０６、情報配信先管理装置６０３、情報配信装置１２０、車
両番号読み取り手段６０２の各機器間の動作を示しており、同図を用いて、情報の配信先
アドレスが未登録である移動局通信装置の配信先アドレスの登録の処理手順を説明する。
【００４１】
　まず車両１２１が基地局通信装置１０６の通信領域に進入した際に、移動局通信装置１
０１では移動局識別ＩＤを基地局通信装置１０６に対して送信する（ステップＳ７０１）
。基地局通信装置１０６は移動局識別ＩＤを受信し、情報配信先管理装置６０３に対し受
信した移動局識別ＩＤを送信する（ステップＳ７０２）。情報配信先管理装置６０３はＩ
Ｄ管理制御手段６０４の制御により、情報記録手段６０５を参照し、受信した移動局識別
ＩＤが未登録であった場合、移動局識別ＩＤを情報記録手段６０５に新規に登録する。さ
らに、車両番号読み取り手段６０２に対し、車両１２１のナンバープレート６０１の車両
番号情報の読み取りを指示する（ステップＳ７０３）。車両番号読み取り手段６０２は、
ナンバープレート６０１に記載された車両番号を読み取り、読取った車両番号情報を情報
配信先管理装置６０３に送信する（ステップＳ７０４）。情報配信先管理装置６０３は、
受信した車両番号情報を、先に登録した移動局識別ＩＤと対応付けた上で情報記録手段６
０５に登録する。
【００４２】
　次に利用者１１５は、利用者が所持する携帯端末装置１１７により、車両１２１のナン
バープレート６０１に記載された車両番号を、情報配信先管理装置のアドレスに対して電
子メイルで送信する（ステップＳ７０５）。送信元の電子メイルアドレスは電子メイル送
信時に同時に付加され、車両番号とともに送信される（ステップＳ７０６）。情報配信先
管理装置の電子メイルアドレスは基地局通信装置１０６の近傍に掲示（図示せず）、ある
いは情報配信先管理装置の電子メイルアドレスを記載した文書の配布、掲示等により利用
者に対して通知を行なう。情報配信装置６０３は、ＩＤ管理制御手段６０４の制御により
、携帯端末装置１１７から送信された電子メイルをネットワーク１１９を介して受信する
。ＩＤ管理制御手段６０４は電子メイルにより受信した利用者の携帯端末装置１１７の電
子メイルアドレスを、同じく受信した車両番号と対応付けて情報記録手段６０５に登録す
る。情報記録手段６０５には、移動局識別ＩＤとそれに対応付けられた車両番号が登録さ
れており、携帯端末装置１１７の電子メイルアドレスすなわち配信先アドレスが、移動局
識別ＩＤに対応付けて登録される。上記した処理手順にて移動局識別ＩＤと、それに対応
する情報の配信先アドレスとしての利用者の携帯端末装置１１７の電子メイルアドレスの
登録がなされる。
【００４３】
　登録された配信先アドレスへの情報の配信動作については、図２に示すステップＳ２０
７からステップＳ２１０に示すのと同様の処理手順によって行なわれる。
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  上記した実施例では、車両１２１のナンバープレート６０１に記載の車両番号を用いる
為、利用者に対する発券あるいは利用者の所持するＩＤカードの読み取り操作が不要とな
り、利用者の手間を軽減することが可能である。また、本実施例では車両番号読取り手段
６０２にて、ナンバープレート６０１に記載された車両番号を画像として認識し読取りを
行なった場合について説明したが、ナンバープレートを電子化した電子ナンバープレート
を用いた場合には、車両番号情報を無線通信等により電子的に読み出す方式であってもか
まわない。
【００４４】
　また移動局通信装置１０１が有料道路の自動料金支払いシステムに用いる所謂ＥＴＣ車
載器の場合には、製造番号や呼び出し符号などの移動局の識別情報に加えて、ＥＴＣ車載
器が搭載される車両の車両番号情報が車載器内に記録されており、ＥＴＣの基地局通信装
置との通信時に車両番号の読み出しが可能である。この場合には、車両番号読み取り手段
６０２による車両番号情報の読み取りに代えて、基地局通信装置１０６にて車両番号を読
み出しても良く、基地局通信装置装置としてＥＴＣの料金所に設置された装置を用いるこ
とも可能である。この場合には車両番号読み取り手段６０２を設置せずとも、本発明の情
報配信システムの構築が可能である。
【００４５】
　また上記した実施例では利用者の情報配信先アドレスの登録のための操作として、携帯
端末装置１１７による操作例を説明したが、パーソナルコンピュータ等の情報端末装置１
１６にても同様の操作が可能である。また利用者による登録あるいは情報の配信方法とし
て電子メイルに限定するものもではなく、媒体識別ＩＤ、配信先アドレス、配信情報等の
送受信が出来る方法であれば良い。また、情報配信管理装置１１０に登録する配信先アド
レスとして、移動局識別ＩＤに対して複数の配信先アドレスの登録を受付可能に構成とし
ても良く、この場合には登録された複数の配信先において同じ情報を共有することが出来
る。
【００４６】
　なお基地局通信装置１０６を複数設置し、設置した各々の個所で情報の配信を行なう場
合に、車両番号読み取り手段６０２は必ずしも全ての基地局通信装置１０６に対して設置
する必要は無く、利用者の利用状況に合わせて高い設置効果を得られる個所にのみ設置し
ても良い。また、上記した様に車両番号読み取り手段６０２による車両番号の読み取りに
代えて、有料道路の料金収受に用いるＥＴＣの基地局通信装置にて車両番号情報を読み取
る構成とした場合には、ＥＴＣの基地局通信装置と同様の機能を、全ての基地局通信装置
に持つ必要は無く、既に情報の配信先アドレスを登録済みの利用者に対する情報配信を目
的として、移動局識別ＩＤの受信機能のみを備える基地局通信装置１０６を複数設置する
ことも可能である。このように複数の基地局通信装置を設置した際に、その一部の個所に
て利用者識別ＩＤの読み出しを実施することにより、情報配信システムの構築が容易とな
り、利用者に対して安価にサービスを提供できる。
【００４７】
　上記したごとく、本実施例でも狭域通信の移動局通信装置の製造番号や呼び出し符号な
どの移動局の識別情報を、利用者が移動局通信装置から読み出す手段が提供されていない
場合であっても、情報配信システムに対して移動局通信装置の識別情報と情報の配信先の
登録が可能となり、情報配信するシステムを利用することが可能となる。
【実施例４】
【００４８】
　図８は、図１に示した情報配信システムを駐車場等への入退出時の情報配信に適用した
場合の構成図である。
  本実施例は、図１に示した情報配信システムを用いて、駐車場への入退出時時に電子メ
イルにて入場時間あるいは、退出時に利用料金等の通知を行なうものである。
【００４９】
　図８において、８０１は駐車場の車両の入退出を管理する駐車場管理装置、８０２は車
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両毎に入退出時間と利用料金を管理する駐車料金管理手段、８０３は入退出時刻を取得す
る為の時計、８０５は車両の通過を制御する為の遮断機、８０６は利用者の情報端末装置
あるいは携帯端末装置に情報を配信する為の情報配信装置、８０７は利用者が所持する携
帯電話装置である携帯端末装置、８０８は携帯端末装置８０７に内蔵されたバーコード等
の画像認識が可能なカメラ、１０６ａ及び1０６ｂは入り口あるいは出口に設置した基地
局通信装置である。その他、図１に示したのと同様の動作をするものについては同一の符
号を付してある。
【００５０】
　情報配信管理装置は、入り口に設置した基地局通信装置１０６ａを介して移動局通信装
置１０１の移動局識別ＩＤを受信した場合に、情報配信先のアドレスが未登録の場合に、
媒体発行手段により、利用者ＩＤカードを１１４を発行する。媒体発行手段１１３にて発
行する利用者ＩＤカード１１４には媒体識別ＩＤと情報配信先管理装置のアドレスがバー
コードにて印字されている。利用者の携帯端末装置は、バーコード画像を認識可能なカメ
ラ８０８を備えており、利用者ＩＤカード１１４のバーコードを、カメラ８０８で撮影す
ることにより、利用者が複雑なキー操作無しに、図２にて説明したステップＳ２０５と同
様の、媒体識別ＩＤと携帯端末装置の電子メイルアドレスの送信を行なうものであり、そ
れにより図２にて説明したのと同様にして、移動局識別ＩＤと配信先アドレスの登録がな
される。
【００５１】
　駐車料金管理手段は、入り口に設置した基地局通信装置１０６ａを介して移動局通信装
置１０１の移動局識別ＩＤを受信した場合に、時計８０３より入場時刻を取得し移動局識
別ＩＤ毎に入場時刻を記録するとともに、情報配信装置８０２に車両の入場時刻を送信す
る。情報配信装置８０６は受信した入場時刻情報を、情報配信先管理装置から受信した配
信先アドレスに対して送信する。これにより利用者は、携帯端末装置８０７にて入場時刻
情報を受信することが出来る。
さらに、駐車料金管理手段は、出口に設置した基地局通信装置１０６ｂを介して移動局通
信装置１０１の移動局識別ＩＤを受信した場合に、時計８０３より退出時刻を取得し、取
得した退出時刻と移動局識別ＩＤ毎に記録された入場時刻から駐車料金算出し、情報配信
装置８０２に対して、車両の退出時刻ならびに駐車料金明細を送信する。情報配信装置８
０６は受信した車両の退出時刻ならびに駐車料金明を、情報配信先管理装置から受信した
配信先アドレスに対して送信する。これにより利用者は、携帯端末装置８０７にて退出時
刻情報と利用料金明細情報を受信することが出来る。
【００５２】
　上記したごとく、狭域通信の移動局通信装置の製造番号や呼び出し符号などの移動局の
識別情報を、利用者が移動局通信装置から読み出す手段が提供されていない場合であって
も、情報配信システムに対して移動局通信装置の識別情報と情報の配信先の登録が可能と
なり、駐車場における入退出時刻ならびに利用料金明細を情報配信するシステムの利用が
可能となる。
【００５３】
　なお、上記した全ての実施例において移動局通信装置および基地局通信装置の通信に用
いる狭域通信方式としては有料道路自動料金収受システムに用いる狭域通信方式に限定す
るものではなく、ＩＥＥＥ８０２．１１規格等の無線ＬＡＮを用いた方式であっても、あ
るいは赤外線などの光通信によるものあっても良く、基地局通信装置の通信領域が狭領域
であって、移動局通信装置を搭載した車両位置を概ね特定出来るものであって、配信する
情報内容応じて必要とされる位置精度が得られるものであれば、上記実施例に示す情報配
信システムに利用可能である。また、上記各実施例にて示すように、移動局通信装置とし
て有料道路自動料金収受システムに用いる車載器、携帯端末装置として携帯電話を用いた
場合には利用者が別途特別な装置を用意することなく、情報配信を受けることが可能とな
るため、利用者の経済的負担を軽減することができ、また本発明の情報配信システムの普
及が容易となる。
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【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明の情報配信システム、情報配信システムの配信先登録方法、および情報配信シス
テムの情報配信先管理装置は、車両などの位置情報や車両位置に関連した情報等を配信す
るシステムに適用可能であり、簡易な手順にて情報の配信先を登録が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施例による情報配信システムの構成図である。
【図２】図１の情報配信システムの動作説明図である。
【図３】本発明の一実施例による携帯端末装置の操作説明図である。
【図４】本発明の一実施例による情報配信システムの構成図である。
【図５】図４の情報配信システムの動作説明図である。
【図６】本発明の一実施例による情報配信システムの構成図である。
【図７】図６の情報配信システムの動作説明図である。
【図８】本発明の一実施例による情報配信システムの応用例としての駐車場の構成図であ
る。
【符号の説明】
【００５６】
　１０１…移動局通信装置、
　１０５…識別情報保持手段、
　１０６…基地局通信装置、
　１１０…情報配信先管理装置、
　１１１…ＩＤ管理制御手段、
　１１２…情報記録手段、
　１１３…媒体発行手段、
　１１４…利用者ＩＤカード、
　１１５…利用者、
　１１６…情報端末装置、
　１１７…携帯端末装置、
　１１９…ネットワーク、
　１２０…情報配信装置、
　１２１…車両。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(16) JP 4293048 B2 2009.7.8

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－０３２０８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３４０５７２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

