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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに通信可能に接続する第１の外部システム、第２の外部システム、所定の無線通信
網を利用した無線通信を行う無線通信手段を有する携帯型の端末装置を有する乗車列車同
定システムであって、
前記第１の外部システムは、
前記無線通信手段による前記端末装置の前記無線通信網における通信状況から当該端末
装置と通信する基地局を特定し、当該基地局の通信エリアを前記端末装置の存在推定域と
して推定する存在推定域推定手段を有し、
前記第２の外部システムは、
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列車運行情報を管理する列車運行情報管理手段と、
前記無線通信網における基地局の設置位置と駅構内又は駅間の区間との対応に関する基
地局設置位置情報を管理する基地局設置情報管理手段と、
前記端末装置からの通信接続に基づいて、前記存在推定域推定手段により特定された基
地局で前記基地局設置位置情報を参照し、前記通信接続された端末装置が存在する区間を
判定するとともに、この区間の列車運行情報を前記列車運行情報管理手段から参照し、当
該判定された区間を示す情報及びこの区間の列車運行情報を端末装置に返信する返信手段
と、を有し、
前記端末装置は、
前記第１の外部システムに通信接続し、当該端末装置の現在の存在推定域の情報を受信
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するように制御させる存在推定域情報受信制御手段と、
前記第２の外部システムに通信接続し、前記第２の外部システムの返信手段によって前
記端末装置が存在すると判定された区間を示す情報及び当該区間の列車運行情報を受信す
るように制御させる列車運行情報受信制御手段と、
前記存在推定情報受信制御手段の受信制御により受信された存在推定域の情報、前記列
車運行情報受信制御手段の受信制御により受信された前記端末装置が存在すると判定され
た区間を示す情報及び当該区間の列車運行情報に基づいて当該端末装置の保有者の乗車列
車を同定する乗車列車同定手段と、
を有する乗車列車同定システム。
【請求項２】
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所定の無線通信網を利用した無線通信を行う無線通信手段を有する携帯型の端末装置、
前記端末装置と通信可能に接続する外部システムを有する乗車列車同定システムであって
、
前記外部システムは、
列車運行情報を管理する列車運行情報管理手段と、
前記無線通信網における基地局の設置位置と駅構内又は駅間の区間との対応に関する基
地局設置位置情報を管理する基地局設置情報管理手段と、
前記端末装置からの通信接続に基づいて、前記基地局設置位置情報を参照し、前記通信
接続された端末装置が存在する区間を判定するとともに、この区間の列車運行情報を前記
列車運行情報管理手段から参照し、当該判定された区間を示す情報及びこの区間の列車運
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行情報を端末装置に返信する返信手段と、
を有し、
前記端末装置は、
前記無線通信手段による当該端末装置の前記無線通信網における通信状況から当該端末
装置と通信する基地局を特定し、当該基地局の通信エリアを端末装置の存在推定域として
推定する存在推定域推定手段と、
前記外部システムに通信接続し、前記外部システムの返信手段によって前記前記端末装
置が存在すると判定された区間を示す情報及び当該区間の列車運行情報を受信するように
制御させる列車運行情報受信制御手段と、
前記存在推定域推定手段により推定された存在推定域の情報、前記列車運行情報受信制
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御手段の受信制御により受信された前記端末装置が存在すると判定された区間を示す情報
及び当該区間の列車運行情報に基づいて当該端末装置の保有者の乗車列車を同定する乗車
列車同定手段と、
を有する乗車列車同定システム。
【請求項３】
前記乗車列車同定手段は、前記存在推定域の情報の変化に応じて前記列車運行情報受信
制御手段により前記端末装置が存在すると判定された区間を示す情報及び当該区間の列車
運行情報を受信し、この受信された区間を示す情報及び当該区間の列車運行情報と、前記
変化後の存在推定域の情報とに基づいて、当該端末装置の保有者の乗車列車を同定する請
求項１又は２に記載の乗車列車同定システム。
【発明の詳細な説明】

40

【技術分野】
【０００１】
本発明は、乗車列車同定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、人物の位置の推定方法として、当該人物が保持する携帯電話機やＰＨＳ等の
基地局からの情報を基にして推定する方法や、ＧＰＳ衛星との通信を利用した方法がある
。そして、このような位置の推定方法を利用した技術として、鉄道分野では、次の技術が
知られている。
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【０００３】
例えば、特許文献１には、利用者が保持する携帯電話機の位置を検知して最寄り駅を判
断するとともに、この最寄り駅から利用者によって入力された目的駅までの経路や発車時
刻を検索し、携帯電話機に送信して表示させる列車の案内方法等が開示されている。
【０００４】
また、特許文献２には、携帯電話機の位置を移動通信網に対して予め位置登録しておき
、利用者によって目的駅が入力されると、目的駅方向の路線の時刻表を検索し、携帯電話
機に対して提供する移動通信システムが開示されている。
【０００５】
また、特許文献３には、携帯電話端末を列車に搭載するとともに、列車が走行する軌道
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に沿って携帯電話サービス網の無線基地局を配置して、無線ゾーンレベルでの列車位置情
報を発生する列車位置情報発生装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００２−２９３２４１号公報
【特許文献２】特開２００１−０２２２１６号公報
【特許文献３】特開２０００−０７１９８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、従来の基地局からの情報による推定方法では、基地局の通信エリアを単
位として位置を推測しているため、精度が数百ｍ〜数ｋｍ程度しか得られない。従って、
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ピンポイントでの位置の推定、即ち同定は困難であった。一方、ＧＰＳによる同定方法で
は、基地局による位置の同定方法と比較して精度良く同定することができるが、ＧＰＳ衛
星との通信が不可能な地下やトンネル等では検出ができないという問題がある。このため
、鉄道分野における鉄道利用者の位置の同定方法として、適当であるとはいえなかった。
【０００７】
例えば、特許文献１に記載の技術は、利用者の位置を携帯電話機の基地局を利用して検
出しているため、駅間の距離が短い地域や、複数路線の駅が接近して設けられている地域
では、最寄り駅を確実に判断できるとはいい難かった。
【０００８】
また、特許文献２に記載の技術は、携帯電話機の基地局を利用して該当する路線を推測
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している、即ち、利用者が乗車している列車の同定までを行うものではないため、例えば
都心部などの複数の路線が並行している地域では、利用者が所望する時刻表を確実に提供
できない可能性もあった。
【０００９】
ところで、鉄道分野での利用者の位置の同定は、各利用者に対してより適切なサービス
を提供するために望まれているものである。そして、鉄道分野におけるサービスとしては
、乗車列車に関わる情報の提供（リアルタイムな乗換案内や遅延情報の通知等）がある。
このため、利用者の位置そのものよりも、乗車中の列車（或いは、乗車しようとする列車
）を高精度に同定することが望まれる。
【００１０】
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上記課題に鑑み、本発明は、鉄道利用者の位置の同定を、精度良く且つ簡易な方法で実
現することを目的としている。
【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、請求項１記載の発明は、
互いに通信可能に接続する第１の外部システム、第２の外部システム、所定の無線通信
網を利用した無線通信を行う無線通信手段を有する携帯型の端末装置を有する乗車列車同
定システムであって、
前記第１の外部システムは、
前記無線通信手段による前記端末装置の前記無線通信網における通信状況から当該端末
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装置と通信する基地局を特定し、当該基地局の通信エリアを前記端末装置の存在推定域と
して推定する存在推定域推定手段を有し、
前記第２の外部システムは、
列車運行情報を管理する列車運行情報管理手段と、
前記無線通信網における基地局の設置位置と駅構内又は駅間の区間との対応に関する基
地局設置位置情報を管理する基地局設置情報管理手段と、
前記端末装置からの通信接続に基づいて、前記存在推定域推定手段により特定された基
地局で前記基地局設置位置情報を参照し、前記通信接続された端末装置が存在する区間を
判定するとともに、この区間の列車運行情報を前記列車運行情報管理手段から参照し、当
該判定された区間を示す情報及びこの区間の列車運行情報を端末装置に返信する返信手段
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と、を有し、
前記端末装置は、
前記第１の外部システムに通信接続し、当該端末装置の現在の存在推定域の情報を受信
するように制御させる存在推定域情報受信制御手段と、
前記第２の外部システムに通信接続し、前記第２の外部システムの返信手段によって前
記端末装置が存在すると判定された区間を示す情報及び当該区間の列車運行情報を受信す
るように制御させる列車運行情報受信制御手段と、
前記存在推定情報受信制御手段の受信制御により受信された存在推定域の情報、前記列
車運行情報受信制御手段の受信制御により受信された前記端末装置が存在すると判定され
た区間を示す情報及び当該区間の列車運行情報に基づいて当該端末装置の保有者の乗車列
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車を同定する乗車列車同定手段と、
を有する乗車列車同定システムである。
【００１３】
この請求項１に記載の発明によれば、携帯型の端末装置において、第１の外部システム
から該携帯端末の存在推定域の情報を受信するとともに、第２の外部システムから列車運
行情報を受信し、受信したこれらの情報に基づいて、当該端末装置の保有者の乗車列車を
同定することができる。ここで、列車運行情報には、例えば列車番号や駅の番線（ホーム
番号）、在線情報（駅間の閉塞区間等の軌道回路を単位とした列車の位置の情報）、各列
車の駅での発着時刻や閉塞区間での在線時間（通過時間）等が含まれる。
【００１４】
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従って、鉄道利用者が端末装置を携帯することとし、広さをもつ存在推定域として端末
装置の位置を推定した情報と、列車運行情報としてこの存在推定域内に在線する列車の情
報と、を組み合わせることで、端末装置の保有者、即ち鉄道利用者の乗車列車の同定を、
精度良く且つ簡易に行うことができる。
【００１５】
また、第１の外部システムは、携帯電話機やＰＨＳ等の公知の移動電話システムにおけ
る基地局の通信エリアを存在推定域として端末装置の位置を推定するとともに、第２の外
部システムを公知の鉄道システムによって実現することとすれば、既存の情報を利用する
ことができるので、乗車列車の同定をより簡易に実現することができる。尚、この第１の
外部システムと第２の外部システムとは、同じシステムであっても良い。
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【００１６】
請求項２に記載の発明は、
所定の無線通信網を利用した無線通信を行う無線通信手段を有する携帯型の端末装置、
前記端末装置と通信可能に接続する外部システムを有する乗車列車同定システムであって
、
前記外部システムは、
列車運行情報を管理する列車運行情報管理手段と、
前記無線通信網における基地局の設置位置と駅構内又は駅間の区間との対応に関する基
地局設置位置情報を管理する基地局設置情報管理手段と、
前記端末装置からの通信接続に基づいて、前記基地局設置位置情報を参照し、前記通信
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接続された端末装置が存在する区間を判定するとともに、前記列車運行情報管理手段によ
り前記端末装置が存在する区間の列車運行情報を参照し、当該判定された区間を示す情報
及びこの区間の列車運行情報を端末装置に返信する返信手段と、
を有し、
前記端末装置は、
前記無線通信手段による当該端末装置の前記無線通信網における通信状況から当該端末
装置と通信する基地局を特定し、当該基地局の通信エリアを端末装置の存在推定域として
推定する存在推定域推定手段と、
前記外部システムに通信接続し、前記外部システムの返信手段によって前記前記端末装
置が存在すると判定された区間を示す情報及び当該区間の列車運行情報を受信するように
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制御させる列車運行情報受信制御手段と、
前記存在推定域推定手段により推定された存在推定域の情報、前記列車運行情報受信制
御手段の受信制御により受信された前記端末装置が存在すると判定された区間を示す情報
及び当該区間の列車運行情報に基づいて当該端末装置の保有者の乗車列車を同定する乗車
列車同定手段と、
を有する乗車列車同定システムである。
【００１８】
この請求項２に記載の発明によれば、携帯型の端末装置が、無線通信網における通信状
況から該携帯端末の位置を存在推定域として推定することができる。また、外部システム
から列車運行情報を受信し、これらの情報に基づいて当該端末装置の保有者の乗車列車を

20

同定することができる。
【００１９】
従って、鉄道利用者が端末装置を携帯することとし、広さをもつ存在推定域として端末
装置の位置を推定した情報と、列車運行情報としてこの存在推定域内に在線する列車の情
報と、を組み合わせることで、端末装置の保有者、即ち鉄道利用者の乗車列車の同定を、
精度良く且つ簡易に行うことができる。
【００２０】
また、請求項３に記載の発明のように、請求項１又は２に記載の乗車列車同定システム
であって、
前記乗車列車同定手段は、前記存在推定域の情報の変化に応じて前記列車運行情報受信
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制御手段により前記端末装置が存在すると判定された区間を示す情報及び当該区間の列車
運行情報を受信し、この受信された区間を示す情報及び当該区間の列車運行情報と、前記
変化後の存在推定域の情報とに基づいて、当該端末装置の保有者の乗車列車を同定する乗
車列車同定システムであっても良い。
【００２１】
この請求項３に記載の発明によれば、請求項１又は２に記載の発明と同様の効果を奏す
るとともに、存在推定域と運行情報との照査を繰り返し実行することで、端末装置の保有
者の乗車列車をより精度良く同定することができる。
【発明の効果】
【００２２】
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本発明によれば、携帯型の端末装置において、第１の外部システムから該携帯端末の存
在推定域の情報を受信するとともに、第２の外部システムから列車運行情報を受信し、受
信したこれらの情報に基づいて、当該端末装置の利用者の乗車列車を同定することができ
る。ここで、列車運行情報には、例えば列車番号や駅の番線（ホーム番号）、在線情報（
駅間の閉塞区間等の軌道回路を単位とした列車の位置の情報）、各列車の駅での発着時刻
や閉塞区間での在線時間（通過時間）等が含まれる。
【００２３】
従って、鉄道利用者が端末装置を携帯することとし、広さをもつ存在推定域として端末
装置の位置を推定した情報と、列車運行情報としてこの存在推定域内に在線する列車の情
報と、を組み合わせることで、端末装置の利用者、即ち鉄道利用者の乗車列車の同定を、
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精度良く且つ簡易に行うことができる。
【００２４】
また、第１の外部システムは、携帯電話やＰＨＳ等の公知の移動電話システムにおける
基地局の通信エリアを存在推定域として端末装置の位置を推定するとともに、第２の外部
システムを公知の鉄道システムによって実現することとすれば、既存の情報を利用するこ
とができるので、乗車列車の同定をより簡易に実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。尚、以下の説明において
は、本発明を、鉄道利用者が現在乗車している列車を同定する乗車列車同定システムに適
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用した場合について説明するが、本発明の適用がこれに限定されるものではない。
【００２６】
［構成］
図１は、本実施の形態における乗車列車同定システムの概略構成を示す図である。同図
によれば、乗車列車同定システムは、無線通信システム１００と、列車運行管理システム
２００と、鉄道利用者（以下、単に「利用者」と称する。）が保有（携帯）する携帯電話
機３００と、を備えている。
【００２７】
無線通信システム１００は、例えば携帯電話事業者によって運営される公知の携帯電話
システムにより実現され、これには、無線通信サーバ１１０と、無線通信サーバ１１０に
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接続された複数の無線基地局（以下、単に「基地局」と称する。）１２０と、が含まれる
。
【００２８】
基地局１２０は、無線通信網を形成するために各地に設置されるものであり、駅構内や
駅間の列車が走行する軌道沿線にも配置されている。携帯電話機３００は、基地局１２０
の通信エリアによって形成される無線通信網を利用して、無線通信サーバ１１０や列車運
行管理システム２００等の外部システムとの無線通信を行う。また、各基地局１２０には
固有の基地局番号が割り振られており、これによって各基地局１２０を識別できるように
なっている。
【００２９】
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無線通信サーバ１１０は、ＣＰＵ等の制御装置、ハードディスク等の記憶装置、ＣＤや
ＭＯといった外部記憶媒体に記憶された情報を読み込み自在な記憶媒体読込装置、通信回
線Ｎに接続するための通信装置等がシステムバスを介して接続される公知の汎用サーバ装
置等によって実現される。
【００３０】
ここで、通信回線Ｎは、装置間でデータの送受信が可能な通信路であって、直接接続の
ための専用線（専用ケーブル）やイーサネット（登録商標）等によるＬＡＮの他、電話通
信網やケーブル網、インターネット等の通信網である。また、通信方法については有線／
無線を問わない。
【００３１】
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また、無線通信サーバ１１０が備える記憶装置には、位置登録情報１１２が記憶される
。
【００３２】
位置登録情報１１２とは、携帯電話機３００の位置登録に関する情報であり、図２にそ
のデータ構成の一例を示す。
【００３３】
図２は、位置登録情報１１２のデータ構成の一例を示す図である。同図によれば、位置
登録情報１１２には、携帯電話機３００の識別番号である電話番号（１１２ａ）毎に、当
該携帯電話機３００が現在通信可能な基地局１２０の基地局番号（１１２ｂ）が対応付け
て格納されている。この位置登録情報１１２は、携帯電話機３００による位置登録に応じ
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て、随時最新の情報に更新される。
【００３４】
図１において、列車運行管理システム２００は、例えば鉄道事業者によって運営される
公知の鉄道システムに含まれるシステムであり、運行ダイヤの管理や列車追跡、進路制御
、運行表示、運転整理等をコンピュータ等によって集中制御する。
【００３５】
また、列車運行管理システム２００は、列車の運行に関する情報である列車運行情報や
基地局設置位置情報２２０を管理する。列車運行情報には、列車番号や駅の番線（ホーム
番号）、在線情報（駅間の閉塞区間等の軌道回路を単位とした列車の位置の情報）の他、
各列車の駅での発着時刻や閉塞区間での在線時間（通過時間）等で構成される運行時刻情
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報が含まれる。この運行時刻情報のデータ構成の一例を、図３に示す。
【００３６】
図３は、運行時刻情報２１０のデータ構成例を示す図である。同図によれば、運行時刻
情報２１０には、実際の運行時刻（２１０ａ）が、列車（２１０ｂ）毎に対応付けて格納
される。ここで、運行時刻（２１０ａ）には、各駅での発着時刻や、駅間の各区間での通
過時刻（入出時刻）が含まれる。この列車運行時刻情報２１０は、列車の運行状況に応じ
て、随時最新のデータに更新される。
【００３７】
基地局設置位置情報２２０とは、駅や沿線等の鉄道施設を通信エリア内とする基地局１
２０の設置位置に関する情報であり、そのデータ構成の一例を図４に示す。
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【００３８】
図４は、基地局設置位置情報２２０のデータ構成例を示す図である。同図によれば、基
地局設置位置情報２２０には、駅構内や駅間の区間を表す設置区間（２２０ａ）毎に、該
設置区間（２２０ａ）において携帯電話機３００と通信可能な基地局１２０の基地局番号
（２２０ｂ）が対応付けて格納されている。尚、この基地局設置位置情報２２０は、基地
局１２０の設置位置に基づいて予め設定される固定的な情報である。
【００３９】
また、列車運行管理システム２００は、通信回線Ｎを介して無線通信サーバ１１０と接
続されており、無線通信網に接続された携帯電話機３００との間のデータ通信が可能とな
っている。そして、列車運行管理システム２００は、携帯電話機３００から在線列車の問
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い合せを受けると、基地局設置位置情報２２０を参照して、該携帯電話機３００と通信可
能な基地局１２０の基地局番号に対応付けられている設置区間（１又は複数）を判断する
。そして、運行時刻情報２１０を参照して、判断した設置区間内に存在する列車（在線列
車）を判断し、該携帯電話機３００に返信（返答）する。また、今後の運行予定の問い合
せを受けた場合には、予め定められた運行ダイヤに列車遅延等を考慮した該列車の今後の
運行予定を返信（返答）する。
【００４０】
図１において、携帯電話機３００は、ＣＰＵやＩＣメモリ等からなる制御装置（コンピ
ュータ）と、小型ＬＣＤ等の表示装置と、方向キーや数字キー等の入力装置と、基地局１
２０との無線通信を実現するための通信装置と、がシステムバスを介して接続される公知
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の携帯電話機である。
【００４１】
この携帯電話機３００は、無線電話機能に加えて、外部装置とのデータ授受を行うデー
タ通信機能を有している。即ち、基地局１２０によって形成される無線通信網に接続する
ことで、いわゆる無線電話として利用可能になるとともに、無線通信サーバ１１０に接続
された列車運行管理システム２００等の外部システムとのデータ通信が可能となる。
【００４２】
また、携帯電話機３００は、常時、基地局１２０から発信される制御電波を受信して通
信可能な基地局１２０を把握している。そして、利用者の移動によって通信可能な基地局
１２０が切り換わる（変化する）毎に、新たに通信可能となった基地局１２０を無線通信
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サーバ１１０に通知するための制御電波を送出する、いわゆる位置登録を行う。この位置
登録によって、無線通信サーバ１１０は、基地局１２０の通信エリアを単位とした携帯電
話機３００の位置を把握することができる。
【００４３】
携帯電話機３００が備える記憶装置には、後述する乗車列車同定処理（図７参照）を実
現するための乗車列車同定プログラム３１０と、識別番号情報３２０と、登録位置情報３
３０と、移動履歴情報３４０と、推定結果情報３５０と、が記憶される。
【００４４】
識別番号情報３２０とは、携帯電話機３００の識別番号の情報であり、具体的には、携
帯電話機３００の電話番号が記憶される。
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【００４５】
登録位置情報３３０とは、携帯電話機３００の現在位置の情報であり、具体的には、通
信可能な基地局１２０の基地局番号が保持される。
【００４６】
移動履歴情報３４０とは、携帯電話機３００の移動（位置の変化）に関する情報であり
、図５に、そのデータ構成の一例を示す。
【００４７】
図５は、移動履歴情報３４０のデータ構成例を示す図である。同図によれば、移動履歴
情報３４０には、時刻（３４０ａ）と基地局番号（３４０ｂ）とが対応付けて格納される
。ここで、時刻（３４０ａ）は、携帯電話機３００と通信可能な基地局１２０が変化した
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時点での時刻が格納される。また、基地局番号（３４０ｂ）は、対応する時刻（３４０ａ
）で新たに通信可能となった基地局１２０の基地局番号が格納される。即ち、この移動履
歴情報３４０は、携帯電話機３００と通信可能な基地局１２０が変化する毎に、新たなデ
ータが追加されて更新される。
【００４８】
推定結果情報３５０とは、乗車列車の推定に関する情報であり、図６に、そのデータ構
成の一例を示す。
【００４９】
図６は、推定結果情報３５０のデータ構成例を示す図である。同図によれば、推定結果
情報３５０には、推定を行った時刻（３５０ａ）毎に、在線列車（３５０ｂ）と、推定し
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た乗車列車（３５０ｃ）と、が対応付けて格納される。
【００５０】
ここで、在線列車（３５０ｂ）は、携帯電話機３００の現在位置に存在する列車であり
、詳細には、携帯電話機３００と通信可能な基地局１２０の設置区間内に存在する列車で
ある。また、推定列車（３５０ｃ）は、その時点までの在線列車（３５０ｂ）に基づいて
、携帯電話機３００の保有者（利用者）が乗車しているであろうと推定された列車である
。この推定は、利用者が駅構内に入場した後、携帯電話機３００と通信可能な基地局１２
０が変化する毎に行われる。即ち、時刻（３５０ａ）は、上述の移動履歴情報３４０の時
刻（３４０ａ）に相当する時刻が格納される。また、この推定結果情報３５０は、乗車列
車の推定が行われる度に新たなデータが追加されて更新される。
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【００５１】
携帯電話機３００は、内蔵されたコンピュータが乗車列車同定プログラム３１０を実行
することによって、後述する乗車列車同定処理（図７参照）を実現する。具体的には、通
信可能な基地局１２０が変化する毎に、移動履歴情報３４０を更新するとともに、駅構内
への入場を検知した後は、列車運行管理システム２００に在線列車を問い合わせ、その問
い合わせ結果に応じて利用者の乗車列車を推定し、推定結果情報３５０を更新する。
【００５２】
［処理の流れ］
図７は、乗車列車同定処理にかかる携帯電話機３００の動作を説明するためのフローチ
ャートである。
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【００５３】
同図によれば、利用者が駅構内へ入場すると、該利用者が保有する携帯電話機３００が
、該駅構内を通信エリアとする基地局１２０と通信可能となる。携帯電話機３００は、通
信可能な基地局１２０の変化から利用者の移動を検知する。具体的には、携帯電話機３０
０は、通信可能な基地局１２０が変化する毎に、列車運行管理システム２００に対して、
新たに通信可能となった基地局１２０の基地局番号を送信し、現在位置の問い合わせを行
う。現在位置の問い合わせを受けた列車運行管理システム２００は、基地局設置位置情報
２２０を参照して、受信した基地局番号に対応付けられている設置区間を現在位置として
携帯電話機３００に返信（返答）する。そして、利用者の駅構内への入場を検知すると（
ステップＳ１１：ＹＥＳ）、通信可能な基地局１２０が変化する毎に次の処理を繰り返し
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行うことで、利用者の乗車列車の同定を行う。
【００５４】
即ち、利用者が乗車した列車が発車することで、通信可能な基地局１２０が変化すると
（ステップＳ１２：ＹＥＳ）、携帯電話機３００は、列車運行管理システム２００に対し
て、通信可能な基地局１２０の基地局番号を送信して在線列車の問い合わせを行う。在線
列車の問い合せを受けた列車運行管理システム２００は、基地局設置位置情報２２０を参
照して、受信した基地局番号に対応する設置区間を判断する。そして、運行時刻情報２１
０を参照して、判断した設置区間に該当する在線列車を抽出し、携帯電話機３００に返信
（返答）する。列車運行管理システム２００から現在位置に該当する在線列車を受信（取
得）すると、携帯電話機３００は、取得した在線列車を現在の時刻ｔと対応付けて推定結
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果情報３５０に追加する。（ステップＳ１３）。
【００５５】
続いて、携帯電話機３００は、推定結果情報３５０を参照して、現時点での乗車列車の
推定を行う。具体的には、現時点での（取得した）在線列車と、直前に乗車列車として推
定した列車との共通の列車を、現時点での乗車列車であると推定する（ステップＳ１４）
。
【００５６】
乗車列車を推定すると、続いて、該推定した列車を乗車列車として確定するか否かを判
断する。具体的には、推定した列車が１台であり、且つ、所定回数Ｎ（例えば、３回）以
上連続して当該列車のみを乗車列車として推定している場合に、乗車列車として確定する
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。判断の結果、乗車列車として確定できなければ（ステップＳ１５：ＮＯ）、ステップＳ
１２に戻り、同様の処理を繰り返す。
【００５７】
ステップＳ１４〜Ｓ１５の処理を具体的に説明する。
【００５８】
図８は、利用者がＢ駅に入場し、列車Ｘに乗車した場合の状態遷移を示す概略図である
。同図において、破線又は太線で示されている円は、Ｂ駅からＣ駅にかけて設置された基
地局１２０−１１〜１８の通信エリアを表しており、当該通信エリアに付されている番号
「１１」から「１８」は、該当する各基地局１２０−１１〜１８の基地局番号を表してい
る。
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【００５９】
図８（ａ）は、利用者がＢ駅に入場直後の時刻ｔ１の状態を示す図である。このとき、
携帯電話機３００は、基地局１２０−１１と通信可能となったことを検知する。そして、
列車運行管理システム２００から、現在位置として「Ｂ駅構内」を取得する。
【００６０】
図８（ｂ）は、利用者が乗車した列車ＸがＢ駅から発車した直後の時刻ｔ２の状態を示
す図である。このとき、携帯電話機３００は、通信可能な基地局１２０が、基地局１２０
−１１から基地局１２０−１２に変化したことを検知する。そして、列車運行管理システ
ム２００により現在位置として「区間ＢＣ１」が判断され、列車運行管理システム２００
から、在線列車として「列車Ｘ、Ｙ」を取得する。
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【００６１】
この時点では１回目の推定であるので、携帯電話機３００は、取得した在線列車である
列車Ｘ及び列車Ｙの２台を、そのまま乗車列車として推定する。また、２台の列車を推定
しているので乗車列車としては未だ確定できないと判断し、通信可能な基地局１２０が変
化した後、同様の処理を繰り返す。
【００６２】
通信可能な基地局１２０が基地局１２０−１２から基地局１２０−１３に変化した時刻
ｔ３において、携帯電話機３００は、同様に、在線列車として「列車Ｘ、Ｙ」の２台を取
得する。そして、これらの在線列車（列車Ｘ及び列車Ｙ）と、直前（時刻ｔ２）において
推定した列車（列車Ｘ及び列車Ｙ）との共通な列車Ｘ及び列車Ｙの２台を、乗車列車とし
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て推定する。即ち、乗車列車として未だ確定できないと判断し、再度通信可能な基地局１
２０が変化した後、同様の処理を繰り返す。
【００６３】
図８（ｃ）は、通信可能な基地局１２０が基地局１２０−１３から基地局１２０−１４
に変化した時刻ｔ４の状態を示す図である。このとき、列車運行管理システム２００によ
り現在位置として「区間ＢＣ２」が判断され、列車運行管理システム２００から、在線列
車として「列車Ｘ」を取得する。
【００６４】
従って、携帯電話機３００は、取得した在線列車（列車Ｘ）と、直前（時刻ｔ３）にお
いて推定した列車（列車Ｘ及び列車Ｙ）との共通の列車である列車Ｘを、乗車列車として
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推定する。即ち、列車Ｘのみを推定しているが、当該列車Ｘのみの連続推定回数が３回に
達していないので、乗車列車としては未だ確定できないと判断し、再度通信可能な基地局
１２０が変化した後、同様の処理を繰り返す。
【００６５】
そして、通信可能な基地局１２０が基地局１２０−１４から基地局１２０−１５が変化
した時刻ｔ５、及び、基地局１２０−１５から基地局１２０−１６に変化した時刻ｔ６に
おいても同様に、携帯電話機３００は、列車Ｘのみを乗車列車として推定する。即ち、時
刻ｔ４から時刻ｔ６にかけて、連続して３回、列車Ｘのみを乗車列車として推定している
ので、時刻ｔ６の時点で、携帯電話機３００は、列車Ｘを乗車列車として確定する。尚、
この時点での移動履歴情報３４０及び推定結果情報３５０は、それぞれ、図５、図６に示
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すように格納されている。
【００６６】
このように、乗車列車の推定を繰り返して確定（即ち、同定）すると（ステップＳ１５
：ＹＥＳ）、携帯電話機３００は、続いて、列車運行管理システム２００に、同定した乗
車列車の今後の運行予定を問合せる。列車運行管理システム２００は、問合せを受けた列
車の今後の運行予定を列車運行情報に基づいて生成し、携帯電話機３００に返信（返答）
する。
【００６７】
そして、列車運行管理システム２００から今後の運行予定を取得すると（ステップＳ１
６）、携帯電話機３００は、続いて、同定した乗車列車に応じた各種サービスの提供を行
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う（ステップＳ１７）。尚、このサービスの詳細については後述する。
【００６８】
また、携帯電話機３００は、乗車列車を同定した後も、通信可能な基地局１２０が変化
する毎に、列車運行管理システム２００に対して現在位置の問い合わせを行う。そして、
取得した現在位置と、同定した乗車列車の今後の運行予定とを照らし合わせて、利用者の
駅構内からの出場を判断する。ここで、駅構内からの出場は、ある駅に到着した後、次に
変化した基地局１２０が該駅に隣接する区間に対応する何れの基地局１２０にも該当しな
いことで判断しても良いし、また、取得した運行予定から出発予定時刻を予測し、列車運
行管理システム２００に実際の運行状況を問い合せることで出発が確認されたにも関わら
ず、通信可能な基地局１２０が変化しないことにより判断しても良い。

50

(11)

JP 4221263 B2 2009.2.12

【００６９】
そして、利用者の駅構内からの出場を検知すると（ステップＳ１８:ＹＥＳ）、携帯電
話機３００は、本処理を終了する。
【００７０】
［同定結果を利用した各種サービス］
ここで、同定した乗車列車に基づいて実行されるサービス（図７のステップＳ１７）の
具体例を説明する。
【００７１】
（１）列車運行メールサービス
乗車列車の運行に乱れ（遅延や運転区間の変更等）が発生した場合に、運行乱れ発生等

10

をメールによって利用者に通知する。この場合、携帯電話機３００は、電子メールの受信
を行う電子メール受信機能を有し、列車運行管理システム２００は、電子メールの送信を
行う電子メール送信機能を有するとともに携帯電話機３００のメールアドレスを記憶して
いることとする。そして、携帯電話機３００は、利用者からの操作指示に応じて、同定し
た乗車列車の遅延状況を列車運行管理システム２００に問い合わせる。列車運行管理シス
テム２００は、この問い合せに対する返信メールを、携帯電話機３００のメールアドレス
宛に送信する。このメールの内容には、運行乱れの内容や今後の運行予定の他、他線の運
行状況が掲載されているホームページへの案内も含まれ、利用者は、ホームページを閲覧
することでより詳細な情報を知ることができる。
【００７２】
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（２）位置情報サービス
同定した乗車列車や該乗車列車の現在の走行位置（区間）を、利用者以外の他者に通知
する。具体的には、(1)予め登録されている該利用者の関係者からの問い合わせに応じて
該関係者に、或いは、(2)利用者の操作指示に応じて該利用者が所望する他者に、携帯電
話機３００が、例えばメールの送信によって通知する。
【００７３】
（３）降車コール
利用者が降車したい駅が近づいたことを報知する。具体的には、携帯電話機３００は、
運行予定情報に基づいて、利用者によって予め登録された降車駅に到着する所定時間前に
降車コールを通知する。通知方法としては、例えば通知音を出力する（アラーム）、降車
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駅名や降車までの時間等を表示画面に表示する等がある。
【００７４】
（４）乗換案内
乗車列車或いは今いる駅を起点とした乗換案内を行う。この場合、携帯電話機３００は
、列車運行管理システム２００から最新の列車運行情報を受信し、この最新の情報に基づ
いて経路等を検索することとすれば、列車の運行に乱れが発生した場合であっても、より
的確な乗換案内を行うことができる。また、利用者にとっては、慣れない土地等、現在位
置が良く分からなくとも、目的地のみを入力することで、目的地までの経路を容易に知る
ことができる。
【００７５】
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［変形例］
尚、本発明の適用は、上述した実施の形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱
しない範囲で適宜変更可能である。
【００７６】
（１）推定タイミング
上述した実施の形態では、駅構内への入場が検知された後は、携帯電話機３００と通信
可能な基地局１２０が変化する毎に列車運行管理システム２００から在線列車を取得して
乗車列車の推定を行うこととしたが、この推定を、所定時間（例えば、１分）毎に実行す
ることとしても良い。
【００７７】

50

(12)

JP 4221263 B2 2009.2.12

（２）現在位置の推定
また、列車運行管理システム２００が管理する基地局設置位置情報２２０を、無線通信
サーバ１００等の携帯電話機３００以外の装置或いはシステム（外部システム）が管理す
ることとしても良いし、携帯電話機３００が管理（記憶）することとしても良い。
【００７８】
例えば無線通信サーバ１１０が記憶する場合には、携帯電話機３００は、通信可能な基
地局１２０が変化する毎に、無線通信サーバ１１０に対して、通信可能な基地局番号を送
信して現在位置の問い合わせを行い、無線通信サーバ１１０は、基地局設置位置情報２２
０を参照して、受信した基地局番号に対応する設置区間を現在位置として携帯電話機３０
０に返信（返答）する。そして、携帯電話機３００は、列車運行管理システム２００に対
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して、受信した設置区間を送信して在線列車の問合せを行う。
【００７９】
また、携帯電話機３００が記憶する場合には、この携帯電話機３００は、基地局設置位
置情報２２０を参照し、現在通信可能な基地局１２０に対応する設置区間を現在位置と判
断する。そして、列車運行管理システム２００に対して、現在位置（設置区間）を送信し
て在線列車の問い合わせを行う。
【００８０】
（３）所定回数Ｎ
また、上述した実施の形態では、推定した列車を乗車列車として確定する際の基準とな
る所定回数Ｎを「３」として説明したが（図７のステップＳ１５参照）、これは何回であ
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っても構わない。即ち、所定回数Ｎを大きな数にする程高い確度で乗車列車を同定できる
ため、例えば

早く位置の同定をしたい

違いなく同定したい

場合には所定回数Ｎ＝１としたり、或いは

間

場合には所定回数Ｎを大きい数にする等、望む同定の正確さに応じ

て適宜設定することができる。
【００８１】
（４）携帯電話機３００に代わる端末装置
また、上述した実施の形態では、携帯型の端末装置として携帯電話機３００に適用した
場合について説明したが、本発明の適用可能なものはこれに限らない。例えば、ＰＨＳや
無線通信機能を有するＰＤＡ等の携帯型のコンピュータに適用することも勿論可能である
30

。
【００８２】
（５）鉄道システムに代わるシステム
更に、鉄道システムに含まれる列車運行管理システム２００について説明したが、乗り
物の運行経路が予め定められており、且つ、その乗り物の位置が管理されている（運行情
報が取得可能な）交通機関システム（例えば、バスに関する交通システム）についても同
様に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本実施の形態における乗車列車同定システムの概略構成図。
【図２】位置登録情報のデータ構成例を示す図。
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【図３】運行時刻情報のデータ構成例を示す図。
【図４】基地局設置位置情報のデータ構成例を示す図。
【図５】移動履歴情報のデータ構成例を示す図。
【図６】推定結果情報のデータ構成例を示す図。
【図７】乗車列車同定処理にかかる携帯電話機の動作を説明するフローチャート。
【図８】乗車列車の同定を具体的に説明する状態遷移図。
【符号の説明】
【００８４】
１００
１１０

無線通信システム
無線通信サーバ
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１１２
１２０

位置登録情報
無線基地局（基地局）

２００

列車運行管理システム

２１０

運行時刻情報

２２０

基地局設置位置情報

３００

携帯電話機

３１０

乗車列車同定プログラム

３２０

識別情報

３３０

登録位置情報

３４０

移動履歴情報

３５０

推定結果情報

Ｎ
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通信回線
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