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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続可能なユーザ端末および管理サーバを具備し、前記ユーザ端末と前
記管理サーバが前記ネットワークを介して協働することによりレンタル車両の運用管理を
行うレンタル車両運用管理システムであって、
　前記ユーザ端末は、
　端末側制御プログラムがインストールされていると共にユーザ情報が蓄積されている端
末側記憶部と、
　前記ユーザ端末の端末位置情報が検出可能な端末位置情報検出部と、
　レンタル車両に取り付けられたレンタル車両タグを介して前記レンタル車両の固有情報
が読み取り可能なレンタル車両固有情報読み取り部と、
　前記ネットワークに接続可能な端末側通信部と、
　少なくとも、前記ユーザ情報と前記端末位置情報と前記レンタル車両の固有情報を、前
記端末側通信部を介して前記ネットワークに設けられた前記管理サーバに提供する端末側
動作制御部と、を有し、
　前記管理サーバは、
　前記ユーザ情報が蓄積されたユーザ情報データベースと、前記レンタル車両の固有情報
が蓄積されたレンタル車両固有情報データベースと、施設情報の固有情報が位置情報と紐
付けされた状態で蓄積された施設固有情報データベースと、制御プログラムがそれぞれ記
憶されているサーバ側記憶部と、
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　前記ネットワークに接続可能なサーバ側通信部と、
　前記制御プログラムに基づき、前記ユーザ端末から提供された前記ユーザ情報を前記ユ
ーザ情報データベースに参照し、前記ユーザ情報が前記ユーザ情報データベースの登録情
報と一致した場合、ユーザに前記レンタル車両の利用を許可する処理と、前記ユーザ情報
データベースにおける前記ユーザの前記レンタル車両の利用履歴データに前記レンタル車
両のレンタル内容を記録させる処理を少なくとも実行するサーバ側動作制御部と、を有し
、
　前記サーバ側動作制御部は、
　前記ユーザ端末から送信された前記ユーザ情報および前記レンタル車両の固有情報に基
づいて、前記ユーザに前記レンタル車両の利用を許可した際、前記レンタル車両固有情報
データベースを参照し、前記ユーザに利用を許可した前記レンタル車両のレンタル車両固
有情報を読み出すと共に、前記ユーザ情報データベースにおける前記ユーザの前記利用履
歴データに前記レンタル車両固有情報を記録する処理と、
　前記ユーザ端末から送信された前記レンタル車両の返却通知に基づいて、
　前記ユーザ情報データベースにおける前記ユーザの前記利用履歴データに車両レンタル
料を記録する処理と、
　前記返却通知が送信された際の前記端末位置情報に基づいて、
　前記施設固有情報データベースを参照し、前記レンタル車両が返却された返却先施設の
固有情報を前記施設固有情報データベースから抽出すると共に、前記施設固有情報データ
ベースにおける前記返却先施設の提供者データに所定の返却先施設提供者ポイントを加算
する処理と、
　前記レンタル車両が返却された前記返却先施設が予め指定された前記返却先施設である
場合、前記ユーザ情報データベースの前記ユーザ情報に、前記レンタル車両の正規返却に
よる所定の利用者ポイントを加算する処理と、
をそれぞれ実行させることを特徴とするレンタル車両運用管理システム。
【請求項２】
　前記レンタル車両タグは、前記ユーザ端末に広告を表示させるための広告タグがさらに
設けられていて、
　前記管理サーバは、前記広告タグの識別情報と広告提供者情報が紐付けされた広告デー
タベースをさらに有し、
　前記端末側動作制御部は、前記広告タグを介して前記広告が前記ユーザ端末に表示され
ると、前記端末側通信部を介して前記広告タグの識別情報を前記管理サーバに送信する処
理を実行し、
　前記サーバ側動作制御部は、前記広告タグの識別情報に基づいて前記広告データベース
から前記広告提供者情報を抽出し、前記ユーザ情報データベースに広告表示による利用者
ポイントを加算すると共に、前記広告データベースの前記広告提供者情報に前記利用者ポ
イントの加算履歴を記録する処理を実行することを特徴とする請求項１記載のレンタル車
両運用管理システム。
【請求項３】
　前記ユーザ端末に前記広告を表示させた際に、前記広告を他の通信端末に表示させる広
告拡散用コードがダウンロード可能に表示されていて、
　前記広告拡散用コードは、広告拡散用コード識別情報が前記広告データベースの前記広
告提供者情報に紐付けされていて、
　前記サーバ側動作制御部は、前記広告拡散用コードを経由して前記広告を他の端末に表
示された際において、前記ユーザ情報データベースに広告拡散による前記利用者ポイント
を加算すると共に、前記広告データベースの前記広告提供者情報に前記利用者ポイントの
加算履歴を記録する処理を実行することを特徴とする請求項２記載のレンタル車両運用管
理システム。
【請求項４】
　前記サーバ側動作制御部は、所定時間間隔で前記返却先施設の提供者データに前記返却
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先施設提供者ポイントに応じた謝礼を付与する処理を実行することを特徴とする請求項１
～３のうちのいずれか一項に記載のレンタル車両運用管理システム。
【請求項５】
　前記サーバ側動作制御部は、
　前記ユーザ端末から送信された前記レンタル車両の前記返却通知に基づいて、
　前記レンタル車両固有情報データベースを参照し、前記レンタル車両固有情報データベ
ースにおける前記レンタル車両の提供者データに所定のレンタル車両提供者ポイントを加
算する処理を実行することを特徴とする請求項１～４のうちのいずれか一項に記載のレン
タル車両運用管理システム。
【請求項６】
　前記サーバ側動作制御部は、所定時間間隔で前記レンタル車両の提供者データに前記レ
ンタル車両提供者ポイントに応じた謝礼を付与する処理を実行することを特徴とする請求
項５記載のレンタル車両運用管理システム。
【請求項７】
　前記サーバ側動作制御部は、前記ユーザから前記利用者ポイントの利用を希望する通知
を受信した際、前記ユーザ情報データベースの前記ユーザの前記利用履歴データに記録さ
れた前記車両レンタル料から前記ユーザ情報データベースにおいて前記ユーザに加算され
た前記利用者ポイントに応じた金額を値引きする処理を実行することを特徴とする請求項
１～６のうちのいずれか一項に記載のレンタル車両運用管理システム。
【請求項８】
　前記レンタル車両タグは、前記レンタル車両の内部に配設されていることを特徴とする
請求項１～７のうちのいずれか一項に記載のレンタル車両運用管理システム。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自転車又は自動二輪車におけるレンタル又はシェアリングに対して使用開始
から返却までの管理を実行するレンタル車両運用管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　都市部における渋滞緩和、騒音防止、又は大気汚染防止のために、自転車を安価又は無
料でレンタルするシステムが、日本に限らず世界中で見受けられるようになってきている
。このようなレンタルサイクルシステムは、各自治体が主体となって運営される場合や、
民間と公共機関とで連携して運営される場合がある。
【０００３】
　上記のようなレンタルサイクルシステムとして特許文献１のような内容が出願されてい
る。特許文献１のシステムでは、レンタル対象の自転車に２次元コードを付けておき、ま
た自転車の保管場所にも２次元コードを付けておく。ユーザは、自転車に付された２次元
コードと、保管場所に付された２次元バーコードとを読み取って貸出及び返却を実行して
いる。
【０００４】
　また、特許文献２のレンタルサイクルシステムでは、レンタル対象の自転車の車体の所
定位置に固有の２次元バーコードをつけ、２次元バーコード読み込み機能付携帯電話で読
み込むことで自動的に利用者の本人確認をして特定の携帯からの利用者識別を行い、該利
用者の使用許諾を与えるか否かを確認している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２４８８１３号公報
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【特許文献２】特開２０１０－５５５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１および特許文献２に開示されているレンタルサイクルシステムの構成によれ
ば、携帯電話やスマートフォン等の通信機器を用いて気軽にレンタルサイクルシステムの
利用が可能になる。しかしながら、いずれにおいても利用者側が享受することができるメ
リットに特化された構成であり、レンタルサイクルシステムの運用者（具体的には施設提
供者）側において享受することができるメリットについては十分な構成を有しておらず、
レンタルサイクルシステムを十分に普及させるまでには至っていない。
【０００７】
　また、レンタルサイクルシステムを普及させるべく、施設提供者にもメリットを享受す
ることができる構成を採用したとしても、利用者におけるメリットがなければ、レンタル
サイクルシステム全体としての運用が立ち行かなくなってしまう課題を有している。
【課題を解決しようとする手段】
【０００８】
　そこで本発明においては、レンタルサイクルシステム等のレンタル車両運用管理システ
ムにおいて、レンタル車両システム運用上における施設提供者の貢献度に応じたメリット
を享受することができると共に、利用者側においてもメリットを享受することが可能なレ
ンタル車両運用管理システムの提供を目的としている。
【０００９】
　発明者は以下の構成を採用することにより上記目的を解決することに成功した。すなわ
ち本発明は、ネットワークに接続可能なユーザ端末および管理サーバを具備し、前記ユー
ザ端末と前記管理サーバが前記ネットワークを介して協働することによりレンタル車両の
運用管理を行うレンタル車両運用管理システムであって、前記ユーザ端末は、端末側制御
プログラムがインストールされていると共にユーザ情報が蓄積されている端末側記憶部と
、前記ユーザ端末の端末位置情報が検出可能な端末位置情報検出部と、レンタル車両に取
り付けられたレンタル車両タグを介して前記レンタル車両の固有情報が読み取り可能なレ
ンタル車両固有情報読み取り部と、前記ネットワークに接続可能な端末側通信部と、少な
くとも、前記ユーザ情報と前記端末位置情報と前記レンタル車両の固有情報を、前記端末
側通信部を介して前記ネットワークに設けられた前記管理サーバに提供する端末側動作制
御部と、を有し、前記管理サーバは、前記ユーザ情報が蓄積されたユーザ情報データベー
スと、前記レンタル車両の固有情報が蓄積されたレンタル車両固有情報データベースと、
施設情報の固有情報が位置情報と紐付けされた状態で蓄積された施設固有情報データベー
スと、制御プログラムがそれぞれ記憶されているサーバ側記憶部と、前記ネットワークに
接続可能なサーバ側通信部と、前記制御プログラムに基づき、前記ユーザ端末から提供さ
れた前記ユーザ情報を前記ユーザ情報データベースに参照し、前記ユーザ情報が前記ユー
ザ情報データベースの登録情報と一致した場合、ユーザに前記レンタル車両の利用を許可
する処理と、前記ユーザ情報データベースにおける前記ユーザの前記レンタル車両の利用
履歴データに前記レンタル車両のレンタル内容を記録させる処理を少なくとも実行するサ
ーバ側動作制御部と、を有し、前記サーバ側動作制御部は、前記ユーザ端末から送信され
た前記ユーザ情報および前記レンタル車両の固有情報に基づいて、前記ユーザに前記レン
タル車両の利用を許可した際、前記レンタル車両固有情報データベースを参照し、前記ユ
ーザに利用を許可した前記レンタル車両のレンタル車両固有情報を読み出すと共に、前記
ユーザ情報データベースにおける前記ユーザの前記利用履歴データに前記レンタル車両固
有情報を記録する処理と、前記ユーザ端末から送信された前記レンタル車両の返却通知に
基づいて、前記ユーザ情報データベースにおける前記ユーザの前記利用履歴データに車両
レンタル料を記録する処理と、前記返却通知が送信された際の前記端末位置情報に基づい
て、前記施設固有情報データベースを参照し、前記レンタル車両が返却された返却先施設
の固有情報を前記施設固有情報データベースから抽出すると共に、前記施設固有情報デー
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タベースにおける前記返却先施設の提供者データに所定の返却先施設提供者ポイントを加
算する処理と、前記レンタル車両が返却された前記返却先施設が予め指定された前記返却
先施設である場合、前記ユーザ情報データベースの前記ユーザ情報に、前記レンタル車両
の正規返却による所定の利用者ポイントを加算する処理と、をそれぞれ実行させることを
特徴とするレンタル車両運用管理システムである。
【００１０】
　これにより、レンタル車両システムの運用において、システム運用者側である駐輪場等
を提供する施設提供者と、システム利用者の双方に、利用頻度に応じたポイント（返却先
施設提供者ポイント、利用者ポイント）を付与することができる。これにより、利用者は
利用に応じたポイントを得ることができると共に、レンタル車両システムを運用する上で
の駐輪場等の返却先施設提供者（スポンサー）においては、資金の回収が期待でき、出資
しやすくなるため、レンタル車両システムの普及を加速することができる。
【００１１】
　また、前記レンタル車両タグは、前記ユーザ端末に広告を表示させるための広告タグが
さらに設けられていて、前記管理サーバは、前記広告タグの識別情報と広告提供者情報が
紐付けされた広告データベースをさらに有し、前記端末側動作制御部は、前記広告タグを
介して前記広告が前記ユーザ端末に表示されると、前記端末側通信部を介して前記広告タ
グの識別情報を前記管理サーバに送信する処理を実行し、前記サーバ側動作制御部は、前
記広告タグの識別情報に基づいて前記広告データベースから前記広告提供者情報を抽出し
、前記ユーザ情報データベースに広告表示による利用者ポイントを加算すると共に、前記
広告データベースの前記広告提供者情報に前記利用者ポイントの加算履歴を記録する処理
を実行することが好ましい。
【００１２】
　また、前記ユーザ端末に前記広告を表示させた際に、前記広告を他の通信端末に表示さ
せる広告拡散用コードがダウンロード可能に表示されていて、前記広告拡散用コードは、
広告拡散用コード識別情報が前記広告データベースの前記広告提供者情報に紐付けされて
いて、前記サーバ側動作制御部は、前記広告拡散用コードを経由して前記広告を他の端末
に表示された際において、前記ユーザ情報データベースに広告拡散による前記利用者ポイ
ントを加算すると共に、前記広告データベースの前記広告提供者情報に前記利用者ポイン
トの加算履歴を記録する処理を実行することがより好ましい。
【００１３】
　これらにより、利用者にさらなるメリットが生じるようになるため、レンタル車両シス
テムの普及をより促進させることができる。
【００１４】
　また、前記サーバ側動作制御部は、前記ユーザ端末から送信された前記レンタル車両の
前記返却通知に基づいて、前記レンタル車両固有情報データベースを参照し、前記レンタ
ル車両固有情報データベースにおける前記レンタル車両の提供者データに所定のレンタル
車両提供者ポイントを加算する処理を実行することが好ましい。
【００１５】
　これにより、レンタル車両の提供についてもスポンサーが付きやすくなり、資金の回収
を促進するためスポンサーによるレンタル車両のメンテナンスが施されやすくなるため、
より良好な状態でレンタル車両システムを維持することができる。
【００１６】
　また、前記サーバ側動作制御部は、所定時間間隔で前記返却先施設の提供者データに前
記返却先施設提供者ポイントに応じた謝礼を付与する処理を実行することが好ましい。ま
た、前記サーバ側動作制御部は、所定時間間隔で前記レンタル車両の提供者データに前記
レンタル車両提供者ポイントに応じた謝礼を付与する処理を実行することが好ましい。
【００１７】
　これらにより返却先施設の提供者やレンタル車両の提供者が享受するメリットを魅力的
にすることができるため、返却先施設やレンタル車両の維持管理コストが低下し、レンタ
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ル車両システムの施設が整備されやすくなり、より一層レンタル車両システムの普及が促
進される。
【００１８】
　また、前記サーバ側動作制御部は、前記ユーザから前記利用者ポイントの利用を希望す
る通知を受信した際、前記ユーザ情報データベースの前記ユーザの前記利用履歴データに
記録された前記車両レンタル料から前記ユーザ情報データベースにおいて前記ユーザに加
算された前記利用者ポイントに応じた金額を値引きする処理を実行することが好ましい。
【００１９】
　これにより、利用者は実質的に低料金でレンタル車両の利用が可能になる。
【００２０】
　また、前記レンタル車両タグは、前記レンタル車両のフレーム内に配設されていること
が好ましい。
【００２１】
　これにより、レンタル車両タグの汚損や破損が防止されると共に、レンタル車両タグの
不正利用を防止することができるため、公正なレンタル車両システムを運用することがで
きる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明のレンタル車両運用管理システムの構成によれば、システム運用者側においては
、システムの運用上において必要な施設の提供等の貢献度に応じたメリットを享受するこ
とができため、レンタル車両を運用するにあたっての施設提供者を増加させることが可能
になる。また、システム利用者側においてはシステムの利用に応じたメリットを享受する
ことができるため、システムの利用が促進される。これらによりレンタル車両システムの
普及を促進することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１実施形態におけるレンタル車両運用管理システムの概略構成を示す説明図で
ある。
【図２】第１実施形態における管理サーバの概略構成を示す説明図である。
【図３】第２実施形態における管理サーバの概略構成を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
（第１実施形態）
　本実施形態におけるレンタル車両運用管理システム１００は、図１に示すようにユーザ
端末２００と管理サーバ３００とを具備している。ユーザ端末２００は端末側通信部２１
０を介して、管理サーバ３００はサーバ側通信部３１０を介してネットワーク４００に接
続可能である。ユーザ端末２００と管理サーバ３００は、ネットワーク４００を介して端
末側記憶部２２０とサーバ側記憶部３２０内の各種データを送受信する。端末側動作制御
部２３０とサーバ側動作制御部３３０は、ネットワーク４００を介して送受信された各種
データに基づいて協働することによりレンタル車両運用管理システム１００を稼働させて
いる。本実施形態においては、ユーザ端末２００としてスマートフォンを用い、管理サー
バ３００としてＰＣサーバを用い、ネットワーク４００としてインターネットを用いてい
るが、具体的な構成は適宜変更することができる。
【００２５】
　ユーザ端末２００は、図１に示すように端末側通信部２１０によりネットワーク４００
に接続可能である。また、ユーザ端末２００の端末側記憶部２２０には端末側制御プログ
ラム（レンタル車両運用管理アプリケーション）がインストールされていると共にユーザ
端末２００の所有者情報であるユーザ情報がユーザの入力操作により蓄積されている。ユ
ーザ情報としては、少なくともユーザ名が要求される。このような端末側記憶部２２０と
してはフラッシュメモリに代表される不揮発性メモリが好適に用いられる。さらにユーザ
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端末２００にはユーザ端末２００の位置情報が検出可能な端末位置情報検出部２４０が配
設されている。端末位置情報検出部２４０としてはＧＰＳ信号検出装置が好適に用いられ
る。
【００２６】
　さらにユーザ端末２００には、後述するレンタル車両５００に取り付けられているレン
タル車両タグ５１０を介してレンタル車両の固有情報が読み取り可能なレンタル車両固有
情報読み取り部２５０が配設されている。ここでは、図１に示すようにレンタル車両タグ
５１０をサドルの裏側面に配設しているが、フレームの外表面に配設することもできる。
レンタル車両固有情報読み取り部２５０は、レンタル車両タグ５１０の種類に応じた構成
が適宜採用される。具体的にはレンタル車両タグ５１０がＱＲコード（日本国登録商標）
やバーコードで形成されている場合には、これらが読み取り可能なカメラおよびコード読
み取りソフトを採用することができる。
【００２７】
　また、レンタル車両タグ５１０がＲＦＩＤや非接触ＩＣカードタグ等の近距離無線通信
タグにより形成されている場合には、レンタル車両５００のフレームの内側面等に代表さ
れるレンタル車両５００の内部に配設することもできる。これによりレンタル車両タグ５
１０の汚損や破損、悪戯の防止ができる。そしてレンタル車両固有情報読み取り部２５０
としては近距離無線通信装置を採用することができる。
【００２８】
　端末側記憶部２２０に蓄積されているユーザ情報とレンタル車両固有情報読み取り部２
５０が読み取ったレンタル車両の固有情報と、端末位置情報検出部２４０が検出したユー
ザ端末２００の位置情報（端末位置情報）は、端末側通信部２１０と端末側動作制御部２
３０によりネットワーク４００を介して管理サーバ３００へ送信される。端末側動作制御
部２３０としてはスマートフォンのＣＰＵに代表される中央演算処理装置が好適に用いら
れる。
【００２９】
　管理サーバ３００は、図１および図２に示すようにサーバ側通信部３１０によりネット
ワーク４００に接続可能である。また管理サーバ３００のサーバ側記憶部３２０には、端
末側制御プログラム（レンタル車両運用管理アプリケーション）に対応する制御プログラ
ムが記憶されている。また、サーバ側記憶部３２０にはユーザ情報データベース３２１と
、施設固有情報データベース３２２と、レンタル車両固有情報データベース３２３を有し
ている。このようなサーバ側記憶部３２０としてはＨＤＤやＳＳＤに代表される大容量の
不揮発性メモリが好適に用いられる。
【００３０】
　ユーザ情報データベース３２１にはユーザ端末２００から予めまたは使用時に入力され
たユーザ情報が蓄積されている。このユーザ情報としては、ユーザ名の他に、少なくとも
パスワードと決済方法が入力されている。施設固有情報データベース３２２には返却先施
設である駐輪場や車両メンテナンスベース等の施設に関する固有情報が提供者と位置情報
にそれぞれ紐づけされた状態で蓄積されている。レンタル車両固有情報データベース３２
３にはレンタル車両５００の所有者または提供者や車両状態等の固有情報が蓄積されてい
る。
【００３１】
　ユーザ端末２００から送信されたユーザ情報とレンタル車両の固有情報と、ユーザ端末
２００の位置情報は、サーバ側動作制御部３３０によりユーザ情報データベース３２１と
施設固有情報データベース３２２とレンタル車両固有情報データベース３２３に参照され
る。サーバ側動作制御部３３０は、ユーザ情報データベース３２１に基づいて、データを
送信したユーザのユーザ情報がユーザ情報データベース３２１の登録情報と一致し、過去
のレンタル車両５００に利用履歴（車両レンタル料の支払い状況やレンタル車両５００の
破損歴等）やレンタル車両５００の利用可否判断（レンタル中であるか否か）や、レンタ
ル車両５００がある駐輪場の場所を施設固有情報データベース３２２から抽出する処理を
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実行する。サーバ側動作制御部３３０は、レンタル車両５００の利用が可能なユーザには
、レンタル車両５００のロック解除法をユーザ端末２００に送信し、利用不可なユーザに
は利用不可の理由をユーザ端末２００に送信する。
【００３２】
　ここで、レンタル車両５００に無線通信機器および遠隔操作可能な錠を取り付けておく
ことにより、サーバ側動作制御部３３０がユーザにより指定されたレンタル車両５００に
遠隔操作可能な錠の開錠コマンドを直接送信する形態を採用することもできる。
【００３３】
　サーバ側動作制御部３３０は、ユーザにレンタル車両５００の利用が可能な状態を提供
（利用を許可）した後、レンタル車両固有情報データベース３２３を参照し、レンタルを
許可したレンタル車両５００のレンタル車両固有情報を読み出すと共に、ユーザ情報デー
タベース３２１におけるレンタルを許可したユーザのユーザ情報の利用履歴データにレン
タル車両固有情報を記録（蓄積）する。続いてサーバ側動作制御部３３０は、レンタル車
両固有情報データベース３２３を参照し、レンタルを許可したレンタル車両５００の所有
者または提供者のデータ（レンタル車両の提供者データ）にレンタル内容に応じた所定の
レンタル車両提供者ポイントを加算する処理を実行する。
【００３４】
　ユーザがレンタル車両５００の利用を終える際には、ユーザ端末２００の端末側制御プ
ログラムを介してレンタル車両５００の返却手続きを行う。ユーザがレンタル車両５００
の返却通知を管理サーバ３００に送信する処理を行うと、端末側動作制御部２３０が端末
位置情報検出部２４０によりユーザ端末２００の位置情報を検出し、返却通知と共に車両
返却位置情報を管理サーバ３００に送信する。管理サーバ３００がユーザ情報と返却通知
と車両返却位置情報をそれぞれ受信すると、サーバ側動作制御部３３０が施設固有情報デ
ータベース３２２を参照し、レンタル車両５００が返却された駐輪場を特定すると共に車
両返却場所として特定した駐輪場の所有者または提供者データ（返却先施設の提供者デー
タ）を抽出する。サーバ側動作制御部３３０は、抽出した所有者または提供者データに施
設利用に伴う所定の返却先施設提供者ポイントを加算する処理を実行する。
【００３５】
　このとき、レンタル車両５００の返却先施設がレンタル時に予め設定されていた返却先
施設であった場合には、サーバ側動作制御部３３０は、ユーザ情報データベース３２１の
ユーザ情報にレンタル車両５００の正規返却による所定の利用者ポイントを加算する処理
を実行する。これとは反対に、レンタル車両５００の返却先施設がレンタル時に設定され
ていた返却先施設ではない場合には、サーバ側動作制御部３３０は、ユーザ情報データベ
ース３２１のユーザ情報にレンタル車両５００の非正規返却による所定の利用者ポイント
を減算する処理や、利用履歴データに返却先違反による追加料金を加算する処理を実行す
るようにしてもよい。
【００３６】
　また、サーバ側動作制御部３３０はユーザからの返却通知を受信した時間を確認し、当
初のレンタル内容（レンタル時間）との比較を行い、レンタル時間の超過の有無を確認し
、レンタル時間の超過を確認した際には、ユーザ情報データベース３２１の利用履歴デー
タにレンタル時間超過に伴う所定の追加料金を加算する処理を実行する。
【００３７】
　ユーザがレンタル車両５００の返却手続き時に利用による破損データを通知した場合、
サーバ側動作制御部３３０は、レンタル車両固有情報データベース３２３に対して、対応
するレンタル車両固有情報に破損データを記録する処理および使用不可を登録する処理を
それぞれ実行すると共に、提携している自転車修理サービス業者に修理依頼を手配する処
理を実行する。修理依頼の手配を行う際には、修理対象となるレンタル車両５００の現在
位置や修理内容を併せて通知する。サーバ側動作制御部３３０はユーザ情報データベース
３２１を参照し、当該ユーザが破損補償サービス等の免責条件に加入いなければ所定の修
理費用の請求データをユーザ情報に紐付けられた利用履歴データに加算する処理を実行す
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る。
【００３８】
　また、レンタル車両５００の修理が完了した際には、自転車修理サービス業者は、スマ
ートフォン等の通信機器により、レンタル車両タグ５１０から読み取ったレンタル車両５
００の固有情報と共に修理完了の通知を管理サーバ３００に送信する。サーバ側動作制御
部３３０は車両の修理完了通知を受信すると、レンタル車両固有情報データベース３２３
を参照し修理が完了したレンタル車両５００を特定すると共に、レンタル車両固有情報に
使用可能の登録処理を実行する。このとき、自転車修理サービス業者はレンタル車両５０
０の位置情報も併せて管理サーバ３００に通知するようにしてもよい。レンタル車両５０
０の現在位置情報が返却通知時の位置情報と異なっている場合には、サーバ側動作制御部
３３０はレンタル車両固有情報データベース３２３に登録されている現在位置情報の修正
処理を実行する。
【００３９】
　また、サーバ側動作制御部３３０は車両の修理完了通知を受信すると、施設固有情報デ
ータベース３２２に登録されている自転車修理サービス業者に修理提供ポイントを加算す
る処理を実行してもよい。
【００４０】
　サーバ側動作制御部３３０は、毎月最終平日毎等の予め設定した時間間隔でユーザ情報
データベース３２１の各ユーザ情報に紐付けされている利用履歴データを参照し、各ユー
ザへの利用料金等の費用請求手続きを行う。具体的には、利用履歴データに登録されてい
る利用料金に基づいて、予め登録されている決済方法に基づいてレンタル車両料金等の精
算を行う。決済が完了すると、サーバ側動作制御部３３０は利用履歴データに登録されて
いる利用料金に対し決済結果に基づく減算処理を実行する。
【００４１】
　また、サーバ側動作制御部３３０は、施設固有情報データベース３２２を参照し、駐輪
場等の施設の所有者または提供者に紐付けされている返却先提供者ポイントをカウントし
、ポイント数に応じた謝礼を予め施設固有情報データベース３２２に登録されている謝礼
方法に基づいて施設の所有者または提供者に謝礼を送付する処理を実行する。これと同様
に、自転車修理サービス業者に加算されている修理提供ポイントをカウントし、ポイント
数に応じた謝礼を予め施設固有情報データベース３２２に登録されている謝礼方法に基づ
いて謝礼を送付する処理を実行する。さらにサーバ側動作制御部３３０は、レンタル車両
固有情報データベース３２３を参照し、レンタル車両５００の所有者または提供者に紐付
けされているレンタル車両提供者ポイントをカウントし、ポイント数に応じた謝礼を予め
レンタル車両固有情報データベース３２３に登録されている謝礼方法に基づいてレンタル
車両５００の所有者または提供者に謝礼を送付する処理を実行する。これらになるような
謝礼送付処理は、ユーザへの利用料金の請求処理と同じタイミングで実行するようにして
もよい。
【００４２】
　このようの本実施形態におけるレンタル車両運用管理システム１００の構成によれば、
レンタル車両運用管理システム１００の運用者側であるレンタル車両５００の提供者や駐
輪場等の返却先施設の提供者および修理提供者に対してそれぞれの提供物に応じたポイン
ト（レンタル車両提供者ポイント、返却先施設提供者ポイント、修理提供ポイント）が付
与される。これらのポイントは、予め設定された方法によりポイント数に応じた謝礼を受
け取ることができるため、提供物（レンタル車両５００や駐輪場等の返却先施設、修理作
業の提供）の維持管理費用や自らの収入につなげることができる。これにより、レンタル
車両運用管理システム１００の施設を常に良好な状態に維持することができるため、利用
者と施設提供者の両者に利益をもたらすことができ、レンタル車両運用管理システム１０
０の利用が促進されるといった作用効果を奏する点で好都合である。
【００４３】
（第２実施形態）
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　本実施形態は、レンタル車両５００に取り付けられたレンタル車両タグ５１０に広告を
表示させるための広告タグが追加されていると共に、図３に示すように管理サーバ３００
には広告タグの識別情報と、広告提供者情報を紐付けした広告データベース３２４が追加
的に配設されている。他の構成については、第１実施形態と同様の構成部分には第１実施
形態で用いた符号を使用することにより、ここでの詳細な説明は省略している。本実施形
態における構成を採用することにより、ユーザがレンタル車両５００の広告タグを読み取
り、ユーザ端末２００に広告を表示させることにより利用者ポイントを獲得することがで
きる点が特徴的である。
【００４４】
　本実施形態におけるレンタル車両運用管理システム１００について説明する。ユーザが
レンタル車両５００のレンタル時等においてレンタル車両タグ５１０（広告タグ）にアク
セスすると、ユーザ端末２００はユーザに広告表示の許可を要求する。ユーザが広告表示
の許可をすると、ユーザ端末２００に所定の広告が表示される。ユーザ端末２００に広告
が表示されると、ユーザ端末２００の端末側動作制御部２３０から管理サーバ３００に広
告タグに紐づけられた識別情報とユーザ情報が送信される。
【００４５】
　管理サーバ３００が広告タグの識別情報を受信すると、サーバ側動作制御部３３０がユ
ーザ情報データベース３２１を参照し、ユーザ情報が抽出され、抽出されたユーザ情報に
紐付けられている利用履歴データに広告表示による利用者ポイントを加算する処理を実行
する。また、サーバ側動作制御部３３０は広告データベース３２４を参照し、広告の識別
情報に紐付けられた広告提供者情報を抽出し、抽出した広告提供者情報に広告を表示した
ユーザへの利用者ポイントの加算履歴を記録する処理を実行する。
【００４６】
　獲得した利用者ポイントは、ユーザからの利用者ポイントの利用希望の通知を管理サー
バ３００に送信することにより使用可能である。具体的には、サーバ側動作制御部３３０
が利用者ポイントの利用希望通知を受信すると、予めユーザ情報データベース３２１に登
録された方法に基づいて、利用者ポイント数に応じた金額を車両レンタル料から値引きす
る処理を実行する。
【００４７】
　また、ユーザに提供される特典は、サーバ側動作制御部３３０が広告データベース３２
４を参照し、広告提供者に対し、広告を表示したユーザに提供した利用者ポイント数に応
じた費用請求を利用者ポイントの加算履歴に基づいて行うことにより決済することができ
る。利用者ポイントの使用によりユーザが得られる特典は、車両レンタル料の値引きに限
定されるものではなく、他の公知の特典として利用することもできる。このようなレンタ
ル車両５００に取り付けられた広告タグ（レンタル車両タグ５１０）を用いたユーザによ
る利用者ポイントの獲得機能を有する構成を採用することで、さらに使い勝手の良いレン
タル車両運用管理システム１００を提供することができる。
【００４８】
　また、広告タグを介してユーザ端末２００に広告を表示させた際に、その広告を他の通
信端末にも表示可能にするための広告拡散用コードをユーザ端末２００の端末側記憶部２
２０にダウンロード可能にすることもできる。この広告拡散用コードには、広告拡散用コ
ード識別情報（広告拡散用コードをダウンロードしたユーザのユーザ情報、広告提供者情
報等）が紐付けされている。広告拡散用コードをダウンロードしたユーザがＳＮＳ（Ｓｏ
ｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）等を用いて自らの知人の通信端末に
広告拡散用コードを送信し、その知人が広告拡散用コードを経由してその知人の通信端末
に広告を表示させると、その知人の通信端末から管理サーバ３００に広告拡散用コード経
由の広告表示通知がなされる。
【００４９】
　サーバ側動作制御部３３０は、広告拡散用コード経由の広告表示通知を受信すると、ユ
ーザ情報データベース３２１を参照し、広告拡散用コードに紐付けされているユーザ情報
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を抽出し、当該ユーザ情報に広告拡散による利用者ポイントを予め登録された条件で加算
する処理を実行する。同じくサーバ側動作制御部３３０は広告データベース３２４を参照
し、広告拡散用コードに紐付けされている広告提供者情報を抽出し、利用者ポイントの加
算履歴を記録する処理を実行する。
【００５０】
　サーバ側動作制御部３３０は予め設定された時間間隔で、広告データベース３２４を参
照し、それぞれの広告提供者情報に紐付けされて記録された利用者ポイントの加算履歴の
ポイント数をカウントし、ポイント数に応じた費用をそれぞれの広告提供者に請求する処
理を実行する。なお、広告データベース３２４の広告提供者情報に紐付けされて記録され
た利用者ポイントの加算履歴の記録に代えて、利用者ポイントの加算履歴におけるポイン
ト数に応じた費用請求を都度または所定時間間隔で行う処理を実行するようにしてもよい
。
【００５１】
　本実施形態におけるレンタル車両運用管理システム１００によれば、利用者はレンタル
車両運用管理システム１００の利用に加え、レンタル車両５００に配設された広告タグ（
レンタル車両タグ５１０）を介した広告の表示や当該広告の拡散に応じた利用者ポイント
を獲得することができる。このような広告タグを用いることで、レンタル車両５００の提
供者は広告提供者に対して広告タグの取り付けによる広告設置料を請求することも可能で
ある。以上により、利用者と運用者（施設等の提供者）の両者にとってメリットがあるレ
ンタル車両運用管理システム１００にすることができる。
【００５２】
　また以上の実施形態においては、レンタル車両５００としてレンタル自転車を用いた形
態について説明しているが、レンタル車両５００はレンタル自転車に限定されるものでは
なく、電動アシスト自転車やオートバイ等の二輪車や自動車等の他の車両を用いることも
できる。また、以上の実施形態における施設等の提供者は、レンタル車両、返却先施設（
駐輪場）、自転車の修理を提供しているが、バッテリの充電ポイント等を提供することも
できる。さらには、いわゆる車両のシェアリングサービスにも本発明を適用することも可
能である。
【００５３】
　以上の実施形態においては、駐輪場の位置を特定するために、ユーザ端末２００の端末
位置情報検出部２４０を用いているが、駐輪場に二次元バーコード等の駐輪場を特定する
ためのデータが紐付けされた駐輪場タグを配設し、ユーザ端末２００に配設した駐輪場タ
グ読み取り手段により駐輪場タグを読み取り可能にし、読み取った駐輪場のデータを管理
サーバ３００に送信し、サーバ側動作制御部３３０が施設固有情報データベース３２２を
参照し、駐輪場の固有情報を読み取る形態を採用することもできる。また、広告タグを駐
輪場やバッテリ充電ポイント等の施設に配設し、施設の固有情報を紐付けした広告タグに
することもできる。このような広告タグをＳＮＳによる拡散が行われることにより、利用
者にバッテリ充電ポイントのマップを配布することと同様の効果を得ることができる。さ
らには、バッテリ充電ポイントを多数配設することで、電動アシスト自転車等に搭載する
バッテリを小型化することができる。
【００５４】
　また、以上の実施形態においては、レンタル車両５００をユーザにレンタル許可した際
に管理サーバ３００のユーザ情報データベース３２１の利用履歴データにレンタル車両５
００の固有情報を記録する処理を実行しているが、利用履歴データへのレンタル車両５０
０の固有情報を記録するタイミングは、レンタル車両５００の返却通知時に行うようにし
てもよい。
【００５５】
　また、管理サーバ３００のサーバ側動作制御部３３０は、レンタル車両固有情報データ
ベース３２３を参照し、レンタル車両５００が駐輪されている駐輪場（返却先施設）の分
布を抽出し、施設固有情報データベース３２２をさらに参照する。そしてサーバ側動作制
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もしくは商店街等の集客希望エリア付近の駐輪場を抽出し、これらを推奨駐輪場として設
定する。さらにサーバ側動作制御部３３０は、レンタル車両５００の推奨駐輪場の位置デ
ータをユーザ端末２００に送信し、ユーザが推奨駐輪場にレンタル車両５００を返却した
場合には、利用者ポイントを加算する処理を実行してもよい。
【００５６】
　以上により、駐輪スペースの偏在を緩和させることができると共に、レンタル車両５０
０をすべての駐輪場にまんべんなく配車することができる点において好都合である。また
、集客を目的として推奨駐輪場に設定された駐輪場の提供者には、紹介リベートポイント
を差し引いた提供者ポイントを付与するようにしてもよい。紹介リベートポイントは、レ
ンタル車両運用管理システム１００全体の管理等やキャンペーン時の原資として用いるこ
とも可能である。

 

【要約】
　レンタル車両システム運用上における施設提供者の貢献度に応じたメリットを享受する
ことができると共に、利用者側においてもメリットを享受することが可能なレンタル車両
運用管理システムを提供することを課題とする。
　解決手段として、ネットワーク（４００）に接続可能なユーザ端末（２００）と管理サ
ーバ（３００）を具備し、レンタル車両タグ（５１０）からレンタル車両（５００）の情
報をユーザが読み取ると共に、端末位置情報検出部（２４０）が検出した端末位置情報と
合わせて管理サーバ（３００）に情報送信し、サーバ側動作制御部（３３０）が受信情報
に基づきサーバ側記憶部（３２０）に記憶されているユーザ情報データベース（３２１）
、施設固有情報データベース（３２２）、レンタル車両固有情報データベース（３２３）
を参照し、レンタル車両（５００）の返却施設提供者やユーザにポイントを付与するレン
タル車両運用管理システム（１００）である。
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