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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のユーザに利用される複数の車両を管理するための車両管理システムであって、
　前記ユーザによる前記車両の利用の受付を行うと共に、前記複数の車両と、前記複数の
車両が駐車される複数の駐車スペースとを管理する利用管理手段と、
　前記車両の走行に使用されるエネルギーの残量を示すエネルギー情報を、前記複数の車
両から取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記エネルギーの残量と、前記エネルギーの不足を示す
残量閾値とを比較し、前記エネルギーの残量が前記残量閾値より低い場合には、前記エネ
ルギーの補給を必要とする、と判定し、前記エネルギーの補給を必要とすると判定された
前記車両を回収車両として特定する判定手段と、
　前記駐車スペースから前記回収車両を回収させる回収指令を出力する指令出力手段とを
備え、
前記取得手段は、
　前記車両が駐車されている前記駐車スペースの位置情報を取得し、
前記指令出力手段は、
　前記回収車両の前記駐車スペースの位置情報を、前記回収指令に含めて出力する
ことを特徴とする車両管理システム。
【請求項２】
請求項１記載の車両管理システムにおいて、
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前記取得手段は、
　前記車両に設けられたバッテリの充電状態の情報を、前記エネルギー情報として取得す
る
ことを特徴とする車両管理システム。
【請求項３】
請求項１又は２記載の車両管理システムにおいて、
前記利用管理手段は、
　前記ユーザが前記車両を返却すべき場所を、前記複数の駐車スペースから返却予定地と
して設定し、
前記取得手段は、
　前記返却予定地に返却された前記車両から、前記エネルギー情報を取得する
ことを特徴とする車両管理システム。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか一項に記載の車両管理システムにおいて、
前記利用管理手段は、
　前記回収車両の代わりとなる代替車両の位置と前記回収車両の位置とを管理し、
　前記代替車両が前記回収車両の回収前の前記駐車スペースに駐車した場合には、前記代
替車両を、前記ユーザにより利用可能な利用可能車両として設定する
ことを特徴とする車両管理システム。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか一項に記載の車両管理システムにおいて、
前記取得手段は、
　前記回収車両から、前記回収車両のバッテリの充電情報を取得し、
前記利用管理手段は、
　前記取得手段により取得した前記充電情報に基づいて、前記回収車両の前記バッテリの
充電が完了したか否か判定する
ことを特徴とする車両管理システム。
【請求項６】
請求項５記載の車両管理システムにおいて、
前記利用管理手段は、
　前記回収車両の前記バッテリの充電が完了したと判定した場合には、充電が完了した前
記回収車両を、前記エネルギーの補給を必要とする車両の代わりとなる代替車両として設
定する
ことを特徴とする車両管理システム。
【請求項７】
請求項１～６のいずれか一項に記載の車両管理システムにおいて、
前記利用管理手段は、
　前記複数の車両のうち予約がされていない車両を利用可能車両として設定し、かつ、前
記回収車両を前記利用可能車両から除外する
ことを特徴とする車両管理システム。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか一項に記載の車両管理システムにおいて、
　前記ユーザにより、実際に前記車両が利用され、返却された際に、前記車両が、返却予
定地に返却されたか否かを判定する返却判定手段と、
　前記返却判定手段により、前記車両が設定された前記返却予定地に返却されたと判定さ
れた場合に、該車両の返却を許可する返却許可手段とをさらに備え、
前記利用管理手段は、
　前記受付を行う際に、対象となる前記車両を前記ユーザが利用した後に、前記ユーザが
前記車両を返却すべき場所を、前記複数の駐車スペースのうちから前記返却予定地として
設定する
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ことを特徴とする車両管理システム。
【請求項９】
　プログラムにより動作する制御装置を用いて、複数のユーザに利用される複数の車両を
管理するための車両管理方法であって、
前記制御装置は、
　前記ユーザによる前記車両の利用の受付を行い、
　前記複数の車両と、前記複数の車両が駐車される複数の駐車スペースとを管理し、
　前記車両の走行に使用されるエネルギーの残量を示すエネルギー情報を、前記複数の車
両から取得し、
　前記車両が駐車されている前記駐車スペースの位置情報を取得し、
　取得された前記エネルギーの残量と、前記エネルギーの不足を示す残量閾値とを比較し
、前記エネルギーの残量が前記残量閾値より低い場合には、前記エネルギーの補給を必要
とする、と判定し、
　前記エネルギーの補給を必要とすると判定された前記車両を回収車両として特定し、
　前記駐車スペースから前記回収車両を回収させる回収指令に、前記回収車両の前記駐車
スペースの位置情報を含めて、前記回収指令を出力する
ことを特徴とする車両管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両管理システム及び車両管理方法に関するものである。
【０００２】
　本出願は、２０１３年１０月１０日に出願された日本国特許出願の特願２０１３―２１
２４８７に基づく優先権を主張するものであり、文献の参照による組み込みが認められる
指定国については、上記の出願に記載された内容を参照により本出願に組み込み、本出願
の記載の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
　利用者からの予約に応じて車両を管理し、利用者による車両利用後における車両の返却
位置を規制するカーシェアリングシステムにおける車両返却システムであって、ＧＰＳ信
号に基づいて車両の位置情報を取得し、取得した車両の位置情報と車両に対して予め定め
られた返却位置の位置情報とが一致すると判断された場合のみ、車両が返却されたと判定
する技術が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１２８９８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のカーシェアリングシステムでは、車両の車載器内で燃料の残量を
監視しているだけであり、車両を管理するサーバ側では車両のエネルギー残量を把握して
いない。そのため、複数の駐車スペースにそれぞれ駐車される複数の車両のうち、どの車
両に対してエネルギーを補給すべきか把握できず、システムにおける車両の管理能力が十
分でない、という問題があった。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、車両の管理能力を向上させた車両管理システム及び
車両管理方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明は、エネルギーの残量を示すエネルギー情報を車両から取得し、取得されたエネ
ルギーの残量と、エネルギーの不足を示す残量閾値とを比較し、エネルギーの残量が残量
閾値より低い場合には、エネルギーの補給を必要とする、と判定し、エネルギーの補給を
必要とする判定された車両を回収車両として特定しつつ、駐車スペースから当該回収車両
を回収させる回収指令を出力する、ことによって上記課題を解決する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、管理対象となる複数の車両から、エネルギー残量が不足した車両を特定し、
特定した車両を回収させるための指令を出力しているため、指令を受け取った管理者等は
、車両がエネルギー不足であることを把握できる。その結果として、車両の管理能力を向
上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本実施形態に係るカーシェアリングシステムの構成図である。
【図２】図２は、所定の区域に複数の駐車スペースを設けた例を示す図である。
【図３】図３は、制御装置の構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、本実施形態に係るカーシェアリングシステムの概要を示した図である。
【図５】図５は、本実施形態における、返却処理を示すフローチャートである。
【図６】図６は、本実施形態における、車両回収処理を示すフローチャートである。
【図７】図７は、本実施形態における、充電処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面に基づいて、本発明の実施形態について説明する。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係るカーシェアリングシステムのブロック構成図である。図１に
示すように、本実施形態のカーシェアリングシステムは、管理サーバ１００と、カーシェ
アリングに供される複数の共用車両２００と、インターネット３００を介して車両管理サ
ーバ１００と通信可能な複数のユーザ端末４００とから構成される。なお、図１中におい
ては、共用車両２００を２台のみ示したが、本実施形態のカーシェアリングシステムは、
多数の共用車両２００から構成される。そして、本実施形態のカーシェアリングシステム
においては、多数の共用車両２００が、各所に設けられた所定の駐車スペースにそれぞれ
駐車されており、特定多数のユーザが、所望の駐車スペースに駐車された共用車両２００
を選択して利用できるようになっている。
【００１２】
　図１に示すように、共用車両２００は、管理サーバ１００と相互に通信が可能となって
おり、車載装置２１０と、通信装置２２０とを備えている。車載装置２１０は、共用車両
２００の利用開始時間および利用終了時間の情報、走行距離の情報、自車両位置の情報、
車速の情報、バッテリの残量の情報、車両のパワースイッチのオン、オフの情報などを、
通信装置２２０から、無線通信により管理サーバ１００に備えられた通信装置１２０に送
信する。また通信装置２２０は、管理サーバ１００から信号により送信される情報を受信
する。
【００１３】
　なお、車載装置２１０が、自車両位置の情報を取得する方法としては、たとえば、各共
用車両２００に備えられたＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）により測位衛星から発信される電波を所定時間ごとに受信することで、各共用車両２
００のリアルタイムの位置情報を取得する方法などが挙げられる。
【００１４】
　ユーザ端末４００は、本実施形態のカーシェアリングシステムを利用する特定多数のユ
ーザが所有する端末であり、インターネット３００を介して、管理サーバ１００に備えら
れた通信装置１２０と通信可能となっている。本実施形態のカーシェアリングシステムに
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おいては、各ユーザは、ユーザ端末４００により、共用車両２００の利用申込みを行うこ
とができるようになっている。
【００１５】
　ここで、共用車両２００の利用申込みとしては、ユーザが利用申込みの直後に共用車両
２００の利用を開始するような即時利用の申込みでもよいし、ユーザが将来に共用車両２
００を利用するための利用予約の申込みでもよい。
【００１６】
　また、本実施形態のカーシェアリングシステムにおいては、ユーザがユーザ端末４００
により共用車両２００の利用申込みをする際において、ユーザは、共用車両２００を利用
した後に返却するための返却予定地の設定を行う。
【００１７】
　なお、ユーザ端末４００としては、たとえば、パソコンの他、携帯電話、ＰＤＡなどの
各種移動端末などが挙げられる。ユーザ端末４００が携帯電話である場合には、通信装置
１２０で通信する車両情報を、各種の無線機規格に基づく無線通信でユーザ端末４００に
読み込ませて、当該ユーザ端末４００が、車両情報等を管理サーバ１００に送信してもよ
い。図１中においては、ユーザ端末４００として４つの端末を例示して示したが、ユーザ
端末４００および本実施形態のカーシェアリングシステムを利用するユーザの数は、特に
限定されるものではない。
【００１８】
　また、管理サーバ１００は、制御装置１１０と、通信装置１２０と、データベース１３
０とを備えている。
【００１９】
　通信装置１２０は、無線通信により、共用車両２００に備えられた通信装置２２０と、
また、インターネット３００を介して、各ユーザの所有するユーザ端末４００と通信する
ための装置である。通信装置１２０は、無線通信により、車載装置２１０から、共用車両
２００の利用開始時間および利用終了時間の情報、走行距離の情報、ならびに車両位置の
情報などを、また、ユーザ端末４００から、ユーザによる共用車両２００の利用申込みの
情報、およびユーザにより選択された返却予定地の情報などを取得する。利用申し込みの
情報には、利用を希望する車両の情報、サービスの利用履歴、会員登録情報等を含む。
【００２０】
　データベース１３０は、共用車両２００ごとに、利用受付情報、および返却予定地情報
、駐車中の駐車スペースの位置情報等を記憶するための記憶装置である。なお、利用受付
情報、および返却予定地情報は、ユーザによって、ユーザ端末４００を介して共用車両２
００の利用申込み、利用可能車両の選択、及び返却予定地の選択がされた場合に、ユーザ
端末４００から送信された情報に基づいて、共用車両２００ごとに生成される情報である
。駐車中の駐車スペースの位置情報は、予約されていない車両が駐車している駐車スペー
スの位置の情報、及び、予約はされているが、利用の開始前の車両が駐車している駐車ス
ペースの位置の情報である。また、カーシェアリングシステムの利用者を会員に限定して
いる場合には、データベース１３０は、登録した会員の情報、会員が登録したユーザ端末
４００の識別情報なども記録している。
【００２１】
　さらに、データベース１３０には、共用車両２００を駐車するための複数の駐車スペー
スの情報が記憶されている。具体的には、図２に示すように、データベース１３０には、
地図上における破線で囲まれた所定の区域に複数設けられた駐車スペースの位置情報など
が記憶されている。なお、本実施形態のカーシェアリングシステムにおいては、これらの
駐車スペースは、共用車両２００を駐車するための駐車場であり、駐車スペースのうち幾
つかには、共用車両２００が駐車されており、ユーザがユーザ端末４００を介して利用申
込みをすることで、所望の共用車両２００を利用することができるようになっている。
【００２２】
　管理サーバ１００の制御装置１１０は、図１に示すように、各種プログラムが格納され
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たＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１２と、このＲＯＭ１１２に格納され
たプログラムを実行する動作回路としてのＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）１１１と、アクセス可能な記憶装置として機能するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１３と、を備えている。
【００２３】
　そして、制御装置１１０は、本実施形態に係るカーシェアリングシステムを管理するた
めに、車両からの情報を取得する情報取得機能と、車両の利用及び利用のための予約を管
理する利用管理機能と、返却判定機能と、返却許可機能と、補給判定機能と、指令出力機
能とを備える。制御装置１１０は、上記各機能を実現するためのソフトウェアと、上述し
たハードウェアの協働により各機能を実行することができる。また、制御装置１１０は、
これらの各機能を発揮するための機能ブロックとして、図３に示すように、車両情報取得
部１１、利用管理部１２、返却判定部１３、返却許可部１４、補給判定部１５、指令出力
部１６を有している。図３は制御装置１１０の機能ブロックを示すブロック構成図である
。
【００２４】
　ここで、本例のカーシェアリングシステムの利用形態について図４を用いて説明する。
図４は本実施形態に係るカーシェアリングシステムの概要を示した図である。
【００２５】
　本例のカーシェアリングシステムでは、ユーザによる車両の利用を目的としたステーシ
ョン（ステーションＡ）と、共用車両２００のエネルギーを補給するためのステーション
（以下、ステーションＢと称す）とが、分けて管理されている。各ステーションには、共
用車両２００を駐車させる駐車スペースが複数、設けられている。ステーションＡは複数
のポートにより構成され、複数のポートは、互いに地理的に離れた位置に設けられている
。また各ポートには、１つ、又は、複数の駐車スペースが設けられている。
【００２６】
　ユーザは、ステーションＡに含まれる各ポートに駐車中の共用車両２００から、利用す
る共用車両２００を選択する。また、ユーザは、利用する共用車両２００の出発地と目的
地とを、ステーションＡの各ポートの中から選択する。共用車両２００の出発地は、利用
する共用車両２００が駐車している駐車スペースとなる。
【００２７】
　ステーションＢには、共用車両２００のエネルギーを補給するための補給施設が設けら
れている。例えば、共用車両２００が電気自動車である場合には、補給施設は充電施設と
なる。また、共用車両２００がエンジンのみを動力源とした車両である場合には、補給施
設はガソリンの給油施設となる。以下、本例では、共用車両２００を電気自動車とし、補
給施設を充電施設とした上で、説明する。
【００２８】
　カーシェアリングシステムを管理する管理者は、ステーションＡの各ポートに駐車され
ている共用車両２００を、ステーションＢまで移動させる。そして、ステーションＢにお
いて、管理者は充電施設を用いて、共用車両２００のバッテリを充電する。
【００２９】
　また、ステーションＢの駐車スペースには、充電が完了した共用車両２００が、代替車
両として駐車している。管理者は、ステーションＡからステーションＢに共用車両２００
を移動させると、ステーションＢで待機している代替車両を、ステーションＡに移動させ
る。このとき、代替車両の駐車位置は、ステーションＡからステーションＢに移動させた
共用車両２００の駐車スペースである。これにより、ステーションＡとＢとの間で車両を
交換することで、共用車両２００の充電完了を待たずに、ユーザにより利用可能な他の共
用車両を、ステーションＡに提供できる。その結果として、ステーションＡにおいて、利
用可能な共用車両２００が不足することを抑制できる。
【００３０】
　以下に、管理サーバ１００の制御装置１１０が実現する各機能について、図３及び図４
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を用いてそれぞれ説明する。また、必要に応じて、車両側の制御も説明する。
【００３１】
　まず、利用管理機能について説明する。管理サーバ１００の制御装置１１０は、ユーザ
から車両の利用の申し込み（予約）を受け付ける。具体的には、ユーザがユーザ端末４０
０を操作して共用車両２００の利用申込みを行った場合に、制御装置１１０は、車両情報
取得部１１により、ユーザ端末４００から送信された利用申込みの情報を取得することで
、利用の申し込みを受け付ける。
【００３２】
　次に、制御装置１１０の利用管理部１２は、管理対象となっている共用車両２００の利
用状況を確認する。利用管理部１２は、複数の共用車両２００の利用状態を、駐車スペー
ス毎に管理している。
【００３３】
　共用車両２００の利用状態には、現在車両が利用中である状態、予約済みの状態、予約
がされていない状態、バッテリの容量が少なく利用及び予約を受け付けない状態が含まれ
る。また、利用管理部１２は、ステーションＡの共用車両２００に加えて、ステーション
Ｂの共用車両２００の状態も管理している。利用管理部１２は、ステーションＡの共用車
両２００の状態を管理する際には、共用車両２００の充電の開始、充電中、及び充電終了
の各状態を、利用状態として管理している。
【００３４】
　利用管理部１２は、ユーザから利用の要求があった場合には、ステーションＡの駐車ス
ペースに駐車している車両のうち、予約がされていない車両（予約空き車両）を利用可能
車両として設定する。利用可能車両には、バッテリの容量が少なく利用及び予約を受け付
けない状態の車両、利用中の車両、及び、予約済み車両が含まれない。
【００３５】
　利用管理部１２は利用可能車両のリストを作成すると、通信装置１２０を用いて利用の
要求をしたユーザに対して、利用可能車両のリストを送信する。リストを受け取ったユー
ザはユーザ端末４００の表示画面上でリストを確認することで、利用可能車両と、当該利
用可能車両の駐車位置を確認できる。
【００３６】
　利用管理部１２は、通信装置１２０により、共用車両２００の利用申込みの情報を受信
すると、制御装置１１０の管理対象となっている駐車スペースの利用状況を確認する。
【００３７】
　駐車スペースの利用状態には、現在車両が駐車中である状態、到着予定地として既に予
約済みである状態、予約がされていない状態が含まれる。なお、利用状態には、例えば駐
車スペースの舗装工事など、駐車及び予約を受け付けていない状態を含めてもよい。
【００３８】
　そして、利用管理部１２は、ユーザから利用の要求があった場合には、管理する複数の
駐車スペースのうち、予約がされていない駐車スペースを返却可能スペースとして設定す
る。予約がされていない駐車スペースは、車両が駐車していない駐車スペース、車両の返
却予定地（目的地）として設定されていない駐車スペースである。
【００３９】
　利用管理部１２は返却可能スペースのリストを作成すると、通信装置１２０を用いて利
用の要求をしたユーザに対して、返却可能スペースのリストを送信する。リストを受け取
ったユーザはユーザ端末４００の表示画面上でリストを確認することで、返却可能スペー
スと、当該返却可能スペースの位置を確認できる。
【００４０】
　上記のように、利用管理部１２は、管理対象の共用車両２００及び駐車スペースのうち
、利用可能車両及び返却可能スペースをそれぞれ設定している。一方、利用可能車両を設
定できない場合、又は、返却可能スペースを設定できない場合には、利用管理部１２は、
車両の予約ができない状態であると判定し、ユーザに対して、予約不可を示す信号（サー
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ビスを利用できない旨の信号）を、通信装置１２０により送信する。
【００４１】
　一方、利用可能車両を設定できる場合、及び、返却可能スペースを設定できる場合には
、利用管理部１２は、利用可能車両の予約ができる状態であると判定する。
【００４２】
　ユーザが利用可能車両のリストから予約車両を選択すると、ユーザ端末４００から通信
装置１２０に、選択した予約車両の情報が送信され、利用管理部１２は、利用可能車両の
リストの中から予約車両を設定する。また、ユーザが返却可能スペースのリストから返却
予定地を選択すると、ユーザ端末４００から通信装置１２０に、選択した返却予定地の信
号が送信され、利用管理部１２は、返却可能スペースのリストの中から返却予定地を設定
する。
【００４３】
　予約車両及び返却予定地が設定されると、利用管理部１２は予約を確定し、確定した情
報をユーザに送信する。また、利用管理部１２は、確定した予約情報を、予約をしたユー
ザの識別情報と対応させつつ、データベース１３０に記憶する。予約情報には、予約車両
の識別情報、返却予定地の識別情報、利用開始時間、及び返却予定時間などの情報である
。また、識別情報は、ユーザの登録情報であってもよく、また、ユーザが予約の際に用い
たユーザ端末４００の識別情報であってもよい。さらに、利用管理部１２は、予約を確定
したときに、利用を受け付けたユーザの識別情報及び予約情報を、予約車両の通信装置２
２０に送信する。
【００４４】
　そして、ユーザは、予約車両を利用する際には、ユーザ端末４００を、共用車両２００
の車載装置２１０の一部である読み取り装置にかざして、共用車両２００とユーザ端末４
００との間で通信を行う。予約車両の車載装置２１０は読み取った識別情報と、車両の予
約後に管理サーバ１００から送られた識別情報とを照合することで、認証を行う。認証の
結果、予約車両の利用が許可された場合には、車載装置２１０は、ドアのロック機構を解
錠する。これにより、ユーザは予約車両を利用できる。
【００４５】
　また、予約車両の車載装置２１０は、認証により利用を許可した場合には、通信装置２
２０により車両の利用を開始する旨の信号を管理サーバ１００に送信する。管理サーバ１
００の制御装置１１０は、通信装置１２０で車両からの信号を受信しつつ、車両情報取得
部１１で車両が利用されたことを示す情報を取得する。
【００４６】
　さらに、制御装置１１０の利用管理部１２は、利用中の車両と通信装置１２０を用いて
通信しつつ、利用中の車両から送信される車両情報を車両情報取得部１１で取得すること
で、利用中の車両も管理している。このとき、利用中の車両から送信される情報は、車両
の位置情報及びバッテリの充電状態の情報である。
【００４７】
　バッテリの情報は、共用車両２００の車載装置２１０の一部である制御装置（コントロ
ーラ）によって管理されているバッテリの情報である。利用管理部１２は、車両情報取得
部１１により取得したバッテリの情報に基づいて、利用中の車両のバッテリの状態も管理
している。バッテリの充電状態の情報には、バッテリの残量、バッテリの充電維持率（Ｓ
ＯＣ：Ｓｔａｔｅ　ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ）等である。
【００４８】
　次に、返却判定部１３の返却判定機能について説明する。返却判定部１３は、ユーザが
共用車両（予約車両）２００を利用した後に返却する際において、共用車両２００が、設
定された返却予定地に返却されたか否かを判定する。具体的には、まず、返却判定部１３
は、返却された共用車両２００の返却予定地情報を、データベース１３０に記憶された情
報の中から抽出して取得する。そして、返却判定部１３は、車両情報取得部１１により取
得した共用車両２００の位置情報と、返却予定地情報とを比較し、共用車両２００の位置
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が設定された返却予定地にある場合には、共用車両２００が返却予定地に返却されたと判
定する。
【００４９】
　次に、返却許可部１４の返却許可機能について説明する。返却許可部１４は、上述した
返却判定機能によって、共用車両２００が設定された返却予定地に返却されたと判定した
場合には、ユーザによる共用車両２００の返却を許可し、ユーザに対して、ユーザ端末４
００を介して共用車両２００の返却が完了した旨の通知を行い、共用車両２００の返却処
理を終了する。
【００５０】
　補給判定部１５の補給判定機能と、指令出力部１６の指令出力機能と、補給が必要な車
両について利用管理部１２による管理機能について説明する。上記のように、利用中の車
両が返却予定地に返却されると、車両情報取得部１１は、返却された車両のバッテリの情
報を取得する。補給判定部１５は、取得したバッテリの情報によって示されるバッテリの
残量と、バッテリの容量不足を示す残量閾値とを比較する。残量閾値は、駐車スペースに
返却された車両のバッテリを充電しなくてもユーザによる車両の利用に支障がない、バッ
テリの残量に相当する。残量閾値は、例えば、ユーザによる車両の１回の利用あたり、想
定される走行距離に応じて決まる。
【００５１】
　取得したバッテリの残量が残量閾値以上である場合には、補給判定部１５は、バッテリ
の充電を必要としない、と判定する。一方、取得したバッテリの残量が残量閾値より低い
場合には、補給判定部１５は、返却された共用車両２００について、バッテリの充電を必
要と判定し、判定の対象となったバッテリの情報をもつ共用車両２００（返却予定地に駐
車している車両）を、回収車両として特定する。そして、補給判定部１５は、充電を必要
とする共用車両２００の情報を、当該共用車両２００の位置情報（駐車している駐車スペ
ースの位置情報）と合わせて、利用管理部１２に送る。
【００５２】
　利用管理部１２は、補給判定部１５から情報を取得して、回収車両として特定された共
用車両２００を利用可能車両から除外しつつ、回収車両の情報をデータベース１３０に記
録する。これにより、回収車両は予約車両として設定されないため、管理サーバ１００の
制御装置１１０は、ユーザが回収車両を利用しないように車両を管理できる。また、利用
管理部１２は、回収車両として特定された共用車両２００の情報を指令出力部１６に出力
する。なお、回収車両の情報は、補給判定部１５から指令出力部１６に送られてもよい。
【００５３】
　次に、指令出力部１６の指令出力機能について説明する。指令出力部１６は、利用管理
部１２から回収車両の情報を取得すると、通信装置１２０により回収車両の情報を送信す
ることで、回収車両を駐車スペースから回収させるための指令を管理者に出力する。管理
者は、管理者の所有する通信端末、もしくは、管理サーバ１００の操作画面により、回収
指令を確認することで、充電を必要する共用車両があることを確認する。このとき、回収
指令には、回収車両の駐車スペースの位置情報も含まれているため、管理者は回収車両の
位置も確認できる。そして、回収指令を受け取った管理者は、該当する駐車スペースに駐
車されている回収車両を、ステーションＡからステーションＢに移動させることで、回収
車両を回収する（図４に示す点線の矢印に相当）。
【００５４】
　また、管理者は、代替車両が駐車スペースに駐車している場合には、当該代替車両を、
ステーションＢからステーションＡに移動させて、回収車両の駐車スペースに駐車させる
（図４の実線の矢印に相当）。代替車両のバッテリは十分に充電されており、バッテリの
残量は、少なくとも残量閾値より高い。また代替車両が駐車しているステーションＢの駐
車スペースの位置情報は、回収指令の出力に合わせて、指令出力部１６により管理者に通
知される。
【００５５】
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　利用管理部１２は、代替車両の位置も管理しており、代替車両が回収車両の回収前の駐
車スペースに駐車したか否かを判定している。そして、代替車両が回収車両の回収前の駐
車スペースに駐車した場合には、利用管理部１２は、代替車両を利用可能車両に設定する
。これにより、代替車両は、ステーションＢからＡに移動されて、ステーションＡにおい
てユーザにより利用可能な車両となる。
【００５６】
　さらに、利用管理部１２は、回収車両として特定された共用車両２００の位置と、共用
車両２００のバッテリの充電が完了したか否か管理している。管理者は、回収車両をステ
ーションＢの駐車スペースに駐車させると、ステーションＢの充電施設の充電ケーブルを
回収車両に接続して、バッテリの充電を開始させる。このとき、充電施設、管理者の利用
端末、あるいは、回収車両の車載装置２１０は、管理サーバ１００に対して、充電を開始
する旨の信号を送信する。
【００５７】
　利用管理部１２は、回収車両から充電を開始する旨の信号を通信装置１２０により受信
すると、充電時間を計測するためのタイマーをオンにする。そして、タイマーで計測され
る時間が、所定時間に達した場合に、利用管理部１２は、回収車両のバッテリの充電が完
了したと判定する。所定時間は、予め設定される時間であって、例えば残量閾値からバッ
テリの制限容量まで充電するまでの時間である。制限容量は、カーシェアリングシステム
として利用可能な状態となるまでのバッテリ容量である。
【００５８】
　そして、利用管理部１２は、回収車両のバッテリの充電が完了したと判定する場合には
、充電完了後の回収車両を代替車両として設定する。代替車両として設定された共用車両
２００は、バッテリの充電を必要とする他の回収車両の代わりとなる。
【００５９】
　次に、本実施形態における共用車両の返却処理の動作について説明する。図５は、本実
施形態における共用車両２００の返却処理を行う際の動作例を示すフローチャートである
。
【００６０】
　ステップＳ１０１では、管理サーバ１００の制御装置１１０により、ユーザ端末４００
を介して、本実施形態に係るカーシェアリングシステムを利用しているユーザのうち、い
ずれかのユーザにより共用車両２００の返却処理が実行されたか否かの判定が行われる。
いずれかのユーザにより返却処理が実行された場合には、ステップＳ１０２に進み、一方
、いずれのユーザからも返却処理が実行されていない場合には、ステップＳ１０１で待機
する。
【００６１】
　ステップＳ１０２では、管理サーバ１００の制御装置１１０は、車両情報取得部１１に
より、返却処理が実行された共用車両２００のバッテリ残量の情報と、共用車両２００の
位置情報とを取得する。ステップＳ１０３では、管理サーバ１００の制御装置１１０は、
ステップＳ１０２で取得した共用車両２００の現在位置の情報に基づいて、共用車両２０
０が設定された返却予定地に位置しているか否かを判定する。そして、ステップＳ１０３
では、共用車両２００が設定された返却予定地に位置していると判定された場合には、ス
テップＳ１０４へ進む。一方、ステップＳ１０３において、共用車両２００が設定された
返却予定地に位置していないと判定された場合には、ステップＳ１０８へ進む。
【００６２】
　ステップＳ１０４では、管理サーバ１００の制御装置１１０は、返却許可部１４は、共
用車両２００の返却を許可する。ステップＳ１０５では、制御装置１１０は、補給判定部
１５により、ステップＳ１０２で取得したバッテリの残量（ＳＯＣ）と、残量閾値（ＳＯ
Ｃｔｈ）とを比較し、バッテリの充電を必要とするか否か判定する。バッテリの残量（Ｓ
ＯＣ）が残量閾値（ＳＯＣｔｈ）より低い場合には、補給判定部１５は充電を必要とする
と判定し、ステップＳ１０６に進む。一方、バッテリの残量（ＳＯＣ）が残量閾値（ＳＯ
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Ｃｔｈ）以上である場合には、補給判定部１５は充電を必要としないと判定し、ステップ
Ｓ１０９に進む。
【００６３】
　ステップＳ１０６では、制御装置１１０の利用管理部１２は、補給判定部１５により充
電を必要とすると判定された共用車両２００を回収車両として特定する。また利用管理部
１２は、特定した回収車両を利用可能車両から除外する。ステップＳ１０７では、制御装
置１１０は、指令出力部１６により、特定された回収車両を、駐車中の駐車スペースから
回収させるように回収指令を管理者に対して出力する。
【００６４】
　ステップＳ１０３に戻り、共用車両２００が設定された返却予定地に位置していないと
判定された場合には、ステップＳ１０８では、管理サーバ１００の制御装置１１０は、ユ
ーザに対し、ユーザ端末４００を介して、ユーザが利用している共用車両２００の返却予
定地の位置情報を提供するとともに、共用車両２００を該返却予定地に返却するよう通知
する。
【００６５】
　ステップＳ１０５に戻り、バッテリの残量（ＳＯＣ）が残量閾値（ＳＯＣｔｈ）以上で
ある場合には、ステップＳ１０９では、利用管理部１２は、返却予定地に返却された共用
車両２００を利用可能車両に設定する。
【００６６】
　次に、本実施形態における共用車両の回収処理の動作について説明する。図６は、本実
施形態における共用車両２００の回収車両を行う際の動作例を示すフローチャートである
。
【００６７】
　ステップＳ２０１では、管理サーバ１００の制御装置１１０は、回収車両が発生したか
否かを判定する。ステップＳ１０６にて回収車両が特定された場合には、回収車両が発生
することになる。回収車両が発生した場合にはステップＳ２０２に進む。一方、回収車両
が発生していない場合には、ステップＳ２０１で待機する。
【００６８】
　ステップＳ２０２では、制御装置１１０の利用管理部１２は、ステーションＢに代替車
両となり得る共用車両２００が駐車しているか否か判定する。代替車両となり得る共用車
両２００が駐車している場合には、ステップＳ２０３に進む。一方、代替車両となり得る
共用車両２００が駐車していない場合には、ステップＳ２０２で待機し、代替車両となり
得る共用車両２００が発生するまで待つ。なお、代替車両となり得る共用車両２００が駐
車していない場合とは、例えば、共用車両２００がステーションＢに駐車しているが、共
用車両２００のバッテリの充電が終わっていない状態である。
【００６９】
　ステップＳ２０３では、制御装置１１０の指令出力部１６は、回収車両の位置情報と代
替車両の位置情報を、通信装置１２０からの信号を送信することで、管理者に通知する。
【００７０】
　ステップＳ２０４では、利用管理部１２は、回収車両の位置情報に基づいて、回収車両
が駐車している駐車スペースから移動したか否かを判定する。回収車両が駐車スペースか
ら移動した場合には、利用管理部１２は、回収車両の移動が開始したと判定しつつ、ステ
ップＳ２０５に進む。一方、回収車両が駐車スペースから移動していない場合には、ステ
ップＳ２０４で待機する。
【００７１】
　ステップＳ２０５では、利用管理部１２は、代替車両の位置情報に基づいて、代替車両
が、回収車両の駐車していた駐車スペースに駐車したか否かを判定する。代替車両が、回
収車両の駐車していた駐車スペースに駐車した場合には、ステップＳ２０６に進む。代替
車両が、回収車両の駐車していた駐車スペースに駐車していない場合には、ステップＳ２
０５で待機する。
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【００７２】
　ステップＳ２０６では、利用管理部１２は、回収車両の駐車していた駐車スペースに駐
車された返却車両を、利用可能車両に設定する。これにより、回収車両の回収が、利用可
能な他の共用車両２００に交換されることとなる。
【００７３】
　次に、本実施形態における共用車両の充電処理の動作について説明する。図７は、本実
施形態における共用車両２００の充電処理を行う際の動作例を示すフローチャートである
。
【００７４】
　ステップＳ３０１では、管理サーバ１００の制御装置１１０により、管理者の所有する
通信端末又は充電施設の充電装置を介して、管理者により回収車両の充電処理が実行され
たか否かの判定が行われる。充電処理が実行された場合には、ステップＳ３０２に進み、
一方、充電処理が実行されていない場合には、ステップＳ３０１で待機する。
【００７５】
　ステップＳ３０２では、管理サーバ１００の制御装置１１０は、車両情報取得部１１に
より、回収車両のバッテリの充電を開始する情報を取得すると、タイマーをオンにする。
ステップＳ３０３では、利用管理部１２は、タイマーで計測される時間と、所定時間とを
比較し、タイマーの計測時間が所定時間を経過した否かを判定する。所定時間を経過した
場合にはステップＳ３０４に進み、所定時間を経過していない場合にはステップＳ３０３
で待機する。
【００７６】
　ステップＳ３０４では、管理サーバ１００の制御装置１１０は、バッテリの充電が完了
したと判定する。ステップＳ３０５では、制御装置１１０の利用管理部１２は、充電終了
後の回収車両を代替車両に設定する。
【００７７】
　上記のように本例は、エネルギーの残量を示すエネルギー情報（バッテリ情報に相当）
を車両から取得し、取得されたエネルギーの残量と、エネルギーの不足を示す残量閾値（
残量閾値に相当）とを比較し、エネルギーの残量が残量閾値より低い場合には、エネルギ
ーの補給を必要とする、と判定し、エネルギーの補給を必要とすると判定された共用車両
２００を回収車両として特定しつつ、駐車スペースから当該回収車両を回収させる回収指
令を出力する。これにより、可能な限り、人の手を介さずに、車両のエネルギーの補充の
要否を判定できる。また、指令を受け取って管理者等は、車両がエネルギー不足であるこ
とを把握できる。その結果として、車両の管理能力を向上させたカーシェアリングシステ
ムを提供できる。
【００７８】
　また本例は、ユーザが車両を返却すべき場所を、複数の駐車スペースから返却予定地と
して設定し、返却予定地に返却された車両から、車両のエネルギー情報を取得する。これ
により、エネルギー補充の要否を判定する車両の駐車位置が、返却予定地に現提されるた
め、管理者は、車両の回収を容易に行うことができる。
【００７９】
　また本例は、車両が駐車されている駐車スペースの位置情報を取得し、回収車両の駐車
スペースの位置情報を回収指令に含めて出力する。これにより、指令を受け取った管理者
等は、回収対象の車両の位置を容易に把握でき、車両の回収を容易に行うことができる。
【００８０】
　また本例は、回収車両の代わりとなる代替車両の位置と回収車両の位置とを管理し、代
替車両が回収車両の回収前の駐車スペースに駐車した場合には、代替車両をユーザにより
利用可能な利用可能車両として設定する。これにより、エネルギー補給の必要な共用車両
（回収車両）２００と、エネルギーを十分に保有する共用車両（代替車両）２００とが交
換したときに、代替車両をユーザに対して利用可能な状態とすることができる。
【００８１】
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　また本例は、回収車両から、回収車両のバッテリの充電情報を取得し、取得した充電情
報に基づいて、回収車両のバッテリの充電が完了したか否か判定する。これにより、回収
車両のバッテリの充電状態を管理できる。
【００８２】
　また本例は、回収車両のバッテリの充電が完了したと判定した場合には、充電が完了し
た回収車両を、エネルギーの補給を必要とする車両の代わりとなる代替車両として設定す
る。これにより、充電終了後の回収車両を、交換するときの対象の車両として特定できる
ため、カーシェアリングシステムにおける車両の利用効率を向上できる。
【００８３】
　また本例は、複数の車両のうち予約がされていない車両を利用可能車両として設定し、
かつ、回収車両を利用可能車両から除外する。これにより、エネルギーの補給を必要とす
る車両を、ユーザの利用の対象となる車両から省くことができる。
【００８４】
　また本例は、ユーザにより、受付を行う際に、対象となる前記車両を前記ユーザが利用
した後に、ユーザが前記車両を返却すべき場所を、複数の駐車スペースのうちから返却予
定地として設定し、車両が設定された返却予定地に返却されたと判定された場合に、車両
の返却を許可する。これにより、返却される場所が特定の駐車スペースに限定されるため
、管理者等は車両の回収を容易に行うことができる。
【００８５】
　なお、補給判定部１５による補給判定の対象となる車両は、返却予定地に返却された共
用車両２００に限らず、返却予定地以外の駐車スペースに駐車された共用車両２００、走
行中の共用車両２００であってもよい。
【００８６】
　なお、本発明の変形例として、管理サーバ１００の制御装置１１０は、回収車両から充
電を開始する旨の信号を通信装置１２０により受信した後、充電施設の充電装置から充電
完了を示す信号を受信し、充電完了の信号の受信確認によって、回収車両のバッテリの充
電完了を判定してもよい。また、管理サーバ１００の制御装置１１０は、回収車両から充
電を開始する旨の信号を通信装置１２０により受信した後、回収車両から充電完了を示す
信号を受信し、充電完了の信号の受信確認によって、回収車両のバッテリの充電完了を判
定してもよい。
【００８７】
　上記の利用管理部１２は本発明の「利用管理手段」に相当し、車両情報取得部１１が本
発明の「取得手段」に相当し、補給判定部１５が本発明の「補給判定手段」に相当し、返
却判定部１３が「返却判定手段」に相当し、返却許可部１４が「返却許可手段」に相当す
る。
【符号の説明】
【００８８】
１１…車両情報取得部
１２…利用管理部
１３…返却判定部
１４…返却許可部
１５…補給判定部
１６…指令出力部
１００…管理サーバ
１１０…制御装置
１２０…通信装置
２００…共用車両
４００…ユーザ端末
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