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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
識別情報を記憶した複数の記憶装置と、前記記憶装置が車載装置の利用が許可される被許
可装置であることを認証する認証手段を有した認証装置とを備え、
　前記複数の記憶装置は、前記被許可装置にされる被許可記憶装置と、前記被許可記憶装
置が前記被許可装置にされるときに使用される被使用記憶装置とを含み、
　前記認証装置は、前記記憶装置が記憶した前記識別情報を取得する取得手段と、情報を
記憶する記憶手段と、前記記憶手段による前記情報の記憶を制御する記憶制御手段とを有
し、
　前記認証手段は、前記取得手段が取得した前記記憶装置の前記識別情報及び前記記憶手
段が記憶している前記識別情報に基づいて前記記憶装置が前記被許可装置であることを認
証し、前記被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段が記憶しているときに前記被使
用記憶装置が前記被許可装置であると認証せず、
　前記記憶制御手段は、前記取得手段が取得した前記被許可記憶装置の前記識別情報を前
記記憶手段に記憶させるときに、前記被使用記憶装置が前記被許可装置であると前記認証
手段が事前に認証したときのみ記憶させることを特徴とする認証システム。
【請求項２】
識別情報を記憶した複数の記憶装置と、前記記憶装置が車載装置の利用が許可される被許
可装置であることを認証する認証手段を有した認証装置とを備え、
　前記複数の記憶装置は、前記被許可装置にされる第１被許可記憶装置及び第２被許可記
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憶装置と、前記第１被許可記憶装置が前記被許可装置にされるときに使用される被使用記
憶装置とを含み、
　前記認証装置は、前記記憶装置が記憶した前記識別情報を取得する取得手段と、情報を
記憶する記憶手段と、前記記憶手段による前記情報の記憶を制御する記憶制御手段とを有
し、
　前記認証手段は、前記取得手段が取得した前記記憶装置の前記識別情報及び前記記憶手
段が記憶している前記識別情報に基づいて前記記憶装置が前記被許可装置であることを認
証し、前記取得手段が取得した前記第１被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段が
記憶しているときに前記被使用記憶装置が前記被許可装置であると認証せず、
　前記記憶制御手段は、前記取得手段が取得した前記第１被許可記憶装置の前記識別情報
を前記記憶手段に記憶させるときに、前記被使用記憶装置が前記被許可装置であると前記
認証手段が事前に認証したときのみ記憶させ、前記取得手段が取得した前記第２被許可記
憶装置の前記識別情報を前記記憶手段に記憶させるときに、前記第１被許可記憶装置が前
記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証したときのみ記憶させることを特徴とす
る認証システム。
【請求項３】
前記第１被許可記憶装置に利用が許可される車載装置には、前記第２被許可記憶装置に利
用が許可される車載装置以外の車載装置が含まれたことを特徴とする請求項２に記載の認
証システム。
【請求項４】
前記記憶制御手段は、前記第２被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段から削除す
るときに、前記第１被許可記憶装置が前記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証
したときのみ削除することを特徴とする請求項２に記載の認証システム。
【請求項５】
前記記憶制御手段は、前記第１被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段から削除す
るときに、前記第２被許可記憶装置の前記識別情報が前記記憶手段に記憶されておらず前
記第１被許可記憶装置が前記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証したときのみ
削除することを特徴とする請求項２に記載の認証システム。
【請求項６】
前記記憶制御手段は、前記第１被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段から削除す
るときに、前記第２被許可記憶装置の前記識別情報が前記記憶手段に記憶されておらず前
記第１被許可記憶装置が前記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証したときのみ
削除し、前記記憶制御手段は、前記第１被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段か
ら削除するとき、前記被使用記憶装置が被許可装置となることを特徴とする請求項２に記
載の認証システム。
【請求項７】
前記記憶制御手段は、前記被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段から削除すると
きに、前記被許可記憶装置が前記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証したとき
のみ削除することを特徴とする請求項１に記載の認証システム。
【請求項８】
前記認証装置は、前記識別情報が前記記憶手段に記憶されるときに前記記憶手段に記憶さ
れる前記識別情報を外部に送信する送信手段を有したことを特徴とする請求項１又は請求
項２に記載の認証システム。
【請求項９】
前記認証装置は、前記識別情報が前記記憶手段から削除されるときに前記記憶手段から削
除される前記識別情報を外部に送信する送信手段を有したことを特徴とする請求項４から
請求項７までの何れかに記載の認証システム。
【請求項１０】
前記被許可記憶装置は、運転免許証であることを特徴とする請求項１に記載の認証システ
ム。
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【請求項１１】
前記第１被許可記憶装置及び前記第２被許可記憶装置の少なくとも一方は、運転免許証で
あることを特徴とする請求項２に記載の認証システム。
【請求項１２】
識別情報を記憶した複数の記憶装置が車載装置の利用が許可される被許可装置であること
を認証する認証手段と、前記記憶装置が記憶した前記識別情報を取得する取得手段と、情
報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段による前記情報の記憶を制御する記憶制御手段と
を有し、
　前記複数の記憶装置は、前記被許可装置にされる被許可記憶装置と、前記被許可記憶装
置が前記被許可装置にされるときに使用される被使用記憶装置とを含み、
　前記認証手段は、前記取得手段が取得した前記記憶装置の前記識別情報及び前記記憶手
段が記憶している前記識別情報に基づいて前記記憶装置が前記被許可装置であることを認
証し、前記被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段が記憶しているときに前記被使
用記憶装置が前記被許可装置であると認証せず、
　前記記憶制御手段は、前記取得手段が取得した前記被許可記憶装置の前記識別情報を前
記記憶手段に記憶させるときに、前記被使用記憶装置が前記被許可装置であると前記認証
手段が事前に認証したときのみ記憶させることを特徴とする認証装置。
【請求項１３】
識別情報を記憶した複数の記憶装置が車載装置の利用が許可される被許可装置であること
を認証する認証手段と、前記記憶装置が記憶した前記識別情報を取得する取得手段と、情
報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段による前記情報の記憶を制御する記憶制御手段と
を有し、
　前記複数の記憶装置は、前記被許可装置にされる第１被許可記憶装置及び第２被許可記
憶装置と、前記第１被許可記憶装置が前記被許可装置にされるときに使用される被使用記
憶装置とを含み、
　前記認証手段は、前記取得手段が取得した前記記憶装置の前記識別情報及び前記記憶手
段が記憶している前記識別情報に基づいて前記記憶装置が前記被許可装置であることを認
証し、前記取得手段が取得した前記第１被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段が
記憶しているときに前記被使用記憶装置が前記被許可装置であると認証せず、
　前記記憶制御手段は、前記取得手段が取得した前記第１被許可記憶装置の前記識別情報
を前記記憶手段に記憶させるときに、前記被使用記憶装置が前記被許可装置であると前記
認証手段が事前に認証したときのみ記憶させ、前記取得手段が取得した前記第２被許可記
憶装置の前記識別情報を前記記憶手段に記憶させるときに、前記第１被許可記憶装置が前
記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証したときのみ記憶させることを特徴とす
る認証装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、識別情報を記憶した記憶装置が車載装置の利用が許可される被許可装置であ
ることを認証する認証システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、予め登録された個人ＩＤが記憶された個人ＩＤカードを所有する者だけに車両の
ドアの開閉やエンジンの始動を許可する車両管理システムとして、例えば、特許文献１に
開示されたものが知られている。
【特許文献１】特開２００２－２７４２９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述した従来の車両管理システムにおいては、個人ＩＤの登録や削除を
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車両の所有者が与り知らない間に行うことが可能であったので、セキュリティが低いとい
う問題が有った。
【０００４】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、セキュリティを向上すること
ができる認証システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の発明の認証システムは、識別情報を記憶した複数の記憶装置と、前記記憶装置が
車載装置の利用が許可される被許可装置であることを認証する認証手段を有した認証装置
とを備え、前記複数の記憶装置は、前記被許可装置にされる被許可記憶装置と、前記被許
可記憶装置が前記被許可装置にされるときに使用される被使用記憶装置とを含み、前記認
証装置は、前記記憶装置が記憶した前記識別情報を取得する取得手段と、情報を記憶する
記憶手段と、前記記憶手段による前記情報の記憶を制御する記憶制御手段とを有し、前記
認証手段は、前記取得手段が取得した前記記憶装置の前記識別情報及び前記記憶手段が記
憶している前記識別情報に基づいて前記記憶装置が前記被許可装置であることを認証し、
前記被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段が記憶しているときに前記被使用記憶
装置が前記被許可装置であると認証せず、前記記憶制御手段は、前記取得手段が取得した
前記被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段に記憶させるときに、前記被使用記憶
装置が前記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証したときのみ記憶させる構成を
有している。
【０００６】
　この構成により、本発明の認証システムは、被許可記憶装置が被許可装置であるときに
被使用記憶装置が被許可装置であることがないので、被許可記憶装置の所有者が与り知ら
ない間に他の新たな被許可記憶装置が被使用記憶装置によって被許可装置にされることが
なく、セキュリティを向上することができる。
【０００７】
　第２の発明の認証システムは、識別情報を記憶した複数の記憶装置と、前記記憶装置が
車載装置の利用が許可される被許可装置であることを認証する認証手段を有した認証装置
とを備え、前記複数の記憶装置は、前記被許可装置にされる第１被許可記憶装置及び第２
被許可記憶装置と、前記第１被許可記憶装置が前記被許可装置にされるときに使用される
被使用記憶装置とを含み、前記認証装置は、前記記憶装置が記憶した前記識別情報を取得
する取得手段と、情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段による前記情報の記憶を制御
する記憶制御手段とを有し、前記認証手段は、前記取得手段が取得した前記記憶装置の前
記識別情報及び前記記憶手段が記憶している前記識別情報に基づいて前記記憶装置が前記
被許可装置であることを認証し、前記取得手段が取得した前記第１被許可記憶装置の前記
識別情報を前記記憶手段が記憶しているときに前記被使用記憶装置が前記被許可装置であ
ると認証せず、前記記憶制御手段は、前記取得手段が取得した前記第１被許可記憶装置の
前記識別情報を前記記憶手段に記憶させるときに、前記被使用記憶装置が前記被許可装置
であると前記認証手段が事前に認証したときのみ記憶させ、前記取得手段が取得した前記
第２被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段に記憶させるときに、前記第１被許可
記憶装置が前記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証したときのみ記憶させる構
成を有している。
【０００８】
　この構成により、本発明の認証システムは、第１被許可記憶装置が被許可装置であると
きに被使用記憶装置が被許可装置であることがないので、第１被許可記憶装置の所有者が
与り知らない間に他の新たな第１被許可記憶装置が被使用記憶装置によって被許可装置に
されることがない。更に、本発明の認証システムは、第１被許可記憶装置が被許可装置で
あると事前に認証されなければ、第２被許可記憶装置が被許可装置にされることがないの
で、第１被許可記憶装置の所有者が与り知らない間に第２被許可記憶装置が被許可装置に
されることがない。したがって、本発明の認証システムは、セキュリティを向上すること
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ができる。
【０００９】
　また、本発明の認証システムにおいて、前記第１被許可記憶装置に利用が許可される車
載装置には、前記第２被許可記憶装置に利用が許可される車載装置以外の車載装置が含ま
れた構成を有しても良い。
【００１０】
　この構成により、本発明の認証システムは、第１被許可記憶装置には利用が許可される
が第２被許可記憶装置には利用が許可されない車載装置があるので、車両の利用者によっ
てセキュリティレベルを異ならせることができ、利便性を向上することができる。例えば
、本発明の認証システムは、エンジンやドアの錠装置などの車載装置を第１被許可記憶装
置と同様に第２被許可記憶装置にも利用を許可し、グローブボックスやトランクなどの収
納部分の錠装置を第１被許可記憶装置とは異なり第２被許可記憶装置には利用を許可しな
いことによって、セキュリティを保持しながらホテルや駐車場などの従業員に第２被許可
記憶装置によって車を移動させることができる。
【００１１】
　また、本発明の認証システムにおいて、前記記憶制御手段は、前記第２被許可記憶装置
の前記識別情報を前記記憶手段から削除するときに、前記第１被許可記憶装置が前記被許
可装置であると前記認証手段が事前に認証したときのみ削除する構成を有してもよい。
【００１２】
　この構成により、本発明の認証システムは、第１被許可記憶装置が被許可装置であると
事前に認証されなければ、第２被許可記憶装置が被許可装置ではない装置にされることが
ないので、第１被許可記憶装置の所有者が与り知らない間に第２被許可記憶装置が被許可
装置ではない装置にされることがなく、セキュリティを向上することができる。
【００１３】
　また、本発明の認証システムにおいて、前記記憶制御手段は、前記第１被許可記憶装置
の前記識別情報を前記記憶手段から削除するときに、前記第２被許可記憶装置の前記識別
情報が前記記憶手段に記憶されておらず前記第１被許可記憶装置が前記被許可装置である
と前記認証手段が事前に認証したときのみ削除する構成を有しても良い。
【００１４】
　この構成により、本発明の認証システムは、第１被許可記憶装置が被許可装置であると
事前に認証されなければ、第１被許可記憶装置が被許可装置ではない装置にされることが
ないので、第１被許可記憶装置の所有者が与り知らない間に第１被許可記憶装置が被許可
装置ではない装置にされることがなく、セキュリティを向上することができる。また、本
発明の認証システムは、第１被許可記憶装置が被許可装置ではない装置にされるときに、
必ず第２被許可記憶装置が被許可装置ではない装置にされているので、第１被許可記憶装
置の所有者が与り知らない間に第２被許可記憶装置が残ることがなく、セキュリティを向
上することができる。
【００１５】
　また、本発明の認証システムにおいて、前記記憶制御手段は、前記第１被許可記憶装置
の前記識別情報を前記記憶手段から削除するときに、前記第２被許可記憶装置の前記識別
情報が前記記憶手段に記憶されておらず前記第１被許可記憶装置が前記被許可装置である
と前記認証手段が事前に認証したときのみ削除し、前記記憶制御手段は、前記第１被許可
記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段から削除するとき、前記被使用記憶装置が被許可
装置となる構成を有しても良い。この構成により、本発明の認証システムは、第１被許可
記憶装置が被許可装置ではない装置にされても、被使用記憶装置が被許可装置になるため
、被許可装置が必ず存在することになり、第１被許可記憶装置および第２被許可装置を後
に再び被許可装置にすることが可能である。
【００１６】
　また、本発明の認証システムにおいて、前記記憶制御手段は、前記被許可記憶装置の前
記識別情報を前記記憶手段から削除するときに、前記被許可記憶装置が前記被許可装置で
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あると前記認証手段が事前に認証したときのみ削除する構成を有しても良い。
【００１７】
　この構成により、本発明の認証システムは、被許可記憶装置が被許可装置であると事前
に認証されなければ、被許可記憶装置が被許可装置ではない装置にされることがないので
、被許可記憶装置の所有者が与り知らない間に被許可記憶装置が被許可装置ではない装置
にされることがなく、セキュリティを向上することができる。
【００１８】
　また、本発明の認証システムにおいて、前記認証装置は、前記識別情報が前記記憶手段
に記憶されるときに前記記憶手段に記憶される前記識別情報を外部に送信する送信手段を
有した構成を有しても良い。
【００１９】
　この構成により、本発明の認証システムは、被許可装置になった記憶装置を車両の外部
で容易に認識することができ、利便性が向上する。例えば、本発明の認証システムは、識
別情報が記憶手段に記憶されるときに記憶手段に記憶される識別情報を陸運事務所に送信
するようにすれば、車両の登録に関する陸運事務所の業務の効率を向上することができる
。ここでいう陸運事務所とは、車両の登録に関する情報を管理する機関を意味する。
【００２０】
　また、本発明の認証システムにおいて、前記認証装置は、前記識別情報が前記記憶手段
から削除されるときに前記記憶手段から削除される前記識別情報を外部に送信する送信手
段を有した構成を有しても良い。
【００２１】
　この構成により、本発明の認証システムは、被許可装置ではない装置になった記憶装置
を車両の外部で容易に認識することができ、利便性が向上する。例えば、本発明の認証シ
ステムは、識別情報が記憶手段から削除されるときに記憶手段から削除される識別情報を
陸運事務所に送信するようにすれば、陸運事務所の業務の効率を向上することができる。
【００２２】
　また、本発明の認証システムにおいて、前記被許可記憶装置は、運転免許証である構成
を有しても良い。
【００２３】
　この構成により、本発明の認証システムは、被許可記憶装置を運転免許証とは別に車両
の利用者に管理させる必要がないので、被許可記憶装置が運転免許証とは別である場合と
比較して、利便性を向上することができる。
【００２４】
　また、本発明の認証システムにおいて、前記第１被許可記憶装置及び前記第２被許可記
憶装置の少なくとも一方は、運転免許証である構成を有しても良い。
【００２５】
　この構成により、本発明の認証システムは、第１被許可記憶装置及び第２被許可記憶装
置の少なくとも一方を運転免許証とは別に車両の利用者に管理させる必要がないので、第
１被許可記憶装置及び第２被許可記憶装置の双方が運転免許証とは別である場合と比較し
て、利便性を向上することができる。
【００２６】
　第３の発明の認証装置は、識別情報を記憶した複数の記憶装置が車載装置の利用が許可
される被許可装置であることを認証する認証手段と、前記記憶装置が記憶した前記識別情
報を取得する取得手段と、情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段による前記情報の記
憶を制御する記憶制御手段とを有し、前記複数の記憶装置は、前記被許可装置にされる被
許可記憶装置と、前記被許可記憶装置が前記被許可装置にされるときに使用される被使用
記憶装置とを含み、前記認証手段は、前記取得手段が取得した前記記憶装置の前記識別情
報及び前記記憶手段が記憶している前記識別情報に基づいて前記記憶装置が前記被許可装
置であることを認証し、前記被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段が記憶してい
るときに前記被使用記憶装置が前記被許可装置であると認証せず、前記記憶制御手段は、
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前記取得手段が取得した前記被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段に記憶させる
ときに、前記被使用記憶装置が前記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証したと
きのみ記憶させる構成を有している。
【００２７】
　この構成により、本発明の認証装置は、被許可記憶装置が被許可装置であるときに被使
用記憶装置が被許可装置であることがないので、被許可記憶装置の所有者が与り知らない
間に他の新たな被許可記憶装置が被使用記憶装置によって被許可装置にされることがなく
、セキュリティを向上することができる。
【００２８】
　第４の発明の認証装置は、識別情報を記憶した複数の記憶装置が車載装置の利用が許可
される被許可装置であることを認証する認証手段と、前記記憶装置が記憶した前記識別情
報を取得する取得手段と、情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段による前記情報の記
憶を制御する記憶制御手段とを有し、前記複数の記憶装置は、前記被許可装置にされる第
１被許可記憶装置及び第２被許可記憶装置と、前記第１被許可記憶装置が前記被許可装置
にされるときに使用される被使用記憶装置とを含み、前記認証手段は、前記取得手段が取
得した前記記憶装置の前記識別情報及び前記記憶手段が記憶している前記識別情報に基づ
いて前記記憶装置が前記被許可装置であることを認証し、前記取得手段が取得した前記第
１被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段が記憶しているときに前記被使用記憶装
置が前記被許可装置であると認証せず、前記記憶制御手段は、前記取得手段が取得した前
記第１被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段に記憶させるときに、前記被使用記
憶装置が前記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証したときのみ記憶させ、前記
取得手段が取得した前記第２被許可記憶装置の前記識別情報を前記記憶手段に記憶させる
ときに、前記第１被許可記憶装置が前記被許可装置であると前記認証手段が事前に認証し
たときのみ記憶させる構成を有している。
【００２９】
　この構成により、本発明の認証装置は、第１被許可記憶装置が被許可装置であるときに
被使用記憶装置が被許可装置であることがないので、第１被許可記憶装置の所有者が与り
知らない間に他の新たな第１被許可記憶装置が被使用記憶装置によって被許可装置にされ
ることがない。更に、本発明の認証装置は、第１被許可記憶装置が被許可装置であると事
前に認証されなければ、第２被許可記憶装置が被許可装置にされることがないので、第１
被許可記憶装置の所有者が与り知らない間に第２被許可記憶装置が被許可装置にされるこ
とがない。したがって、本発明の認証装置は、セキュリティを向上することができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明は、セキュリティを向上することができるという効果を有する認証システムを提
供するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の一実施の形態について、図面を用いて説明する。
【００３２】
　まず、本実施の形態に係る認証システムの構成について説明する。
【００３３】
　図１に示すように、本実施の形態に係る認証システム１０は、外部と通信可能なＩＣ（
Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）カードであり車両のディーラによって所持され
たマスターカード２１と、外部と通信可能であり車両の所有者によって所持されたＩＣカ
ード２２と、外部と通信可能であり車両の所有者に許可された人物によって所持されたＩ
Ｃカード２３と、マスターカード２１、ＩＣカード２２及びＩＣカード２３などのＩＣカ
ードがエンジン、ドアの錠装置、グローブボックスの錠装置及びトランクの錠装置などの
車載装置の利用が許可される被許可装置であることを認証する認証手段としての認証部３
１ａを有した制御部３１を有し車両のインストルメントパネルに搭載された認証装置３０
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とを備えている。
【００３４】
　マスターカード２１、ＩＣカード２２及びＩＣカード２３は、それぞれ固有の識別情報
（以下「ＩＤ」という。）を記憶しており、記憶装置を構成している。ここで、マスター
カード２１が使用されることによって被許可装置にされたＩＣカードは、ファーストカー
ドといい、ファーストカードが使用されることによって被許可装置にされたＩＣカードは
、セカンドカード又はリミットカードという。なお、マスターカード２１は、ファースト
カードが登録されるときに使用される被使用記憶装置を構成している。また、ＩＣカード
２２及びＩＣカード２３は、ファーストカード、セカンドカード及びリミットカードの何
れにもなる可能性があり、被許可記憶装置、第１被許可記憶装置又は第２被許可記憶装置
を構成している。
【００３５】
　また、マスターカード２１、ファーストカード及びセカンドカードは、エンジン、ドア
の錠装置、グローブボックスの錠装置及びトランクの錠装置などの車載装置の利用が許可
され、リミットカードは、マスターカード２１、ファーストカード及びセカンドカードに
利用が許可される車載装置からグローブボックス及びトランクなどの収納部分の錠装置を
除いた車載装置の利用が許可されるようになっている。即ち、マスターカード２１、ファ
ーストカード及びセカンドカードに利用が許可される車載装置には、リミットカードに利
用が許可される車載装置以外の車載装置が含まれている。
【００３６】
　また、認証装置３０は、制御部３１の動作状態を表示する青色ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）３２ａ及び赤色ＬＥＤ３２ｂと、利用者によって押される
第１スイッチ３３ａ及び第２スイッチ３３ｂと、車載装置の利用を許可する利用許可部３
４とを有している。なお、第１スイッチ３３ａ及び第２スイッチ３３ｂは、運転席に座っ
ている利用者には操作することができるが車外の人物には操作することができない場所に
設置されている。
【００３７】
　また、認証装置３０の制御部３１は、図示していないホルダにセットされたマスターカ
ード２１、ＩＣカード２２及びＩＣカード２３などのＩＣカードと通信を行ってＩＣカー
ドが記憶したＩＤを取得する取得手段としての通信部３１ｂと、ＩＣカードのＩＤを記憶
する記憶手段としての内部記憶部３１ｃと、内部記憶部３１ｃによる情報の記憶を制御し
てファーストカード、セカンドカード及びリミットカードのＩＤの登録及び削除を内部記
憶部３１ｃに対して行う記憶制御手段としての登録削除部３１ｄと、ファーストカードの
ＩＤが内部記憶部３１ｃに記憶され又は内部記憶部３１ｃから削除されるときに内部記憶
部３１ｃに記憶され又は内部記憶部３１ｃから削除されるファーストカードのＩＤを陸運
事務所に送信する送信手段としての情報送信部３１ｅとを有している。
【００３８】
　ここで、認証部３１ａは、通信部３１ｂが取得したマスターカード２１、ＩＣカード２
２及びＩＣカード２３のＩＤと、内部記憶部３１ｃが記憶しているＩＤとに基づいてマス
ターカード２１、ＩＣカード２２及びＩＣカード２３が被許可装置であることを認証する
ようになっている。また、認証部３１ａは、通信部３１ｂが取得したＩＣカードのＩＤを
ファーストカードのＩＤとして内部記憶部３１ｃが記憶しているときにマスターカード２
１が被許可装置であると認証しないようになっている。
【００３９】
　また、登録削除部３１ｄは、通信部３１ｂが取得したＩＣカードのＩＤをファーストカ
ードのＩＤとして内部記憶部３１ｃに記憶させるときに、マスターカード２１が被許可装
置であると認証部３１ａが事前に認証したときのみ記憶させるようになっている。また、
登録削除部３１ｄは、通信部３１ｂが取得したＩＣカードのＩＤをセカンドカード又はリ
ミットカードのＩＤとして内部記憶部３１ｃに記憶させるときに、ファーストカードが被
許可装置であると認証部３１ａが事前に認証したときのみ記憶させるようになっている。
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【００４０】
　また、登録削除部３１ｄは、セカンドカード及びリミットカードのＩＤを内部記憶部３
１ｃから削除するときに、ファーストカードが被許可装置であると認証部３１ａが事前に
認証したときのみ削除するようになっている。また、登録削除部３１ｄは、ファーストカ
ードのＩＤを内部記憶部３１ｃから削除するときに、セカンドカード及びリミットカード
のＩＤが内部記憶部３１ｃに記憶されておらずファーストカードが被許可装置であると認
証部３１ａが事前に認証したときのみ削除するようになっている。
【００４１】
　次に、認証システム１０の動作について説明する。
【００４２】
　まず、ディーラが車両を販売するときなど、ファーストカードが登録されるときの認証
システム１０の動作について説明する。
【００４３】
　なお、ファーストカードが登録される前、認証装置３０の内部記憶部３１ｃは、マスタ
ーカード２１のＩＤのみを記憶している。
【００４４】
　図２に示すように、認証装置３０は、ＩＣカードが利用者によってホルダにセットされ
て（ステップＳ４１）、第１スイッチ３３ａが利用者によって連続して３秒間オン状態に
されると（ステップＳ４２）、通信部３１ｂによってＩＣカードに対してＩＤを要求し（
ステップＳ４３）、ホルダにセットされたＩＣカードによって送信されたＩＤを通信部３
１ｂによって取得する（ステップＳ４４）。例えば、認証装置３０は、ディーラのマスタ
ーカード２１がステップＳ４１においてホルダにセットされた場合、ステップＳ４４にお
いてマスターカード２１によってマスターカード２１のＩＤが送信される。
【００４５】
　次いで、認証装置３０は、通信部３１ｂがＩＤを取得したか否かを認証部３１ａによっ
て判断し（ステップＳ４５）、通信部３１ｂがＩＤを取得しなかったとステップＳ４５に
おいて認証部３１ａが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを３秒間点灯させるこ
とによってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ４６）。
【００４６】
　認証装置３０は、通信部３１ｂがＩＤを取得したとステップＳ４５において認証部３１
ａが判断すると、通信部３１ｂが取得したＩＤと内部記憶部３１ｃに記憶されたＩＤとに
基づいて、ホルダにセットされたＩＣカードがマスターカード２１であるか否かを認証部
３１ａによって判断する（ステップＳ４７）。そして、認証装置３０は、ホルダにセット
されたＩＣカードがマスターカード２１ではないとステップＳ４７において認証部３１ａ
が判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを１秒間点灯させることによってエラーを
表示して処理を終了する（ステップＳ４８）。
【００４７】
　認証装置３０は、ホルダにセットされたＩＣカードがマスターカード２１であるとステ
ップＳ４７において認証部３１ａが判断すると、ファーストカードのＩＤが内部記憶部３
１ｃに記憶されていないか否かを認証部３１ａによって判断する（ステップＳ４９）。そ
して、認証装置３０は、ファーストカードのＩＤが内部記憶部３１ｃに記憶されていると
ステップＳ４９において認証部３１ａが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを１
秒間点灯させることによってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ５０）。
【００４８】
　認証装置３０は、ファーストカードのＩＤが内部記憶部３１ｃに記憶されていないとス
テップＳ４９において認証部３１ａが判断すると、マスターカード２１が被許可装置であ
ると認証部３１ａによって認証し（ステップＳ５１）、制御部３１に青色ＬＥＤ３２ａを
１秒間点灯させる（ステップＳ５２）。
【００４９】
　そして、認証装置３０は、ステップＳ５２の処理後、マスターカード２１が利用者によ
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ってホルダから外され（ステップＳ５３）、１０秒以内に、ＩＣカードが利用者によって
ホルダにセットされると（ステップＳ５４）、通信部３１ｂによってＩＣカードに対して
ＩＤを要求し（ステップＳ５５）、ホルダにセットされたＩＣカードによって送信された
ＩＤを通信部３１ｂによって取得する（ステップＳ５６）。
【００５０】
　なお、認証装置３０は、ステップＳ５３においてマスターカード２１がホルダから外さ
れた後、１０秒以内にＩＣカードがホルダにセットされなければ、制御部３１に赤色ＬＥ
Ｄ３２ｂを３秒間点灯させることによってエラーを表示して処理を終了する。
【００５１】
　認証装置３０は、ホルダにセットされたＩＣカードによってステップＳ５６においてＩ
Ｄが送信されると、通信部３１ｂがＩＤを取得したか否かを認証部３１ａによって判断す
る（ステップＳ５７）。そして、認証装置３０は、通信部３１ｂがＩＤを取得しなかった
とステップＳ５７において認証部３１ａが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを
３秒間点灯させることによってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ５８）。
【００５２】
　認証装置３０は、通信部３１ｂがＩＤを取得したとステップＳ５７において認証部３１
ａが判断すると、通信部３１ｂが取得したＩＤが所定のフォーマットのＩＤであるか否か
を認証部３１ａによって判断する（ステップＳ５９）。そして、認証装置３０は、通信部
３１ｂが取得したＩＤが所定のフォーマットのＩＤではないとステップＳ５９において認
証部３１ａが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを３秒間点灯させることによっ
てエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ６０）。
【００５３】
　認証装置３０は、通信部３１ｂが取得したＩＤが所定のフォーマットのＩＤであるとス
テップＳ５９において認証部３１ａが判断すると、第１スイッチ３３ａ及び第２スイッチ
３３ｂが操作されるまで待機する。
【００５４】
　そして、認証装置３０は、第１スイッチ３３ａ又は第２スイッチ３３ｂが利用者によっ
て操作されると（ステップＳ６１）、第２スイッチ３３ｂがオン状態にされたまま第１ス
イッチ３３ａがオン状態にされるという操作が行われたか否かを登録削除部３１ｄによっ
て判断する（ステップＳ６２）。
【００５５】
　認証装置３０は、第２スイッチ３３ｂがオン状態にされたまま第１スイッチ３３ａがオ
ン状態にされるという操作が行われなかったとステップＳ６２において登録削除部３１ｄ
が判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂ及び青色ＬＥＤ３２ａを６秒間１秒毎に交
互に点灯させることによってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ６３）。また
、認証装置３０は、第２スイッチ３３ｂがオン状態にされたまま第１スイッチ３３ａがオ
ン状態にされるという操作が行われたとステップＳ６２において登録削除部３１ｄが判断
すると、通信部３１ｂが取得したＩＤをファーストカードのＩＤとして登録削除部３１ｄ
によって内部記憶部３１ｃに記憶する（ステップＳ６４）。なお、ＩＣカードのＩＤがフ
ァーストカードのＩＤとして内部記憶部３１ｃに記憶されると、認証システム１０には、
ファーストカードが存在するようになるので、マスターカード２１が使用不可能になる。
【００５６】
　したがって、認証装置３０は、例えば、車両の所有者のＩＣカード２２がステップＳ５
４においてホルダにセットされると、ＩＣカード２２をファーストカードとして登録する
ことができる。そして、ＩＣカード２２がファーストカードとして登録後は、例えばステ
ップＳ４９でファーストカードのＩＤが内部記憶部３１ｃに記憶されているか否かを判断
しているので、ＩＣカードを重複してファーストカードとして登録することはない。
【００５７】
　なお、認証装置３０は、ファーストカードのＩＤが内部記憶部３１ｃに記憶されるとき
に、内部記憶部３１ｃに記憶されるファーストカードのＩＤを情報送信部３１ｅによって
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陸運事務所に送信する。したがって、認証システム１０は、車両の登録に関する陸運事務
所の業務の効率を向上することができる。
【００５８】
　また、上述したように、認証装置３０は、ステップＳ４９及びステップＳ５１において
、ステップＳ４４で通信部３１ｂが取得したマスターカード２１のＩＤと、ステップＳ４
１より前の記憶ステップで内部記憶部３１ｃが記憶しているマスターカード２１のＩＤと
に基づいてマスターカード２１が被許可装置であることを認証部３１ａによって認証し、
ファーストカードのＩＤを記憶ステップで内部記憶部３１ｃが記憶しているときにマスタ
ーカード２１が被許可装置であると認証部３１ａによって認証しない。したがって、ステ
ップＳ４９及びステップＳ５１は、認証システム１０の認証方法の認証ステップを構成し
ている。
【００５９】
　また、認証装置３０は、ステップＳ４４及びステップＳ５６において、ホルダにセット
されたＩＣカードによって送信されたＩＤを通信部３１ｂによって取得する。したがって
、ステップＳ４４及びステップＳ５６は、認証システム１０の認証方法の取得ステップを
構成している。
【００６０】
　また、認証装置３０は、ステップＳ５６で通信部３１ｂが取得したＩＣカードのＩＤを
ステップＳ６４において登録削除部３１ｄによって内部記憶部３１ｃに記憶させるときに
、マスターカード２１が被許可装置であると認証部３１ａによってステップＳ５１で必ず
事前に認証している。したがって、ステップＳ６４は、認証システム１０の認証方法の記
憶ステップ及び記憶制御ステップを構成している。
【００６１】
　次に、車両の所有者が家族や従業員などに車載装置の使用を許可するときなど、セカン
ドカードが登録されるときの認証システム１０の動作について説明する。
【００６２】
　ここで、セカンドカードが登録される前、認証装置３０の内部記憶部３１ｃは、ファー
ストカードのＩＤとしてＩＣカード２２のＩＤを記憶しているものとする。
【００６３】
　図３に示すように、認証装置３０は、ＩＣカードが利用者によってホルダにセットされ
て（ステップＳ７１）、第１スイッチ３３ａが利用者によって連続して３秒間オン状態に
されると（ステップＳ７２）、通信部３１ｂによってＩＣカードに対してＩＤを要求し（
ステップＳ７３）、ホルダにセットされたＩＣカードによって送信されたＩＤを通信部３
１ｂによって取得する（ステップＳ７４）。例えば、認証装置３０は、ファーストカード
である車両の所有者のＩＣカード２２がステップＳ７１においてホルダにセットされた場
合、ステップＳ７４においてＩＣカード２２によってＩＣカード２２のＩＤが送信される
。
【００６４】
　次いで、認証装置３０は、通信部３１ｂがＩＤを取得したか否かを認証部３１ａによっ
て判断し（ステップＳ７５）、通信部３１ｂがＩＤを取得しなかったとステップＳ７５に
おいて認証部３１ａが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを３秒間点灯させるこ
とによってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ７６）。
【００６５】
　認証装置３０は、通信部３１ｂがＩＤを取得したとステップＳ７５において認証部３１
ａが判断すると、通信部３１ｂが取得したＩＤと内部記憶部３１ｃに記憶されたＩＤとに
基づいて、ホルダにセットされたＩＣカードがファーストカード、即ちＩＣカード２２で
あるか否かを認証部３１ａによって判断する（ステップＳ７７）。そして、認証装置３０
は、ホルダにセットされたＩＣカードがＩＣカード２２ではないとステップＳ７７におい
て認証部３１ａが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを１秒間点灯させることに
よってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ７８）。
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【００６６】
　認証装置３０は、ホルダにセットされたＩＣカードがＩＣカード２２であるとステップ
Ｓ７７において認証部３１ａが判断すると、ＩＣカード２２が被許可装置であると認証部
３１ａによって認証し（ステップＳ８１）、制御部３１に青色ＬＥＤ３２ａを１秒間点灯
させる（ステップＳ８２）。
【００６７】
　そして、認証装置３０は、ステップＳ８２の処理後、ＩＣカード２２が利用者によって
ホルダから外され（ステップＳ８３）、１０秒以内に、ＩＣカードが利用者によってホル
ダにセットされると（ステップＳ８４）、通信部３１ｂによってＩＣカードに対してＩＤ
を要求し（ステップＳ８５）、ホルダにセットされたＩＣカードによって送信されたＩＤ
を通信部３１ｂによって取得する（ステップＳ８６）。
【００６８】
　なお、認証装置３０は、ステップＳ８３においてＩＣカード２２がホルダから外された
後、１０秒以内にＩＣカードがホルダにセットされなければ、制御部３１に赤色ＬＥＤ３
２ｂを３秒間点灯させることによってエラーを表示して処理を終了する。
【００６９】
　認証装置３０は、ホルダにセットされたＩＣカードによってステップＳ８６においてＩ
Ｄが送信されると、通信部３１ｂがＩＤを取得したか否かを認証部３１ａによって判断す
る（ステップＳ８７）。そして、認証装置３０は、通信部３１ｂがＩＤを取得しなかった
とステップＳ８７において認証部３１ａが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを
３秒間点灯させることによってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ８８）。
【００７０】
　認証装置３０は、通信部３１ｂがＩＤを取得したとステップＳ８７において認証部３１
ａが判断すると、通信部３１ｂが取得したＩＤが所定のフォーマットのＩＤであるか否か
を認証部３１ａによって判断する（ステップＳ８９）。そして、認証装置３０は、通信部
３１ｂが取得したＩＤが所定のフォーマットのＩＤではないとステップＳ８９において認
証部３１ａが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを３秒間点灯させることによっ
てエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ９０）。
【００７１】
　認証装置３０は、通信部３１ｂが取得したＩＤが所定のフォーマットのＩＤであるとス
テップＳ８９において認証部３１ａが判断すると、第１スイッチ３３ａ及び第２スイッチ
３３ｂが操作されるまで待機する。
【００７２】
　そして、認証装置３０は、第１スイッチ３３ａ又は第２スイッチ３３ｂが利用者によっ
て操作されると（ステップＳ９１）、第２スイッチ３３ｂがオン状態にされたまま第１ス
イッチ３３ａがオン状態にされるという操作が行われたか否かを登録削除部３１ｄによっ
て判断する（ステップＳ９２）。
【００７３】
　認証装置３０は、第２スイッチ３３ｂがオン状態にされたまま第１スイッチ３３ａがオ
ン状態にされるという操作が行われなかったとステップＳ９２において登録削除部３１ｄ
が判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂ及び青色ＬＥＤ３２ａを６秒間１秒毎に交
互に点灯させることによってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ９３）。また
、認証装置３０は、第２スイッチ３３ｂがオン状態にされたまま第１スイッチ３３ａがオ
ン状態にされるという操作が行われたとステップＳ９２において登録削除部３１ｄが判断
すると、通信部３１ｂが取得したＩＤをセカンドカードのＩＤとして登録削除部３１ｄに
よって内部記憶部３１ｃに記憶する（ステップＳ９４）。
【００７４】
　したがって、認証装置３０は、例えば、車両の所有者に許可された人物のＩＣカード２
３がステップＳ８４においてホルダにセットされると、ＩＣカード２３をセカンドカード
として登録することができる。また、認証装置３０は、図３に示す手順が利用者によって
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繰り返されることによって、複数枚のＩＣカードをセカンドカードとして登録することも
できる。
【００７５】
　また、上述したように、認証装置３０は、ステップＳ８１において、ステップＳ７４で
通信部３１ｂが取得したファーストカードであるＩＣカードのＩＤと、ステップＳ６４（
図２参照。）で内部記憶部３１ｃが記憶しているファーストカードであるＩＣカードのＩ
Ｄとに基づいてＩＣカードがファーストカードとして被許可装置であることを認証部３１
ａによって認証する。したがって、ステップＳ８１は、認証システム１０の認証方法の認
証ステップを構成している。
【００７６】
　また、認証装置３０は、ステップＳ７４及びステップＳ８６において、ホルダにセット
されたＩＣカードによって送信されたＩＤを通信部３１ｂによって取得する。したがって
、ステップＳ７４及びステップＳ８６は、認証システム１０の認証方法の取得ステップを
構成している。
【００７７】
　また、認証装置３０は、ステップＳ８６で通信部３１ｂが取得したＩＣカードのＩＤを
ステップＳ９４において登録削除部３１ｄによって内部記憶部３１ｃに記憶させるときに
、ＩＣカードがファーストカードとして被許可装置であると認証部３１ａによってステッ
プＳ８１で必ず事前に認証している。したがって、ステップＳ９４は、認証システム１０
の認証方法の記憶ステップ及び記憶制御ステップを構成している。
【００７８】
　次に、車両の所有者がホテルや駐車場などの従業員に車の移動を依頼するときなど、リ
ミットカードが登録されるときの認証システム１０の動作について説明する。
【００７９】
　認証装置３０は、図３に示す手順と同様な手順が利用者によって行われることによって
、ＩＣカードをリミットカードとして登録することができる。また、認証装置３０は、図
３に示す手順と同様な手順が利用者によって繰り返されることによって、複数枚のＩＣカ
ードをリミットカードとして登録することもできる。
【００８０】
　次に、セカンドカード及びリミットカードの登録が解除されるときの認証システム１０
の動作について説明する。
【００８１】
　ここで、セカンドカード及びリミットカードの登録が解除される前、認証装置３０の内
部記憶部３１ｃは、ファーストカードのＩＤとしてＩＣカード２２のＩＤを記憶している
ものとする。
【００８２】
　図４に示すように、認証装置３０は、ＩＣカードが利用者によってホルダにセットされ
て（ステップＳ１０１）、第２スイッチ３３ｂが利用者によって連続して３秒間オン状態
にされると（ステップＳ１０２）、通信部３１ｂによってＩＣカードに対してＩＤを要求
し（ステップＳ１０３）、ホルダにセットされたＩＣカードによって送信されたＩＤを通
信部３１ｂによって取得する（ステップＳ１０４）。例えば、認証装置３０は、ファース
トカードである車両の所有者のＩＣカード２２がステップＳ１０１においてホルダにセッ
トされた場合、ステップＳ１０４においてＩＣカード２２によってＩＣカード２２のＩＤ
が送信される。
【００８３】
　次いで、認証装置３０は、通信部３１ｂがＩＤを取得したか否かを認証部３１ａによっ
て判断し（ステップＳ１０５）、通信部３１ｂがＩＤを取得しなかったとステップＳ１０
５において認証部３１ａが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを３秒間点灯させ
ることによってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ１０６）。
【００８４】
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　認証装置３０は、通信部３１ｂがＩＤを取得したとステップＳ１０５において認証部３
１ａが判断すると、通信部３１ｂが取得したＩＤと内部記憶部３１ｃに記憶されたＩＤと
に基づいて、ホルダにセットされたＩＣカードがファーストカード、即ちＩＣカード２２
であるか否かを認証部３１ａによって判断する（ステップＳ１０７）。そして、認証装置
３０は、ホルダにセットされたＩＣカードがＩＣカード２２ではないとステップＳ１０７
において認証部３１ａが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂを１秒間点灯させる
ことによってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ１０８）。
【００８５】
　認証装置３０は、ホルダにセットされたＩＣカードがＩＣカード２２であるとステップ
Ｓ１０７において認証部３１ａが判断すると、ＩＣカード２２が被許可装置であると認証
部３１ａによって認証し（ステップＳ１１１）、制御部３１に青色ＬＥＤ３２ａを１秒間
点灯させ（ステップＳ１１２）、第１スイッチ３３ａ及び第２スイッチ３３ｂが操作され
るまで待機する。
【００８６】
　そして、認証装置３０は、第１スイッチ３３ａ又は第２スイッチ３３ｂが利用者によっ
て操作されると（ステップＳ１２１）、第１スイッチ３３ａがオン状態にされたまま第２
スイッチ３３ｂがオン状態にされるという操作が行われたか否かを登録削除部３１ｄによ
って判断する（ステップＳ１２２）。
【００８７】
　認証装置３０は、第１スイッチ３３ａがオン状態にされたまま第２スイッチ３３ｂがオ
ン状態にされるという操作が行われなかったとステップＳ１２２において登録削除部３１
ｄが判断すると、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂ及び青色ＬＥＤ３２ａを６秒間１秒毎に
交互に点灯させることによってエラーを表示して処理を終了する（ステップＳ１２３）。
なお、認証装置３０は、ステップＳ１１２後の待機状態のときにＩＣカード２２が利用者
などによって強制的にホルダから外されたときも、制御部３１に赤色ＬＥＤ３２ｂ及び青
色ＬＥＤ３２ａを６秒間１秒毎に交互に点灯させることによってエラーを表示して処理を
終了する。
【００８８】
　また、認証装置３０は、第１スイッチ３３ａがオン状態にされたまま第２スイッチ３３
ｂがオン状態にされるという操作が行われたとステップＳ１２２において登録削除部３１
ｄが判断すると、内部記憶部３１ｃに記憶されているセカンドカード及びリミットカード
のＩＤを登録削除部３１ｄによって内部記憶部３１ｃから全て削除する（ステップＳ１２
４）。
【００８９】
　したがって、認証システム１０には、セカンドカード及びリミットカードが全く存在し
なくなる。
【００９０】
　次に、車両の所有者が変更されるときなど、ファーストカードの登録が解除されるとき
の認証システム１０の動作について説明する。
【００９１】
　ここで、ファーストカードの登録が解除される前、認証装置３０の内部記憶部３１ｃは
、ファーストカードとしてＩＣカード２２のＩＤを記憶しているものとする。また、認証
システム１０は、セカンドカード及びリミットカードが全く存在しないときのみファース
トカードの登録が解除されるので、セカンドカード及びリミットカードが全く存在しない
状態であるとする。
【００９２】
　認証装置３０は、セカンドカード及びリミットカードが全く存在しない状態で、図４に
示す手順と同様な手順が利用者によって行われると、ファーストカードであるＩＣカード
２２の認証を経てＩＣカード２２自身のＩＤを内部記憶部３１ｃから削除する。
【００９３】
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　ＩＣカード２２のＩＤが内部記憶部３１ｃから削除されると、認証システム１０には、
ファーストカードが存在しなくなるので、マスターカード２１が再び使用可能になる。す
なわち、認証装置３０は、内部記憶装置３１ｃからファーストカードとして記憶している
ＩＣカード２２のＩＤが削除されると、マスターカード２１のＩＤが内部記憶部３１ｃに
再び記憶され、マスターカード２１が被許可装置となる。マスターカード２１のＩＤは登
録削除部３１により内部記憶装置３１ｃから削除された後も再び内部記憶装置３１ｃが記
憶することができるように、マスターカード２１のＩＤは登録削除部３１により内部記憶
装置３１ｃから削除された後も内部記憶装置３１ｃ以外の場所（図示されていない）に記
憶されているものとする。認証システム１０は、マスターカード２１が使用可能になると
、図２に示す手順が利用者によって行われることによって、ＩＣカード２２以外のＩＣカ
ードを新たなファーストカードとして登録することができる。
【００９４】
　なお、認証装置３０は、ファーストカードのＩＤが内部記憶部３１ｃから削除されると
きに、内部記憶部３１ｃから削除されるファーストカードのＩＤを情報送信部３１ｅによ
って陸運事務所に送信する。したがって、認証システム１０は、車両の登録に関する陸運
事務所の業務の効率を向上することができる。
【００９５】
　以上に説明したように、認証システム１０は、ＩＣカードがファーストカードとして被
許可装置であるときにマスターカード２１が被許可装置であることがないので、ファース
トカードの所有者が与り知らない間に他の新たなファーストカードがマスターカード２１
によって被許可装置にされることがない。更に、認証システム１０は、ファーストカード
であるＩＣカードが被許可装置であると事前に認証されなければ、他のＩＣカードがセカ
ンドカードやリミットカードとして被許可装置にされることがないので、ファーストカー
ドの所有者が与り知らない間に他のＩＣカードがセカンドカードやリミットカードとして
被許可装置にされることがない。したがって、認証システム１０は、セキュリティを向上
することができる。
【００９６】
　また、認証システム１０は、ファーストカードには利用が許可されるがリミットカード
には利用が許可されない車載装置があるので、車両の利用者によってセキュリティレベル
を異ならせることができ、利便性を向上することができる。例えば、認証システム１０は
、上述したように、エンジンやドアの錠装置などの車載装置をファーストカードと同様に
リミットカードにも利用を許可し、グローブボックスやトランクなどの収納部分の錠装置
をファーストカードとは異なりリミットカードには利用を許可しないことによって、セキ
ュリティを保持しながらホテルや駐車場などの従業員にリミットカードによって車を移動
させることができる。
【００９７】
　また、認証システム１０は、ファーストカードであるＩＣカードが被許可装置であると
事前に認証されなければ、セカンドカードであるＩＣカードやリミットカードであるＩＣ
カードが被許可装置ではない装置にされることがないので、ファーストカードの所有者が
与り知らない間にセカンドカードであるＩＣカードやリミットカードであるＩＣカードが
被許可装置ではない装置にされることがなく、セキュリティを向上することができる。
【００９８】
　また、認証システム１０は、ファーストカードであるＩＣカードが被許可装置であると
事前に認証されなければ、ファーストカードであるＩＣカードが被許可装置ではない装置
にされることがないので、ファーストカードの所有者が与り知らない間にファーストカー
ドであるＩＣカードが被許可装置ではない装置にされることがなく、セキュリティを向上
することができる。また、認証システム１０は、ファーストカードであるＩＣカードが被
許可装置ではない装置にされるときに、必ずセカンドカードであるＩＣカードやリミット
カードであるＩＣカードが被許可装置ではない装置にされているので、ファーストカード
の所有者が与り知らない間にセカンドカードやリミットカードが残ることがなく、セキュ
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【００９９】
　また、認証システム１０は、ＩＣカード２２が運転免許証であっても良い。ＩＣカード
２２が運転免許証である場合、認証システム１０は、ＩＣカード２２を運転免許証とは別
に車両の利用者に管理させる必要がないので、ＩＣカード２２が運転免許証とは別である
場合と比較して、利便性を向上することができる。同様に、認証システム１０は、ＩＣカ
ード２３が運転免許証であっても良い。
【０１００】
　なお、認証システム１０は、ファーストカードやセカンドカードとして登録できるＩＣ
カード２２及びＩＣカード２３などのＩＣカードを、リミットカードとしても登録できる
ようになっているが、リミットカードとしてのみ登録可能なリミットカード専用のＩＣカ
ードを、ファーストカードやセカンドカードとして登録できるＩＣカードとは別に備えて
いても良い。
【０１０１】
　以上のように、本発明に係る認証システムは、セキュリティを向上することができると
いう効果を有し、ＩＣカードを使用したシステムなどとして有用である。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明によれば、セキュリティを向上することができる認証システムを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の一実施の形態に係る認証システムのブロック図
【図２】ファーストカードが登録されるときの図１に示す認証システムの動作のシーケン
ス図
【図３】セカンドカードが登録されるときの図１に示す認証システムの動作のシーケンス
図
【図４】セカンドカード及びリミットカードの登録が解除されるときの図１に示す認証シ
ステムの動作のシーケンス図である。
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