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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の共用車輌を利用者に貸し出す共用車輌運用システムであって、
　前記利用者からの共用車輌利用に関するデマンド情報を送出する利用者端末と、
　前記各共用車輌に設けられ、前記利用者端末からの前記デマンド情報に基づく情報を送
出する車輌運用装置と、
　前記車輌運用装置からの前記情報に基づき、前記共用車輌の運用に必要な管理情報を参
照して前記共用車輌の利用の可否を判断し管理するとともに、前記共用車輌の利用可否判
断に関する情報を送出する管理装置とを有し、
　前記管理装置が、前記一のデマンド情報に対する前記利用の可否の判断に応じて前記共
用車輌の錠の施錠・開錠を行う際に照合される一対の施開錠情報を生成するとともに、前
記施開錠情報のうちの第１の施解錠情報を前記利用者端末に向けて送出し、当該第１の施
解錠情報と照合される第２の施解錠情報を前記車両運用装置に向けて送出する施開錠情報
管理部を有し、
　前記車輌運用装置が、前記施開錠情報管理部から受信した前記第２の施開錠情報を格納
する施開錠情報格納部と、
　前記利用者端末から受信した前記第１の施開錠情報と前記施開錠情報格納部に格納され
た前記第２の施開錠情報とを照合する施開錠情報照合部と、
　当該施開錠情報照合部の照合結果に基づいて、前記共用車輌の施錠又は開錠の指令を行
う指令部と、
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　当該指令部の前記指令に基づき施錠又は開錠を行う錠手段と、を有する共用車輌運用シ
ステム。
【請求項２】
　前記施開錠情報管理部が生成する前記施開錠情報が、暗証情報を含む請求項１に記載の
共用車輌運用システム。
【請求項３】
　前記施開錠情報管理部が、前記施開錠情報を暗号化する施開錠情報暗号化機能を有する
請求項１又は２に記載の共用車輌運用システム。
【請求項４】
　前記施開錠情報管理部が、前記判断に基づく前記共用車輌の利用状況に応じて前記施開
錠情報を更新するとともに、当該更新された施開錠情報を少なくとも前記車輌運用装置に
向けて送出する施開錠情報更新機能を有する請求項１～３の何れか一項に記載の共用車輌
運用システム。
【請求項５】
　前記施開錠情報管理部の前記施開錠情報更新機能が、前記共用車輌の返却を確認した場
合に前記施開錠情報を更新するとともに、当該更新された施開錠情報を少なくとも前記車
輌運用装置に向けて送出する請求項４に記載の共用車輌運用システム。
【請求項６】
　前記管理装置が、前記利用者から前記共用車輌の返却に関するデマンド情報を受け付け
ると、前記車輌運用装置に対して当該車輌の現在位置を問い合わせるとともに、前記車輌
運用装置に設けられた位置検出部にて検出された位置情報を取得して、当該位置情報に基
づいて前記共用車輌の返却の可否を判断する車輌位置確認機能を有する請求項１～５の何
れか一項に記載の共用車輌運用システム。
【請求項７】
　前記管理装置が、前記車輌運用装置が、前記管理装置からの前記利用可否判断に関する
情報を前記利用者に報知する報知手段を有する請求項１～６の何れか一項に記載の共用車
輌運用システム。
【請求項８】
　前記管理装置は、前記車輌運用装置からの前記情報に基づいて、前記管理情報を参照し
て前記利用者が利用できる前記共用車輌を選択する請求項７に記載の共用車輌運用システ
ム。
【請求項９】
　前記管理装置は、当該管理装置が利用可能と判断した前記共用車輌を前記利用者が実際
に利用する意思があるか否かを問い合わせる利用意思問合せ部を有し、
　前記車輌運用装置は、前記利用意思問合せ部からの問い合わせに対する前記利用者の意
思を検知する意思検知部と、
　前記意思検知部の検知結果に基づいて前記利用者の利用の意思を確認するとともに、こ
の確認した利用の意思を前記管理装置に向けて送信する利用意思確認部と、を有する請求
項７又は８に記載の共用車輌運用システム。
【請求項１０】
　前記管理装置が、前記利用意思確認部から受信した前記利用者の利用の意思情報に基づ
いて前記管理情報を更新する利用認証部を有する請求項９に記載の共用車輌運用システム
。
【請求項１１】
　前記意思検知部が、キースロット、ドアノブ開閉機構、ドアノブスイッチその他の前記
利用者の行為を検知することができる車輌設備を含む請求項９又は１０に記載の共用車輌
運用システム。
【請求項１２】
　前記車輌運用装置は、前記利用者端末からの前記情報に対応した前記共用車輌の車輌情
報に基づいて、前記共用車輌が利用可能な状態か否かを判定する利用判定部と、当該利用
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判定部の判定結果に応じて前記管理装置に前記共用車輌の管理状況を問合わせる車輌管理
問合せ部とを有し、
　前記管理装置は、前記車輌管理問合せ部からの問合せに応じて前記管理情報を参照して
前記共用車輌の利用に関する管理を行い、この管理結果を前記車輌運用装置の前記報知手
段に向けて送信する利用車輌管理部を有する請求項７～１１の何れか一項に記載の共用車
輌運用システム。
【請求項１３】
　前記利用者端末が、キーレスリモコン、電子キー、ＩＣカードキー、電波カードその他
の情報の受け渡しが可能な端末である請求項７～１２記載の共用車輌運用システム。
【請求項１４】
　前記報知手段が、ハザードランプ、ホーン、ウインカー、ヘッドランプ、フォグランプ
、ディスプレイその他の前記利用者に認識可能な情報を発信することができる車輌設備を
含む請求項７～１３の何れか一項に記載の共用車輌運用システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、共用車輌の運用に用いられる共用車輌運用システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
交通渋滞の解消やエネルギーの有効利用等を目的として車輌を共用して利用する共用車輌
運用システムが提案されている。
この共用車輌運用システムにおいては、共用車輌運用システムの利用会員は、所定の手続
きを行って発行されたＩＣカードを各自保有し、このＩＣカードを所定の場所に設置して
あるポート端末のカードリーダーに挿入して所定の操作を行い、利用の承認を得て共用車
輌を利用する。共用車輌の貸し出しが許可されると、利用者は鍵を携帯し、利用後に鍵の
返却を行っていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の共用車輌の利用システムでは、会員が所定の場所に設置してあるポ
ート端末まで行って、そのポート端末に対して操作を行わなければ車輌を借り出すことが
できず、また電話等によって借り出すことが許可されても車輌の鍵を受け取りに所定の窓
口に行かなければならないという煩わしさがあった。
【０００４】
共用車輌の提供をする側にとっても、車輌の提供にはポート端末の設置が伴い、鍵の受け
渡しには人手を要することから共用車輌を集約して待機させる必要があり、利用者の利便
に沿って様々な場所に車輌を分散させて待機させるというサービスを提供することが困難
であった。
また、貸し出し対象である車輌は、鍵さえあれば占有することができ、移動可能であるた
め、共用車輌の盗難、鍵の複製、所謂なりすましに対するセキュリティの要請が高い。そ
のため、車輌の貸し出し及び鍵の受け渡しを人手を介さずに行うことは困難であった。
【０００５】
さらに、会員の所有するＩＣカードに記憶された認証情報等を電波などで送信できるよう
に、必要な情報を記憶した携帯端末を利用者が携帯することも考えられるが、車輌を借り
出す場合には記憶された情報以外にも様々な情報管理センタに伝達する必要があり、携帯
端末がこれらの情報を入力するための入力手段を備えることとなると利用者の携帯端末が
大型化してしまう。
【０００６】
このように、共用車輌の貸し出しと鍵の受け渡しとを、利用者が所定の場所に出向かず、
又は人手を介さずに行うことは困難であった。
【０００７】
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本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、利用者が所定の場
所に行かなくとも共用車輌を利用することができ、車輌の錠を管理することができる共用
車輌運用システムを提供することを目的とする。また、利用者の共用車輌運用システムに
対する要求情報を、利用者の端末から借り出したいと考えている車輌への操作によって、
使用したい車輌に関する情報を管理ターミナルに伝達するようにし、簡易な利用者端末を
用いた共用車輌運用システムを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　（１）上記目的を達成するために、本発明に係る共用車輌運用システムは、複数の共用
車輌を利用者に貸し出す共用車輌運用システムであって、前記利用者からの共用車輌利用
に関するデマンド情報を送出する利用者端末と、前記各共用車輌に設けられ、前記利用者
端末からの前記デマンド情報に基づく情報を送出する車輌運用装置と、前記車輌運用装置
からの前記情報に基づき、前記共用車輌の運用に必要な管理情報を参照して前記共用車輌
の利用の可否を判断し管理するとともに、前記共用車輌の利用可否判断に関する情報を送
出する管理装置とを有し、前記管理装置が、前記共用車輌の錠の施錠・開錠を行う施開錠
情報を前記判断に対応させて生成するとともに、当該施開錠情報を前記利用者端末と前記
車輌運用装置とに向けて送出する施開錠情報管理部を有することを特徴とする。
【０００９】
この共用車輌運用システムは、利用者端末と車輌運用装置と管理装置とを有することとな
るが、管理装置は車輌運用装置とともに一体に又は分割して車輌に搭載されてもよい。ま
た、管理装置はポートごとに設けられてもよいし、いくつかのポートを統合して管理する
ように集約して設けられてもよいし、駅ごと、街ごと、地域ごと、都道府県ごとまたは全
国を管理するものであってもよい。
さらに、この管理装置は、車輌運用装置と有線又は無線で接続されることが可能であり、
ポートごとに設けられた中継器を介して接続されることも可能であり、インターネット等
の通信回線を介して一の管理装置と又は複数の管理装置と相互に送受信することも可能で
ある。
【００１０】
この共用車輌運用システムでは、利用者の要求であるデマンド情報、デマンド情報に基づ
く情報及び管理装置の判断に関する情報が、利用者端末、共用車輌に設けられた車輌運用
装置及び管理装置の間において交信される。
デマンド情報とは、利用者の共用車輌運用システムに対する要求であって、「この共用車
輌運用システムを利用したい」、「車輌を特定することなくいずれかの共用車輌を利用し
たい」等の要求から「このタイプの共用車輌を利用したい。」、「この（特定の）共用車
輌を利用したい」、「貸し出されていた車輌を返却したい」「この車輌の錠を施錠又は開
錠する鍵を利用したい」「利用していた鍵を返却したい」などとの具体的な要求まで段階
的な広がりを有し、利用者が本発明に係る共用車輌運用システムを利用するにあたって、
利用者の要求が反映されうるあらゆる情報を含むものである。このデマンド情報に基づく
情報とは、デマンド情報に対応した車輌の特定情報、車輌の整備情報その他の車輌に関す
る車輌情報を含む情報をいう。
【００１１】
　本願発明に係る共用車輌運用システムは、まず、利用者の共用車輌利用に関する要求で
あるデマンド情報が利用者端末から送出される。各車輌に設けられた車輌運用装置はデマ
ンド情報を受信するとともに共用車輌運用に必要なその他の情報を含むデマンド情報に基
づく情報をデマンド情報とともに送出する。共用車輌運用装置からデマンド情報を含む情
報を受信した管理装置は、利用者の要求であるデマンド情報に基づき、管理情報（共用車
輌運用システムの管理に必要なあらゆる情報）を参照して、利用者の要求する共用車輌を
貸し出すことができるか否かを判断し、共用車輌全体（各ポートに配置された車輌又はこ
れらを含む共用車輌全体）を管理する。この管理装置が利用者の要求する共用車輌を当該
利用者に貸し出すか否かの判断に基づき、貸し出された当該共用車輌の施錠・開錠を行う
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施開錠情報を生成する。この生成された施開錠情報は、利用者端末と車輌運用装置とに向
けて送出される。
【００１２】
施開錠情報を受信した利用者は、利用者端末から車輌運用装置へ向けて当該施開錠情報を
送信すると、同じく施開錠情報を受信した車輌運用装置が、当該車輌運用装置が受信した
施開錠情報と利用者端末から送信された施開錠情報とを照合して錠の施錠・開錠を行う。
この施錠、開錠の機構は、利用者端末として用いられる携帯電話、キーレスリモコンキー
、電子キー、ＩＣカードキー、電波カードなどのあらゆる公知の施開錠の機構を適用する
ことができる。特に利用者が所有する携帯電話等の移動体通信機器を利用する場合には各
車輌ごとに施開錠のための手段を設ける必要がなくなり、管理も容易となる。また、いっ
たん施開錠情報が送信されれば利用者端末と車輌運用装置との間において施開錠を行うこ
とができ、管理装置をいちいち介する必要がないから、迅速な施開錠処理が可能となる。
【００１３】
ここで施開錠情報とは、利用者のデマンド情報に基づいて認証された利用に対して生成さ
れ、少なくとも一のデマンド情報（利用要求）に対して、一の車輌について生成される情
報である。この情報には、例えば、利用者の識別番号、車輌の登録番号、暗証情報、車輌
の貸し出し期間等の情報が含まれる。
【００１４】
また、この施開錠情報の生成は、管理装置がデマンド情報に基づく情報を受信した時、共
用車輌の利用を判断した時、車輌の利用を認証した時、車輌の利用可否に関する情報を送
出した時等のいずれのタイミングであってもよい。
【００１５】
この発明により、利用者は、所定の鍵受け渡しカウンターにまで行かなくとも、車輌の鍵
を受け取ることができる。また、施開錠情報を受領したという事実によって、利用者は車
輌を利用したいという要求が認証されたことを知ることができるため、利用者が利用を希
望する時間（今）に、利用者が居る場所（現在地）で、利用を希望する車輌に対する操作
によって、利用者自身の要求を共用車輌の運用を管理する管理装置へ伝達することができ
るとともに、実際にその車輌を借りることができるかどうかについての共用車両提供者の
判断を確認することができ、当該借りた車輌の施開錠を行う鍵を受け取ることができ、所
定の貸し出しカウンターやポートに出向かなくても共用車輌を利用できる共用車輌運用シ
ステムを提供することができる。
【００１６】
すなわち、この共用車輌運用システムによれば、利用者は車輌を借りたいときに借りたい
場所で車輌を借りることができ、その場所からただちに車輌に乗車し利用する（鍵を管理
する）ことができ、共用車輌提供者は共用車輌のポートごとに車輌の貸し出しカウンター
や鍵の受け渡し場所を設ける必要がなく、人手を介することなく、共用車輌の提供を行う
ことができる。
【００１７】
また、この発明によれば、利用者からのデマンド情報その他の共用車輌を借り出す際に必
要な様々な情報は、利用者端末から共用車輌に設けられた共用車輌運用装置を介して管理
装置へ伝達されるため、それらの多様な情報を受け付けるための入力手段を利用者端末に
備える必要がないことから、共用車輌を借り出す場合に必要な利用者端末を小型かつ軽量
とすることができる共用車輌運用システムを提供することができる。すなわち、この共用
車輌運用システムによれば、利用者は簡易な端末を操作するだけで、共用車輌の利用に関
する多くの要求を管理装置（車輌提供者側）に伝達することができる。
【００１８】
　（２）本発明に係る共用車輌運用システムは、前記車輌運用装置が前記施開錠情報管理
部から受信した施開錠情報を格納する施開錠情報格納部と、前記利用者端末から受信した
前記施開錠情報と前記施開錠情報格納部に格納された前記施開錠情報とを照合する施開錠
情報照合部と、当該施開錠情報照合部の照合結果に基づいて、前記共用車輌の施錠又は開
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錠の指令を行う指令部と、当該指令部の前記指令に基づき施錠又は開錠を行う錠手段とを
有することを特徴としている。
【００１９】
この共用車輌運用システムでは、管理装置が、利用者からのデマンド情報に基づいて管理
装置が、共用車輌を貸し出すことができるか否かを判断し、この判断に基づいて利用を認
証し、このデマンド情報に対応させた施開錠情報を生成する。この施開錠情報は利用者端
末と車輌に設けられた車輌運用装置との両方に送信される。利用者端末と車輌運用装置と
は送信された施開錠情報を記憶して、貸し出しが行われた後の施開錠を行う。
【００２０】
この施開錠において、車輌運用装置は、受信した施開錠情報を施開錠部中の施開錠情報格
納部に格納する。利用者端末から施開錠情報に基づく施錠又は開錠の要求であるデマンド
情報を受信すると、施開錠部中の施開錠情報照合部は施開錠情報格納部に格納された施開
錠情報と、利用者端末からの施錠・開錠要求に係る施開錠情報とを照合する。指令部は、
施開錠情報照合部の照合に基づいて車輌の錠手段へ施錠又は開錠を指令する。この指令を
受けた錠手段は当該指令に従い施錠又は開錠を行うこととなる。
【００２１】
車輌における錠手段とは、ある部材や機構を解放、起動、緊締、停止の際に鍵または符号
変換機構を必要とするすべての設備を意味する。例えば、車輌の扉、トランク、エンジン
、冷暖房機構に関する設備を含む。
【００２２】
この発明により、いったん管理装置が車輌の利用を可能と判断し、利用を認証した場合に
は、利用者端末と車輌運用装置とに送信された施開錠情報に基づいて利用者端末と車輌運
用装置との間で施開錠を行うことができる共用車輌運用システムを提供することができる
。
【００２３】
　（３）本発明に係る共用車輌運用システムでは、前記施開錠情報管理部が生成する前記
施開錠情報が暗証情報を含むことを特徴としている。ここで暗証情報とは、利用者固有の
情報、車輌固有の情報、デマンド情報固有の情報（利用開始日、利用終了日等）などの情
報であって、予め登録（システム入会時）するものであっても、利用ごとに登録するもの
であってもよい。この共用車輌運用システムでは、共用車輌の利用が認証された場合に付
与される施開錠情報に暗証情報が含まれることから、施開錠情報の情報形態が万が一他人
に漏れたりしても、他人が本人になりすまして車輌を利用するおそれがない。この発明に
より、共用車輌運用上の安全性を向上させることができ、利用者にとっても利用時におけ
る共用車輌の盗難等の事故に遭遇する危険が低く、共用車輌提供者にとっても共用車輌の
盗難という損害を負う危険が低い共用車輌運用システムを提供することができる。
【００２４】
　（４）本発明に係る共用車輌運用システムでは、前記施開錠情報管理部が前記施開錠情
報を暗号化する施開錠情報暗号化機能を有することを特徴としている。この共用車輌運用
システムでは、管理装置が利用者端末と車輌運用装置に送信する施開錠情報を暗号化する
ことから、他人が本人になりすました車輌を利用するおそれがない。特に、施開錠情報に
暗証情報を含む場合には二重のセキュリティ機構が講じられることとなる。この発明によ
り、共用車輌運用上の安全性を向上させることができ、利用者にとっても利用時における
共用車輌の盗難等の事故に遭遇する危険が低く、共用車輌提供者にとっても共用車輌の盗
難という損害を負う危険が低い共用車輌運用システムを提供することができる。
【００２５】
　（５）本発明に係る共用車輌運用システムは、前記施開錠情報管理部が、前記判断に基
づく前記共用車輌の利用状況に応じて前記施開錠情報を更新するとともに、当該更新され
た施開錠情報を少なくとも前記車輌運用装置に向けて送出する施開錠情報更新機能を有す
ることを特徴としている。
【００２６】
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この共用車輌運用システムでは、管理装置が判断し、共用車輌の利用を認証すると、利用
者は施開錠情報を受信して共用車輌の利用を開始する。貸し出し期間（利用期間）中は付
与された施開錠情報を利用できるが、この貸し出し期間が終了又は返却を希望した場合は
施開錠情報の利用を禁止するため、この利用者の利用状況に応じて施開錠情報を更新（消
去を含む。以下同じ）し、更新された施開錠情報を少なくとも車輌運用装置に向けて送出
する。すると、利用者が利用者端末からデマンド情報としての開錠要求を車輌運用装置に
送信しても、すでに車輌運用装置側の施開錠情報が消去又は更新されているため、車輌運
用装置は利用者の施開錠情報を照合することができず車輌は開錠されない。
【００２７】
この発明により、共用車輌の利用状況に応じて施開錠情報が機能することとなり、車輌の
鍵の返却を行うカウンターを設ける必要や鍵の返却を確認する人手を置く必要がない。ま
た、利用契約期間を超えて共用車輌を利用することが不可能となることから共用車輌運用
の回転効率を向上させることができる。また、万が一盗難に遭ったとしても利用認証期間
が満了すればその車輌は利用できないこととなり、共用車輌運用上の安全性を向上させる
ことができる。
【００２８】
　（６）本発明に係る共用車輌運用システムは、前記施開錠情報管理部の前記施開錠情報
更新機能が、前記共用車輌の返却を確認した場合に前記施開錠情報を更新するとともに、
当該更新された施開錠情報を少なくとも前記車輌運用装置に向けて送出することを特徴と
する。
【００２９】
この発明では、デマンド情報に基づく車輌の貸し出し期間の満了や利用者の返却要求を経
て、共用車輌の返却が確認された場合に施開錠情報を更新し、更新された施開錠情報が少
なくとも車輌運用装置に向けて送出される。すると、利用者が利用者端末からデマンド情
報として開錠要求を車輌運用装置に送信しても、車輌は開錠されない。ここで、車輌の返
却を確認する手段としては、所定のポートへの車輌の出庫又は入庫を管理するなど、車輌
の存在を確認できる公知の手段のすべてを含む。例えば、所定のポートに入場し利用者識
別情報、車輌識別情報をポートに設けられた中継器を介して管理装置中の施開錠情報更新
機能に送信する、ポートに設けられたゲートを通過したときに車輌識別情報等を取得し中
継器を介して管理装置中の施開錠情報更新機能に送信するなどの手段を例示することがで
きる。
【００３０】
この発明により、貸し出した車輌の施開錠情報の機能を停止させる（施開錠情報の更新）
タイミングを車輌の返却が確認された時に設定することができ、利用期間が満了してしま
ったが、交通事情等で車輌の返却が遅れてしまった等の場合に一方的に施開錠情報が機能
しなくなってしまう、といったトラブルを防止することができる。このことは、利用者側
から見れば返却ポートへの搬送が多少遅れた場合でも施開錠情報が正常に機能し、当該車
輌を引き続き利用できるという点で、利用者にとって柔軟性のある共用車輌運用システム
を提供することができる。また、共用車輌提供者側から見れば、共用車輌が所定の場所に
返却されることを前提として共用車輌を提供することができ、利用者が必ず所定の場所に
車輌を返却することを期待できる共用車輌運用システムを提供することができる。
【００３１】
　（７）本発明に係る共用車輌運用システムは、前記管理装置が前記利用者から前記共用
車輌の返却に関するデマンド情報を受け付けると、前記車輌運用装置に対して当該車輌の
現在位置を問い合わせるとともに、前記車輌運用装置に設けられた位置検出部にて検出さ
れた位置情報を取得して、当該位置情報に基づいて前記共用車輌の返却の可否を判断する
車輌位置確認機能を有することを特徴としている。
【００３２】
この発明では、利用者が返却を希望する旨のデマンド情報を送信すると、管理装置中の車
輌位置確認機能が起動し、当該利用者に貸し出した車輌の現在位置を車輌運用装置に問合
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せ、この問合せに応じた位置情報が適当である場合には共用車輌の返却を認証する。この
位置情報は車輌運用装置に設けられた位置検出部が検出するが、この位置検出部はＧＰＳ
等の車輌の位置を検知するあらゆる公知手段を適用することができる。
【００３３】
この発明により、利用者が貸し出された共用車輌を所定の位置に返却することを条件に、
利用者の返却したいという要求に応じていつでも返却を行うことができるという柔軟性の
ある共用車輌運用システムを提供することができる。また、共用車輌の現在位置を確認し
てから共用車輌の返却の可否を判断することから、共用車輌が乗り捨てられるおそれがな
く、次の利用者のために共用車輌を所定の位置に待機させることができる。また、ＧＰＳ
等の位置検知手段を用いれば、車輌の現在位置を高い精度で確認することができるから、
小規模のポートを数多く設けることが可能となり、利用者にとって便利な共用車輌運用シ
ステムを提供することができる。
【００３４】
　（８）本発明に係る共用車輌運用システムは、前記車輌運用装置が前記管理装置からの
前記利用可否判断に関する情報を前記利用者に報知する報知手段を有することを特徴とす
る。
【００３５】
この共用車輌運用システムは、まず、利用者の共用車輌利用に関する要求であるデマンド
情報が利用者端末から送出される。各車輌に設けられた車輌運用装置はデマンド情報を受
信するとともに共用車輌運用に必要なその他の情報を含むデマンド情報に基づく情報をデ
マンド情報とともに送出する。共用車輌運用装置からデマンド情報を含む情報を受信した
管理装置は、利用者の要求であるデマンド情報に基づき、管理情報（共用車輌運用システ
ムの管理に必要なあらゆる情報）を参照して、利用者の要求する共用車輌を貸し出すこと
ができるか否かを判断し、共用車輌全体（各ポートに配置された車輌又はこれらを含む共
用車輌全体）を管理する。この管理装置が利用者の要求する共用車輌を当該利用者に貸し
出すか否かの判断は、管理装置から車輌運用装置へ送信され、車輌運用装置の報知手段を
介して利用者に報知されることとなる。前記判断に基づいて、管理装置は共用車輌の錠の
施錠・開錠を行う施過剰情報を利用者端末と車輌運用装置とに向けて送出する。
【００３６】
この発明により、上記発明の効果に加えて、利用者は所定のポート端末にまで行かなくと
も、利用者が利用を希望する時間（今）に、利用者が居る場所（現在地）で、利用を希望
する車輌に対する操作によって、利用者自身の要求を共用車輌の運用を管理する管理装置
へ伝達することができるとともに、実際にその車輌を借りることができるかどうかについ
ての共用車両提供者の判断を確認することができ、利用中の車輌の錠を施開錠するために
必要な施開錠情報を受信することができる共用車輌運用システムを提供することができる
。すなわち、この共用車輌運用システムによれば、利用者は車輌を借りたいときに借りた
い場所で車輌を借り、車輌の鍵となる施開錠情報を受け取ることができ、その場所から車
輌に乗車し利用することができる。
【００３７】
　（９）本発明に係る共用車輌運用システム中の前記管理装置は、前記車輌運用装置から
の前記情報に基づいて、前記管理情報を参照して前記利用者が利用できる前記共用車輌を
選択することを特徴としている。
【００３８】
この発明では、デマンド情報における利用者の要求が、共用車輌を特定していない場合又
は利用者が特定した共用車輌が何らかの理由で利用が許可されない場合において、デマン
ド情報に基づいて（デマンド情報に含まれた利用者の要求をなるだけ満たすように）、管
理装置が有する管理情報を参照して利用者が利用できる共用車輌を選択することとなる。
この選択は、管理装置が予め車輌を特定する情報と車輌の特徴（排気量、乗車定員、車輌
グレード、車種、メーカー、色等）を対応させた選択テーブルを管理情報として記憶して
おき、利用者が特定した共用車輌の特徴を分析することで、利用者の希望に添った車輌を
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優先的に選択して貸し出し、利用者の要求に沿った共用車輌の運用を行なうものである。
この発明により、上記発明の効果に加えて、利用者が具体的な車輌を特定し／又は特定せ
ず、車輌運用装置に車輌の貸し出しを要求する旨のデマンド情報を送信するだけで、管理
装置がその特定された車輌又は操作がなされた車輌と同等の車輌を選択し、利用者の希望
に添った車輌を、利用者が車輌を利用したい場所と時間において貸し出すことができる共
用車輌運用システムを提供することができる。
【００３９】
　（１０）本発明に係る共用車輌運用システム中の前記管理装置は、当該管理装置が利用
可能と判断した前記共用車輌を前記利用者が実際に利用する意思があるか否かを問い合わ
せる利用意思問合せ部を有し、前記車輌運用装置は、前記利用意思問合せ部からの問い合
わせに対する前記利用者の意思を検知する意思検知部と、前記意思検知部の検知結果に基
づいて前記利用者の利用の意思を確認するとともに、この確認した利用の意思を前記管理
装置に向けて送信する利用意思確認部を有することを特徴とする。
【００４０】
この発明では、管理装置が、当該管理装置が利用者の利用を承認し又は選択して承認した
車輌を利用者が実際に利用する意思があるか否かを確認する。まず、管理装置中の利用意
思問合せ部は、管理装置が利用者のデマンド情報に応じて共用車輌の利用を承認すると、
前記共用車輌を前記利用者が実際に利用する意思があるか否かを問い合わせる。この問合
せを受けた車輌運用装置は、利用者の意思を検知するための意思検知部を起動させる。意
思確認部は意思検知部にて検出された検知結果に基づいて、利用者の実際の利用の意思を
確認して、この確認した利用の意思を管理装置に向けて送信するため、管理装置は利用者
の実際の利用に関する情報を取得することとなる。
【００４１】
この発明により、上記発明の効果に加えて、共用車輌の貸し出しをする提供者は、ポート
端末や貸し出し窓口を利用せずに共用車輌に対して交信操作を行う利用者が、管理装置が
貸し出しを認証した共用車輌を、果たして実際に利用したのか否かを判断することができ
、この意思を確認してから管理情報（後の請求等に利用する情報）を更新することができ
、この意思を確認してから秘密の情報である施開錠情報を付与することができ、共用車両
の運用を適切に行う共用車輌運用システムを提供することができる。
【００４２】
　（１１）本発明に係る共用車輌運用システム中の前記管理装置は、前記利用意思確認部
から受信した前記利用者の利用の意思情報に基づいて前記管理情報を更新する利用認証部
を有することを特徴とする。この発明では、管理装置中の利用認証部が、車輌運用装置か
ら取得した利用者の利用の意思情報に基づき、管理情報を更新することとなる。この発明
により、上記発明の効果に加えて、共用車輌提供者は利用者が共用車輌の利用を開始した
時点で、共用車輌の利用の事実を把握することができ、この事実を即時に管理情報に反映
させることができるから、車輌の貸し出しの重複承認などがなく共用車輌の利用回転率を
向上させるとともに、利用者の利用の要求に適切に応じることができる共用車輌運用シス
テムを提供することができる。
【００４３】
　（１２）本発明に係る共用車輌運用システム中の前記意思検知部は、キースロット、ド
アノブ開閉機構、ドアノブスイッチその他の前記利用者の行為を検知することができる車
輌設備を含むことを特徴とする。この発明では、意思検知部として車輌に設けられた車輌
設備を利用するため、新たに意思検知部を設けることなく、利用者の共用車輌の利用の意
思を検知することとなる。この発明により、上記発明の効果に加えて、意思検知部として
利用者が車輌を利用する場合に操作するであろう車輌設備を含めて構成したことから、新
たな意思検知部を設けることなく、確実に利用者の車輌利用の意思を検知することができ
る。また、利用者は共用車輌の利用をわざわざ管理装置に連絡することなく自己の利用が
確実に検知されるため、共用車輌でありながら、自家用車のような感覚で共用車輌を利用
することができる。
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【００４４】
　（１３）本発明に係る共用車輌運用システム中の前記車輌運用装置は、前記利用者端末
からの前記デマンド情報に対応した前記共用車輌の車輌情報に基づいて、前記共用車輌が
利用可能な状態か否かを判定する利用判定部と、当該利用判定部の判定結果に応じて前記
管理装置に前記共用車輌の管理状況を問合わせる車輌管理問合せ部とを有し、前記管理装
置は前記車輌管理問合せ部からの問合せに応じて前記管理情報を参照して前記共用車輌の
利用に関する管理を行い、この管理結果を前記車輌運用装置の前記報知手段に向けて送信
する利用車輌管理部を有することを特徴としている。
【００４５】
この発明では、車輌運用装置中の利用判定部が利用者端末から取得したデマンド情報に対
応した共用車輌（利用者がデマンド情報送信に使用した車輌）が運転可能であるか否か（
車輌整備は完全であるか否か）を判断する。利用者が希望したとしても車輌整備が不完全
であれば、その車輌を利用者の利用に提供することはできない。
車輌管理問合せ部は、この利用判定部の判定結果に応じて車輌の管理状況を管理装置に向
けて問い合わせる。判定結果が「運転可能」であれば、その車輌は貸し出せる管理状況に
あるか否かを管理装置に問い合わせることとなり、判定結果が「運転不可能」であれば、
その車輌と同等の車輌（利用車輌管理部の車輌選択の機能を起動させてもよい）は貸し出
せる管理状況にあるか否かを問い合わせることとなる。　管理装置中の利用車輌管理部は
、車輌管理問合せ部の問合せに応じて管理情報を参照して問合せの対象となっている共用
車輌が利用可能か否かを判断して「貸し出す」又は「貸し出さない」とする管理を行い、
その管理結果を車輌運用装置中の報知手段に向けて送出し、この報知手段が「貸し出す」
又は「貸し出さない」との管理結果を利用者に報知する。
【００４６】
この発明では、上記発明の効果に加えて、利用者のデマンド情報を受け付けた共用車輌は
、利用者の利用したい車輌の第一の候補と考えることができるから、まず当該共用車輌が
利用できるか否かを判断してから、その車輌の管理状況を問い合わせ又は他の車輌を選択
して管理状況を問い合わせることとしている。
このため、この発明により、上記発明の効果に加えて、時間をかけて管理状況を調べてか
ら（多くの共用車輌についての管理情報からの調査となる）、実際には「当該車輌が整備
不良のため運転できない」などということがないから、利用者にとってデマンド情報の送
信（共用車輌の利用の申し出）から乗車までの時間が短く、処理の早い共用車輌運用シス
テムを提供することができる。
【００４７】
　（１４）本発明に係る共用車輌運用システム中の利用者端末は、キーレスリモコン、電
子キー、ＩＣカードキー、電波カードその他の情報の受け渡しが可能な端末であることを
特徴としている。この発明では、利用者のデマンド情報は車輌運用装置を介して管理装置
に送信されるため、共用車輌利用にあたって必要な様々な情報を送りながらも、利用者は
共用車輌運用システムを利用する際に車輌運用装置との情報の受け渡しを行う端末として
、キーレスリモコン、電子キー、ＩＣカードキー、電波カードなどの小型で簡易な端末を
利用することができる。
【００４８】
　（１５）本発明に係る共用車輌運用システム中の報知手段が、ハザードランプ、ホーン
、ウインカー、ヘッドランプ、フォグランプ、ディスプレイその他の前記利用者に認識可
能な情報を発信することができる車輌設備を含むことを特徴としている。この発明では、
共用車輌の利用に関する管理装置の判断が、利用者に認識可能な情報を発信することがで
きる車輌設備であるハザードランプ、ホーン、ウインカー、ヘッドランプ、フォグランプ
、ディスプレイ等を介して、利用者に報知されることとなる。ディスプレイを用いる場合
には文字にて「利用できます」又は「利用できません」と表示することができる。この発
明により、上記発明の効果に加えて、利用者はデマンド情報の送信操作を行った車輌から
識別可能な手段によって管理装置の判断を知ることができ、ポート端末を利用しなくとも
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共用車輌の利用の可否を知ることができる共用車輌運用システムを提供することができる
。また、報知手段として通常車輌に設けられている設備（ハザードランプ）等を用いるこ
とから、報知手段を新たに設ける必要がない。
【００４９】
　（１６）本発明に係る共用車輌運用装置は複数の共用車輌を利用者に貸し出す共用車輌
運用装置であって、前記利用者からの共用車輌利用に関するデマンド情報を受信する車輌
受信手段と、前記車輌受信手段で受信した前記デマンド情報に基づき、前記共用車輌の運
用に必要な管理情報を参照して前記共用車輌の利用の可否を判断し管理する車輌管理手段
と、前記車輌管理手段が前記共用車輌の錠の施錠・開錠を行う施開錠情報を前記判断に対
応させて生成し前期利用者に向けて送出するとともに、前記施開錠情報を記憶して管理す
る施開錠情報管理部を有することを特徴としている。
【００５０】
この発明では、車輌受信手段は、利用者からのデマンド情報を受け付け、管理手段は、こ
のデマンド情報に基づき記憶された管理情報を参照して共用車輌の利用の可否を判断して
管理する。施開錠情報管理部は管理装置の判断に基づいて施開錠情報を生成し利用者端末
及び車輌運用装置へ送信する。
【００５１】
この車輌管理手段は、デマンド情報に基づいて管理情報を参照して共用車輌の利用の可否
を判断することとなるが、このデマンド情報の取得は有線又は無線で接続された車輌受信
手段から取得する。また、管理情報は車輌管理手段が有するがこの情報の格納は車輌に搭
載された記憶装置に記憶されてもよいし、他の車両管理手段と情報を共有とし、インター
ネットを介して接続可能なサーバ等に記憶されてもよい。
【００５２】
この発明により、上記発明の効果に加えて、利用者は所定のポート端末にまで行かないで
、利用者が利用を希望する時間（今）に、利用者が居る場所（現在地）で、利用を希望す
る車輌に対する操作によって、利用者自身の要求を共用車輌の運用を管理する管理装置へ
伝達することができるとともに、車輌を利用する場合には車輌の錠を施錠・開錠する施開
錠情報をその場で取得することができる共用車輌運用装置を提供することができる。すな
わち、この共用車輌運用装置によれば、利用者は車輌を借りたいときに借りたい場所で車
輌を借りることができ、その場所から車輌に乗車し、利用することができる。
【００５３】
　（１７）本発明に係る共用車輌運用装置は、前記車輌管理手段の前記共有車輌の利用可
否判断に関する情報を前記利用者に報知する報知手段を有することを特徴としている。
【００５４】
　この共用車輌運用装置は、報知手段が車輌管理手段の共用車輌の利用の可否について利
用者に報知する。
【００５５】
この発明により、デマンド情報を送信した利用者は、実際にその車輌を借りることができ
るかどうかについての共用車両提供者の判断を、今、その場所で確認することができる共
用車輌運用装置を提供することができる。
【００５６】
【発明の効果】
　（１）本発明によれば、利用者は、所定の鍵受け渡しカウンターにまで行かなくとも、
車輌の鍵を受け取ることができる。また、施開錠情報を受領したという事実によって、利
用者は車輌を利用したいという要求が認証されたことを知ることができるため、利用者が
利用を希望する時間（今）に、利用者が居る場所（現在地）で、利用を希望する車輌に対
する操作によって、利用者自身の要求を共用車輌の運用を管理する管理装置へ伝達するこ
とができるとともに、実際にその車輌を借りることができるかどうかについての共用車両
提供者の判断を確認することができ、当該借りた車輌の施開錠を行う鍵を受け取ることが
でき、所定の貸し出しカウンターやポートに出向かなくても共用車輌を利用できる共用車
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輌運用システムを提供することができる。
【００５７】
すなわち、この共用車輌運用システムによれば、利用者は車輌を借りたいときに借りたい
場所で車輌を借りることができ、その場所からただちに車輌に乗車し利用する（鍵を管理
する）ことができ、共用車輌提供者は共用車輌のポートごとに車輌の貸し出しカウンター
や鍵の受け渡し場所を設ける必要がなく、人手を介することなく、共用車輌の提供を行う
ことができる。
【００５８】
また、この発明によれば、利用者からのデマンド情報その他の共用車輌を借り出す際に必
要な様々な情報は、利用者端末から共用車輌に設けられた共用車輌運用装置を介して管理
装置へ伝達されるため、それらの多様な情報を受け付けるための入力手段を利用者端末に
備える必要がないことから、共用車輌を借り出す場合に必要な利用者端末を小型かつ軽量
とすることができる共用車輌運用システムを提供することができる。すなわち、この共用
車輌運用システムによれば、利用者は簡易な端末を操作するだけで、共用車輌の利用に関
する多くの要求を管理装置（車輌提供者側）に伝達することができる。
【００５９】
　（２）本発明によれば、いったん管理装置が車輌の利用を可能と判断し、利用を認証し
た場合には、利用者端末と車輌運用装置とに送信された施開錠情報に基づいて利用者端末
と車輌運用装置との間で施開錠を行うことができる共用車輌運用システムを提供すること
ができる。
【００６０】
　（３）本発明によれば、共用車輌運用上の安全性を向上させることができ、利用者にと
っても利用時における共用車輌の盗難等の事故に遭遇する危険が低く、共用車輌提供者に
とっても共用車輌の盗難という損害を負う危険が低い共用車輌運用システムを提供するこ
とができる。
【００６１】
　（４）本発明によれば、さらに施開錠情報に暗証情報を含む場合には二重のセキュリテ
ィ機構が講じられることとなり、共用車輌運用上の安全性を向上させることができ、利用
者にとっても利用時における共用車輌の盗難等の事故に遭遇する危険が低く、共用車輌提
供者にとっても共用車輌の盗難という損害を負う危険が低い共用車輌運用システムを提供
することができる。
【００６２】
　（５）本発明によれば、共用車輌の利用状況に応じて施開錠情報が機能することとなり
、車輌の鍵の返却を行うカウンターを設ける必要や鍵の返却を確認する人手を置く必要が
ない。また、利用契約期間を超えて共用車輌を利用することが不可能となることから共用
車輌運用の回転効率を向上させることができる。また、万が一盗難に遭ったとしても利用
認証期間が満了すればその車輌は利用できないこととなり、共用車輌運用上の安全性も向
上させることができる。
【００６３】
　（６）本発明によれば、貸し出した車輌の施開錠情報の機能を停止させる（施開錠情報
の更新）タイミングを車輌の返却が確認された時に設定することができ、利用期間が満了
してしまったが、交通事情等で車輌の返却が遅れてしまった等の場合に一方的に施開錠情
報が機能しなくなってしまう、といったトラブルを防止することができる。このことは、
利用者側から見れば返却ポートへの搬送が多少遅れた場合でも施開錠情報が正常に機能し
、当該車輌を引き続き利用できるという点で、利用者にとって柔軟性のある共用車輌運用
システムを提供することができる。また、共用車輌提供者側から見れば、共用車輌が所定
の場所に返却されることを前提として共用車輌を提供することができ、利用者が必ず所定
の場所に車輌を返却することを期待できる共用車輌運用システムを提供することができる
。
【００６４】
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　（７）本発明によれば、利用者が貸し出された共用車輌を所定の位置に返却することを
条件に、利用者の返却したいという要求に応じていつでも返却を行うことができるという
柔軟性のある共用車輌運用システムを提供することができる。また、共用車輌の現在位置
を確認してから共用車輌の返却の可否を判断することから、共用車輌が乗り捨てられるお
それがなく、次の利用者のために共用車輌を所定の位置に待機させることができる。また
、ＧＰＳ等の位置検知手段を用いれば、車輌の現在位置を高い精度で確認することができ
るから、小規模のポートを数多く設けることが可能となり、利用者にとって便利な共用車
輌運用システムを提供することができる。
【００６５】
　（８）本発明によれば、利用者は所定のポート端末にまで行かなくとも、利用者が利用
を希望する時間（今）に、利用者が居る場所（現在地）で、利用を希望する車輌に対する
操作によって、利用者自身の要求を共用車輌の運用を管理する管理装置へ伝達することが
できるとともに、実際にその車輌を借りることができるかどうかについての共用車両提供
者の判断を確認することができ、利用中の車輌の錠を施開錠するために必要な施開錠情報
を受信することができる共用車輌運用システムを提供することができる。すなわち、この
共用車輌運用システムによれば、利用者は車輌を借りたいときに借りたい場所で車輌を借
り、車輌の鍵となる施開錠情報を受け取ることができ、その場所から車輌に乗車し利用す
ることができる。
【００６６】
　（９）本発明によれば、利用者が具体的な車輌を特定し／又は特定せず、車輌運用装置
に車輌の貸し出しを要求する旨のデマンド情報を送信するだけで、管理装置がその特定さ
れた車輌又は操作がなされた車輌と同等の車輌を選択し、利用者の希望に添った車輌を、
利用者が車輌を利用したい場所と時間において貸し出すことができる共用車輌運用システ
ムを提供することができる。
【００６７】
　（１０）本発明によれば、共用車輌の貸し出しをする提供者は、ポート端末や貸し出し
窓口を利用せずに共用車輌に対して交信操作を行う利用者が、管理装置が貸し出しを認証
した共用車輌を、果たして実際に利用したのか否かを判断することができ、共用車両の運
用を適切に行うことができる共用車輌運用システムを提供することができる。
【００６８】
　（１１）本発明によれば、共用車輌提供者は利用者が共用車輌の利用を開始した時点で
、共用車輌の利用の事実を把握することができ、この事実を即時に管理情報に反映させる
ことができるから、車輌の貸し出しの重複承認などがなく共用車輌の利用回転率を向上さ
せるとともに、利用者の利用の要求に適切に応じることができる共用車輌運用システムを
提供することができる。
【００６９】
　（１２）本発明によれば、意思検知部として利用者が車輌を利用する場合に操作するで
あろう車輌設備を含めて構成したことから、新たな意思検知部を設けることなく、確実に
利用者の車輌利用の意思を検知することができる。また、利用者は共用車輌の利用をわざ
わざ管理装置に連絡することなく自己の利用が確実に検知されるため、共用車輌でありな
がら、自家用車のような感覚で共用車輌を利用することができる。
【００７０】
　（１３）本発明によれば、時間をかけて管理状況を調べてから（多くの共用車輌につい
ての管理情報からの調査となる）、実際には「当該車輌が整備不良のため運転できない」
などということがないから、利用者にとってデマンド情報の送信（共用車輌の利用の申し
出）から乗車までの時間が短く、処理の早い共用車輌運用システムを提供することができ
る。
【００７１】
　（１４）本発明によれば、利用者のデマンド情報は車輌運用装置を介して管理装置に送
信されるため、共用車輌利用にあたって必要な様々な情報を送りながらも、利用者は共用
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車輌運用システムを利用する際に車輌運用装置との情報の受け渡しを行う端末として、小
型で簡易な端末を利用することができる。
【００７２】
　（１５）本発明によれば、利用者はデマンド情報の送信操作を行った車輌から識別可能
な手段によって管理装置の判断を知ることができ、ポート端末を利用しなくとも共用車輌
の利用の可否を知ることができる共用車輌運用システムを提供することができる。また、
報知手段として通常車輌に設けられている設備（ハザードランプ）等を用いることから、
報知手段を新たに設ける必要がない。
【００７３】
　（１６）本発明によれば、利用者は所定のポート端末にまで行かないで、利用者が利用
を希望する時間（今）に、利用者が居る場所（現在地）で、利用を希望する車輌に対する
操作によって、利用者自身の要求を共用車輌の運用を管理する管理装置へ伝達することが
できるとともに、車輌を利用する場合には車輌の錠を施錠・開錠する施開錠情報をその場
で取得することができる共用車輌運用装置を提供することができる。すなわち、この共用
車輌運用装置によれば、利用者は車輌を借りたいときに借りたい場所で車輌を借りること
ができ、その場所から車輌に乗車し、利用することができる。
【００７４】
　（１７）本発明によれば、実際にその車輌を借りることができるかどうかについての共
用車両提供者の判断を、今、その場所で確認することができる共用車輌運用装置を提供す
ることができる。
【００７５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明の共用車輌運用システ
ムの実施形態を示すブロック図であり、図２はデマンド情報に基づく情報の一例を示す図
であり、図３は管理情報の一例を示す図であり、図４は本発明の共用車輌運用システム全
体の実施形態を示すフローチャート図であり、図５は本発明の共用車輌運用システムの管
理装置３中の施開錠情報管理部の処理の一例を示すフローチャート図であり、図６は管理
装置３中の利用車輌管理部と施開錠情報管理部との処理の一例を示すフローチャート図で
あり、図７は車輌運用装置２中の利用意思確認部と管理装置３中の施開錠情報管理部との
処理の一例を示すフローチャート図であり、図８は共用車輌の利用が終了された場合の施
開錠情報管理部の処理の一例を示すフローチャート図である。
【００７６】
（１）構成及び取り扱われる情報
この実施形態の構成及びこれらの構成で取り扱われる情報について図１及び図２を用いて
説明する。図１は、本発明の共用車輌運用システムの実施形態を示すブロック図である。
この実施形態では、利用者端末１と車輌運用装置２と管理装置３とが分割されて設けられ
ている。これらは一体として車輌に搭載されることもでき、利用者端末１は受信手段を車
輌に搭載して携帯の利用者端末１を利用者の情報入力手段とすることもできる。
【００７７】
　利用者端末　
利用者端末１は利用者からのデマンド情報の入力を受け付ける入力手段１１を少なくとも
有し、この入力手段には利用者が所有する携帯電話キーレスリモコンや電波カードなどの
小型発信機、電子キー、ＩＣカードキーなどを用いることができる。小型発信機等におい
ては電波によってデマンド情報を伝達することができ、電子キーなどにおいて電子キーや
ＩＣカードキーをスロットやカードリーダに挿入するという利用者の行為に伴って情報が
車輌運用装置２に伝達されることとなる。
【００７８】
携帯電話、ＰＤＡ等の移動体通信機器を利用する場合には、その移動体通信が有する機能
を使って、又はインストールされたソフトに基づく機能を使って車輌運用装置２との情報
の交換を行うことができる。
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【００７９】
また、「ＩＣカードキーがスロットに挿入されたという行為」を「この（特定の）車輌を
利用したい」「この車輌の鍵（施開錠手段）を取得したい」というデマンド情報に読み替
えて処理することも可能である。利用者は、「ＩＣカードキーをスロットに挿入する」と
いう行為をするだけで、「共用車輌運用システムを利用したい」という要求と「この（特
定の）車輌を利用したい」「この車輌の鍵を取得したい」という要求とを同時にデマンド
情報に含めて、車輌運用装置２に送信することができる。これに対して、車輌運用装置２
を起動させる等の簡単な信号しか送信できない利用者端末１（通常使用されているキーレ
スリモコン）を使用する場合に、「この車輌を利用したい」というデマンド情報を送信し
たい場合には、リモコン操作（車輌運用装置２の起動）に加えて車輌を特定するための情
報の入力（車輌の一部に接触する等）を別途行えばよい。
【００８０】
ここで、電波カードとは、カード自身に送信機能はなく、車輌運用装置２中の車輌送受信
手段２１のアンテナから電磁波を放出し、利用者端末１であるカードは放出された電磁波
をカード内に記憶された情報に変調し、変調された電磁波を車載端末が検知することによ
り、カード内に記憶された情報を読み取るという機構を有するものである。一般的には、
車輌送受信手段２１の起動用スイッチを設け、当該スイッチを操作した時にのみ電磁波の
放出及び変調波の検出を行うように動作させるものである。
【００８１】
　デマンド情報及びデマンド情報に基づく情報　
図２にはデマンド情報及びデマンド情報に基づく情報の一例を示した。デマンド情報は利
用者が共用車輌運用システム１００を利用する際の、また共用車輌を提供する側が共用車
輌を提供する際の基本とする情報である。このデマンド情報は利用者端末１から入力され
、車輌運用装置２において情報の付加、処理、編集、展開などの処理を経てデマンド情報
に基づく情報として管理装置３に送られることとなる。
【００８２】
デマンド情報とは、利用者の共用車輌運用システム１００に対する要求であって、「この
共用車輌運用システムを利用したい」、「特定することなくいずれかの共用車輌を利用し
たい」等の要求から「このタイプの共用車輌を利用したい。」、「この（特定の）共用車
輌を利用したい」「この（特定の）共用車輌の鍵を取得したい」との具体的な要求まで段
階的な広がりを有し、利用者が本発明に係る共用車輌運用システムを利用するにあたって
、利用者の要求が反映されうるあらゆる情報を含むものである。
デマンド情報に基づく情報とは、デマンド情報に対応させて車輌の特定情報や、車輌の整
備状況、施開錠情報の照合、当該車輌について利用者の利用意思その他の車輌に関する情
報のすべてを含む情報である。また、車輌運用装置２においてデマンド情報に車輌に関す
る情報の付加、編集、展開などの処理を行った情報をも含む。
【００８３】
具体的にデマンド情報の一例を図２に示した。デマンド情報は、１．共用車輌運用システ
ムの利用を希望する。２．この車（特定して）を利用したい。３．車を特定することなく
いずれかの共用車輌を利用したい。４．このタイプの車を利用したい。５．この共用車輌
を返却したい。６．施開錠をしたい（開錠したい、施錠したい、施開錠情報の付与を要求
したい、暗証番号を更新したい）とする利用者の要求が段階的に分類されている。これら
のデマンド情報には少なくとも利用者を識別できる利用者ＩＤ情報が含まれている。さら
に、車輌を特定するため（管理状況を判断するため、同種のタイプ車輌を選択するため、
実際の利用を管理（料金徴収を含む）するため）に車輌登録番号等の車輌識別情報が含ま
れている。また、安全性を向上させるために暗証番号、デマンド情報に固有の情報（利用
開始日、利用満了日等）が含まれていてもよい。
【００８４】
また、利用者がある車輌を特定せずにデマンド情報を発信した場合、利用者が特定した車
輌が利用できない場合などにおいては、利用者がデマンド情報を送信した車輌が利用者の
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要求に最も近い代表車輌であると考えることができるので、管理装置３の車輌選択機能３
３１が、デマンド情報を受け付けた車輌と同タイプの車輌を選択する。車輌登録番号に対
応づけて当該車輌の排気量、乗車定員、車輌グレード、車種、メーカー、色その他の選択
に必要な情報をデマンド情報に含ませることで、これらの情報を管理装置３に送信するこ
とができ、管理装置３はデマンド情報に基づいて、における車輌の選択をすることができ
る。
【００８５】
　車輌運用装置　
車輌運用装置２は、利用者端末１からのデマンド情報及びデマンド情報に基づく情報を送
受信する車輌送受信手段２１と車輌運用手段２２と錠手段２４と報知手段２３とを有して
いる。
車輌運用手段２２は、デマンド情報取得部２２１と、車輌情報格納部２２２と、利用判定
部２２３と、車輌管理問合せ部２２４、利用意思検知部２２５と、利用意思確認部２２６
と、施開錠部２２７とを有している。以下各構成要素を説明する。
【００８６】
＜利用判定部＞
車輌情報格納部２２２は、自己車輌の状態、例えば整備状況（バッテリーの状態、ガソリ
ンの充填率など）を車輌情報として格納している。この車輌情報格納部２２２の情報は、
車輌が返却されたタイミング、ポートに配置されたタイミング、デマンド情報を取得した
タイミングなどの利用者に車輌の貸し出しが行われる前に更新されることとなる。また、
利用判定部２２３が起動した時にバッテリーやガソリンのメーターから情報を取得しても
よい。
【００８７】
利用判定部２２３は、利用者端末１からのデマンド情報に基づき、自己車輌が利用可能か
どうか、車輌の整備は完全かどうかを、車輌情報格納部２２２に格納された車輌情報を参
照して車輌の利用の可否を判定する。デマンド情報によれば、利用者が自己車輌（デマン
ド情報を受け付けた車輌）を特定して車輌運用システム１００の利用を希望している場合
、又は車輌を特定していないがこのようなタイプの車輌の利用を希望している場合には、
デマンド情報を受信した車輌は利用者が利用を希望する車輌の代表と判断することもでき
る。利用判定部２２３は、このような場合に自己車輌が果たして利用可能かどうかについ
て、この情報をデマンド情報とともに管理装置３へ送信できるように、管理装置３へデマ
ンド情報に基づく情報を送信する前に判断する。この利用判定部２２３の判断により、デ
マンド情報に基づく情報を管理装置３に送信し、管理装置３が利用の可否を判断した後で
、最初にデマンド情報を取得した車輌が整備不良のため乗車できなかった、などというト
ラブルを未然に防止することができる。これにより、共用車輌運用システム１００の処理
速度が向上し，利用者の利用の便が向上することとなる。
【００８８】
＜車輌管理問合せ部＞
車輌管理問合せ部２２４は、前述した利用判定部２２３の判定に基づいて車輌の管理を管
理装置３に問い合わせる。利用判定部２２３は、デマンド情報に応じて自己車輌が運転可
能かどうか利用可能かどうかを判定するが、その結果自己車輌が利用可能であれば、自己
車輌の管理状況を管理装置３に問い合わせ、貸し出しが可能であれば、その車輌を速やか
に利用者に提供することができることとなる。一方、自己車輌が整備不良のため利用がで
きないと判定した場合には、車輌管理問合せ部２２４は、後で説明する管理装置３の車輌
選択機能３３１を起動させ、自己車輌と同じタイプの車輌又は他の車輌（利用者が車輌の
タイプを指定していない場合）を選択させ、加えてその選択された車輌が貸し出しが可能
な管理状況かどうかを問い合わせる。
【００８９】
＜車輌意思確認部及び意思検知部＞
車輌意思確認部２２５は、車輌管理問合せ部２２４からの問合せを受けて管理装置３が起
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動し、車輌を貸し出すことができるか否かの判断を行い、その判断結果に基づき管理装置
３の利用意思問合せ部３４から利用者の利用の意思を確認するための利用意思問合せを受
け付けたときに起動する。共用車輌の貸し出しは、利用者の車輌の選択又は管理装置３の
車輌の選択、車輌の管理状況、貸し出しの決定後、利用者が実際に利用するか又は利用し
たかを確認して完了する。すなわち、管理装置３（共用車輌提供者側）貸し出すことを一
方的に決定しても、利用者が利用しなければ共用車輌の提供業務は完了することなく、こ
の状態で鍵となる施開錠情報を付与することもできず、料金を請求することもできない。
特に、この共用車輌提供システム１００は、利用者端末１と車輌搭載の車輌運用装置２と
の間で共用車輌の提供業務が行われ、物としての鍵ではなく施開錠情報が付与され、人手
を介することがないため利用者が実際に当該車輌を利用したか否か、施開錠情報を付与し
てよいかどうかを自動的に判断する必要があり、この機能を利用意思確認部２２５と意思
検知部２２６とが果たす。
【００９０】
意思検知部２２６は、管理装置３が利用可能と判断した車輌を利用者が実際に利用しよう
としているか否か、実際に利用したか否か、その他の利用者の意思を検知する手段である
。意思検知部２２６として、受信機、キースロット（電子キーを受け入れる）、ドアノブ
開閉機構、ドアノブスイッチなどの利用者の行為を検知することができる車輌設備を使用
することができる。
【００９１】
意思検知部２２６としてドアノブスイッチを用いた場合には、ドアノブスイッチにより、
ドアノブを引いていることを検知するセンサを設け、ドアの開閉機構を用いた場合には、
ドアの開いている状態を検知するセンサ、例えば半ドア検出機構を設けることが考えられ
る。
【００９２】
　＜報知手段＞
　報知手段２３は、利用者へ管理装置３の判断結果等を、車輌を介して報知する手段であ
る。この共用車輌運用システム１００は、利用者端末１と車輌搭載の車輌運用装置２との
間で共用車輌の提供業務が行われ、管理装置３の判断を利用者に伝達するに際しても人手
が介することがないため、利用者のデマンド情報に対して管理装置３がどのような判断を
したのかを自動的に伝達する必要があり、この機能を報知手段２３が果たす。
【００９３】
この報知手段２３として、車輌に設けられたハザードランプ、ホーン、ウィンカー、ヘッ
ドランプ、フォグランプ、ディスプレイなどの利用者に認識可能な情報を発信することが
できる車輌設備を利用することができる。この場合、ハザードランプの点滅で「はい」、
ホーンを鳴らすことで「いいえ」などという信号の意味を予め規定しておくことで、管理
装置３と利用者とが車輌運用装置２を含む車輌を介して、どのような情報の伝達をも可能
とすることができる。
【００９４】
＜施開錠部＞
施開錠部２２７は管理装置３中利用車輌管理部３３の判断に応じて起動する施開錠情報管
理部３６の処理に対応して機能する。
この施開錠部２２７は、施開錠情報管理部３６が生成した施開錠情報を受信すると、この
施開錠情報を施開錠情報格納部２２７１に格納する。この車輌運用装置２側に送信された
施開錠情報は、利用者端末１から送信される施開錠情報を照合する元となり、鍵と鍵穴の
関係で例えると鍵穴としての機能を有する。利用者端末１から施錠・開錠の要求を受け付
けると施開錠情報照合部２２７２がこの施開錠情報に基づいて施開錠情報格納部２２７１
中の施開錠情報を参照して施錠・開錠を行ってよいかどうかを照合する。
指令部２２７３は、この照合の結果により施錠・開錠を許可できるときには錠手段２４に
向けて施錠指令又は開錠指令を送出する。
【００９５】
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＜錠手段＞
錠手段は指令部２２７３の指令に従い、錠を施錠又は開錠を行う。錠手段は、車輌中のあ
る部材や機構を解放、起動、緊締、停止の際に鍵または符号変換機構を必要とするすべて
の設備を意味する。例えば、車輌の扉、トランク、エンジン、冷暖房機構に関する設備を
含む。
【００９６】
　管理装置　
管理装置３は、車輌運用装置２と送受信可能な管理装置送受信部３１と、管理情報格納部
３２と、車輌選択機能３３１と車輌位置確認機能３３２とを有する利用車輌管理部３３と
、利用意思問合せ部３４と、利用認証部３５と、施開錠情報暗号化機能３６１と施開錠情
報更新機能３６２とを有する施開錠情報管理部３６とを有している。
【００９７】
　＜管理情報格納部及び管理情報＞
　管理情報格納部３２は、後述する車輌の管理情報を格納する。図３には管理情報の一例
を示した。図３に示すように管理情報は、共用車輌運用システム１００の運用に必要なあ
らゆる情報を含む。一例ではあるが、利用者ＩＤ、車輌識別情報、車輌利用状況、利用者
利用状況、車輌選択情報、料金情報、利用者意思決定ルール、施開錠情報などが、図３に
示した詳細な情報を含んで整理されている。また、暗号化手段や復号化手段も記憶されて
いる。これらの情報は、利用者ＩＤや車輌識別情報と対応づけられて又は整理されて記憶
されている。よって、ある利用者が現在どの車輌を借り出しているか、又はある車輌が現
在誰に貸し出されているかを認識することも、ある利用者のある期間の利用状況、ある車
輌のある期間の利用状況をも認識することができる。管理情報は車輌識別番号と車輌タイ
プ情報との対応テーブルを有するから、管理装置３中の車輌選択機能３３１は、デマンド
情報に含まれた車輌識別番号に基づいて、どの車両を利用者に提供すべきかを選択するこ
ともできる。
【００９８】
＜利用車輌管理部＞
利用車輌管理部３３は、利用者端末１、車輌運用装置２を経て管理装置３に伝送されたデ
マンド情報に基づいて、管理情報格納部３２中の管理情報を参照して、共用車輌の貸し出
しを行うか否か、すなわち共用車輌の利用の可否を判断する。判断の対象となる共用車輌
が貸し出し中ではないか、利用者が重複して車輌を借りてはいないかなどの観点から、共
用車輌の利用の可否を判断する。
利用車輌管理部３３は車輌選択機能３３１と車輌位置確認機能３３２とを有している。
この車輌選択機能３３１は、デマンド情報中に車輌を特定する情報がない場合、または特
定された車輌が整備不良又は貸し出し契約中である場合に利用者が利用できる車輌を選択
する。
車輌位置確認機能３３２は、主に返却時の車輌の位置を確認する機能を有する。この車輌
位置確認機能３３２は、管理装置３が利用者から共用車輌の返却に関するデマンド情報を
受け付けると、車輌運用装置２に対して当該車輌の現在位置を問い合わせるとともに、車
輌運用装置３に設けられた位置検出部にて検出された位置情報を取得して、この位置情報
に基づいて共用車輌の返却の可否を判断する。　　貸し出された車輌は所定の位置に返却
されないと、次の利用者の利用に支障を来たし、また車輌の運用効率も低下することから
、貸し出された車輌は所定の位置に返却されることが望ましい。
車輌位置確認機能３３２が問い合わせる位置情報は車輌運用装置に設けられた位置検出部
が検出するが、この位置検出部は、所定の位置（ポート）への車輌の入場により「ある車
輌があるポートの位置に存在している」との位置情報であっても、特定車輌の位置を検知
するＧＰＳ等の車輌の位置を検知するあらゆる公知手段を適用することができる。ＧＰＳ
等の位置検知手段を用いれば、車輌の現在位置を高い精度で確認することができるから、
小規模のポートを数多く設けることが可能となり、利用者にとって便利な共用車輌運用シ
ステムを提供することができる。
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【００９９】
＜利用意思問合せ部＞
利用車輌管理部３３はある車輌が利用可能か否かを判断する。この判断は管理装置３を使
用する共用車輌提供者側であるが、この車輌を実際に利用するか否かは利用者が利用者の
意思で決定するため、この利用者の意思を確認する必要がある。利用意思問合せ部３３は
この利用者の意思を利用者に問い合わせるが、この問合せは利用意思問合せ部３４から利
用意思問合せ情報が車輌運用装置２の利用意思確認部２２５に向けて送信されることで行
われる。
【０１００】
利用意思の確認の手段の一例を説明すると、利用意思問合せ部２４は、利用車輌管理部３
３から利用可能の判断を取得すると、利用意思問合せ情報として遠隔操作により共用車輌
の錠を開錠する。この開錠のタイミングから一定時間経過する前に利用者がドアを開けた
場合には、車輌送受信手段２中の意思検知部２２６がこれを検知し、利用者の意思情報と
して利用意思確認部２２５が利用者の利用の意思として管理装置３に、その旨を通知する
。一方、開錠から所定時間中に利用者が当該車輌のドアを開けない場合には、利用者に利
用の意思がないものとして、再施錠する。このような利用者の意思の確認の手段は、ドア
ノブ開閉機構のみならず、意思検知部２２６として機能するキースロットの差込や、ドア
ノブスイッチへの操作など、利用者の意思として表されるすべての動作を利用することが
できる。
【０１０１】
＜利用認証部＞
利用認証部３５は、管理装置３の利用意思問合せ部３４からの利用意思問合せに応じて車
輌運用装置２中の利用意思確認部２２５が確認した利用者の意思に関する情報を取得する
。この利用者の意思は「この車輌を利用する意思がある」又は「この車輌を実際に利用し
ている」の両方を含むものである。
【０１０２】
共用車輌運用システム１００は複数の車輌を総合的に管理するものであるから、どの車輌
が現在利用可能であるか否かについては、常に最新の情報を有している必要がある。この
ような観点から、利用認証部３５は、利用意思確認部２２５にて確認された利用者の利用
の意思（予定／事実）を取得すると、管理情報をリアルタイムで更新する。
【０１０３】
＜施開錠情報管理部＞
施開錠情報管理部３６は施開錠情報暗号化機能３６１と施開錠情報更新機能３６２とを有
している。
施開錠情報管理部３６は、管理装置３が利用者の要求する共用車輌を当該利用者に貸し出
すか否かの判断に基づき、貸し出された当該共用車輌の施錠・開錠を行う施開錠情報を生
成する。この生成された施開錠情報は、利用者端末１と車輌運用装置２とに向けて送出さ
れる。利用者端末１に向けて送出された施開錠情報は当該端末に記憶され、車輌運用装置
２に向けて送出された施開錠情報は前述した施開錠情報格納部２２７１に記憶される。よ
って、いったん利用認証され、施開錠情報が付与された場合、利用期間中は車輌の鍵を取
得したこととなり、利用者端末１と車輌運用装置２との間において施開錠を行うことがで
き、管理装置３をいちいち介する必要がないから、迅速な施開錠処理が可能となる。
【０１０４】
ここで施開錠情報とは、利用者のデマンド情報に基づいて認証された利用に対して生成さ
れ、少なくとも一のデマンド情報（利用要求）に対して、一の車輌について生成される情
報である。この情報には、例えば、利用者の識別番号、車輌の登録番号、暗証情報、車輌
の貸し出し期間等の情報が含まれる。
【０１０５】
施開錠情報を受信した利用者は、利用者端末１から車輌運用装置２へ向けて当該施開錠情
報を送信すると、同じく施開錠情報を受信した車輌運用装置２が、当該車輌運用装置２が
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受信した施開錠情報と利用者端末１から送信された施開錠情報とを照合して錠の施錠・開
錠を行う。
【０１０６】
施開錠情報暗号化機能３６１は、施開錠情報を暗号化する。暗号化の方法は公知のあらゆ
る方法を含み、共通鍵暗号方式であれば施開錠情報の生成、配送とともに施開錠情報のデ
ータ鍵も生成、配送することとなる。また、公開鍵暗号方式の場合は復号化鍵を予め利用
者端末１に送信等により記憶させることも考えられる。
【０１０７】
施開錠情報更新機能３６２は、管理情報格納部３２の管理情報中の施開錠情報を更新する
。この更新のタイミングは、車輌運用装置２中の利用意思確認部２２６が利用者意思検知
部２２５の検知結果に基づいて、利用者が実際に利用を開始して、施開錠情報が送信され
たタイミング、利用者からの車輌返却に関するデマンド情報を取得して、車輌が所定位置
に返却されたことを車輌位置確認機能３３２が確認したタイミングであってもよい。この
更新には、施開錠情報の消去処理編集処理、変換処理も含む。
【０１０８】
（２）動作
　共用車輌運用システム全体の処理　
図４は、本発明の共用車輌運用システムの実施形態を示すフローチャート図である。まず
、共用車輌運用システムが起動し（ステップ１０１）、車輌運用装置２が利用者端末１か
らデマンド情報を受信すると（ステップ１０２）、デマンド情報に車輌特定情報が含まれ
ていたか否かを判断する（ステップ１０３）。ここでデマンド情報に車輌特定情報が含ま
れていなければ、車輌運用装置２中の利用判定部２２３を起動させることなく、デマンド
情報をそのまま管理装置３へ送信する（ステップ１０４）。一方、デマンド情報に車輌特
定情報が含まれていた場合には、利用者は当該車輌の利用を（車輌を特定して）希望して
いるから、当該車輌の整備状態等を含む車輌情報を車輌情報格納部２２２から読み出す（
ステップ１０６）。この車輌情報に基づいて利用判定部２２３が当該車輌の利用が可能で
あるか否かを判定する（ステップ１０７）。この特定された車輌が利用可能な状態であれ
ば、車輌管理問合せ部２２４がこの車輌の管理状態を管理装置３に問い合わせる。車輌情
報から見て当該車輌の利用が不可能であれば（整備不良）、車輌管理問合せ部２２４がこ
の車輌に代わる車輌がないかどうかを管理装置３に問い合わせる（ステップ１０９）。管
理装置３は、この問合せに応じて車輌選択機能３３１を起動させて、管理情報格納部３２
中の管理情報を参照してデマンド情報に対応させた車輌を選択する（ステップ１０５）。
この実施形態では、各車輌の車輌情報が管理情報に含まれているとして、管理装置３が他
の車輌を選択した（ステップ１０５）後、管理装置３が利用の可否を判断する（ステップ
１１０）としたが、再度ステップ６に戻って、車輌情報を各車輌に問い合わせてもよい。
【０１０９】
　管理装置３は、車輌管理問合せ部２２４からの問合せを受け付けると（ステップ１０８
）、管理装置３はデマンド情報で特定された車輌、管理装置３で選択された車輌について
利用の可否を判断する（ステップ１１０）。この判断において、車輌の利用は可能である
場合（ステップ１１１）、利用意思問合せ部３４が利用意思確認部２２６に向けて利用対
象車輌の開錠を指令する（利用意思問合せ情報の発信）（ステップ１１２）。この開錠の
指令によって開錠された車輌を利用者が開扉するなどの行為に基づき、利用意思確認部２
２５は利用者の意思を確認する（ステップ１１３）。この確認された利用者の意思は管理
装置３中の利用認証部３５に送信され、利用者の実際の利用が認証される（ステップ１１
４）。利用認証がされると、車輌の鍵となる施開錠情報を生成して送信することとなる。
この施開錠情報は生成されて利用者端末１と車輌運用装置２とに送出される（ステップ１
１６）。利用認証に関する情報は報知手段２３へむけて出力され、報知手段２３は、利用
許可信号を利用者に報知する（ステップ１１７）。一方、ステップ１１１の管理装置３が
車輌の利用は不可能であると判断した場合には、利用の認証を拒否し（ステップ１１５）
、この利用不許可信号を報知手段２３に向けて出力し（ステップ１１８）、報知手段２３
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は不許可信号を利用者に報知する（ステップ１１９）。図示していないが、利用認証拒否
となった場合に、再度管理装置３の車輌選択機能３３１を起動させて、利用が認証される
まで、他の車輌を選択するようにしてもよい。
【０１１０】
　このように、本実施形態の共用車輌運用システム１００は、利用者が端末ポートまで行
かなくても、利用者が借りたいと考える車輌（車輌運用装置２）に対する情報入力操作の
みで、利用者の要求に沿った車輌を利用することができ、利用認証された期間中は、車輌
の施開錠を行う施開錠情報を取得して車輌を利用することができる。さらに、特定する車
輌がない又は特定した車輌が何らかの理由で利用できない場合であっても、デマンド情報
中に含まれる利用者の要求に沿った共用車輌を管理装置３が自動的に選択して、利用者に
共用車輌を提供することができる。他方、共用車輌運用システム１００を運用する共用車
輌の提供者は、車輌の貸し出し、鍵の受け渡しのために従来ポート端末の配置場所に車輌
を待機させる必要があったが、そのような制限がなくなり、車輌を数台ずつ小規模に分散
させて、共用車輌を提供することができ、利用者が利用したい時に利用したい場所で、共
用車輌を簡易に貸し出す便利な共用車輌運用システムを提供することができる。
【０１１１】
　次に、図４で示した共用車輌運用システム１００の全体の処理から、以下の各部分につ
いての処理を説明する。
　管理装置中の施開錠情報管理部の処理の一例
　図５は、管理装置３中の施開錠情報管理部３６の処理の一例を示すフローチャート図で
ある。管理装置３の管理装置送受信部３１は、利用者端末１からの施錠又は開錠を要求す
る旨のデマンド情報を受信すると（ステップ２）、車輌運用装置２は、当該デマンド情報
中の施開錠要求情報に含まれる施開錠情報を読み取り、施開錠情報格納部２２７に格納さ
れた施開錠情報と照合する（ステップ３）。このとき施開錠情報照合部２２７２が施開錠
情報の照合ができれば（ステップ４）、指令部２２７３を介して錠手段２４へ施錠又は開
錠の指令を行い、錠手段２４は施錠又は開錠を行う（ステップ５）。
【０１１２】
一方、施開錠情報の照合ができなかった場合には、新規の利用、暗証番号の誤り、貸し出
し車輌の誤り等さまざまな理由が考えられるが、この場合には再度管理装置３に利用認証
を要求し、管理装置３中の利用認証部３５が利用の認証を行う（ステップ６）。このとき
、必要であれば利用車輌管理部３３を併せて起動させてもよい。この利用認証部３５が利
用を認証できない場合にはステップ１に戻り、利用が認証できる場合には、利用が認証さ
れた旨を車輌運用装置２に通知する（ステップ８）。図示していないが、その後必要であ
れば利用意思確認部２２６を起動させ利用者の利用意思を確認後、施開錠情報管理部３６
は施開錠情報を生成し、施開錠情報を管理情報格納部３３に格納する。施開錠情報は利用
者端末１及び車輌運用装置２に向けて送出される（ステップ１０）。施開錠情報を受信し
た利用者端末１と車輌運用装置２はこの施開錠情報を格納する（ステップ１１）。
【０１１３】
　管理装置中の利用車輌管理部と施開錠情報管理部の処理の一例　
図６は、管理装置３中の利用車輌管理部３３と施開錠情報管理部３６の処理の一例を示す
フローチャート図である。
ここでは、管理装置３中の利用車輌管理部と施開錠情報管理部との処理の関係を説明する
。管理装置３が共用車輌運用システムの利用を希望する利用者からのデマンド情報に基づ
く情報を受け付けると（ステップ２１）、利用車輌管理部３３はデマンド情報に基づく情
報に対して利用の可否を判断する。そのために、まず当該車輌が利用登録された車輌であ
るか否かを判断し（ステップ２２）利用登録されていなければ管理装置３は最終的に（必
要であれば利用認証部３５の判断を経て）利用の認証を拒絶する（ステップ３０）。利用
登録されているのであれば、次に利用者が利用登録された利用者か否かを判断する（ステ
ップ２３）。利用者が利用登録された利用者でなければ利用認証は拒絶される（ステップ
３０）。利用登録されていれば、次に管理情報を参照して車輌利用の認証の可否を判断す
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る（ステップ２４）。管理情報に基づき当該車輌を貸し出すことができないと判断された
場合には利用認証は拒絶される（ステップ３０）。
【０１１４】
利用登録された車輌であり、かつ利用登録された利用者であり、かつ管理情報に基づいて
当該車輌の利用を認証できるのであれはデマンド情報に基づく情報に対する利用は認証さ
れる（ステップ２５）。
【０１１５】
利用車輌管理部３３が利用可能と判断し、（利用認証部３５が）利用の認証をすると施開
錠情報管理部３６が起動し、施開錠情報を生成する（ステップ２６）。
【０１１６】
生成された施開錠情報は必要に応じて施開錠情報暗号化機能３６により暗号化される（ス
テップ２７）。（暗号化）施開錠情報は管理情報として管理情報格納部３２に格納される
（ステップ２８）。一方、この（暗号化）施開錠情報は利用者端末１と車輌運用装置２と
に向けて送出される（ステップ２９）。
【０１１７】
　利用意思確認部と施開錠情報管理部との処理の一例　
図７は、車輌運用装置２中の利用意思確認部と管理装置３中の施開錠情報管理部との処理
の一例を示すフローチャート図である。
管理装置３（利用認証部３５）が共用車輌の利用を認証すると（ステップ４１）、これに
応じて利用者は車輌に対して開錠操作を行う（ステップ４２）。このタイミングで車輌運
用装置２中のタイマーがスタートする（ステップ４３）。車輌運用装置２中の利用意思確
認部２２６が、一定時間経過前にドアの開扉がされたか否かを判断する。このドアの開扉
は、利用者が当該車輌を実際に利用するか否かの意思を検知するためである。この意思は
利用意思検知部２２５を起動させて行い、ドアノブ開閉装置のみならず利用意思検知部２
２５の手段となりうるキースロット、ドアノブスイッチ等が利用できる。
【０１１８】
一定時間経過前にドアの開扉が確認できた場合には、利用者が実際に車輌を利用したと判
断でき、利用された旨を利用意思確認部２２６から管理装置３に向けて送信する（ステッ
プ４５）。この情報を受信した管理装置３中の利用意思問合せ部３４、利用認証部３５を
経て利用認証に伴い、施開錠情報管理部３６を起動させて、施開錠情報を生成させ、利用
者端末１及び車輌運用装置２へ向けてこれを送出する（ステップ４６）。これに伴い、施
開錠情報をはじめ車輌利用状況、利用者利用状況等の管理情報を更新する（ステップ４７
）。
【０１１９】
ここでステップ４４に戻り、一定時間経過前にドアが開扉されない場合にはステップ４８
に進む。ステップ４８では一定時間の経過を確認すると、利用者には利用の意思がないも
のとして車輌に施錠する（ステップ４９）。そして、利用がされなかった旨と管理装置３
に送信し（ステップ５０）、管理情報を更新する（ステップ５１）。
【０１２０】
　共用車輌利用終了の際の施開錠情報管理部の処理の一例　
図８は、利用が終了された場合の施開錠情報管理部の処理の一例を示すフローチャート図
である。
利用者からのデマンド情報に基づき（ステップ６１）、利用車輌管理部３３が共用車輌の
利用を可能と判断し、利用認証部３５にて利用が認証されると（ステップ６２）、車輌が
開錠される（ステップ６３）。これに伴い、利用者の利用が開始され（ステップ６４）、
利用者が利用の終了を希望した場合、または契約した利用期間が満了した場合には共用車
輌の利用を終了することとなる。この場合に利用者から利用終了の利用終了要求情報を管
理装置３が受信すると（ステップ６５）、管理装置３中の利用車輌管理部３３は、当該返
却に係る車輌が利用登録された車輌であるか（ステップ６６）、利用登録された利用者で
あるか（ステップ６７）、管理装置３によって利用が許可され現在当該利用者（利用終了
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を要求している利用者）が利用中であったか（ステップ６８）を判断する。この３つの判
断のうち、一つでも該当しない場合には、利用者の利用終了要求は拒絶され、ステップ６
５のデマンド情報待機の状態へ戻る。
【０１２１】
一方、これら３つの判断においてすべてが該当する場合には、次に車輌位置確認機能３３
２が起動して、車輌位置を車輌運用装置２に問合せ、車輌位置すなわち返却位置が適当か
否かを判断する（ステップ６９）。この車輌位置が適当でなければ、返却要求は拒絶され
、ステップ６５へ戻る。車輌の位置が適当であるか否かは、車輌運用装置２に設けられた
ＧＰＳ機構、車輌返却場所（ポート）に設けられたゲートにおける管理機構等の手段を利
用する。
車輌位置が適当であると判断した場合には、当該車輌の返却要求は認められ、管理装置３
が共用車輌の利用を認証する（ステップ７０）。これに基づいて、車輌運用装置２中の施
開錠情報格納部２２７中の施開錠情報の消去を命令し（ステップ７１）、管理装置３へ通
知して管理情報を更新する（ステップ７２）。
【０１２２】
なお、以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであっ
て、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に開
示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の共用車輌運用システムの実施形態を示すブロック図である。
【図２】デマンド情報に基づく情報の一例を示す図である。
【図３】管理情報の一例を示す図である。
【図４】本発明の共用車輌運用システム全体の実施形態を示すフローチャート図である。
【図５】本発明の共用車輌運用システムの管理装置中の施開錠情報管理部の処理の一例を
示すフローチャート図である。
【図６】管理装置中の利用車輌管理部と施開錠情報管理部との処理の一例を示すフローチ
ャート図である。
【図７】車輌運用装置中の利用意思確認部と管理装置中の施開錠情報管理部との処理の一
例を示すフローチャート図である。
【図８】共用車輌の利用が終了された場合の施開錠情報管理部の処理の一例を示すフロー
チャート図である。
【符号の説明】
１００…共用車輌運用システム
１…利用者端末
１１…入力手段
２…車輌運用装置
２１…車輌送受信手段
２２…車輌運用手段
２２１…デマンド情報取得部
２２２…車輌情報格納部
２２３…利用判定部
２２４…車輌管理問合せ部
２２５…利用意思確認部
２２６…意思検知部
２２７…開・施錠部
２２７１…施開錠情報格納部
２２７２…施開錠情報照合部
２２７３…指令部
２３…報知手段
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２４…錠手段
３…管理装置
３１…管理装置送受信部
３２…管理情報格納部
３３…利用車輌管理部
３３１…車輌選択機能
３３２…車輌位置確認機能
３４…利用意思問合せ部
３５…利用認証部
３６…施開錠情報管理部
３６１…施開錠情報暗号化機能
３６２…施開錠情報更新機能

【図１】 【図２】
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