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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが所持するものであって、ユーザの識別ＩＤを有するＩＣカード（６）と、
　車両に搭載され、前記ＩＣカード（６）を読み取るカード読み取り部（１７）と、車両
（４）を走行可能にする車両電源スイッチ（２５）をオンオフ制御するスイッチ制御部（
１９）とを有する車載装置（３）と、
　予約管理センターに配設され、前記車載装置（３）と無線通信すると共に、前記車両（
４）の運行状況を管理し、更に、予約情報を管理する管理装置（２）とを備え、
　前記車載装置（３）は、ユーザにより前記ＩＣカード（６）が前記カード読み取り部（
１７）にタッチされたときに、前記カード読み取り部（１７）により前記ＩＣカード（６
）の読み取り動作を実行し、読み取った識別ＩＤと前記予約情報とを照合して前記識別Ｉ
Ｄを認証することに基づいて、前記車両（４）のチェックイン処理を実行し、この後、ユ
ーザにより前記ＩＣカード（６）が前記カード読み取り部（１７）に再びタッチされたと
きに、前記カード読み取り部（１７）により前記ＩＣカード（６）の読み取り動作を実行
し、前記車両電源スイッチ（２５）をオンするように構成されているカーシェアリングシ
ステム。
【請求項２】
　前記車載装置（３）は、前記予約情報を照合するための前記ＩＣカード（６）の読み取
り時点から、設定時間内に走行を開始するための前記ＩＣカード（６）の読み取り動作が
実行されなかったときには、前記車両電源スイッチ（２５）をオンしないように構成され
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ていることを特徴とする請求項１記載のカーシェアリングシステム。
【請求項３】
　前記車載装置（３）は、前記車両（４）の位置を検知する位置検知部（１５）を有し、
　前記車載装置（３）は、前記車両（４）の停車位置が、ステーションのジオフェンス内
でないときには、前記車両（４）が途中停車したと判断して、前記車両電源スイッチ（２
５）をオフするように構成されていることを特徴とする請求項１または２記載のカーシェ
アリングシステム。
【請求項４】
　前記車載装置（３）は、前記車両（４）の位置を検知する位置検知部（１５）を有し、
　前記車載装置（３）は、前記車両（４）の停車位置が、ステーションのジオフェンス内
であるときには、ユーザに対してチェックアウトの確認を行うように構成されていること
を特徴とする請求項１から３のいずれか一項記載のカーシェアリングシステム。
【請求項５】
　前記車載装置（３）は、ユーザに対してチェックアウトの確認を行なった後、前記カー
ド読み取り部（１７）によりユーザのＩＣカード（６）を読み取り、読み取った識別ＩＤ
が認証されたときには、前記車両（４）のチェックアウト処理を実行し、前記車両電源ス
イッチ（２５）をオフするように構成されていることを特徴とする請求項４記載のカーシ
ェアリングシステム。
【請求項６】
　前記車載装置（３）は、ユーザに対してチェックアウトの確認を行なった後、設定時間
内に前記カード読み取り部（１７）によるユーザのＩＣカード（６）の読み取り動作が実
行されなかったときには、前記車両（４）のチェックアウト処理を実行しないように構成
されていることを特徴とする請求項５記載のカーシェアリングシステム。
【請求項７】
　前記車両（４）に搭載され、前記車載装置（３）と通信する車両側ＥＣＵ（２３）を備
え、
　前記車両側ＥＣＵ（２３）は、前記車両電源スイッチ（２５）がオンされた状態におい
て、前記車載装置（３）から前記車両電源スイッチ（２５）をオンさせるための制御信号
が出力されていない場合には、前記車両（４）が走行できないようにすることを特徴とす
る請求項１記載のカーシェアリングシステム。
【請求項８】
　前記車両側ＥＣＵ（２３）は、前記車両（４）が走行できないようにしたときには、そ
の旨を報知するように構成されていることを特徴とする請求項７記載のカーシェアリング
システム。
【請求項９】
　ユーザの識別ＩＤを有するＩＣカード（６）を読み取るカード読み取り部（１７）と、
　車両（４）を走行可能にする車両電源スイッチ（２５）をオンオフ制御するスイッチ制
御部（１９）と、
　予約管理センターの管理装置（２）と無線通信する通信部（１６）とを備え、
　前記スイッチ制御部（１９）は、ユーザにより前記ＩＣカード（６）が前記カード読み
取り部（１７）にタッチされたときに、前記カード読み取り部（１７）により前記ＩＣカ
ード（６）の読み取り動作を実行し、読み取った識別ＩＤと前記管理装置（２）にて管理
される認証用の情報とを照合して前記識別ＩＤを認証することに基づいて、前記車両（４
）のチェックイン処理を実行し、この後、ユーザにより前記ＩＣカード（６）が前記カー
ド読み取り部（１７）に再びタッチされたときに、前記カード読み取り部（１７）により
前記ＩＣカード（６）の読み取り動作を実行し、前記車両電源スイッチ（２５）をオンす
るように構成されているカーシェアリングシステム用の車載装置。
【請求項１０】
　前記スイッチ制御部（１９）は、前記予約情報を照合するための前記ＩＣカード（６）
の読み取り時点から、設定時間内に走行を開始するための前記ＩＣカード（６）の読み取
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り動作が実行されなかったときには、前記車両電源スイッチ（２５）をオンするオン制御
信号を前記車両（４）へ送信しないように構成されていることを特徴とする請求項９記載
のカーシェアリングシステム用の車載装置。
【請求項１１】
　前記車両（４）の位置を検知する位置検知部（１５）を有し、
　前記スイッチ制御部（１９）は、前記車両（４）の停車位置が、ステーションのジオフ
ェンス内でないときには、前記車両（４）が途中停車したと判断して、前記車両電源スイ
ッチ（２５）をオフするオフ制御信号を前記車両（４）へ送信するように構成されている
ことを特徴とする請求項９または１０記載のカーシェアリングシステム用の車載装置。
【請求項１２】
　前記車両（４）の位置を検知する位置検知部（１５）を有し、
　前記スイッチ制御部（１９）は、前記車両（４）の停車位置が、ステーションのジオフ
ェンス内であるときには、ユーザに対してチェックアウトの確認を行うように構成されて
いることを特徴とする請求項９から１１のいずれか一項記載のカーシェアリングシステム
用の車載装置。
【請求項１３】
　前記スイッチ制御部（１９）は、ユーザに対してチェックアウトの確認を行なった後、
前記カード読み取り部（１７）によりユーザのＩＣカード（６）を読み取り、読み取った
識別ＩＤが認証されたときには、前記車両（４）のチェックアウト処理を実行し、前記車
両電源スイッチ（２５）をオフするオフ制御信号を前記車両（４）へ送信するように構成
されていることを特徴とする請求項１２記載のカーシェアリングシステム用の車載装置。
【請求項１４】
　前記スイッチ制御部（１９）は、ユーザに対してチェックアウトの確認を行なった後、
設定時間内に前記カード読み取り部（１７）によるユーザのＩＣカード（６）の読み取り
動作が実行されなかったときには、前記車両（４）のチェックアウト処理を実行しないよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１３記載のカーシェアリングシステム用の車
載装置。
【請求項１５】
　前記管理装置（２）と通信する外部端末（３１）を備え、
　前記外部端末（３１）は、前記管理装置（２）へ前記車両（４）のチェックインを指示
する第１指示情報を送信する機能を有すると共に、
　前記管理装置（２）は、前記外部端末（３１）からの前記第１指示情報を受信したとき
に、前記車載装置（３）へ前記車両（４）のチェックインを指示する第２指示情報を送信
することにより、前記車両（４）のチェックイン処理が実行され、前記車両電源スイッチ
（２５）がオンされるように構成されていることを特徴とする請求項１から８のいずれか
一項記載に記載のカーシェアリングシステム。
【請求項１６】
　前記管理装置（２）と通信する外部端末（３１）を備え、
　前記外部端末（３１）は、前記管理装置（２）へ前記車両（４）のチェックアウトを指
示する第１チェックアウト情報を送信する機能を有すると共に、
　前記管理装置（２）は、前記外部端末（３１）からの前記第１チェックアウト情報を受
信したときに、前記車載装置（３）へ前記車両（４）のチェックアウトを指示する第２チ
ェックアウト情報を送信することにより、前記車両（４）のチェックアウト処理が実行さ
れ、前記車両電源スイッチ（２５）がオフされるように構成されていることを特徴とする
請求項１から８及び１５のいずれか一項記載に記載のカーシェアリングシステム。
【請求項１７】
　車両に搭載され、ＩＣカード（６）を読み取るカード読み取り部（１７）と、車両（４
）を走行可能にする車両電源スイッチ（２５）をオンオフ制御するスイッチ制御部（１９
）とを有する車載装置（３）と、
　予約管理センターに配設され、前記車載装置（３）と無線通信すると共に、前記車両（
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４）の運行状況を管理し、更に、予約情報を管理する管理装置（２）と、
　前記管理装置（２）と通信する外部端末（３１）とを備え、
　前記外部端末（３１）は、ユーザから前記車両（４）のチェックインを電話で依頼され
たオペレータによってチェックインのための操作が実行されることにより、前記管理装置
（２）へ前記車両（４）のチェックインを指示する第１指示情報を送信する機能を有する
と共に、
　前記管理装置（２）は、前記外部端末（３１）からの前記第１指示情報を受信したとき
に、前記車載装置（３）へ前記車両（４）のチェックインを指示する第２指示情報を送信
することにより、前記車両（４）のチェックイン処理が実行され、前記車両電源スイッチ
（２５）がオンされるように構成されているカーシェアリングシステム。
【請求項１８】
　車両に搭載され、ＩＣカード（６）を読み取るカード読み取り部（１７）と、車両（４
）を走行可能にする車両電源スイッチ（２５）をオンオフ制御するスイッチ制御部（１９
）とを有する車載装置（３）と、
　予約管理センターに配設され、前記車載装置（３）と無線通信すると共に、前記車両（
４）の運行状況を管理し、更に、予約情報を管理する管理装置（２）と、
　前記管理装置（２）と通信する外部端末（３１）とを備え、
　前記外部端末（３１）は、ユーザから前記車両（４）のチェックアウトを電話で依頼さ
れたオペレータによってチェックアウトのための操作が実行されることにより、前記管理
装置（２）へ前記車両（４）のチェックアウトを指示する第１チェックアウト情報を送信
する機能を有すると共に、
　前記管理装置（２）は、前記外部端末（３１）からの前記第１チェックアウト情報を受
信したときに、前記車載装置（３）へ前記車両（４）のチェックアウトを指示する第２チ
ェックアウト情報を送信することにより、前記車両（４）のチェックアウト処理が実行さ
れ、前記車両電源スイッチ（２５）がオフされるように構成されているカーシェアリング
システム。
【請求項１９】
　車両（４）を走行可能にする車両電源スイッチ（２５）をオンオフ制御するスイッチ制
御部（１９）と、
　予約管理センターの管理装置（２）と無線通信する通信部（１６）とを備え、
　前記スイッチ制御部（１９）は、ユーザから前記車両（４）のチェックインを電話で依
頼されたオペレータによってチェックインのための操作が実行されることにより、外部端
末（３１）から前記管理装置（２）へ前記車両（４）のチェックインを指示する第１指示
情報が送信された場合に、前記管理装置（２）から前記通信部（１６）へ送信された前記
車両（４）のチェックインを指示する第２指示情報を受信したときに、前記車両（４）の
チェックイン処理を実行し、前記車両電源スイッチ（２５）をオンするように構成されて
いることを特徴とするカーシェアリングシステム用の車載装置。
【請求項２０】
　車両（４）を走行可能にする車両電源スイッチ（２５）をオンオフ制御するスイッチ制
御部（１９）と、
　予約管理センターの管理装置（２）と無線通信する通信部（１６）とを備え、
　前記スイッチ制御部（１９）は、ユーザから前記車両（４）のチェックアウトを電話で
依頼されたオペレータによってチェックアウトのための操作が実行されることにより、外
部端末（３１）から前記管理装置（２）へ前記車両（４）のチェックアウトを指示する第
１チェックアウト情報が送信された場合に、前記管理装置（２）から前記通信部（１６）
へ送信された前記車両（４）のチェックアウトを指示する第２チェックアウト情報を受信
したときに、前記車両（４）のチェックアウト処理を実行し、前記車両電源スイッチ（２
５）をオフするように構成されていることを特徴とするカーシェアリングシステム用の車
載装置。
【請求項２１】
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　前記車両（４）の位置を検知する位置検知部（１５）を有し、
　前記スイッチ制御部（１９）は、前記車両（４）の位置が、ステーションのジオフェン
ス内であるときに、前記車両（４）を走行可能にする処理を実行するように構成されてい
ることを特徴とする請求項９から１４のいずれか一項記載のカーシェアリングシステム用
の車載装置。
【請求項２２】
　前記車載装置（３）は、前記車両（４）の位置を検知する位置検知部（１５）を有し、
　前記車載装置（３）は、前記車両（４）の停車位置が、ステーションのジオフェンス内
であるときに、前記車両（４）を走行可能にする処理を実行するように構成されているこ
とを特徴とする請求項１から８のいずれか一項記載のカーシェアリングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の会員により車両を共同で利用するカーシェアリングシステム及びカー
シェアリングシステム用の車載装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カーシェアリングシステムの一例として、特許文献１に記載されたシステムが知られて
いる。このシステムでは、会員の識別ＩＤを有する携帯電話またはＩＣカード型運転免許
証を用いて、車両のドアを開放させると共に、車内に設けられたキーボックスをアンロッ
クして、キーボックスからスタートキー（鍵部材）を取り出し、取り出したスタートキー
によって、車両を使用できるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２３７８４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来構成のカーシェアリングシステムの場合、車内にキーボックスを設置
し、このキーボックスのロック・アンロックを制御するように構成しなければならず、キ
ーボックスが必要な分、製造コストが高くなるという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、製造コストを安くすることができるカーシェアリングシステ
ム及びカーシェアリングシステム用の車載装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明のカーシェアリングシステムは、ユーザが所持するものであって、ユー
ザの識別ＩＤを有するＩＣカードと、車両に搭載され、前記ＩＣカードを読み取るカード
読み取り部と車両を走行可能にする車両電源スイッチをオンオフ制御するスイッチ制御部
とを有する車載装置と、予約管理センターに配設され、前記車載装置と無線通信すると共
に前記車両の運行状況を管理し、更に、予約情報を管理する管理装置とを備え、前記車載
装置は、ユーザにより前記ＩＣカードが前記カード読み取り部にタッチされたときに、前
記カード読み取り部により前記ＩＣカードの読み取り動作を実行し、読み取った識別ＩＤ
と前記予約情報とを照合して前記識別ＩＤを認証することに基づいて、前記車両のチェッ
クイン処理を実行し、この後、ユーザにより前記ＩＣカードが前記カード読み取り部に再
びタッチされたときに、前記カード読み取り部により前記ＩＣカードの読み取り動作を実
行し、前記車両電源スイッチをオンするように構成されている。
【０００７】
　請求項９の発明のカーシェアリングシステム用の車載装置は、ユーザの識別ＩＤを有す
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るＩＣカードを読み取るカード読み取り部と、車両を走行可能にする車両電源スイッチを
オンオフ制御するスイッチ制御部と、予約管理センターの管理装置と無線通信する通信部
とを備え、前記スイッチ制御部は、ユーザにより前記ＩＣカードが前記カード読み取り部
にタッチされたときに、前記カード読み取り部により前記ＩＣカードの読み取り動作を実
行し、読み取った識別ＩＤと前記管理装置にて管理される認証用の情報とを照合して前記
識別ＩＤを認証することに基づいて、前記車両のチェックイン処理を実行し、この後、ユ
ーザにより前記ＩＣカードが前記カード読み取り部に再びタッチされたときに、前記カー
ド読み取り部により前記ＩＣカードの読み取り動作を実行し、前記車両電源スイッチをオ
ンするように構成されている。
【０００８】
　請求項１７の発明のカーシェアリングシステムは、車両に搭載され、前記ＩＣカードを
読み取るカード読み取り部と、車両を走行可能にする車両電源スイッチをオンオフ制御す
るスイッチ制御部とを有する車載装置と、予約管理センターに配設され、前記車載装置と
無線通信すると共に、前記車両の運行状況を管理し、更に、予約情報を管理する管理装置
と、ユーザが使用するものであって、前記管理装置と通信する外部端末とを備え、前記外
部端末は、ユーザから前記車両のチェックインを電話で依頼されたオペレータによってチ
ェックインのための操作が実行されることにより、前記管理装置へ前記車両のチェックイ
ンを指示する情報を送信する機能を有すると共に、前記管理装置は、前記外部端末からの
前記車両のチェックインを指示する情報を受信したときに、前記車載装置へ強制チェック
イン指示情報を送信することにより、前記車両のチェックイン処理が実行され、前記車両
電源スイッチがオンされるように構成されている。
【０００９】
　請求項１８の発明のカーシェアリングシステムは、車両に搭載され、前記ＩＣカードを
読み取るカード読み取り部と、車両を走行可能にする車両電源スイッチをオンオフ制御す
るスイッチ制御部とを有する車載装置と、予約管理センターに配設され、前記車載装置と
無線通信すると共に、前記車両の運行状況を管理し、更に、予約情報を管理する管理装置
と、ユーザが使用するものであって、前記管理装置と通信する外部端末とを備え、前記外
部端末は、ユーザから前記車両のチェックアウトを電話で依頼されたオペレータによって
チェックアウトのための操作が実行されることにより、前記管理装置へ前記車両のチェッ
クアウトを指示する情報を送信する機能を有すると共に、前記管理装置は、前記外部端末
からの前記車両のチェックアウトを指示する情報を受信したときに、前記車載装置へ強制
チェックアウト指示情報を送信することにより、前記車両のチェックアウト処理が実行さ
れ、前記車両電源スイッチがオフされるように構成されている。
【００１０】
　請求項１９の発明のカーシェアリングシステム用の車載装置は、車両を走行可能にする
車両電源スイッチをオンオフ制御するスイッチ制御部と、予約管理センターの管理装置と
無線通信する通信部とを備え、前記スイッチ制御部は、ユーザから前記車両のチェックイ
ンを電話で依頼されたオペレータによってチェックインのための操作が実行されることに
より、外部端末から前記管理装置へ前記車両のチェックインを指示する第１指示情報が送
信された場合に、前記管理装置から前記通信部へ送信された前記車両のチェックインを指
示する第２指示情報を受信したときに、前記車両のチェックイン処理を実行し、前記車両
電源スイッチをオンするように構成されている。
【００１１】
　請求項２０の発明のカーシェアリングシステム用の車載装置は、車両を走行可能にする
車両電源スイッチをオンオフ制御するスイッチ制御部と、予約管理センターの管理装置と
無線通信する通信部とを備え、前記スイッチ制御部は、ユーザから前記車両のチェックア
ウトを電話で依頼されたオペレータによってチェックアウトのための操作が実行されるこ
とにより、外部端末から前記管理装置へ前記車両のチェックアウトを指示する第１チェッ
クアウト情報が送信された場合に、前記管理装置から前記通信部へ送信された前記車両の
チェックアウトを指示する第２チェックアウト情報を受信したときに、前記車両のチェッ
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クアウト処理を実行し、前記車両電源スイッチをオフするように構成されている。

                                                                                
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態のカーシェアリングシステムの全体概略構成を示すブロッ
ク図
【図２】車載装置及び車両のブロック図
【図３】カーシェアリングの車両の予約の動作を説明する図
【図４】車載装置の起床時の動作を説明する図
【図５】予約の直前の動作を説明する図
【図６】利用者が車両のチェックインを行う場合の動作を説明する図
【図７】車両の走行中の動作を説明する図
【図８】車両の途中停車時の動作を説明する図
【図９】車両の運転再開の動作を説明する図
【図１０】利用者が車両のチェックアウトを行う場合の動作を説明する図
【図１１】カーシェアリングシステムの営業を終了する場合の動作を説明する図
【図１２】夜間において車載装置が起床する場合の動作を説明する図
【図１３】利用者がＩＣカードで利用者確認部をタッチ（１回目のタッチ）したときの制
御を示すフローチャート
【図１４】チェックイン処理のフローチャート（その１）
【図１５】チェックイン処理のフローチャート（その２）
【図１６】チェックアウト処理のフローチャート（その１）
【図１７】チェックアウト処理のフローチャート（その２）
【図１８】本発明の第２実施形態のカーシェアリングシステムの全体概略構成を示すブロ
ック図
【図１９】利用者が車両の強制チェックインを行う場合の動作を説明する図
【図２０】強制チェックイン処理のフローチャート
【図２１】強制チェックアウト処理のフローチャート
【図２２】管理装置の操作画面を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の第１実施形態について、図１ないし図１７を参照して説明する。まず、
図１は、本実施形態のカーシェアリングシステム１の全体概略構成を示すブロック図であ
る。この図１に示すように、カーシェアリングシステム１は、予約管理センターに配置さ
れた管理装置２と、カーシェアリングシステム用の車載装置３をそれぞれ搭載した１台以
上の車両４と、複数の会員（利用者）がそれぞれ操作するユーザ端末５と、複数の会員が
それぞれ所持するＩＣカード６とを備えて構成される。
【００１４】
　管理装置２は、車両４の車載装置３と例えば携帯電話通信網等の無線通信網７を介して
無線通信する機能を有すると共に、ユーザ端末５と例えば携帯電話通信網やインターネッ
ト等の通信網８を介して通信する機能を有する。そして、管理装置２は、車両管理部９と
、ステーション位置情報管理部１０と、予約管理部１１と、予約画面生成部１２と、利用
者情報管理部１３とを備えている。
【００１５】
　車両管理部９は、カーシェアリングシステム１で使用する１台以上の車両４の運行状況
をそれぞれ管理する機能を有しており、各車両４の車載装置３と通信して各車両４の運行
状況の情報（例えばカーシェアリング中であるか待機中であるかなどの情報、車両４の位
置情報、日時の情報など）を取得して記録（蓄積）する。ステーション位置情報管理部１
０は、待機中の車両４を駐車させておく複数のステーションの位置の情報（及びステーシ
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ョンのジオフェンスの情報）を記録している。
【００１６】
　予約管理部１１は、各利用者が予約を行うユーザ端末５と通信して各利用者からの予約
を受け付けて管理する機能を有しており、各利用者からの予約を記録する。予約画面生成
部１２は、利用者からの予約を受け付けるための予約画面を生成する機能を有しており、
生成された予約画面は、利用者が予約を行うユーザ端末５の表示装置に表示される。利用
者情報管理部１３は、各利用者の情報を管理する機能を有しており、各利用者の識別ＩＤ
、氏名、住所、年齢、及び、カーシェアリングの利用状況等の情報を記録（蓄積）してい
る。尚、ユーザ端末５は、例えばスマートフォンやパソコン等で構成される。
【００１７】
　車載装置３は、図２に示すように、車載機電源部１４と、位置情報取得部（位置検知部
）１５と、通信部１６と、利用者確認部（カード読み取り部）１７と、車両通信部１８と
、制御部（スイッチ制御部）１９と、記憶部２０を備えて構成されている。車載機電源部
１４は、車両４のバッテリ２１から電源を入力して車載装置３用の電源を生成し、生成し
た電源を車載装置３の各部へ供給する。位置情報取得部１５は、例えばＧＰＳ受信装置で
構成されており、車両４の現在位置を検知して、検知した現在位置情報を制御部１９へ出
力する。
【００１８】
　通信部１６は、予約管理センターの管理装置２と無線通信網７を介して無線通信する機
能を有しており、制御部１９からの送信情報を管理装置２へ送信し、管理装置２から送信
された情報を受信し、該受信情報を制御部１９へ出力する。通信部１６は、管理装置２と
通信するに際して、管理装置２がカーシェアリングシステム１の正規の管理装置（サーバ
）であるか否かを認証する機能（サーバ認証部１６ａ）を有している。
【００１９】
　利用者確認部１７は、ＩＣカード６の情報を読み取ることが可能な例えばカードリーダ
で構成されており、読み取ったＩＣカード６の情報を制御部１９へ出力する。本実施形態
の場合、ＩＣカード６は、例えば非接触式ＩＣカードで構成されており、利用者確認部１
７は、非接触式ＩＣカードを読み取る機能を有する。尚、ＩＣカード６を接触式ＩＣカー
ドで構成し、利用者確認部１７は、接触式ＩＣカードを読み取る機能を有するように構成
しても良い。
【００２０】
　車両通信部１８は、車両４に搭載された複数の車両側ＥＣＵ２３と通信する機能を有す
る。この通信は、例えば車載ＬＡＮ２４を介して実行されるようになっている。制御部１
９は、車載装置３全体を制御する機能を有するとともに、車両４に搭載された車両電源Ｅ
ＣＵ２２に電源スイッチオン信号（オン制御信号）または電源スイッチオフ信号（オフ制
御信号）を出力することにより、車両電源ＥＣＵ２２に内蔵された車両電源スイッチ２５
をオンまたはオフする機能を有する。記憶部２０は、例えばＥＥＰＲＯＭやフラッシュメ
モリやＲＡＭ等で構成されており、制御プログラムや種々のデータ等が記憶されている。
この記憶部２０に、管理装置２から車載装置３へ送信された予約情報等の情報が記憶され
る構成となっている。
【００２１】
　また、車両４の車両電源ＥＣＵ２２は、車載装置３（制御部１９）からの電源スイッチ
オン信号または電源スイッチオフ信号を入力して、車両電源スイッチ２５をオンまたはオ
フする。車両電源スイッチ２５は、車両４のイグニッションスイッチ（ＩＧ）に相当する
スイッチであり、機械的スイッチまたは半導体スイッチで構成されており、オンされると
、利用者により車両４の走行（エンジンやモータ等の始動）が可能になり、オフされると
、車両４の走行が不可能になる。
【００２２】
　また、車両電源ＥＣＵ２１は、車載装置３からの電源スイッチオン信号を受信していな
いときに、上記車両電源スイッチ２５が何らかの手段によってオンされたときには、利用
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者による車両４の走行をできないようにする（例えば車両４に搭載された種々の車両側Ｅ
ＣＵ２３等への電源供給を阻止する）構成となっている。これにより、車両４の盗難等を
防止することができる。
【００２３】
　尚、車両４に搭載された他の車両側ＥＣＵ２３のうちの少なくとも１つの車両側ＥＣＵ
２３は、車載装置３の車両通信部１８と車載ＬＡＮ２４を介して通信するように構成され
ている。これにより、上記車両側ＥＣＵ２３は、車載装置３から車両電源ＥＣＵ２１へ電
源スイッチオン信号が出力されていることを示す情報を、上記車両通信部１８から受信す
ることが可能な構成となっている。車両側ＥＣＵ２３は、車両電源スイッチ２５がオンさ
れた状態において、車載装置３の制御部１９から車両電源スイッチ２５をオンさせるため
の制御信号（電源スイッチオン信号）が出力されていない場合には、車両４が走行できな
いようにする（例えば車両４に搭載された種々の車両側ＥＣＵ２３等への電源供給を阻止
したり、エンジンやモータ等を制御するＥＣＵへエンジンやモータ等を停止させるように
指令する）構成となっている。これにより、車両４の盗難等を防止することができる。
【００２４】
　次に、上記した構成のカーシェアリングシステム１の動作について、図３ないし図１２
のシーケンス図を参照して説明する。まず、図３は、利用者のユーザ端末５と、予約管理
センターの管理装置２との間でカーシェアリングの車両４の予約を行う動作を示す。図３
に示すように、利用者がユーザ端末５にて予約操作を行うと（ステップＳ１０）、予約情
報として、日時、From（出発）/To（返却）の各ステーション、利用者の識別ＩＤなどの
情報が管理装置２へ送信されて、管理装置２にて予約の受付が実行される（ステップＳ２
０）。そして、管理装置２にて予約の受付が完了すると、ユーザ端末５へ予約受付完了の
情報が送信される。この予約受付完了の情報がユーザ端末５に受信されると、ユーザ端末
５の表示装置に予約受付完了のメッセーが例えばポップアップ表示される。
【００２５】
　この後、ステップＳ３０において、利用者がユーザ端末５にて予約キャンセル操作を行
うと、予約情報（日時、From/Toの各ステーション、利用者の識別ＩＤなどの情報）及び
予約キャンセル情報が管理装置２へ送信されて、管理装置２にて予約がキャンセルされる
（ステップＳ４０）。そして、管理装置２にて予約のキャンセルが完了すると、ユーザ端
末５へ予約キャンセル受付完了の情報が送信される。この予約キャンセル受付完了の情報
がユーザ端末５に受信されると、ユーザ端末５の表示装置に予約キャンセル受付完了のメ
ッセーが例えばポップアップ表示される。
【００２６】
　次に、図４は、車載装置３の起床時の動作を示す。尚、本実施形態のカーシェアリング
システム１は、日中の予め設定された時間帯だけ稼働し、夜間は休止するシステムである
。この図４に示すように、車載装置３は、予め設定された起床時刻（カーシェアリングシ
ステム１の稼働開始時刻の例えば１時間前）になると、自動的にスリープモードから電源
オンする（ステップＳ１１０）。そして、車載装置３は端末起床通知の信号を管理装置２
へ送信する。管理装置２は、車載装置３から上記端末起床通知の信号を受信すると、端末
起床通知確認の信号を車載装置３へ送信する。
【００２７】
　続いて、車載装置３は、日付／時刻の要求の信号を管理装置２へ送信する。管理装置２
は、車載装置３から上記日付／時刻の要求の信号を受信すると、日付／時刻の情報を車載
装置３へ送信する。そして、車載装置３は、管理装置２から上記日付／時刻の情報を受信
すると、日付／時刻の受信確認の信号を管理装置２へ送信する。
【００２８】
　また、車載装置３は、予約情報要求の信号を、管理装置２へ送信する。管理装置２は、
車載装置３から予約情報要求の信号を受信すると、予約情報を車載装置３へ送信する。車
載装置３は、管理装置２から予約情報を受信すると、受信した予約情報を記憶部２０に記
憶すると共に、予約情報受信確認を管理装置２へ送信する。
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【００２９】
　更に、車載装置３は、起床直後の車両状態の情報（車両情報）を管理装置２へ送信する
。管理装置２は、車載装置３から上記車両状態の情報を受信すると、受信確認応答の信号
を車載装置３へ送信する。この後は、利用者によりチェックインされるまで、定期的（設
定時間間隔で）に車両状態の情報（車両情報）を管理装置２へ送信する。そして、管理装
置２は、車載装置３から上記車両状態の情報を受信すると、受信確認応答の信号を車載装
置３へ送信する。このとき、新規の予約情報があるときには、管理装置２は、予約情報を
更新する必要があることを示す情報を含めた受信確認応答信号を車載装置３へ送信する。
【００３０】
　そして、車載装置３は、予約情報を更新する必要があることを示す情報を受信したとき
には、予約情報要求の信号を、管理装置２へ送信する。管理装置２は、車載装置３から予
約情報要求の信号を受信すると、予約情報を車載装置３へ送信する。車載装置３は、管理
装置２から予約情報を受信すると、受信した予約情報を記憶部２０に記憶すると共に、予
約情報受信確認の信号を管理装置２へ送信する。この後は、利用者によりチェックインさ
れるまで、定期的に車両状態の情報（車両情報）を管理装置２へ送信する。そして、新規
の予約情報があるときには、予約情報の更新処理（予約情報を車載装置３へ送信して記憶
する処理）を実行するようになっている。
【００３１】
　図５は、予約時刻のｎ１分前の動作及び予約時刻のｎ２分前の動作を示す。尚、ｎ１は
ｎ２よりも大きい。この図５に示すように、予約時刻のｎ１分前になると（ステップＳ２
１０）、管理装置２は、車両割当の通知メールを利用者のユーザ端末５へ送信すると共に
、車両割当の通知を該当する車両４の車載装置３へ送信する。そして、予約時刻のｎ２分
前になると（ステップＳ２２０）、管理装置２は、予約時刻のｎ２分前であること通知す
る通知メールをユーザ端末５へ送信する。
【００３２】
　図６は、利用者が車両４のチェックイン（即ち、車両４の利用を開始するために、車両
４とカーシェアリングシステム１に対して行う一連の手続き）を行う場合の動作を示す。
この場合、図６のステップＳ３１０に示すように、利用者は、ＩＣカード６で車両４内の
車載装置３の利用者確認部１７（カードリーダ）にタッチする。これにより、車載装置３
は、利用者のＩＣカード６を読み取り、読み取った識別ＩＤと予約情報と照合し、予約を
確認する（ステップＳ３２０）。ここで、該当する予約情報がない場合には、車載装置３
は、管理装置２に対して予約情報を問い合わせる。尚、予約情報は、管理装置２にて管理
される認証用の情報に相当する。
【００３３】
　上記ステップＳ３２０において、予約情報を確認した場合には、例えば音声で、「チェ
ックインします。シフトレバーがＰ位置にあることを確認してください。」というメッセ
ージを出力する（ステップＳ３３０）。この後、設定時間例えば３０秒間、利用者が、Ｉ
Ｃカード６で車載装置３の利用者確認部１７（カードリーダ）にタッチするのを待つ（ス
テップＳ３４０）。上記音声メッセージを聞くことで、利用者は、シフトレバーがＰ位置
にシフトされていることを確認する（ステップＳ３５０）。
【００３４】
　そして、上記３０秒以内に、利用者によりＩＣカード６のタッチがなされたときには（
ステップＳ３６０）、車載装置３は、車両４の車両電源ＥＣＵ２２に電源スイッチオン信
号を出力することにより、車両電源スイッチ２５をオンする（ステップＳ３７０）。これ
により、車両４の車両側ＥＣＵ２３において、起動シーケンスが作動し（ステップＳ３８
０）、シフトレバーの位置が確認される（ステップＳ３９０）。尚、本実施形態において
は、前記識別ＩＤの認証を行うための前記ＩＣカード６の読み取り動作と、前記車両電源
スイッチ２５をオンするための前記ＩＣカード６の読み取り動作とを、別々の読み取り動
作にて実行する構成となっている。具体的には、前記認証を行うための前記ＩＣカード６
の読み取り動作を行った後、前記車両電顕スイッチ２５をオンするための前記ＩＣカード
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６の読み取り動作を行った場合に車両電源スイッチ２５をオンする構成となっている。
【００３５】
　続いて、車載装置３は、車両システム起動要求の信号を車両側ＥＣＵ２３へ送信する（
ステップＳ４００）。車両側ＥＣＵ２３は、上記車両システム起動要求の信号を受信する
と、車両システムを起動し、車載装置３の車両通信部１８と通信し、車載装置３から車両
電源ＥＣＵ２２へ電源スイッチオン信号が出力されていることを確認する（ステップＳ４
１０）。そして、車両４の走行モードを開始し（ステップＳ４２０）、利用者による車両
４の走行が可能になる。この状態で、車載装置３は、車両４の走行モードが開始されたと
きには、「ご利用ありがとうございます。」のメッセージを音声で出力すると共に、チェ
ックイン完了通知を管理装置２へ送信する（ステップＳ４３０）。一方、車両４の走行モ
ードが開始されないときには、車載装置３は、「車両を利用することはできません。係員
に連絡してください。」のメッセージを音声で出力すると共に、チェックイン異常通知を
管理装置２へ送信する（ステップＳ４４０）。
【００３６】
　尚、ステップＳ３１０またはステップＳ３６０において、利用者確認部１７がＩＣカー
ド６を読み取ることができなかった場合には、「再度ＩＣカード６をタッチしてください
。続けて読めないようでしたら、システム管理者（係員）に連絡願います。」のメッセー
ジを音声で出力すると共に、チェックイン異常通知を管理装置２へ送信する。
【００３７】
　また、ステップＳ３２０において、車載装置３が管理装置２に対して予約情報を問い合
わせても、予約情報を取得できなかったときには、「上位システムとの通信異常が発生し
ています。暫くお待ちください。」のメッセージを音声で出力し、異常処理を実行する。
また、ステップＳ３２０において、予約情報とＩＣカード６の読み取り情報の照合結果が
不一致の場合には、「予約を確認できませんでした。車両を利用できません。」のメッセ
ージを音声で出力し、異常処理を実行する。また、ステップＳ３２０において、予約時間
前にチェックイン要求（ＩＣカード６のタッチ）があった場合には、「ご利用開始前です
。予約時間までお待ちください。」のメッセージを音声で出力し、チェックイン処理の最
初へ戻る（ステップＳ３１０へ戻る）。
【００３８】
　また、ステップＳ３４０において、３０秒以内に、ＩＣカード６の２回目のタッチが行
われなかったときには、「チェックインタイムアウトです。再度ＩＣカード６をタッチし
てください。」のメッセージを音声で出力し、チェックイン処理の最初へ戻る（ステップ
Ｓ３１０へ戻る）。即ち、本実施形態の場合、前記予約情報を照合するための前記ＩＣカ
ード６の読み取り時点から、設定時間内に走行を開始するための前記ＩＣカード６の読み
取り動作が実行されなかったときには、前記車両電源スイッチ２５をオンしない構成とな
っている。
【００３９】
　図７は、車両４の走行中の動作を示す。図７に示すように、車両４の走行中は、車載装
置３は、車両状態の情報を定期的（設定時間毎）に管理装置２へ送信する（ステップＳ５
１０）。管理装置２は、上記車両状態の情報を受信すると、確認応答の信号を車載装置３
へ送信する。このとき、管理装置２は、予約更新情報があれば、予約更新情報を車載装置
３へ送信する。尚、車載装置３は、車両４の走行中においては、上記予約更新情報を受信
しても、それを無視するように構成されている。また、車両側ＥＣＵ２３から車載装置３
へ、エラー・警告情報が送信され（ステップＳ５２０）、車載装置３が、上記エラー・警
告情報を受信したときには、「車両異常が発生しました。係員に連絡してください。」の
メッセージを音声で出力し、異常処理を実行する（ステップＳ５３０）。また、車載装置
３は、車両４の返却時刻のｎ３分前になったときには、利用者に予告するために、「返却
時間が近づいています。至急車両を返却ステーションへ移動してください。」のメッセー
ジを音声で出力する（ステップＳ５４０）。
【００４０】
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　図８は、車両４の途中停車時の動作を示す。この場合、図６のステップＳ６１０に示す
ように、利用者は、車両４を停車させると共に、ＩＣカード６で車両４内の車載装置３の
利用者確認部１７（カードリーダ）にタッチする。すると、車載装置３は、利用者のＩＣ
カード６を読み取り、識別情報を確認した後、ステーションのジオフェンスを確認する（
ステップＳ６２０）。ここで、ジオフェンスが目的地（返却ステーションのジオフェンス
）到達であったときには、後述するチェックアウト処理を実行する。尚、チェックアウト
とは、車両４の利用を終了するために、車両４とカーシェアリングシステム１に対して行
う一連の手続きのことである。
【００４１】
　また、ジオフェンスが途中経由地であったとき（返却ステーションのジオフェンスでな
かったとき）には、車載装置３は、「シフトレバーをＰ位置にしてください。」のメッセ
ージを音声で出力した後、車両電源ＥＣＵ２２に電源スイッチオフ信号を出力することに
より、車両電源スイッチ２５をオフする（ステップＳ６３０）。そして、車載装置３は、
途中停車通知の信号を管理装置２へ送信し、「運転を再開する場合には、再度ＩＣカード
をタッチしてください。」のメッセージを音声で出力する（ステップＳ６４０）。
【００４２】
　図９は、車両４の途中停車後の運転再開の動作を示す。図９に示すように、まず、利用
者が、運転再開するために、ＩＣカード６を利用者確認部１７にタッチする（ステップＳ
７１０）。すると、車載装置３は、利用者のＩＣカード６を読み取り、識別情報を確認し
た後、車両電源ＥＣＵ２２に電源スイッチオン信号を出力することにより、車両電源スイ
ッチ２５をオンする（ステップＳ７２０）。これにより、車両４の車両側ＥＣＵ２３にお
いて、起動シーケンスが作動し（ステップＳ７３０）、シフトレバーの位置が確認される
（ステップＳ７４０）。
【００４３】
　そして、車載装置３は、車両システム起動要求の信号を車両側ＥＣＵ２３へ送信する（
ステップＳ７５０）。車両側ＥＣＵ２３は、上記車両システム起動要求の信号を受信する
と、車両システムを起動し、車載装置３の車両通信部１８と通信し、車載装置３から車両
電源ＥＣＵ２２へ電源スイッチオン信号が出力されていることを確認する（ステップＳ７
６０）。続いて、車両４の走行モードを開始し（ステップＳ７７０）、利用者による車両
４の走行が可能になる。この状態で、車載装置３は、車両４の走行モードが開始されたと
きには、「ご利用ありがとうございます。」のメッセージを音声で出力すると共に、運転
再開通知を管理装置２へ送信する（ステップＳ７８０）。一方、車両４の走行モードが開
始されないときには、車載装置３は、「車両を利用することはできません。係員に連絡し
てください。」のメッセージを音声で出力すると共に、運転再開異常通知を管理装置２へ
送信する（ステップＳ７９０）。
【００４４】
　尚、ステップＳ７１０において、利用者確認部１７がＩＣカード６を読み取ることがで
きなかった場合には、「再度ＩＣカード６をタッチしてください。続けて読めないようで
したら、システム管理者（係員）に連絡願います。」のメッセージを音声で出力すると共
に、運転再開異常通知を管理装置２へ送信する。
【００４５】
　図１０は、利用者が車両４のチェックアウトを行う場合の動作を示す。図１０に示すよ
うに、車両４が返却ステーションに到着して停車したときに、利用者が、チェックアウト
するために、ＩＣカード６を利用者確認部１７にタッチする（ステップＳ８１０）。する
と、車載装置３は、利用者のＩＣカード６を読み取り、識別情報を確認した後、車両４の
位置が返却ステーションのジオフェンス内であるかどうかを確認する（ステップＳ８２０
）。ここで、車両４が目的地に到着している場合、即ち、車両４の位置が返却ステーショ
ンのジオフェンスであることが確認された場合、「チェックアウトします。シフトレバー
をＰ位置にしてください。」のメッセージを音声で出力する（ステップＳ８３０）。
【００４６】



(13) JP 6277949 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

　この後、例えば３０秒間、利用者が、ＩＣカード６で車載装置３の利用者確認部１７（
カードリーダ）にタッチするのを待つ（ステップＳ８４０）。ここで、３０秒以内に、Ｉ
Ｃカード６のタッチ（２回目のタッチ）がなされたときには（ステップＳ８５０）、車載
装置３は、利用者のＩＣカード６を読み取り、識別情報を確認した後、車両４の車両電源
ＥＣＵ２２に電源スイッチオフ信号を出力することにより、車両電源スイッチ２５をオフ
する（ステップＳ８６０）。そして、車載装置３は、「ご利用ありがとうございました。
」というメッセージを音声出力すると共に、チェックアウト完了通知を管理装置２へ送信
する（ステップＳ８７０）。管理装置２は、このチェックアウト完了通知を受信したら、
利用終了メールを利用者のユーザ端末５へ送信する（ステップＳ８８０）。この後は、次
の利用者のチェックインまで、車載装置３は、定期的（設定時間毎）に車両状態の情報を
管理装置２へ送信するように構成されている（ステップＳ８９０）。
【００４７】
　一方、上記ステップＳ８４０において、先のタッチから３０秒以内に、ＩＣカード６の
次のタッチがなされなかったときには、「チェックアウトタイムアウトです。再度ＩＣカ
ード６をタッチしてください。」のメッセージを音声で出力し、チェックアウト処理の最
初へ戻る（ステップＳ８１０へ戻る）。
【００４８】
　図１１は、カーシェアリングシステムの営業を終了する場合の動作を示す。この場合、
営業の終了時刻になると（図１１のステップＳ９１０）、車載装置３は、スリープモード
へ移行する。これにより、車載装置３は、起床するために必要な制御部１９等に最少電力
を供給する運転モード（スリープモード）となる。この場合、車載装置３には、起床時刻
として、翌朝の営業開始時刻の設定時間前の時刻と、夜間において定期的に車両状態の情
報を管理装置２へ送信するために起床（夜間起床）する複数の時刻とが設定される。
【００４９】
　図１２は、夜間において、車載装置３が起床する場合の動作を示す。この場合、夜間の
起床時刻になると、車載装置３は、スリープモードから通常運転モードへ移行して起床し
、端末起床通知の信号を管理装置２へ送信する（図１２のステップＳ１０１０）。管理装
置２は、車載装置３から上記端末起床通知の信号を受信すると、端末起床通知確認の信号
を車載装置３へ送信する。
【００５０】
　続いて、車載装置３は、起床直後（夜間）の車両状態の情報（車両情報）を管理装置２
へ送信する（ステップＳ１０２０）。管理装置２は、車載装置３から上記車両状態の情報
を受信すると、受信確認応答（このとき、新規の予約情報があるときには、予約情報を更
新する必要があることを示す情報を含めた情報）の信号を車載装置３へ送信する。尚、車
載装置３は、夜間においては、予約情報を更新する必要があることを示す情報を受信して
も、何もしない。そして、車載装置３は、スリープモードへ移行する（ステップＳ１０３
０）。
【００５１】
　次に、上記したカーシェアリングシステム１の各動作を実現する制御について、図１３
ないし図１７を参照して説明する。まず、図１３のフローチャートは、利用者がＩＣカー
ド６で車両４内の車載装置３の利用者確認部１７（カードリーダ）をタッチしたときの制
御を示す。尚、この制御が実行されるときは、車両４は停止状態にある。
【００５２】
　図１３のステップＳ１１１０において、ＩＣカード６が車載装置３の利用者確認部１７
により読み取られると、ステップＳ１１２０へ進み、ＩＣカード６の読み取りが正常に完
了したか否かが判断される。ここで、読み取りが正常に完了したときには、ステップＳ１
１２０にて「ＹＥＳ」へ進み、ステップＳ１１３０へ進み、車載装置３において予約情報
を取得済みであるか否かを判断する。ここで、予約情報を取得済みであれば、ステップＳ
１１３０にて「ＹＥＳ」へ進み、ステップＳ１１４０へ進み、この利用者（識別ＩＤ）の
予約が存在するか否かを判断する。
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【００５３】
　ここで、利用者の予約が存在するときには、ステップＳ１１４０にて「ＹＥＳ」へ進み
、ステップＳ１１５０へ進み、ＩＣカード６が有効であるか否かを判断する。そして、こ
のステップＳ１１５０において、ＩＣカード６が有効であるときには、「ＹＥＳ」へ進み
、ステップＳ１１６０へ進み、車両電源スイッチ２５がオンであるか否かを判断する。こ
こで、車両電源スイッチ２５がオフであるときには、ステップＳ１１６０にて「ＮＯ」へ
進み、制御Ａ（図１４及び図１５のフローチャート参照）へ進む。また、上記ステップＳ
１１６０において、車両電源スイッチ２５がオンであるときには、「ＹＥＳ」へ進み、制
御ｂ（図１６及び図１７のフローチャート参照）へ進む。尚、制御Ａ、Ｂの具体的内容に
ついては、後述する。
【００５４】
　一方、上記ステップＳ１１２０において、ＩＣカード６の読み取りが正常に完了しなか
った場合には、「ＮＯ」へ進み、ステップＳ１１７０へ進み、「ＩＣカード６を再度タッ
チするか、システム管理者に連絡してください。」というメッセージを音声出力する。そ
して、ステップＳ１１１０へ戻る。
【００５５】
　また、上記ステップＳ１１３０において、予約情報を取得済みでないときには、「ＮＯ
」へ進み、ステップＳ１１８０へ進み、管理装置２と通信して予約情報を取得する。そし
て、ステップＳ１１９０へ進み、管理装置２において、特定された車両４のための予約情
報を取得すると共に、予約状態は割当済み・出発待機・進行中・利用中停車の予約を取得
する。この場合、管理装置２は、予約ＩＤの情報、ＩＣカード６の識別ＩＤの情報、出発
ステーションのＩＤの情報及びジオフェンスの情報、帰着（返却）ステーションのＩＤの
情報及びジオフェンスの情報、希望チェックイン時間の情報、希望チェックアウト時間の
情報、ＩＣカード６のタイプの情報、利用者の識別ＩＤの情報などを、車載装置３へ送信
する。
【００５６】
　この後は、ステップＳ１２００へ進み、車載装置３は、予約情報が正常に取得されたか
否かを判断する。ここで、予約情報が正常に取得されたときには、「ＹＥＳ」へ進み、ス
テップＳ１１４０へ進む。これ以降の処理は、前述した通りである。また、ステップＳ１
２００において、予約情報が正常に取得されなかったときには、「ＮＯ」へ進み、ステッ
プＳ１２１０へ進む。このステップＳ１２１０では、「システム管理者に連絡してくださ
い。」というメッセージを音声出力し、異常処理して終了する。
【００５７】
　また、上記ステップＳ１１４０において、利用者の予約が存在しなかったときには、「
ＮＯ」へ進み、ステップＳ１２２０へ進む。このステップＳ１２２０においては、「有効
な予約はありません。」というメッセージを音声出力し、処理を終了する。
【００５８】
　次に、図１４及び図１５を参照して、制御Ａ（チェックイン処理）について説明する。
図１４のステップＳ１３１０において、車載装置３は、チェックイン前であるか否かを判
断する。ここで、チェックイン前であるときには、「ＹＥＳ」へ進み、ステップＳ１３２
０へ進み、チェックイン時刻になっているか否かを判断する。チェックイン時刻になって
いれば、「ＹＥＳ」へ進み、ステップＳ１３３０へ進み、チェックインを確認する。そし
て、ステップＳ１３４０へ進み、「チェックインする際には、ＩＣカード６を３０秒以内
に再度タッチしてください。」というメッセージを音声出力する。
【００５９】
　続いて、図１５のステップＳ１３５０へ進み、ＩＣカード６が利用者確認部１７にタッ
チされるまで３０秒間待機する。尚、３０秒以内に、ＩＣカード６のタッチが行われなか
ったときには、「チェックインタイムアウトです。再度ＩＣカード６をタッチしてくださ
い。」のメッセージを音声で出力し、チェックイン処理の最初（ＩＣカード６の１回目の
タッチの待機、図１３のステップＳ１１１０）へ戻る。
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【００６０】
　上記３０秒以内に、利用者によりＩＣカード６のタッチが行われると、ステップＳ１３
７０へ進み、ＩＣカード６の読み取りが行われ、カード認証が実行される。そして、ステ
ップＳ１３８０へ進み、チェックイン処理が実行される。次いで、ステップＳ１３９０へ
進み、車両電源スイッチ２５をオンする。続いて、ステップＳ１４００へ進み、「ご利用
頂き誠にありがとうございます。車両を起動できます。」というメッセージを音声出力し
、更に、ステップＳ１４１０へ進み、チェックイン通知を管理装置２へ送信する。そして
、ステップＳ１４２０へ進み、管理装置２は、車載装置３からのチェックイン通知を受信
して、チェックイン処理を実行する。この後は、ＩＣカード６のタッチを待機する状態で
、利用者による車両４の走行が実行される。
【００６１】
　一方、上記ステップＳ１３１０において、チェックイン後であるときには、「ＮＯ」へ
進み、ステップＳ１４３０へ進み、車両４の運転を再開する処理を行う。続いて、ステッ
プＳ１４４０へ進み、車両電源スイッチ２５をオンした後、ステップＳ１４５０へ進み、
「車を起動できます。」というメッセージを音声出力する。更に、ステップＳ１４６０へ
進み、運転再開通知を管理装置２へ送信する。そして、ステップＳ１４７０へ進み、管理
装置２は、車載装置３からの運転再開通知を受信して、運転再開処理を実行する。この後
は、ＩＣカード６のタッチを待機する状態で、利用者による車両４の走行が実行される。
【００６２】
　また、ステップＳ１３２０において、チェックイン時刻になっていないときには、「Ｎ
Ｏ」へ進み、ステップＳ１４８０へ進み、「利用○○分前です。」というメッセージを音
声出力する。この後は、ＩＣカード６のタッチを待機する状態（図１３のステップＳ１１
１０）へ戻る。
【００６３】
　次に、図１６及び図１７を参照して、制御Ｂ（チェックアウト処理）について説明する
。図１６のステップＳ１５１０において、車載装置３は、車両４がステーションのジオフ
ェンス内にあるか否かを判断する。ここで、車両４がジオフェンス内にあるときには、「
ＹＥＳ」へ進み、ステップＳ１５２０へ進み、チェックアウトを確認する。続いて、図１
７のステップＳ１５３０へ進み、「チェックアウトしたい場合、ＩＣカードを再度タッチ
してください。ＩＣカードを３０秒以内に読み込まなかった場合は、車を停車します。」
というメッセージを音声出力する。
【００６４】
　続いて、ステップＳ１５４０へ進み、ＩＣカード６が利用者確認部１７にタッチされる
まで３０秒間待機する。尚、３０秒以内に、ＩＣカード６のタッチが行われなかったとき
には、車両４を途中停車させるため、図１６のステップＳ１６２０へ進む。上記３０秒以
内に、利用者によりＩＣカード６のタッチが行われると、ステップＳ１５６０へ進み、Ｉ
Ｃカード６の読み取りが行われ、カード認証が実行される。そして、ステップＳ１５７０
へ進み、チェックアウト処理が実行される。次いで、ステップＳ１５８０へ進み、車両電
源スイッチ２５をオフする。続いて、ステップＳ１５９０へ進み、「ご利用頂き誠にあり
がとうございました。またのご利用をお待ちしております。」というメッセージを音声出
力し、更に、ステップＳ１６００へ進み、チェックアウト通知を管理装置２へ送信する。
そして、ステップＳ１６１０へ進み、管理装置２は、車載装置３からのチェックアウト通
知を受信して、チェックアウト処理を実行する。この後は、ＩＣカード６のタッチを待機
する状態（図１３のステップＳ１１１０）へ戻る。
【００６５】
　一方、上記ステップＳ１５１０において、車両４がステーションのジオフェンス内にな
いときには、「ＮＯ」へ進み、ステップＳ１６２０へ進む。このステップＳ１６２０では
、車両４の利用中の途中停車処理を行う。まず、ステップＳ１６３０へ進み、車両電源ス
イッチ２５をオフし、更に、ステップＳ１６４０へ進み、「車を停車しました。運転を再
開するには、再度ＩＣカードをタッチしてください。」というメッセージを音声出力する
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。そして、ステップＳ１６５０へ進み、車載装置３は、利用中停車通知を管理装置２へ送
信する。更に、ステップＳ１６６０へ進み、管理装置２は、車載装置３からの利用中停車
通知を受信して、利用中停車処理を実行する。この後は、ＩＣカード６のタッチを待機す
る状態（図１３のステップＳ１１１０）へ戻る。
【００６６】
　このような構成の本実施形態によれば、車載装置３の利用者確認部１７により利用者の
ＩＣカード６を読み取り、読み取った識別ＩＤと管理装置２から取得した予約情報とを照
合して識別ＩＤを認証することに基づいて、車両４のチェックイン処理を実行し、車両電
源スイッチ２５をオンするように構成したので、従来構成とは異なり、キーボックス及び
スタートキーを不要にすることができる。従って、本実施形態によれば、従来構成に比べ
て、製造コストを低減することができる。
【００６７】
　また、本実施形態では、前記識別ＩＤの認証を行うための前記ＩＣカード６の読み取り
と、前記車両電源スイッチ２５をオンするための前記ＩＣカード６の読み取りとを、別々
の読み取り動作にて実行するように構成したので、システムのセキュリティ及び車両の安
全性を向上させることができる。特に、前記認証を行うための前記ＩＣカード６の読み取
り動作を行った後、前記車両電顕スイッチ２５をオンするための前記ＩＣカード６の読み
取り動作を行った場合に車両電源スイッチ２５をオンするように構成ように構成したので
、システムのセキュリティ及び車両の安全性をより一層向上させることができる。
【００６８】
　また、本実施形態では、前記予約情報を照合するためのＩＣカード６の読み取り時点か
ら、設定時間（例えば３０秒）内に走行を開始するためのＩＣカード６の読み取り動作が
実行されないときには、車両電源スイッチ２５をオンしないように構成したので、誤操作
でＩＣカード６を利用者確認部１７にタッチさせたような場合に車両電源スイッチ２５が
オンすることを防止できる。
【００６９】
　また、本実施形態では、車両４の停車位置が、ステーションのジオフェンス内でないと
きには、車両４が途中停車したと判断して、車両電源スイッチ２５をオフするように構成
したので、カーシェアリング中の車両４の途中停車を正確に判定することができる。
【００７０】
　更に、本実施形態では、車両４の停車位置が、ステーションのジオフェンス内であると
きには、ユーザに対してチェックアウトの確認（報知）を行うように構成したので、ユー
ザの意思（途中停車であるか、または、チェックアウトであるかの意思）を明確に確認す
ることができる。そして、本実施形態では、ユーザに対してチェックアウトの確認を行な
った後、設定時間（例えば３０秒）内に利用者確認部１７によるユーザのＩＣカード６の
読み取り動作が実行されなかったときには、車両４のチェックアウト処理を実行しないよ
うに構成したので、ユーザが途中停車したいときに、チェックアウトしてしまうことを防
止できる。
【００７１】
　また、本実施形態では、車両４のチェックイン状態で、利用者確認部１７によるユーザ
のＩＣカード６の読み取り動作が実行され、読み取った識別ＩＤが認証されたときには、
車両電源スイッチ２５をオンするように構成したので、途中停車した後、ユーザが車両４
の運転再開を確実に実行することができる。
【００７２】
　また、本実施形態では、車両電源スイッチ２５がオンされた状態において、車載装置３
の制御部１９から車両電源スイッチ２５をオンさせるための制御信号が出力されていない
場合には、車両側ＥＣＵ２３によって、車両４が走行できないようにしたので、車両４の
盗難を防止することができる。そして、この場合、車両側ＥＣＵ２３は、車両４が走行で
きないようにしたときに、その旨を報知するように構成したので、ユーザは、車両電源ス
イッチ２５をオンしても車両４が走行できない理由を認識することができる。
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【００７３】
　尚、上記実施形態においては、車両４に車両電源ＥＣＵ２２を設け、車載装置３（制御
部１９）からの電源スイッチオン信号または電源スイッチオフ信号を車両電源ＥＣＵ２２
が入力したときに、車両電源ＥＣＵ２２が車両電源スイッチ２５をオンまたはオフするよ
うに構成したが、これに代えて、車両電源ＥＣＵ２２を設けないように構成し、車載装置
３（制御部１９）によって直接的に車両電源スイッチ２５をオンまたはオフするように構
成しても良い。特に、車両４が電気自動車である場合、このように構成することが好まし
い。
【００７４】
　図１８ないし図２３は、本発明の第２実施形態を示すものである。尚、第１実施形態と
同一構成には、同一符号を付している。この第２実施形態では、利用者がＩＣカード６を
忘れたような場合に、利用者が管理センターのオペレータ（カーシェアリングシステム１
の管理者、カーシェアリングシステム１のスタッフ等）に携帯電話等で電話して、オペレ
ータが外部端末を使用して車両４のチェックイン処理及びチェックアウト処理を実行可能
なように構成した。尚、オペレータは予約管理センターにいても良く、即ち、管理センタ
ーは予約管理センターと同じ施設であっても良いし、異なる施設であっても良い。
【００７５】
　図１８に示すように、オペレータが操作する外部端末３１を備えると共に、予約管理セ
ンターの管理装置２には、上記外部端末３１と例えば携帯電話通信網やインターネット等
の通信網８やＬＡＮ等を介して通信する機能を有する外部端末通信部３２を設けている。
外部端末３１は、例えばスマートフォンやパソコン等で構成されている。尚、図１８には
図示していないが、第２実施形態にも、第１実施形態の予約用のユーザ端末５（図１参照
）を備えている。
【００７６】
　上記外部端末３１は、外部端末側送受信部３３と、外部端末側表示部３４と、操作部３
５と、外部端末側制御部３６とを備えている。外部端末側送受信部３３は、予約管理セン
ターの管理装置２と通信網８やＬＡＮ等を介して通信する機能を有する。外部端末側表示
部３４は、例えば液晶ディスプレイ等で構成され、文字や画像を表示する。操作部３５は
、例えばタッチパネルやキーボード等で構成されている。外部端末側制御部３６は、外部
端末３１全体を制御する機能を有しており、外部端末側送受信部３３、外部端末側表示部
３４及び操作部３５をそれぞれ制御する。
【００７７】
　次に、図１９を参照して、利用者が携帯電話等でオペレータと電話しながら、オペレー
タが外部端末３１を使用して車両４のチェックイン（即ち、ＩＣカード６を使用しないで
車両４を強制的にチェックインする強制チェックイン処理）を行う場合の動作について説
明する。
【００７８】
　この場合、まず、利用者は、管理センターのオペレータに携帯電話等で電話して、車両
４のチェックインを実行することを依頼する。すると、オペレータは、利用者と電話しな
がら利用者の名前等の情報（生年月日や住所や免許証番号や識別ＩＤ等の情報を含んでい
ても良い）を聞き、外部端末３１において車両４の強制チェックイン用のプログラム（ア
プリやブラウザ等）を起動すると共に、利用者の名前等の情報をマニュアルで入力する。
これにより、外部端末３１は、利用者の名前等の情報を予約管理センターの管理装置２へ
送信する（ステップＳ２０１０）。
【００７９】
　続いて、管理装置２においては、上記受信した利用者の名前等の情報に基づいて会員デ
ータベース等に登録されている会員（正しい利用者）であるかどうかをチェックする（ス
テップＳ２０２０）。この場合、管理装置２では、利用者の名前等の情報に基づいて会員
データベースが検索され、正しい利用者である場合、会員検索結果として利用者情報が出
力され、更に、この利用者情報は管理装置２から外部端末３１へ送信される。
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【００８０】
　次いで、ステップＳ２０３０へ進み、外部端末３１は、受信した利用者情報を外部端末
側表示部３４に表示する（図２２（ａ）参照）。そして、オペレータは、利用者の予約を
確認する操作を行う。この場合、図２２（ａ）の画面で、オペレータは、利用者の名前を
選択（クリック）する。これにより、外部端末３１は、利用者情報を管理装置２へ送信す
る。
【００８１】
　上記利用者情報を受信した管理装置２においては、利用者情報に基づいて車両の予約情
報を検索し、検索した予約情報（予約リスト及び利用結果）を、外部端末３１へ送信する
（ステップＳ２０４０）。
【００８２】
　続いて、ステップＳ２０５０へ進み、外部端末３１は、受信した予約情報（予約リスト
及び利用結果）を管理装置２に表示する（図２２（ｂ）参照）。そして、オペレータは、
利用者の予約を確認する操作を行う。この場合、図２２（ａ）の画面で、オペレータは、
利用者の名前を選択（クリック）する。これにより、外部端末３１は、利用者の詳細な予
約情報を外部端末側表示部３４に表示する（図２２（ｃ）参照）。この図２２（ｃ）に示
す画面には、強制チェックインボタン３７が表示される。この状態で、オペレータは、車
両４を強制的にチェックイン処理するために、強制チェックインボタン３７を操作する。
これにより、外部端末３１は、車両４を強制的にチェックイン処理することを指示する第
１指示情報を、管理装置２へ送信する。
【００８３】
　次いで、ステップＳ２０６０へ進み、管理装置２は、外部端末３１からの上記第１指示
情報を受信すると、車両４を強制的にチェックイン処理することを指示する第２指示情報
を、車両４の車載装置３へ送信する。
【００８４】
　この後、ステップＳ２０７０へ進み、車両４の車載装置３は、管理装置２からの上記第
２指示情報を受信すると、車両４のチェックイン処理を実行する。この後は、図６のステ
ップＳ３７０へ進み、車両電源スイッチ２５をオンする。続いて、図６のステップＳ３８
０からステップＳ４２０を実行することにより、利用者による車両４の走行が可能になる
。尚、車両４の強制チェックイン処理が完了すると、車載装置３から管理装置２へチェッ
クイン完了通知が送信され、更に、管理装置２から外部端末３１へチェックイン完了通知
が送信される。
【００８５】
　次に、上記した車両４の強制チェックインの動作を実現する制御について、図２０のフ
ローチャートを参照して説明する。まず、図２０のステップＳ２１１０においては、利用
者は、オペレータに携帯電話で電話して、車両４の強制的なチェックインをお願いする（
指示する）。
【００８６】
　続いて、ステップＳ２１２０へ進み、オペレータは、外部端末３１を使用して利用者が
正しい利用者であるか等の確認を行う。ここで、利用者が正しい利用者でないときには（
ステップＳ２１３０にて「ＮＯ」）、ステップＳ２１４０へ進み、オペレータは、電話に
より利用者に「正しい利用者ではない（会員として登録されていない）」と話して、チェ
ックイン処理を未完了で終了する。
【００８７】
　上記ステップＳ２１３０において、利用者が正しい利用者であるときには（「ＹＥＳ」
）、ステップＳ２１５０へ進み、管理装置２において、利用者の詳細な予約情報が確認さ
れると共に、最初のチェックインであるか否かが判断される。ここで、最初のチェックイ
ンであるときには（ステップＳ２１５０にて「ＹＥＳ」）、ステップＳ２１６０へ進み、
オペレータは、外部端末３１にて車両４の強制チェックインボタン３７を操作する。これ
により、外部端末３１は、車両４を強制的にチェックイン処理することを指示する第１指



(19) JP 6277949 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

示情報を、管理装置２へ送信する。
【００８８】
　この後は、ステップＳ２１７０へ進み、上記第１指示情報を受信した管理装置２は、車
両４の強制チェックインを指示する第２指示情報を車両４の車載装置３へ送信する。続い
て、ステップＳ２１８０へ進み、車両４の車載装置３は、第２指示情報を受信して、チェ
ックイン処理を実行し、車両電源スイッチ２５をオンすることにより、利用者による車両
４の走行を可能にする。
【００８９】
　また、上記ステップＳ２１５０において、最初のチェックインでないとき、即ち、車両
４の運転再開のときには（「ＮＯ」）、ステップＳ２１９０へ進み、オペレータは、外部
端末３１にて車両４の強制運転再開ボタン（図示しない）を操作する。これにより、外部
端末３１は、車両４を強制的に運転再開処理することを指示する第１再開情報を、管理装
置２へ送信する。尚、強制運転再開ボタンは、車両４を強制的に運転再開する際に、外部
端末３１の外部端末側表示部３４に強制チェックインボタン３７とほぼ同様にして表示さ
れる。
【００９０】
　この後は、ステップＳ２２００へ進み、上記第１再開情報を受信した管理装置２は、車
両４の強制運転再開を指示する第２再開情報を車両４の車載装置３へ送信する。続いて、
ステップＳ２２１０へ進み、車両４の車載装置３は、上記第２再開情報を受信して、チェ
ックイン処理の中の運転再開制御を実行し、車両電源スイッチ２５をオンすることにより
、利用者による車両４の走行（運転再開）を可能にする。
【００９１】
　次に、車両４を強制的にチェックアウト処理する制御について、図２１のフローチャー
トを参照して説明する。まず、図２１のステップＳ２３１０においては、利用者は、オペ
レータに電話して、車両４の強制的なチェックアウトをお願いする（指示する）。
【００９２】
　続いて、ステップＳ２３２０へ進み、オペレータは、外部端末３１を使用して利用者が
正しい利用者であるか等の確認を行う。ここで、利用者が正しい利用者でないときには（
ステップＳ２３３０にて「ＮＯ」）、ステップＳ２３４０へ進み、オペレータは、電話に
より利用者に「正しい利用者ではない（会員として登録されていない）」と話して、チェ
ックアウト処理を未完了で終了する。
【００９３】
　上記ステップＳ２３３０において、利用者が正しい利用者であるときには（「ＹＥＳ」
）、ステップＳ２３５０へ進み、管理装置２において、利用者の詳細な予約情報が確認さ
れ、更に、利用者の詳細な予約情報が外部端末３１へ送信されると共に、利用者の詳細な
予約情報、利用中停車ボタン及び強制チェックアウトボタンを表示させる指示の情報が外
部端末３１へ送信される。これら情報を受信して、外部端末３１は、外部端末側表示部３
４に、利用者の詳細な予約情報、利用中停車ボタン及び強制チェックアウトボタンを表示
する。
【００９４】
　続いて、ステップＳ２３６０へ進み、オペレータは、電話により利用者に対して利用中
停車であるか、強制チェックアウトであるかを確認する。そして、利用中停車が指定され
たときには（ステップＳ２３７０にて「ＹＥＳ」）、ステップＳ２３８０へ進み、オペレ
ータは、外部端末３１において利用中停車ボタンを操作する。これにより、外部端末３１
は、車両４の利用中停車処理することを指示する第１停車情報を、管理装置２へ送信する
。この後は、ステップＳ２４００へ進み、上記第１停車情報を受信した管理装置２は、車
両４の利用中停車を指示する第２停車情報を車両４の車載装置３へ送信する。
【００９５】
　続いて、ステップＳ２４１０へ進み、車両４の車載装置３は、上記第２停車情報を受信
して、利用中の途中停車処理を実行し、車両電源スイッチ２５をオフすることにより、車
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両４の利用中停車を完了する（尚、管理装置２への利用中停車の通知等も行う）。
【００９６】
　また、上記ステップＳ２３７０において、利用中停車でないことが指示されたとき、即
ち、車両４の強制チェックアウトが指示されたときには（「ＮＯ」）、ステップＳ２３９
０へ進み、オペレータは、外部端末３１において車両４の強制チェックアウトボタンを操
作する。これにより、外部端末３１は、車両４を強制的にチェックアウト処理することを
指示する第１チェックアウト情報を、管理装置２へ送信する。この後は、ステップＳ２４
２０へ進み、上記第１チェックアウト情報を受信した管理装置２は、車両４の強制チェッ
クアウトを指示する第２チェックアウト情報を車両４の車載装置３へ送信する。
【００９７】
　続いて、ステップＳ２４３０へ進み、車両４の車載装置３は、第２チェックアウト情報
を受信して、強制的にチェックアウト処理を実行し、車両電源スイッチ２５をオフするこ
とにより、車両４のチェックアウトを完了する（尚、管理装置２への強制チェックアウト
の通知等も行う）。
【００９８】
　尚、上述した以外の第２実施形態の構成は、第１実施形態の構成と同じ構成となってい
る。従って、第２実施形態においても、第１実施形態とほぼ同じ作用効果を得ることがで
きる。特に、第２実施形態では、利用者がオペレータに電話で車両４のチェックインを指
示すると、オペレータが、外部端末３１を用いて管理装置２へ車両４のチェックインを指
示する第１指示情報を送信することにより、上記第１指示情報を受信した管理装置２は、
車載装置３へ車両４のチェックインを指示する第２指示情報を送信し、上記第２指示情報
を受信した車載装置３は、車両４のチェックイン処理を実行して、車両電源スイッチ２５
をオンするように構成した。この構成によれば、利用者がＩＣカード６を忘れたり紛失し
たりした場合でも、利用者はオペレータを介して車両４のチェックインを行って車両４を
利用することができる。
【００９９】
　また、第２実施形態では、利用者がオペレータに電話で車両４のチェックアウトを指示
すると、オペレータが、外部端末３１を用いて管理装置２へ車両４のチェックアウトを指
示する第１チェックアウト情報を送信することにより、上記第１チェックアウト情報を受
信した管理装置２は、車載装置３へ車両４の強制チェックアウトを指示する第２チェック
アウト情報を送信し、上記第２チェックアウト情報を受信した車載装置３は、車両４のチ
ェックアウト処理を実行して、車両電源スイッチ２５をオフするように構成した。この構
成によれば、利用者がＩＣカード６を忘れたり紛失したりした場合でも、利用者はオペレ
ータを介して車両４のチェックアウトを行って車両４の利用を終了することができる。
【０１００】
　尚、上記第２実施形態においては、利用者がＩＣカード６を使用しないで車両４のチェ
ックイン処理またはチェックアウト処理を実行する場合に、利用者が管理センターのオペ
レータと電話しながら、オペレータを介在させてチェックイン処理またはチェックアウト
処理を実行するように構成したが、これに代えて、オペレータの介在を止めて、利用者が
外部端末３１を用いて車両４のチェックイン処理またはチェックアウト処理を管理装置２
に直接指示することにより、管理装置２によって車両の４のチェックイン処理またはチェ
ックアウト処理を実行するように構成しても良い。このようにオペレータの介在を止めた
構成においては、車両４のチェックイン処理またはチェックアウト処理を行うＩＣカード
６を不要にして、常時、外部端末３１を用いて車両４のチェックイン処理またはチェック
アウト処理を実行するように（即ち、ＩＣカード６の代わりに外部端末３１を用いるよう
に）構成しても良い。
【０１０１】
　また、上記各実施形態では、ユーザの識別ＩＤを有するもの（即ち、記憶媒体）として
例えばＩＣカード６を用いたが、これに限られるものではなく、非接触式ＩＣカードとし
ての機能を備えた携帯電話機やスマートフォンやその他の携帯機器を用いるように構成し
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【０１０２】
　また、上記各実施形態においては、車両４のチェックイン時またはチェックアウト時等
に、車両４の変速装置のシフトレバーをＰ位置にシフトさせるように構成したが、車両４
が例えば電気自動車（Ｐ位置が存在しないような構成の自動車）の場合には、シフトレバ
ーをＮ位置にシフトさせるように構成することが好ましい。
【０１０３】
　また、上記各実施形態においては、利用者の識別ＩＤの照合を車載装置３側で実行する
ように構成したが、これに限られるものではなく、利用者の識別ＩＤの照合を管理装置２
側で実行するように構成しても良い。この構成の場合、カード読み取り部１７により読み
取った識別ＩＤを管理装置２へ送信し、該識別ＩＤと、管理装置２にて管理される認証用
の情報とを管理装置２にて照合し、照合結果の情報を管理装置２から車載装置３へ送信す
るように構成することが好ましい。
【０１０４】
　また、上記各実施形態においては、車両４のチェックアウト時及び車両４の途中停車時
に、車両４の位置がステーションのジオフェンス内であるか否かを確認するように構成し
たが、車両４のチェックイン時（車両４を走行可能にする処理の実行時）や車両４の強制
チェックイン時等にも、車両４の位置がステーションのジオフェンス内であるか否かを確
認するように構成することが好ましい。このように構成する場合、車両４の位置がステー
ションのジオフェンス内でなかったときには、車両４のチェックインを中止して、チェッ
クインができないことや、係員に連絡すること等を利用者に報知（音声出力）するように
構成することが好ましい。
【符号の説明】
【０１０５】
　図面中、１はカーシェアリングシステム、２は管理装置、３は車載装置、４は車両、５
はユーザ端末、６はＩＣカード、９は車両管理部、１０はステーション位置情報管理部、
１１は予約管理部、１２は予約画面生成部、１３は利用者情報管理部、１４は車載機電源
部、１５は位置情報取得部（位置検知部）、１６は通信部、１７は利用者確認部（カード
読み取り部）、１８は車両通信部、１９は制御部（スイッチ制御部）、２０は記憶部、２
２は車両電源ＥＣＵ、２３は車両側ＥＣＵ、２５は車両電源スイッチ、３１は外部端末、
３２は外部端末通信部、３３は外部端末側送受信部、３４は外部端末側表示部、３５は操
作部、３６は外部端末側制御部、３７は強制チェックインボタンである。
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