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(57)【要約】
【課題】ユーザのプライバシーを考慮しつつ、荷物の配
達先としてユーザが利用する車両等の内部を指定可能な
配送サービスを成立させることが可能な配達支援装置等
を提供する。
【解決手段】荷物の配達先としてユーザが利用する車両
の車室内を指定可能な配達サービスの運用を支援する配
達支援装置であって、車両の位置情報、及び、配達サー
ビスにおける荷物の工程進捗状況の少なくとも一方に基
づき、配送事業者への車両に関する情報の提供の有無及
び提供される情報の限定度の少なくとも一方を含む提供
態様、及び、配送事業者とユーザとの間の連絡の可否及
び連絡手段の少なくとも一方を含む連絡態様の少なくと
も一方を決定する決定部と、決定された提供態様に応じ
て、配送事業者に、車両に関する情報を提供すること、
及び、決定された連絡態様に応じて、配送事業者とユー
ザとの間の連絡を仲介することの少なくとも一方を行う
支援部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　荷物の配達先としてユーザが利用する車両の車室内を指定可能な配達サービスの運用を
支援する配達支援装置であって、
　前記車両の位置情報、及び、前記配達サービスにおける前記荷物の工程進捗状況の少な
くとも一方に基づき、前記配達サービスを運用する事業者への前記車両に関する情報の提
供の有無及び提供される情報の限定度の少なくとも一方を含む提供態様、及び、前記事業
者と前記ユーザとの間の連絡の可否及び連絡手段の少なくとも一方を含む連絡態様の少な
くとも一方を決定する決定部と、
　前記決定部により決定された提供態様に応じて、前記事業者に、前記車両に関する情報
を提供すること、及び、前記決定部により決定された連絡態様に応じて、前記事業者と前
記ユーザとの間の連絡を仲介することの少なくとも一方を行う支援部と、を備える、
　配達支援装置。
【請求項２】
　前記決定部は、前記車両が停車している場合に、前記支援部が前記車両の位置情報を前
記事業者に提供することを決定する、
　請求項２に記載の配達支援装置。
【請求項３】
　前記車両が移動している場合に、前記車両が移動中である旨の通知を前記事業者に対応
する所定の外部装置に送信する送信部を更に備える、
　請求項２に記載の配達支援装置。
【請求項４】
　前記送信部は、前記車両が移動している場合に、前記車両が最後に停車していた場所の
位置情報を前記外部装置に送信する、
　請求項３に記載の配達支援装置。
【請求項５】
　前記送信部は、前記車両が移動している場合に、前記車両が前記ユーザにより予め指定
された指定位置に近づいているか否かに関する情報を前記外部装置に送信する、
　請求項３又は４に記載の配達支援装置。
【請求項６】
　前記送信部は、前記車両が移動している場合、前記車両が前記指定位置に近づいている
ときに、前記指定位置への到着予定時刻を前記外部装置に送信する、
　請求項５に記載の配達支援装置。
【請求項７】
　前記送信部は、前記車両が移動している場合、前記車両が前記指定位置から離れていっ
ているときに、前記荷物の配達指定時間帯の間で、前記車両が前記指定位置に戻れる場所
にあるか否かに関する情報を前記外部装置に送信する、
　請求項５又は６に記載の配達支援装置。
【請求項８】
　前記送信部は、前記車両が移動している場合、前記車両が前記配達サービスの配達可能
エリア内にあるか否かに関する情報を前記外部装置に送信する、
　請求項３乃至７の何れか一項に記載の配達支援装置。
【請求項９】
　荷物の配達先としてユーザが利用する車両、建物、又は、施設の内部を指定可能な配達
サービスの運用を支援する配達支援装置であって、
　前記配達サービスにおける前記荷物の工程進捗状況に基づき、前記配達サービスを運用
する事業者への前記車両、前記建物、又は、前記施設に関する情報の提供の有無及び提供
される情報の限定度の少なくとも一方を含む提供態様、及び、前記事業者と前記ユーザと
の間の連絡の可否及び連絡手段の少なくとも一方を含む連絡態様の少なくとも一方を決定
する決定部と、
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　前記決定部により決定された提供態様に応じて、前記事業者に、前記車両、前記建物、
又は、前記施設に関する情報を提供すること、及び、前記決定部により決定された提供態
様に応じて、前記事業者と前記ユーザとの間の連絡を仲介することの少なくとも一方を行
う支援部と、を備える、
　配達支援装置。
【請求項１０】
　前記決定部は、前記荷物が営業所に集荷されてから配達されるまでの間の工程にある場
合に、前記支援部により前記車両、前記建物、又は、前記施設に関する情報を前記事業者
に提供すること、及び、前記事業者と前記ユーザとの間の連絡ができるようにすることの
少なくとも一方を決定する、
　請求項９に記載の配達支援装置。
【請求項１１】
　前記支援部による前記事業者と前記ユーザとの間の連絡を仲介する機能は、前記配達サ
ービスに対して専用で設けられる、
　請求項１０に記載の配達支援装置。
【請求項１２】
　前記支援部は、前記事業者に対応する端末、及び、前記ユーザに対応する端末のそれぞ
れにインストールされた、前記配達サービスに対して専用で設けられるアプリケーション
プログラムを利用して、前記事業者と前記ユーザとの間の連絡を仲介する、
　請求項１１に記載の配達支援装置。
【請求項１３】
　前記支援部は、前記配達サービスに対して専用で設けられるソーシャルネットワーキン
グサービスの前記ユーザのアカウントを前記事業者に提供する、又は、前記ユーザのアカ
ウントと前記事業者のアカウントをリンクさせることにより、前記事業者と前記ユーザと
の間の連絡を仲介する、
　請求項１１又は１２に記載の配達支援装置。
【請求項１４】
　前記決定部は、前記荷物の配達が完了した後の期間について、前記事業者から前記ユー
ザへの連絡ができないようにすることを決定する一方、前記ユーザから前記事業者への連
絡ができるようにすることを決定する、
　請求項１０乃至１３の何れか一項に記載の配達支援装置。
【請求項１５】
　荷物の配達先としてユーザが利用する車両、建物、又は、施設の内部を指定可能な配達
サービスの運用を支援する配達支援装置が実行する配達支援方法であって、
　前記配達サービスにおける前記荷物の工程進捗状況に基づき、前記配達サービスを運用
する事業者への前記車両、前記建物、又は、前記施設に関する情報の提供の有無及び提供
される情報の限定度の少なくとも一方を含む提供態様、及び、前記事業者と前記ユーザと
の間の連絡の可否及び連絡手段の少なくとも一方を含む連絡態様の少なくとも一方を決定
する決定ステップと、
　前記決定ステップにより決定された提供態様に応じて、前記事業者に、前記車両、前記
建物、又は、前記施設に関する情報を提供すること、及び、前記決定ステップにより決定
された連絡態様に応じて、前記事業者と前記ユーザとの間の連絡を仲介することの少なく
とも一方を行う支援ステップと、を含む、
　配達支援方法。
【請求項１６】
　荷物の配達先としてユーザが利用する車両の車室内を指定可能な配達サービスの運用を
支援する配達支援装置が実行する配達支援方法であって、
　前記車両の位置情報、及び、前記配達サービスにおける前記荷物の工程進捗状況の少な
くとも一方に基づき、前記配達サービスを運用する事業者への前記車両に関する情報の提
供の有無及び提供される情報の限定度の少なくとも一方を含む提供態様、及び、前記事業
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者と前記ユーザとの間の連絡の可否及び連絡手段の少なくとも一方を含む連絡態様の少な
くとも一方を決定する決定ステップと、
　前記決定ステップにより決定された提供態様に応じて、前記事業者に、前記車両に関す
る情報を提供すること、及び、前記決定ステップにより決定された連絡態様に応じて、前
記事業者と前記ユーザとの間の連絡を仲介することの少なくとも一方を行う支援ステップ
と、を含む、
　配達支援方法。
【請求項１７】
　配達支援装置に、請求項１５又は１６に記載の配達支援方法を実行させる、
　配達支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配達支援装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、トランク等の車両の車室内を荷物の配達先として利用するための仕組みが開示
されている（特許文献１等参照）。
【０００３】
　具体的には、配達員の所持する端末から車両に向けて所定の送信信号が送信されること
により、送信信号に含まれる認証情報（鍵情報）に基づく認証が車両側で成功すると、車
両のトランクが解錠され、配達員は、トランクに荷物を収容させる。これにより、配送事
業者は、車両のトランク等の車室内を配達先として指定可能な配送サービス（以下、「車
室内配送サービス」と称する）を顧客に対して提供することができる。また、同様に、例
えば、配送事業者は、自宅や貸別荘等のユーザが利用する施解錠可能な建物や施設等の内
部を配達先として指定可能な配送サービス（以下、「宅内等配送サービス」と称する）の
顧客への提供も可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２０６２２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述のような配送サービスを円滑に運用させるため、配達先に対応する車両、建物、或
いは、施設等（以下、便宜的に「車両等」と称する）に関する情報が事前に配送事業者に
提供される場合がありうる。例えば、配達先として、車両のトランク等の車室内が指定さ
れた場合、車両は移動体であるため、車両の位置情報等が配送事業者に提供される場合も
ありうる。また、例えば、配達先として、自宅等の建物や会議室などの施設の内部が指定
された場合、配達場所を特定するための建物或いは施設の構造や外観の特徴に関する情報
や建物或いは施設の近隣に関する情報等が配送事業者に提供される場合もありうる。
【０００６】
　しかしながら、その要否に関わらず、車両等やユーザに関連する各種情報が配送事業者
の手に渡ってしまうと、ユーザのプライバシーの観点で懸念が生じる可能性がある。例え
ば、配達への要否に関わらず、ユーザが利用する車両に関する情報の提供を配送事業者が
受けることができる場合、ユーザの車両の利用状況等を配送事業者が常時把握できてしま
う可能性があり、ユーザのプライバシーの観点で懸念が生じる可能性がある。また、例え
ば、配達の要否に関わらず、ユーザが利用する建物や施設に関する情報の提供を配送事業
者が受けることができる場合、配達員とは関係のない第三者によりユーザが利用する建物
や施設に関する情報を目にする機会を与えることになり、ユーザのプライバシー等の観点
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で懸念が生じる可能性がある。また、例えば、配達の要否に関わらず、ユーザの連絡先の
情報が配送事業者の手に渡ると、配達と関係なく、ユーザとの連絡が可能となり、プライ
バシーの点で懸念が生じる可能性ある。
【０００７】
　そこで、上記課題に鑑み、ユーザのプライバシーを考慮しつつ、荷物の配達先としてユ
ーザが利用する車両等の内部を指定可能な配送サービスを成立させることが可能な配達支
援装置等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】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の一実施形態では、
　荷物の配達先としてユーザが利用する車両の車室内を指定可能な配達サービスの運用を
支援する配達支援装置であって、
　前記車両の位置情報、及び、前記配達サービスにおける前記荷物の工程進捗状況の少な
くとも一方に基づき、前記配達サービスを運用する事業者への前記車両に関する情報の提
供の有無及び提供される情報の限定度の少なくとも一方を含む提供態様、及び、前記事業
者と前記ユーザとの間の連絡の可否及び連絡手段の少なくとも一方を含む連絡態様の少な
くとも一方を決定する決定部と、
　前記決定部により決定された提供態様に応じて、前記事業者に、前記車両に関する情報
を提供すること、及び、前記決定部により決定された連絡態様に応じて、前記事業者と前
記ユーザとの間の連絡を仲介することの少なくとも一方を行う支援部と、を備える、
　配達支援装置が提供される。
【０００９】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、車両の位置情報や荷物の工程進捗状況に基づき
、車両等に関する情報の提供や依頼主であるユーザとの連絡の要否を判断できる。例えば
、配達支援装置は、車両が移動中であれば、配達先としての当該車両に荷物を配達すべき
か確定することができない。そのため、このような状況において、配達支援装置は、車両
の位置情報に基づき、配送事業者にとって、車両に関する情報の提供は必要ないと判断で
きる。また、例えば、配達支援装置は、車両がユーザにより指定された指定位置にある場
合、配達員は、指定位置に向かえばよいため、わざわざ、ユーザとの連絡が必要ないと判
断できる。そのため、このような状況において、配達支援装置は、車両の位置情報に基づ
き、配送事業者にとって、ユーザとの連絡が必要ないと判断できる。また、例えば、荷物
の配達依頼はされたものの、荷物が営業所に持ち込まれてなかったり、荷物が営業所に集
荷されていなかったりする状況がありうる。そのため、このような状況において、配達支
援装置は、配達サービスにおける当該荷物の工程進捗状況に基づき、配送事業者にとって
、車両等に関する情報やユーザとの連絡が必要ないと判断できる。よって、配達支援装置
は、配送事業者にとっての車両等に関する情報やユーザとの連絡の要否に応じて、車両等
に関する情報の提供態様を異ならせたり、配送事業者とユーザとの間の連絡態様を異なら
せたりすることができる。そのため、配達支援装置は、配送事業者に必要な車両等に関す
る情報を提供したり、ユーザとの間での必要な連絡を仲介したりすることができると共に
、不要な場合に、車両等に関する情報が何の限定もなく配送事業者に提供されたり、配送
事業者がユーザと汎用的な手段（例えば、電話等）で連絡ができたりするような事態を抑
制できる。従って、配達支援装置は、ユーザのプライバシーに考慮しつつ、荷物の配達先
としてユーザが利用する車両等の内部を指定可能な配送サービスを成立させることができ
る。
【００１０】
　また、上述した実施形態において、
　前記決定部は、前記車両が停車している場合に、前記支援部が前記車両の位置情報を前
記事業者に提供することを決定してもよい。
【００１１】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、車室内配送サービスにおいて、車両が停車して
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いる場合にだけ、配送事業者に配達先として指定される車両の位置情報を提供することが
できる。つまり、配達支援装置は、車両が移動している場合に、限定された車両の位置情
報を提供したり、車両の位置情報自体を提供しないようにしたりすることができる。従っ
て、配達支援装置は、具体的に、ユーザのプライバシーに考慮しつつ、荷物の配達先とし
てユーザが利用する車両等の内部を指定可能な配送サービスを成立させることができる。
【００１２】
　また、上述した実施形態において、
　前記車両が移動している場合に、前記車両が移動中である旨の通知を前記事業者に対応
する所定の外部装置に送信する送信部を更に備えてもよい。
【００１３】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、車両の位置情報等を配送事業者に提供すること
ができない状況で、配送事業者に対して、車両が移動中であるために、情報提供が受けら
れない旨を認識させることができる。
【００１４】
　また、上述した実施形態において、
　前記送信部は、前記車両が移動している場合に、前記車両が最後に停車していた場所の
位置情報を前記外部装置に送信してもよい。
【００１５】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、車両の位置情報等を配送事業者に提供すること
ができない状況で、配送事業者に対して、どこを起点として移動しているかを認識させる
ことができる。
【００１６】
　また、上述した実施形態において、
　前記送信部は、前記車両が移動している場合に、前記車両が前記ユーザにより予め指定
された指定位置に近づいているか否かに関する情報を前記外部装置に送信してもよい。
【００１７】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、車両の位置情報等を配送事業者に提供すること
ができない状況で、配送事業者に対して、車両が指定位置に近づいているか否かを認識さ
せることができる。そのため、配送事業者は、例えば、車両が指定位置に近づいているの
であれば、指定位置で駐車される可能性があるため、配達順番を変更する等により、当該
車両を配達先として確定させることが可能である。従って、配達支援装置は、配送事業者
における配達作業の効率化を図ることができる。
【００１８】
　また、上述した実施形態において、
　前記送信部は、前記車両が移動している場合、前記車両が前記指定位置に近づいている
ときに、前記指定位置への到着予定時刻を前記外部装置に送信してもよい。
【００１９】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、車両が指定位置に近づきがら移動している状況
で、配送事業者に対して、当該車両の指定位置への到着予定時刻を認識させることができ
る。そのため、配送事業者は、例えば、車両の到着予定時刻に合わせて、配達順番等を変
更することができる。従って、配達支援装置は、配送事業者における配達作業の更なる効
率化を図ることができる。
【００２０】
　また、上述した実施形態において、
　前記送信部は、前記車両が移動している場合、前記車両が前記指定位置から離れていっ
ているときに、前記荷物の配達指定時間帯の間で、前記車両が前記指定位置に戻れる場所
にあるか否かに関する情報を前記外部装置に送信してもよい。
【００２１】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、車両が指定位置から離れながら移動している状
況で、配送事業者に対して、当該車両が指定位置に配達指定時間帯の間で戻れる場所にあ
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るか否かを認識させることができる。そのため、配送事業者は、例えば、配達指定時間帯
で戻って来られない場所まで移動している場合に、当該車両を配達先として除外し、再配
達にする等の判断を行うことができる。従って、配達支援装置は、配送事業者における配
達作業の更なる効率化を図ることができる。
【００２２】
　また、上述した実施形態において、
　前記送信部は、前記車両が移動している場合、前記車両が前記配達サービスの配達可能
エリア内にあるか否かに関する情報を前記外部装置に送信してもよい。
【００２３】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、車両が移動している状況で、配達事業者に対し
て、当該車両が配達可能エリア内にあるか否かを認識させることができる。そのため、配
送事業者は、例えば、当該車両が配達可能エリア外に出ているのであれば、当該車両を配
達先として除外し、再配達にする等の判断を行うことができる。従って、配達支援装置は
、配送事業者における配送作業の更なる効率化を図ることができる。
【００２４】
　また、本発明の他の実施形態では、荷物の配達先としてユーザが利用する車両、建物、
又は、施設の内部を指定可能な配達サービスの運用を支援する配達支援装置であって、
　前記配達サービスにおける前記荷物の工程進捗状況に基づき、前記配達サービスを運用
する事業者への前記車両、前記建物、又は、前記施設に関する情報の提供の有無及び提供
される情報の限定度の少なくとも一方を含む提供態様、及び、前記事業者と前記ユーザと
の間の連絡の可否及び連絡手段の少なくとも一方を含む連絡態様の少なくとも一方を決定
する決定部と、
　前記決定部により決定された提供態様に応じて、前記事業者に、前記車両、前記建物、
又は、前記施設に関する情報を提供すること、及び、前記決定部により決定された提供態
様に応じて、前記事業者と前記ユーザとの間の連絡を仲介することの少なくとも一方を行
う支援部と、を備える、
　配達支援装置が提供される。
【００２５】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、荷物の工程進捗状況に基づき、車両等に関する
情報の提供や依頼主であるユーザとの連絡の要否等を判断できる。例えば、荷物の配達依
頼はされたものの、荷物が営業所に持ち込まれてなかったり、荷物が営業所に集荷されて
いなかったりする状況がありうる。そのため、このような状況において、配達支援装置は
、配達サービスにおける当該荷物の工程進捗状況に基づき、配送事業者にとって、車両等
に関する情報やユーザとの連絡が必要ないと判断できる。よって、配達支援装置は、配送
事業者にとっての車両等に関する情報やユーザとの連絡の要否に応じて、車両等に関する
情報を提供態様を異ならせたり、配送事業者とユーザとの間の連絡態様を異ならせたりす
ることできる。そのため、配達支援装置は、配送事業者に必要な車両等に関する情報を提
供したり、ユーザとの間での必要な連絡を仲介したりすることができると共に、不要な場
合に、車両等に関する情報が何の限定もなく配送事業者に提供されたり、配送事業者がユ
ーザと汎用的な手段（例えば、電話等）で連絡できたりするような事態を抑制できる。従
って、配達支援装置は、ユーザのプライバシーに考慮しつつ、荷物の配達先としてユーザ
が利用する車両等の内部を指定可能な配送サービスを成立させることができる。
【００２６】
　また、上述した実施形態において、
　前記決定部は、前記荷物が営業所に集荷されてから配達されるまでの間の工程にある場
合に、前記支援部により前記車両、前記建物、又は、前記施設に関する情報を前記事業者
に提供すること、及び、前記事業者と前記ユーザとの間の連絡ができるようにすることの
少なくとも一方を決定してもよい。
【００２７】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、具体的に、配送事業者にとって、車両等に関す



(8) JP 2019-95867 A 2019.6.20

10

20

30

40

50

る情報やユーザとの連絡が必要になるタイミング、つまり、荷物が営業所に集荷されてか
ら配達されるまでの間の工程にある状況に限定して、配送事業者に車両等に関する情報を
提供したり、配送事業者とユーザとの間の連絡ができるようにしたりすることができる。
従って、配達支援装置は、具体的に、ユーザのプライバシーに考慮しつつ、荷物の配達先
としてユーザが利用する車両等の内部を指定可能な配送サービスを成立させることができ
る。
【００２８】
　また、上述した実施形態において、
　前記支援部による前記事業者と前記ユーザとの間の連絡を仲介する機能は、前記配達サ
ービスに対して専用で設けられてもよい。
【００２９】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、例えば、ユーザの電話番号、メールアドレス、
汎用のＳＮＳ（Social Networking Service）のアカウント等のプライバシーに関わる情
報を配送事業者に開示することなく、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介できる。従
って、配達支援装置は、ユーザのプライバシーを更に考慮しつつ、配送事業者とユーザと
の間の連絡を仲介することができる。
【００３０】
　また、上述した実施形態において、
　前記支援部は、前記事業者に対応する端末、及び、前記ユーザに対応する端末のそれぞ
れにインストールされた、前記配達サービスに対して専用で設けられるアプリケーション
プログラムを利用して、前記事業者と前記ユーザとの間の連絡を仲介してもよい。
【００３１】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、配送事業者及びユーザの双方の端末にインスト
ールされる専用アプリを利用して、例えば、専用アプリ内のメッセージ機能等により、配
送事業者とユーザとの間の連絡を仲介することができる。従って、配達支援装置は、具体
的に、ユーザのプライバシーを更に考慮しつつ、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介
することができる。
【００３２】
　また、上述した実施形態において、
　前記支援部は、前記配達サービスに対して専用で設けられるソーシャルネットワーキン
グサービスの前記ユーザのアカウントを前記事業者に提供する、又は、前記ユーザのアカ
ウントと前記事業者のアカウントをリンクさせることにより、前記事業者と前記ユーザと
の間の連絡を仲介してもよい。
【００３３】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、当該配送サービスに専用で提供されるＳＮＳを
通じて、ユーザの汎用のＳＮＳのアカウント等のユーザのプライバシーに関わる情報を配
送事業者に開示することなく、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介できる。従って、
配達支援装置は、具体的に、ユーザのプライバシーを更に考慮しつつ、配送事業者とユー
ザとの間の連絡を仲介することができる。
【００３４】
　また、上述した実施形態において、
　前記決定部は、前記荷物の配達が完了した後の期間について、前記事業者から前記ユー
ザへの連絡ができないようにすることを決定する一方、前記ユーザから前記事業者への連
絡ができるようにすることを決定してもよい。
【００３５】
　本実施形態によれば、配達支援装置は、配達完了後に、配送事業者からユーザへの連絡
を禁止するため、ユーザのプライバシーを保護することができる。一方、配達支援装置は
、配達完了後であっても、ユーザから配送事業者への連絡を許可するため、例えば、配達
物に関する問い合わせ等を行いたい場合に、ユーザに対して、当該連絡機能により簡易に
配送事業者への連絡を行わせることができる。従って、配達支援装置は、ユーザのプライ
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バシーに配慮しつつ、ユーザの利便性を向上させることができる。
【００３６】
　また、本発明の他の実施形態は、配達支援方法及び配達支援プログラムにより実現され
うる。
【発明の効果】
【００３７】
　上述の実施形態によれば、ユーザのプライバシーを考慮しつつ、荷物の配達先としてユ
ーザが利用する車両等の内部を指定可能な配送サービスを成立させることが可能な配達支
援装置等を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】認証キー管理システムの全体構成の一例を示す図である。
【図２】認証キー管理システムにおける車両の施解錠に関する構成の一例を中心に示す図
である。
【図３】認証キー管理システムにおけるキーシェアサービスに関する構成の一例を中心に
示す図である。
【図４】認証キー管理システムにおけるトランク配送サービスに関する構成の一例を中心
に示す図である。
【図５】認証キー管理システムにおけるＣ２Ｃカーシェアサービスに関する構成の一例を
中心に示す図である。
【図６】認証キー管理システムにおけるＢ２Ｃカーシェアサービスに関する構成の一例を
中心に示す図である。
【図７】センタサーバによる車両関連情報提供処理の一例を概略的に示すフローチャート
である。
【図８】センタサーバによる車両関連情報提供処理の他の例を概略的に示すフローチャー
トである。
【図９】センタサーバによる連絡仲介処理の一例を概略的に示すフローチャートである。
【図１０】センタサーバによる連絡仲介処理の他の例を概略的に示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。
【００４０】
　［鍵情報管理システムの全体構成］
　図１は、本実施形態に係る鍵情報管理システムの全体構成の一例を示す図である。
【００４１】
　認証キー管理システム１は、車両１０と、携帯端末２０と、センタサーバ３０と、サー
ビス管理サーバ４０を含む。
【００４２】
　車両１０は、所定の通信規格に従い、携帯端末２０と比較的近距離（車室内と車室外と
の間で通信可能な程度の距離）での無線通信（以下、「近接通信」と称する）を行うこと
ができる。車両１０は、携帯端末２０からの送信信号（後述する認証要求、施錠要求、及
び、解錠要求）に基づき、ドアの施解錠及びその起動（イグニッションオン）が行われる
対象である。車両１０のドアには、乗降用のドアだけでなく、トランク（荷室）にアクセ
スする荷物用のドア（例えば、トランクリッド、バックドア等）が含まれうる。また、車
両１０のイグニッションオン（ＩＧ－ＯＮ）には、エンジンを主動力源とする車両１０に
おけるエンジンの始動の他、電動モータを主動力源とする車両１０における電動モータへ
の電源ＯＮが含まれうる。以下、本実施形態では、車両１０は、後述するエンジン１１７
を主動力源とし、車両１０の起動（ＩＧ－ＯＮ）は、エンジン１１７の始動に対応し、車
両１０の停止（ＩＧ－ＯＦＦ）は、エンジン１１７の停止に対応する前提で説明を進める
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。
【００４３】
　また、車両１０は、所定の通信ネットワーク（例えば、多数の基地局を末端とする携帯
電話網やインターネット網等）を通じて、センタサーバ３０と通信可能に接続される。車
両１０は、後述の如く、センタサーバ３０に位置情報を送信する。
【００４４】
　車両１０は、個人所有の車両１０Ａと、Ｂ２Ｃ（Business to Consumer）カーシェアサ
ービスの提供事業者が所有する車両１０Ｂを含む。
【００４５】
　携帯端末２０は、所定の通信ネットワーク（例えば、多数の基地局を末端とする携帯電
話網やインターネット網等）を通じて、センタサーバ３０と通信可能に接続される。携帯
端末２０は、センタサーバ３０から配信される認証用鍵情報（鍵情報の一例。以下、「認
証キー」と称する）を取得すると共に、ユーザによる所定操作に応じて、取得した認証キ
ーを比較的近距離の無線通信で車両１０に送信することにより、車両１０を解錠したり、
施錠したりすることができる。携帯端末２０は、例えば、汎用の携帯電話、スマートフォ
ン、タブレット端末であってよく、後述の如く、内蔵の処理装置２３にインストールされ
る所定のアプリケーションプログラム（以下、「キーアプリ」と称する）を起動させるこ
とにより上述した機能が実現されてよい。また、携帯端末２０は、センタサーバ３０から
認証キーを取得し、取得した認証キーを用いて、車両１０のドアの解錠及び車両１０の起
動に特化した携帯型の専用端末であってもよい。携帯端末２０は、車両１０Ａに対応する
携帯端末２０Ａａ～２０Ａｄと、車両１０Ｂに対応する携帯端末２０Ｂを含む。
【００４６】
　携帯端末２０Ａａは、車両１０Ａの常用的なユーザ（以下、「常用ユーザ」と称する）
のうちの所有者（オーナユーザ）が所持する携帯端末である。また、携帯端末２０Ａａは
、携帯端末２０Ａｂと比較的近距離の無線通信で双方向に通信可能であってもよい。
【００４７】
　携帯端末２０Ａｂは、車両１０Ａのオーナユーザ以外の常用ユーザ（例えば、オーナユ
ーザの家族やオーナユーザの親しい友人等を含む。以下、「子ユーザ」と称する）が所持
する携帯端末である。
【００４８】
　尚、子ユーザには、車両１０Ａを運転しない、或いは、運転することができないユーザ
（例えば、オーナユーザの１８歳未満の子供等）が含まれてよい。例えば、後述するトラ
ンク配送サービスだけを利用する場合、常用ユーザは、車両１０Ａを運転する必要が無い
からである。
【００４９】
　携帯端末２０Ａｃは、後述するトランク配送サービスを提供する事業者（以下、単に「
配送事業者」と称する）の配達員が所持する。携帯端末２０Ａｃは、所定の通信ネットワ
ーク（例えば、多数の基地局を末端とする携帯電話網やインターネット網等）を通じて、
センタサーバ３０及び後述する配送管理サーバ５０と通信可能に接続される。
【００５０】
　携帯端末２０Ａｄは、後述するＣ２Ｃカーシェアサービスにおける車両１０Ａの借主が
所持する携帯端末である。携帯端末２０Ａｄは、所定の通信ネットワーク（例えば、多数
の基地局を末端とする携帯電話網やインターネット網等）を通じて、センタサーバ３０及
び後述するＣ２Ｃカーシェア管理サーバ７０と通信可能に接続される。
【００５１】
　携帯端末２０Ｂは、後述するＢ２Ｃカーシェアサービスにおける車両１０Ｂの借主が所
持する携帯端末である。携帯端末２０Ｂは、所定の通信ネットワーク（例えば、多数の基
地局を末端とする携帯電話網やインターネット網等）を通じて、センタサーバ３０及び後
述するＢ２Ｃカーシェア管理サーバ８０と通信可能に接続される。
【００５２】
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　センタサーバ３０は、車両１０、携帯端末２０、及び、サービス管理サーバ４０と通信
可能に接続される。
【００５３】
　センタサーバ３０は、車両１０の認証キーの発行を管理する。例えば、センタサーバ３
０は、所定の条件に応じて、認証キーを発行し、携帯端末２０に配信する。
【００５４】
　また、センタサーバ３０は、車両１０からその位置情報を取得する。これにより、セン
タサーバ３０は、車両１０の位置を把握することができる。
【００５５】
　また、センタサーバ３０は、車両１０Ａのオーナユーザを含む複数の常用ユーザの間で
、車両１０Ａを共用するカーシェアリングサービスを運用する。具体的には、センタサー
バ３０は、車両１０Ａの認証キーを、オーナユーザを含む予め登録された複数人の常用ユ
ーザのそれぞれが自己の携帯端末２０（携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂ）に取得可能な認証
キーのシェアリングサービス（キーシェアサービス）を運用する。
【００５６】
　また、センタサーバ３０は、車両１０Ａを利用するサービス（キーシェアサービス、ト
ランク配送サービス、Ｃ２Ｃカーシェアサービス等）を車両１０Ａの常用ユーザが利用す
るための登録処理（利用登録処理）を行う。具体的には、センタサーバ３０は、車両１０
Ａの常用ユーザが車両１０Ａを利用したサービスを利用するために、後述するキーシェア
管理部３２０７やサービス管理サーバ４０が、後述する認証キー手配要求を送信すること
により、所定の携帯端末２０に認証キーを配信させる権限（以下、「認証キー手配権限」
と称する）を登録する。
【００５７】
　また、センタサーバ３０は、後述するトランク配送サービス、Ｃ２Ｃカーシェアサービ
ス等による複数のサービス（即ち、複数の事業者）に亘る車両１０Ａの利用状況を管理す
る。
【００５８】
　サービス管理サーバ４０は、車両１０を利用して提供される各種サービスを運用管理す
る。サービス管理サーバ４０は、トランク配送サービスに対応する配送管理サーバ５０及
びＥＣ（Electronic Commerce）サーバ６０と、Ｃ２Ｃカーシェアサービスに対応するＣ
２Ｃカーシェア管理サーバ７０と、Ｂ２Ｃカーシェアサービスに対応するＢ２Ｃカーシェ
ア管理サーバ８０を含む。
【００５９】
　尚、トランク配送サービスには、後述するＥＣサイトで発注された商品を配送対象とす
る配送サービスと、ＥＣサイトで発注された商品以外を配送対象とする配送サービスが含
まれうる。後者のトランク配送サービスは、例えば、配送管理サーバ５０から車両１０Ａ
の常用ユーザに対して、電子メールやＳＮＳ（Social Networking Service）のアカウン
トや携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂで起動される特定のアプリケーションプログラムを通じ
て、自宅宛ての荷物が配送予定である旨の通知があった場合に、常用ユーザが配送先を車
両１０Ａのトランクに変更することができるサービスである。以下、本実施形態では、前
者のトランク配送サービスを中心に説明を行うが、後述するトランク配送サービスに関連
する各構成の動作は、適宜、後者のトランク配送サービスにおける各構成の動作に援用可
能である。
【００６０】
　配送管理サーバ５０は、所定の通信ネットワークを通じて、携帯端末２０Ａｃ及びセン
タサーバ３０と通信可能に接続され、荷物の受付から車両１０Ａのトランクに荷物を配送
するまでのトランク配送サービスに関連する物流システムの運用管理を行う。
【００６１】
　尚、配送管理サーバ５０を運営する配送事業者は、車両１０Ａのトランクに代えて、或
いは、加えて、車両１０Ａのトランク以外の車室内を配達先として指定可能な配送サービ
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スを車両１０Ａの常用ユーザに提供してもよい。つまり、当該配送事業者は、車両１０Ａ
のトランクを含む車室内（つまり、車両１０Ａの内部）を配達先として指定可能な車室内
配送サービスを車両１０Ａの常用ユーザに提供してもよい。また、配送管理サーバ５０を
運営する配送事業者は、車室内配送サービスだけでなく、トランクを含む車室内を荷物の
集荷元として指定可能な集荷サービス（以下、「車室内集荷サービス」と称する）を車両
１０Ａの常用ユーザに提供してもよい。つまり、配送管理サーバ５０は、車室内配送サー
ビスに代えて、或いは、加えて、車室内集荷サービスの運用管理を行ってもよい。この場
合、集荷対象の荷物は、ＥＣサーバ６０に対応するＥＣサイトの運営事業者（或いはＥＣ
サイトの出店店舗）に返品される商品（即ち、ＥＣサイトで購入された商品）であっても
よいし、ＥＣサイトと関係ない配達用の荷物であってもよい。また、車室内集荷サービス
は、顧客から商品を一時的に預かる形態のサービスを提供する事業者（例えば、クリーニ
ング等の事業者）が車両１０Ａの常用ユーザから荷物を預かる際の集荷サービスとして実
現されてもよい。この場合、クリーニング事業者等によって、配送管理サーバ５０と同様
、サービス管理サーバ４０に含まれうる、車室内集荷サービスを運営管理する集荷管理サ
ーバが設けられてよい。つまり、配送管理サーバ５０に代えて、或いは、加えて、当該集
荷管理サーバが設けられてよい。また、顧客から所定の物品（廃品や買い取りを希望する
古本等の物品）を回収する形態のサービスを提供する事業者（例えば、廃品回収事業者や
古物買い取り事業者等）によって、車両１０Ａの車室内を回収対象の物品の回収元として
指定可能な回収サービス（以下「車室内回収サービス」と称する）が車両１０Ａの常用ユ
ーザに提供されてもよい。この場合、廃品回収事業者等によって、配送管理サーバ５０と
同様、サービス管理サーバ４０に含まれうる、トランク回収サービスを運営管理する回収
管理サーバが設けられてよい。つまり、配送管理サーバ５０に代えて、或いは、加えて、
当該回収管理サーバが設けられてよい。
【００６２】
　ＥＣサーバ６０は、所定の通信ネットワークを通じて、センタサーバ３０及び配送管理
サーバ５０と通信可能に接続され、商品やサービスを販売する所定のウェブサイト（ＥＣ
サイト）を運用する。具体的には、ＥＣサーバ６０は、予め登録された車両１０Ａの常用
ユーザ及び配送事業者（配送管理サーバ５０に対応する配送事業者）を対象として、ＥＣ
サイトの注文画面に、配送先の選択肢として車両１０Ａのトランクを表示させる。これに
より、車両１０Ａの常用ユーザは、自身が自宅に不在の場合であっても、購入した商品を
、車両１０Ａのトランクに配送してもらうことができる。
【００６３】
　Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０は、携帯端末２０Ａｄ及びセンタサーバ３０と通信可
能に接続され、個人間での車両１０Ａの貸し借りを支援するＣ２Ｃカーシェアサービスの
運用管理を行う。例えば、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０は、オーナユーザによる車両
１０Ａの貸し出し可能な日時の登録受付、車両１０Ａを借りたい人からの利用予約の受付
、車両１０Ａの認証キーの手配等のＣ２Ｃカーシェアサービスの運用管理を行う。また、
Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０は、個人所有の車両１０Ａの車室内やトランクを一時的
な荷物置き場や荷物の配達先等として貸し出す態様のＣ２Ｃトランクシェアサービスを運
営管理してもよい。
【００６４】
　Ｂ２Ｃカーシェア管理サーバ８０は、携帯端末２０Ｂ及びセンタサーバ３０と通信可能
に接続され、所定の事業者（例えば、Ｂ２Ｃカーシェアサービスの提供事業者）が所有す
る車両１０Ｂを複数の一般消費者でシェア可能な態様で貸し出すＢ２Ｃカーシェアサービ
スの運営管理を行う。例えば、Ｂ２Ｃカーシェア管理サーバ８０は、車両１０Ｂの利用予
約の受付、車両１０Ｂの駐車位置、車両１０Ｂの認証キーの手配等のＢ２Ｃカーシェアサ
ービスの運用管理を行う。また、Ｂ２Ｃカーシェア管理サーバ８０は、車両１０Ｂの車室
内やトランクを一時的な荷物置き場や荷物の配達先として貸し出す態様のＢ２Ｃトランク
シェアサービスを運営管理してもよい。
【００６５】
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　尚、サービス管理サーバ４０には、Ｂ２Ｃカーシェア管理サーバ８０に代えて、或いは
、加えて、ある会社の社用車である車両１０を利用予約の対象とし、当該会社の社員を借
主とするカーシェアサービス（社用車利用管理サービス）を運用する社用車利用管理サー
バが含まれてもよい。このとき、社用車である車両１０の遊休時間帯が存在する場合、Ｃ
２Ｃカーシェア管理サーバ７０は、社用車である車両１０を借用対象とするＣ２Ｃカーシ
ェアサービスを運用してもよい。また、配送管理サーバ５０及びＥＣサーバ６０は、ある
会社に配送される荷物の配達先を当該会社の社用車である車両１０のトランクに指定可能
なトランク配送サービスを運用してもよい。
【００６６】
　［車両の施解錠及び起動に関する構成の詳細］
　次に、図２を参照して、認証キー管理システム１における車両１０の施解錠及び起動に
関する構成について説明する。
【００６７】
　図２は、認証キー管理システム１における車両１０の施解錠及び起動に関する構成の一
例を中心に示す図である。車両１０は、施解錠・起動装置１１と、キーユニット１２と、
ＧＰＳモジュール１３と、ＤＣＭ（Data Communication Module）１４を含む。
【００６８】
　施解錠・起動装置１１は、車両１０に取り付けられ、キーユニット１２からＲＦ（Radi
o Frequency：高周波）帯（例えば、３００ＭＨｚ～３ＧＨｚ）の電波（以下、「ＲＦ電
波」と称する）として送信される施錠信号及び解錠信号に応じて、車両１０のドアの解錠
及び施錠を行う。また、施解錠・起動装置１１は、車両１０の車室内に設けられる起動ス
イッチ（不図示）の押下操作をトリガとして、キーユニットとの間でのＬＦ（Low Freque
ncy：低周波）帯（例えば、３０Ｈｚ～３００ｋＨｚ）の電波（以下、「ＬＦ電波」と称
する）及びＲＦ電波によるやり取りに応じて、車両１０を起動させる。施解錠・起動装置
１１は、ＬＦ電波送信機１１１と、ＲＦ電波受信機１１２と、照合ＥＣＵ（Electronic C
ontrol Unit）１１３と、ボディＥＣＵ１１４と、ドアロックモータ１１５と、エンジン
ＥＣＵ１１６と、車両１０の駆動力源であるエンジン１１７を含む。
【００６９】
　尚、施解錠・起動装置１１は、車両１０に搭載される補機バッテリ（不図示）から供給
される電力で作動する。
【００７０】
　ＬＦ電波送信機１１１は、例えば、車室内のセンターコンソールやドアハンドルに内蔵
され、照合ＥＣＵ１１３の制御下において、ＬＦ電波を送信する。
【００７１】
　ＲＦ電波受信機１１２は、例えば、車両１０の荷室のトリム内に設けられ、照合ＥＣＵ
１１３の制御下において、ＲＦ電波を受信する。
【００７２】
　照合ＥＣＵ１１３は、キーユニット１２との間での信号のやり取りに基づき、車両１０
のドアの施解錠及び車両１０の起動を制御する電子制御ユニットである。照合ＥＣＵ１１
３は、任意のハードウェア、ソフトウェア、或いは、これらの組み合わせにより実現され
る。例えば、照合ＥＣＵ１１３は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）と、ＲＡＭ（Ran
dom Access Memory）と、ＲＯＭ（Read Only Memory）と、補助記憶装置と、ＲＴＣ（Rea
l Time Clock）と、通信用のインターフェースを含むマイクロコンピュータを中心に構成
される。そして、照合ＥＣＵ１１３は、ＲＯＭや補助記憶装置に格納される各種プログラ
ムをＣＰＵ上で実行することにより各種制御処理を実現する。以下、後述するキーＥＣＵ
１２４についても同様である。
【００７３】
　照合ＥＣＵ１１３は、ＲＦ電波受信機１１２によって、キーユニット１２からＲＦ電波
として送信される解錠信号及び施錠信号を受信する。
【００７４】
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　また、照合ＥＣＵ１１３は、解錠信号或いは施錠信号を受信した場合、解錠信号或いは
施錠信号に含まれる鍵情報（以下、「内部鍵情報」と称する）に基づき、解錠信号或いは
施錠信号の送信元（キーユニット１２）の認証を行う。照合ＥＣＵ１１３は、例えば、補
助記憶装置等の内部メモリに予め登録される内部鍵情報と、解錠信号或いは施錠信号に含
まれる内部鍵情報とが一致する場合、認証成功と判断し、一致しない場合、認証失敗と判
断する。
【００７５】
　また、例えば、照合ＥＣＵ１１３は、ＬＦ電波送信機１１１からキーユニット１２に向
けて、内部メモリの内部鍵情報を利用して所定の方法で作成された"チャレンジ"を含むＬ
Ｆ電波を送信し、ＲＦ電波受信機１１２により受信される、キーユニット１２から返信さ
れた"レスポンス"に基づき、チャレンジレスポンス認証を行ってもよい。
【００７６】
　そして、照合ＥＣＵ１１３は、認証が成功した場合、ＣＡＮ（Controller Area Networ
k）等の車載ネットワークを通じて、ボディＥＣＵ１１４に解錠指令（解錠信号の受信時
）或いは施錠指令（施錠信号の受信時）を送信する。
【００７７】
　尚、後述の如く、解錠信号では、車両１０のドアの一部だけが解錠対象として指定され
る場合がある。この場合、照合ＥＣＵ１１３は、解錠指令において、解錠対象のドアを指
定する。これにより、ボディＥＣＵ１１４は、指定される一部のドアに対応するドアロッ
クモータ１１５だけを作動させ、一部のドアだけを解錠させることができる。
【００７８】
　また、照合ＥＣＵ１１３は、上述の起動スイッチが押下操作された場合、ＬＦ電波送信
機１１１及びＲＦ電波受信機１１２によるキーユニット１２との信号のやり取りによりキ
ーユニット１２の認証を行う。
【００７９】
　例えば、照合ＥＣＵ１１３は、ＬＦ電波送信機１１１からキーユニット１２に向けて内
部鍵情報の返信を要求するＬＦ帯のリクエスト信号を送信する。そして、照合ＥＣＵ１１
３は、ＲＦ電波受信機１１２によりキーユニット１２から内部鍵情報を含むレスポンス信
号が受信された場合、ドアの施解錠の場合と同様、内部メモリに予め登録される内部鍵情
報と、レスポンス信号に含まれる内部鍵情報との一致性に基づき、認証成功或いは認証失
敗を判断する。
【００８０】
　また、例えば、照合ＥＣＵ１１３は、ドアの施解錠の場合と同様、チャレンジレスポン
ス認証を行ってもよい。
【００８１】
　そして、照合ＥＣＵ１１３は、認証が成功した場合、ＣＡＮ等の車載ネットワークを通
じて、エンジンＥＣＵ１１６にエンジン１１７の始動指令を送信する。
【００８２】
　ボディＥＣＵ１１４は、一対一の通信線等により通信可能に接続されるドアロックモー
タ１１５の作動制御を行う電子制御ユニットである。ボディＥＣＵ１１４は、照合ＥＣＵ
１１３からの解錠指令に応じて、ドアロックモータ１１５に解錠動作を行わせる制御指令
を出力する。また、ボディＥＣＵ１１４は、照合ＥＣＵ１１３からの施錠指令に応じて、
ドアロックモータ１１５に施錠動作を行わせる制御指令を出力する。
【００８３】
　ドアロックモータ１１５は、ボディＥＣＵ１１４からの制御指令に応じて、車両１０の
ドアを解錠及び施錠する既知の電動アクチュエータである。
【００８４】
　エンジンＥＣＵ１１６は、エンジン１１７を駆動制御する電子制御ユニットである。具
体的には、エンジンＥＣＵ１１６は、エンジン１１７に搭載される、スタータやインジェ
クタ等の各種アクチュエータを駆動制御する。エンジンＥＣＵ１１６は、照合ＥＣＵ１１
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３から始動指令が入力された場合、エンジン１１７のスタータやインジェクタ等の各種ア
クチュエータに制御指令を出力し、エンジン１１７を始動させる。
【００８５】
　キーユニット１２は、車両１０の車室内に配置され、携帯端末２０から送信される解錠
要求及び施錠要求のそれぞれに応じて、施解錠・起動装置１１にＲＦ電波として解錠信号
及び施錠信号を送信する。また、キーユニット１２は、車両１０の車室内に設けられる起
動スイッチが押下操作された際に、施解錠・起動装置１１から送信されるＬＦ帯の信号に
応じて、施解錠・起動装置１１との間で信号のやり取りを行う。キーユニット１２は、Ｌ
Ｆ電波受信機１２１、ＲＦ電波送信機１２２、通信機器１２３、キーＥＣＵ１２４を含む
。
【００８６】
　尚、キーユニット１２は、車両１０のそれぞれのシートに着座したユーザから視認しに
くい位置（例えば、グローブボックスやセンタコンソールボックスの内部等）配置されて
よい。また、キーユニット１２は、車両１０に固定されていてもよいし、固定されていな
くてもよい。また、キーユニット１２は、内蔵のボタン電池等により作動してもよいし、
車両１０に搭載される補機バッテリから供給される電力で作動してもよい。
【００８７】
　ＬＦ電波受信機１２１は、キーＥＣＵ１２４の制御下において、ＬＦ電波を受信する。
【００８８】
　ＲＦ電波送信機１２２は、キーＥＣＵ１２４の制御下において、ＲＦ電波を送信する。
【００８９】
　通信機器１２３は、キーＥＣＵ１２４による制御下において、携帯端末２０との間で近
接通信を行う任意のデバイスである。通信機器１２３は、例えば、ＢＬＥ（Bluetooth（
登録商標） Low Energy）通信規格に準拠して携帯端末２０と通信を行うＢＬＥ通信モジ
ュールであってよい。また、以下、通信機器１２３で採用される通信規格がＢＬＥ通信に
準拠する前提で説明を進める。
【００９０】
　尚、通信機器１２３は、通信可能距離が非常に短い近距離通信規格、例えば、ＮＦＣ（
Near Field Communication）規格等に準拠した通信デバイスであってもよい。この場合、
通信機器１２３は、車両１０の車室外のボディ表面に近い位置（例えば、ドアハンドルの
内部）等に内蔵されてよい。これにより、通信機器１２３による通信可能な距離が非常に
短い場合であっても、キーユニット１２（キーＥＣＵ１２４）は、車室外の携帯端末２０
と通信することができる。
【００９１】
　キーＥＣＵ１２４は、携帯端末２０から受信する解錠要求及び施錠要求のそれぞれに応
じて、施解錠・起動装置１１に対して、施錠信号及び解錠信号を送信する制御処理を行う
電子制御ユニットである。
【００９２】
　キーＥＣＵ１２４は、通信機器１２３を通じて、携帯端末２０からキーユニット１２と
対応付けられた認証キーを含む認証要求を受信する。
【００９３】
　また、キーＥＣＵ１２４は、携帯端末２０からキーユニット１２と対応付けられた認証
キーを含む認証要求が受信された場合、当該認証キーに基づき、携帯端末２０の認証を行
う。キーＥＣＵ１２４は、当該認証が成功した場合、補助記憶装置等の内部メモリに記憶
される内部鍵情報を利用可能な状態に復元する。当該内部鍵情報は、例えば、アクセス不
可の状態であったり、暗号化された状態であったり等により、施解錠・起動装置１１にお
ける認証用途として利用できない状態で記憶される。そのため、キーＥＣＵ１２４は、携
帯端末２０の認証が成功した場合、当該鍵情報をアクセス可能な状態に変更するための内
部メモリのアクセス権の変更を行ったり、認証キーに基づき、暗号化された内部鍵情報を
復号したり等する。これにより、キーＥＣＵ１２４は、施解錠・起動装置１１に対して、
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通常アクセス不可である内部鍵情報にアクセスして内部鍵情報を含む解錠信号或いは施錠
信号を送信したり、復号された内部鍵情報を含む解錠信号或いは施錠信号を送信したりす
ることができる。そのため、施解錠・起動装置１１は、解錠信号及び施錠信号に含まれる
内部鍵情報に基づき、適切な認証を行うことできる。また、仮に、悪意の第三者がキーユ
ニット１２を不正に入手するような事態が発生しても、キーユニット１２内の内部鍵情報
は、アクセス不可になっていたり、暗号化されていたり等するため、車両１０の盗難の発
生を抑制することができる。
【００９４】
　また、キーＥＣＵ１２４は、通信機器１２３を通じて、携帯端末２０から解錠要求及び
施錠要求を受信する。キーＥＣＵ１２４は、携帯端末２０の認証が成功し（具体的には、
携帯端末２０の認証が成功した後に、ＢＬＥ通信が確立された状態継続しており）、且つ
、携帯端末２０から解錠要求或いは施錠要求を受信した場合、ＲＦ電波送信機１２２を通
じて、施解錠鍵情報を含む解錠信号或いは施錠信号を施解錠・起動装置１１に送信する。
【００９５】
　これにより、施解錠・起動装置１１における認証処理の後、車両１０のドアの解錠或い
は施錠が実現される。
【００９６】
　また、キーＥＣＵ１２４は、上述の如く、車両１０の車室内に設けられる起動スイッチ
が押下操作された際に、施解錠・起動装置１１から送信されるＬＦ帯の信号に応じて、施
解錠・起動装置１１との間で信号のやり取りを行う。
【００９７】
　例えば、キーＥＣＵ１２４は、ＬＦ電波受信機１２１により施解錠・起動装置１１から
上記リクエスト信号が受信された場合、ＲＦ電波送信機１２２を通じて、内部メモリ等に
格納される内部鍵情報を含むレスポンス信号を施解錠・起動装置１１に向けて送信する。
【００９８】
　また、例えば、キーＥＣＵ１２４は、ＬＦ電波受信機１２１により施解錠・起動装置１
１から"チャレンジ"を含むＬＦ電波が受信された場合、内部鍵情報に基づく"レスポンス"
を生成し、ＲＦ電波送信機１２２を通じて、施解錠・起動装置１１に送信する。
【００９９】
　これにより、施解錠・起動装置１１における認証処理の後、エンジン１１７の始動が実
現される。
【０１００】
　また、認証キーには、センタサーバ３０により付与される車両１０を施解錠又は起動さ
せる機能に関する権限が規定されうる。
【０１０１】
　例えば、認証キーが車両１０のドアのうちの一部のドアだけを解錠させる権限しか有さ
ない場合、キーＥＣＵ１２４は、ＲＦ電波送信機１２２を通じて、解錠させるドアを指定
する情報を含む解錠信号をキーユニット１２に送信する。これにより、上述の如く、車両
１０の一部のドアだけが解錠さうれる。
【０１０２】
　また、例えば、認証キーがエンジン１１７を起動させる権限を有さない場合、キーＥＣ
Ｕ１２４は、ＬＦ電波受信機１２１によって、起動スイッチの押下操作に基づく施解錠・
起動装置１１からのＬＦ帯の信号が受信されても、施解錠・起動装置１１とのやり取りを
行わないようにするとよい。これにより、認証キーの権限に応じて、エンジン１１７の起
動を禁止することができる。
【０１０３】
　ＧＰＳモジュール１３は、車両１０の上空の３以上、好ましくは、４以上の衛星から送
信されるＧＰＳ信号を受信し、車両１０の位置を測位する。ＧＰＳモジュール１３は、一
対一の通信線やＣＡＮ等の車載ネットワークを通じてＤＣＭ１４等と通信可能に接続され
、測位された車両１０の位置情報は、ＤＣＭ１４等に入力される。
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【０１０４】
　ＤＣＭ１４は、所定の通信ネットワークを通じて、センタサーバ３０と双方向で通信を
行う通信デバイスである。ＤＣＭ１４は、予め規定されたタイミングで、或いは、センタ
サーバ３０からの要求等に応じて、ＧＰＳモジュール１３から入力される車両１０の現在
の位置情報をセンタサーバ３０に送信する。また、ＤＣＭ１４は、予め規定されたタイミ
ングで、或いは、センタサーバ３０からの要求等に応じて、ＣＡＮ等の車載ネットワーク
を通じて取得されうる各種車両情報（例えば、認証キーに基づき車両１０のドアの解錠或
いは車両１０の起動が行われた旨の情報等）をセンタサーバ３０に送信する。
【０１０５】
　携帯端末２０は、通信機器２１と、通信機器２２と、処理装置２３と、タッチパネルデ
ィスプレイ（以下、単に「ディスプレイ」と称する）２４を含む。
【０１０６】
　通信機器２１は、通信機器１２３と同じ通信規格により、携帯端末２０との間で近接通
信を行う任意のデバイスである。通信機器２１は、上述の如く、本実施形態の場合、例え
ば、ＢＬＥ通信モジュールである。
【０１０７】
　通信機器２２は、所定の通信ネットワークを通じて、センタサーバ３０、サービス管理
サーバ４０等と通信を行う任意のデバイスである。通信機器２２は、例えば、ＬＴＥ（Lo
ng Term Evolution）、４Ｇ（4th Generation）、５Ｇ（5th Generation）等の通信規格
に対応する移動通信モジュールである。
【０１０８】
　処理装置２３は、携帯端末２０における各種制御処理を行う。処理装置２３は、その機
能が任意のハードウェア、ソフトウェア、或いは、これらの組み合わせにより実現されて
よく、例えば、ＣＰＵと、ＲＡＭと、ＲＯＭと、補助記憶装置と、ＲＴＣと、通信用の各
種インターフェース等を含む。処理装置２３は、例えば、ＲＯＭや補助記憶装置に格納さ
れる一以上のプログラムをＣＰＵ上で実行することにより実現される機能部として、通信
処理部２３１と、通信処理部２３２と、認証キー取得部２３３と、認証要求部２３４と、
施解錠要求部２３５を含む。また、処理装置２３は、例えば、補助記憶装置内の記憶領域
として実現される記憶部２３０を含み、記憶部２３０に各種データを保存する（記憶させ
る）処理は、ＲＯＭや補助記憶装置に格納される所定のプログラムにより実現される。
【０１０９】
　通信処理部２３１は、通信機器２１を用いて、キーユニット１２と双方向で近接通信を
行い、各種信号の送受信を行う。
【０１１０】
　通信処理部２３２は、通信機器２２を用いて、所定の通信ネットワークに接続し、セン
タサーバ３０やサービス管理サーバ４０等との間で、データ信号や制御信号等の各種信号
を送受信する。
【０１１１】
　認証キー取得部２３３は、例えば、ディスプレイ２４に表示される所定のＧＵＩ（Grap
hical User Interface）に対するユーザの所定の操作に応じて、センタサーバ３０から認
証キーを取得し、取得した認証キーを記憶部２３０に保存する。以下、携帯端末２０に対
する各種操作は、上記キーアプリの動作と連動してディスプレイ２４に表示されるＧＵＩ
に対する操作で行われる前提で説明を進める。
【０１１２】
　例えば、携帯端末２０Ａａの認証キー取得部２３３は、通信処理部２３２を介して、セ
ンタサーバ３０に、認証キー取得要求を送信する。これにより、センタサーバ３０は、認
証キー取得要求を受信し、正規の認証キー取得要求であると判定すると、認証キーを発行
する。そして、当該認証キー取得部２３３は、通信処理部２３２を介して、センタサーバ
３０から配信される認証キーを取得する。
【０１１３】
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　また、例えば、携帯端末２０Ａｂの認証キー取得部２３３は、携帯端末２０Ａａからセ
ンタサーバ３０に送信されるキーシェア要求（後述）に応じて、センタサーバ３０から携
帯端末２０Ａｂに配信される認証キーを、通信処理部２３２を介して、取得する。
【０１１４】
　尚、携帯端末２０Ａｂの認証キー取得部２３３は、通信処理部２３２を介して、自ら認
証キー取得要求をセンタサーバ３０に送信してもよい。この場合、センタサーバ３０は、
携帯端末２０Ａｂから認証キー取得要求を受信した場合、オーナユーザの携帯端末２０Ａ
ａに対して認証キーの配信を許可するか否かの問い合わせを行うとよい。
【０１１５】
　また、例えば、携帯端末２０Ａｃ，２０Ａｄ，２０Ｂの認証キー取得部２３３は、それ
ぞれ、配送管理サーバ５０，Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０、Ｂ２Ｃカーシェア管理サ
ーバ８０に認証キーの取得を要求する認証キー取得要求を送信する。これにより、配送管
理サーバ５０，Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０、Ｂ２Ｃカーシェア管理サーバ８０は、
認証キー取得要求の受信に応じて、センタサーバ３０に認証キー手配要求を送信すると共
に、センタサーバ３０は、認証キー手配要求の受信に応じて、認証キーを発行する。そし
て、当該認証キー取得部２３３は、通信処理部２３２を介して、センタサーバ３０から配
信される認証キーを取得する。
【０１１６】
　尚、携帯端末２０Ａｃ，２０Ａｄ，２０Ｂの認証キー取得部２３３は、通信処理部２３
２を通じて、センタサーバ３０に認証キー取得要求を送信してもよい。この場合、センタ
サーバ３０は、配送管理サーバ５０，Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０、Ｂ２Ｃカーシェ
ア管理サーバ８０に対する問い合わせを行うことにより、正規の認証キー取得要求である
か否かを判定してよい。
【０１１７】
　認証要求部２３４は、通信処理部２３１を介して、車両１０のドアを施解錠するための
遠隔操作部としての携帯端末２０の認証を要求する認証要求を車両１０のキーユニット１
２に送信する。例えば、認証要求部２３４は、認証キーに対応するキーユニットを発見し
た場合、具体的には、通信処理部２３１によりキーユニット１２に対応するアドバタイジ
ングパケットが受信された場合に、認証要求をキーユニット１２に送信してよい。また、
例えば、認証要求部２３４は、ユーザによる所定の操作に応じて、認証要求をキーユニッ
ト１２に送信してもよい。
【０１１８】
　施解錠要求部２３５は、ユーザによる所定の操作に応じて、認証キーを含む解錠要求或
いは認証キーを含む施錠要求を、通信処理部２３１を介して、キーユニット１２に送信す
る。これにより、認証要求部２３４による認証要求が送信される前に、解錠要求或いは施
錠要求がキーユニット１２に送信された場合であっても、キーユニット１２における認証
処理に基づく車両１０のドアの施解錠が実現されうる。例えば、ディスプレイ２４の操作
画面としてのＧＵＩには、車両１０の解錠を要求する解錠ボタンと、車両１０の施錠を要
求する施錠ボタンが描画され、施錠ボタンがタッチ操作されることにより、施錠要求が送
信され、解錠ボタンがタッチ操作されることにより、解錠要求が送信されてよい。また、
施錠要求及び解錠要求は、携帯端末２０に設けられるハードウェアによる所定の操作部に
対する操作により送信されてもよい。
【０１１９】
　例えば、認証キー取得部２３３、認証要求部２３４、及び、施解錠要求部２３５の機能
は、処理装置２３のＲＯＭや補助記憶装置等にインストールされる所定のアプリケーショ
ンプログラムが起動されることによって、ユーザが利用可能になる態様であってよい。以
下、処理装置２３の認証キー取得部２３３、認証要求部２３４、及び施解錠要求部２３５
の機能は、処理装置２３（補助記憶装置やＲＯＭ）にインストール済の上記キーアプリを
起動させることによりユーザが利用可能になる前提で説明を進める。
【０１２０】
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　センタサーバ３０は、通信機器３１と、処理装置３２を含む。
【０１２１】
　尚、センタサーバ３０の機能は、複数のサーバにより分担して実現されてもよい。以下
、配送管理サーバ５０、ＥＣサーバ６０、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０、及び、Ｂ２
Ｃカーシェア管理サーバ８０についても同様である。
【０１２２】
　通信機器３１は、所定の通信ネットワークを通じて、車両１０、携帯端末２０、及び、
サービス管理サーバ４０のそれぞれと双方向で通信を行う任意のデバイスである。
【０１２３】
　処理装置３２は、センタサーバ３０における各種制御処理を行う。処理装置３２は、そ
の機能が任意のハードウェア、ソフトウェア、或いは、これらの組み合わせにより実現さ
れてよく、例えば、ＣＰＵと、ＲＡＭと、ＲＯＭと、補助記憶装置と、ＲＴＣと、所定の
通信インターフェース等を含む一又は複数のサーバコンピュータを中心に構成される。以
下、配送管理サーバ５０、ＥＣサーバ６０、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０、及び、Ｂ
２Ｃカーシェア管理サーバ８０の後述する処理装置５２，６２，７２，８２についても同
様である。処理装置３２は、例えば、ＲＯＭや補助記憶装置に保存される一以上のプログ
ラムをＣＰＵ上で実行することにより実現される機能部として、通信処理部３２０１と、
条件判定部３２０２と、認証キー発行部３２０３を含む。また、処理装置３２は、例えば
、サーバコンピュータの補助記憶装置やサーバコンピュータに接続される外部記憶装置等
に規定される記憶領域として実現される記憶部３２００を含み、記憶部３２００に各種デ
ータが保存（記憶）される処理は、ＲＯＭや補助記憶装置に格納されるプログラムにより
実現される。以下、後述する記憶部５２０，６２０，７２０，８２０についても同様であ
る。
【０１２４】
　通信処理部３２０１は、通信機器３１を制御し、車両１０、携帯端末２０、及び、サー
ビス管理サーバ４０のそれぞれとの間での制御信号や情報信号等の各種信号のやり取りを
行う。
【０１２５】
　条件判定部３２０２は、通信処理部３２０１により受信される、携帯端末２０からの認
証キー取得要求或いはサービス管理サーバ４０からの認証キー手配要求の受信に応じて、
正規の認証キー取得要求或いは認証キー手配要求であるかを判定する。
【０１２６】
　認証キー発行部３２０３は、条件判定部３２０２により認証キー取得要求或いは認証キ
ー手配要求が正規であると判定された場合に、発行すべき認証キーの仕様を特定し、特定
した仕様に対応する認証キーを発行する。例えば、認証キー発行部３２０３は、認証キー
による施解錠の対象となる車両１０或いは当該車両１０に対応するキーユニット１２等を
特定する。また、例えば、認証キー発行部３２０３は、認証キーが有効な（利用可能な）
期間、利用可能な回数に関する認証キーの権限を特定する。また、例えば、認証キー発行
部３２０３は、施解錠可能なドア、車両１０を起動可能か否か等の車両１０の解錠或いは
起動に関する認証キーの権限を特定する。また、例えば、認証キー発行部３２０３は、後
述する臨時キーシェアによる他の携帯端末２０への認証キーのシェアの可否、他の携帯端
末２０へシェア可能な期間、回数等の臨時キーシェアに関する認証キーの権限を特定する
。以下、利用可能な期間、回数等に関する認証キーの権限、車両１０の解錠或いは起動に
関する認証キーの権限、及び、臨時キーシェアに関する認証キーの権限を総括的に、単に
「認証キーの各種権限」と称する。そして、認証キー発行部３２０３は、通信処理部３２
０１を介して、対象となる携帯端末２０に発行した認証キーを配信する。
【０１２７】
　［キーシェアサービスに関する構成の詳細］
　次に、図３を参照して、認証キー管理システム１におけるキーシェアサービスに関する
構成について説明する。
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【０１２８】
　図３は、認証キー管理システム１におけるキーシェアサービスに関する構成の一例を中
心に示す図である。以下、図３について、認証キー管理システム１におけるキーシェアサ
ービスに関する構成を中心に説明し、上述した車両１０の施解錠及び起動に関する構成と
重複する構成に関する重複する説明を極力省略する。以下、図４～図６の説明についても
同様である。
【０１２９】
　車両１０Ａのオーナユーザが所持する携帯端末２０Ａａの処理装置２３は、上述の如く
、通信処理部２３１と、通信処理部２３２と、認証キー取得部２３３と、認証要求部２３
４と、施解錠要求部２３５を含む。また、携帯端末２０Ａａの処理装置２３は、更に、Ｒ
ＯＭや補助記憶装置に格納される一以上のプログラムをＣＰＵ上で実行することにより実
現される機能部として、ユーザ登録要求部２３６と、サービス利用登録要求部２３７と、
サービス利用状況要求部２３８と、キーシェア要求部２３９を含む。
【０１３０】
　尚、本実施形態では、携帯端末２０Ａａのユーザ登録要求部２３６、サービス利用登録
要求部２３７、サービス利用状況要求部２３８、及び、キーシェア要求部２３９の機能は
、上記キーアプリが起動され、且つ、センタサーバ３０との双方向通信に基づくユーザ認
証が成功することにより、オーナユーザが利用可能になる前提で説明を進める。また、当
該ユーザ認証は、オーナユーザに対して予め規定されるＩＤ（以下、「オーナユーザＩＤ
」と称する）と、オーナユーザＩＤに対応するパスワードに基づき、センタサーバ３０で
行われる前提で説明を進める。
【０１３１】
　ユーザ登録要求部２３６は、オーナユーザによる所定の操作に応じて、車両１０Ａを利
用する各種サービス（キーシェアサービス、トランク配送サービス、及び、Ｃ２Ｃカーシ
ェアサービス等）を利用する車両１０Ａの常用ユーザの登録をセンタサーバ３０に対して
要求する。例えば、ユーザ登録要求部２３６は、オーナユーザＩＤ及びパスワードと、登
録対象である子ユーザを特定する属性情報（例えば、氏名、年齢、オーナユーザとの関係
等）を含むユーザ登録要求を、通信処理部２３２を介して、センタサーバ３０に送信する
。
【０１３２】
　また、ユーザ登録要求部２３６は、通信処理部２３２によりセンタサーバ３０から子ユ
ーザの登録が完了した旨の通知（ユーザ登録完了通知）が受信された場合、ユーザ登録完
了通知に含まれる子ユーザのＩＤ（以下、「子ユーザＩＤ」と称する）及びパスワードを
記憶部２３０に保存する。このとき、ユーザ登録要求部２３６は、オーナユーザによる所
定の操作に応じて、通信処理部２３１を介して、登録された子ユーザが所持する携帯端末
２０Ａｂに子ユーザＩＤ及びパスワードを送信してもよい。
【０１３３】
　サービス利用登録要求部２３７は、オーナユーザによる所定の操作に応じて、車両１０
Ａの常用ユーザによる車両１０Ａを利用する各種サービスの利用登録をセンタサーバ３０
に要求する。つまり、サービス利用登録要求部２３７は、上述の如く、車両１０Ａの常用
ユーザが各種サービスを利用するための各種サービスに対応するキーシェア管理部３２０
７やサービス管理サーバ４０の認証キー手配権限の登録を要求する。例えば、サービス利
用登録要求部２３７は、オーナユーザＩＤ及びそのパスワードと、各種サービスに利用さ
れる車両１０Ａを特定する情報と、対象のサービスを特定する情報と、対象のサービスを
利用する常用ユーザのＩＤ（オーナユーザＩＤ或いは子ユーザＩＤ）を含むサービス利用
登録要求を、通信処理部２３２を介して、センタサーバ３０に送信する。以下、オーナユ
ーザＩＤ及び子ユーザＩＤを総括的に「常用ユーザＩＤ」と称する場合がある。これによ
り、サービス利用登録要求部２３７は、キーシェアサービスを利用する子ユーザをセンタ
サーバ３０に登録することができる。
【０１３４】
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　また、サービス利用登録要求部２３７は、通信処理部２３２によりセンタサーバ３０及
びサービス管理サーバ４０の少なくとも一方からサービス利用登録要求に基づくサービス
の利用登録が完了した旨の通知を受信する。そして、サービス利用登録要求部２３７は、
オーナユーザによる所定の操作に基づく車両１０Ａの常用ユーザによる特定サービスの利
用登録が完了した旨をディスプレイ２４に表示させる。これにより、オーナユーザは、当
該常用ユーザによる特定サービスの利用登録が完了したことを把握することができる。
【０１３５】
　サービス利用状況要求部２３８は、オーナユーザによる所定の操作に応じて、オーナユ
ーザＩＤに対応する形で利用登録済の車両１０Ａの常用ユーザによるキーシェアサービス
を含む各種サービスの利用状況に関する情報（サービス利用状況情報）をセンタサーバ３
０に要求する。例えば、サービス利用状況要求部２３８は、オーナユーザＩＤ及びそのパ
スワードを含むサービス利用状況要求を、通信処理部２３２を介して、センタサーバ３０
に送信する。そして、サービス利用状況要求部２３８は、通信処理部２３２によりセンタ
サーバ３０から受信されるサービス利用状況情報が受信された場合、ディスプレイ２４に
サービス利用状況情報を表示させる。これにより、オーナユーザは、オーナユーザＩＤに
紐付く態様でセンタサーバ３０に利用登録される各種サービスの各常用ユーザによる利用
状況に関する情報を一元的に把握することができる。
【０１３６】
　キーシェア要求部２３９は、オーナユーザによる所定の操作に応じて、キーシェアサー
ビスに利用登録された子ユーザへの車両１０Ａの施解錠或いは起動を行うための認証キー
の配信をセンタサーバ３０に要求する。例えば、キーシェア要求部２３９は、通信処理部
２３２を介して、オーナユーザＩＤ及びそのパスワードと、認証キーによる施解錠対象の
車両１０Ａに関する情報と、認証キーの配信（シェア）対象の子ユーザに関する情報（例
えば、子ユーザＩＤ）を含むキーシェア要求をセンタサーバ３０に送信する。このとき、
キーシェア要求には、オーナユーザによる所定の操作で設定される配信される認証キーが
利用可能な期間に関する利用期間情報（例えば、利用開始日時及び利用終了日時等）が含
まれてよい。また、キーシェア要求には、オーナユーザによる所定の操作に応じて指定さ
れうる、利用可能な期間や回数等に関する認証キーの権限、車両の解錠或いは起動に関す
る認証キーの権限、及び、後述する臨時キーシェアに関する認証キーの権限等、認証キー
の各種権限に関する権限情報が含まれてもよい。これにより、後述の如く、同時期に利用
可能な認証キーを複数の携帯端末２０でシェアする場合に、オーナユーザが適宜権限情報
を設定することにより、オーナユーザ以外のユーザによる車両１０Ａの利用を制限するこ
とができる。そのため、車両１０Ａのセキュリティ性を向上させることができる。
【０１３７】
　また、キーシェア要求部２３９は、オーナユーザによる所定操作に応じて、車両１０Ａ
の複数の常用ユーザの携帯端末２０（即ち、携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂの少なくとも一
方）を配信対象とし、利用可能な期間が重複する認証キーの配信をセンタサーバ３０に要
求してもよい。つまり、キーシェア要求では、認証キーの配信対象である複数の常用ユー
ザが指定されてもよく、その中にオーナユーザが含まれてもよい。また、キーシェア要求
では、指定される複数の常用ユーザごとの認証キーの利用可能な期間は、重複していても
よい。これにより、同時期に利用可能な車両１０Ａの認証キーを複数の常用ユーザでシェ
アできる。そのため、例えば、複数人で車両１０Ａに同乗して旅行やキャンプ等に出かけ
る際、認証キーが保存された携帯端末２０を貸し借りすることなく、それぞれの同乗人が
車両１０Ａを施解錠等することができるため、ユーザの利便性を向上させることができる
。
【０１３８】
　また、キーシェア要求部２３９は、オーナユーザによる所定の操作に応じて、既に配信
済の認証キーを他の携帯端末２０（つまり、キーアプリがインストールされる携帯端末２
０）にシェアしてもよい（以下、当該認証キーのシェア態様を「臨時キーシェア」と称す
る）。このとき、他の携帯端末２０は、子ユーザの携帯端末２０Ａｂであってもよいし、
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子ユーザ以外のユーザ、つまり、車両１０Ａを一時的に利用するユーザの携帯端末２０で
あってもよい。
【０１３９】
　例えば、キーシェア要求部２３９は、通信処理部２３１を通じて、認証キー（具体的に
は、認証キーの複製）を他の携帯端末２０に送信する。これにより、急に、車両１０Ａに
同乗して複数人で旅行等に行くことになった場合であっても、車両１０Ａのオーナユーザ
は、他のユーザと認証キーをシェアすることができる。また、携帯端末２０Ａａから直接
的に他の携帯端末２０に同時期に利用可能な認証キーをシェアすることができる。そのた
め、例えば、携帯端末２０Ａａが無線移動体通信網における通信状況が悪い場所や通信圏
外にある場合であっても、車両１０Ａのオーナユーザは、他のユーザと認証キーをシェア
することができる。
【０１４０】
　このとき、キーシェア要求部２３９は、オーナユーザによる所定の操作に基づき設定さ
れる、或いは、予め規定される、利用可能な期間又は回数に関する権限や車両１０Ａの解
錠或いは起動に関する権限が制限された認証キーを、通信処理部２３１を通じて、他の携
帯端末２０に送信してよい。具体的には、例えば、利用可能な期間や回数を３０分や１回
等に制限する権限が付与された認証キーや、車両１０Ａの乗降用ドアの施解錠だけに制限
したり、車両１０Ａの起動を禁止したり等する権限が付与された認証キーが、他の携帯端
末２０に送信されてよい。以下、センタサーバ３０を介して行われる臨時キーシェアの場
合についても同様である。これにより、臨時キーシェアによる車両１０Ａのセキュリティ
性を向上させることができる。
【０１４１】
　また、キーシェア要求部２３９は、臨時キーシェアを行う場合に、通常のキーシェアの
場合と同様、センタサーバ３０から他の携帯端末２０に認証キーを配信させてもよい。こ
のとき、キーシェア要求部２３９は、通信処理部２３２を通じて、配信済みの認証キーを
特定する情報（例えば、認証キーに埋め込まれる発行ＩＤ等）、及び、配信対象の他の携
帯端末２０を指定する情報を含む臨時キーシェア要求をセンタサーバ３０に送信すること
により、センタサーバ３０から他の携帯端末２０に車両１０Ａの認証キーを配信させてよ
い。
【０１４２】
　例えば、キーシェア要求部２３９は、他の携帯端末２０が子ユーザの携帯端末２０Ａｂ
である場合、通信処理部２３２を通じて、子ユーザＩＤを含む臨時キーシェア要求をセン
タサーバ３０に送信してよい。
【０１４３】
　また、例えば、キーシェア要求部２３９は、通信処理部２３１等を通じて、他の携帯端
末２０から所定の識別情報（例えば、キーアプリのインストールユーザとしてセンタサー
バ３０に登録される他の携帯端末２０のユーザに対応するＱＲコード（登録商標））を取
得する。そして、キーシェア要求部２３９は、当該識別情報に基づき特定される他の携帯
端末２０を配信対象として指定する臨時キーシェア要求をセンタサーバ３０に送信してよ
い。
【０１４４】
　尚、携帯端末２０Ａａは、他の方法で、当該識別情報を取得してもよい。例えば、携帯
端末２０Ａａは、搭載されるカメラ機能を利用して、他の携帯端末２０のディスプレイ２
４に表示される識別情報を認識する態様で、他の携帯端末２０のユーザに対応する識別情
報を取得してもよい。また、例えば、携帯端末２０Ａａは、他の携帯端末２０のユーザか
らオーナユーザのメールアドレスやＳＮＳのアカウントに送信された識別情報を取得して
もよい。
【０１４５】
　また、例えば、キーシェア要求部２３９は、オーナユーザによる所定の操作に応じて、
携帯端末２０Ａａの現在位置の周辺に存在する他の携帯端末２０の候補となる候補端末に



(23) JP 2019-95867 A 2019.6.20

10

20

30

40

50

関する候補端末情報を要求する候補端末情報要求を、通信処理部２３２を通じて、センタ
サーバ３０に送信する。また、キーシェア要求部２３９は、通信処理部２３２によりセン
タサーバ３０から候補端末情報が受信された場合、ディスプレイ２４に候補端末情報を表
示させる。このとき、センタサーバ３０から返信される候補端末情報には、候補端末のう
ち、特定の操作或いは動作が行われている候補端末を特定する情報が含まれてよい。これ
により、キーシェア対象の他の携帯端末２０のユーザが当該携帯端末２０に対して特定の
操作或いは動作を行うことで、車両１０Ａのオーナユーザは、携帯端末２０Ａａのディス
プレイ２４に表示される候補端末の中から他の携帯端末２０を特定することができる。そ
して、キーシェア要求部２３９は、オーナユーザによる所定の操作により、候補端末の中
から特定された他の携帯端末２０を配信対象として指定する臨時キーシェア要求をセンタ
サーバ３０に送信してよい。
【０１４６】
　また、キーシェア要求部２３９は、オーナユーザによる所定の操作に応じて、キーアプ
リを起動しセンタサーバ３０から認証キーを他の携帯端末２０に取得させるためのＵＲＬ
（Uniform Resource Locator）スキームによるリンク情報（以下、単に「リンク情報」と
称する）を、通信処理部２３２を通じて、他の携帯端末２０のユーザのメールアドレスや
ＳＮＳのアカウントに送信してもよい。このとき、キーシェア要求部２３９は、オーナユ
ーザによる所定操作に応じて、通信処理部２３２を通じて、取得済の認証キーを指定する
臨時キーシェア要求をセンタサーバ３０に送信し、臨時キーシェア要求に応じてセンタサ
ーバ３０から返信されるリンク情報を取得する。これにより、キーシェア要求部２３９は
、センタサーバ３０から他の携帯端末２０に認証キーを配信させることができる。
【０１４７】
　また、臨時キーシェアは、既に認証キーが配信済の子ユーザの携帯端末２０Ａｂから実
行可能な態様であってもよい。即ち、キーシェア要求部２３９のうちの臨時キーシェアに
関する機能は、子ユーザの携帯端末２０Ａｂの処理装置２３にインストールされるキーア
プリの機能に含まれていてもよい。これにより、オーナユーザを含まない複数人で車両１
０Ａに同乗する場合についても、認証キーを取得済みの子ユーザの携帯端末２０Ａｂを複
数人の間で貸し借りする必要がなく、車両１０Ａの子ユーザの利便性を更に向上させるこ
とができる。以下、子ユーザの携帯端末２０Ａｂから臨時キーシェアが可能な前提で説明
を進める。
【０１４８】
　センタサーバ３０の処理装置３２は、上述の如く、通信処理部３２０１と、条件判定部
３２０２と、認証キー発行部３２０３と、記憶部３２００を含む。また、センタサーバ３
０の処理装置３２は、例えば、サーバコンピュータの補助記憶装置等に格納される一以上
のプログラムをＣＰＵ上で実行することにより実現される機能部として、位置情報管理部
３２０４と、スケジュール管理部３２０５と、登録管理部３２０６と、キーシェア管理部
３２０７を含む。
【０１４９】
　条件判定部３２０２は、通信処理部３２０１により携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂから認
証キー取得要求が受信された場合、認証キー取得要求に含まれる常用ユーザＩＤ及びその
パスワードに基づく認証を行う。条件判定部３２０２は、例えば、記憶部３２００に登録
される常用ユーザＩＤ及びそのパスワードと、認証キー取得要求に含まれる常用ユーザＩ
Ｄ及びそのパスワードを照合し、一致する場合、認証成功、つまり、正規の認証キー取得
要求であると判定する。
【０１５０】
　また、条件判定部３２０２は、後述するキーシェア管理部３２０７から送られる認証キ
ー手配要求が正規の認証キー手配要求であるか否かを判定する。例えば、条件判定部３２
０２は、キーシェア管理部３２０７からの認証キー手配要求に含まれる認証情報（例えば
、ＩＤ及びパスワード）等に基づき、認証が成功した場合、正規の認証キー手配要求であ
ると判定してよい。
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【０１５１】
　認証キー発行部３２０３は、条件判定部３２０２により正規の認証キー取得要求或いは
正規の認証キー手配要求であると判定された場合に、認証キーを発行し、通信処理部３２
０１を通じて、対象となる携帯端末２０に認証キーを配信する。
【０１５２】
　位置情報管理部３２０４は、車両１０（１０Ａ，１０Ｂ）の位置情報を管理する。具体
的には、位置情報管理部３２０４は、通信処理部３２０１を介して、車両１０に位置情報
要求を送信する。これにより、車両１０のＤＣＭ１４が、当該位置情報要求に応じて、Ｇ
ＰＳモジュール１３から入力される車両１０の位置情報をセンタサーバ３０に返信し、位
置情報管理部３２０４は、車両１０の位置情報を取得することができる。
【０１５３】
　例えば、位置情報管理部３２０４は、通信処理部３２０１を介して、車両１０Ａから位
置情報を取得し、車両１０Ａの位置情報をリアルタイムにモニタリングすることにより、
車両１０Ａの移動状況を把握する。これにより、例えば、位置情報管理部３２０４は、通
信処理部３２０１を介して、子ユーザに貸与されている車両１０Ａの位置情報をオーナユ
ーザに通知することができる。また、例えば、位置情報管理部３２０４は、通信処理部３
２０１を介して、子ユーザに貸与される予定の車両１０Ａが指定位置（自宅等）に向かっ
ているかどうかやどのくらいで戻ってくるか等の情報を子ユーザの携帯端末２０Ａｂに通
知することができる。
【０１５４】
　スケジュール管理部３２０５は、各種サービスに関する車両１０Ａの利用状況を管理す
る。例えば、スケジュール管理部３２０５は、定期的に、キーシェア管理部３２０７から
キーシェアサービスによる車両１０の利用スケジュール、具体的には、キーシェアサービ
スにより配信される認証キーの利用可能日時に関する情報を取得する。また、スケジュー
ル管理部３２０５は、通信処理部３２０１を介して、配送管理サーバ５０及びＣ２Ｃカー
シェア管理サーバ７０からトランク配送サービス及びＣ２Ｃカーシェアサービスのそれぞ
れによる車両１０Ａの利用スケジュールを取得する。そして、スケジュール管理部３２０
５は、取得した各種サービスに関する車両１０Ａの利用スケジュールに基づき、複数のサ
ービスに亘る車両１０Ａの利用予定に関する情報（車両利用予定情報）を生成し、記憶部
３２００に保存される古い車両利用予定情報を更新する。
【０１５５】
　登録管理部３２０６は、通信処理部３２０１によりオーナユーザの携帯端末２０Ａａか
ら受信されるユーザ登録要求に応じて、各種サービスを利用する常用ユーザ（子ユーザ）
の登録を行う。例えば、登録管理部３２０６は、携帯端末２０Ａａからのユーザ登録要求
に含まれるオーナユーザＩＤ及びパスワードと、記憶部３２００に保存されるオーナユー
ザＩＤ及びパスワードを照合し、一致する場合、正規のユーザ登録要求であると判定する
、つまり、認証成功と判定する。そして、登録管理部３２０６は、正規のユーザ登録要求
に含まれる子ユーザＩＤを、各種サービスを利用可能な常用ユーザとして記憶部３２００
内のユーザ・サービス登録情報ＤＢ（Data Base）に登録する。
【０１５６】
　また、登録管理部３２０６は、通信処理部３２０１によりオーナユーザの携帯端末２０
Ａａから受信されるサービス利用登録要求に応じて、車両１０Ａの常用ユーザによる各種
サービスの利用登録を行う。つまり、登録管理部３２０６は、サービス利用登録要求に応
じて、車両１０Ａのユーザが各種サービスを利用するための各種サービスに対応するキー
シェア管理部３２０７やサービス管理サーバ４０の認証キー手配権限の登録を行う。例え
ば、登録管理部３２０６は、携帯端末２０Ａａからのサービス利用登録要求に含まれるオ
ーナユーザＩＤ及びパスワードに基づき、上記と同様の認証処理を行い、正規のサービス
利用登録要求であるか否かを判定する。また、登録管理部３２０６は、正規のサービス利
用登録要求である場合、サービス利用登録要求に含まれる常用ユーザＩＤが既にユーザ・
サービス登録情報ＤＢに登録済であるか否かを判定する。そして、登録管理部３２０６は
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、サービス利用登録要求に含まれる常用ユーザＩＤが既にユーザ・サービス登録情報ＤＢ
に登録済である場合、サービス利用登録要求で特定される対象のサービスを、当該常用ユ
ーザＩＤに対応する常用ユーザが利用可能なサービスとして記憶部３２００内のユーザ・
サービス登録情報ＤＢに登録する。
【０１５７】
　具体的には、登録管理部３２０６は、オーナユーザＩＤに、対象となるサービスを特定
するサービス固有情報と、車両１０Ａを特定する車両固有情報と、サービスを利用する常
用ユーザを特定する常用ユーザＩＤと、車両１０Ａに対応する車両固有情報及び常用ユー
ザＩＤと対象のサービスとを対応させるサービスリンク情報とを紐付ける態様のユーザ・
サービス登録情報ＤＢを構築する。
【０１５８】
　サービス固有情報は、例えば、サービスごとに規定されるサービスＩＤである。具体的
には、例えば、Ｃ２Ｃカーシェアサービスを提供する事業者が複数ある場合、複数の事業
者ごとに固有のサービスＩＤが規定され、例えば、同じ事業者が複数のＣ２Ｃカーシェア
サービスを提供している場合、同じ事業者が提供する複数のサービスごとに固有のＩＤが
規定される。また、複数の配送事業者と複数のＥＣ事業者の相互間の組み合わせによって
、トランク配送サービスが提供される場合、配送事業者とＥＣ事業者との組み合わせごと
に、固有のサービスＩＤが規定されてもよいし、複数の配送事業者ごとに規定される固有
のサービスＩＤと複数のＥＣ事業者ごとに規定される固有のサービスＩＤの組み合わせに
よって、対象のサービスが特定されてもよい。
【０１５９】
　車両固有情報は、認証キーによる施解錠或いは起動の対象である車両１０Ａを特定可能
であれば、任意の情報であってよい。例えば、車両１０Ａごとに規定される、車両ＩＤや
ＶＩＮ等の識別情報であってよいし、例えば、キーユニット１２等の車両１０Ａに搭載さ
れる認証キーに基づくドアの施解錠或いは起動に関連する車載装置ごとに規定される、キ
ーユニットＩＤ等の識別情報であってもよい。以下、車両固有情報は、キーユニットＩＤ
である前提で説明を進める。
【０１６０】
　サービスリンク情報は、各種サービスを管理するキーシェア管理部３２０７、配送管理
サーバ５０及びＥＣサーバ６０、並びに、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０が、認証キー
手配要求を送ることにより、認証キー発行部３２０３に認証キーの発行及び対象の携帯端
末２０への認証キーの配信をさせるために必要な情報である。つまり、認証キー発行部３
２０３は、キーシェア管理部３２０７、配送管理サーバ５０及びＥＣサーバ６０、並びに
、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０からサービスリンク情報を含む認証キー手配要求を受
け付けることにより、認証キーによる施解錠或いは起動の対象である車両１０Ａを特定し
、適切な認証キーを発行することができる。
【０１６１】
　サービスリンク情報は、センタサーバ３０において、対象サービスと車両１０Ａ及び該
サービスを利用するユーザとの間を対応づけられれば、任意の情報であってよい。例えば
、サービスリンク情報は、キーシェア管理部３２０７、配送管理サーバ５０、ＥＣサーバ
６０、及び、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０に対応する各種サービスのユーザ向けのウ
ェブサイトにおける常用ユーザのログインＩＤ（以下、便宜的に「サービスログインＩＤ
」と称する）等であってよい。この場合、携帯端末２０Ａａのサービス利用登録要求部２
３７は、通信処理部２３２を介して、各種サービスに対応する登録対象の常用ユーザのサ
ービスログインＩＤを含むサービス利用登録要求をセンタサーバ３０に送信する。また、
各種サービスに対応する登録対象の常用ユーザがサービスログインＩＤを未取得の場合、
携帯端末２０Ａａの処理装置２３は、所定のブラウザを起動させ、各種サービスのウェブ
サイトのサービスログインＩＤを取得させてもよい。これにより、配送管理サーバ５０や
Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０は、対象のサービスの依頼時に利用者（車両１０Ａの常
用ユーザ）がウェブサイトにログインするときに、サービスリンク情報に相当するサービ
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スログインＩＤを把握し、サービス提供に関する認証キーの手配を容易に行うことができ
る。以下、トランク配送サービス及びＣ２Ｃカーシェアサービスに関するサービスリンク
情報は、上記サービスログインＩＤである前提で説明を進める。
【０１６２】
　また、センタサーバ３０は、複数の車両１０Ａを常用的に利用する常用ユーザの場合、
サービスログインＩＤだけでは、常用ユーザを特定できても、車両１０Ａを特定すること
ができない。そのため、サービスリンク情報には、サービスログインＩＤに加えて、車両
１０Ａを間接的に特定するための情報（例えば、車両固有情報を所定の方式で暗号化した
情報等）が含まれる。
【０１６３】
　登録管理部３２０６は、各種サービスの利用登録が完了した場合、通信処理部３２０１
を介して、登録対象の常用ユーザに対応する携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂにその旨を通知
する。また、登録管理部３２０６は、各種サービスの利用登録が完了した場合、登録対象
のサービスの運用管理を行うキーシェア管理部３２０７やサービス管理サーバ４０に、サ
ービスリンク情報を含むサービス利用登録完了通知を送信する。
【０１６４】
　尚、携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂに対する各種サービスの利用登録が完了した旨の通知
は、サービス利用登録完了通知を受信したサービス管理サーバ４０から送信されてもよい
。
【０１６５】
　また、登録管理部３２０６は、通信処理部３２０１により携帯端末２０Ａａからサービ
ス利用状況要求が受信された場合、記憶部５２０のユーザ・サービス登録情報ＤＢやスケ
ジュール管理部３２０５により管理される車両利用予定情報等に基づき、サービス利用状
況情報を生成し、通信処理部３２０１を介して、携帯端末２０Ａａに配信する。
【０１６６】
　キーシェア管理部３２０７は、キーシェアサービスの運用管理を行う。
【０１６７】
　例えば、キーシェア管理部３２０７は、通信処理部３２０１によりオーナユーザの携帯
端末２０Ａａから受信されるキーシェア要求に応じて、キーシェア要求で指定される常用
ユーザＩＤに対応する携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂへの認証キーの手配を行う。具体的に
は、キーシェア管理部３２０７は、キーシェア要求に含まれるオーナユーザＩＤ及びパス
ワードと、記憶部３２００に保存されるオーナユーザＩＤ及びパスワードを照合し、一致
する場合、正規のキーシェア要求であると判定する。また、キーシェア管理部３２０７は
、スケジュール管理部３２０５に問い合わせを行い、キーシェア要求に含まれる利用期間
情報と、最新の車両利用予定情報との間に、不整合、つまり、複数のサービス及び複数の
常用ユーザに亘る車両１０Ａの利用に関する利用日時の重複がないかを判定する。そして
、キーシェア管理部３２０７は、利用時間の重複が無い場合、キーシェア要求に含まれる
情報から特定される、認証キーの配信対象の携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂに対応する常用
ユーザ、及び、認証キーによる施解錠或いは起動対象である車両１０Ａに関する情報と、
それぞれの携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂの利用可能な期間、回数、解錠可能なドア、起動
可否等の権限情報を含む認証キー手配要求を認証キー発行部３２０３に送る。これにより
、認証キー発行部３２０３は、認証キーの配信対象の携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂに対応
する常用ユーザＩＤと、認証キーによる施解錠或いは起動の対象の車両１０Ａを特定し、
適切な認証キーを発行できる。
【０１６８】
　また、キーシェア管理部３２０７は、例えば、記憶部３２００に格納される、キーシェ
ア要求で指定される認証キーの配信対象である携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂのユーザの属
性情報（例えば、年齢や運転免許の有無等）を確認する。そして、キーシェア管理部３２
０７は、認証キーの配信対象の携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂのユーザ（車両１０Ａの常用
ユーザ）が車両１０Ａを運転できないと判断されるユーザである場合、当該ユーザの携帯
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端末２０に、車両１０Ａの起動不可の権限が付与された認証キーが発行されるようにする
。車両１０Ａを運転できないユーザは、例えば、運転免許証の取得可能年齢に到達してい
ないユーザや、運転免許証を取得していないユーザ等である。具体的には、キーシェア管
理部３２０７は、車両１０Ａを運転できないと判断されたユーザに対応する携帯端末２０
Ａａ，２０Ａｂに対応する権限情報に、車両１０Ａの起動を禁止する旨が含まれる認証キ
ー手配要求を認証キー発行部３２０３に送る。これにより、認証キー発行部３２０３は、
車両１０Ａを運転できないユーザの携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂに、車両１０Ａの起動が
禁止される権限が付与された認証キーを配信することができるため、キーシェアサービス
における車両１０Ａの安全性を向上させることができる。
【０１６９】
　また、例えば、キーシェア管理部３２０７は、通信処理部３２０１によりオーナユーザ
の携帯端末２０Ａａから受信される臨時キーシェア要求に基づき、臨時キーシェア要求で
指定される他の携帯端末２０に車両１０Ａの認証キーを配信する。具体的には、キーシェ
ア管理部３２０７は、記憶部３２００に格納されるキーアプリのインストールユーザ情報
ＤＢに基づき、配信対象の他の携帯端末２０に対応するインストールユーザのＩＤ（以下
、「インストールユーザＩＤ」と称する）を特定する。そして、キーシェア管理部３２０
７は、特定されたインストールユーザＩＤと、臨時キーシェア要求で指定される認証キー
に対応する情報（例えば、臨時キーシェア要求に含まれる認証キーの発行ＩＤ等）を含む
認証キー手配要求を認証キー発行部３２０３に送る。これにより、認証キー発行部３２０
３は、インストールユーザＩＤと、認証キーの発行ＩＤ等に基づき、配信対象の他の携帯
端末２０を特定し、通信処理部３２０１を介して、認証キーを当該他の携帯端末２０に配
信することができる。
【０１７０】
　尚、キーシェア管理部３２０７の機能は、車両１０Ａを利用する他のサービスと同様、
サービス管理サーバ４０に含まれうる、センタサーバ３０の外部のサーバ（キーシェア管
理サーバ）に移管されてもよい。
【０１７１】
　子ユーザが所持する携帯端末２０Ａｂは、上述の如く、通信処理部２３１と、通信処理
部２３２と、認証キー取得部２３３と、認証要求部２３４と、施解錠要求部２３５と、記
憶部２３０を含む。
【０１７２】
　尚、本実施形態では、携帯端末２０Ａｂの認証キー取得部２３３の機能は、上記キーア
プリが起動され、且つ、センタサーバ３０との双方向通信に基づくユーザ認証が成功する
ことにより、子ユーザによる利用が可能になる前提で説明を進める。また、当該ユーザ認
証は、子ユーザＩＤ及びそのパスワードに基づき、センタサーバ３０で行われる前提で説
明を進める。また、携帯端末２０Ａｂの認証要求部２３４及び施解錠要求部２３５等の機
能は、キーアプリが起動されることにより、子ユーザによる利用が可能になる前提で説明
を進める。
【０１７３】
　認証キー取得部２３３は、上述の如く、通信処理部２３２を介して、携帯端末２０Ａａ
からセンタサーバ３０に送信されるキーシェア要求に応じてセンタサーバ３０から配信さ
れる認証キーを取得する。これにより、携帯端末２０Ａｂは、通信処理部２３１、認証要
求部２３４、及び、施解錠要求部２３５の機能に基づき、車両１０Ａのドアを施錠及び解
錠したり、車両１０Ａを起動させたりすることができる。つまり、携帯端末２０Ａｂを所
持する子ユーザは、キーシェアサービスによって、オーナユーザとの間での鍵の受け渡し
を行うことなく、携帯端末２０Ａｂを利用して、車両１０Ａを施錠及び解錠し、車両１０
Ａを運転する等、直接的に利用することができる。また、同様に、オーナユーザは、子ユ
ーザとの間での鍵の受け渡しを行うことなく、車両１０Ａを子ユーザに貸し出すことがで
きる。そのため、認証キー管理システム１におけるキーシェアサービスによって、車両１
０Ａのオーナユーザと子ユーザとの間での車両１０Ａの貸し借りにおける利便性を向上さ
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せることができる。
【０１７４】
　また、認証キー取得部２３３は、上述の如く、通信処理部２３２を介して、携帯端末２
０Ａａからセンタサーバ３０に送信される臨時キーシェア要求に応じてセンタサーバ３０
から配信される認証キーを取得する。臨時キーシェア要求に応じて、子ユーザの携帯端末
２０Ａｂ以外の他の携帯端末２０に認証キーが配信される場合についても同様である。こ
れにより、携帯端末２０Ａｂを含む他の携帯端末２０は、通信処理部２３１、認証要求部
２３４、及び、施解錠要求部２３５の機能に基づき、車両１０Ａのドアを施解錠したり、
車両１０Ａを起動したりすることができる。つまり、携帯端末２０Ａｂを所持する子ユー
ザは、例えば、他の常用ユーザを含む複数人で車両１０Ａに同乗して外出する等の場合に
、前もって、認証キーを取得していない場合であっても、認証キーが配信済みの携帯端末
２０Ａａ，２０Ａｂを借りる必要がなく、携帯端末２０Ａｂを利用して、車両１０Ａを施
錠及び解錠したり、車両１０Ａを運転したりする等、直接的に利用することができる。ま
た、同様に、オーナユーザは、前もって、子ユーザの携帯端末２０Ａｂに認証キーを取得
させなかった場合であっても、自分の携帯端末２０Ａａを子ユーザに貸す必要がない。そ
のため、認証キー管理システム１における臨時キーシェアによって、車両１０Ａの常用ユ
ーザを含む複数人で車両１０Ａが同乗利用される場合におけるユーザの利便性を向上させ
ることができる。
【０１７５】
　［トランク配送サービスに関する構成の詳細］
　次に、図４を参照して、認証キー管理システム１におけるトランク配送サービスに関す
る構成について説明する。
【０１７６】
　図４は、認証キー管理システム１におけるトランク配送サービスに関する構成の一例を
中心に示す図である。以下、図４について、認証キー管理システム１におけるトランク配
送サービスに関する構成を中心に説明し、上述したキーシェアサービスに関する構成と重
複する構成に関する重複する説明を極力省略する。
【０１７７】
　車両１０Ａのオーナユーザが所持する携帯端末２０Ａａの処理装置２３は、上述の如く
、通信処理部２３２と、ユーザ登録要求部２３６と、サービス利用登録要求部２３７と、
サービス利用状況要求部２３８を含む。
【０１７８】
　ユーザ登録要求部２３６は、上述の如く、オーナユーザによる所定の操作に応じて、ト
ランク配送サービスを含む各種サービスを利用する車両１０Ａの常用ユーザ（子ユーザ）
の登録をセンタサーバ３０に要求する。
【０１７９】
　サービス利用登録要求部２３７は、上述の如く、オーナユーザによる所定の操作に応じ
て、登録された常用ユーザ（オーナユーザ或いは子ユーザ）ごとのトランク配送サービス
を含む各種サービスの利用登録をセンタサーバ３０に要求する。
【０１８０】
　例えば、サービス利用登録要求部２３７は、サービスリンク情報として、登録対象の車
両１０Ａの常用ユーザに対応する、配送管理サーバ５０のサービスを利用するユーザ向け
のウェブサイト（以下、「配送サイト」と称する）のサービスログインＩＤ及びＥＣサイ
トのサービスログインＩＤを含む、トランク配送サービスを利用するためのサービス利用
登録要求をセンタサーバ３０に送信する。
【０１８１】
　サービス利用状況要求部２３８は、上述の如く、オーナユーザによる所定の操作に応じ
て、オーナユーザＩＤに対応する形で利用登録済の車両１０Ａの常用ユーザによるトラン
ク配送サービスを含む各種サービスの利用状況に関する情報（サービス利用状況情報）を
センタサーバ３０に要求する。
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【０１８２】
　配送管理サーバ５０は、通信機器５１と、処理装置５２を含む。
【０１８３】
　通信機器５１は、所定の通信ネットワークを通じて、携帯端末２０、センタサーバ３０
、及び、ＥＣサーバ６０のそれぞれと双方向で通信を行う任意のデバイスである。
【０１８４】
　処理装置５２は、例えば、ＲＯＭや補助記憶装置に格納される一以上のプログラムをＣ
ＰＵ上で実行することにより実現される機能部として、通信処理部５２１、サービス連携
登録部５２２と、配送受付部５２３と、配送管理部５２４を含む。また、処理装置５２は
、サーバコンピュータの補助記憶装置等の記憶領域として実現される記憶部５２０を含む
。
【０１８５】
　通信処理部５２１は、通信機器５１を制御し、携帯端末２０、センタサーバ３０、及び
、ＥＣサーバ６０のそれぞれとの間で、制御信号や情報信号等の各種信号の送受信を行う
。
【０１８６】
　サービス連携登録部５２２は、通信処理部５２１によりセンタサーバ３０から受信され
るサービス利用登録完了通知に応じて、車両１０Ａの常用ユーザのトランク配送サービス
の利用に関するセンタサーバ３０と配送管理サーバ５０との間での連携のための情報登録
を行う。
【０１８７】
　例えば、サービス連携登録部５２２は、記憶部５２０に構築される配送サイトのユーザ
を管理するユーザ管理ＤＢの中のサービス利用登録完了通知に含まれるサービスログイン
ＩＤ（サービスリンク情報）に対して、トランク配送サービスの利用対象である旨のフラ
グを追加する。また、併せて、サービス連携登録部５２２は、記憶部５２０のユーザ管理
ＤＢの中のサービス利用登録完了通知に含まれるサービスログインＩＤに対して、サービ
ス利用登録完了通知に含まれるＥＣサーバ６０に対応するウェブサイト（即ち、ＥＣサイ
ト）のサービスログインＩＤを紐付ける態様で登録する。これにより、配送管理サーバ５
０は、通信処理部５２１によりＥＣサーバ６０からサービスログインＩＤを含む注文受付
が受信された場合に、対応する配送サイトのサービスログインＩＤを特定することができ
る。そして、配送管理サーバ５０は、特定されたサービスログインＩＤを含む認証キー手
配要求をセンタサーバ３０に送信することにより、後述の如く、センタサーバ３０から配
達員の携帯端末２０Ａｃに認証キーを配信させることができる。
【０１８８】
　配送受付部５２３は、通信処理部５２１を介して、ＥＣサーバ６０からＥＣサイトにお
ける商品の注文者に対応するＥＣサイトのサービスログインＩＤを含む荷物の配送依頼に
関する情報（配送依頼情報）を受け付ける。ＥＣサーバ６０から受け付けられる配送依頼
情報には、配送先の注文者の氏名、住所、電話番号等の基本情報の他、指定された配達先
に関する情報（配達先情報）、指定された配達日時に関する情報（配達日時情報）等が含
まれる。
【０１８９】
　配送管理部５２４は、配送受付部５２３により受け付けられた配送依頼に関する依頼か
ら配達までの全工程の運用管理を行う。
【０１９０】
　例えば、配送管理部５２４は、配送依頼の配達先情報で指定された車両１０Ａの駐車位
置を管轄する営業所に荷物が到着した旨の通知を受け付けると、指定された配達日時（時
間帯）に合わせて、当該荷物を配達に出発する日時や担当の配達員等を決定する。
【０１９１】
　続いて、配送管理部５２４は、当該荷物の出発前（例えば、出発予定時刻の１０分前）
に、通信処理部５２１を介して、センタサーバ３０に車両１０Ａの位置情報を問い合わせ
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る。このとき、当該問い合わせには、トランク配送サービスの利用者である車両１０Ａの
常用ユーザの配送サイトにおけるサービスログインＩＤ（即ち、サービスリンク情報）が
含まれる。後述の位置情報の問い合わせの場合についても同様である。また、当該問い合
わせでは、車両１０Ａの位置情報以外の車両１０Ａに関する情報（例えば、配達員が車両
１０Ａを認識するための車両１０Ａの車種情報、色情報、ナンバープレート情報等）が同
時に問い合わせられてもよく、当該問い合わせを「車両関連情報取得要求」と称する。後
述の位置情報の問い合わせの場合についても同様である。また、車両関連情報取得要求に
は、対象となる荷物を特定する情報が含まれる。そして、配送管理部５２４は、通信処理
部５２１を介して、センタサーバ３０から車両１０Ａの現在の位置情報を取得し、指定さ
れた車両１０Ａの駐車位置との一致性や管轄エリアとの関係性等から配達可否を判断する
。
【０１９２】
　続いて、配送管理部５２４は、配達可能と判断すると、通信処理部５２１を介して、配
達員の携帯端末２０Ａｃに対して、当該荷物を車両１０Ａのトランクに配達可能である旨
の通知（配達可能通知）を送信する。
【０１９３】
　続いて、配送管理部５２４は、配達可能通知を受信した携帯端末２０Ａｃから認証キー
取得要求が通信処理部５２１により受信されると、正規の認証キー取得要求であるか否か
を判定する。具体的には、配送管理部５２４は、当該認証キー取得要求に含まれうる配達
員、届け先（例えば、受取人の氏名或いは法人名等）、荷物の種別、配達時間帯、配達場
所等の配達対象の荷物に関する情報（以下、便宜的に「配達荷物情報」と称する）と、記
憶部５２０に登録されている当該荷物に関する各種情報とを照合することにより、当該判
定を行ってよい。そして、配送管理部５２４は、正規の認証キー取得要求であると判定す
ると、通信処理部５２１を介して、認証キー手配要求をセンタサーバ３０に送信する。こ
のとき、認証キー手配要求には、配達員の携帯端末２０Ａｃを特定するための情報、が含
まれる。配達員を特定するための情報は、例えば、配達員が携帯端末２０Ａｃの認証キー
取得部２３３等に対応する上記キーアプリの機能を利用するためにセンタサーバ３０にお
けるユーザ認証を受けるための認証用ＩＤ（以下、便宜的に「配達員ＩＤ」と称する）で
あってよい。これにより、配達員の携帯端末２０Ａｃは、センタサーバ３０から認証キー
を取得できる。
【０１９４】
　続いて、配送管理部５２４は、通信処理部５２１を介して、営業所から配達に出かけた
配達員の携帯端末２０Ａｃから車両１０Ａの現在位置の問い合わせを受け付けると、セン
タサーバ３０に車両１０Ａの現在の位置情報を問い合わせる。そして、配送管理部５２４
は、通信処理部５２１を介して、センタサーバ３０から車両１０Ａの現在の位置情報を取
得し、配達員の携帯端末２０Ａｃに車両１０Ａの現在の位置情報を送信（転送）する。こ
れにより、出先の配達員は、車両１０Ａの現在の位置情報と、配達先情報で指定された車
両１０Ａの駐車位置に関する情報とを比較し、配達するか持ち帰るかなどを判断すること
ができる。
【０１９５】
　最後に、配送管理部５２４は、通信処理部５２１を介して、当該荷物の配達を完了した
配達員の携帯端末２０Ａｃから受信される配達完了通知を受信すると、当該荷物に関する
トランク配送サービスに関する運用管理は基本的に終了する。このとき、配送管理部５２
４は、電子メールや携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂにインストールされる、配送サイトと連
携する所定のアプリを通じて、依頼主（ＥＣサイトにおける商品の購入者）である車両１
０Ａの常用ユーザに配達完了した旨を通知してもよい。
【０１９６】
　尚、車両１０ＡのＤＣＭ１４は、上述の如く、車両１０Ａのトランクにアクセスするド
ア（トランクリッド等）が解錠された後に、施錠された場合に、配達員による配達が完了
したと判断し、センタサーバ３０にその旨を通知してもよい。これにより、センタサーバ
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３０は、当該通知が受信された場合に、配達完了通知を配送管理サーバ５０に送信するこ
とができる。つまり、配達完了通知は、センタサーバ３０から配送管理サーバ５０に送信
されてもよい。
【０１９７】
　また、配送管理部５２４は、荷物の依頼主である車両１０Ａのユーザとリアルタイムに
連絡を取る必要がある場合、通信処理部５２１を通じて、連絡仲介要求をセンタサーバ３
０に送信する。このとき、連絡仲介要求には、荷物を特定するための情報が含まれる。
【０１９８】
　例えば、配送管理部５２４は、通信処理部５２１により配達員の携帯端末２０Ａｃから
荷物の依頼主のユーザと連絡を取りたい旨の依頼を受信した場合に、連絡仲介要求をセン
タサーバ３０に送信してよい。これにより、例えば、配達員は、配達先として指定された
車両１０Ａのトランク内に何等かの異常がある（例えば、トランクが満杯で荷物を入れら
れない）等に、携帯端末２０Ａｃを通じて、ユーザと比較的リアルタイム且つ直接的に連
絡を取ることができる。
【０１９９】
　また、例えば、配送管理部５２４は、配達の起点となる営業所から荷物が持ち出される
状況で、車両１０Ａが指定位置にないような場合に、連絡仲介要求をセンタサーバ３０に
送信してもよい。これにより、例えば、配達員や営業所の作業員等は、携帯端末２０Ａｃ
等を通じて、ユーザと比較的リアルタイム且つ直接的に連絡を取り、配達先の変更や車両
１０Ａの指定位置の変更等をユーザに促すことができる。
【０２００】
　尚、連絡仲介要求は、配達員の携帯端末２０Ａｄからセンタサーバ３０に送信されても
よい。
【０２０１】
　ＥＣサーバ６０は、通信機器６１と、処理装置６２を含む。
【０２０２】
　通信機器６１は、所定の通信ネットワークを通じて、携帯端末２０、センタサーバ３０
、及び、配送管理サーバ５０のそれぞれと双方向で通信を行う任意のデバイスである。
【０２０３】
　処理装置５２は、例えば、ＲＯＭや補助記憶装置に格納される一以上のプログラムをＣ
ＰＵ上で実行することにより実現される機能部として、通信処理部６２１、ウェブリソー
ス送信部６２２、サービス連携登録部６２３と、注文受付処理部６２４を含む。また、処
理装置６２は、サーバコンピュータの補助記憶装置等の記憶領域として実現される記憶部
６２０を含む。
【０２０４】
　通信処理部６２１は、通信機器６１を制御し、携帯端末２０、センタサーバ３０、及び
、配送管理サーバ５０のそれぞれとの間で、制御信号や情報信号等の各種信号の送受信を
行う。
【０２０５】
　ウェブリソース送信部６２２は、記憶部６２０に保存される、ＥＣサイトのリソースと
しての各種情報に基づき、携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂを含むＥＣサイトを閲覧するユー
ザの任意の端末のブラウザ上に表示させるウェブページに対応するリソースを、所定の方
式で当該端末のブラウザに送信する。ＥＣサイトに表示されうるウェブページには、ＥＣ
サイトのトップページ、ＥＣサイトで取り扱う個々の商品に対応するウェブページ、個々
の商品の注文時にユーザが各種情報を入力する注文入力ページ等が含まれる。例えば、ウ
ェブリソース送信部６２２は、ウェブページに対応するＨＴＭＬ（Hyper Text Markup La
nguage）ドキュメントと、ウェブページ上に表示される画像、動画等のＨＴＭＬドキュメ
ントの配下の情報を並列して送信する。
【０２０６】
　サービス連携登録部６２３は、通信処理部６２１によりセンタサーバ３０から受信され
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るサービス利用登録完了通知に応じて、車両１０Ａの常用ユーザのトランク配送サービス
の利用に関するセンタサーバ３０とＥＣサーバ６０との間での連携のための情報登録を行
う。例えば、サービス連携登録部６２３は、記憶部６２０に構築されるＥＣサイトのユー
ザを管理するユーザ管理ＤＢの中のサービス利用登録完了通知に含まれるサービスログイ
ンＩＤに対して、トランク配送サービスの利用対象である旨のフラグを追加する。また、
併せて、サービス連携登録部６２３は、ユーザ管理ＤＢの中のサービス利用登録完了通知
に含まれるサービスログインＩＤに対して、サービス利用登録完了通知に含まれる配送管
理サーバ５０に対応するウェブサイト（即ち、配送サイト）のサービスログインＩＤを紐
付ける態様で登録する。これにより、ＥＣサーバ６０は、例えば、通信処理部６２１によ
り配送管理サーバ５０から配送サイトのサービスログインＩＤを含む注文商品に関する問
い合わせ等が受信された場合に、対応するＥＣサイトのサービスログインＩＤを特定する
ことができる。
【０２０７】
　注文受付処理部６２４は、ＥＣサイトにおけるユーザの商品の注文に対応する各種操作
入力に基づき、ユーザからの商品の注文を受け付ける。このとき、注文受付処理部６２４
は、ＥＣサイトの注文入力ページにおいて、車両１０Ａのトランクが配達先として選択さ
れた場合、通信処理部６２１を介して、センタサーバ３０に車用利用予定情報を問い合わ
せる。これにより、注文受付処理部６２４は、通信処理部６２１を介して、最新の車両利
用予定情報を取得することができるため、例えば、指定された配達日時が、既に、他の予
定と重複している場合、配達日時の変更を要求したり等の対応を取ることができる。
【０２０８】
　尚、上述の如く、ＥＣサイトにおける注文商品以外の荷物を対象とするトランク配送サ
ービスも想定されうる。この場合、配送管理サーバ５０は、同様に、センタサーバ３０か
ら最新の車両利用予定情報を取得すればよい。これにより、配送管理サーバ５０は、車両
１０Ａの常用ユーザから指定された車両１０Ａのトランクへの荷物の配達日時が、既に、
他の予定と重複している場合、配達日時の変更を要求したり等の対応を取ることができる
。
【０２０９】
　センタサーバ３０の処理装置３２は、上述の如く、通信処理部３２０１と、条件判定部
３２０２と、認証キー発行部３２０３と、位置情報管理部３２０４と、スケジュール管理
部３２０５と、登録管理部３２０６と、記憶部３２００を含む。また、センタサーバ３０
（配達支援装置の一例）の処理装置３２は、例えば、サーバコンピュータの補助記憶装置
等に格納される一以上のプログラムをＣＰＵ上で実行することにより実現される機能部と
して、情報提供態様決定部３２０８と、連絡態様決定部３２０９と、車両関連情報提供部
３２１０と、連絡仲介部３２１１を含む。
【０２１０】
　条件判定部３２０２は、通信処理部３２０１を介して、配送管理サーバ５０から認証キ
ー手配要求を受信した場合、正規の認証キー手配要求であるか否かを判定する。例えば、
条件判定部３２０２は、認証キー手配要求に含まれる配送サイトのサービスログインＩＤ
や配送管理サーバ５０に対応する所定の認証情報（例えば、ＩＤ及びパスワード等）に基
づき、正規の認証キー手配要求であるか否かを判定する。
【０２１１】
　認証キー発行部３２０３は、条件判定部３２０２により正規の認証キー手配要求である
と判定された場合、記憶部３２００のユーザ・サービス登録情報ＤＢに基づき、認証キー
手配要求に対応する車両１０Ａを特定する。また、認証キー発行部３２０３は、時限的（
例えば、配信から数分から数十分の単位だけで利用可能）、且つ、利用回数が制限され（
例えば、利用回数一回だけ）且つトランクリッドの施解錠だけが可能な権限が限定された
認証キーを発行する。これにより、配達員による車両１０Ａの無断利用を防止し、セキュ
リティ性を向上させることができる。そして、認証キー発行部３２０３は、通信処理部３
２０１を介して、認証キー手配要求で特定される配達員の携帯端末２０Ａｃに認証キーを
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配信する。
【０２１２】
　尚、認証キーの利用可能な期間や利用回数等を制限する方法は、例えば、既知の数学的
な方法やセンタサーバ３０と車両１０との間の双方向通信による方法等の任意の方法が採
用されてよい。
【０２１３】
　位置情報管理部３２０４は、例えば、車両関連情報提供部３２１０からの車両関連情報
要求に応じて、通信処理部３２０１を介して、車両１０Ａの位置情報を取得する。
【０２１４】
　スケジュール管理部３２０５は、通信処理部３２０１により受信されるＥＣサーバ６０
からの問い合わせに応じて、記憶部３２００に保存される最新の車両利用予定情報を、通
信処理部３２０１を介して、ＥＣサーバ６０に返信する。
【０２１５】
　登録管理部３２０６は、上述の如く、通信処理部３２０１によりオーナユーザの携帯端
末２０Ａａから受信されるユーザ登録要求に応じて、トランク配送サービスを含む各種サ
ービスの利用する常用ユーザ（子ユーザ）の登録を行う。また、登録管理部３２０６は、
上述の如く、通信処理部３２０１によりオーナユーザの携帯端末２０Ａａから受信される
サービス利用登録要求に応じて、車両１０Ａの常用ユーザによるトランク配送サービスの
利用登録を行う。また、登録管理部３２０６は、上述の如く、トランク配送サービスを含
む各種サービスの利用登録が完了した場合、通信処理部３２０１を介して、登録対象の常
用ユーザに対応する携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂにその旨を通知する。また、登録管理部
３２０６は、トランク配送サービスの利用登録が完了した場合、通信処理部３２０１を介
して、登録対象のサービスの運用管理を行う配送管理サーバ５０及びＥＣサーバ６０に、
サービスリンク情報を含むサービス利用登録完了通知を送信する。
【０２１６】
　情報提供態様決定部３２０８（決定部の一例）は、車両関連情報提供部３２１０による
配送管理サーバ５０への車両１０Ａに関する情報（以下、「車両関連情報」と称する）の
配送事業者への提供態様を決定する。車両関連情報の提供態様には、提供の有無、及び、
提供される車両関連情報の限定度（例えば、車両の位置情報に関して、車両の緯度、経度
に相当する限定のない情報なのか、車両がいる市区町村レベルの限定された内容の情報な
のか等）の少なくとも一方を含みうる。
具体的には、情報提供態様決定部３２０８は、配送管理サーバ５０への車両関連情報の提
供の配送事業者にとっての要否に基づき、許否判定を行う。これにより、センタサーバ３
０は、必要な状況で、配送事業者に車両関連情報を提供することができ、トランク配送サ
ービスの円滑な運用を支援することができる。また、センタサーバ３０は、不要に、車両
関連情報が配送事業者に限定なく提供されるような事態を抑制し、ユーザのプライバシー
を考慮することができる。
【０２１７】
　例えば、情報提供態様決定部３２０８は、車両１０Ａの位置情報に基づき、配送管理サ
ーバ５０への車両関連情報の提供態様を決定する。
【０２１８】
　具体的には、情報提供態様決定部３２０８は、車両１０Ａが停車している場合、配送管
理サーバ５０に車両関連情報の提供することを決定してよい。一方、情報提供態様決定部
３２０８は、車両１０Ａが移動している場合、配送管理サーバ５０に車両関連情報を提供
しないこと（つまり、配送管理サーバ５０への車両関連情報の提供を禁止すること）を決
定してよい。車両１０Ａが移動している場合、配達員が向かうべき場所が確定せず、結果
として、当該車両１０Ａへの荷物の配達を確定できないため、配送事業者にとって、当該
車両の車両関連情報は、不要であると判断できるからである。
【０２１９】
　尚、本例では、車両１０Ａが停車中である場合に限定して配送管理サーバ５０に車両関
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連情報が送信されるが、更に限定して、車両１０Ａが駐車中である場合に限定して配送管
理サーバ５０に車両関連情報が送信されてもよい。これにより、移動中における一時的な
停車（例えば、信号等の交通法規に基づく停車等）の場合が、車両関連情報が配送管理サ
ーバ５０に提供される条件として除外されるため、センタサーバ３０は、ユーザのプライ
バシーを更に保護することができる。また、本例では、情報提供態様決定部３２０８は、
車両が移動している場合に、車両関連情報の提供を禁止する決定を行うが、代わりに、例
えば、限定された内容の車両関連情報を配送管理サーバ５０に提供する決定を行ってもよ
い。
【０２２０】
　また、例えば、情報提供態様決定部３２０８は、トランク配送サービスにおける荷物の
工程進捗状況（つまり、荷物の依頼から配達完了までの間のどの工程に荷物があるか）に
基づき、配送管理サーバ５０への車両関連情報の提供態様を決定する。このとき、情報提
供態様決定部３２０８は、例えば、通信処理部３２０１を通じて、定期的に、トランク配
送サービスに関する荷物ごとの工程進捗状況を取得するようにすればよい。
【０２２１】
　具体的には、情報提供態様決定部３２０８は、依頼された荷物が営業所に集荷されてか
ら配達されるまでの間の工程にある場合に、配送管理サーバ５０に車両関連情報を提供す
ること（つまり、配送管理サーバ５０への車両関連情報の提供を許可すること）を決定し
てよい。一方、情報提供態様決定部３２０８は、それ以外の場合（例えば、依頼されたも
のの荷受けされていなかったり、集荷元の店舗にあり、営業所まで集荷されていない場合
）、配送管理サーバ５０に車両関連情報を提供しないこと（つまり、配送管理サーバ５０
への車両関連情報の提供を禁止すること）を決定してよい。荷物が営業所に到着する前の
時点で、主に車両１０Ａへの荷物の配達時等に必要になる車両関連情報を、配送事業者が
必要としているとは考えられないからである。
【０２２２】
　尚、車両関連情報は、上述の如く、実際に車両１０Ａへの荷物の配達が行われる際に必
要になる場合が多い。そのため、情報提供態様決定部３２０８は、更に遅いタイミング、
例えば、集荷された営業所から配達の起点となる営業所に荷物が到達した後の工程にある
場合や、配達の起点となる営業所で荷物を配達するために配送員により持ち出されること
が決定された後の工程にある場合に、配送管理サーバ５０への車両関連情報の提供を許可
し、それ以外の場合に、禁止にしてもよい。以下、後述する連絡態様決定部３２０９によ
る配送事業者とユーザとの間の連絡態様の決定の場合についても同様である。また、本例
では、情報提供態様決定部３２０８は、荷物が所定の工程の範囲以外にある場合に、車両
関連情報の提供を禁止する決定を行うが、代わりに、例えば、限定された内容の車両関連
情報を配送管理サーバ５０に提供する決定を行ってもよい。
【０２２３】
　連絡態様決定部３２０９（決定部の一例）は、連絡仲介部３２１１による配送事業者と
ユーザとの間の比較的リアルタイムでの連絡態様を決定する。配送事業者とユーザとの間
の連絡態様には、連絡の可否、及び、連絡手段のうちの少なくとも一方が含まれうる。具
体的には、連絡態様決定部３２０９は、配送事業者とユーザとの間の連絡の配送事業者に
とっての要否に基づき、連絡態様の決定を行う。これにより、センタサーバ３０は、必要
な状況で、配送事業者とユーザとの間の連絡の仲介を行うことができ、トランク配送サー
ビスの円滑な運用を支援することができる。また、センタサーバ３０は、不要に、配送事
業者とユーザとの間の連絡が可能になったりする事態を抑制し、ユーザのプライバシーを
考慮することができる。
【０２２４】
　また、例えば、連絡態様決定部３２０９は、車両１０Ａの位置情報に基づき、配送事業
者とユーザとの間の連絡態様を決定する。
【０２２５】
　具体的には、連絡態様決定部３２０９は、車両１０Ａがユーザにより指定された指定位
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置（例えば、自宅の駐車場等）にあるか否かに基づき、配送事業者とユーザとの間の連絡
態様を決定してよい。より具体的には、連絡態様決定部３２０９は、車両１０Ａが指定位
置にない場合、配送事業者とユーザとの間の連絡ができるようにすること（つまり、配送
事業者とユーザとの間の連絡を許可すること）を決定してよい。一方、連絡態様決定部３
２０９は、車両１０Ａが指定位置にある場合、配送事業者とユーザとの間の連絡ができな
いようにすること（つまり、配送事業者とユーザとの間の連絡を禁止すること）を決定に
してよい。車両１０Ａが指定位置にある場合、配送事業者（配達員）は、指定位置に向か
えばよく、ユーザに連絡する必要がないと考えられるが、車両１０Ａが指定位置にない場
合、配送事業者は、ユーザと連絡を取って、配達先の変更等を促す必要があると考えられ
るからである。
【０２２６】
　尚、連絡態様決定部３２０９は、車両１０Ａが指定位置にある場合に、配送事業者とユ
ーザとの連絡ができないようにするが、車両１０Ａが指定位置にない場合と連絡手段を異
ならせることにより、配送事業者とユーザとの間の連絡を制限してもよい。例えば、車両
１０Ａが指定位置にない場合、後述する専用アプリ等において、音声及びメッセージ（文
字入力）等による連絡が許可される一方、車両１０Ａが指定位置にある場合、メッセージ
による連絡だけが許可される態様であってもよい。また、例えば、車両１０Ａが指定位置
にある場合、後述する専用アプリでのユーザとの直接的な連絡が許可される一方で、車両
１０Ａが指定位置にない場合、専用アプリ上での連絡が許可されず、配送管理サーバ５０
からセンタサーバ３０にリクエスト信号が送信されるなどによる方法だけで連絡が許可さ
れる態様であってもよい。
【０２２７】
　また、例えば、連絡態様決定部３２０９は、配送管理サーバ５０への車両関連情報の提
供の場合と同様、トランク配送サービスにおける荷物の工程進捗状況に基づき、配送事業
者とユーザとの間の連絡態様を決定する。
【０２２８】
　具体的には、連絡態様決定部３２０９は、配送管理サーバ５０への車両関連情報の提供
の場合と同様、依頼された荷物が営業所に集荷されてから配達されるまでの間の工程にあ
る場合に、配送事業者とユーザとの間の連絡ができるようにすること（つまり、配送事業
者とユーザとの間の連絡を許可すること）を決定してよい。一方、連絡態様決定部３２０
９は、それ以外の場合、配送事業者とユーザとの間の連絡ができないようにすること（つ
まり、配送事業者とユーザとの間の連絡を禁止すること）を決定してよい。荷物が営業所
に到着する前の時点で、主に車両１０Ａへの荷物の配達作業時等で必要になるユーザと間
でのリアルタイムでの直接的な連絡を、配送事業者が必要としているとは考えられないか
らである。
【０２２９】
　尚、連絡態様決定部３２０９は、配送事業者とユーザとの間の連絡のうち、配送事業者
からユーザへの連絡と、ユーザから配送事業者への連絡のそれぞれに対して、連絡態様の
決定を行ってもよい。例えば、連絡態様決定部３２０９は、荷物が営業所に集荷される前
の期間や荷物の配達が完了した後の期間について、配送事業者からユーザへの連絡を禁止
する一方、ユーザから配送事業者への連絡を許可する決定を行ってもよい。これにより、
配送事業者からユーザへの不要な連絡を防止しつつ、ユーザから配送事業者への直接の連
絡を可能にすることができるため、ユーザは、依頼時の記載漏れ等に関する連絡や配達さ
れた荷物の異常等に関する連絡等を配送事業者に対して容易に行うことができ、ユーザの
利便性を向上させることができる。また、連絡態様決定部３２０９は、荷物が所定の工程
以外にある場合に、配送事業者とユーザとの連絡ができないようにするが、荷物が所定の
工程にある場合と連絡手段を異ならせることにより、配送事業者とユーザとの間の連絡を
制限してもよい。例えば、荷物が所定の工程にある場合、後述する専用アプリ等において
、音声及びメッセージ（文字入力）等による連絡が許可される一方、荷物が所定の工程以
外にある場合、メッセージによる連絡だけが許可される態様であってもよい。また、例え
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ば、荷物が所定の工程にある場合、後述する専用アプリでのユーザと配送事業者との直接
的な連絡が許可される一方で、車両１０Ａが指定位置にない場合、専用アプリ上での連絡
が許可されず、配送管理サーバ５０からセンタサーバ３０にリクエスト信号が送信される
などによる方法だけで連絡が許可される態様であってもよい。
【０２３０】
　車両関連情報提供部３２１０（支援部の一例）は、通信処理部３２０１により配送管理
サーバ５０から車両関連情報取得要求が受信された場合、情報提供態様決定部３２０８に
より決定された提供態様に応じて、通信処理部３２０１を通じて、車両関連情報を配送管
理サーバ５０に送信する。
【０２３１】
　車両関連情報には、例えば、車両１０Ａの位置情報、車種情報、色情報、ナンバープレ
ート情報等が含まれうる。車両１０Ａの位置情報は、上述の如く、位置情報管理部３２０
４により取得されうる。また、車種情報、色情報、ナンバープレート情報等は、例えば、
記憶部３２００に予め登録される車両１０Ａの基本情報のＤＢ（基本情報ＤＢ）から取得
されうる。
【０２３２】
　具体的には、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１により配送管理サー
バ５０から車両関連情報取得要求が受信され、且つ、情報提供態様決定部３２０８により
配送管理サーバ５０に車両関連情報を提供することが決定された場合に、通信処理部３２
０１を通じて、配送管理サーバ５０に車両関連情報を送信する。
【０２３３】
　一方、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１により配送管理サーバ５０
から車両関連情報取得要求が受信された場合であっても、情報提供態様決定部３２０８に
より配送管理サーバ５０に車両関連情報を提供しないことが決定された場合、通信処理部
３２０１を通じて、車両関連情報を送信することができない旨の通知（不許可通知）を配
送管理サーバ５０に送信する。
【０２３４】
　尚、車両関連情報提供部３２１０は、上述の如く、情報提供態様決定部３２０８により
配送管理サーバ５０に車両関連情報を提供しないことが決定される代わりに、限定された
車両関連情報を配送管理サーバ５０に提供することが決定された場合、所定の方式で限定
された車両関連情報を、通信処理部３２０１を通じて、配送管理サーバ５０に送信してよ
い。
【０２３５】
　また、車両関連情報提供部３２１０（送信部の一例）は、上述の如く、車両１０Ａが移
動していることによって、情報提供態様決定部３２０８により配送管理サーバ５０に車両
関連情報を提供しないことが決定された場合、通信処理部３２０１を通じて、車両１０Ａ
が移動中である旨の不許可通知（以下、便宜的に、「移動中通知」と称する）を配送管理
サーバ５０に送信してもよい。これにより、配送事業者は、車両１０Ａが移動中であるた
めに車両関連情報の提供を受けられない旨を把握することができる。
【０２３６】
　また、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１を通じて、車両１０Ａが最
後に停車していた場所の位置情報（以下、「直近停車位置情報」と称する）を含む移動中
通知を配送管理サーバ５０に送信してもよい。これにより、配送事業者は、どの場所を起
点として移動しているかを把握することができる。
【０２３７】
　また、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１を通じて、車両１０Ａの直
近停車位置情報に代えて、或いは、加えて、車両１０Ａが指定位置に近づいているか否か
に関する情報（以下、便宜的に、「相対移動情報」と称する）を含む移動中通知を配送管
理サーバ５０に送信してもよい。これにより、配送事業者は、車両１０Ａが指定位置に近
づいているのか否かを把握することができる。そのため、配送事業者は、例えば、車両１
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０Ａが指定位置に近づいているのであれば、比較的近いタイミングで、車両１０Ａが指定
位置に戻る可能性があるため、そのタイミングで、車両１０Ａに配達員が到着できるよう
に、配達順番等を変更する等の対応が可能である。つまり、センタサーバ３０は、配送事
業者によるトランク配送サービスにおける作業効率を向上させることができる。
【０２３８】
　また、車両関連情報提供部３２１０は、車両１０Ａが指定位置に近づいているときに、
車両１０Ａが指定位置に近づいている旨の情報と共に、車両１０Ａが指定位置に到着する
予定時刻（以下、「到着予定時刻」と称する）等により構成される相対移動情報を含む移
動中通知を、通信処理部３２０１を通じて、配送管理サーバ５０に送信してもよい。この
とき、車両関連情報提供部３２１０は、カーナビゲーション装置やスマートフォン等にイ
ンストールされるナビゲーションアプリ等に適用される既知の方法を任意に適用すること
で、車両１０Ａの到着予定時刻を推定できる。これにより、配送事業者は、具体的な到着
予定時間を把握することができる。そのため、センタサーバ３０は、配送事業者によるト
ランク配送サービスにおける作業効率を更に向上させることができる。
【０２３９】
　また、車両関連情報提供部３２１０は、車両１０Ａが指定位置から離れていっていると
きに、車両１０Ａが指定位置から離れていっている旨の情報と共に、車両１０Ａがユーザ
により予め指定される配達指定時間帯の間で、車両１０Ａが指定位置に戻れる場所にある
か否かに関する情報（以下、「指定位置戻り可否情報」と称する）等で構成される相対移
動情報を含む移動中通知を、通信処理部３２０１を通じて、配送管理サーバ５０に送信し
てもよい。このとき、車両関連情報提供部３２１０は、到着予定時刻の場合と同様、カー
ナビゲーション装置やナビゲーションアプリに適用される既知の方法を任意に適用し、車
両１０Ａの現在位置から指定位置までの所要時間等を予測することにより、車両１０Ａの
現在位置が、配達指定時間帯の間で、指定位置まで戻れる場所であるか否かを判定するこ
とができる。これにより、配送事業者は、配達指定時間帯の間で、車両１０Ａが指定位置
に戻れる場所にいるか否かを把握することができる。そのため、配送事業者は、例えば、
配達指定時間帯の間で、指定位置に戻れる場所に車両１０Ａがいるようであれば、配達指
定時間帯での配達を行い、配達指定時間帯の間で、指定位置に戻れない場所にいないよう
であれば、今回の配達指定時間帯での配達を中止し、再配達にする等の対応が可能である
。そのため、センタサーバ３０は、配送事業者によるトランク配送サービスにおける作業
効率を向上させることができる。
【０２４０】
　また、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１を通じて、車両１０Ａの直
近停車位置情報や相対移動情報等に代えて、或いは、加えて、車両１０Ａがトランク配送
サービスにおける配達可能エリア内にあるか否かに関する情報（以下、便宜的に、「配達
可能エリア情報」と称する）を含む移動中通知を配送管理サーバ５０に送信してもよい。
これにより、配送事業者は、車両１０Ａが配送可能エリア内にいるのか、その外にいるの
かを把握し、車両１０Ａへの荷物の配達の可否を判断することができる。そのため、セン
タサーバ３０は、配送事業者荷よるトランク配送サービスにおける作業効率を向上させる
ことができる。
【０２４１】
　以下、直近停車位置情報、相対移動情報、配達可能エリア情報等を包括的に、移動中情
報の「付属情報」と称する。
【０２４２】
　尚、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１を通じて、必要とする配達員
の携帯端末２０Ａｃに対して、直接、車両関連情報や不許可通知（移動中通知）を送信し
てもよい。このとき、車両関連情報提供部３２１０は、車両関連情報や付属情報の内容を
携帯端末２０Ａｃのディスプレイ２４０に表示させてもよい。例えば、車両関連情報提供
部３２１０は、通信処理部３２０１を通じて、ディスプレイ２４０への表示要求の形で、
車両関連情報や移動中通知を携帯端末２０Ａｃに送信してもよい。また、例えば、車両関
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連情報提供部３２１０は、携帯端末２０Ａｃで起動されるキーアプリに組み込まれる所定
のＡＰＩ（Application Programming Interface）を通じて、付属情報をディスプレイ２
４０に表示させてもよい。
【０２４３】
　連絡仲介部３２１１（支援部の一例）は、通信処理部３２０１により配送管理サーバ５
０から連絡仲介要求が受信された場合、連絡態様決定部３２０９により決定された連絡態
様に応じて、配送事業者（例えば、配達員）と荷物の依頼主であるユーザとの間の比較的
リアルタイムで直接的な連絡の仲介を行う。
【０２４４】
　具体的には、連絡仲介部３２１１は、通信処理部３２０１により配送管理サーバ５０か
ら連絡仲介要求が受信され、且つ、連絡態様決定部３２０９により配送事業者とユーザと
の間の連絡ができるようにする決定がされた場合に、配送事業者とユーザとの間の連絡の
仲介を行う。
【０２４５】
　例えば、連絡仲介部３２１１は、配送事業者の端末（例えば、配達員の携帯端末２０Ａ
ｄや営業所に設けられる端末等）、及び、ユーザの端末（例えば、携帯端末２０Ａａ，２
０Ａｂ等）のそれぞれにインストールされた、トランク配送サービスに対して専用で設け
られるアプリケーションプログラム（例えば、上述のキーアプリ。以下、「専用アプリ」
と称する）等を利用して、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介してよい。当該専用ア
プリは、センタサーバ３０（を運営する事業者）から、インターネット回線等を通じて、
それぞれの端末に提供されることにより、それぞれの端末にインストールされうる。
【０２４６】
　具体的には、連絡仲介部３２１１は、連絡仲介要求で特定される荷物から依頼主のユー
ザを特定し、当該荷物に対して、当該ユーザと、配送事業者とをグループメンバーとする
、専用アプリのメッセージ機能等を通じて相互に連絡可能なグループチャットを作成して
よい。連絡仲介部３２１１は、通信処理部３２０１を通じて、それぞれの端末で起動され
たキーアプリを制御し、メッセージ機能等を通じて、配送事業者の端末及びユーザの端末
の何れか一方から受け付けられたメッセージを、プッシュ通知で他の端末に送信する。こ
れにより、センタサーバ３０は、ユーザのプライバシーに関わる情報（例えば、汎用ＳＮ
Ｓのアカウントやメールアドレス、電話番号等）を配送事業者に開示することなく、ユー
ザと配送事業者との間の連絡を仲介することができる。
【０２４７】
　また、例えば、連絡仲介部３２１１は、トランク配送サービスに対して専用で設けられ
るＳＮＳ（以下、「専用ＳＮＳ」と称する）を通じて、配送事業者とユーザとの間の連絡
を仲介してもよい。具体的には、連絡仲介部３２１１は、連絡仲介要求に特定される荷物
から依頼主のユーザを特定し、通信処理部３２０１を通じて、専用ＳＮＳにおける当該ユ
ーザのアカウントを配送管理サーバ５０に送信してもよい。また、連絡仲介部３２１１は
、当該ユーザのアカウントと配送事業者のアカウントをリンクさせる、例えば、当該ユー
ザと、配送事業者をグループメンバーとする、専用ＳＮＳのメッセージ機能を通じて相互
に連絡可能なグループチャットを作成してもよい。これにより、センタサーバ３０は、ユ
ーザのプライバシーに関わる情報（例えば、汎用ＳＮＳのアカウントやメールアドレス、
電話番号等）を配送事業者に開示することなく、ユーザと配送事業者との間の連絡を仲介
することができる。
【０２４８】
　一方、連絡仲介部３２１１は、通信処理部３２０１により配送管理サーバ５０から連絡
仲介要求が受信された場合であっても、連絡態様決定部３２０９により配送事業者とユー
ザとの間の連絡ができないようにする決定がされた場合、通信処理部３２０１を通じて、
配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介をできない旨の通知（不許可通知）を配送管理サ
ーバ５０に送信する。
【０２４９】
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　尚、連絡仲介部３２１１は、上述の如く、連絡態様決定部３２０９により配送事業者と
ユーザとの間の連絡ができないようにする決定の代わりに、配送事業者とユーザとの間の
連絡を制限する態様の連絡手段だけで連絡できるようにする決定がされた場合、当該連絡
手段だけで連絡できるようにしてよい。例えば、連絡仲介部３２１１は、連絡態様決定部
３２０９により決定された連絡態様に応じて、上述の如く、専用アプリでの音声による連
絡を禁止しメッセージだけに制限してよい。また、例えば、連絡仲介部３２１１は、連絡
態様決定部３２０９により決定された連絡態様に応じて、上述の如く、専用アプリ等によ
る直接的な配送事業者とユーザとの間の連絡を禁止し、通信処理部３２０１により配送管
理サーバ５０から受信されるリクエスト信号に応じて、当該リクエスト信号に含まれる連
絡情報をユーザの携帯端末２０Ａａ，Ａｂ等に中継するようにしてよい。
【０２５０】
　また、連絡仲介部３２１１は、上述の如く、車両１０Ａが指定位置にあることによって
、連絡態様決定部３２０９により配送事業者とユーザとの間の連絡ができないようにする
決定がなされた場合、通信処理部３２０１を通じて、車両１０Ａが指定位置にいる旨の不
許可通知（以下、便宜的に、「指定位置通知」と称する）を配送管理サーバ５０に送信し
てもよい。これにより、配送事業者は、車両１０Ａが指定位置にあるために、ユーザとの
間の直接的且つ比較的リアルタイムでの連絡の仲介をうけられない旨を把握することがで
きる。
【０２５１】
　配達員の携帯端末２０Ａｃの処理装置２３は、上述の如く、通信処理部２３１と、通信
処理部２３２と、認証キー取得部２３３と、認証要求部２３４と、施解錠要求部２３５を
含む。
【０２５２】
　尚、本実施形態では、携帯端末２０Ａｃの認証キー取得部２３３、認証要求部２３４、
施解錠要求部２３５の機能は、上記キーアプリが起動されることにより、オーナユーザに
よる利用が可能になる前提で説明を進める。
【０２５３】
　認証キー取得部２３３は、配達員による所定の操作に応じて、通信処理部２３２を介し
て、配送管理サーバ５０に認証キー取得要求を送信する。このとき、認証キー取得要求に
は、記憶部２３０に予め保存される上述の配達荷物情報が含まれる。これにより、配送管
理サーバ５０は、認証キー取得要求に応じて、認証キー手配要求をセンタサーバ３０に送
信し、センタサーバ３０は、認証キー手配要求に応じて、携帯端末２０Ａｃに認証キーを
配信し、携帯端末２０Ａｃは、認証キーを取得することができる。よって、携帯端末２０
Ａｃは、通信処理部２３１、認証要求部２３４、及び、施解錠要求部２３５の機能に基づ
き、車両１０Ａのトランクリッドを施錠及び解錠することができるため、配達員は、依頼
された荷物を車両１０Ａのトランクに配達し、且つ、車両１０Ａのトランクを元通り施錠
して帰ることができる。
【０２５４】
　［Ｃ２Ｃカーシェアサービスに関する構成の詳細］
　次に、図５を参照して、認証キー管理システム１におけるＣ２Ｃカーシェアサービスに
関する構成について説明する。
【０２５５】
　図５は、認証キー管理システム１におけるＣ２Ｃカーシェアサービスに関する構成の一
例を中心に示す図である。以下、図５について、認証キー管理システム１におけるＣ２Ｃ
カーシェアサービスに関する構成を中心に説明し、上述したキーシェアサービス等に関す
る構成と重複する構成に関する重複する説明を極力省略する。
【０２５６】
　車両１０Ａのオーナユーザが所持する携帯端末２０Ａａの処理装置２３は、上述の如く
、通信処理部２３２と、ユーザ登録要求部２３６と、サービス利用登録要求部２３７、サ
ービス利用状況要求部２３８を含む。
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【０２５７】
　ユーザ登録要求部２３６は、上述の如く、オーナユーザによる所定の操作に応じて、Ｃ
２Ｃカーシェアサービスを含む各種サービスを利用する車両１０Ａの常用ユーザ（子ユー
ザ）の登録をセンタサーバ３０に要求する。
【０２５８】
　サービス利用登録要求部２３７は、上述の如く、オーナユーザによる所定の操作に応じ
て、登録された常用ユーザ（オーナユーザ或いは子ユーザ）ごとのＣ２Ｃカーシェアサー
ビスを含む各種サービスの利用登録をセンタサーバ３０に要求する。
【０２５９】
　例えば、サービス利用登録要求部２３７は、サービスリンク情報として、登録対象の車
両１０Ａの常用ユーザに対応する、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０に対応するＣ２Ｃカ
ーシェアサービスを利用するユーザ向けのウェブサイト（以下、「Ｃ２Ｃカーシェアサイ
ト」と称する）のサービスログインＩＤ含む、Ｃ２Ｃカーシェアサービスを利用するため
のサービス利用登録要求をセンタサーバ３０に送信する。
【０２６０】
　サービス利用状況要求部２３８は、上述の如く、オーナユーザによる所定の操作に応じ
て、オーナユーザＩＤに対応する形で利用登録済の車両１０Ａの常用ユーザによるＣ２Ｃ
カーシェアサービスを含む各種サービスの利用状況に関する情報（サービス利用状況情報
）をセンタサーバ３０に要求する。
【０２６１】
　Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０は、通信機器７１と、処理装置７２を含む。
【０２６２】
　通信機器７１は、所定の通信ネットワークを通じて、携帯端末２０及びセンタサーバ３
０のそれぞれと双方向で通信を行う任意のデバイスである。
【０２６３】
　処理装置７２は、例えば、ＲＯＭや補助記憶装置に格納される一以上のプログラムをＣ
ＰＵ上で実行することにより実現される機能部として、通信処理部７２１、サービス連携
登録部７２２と、予約管理部７２３と、車両管理部７２４を含む。また、処理装置７２は
、サーバコンピュータの補助記憶装置等の記憶領域として実現される記憶部７２０を含む
。
【０２６４】
　尚、貸出対象である車両１０Ａを特定する情報は、車両１０Ａの常用ユーザ（オーナユ
ーザ）によって、既に、Ｃ２Ｃカーシェアサイトを通じて、サービスログインＩＤに紐づ
けられる態様で、記憶部７２０に登録（保存）済みである前提で説明を進める。
【０２６５】
　通信処理部７２１は、通信機器７１を制御し、携帯端末２０及びセンタサーバ３０のそ
れぞれとの間で、制御信号や情報信号等の各種信号の送受信を行う。
【０２６６】
　サービス連携登録部７２２は、通信処理部７２１によりセンタサーバ３０から受信され
るサービス利用登録完了通知に応じて、車両１０Ａの常用ユーザのＣ２Ｃカーシェアサー
ビスの利用に関するセンタサーバ３０とＣ２Ｃカーシェア管理サーバ７０との間での連携
のための情報登録を行う。
【０２６７】
　例えば、サービス連携登録部７２２は、記憶部７２０に構築されるＣ２Ｃカーシェアサ
イトのユーザを管理するユーザ管理ＤＢの中のサービス利用登録完了通知に含まれるサー
ビスログインＩＤに対して、Ｃ２Ｃカーシェアサービスにおける車両１０Ａの貸主である
旨のフラグを追加する。これにより、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０は、貸主である車
両１０Ａの常用ユーザに対応するサービスログインＩＤを含む認証キー手配要求をセンタ
サーバ３０に送信することにより、後述の如く、センタサーバ３０から借主の携帯端末２
０Ａｄに認証キーを配信させることができる。
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【０２６８】
　予約管理部７２３は、Ｃ２Ｃカーシェアサイト等を通じて行われる車両１０Ａの利用予
約を管理する。
【０２６９】
　例えば、予約管理部７２３は、Ｃ２Ｃカーシェアサイト等を通じて、車両１０Ａの常用
ユーザから車両１０Ａの貸し出し可能日時の登録を受け付け、受け付けられた貸し出し可
能日時を記憶部７２０に登録（保存）する。このとき、予約管理部７２３は、通信処理部
７２１を介して、センタサーバ３０に車用利用予定情報を問い合わせる。これにより、予
約管理部７２３は、通信処理部７２１を介して、最新の車両利用予定情報を取得すること
ができる。そのため、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０は、例えば、車両１０Ａの常用ユ
ーザから受け付けられた貸し出し可能日時が、既に、他の予定と重複している場合、貸し
出し可能日時の変更を要求したり、受け付けられた貸し出し可能日時から重複部分を除い
た分を貸し出し可能日時として登録したり等の対応を取ることができる。
【０２７０】
　また、例えば、予約管理部７２３は、記憶部７２０に保存される、車両１０Ａの貸し出
し可能日時の範囲内で、車両１０Ａの利用予約を受け付ける。そして、予約管理部７２３
は、Ｃ２Ｃカーシェアサイトを通じて、借主であるユーザから車両１０Ａの利用予約を受
け付けると、記憶部７２０に保存される車両１０Ａの貸し出し予定スケジュールに関する
情報（貸出予定スケジュール情報）を更新する。
【０２７１】
　また、例えば、予約管理部７２３は、通信処理部７２１により車両１０Ａの借主の携帯
端末２０Ａｄから認証キー取得要求が受信された場合、正規の認証キー取得要求であるか
否かを判定する。具体的には、予約管理部７２３は、認証キー取得要求に含まれる、Ｃ２
ＣカーシェアサイトのサービスログインＩＤ及びパスワードや、利用予約の日時との関係
（例えば、利用予約の日時の範囲内か、或いは、開始日時まで所定時間を切っているか等
）に基づき、当該判定を行ってよい。予約管理部７２３は、正規の認証キー取得要求であ
る場合、通信処理部７２１を介して、センタサーバ３０に認証キー手配要求を送信する。
このとき、認証キー手配要求には、車両１０Ａの借主の携帯端末２０Ａｄを特定するため
の情報が含まれる。車両１０Ａの借主を特定するための情報は、例えば、車両１０Ａの借
主が携帯端末２０Ａｄの認証キー取得部２３３の機能を利用するためにセンタサーバ３０
におけるユーザ認証を受けるための認証用ＩＤ（以下、便宜的に「借主ＩＤ」と称する）
であってよい。これにより、車両１０Ａの借主の携帯端末２０Ａｄは、センタサーバ３０
から認証キーを取得できる。
【０２７２】
　車両管理部７２４は、貸出対象の車両１０Ａを管理する。
【０２７３】
　例えば、車両管理部７２４は、車両１０Ａの利用予約日時の前（例えば、数十分前～直
前までの期間）に、通信処理部７２１を介して、センタサーバ３０に車両１０Ａの現在の
位置情報を問い合わせる。そして、車両管理部７２４は、通信処理部７２１を介して、当
該問い合わせに応じてセンタサーバ３０から返信される車両１０Ａの現在の位置情報を取
得する。これにより、車両１０Ａの貸し出し予定の日時（利用予約日時）の前に、指定さ
れた場所に車両１０Ａが戻っているか等を判断することができる。そのため、Ｃ２Ｃカー
シェア管理サーバ７０は、車両１０Ａが指定された場所に戻っていない場合、車両１０Ａ
の貸主である常用ユーザに対して、電子メールや携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂにインスト
ールされる、Ｃ２Ｃカーシェアサイトと連携する所定のアプリを通じて、指定場所に戻る
よう警告したり等の対応を取ることができる。
【０２７４】
　センタサーバ３０の処理装置３２は、上述の如く、通信処理部３２０１と、条件判定部
３２０２と、認証キー発行部３２０３と、位置情報管理部３２０４と、スケジュール管理
部３２０５と、登録管理部３２０６と、記憶部３２００を含む。
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【０２７５】
　条件判定部３２０２は、通信処理部３２０１によりＣ２Ｃカーシェア管理サーバ７０か
ら認証キー手配要求が受信された場合、正規の認証キー手配要求であるか否かを判定する
。例えば、条件判定部３２０２は、認証キー手配要求に含まれるサービスリンク情報（Ｃ
２ＣカーシェアサイトのサービスログインＩＤ等）やＣ２Ｃカーシェア管理サーバ７０に
対応する所定の認証情報（例えば、ＩＤ及びパスワード等）に基づき、正規の認証キー手
配要求であるか否かを判定する。
【０２７６】
　認証キー発行部３２０３は、条件判定部３２０２により正規の認証キー手配要求である
と判定された場合、記憶部３２００のユーザ・サービス登録情報ＤＢに基づき、認証キー
手配要求に対応する車両１０Ａを特定する。また、認証キー発行部３２０３は、時限的（
例えば、認証キー手配要求に含まれる車両１０Ａの利用予約日時とその前後のバッファ期
間だけで利用可能）な認証キーを発行する。そして、認証キー発行部３２０３は、通信処
理部３２０１を介して、認証キー手配要求で特定される車両１０Ａの借主の携帯端末２０
Ａｄに認証キーを配信する。
【０２７７】
　尚、Ｃ２Ｃカーシェアサービスは、例えば、車両１０Ａのトランクだけを貸し出す態様
のサービス（以下、便宜的に「車両トランク貸出サービス」と称する）を含んでもよい。
車両トランク貸出サービスの場合、認証キー発行部３２０３は、トランクリッドの施解錠
だけが可能な権限が限定された認証キーを発行すればよい。これにより、Ｃ２Ｃカーシェ
アリングの貸出対象をトランクだけに限定できる。これにより、例えば、旅行先で貸し出
されている車両１０Ａのトランクを借りて、旅行先で利用するための購入商品を、借りた
トランクに配達してもらう態様のトランク配送サービスが実現されうる。
【０２７８】
　位置情報管理部３２０４は、通信処理部３２０１によりＣ２Ｃカーシェア管理サーバ７
０から受信される車両１０Ａの現在位置の問い合わせに応じて、通信処理部３２０１を介
して、車両１０Ａに位置情報要求を送信する。これにより、位置情報管理部３２０４は、
通信処理部３２０１を介して、車両１０Ａから現在の位置情報を取得できる。そして、位
置情報管理部３２０４は、通信処理部３２０１を介して、車両１０Ａから取得した現在の
位置情報をＣ２Ｃカーシェア管理サーバ７０に返信する。
【０２７９】
　スケジュール管理部３２０５は、通信処理部３２０１によりＣ２Ｃカーシェア管理サー
バ７０から受信される車両１０Ａの現在位置の問い合わせに応じて、通信処理部３２０１
を介して、車両１０Ａに最新の車両利用予定情報を送信する。
【０２８０】
　登録管理部３２０６は、上述の如く、通信処理部３２０１によりオーナユーザの携帯端
末２０Ａａから受信されるユーザ登録要求に応じて、Ｃ２Ｃカーシェアサービスを含む各
種サービスの利用する常用ユーザ（子ユーザ）の登録を行う。また、登録管理部３２０６
は、上述の如く、通信処理部３２０１によりオーナユーザの携帯端末２０Ａａから受信さ
れるサービス利用登録要求に応じて、車両１０Ａの常用ユーザによるＣ２Ｃカーシェアサ
ービスの利用登録を行う。また、登録管理部３２０６は、上述の如く、Ｃ２Ｃカーシェア
サービスを含む各種サービスの利用登録が完了した場合、通信処理部３２０１を介して、
登録対象の常用ユーザに対応する携帯端末２０Ａａ，２０Ａｂにその旨を通知する。また
、登録管理部３２０６は、Ｃ２Ｃカーシェアサービスの利用登録が完了した場合、登録対
象のサービスの運用管理を行う配送管理サーバに、サービスリンク情報を含むサービス利
用登録完了通知を送信する。
【０２８１】
　車両１０Ａの借主の携帯端末２０Ａｄの処理装置２３は、上述の如く、通信処理部２３
１と、通信処理部２３２と、認証キー取得部２３３と、認証要求部２３４と、施解錠要求
部２３５と、記憶部２３０を含む。
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【０２８２】
　認証キー取得部２３３は、車両１０Ａの借主による所定の操作に応じて、通信処理部２
３２を介して、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０に認証キー取得要求を送信する。このと
き、認証キー取得要求には、車両１０Ａの借主に対応するＣ２Ｃカーシェアサイトのサー
ビスログインＩＤが含まれる。これにより、Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ７０は、認証キ
ー取得要求に応じて、認証キー手配要求をセンタサーバ３０に送信し、センタサーバ３０
は、認証キー手配要求に応じて、携帯端末２０Ａｄに認証キーを配信し、携帯端末２０Ａ
ｄは、認証キーを取得することができる。よって、携帯端末２０Ａｄは、通信処理部２３
１、認証要求部２３４、及び、施解錠要求部２３５の機能に基づき、車両１０Ａのドアを
施錠及び解錠することができる。つまり、携帯端末２０Ａｄを所持する車両１０Ａの借主
は、Ｃ２Ｃカーシェアサービスによって、車両１０Ａの常用ユーザとの間での鍵の受け渡
しを行うことなく、携帯端末２０Ａｄを利用して、車両１０Ａを施錠及び解錠し、車両１
０Ａを運転する等、直接的に利用することができる。また、同様に、車両１０Ａの常用ユ
ーザは、鍵の受け渡しを行うことなく、車両１０Ａを常用ユーザ以外の他者に貸し出すこ
とができる。そのため、認証キー管理システム１におけるＣ２Ｃカーシェアサービスによ
って、車両１０Ａの常用ユーザと当該常用ユーザ以外の他者との間での車両１０Ａの貸し
借りにおける利便性を向上させることができる。
【０２８３】
　［Ｂ２Ｃカーシェアサービスに関する構成の詳細］
　次に、図６を参照して、認証キー管理システム１におけるＢ２Ｃカーシェアサービスに
ついて説明する。
【０２８４】
　図６は、認証キー管理システム１におけるＢ２Ｃカーシェアサービスに関する構成の一
例を中心とする図である。以下、図６について、認証キー管理システム１におけるＢ２Ｃ
カーシェアサービスに関する構成を中心に説明し、上述したキーシェアサービス等に関す
る構成と重複する構成に関する重複する説明を極力省略する。
【０２８５】
　Ｂ２Ｃカーシェア管理サーバ８０は、通信機器８１と、処理装置８２を含む。
【０２８６】
　通信機器８１は、所定の通信ネットワークを通じて、携帯端末２０Ｂ及びセンタサーバ
３０のそれぞれと双方向で通信を行う任意のデバイスである。
【０２８７】
　処理装置８２は、例えば、ＲＯＭや補助記憶装置に格納される一以上のプログラムをＣ
ＰＵ上で実行することにより実現される機能部として、通信処理部８２１、予約管理部８
２２と、車両管理部８２３を含む。また、処理装置８２は、サーバコンピュータの補助記
憶装置等の記憶領域として実現される記憶部８２０を含む。
【０２８８】
　通信処理部８２１は、通信機器８１を制御し、携帯端末２０Ｂ及びセンタサーバ３０の
それぞれとの間で、制御信号や情報信号等の各種信号の送受信を行う。
【０２８９】
　予約管理部８２２は、Ｂ２Ｃカーシェアサイト等を通じて行われる車両１０Ｂの利用予
約を管理する。
【０２９０】
　例えば、予約管理部８２２は、Ｂ２Ｃカーシェア管理サーバ８０の事業者等により運営
されるウェブサイト（以下、便宜的に「Ｂ２Ｃカーシェアサイト」と称する）を通じて、
車両１０Ｂを借りたいユーザ（以下、「借主ユーザ」）と称するからの車両１０Ｂの利用
予約を受け付ける。そして、予約管理部８２２は、受け付けられた車両１０Ａの利用予約
に関する情報（利用予約情報）を記憶部８２０に保存する。このとき、利用予約情報には
、例えば、対象である車両１０Ａを特定する情報、利用予約日時（開始日時及び終了日時
）に関する情報、Ｂ２Ｃカーシェアサイトにおける借主ユーザのサービスログインＩＤ等
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が含まれる。
【０２９１】
　また、例えば、予約管理部８２２は、車両１０Ｂの利用予約を受け付けるたびに、記憶
部８２０に保存される、車両１０Ｂの利用スケジュールに関する情報（車両利用スケジュ
ール情報）を更新する。これにより、Ｂ２Ｃカーシェア管理サーバ８０は、Ｂ２Ｃカーシ
ェアサイトに、車両１０Ｂの利用スケジュールを表示させて、利用予約可能な日時を借主
ユーザに提示することができる。
【０２９２】
　また、例えば、予約管理部８２２は、通信処理部８２１により携帯端末２０Ｂから認証
キー要求が受信された場合、正規の認証キー要求であるか否かを判定する。具体的には、
予約管理部８２２は、認証キー要求に含まれる借主ユーザに対応するＢ２Ｃカーシェアサ
イトのサービスログインＩＤ及びパスワードや、利用予約の日時との関係（例えば、利用
予約日時の範囲内か、或いは、開始日時まで所定時間を切っているか等）に基づき、当該
判定を行ってよい。予約管理部８２２は、正規の認証キー取得要求である場合、通信処理
部８２１を介して、センタサーバ３０に認証キー手配要求を送信する。このとき、認証キ
ー手配要求には、車両１０Ｂを借りる借主ユーザの携帯端末２０Ｂを特定するための情報
が含まれる。車両１０Ｂを借りる借主ユーザを特定するための情報は、例えば、車両１０
Ｂを借りる借主ユーザが携帯端末２０Ｂの認証キー取得部２３３等に対応する上記キーア
プリの機能を利用するためにセンタサーバ３０におけるユーザ認証を受けるための認証用
ＩＤ（以下、便宜的に「借主ユーザＩＤ」と称する）であってよい。これにより、車両１
０Ｂを借りる借主ユーザの携帯端末２０Ｂは、センタサーバ３０から認証キーを取得でき
る。
【０２９３】
　車両管理部８２３は、貸出対象の車両１０Ｂを管理する。
【０２９４】
　例えば、車両管理部８２３は、ある借主ユーザの車両１０Ｂの利用予約日時の前（例え
ば、数十分前）に、通信処理部８２１を介して、センタサーバ３０に、利用予約で指定さ
れた場所の周辺（例えば、数百メートル以内等）に駐車されている車両１０Ｂを問い合わ
せる。そして、車両管理部８２３は、通信処理部８２１を介して、当該問い合わせに応じ
てセンタサーバ３０から返信される指定場所周辺に駐車されている車両１０Ｂの位置情報
を取得する。これにより、車両管理部８２３は、当該借主の車両１０Ｂの利用開始日時の
前に、指定場所周辺に駐車されている一又は複数の車両１０Ｂを特定し、どの車両１０Ｂ
を貸し出すか等を判断することができる。
【０２９５】
　また、例えば、車両管理部８２３は、Ｂ２Ｃカーシェアサイトにおける借主ユーザによ
る指定エリア内の車両１０Ｂの検索要求に応じて、通信処理部８２１を介して、指定エリ
ア内の車両１０Ｂの位置情報をセンタサーバ３０に問い合わせる。そして、車両管理部８
２３は、通信処理部８２１を介して、当該問い合わせに応じてセンタサーバ３０から返信
される指定エリア内の車両１０Ｂの位置情報を取得する。これにより、車両管理部８２３
は、例えば、Ｂ２Ｃカーシェアサイトにおいて、指定エリア内の車両１０Ｂを直ぐ借りた
い借主ユーザに対して、対象となる車両１０Ｂの位置情報を提示することができる。
【０２９６】
　センタサーバ３０の処理装置３２は、上述の如く、通信処理部３２０１と、条件判定部
３２０２と、認証キー発行部３２０３と、記憶部３２００を含む。
【０２９７】
　条件判定部３２０２は、通信処理部３２０１によりＢ２Ｃカーシェア管理サーバ８０か
ら受信される認証キー手配要求が受信された場合、正規の認証キー手配要求であるか否か
を判定する。例えば、条件判定部３２０２は、認証キー手配要求に含まれる借主ユーザＩ
Ｄが記憶部３２００に登録済の認証用ＩＤであるかやＢ２Ｃカーシェア管理サーバ８０に
対応する所定の認証情報（例えば、ＩＤ及びパスワード等）に基づき、正規の認証キー手



(45) JP 2019-95867 A 2019.6.20

10

20

30

40

50

配要求であるか否かを判定する。
【０２９８】
　認証キー発行部３２０３は、条件判定部３２０２により正規の認証キー手配要求である
と判定された場合、時限的（例えば、認証キー手配要求に含まれる車両１０Ｂの利用予約
日時とその前後のバッファ期間だけで利用可能）な認証キーを発行する。そして、認証キ
ー発行部３２０３は、通信処理部３２０１を介して、認証キー手配要求で特定される車両
１０Ｂを借りる借主ユーザの携帯端末２０Ｂに認証キーを配信する。
【０２９９】
　車両１０Ｂを借りる借主ユーザの携帯端末２０Ｂの処理装置２３は、上述の如く、通信
処理部２３１と、通信処理部２３２と、認証キー取得部２３３と、認証要求部２３４と、
施解錠要求部２３５と、記憶部２３０を含む。
【０３００】
　認証キー取得部２３３は、車両１０Ｂを借りる借主ユーザの所定の操作に応じて、通信
処理部２３２を介して、Ｂ２Ｃカーシェア管理サーバ８０に認証キー取得要求を送信する
。
このとき、認証キー取得要求には、車両１０Ｂを借りる借主ユーザに対応するＢ２Ｃカー
シェアサイトのサービスログインＩＤ等が含まれる。これにより、Ｂ２Ｃカーシェア管理
サーバ８０は、認証キー取得要求に応じて、認証キー手配要求をセンタサーバ３０に送信
し、センタサーバ３０は、認証キー手配要求に応じて、携帯端末２０Ｂに認証キーを配信
し、携帯端末２０Ｂは、認証キーを取得することができる。よって、携帯端末２０Ｂは、
通信処理部２３１、認証要求部２３４、及び、施解錠要求部２３５の機能に基づき、車両
１０Ｂのドアを施錠及び解錠することができる。つまり、携帯端末２０Ｂを所持する車両
１０Ｂを借りる借主ユーザは、Ｂ２Ｃカーシェアサービスによって、車両１０Ｂの事業者
等との間での鍵の受け渡しを行うことなく、携帯端末２０Ｂを利用して、車両１０Ｂを施
錠及び解錠し、車両１０Ａを運転する等、直接的に利用することができる。そのため、認
証キー管理システム１におけるＢ２Ｃカーシェアサービスによって、車両１０Ｂを借りる
借主ユーザの利便性を向上させることができる。
【０３０１】
　［センタサーバの特徴的な動作］
　次に、図７～図１０を参照して、センタサーバ３０の特徴的な動作、即ち、センタサー
バ３０による車両関連情報を配送事業者に提供する処理（車両関連情報提供処理）及び配
送事業者とユーザとの間の連絡を仲介する処理（連絡仲介処理）の処理フローについて説
明する。
【０３０２】
　＜車両関連情報提供処理の具体例＞
　図７は、センタサーバ３０による車両関連情報提供処理の一例を概略的に示すフローチ
ャートである。本フローチャートによる処理は、例えば、所定の制御周期ごとに、繰り返
し実行される。以下、図８～図１０のフローチャートについても同様である。
【０３０３】
　ステップＳ７０２にて、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１により配
送管理サーバ５０から車両関連情報取得要求が受信されたか否かを判定する。車両関連情
報提供部３２１０は、配送管理サーバ５０から車両関連情報取得要求が受信された場合、
ステップＳ７０４に進み、それ以外の場合、今回の処理を終了する。
【０３０４】
　ステップＳ７０４にて、位置情報管理部３２０４は、通信処理部３２０１を通じて、車
両１０Ａの位置情報を取得する。具体的には、位置情報管理部３２０４は、直近の複数の
時刻に亘る車両１０Ａの位置情報を取得する。
【０３０５】
　ステップＳ７０６にて、情報提供態様決定部３２０８は、車両１０Ａの位置情報（具体
的には、車両１０Ａの位置情報の直近の時系列的な変化）に基づき、車両１０Ａが停車中
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であるか否かを判定する。情報提供態様決定部３２０８は、車両１０Ａが停車中である場
合、ステップＳ７０８に進み、車両１０Ａが停車中でない、つまり、車両１０Ａが移動中
である場合、ステップＳ７１２に進む。
【０３０６】
　ステップＳ７０８にて、車両関連情報提供部３２１０は、車両関連情報を取得する。
【０３０７】
　そして、ステップＳ７１０にて、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１
を通じて、配送管理サーバ５０に車両関連情報を送信し、今回の処理を終了する。
【０３０８】
　一方、ステップＳ７１２にて、車両関連情報提供部３２１０は、移動中通知の付属情報
を取得する。
【０３０９】
　そして、ステップＳ７１４にて、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１
を通じて、配送管理サーバ５０に付属情報を含む移動中通知（不許可通知）を送信し、今
回の処理を終了する。
【０３１０】
　このように、本例では、センタサーバ３０は、車両１０Ａが停車している場合に限定し
て、車両関連情報を配送管理サーバ５０に提供することで、ユーザのプライバシーに対す
る懸念を抑制することができる。
【０３１１】
　また、センタサーバ３０は、車両１０Ａが停車しており、車両１０Ａを配送事業者が配
達先として確定させることができる状況で、適切に、配送事業者に車両１０Ａの位置情報
を含む車両関連情報を提供することができる。つまり、センタサーバ３０は、配送事業者
にとっての必要に合わせて、車両関連情報を提供することができる。
【０３１２】
　続いて、図８は、センタサーバ３０による車両関連情報提供処理の他の例を概略的に示
すフローチャートである。
【０３１３】
　ステップＳ８０２は、図７のステップＳ７０２と同じであるため、説明を省略する。
【０３１４】
　ステップＳ８０４にて、情報提供態様決定部３２０８は、車両関連情報取得要求で特定
される荷物が既に営業所に集荷済みで、且つ、配達完了前であるか否かを判定する。情報
提供態様決定部３２０８は、対象の荷物が既に営業所に集荷済みで、且つ、配達完了前で
ある場合、ステップＳ８０６に進み、それ以外である場合、ステップＳ８１０に進む。
【０３１５】
　ステップＳ８０６，Ｓ８０８は、図７のステップＳ７０８，Ｓ７１０と同じであるため
、説明を省略する。
【０３１６】
　一方、ステップＳ８１０にて、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１を
通じて、配送管理サーバ５０に不許可通知を送信し、今回の処理を終了する。
【０３１７】
　このように、本例では、センタサーバ３０は、配送事業者にとって車両関連情報が必要
な状況に対応する荷物の工程進捗状況（荷物が営業所に集荷されてから配達されるまでの
間）である場合に限定して、車両関連情報を配送管理サーバ５０に提供することで、ユー
ザのプライバシーに対する懸念を抑制することができる。
【０３１８】
　また、センタサーバ３０は、荷物が営業所に集荷されてから配達されるまでの間で、適
切に、配送事業者に車両１０Ａの位置情報を含む車両関連情報を提供することができる。
つまり、センタサーバ３０は、配送事業者にとっての必要に合わせて、車両関連情報を提
供することができる。
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【０３１９】
　尚、図７の処理と図８の処理は、適宜、組み合わせられてもよい。つまり、情報提供態
様決定部３２０８は、車両１０Ａの位置情報、及び、荷物の工程進捗状況の少なくとも一
方に基づき、配送事業者への車両関連情報の提供態様を決定してもよい。より具体的には
、連絡態様決定部３２０９は、図７のステップＳ７０６の条件と図８のステップＳ８０４
の条件の双方が成立する場合に、配送事業者への車両関連情報の提供を許可し、それ以外
の場合に、配送事業者への車両関連情報の提供を禁止したり、提供される車両関連情報を
限定したりする決定をしてよい。
【０３２０】
　＜連絡仲介処理の具体例＞
　図９は、センタサーバ３０による連絡仲介処理の一例を概略的に示すフローチャートで
ある。
【０３２１】
　ステップＳ９０２にて、連絡仲介部３２１１は、通信処理部３２０１により配送管理サ
ーバ５０から連絡仲介要求が受信されたか否かを判定する。連絡仲介部３２１１は、配送
管理サーバ５０から連絡仲介要求が受信された場合、ステップＳ９０４に進み、それ以外
の場合、今回の処理を終了する。
【０３２２】
　ステップＳ９０４は、図７のステップＳ７０４と同じであるため、説明を省略する。
【０３２３】
　ステップＳ９０６にて、連絡態様決定部３２０９は、車両１０Ａがユーザにより配達依
頼時等に指定された指定位置にあるか否かを判定する。連絡態様決定部３２０９は、車両
１０Ａが指定位置にない場合、ステップＳ９０８に進み、それ以外の場合、ステップＳ９
１２に進む。
【０３２４】
　ステップＳ９０８にて、連絡仲介部３２１１は、専用アプリや専用ＳＮＳ等のメッセー
ジ機能において、配送事業者と対象の荷物に対応するユーザとを含むグループチャットを
作成する。
【０３２５】
　そして、ステップＳ９１０にて、連絡仲介部３２１１は、通信処理部３２０１を通じて
、配送管理サーバ５０に連絡仲介完了通知を送信し、今回の処理を終了する。
【０３２６】
　一方、ステップＳ９１２にて、連絡仲介部３２１１は、通信処理部３２０１を通じて、
配送管理サーバ５０に不許可通知（或いは、指定位置通知）を送信し、今回の処理を終了
する。
【０３２７】
　このように、本例では、センタサーバ３０は、車両１０Ａが指定位置にない場合に限定
して、車両関連情報を配送管理サーバ５０に提供することで、ユーザのプライバシーに対
する懸念を抑制することができる。
【０３２８】
　また、センタサーバ３０は、車両１０Ａが指定位置におらず、配送事業者がユーザと連
絡を取る必要がある状況で、適切に、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介することが
できる。つまり、センタサーバ３０は、配送事業者にとっての必要に合わせて、配送事業
者とユーザとの間の連絡を仲介することができる。
【０３２９】
　続いて、図１０は、センタサーバ３０による連絡仲介処理の他の例を概略的に示すフロ
ーチャートである。
【０３３０】
　ステップＳ１００２は、図９のステップＳ９０２と同じであるため、説明を省略する。
【０３３１】
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　ステップＳ１００４にて、連絡態様決定部３２０９は、連絡仲介要求で特定される荷物
が既に営業所に集荷済みで、且つ、配達完了前であるか否かを判定する。連絡態様決定部
３２０９は、対象の荷物が既に営業所に集荷済みで、且つ、配達完了前である場合、ステ
ップＳ１００６に進み、それ以外である場合、ステップＳ１０１０に進む。
【０３３２】
　ステップＳ１００６，Ｓ１００８は、図９のステップＳ９０８，Ｓ９１０と同じである
ため、説明を省略する。
【０３３３】
　一方、ステップＳ１０１０にて、連絡仲介部３２１１は、通信処理部３２０１を通じて
、配送管理サーバ５０に不許可通知を送信し、今回の処理を終了する。
【０３３４】
　このように、本例では、センタサーバ３０は、配送事業者にとってユーザと間での連絡
が必要となる状況に対応する荷物の工程進捗状況（荷物が営業所に集荷されてから配達さ
れるまでの間）である場合に限定して、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介すること
で、ユーザのプライバシーに対する懸念を抑制することができる。
【０３３５】
　また、センタサーバ３０は、荷物が営業所に集荷されてから配達されるまでの間で、適
切に、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介することができる。つまり、センタサーバ
３０は、配送事業者にとっての必要に合わせて、車両関連情報を提供することができる。
【０３３６】
　尚、図９の処理と図１０の処理は、適宜、組み合わせられてもよい。つまり、連絡態様
決定部３２０９は、車両１０Ａの位置情報、及び、荷物の工程進捗状況の少なくとも一方
に基づき、配送事業者への車両関連情報の提供態様を決定してもよい。より具体的には、
連絡態様決定部３２０９は、図９のステップＳ９０６の条件と図９のステップＳ１００４
の条件の双方が成立する場合に、配送事業者とユーザとの間の連絡が制限なくできるよう
にし、それ以外の場合に、配送事業者とユーザとの間の連絡を禁止したり、提供される連
絡手段を制限したりする決定をしてよい。
【０３３７】
　［作用］
　本実施形態では、センタサーバ３０は、荷物の配達先としてユーザが利用する車両１０
Ａの車室内を指定可能な配達サービス（車室内配送サービス）の運用を支援する。具体的
には、決定部（情報提供態様決定部３２０８及び連絡態様決定部３２０９）は、車両１０
Ａの位置情報、及び、車室内配送サービスにおける荷物の工程進捗状況の少なくとも一方
に基づき、配送事業者への車両関連情報の提供の有無及び提供される情報の限定度の少な
くとも一方を含む提供態様、及び、配送事業者とユーザとの間の連絡の可否及び連絡手段
の少なくとも一方を含む連絡態様を決定する。そして、支援部（車両関連情報提供部３２
１０及び連絡仲介部３２１１）は、決定部により決定された提供態様に応じて、事業者に
、車両に関する情報を提供すること、及び、決定部により決定された連絡態様に応じて、
事業者とユーザとの間の連絡を仲介することを行う。
【０３３８】
　これにより、センタサーバ３０は、車両１０Ａの位置情報や荷物の工程進捗状況に基づ
き、車両１０Ａに関する情報の提供や依頼主であるユーザとの連絡の要否を判断できる。
例えば、車室内配送サービスにおいて、車両１０Ａが移動中であれば、配達先としての当
該車両１０Ａに荷物を配達すべきか確定することができない。そのため、このような状況
において、センタサーバ３０は、車両１０Ａの位置情報に基づき、配送事業者にとって、
車両１０Ａの位置情報等の車両関連情報の提供は必要ないと判断できる。また、例えば、
センタサーバ３０は、車両１０Ａがユーザにより指定された指定位置にある場合、配達員
は、指定位置に向かえばよいため、わざわざ、ユーザとの連絡が必要ないと判断できる。
そのため、このような状況において、センタサーバ３０は、車両１０Ａの位置情報に基づ
き、配送事業者にとって、ユーザとの連絡が必要ないと判断できる。また、例えば、荷物
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の配達依頼はされたものの、荷物が営業所に持ち込まれてなかったり、荷物が営業所に集
荷されていなかったりする状況がありうる。そのため、このような状況において、センタ
サーバ３０は、配達サービスにおける当該荷物の工程進捗状況に基づき、配送事業者にと
って、車両関連情報やユーザとの連絡が必要ないと判断できる。よって、センタサーバ３
０は、配送事業者にとっての車両関連情報やユーザとの連絡の要否に応じて、車両関連情
報を提供したり、ユーザとの連絡を仲介したりできる。そのため、センタサーバ３０は、
配送事業者に必要な車両関連情報を提供したり、ユーザとの間での必要な連絡を仲介した
りすることができると共に、不要な場合に、車両関連情報が配送事業者に提供されたり、
配送事業者がユーザと連絡ができたりするような事態を抑制できる。従って、センタサー
バ３０は、ユーザのプライバシーに考慮しつつ、荷物の配達先としてユーザが利用する車
両１０Ａの内部を指定可能な配送サービスを成立させることができる。
【０３３９】
　尚、本実施形態では、情報提供態様決定部３２０８及び連絡態様決定部３２０９の双方
が設けられるが、何れか一方だけが設けられてもよい。具体的には、車両関連情報提供部
３２１０による配送事業者への車両関連情報の提供態様、及び、連絡仲介部３２１１によ
る配送事業者とユーザとの間の連絡態様のうちの何れか一方が固定される態様の場合、固
定される態様に相当する一方が省略されてもよい。
【０３４０】
　また、本実施形態では、情報提供態様決定部３２０８は、車両１０Ａが停車している場
合に、車両関連情報提供部３２１０による配送事業者に車両１０Ａの位置情報を含む車両
関連情報を提供することを決定する。
【０３４１】
　これにより、センタサーバ３０は、車室内配送サービスにおいて、車両１０Ａが停車し
ている場合にだけ、配送事業者に配達先として指定される車両１０Ａの位置情報を含む車
両関連情報を提供することができる。そのため、センタサーバ３０は、具体的に、ユーザ
のプライバシーに考慮しつつ、荷物の配達先としてユーザが利用する車両１０Ａの内部を
指定可能な配送サービスを成立させることができる。
【０３４２】
　また、本実施形態では、車両１０Ａが移動している場合に、車両１０Ａが移動中である
旨の通知を事業者に対応する所定の外部装置に送信する車両関連情報提供部３２１０を更
に備える。
【０３４３】
　これにより、センタサーバ３０は、車両１０Ａの位置情報等を配送事業者に提供するこ
とができない状況で、配送事業者に対して、車両１０Ａが移動中であるために、情報提供
が受けられない旨を認識させることができる。
【０３４４】
　また、本実施形態では、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１を通じて
、車両１０Ａが移動している場合に、車両１０Ａが最後に停車していた場所の位置情報を
配送管理サーバ５０に送信する。
【０３４５】
　これにより、センタサーバ３０は、車両１０Ａの位置情報等を配送事業者に提供するこ
とができない状況で、配送事業者に対して、車両１０Ａがどこを起点として移動している
かを認識させることができる。
【０３４６】
　また、本実施形態では、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１を通じて
、車両１０Ａが移動している場合に、車両１０Ａがユーザにより予め指定された指定位置
に近づいているか否かに関する情報を配送管理サーバ５０に送信する。
【０３４７】
　これにより、センタサーバ３０は、車両１０Ａの位置情報等を配送事業者に提供するこ
とができない状況で、配送事業者に対して、車両１０Ａが指定位置に近づいているか否か
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を認識させることができる。そのため、配送事業者は、例えば、車両１０Ａが指定位置に
近づいているのであれば、指定位置で駐車される可能性があるため、配達順番を変更する
等により、当該車両１０Ａを配達先として確定させることが可能である。従って、センタ
サーバ３０は、配送事業者における配達作業の効率化を図ることができる。
【０３４８】
　また、本実施形態では、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１を通じて
、車両１０Ａが移動している場合、車両１０Ａが指定位置に近づいているときに、指定位
置への到着予定時刻を配送管理サーバ５０に送信する。
【０３４９】
　これにより、センタサーバ３０は、車両１０Ａが指定位置に近づきながら移動している
状況で、配送事業者に対して、当該車両１０Ａの指定位置への到着予定時刻を認識させる
ことができる。そのため、配送事業者は、例えば、車両１０Ａの到着予定時刻に合わせて
、配達順番等を変更することができる。従って、センタサーバ３０は、配送事業者におけ
る配達作業の更なる効率化を図ることができる。
【０３５０】
　また、本実施形態では、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１を通じて
、車両１０Ａが移動している場合、車両１０Ａが指定位置から離れていっているときに、
荷物の配達指定時間帯の間で、車両１０Ａが指定位置に戻れる場所にあるか否かに関する
情報を配送管理サーバ５０に送信する。
【０３５１】
　これにより、センタサーバ３０は、車両１０Ａが指定位置から離れながら移動している
状況で、配送事業者に対して、当該車両１０Ａが指定位置に配達指定時間帯の間で戻れる
場所にあるか否かを認識させることができる。そのため、配送事業者は、例えば、配達指
定時間帯で戻って来られない場所まで移動している場合に、当該車両１０Ａを配達先とし
て除外し、再配達にする等の判断を行うことができる。従って、センタサーバ３０は、配
送事業者における配達作業の更なる効率化を図ることができる。
【０３５２】
　また、本実施形態では、車両関連情報提供部３２１０は、通信処理部３２０１を通じて
、車両１０Ａが移動している場合、車両１０Ａが配達サービスの配達可能エリア内にある
か否かに関する情報を配送管理サーバ５０に送信する。
【０３５３】
　これにより、センタサーバ３０は、車両１０Ａが移動している状況で、配達事業者に対
して、当該車両１０Ａが配達可能エリア内にあるか否かを認識させることができる。その
ため、配送事業者は、例えば、当該車両１０Ａが配達可能エリア外に出ているのであれば
、当該車両１０Ａを配達先として除外し、再配達にする等の判断を行うことができる。従
って、センタサーバ３０は、配送事業者における配送作業の更なる効率化を図ることがで
きる。
【０３５４】
　また、本実施形態では、荷物が営業所に集荷されてから配達されるまでの間の工程にあ
る場合に、情報提供態様決定部３２０８は、車両関連情報提供部３２１０による配送事業
者に車両関連情報を提供することを決定し、連絡態様決定部３２０９は、連絡仲介部３２
１１による配送事業者とユーザとの間の連絡ができるように決定する。
【０３５５】
　これにより、センタサーバ３０は、具体的に、配送事業者にとって、車両関連情報やユ
ーザとの連絡が必要になるタイミング、つまり、荷物が営業所に集荷されてから配達され
るまでの間の工程にある状況に限定して、配送事業者に車両関連情報を提供したり、配送
事業者とユーザとの間の連絡の仲介をしたりすることができる。従って、センタサーバ３
０は、具体的に、ユーザのプライバシーに考慮しつつ、車室内配送サービスを成立させる
ことができる。
【０３５６】



(51) JP 2019-95867 A 2019.6.20

10

20

30

40

50

　また、本実施形態では、連絡仲介部３２１１による配送事業者とユーザとの間の連絡を
仲介する機能は、車室内配送サービスに対して専用で設けられる。
【０３５７】
　これにより、センタサーバ３０は、例えば、ユーザの電話番号、メールアドレス、汎用
のＳＮＳのアカウント等のプライバシーに関わる情報を配送事業者に開示することなく、
配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介できる。従って、センタサーバ３０は、ユーザの
プライバシーを更に考慮しつつ、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介することができ
る。
【０３５８】
　また、本実施形態では、連絡仲介部３２１１は、配送事業者に対応する端末、及び、ユ
ーザに対応する端末のそれぞれにインストールされた、車室内配送サービスに対して専用
で設けられるアプリケーションプログラム（専用アプリ）を利用して、配送事業者とユー
ザとの間の連絡を仲介する。
【０３５９】
　これにより、センタサーバ３０は、配送事業者及びユーザの双方の端末にインストール
される専用アプリを利用して、例えば、専用アプリ内のメッセージ機能等により、配送事
業者とユーザとの間の連絡を仲介することができる。従って、センタサーバ３０は、具体
的に、ユーザのプライバシーを更に考慮しつつ、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介
することができる。
【０３６０】
　また、本実施形態では、連絡仲介部３２１１は、車室内配送サービスに対して専用で設
けられるＳＮＳ（専用ＳＮＳ）のユーザのアカウントを配送事業者に提供する、又は、ユ
ーザのアカウントと事業者のアカウントをリンクさせる（例えば、双方のアカウントを含
むグループチャットを作成する）ことにより、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介す
る。
【０３６１】
　これにより、センタサーバ３０は、車室内配送サービスに専用で提供される専用ＳＮＳ
を通じて、ユーザの汎用のＳＮＳのアカウント等のユーザのプライバシーに関わる情報を
配送事業者に開示することなく、配送事業者とユーザとの間の連絡を仲介できる。従って
、センタサーバ３０は、具体的に、ユーザのプライバシーを更に考慮しつつ、配送事業者
とユーザとの間の連絡を仲介することができる。
【０３６２】
　また、本実施形態では、連絡態様決定部３２０９は、荷物の配達が完了した後の期間に
ついて、配送事業者からユーザへの連絡ができるように決定する一方、ユーザから配送事
業者への連絡ができるように決定する。
【０３６３】
　これにより、センタサーバ３０は、配達完了後に、配送事業者からユーザへの連絡を禁
止するため、ユーザのプライバシーを保護することができる。一方、センタサーバ３０は
、配達完了後であっても、ユーザから配送事業者への連絡を許可するため、例えば、配達
物に関する問い合わせ等を行いたい場合に、ユーザに対して、当該連絡機能により簡易に
配送事業者への連絡を行わせることができる。従って、センタサーバ３０は、ユーザのプ
ライバシーに配慮しつつ、ユーザの利便性を向上させることができる。
【０３６４】
　以上、本発明を実施するための形態について詳述したが、本発明はかかる特定の実施形
態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内におい
て、種々の変形・変更が可能である。
【０３６５】
　例えば、上述した実施形態では、携帯端末２０が認証キーを含む認証要求をキーユニッ
ト１２に送信し、キーユニット１２が認証キーに基づく認証結果に応じて、施解錠・起動
装置１１との間での信号のやり取りを行い、施解錠・起動装置１１による車両１０Ａのド
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アの施解錠及び車両１０Ａの起動が実現されるが、当該態様には限定されない。
【０３６６】
　具体的には、携帯端末２０にキーユニット１２の機能が移管され、携帯端末２０は、Ｌ
Ｆ電波及びＲＦ電波による車両１０（施解錠・起動装置１１）との間で、上述の鍵情報（
内部鍵情報）に基づく信号のやり取りを行うことにより、施解錠・起動装置１１による車
両１０Ａのドアの施解錠及び車両１０Ａの起動が実現される構成であってもよい。この場
合、上述した実施形態の「認証キー」は、「鍵情報」に読み替えられるとよい。つまり、
センタサーバ３０は、上述した実施形態における認証キーと同様の方法で、認証キーの代
わりに、鍵情報を発行し、携帯端末２０に配信してよい。これにより、上述した実施形態
と同様の作用・効果を奏する。
【０３６７】
　また、施解錠・起動装置１１に、キーユニット１２の機能を統合し、施解錠・起動装置
１１とキーユニット１２との間での通信及び該通信に係る認証に関する構成（ＬＦ電波送
信機１１１、ＲＦ電波受信機１１２、照合ＥＣＵ１１３、ＬＦ電波受信機１２１、ＲＦ電
波送信機１２２）を省略してもよい。この場合、キーＥＣＵ１２４は、認証キーに基づく
携帯端末２０の認証が成功した場合、照合ＥＣＵ１１３の代わりに、直接、ボディＥＣＵ
１１４及びエンジンＥＣＵ１１６のそれぞれに解錠指令或いは施錠指令及び起動指令を出
力し、車両１０のドアの施解錠及び車両１０の起動を行わせてよい。これにより、上述し
た実施形態と同様の作用・効果を奏する。
【０３６８】
　また、上述した実施形態及び変形例では、携帯端末から送信される送信信号（認証信号
等）による施解錠の対象が車両であったが、当該態様には限定されない。上述した実施形
態及び変形例における車両は、例えば、自宅、別荘、会議室等のユーザが利用する建物や
施設に置換されてもよい。
【０３６９】
　具体的には、車室内配送サービス、車室内集荷サービス、或いは、車室内回収サービス
は、ユーザが利用する建物（例えば、自宅や個人所有の別荘）や施設（例えば、貸別荘、
会議室等）の内部を荷物や物品の配送先、集荷元、或いは、回収元として指定可能な配送
サービス、集荷サービス、或いは、回収サービスに置換されてもよい。このとき、「施設
の内部」は、当該施設における施錠により外部からの侵入が防止される場所を意味し、施
設の建物の内部だけでなく、例えば、施設を区画する比較的高い外塀の内側の屋根が設け
られない場所を含んでよい。
【０３７０】
　この場合、車両関連情報提供部３２１０に相当する機能部は、配送管理サーバ５０から
の要求に応じて、建物や施設に関する情報を送信してよい。建物や施設に関する情報には
、例えば、建物や施設の構造や外観の特徴（形状、色等）に関する情報、建物や施設の施
解錠の対象となるドアの場所に関する情報等が含まれうる。また、情報提供態様決定部３
２０８や連絡態様決定部３２０９に相当する機能部は、上述の如く、宅内等配送サービス
における荷物の工程進捗状況（例えば、荷物が営業所に集荷されてから配達されるまでの
間の工程であるか否か）に基づき、建物や施設に関する情報の配送管理サーバへの提供態
様の決定や配送事業者とユーザとの間の連絡態様の決定を行ってよい。これにより、上述
した実施形態と同様、ユーザのプライバシーに配慮しつつ、荷物の配達先としてユーザが
利用する建物や施設の内部を指定可能な配送サービス（宅内等配送サービス）を成立させ
ることができる。
【０３７１】
　また、Ｃ２Ｃカーシェアサービスは、個人所有の自宅や別荘の一部の居室、或いは、全
体の個人間で貸し借りを支援するＣ２Ｃシェアサービスに置換されてもよい。これにより
、個人所有の自宅や別荘等の一部又は全体の個人間でのシェアが実現されうる。
【０３７２】
　また、Ｂ２Ｃカーシェアサービスは、企業や団体等が所有する、複数のユーザが異なる
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時間帯に利用可能な施設（例えば、貸別荘、会議室、体育館等）をユーザに貸し出すＢ２
Ｃシェアサービスに置換されてもよい。これにより、企業や団体等が所有する、複数のユ
ーザが異なる時間帯に利用可能な施設の一般消費者間でのシェアが実現されうる。
【符号の説明】
【０３７３】
　１　認証キー管理システム
　１０　車両
　１１　施解錠・起動装置
　１２　キーユニット
　１３　ＧＰＳモジュール
　１４　ＤＣＭ
　２０，２０Ａａ，２０Ａｂ，２０Ａｃ，２０Ａｄ，２０Ｂ　携帯端末
　２１　通信機器
　２２　通信機器
　２３　処理装置
　２４　タッチパネルディスプレイ
　３０　センタサーバ（配達支援装置）
　３１　通信機器
　３２　処理装置
　４０　サービス管理サーバ
　５０　配送管理サーバ
　５１　通信機器
　５２　処理装置
　６０　ＥＣサーバ
　６１　通信機器
　６２　処理装置
　７０　Ｃ２Ｃカーシェア管理サーバ
　７１　通信機器
　７２　処理装置
　８０　Ｂ２Ｃカーシェア管理サーバ
　８１　通信機器
　８２　処理装置
　１１１　ＬＦ電波送信機
　１１２　ＲＦ電波受信機
　１１３　照合ＥＣＵ
　１１４　ボディＥＣＵ
　１１５　ドアロックモータ
　１１６　エンジンＥＣＵ
　１１７　エンジン
　１２１　ＬＦ電波受信機
　１２２　ＲＦ電波送信機
　１２３　通信機器
　１２４　キーＥＣＵ
　２３０　記憶部
　２３１　通信処理部
　２３２　通信処理部
　２３３　認証キー取得部
　２３４　認証要求部
　２３５　施解錠要求部
　２３６　ユーザ登録要求部
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　２３７　サービス利用登録要求部
　２３８　サービス利用状況要求部
　２３９　キーシェア要求部
　３２００　記憶部
　３２０１　通信処理部
　３２０２　条件判定部
　３２０３　認証キー発行部
　３２０４　位置情報管理部
　３２０５　スケジュール管理部
　３２０６　登録管理部
　３２０７　キーシェア管理部
　３２０８　情報提供態様決定部（決定部）
　３２０９　連絡態様決定部（決定部）
　３２１０　車両関連情報提供部（支援部、送信部）
　３２１１　連絡仲介部（支援部）
　５２０　記憶部
　５２１　通信処理部
　５２２　サービス連携登録部
　５２３　配送受付部
　５２４　配送管理部
　６２０　記憶部
　６２１　通信処理部
　６２２　ウェブリソース送信部
　６２３　サービス連携登録部
　６２４　注文受付処理部
　７２０　記憶部
　７２１　通信処理部
　７２２　サービス連携登録部
　７２３　予約管理部
　７２４　車両管理部
　８２０　記憶部
　８２１　通信処理部
　８２２　予約管理部
　８２３　車両管理部
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