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てい

だん

□鼎

談

『駐車場事業はカーシェアリングを、
如何に捉え、どう対応すべきか？』
（平成21年９月28日東京大手町にて）

最近利用が急増し、注目を集めている「カーシェアリング」について、駐車場事業の立場から、
如何に捉え、どう対応すべきかを中心に、(社)全日本駐車協会及び(社)東京駐車協会 副会長 原
隆之 氏、(社)全日本駐車協会 理事・埼玉駐車協会会長 嶋田 剛 氏、(社)東京駐車協会 常任理事
ていだん

大嶋 翼 氏に鼎談形式で忌憚の無いご意見を賜りました。

向にいくのか

シェアリングの背景〜所有から利用へ

なと思ってい

■原：平成21年９月８日の「NHKおはよう

たところ、自

日本」のニュースで放送された様にカーシェ

動車でもそう

アリングの利用者が、この7年間で150倍も伸

いう世界が出

びていると言います。市民社会での「私的所

現していたの

有権の絶対」という原理が「所有から利用へ」

です。

と利用価値を中心とする市場メカニズムに変

今日は実際に

わってきている、といえます。

ご自身の経営

私が「シェアリング」という言葉を初めて聞

する駐車場でカーシェアリングビジネスにす

いたのが1970年代後半だったと思いますが、

でに取り組んでおられる大嶋さん、これから

米国への飛行機の中でタイムシェアリングの

場合によっては積極的に取り組もうか、駐車

リゾートマンションの開発という話でした。

場経営と併せてカーシェアリング事業を新し

「いったいそれは何ですか？」と聞いたとこ

い駐車場経営のビジネスモデルの中に取り入

原氏

ろ、「リゾートマンションなんていうものは、

れていこうかと検討しておられる嶋田さん

年間一定期間しか使わないのでそれを一人で

と、それぞれのお立場から問題提起して頂き

独占的に所有して利用するのはいかにも無駄

ます。それから、今後若者中心に車離れが進

である。何人かの人が共有をして時間を分け

むだろう、という世界的傾向の中で、駐車場

て利用する」という話を聞いて、びっくりし

経営はカーシェアリングを含めてどんな方向

たというのが最初なんです。考えてみれば独

に行くべきかについてお話し合いを頂ければ

占・排他的に利用する時間が短い、特に耐久

と思います。

消費財みたいなものは少しずつ共同利用の方

まず、日本のみならず世界中の各都市で既に
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駐車場経営と併せたカーシェアリング事業を

れども、動くという作業が入るとなると駐車

展開しておられる大嶋さんから各地の事情な

場事業モデルというのが少し変わるんじゃな

どをお話頂ければと思います。

いかなと。カーシェアリングというツールを
利用して駐車料金を稼ぎ出すことができるん

カーシェアリングから
パークシェアリングへ

です。

劣化する駐車場事業の救世主？

◆大嶋：私どもは駐車場事業をやっている専
門の会社でありますから、カーシェアリング

今、駐車料金は全国平均で多いところは３割

も駐車場屋さんとして何が出来るのか？とい

どんなに少なくても１割の収入減があると思

う視点から述

うのですが、それを何らかの手段でカバーし

べますと、い

ていかなければいけません。

くつか考えら

カーシェアリングが出てきた理由は世界的な

れるのは駐車

大不況時代で景気が上り坂、下り坂ではなく

場事業をやっ

まさかの状態であると思いますので駐車場そ

ているからこ

のものも今まで100のソフトでやってきたも

そカーシェア

のが、そのうちの30％〜40％が経済不況を理

リングにチャ

由に社会的な劣化が駐車場にも訪れたといっ

レンジしてみ

大嶋氏

てもよいと思うのです。

たいということで、ビジネスモデルがカーシ

しかし劣化した状態を今の時代に合わせなけ

ェアリングのフィー料金と言いますか利用料

ればならない訳ですが、その一つがカーシェ

金という考え方と、もう一方でそれを駐車料

アリングであり、ひょっとすると駐輪、ある

金という風にとらえられないかと思ってカー

いは料金体系の見直しかもしれません。その

シェアリングに取り組んでいるところです。

様な方法で駐車場屋さんとして劣化した部分

したがってお貸しするのは車なんですけれど

を何で補うかというのが今後、経営を安定さ

も本業はスペース貸しですから駐車場の中の

せる大きな手法として、今の時代に合ったソ

車室、カーシェアリングというよりパークシ

フトウェアを構築しないと駄目なのかなと思

ェアリング、パークは停まるという意味で車

っています。

室を表すことからパークシェアリングという

地球環境問題への貢献

見方をしています。
従って日頃我々は賃業（ちんぎょう）をやっ

それに関する状況として世界的にみれば恐ろ

ていて駐車場というのはまさに車の停まる・

しい数字だと思いますが、CO2などを25％削

走るという機能のうち停まるという機能を重

減という日本にも大きなテーマがあります。

視してやってきた訳ですが、ちょっと待てよ

世界の皆様に見られる状態・見せる状態がや

と、カーシェアリングを導入した途端にそこ

って来たと。それでなくても環境問題は今取

に車が動くという動作が入るんです。自ら車

り上げられていますから、駐車場側から発す

を抱えてお客さまに動かしてもらうのですけ

る環境問題の一つの大きなテーマとしてカー
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シェアリングも考えられると思います。環境

って隣国である中国にもお役に立てることが

問題で世界中のトップを走ろうとするなら

あればと思っています。このカーシェアリン

ば、駐車場事業についても環境問題を取り上

グも日本のスタイルをそのまま投入するので

げるべきだし、取り上げなければならないと

はなく、中国スタイルがきっとある筈なので、

思います。それも駐車場の機能の一つだと思

文化の違いなども含めて将来中国でカーシェ

うのです。ビル側は省エネ始め環境対策とい

アリングを積極的に取り組んでみようかとい

うのを東京都の指針もあり皆さん真剣に取り

う考えでおります。

組んでいる最中ですが、駐車場もビルの規模

駐車場経営の現況

の20〜25％がその面積となっているはずで
す。ビルの面積の20％もある駐車場をいじら

■原：自動車が停まる為のスペース貸しをす

ないと改善にはならないということもあり、

るという駐車場経営の立場から見て、駐車場

それとカーシェアリングとどう結び付ける

をやっているからこそもっと自動車の利用の

か。駐車場の事業者としてカーシェアリング

あり方について関心を持っていく必要がある

をどう捉えたならば納得いくものになるの

のだというお話を頂きました。

か、そして駐車場事業の社会的な劣化に対す

嶋田さん、現在駐車協会会長をしておられる

るバックアップのシステムとして、考えられ

埼玉県は、東京都心部に比べれば自動車交通

るのではないだろうかと思います。

に社会生活も家庭生活も依存をする割合が高

ネガティブな話としては月極めがどんどん減

いと思いますが、駐車場経営の現況について

っているのにもっと減ってしまうのではない

どうご覧になっていますか？

かとか、色々議論はあると思いますが良い機

●嶋田：現状はやはり埼玉も駐車場の利用率

会だと思いますのでポジティブな話しかして

は落ちております。それと同時に新規参入の

いませんが、今後とも取り組んでいきたいと。

コインパーキングが増えています。料金につ

できれば、駐車場事業の大きな柱になるかは

いては地方都市ほどひどくはないのですが、

ともかくとして、一つの柱になる位の事業化

徐々に下げてきております。

を目指してチャレンジしてみたいと思ってい

■原：月極もですか？

ます。

●嶋田：月極はちょっと事情が違いまして、
今まで月極としてやっていた平面の駐車場が

中国のクルマ事情

コインパーキ

更に経済その他、車の状況を含めて中国がど

ングに借り上

うやら抜きそうな気がしますし、保有台数で

げられてしま

はもうとっくに日本は抜かれていますから中

うので、逆に

国における環境問題とか車の渋滞状況とか、

月極めが極端

ちょうど日本が高度成長期に経験したことが

に不足してい

現在中国ででも起こっておりまして、とんで

ます。そのた

もない車社会になっています。

め月極の料金

カーシェアリングで日本が先行することによ

は割合しっか
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がステータスという感覚は無いですね。そこ

りした水準で推移しております。

から「所有」が落ちて「利用」が前面に出て

駐車場から見た
「所有から利用」へのトレンド

きたので、これからは本格的なカーシェアリ
ングが進んでいくと思います。

私どもは高度成長時代に時間駐車のお客さま

公共交通とマイカーの中間の位置付けとし

が押しかけてきてどうしようもなかった時代

て、ある一定のシェアを保っていくでしょう。

がありました。それが十数年前まで続いてお

クルマ社会の変容への
駐車場事業の対処法

りましたが、その頃、自社のオフィスビルの
附置義務駐車場としてテナントにお貸しする
際、月極が多くのスペースを占有していまし

■原：嶋田さんがおっしゃった通り、社会的

た。しかし、その車の回転率を調べてみます

ステータスや移動の自由確保といった心理的

とあまり使われていませんでした。ただ駐車

満足の為に、滅多に乗りもしない車をどんど

場に停めてあるだけなのです。その頃は我々

ん買ってそれを駐車場に停める、という事で

の頭の中に「カーシェアリング」などという

自動車産業と駐車場経営は一緒に伸びてきた

感覚はなかったので、この月極をなんとか圧

訳ですけれども、国内自動車販売台数が落ち

縮して時間駐車をその分だけ多く入れればも

るのと同じペースで駐車場需要も落ちていく

っと稼げるのではないかという発想から、リ

という趨勢にどうしてもなるのだろう。もう

ース会社やテナントの総務関係の人達にも相

一つは、高齢化社会が進行して、もみじマー

談してみましたが、結局レンタカーという感

クを付けて運転するのは辛気臭いから車を売

覚でしか考えていなかったようで採用されま

ってタクシーに切り替えてしまおうという人

せんでした。今考えてみるとそれがまさしく

も結構いるのです。また、大嶋さんご指摘の

今話題の「カーシェアリング」だったのです

ように、環境問題から協力せねばということ

ね。私も駐車場を始めて40年になりますが、

で、車を積極的に手放そうという動きもあり

時代と共に「所有」から「利用」への移り変

ます。その上、失業率が高まり将来不安から

わりが実感としてあります。戦後の荒廃から

車にそんなにコストをかけられない人達もい

豊かさを求めて、我々の先輩たちは一生懸命

ます。

働いてきました。車も「利用」というよりは

そうなると車を作って売る方も、車をお預か

自分自身のステータスを象徴する為の「財産」

りする駐車場も、将来に向け何らかの手を打

としての側面が非常に大きかったのです。自

っていかないとだめだと思います。自動車業

動車メーカーも当時は、「初めはカローラ、

界では技術革新による新しい製品開発で電気

いつかはクラウン」などのキャッチコピーを

自動車とかハイブリットとか、需要構造の変

流していました。モータリゼーション初期は

化に対応するそれなりの手は打っています。

本当に皆さんが車を大切にしていましたの

そんな自動車業界とペースをあわせて、車の

で、お預かりするのも大変苦労しました。

使い方の変化に対応していく為、或いはこれ

ですが、最近の若い人達は生まれ落ちてから

をリードしていくためには駐車場業界として

豊かな社会の中で育ってきていますから、車

はどうすれば良いのか？ということですね。
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大嶋さん、カーシェアリングにも色々なタ

駐車場の機能と街づくりの機能、車社会ある

イプがありますよね？比較的長い時間利用す

いは高齢者、環境問題など色々な要素を駐車

るレンタカー的なものからもっと短い時間の

場側から諸問題を束ねたカーシェアリング。

もの、あるいは週末とウィークデーとか色々

自分の車ではない、タクシーほど料金が高く

なビジネスモデルがあると思いますが、現在

はない、ちょっと長いとレンタカーになって

どのような類型があるのでしょうか？

しまいますから、丁度その間のカーシェアリ
ングの機能をそういう視点から眺めることに

カーシェアリングの類型

よって単なるビジネスの補強と先程お話した

◆大嶋：具体的な例をあげますと、マンショ

んですが、街全体をして駐車場施設をカーシ

ンに住んでいる高齢者の方でほとんど車を乗

ェアリングという武器からそこに来る住宅

らないんだけれどもたまに乗りたいと。その

系・オフィス系・商業系などのお客さまにど

際マンション（集合住宅）の人達を集めてシ

う使って頂くかがあって然るべきだと思いま

ェアをしたという例があります。街全体が住

す。

宅系でできていて、ショッピング系はそう多

料金体系の問題などやり方の問題は様々だと

くはなく、オフィスはほとんどないという街

思いますが、まだまだ色々なパターンが出て

と、都心部においては複合施設といいますか

くると思います。簡単・安い・できるならば

ホテルはあるはタワーマンションはあるは大

環境対策に則った電気自動車かハイブリット

きな商業施設はあるはのオフィス街ですが、

でということになると思うのです。安い・簡

そのオフィスでは大変な車の所有台数がある

単という意味ではすべてセット料金にしてし

のですが、現在コスト削減の対象になってお

まい、明朗会計で使った分だけ払いますとい

りまして50台から半分にしてしまうとかある

うのが安値感に繋がりますから。そうすれば

のですが、車社会に慣れていますからタクシ

皆さん使うのではないかなと思います。

ーや公共の乗り物を使うよりやっぱり車でと

今ほど経済が破綻しなければおそらくカーシ

なりがちなのです。そうなった場合はレンタ

ェアリングは出てこなかったと思うのです。

カーかタクシーと自分の車の間のカーシェア

急激な経済状況の変化だからこそ所有から利

リングとなるんです。

用に向かって来たのかなと思っています。

ちょうど今、国土交通省の方針でコンパクト

従って社会的にも有効なカーシェアリングを

シティという街づくりを進めています。

目指したいと思っております。

ではコンパクトシティの定義とはエリアマネ

設備産業としての駐車場経営

ジメントといいますか、限られた範囲内での
街づくりが行われますから、街と車という投

■原：確かに所有というステータスから利用

げかけ方から、ソフトウェアは色々でき上が

へと我々の意識が転換した時に、誰でも利用

ると思いますが、根本の話は、車は街と連動

できる公共サービスのタクシー・一定の資格

しておりますから、街づくりにおけるカーシ

のある不特定多数の人が使用する車両賃貸の

ェアリングというのが大きなテーマになっ

レンタカー・特定少数の人が共同利用するク

て、そこに我々駐車場がある訳です。

ラブ財的なカーシェアリング。そして、個人
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所有と、公共性から単独所有まで「車の使い

団が本年1月現在で調査したカーシェアリン

方」には4類型あると思うんですけど、この

グの参入者のリストによりますと、公的機関

「使い方」を今度は「停める」という観点か

のカーシェアリングを除いては、オリックス

らみたとき、大嶋さんの会社は駐車場を所

自動車を筆頭に車両ステーションが357ヶ所、

有・経営をするというよりは、むしろ管理受

563台の車が用意されております。その中で

託を専門とするフットルースなオペレーショ

は、コミュニティ系、住宅系、鉄道系、駐車

ン専門である訳ですが、ご自身でもって所

場管理会社系もありますが、量的にはレンタ

有・経営するという設備産業としての駐車場

カー系が多くを占めると思われます。最近で

経営という点からみると、少し違ったアプロ

は商社系や大手不動産系も参入しており、車

ーチはないのでしょうか？

両ステーション、台数共に増加傾向にありま

●嶋田：以前レンタカービジネスを考えてい

す。また、「観光（KANKOU）都市」のみ

た時に、レンタカー会社から指摘されたこと

ならず「環境（KANKYOU）都市」を標榜

は、「オフィス需要だけではダメで採算にあ

する京都市のように地球温暖化対策の一助と

いませんよ」と言われました。

して導入した公用電気自動車を、休日にカー

いかに回転率を上げるかを考えますと、条件

シェアリング方式で市民に開放するなど、カ

としては商店街など駅周辺の賑わいがあるこ

ーシェアリングの環境への優しさや経済性に

と、オフィスがあること、そして住宅が周り

注目する動きも見られます。

にあること、それが揃っていればあらゆる時

■原：最近、増加しているのはレンタカー系

間帯をカバーできるという観点からします

でしょうか？

と、駅周辺にある駐車場はまさに「カーシェ

□事務局：そうですね。やはりレンタカー系

アリング」として最適なエリアです。それを

が一番力を入れていると思います。背景には

うまく運用することによって駐車場ビジネス

レンタカーが伸びていないので新しい事業と

にプラスに働きます。

してというのがあるのでしょう。レンタカー

更に、今年の総会で訪れた高松市、丸亀商店

の規模を小さくして売る。言い換えれば、時

街で行っていたバイクシェアリングなども取

間を小刻みにして安くして売るということで

り入れて、駐車場をその地域のハブとして位

す。

置付けることで利用価値も上がり、同時に採

◆大嶋：レンタカーは借りる。乗用車はパー

算性も良くなっていくと思います。

クアンドライドでそこに停めて電車に乗って
どこかへ行くという。電車で来たらまたそこ

増加するレンタカー系

でレンタカーを借りるという。逆方向ですけ

■原：事務局の方で現在日本に於けるカーシ

れどもね。そこにカーシェアリングが入ると

ェアリングの現状を調べて頂きましたが、現

また違ってきて、京都などでどこかの観光地

在350ヶ所余のステーションがあると聞きま

に行きたい場合タクシーだと安くても一日

したが、どんな業界からの参入が多いのでし

15,000円〜20,000円位取られるのですかね。

ょうか？

鉄道系・メーカー系・レンタカー会社は全国

□事務局：交通エコロジー・モビリティー財

に自分の基盤を持っていますからね。
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そこに車をこれだけ集めて商売している駐車

違うと思うんですが大嶋さんはどこをターゲ

場系というものが無い方がおかしいですよ

ットにしようとされていますか？

ね。

都市計画・建築計画における
マルチユース
■原：現在、都市計画・建築計画では、交通
総量を減らす目的もあり、多目的・複合利用、
いわゆるマルチユースが主流となっていま
す。昔のビジネス街は1階部分が銀行、店舗、
2階以上がオフィスビルで、夜になると猫1匹

①サービス業化

通らない街でしたが、現在は24時間のうち8
時間ではなくて24時間動く。また、週5日間

◆大嶋：カーシェアリングをやるというのは

ではなく、週7日間活動する。１日8時間、週

どういう業種のものかといいますと、我々は

5日しか動かないとなると、掛け算すると

駐車業屋さんですから駐車場というのは不動

23.8％しか稼動していない。それは駐車場に

産事業に大変近いものなんです。といいつつ、

もあてはまるわけです。ですから1/4の利用

私は随分前から駐車業はサービス業と言って

をせめて半分、できたら3/4にしていくこと

いるんですが、サービス業がカーシェアリン

が街の賑わいを作り出す為にはどうしても必

グに手を触れた途端にもっと強烈にサービス

要なのです。そんな中で駐車場業界ももっと

業に近づいてくるというか、不動産事業とサ

時代の要請に沿った機能、時代をリードする

ービス業がぐっと近づいた所にカーシェアリ

機能を果たさなければならないと思います。

ングというものがあると思っています。
カーシェアリングというものはエリアが大変

カーシェアリングの
需要掘り起こし策

狭いですから、その狭さ故の丁寧さとか利用
するだけの意識調査などカーシェアリングを

さて、利用者、顧客の目から見てどんな分野

啓蒙して掘り起こすということをしないと本

の利用が伸びていくのか。あるいはそれを伸

格的なビジネス展開にはならないのではない

ばす為にはどんなことを、社会全体として、

かと思います。

また分野別に考えていかなければならないの

例えば駐車場の拠点を中心にカーシェアリン

か。法人需要、観光需要というレンタカーに

グのための地区(半径500ｍ〜2000ｍ)みたいな

よく似たタイプの需要、経費節減の為にカー

ものを作って行けばいいのではないかと。カ

オーナーからの乗り換え需要。若者の車離れ

ーシェアリングの輪が広いのではなくて、タ

にしても、興味を持たせて車の利便性を認識

ーゲットを狭くした上でそこからどれ位の台

してもらう、という潜在需要掘り起こし。大

数が必要なのかと。車が3台あれば十分なの

まかにいってその4つのカテゴリーがあると

か、30台も用意しないといけないのかなど、

思いますが、それぞれ地域によって狙い目が

マーケットを掘り起こさなければならないこ
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との一つなのかと思います。

利なのですよという事をどうPRして、どう

サービス業に手を触れて、それにあったお客

使ってもらえるかそれが営業として大事なこ

さまの掘り起こし、例えば高齢化社会とカー

とです。それには時間的にも人的にも相当の

シェアリングをどう結びつけるのかなど街ぐ

エネルギーがいると思います。ある程度広が

るみで色々な問題があると思うので、そうい

ってしまえば後は自然に広がっていくのでし

う意味での新しい掘り起しをすると、ひょっ

ょうが、初期の場合は、停止している車が一

とすると意外な所に需要があるのかもしれま

定の速度まで行くのと同じで物凄いエネルギ

せんね。

ーを必要とします。それをどうしたら良いか

■原：まったくそう思いますね。私の会社は

というのが難しい問題ですね。

不動産ファンド運用会社ですが、その運用資

②エコ志向

産の中に東京郊外の駅前賃貸マンションがあ
るのですが、その駐車場の利用率が物凄く低

◆大嶋：多分カーシェアリングの大きなキー

いのです。若者中心のワンルームマンション

ワードはエコだと僕は思っています。世の中

なども駐車場はガラガラです。

の流れが物凄く変わっていると思うので、車

それで大嶋さんの所にお願いしてカーシェア

そのものには興味がないんだけれども電気自

リングを検討しています。カーシェアを通じ

動車とか環境問題になると途端に興味を持ち

て未利用資源を有効に活用し、交通手段の最

出すのですね。

適組み合わせを実現する。そんな需要開発が

その辺が突破口になると思います。なので、

大事だと思います。まさにどうやってどんな

我々も電気自動車は高いですけれども導入も

需要を掘り起こすのかということですよね。

考えております。多分それが一番動くのじゃ

需要は場所によって色々違いますよね。

ないかと思いますので。

嶋田さんの所は立地的に業務地の中にあって

■原：私も同感ですね。現在の京都議定書の

背後にすぐ住宅地を抱えているという非常に

目標達成計画は、鳩山内閣になって大幅に見

恵まれた環境で色々な需要があると思います

直されることになると思われますが、その中

が、新しい需要を掘り起こす為に何か良い知

にカーシェアリングについての記述がありま

恵はありませんか？

す。「公共交通機関の整備等と連携した、事

●嶋田：これはまったくの新規ビジネスです

業者による通勤交通カーマネージメント、カ

から、「カーシェアリング」ってこんなに便

ーシェアリングの実施とその具体的な取組み
と推進」と書いてある訳です。
カーシェアリングの実施は、公共交通機関の
整備等と連携して公共交通機関がやる、とい
う認識なんですね。
そうじゃなく今大事なのは、大嶋さんが言わ
れたようにコンパクトシティを推進する街づ
くりの主体である市町村、エコグループなど
と連携してカーシェアリングによる個別自動
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車輸送の効率化ということをやっていく視点

ングをやると結節点にコミュニティができ上

が抜けているんです。だからそういった所に

がる訳ですから、そこが結構な武器になると

駐車場業界が働きかけていくのがプラスかど

思いますね。

うかという話しですね。
駐車業界はとかく

③ＩＴの活用

社会的なコストをばら撒

いてけしからん道具を預かる、けしからん不

■原：もう一つはITの技術革新によって

動産賃貸事業者

という風に見られてしまう

様々な機能が利用可能になっているので、レ

けれども、そこを一皮むけて積極的に攻めて

ンタカーではない自分の車だという意識を持

いくということが必要だ、とすればエコグル

ちながら気の合った者同志が共同で所有して

ープや市町村と連携をしていく以外方法は無

利用する、という仕掛けを考えればいろいろ

いと思うんです。

なスタイルが実現出来るでしょうね。

◆大嶋：今まで見ていた物を裏側から見ると
炙り出しの絵の如く隠れていたものが浮きあ
がってくるんですね。そういった視点から見
ると駐車協会の動きそのものになりそうです
ね。
●嶋田：これから民主党政権になってCO2な
どを25％削減するとなりますと地方自治体も
それなりに様々な努力も必要になってきま
す。

●嶋田：＊OBD（On-Board Diagnostics）な

これからの課題だと思いますが、現在川口市

どはまさしくピッタリですね。

でも公用車を減らしてカーシェアリングに代

＊「車載式故障診断システム」のこと。本

替するような取組みを行っておりますし、こ

来は、大気汚染防止のため、排出ガス装

れからはそれが一つのトレンドになって来る

置に異常が発生したときドライバーに警

と思います。

告し、故障の診断結果をＥＣＵ（車載電

◆大嶋：国土交通省や環境省などに我々駐車

子制御装置）に記録する装置。アメリカ

協会として働きかけて、国ぐるみで行えれば

では１９８５年、日本でも２０００年よ

その接点がどのようになるのか非常に興味深

り新車への搭載が義務づけられている。

いですね。

本鼎談では、その技術を応用して、

各メンバーさんがそれを見て面白いと言って

様々な情報を入手し、効率的な自動車自

頂いて参加して頂ければお役にたてる話にな

体の運行管理や駐車場の出庫管理などに

ると思いますね。

役立てていこうとする考え方。
（事務局註）

■原：駐車場というのはそもそも交通の結節

◆大嶋：そうですね。

点なんですね。自動車交通と徒歩の交通を繋

●嶋田：OBD（On-Board Diagnostics）を使

げているのです。

えば、「どこにいる・何分で帰って来る」な

◆大嶋：まさに結節点ですね。カーシェアリ

んてリアルタイムでわかりますからね。
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◆大嶋：だからその辺のことができるとカー

Corporate Real Estate Managementと言っ

シェアリングをすることによって色々なこと

て、企業の不動産全部。工場用地もあれば事

が分かってきますね。ITを使ってカーシェ

務所ビル敷地もある。そういうのを一括して

アリングのネットワークを張っていけばいい

管理して最適利用を実現するサービスがあり

のです。カーシェアリングを利用する人は2

ます。それと同じことですよね。

時間〜3時間の範囲なので、ある拠点からそ

●嶋田：そうなんです。

の時間内で行ける所に何があるのかがわかり

◆大嶋：我々がやるとすればParking

ますよね。

Properties Managementになるわけですね。

■原：それができれば観光地などで案内付き

束ねることができる訳だからこれがモジュー

のタクシーなんて乗る必要ありませんね。

ルですね。個人情報管理も、登録の問題など

●嶋田：今、車の双方向通信が非常に発達し

工夫すれば解決は可能です

てきておりますからカーシェアリングにとっ

●嶋田：嫌な人はデータを取り出させないよ

ても都合が良いですね。目的の車が何処にい

うにすればいい訳ですね。

るかがサーバーですべて把握できるというこ

◆大嶋：KDDIは膨大なサーバーを持ってい

とは故障時も含めて大変都合がよいですね。

るのですが、現状ではそのサーバーを使いき

先日、埼玉駐車協会でもKDDIさんをお招き

れていません。容量的にまだ余裕があるので

してOBDの講習会を行いました。

す。

◆大嶋：KDDIさんが繋ぐ技術を持っている

●嶋田：一つのグループ内でパソコンを使っ

のですよね。皆さんが乗っている車のハンド

て車を共有してしまえば、今どこそこにいる

ルの下にすべてのデータが集まっているので

からあとどれ位で帰ってこられる、とかそう

すよ。ただ取り出せるのはメーカーだけなん

いうこともできますね。

です。コネクターが無いから。

◆大嶋：今の先進技術を使えばそこら辺まで

●嶋田：OBD，自動診断装置はほとんどす

はできてしまいますよ。現にそのシステムを

べての車が積んでいるそうです。わが国でも

使っている所が実際にありますからね。

2008年の10月から、ガソリン車及びLPG車で、

■原：今日は駐車場経営からみた車の所有・

車両総重量3.5トン以下の新車に対しOBDⅡ

利用の変化への対応をお話して頂きました

の装着が義務化されました。（日本版OBDⅡ

が、先程のIT最新技術革新の駐車場管理経

規制）そこでKDDIが通信モジュールを作り、

営への多面的な導入が多様になされている、

それにGPSを乗せ、誰でもそれを付けてその

とすればまたそれを題材に座談会をします

車に関する情報がリアルタイムでわかるよう

か。

になりました。遠隔操作でエンジンまで切っ

◆大嶋：そうですね。

てしまうこともできるそうです。

●嶋田：是非やりましょう。

◆大嶋：飲酒運転防止にも使えますよね。

■原：本日は長時間に亘り貴重なご意見を賜

■原：それは凄いですね。駐車場をセンター

りありがとうございました。

として車を管理できますね。
実はそれは不動産の世界にもありまして
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