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あ ら ま し

富士通フロンテックが開発した中古車オークションシステムは，競り業務のシステム

化から始まり，現在では業務システム，映像システム，会員Webシステムなど，オークショ
ン会場業務に必要となる全ての機能がシステム化されている。中古車オークションシス

テムは公正・公平な中古車の流通を支えるとともに，会員向けの充実したサービスを提

供できるように柔軟に機能追加できるシステム構造としている。特に競り時に会員が操

作する端末については不公平感のない操作性とレスポンスを実現している。また，端末

故障時の容易な装置交換を可能とするとともに耐久性と保守性を実現している。更に，

運営側の競り進行者が操作する端末などは，各種出品情報と操作機能の集約を行いなが

らも装置の小型化や信頼性を確保し，省スペースで高度な競りを実現している。

本稿では，専用設計のハードウェアおよびシステムPKG（パッケージ）をベースとして，
ワンストップで提供する中古車オークションシステムについて紹介する。

Abstract

The used car auction system developed by Fujitsu Frontech, which started with 
systematization of bidding operations, has now systematized all functions required for 
auction house operations including operations, video and member Web systems.  The 
used car auction system has a structure that makes it possible to flexibly add functions 
to provide full-fledged services for members and that helps ensure fair and equitable 
used car distribution.  In particular, the terminal operated by a member during bidding 
has realized operability and response high enough not to cause a feeling of unfairness.  
In addition, devices can be easily replaced in the event of failure and high durability 
and maintainability have also been achieved.  The terminal used by the auctioneer of 
the operator has a reduced size and high reliability, while being capable of integrating 
various types of entry information and operation functions, and it has thus has realized 
auctions that can be conducted in less space and in an advanced manner.  This paper 
presents our used car auction system that provides different functions in a one-stop 
way based on the specially designed hardware and system package. 
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の公開など，会員向けサービス向上へのシステム
展開も活性化している。
本稿では，中古車オークションに関するシステ
ムについて述べる。

中古車オークションとは

中古車オークションは，会場ごとに概
おおむ

ね週1回
（年間約50回）の固定曜日に開催されている。開催
日においては，出品車両を1レーンあたり約15秒に
1台のペースで競りが行われる。レーン数は各会場
の出品台数規模により様々であるが，現在では1～
10レーンの運用を行っており，レーン数分の車両
台数が同時に競られる。
購買者はせり機械システムを利用した応札によ
り価格を競り上げ，競り上がった金額に応じて，
出品者側の希望価格以上であれば該当車両が落札
となる。落札されない場合は流札となる。購買者
は会場以外でも事前の入札や，外部提携会社から
の応札による競りへの参加が可能である。
会場では，競り開始直後から流札車両に対する
商談，再出品処理，落札車両に対する書類管理，
経理処理や，車両搬出管理など，様々な業務が行
われる（図-1）。

オークションシステムへの要求事項

中古車オークションでは，会員が操作する端末
およびシステム性能について以下の特別な対応が

中古車オークションとは

オークションシステムへの要求事項

ま　え　が　き

日本における中古車の流通は，中古車オークショ
ン会場での業者間売買が中心となっている。
中古車オークション会場での競りは，1970年代
までは手せりで行われていた。しかし，取引台数
の増加に応えるためにシステムによる自動化が求
められ，富士通フロンテック（FTEC）は1978年
にPOS（Point Of Sale）型のオークションシステ
ム（せり機械システム）を開発し，提供を開始した。
その後，現物車両を見ながらの現物オークション
から，車両を撮影した映像による画像ベースのせ
り機械システムに進化した。その結果，複数台の
車両を同時に競ることが可能となり大都市を中心
に大型会場が登場した。最大規模の会場では10台
を同時に競るまでに発展し，1400台/時間という能
力まで実現している。FTECは，市場要求に応える
べくハード・ソフト両面において先端技術を導入
することで，せり機械システムでは約60％のシェ
アを確保している。
中古車オークション会場では，オークション開
催のために，各出品車両情報の登録，会員情報管理，
撮影登録・表示，書類・部品管理，経理処理など，
車両の取引に関わる様々な業務を行っている。こ
れら会場業務についても，せり機械システムの導
入を機に効率化が図られている。また，各会場の
開催情報や，出品車両の情報，オークション結果

ま　え　が　き

図-1　中古車オークションシステム

出品車輌検索，入札申込，商談申込，ワンプライス，取引結果検索，相場検索，コーポレートサイト
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出品車輌情報の登録，書類・
部品情報の登録，映像撮影登録

3．業務システム　　オークション業務全般を管理する業務システム

競り前：出品情報登録管理，
書類・部品情報管理

競り開催：商談管理，
競り結果情報管理

競り後：経理情報管理，車輌搬出入管理，
再出品管理

②競り開催
出品車輌の競り実施，結果管理
商談受付，車輌搬出入管理
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車輌代金，各種手数料管理，車輌
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1．車両映像撮影システム

出品車輌の映像登録

３．せり機システム
オークション開催時のせりシステム

競り前 出品情報

会員情報管理，オークション会場従業員情報管理，クレーム管理，オークション開催情報管理，システム用管理

2．せり機械システム

出 車輌

4．会員Webシステム　　会員様向け情報公開・入札，一般向け会場広報
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する各システムの特徴を紹介する。
（1） せり機械システム
専用設計のハードウェアとともにせり機械シス
テムPKG（パッケージ）をベースとして，各会場
運用に適したカスタマイズをして提供している。
応札端末の応札グリップは，人間工学に基づい
た設計により，ボタンを一押しした際の感触，精
度をストローク長と固さで確保している。システ
ム導入当初より検証を繰り返し，実績を得たこと
で，30年たった現在でもFTECの標準仕様となっ
ている。
複数レーンに対応する会場では，座席に据え付
けられたタッチパネルでレーン切替えを行い，希
望するレーンの応札に参加する例が多くなってき
ている。このため，業界では唯一，実用的なボタ
ン数では最大とされる8レーン分まで，応札ボタン
を配置できる端末を準備している。
アプリケーションでは，レーン切替えにより，
端末2600台の同時接続・同時応札を最大12レーン
での運用に耐え得る性能を確保している。
せり人・調整人操作端末については，手の感触
だけで操作できるスイッチ配置，感触，強度など，
1回のオークションで数千台の競りを進行させる操
作者の意見を取り入れ，最適化を図っている。
これら専用端末は，スペックの見直しを随時行
い，定期的に新機種への更新を続けているが，基
本構成は統一され，リプレースにおいても同一の
運用・操作性が維持される。また，消耗部品の交
換などのメンテナンスを行うことで10年以上使用

求められている。
（1） 操作性とレスポンス
初めて利用する人でも，操作に慣れた人でも，
不公平なく操作できるようにシンプルな操作性を
実現し，公平かつ公正な取引が行えなければなら
ない。また，出品台数が増大しても，会員の方を
待たせる時間をより少なくするために，1台当たり
の競り開始から決定までの時間短縮，および複数
台同時進行（複数レーン化）により，オークショ
ン時間の短縮が求められる。そのため，価格の競
り上げは各会場により異なるが，50～ 80 msの間
隔で行われており，この間隔への応札に対する即
時レスポンスと，複数レーンに対応できるシステ
ムが必要となる。
（2） 耐久性・保守性
応札端末接続台数は，FTECでの運用実績上

2600台が最大数である。完全同時に接続される端
末に対する画像配信，同時応札に対応できる品質
を確保するためサーバやネットワークの冗長構成
が求められる。また，端末は，ある程度の力に耐
える耐久性を備えるとともに，万一の故障時には
運用中であっても短時間で交換可能な構造が求め
られる。
更に，せり機械システムについては，機械とし
て車両と同様に捉えられる傾向があり，一般的な
車両の耐用年数と同等に，10年間使用できること
が求められる。
（3） 環境性能
オークション会場は，300席程度の小規模会場
から2600席の大規模会場まで様々で，映画館から
大ホールほどの大きさの会場に，各座席最低1台の
応札端末を配備している（図-2）。このような会場
において，会員の方が数時間着座することを想定
した上でも，安全・快適に競りに参加できるよう，
発熱，騒音，電力に考慮した製品が求められる。

FTECが提供するシステムの特徴

FTECは，オークション分野の専門チームが中古
車オークションシステムの要求事項実現に取り組
み，ハード・ソフト一体となり，開発・製造・試験・
保守を一括で行うトータルソリューションをワン
ストップで提供している。
本章では，中古車オークションシステムを構成

FTECが提供するシステムの特徴

図-2　中古車オークション会場
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がってPKGが適さない場合もある。このような場
合は，PKGに固執することなく，PKG導入で培っ
たノウハウを生かしつつ，顧客要望を最大限実現
できるシステムを開発することも念頭に置いてい
る。近年では，大規模会場向けとして，端末増設
の容易性，場所を問わない業務，容易な操作性を
実現しつつセキュリティを確保したWebシステム
の開発・提供を行っている。
業務システムPKGについても，高い環境性能か
ら，富士通の環境貢献ソリューション製品として
認定されている。
（3） 車両映像撮影システム
競りの対象となる車両を撮影するシステムであ
り，撮影スタジオでは標準5カットまでの撮影を可
能としている（図-3）。
スタジオ撮影に当たっては，小型車両（自動二輪）
から大型車両（トレーラー）まで撮影するための
カメラ配置と画像トリミング機能により，ほぼ全
ての車両の撮影を可能としている。また，1台の撮
影時間は平均30秒を実現しつつ，複数スタジオの
制御を可能としている。
（4） 会員Webシステム
各会場向けソリューションとして提供してきた
ノウハウを統合し，会員WebシステムをPKGとし
て提供している。
本システムは，購買者がオークション前に次開
催の出品車両について，インターネットを利用し
て下見することができるサービスとして，出品車
両検索が行える機能を提供することから始まり，
購買者向けのサービス向上として，次の機能を包
含し，PKGとして提供している。

できる耐久性を持たせている。
応札端末，座席端末については1会場あたり

2000台を超える電源起動がある。その際の突入電
流（始動電流）による電力不安定を防ぐために，
数百台ごとの段階的電源投入を自動的に行ってい
る。また，機器の発熱による会場内の温度上昇を
抑えるための空調の大型化などを伴わないよう，
端末の電源効率を上げ発熱を抑えている。これら
の対応により，端末自体の排気ファンも不要とな
り，低騒音で故障率の低いシステムを実現して
いる。
なお，せり機械システムPKGは，高い環境性能
から，富士通の環境貢献ソリューション製品とし
て認定されている。
（2） 業務システム
業務システムPKG（製品名：trivelle）をベース
として，各会場運用に適した業務システムをカス
タマイズして提供している。
各操作画面においては，医療表示システムのノ
ウハウを生かしたユニバーサルデザインにより，
誰にでも直観的に扱える操作性を実現している。
また，各操作権限に応じた，メニュー表示，詳
細操作ログ取得，せり機械システムとの密な連携
による応札ログ表示により，安全性を確保して
いる。
手数料，会員情報，開催情報，アプリケーショ
ン機能の選択など，マスタ設定による簡易化，お
よび機能変更，機能追加に即時対応できるアプリ
ケーション自動配信機能により，各会場の個別機
能を柔軟に提供している。
業務システムにおいては，各会場規約，会員特
性などにより，様々な要望が日々発生する。した

図-3　車両映像撮影システム
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高品質，環境配慮を目指す。ソフトウェアにおい
ては，これまで培ってきたオークション業務のノ
ウハウと，各PKGでの個別提供資産を最大限活用
しつつ，インフラ基盤，ネットワーク，運用管理
などの各専門チームを備える強みを生かし，サー
バ類の集約やセンター化などの拡張性にも対応で
きるシステムを開発していく。

む　　す　　び

本稿では，中古車オークションに関するシステ
ムを，ハード・ソフト一体となりトータルシステ
ムとしてワンストップで提供する取組みについて
述べた。
今後は，ハイブリット車などの低燃費車の急激
な普及により，年式が新しく，走行距離の短い比
較的良質な中古車が多く出回ることが予想され，
品質にバラツキのない，より公平・公正な取引が
求められる。オークション会場においては，会員
の方が安心して取引することができるシステム品
質の確保と競り進行のスピードアップ，およびほ
かの会場との連携など，会員の方へのビジネス機
会の創出に向けた拡張とともに，より高度な信頼
性が求められるものと予想される。

FTECは，中古車オークション業界の更なる発展
に貢献すべく，高品質，低価格，安全性を備えた
システムを提供し続けていきたい。

む　　す　　び

・ 会場個別入札
オークション開催当日に会場へ行って応札を行
うことができない購買者向けに，事前に入札を受
け付ける機能を提供している。
・ 出品者からの画像登録
各出品車両について，オークション会場におい
て基本画像を撮影するが，出品者としては該当車
両のアピールポイント（オーディオ，ナビ，エン
ジンルーム，エアロパーツなど）や傷などを画像
で表示したい要求がある。本要求に対し，出品者
が独自に撮影した画像を，インターネットを利用
して登録できる機能を実現している。
・ ワンプライス機能
オークションで流札となった車両は，当日に商
談として，競りとは別に売買することができるが，
商談不成立となり，次開催へ再出品となる場合が
ある。しかし，次開催を待たずに売りたい，ある
いは一般ユーザから該当車両を買いたいといった
要望がある。これを解決する手段として，出品者
の希望価格を提示し，ワンクリックで購入できる
ワンプライス機能を提供している。
会員Webシステムについては，各会場から会員
に向けたサービス向上施策実現の場として，広く
活用されることが期待されている。今後も様々な
要望を取り込み，日々進化させていく。

今後の展開

今後は，ハードウェアにおいては，更なる高性能，

今後の展開
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