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分の言うことを聞いてくれない︒想像
しただけでも︑悲しくなってくる︒そ
れが手塩をかけてドレスアップしたク
ルマであったら︑なおさら⁝
︵泣︶
︒

﹁エンジンスターターカット機能のあ
るセキュリティシステムと併用すれば︑
エンジンを二重で守ることになるから︑
愛車を乗り逃げされる危険度はかなり
低くなるはずです︒
とはいえ︑イモビライザーがまった
く不要なものなのかといえば︑そんな
ことはなく︑イモビライザー未装着車
に比べれば︑安全性は格段に高い︒事
実︑欧米では︑イモビライザー装着か
否かで車両保険の費用に差を設けてい
るようです︒
日 本 で も︑ そ う し た 保 険 の 優 遇 は
あったのですが︑今はほぼないに等し
い状態︒それとともに︑車両保険の費
用は高いため︑あえて入らないという
ケースが若い人の間で今多いようです

それでは︑窃盗団がシステムを攻略
するのであれば︑新たなシステムを構
築すればいい︒そんなイタチごっこは︑
おそらく半永久的に続くのだろうけど︑
今︑最も注目かつ有効とされているの
が︑
﹁イモビカッターガード﹂
だ︒これ
はイモビカッターでのキー登録を防止
するための装置︒社外セキュリティシ
ステムと連動できることも利点だ︒

イモビカッターには
イモビカッター返しを

それが俗に言うイモビカッターと呼
ばれるシステム︒カンタンに言えば︑
まっさらな新品のキーを︑本物のキー
にしてしまうことこれに要する時間は︑
車内進入後︑どれくらいだと思います
か？ その手口から推察すると︑ 秒
あれば十分
自分のキーがニセモノに成り下がっ
てしまうというこの事実︒もし仮に︑
運良く愛車を発見できたとしても︑自

え

﹁どんなに優れたシステムでも︑キー
をなくすといううっかりミスは避けら

イモビ神話崩壊は
人のモラルが原因

ンセプトのもとに開発されたのが︑イ
モビライザーだ︒
従来の﹁カギ﹂が物理的な仕組みだ
とすれば︑
﹁ イモビライザー﹂は暗号
車両盗難の手口は
化された電子ＩＤコードでロックする
ほぼ乗り逃げ
デジタルなもの︒クルマのキーそのも
車両盗難⁝︒そのほとんどが不正に のにその電子ＩＤコードが内蔵されて
室内へ侵入し︑不正にエンジンをかけ︑ い る た め︑ い く ら﹁ カ ギ ﹂ 部 分 を 合
乗り去る手口＝乗り逃げだという︒本 鍵 屋 で コ ピ ー し て も︑ 車 体 側 の コ ン
人もしくは知人以外の第三者にとって︑ ピューターが電子ＩＤコードを照合・
それが車両盗難か否かわかりにくい乗 認識しなければ︑絶対にエンジンはか
り逃げは︑窃盗団的にもおいしい手口 けられない︒ひと昔前︑有効とされて
と言える︒
いた直結というある種︑暴力的な不正
﹁そのほか︑レッカーで吊ったり︑タ エンジン始動方法も︑このイモビライ
イヤにローラーをかませてけん引する ザーの前にはなす術なし︑である︒
といった強引な手口がありますが︑人
カギをさすどころかボタンを押さず
目につきやすいことをふまえると︑乗 ともドアロックを解除︑プッシュボタ
り逃げの方がラク︒先月の講座でふれ ンでエンジンスタート＆ストップ︒安
ましたが︑ナンバープレートを交換さ 全性だけではなくそうした利便性も︑
れたら︑Nシステムでの追跡も難しく このイモビライザーの恩恵ゆえ︒それ
なる﹂と︑石原氏︒
だけにイモビライザーは︑サッカー現
日本代表の守護神のように頼もしい存
在であった︒ほんの最近までは⁝︒

そんな乗り逃げを防止する策として
生み出された発想が︑
﹁ エンジンがか
けられなければ走行は不能︑ゆえに乗
り逃げが防げる﹂ということ︒そのコ

エンジンがかけられなければ
乗り逃げは不可能

ち︑現行車が中古車となった時︑その
マニュアルはより一般化していくもの︒
それを困った人へ使うか︑悪用するか
は人のモラルの問題︒窃盗団がどちら
かは言うまでもないこと︒

愛車へのさらなる
セキュリティー強化が

イモビライザーの
安全神話は今︑崩れつつ
ある

れないもの︒そうした事態に対応する
ため︑暗号化された電子ＩＤコードを
リセットし︑書き換えることはもちろ
ん可能なことで︑メーカー監視のもと
厳重に行われてきました︒ただ時が経

オートラウンジ代表

必要でっせぇぇぇ

※あくまで予定であり、予告なく変更するこ
ともあります

とある編集部員が小学生の頃に考えたというカー
セキュリティ
（？）
。材料はガムテープとホッチキス
の針、もしくは画びょう。コストは18円くらい。こ
れでは、どろぼうどころかオーナーもうかつに開け
られない鉄壁のシステム。
「確かに効果はありそう
だけど、あまりの幼稚さゆえ、腹いせにドアを蹴ら
れそうですね」とは、オートラウンジのスタッフ談。

↑こちらは Y33 シーマの
キー。
カバーを分割すると、
入ってました！

76
↑カギのギザギザ部（正式名称はキ
ーウェイ）ではなく、電子 ID コー
ドでドアのロックやエンジンの始動
をアシストするスマートキーシステ
ム。
こちらをパカッと分割すると…、
イモビライザー発見！

が︑盗まれた時︑何の保障がないのは
かなりキケン︒イモビライザー︑
セキュ
リティがついていないとさらにキケン︒
ちなみに次回は︑そんなセキュリティ
と保険の関係について︑お話したいと
思います︒
それとともに︑もちろん︑これまで
話してきた通り︑カギは絶対にかける︑
荷物を車内に置かない︑外出先の駐車
場はきちんと選ぶなど︑ドライバーと
して守るべきことはきちんと行いま
しょう︒カギをつけっぱなしにしてお
いて︑乗り逃げされるというケースも
少なくないようですよ﹂
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とげとげグリップ

↑ちなみにこちらは、と
あるホンダ車のキー。イ
モビ入っています

商品写真は
シークレット

心がけ（防犯意識を高める）
安全な駐車場選び（危機意識を高める）
犯行の手口（車上荒らし）
犯行の手口（外装パーツの盗難）
犯行の手口（車両盗難）
純正セキュリティの崩壊
車両保険について
セキュリティとは？
セキュリティプラン①
セキュリティプラン②
セキュリティプラン③
まとめ
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講座のおもな年間スケジュール

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回

30

考察の末、満を持して開
発されたイモビカッター
ガード。動作インジケー
ターも搭載（接続は任意）
。
セキュリティ効果維持の
ため、原則的に製品のみ
の販売は不可。
取りつけ参考価格 2 万
1000 円（スイッチ等別途
取りつけ）

↑ 1cm にも満たない黒い
物体が、イモビライザーの
もと＝電子チップ。この中
に ID コードの情報が入っ
ているというのだけど、今
イチ実感がわきません…

キュリティ イモビカッターによる
おすすめセ
リム
多数の車両盗難を検証、

題
問

世界の おもしろ

第5回（車両盗難） イモビライザーについて

輸入車、国産車問わ
ず、あらゆるクルマへ
のカーセキュリティイ
ンストールを行ってく
れる、日本国内でも屈
指のカーセキュリティ
プロショップ。代表の
石原氏は、安全の達人
であるとともに、B 級
グルメのスーパー案内
人でもある。興味のある人は、教えてもらおう。ベ
ース車購入はもちろん、様々なドレスアップが可能。
●オートラウンジ
☎06・6957・7775
http://www.auto-lounge.jp
〒534-0013
大阪府大阪市都島区内代町3-10-15

車両盗難に対する「救世主」として、今やほとんどの現行車
に採用されているイモビライザー（通称、イモビ）
。とはいえ、
強固なシステムを作る人間がいる一方、それを破る人間がい
るのも、この世の常。去年の末に警察庁が発表した「セルシ
オ盗難急増」のニュースによると、2010年1月〜10月におけ
るセルシオの盗難台数は、実に1075台（ちなみにクラウン
は731台）
。セルシオ、クラウンともにイモビライザー装着車
両…。この「イモビ安全神話」崩壊に、今後どうすればいい？
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講師は…

