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(57)【要約】
【課題】車両が利用できる可能性の高い充電施設の情報
を、適切に提供可能な情報提供装置を提供する。
【解決手段】複数の車両の車両情報を取得する車両情報
取得手段２２０と、複数の車両の充電履歴に関する充電
履歴情報を取得する充電履歴情報取得手段２２０と、充
電施設の位置および充電施設の利用の状況を少なくとも
含む充電施設に関する充電施設情報を取得する充電施設
情報取得手段２２０と、要求車両からの要求に応じて、
要求車両が利用可能な充電施設を対象充電施設として探
索する探索手段２２０と、要求車両以外の車両の中から
対象充電施設を利用する可能性のある車両を特定車両と
して特定する特定手段２２０と、特定車両が対象充電施
設を利用する可能性を利用可能性として予測する利用可
能性予測手段２２０と、利用可能性に基づく情報を要求
車両に提供する提供手段２１０，２２０とを備えること
を特徴とする情報提供装置。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の車両の車両情報を取得する車両情報取得手段と、
　複数の車両の充電履歴に関する充電履歴情報を取得する充電履歴情報取得手段と、
　充電施設の位置および前記充電施設の利用の状況を少なくとも含む充電施設に関する情
報である充電施設情報を取得する充電施設情報取得手段と、
　要求車両からの要求に応じて、前記要求車両が利用可能な充電施設を対象充電施設とし
て探索する探索手段と、
　前記要求車両以外の車両の中から、前記要求車両以外の車両の車両情報および／または
充電履歴情報に基づいて、前記対象充電施設を利用する可能性のある車両を特定車両とし
て特定する特定手段と、
　前記特定車両の車両情報に基づいて、前記特定車両が前記対象充電施設を利用する可能
性を利用可能性として予測する利用可能性予測手段と、
　前記利用可能性に基づく情報を前記要求車両に提供する提供手段と、を備えることを特
徴とする情報提供装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報提供装置であって、
　前記車両情報は、車両の位置情報および走行可能距離情報を含み、
　前記探索手段は、前記要求車両の位置情報および前記要求車両の走行可能距離情報に基
づいて、前記要求車両が到達可能な充電施設を前記対象充電施設として探索することを特
徴とする情報提供装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の情報提供装置であって、
　前記探索手段は、前記対象充電施設を探索する際に、前記充電施設情報取得手段により
取得された前記充電施設情報を用いることを特徴とする情報提供装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の情報提供装置であって、
　前記要求車両の車両情報に基づいて、前記要求車両が前記対象充電施設に到達するまで
の走行経路を算出する算出手段と、
　交通情報を取得する交通情報取得手段と、
　前記算出手段により算出された走行経路と、前記交通情報取得手段により取得された前
記交通情報とに基づいて、前記要求車両が前記対象充電施設に到着する時刻を予測する到
着時刻予測手段とをさらに有し、
　前記探索手段は、前記予測手段により予測された時刻に利用可能な充電施設を、前記対
象充電施設として探索することを特徴とする情報提供装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の情報提供装置であって、
　前記特定手段は、前記対象充電施設の位置を中心とし、前記対象充電施設の位置から前
記要求車両の位置までを半径とする円状の範囲に存在する前記要求車両以外の車両を検出
し、検出した前記要求車両以外の車両の中から、前記特定車両を特定することを特徴とす
る情報提供装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の情報提供装置であって、
　前記充電履歴情報は、充電開始時のバッテリの残容量に関する残容量履歴情報を含み、
　前記特定手段は、前記要求車両以外の車両のバッテリの残容量と、前記要求車両以外の
車両の残容量履歴情報とに基づいて、前記要求車両以外の車両の中から、前記特定車両を
特定することを特徴とする情報提供装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の情報提供装置であって、
　前記充電履歴情報は、バッテリの充電を行った場所に関する充電場所履歴情報を含み、
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　前記特定手段は、前記要求車両以外の車両の充電場所履歴情報に基づいて、前記要求車
両以外の車両の中から、前記特定車両を特定することを特徴とする情報提供装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の情報提供装置であって、
　充電施設ごとに、車両が充電施設を利用した実績に基づいて、車両が充電施設を利用す
る確率を内容とするテーブルを生成する生成手段をさらに有し、
　前記利用可能性予測手段は、前記対象充電施設に対応する前記テーブルを用いて、前記
特定車両が前記対象充電施設を利用する可能性を前記利用可能性として予測することを特
徴とする情報提供装置。
【請求項９】
　複数の車両の車両情報および複数の車両の充電履歴に関する充電履歴情報を取得し、要
求車両からの要求に応じて、前記要求車両が利用可能な充電施設を対象充電施設として探
索し、前記要求車両以外の車両の中から、前記要求車両以外の車両の車両情報および／ま
たは充電履歴情報に基づいて、前記対象充電施設を利用する可能性のある車両を特定車両
として特定し、前記特定車両の車両情報に基づいて、前記特定車両が前記対象充電施設を
利用する可能性を利用可能性として予測し、予測した前記利用可能性に基づく情報を前記
要求車両に提供することを特徴とする情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報提供装置および情報提供方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、充電施設の予約状況に基づいて、充電施設を利用できる時間帯を予測し、予
測した充電施設を利用できる時間帯の情報を、車両に提供する技術が知られている（特許
文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２６２５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術では、充電施設を利用できる時間帯を充電施設の予約状況に基
づいて予測するものであるため、自車両が充電施設に到着するまでの間に、充電施設を予
約していない他車両により充電施設が利用されてしまう場合があり、このような場合に、
自車両が充電施設に到着して直ぐに自車両の充電を開始できない場合があった。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、車両が利用できる可能性の高い充電施設の情報を、
適切に提供可能な情報提供装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、複数の車両の車両情報および複数の車両の充電履歴に関する充電履歴情報に
基づいて、要求車両が利用可能な充電施設を対象充電施設として探索し、要求車両以外の
車両の中から、対象充電施設を利用する可能性のある車両を特定車両として特定し、特定
車両の車両情報に基づいて、特定車両が対象充電施設を利用する可能性を利用可能性とし
て予測し、予測した利用可能性に基づく情報を要求車両に提供することで、上記課題を解
決する。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明によれば、要求車両以外の車両が充電施設を利用する可能性を予測することがで
きるため、要求車両が利用できる可能性の高い充電施設の情報を、適切に提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る情報提供装置の構成図である。
【図２】利用確率テーブルの一例を示す図である。
【図３】本実施形態に係る情報提供処理を示すフローチャートである。
【図４】本実施形態に係る情報提供処理を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係る情報提供システムの構成を示す図である。図１に示すように
、本実施形態の情報提供システムは、車両に搭載される車載装置１００と、車両用の充電
器を複数備える充電施設２００と、車両外部に設置される情報センタ３００とから構成さ
れる。なお、図１においては、説明を簡単化するため、単一の車載装置１００、および単
一の充電施設２００のみを例示しているが、本実施形態の情報提供システムにおいて、情
報センタ３００は、複数の車載装置１００、および複数の充電施設２００と情報の授受が
可能となっている。
【００１１】
　本実施形態に係る情報提供システムは、車載装置１００からの要求に応じて、情報セン
タ３００において、要求を行った車載装置１００を搭載する車両（以下、要求車両とも言
う。）が利用できる充電施設の探索し、探索された充電施設が要求車両以外の車両に利用
される可能性を予測することで、要求車両が充電施設を利用できる可能性を示す情報を利
用可能性情報として、要求車両のユーザに提供するものである。
【００１２】
　まず、車載装置１００の構成について説明する。車載装置１００は、例えば、車両に搭
載されるナビゲーション装置であり、図１に示すように、車載通信装置１１０、ＧＰＳ（
Global Positioning System）１２０、車載制御装置１３０、地図データベース１４０、
履歴データベース１５０、バッテリコントローラ１６０、およびディスプレイ１７０から
構成される。これらの構成は、ＣＡＮ（Controller Area Network）その他の車載ＬＡＮ
によって接続され、相互に情報の授受を行うことができる。
【００１３】
　車載通信装置１１０は、携帯電話機、ＰＨＳ（Personal Handy-phone System）、また
は無線ＬＡＮなどの通信端末であり、車両情報（車両情報の詳細については後述する）を
車載制御装置１３０から受信し、受信した車両情報を情報センタ３００に送信する。また
、車載通信装置１１０は、情報センタ３００から、自車両が充電施設を利用できる可能性
を示す利用可能性情報を受信し、受信した利用可能性情報を車載制御装置１３０に送信す
る。さらに、本実施形態において、車載通信装置１１０は、利用可能性情報を要求する要
求情報を、車載制御装置１３０から受信し、情報センタ３００に送信する。
【００１４】
　ＧＰＳ１２０は、複数の衛星通信から送信される電波を検出して、自車両の位置情報、
自車両の進行方向情報、および現在の時刻情報を、周期的（例えば、Ｎ秒ごと）に取得す
る。ＧＰＳ１２０により取得された各情報は、車載制御装置１３０に送信される。
【００１５】
　地図データベース１４０には、地図データが格納されており、これらの地図データは、
自車両の位置情報、充電施設の位置情報、および利用可能性情報とともに、ディスプレイ
１７０の画面上に表示される。
【００１６】
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　履歴データベース１５０には、自車両の充電履歴情報が記憶されている。履歴データベ
ース１５０に記憶されている充電履歴情報は、充電開始時のバッテリの残容量情報、充電
開始時の車両位置情報、および充電開始時の時刻情報の各情報の履歴である。履歴データ
ベース１５０に記憶されている充電履歴情報は、車載制御装置１３０により、定期的に、
情報センタ３００に送信され、情報センタ３００のセンタデータベース３３０に蓄積され
る。
【００１７】
　バッテリコントローラ１６０は、図示しない電流センサおよび電圧センサからの検出デ
ータに基づいて、自車両のバッテリの残容量を、周期的に演算し、その演算結果を、車載
制御装置１３０に送信する。
【００１８】
　車載制御装置１３０は、プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）と、このＲ
ＯＭに格納されたプログラムを実行するＣＰＵ（Central Processing Unit）と、アクセ
ス可能な記憶装置として機能するＲＡＭ（Random Access Memory）とから構成される。な
お、動作回路としては、ＣＰＵ（Central Processing Unit）に代えて又はこれとともに
、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、ＡＳＩＣ
（Application Specific Integrated Circuit）、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate A
rray）などを用いることができる。
【００１９】
　車載制御装置１３０は、ＲＯＭに格納されたプログラムをＣＰＵにより実行することに
より、目的地を設定する目的地設定機能、自車両の現在位置から目的地までの走行経路を
探索する走行経路探索機能、走行可能距離を算出する走行可能距離算出機能、車両情報を
取得する車両情報取得機能、自車両の充電履歴情報を履歴データベース１５０に記憶させ
る履歴情報記憶機能、履歴データベース１５０から充電履歴情報を取得する充電履歴情報
取得機能と、充電履歴情報および車両情報を情報センタ３００に送信する送信機能、利用
可能性情報を要求する要求機能、利用可能性情報をディスプレイ１７０に提示させる提示
機能を実現する。以下において、車載制御装置１３０が備える各機能について説明する。
【００２０】
　車載制御装置１３０の目的地設定機能は、自車両の目的地を設定する。目的地設定機能
による目的地の設定は、例えば、図示しない入力装置を介して、ユーザにより目的地が入
力された場合に、入力された目的地を、車載制御装置１３０のＲＡＭに記憶させることで
、行われる。
【００２１】
　走行経路探索機能は、ＧＰＳ１２０から送信された車両の位置情報と、地図データベー
ス１４０に記憶されている地図データと、目的地設定機能により設定された目的地情報と
に基づいて、自車両の現在位置から目的地までの走行経路を探索し、探索した走行経路の
情報を車載制御装置１３０のＲＡＭに記憶させる。なお、本実施形態において、走行経路
探索機能は、例えば、自車両の現在位置から目的地まで最も早く到着できる経路を走行経
路として探索することができる。
【００２２】
　車載制御装置１３０の走行可能距離算出機能は、例えば、バッテリの残容量および自車
両の電力消費量情報に基づいて、自車両の走行可能距離を算出し、算出した走行可能距離
の情報を車載制御装置１３０のＲＡＭに記憶させる。
【００２３】
　車載制御装置１３０の車両情報取得機能は、ＧＰＳ１２０から、自車両の位置情報、自
車両の走行方向情報、および現在の時刻情報を取得し、また、バッテリコントローラ１６
０から、バッテリの残容量情報を取得する。さらに、車両情報取得機能は、目的地設定機
能により設定された目的地情報と、走行経路探索機能により探索された走行経路情報と、
走行可能距離算出機能により算出された走行可能距離情報とを車載制御装置１３０のＲＡ
Ｍから取得する。そして、車両情報取得機能は、取得した自車両の位置情報、自車両の走
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行方向情報、バッテリの残容量情報、目的地情報、走行経路情報、および走行可能距離情
報を車両情報とし、これら車両情報を、車載通信装置１１０を介して、情報センタ３００
に送信する。
【００２４】
　車載制御装置１３０の履歴情報記憶機能は、外部電源によるバッテリの充電が開始され
た際に、充電開始時のバッテリの残容量情報、充電開始時の自車両の位置情報、および充
電開始時の時刻情報を、履歴データベース１５０に記憶させることにより、充電履歴情報
を生成する。
【００２５】
　車載制御装置１３０の充電履歴情報取得機能は、履歴データベース１５０に記憶されて
いる充電履歴情報を取得する。
【００２６】
　車載制御装置１３０の送信機能は、充電履歴情報取得機能により取得された充電履歴情
報と、車両情報取得機能により取得された車両情報とを、定期的に、車載通信装置１１０
を介して、情報センタ３００に送信する。なお、送信機能により送信された充電履歴情報
および車両情報は、情報センタ３００により受信され、情報センタ３００のセンタデータ
ベース３３０に記憶されることとなる。
【００２７】
　車載制御装置１３０の要求機能は、利用可能性情報を要求する要求情報を、車載通信装
置１１０を介して、情報センタ３００に送信する。なお、要求機能による利用可能性情報
の要求方法は、特に限定されず、例えば、所定の間隔で、情報センタ３００に対して利用
可能性情報の要求を行う構成としてもよいし、あるいは、図示しない入力装置を介したユ
ーザの操作により、ユーザの任意のタイミングで、利用可能性情報の要求を行う構成とし
てもよい。
【００２８】
　車載制御装置１３０の提示機能は、情報センタ３００から、自車両が充電施設を利用で
きる可能性を示す利用可能性情報（詳細は後述する）を取得した場合に、利用可能性情報
をディスプレイ１７０に送信することで、ディスプレイ１７０に、利用可能性情報を表示
させる。
【００２９】
　ディスプレイ１７０は、利用可能性情報を、車載制御装置１３０の提示機能から受信し
、受信した利用可能性情報を、ディスプレイ１７０に備える画面上に表示する。具体的に
は、ディスプレイ１７０は、利用可能性情報に基づいて、例えば、自車両が利用できる可
能性の高い充電施設を、他の充電施設の表示とは異なる色や異なるアイコンで表示するこ
とにより、自車両が利用できる可能性の高い充電施設をユーザに案内することができる。
なお、利用可能性情報を、車両のユーザに提示するための装置としては、ディスプレイ１
７０に限定されるものではなく、例えば、スピーカを用いて、音声により、利用可能性情
報を、車両のユーザに提示するような装置であってもよい。
【００３０】
　次に、充電施設２００について説明する。充電施設２００は、車両に搭載されるバッテ
リを充電するための施設であり、図１に示すように、充電施設用通信装置２１０と、充電
施設用制御装置２２０と、複数の充電器２３０１～２３０ｎとを備えている。
【００３１】
　充電施設用通信装置２１０は、充電施設情報（充電施設情報の詳細については後述する
）を、充電施設用制御装置２２０から受信し、受信した充電施設情報を、情報センタ３０
０に送信する。
【００３２】
　充電器２３０１～２３０ｎは、車両に搭載されるバッテリを充電するための装置である
。　
【００３３】
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　充電施設用制御装置２２０は、プログラムが格納されたＲＯＭと、このＲＯＭに格納さ
れたプログラムを実行するＣＰＵと、アクセス可能な記憶装置として機能するＲＡＭと、
を備えており、ＲＯＭに格納されたプログラムをＣＰＵにより実行することにより、充電
施設情報を取得する充電施設情報取得機能を実現する。
【００３４】
　充電施設用制御装置２２０の充電施設情報取得機能は、充電施設用制御装置２２０のＲ
ＡＭに記憶されている充電施設の位置情報、充電施設が備える充電器の個数情報を取得す
る。また、充電施設情報取得機能は、充電器２３０１～２３０ｎから、車両により各充電
器２３０１～２３０ｎが利用されているか否かを示す充電施設の利用状況情報、および車
両のバッテリが満充電となるまでの充電時間情報を取得する。そして、充電施設情報取得
機能は、取得した充電施設の位置情報、充電施設が備える充電器の個数情報、利用状況情
報、および充電時間情報を充電施設情報とし、これら充電施設情報を、充電施設用通信装
置２１０を介して、周期的に、情報センタ３００に送信する。
【００３５】
　次に情報センタ３００について説明する。情報センタ３００は、例えば、車両の外部に
設置されるサーバなどであり、情報センタ３００の管理範囲内に存在する複数の車載装置
１００から送信された車両情報および充電履歴情報と、情報センタ３００の管理範囲内に
存在する複数の充電施設２００から送信された充電施設情報とに基づいて、車載装置１０
０を搭載する車両が充電施設を利用できる可能性を予測することで、該車両が充電施設を
利用できる可能性を示す情報を利用可能性情報として生成し、生成した利用可能性情報を
車載装置１００に提供する。情報センタ３００は、図１に示すように、センタ通信装置３
１０と、センタ制御装置３２０と、センタデータベース３３０とを備える。
【００３６】
　センタ通信装置３１０は、情報センタ３００の管理範囲内に存在する複数の充電施設２
００から送信された充電施設情報と、情報センタ３００の管理範囲内に存在する複数の車
載装置１００から送信された車両情報および充電履歴情報とを受信し、受信したこれらの
情報をセンタ制御装置３２０に送信する。また、センタ通信装置３１０は、センタ制御装
置３２０により生成された利用可能性情報を、センタ制御装置３２０から受信し、受信し
た利用可能性情報を車載装置１００に送信する。
【００３７】
　センタ制御装置３２０は、ＲＯＭ、ＣＰＵ、およびＲＡＭとから構成されており、ＲＯ
Ｍに格納されたプログラムを、ＣＰＵで実行することで、車載装置１００から送信された
充電履歴情報および車両情報と充電施設２００から送信された充電施設情報とをセンタデ
ータベース３３０に記憶させる記憶機能、利用可能性情報を要求する車両から要求情報お
よび要求車両の車両情報を取得する要求情報取得機能、図示しない交通情報サーバから交
通情報を取得する交通情報取得機能、車両が利用可能な充電施設を探索する充電施設探索
機能、充電施設を利用する可能性のある車両を特定する特定機能、車両が充電施設を利用
した実績に基づく利用確率テーブルを生成するテーブル生成機能、特定機能により特定さ
れた車両が充電施設を利用する可能性を予測する利用可能性予測機能、利用可能性情報を
生成する利用可能性情報生成機能の各機能を実現する。以下、センタ制御装置３２０が備
える各機能について説明する。
【００３８】
　センタ制御装置３２０の記憶機能は、センタ通信装置３１０を介して、車載装置１００
から定期的に送信される充電履歴情報および車両情報を取得し、取得した充電履歴情報お
よび車両情報をセンタデータベース３３０に記憶させる。また、記憶機能は、充電施設２
００から送信された充電施設情報を取得し、取得した充電施設情報をセンタデータベース
３３０に記憶させる。
【００３９】
　センタ制御装置３２０の要求情報取得機能は、利用可能性情報を要求する要求車両の車
載装置１００から、利用可能性情報を要求する要求情報と、要求情報に付随して送信され
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た要求車両の車両情報とを、センタ通信装置３１０を介して、取得する。
【００４０】
　センタ制御装置３２０の交通情報取得機能は、センタ通信装置３１０を介して、図示し
ない交通情報センタから交通情報を取得する。
【００４１】
　センタ制御装置３２０のテーブル生成機能は、車両が充電施設を利用した実績に基づい
て、車両が充電施設を利用する確率を内容とする利用確率テーブルを生成する。ここで、
図２は、テーブル生成機能により生成された利用確率テーブルの一例を示す図である。利
用確率テーブルは、図２に示すように、充電施設ごとに生成されており、各利用確率テー
ブルは、充電施設の位置から車両の位置までの距離、および車両のバッテリの残容量に応
じて、車両が充電施設を利用する確率を有している。例えば、図２に示す利用確率テーブ
ル（図２の上側の利用確率テーブル）では、充電施設の位置から０ｋｍ～５ｋｍの範囲に
存在し、バッテリの残容量がＳＯＣ０％～１０％の範囲である車両は、２０％の確率で充
電施設を利用し、また、充電施設の位置から６ｋｍ～１０ｋｍの範囲に存在し、バッテリ
の残容量がＳＯＣ０％～１０％の範囲である車両は、１８％の確率で充電施設を利用する
ことを示している。
【００４２】
　ここで、テーブル生成機能による利用確率テーブルの生成方法について説明する。テー
ブル生成機能による利用確率テーブルの生成方法は、特に限定されないが、本実施形態に
おいては、例えば、充電施設の位置から０ｋｍ～５ｋｍを半径とする範囲内に存在し、バ
ッテリの残容量がＳＯＣ０％～１０％の範囲にある複数の車両について、該充電施設を実
際に利用したか否かを検出する。そして、検出の結果、車両が充電施設を利用した実績を
統計処理することにより、図２に示すように、充電施設の位置から０ｋｍ～５ｋｍの範囲
に存在し、バッテリの残容量がＳＯＣ０％～１０％の範囲である車両が充電施設を利用す
る確率を求めることができる。同様に、テーブル生成機能は、他の条件（充電施設の位置
からの距離、およびバッテリの残容量が異なる条件）において、複数の車両が充電施設を
利用した実績を統計処理することで、図２に示すような利用確率テーブルを生成すること
ができる。
【００４３】
　また、テーブル生成機能は、図２に示すように、所定の時間帯ごとに、利用確率テーブ
ルを生成する。例えば、図２に示す例では、６時００分から９時００分までの時間帯に応
じた利用確率テーブル、９時００分から１２時００分までの時間帯に応じた利用確率テー
ブル、同様に、他の時間帯に応じた利用確率テーブルが生成されている。テーブル生成機
能は、例えば、６時００分～６時１０分の間に、充電施設の位置から所定の範囲に存在し
、バッテリの残容量が所定の範囲にある複数の車両が充電施設を利用した実績を統計処理
することで、図２に示すように、６時００分から９時００分までの時間帯に対応する利用
確率テーブルを生成することができる。このように、各時間帯に応じた利用確率テーブル
を生成することで、時間帯によって異なる交通状況の影響（例えば、朝の通勤時は渋滞す
る可能性が高く、一方、昼は朝と比べて交通量が少ないなど）を考慮した、精度高い利用
確率テーブルを生成することができる。
【００４４】
　なお、テーブル生成機能による利用確率テーブルの生成方法は、上述した方法に限られ
ず、例えば、各車両の充電履歴情報に基づいて、各車両が過去に充電施設を利用した実績
を取得し、取得した過去の実績に基づいて、利用確率テーブルを生成する構成としてもよ
い。また、例えば、充電施設周辺の道路の形状（例えば、勾配など）や、充電に係る費用
を加味して、利用確率テーブルを作成する構成としてもよい。例えば、複数の充電施設が
比較的近い位置に存在する場合に、道路の形状や充電費用などにより、各充電施設を利用
する確率が異なる場合があるためである。
【００４５】
　また、本実施形態に係る利用確率テーブルにおいて、図２に示す「０ｋｍ～５ｋｍ」の
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距離範囲は、充電施設の位置からの距離が０ｋｍ以上であり６ｋｍ未満の範囲であること
を意味しており、また、図２に示す「６ｋｍ～１０ｋｍ」の距離範囲は、充電施設の位置
からの距離が６ｋｍ以上であり１１ｋｍ未満の範囲であることを意味している。また、図
２に示す充電施設の位置からの距離が上述した範囲と異なる範囲においても同様である。
さらに、本実施形態に係る利用確率テーブルにおいて、図２に示す「０％～１０％」のバ
ッテリ残容量の範囲は、バッテリの残容量がＳＯＣ０％以上でありＳＯＣ１１％未満の範
囲であることを意味しており、また、図２に示す「１１％～２０％」のバッテリ残容量の
範囲は、バッテリの残容量がＳＯＣ１１％以上でありＳＯＣ２１％未満の範囲であること
を意味している。また、バッテリの残容量が上述した範囲と異なる範囲においても同様で
ある。なお、図２に示す利用確率テーブルは一例であり、例えば、図２に示す「０ｋｍ～
５ｋｍ」の距離範囲が、充電施設の位置からの距離が０ｋｍ以上であり５ｋｍ以下の範囲
を意味するものとして、利用確率テーブルを生成してもよい。また同様に、バッテリの残
容量の範囲についても、例えば、図２に示す「０％～１０％」のバッテリ残容量の範囲が
、ＳＯＣ０％以上であり１０％以下の範囲を意味するものとして、利用確率テーブルを生
成してもよい。
【００４６】
　また、センタ制御装置３２０の充電施設探索機能、特定機能、利用可能性予測機能、お
よび利用可能性情報生成機能は、車両が充電施設を利用できる可能性を示す利用可能性情
報の生成を実現するための機能である。なお、これらの機能の詳細については、後述する
。
【００４７】
　センタデータベース３３０には、情報センタ３００の管理範囲内に存在する複数の車載
装置１００から送信された車両情報および充電履歴情報と、情報センタ３００の管理範囲
内に存在する複数の充電施設２００から送信された充電施設情報が記憶されている。また
、センタデータベース３３０には、センタ制御装置３２０のテーブル生成機能により生成
された利用確率テーブルも記憶されている。センタデータベース３３０に記憶されている
車両情報、充電履歴情報、充電施設情報、および利用確率テーブルは、後述する情報提供
処理において利用可能性情報を生成するために用いられる。
【００４８】
　続いて、図３を参照して、本実施形態の情報提供処理について説明する。図３は、本実
施形態に係る情報提供処理を示すフローチャートである。本実施形態に係る情報提供処理
は、情報センタ３００のセンタ制御装置３２０により行われるものであり、利用可能性情
報を要求する車両（以下、要求車両という。）が搭載する車載装置１００の要求機能によ
り、要求情報が情報センタ３００に送信され、センタ制御装置３２０の要求情報取得機能
により要求情報が取得されることで開始されるものである。また、図４は、本実施形態の
情報提供処理を説明するための図である。以下においては、図４（Ａ）に示す充電施設Ｓ

１～Ｓ９のうち、要求車両が利用できる可能性の高い充電施設の利用可能性情報を、要求
車両に提供する場面例を例示して説明する。
【００４９】
　まず、ステップＳ１０１では、センタ制御装置３２０の要求情報取得機能により、要求
車両の車載装置１００から送信された要求情報が取得されたか否かの判断が行われる。要
求情報が取得されたと判断された場合は、ステップＳ１０２に進み、一方、ステップＳ１
０１において、要求情報が取得されていないと判断された場合は、ステップＳ１０１で待
機する。続くステップＳ１０２では、要求情報取得機能により、要求車両の車載装置１０
０から要求情報とともに送信された要求車両の車両情報の取得が行われる。
【００５０】
　そして、ステップＳ１０３～Ｓ１０５では、センタ制御装置３２０の充電施設探索機能
により、要求車両が利用できる充電施設の探索が行われる。まず、ステップＳ１０３では
、充電施設探索機能により、ステップＳ１０２で取得された要求車両の車両情報のうち要
求車両の位置情報および走行可能距離情報と、センタデータベース３３０に記憶されてい
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る充電施設情報のうち充電施設の位置情報とに基づいて、要求車両の走行可能距離の範囲
内に存在する充電施設の探索が行われ、探索された充電施設が到達可能充電施設とされる
。このように、走行可能距離情報に基づいて、到達可能充電施設を探索することにより、
要求車両が到達できる充電施設を適切に探索することができる。
【００５１】
　例えば、図４に示す例において、図４（Ａ）に示すように、充電施設Ｓ１～Ｓ９の９つ
の充電施設が存在し、要求車両の走行可能距離の範囲内に、充電施設Ｓ１～Ｓ９のうちの
充電施設Ｓ２～Ｓ４が存在する場合、充電施設探索機能は、要求車両の走行可能距離情報
に基づいて、要求車両が到達可能な充電施設である充電施設Ｓ２～Ｓ４を到達可能充電施
設として探索する。
【００５２】
　そして、ステップＳ１０４では、充電施設探索機能により、ステップＳ１０２で取得さ
れた要求車両の車両情報のうち要求車両の位置情報と、センタデータベース３３０に記憶
されている充電施設情報のうち到達可能充電施設の位置情報とに基づいて、要求車両が到
達可能充電施設に到着する時刻の予測が行われる。具体的には、まず、充電施設探索機能
により、要求車両の位置情報と、到達可能充電施設の位置情報とに基づいて、要求車両の
現在位置から到達可能充電施設までの走行経路の探索が行われる。そして、充電施設探索
機能により、探索された走行経路情報に、センタ制御装置３２０の交通情報取得機能によ
り取得された交通情報を加味して、要求車両が到達可能充電施設に到着する時刻が到着時
刻として予測される。このように、交通情報を用いて、到達充電施設情報までの走行経路
の交通状況を予測することで、要求車両が到達可能充電施設に到着する到着時刻を精度高
く予測することができる。
【００５３】
　ステップＳ１０５では、充電施設探索機能により、センタデータベース３３０に記憶さ
れている充電施設情報のうち到達可能充電施設の利用状況情報に基づいて、スッテプＳ１
０４で予測された到着時刻に要求車両が利用できる到達可能充電施設が、対象充電施設と
して特定される。例えば、充電施設探索機能は、到達可能充電施設の予約状況に基づいて
、到着時刻に予約が入っていない充電器を有する到達可能充電施設を、要求車両が到着時
刻に利用できる対象充電施設として特定する。
【００５４】
　次に、ステップＳ１０６～Ｓ１０９では、センタ制御装置３２０の特定機能により、ス
テップＳ１０５で特定された各対象充電施設ごとに、各対象充電施設を利用する可能性の
ある特定車両の特定が行われる。以下においては、図４（Ｂ）に示すように、充電施設Ｓ

４を対象充電施設として、対象充電施設Ｓ４を利用する可能性のある特定車両を特定する
処理を例示して説明する。
【００５５】
　まず、ステップＳ１０６では、センタ制御装置３２０の特定機能により、要求車両以外
の車両の中から、対象充電施設の周辺に存在する車両の抽出が行われ、抽出された車両が
周辺車両とされる。具体的には、特定機能は、センタデータベース３３０に記憶されてい
る充電施設情報のうち対象充電施設の位置情報と、ステップＳ１０２で取得された要求車
両の車両情報のうち要求車両の位置情報とに基づいて、対象充電施設の位置を中心とし、
対象充電施設の位置から要求車両の位置までを半径とする円状の範囲を決定する。そして
、特定機能は、センタデータベース３３０に記憶されている車両情報のうち要求車両以外
の車両の位置情報に基づいて、決定した円状の範囲内に存在する要求車両以外の車両を抽
出し、周辺車両とする。このように、本実施形態では、対象充電施設の位置を中心とし、
対象充電施設の位置から要求車両の位置までを半径とする円状の範囲に存在する要求車両
以外の車両を抽出することで、要求車両よりも先に対象充電施設を利用する可能性のある
周辺車両を適切に抽出することができる。
【００５６】
　例えば、図４に示す例においては、図４（Ｂ）に示すように、特定機能は、対象充電施
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設Ｓ４の位置を中心とし、対象充電施設Ｓ４の位置と要求車両の位置とを半径とする円状
の範囲を決定する。そして、特定機能は、この円状の範囲に存在する要求車両以外の車両
Ｖ１～Ｖ４を抽出し、抽出した車両Ｖ１～Ｖ４を周辺車両とする。
【００５７】
　続くステップＳ１０７では、特定機能により、センタデータベース３３０に記憶されて
いる充電履歴情報のうち周辺車両の残容量履歴情報（充電開始時のバッテリの残容量の履
歴）に基づいて、ステップＳ１０６で抽出された周辺車両のうち、対象充電施設を利用す
る可能性のある車両の抽出が行われ、抽出された車両が対象車両とされる。具体的には、
特定機能は、ステップＳ１０６で抽出された周辺車両の充電開始時のバッテリの残容量の
履歴情報に基づいて、例えば、充電開始時のバッテリの残容量の平均値を算出する。そし
て、特定機能は、センタデータベース３３０に記憶されている車両情報のうち周辺車両の
バッテリの残容量情報に基づいて、各周辺車両について、現在のバッテリの残容量と、充
電開始時のバッテリの残容量の平均値とを比較し、周辺車両のうち、現在のバッテリの残
容量が、充電開始時のバッテリの残容量の平均値よりも低い車両を、対象車両として抽出
する。このように、本実施形態では、現在のバッテリの残容量が、充電開始時のバッテリ
の残容量の平均値よりも低い車両を抽出することにより、対象充電施設を利用する可能性
の高い車両を適切に抽出することができる。
【００５８】
　例えば、図４に示す例において、周辺車両Ｖ１の充電開始時のバッテリの残容量の平均
値が「ＳＯＣ２０％」である場合、図４（Ｃ）に示すように、周辺車両Ｖ１の現在のバッ
テリの残容量は「ＳＯＣ１０％」であるため、特定機能は、現在のバッテリの残容量であ
る「ＳＯＣ１０％」が、充電開始時のバッテリの残容量の平均値である「ＳＯＣ２０％」
よりも低い周辺車両Ｖ１を対象車両として抽出する。また、図４に示す例において、周辺
車両Ｖ２の充電開始時のバッテリの残容量の平均値が「ＳＯＣ２０％」である場合、図４
（Ｃ）に示すように、周辺車両Ｖ２の現在のバッテリの残容量である「ＳＯＣ３０％」は
、周辺車両Ｖ２の充電開始時のバッテリの残容量の平均値である「ＳＯＣ２０％」よりも
高いため、特定機能は、周辺車両Ｖ２を対象車両の対象から除外する。同様に、周辺車両
Ｖ３の充電開始時のバッテリの残容量の平均値が「ＳＯＣ２０％」である場合、特定機能
は、現在のバッテリの残容量が「ＳＯＣ７０％」である周辺車両Ｖ３を対象車両の対象か
ら除外する。一方、図４に示す例において、周辺車両Ｖ４の充電開始時のバッテリの残容
量の平均値が「ＳＯＣ４０％」である場合、特定機能は、図４（Ｃ）に示すように、現在
のバッテリの残容量が「ＳＯＣ３０％」である周辺車両Ｖ４を対象車両として抽出する。
このように、上述した例では、特定機能により、周辺車両Ｖ１～Ｖ４の中から、周辺車両
Ｖ１および周辺車両Ｖ４が対象車両として抽出される。
【００５９】
　ステップＳ１０８では、特定機能により、センタデータベース３３０に記憶されている
充電履歴情報のうち対象車両の充電場所履歴情報（充電開始時の車両位置情報の履歴）に
基づいて、対象車両による利用頻度の高い充電施設の検出が行われ、利用頻度の高い充電
施設を利用できない対象車両が特定車両として特定される。具体的には、特定機能は、ま
ず、対象車両の充電場所履歴情報に基づいて、各対象車両が充電を行った頻度の高い充電
施設を常用充電施設として検出する。例えば、特定機能は、自宅や会社の駐車場など、対
象車両が充電を行った頻度が全体の３０％以上となる充電施設を、対象車両が充電を行っ
た頻度の高い常用充電施設として検出することができる。そして、特定機能は、センタデ
ータベース３３０に記憶されている車両情報のうち対象車両の走行可能距離情報または対
象車両のバッテリの残容量情報に基づいて、対象車両の中から、常用充電施設に到達する
ことができない車両を抽出し、抽出した車両を特定車両として特定する。このように、本
実施形態では、常用充電施設に到達することができる対象車両は、常用充電施設において
充電を行う可能性が高いものと判断し、特定車両の対象から除外することで、対象充電施
設を利用する可能性の高い特定車両を適切に特定することができる。
【００６０】



(12) JP 2012-2667 A 2012.1.5

10

20

30

40

50

　例えば、図４に示す例において、図４（Ｄ）に示すように、対象車両Ｖ１について常用
充電施設Ｓａが検出されており、対象車両Ｖ１のバッテリの残容量「ＳＯＣ１０％」では
、対象車両Ｖ１が常用充電施設Ｓａに到達できない場合に、特定機能は、対象車両Ｖ１を
特定車両として特定する。一方、図４（Ｄ）に示すように、対象車両Ｖ４について常用充
電施設Ｓｂが検出されており、対象車両Ｖ４のバッテリの残容量「ＳＯＣ３０％」で、対
象車両Ｖ４が常用充電施設Ｓｂに到達可能な場合に、特定機能は、対象車両Ｖ４を特定車
両の対象から除外する。これにより、図４に示す例では、図４（Ｅ）に示すように、対象
車両Ｖ１のみが特定車両として特定されることとなる。
【００６１】
　このように、ステップＳ１０６～Ｓ１０８では、特定機能により、対象充電施設を利用
する可能性のある特定車両の特定が行われる。なお、ステップＳ１０８において、常用充
電施設を探索できない場合や、常用充電施設が対象充電施設である場合は、特定機能は、
対象車両を特定車両として特定し、ステップＳ１０９に進むことができる。
【００６２】
　また、特定機能による特定車両の特定方法は、上述した方法に限定されるものではなく
、上述した方法にかえて、または上述した方法に加えて、以下に説明する方法を用いるこ
とができる。例えば、特定機能は、車両が目的地に向かう際に対象充電施設を経由した場
合、走行経路が大きく遠回りになるものと判断される場合は、車両は該対象充電施設を利
用しないものと判断し、該車両を特定車両の対象から除外することができる。具体的には
、特定機能は、センタデータベース３３０に記憶されている車両情報のうち車両の走行方
向情報および車両の位置情報と、センタデータベース３３０に記憶されている充電施設情
報のうち対象充電施設の位置情報とに基づいて、車両の走行方向に対する対象充電施設の
位置を検出し、車両の走行方向に対して９０度以上となる方向に、対象充電施設が存在す
る場合は、該車両はこの対象充電施設を利用する可能性が低いと判断し、該車両を特定車
両の対象から除外することができる。また、特定車両は、センタデータベース３３０に記
憶されている車両情報のうち車両の走行経路情報および目的地情報と、センタデータベー
ス３３０に記憶されている充電施設情報のうち対象充電施設の位置情報とに基づいて、対
象充電施設を経由して目的地まで走行した場合の走行距離と、対象充電施設を経由せずに
目的地まで走行した場合の走行距離とを算出し、対象充電施設を経由して目的地まで走行
した場合の走行距離が、対象充電施設を経由せずに目的地まで走行した場合の走行距離よ
りも５０％以上長い場合は、この車両は対象充電施設を利用する可能性が低いと判断して
、該車両を特定車両の対象から除外することができる。
【００６３】
　そして、ステップＳ１０９では、センタ制御装置３２０の利用可能性予測機能により、
図２に示す利用確率テーブルを用いて、ステップＳ１０８で特定された特定車両が、対象
充電施設を利用する可能性の予測が行われる。具体的には、利用可能性予測機能は、まず
、センタデータベース３３０に記憶されている車両情報のうち特定車両の位置情報と、セ
ンタデータベース３３０に記憶されている充電施設情報のうち対象充電施設の位置情報と
に基づいて、特定車両の位置から対象充電施設の位置までの距離を算出する。そして、利
用可能性予測機能は、図２に示す利用確率テーブルを参照して、算出した特定車両の位置
から対象充電施設までの距離と、センタデータベース３３０に記憶されている車両情報の
うち特定車両のバッテリの残容量とに応じた利用確率を、特定車両が対象充電施設を利用
する可能性として予測する。例えば、図２に示す利用確率テーブルを用いた場合、特定車
両の位置から対象充電施設までの距離が０ｋｍ～５ｋｍの範囲に存在し、かつ、バッテリ
の残容量がＳＯＣ０％～１０％の範囲である特定車両について、対象充電施設を利用する
可能性が２０％として予測される。また、特定車両の位置から対象充電施設までの距離が
６ｋｍ～１０ｋｍの範囲であり、バッテリの残容量がＳＯＣ０％～１０％の範囲である特
定車両について、対象充電施設を利用する可能性が１８％として予測される。
【００６４】
　そして、ステップＳ１１０では、センタ制御装置３２０の利用可能性情報生成機能によ
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り、ステップＳ１０５で特定された全ての対象充電施設について、ステップＳ１０６～ス
テップＳ１０９の処理が行われたか否かの判断が行われる。全ての対象充電施設について
、ステップＳ１０６～ステップＳ１０９の処理が行われた場合は、ステップＳ１１１に進
む。一方、ステップＳ１０６～ステップＳ１０９の処理を行っていない対象充電施設があ
ると判断された場合は、ステップＳ１０６に戻り、ステップＳ１０６～ステップＳ１０９
の処理が行われていない対象充電施設について、ステップＳ１０６～ステップＳ１０９の
処理が行われる。
【００６５】
　ステップＳ１１１では、利用可能性情報生成機能により、ステップＳ１０９において予
測された全ての特定車両の利用可能性に基づいて、利用指数の算出が行われる。具体的に
は、利用可能性情報生成機能は、全ての特定車両において予測された利用可能性を足し合
わせた値を、利用指数として算出する。例えば、ある対象充電施設について２台の特定車
両が特定され、一方の特定車両の利用可能性が２０％として予測され、他方の特定車両の
利用可能性が１８％として予測された場合、利用可能性情報生成機能は、一方の特定車両
について予測された利用可能性である２０（％）と、他方の特定車両について予測された
利用可能性である１８（％）とを足し合わせた３８を、利用指数として算出する。
【００６６】
　なお、利用可能性情報生成機能による利用指数の算出方法は、上述した方法に限定され
るものではなく、例えば、以下に説明する方法で利用指数を算出することができる。例え
ば、利用可能性情報生成機能は、特定車両の対象から除外された車両についても対象充電
施設を利用する可能性があるものとして、特定車両の対象から除外された車両の利用可能
性を考慮して、利用指数を算出する構成としてもよい。また、利用可能性情報生成機能は
、センタデータベース３３０に記憶されている充電施設情報のうち対象充電施設の利用状
況情報に基づいて、全ての特定車両において予測された利用可能性を足し合わせた値を、
充電施設が備える充電器のうち利用されていない充電器の個数で割り、利用指数を算出す
る構成としてもよい。例えば、全ての特定車両において予測された利用可能性を足し合わ
せた値が３８であり、かつ、対象充電施設が備える充電器のうち利用されていない充電器
の個数が２台である場合、利用可能性情報生成機能は、全ての特定車両において算出され
た利用可能性を足し合わせた値である３８を、対象充電施設が備える充電器のうち利用さ
れていない充電器の個数である２で割って求めた１９を、利用指数として算出することが
できる。
【００６７】
　そして、ステップＳ１１２では、センタ制御装置３２０の利用可能性情報生成機能によ
り、ステップＳ１１１で算出された利用指数に基づいて、利用可能性情報の生成が行われ
る。ここで、利用指数が低い対象充電施設ほど、要求車両が対象充電施設に到着して直ぐ
に充電を開始できる可能性が高い。そのため、利用可能性情報生成機能は、要求車両が利
用できる可能性の高い対象充電施設の情報を要求車両のユーザに提供するため、対象充電
施設の充電施設情報に、例えば、利用指数に応じたポイント情報や、要求車両が利用でき
る可能性が高い（すなわち、利用指数が小さい）対象充電施設であることを識別するため
のフラグ情報を付加することで、利用可能性情報を生成する。
【００６８】
　そして、ステップＳ１１３では、利用可能性情報生成機能により、センタ通信装置３１
０を介して、ステップＳ１１２で生成された利用可能性情報の送信が行われ、要求車両の
車載装置１００に利用可能性情報が提供される。これにより、要求車両の車載装置１００
においては、車載通信装置１１０を介して、情報センタ３００から送信された利用可能性
情報が受信され、車載制御装置１２０の提示機能により、受信された利用可能性情報がデ
ィスプレイ１７０に送信される。その結果、ディスプレイ１７０により、利用可能性情報
が表示される。具体的には、ディスプレイ１７０の画面上に、例えば、要求車両が利用で
きる可能性の高い（利用指数の小さい）対象充電施設が、要求車両が利用できる可能性の
低い他の充電施設の表示とは異なる色、または異なるアイコンで表示され、これにより、
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要求車両が利用できる可能性の高い対象充電施設を、要求車両のユーザに案内することが
できる。
【００６９】
　以上のように、本実施形態では、要求車両による要求に応じて、要求車両が利用可能な
充電施設を対象充電施設として探索し、探索された対象充電施設を利用する可能性のある
要求車両以外の車両を特定車両として特定する。そして、本実施形態では、特定された特
定車両が、探索された対象充電施設を利用する可能性を利用可能性として予測し、予測し
た利用可能性に基づいて、要求車両が対象充電施設を利用する可能性を示す利用可能性情
報を生成する。そして、このように生成された利用可能性情報が、要求車両のユーザに提
供される。このように、本実施形態によれば、要求車両以外の車両により充電施設が利用
される可能性を予測するができるため、要求車両が利用できる可能性の高い充電施設の情
報を、要求車両に適切に提供することができる。特に、本実施形態では、要求車両が対象
充電施設に到着する時刻を予測し、予測された到着時刻に、要求車両が利用できる可能性
の高い充電施設の情報を提供することで、要求車両が充電施設に到着して直ぐに充電を開
始できる可能性の高い充電施設の情報を、要求車両に提供することができる。
【００７０】
　また、本実施形態においては、図２に示すように、車両が充電施設を利用した実績に基
づいて、車両が充電施設を利用する確率を内容とする利用確率テーブルを充電施設ごとに
生成し、この利用確率テーブルを用いて、特定車両が対象充電施設を利用する利用可能性
を予測する。これにより、本実施形態においては、特定車両が充電施設を利用する可能性
を適切に予測することができ、要求車両が充電施設を利用できる可能性を示す利用可能性
情報を、要求車両に適切に提供することができる。
【００７１】
　以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、
本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に開示さ
れた各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である
。
【００７２】
　なお、上述した実施形態のセンタ制御装置３２０の記憶機能および要求情報取得機能は
本発明の車両情報取得手段に、センタ制御装置３２０の記憶機能は本発明の充電履歴情報
取得手段および充電施設情報取得手段に、センタ制御装置３２０の充電施設探索機能は本
発明の探索手段、算出手段、および到着時刻予測手段に、センタ制御装置３２０の特定機
能は本発明の特定手段に、センタ制御装置３２０の利用可能性予測機能は本発明の利用可
能性予測手段に、センタ制御装置３２０の利用可能性情報生成機能およびセンタ通信装置
３１０は本発明の提供手段に、センタ制御装置３２０の交通情報取得機能は本発明の交通
情報取得手段に、センタ制御装置３２０のテーブル生成機能は本発明の生成手段に、それ
ぞれ相当する。　
【符号の説明】
【００７３】
　１００…車載装置
　　１１０…車載通信装置
　　１２０…ＧＰＳ
　　１３０…車載制御装置
　　１４０…地図データベース
　　１５０…履歴データベース
　　１６０…バッテリコントローラ
　　１７０…ディスプレイ
　２００…充電施設
　　２１０…充電施設用通信装置
　　２２０…充電施設用制御装置
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　　２３０１～２３０ｎ…充電器
　３００…情報センタ
　　３１０…センタ通信装置
　　３２０…センタ制御装置
　　３３０…センタデータベース

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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