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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の充電機を制御可能な充電制御装置において、
　自動販売機から商品購入信号を取得する商品購入信号取得手段と、
　前記商品購入信号取得手段が前記商品購入信号を取得すると、前記複数の充電機の内、
商品購入時点で使用可能な充電機を検索し、当該充電機を充電可能状態にするためのＯＮ
信号を送信し、当該ＯＮ信号を送信してから、前記充電機の充電が終了した旨の信号を受
信するまで、当該充電機を使用不可状態であると認識する充電機選択手段とを備えたこと
を特徴とする充電制御装置。
【請求項２】
　駐車場を複数の領域に区分けした各駐車領域に備えた充電機と、前記複数の充電機を制
御可能な充電制御装置とを備えた充電システムにおいて、
　前記充電制御装置が、
　　自動販売機から商品購入信号を取得する商品購入信号取得手段と、
　　商品購入信号取得手段が商品購入信号を取得すると、前記複数の充電機の内、商品購
入時点で使用可能な充電機を検索し、充電可能状態にするためのＯＮ信号を当該充電機に
送信し、当該ＯＮ信号を送信してから、前記充電機の充電が終了した旨の信号を受信する
まで、当該充電機を使用不可状態であると認識する充電機選択手段とを備えたことを特徴
とする充電システム。
【請求項３】
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　前記駐車領域にシャッタ機構を備えた車庫と、
　前記車庫内の乗物から所定の映像を視認可能なように制御する映像制御装置を当該車庫
内に更に備えた請求項２に記載の充電システム。
【請求項４】
　前記映像制御装置が、車庫に備えたスクリーン又は、ディスプレイ画面に前記映像を映
すように制御する請求項３に記載の充電システム。
【請求項５】
　前記映像制御装置が、車庫内の乗物に予め備えた表示装置に前記映像を映すように制御
する請求項３に記載の充電システム。
【請求項６】
　前記自動販売機で販売される商品が洗車サービスである請求項２に記載の充電システム
。
【請求項７】
　前記自動販売機で販売される商品が駐車チケットである請求項２に記載の充電システム
。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充電式乗物装置（例えば、電気自動車）のバッテリーに充電可能な充電装置
を制御する制御装置及び、当該制御装置を使用した充電システムに関する。特に、上記制
御装置を自動販売機に設置することで、自動販売機で商品を購入することで、上記電気自
動車等に充電可能な制御装置及び、充電システムである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、走行時にＣＯ２を排出せず、ガソリン車に比べてエネルギー効率が高い電気自動
車や、プラグインハイブリッドカー（家庭用電源から直接電力を供給し充電できるタイプ
のハイブリッドカー）が知られている。上記電気自動車（以下プラグインハイブリッドカ
ーを含めて電気自動車と称す）の充電方法として、例えば、特許文献１に記載の技術は、
従来のガソリンスタンドのような充電サービスステーションを設置し、そこで充電を行う
技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２４０７０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように、従来のガソリンスタンドと同様の設備（充電サービスステーション）を
設置し、そこで、充電を行う方法であると、電気自動車のユーザは、充電の必要が生じる
と、上記充電ステーションを探す必要がある。
　ここで、電気自動車の一充電での走行距離は、数十キロメートル～１００キロメートル
程度であり、ガソリン車に比べて短いので、上記のように、充電サービスステーションを
探すために更に走行する必要があるのは電気自動車の普及への障害となる。電気自動車で
遠距離を走行しても気軽に充電可能な設備が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を達成するための本発明は、複数の充電機を制御可能な充電制御装置を前提と
する。そして、本発明の充電制御装置は、商品購入信号取得手段と、充電機選択手段とを
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備える。上記商品購入信号取得手段は、自動販売機から商品購入信号を取得する。そして
、充電機選択手段は、商品購入信号取得手段が商品購入信号を取得すると、複数の充電機
の内、商品購入時点で使用可能な充電機を検索し、充電機を充電可能状態にするためのＯ
Ｎ信号を送信し、ＯＮ信号を送信してから、充電機の充電が終了した旨の信号を受信する
まで、充電機を使用不可状態であると認識することを特徴とする。
【０００６】
　上記の構成であると、商品購入信号を上記商品購入信号取得手段が取得することで、ユ
ーザが自動販売機から所定の商品を購入したことが認識される。そして、充電機選択手段
が、複数の充電機の内から商品を購入時点で使用可能な充電機を選択し、選択された充電
機にＯＮ信号を送信する。これにより、ユーザは、ＯＮ信号が送信された充電機を使用し
て充電式乗物装置（例えば電気自動車）のバッテリーに電力を充電することができる。充
電が終了すると、上記充電選択手段が、充電機から終了信号を取得することで、充電の終
了を認識することができる。したがって、充電機選択手段は、充電機へ上記ＯＮ信号を送
信してから、当該充電機から終了信号を受信するまで、当該充電機を使用不可状態である
と認識することができる。これにより、充電機選択手段は、複数の充電機の内から現在使
用可能な充電機を選択することが可能となる。
【０００７】
　更に、上記の課題を達成するための本発明は、充電機と、充電制御装置とを備える充電
システムである。上記充電機は、駐車場を複数の領域に区分けした各駐車領域に備えられ
、充電制御装置は、当該複数の充電機を制御可能な装置である。更に、上記充電制御装置
は、商品購入信号取得手段と、充電機選択手段とを備える。上記商品購入信号取得手段は
、自動販売機から商品購入信号を取得する。上記充電機選択手段は、商品購入信号取得手
段が商品購入信号を取得すると、複数の充電機の内、商品購入時点で使用可能な充電機を
検索し、充電可能状態にするためのＯＮ信号を充電機に送信し、ＯＮ信号を送信してから
、充電機の充電が終了した旨の信号を受信するまで、充電機を使用不可状態であると認識
することを特徴とする。
【０００８】
　上記構成の充電システムにおいて、駐車領域にシャッタ機構を備えた車庫を備え、当該
車庫内に自動車内から所定の映像を視認可能なように制御する映像制御装置を更に備える
構成を採用することができる。
上記構成の充電システムにおいて、映像制御装置が、車庫に備えたスクリーン又は、ディ
スプレイ画面に前記映像を映すように制御する構成を採用することができる。若しくは、
映像制御装置が、車庫内の乗物に予め備えた表示装置に画面に前記映像を映すように制御
する構成を採用することができる。更に、自動販売機で販売される商品が洗車サービスや
、駐車チケットであることが望ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の充電制御装置及び充電システムによると、商品購入信号を上記商品購入信号取
得手段が取得することで、ユーザが自動販売機から所定の商品を購入したことが認識され
る。そして、充電機選択手段が、複数の充電機の内から商品を購入時点で使用可能な充電
機を選択し、選択された充電機にＯＮ信号を送信する。これにより、ユーザは、ＯＮ信号
が送信された充電機を使用して充電式乗物装置（例えば電気自動車）のバッテリーに電力
を充電することができる。充電が終了すると、上記充電選択手段が、充電機から終了信号
を取得することで、充電の終了を認識することができる。したがって、充電機選択手段は
、充電機へ上記ＯＮ信号を送信してから、当該充電機から終了信号を受信するまで、当該
充電機を使用不可状態であると認識することができるので、充電機選択手段は、複数の充
電機の内から現在使用可能な充電機を選択することが可能となる。上記の構成の充電制御
装置により、自動販売機で商品を購入することで、電気自動車等のバッテリーに電力を供
給する充電システムを提供することが可能となる。　　　
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る充電システムの全体構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る充電システムの制御系ハードウェアの構成を示す図であ
る。
【図３】本発明の実施形態に係る充電システムの機能ブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係る充電システムの充電処理のフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態に係る充電システムの充電処理のフローチャートである。
【図６】充電情報記憶手段に格納されたテーブルの例である。
【図７】本発明の実施形態に係る充電システムの充電処理のフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態に係る充電システムの充電処理のフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態に係る映像制御装置を備えた充電システムの全体構成を示す図
である。
【図１０】本発明の実施形態に係る充電システムの制御系ハードウェアの構成を示す図で
ある。
【図１１】本発明の実施形態に係る充電システムの機能ブロック図である。
【図１２】映像制御装置に表示される画面の例である。
【図１３】充電システムに備えられる車庫の外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、本発明の充電システム１００の全体構成図である。ただし、本発明に直接には
関係しない各部の詳細は省略している。図１に示すように、本発明の充電システム１００
は、駐車領域１４０に配置された充電機１１０と、当該充電機１１０を制御する充電制御
装置１２０（自動販売機１３０に接続される）とを備える。
　本発明の充電システム１００で充電される後述の電気自動車９００は、充電可能なバッ
テリーを搭載する車両をいう。後述のように、ユーザが自動販売機１３０で商品を購入す
ることで、自動販売機１３０に備えた充電制御装置１２０が充電機１１０を制御する。
【００１２】
　充電機１１０は、公知の電力供給装置（図示しない）から供給される充電電力を電気自
動車９００に備えたバッテリーに蓄電する装置である。例えば、充電機１１０は、コネク
タを介して上記バッテリーに商用電源の電力を供給する。
　図２は、本発明の充電システム１００の制御系ハードウェアの概略構成図である。ただ
し、本発明に直接には関係しない各部の詳細は省略している。
【００１３】
　本発明の充電システム１００に備えた充電制御装置１２０の制御回路は、ＣＰＵ（Ｃｅ
ｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２０１、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　
Ｍｅｍｏｒｙ）２０２、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０３、
ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）２０４、各駆動部に対応するドライバ２０５
を内部バス２０６によって接続している。上記ＣＰＵ２０１は、例えば、ＲＡＭ２０３を
作業領域として利用し、上記ＲＯＭ２０２、ＨＤＤ２０４等に記憶されているプログラム
を実行し、当該実行結果に基づいて上記ドライバ２０５と操作部からのデータ、指示を授
受し、上記図に示した各駆動部等の動作を制御する。
【００１４】
　本発明の充電システム１００に備えた充電機１１０（充電機１１０a、充電機１１０ｂ
、充電機１１０ｃ、充電機１１０ｄ）は、通信インターフェース２０７を介して、ネット
ワーク２０８に接続可能である。上記充電機１１０には、上記充電制御装置１２０と同様
に、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ、各駆動部に対応するドライバ、通信イ
ンターフェース等を備えている。そして、上記ＣＰＵがプログラムを実行することで後述
する各手段を実現する。更に、上記充電機１１０のＣＰＵは、通信インターフェースを介
してネットワーク２０８に接続された充電制御装置１２０とデータの授受を行う。
【００１５】
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　また、本発明の自動販売機１３０にも、上記充電制御装置１２０と同様に、図示しない
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ、各駆動部に対応するドライバ、通信インターフェース
等を備えている。そして、上記ＣＰＵがプログラムを実行することで後述の各手段を実現
する。
（バッテリーへの蓄電処理）
　次に本発明の充電システム１００の蓄電処理について図面を参照しながら説明する。図
３は、本発明の充電システム１００の機能ブロック図、図４、図５は、本発明の充電シス
テム１００の蓄電処理を示すフローチャートである。なお、図４、図５に示すＳは、ステ
ップを意味する。
【００１６】
　まず、自動販売機１３０に備えた表示受付手段３１０が、ユーザに対して購入可能な商
品を表示する。例えば購入可能な商品を表示可能な表示部を自動販売機１３０に備える構
成を採用することができる。次に、ユーザが商品購入に必要な金銭等（金銭の他、所定の
カードでもよい。以下金銭等をコインと称する。）を自動販売機１３０のコイン投入口等
に投入すると、表示受付手段３１０が、上記コインの投入を検知する（図４：Ｓ１０１Ｙ
ＥＳ）。そして、当該表示受付手段３１０は、投入されたコインの額に対応する額の商品
を購入可能な状態（商品購入可能状態）にして上記表示部に表示する（図４：Ｓ１０２）
。
【００１７】
　上記のように、表示受付手段３１０が、上記商品を購入可能状態にすると、ユーザは所
望の商品を購入するために表示部に備えた商品購入ボタンを押下する。上記商品購入ボタ
ンが押下されると、表示受付手段３１０がこれを商品購入信号として検知する（図４：Ｓ
１０３）。さらに、表示受付手段３１０は、押下された商品購入ボタンに対応する商品を
自動販売機１３０に備えた商品取り出し口まで搬送する旨を商品搬送手段３２０に通知す
る。これを受けて、商品搬送手段３２０は、公知の方法を用いて、上記商品を商品取り出
し口まで搬送する。
【００１８】
　上記のように、表示受付手段３１０が、商品購入信号を検知すると、当該商品購入信号
を充電制御装置１２０に送信する旨を自動販売機側データ送受信手段３３０に通知する。
これを受けて、自動販売機側データ送受信手段３３０は、上記商品購入信号を充電制御装
置１２０に送信する（図４：Ｓ１０４）。
　上記のように、自動販売機側データ送信手段３３０から商品購入信号が通知されると、
充電制御装置１２０に備えた充電制御装置側データ送受信手段３４０が、上記商品購入信
号を受信し、商品購入信号を受信した旨を商品購入信号取得手段３５０に通知する。これ
を受けて、商品購入信号取得手段３５０は、充電制御装置側データ送受信手段３４０から
上記商品購入信号を取得する（図４：Ｓ１０５ＹＥＳ）。
【００１９】
　上記のように、商品購入信号取得手段３５０が、商品購入信号を取得すると、充電機選
択手段３６０に現時点で充電処理が可能な充電機１１０を検索する旨を通知する。これを
受けて，充電機選択手段３６０は、電気自動車９００を駐車可能な充電機（駐車領域１４
０に設置されている。）を選択する。充電機選択手段３６０が上記充電機１１０を選択す
ると、使用可能な充電機１１０の情報を充電機情報記憶手段３７０に記憶させる。
【００２０】
　充電機記憶手段３７０には、図６（Ａ）に示すような充電機情報テーブル６００が格納
されている。充電機情報テーブル６００は、各充電機（本実施例では充電機１１０ａから
充電機１１０ｄ）を特定するための充電機識別番号６１０と、充電機１１０が現在使用可
能か否かを示す使用状態情報６２０とが関連づけられて記憶されている。ここで、テーブ
ル中の「○」は、充電機１１０が使用可能であることを示している。すなわち、充電選択
手段３６０は、充電機情報テーブル６００を参照して、使用状態情報６２０の内、現在使
用可能な情報を示す「○」を検索する。そして、充電機選択手段３６０は、当該使用可能
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な情報である「○」に関連づけられた充電機識別番号６１０を取得することで、充電処理
が可能な充電機１１０を選択する。
【００２１】
　本実施例では、充電機選択手段３６０は、使用状態情報が「○」に関連付けられた充電
識別番号６１０の内、最も番号が若い充電機識別番号６１０を取得する構成を採用する。
なお、充電機選択手段３６０が充電機識別番号６１０を取得する順序は任意である。優先
的に取得する番号を予め定める構成を採用しても構わない。この場合充電機情報テーブル
６００の使用状態情報は図６（Ｂ）に示すように、任意の箇所が使用不能状態を示すよう
になる。
【００２２】
　さらに、充電機選択手段３６０は、充電機情報記憶手段３７０に記憶された充電機情報
テーブル６００を変更する。すなわち、充電機選択手段３６０は、選択した充電機識別番
号６１０に関連づけられた使用状態情報を「○」から「×」にすることで、選択された充
電機１１０（選択された充電機識別番号６１０に対応する充電機１１０を意味する。）が
使用不可である旨を充電機情報記憶手段３７０に記憶させる。
【００２３】
　上記のように、充電選択手段３６０が、充電処理が可能な充電機１１０を選択すると、
選択された充電機１１０に対して充電可能状態にする旨の信号であるＯＮ信号を送信する
旨を充電制御装置側データ送受信手段３４０に通知する。これを受けて充電制御装置側デ
ータ送受信手段３４０は選択された充電機１１０に対してＯＮ信号を送信する（図４：Ｓ
１０６）。
【００２４】
　上記のように、充電制御装置側データ送受信手段３４０がＯＮ信号を送信すると，充電
機側データ送受信手段３８０がこれを受け付け（図４：Ｓ１０７ＹＥＳ）、充電処理手段
３９０に当該ＯＮ信号が受信された旨を通知する。これを受けて，充電処理手段３９０は
、充電機１１０を充電可能状態に設定する（図４：Ｓ１０８）。
　ユーザは選択された充電機１１０が備えられた駐車領域１４０にて、電気自動車９００
に充電することになる。充電が終了し、電気自動車９００が駐車領域１４０から退出する
と、充電機１１０がそれを検知し、充電機側データ送受信手段３８０が、充電制御装置１
２０に充電が終了した旨と、充電機１１０の充電機識別番号６１０とを通知する（図５：
Ｓ２０１ＹＥＳ→Ｓ２０２ＹＥＳ→Ｓ２０３）。これを受けて，充電制御装置１２０に備
えた充電制御装置側データ送受信手段３４０が，上記充電が終了した旨と、充電機識別番
号６１０とを充電機選択手段３６０に通知する。これを受けて，充電機選択手段３６０は
、充電機識別番号６１０に対応する使用可能情報６２０を「×」から使用可能状態を示す
「○」に変更して処理を終了する（図５：Ｓ２０４ＹＥＳ→Ｓ２０５→エンド）。
【００２５】
　なお、自動販売機１３０では、上記蓄電処理の間も商品購入が可能であることは言うま
でもない（図５：Ｓ２０６ＹＥＳ→Ｓ２０７→Ｓ２０８→Ｓ２０９→エンド）。
（バッテリーへの蓄電処理２）
　上記バッテリーへの蓄電処理１では、充電制御装置１２０内の充電機選択手段３６０が
充電可能な充電機１１０を選択する構成を採用した。これに対して，自動販売機１３０の
表示部に充電可能な充電機１１０を表示し、充電したい充電機１１０をユーザに選択させ
る構成を採用することもできる。上記図３、図６及び、蓄電処理２のフローチャートを示
す図７、図８を参照して、上記処理を説明する。
【００２６】
　上記の場合、自動販売機１３０に備えた表示部は、購入可能な商品の他、使用可能な充
電機１１０の情報が表示可能に構成されている（図７：Ｓ３０１）。そして、充電制御装
置１２０から自動販売機に、使用可能な充電機の情報が通知されると（後述する）、当該
充電機１１０の情報を表示受付手段３１０が上記表示部に表示する構成となっている。
　ユーザは、所定のコインを挿入後、表示された購入可能な商品及び、充電機情報（充電



(7) JP 5534347 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

を実行する場所の情報）を見て、充電を希望する場所情報である駐車領域１４０を選択す
ることができる。すなわち、ユーザが、自動販売機１３０の表示部に表示された上記充電
機情報から特定の充電機１１０（各充電機は、駐車領域１４０に関連づけられて表示され
る）を選択押下すると、表示受付手段３１０が上記特定の充電機１１０（充電機識別番号
６１０）を受け付ける。そして、表示受付手段３１０は、受け付けた充電機識別番号６１
０を充電制御装置１２０に送信する旨を自動販売機側データ送受信手段３３０に通知する
。自動販売機側データ送受信手段３３０は、上記充電機識別番号６１０を充電制御装置１
２０に通知する（図７：Ｓ３０２ＹＥＳ→Ｓ３０３→Ｓ３０４→Ｓ３０５）。
【００２７】
　これを受けて、充電制御装置１２０に備えた充電制御装置側データ送受信手段３４０が
、上記充電機識別番号６１０を受け取り（図７：Ｓ３０６ＹＥＳ）、受け取った充電機識
別番号６１０を充電機選択手段３６０に通知する。充電機選択手段３６０は、充電機情報
記憶手段３７０に格納された充電機情報テーブル６００の使用可能情報６２０を変更する
。すなわち、充電機選択手段３６０は、上記充電機識別番号６１０に対応する使用可能情
報６２０を使用不可に書き換えることになる。
【００２８】
　次に、充電機選択手段３６０は、充電機情報記憶手段３７０の充電機情報テーブル６０
０の内容（充電機識別番号６１０及び、当該充電機識別番号６１０に対応する充電機の使
用可能情報６２０）を自動販売機１３０の表示受付手段３１０に送信する旨を充電制御側
データ送受信手段３４０に通知する。
　そして、上記充電機情報テーブル６００の内容を通知された表示受付手段３１０は、通
知された情報を表示部に表示させる。すなわち、表示部には、使用可能な充電機１１０の
情報が表示されることになる（図８：Ｓ４０６）。
【００２９】
　このとき、充電選択手段３６０は、選択された充電機１１０に対して充電可能状態にす
る旨の信号であるＯＮ信号を送信する旨を充電制御装置側データ送受信手段３４０に通知
する。これを受けて充電制御装置側データ送受信手段３４０は選択された充電機１１０に
対してＯＮ信号を送信する（図７：Ｓ３０７）。
　充電制御装置側データ送受信手段３４０がＯＮ信号を送信すると，充電機側データ送受
信手段３８０がこれを受け付け（図７：Ｓ３０８ＹＥＳ）、充電処理手段３９０に当該Ｏ
Ｎ信号が受信された旨を通知する。これを受けて，充電処理手段３９０は、充電機１１０
を充電可能状態に設定する（図７：Ｓ３０９）。
【００３０】
　ユーザは選択された充電機１１０が備えられた駐車領域１４０にて、電気自動車９００
に充電する。充電が終了し、電気自動車９００が駐車領域１４０から退出すると、充電機
１１０がそれを検知し、充電機側データ送受信手段３８０が、充電制御装置１２０に充電
が終了した旨と、充電機１１０の充電機識別番号６１０とを通知する（図８：Ｓ４０１Ｙ
ＥＳ→Ｓ４０２ＹＥＳ→Ｓ４０３）。これを受けて，充電制御装置１２０に備えた充電制
御装置側データ送受信手段３４０が，上記充電が終了した旨と、充電機識別番号６１０と
を充電機選択手段３６０に通知する。
【００３１】
　充電機選択手段３６０は、充電機情報記憶手段３７０に格納された充電機情報テーブル
６００の使用可能情報６２０を変更する。すなわち、充電機選択手段３６０は、上記充電
機識別番号６１０に対応する使用可能情報６２０を使用不可から使用可能に書き換えるこ
とになる。
　次に、充電機選択手段３６０は、充電機情報記憶手段３７０の充電機情報テーブル６０
０の内容（充電機識別番号６１０及び、当該充電機識別番号６１０に対応する充電機の使
用可能情報６２０）を自動販売機１３０に送信する旨を充電制御側データ送受信手段３４
０に通知する。充電制御装置側データ送受信手段３４０が上記内容を自動販売機１３０に
通知すると、自動販売機１３０の表示受付手段３１０が、通知された内容を表示部に表示
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することになる。すなわち、表示部には、使用可能な充電機１１０の情報が表示されるこ
とになる（図８：Ｓ４０６）。
【００３２】
　（映写シアター）
　本発明の充電システム１００においては、電気自動車９００（以下単に自動車９００と
する。）が駐車する駐車領域１４０（矩形の領域を採用する）に後述の映写シアターを設
置する構成を採用することができる。すなわち、本実施の形態の充電システムには、図９
に示すように、駐車場の各駐車領域１４０に配置された車庫９１０内に映写機１１５０（
後述する）が設置されている。
【００３３】
　例えば、レールを備えた支柱を上記駐車領域１４０の４隅に立設し、上記支柱の上方に
同様なレールを備えた桟を渡す。後述のように、上方に張った桟のレールに沿ってシャッ
タ機構９２０を作動させる構成を採用するため、４隅に立設した支柱の内、隣接する支柱
同士に上記桟を連結し、当該桟と並行になるように残った支柱同士に桟を連結することに
なる。なお、上方に予め天井を設定しておき、４側面にのみシャッタ機構９２０を設ける
構成を採用しても構わない、上記シャッタ機構が動作した状態で、スクリーン９３０が設
置される構成になっている。すなわち、シャッタが降下するとその裏（車庫内部の方向を
示す）からスクリーンが別に降下する構成を採用してもよいし、シャッタの降下と同時に
スクリーンを降下させる構成を採用してもよい。
【００３４】
　公知の車庫内に、スクリーン９３０（ディスプレイ画面でも構わない。）及び、映像制
御装置９４０を設置しても構わない。なお、スクリーン裏面から、映写機１１５０がスク
リーンに映写する構成を採用することが望ましい。また、スクリーンによる映写の他、自
動車に備えた表示装置（例えばカーナビゲーション等の画像又は動画を表示可能な装置）
に信号を送信して当該表示装置に映像を表示可能な構成を採用しても構わない。
【００３５】
　上記のように、スクリーン９３０又は、自動車に備えた表示装置に映像を映すための映
像制御装置９４０が上記駐車領域１４０（車庫９１０）内に設けられる。図１０は上記映
像制御装置９４０を備えた充電システム１００の制御系ハードウェアの概略構成図である
。本発明に係る映像制御装置９４０には、上記充電制御装置１２０と同様に、図示しない
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ、各駆動部に対応するドライバ、通信インターフェース
等を備えている。そして、上記ＣＰＵがプログラムを実行することでスクリーン９３０へ
の映写や、自動車に備えた表示装置への映像信号等の送受信（以下表示装置への映像信号
等の送受信を含めて映写と称す）を行う。
【００３６】
　図１１は上記映像制御装置９４０を備えた充電システム１００の機能ブロック図であり
、図１２には映像制御装置９４０に表示される画面の例を示す。映像制御装置９４０が配
置された駐車領域１４０に自動車９００が駐車されたことを確認すると、映像制御装置９
４０は、図１２（Ａ）に示す初期画面１２００を表示する。例えば、駐車領域１４０に自
動車９００が駐車されたか否かを確認可能なセンサを設け、当該センサからの信号により
映像制御装置９４０が駐車領域１４０に自動車９００が駐車されたことをする構成を採用
する。
【００３７】
　初期画面１２００には、カテゴリの選択を促す「ジャンルを選択してください」という
旨のメッセージ１２０１とともに、映写可能なカテゴリが表示される。例えば、図１２（
Ａ）においては、映画項目１２１０、スポーツ項目１２１１、ニュース項目１２１２、そ
の他項目１２１３を表示している。上記のカテゴリの内、ユーザが見たいカテゴリの項目
を押下し、ＯＫボタン１２２０を押下すると、映像制御装置９４０に備えた表示受付手段
（映像制御装置側表示受付手段１１１０）がこれを受け付け、図１２（Ｂ）に示す映像選
択画面１２３０を表示することになる。映像選択画面１２３０には選択されたカテゴリで
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映写可能な映像（以下コンテンツと称す）の名称が表示される。例えば、図１２（Ｂ）に
は映画のカテゴリが選択された場合のコンテンツの名称ボタン１２４０が表示されている
。この場合、映像選択画面１２３０には、表示されたタイトルの内、いずれかのコンテン
ツの選択を促すメッセージ１２３１とともに、上記コンテンツの名称が表示されることに
なる。ユーザが上記コンテンツの内、希望のコンテンツの名称ボタン１２４０を押下する
と、上記映像制御装置側表示受付手段１１１０がこれを受け付け、映像制御手段１１２０
に通知する。そして、映像制御手段１１２０が、映写機１１５０に選択されたコンテンツ
を映写する旨を通知する。これを受けて、映写機１１５０が、映像制御手段１１２０の制
御を受けて、スクリーン９３０に上記コンテンツを映写することになる。
【００３８】
　又は、上記映像制御装置側表示受付手段１１１０が名称ボタン１２４０の押下及び、Ｏ
Ｋボタン１２５０の押下を受け付け、自動車９００に備えた表示装置に選択されたコンテ
ンツを映写する旨を通知する。これを受けて、当該表示装置が、映像制御手段１１２０の
制御を受けて、上記コンテンツを映写することになる。なお、スクリーン９３０に映写す
るか、自動車９００に備えた表示装置に映写するかのいずれかを選択可能な表示方法選択
ボタン（図示しない）を映像制御装置９４０の初期画面１２００に設ける構成を採用して
もよい。上記表示方法選択ボタンによる選択を受け付けて、映像制御装置側表示受付手段
１１１０が、コンテンツをスクリーンに映写するか、自動車に備えた表示装置に映写する
かを決定することになる。なお、戻るボタン１２５５を押下すると、画面が初期画面１２
００に切り替わる構成になっている。
【００３９】
　更に、初期画面１２００には、インターネットに接続可能なインターネット接続項目１
２２５を設けることもできる。上記インターネット接続項目１２２５が押下されると、映
像制御装置側表示受付手段１１１０が、これを受け付け、図１２（Ｃ）に示すようなイン
ターネットに接続するためのインターネット接続画面１２６０を表示する。インターネッ
ト接続画面１２６０には、キーボード１２６５を表示させて、ユーザが希望するキーワー
ドでの検索等を検索画面１２６７で実行可能な構成を採用しても構わない。その際、セキ
ュリティを確保するための手段を設ける構成を採用することは言うまでもない。なお、戻
るボタン１２７５を押下すると、画面が初期画面１２００に切り替わる構成になっている
。
（その他）
　図１３に示すように、駐車領域１４０に備える車庫９１０を下部に隙間を形成した構成
とすることが可能である。図１３（Ｂ）に示すように、自動車９００を車庫９１０に駐車
させると、自動車９００の下部が、外部から視認可能となるので、いずれの車庫９１０に
自動車９００が駐車しているかを外部からすぐに認識することができることになる、
　上記自動販売機１３０を複数備えた構成を採用しても構わない。複数の自動販売機１３
０に対して一の充電制御装置１２０を備える構成を採用することも可能であるし、各自動
販売機１３０に一の充電制御装置１２０を備える構成を採用してもかまわない。各自動販
売機１３０に一の充電制御装置１２０を設ける場合には、充電機情報記憶手段３７０をサ
ーバに移し、当該サーバにより現在使用可能な充電機情報の管理を実行する構成を採用す
ることができる。
【００４０】
　本実施例では、充電機情報記憶手段３７０に格納された充電機情報テーブル６００に基
づいて、充電機選択手段３６０が現在使用可能な充電機１１０の充電機識別番号６１０を
選択する構成を採用した。これに対して、回路構成により同様な機能（現在使用可能な充
電機１１０の充電機識別番号６１０を選択する機能）を実行する構成を採用しても構わな
い。
【００４１】
　映像制御装置９４０が映写するコンテンツは公知の方法により追加可能な構成を採用す
ることができる。例えば、インターネット等の電気通信回線を使用してコンテンツの追加
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削除を行える構成を採用する。
　自動販売機１３０で販売する商品としては、通常の飲料等でもよいし、洗車サービスや
駐車チケットであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　　　
　本発明は、商品購入信号を上記商品購入信号取得手段が取得することで、ユーザが自動
販売機から所定の商品を購入したことが認識される。そして、充電機選択手段が、複数の
充電機の内から商品を購入時点で使用可能な充電機を選択し、選択された充電機にＯＮ信
号を送信する。これにより、ユーザは、ＯＮ信号が送信された充電機を使用して充電式乗
物装置（例えば電気自動車）のバッテリーに電力を充電することができる。充電が終了す
ると、上記充電選択手段が、充電機から終了信号を取得することで、充電の終了を認識す
ることができる。したがって、充電機選択手段は、充電機へ上記ＯＮ信号を送信してから
、当該充電機から終了信号を受信するまで、当該充電機を使用不可状態であると認識する
ことができる。これにより、充電機選択手段は、複数の充電機の内から現在使用可能な充
電機を選択することが可能となり、自動販売機で商品を購入することで、電気自動車のバ
ッテリーに電力を供給することが可能となる。従って、その産業上の利用可能性は大きい
。
【符号の説明】
【００４３】
　　１００　　充電システム
　　１１０　　充電機
　　１２０　　充電制御装置
　　１３０　　自動販売機
　　３４０　　充電制御装置側データ送受信手段
　　３５０　　商品購入信号取得手段
　　３６０　　充電機選択手段
　　３７０　　充電機情報記憶手段
　　３８０　　充電機側データ送受信手段
　　３９０　　充電処理手段
　　９４０　　映像制御装置
　　１１１０　映像制御装置側表示受付手段
　　１１２０　映像制御手段
　　１１５０　映写機
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