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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の充電器コントローラーと複数の携帯端末と管理サーバーとが相互にネットワーク経
由で接続され、
前記充電器コントローラーは識別タグを備え、前記携帯端末はメッセージ送信手段とメッ
セージ受信手段と識別タグ読取手段とを備えた電気自動車充電システムであって、
第一の前記携帯端末の前記識別タグ読取手段が、前記充電器コントローラーの前記識別タ
グを読み取って得た識別子を前記管理サーバーに送信するのに応じて、前記管理サーバー
が前記第一の携帯端末の利用者のメッセージ送信宛先を前記充電器コントローラーの前記
識別子と対応づけて保存し、
第二の前記携帯端末の前記識別タグ読取手段が、前記充電器コントローラーの前記充電識
別タグを読み取って得た識別子を前記管理サーバーに送信し、メッセージを送信するのに
応じて、前記管理サーバーが保存した前記第一の携帯端末の前記利用者の前記メッセージ
送信宛先に対して、前記メッセージを送信することを特徴とする電気自動車充電システム
。
【請求項２】
電気自動車の充電システムで使用される携帯端末であって、
充電器コントローラーの識別タグを読み取って得た識別子を管理サーバーに送信し、前記
管理サーバーに携帯端末の利用者のメッセージ送信宛先を前記充電器コントローラーの前
記識別子と対応づけて保存させる手段と、
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他の携帯端末が前記充電器コントローラーの前記識別タグを読み取って得た識別子を前記
管理サーバーに送信し、メッセージを送信するのに応じて、前記管理サーバーが保存した
前記メッセージ送信宛先に対して送信したメッセージを受信する手段とを有する携帯端末
。
【請求項３】
電気自動車充電システムを管理するプログラムであって、
第一の携帯端末の識別タグ読取手段が、充電器コントローラーの識別タグを読み取って得
た識別子を受信する命令と、
前記第一の携帯端末の利用者のメッセージ送信宛先を前記充電器コントローラーの前記識
別子と対応づけて保存する命令と、
第二の携帯端末の識別タグ読取手段が、前記充電器コントローラーの前記充電識別タグを
読み取って得た識別子を受信する命令と、
第二の携帯端末が送信するメッセージを受信する命令と、
前記保存された前記第一の携帯端末の前記利用者の前記メッセージ送信宛先に対して、前
記メッセージを送信する命令とをコンピューターに実行させるプログラム。
【請求項４】
電気自動車充電システムを管理する、コンピューターにより実行される方法であって、
第一の携帯端末の識別タグ読取手段が充電器コントローラーの識別タグを読み取る手順と
、
前記識別タグにより識別される充電器コントローラーの識別子を送信する手順と、
前記第一の携帯端末の利用者のメッセージ送信宛先を前記識別子と対応づけて保存する手
順と、
第二の携帯端末の識別タグ読取手段が、前記充電器コントローラーの前記充電識別タグを
読み取る手順と、
前記保存された前記第一の携帯端末の前記利用者の前記メッセージ送信宛先に対して、第
二の携帯端末から送られたメッセージを転送する手順と
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電気自動車やPHV（プラグインハイブリッド車）の充電スタンドにおいて利用
者への利便性を提供するためのシステム、方法、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
電気自動車やPHV（以下、電気自動車と総称する）の普及に伴い、ショッピングセンター
の駐車場などのパブリックな場所における充電スタンドの設置が進みつつある。
【０００３】
電気自動車の充電は、自宅あるいは保管場所で夜間に行なうことが基本であり、自宅外で
充電するということは緊急性が高いケースであることが多い。たとえば、行程を急に変更
した場合、又は、過大な電力消費、バッテリーの老朽化、もしくは、渋滞等によりバッテ
リーが予想以上に消費された場合等である。
【０００４】
しかし、充電スタンドの数は十分ではないため、上記の緊急時充電に適切に対応するため
には、その時点で近くにある空いている充電スタンドを効率的に探索する技術が必要であ
る。
【０００５】
充電スタンドの空き状況を集中型のサーバーで管理し、運転者の位置情報を加味して近隣
の空き充電スタンドを検索し、カーナビゲーション機器等によって運転者に通知する技術
は公知である（たとえば、特許文献１）。
【０００６】
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（単純なカーナビ式案内方法の課題）
しかし、仮に近隣の空き充電スタンドの位置を知り、そこに急行したとしても、先に別の
車がその充電スタンドを使い始めている可能性がある。通常、充電完了には30分程度の時
間を要するため、このような場合には予期せぬ待ち時間が発生することになる。
【０００７】
さらに、ガソリン給油の場合とは異なり自動車充電中は常に人が見守っている必要性が薄
いことから、利用者が充電中に車を離れて買い物などに出かける可能性がある。充電完了
後も、利用者が戻ってこない場合には、充電完了後も充電スロットが車両に占拠されてし
まい、次の利用者が必要以上に待たされる事態が生じ得る。
【０００８】
（時間枠予約型の予約システムの問題点）
充電スタンドを希望の時間に確実に使えるように、時間枠を指定して充電器の予約を行な
う技術は公知である（たとえば、特許文献２）。
【０００９】
しかし、前述のとおり、外出先での充電ニーズは事前に予測できないことが多いこと、及
び、交通状況により予定時間通りに充電スタンドに到着できるとは限らないことから、予
め充電開始時間を決めておくという予約システムは必ずしも適切ではない。また、このよ
うな予約システムは、システム構築・運用の負荷が大きいため、集合住宅等における限定
的な用途では普及しても、パブリックな場所に設置された充電スタンドでは普及しない可
能性が高い。
【００１０】
（充電スタンド単純化のニーズ）
現在の充電スタンドの多くは充電器に入力ボタンや液晶ディスプレイなどの入出力装置を
備えていることが多い。充電器の機能が向上する中で入出力装置の機能がさらに高度化す
る可能性もある。しかし、充電器は戸外に置かれ、長期間にわたり使用されることが多い
ことから、信頼性と保守性向上の観点からその機械的複雑性は最小限にすべきであり、過
剰に高機能な表示装置や入力装置を備えていることは望ましくない。特に、綿密な保守作
業が行なえないと想定される地域に設置する際にはこの点が重要である。したがって、上
記課題を解決する上で充電スタンド設備の機器の複雑性を過剰に増大させるような解決策
は避けるべきである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００３－２６２５２５号広報
【特許文献２】特開２０１３－１３７６４１号広報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
電気自動車用充電スタンドの施設を過剰に複雑化させることなく、利用者の緊急急充電ニ
ーズに対応するなどの多様な付加価値を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本願発明は、複数の充電器コントローラーと複数の携帯端末と管理サーバーとが相互にネ
ットワーク経由で接続され、前記充電器コントローラーは識別タグを備え、前記携帯端末
はメッセージ送信手段とメッセージ受信手段と識別タグ読取手段とを備えた電気自動車充
電システムであって、第一の前記携帯端末の前記識別タグ読取手段が、前記充電器コント
ローラーの前記識別タグを読み取って得た識別子を前記管理サーバーに送信するのに応じ
て、前記管理サーバーが前記第一の携帯端末の利用者のメッセージ送信宛先を前記充電器
コントローラーの前記識別子と対応づけて保存し、第二の前記携帯端末の前記識別タグ読
取手段が、前記充電器コントローラーの前記充電識別タグを読み取って得た識別子を前記



(4) JP 6388451 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

管理サーバーに送信し、メッセージを送信するのに応じて、前記管理サーバーが保存した
前記第一の携帯端末の前記利用者の前記メッセージ送信宛先に対して、前記メッセージを
送信することを特徴とする電気自動車充電システムを提供することで上記課題を解決する
。
【００１４】
また、本願発明は、電気自動車の充電システムで使用される携帯端末であって、充電器コ
ントローラーの識別タグを読み取って得た識別子を管理サーバーに送信し、前記管理サー
バーに携帯端末の利用者のメッセージ送信宛先を前記充電器コントローラーの前記識別子
と対応づけて保存させる手段と、他の携帯端末が前記充電器コントローラーの前記識別タ
グを読み取って得た識別子を前記管理サーバーに送信し、メッセージを送信するのに応じ
て、前記管理サーバーが保存した前記メッセージ送信宛先に対して送信したメッセージを
受信する手段とを有する携帯端末を提供することで上記課題を解決する。
【００１５】
また、本願発明は、電気自動車充電システムを管理するプログラムであって、第一の携帯
端末の識別タグ読取手段が、充電器コントローラーの識別タグを読み取って得た識別子を
受信する命令と、前記第一の携帯端末の利用者のメッセージ送信宛先を前記充電器コント
ローラーの前記識別子と対応づけて保存する命令と、第二の携帯端末の識別タグ読取手段
が、前記充電器コントローラーの前記充電識別タグを読み取って得た識別子を受信する命
令と、第二の携帯端末が送信するメッセージを受信する命令と、前記保存された前記第一
の携帯端末の前記利用者の前記メッセージ送信宛先に対して、前記メッセージを送信する
命令とをコンピューターに実行させるプログラムを提供することで上記課題を解決する。
また、本願発明は、電気自動車充電システムを管理する、コンピューターにより実行され
る方法であって、第一の携帯端末の識別タグ読取手段が充電器コントローラーの識別タグ
を読み取る手順と、前記識別タグにより識別される充電器コントローラーの識別子を送信
する手順と、前記第一の携帯端末の利用者のメッセージ送信宛先を前記識別子と対応づけ
て保存する手順と、第二の携帯端末の識別タグ読取手段が、前記充電器コントローラーの
前記充電識別タグを読み取る手順と、前記保存された前記第一の携帯端末の前記利用者の
前記メッセージ送信宛先に対して、第二の携帯端末から送られたメッセージを転送する手
順とを含む方法を提供することで上記課題を解決する。
【発明の効果】
【００１６】
本願発明によれば、充電器コントローラーの機能的複雑性を最小限に抑えつつ、電気自動
車運行中に生じた緊急充電のニーズに確実に対応することができる。
【００１７】
また、本願発明によれば、充電器コントローラーの機能的複雑性を最小限に抑えつつ、充
電器を使用することを希望する利用者が、現在充電器を使用中の利用者と匿名かつ時限的
なコミュニケーションを行なうことができる。
【００１８】
また、本願発明によれば、充電器コントローラーの機能的複雑性を最小限に抑えつつ、電
気自動車を充電中に、提携店舗を訪問して特典を得る仕組みを提供することで、利用者に
充電システム利用のインセンティブを提供すると共に、提携店舗からのプロモーション対
価を獲得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本願発明に係る電気自動車充電システムの全体像である。
【図２】本願発明に係る充電器コントローラー、管理サーバー、及び、携帯端末が備える
機能構成の概要である。
【図３】本願発明に係る管理サーバーが管理するデータ項目の概要である。
【図４】本願発明に係る充電スタンドの緊急予約を行なうための手順フローの例である。
【図５】本願発明に係る充電スタンド利用中の利用者に対する匿名かつ時限的なコミュニ
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ケーションを行なう手順フローの例である。
【図６】本願発明に係る充電スタンドの利用中の利用者が提携店舗での特典を得る手順フ
ローの例である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
図１に本発明に係る電気自動車充電システムの全体構造を示す。
【００２１】
（充電器コントローラー構成）
電気自動車の充電を行なう充電スタンドには複数の充電スロット（充電スペース）が設け
られており、それぞれの充電スロットに対して、充電器（102）、及び、それに対応する
充電コントローラー（101）が設置されている。一つの充電器（102）が複数の充電スロッ
トでの充電を行なえるようにしてもよい。
【００２２】
（充電器コントローラーの説明）
充電器コントローラー（101）は、ネットワーク（105）に接続されたコンピューター機器
及びプログラム群であり、管理サーバー（103）からネットワーク経由で送られた指令に
したがって、充電器（102）による電気自動車への充電を制御し、充電機能の開始・停止
、充電ステータスの照会等を行なうことができる。
【００２３】
充電器コントローラー（101）は識別タグ、及び、表示ランプを備える。ここで、識別タ
グは携帯端末（104）が充電器コントローラー（101）をユニークに識別できるようにする
ための手段であり、具体的には、充電器コントローラー（101）の表面上に貼り付けられ
たバーコードや二次元バーコード、あるいは、充電器コントローラーに内蔵された無線タ
グ（RFID）等である。あるいは、NFC、Bluetooth（登録商標）、又は、WiFi（登録商標）
などの通信手段により、携帯端末上（104）で稼働するプログラムが充電器コントローラ
ー（101）上で稼働するプログラムとやり取りして、充電器コントローラー（101）の識別
子を読み出せるようにしてもよい。
【００２４】
表示ランプは、充電器コントローラー（101）のステータスを充電スタンドの利用を希望
する者に知らせるための視覚的手段である。表示ランプは、少なくとも、その充電器コン
トローラー（101）が予約中であって予約した運転者以外は使えないという状態を利用者
に対して表示できる必要がある。加えて、充電器コントローラー（101）はステータスを
知らせるための音声発生手段を備えていてもよい。音声によるステータスの通知は常時行
なうのではなく、車両が充電スロットに入ろうとした時のみに行なうことが望ましい。車
両が充電スロットに入ろうとしていることは、ループコイルなどの周知の技術、あるいは
、充電器コントローラーに備えられたカメラにより判断することができる。さらに、充電
器コントローラー（101）は、表示ランプに加えて、充電スロットへの車両の進入を物理
的に防ぐフラップなどの機構の制御機能を備えていてもよい。
【００２５】
充電器コントローラー（101）はカメラを備えていることが望ましい。カメラの映像を分
析することで管理サーバー（103）上のプログラムは、充電スロットの車両のあるなしを
判断できる。また、カメラで撮影した画像を利用者の携帯端末（104）に転送し、充電ス
ロットの状況を利用者が目視できるようにしてよい。さらに、充電スロットに停まってい
る車両のナンバープレートをカメラで読み取り、管理サーバー（103）上のプログラムに
よって番号を認識することで、実際に予約を行なった車が充電スロットを使用しているか
どうかを確認することができるようにしてもよい。
【００２６】
（管理サーバーの説明）
管理サーバー（103）はネットワーク（105）経由で複数の充電器コントローラー（101）
、及び、複数の携帯端末（104）と接続された機器であり、通常はコンピューター・サー
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バー・ハードウェア、及び、その上で稼働するプログラム群である。
【００２７】
管理サーバー（103）は、各充電器（102）の位置情報と属性情報を保存・管理し、また、
充電器コントローラー（101）を介して各充電器（102）のリアルタイムの空き状況に関す
る情報を把握し、維持する。空き状況は携帯端末からの要求にしたがって、管理サーバー
（103）が各充電器コントローラー（102）に問い合わせを行なうことで確認してもよいし
、一定期間ごとのポーリングを充電器コントローラー（102）に対して常時行なうことで
各充電器のステータスを維持しておくようにしてもよい。
【００２８】
加えて、前述のとおり、充電器コントローラー（102）に設置されたカメラで撮影された
映像により、管理サーバー（103）が、充電スロットの物理的な空き状況を確認できるよ
うにしてもよい。こうすることで、充電器（103）が使用されていないのに充電スロット
が占拠されている状況を把握することができる。
【００２９】
（携帯端末の説明）
携帯端末（104）は運転者（利用者）が使用する機器であり、典型的にはスマートフォン
やタブレット端末、及び、その上で稼働するプログラム群である。携帯端末（104）は、
ネットワーク（105）を経由して管理サーバー（103）とのやり取りを行なう。
【００３０】
携帯端末（104）は、GPSなどの位置測位手段、及び、充電器コントローラー（101）の識
別タグ読取手段を備える。典型的には、識別タグは二次元バーコードであり、識別タグ読
取手段はスマートフォンに内蔵されたカメラでと二次元バーコード解析のプログラムであ
るが、これに限定されない。
【００３１】
（ネットワークの説明）
ネットワーク（105）は通常はインターネットであり、充電器コントローラー（101）と管
理サーバー（103）の間、及び、管理サーバー（103）と携帯端末（104）の間で周知の技
術によるデータのやり取りを提供する。
【００３２】
（機能構成）
図２に充電器コントローラー（101）、管理サーバー（102）、及び、携帯端末（104）の
機能ブロックを示す。各ブロックはハードウェアとその上で稼働するプログラムにより実
現される。なお、これらの機能は論理的存在であり、必ずしも物理的ハードウェアに束縛
されるものではない、ネットワークを介して一部の機能を別の場所にあるハードウェアで
実行する技術は周知技術であり、本発明に係る充電システムにおいても同様のことを行な
えることは言うまでもない。また、通信制御、画面制御、及び、データベース管理などの
当然に必要とされる周知技術については特に説明しない。
【００３３】
（充電器コントローラー機能ブロック）
充電器コントローラー（101）は、充電器制御（1011）、予約表示（1012）、カメラ制御
（1013）の機能を含む。
【００３４】
充電器制御（1011）機能は管理サーバー（103）からの指令に応じて接続された充電器の
充電開始・充電終了・ステータス変更・ステータス読み出しなどの処理を行なう機能であ
る。
【００３５】
予約表示（1012）機能は予約ランプの表示、音声通知、フラップ操作などにより、充電器
が予約状態にあることを周囲の者に伝えるための機能である。
【００３６】
カメラ制御（1013）は管理サーバー（103）からの指令にしたがって、あるいは、充電コ
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ントローラーのプログラムの制御により、充電スロットの写真を撮り、画像を管理サーバ
ーに送信するための機能である。
【００３７】
（管理サーバー機能ブロック）
管理サーバー（102）は、利用者データ管理（1021）、充電器データ管理（1022）、車両
データ管理（1023）、及び、課金管理（1024）の機能を含む。
【００３８】
利用者データ管理（1021）機能、充電器データ管理（1022）機能、及び、車両データ管理
（1023）機能は、それぞれ後述の利用者関連データ、充電期間連データ、及び、車両関連
データを管理する。
【００３９】
課金管理（1024）は利用者ごとの利用履歴や料金情報の維持や課金処理等を管理する機能
である。この機能は、外部で提供されるクレジットカードのトランザクション・サービス
等を利用する形態で行なうことが望ましい。
【００４０】
利用者データ管理（1021）機能、充電器データ管理（1022）機能、及び、車両データ管理
（1023）機能は、それぞれ後述の利用者関連データ、充電期間連データ、及び、車両関連
データを管理する。
【００４１】
（携帯端末機能ブロック）
携帯端末（104）は、充電器予約（1041）、コミュニケーション（1042）、特典管理（104
3）の機能を含む。
【００４２】
充電器予約（1041）機能は、現在地の近くにある空いている充電スタンドを管理サーバー
（103）に問い合わせる機能、管理サーバー（103）が選択した充電スタンドの候補を地図
上に表示する機能、利用者が選択した充電スタンドを予約状態にするために管理サーバー
（103）に指令を送るための機能等から構成される。
【００４３】
コミュニケーション（1042）機能は、充電スタンドに充電完了後も車両を放置している利
用者との間で匿名、かつ、一定期間のみ有効なメッセージあるいはメールのやり取りを行
なう機能である。
【００４４】
特典管理（1043）機能は利用中の充電スタンドの周囲にある店舗であって、充電スタンド
運営者との取り決めによって何らかの特典を提供する店舗の情報を表示するための機能で
ある。
【００４５】
（管理サーバーが管理するデータベース）
図３に管理サーバー（103）上で管理されるデータベースで管理されるデータ項目の概要
を示す。管理サーバー（103）は複数の充電器（102）に関する情報、複数の利用者、及び
、複数の車両に関する情報を管理する。利用者は、所定の登録方法により、利用者関連デ
ータ及び車両関連データの一部を予め登録し、必要に応じて維持管理する。また、充電ス
タンドシステム運営者は事前に充電器関連データの一部を予め登録し、必要に応じて維持
管理する。
【００４６】
（充電器関連データ）
管理サーバー（103）は、充電器関連のデータとして、充電器ID、充電器の位置情報、充
電器の属性情報、充電スロットのステータス、充電器のステータス、使用中あるいは予約
中の利用者ID、割引サービスの提携店舗等の情報を維持管理する。
【００４７】
充電器IDは、充電器を固有に識別する識別子であり、充電器コントローラーが備える識別
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タグ（典型的には二次元バーコード）に記載されているものと同一である。位置情報は充
電器の物理的な設置場所に関する情報であり、属性情報は充電器のプラグ等の仕様に関す
る情報である。位置情報と属性情報はシステムの管理者が事前に入力し、維持管理する。
【００４８】
充電スロットステータスは、充電スロットを車両が占有しているかいないかの情報であり
、管理サーバー（103）が充電器コントローラー（101）にネットワーク（105）経由で問
い合わせることで把握できる。充電器コントローラー（101）のカメラで撮影した画像を
解析することで車両のあるなしを判定してもよいし、ループコイルなどの公知の技術を使
用してもよい。
【００４９】
充電器ステータスは、少なくとも、「空き」、「予約中」、「充電中」、「充電完了」の
値を取る。充電器ステータスは管理サーバー（103）が充電器コントローラー（101）にネ
ットワーク（105）経由で問い合わせ、充電器コントローラー（101）が接続された充電器
（102）に問い合わせることで把握できる。
【００５０】
使用中利用者IDは、その時点で充電スタンドを使用している利用者の識別子である。
提携店舗情報は、充電スタンドの近隣にあり、ビジネス上の取り決めにより特典を提供す
ることを約束している店舗の名称、住所、特典の内容、及び、識別子に関するデータであ
る。
【００５１】
（利用者関連データ）
管理サーバー（103）は、利用者関連のデータとして、利用者ID、利用者認証情報、課金
情報、利用者属性、利用者ステータス、使用中充電器ID、メッセージ送信先、及び、車両
ID等の情報を維持・管理する。
【００５２】
利用者IDは利用者を一意に識別する識別子であり、事前に所定の登録手続きにより登録さ
れている。利用者認証情報はパスワード等の正当な利用者であることを判定するために必
要な情報である。ユーザー認証はパスワードチェックや生体認証などの公知の方法で行な
われる。課金情報は利用者に対する充電システム利用料を請求するために必要なデータで
あるが、実際にはその一部は外部のクレジットカードのトランザクション・サービスを提
供するネット・サービス業者で維持・管理することが望ましい。
【００５３】
利用者ステータスは、利用者が、充電ステーションを予約中、充電中、あるいは、そのい
いずれでもないことを表すデータであり、管理サーバー（103）により動的に更新される
。
【００５４】
メッセージ送信先は利用者にメッセージやメールを送るために必要なアドレス情報であり
、利用者登録時に利用者により登録されている。
【００５５】
車両IDは利用者が使用する可能性がある車両の識別子であり、一人の利用者が複数の車両
に対応することもある（逆に、複数の利用者が一台の車両に対応することもある）。
【００５６】
特典情報は提携店舗との取り決めによる特典に関するデータである。たとえば、充電料金
の割引、あるいは、その他の特典ポイントに関するデータであり、具体的内容はビジネス
上の取り決めにより任意に決定される。
【００５７】
（車両関連データ）
本発明に係る充電システムでは利用者単位の管理を行なってもよいが、加えて、車両の管
理も行なってもよい。たとえば、１台の車両を複数の利用者が共用している場合に、特典
情報を名寄せしたりすることができる。また、車両スロットを占拠している車両が正規に
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登録された利用者のものであるか等を判断できる。
【００５８】
車両IDは車両をユニークに識別する識別子である。利用者が事前に登録しておいてもよい
いし、管理サーバー（103）上で稼働するプログラムにより自動的に割り当てておいても
よい。車両登録番号はナンバープレート番号である。
【００５９】
車両属性は、特に充電プラグの互換性に関する情報であり、利用者が事前に登録しておく
。管理サーバー（103）が携帯端末（104）からの問い合わせに答えて充電スタンドの候補
に関する情報を提供する際には車両属性と充電器属性のマッチングを行ない充電が可能な
充電スタンドのみの情報を提供することが望ましい。
【００６０】
利用者IDは、その車両を使用する可能性があるとして事前に登録されている一人以上の利
用者の識別子である。実際に利用する利用者の利用者IDと車両IDと対応づけられた利用者
IDが一致するかどうかをチェックしてもよいが、一致しないからと言って充電期の利用を
禁止する必要はない。他人の車両を一時的に借りて充電するケースもあり得るからである
。
【００６１】
（充電スタンド緊急予約のプロセス）
図４に本発明に係る電気自動車充電システムにおいて、利用者が充電スタンドを緊急予約
し、利用を行なうまでのプロセス・フローを示す。
【００６２】
（S401）自分の近隣の充電スタンドを使用する必要性が生じた利用者は、携帯端末（104
）を介してその旨の要求を、利用者ID、及び、携帯端末の即位機能が得た現在位置と共に
に管理サーバー（103）に送信する。
【００６３】
（S402）管理サーバー（103）は、携帯端末（104）の現在位置と充電器データベースで管
理する充電器ステータスに基づいて、使用候補となる一つ以上の充電スタンドの位置情報
を携帯端末（104）に返信する。ここで、充電器データベースで管理する充電器の属性情
報と車両データベースで管理する車両属性情報を確認し、利用者が使用している車両と互
換性がある充電スタンドの情報だけを送信することが望ましい。さらに、料金、近隣の施
設、近隣の提携店舗などの付加的情報も送信してもよい。また、管理サーバー（103）は
、充電スタンドが空き状態にあるにもかかわらず、充電スロット（車両停車スペース）に
車両が存在するかどうかを充電器コントローラー（101）に備えたカメラにより確認し、
車両が存在する場合には警告メッセージを携帯端末（104）に送信してもよい。
【００６４】
（S403）携帯端末（104）は管理サーバー（103）から送信されたデータを元に近隣の空き
充電スタンドの候補を表示する。表示は地図上にオーバーラップ表示することが望ましい
。利用者は候補の中から自分が利用したい充電スタンドを一つ選択し、携帯端末（104）
がその選択を管理サーバー（103）に送信する。緊急予約が不要である場合にはその旨を
送信してもよい。緊急予約機能の乱用を防ぐために、緊急予約に対して追加料金を徴収す
る、あるいは、緊急予約を行なったにもかかわらず所定の時間内にその充電器で充電を行
なわなかった場合にはペナルティ料金を徴収するなどの取り決めを行なっておいてもよい
。
【００６５】
（S404）管理サーバー（103）は、利用者が選択した充電スタンドに相当する充電器コン
トローラー（101）に対して予約状態にする指令を送信し、充電器データベース中の当該
充電器のステータスを使用中にする。
【００６６】
（S405）予約状態にする指令を受信した充電器コントローラー（101）は、接続された充
電器（102）を一時的に使用停止にし、予約表示ランプを点灯し、一般利用者に対して、



(10) JP 6388451 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

その充電器（102）が緊急予約されており、予約者以外は使えないことを示す。これによ
り緊急予約を行なった利用者は予約した充電器の場所に到着した際に直ちに確実に当該充
電器を使用できる。加えて、充電スロットのフラップを制御し、予約を行なった車両以外
の車両が物理的に当該充電スロットに侵入できないようにしてもよい。
【００６７】
（S406）緊急予約を行なった利用者は、目的の充電スタンドに到着すると、携帯端末（10
4）のバーコード読み取り装置（通常はカメラ）を使用して充電コントローラー（101）の
識別タグを読み取り、充電コントローラーの識別子を、利用者IDと共に管理サーバー（10
3）に送信する。
【００６８】
（S407）管理サーバー（103）は、携帯端末（104）から送信されたメッセージを読み、利
用者IDが当該充電コントローラーを予約した利用者と同一であることを確認し、同一であ
った場合には、充電器データベースのステータスを使用中に変更し、充電器（103）を利
用可能にする指令を充電器コントローラー（102）に送信する。携帯端末（104）から送信
された利用者IDが当該充電コントローラーを予約した利用者と一致しない場合（たとえば
、利用者が間違えて別の充電スタンドに到着した場合など）はエラー・メッセージを携帯
端末（104）に返すことが望ましい。
【００６９】
（S408）管理サーバー（103）から指令を受信した充電器コントローラー（101）は予約表
示ランプを消灯し、接続した充電器（102）を利用可能状態にする。また、フラップによ
り充電スロットに車両が進入できない状態になっていた時はフラップを戻す。
【００７０】
充電が完了すると、充電器（102）から充電完了のステータスを受け取った充電器コント
ローラー（101）は充電完了の通知を管理サーバー（103）に送信する。管理サーバー（10
3）は、これに応じて、充電器ステータスを充電完了に変更する。管理サーバー（103）は
、充電完了から所定の時間経過後も、充電スロットに車両が残っている場合には、その車
両の利用者の携帯端末（103）に対して、充電スロットを開放するよう警告メッセージを
表示するような指令を送信してもよい。これに加えて（あるいこれに替えて）、充電器コ
ントローラー（101）から警告音声を発生するようにしてもよい。充電完了後も必要以上
充電スロットを占拠している利用者に対しては、追加料金を請求する、又は、割引を無効
にする等の、占拠の抑止効果を持つ取り決めを行なっていてもよい。
【００７１】
（充電中利用者への匿名連絡プロセス）
電気自動車の充電には時間を要するため充電中は運転者が買い物などに出かけるケースが
あり得る。この場合に、充電が完了しても、運転者が充電スロットに戻らず、場所を占拠
する状態が生じ、充電器の利用率や顧客満足度に悪影響を与え得る。必要以上の充電スロ
ット占拠に対してペナルティとしての課金を行なうことで、このような行為を抑止しても
よい。付加的な手段として、充電スタンドの利用を希望する者が占拠車両の運転者に連絡
を行ない、戻る時間の目安を尋ねたり、速やかに戻るよう依頼したりする仕組みがあるこ
とが望ましい。ここで、両運転者は通常は知り合いではないためメールアドレスやメッセ
ージアドレスが相手先にわかる仕組みは望ましくない。また、やり取りが必要なのは先の
運転者が充電スロットに戻るまでのわずかな時間であるため、その時間にのみやり取りが
可能である仕組みであることが望ましい。図５にそのような匿名かつ時限型のコミュニケ
ーションのプロセス・フローを示す。
【００７２】
（S501）利用者１が携帯端末１（104）を使用して充電器コントローラー（101）の識別タ
グを読み取り、利用者１のIDと共に管理サーバー（103）に送信する。なお、これは、前
述の緊急予約フローの一部であっても、予約のない通常使用であってもよい。
【００７３】
（S502）管理サーバー（103）は利用者１が正当な利用者であることを確認し、利用者１
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のIDを充電器データベースの当該レコードの「使用中利用者ID」のフィールドに保存する
。
（S503）同じ充電器の使用を希望する利用者２が携帯端末２を使用して充電器コントロー
ラーの識別タグを読み取り、利用者２のID、及び、充電中の車両の運転者（すなわち、利
用者１）に送信したいメッセージと共に管理サーバー（103）に送信する。
【００７４】
（S504）管理サーバー（103）は、利用者２が正当なユーザーであることを確認した後、
当該充電器レコードの「使用中利用者ID」を使って利用者データベースから利用者１のメ
ールアドレス（あるいはメッセージ送り先）を得、その送り先に対して利用者２が送った
メッセージを送信する。利用者１と利用者２の間で相手の電話番号やメールアドレス等の
個人情報が知られることはない。
【００７５】
（S505）携帯端末１（103）で匿名のメッセージを受信した利用者１は、返信の必要があ
れば返信を行なう。返信メッセージは管理サーバー（103）で送られる。
【００７６】
（S506）管理サーバー（103）は受信した返信メッセージを利用者２の携帯端末２に送信
する。
【００７７】
（S507）メッセージを受信した利用者２はさらに返信ができる。このメッセージ送受信の
プロセスは必要に応じて繰り返すことができる。
【００７８】
利用者２（あるいは利用者１以外の利用者）が充電器ステーションを利用開始した、又は
、利用者１の車両が充電スロットから離れたことを充電コントローラー（101）のカメラ
で確認した等により、利用者１の占拠状態が解消されたことが判明した場合には、管理サ
ーバー（103）は利用者１と利用者２の間のメール（メッセージ）の転送機能の提供を終
了する。
【００７９】
（店舗訪問による特典付与のフロー）
前述のとおり、電気自動車の充電中には運転者は買い物や食事などをすることが多い。特
定の店舗の利用により何らかの特典を提供することで、充電スタンド利用のインセンティ
ブとすることができる。また、提携店舗からプロモーションの対価を得ることで充電スタ
ンド運営の原資の一部とすることができる。その一方で、このような特典提供方式におい
ては、利用者が充電完了後も充電スロットを長時間占拠する状態を避ける必要性もある。
図６にそのような店舗との提携による特典を検証するためのプロセス・フローの例を示す
。
【００８０】
（S601）利用者が携帯端末（104）を使用して充電器コントローラー（101）の識別タグを
読み取り、その識別子を利用者IDと共に管理サーバー（103）に送信する。なお、これは
、前述の緊急予約フローの一部であっても、予約のない使用であってもよい。
【００８１】
（S602）管理サーバー（103）は利用者が正当な利用者であることを確認し、その利用者I
Dを充電器データベースの当該レコードの「使用中利用者ID」のフィールドに保存する。
（S603）提携店舗に移動した利用者は、携帯端末（104）を使用して提携店舗内[ID7]にあ
る識別タグを読み取り、その識別子を利用者IDと共に管理サーバー（103）に送信する。
ここで、識別タグは二次元バーコードであっても、無線タグ等であってもよい。識別タグ
は店舗を訪問しただけでスキャンできるようにしてもよいし、規定金額以上の買い物、あ
るいは、特定の商品の購入をする等の予め取り決められた条件を満足した場合のみ識別タ
グを読み取るようにしてもよい。
【００８２】
（S604）管理サーバー（103）は、店舗の識別タグが当該充電器の提携店舗のものである
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こと、及び、利用者が正当なユーザーであり現在当該充電器を使用中であることをチェッ
クし、利用者に対する特典の付与処理を行なう。特典はたとえば充電料金の値引きやその
他のポイント等であってよい。加えて、携帯端末（104）の位置が当該店舗と十分に近い
ことをチェックしてもよい。これは、たとえば、二次元バーコードをコピーして実際には
店舗に行っていないにもかかわらず特典を得ようとするような不正行為に対応するためで
ある。さらに、店舗に来た利用者の車両が既に充電完了状態であるかを管理サーバー（10
3）がチェックし、充電完了後の来店や購入である場合には特典を付与しない、あるいは
、通常の特典より低い金額相当の特典を付与するようにしてもよい。このような方式を採
用することで、利用者が必要以上の長時間にわたり充電スロットを占拠しないようにさせ
、充電スタンドの利用率向上に貢献できる。また、充電開始後の所定の時間経過前の来店
や購入である場合に限り特典を付与する、又は、充電開始後からの時間の短さに応じて多
くの特典を付与するなどの方式により、早期の来店（すなわち、充電スロットの占拠時間
の短縮）のインセンティブとするようにしてもよい。
【００８３】
（本願発明による顕著な技術的効果）
本願発明によれば、充電器コントローラーに複雑な入力装置や表示装置を設けることなし
に利用者に対して多様な付加価値を提供できる電気自動車充電システムを提供できる。第
一に、電気自動車の運転者が緊急の充電ニーズに迅速、かつ、確実に対応できるようにな
る。第二に、充電完了後にも車両が充電スロットに居座っている可能性を最小化でき、万
一、そのような事態が生じた場合にも、運転者と安全な匿名のコミュニケーションを行な
うことができる。さらに、充電と店舗訪問による特典を結びつけることで、本充電システ
ムを提供するサービス入会へのインセンティブとすることができると共に、充電スロット
が充電完了後も長時間占拠される状況を防止することができる。
【００８４】
また、上記の効果を達成するための、充電器コントローラーの製造・保守コストを削減で
き、屋外に設置された充電器コントローラーでも高い信頼性を維持できる。また、機能の
ほとんどがスマートフォン上のアプリケーション・プログラム、及び、管理サーバー上の
アプリケーション・プログラムによって実行されることから、充電器コントローラーの変
更作業なしに、新たな機能を追加することが容易である。
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