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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行駆動源として電動機を用いる車両に備えられている走行用バッテリの残蓄電量に関
する情報を出力する蓄電情報出力装置であって、
　前記車両の出発地の情報である出発地情報を取得する出発地情報取得手段と、
　前記車両の目的地の情報である目的地情報を取得する目的地情報取得手段と、
　前記走行用バッテリの残蓄電量の情報である残蓄電量情報を取得する残蓄電量情報取得
手段と、
　前記出発地情報取得手段で取得した出発地情報と前記目的地情報取得手段で取得した目
的地情報とをもとに、前記車両が前記出発地から前記目的地に到達するまでの走行に要す
る電力量である目的地到達必要電力量を算出する目的地到達必要電力量算出手段と、
　情報を出力する出力手段と、
　前記残蓄電量情報取得手段で取得した前記出発地における残蓄電量情報が示す残蓄電量
が、前記目的地到達必要電力量算出手段で算出した目的地到達必要電力量を下回っている
か否かを判定し、当該残蓄電量が当該目的地到達必要電力量を下回っていると判定した場
合に、前記走行用バッテリの残蓄電量に関する情報として、前記走行用バッテリの残蓄電
量が不足していることを示す残蓄電量不足情報を前記出力手段から出力させる制御手段と
、
　複数存在し、前記走行用バッテリの充電を行う装置である充電スタンドの個々の利用可
能情報を取得する利用可能情報取得手段と、
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　前記充電スタンドの配置場所の情報を取得する配置場所情報取得手段とを備え、
　前記制御手段は、
　前記残蓄電量不足情報を前記出力手段から出力させることに加え、前記残蓄電量が前記
目的地到達必要電力量を下回っていると判定した場合に、前記利用可能情報取得手段で取
得した各充電スタンドの利用可能情報を前記出力手段から出力させるとともに、
　前記出発地情報と前記各充電スタンドの配置場所の情報とをもとに、前記出発地から前
記各充電スタンドの配置場所までの走行に要する電力量を算出するとともに、算出した当
該走行に要する電力量と前記残蓄電量情報とをもとに、当該残蓄電量情報が示す残蓄電量
で前記車両が到達可能な場所に存在する到達可能充電スタンドを検索し、前記残蓄電量不
足情報に加えて出力させる前記利用可能情報を、前記到達可能充電スタンドについての前
記利用可能情報に限定し、
　さらに、
　前記出発地情報と前記目的地情報と前記各到達可能充電スタンドの配置場所の情報とを
もとに、前記出発地から前記各到達可能充電スタンドを経由して前記目的地に前記車両が
到達するまでの走行に要する電力量をそれぞれ算出するとともに、算出した当該走行に要
する電力量と前記残蓄電量情報とをもとに、検索で得られた前記各到達可能充電スタンド
から前記目的地に前記車両が到達するためにその到達可能充電スタンドで充電する必要が
ある必要充電量を、前記各到達可能充電スタンドについてそれぞれ算出する必要充電量算
出手段と、
　前記各充電スタンドの利用可能情報と前記必要充電量算出手段で算出した各必要充電量
と前記目的地情報と前記各充電スタンドの配置場所の情報とをもとに、検索で得られた前
記各到達可能充電スタンドで当該各必要充電量を満たす充電を行った後に前記車両が前記
目的地に到着する予定時刻である目的地到着予定時刻をそれぞれ算出する目的地到着予定
時刻算出手段とを備え、
　前記制御手段は、
　前記検索で得られた前記充電スタンドのそれぞれについての、前記目的地到着予定時刻
算出手段で算出した目的地到着予定時刻の情報を、表示を行うための表示情報として、時
刻の早い順に並ぶように並び替えて前記出力手段から出力させ、
　前記表示情報のうちの少なくともいずれか２種類以上を前記出力手段から出力させる場
合に、前記出力手段から出力させる表示情報のうちのいずれを優先させるかを選択するユ
ーザからの入力を受け付ける優先選択入力受け付け手段と、
　前記充電スタンドの利用に対しての、所定の時間が経過するまで継続される予約である
仮予約の要求を行う信号を送信する仮予約要求信号送信手段とをさらに備え、
　前記制御手段は、
　さらに、前記優先選択入力受け付け手段で前記入力を受け付けた場合に、当該入力に応
じた前記表示情報の並び順を優先した順になるように、前記出力手段から出力させる表示
情報を並び替えて前記出力手段から出力させるとともに、
　前記優先選択入力受け付け手段で受け付けた入力に応じた前記表示情報の並び順を優先
した順において最も先頭の順番に対応する前記充電スタンドの利用に対しての、仮予約の
要求を行う信号を前記仮予約要求信号送信手段から送信させ、当該充電スタンドの利用に
対しての仮予約を行わせることを特徴とする蓄電情報出力装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記利用可能情報は、前記充電スタンドの利用の可否の情報および前記充電スタンドの
利用可能な時間帯の情報のうちの少なくともいずれかであることを特徴とする蓄電情報出
力装置。
【請求項３】
　請求項１または２おいて、
　前記出発地から前記目的地までの前記車両が取り得る経路の情報を取得する経路情報取
得手段をさらに備え、
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　前記制御手段は、前記経路の情報をもとに、前記残蓄電量で前記車両が到達可能な場所
に存在する到達可能充電スタンドのうち、前記車両が取り得る経路上に存在する到達可能
充電スタンドに限定して検索することを特徴とする蓄電情報出力装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、
　前記車両の前記出発地からの出発予定時刻の情報を取得する出発予定時刻取得手段と、
　前記出発地情報と前記各到達可能充電スタンドの配置場所の情報と前記出発予定時刻の
情報とをもとに、前記各到達可能充電スタンドへの前記車両の到着予定時刻を算出する充
電スタンド到着予定時刻算出手段と、をさらに備え、
　前記制御手段は、検索で得られた前記到達可能充電スタンドのそれぞれについての、前
記充電スタンド到着予定時刻算出手段で算出した到着予定時刻の情報を、表示を行うため
の表示情報として、時刻の早い順に並ぶように並び替えて前記出力手段から出力させるこ
とを特徴とする蓄電情報出力装置。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記制御手段は、検索で得られた前記到達可能充電スタンドのそれぞれについて、前記
充電スタンド到着予定時刻算出手段で算出した到着予定時刻以降の前記利用可能情報を、
前記出力手段から出力させることを特徴とする蓄電情報出力装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項において、
　前記各充電スタンドの利用可能情報と前記必要充電量算出手段で算出した各必要充電量
とをもとに、検索で得られた前記各到達可能充電スタンドで当該各必要充電量を満たす充
電を開始することが可能な時刻である充電開始時刻をそれぞれ算出する充電開始時刻算出
手段をさらに備え、
　前記制御手段は、検索で得られた前記到達可能充電スタンドのそれぞれについての、前
記充電開始時刻算出手段で算出した充電開始時刻の情報を、表示を行うための表示情報と
して、時刻の早い順に並ぶように並び替えて前記出力手段から出力させることを特徴とす
る蓄電情報出力装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項において、
　前記出発地情報と前記各充電スタンドの配置場所の情報と前記目的地情報とをもとに、
前記出発地から前記各充電スタンドを経由して前記目的地に前記車両が到達するまでの走
行に要する電力量を目的地到達消費電力量としてそれぞれ算出する目的地到達消費電力量
算出手段をさらに備え、
　前記制御手段は、さらに、検索で得られた前記到達可能充電スタンドのそれぞれについ
ての、前記目的地到達消費電力量算出手段で算出した目的地到達消費電力量の情報を、表
示を行うための表示情報として、電力量の少ない順に並ぶように並び替えて前記出力手段
から出力させることを特徴とする蓄電情報出力装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項において、
　前記車両の走行時の前記走行用バッテリの電力消費量に影響を与える外乱の情報を取得
する外乱情報取得手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記外乱情報取得手段で取得した外乱の情報に応じて、前記走行に要
する電力量を補正して処理を行うことを特徴とする蓄電情報出力装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項において、
　検索結果として得られた前記各到達可能充電スタンドのうちからいずれかの到達可能充
電スタンドを選択するユーザからの入力を受け付ける充電スタンド選択入力受け付け手段
と、
　前記到達可能充電スタンドの利用の予約の要求を行う信号を送信する予約要求信号送信
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手段と、をさらに備え、
　前記制御手段は、さらに、前記充電スタンド選択入力受け付け手段で前記入力を受け付
けた場合に、当該入力に応じた前記到達可能充電スタンドの利用の予約の要求を前記予約
要求信号送信手段に行わせることを特徴とする蓄電情報出力装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項において、
　複数存在し、前記走行用バッテリの充電を行う装置である充電スタンドのうち、前記出
発地から最も近くに存在する充電スタンドの配置場所の情報を取得する直近配置場所情報
取得手段と、
　前記出発地情報と前記直近配置場所情報取得手段で取得した配置場所の情報とをもとに
、前記車両が前記出発地から前記配置場所に到達するまでの走行に要する電力量である最
低限必要電力量を算出する最低限必要電力量算出手段と、をさらに備え、
　前記制御手段は、前記残蓄電量情報が示す残蓄電量が、前記必要電力量を下回っている
と判定した場合に、さらに、前記残蓄電量情報が示す残蓄電量が、前記最低限必要電力量
を下回っているか否かを判定し、当該残蓄電量が当該最低限必要電力量を下回っていると
判定した場合に、前記走行用バッテリの残蓄電量に関する情報として、前記出発地からの
出発前に前記走行用バッテリの充電が必要であることを示す要充電情報を前記出力手段か
ら出力させることを特徴とする蓄電情報出力装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の蓄電情報出力装置と、
　前記蓄電情報出力装置との間で情報を送受信する通信手段と、走行駆動源としての電動
機と、前記電動機に電力を供給する走行用バッテリと、を備えた車両と、を含み、
　前記車両の前記通信手段は、前記車両の出発地における前記走行用バッテリの残蓄電量
の情報を前記蓄電情報出力装置に送信するとともに、
　前記蓄電情報出力装置は、前記車両が駐車されている敷地内の建造物に設けられている
ことを特徴とする蓄電情報出力システム。
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の蓄電情報出力装置と、
　前記蓄電情報出力装置との間で情報を送受信する通信手段と、走行駆動源としての電動
機と、前記電動機に電力を供給する走行用バッテリと、を備えた車両と、を含み、
　前記車両の前記通信手段は、前記車両の出発地における前記走行用バッテリの残蓄電量
の情報を前記蓄電情報出力装置に送信するとともに、
　前記蓄電情報出力装置は、ユーザに携行される携帯機に設けられていることを特徴とす
る蓄電情報出力システム。
【請求項１３】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の蓄電情報出力装置と、
　走行駆動源としての電動機と、前記電動機に電力を供給する走行用バッテリと、を備え
た車両と、を含み、
　前記蓄電情報出力装置は、前記車両に搭載されていることを特徴とする蓄電情報出力シ
ステム。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　前記蓄電情報出力装置は、前記車両の前記走行駆動源の始動が行われたことを検出する
車両駆動状態検出手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記車両駆動状態検出手段で前記車両の前記走行駆動源の始動が行わ
れたことを検出した場合に、前記残蓄電量が前記目的地到達必要電力量を下回っているか
否かを判定し、当該残蓄電量が当該目的地到達必要電力量を下回っていると判定した場合
に、前記走行用バッテリの残蓄電量に関する情報として、前記走行用バッテリの残蓄電量
が不足していることを示す残蓄電量不足情報を前記出力手段から出力させることを特徴と
する蓄電情報出力システム。
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【請求項１５】
　請求項１３において、
　前記蓄電情報出力装置は、
　前記直近配置場所情報取得手段および前記最低限必要電力量算出手段を備えるものであ
って、
　前記車両の前記走行駆動源の始動が行われたことを検出する車両駆動状態検出手段をさ
らに備え、
　前記制御手段は、前記車両駆動状態検出手段で前記車両の前記走行駆動源の始動が行わ
れたことを検出した場合に、前記残蓄電量が前記最低限必要電力量を下回っているか否か
を判定し、当該残蓄電量が当該最低限必要電力量を下回っていると判定した場合に、前記
走行用バッテリの残蓄電量に関する情報として、前記出発地からの出発前に前記走行用バ
ッテリの充電が必要であることを示す要充電情報を前記出力手段から出力させることを特
徴とする蓄電情報出力システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走行駆動源として電動機を用いる車両に備えられている走行用バッテリの残
蓄電量に関する情報を出力する蓄電情報出力装置および蓄電情報出力システムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電動機（モータ）を走行駆動源として用いる電気自動車（ＥＶ）やプラグイ
ンハイブリッド車（ＰＨＶ）等の電動車両が知られており、これらの電動車両においては
、モータへの電力供給を行う走行用バッテリの残蓄電量が低下した場合に、この走行用バ
ッテリに充電を行う必要がある。また、近年では、走行用バッテリの残蓄電量が尽きて電
動車両が走行不能になる前に走行用バッテリの充電を行うことができるよう、ユーザを補
助する技術が提案されてきている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、バッテリ残存容量（つまり、走行用バッテリの残蓄電量）が
一定レベル以下になると自車両の走行可能距離を算出し、自車両の現在位置周辺に存在す
る電気エネルギー供給スタンド（つまり、充電スタンド）の位置情報を、バッテリ残存容
量から求めた自車両の走行可能距離に基づく到達可能性に係わる識別情報とともに運転者
に提供する技術が開示されている。
【０００４】
　また、例えば特許文献２には、位置を記憶している充電スタンドの中から、電気自動車
の現在地周辺に存在する充電スタンドを抽出し、抽出した充電スタンドの位置とその充電
スタンドに設置されている充電器の利用可能情報とを提供する技術が開示されている。な
お、特許文献２には、所定時間ごとに、電気自動車のバッテリの残容量（つまり、走行用
バッテリの残蓄電量）と現在地から目的地まで走行するためのバッテリの必要容量とに基
づいて、バッテリを充電せずに目的地まで走行可能かを判定し、当該残容量では目的地ま
で走行できないと判定した場合に、充電スタンドに到着後直ちにもしくは所定時間内に充
電を開始でき、且つ、少なくとも当該必要容量まで充電可能な充電器に関する情報を提供
する技術も開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－２１０７０２号公報
【特許文献２】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】
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【０００６】
　出発地から目的地までの時間的に余裕をもった運転を行うためには、目的地への到着予
定時刻をもとに、時間的な余裕をもった運転ができるような出発時刻を定めた運行計画を
立てることが重要である。また、電動車両のユーザが最も不安に思うことは、現在の走行
用バッテリの残蓄電量で目的地まで辿り着けるかどうかということである。
【０００７】
　これに対して、特許文献１に開示の技術では、走行用バッテリの残蓄電量が一定レベル
以下となったときに、電気自動車の現在地周辺に存在する充電スタンドを検索してユーザ
に情報提供するだけなので、現在の走行用バッテリの残蓄電量で目的地まで辿り着けるか
どうかについては判らず、不安が払拭されない。つまり、特許文献１に開示の技術では、
安心感が十分ではないことから、安心感がもたらす快適性も十分ではないという問題点を
有している。さらに、特許文献１に開示の技術では、現在の走行用バッテリの残蓄電量で
目的地まで辿り着けるかどうかについて判らないので、走行用バッテリの充電の要否や走
行用バッテリの充電時間を考慮することができず、時間的な余裕をもった運行計画を立て
ることが困難であるという問題点も有している。
【０００８】
　また、走行用バッテリを充電せずに目的地まで走行可能かを所定時間ごとに判定する旨
の特許文献２中の記載から明らかなように、特許文献２に開示の技術は、走行中に現在の
走行用バッテリの残蓄電量で目的地まで辿り着けるかどうかを逐次判定する技術であるの
で、電動車両の出発時において、現在の走行用バッテリの残蓄電量で目的地まで辿り着け
るかどうかを考慮した運行計画を立てることは困難である。従って、特許文献２に開示の
技術も、時間的な余裕をもった運行計画を立てることが困難であるという問題点を有して
いる。
【０００９】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、ユーザの快適
性をより向上させることを可能にするとともに、時間的な余裕をもった電動車両の運行計
画をユーザがより容易に立てることができるようにする蓄電情報出力装置および蓄電情報
出力システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１の蓄電情報出力装置では、出発地における走行用バッテリの残蓄電量が、車両
が出発地から目的地に到達するまでの走行に要する電力量である目的地到達必要電力量を
下回っていると判定した場合に、走行用バッテリの残蓄電量が不足していることを示す残
蓄電量不足情報を出力手段から出力させるので、現在の走行用バッテリの残蓄電量で出発
地から目的地まで辿り着けるか否かをユーザが知ることが可能になる。
【００１１】
　そして、現在の走行用バッテリの残蓄電量で出発地から目的地まで辿り着けるか否かが
明らかになることによって、出発地において十分な充電を行ったり、目的地に到達するま
でに充電を行う場所を確認したりするなどの処置をユーザがとることが可能になるので、
目的地に到達するまでの道中にユーザが現在の走行用バッテリの残蓄電量で目的地まで辿
り着けるか否かを心配しなくても済むようにすることが可能になる。
【００１２】
　さらに、現在の走行用バッテリの残蓄電量で出発地から目的地まで辿り着けるか否かが
明らかになることによって、目的地に到達するまでに充電を行う場所の検討や充電時間の
検討などを行うことが可能となり、時間的な余裕をもった運行計画をユーザがより容易に
立てることができるようになる。
【００１３】
　その結果、ユーザの快適性をより向上させることを可能にするとともに、時間的な余裕
をもった電動車両の運行計画をユーザがより容易に立てることができるようになる。
【００１４】
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　また、現在の走行用バッテリの残蓄電量が目的地到達必要電力量を下回っていると判定
した場合に、走行用バッテリの充電を行う装置である充電スタンドの個々の利用可能情報
を出力手段から出力させるので、充電スタンドの個々の利用可能情報を考慮して、目的地
に到達するまでに充電を行う場所をユーザが決めることが容易になる。
　また、現在の走行用バッテリの残蓄電量で車両が到達可能な場所に存在する到達可能充
電スタンドを検索し、残蓄電量不足情報に加えて出力させる利用可能情報を、到達可能充
電スタンドについての利用可能情報に限定するので、現在の走行用バッテリの残蓄電量で
は車両が到達不可能な充電スタンドについては、利用可能情報の出力を省略することがで
きる。よって、無駄な情報の出力を省略することによって、より有用な情報に絞ってユー
ザに情報を提供することが可能になる。
　また、検索で得られた到達可能充電スタンドのそれぞれについての、目的地到着予定時
刻算出手段で算出した、当該各充電スタンドで前述の各必要充電量を満たす充電を行った
後に車両が目的地に到着する予定時刻である目的地到着予定時刻を、時刻の早い順に並ぶ
ように並び替えて出力手段から出力させるので、どの到達可能充電スタンドで前述の必要
充電量を満たす充電を行った場合に目的地により早く到着することができるのかをユーザ
が知ることができる。そして、どの到達可能充電スタンドで前述の必要充電量を満たす充
電を行った場合に目的地により早く到着することができるのかをユーザが知ることができ
るので、結果的に目的地により早く到着することができる到達可能充電スタンドで前述の
必要充電量を満たす充電を行って、目的地により早く到着することが可能になる。
　また、表示情報のうちの少なくともいずれか２種類以上を出力手段から出力させる場合
に、出力手段から出力させる表示情報のうちのいずれを優先させるかを選択するユーザか
らの入力に応じた表示情報の並び順を優先した順になるように、出力手段から出力させる
表示情報を並び替えて出力手段から出力させるので、出力手段から出力させる表示情報を
、ユーザの希望に沿った表示情報の並び順を優先した順に並べて出力することが可能にな
る。つまり、到着予定時刻、充電開始時刻、目的地到着予定時刻、目的地到達消費電力量
といった表示情報のうちの少なくともいずれか２種類以上を出力手段から出力させる場合
に、出力手段から出力させる表示情報のうちのユーザの希望に沿ったいずれかの並び順を
優先した順に並べて表示することが可能になる。一例としては、充電開始時刻を優先させ
る選択が行われた場合には、充電開始時刻の早い順に並ぶように並べて表示することにな
る。
　また、優先選択入力受け付け手段で受け付けた入力に応じた表示情報の並び順を優先し
た順において最も先頭の順番に対応する充電スタンドの仮予約を行わせるので、ユーザが
走行用バッテリの充電場所として選択する可能性がより高い充電スタンドを自動的に仮予
約、つまり、一時的に予約することが可能になる。よって、ユーザがその充電スタンドの
利用の予約を実際に行うまでに他のユーザに予約されてしまう不具合が生じることを回避
することが可能になる。
【００１５】
　例えば、充電スタンドの個々の利用可能情報としては、請求項２のように、充電スタン
ドの利用の可否の情報および充電スタンドの利用可能な時間帯の情報のうちの少なくとも
いずれかとする態様としてもよい。例えば、充電スタンドの利用の可否の情報が出力手段
で出力される場合には、利用可能な充電スタンドをユーザが考慮に入れることが可能にな
り、充電スタンドの利用可能な時間帯の情報が出力手段で出力される場合には、充電スタ
ンドの利用可能な時間帯をユーザが考慮に入れることが可能になる。
【００１８】
　また、請求項３の構成によれば、残蓄電量で車両が到達可能な場所に存在する到達可能
充電スタンドのうち、車両が取り得る経路上に存在する到達可能充電スタンドに限定して
検索するので、現在の走行用バッテリの残蓄電量では車両が到達不可能な充電スタンド、
および出発地から目的地までに車両が取り得る経路外の経路上に存在する充電スタンドに
ついて、利用可能情報の出力を省略することができる。よって、さらに無駄な情報の出力
を省略することによって、さらに有用な情報に絞ってユーザに情報を提供することが可能
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になる。
【００１９】
　また、請求項４の構成によれば、検索で得られた到達可能充電スタンドのそれぞれにつ
いての、充電スタンド到着予定時刻算出手段で算出した到着予定時刻の情報を、時刻の早
い順に並ぶように並び替えて出力手段から出力させるので、どの到達可能充電スタンドに
車両がより早く到着することができるのかをユーザが知ることができる。そして、どの到
達可能充電スタンドに車両がより早く到着することができるのかをユーザが知ることがで
きるので、より早く到着することのできる到達可能充電スタンドに立ち寄って、より早く
走行用バッテリの充電を開始することも可能になる。例えば、利用の予約を行うことがで
きない到達可能充電スタンドが対象となる場合に特に有効となる。
【００２０】
　また、請求項５の構成によれば、検索で得られた到達可能充電スタンドのそれぞれにつ
いて、充電スタンド到着予定時刻算出手段で算出した到着予定時刻以降の充電スタンドの
個々の利用可能情報を出力手段から出力させるので、各到達可能充電スタンドへの車両の
到着予定時刻よりも前の到達可能充電スタンドの個々の利用可能情報については、出力を
省略することができる。よって、無駄な情報の出力を省略することによって、より有用な
情報に絞ってユーザに情報を提供することが可能になる。
【００２２】
　また、請求項６の構成によれば、検索で得られた到達可能充電スタンドのそれぞれにつ
いての、充電開始時刻算出手段で算出した、当該各到達可能充電スタンドで前述の各必要
充電量を満たす充電を開始することが可能な時刻である充電開始時刻の情報を、時刻の早
い順に並ぶように並び替えて出力手段から出力させるので、どの到達可能充電スタンドで
前述の必要充電量を満たす充電をより早く開始することができるのかをユーザが知ること
ができる。そして、どの到達可能充電スタンドで前述の必要充電量を満たす充電をより早
く開始することができるのかをユーザが知ることができるので、前述の必要充電量を満た
す充電をより早く開始することのできる到達可能充電スタンドに立ち寄って、前述の必要
充電量を満たす充電をより早く完了することが可能になる。従って、請求項６の構成によ
れば、利用待ちの時間がより少ない到達可能充電スタンドで走行用バッテリの充電を行う
ことを可能にすることによって、ユーザにとっての充電スタンドの利用待ちのストレスを
低減することが可能になる。
【００２４】
　また、請求項７の構成によれば、検索で得られた到達可能充電スタンドのそれぞれにつ
いての、目的地到達消費電力量算出手段で算出した、出発地から当該各到達可能充電スタ
ンドを経由して目的地に車両が到達するまでの走行に要する電力量としての目的地到達消
費電力量の情報を、電力量の少ない順に並ぶように並び替えて出力手段から出力させるの
で、どの到達可能充電スタンドを経由した場合に目的地までより少ない電力消費量で到達
することができるのかをユーザが知ることができる。そして、どの到達可能充電スタンド
を経由した場合に目的地までより少ない電力消費量で到達することができるのかをユーザ
が知ることができるので、結果的により少ない電力消費量で目的地に到達することができ
る到達可能充電スタンドで走行用バッテリの充電を行って、より少ない電力消費量で目的
地に到達することが可能になる。
【００２７】
　また、請求項８の構成によれば、車両の走行時の走行用バッテリの電力消費量に影響を
与える外乱の情報に応じて、走行に要する電力量を補正して処理を行うので、走行に要す
る電力量を、外乱による影響を考慮してより正確な値に補正して用いることが可能になる
。そして、走行に要する電力量をより正確な値に補正して用いることが可能になるので、
現在の走行用バッテリの残蓄電量で出発地から目的地まで辿り着けるか否かをユーザがよ
り正確に知ることが可能になる。また、現在の走行用バッテリの残蓄電量で車両が到達可
能な場所に存在する充電スタンドをより正確に検索することも可能になる。さらに、検索
で得られた各到達可能充電スタンドから目的地に車両が到達するために必要となる走行用
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バッテリへの当該各到達可能充電スタンドからの充電量をより正確に算出することも可能
になる。また、出発地から各到達可能充電スタンドを経由して目的地に車両が到達するま
での走行に要する電力量をより正確に算出したりすることも可能になる。
【００２８】
　また、請求項９のように、検索結果として得られた各到達可能充電スタンドのうちから
いずれかの到達可能充電スタンドを選択するユーザからの入力に応じて到達可能充電スタ
ンドの利用の予約を行わせる態様としてもよい。
【００２９】
　また、請求項１０の構成によれば、前述の残蓄電量情報が示す残蓄電量が、前述の必要
電力量を下回っていると判定した場合に、さらに、前述の残蓄電量情報が示す残蓄電量が
、車両が出発地から最も近くに存在する充電スタンドの配置場所に到達するまでに要する
電力量である最低限必要電力量を下回っているか否かを判定し、下回っていると判定した
場合に、さらに、出発地からの出発前に走行用バッテリの充電が必要であることを示す情
報を出力手段から出力させることになる。よって、出発地における走行用バッテリの残蓄
電量が出発地から最も近くに存在する充電スタンドの配置場所に到達することもできない
ほど少なかった場合に、出発地で十分な充電を行うことをユーザに促すことが可能になる
。
【００３０】
　また、請求項１１の蓄電情報出力システムのように、前記のいずれかの蓄電情報出力装
置と、蓄電情報出力装置との間で情報を送受信する通信手段と、走行駆動源としての電動
機と、電動機に電力を供給する走行用バッテリと、を備えた車両と、を含み、車両の前記
通信手段は、車両の出発地における走行用バッテリの残蓄電量の情報を蓄電情報出力装置
に送信するとともに、蓄電情報出力装置は、車両が駐車されている敷地内の建造物に設け
られている態様としてもよい。
【００３１】
　また、請求項１２の蓄電情報出力システムのように、前記のいずれかの蓄電情報出力装
置と、蓄電情報出力装置との間で情報を送受信する通信手段と、走行駆動源としての電動
機と、電動機に電力を供給する走行用バッテリと、を備えた車両と、を含み、車両の前記
通信手段は、車両の出発地における前記走行用バッテリの残蓄電量の情報を蓄電情報出力
装置に送信するとともに、蓄電情報出力装置は、ユーザに携行される携帯機に設けられて
いる態様としてもよい。
【００３２】
　また、請求項１３の蓄電情報出力システムのように、前記のいずれかの蓄電情報出力装
置と、走行駆動源としての電動機と、電動機に電力を供給する走行用バッテリと、を備え
た車両と、を含み、蓄電情報出力装置は、前記車両に搭載されている態様としてもよい。
【００３３】
　また、請求項１４の構成によれば、車両の前記走行駆動源の始動が行われたことを検出
した場合に、現在の走行用バッテリの残蓄電量が目的地到達必要電力量を下回っているか
否かを判定し、当該残蓄電量が当該目的地到達必要電力量を下回っていると判定した場合
に、走行用バッテリの残蓄電量が不足していることを示す情報を出力手段から出力させる
ので、確実に車両の出発前に現在の走行用バッテリの残蓄電量で出発地から目的地まで辿
り着けるか否かをユーザが知ることができる。
【００３４】
　また、請求項１５の構成によれば、車両の前記走行駆動源の始動が行われたことを検出
した場合に、現在の走行用バッテリの残蓄電量が最低限必要電力量を下回っているか否か
を判定し、当該残蓄電量が当該最低限必要電力量を下回っていると判定した場合に、出発
地からの出発前に走行用バッテリの充電が必要であることを示す情報を出力手段から出力
させるので、確実に車両の出発前に現在の走行用バッテリの残蓄電量で出発地から出発し
て良いか否かをユーザが知ることができる。例えば、請求項１５の構成は、車両を長期間
走行させていなかったために走行用バッテリが放電してしまっている状況において有効で
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ある。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】蓄電情報出力システム１００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図２】充電管理センタ１の概略的な構成を示すブロック図である。
【図３】充電スタンド２の概略的な構成を示すブロック図である。
【図４】電動車両３の概略的な構成を示すブロック図である。
【図５】蓄電情報出力装置４の概略的な構成を示すブロック図である。
【図６】外乱の種類と電力消費量とを対応付けたテーブルの一例を示す図である。
【図７】蓄電情報出力装置４の動作フローを示すフローチャートである。
【図８】出力装置４３での表示の一例を示す図である。
【図９】出力装置４３での表示の一例を示す図である。
【図１０】出力装置４３での表示の一例を示す図である。
【図１１】出力装置４３での表示の一例を示す図である。
【図１２】出力装置４３での表示の一例を示す図である。
【図１３】出力装置４３での表示の一例を示す図である。
【図１４】出力装置４３での表示の一例を示す図である。
【図１５】出発地と充電スタンド検索処理の検索結果として得られた充電スタンド２の配
置場所と目的地との位置関係を模式的に示した図である。
【図１６】出力装置４３での表示の一例を示す図である。
【図１７】出力装置４３での表示の一例を示す図である。
【図１８】出力装置４３での表示の一例を示す図である。
【図１９】蓄電情報出力システム２００の概略的な構成を示すブロック図である。
【図２０】蓄電情報出力システム３００の概略的な構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。図１は、本発明が適用された
蓄電情報出力システム１００の概略的な構成を示すブロック図である。図１に示す蓄電情
報出力システム１００は、充電管理センタ１、複数の充電スタンド２、電動車両３、およ
び蓄電情報出力装置４を含んでいる。また、充電管理センタ１、充電スタンド２、および
蓄電情報出力装置４は、インターネット網等の通信網を介して情報の送受信を可能なよう
に各々接続されている。
【００３７】
　充電管理センタ１は、充電スタンド２の利用の予約を管理するものである。ここで、図
２を用いて充電管理センタ１の概略的な構成について説明を行う。図２は、充電管理セン
タ１の概略的な構成を示すブロック図である。図２に示すように充電管理センタ１は、セ
ンタ側通信部１１、センタ側制御部１２、および充電予約データベース（ＤＢ）１３を備
えている。
【００３８】
　センタ側通信部１１は、インターネット網等の通信網を介して充電スタンド２や蓄電情
報出力装置４との間で情報の送受信を行う。例えば、センタ側通信部１１は、蓄電情報出
力装置４から充電スタンド２の後述する充電器２３の利用可能についての情報（以下、利
用可能情報）の送信の要求信号が送信されてきた場合に、この要求信号を受信してセンタ
側制御部１２に送るとともに、この要求信号に応じてセンタ側制御部１２から送られてく
る利用可能情報を蓄電情報出力装置４に向けて送信する。さらに、センタ側通信部１１は
、蓄電情報出力装置４から後述する仮予約の要求信号や予約の要求信号が送信されてきた
場合に、この要求信号を受信してセンタ側制御部１２に送るとともに、この要求信号に応
じてセンタ側制御部１２から送られてくる後述する仮予約の命令信号や予約の命令信号を
充電スタンド２に向けて送信する。なお、ここで言うところの利用可能情報とは、例えば
充電器２３の予約の有無（つまり、充電器２３の利用の可否）の情報と充電器２３の予約
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時間帯（つまり、充電器２３の利用可能な時間帯）の情報とのうちの少なくともいずれか
であるものとすればよい。また、以降では、利用可能情報は少なくとも充電器２３の利用
可能な時間帯の情報であるものとして説明を続ける。
【００３９】
　充電管理センタ１と蓄電情報出力装置４との間での上述した情報の送受信は、家屋や施
設等の建造物にひかれているインターネット網を介して行うものとする。詳しくは、蓄電
情報出力装置４から建造物までについては、無線ＬＡＮ、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離無線通信またはＰＬＣ通信（電源線通信、電力
線通信）によって行い、当該建造物から充電管理センタ１までについては、当該建造物に
ひかれたインターネット網（ブロードバンド網）を利用して行う態様とする。
【００４０】
　なお、他の実施の態様として、充電管理センタ１と蓄電情報出力装置４との間での上述
した情報の送受信を、建造物にひかれたインターネット網を介さずに、ＤＣＭ（data com
munication module）等のテレマティクス通信に用いられる車載通信モジュールを利用す
ることによって携帯電話網を介して行う態様としてもよい。
【００４１】
　センタ側制御部１２は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、バックアップＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等（い
ずれも図示せず）よりなるマイクロコンピュータを主体として構成され、ＲＯＭに記憶さ
れた各種の制御プログラムを実行することで各種の処理を実行するものである。例えば、
センタ側制御部１２は、センタ側通信部１１から利用可能情報の送信の要求信号が送られ
てきた場合に、充電予約ＤＢ１３に格納されている利用可能情報を読み出してセンタ側通
信部１１に送る。
【００４２】
　また、センタ側制御部１２は、センタ側通信部１１から仮予約の要求信号が送られてき
た場合に、この仮予約の要求信号に従った充電スタンド２の充電器２３の利用を一時的（
例えば数分などの所定の時間）に特定のユーザのみに限定する仮予約の命令信号を充電ス
タンド２に向けてセンタ側通信部１１から送信させる。さらに、センタ側制御部１２は、
センタ側通信部１１から予約の要求信号が送られてきた場合に、この予約の要求信号に従
った充電スタンド２の充電器２３のこの予約の要求信号に従った時間帯の利用を特定のユ
ーザのみに限定する予約の命令信号を充電スタンド２に向けてセンタ側通信部１１から送
信させる。なお、ここで言うところの特定のユーザとは、例えば電動車両３のユーザであ
って、電動車両３の車両ＩＤによって特定されるものとすればよい。また、センタ側制御
部１２は、仮予約の命令信号や予約の命令信号をセンタ側通信部１１から送信させた場合
に、この仮予約や予約を反映させた利用可能情報となるように、充電予約ＤＢ１３に格納
されている利用可能情報を更新する。
【００４３】
　充電予約ＤＢ１３は、充電スタンド２の充電器２３の利用可能情報を格納している。ま
た、充電予約ＤＢ１３では、どの充電スタンド２のどの充電器２３の利用可能情報である
のかを特定可能なように、どの充電スタンド２のどの充電器２３であるかを識別するＩＤ
等の識別情報が利用可能情報に紐付けられている。
【００４４】
　図１に戻って、充電スタンド２は、走行用バッテリの充電を行うものであって、屋外の
様々な場所に複数配置されているものである。なお、図１では、蓄電情報出力システム１
００に充電スタンド２が２つ含まれている構成を示しているが、必ずしもこれに限らず、
２つ以外の数含まれる構成としてもよい。ここで、図３を用いて充電スタンド２の概略的
な構成について説明を行う。図３は、充電スタンド２の概略的な構成を示すブロック図で
ある。図３に示すように充電スタンド２は、スタンド側通信部２１、スタンド側制御部２
２、および複数の充電器２３を備えている。
【００４５】
　スタンド側通信部２１は、インターネット網等の通信網を介して充電管理センタ１との
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間で情報の送受信を行う。詳しくは、スタンド側通信部２１は、充電管理センタ１から仮
予約の命令信号を受信した場合に、この仮予約の命令信号をスタンド側制御部２２に送る
。さらに、スタンド側通信部２１は、充電管理センタ１から予約の命令信号を受信した場
合に、この予約の命令信号をスタンド側制御部２２に送る。
【００４６】
　スタンド側制御部２２は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、バックアップＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等（
いずれも図示せず）よりなるマイクロコンピュータを主体として構成され、ＲＯＭに記憶
された各種の制御プログラムを実行することで各種の処理を実行するものである。例えば
、スタンド側制御部２２は、スタンド側通信部２１から仮予約の命令信号が送られてきた
場合に、この仮予約の命令信号に従った充電器２３の利用を一時的（例えば数分など）に
特定のユーザのみに限定する制御を行う。また、スタンド側制御部２２は、スタンド側通
信部２１から予約の命令信号が送られてきた場合に、この予約の命令信号に従った充電器
２３のこの予約の命令信号に従った時間帯の利用を特定のユーザのみに限定する制御を行
う。なお、ここで言うところの予約は、キャンセルされたり、当該特定のユーザによって
充電器２３が利用されたり、予約で確保されていた時間帯が経過したりするまで継続する
ものとすればよい。また、充電器２３の利用を許可された特定のユーザか否かの判別は、
前述の車両ＩＤを無線通信や電力線通信等によって電動車両３から取得し、この車両ＩＤ
が充電器２３の利用を許可された特定のユーザに対応する車両ＩＤか否かに基づいて行う
構成とすればよい。
【００４７】
　充電器２３は、電動車両３の後述する走行用バッテリ３２へ電力を供給するものである
。なお、電動車両３の走行用バッテリ３２へ電力を供給する充電器２３の構成については
、電動車両の走行用バッテリへ電力を供給する周知の充電器と同様のものであるとする。
また、充電器２３からの走行用バッテリ３２への電力の供給は、プラグを介した接触式に
よるものであってもよいし、電磁誘導を利用した非接触式によるものであってもよい。
【００４８】
　なお、図３では、充電スタンド２に２つの充電器２３を備える構成を示したが、必ずし
もこれに限らない。例えば、充電スタンド２に１つの充電器２３のみを備える構成として
もよいし、２つよりも多い数の充電器２３を備える構成としてもよい。
【００４９】
　図１に戻って、電動車両３は、後述する電動機（モータ）３１のみを走行駆動源として
用いる電気自動車（ＥＶ）やモータ３１とエンジンとを走行駆動源として併用するプラグ
インハイブリッド車（ＰＨＶ）等の電動車両である。ここで、図４を用いて電動車両３の
概略的な構成について説明を行う。図４は、電動車両３の概略的な構成を示すブロック図
である。図４に示すように電動車両３は、モータ３１、走行用バッテリ３２、および充電
制御部３３を備えているとともに、蓄電情報出力装置４も備えている。
【００５０】
　モータ３１は、外部から与えられた電気エネルギー（つまり、電力）を回転エネルギー
（駆動力）に変換する機関であって、前述したように電動車両３の走行駆動源として用い
られるものである。また、走行用バッテリ３２は、電動車両の走行駆動源として用いられ
るモータ３１へ電力を供給するための走行用のバッテリである。
【００５１】
　充電制御部３３は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、バックアップＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等（いずれ
も図示せず）よりなるマイクロコンピュータを主体として構成され、ＲＯＭに記憶された
各種の制御プログラムを実行することで各種の処理を実行するものである。例えば、充電
制御部３３は、充電スタンド２から走行用バッテリ３２への充電に関する各種の周知の処
理を実行する。また、充電制御部３３は、走行用バッテリ３２のＳＯＣ（state of charg
e）をモニタして、走行用バッテリ３２の残蓄電量の情報を得る。
【００５２】
　蓄電情報出力装置４は、電動車両３に備えられている走行用バッテリ３２の残蓄電量に
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関する情報等を出力する装置である。ここで、図５を用いて蓄電情報出力装置４の概略的
な構成について説明を行う。図５は、蓄電情報出力装置４の概略的な構成を示すブロック
図である。図５に示すように蓄電情報出力装置４は、装置側通信部４１、入力装置４２、
出力装置４３、ナビ情報取得部４４、および装置側制御部４５を備えている。
【００５３】
　装置側通信部４１は、前述したように、インターネット網等の通信網を介して充電管理
センタ１との間で情報の送受信を行う。詳しくは、装置側通信部４１は、装置側制御部４
５の指示に従って充電管理センタ１に利用可能情報の送信の要求信号を送信するとともに
、この要求信号に応じて充電管理センタ１から送られてくる利用可能情報を受信して装置
側制御部４５に送る。よって、装置側通信部４１は、請求項の利用可能情報取得手段とし
て機能する。また、装置側通信部４１は、装置側制御部４５の指示に従って、特定の充電
スタンド２の充電器２３の利用を一時的（例えば数分など）に特定のユーザのみに限定す
る仮予約を要求する仮予約の要求信号を送信する。さらに、装置側通信部４１は、装置側
制御部４５の指示に従って、特定の充電スタンド２の充電器２３の特定の時間帯の利用を
特定のユーザのみに限定する予約を要求する予約の要求信号を送信する。
【００５４】
　入力装置４２は、ユーザからの入力を受け付けるものであって、例えば表示装置と一体
になったタッチスイッチもしくはメカニカルなスイッチ等が用いられ、スイッチ操作によ
り装置側制御部４５へ各種機能の操作指示を行う。
【００５５】
　出力装置４３は、情報をユーザに対して出力するものである。よって、出力装置４３は
請求項の出力手段として機能する。例えば、出力装置４３は、表示装置や音声出力装置な
どで構成され、音声で情報を出力したり、テキスト表示や画像表示によって情報を出力し
たりする。なお、出力装置４３はテキスト表示および画像表示が可能な表示装置であるも
のとして以降の説明を続ける。また、ここで言うところの表示装置として車載ナビゲーシ
ョン装置のディスプレイを利用する構成としてもよい。
【００５６】
　ナビ情報取得部４４は、電動車両３に搭載される車載ナビゲーション装置から情報を取
得するものである。ナビ情報取得部４４で車載ナビゲーション装置から取得する情報とし
ては、現在位置情報、出発地情報、目的地情報、地図データ、施設情報、案内経路情報、
通行候補経路情報等がある。また、ナビ情報取得部４４は、取得した情報を装置側制御部
４５に送る。よって、ナビ情報取得部４４は、請求項の配置場所情報取得手段および経路
情報取得手段として機能する。
【００５７】
　現在位置情報は、電動車両３の現在位置の情報であって、車載ナビゲーション装置の周
知の地磁気センサ、ジャイロスコープ、車速センサ、ＧＰＳ受信機等からなる位置検出器
で検出されたものである。また、出発地情報および目的地情報は、車載ナビゲーション装
置において電動車両３の出発地および目的地として入力された場所の座標等の情報である
。
【００５８】
　地図データは、道路を示すリンクデータとノードデータとが含まれる情報である。なお
、リンクとは、地図上の各道路を交差・分岐・合流する点等の複数のノードにて分割した
ときのノード間を結ぶものであり、各リンクを接続することにより道路が構成される。リ
ンクデータは、リンクを特定する固有番号（リンクＩＤ）、リンクの長さを示すリンク長
、リンク旅行時間、リンク方向、リンク方位、リンクの始端及び終端ノード座標（緯度・
経度）、道路名称、道路種別、道路幅員、車線数、右折・左折専用車線の有無とその専用
車線の数、および制限速度等の各データから構成される。一方、ノードデータは、地図上
の各道路が交差、合流、分岐するノード毎に固有の番号を付したノードＩＤ、ノード座標
、ノード名称、ノードに接続するリンクのリンクＩＤが記述される接続リンクＩＤ、およ
び交差点種類等の各データから構成される。また、施設情報は、各種施設の種類、名称、
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住所、配置場所の座標等の情報である。なお、施設情報には、充電スタンド２の配置場所
の座標の情報も含まれているものとする。
【００５９】
　案内経路情報は、車載ナビゲーション装置において、入力された出発地および目的地を
もとに、電動車両３が通行し得る経路の中から、距離優先、時間優先等の予め設定された
条件を満たす適切な移動経路を公知のダイクストラ法を用いて探索した結果として得られ
た案内経路の情報である。また、通行候補経路情報は、上述の電動車両３が通行し得る経
路の情報である。よって、ナビ情報取得部４４は、請求項の出発地情報取得手段および目
的地情報取得手段として機能する。
【００６０】
　装置側制御部４５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、バックアップＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等（いず
れも図示せず）よりなるマイクロコンピュータを主体として構成される。また、装置側制
御部４５は、充電制御部３３、装置側通信部４１、入力装置４２、およびナビ情報取得部
４４から入力された各種情報に基づき、ＲＯＭに記憶された各種の制御プログラムを実行
することで各種の処理（例えば、目的地到達必要電力量算出処理、最低限必要電力量算出
処理、充電スタンド検索処理、充電スタンド到着予定時刻算出処理、必要充電量算出処理
、充電開始時刻算出処理、目的地到着予定時刻算出処理、目的地到達消費電力量算出処理
、優先表示処理、仮予約処理、予約処理、外乱補正処理等）を実行するものである。
【００６１】
　目的地到達必要電力量算出処理では、ナビ情報取得部４４で取得した出発地情報および
目的地情報をもとに、電動車両３が当出発地から目的地に到達するまでの案内経路の情報
（つまり、案内経路情報）を得る。例えば、案内経路情報は、前述したようにナビ情報取
得部４４で取得したものを利用する構成とすればよい。そして、案内経路情報をもとに、
電動車両３が出発地から目的地に到達するまでの走行に要する電力量である目的地到達必
要電力量を算出する。よって、装置側制御部４５は、請求項の目的地到達必要電力量算出
手段として機能する。また、入力装置４２で入力を受け付けた目的地情報を用いる構成と
してもよい。よって、入力装置４２は、請求項の目的地情報取得手段としても機能する。
なお、以降の説明における目的地情報についても同様に、入力装置４２で入力を受け付け
た目的地情報を用いる構成としてもよい。
【００６２】
　なお、案内経路情報をもとに目的地到達必要電力量を算出する方法としては、予め一定
の距離あたりの走行用バッテリ３２の平均電力消費量の情報を装置側制御部４５で保持し
ておくとともに、ナビ情報取得部４４で取得した地図データをもとに案内経路上の各リン
ク長を足し合わせて案内経路の距離を求め、案内経路の距離と上述の平均電力消費量とを
もとに目的地到達必要電力量を算出する構成としてもよい。また、ナビ情報取得部４４で
取得した地図データをもとに案内経路上の各リンクに対応付けられた制限速度を得て、こ
の制限速度をもとに案内経路上の各リンクでの走行用バッテリ３２の電力消費量をそれぞ
れ算出し、算出した各リンクでの電力消費量を足し合わせることによって目的地到達必要
電力量を算出する構成としてもよい。
【００６３】
　また、装置側制御部４５は、出発地における電動車両３の走行用バッテリ３２の残蓄電
量が目的地到達必要電力量算出処理で算出した目的地到達必要電力量を下回っているか否
かを判定し、下回っていると判定した場合には、走行用バッテリ３２の残蓄電量に関する
情報として、走行用バッテリ３２の残蓄電量が不足していることを示す残蓄電量不足情報
を出力装置４３で表示させる。よって、装置側制御部４５は、請求項の制御手段としても
機能する。なお、装置側制御部４５は、残蓄電量不足情報を出力装置４３で表示させる場
合に、装置側通信部４１で受信した充電スタンド２の利用可能情報をもとに、充電スタン
ド２についての利用可能情報も出力装置４３で表示させる構成としてもよい。これによれ
ば、充電スタンド２の個々の利用可能情報を考慮して、目的地に到達するまでに充電を行
う場所をユーザが決めることが容易になる。
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【００６４】
　最低限必要電力量算出処理では、ナビ情報取得部４４で取得した出発地情報および地図
データの施設情報をもとに、出発地から最も近くに存在する充電スタンドの配置場所の情
報を取得する。そして、取得した当該配置場所の情報と出発地情報とをもとに、前記車両
が前記出発地から前記配置場所に到達するまでの走行に要する電力量である最低限必要電
力量を算出する。よって、装置側制御部４５は、請求項の直近配置場所情報取得手段およ
び最低限必要電力量算出手段としても機能する。
【００６５】
　なお、当該配置場所の情報と出発地情報とをもとに最低限必要電力量を算出する方法と
しては、出発地から当該配置場所までの直線距離を求め、この直線距離と前述の平均電力
消費量とをもとに最低限必要電力量を算出する構成とすればよい。また、出発地から当該
配置場所までの経路（例えば最短経路）を求め、当該経路の距離と前述の平均電力消費量
とをもとに最低限必要電力量を算出する構成としてもよいし、当該経路上の各リンクに対
応付けられた制限速度をもとに当該経路上の各リンクでの走行用バッテリ３２の電力消費
量をそれぞれ算出して目的地到達必要電力量を算出する構成としてもよい。なお、当該経
路の距離は、前述の案内経路の距離と同様にして求める構成とすればよいし、当該経路上
の各リンクの制限速度は、前述の案内経路上の各リンクの制限速度と同様にして得る構成
とすればよい。また、当該経路については、当該配置場所の情報と出発地情報とをもとに
車載ナビゲーション装置で求めた経路を、ナビ情報取得部４４を介して取得することによ
って得る構成としてもよい。なお、以降の説明においても、経路の求め方、経路の距離の
求め方、経路上の各リンクの制限速度を得ることによる経路上の各リンクでの電力消費量
の求め方については同様にして行うものとする。
【００６６】
　また、装置側制御部４５は、出発地における電動車両３の走行用バッテリ３２の残蓄電
量が最低限必要電力量算出処理で算出した最低限必要電力量を下回っているか否かを判定
し、下回っていると判定した場合には、走行用バッテリ３２の残蓄電量に関する情報とし
て、出発地からの出発前に走行用バッテリ３２の充電が必要であることを示す要充電情報
を出力装置４３で表示させる。これによれば、出発地における走行用バッテリ３２の残蓄
電量が出発地から最も近くに存在する充電スタンド２の配置場所に到達することもできな
いほど少なかった場合に、出発地で十分な充電を行うことをユーザに促すことが可能にな
る。
【００６７】
　充電スタンド検索処理では、充電制御部３３から取得した走行用バッテリ３２の残蓄電
量の情報（以下、残蓄電量情報）とナビ情報取得部４４で取得した出発地情報および地図
データの施設情報とをもとに、当該残蓄電量で電動車両３が到達可能な場所に存在する充
電スタンド２を検索する。なお、当該残蓄電量で電動車両３が到達可能な場所に存在する
充電スタンド２が請求項の到達可能充電スタンドに相当する。
【００６８】
　例えば、残蓄電量情報と前述の平均電力消費量とをもとに電動車両３が出発地から走行
可能な距離を求め、この距離よりも近い場所に存在する充電スタンド２を検索結果として
得る構成とすればよい。よって、装置側制御部４５は、請求項の残蓄電量情報取得手段と
して機能する。なお、出発地から充電スタンド２の配置場所までの距離は直線距離として
もよいし、出発地から当該配置場所までの経路（例えば最短経路）の距離としてもよい。
他にも、出発地情報と各充電スタンド２の配置場所の情報とをもとに、出発地から各充電
スタンド２の配置場所までの走行に要する電力量を算出し、当該電力量が当該残蓄電量を
下回る充電スタンド２を検索結果として得る構成としてもよい。なお、出発地から各充電
スタンド２の配置場所までの走行に要する電力量は、出発地から各充電スタンド２の配置
場所までの直線距離と前述の平均電力消費量とをもとに算出する構成としてもよいし、出
発地から各充電スタンド２の配置場所までの経路（例えば最短距離）の距離と前述の平均
電力消費量とをもとに算出する構成としてもよいし、出発地から各充電スタンド２の配置
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場所までの経路（例えば最短距離）の距離と当該経路上の各リンクの制限速度とをもとに
算出する構成としてもよい。
【００６９】
　さらに、充電スタンド検索処理では、さらにナビ情報取得部４４で取得した通行候補経
路情報をもとに、出発地から目的地までの電動車両３が取り得る経路上に存在する充電ス
タンド２に絞った充電スタンド２を検索結果として得る構成としてもよい。これによれば
、電動車両３が通行する可能性の低い経路上の充電スタンド２については検索結果から外
すことによって無駄な情報の出力を省略し、有用な情報に絞ってユーザに情報を提供する
ことを可能にすることができる。
【００７０】
　また、装置側制御部４５は、充電スタンド検索処理での検索結果と装置側通信部４１で
受信した充電スタンド２の利用可能情報とをもとに、検索結果として得られた充電スタン
ド２についての利用可能情報を出力装置４３で表示させる。なお、検索結果として得られ
た充電スタンド２についての利用可能情報の表示の態様としては、例えば各充電スタンド
２を特定する番号や記号等（以下、充電スタンド名とする）と各充電スタンド２の利用の
可否を示す情報（例えば「利用可」、「利用不可」等）とが対応付けられた表を表示する
態様であってもよいし、検索結果として得られた充電スタンド２のうち、利用可能な充電
スタンド２に絞って、充電スタンド名を表示する態様であってもよい。これによれば、現
在の走行用バッテリ３２の残蓄電量では電動車両３が到達不可能な充電スタンド２につい
ては、利用可能情報の表示を省略することができる。よって、無駄な情報の出力を省略す
ることによって、より有用な情報に絞ってユーザに情報を提供することが可能になる。
【００７１】
　さらに、充電スタンド到着予定時刻算出処理では、ナビ情報取得部４４で取得した出発
地情報および地図データの施設情報と入力装置４２で入力を受け付けた電動車両３の出発
予定時刻の情報とをもとに、各充電スタンド２への電動車両３の到着予定時刻を算出する
。よって、入力装置４２は請求項の出発予定時刻取得手段として機能する。また、装置側
制御部４５は、請求項の充電スタンド到着予定時刻算出手段として機能する。
【００７２】
　例えば、出発地情報と各充電スタンド２の配置場所の情報とをもとに各充電スタンド２
までの経路（例えば最短距離）を求め、この経路上の各リンクのリンク旅行時間をもとに
出発地から各充電スタンド２までの走行時間を求める。そして、この走行時間を出発予定
時刻に加えることによって各充電スタンド２への到着予定時刻を算出する構成とすればよ
い。なお、経路上の各リンクのリンク旅行時間は、ナビ情報取得部４４で取得した地図デ
ータから得る構成としてもよいし、ＶＩＣＳ（登録商標）センタ等から配信されたものを
取得して利用する構成としてもよい。
【００７３】
　また、装置側制御部４５は、充電スタンド検索処理での検索結果と充電スタンド到着予
定時刻算出処理で算出した到着予定時刻とをもとに、検索結果として得られた充電スタン
ド２についての利用可能情報と到着予定時刻とを出力装置４３で表示させる。なお、検索
結果として得られた充電スタンド２についての利用可能情報と到着予定時刻との表示の態
様としては、例えば、検索結果として得られた充電スタンド２のうち、利用可能な充電ス
タンド２についての充電スタンド名と到着予定時刻を表示するとともに、到着予定時刻の
早い順に上位から並ぶように表示させる態様とすればよい。これによれば、どの充電スタ
ンド２に電動車両３がより早く到着することができるのかをユーザが知ることができるの
で、より早く到着することのできる充電スタンド２に立ち寄って、より早く走行用バッテ
リ３２の充電を開始することも可能になる。
【００７４】
　さらに、装置側制御部４５が到着予定時刻以降の充電スタンド２の利用可能情報に限定
して出力装置４３で表示させる構成としてもよい。これによれば、充電スタンド２への電
動車両３の到着予定時刻よりも前の利用可能情報については、表示を省略することができ
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る。よって、無駄な情報の出力を省略することによって、より有用な情報に絞ってユーザ
に情報を提供することが可能になる。
【００７５】
　また、必要充電量算出処理では、充電制御部３３から取得した残蓄電量情報と、ナビ情
報取得部４４で取得した出発地情報、目的地情報、および地図データの施設情報とをもと
に、出発地から対象となる充電スタンド２を経由して目的地に電動車両３が到達するまで
の走行に要する電力量を算出することによって、当該充電スタンド２から目的地に車両が
到達するために必要となる走行用バッテリ３２への当該充電スタンド２からの充電量（以
下、必要充電量）を算出する。よって、装置側制御部４５は、請求項の必要充電量算出手
段としても機能する。
【００７６】
　例えば、出発地情報と充電スタンド２の配置場所の情報とをもとに、前述したのと同様
にして、出発地から当該充電スタンド２の配置場所までの走行に要する電力量を算出し、
算出した電力量を当該残蓄電量から差し引くことによって、電動車両３が当該充電スタン
ド２に到着した場合の到着時の走行用バッテリ３２の残蓄電量を算出する。続いて、当該
充電スタンド２の設置場所の情報と目的地情報とをもとに、出発地から当該充電スタンド
２の配置場所までの走行に要する電力量を算出したのと同様にして、当該充電スタンド２
の配置場所から目的地までの走行に要する電力量を算出する。そして、当該充電スタンド
２の配置場所から目的地までの走行に要する電力量から当該充電スタンド２に到着時の残
蓄電量を差し引くことによって、必要充電量を算出する。
【００７７】
　さらに、充電開始時刻算出処理では、装置側通信部４１で受信した充電スタンド２の利
用可能情報と必要充電量算出処理で算出した必要充電量とをもとに、充電スタンド２で当
該必要充電量を満たす充電を開始することが可能な時刻である充電開始時刻を算出する。
よって、装置側制御部４５は、請求項の充電開始時刻算出手段としても機能する。
【００７８】
　例えば、充電スタンド到着予定時刻算出処理で算出した充電スタンド２への電動車両３
の到着予定時刻と充電スタンド２の充電器２３の利用可能な時間帯の情報と当該必要充電
量とをもとに、充電スタンド２への電動車両３の到着予定時刻以降の充電器２３の利用可
能な時間帯のうち、当該必要充電量を満たす充電を連続して行うことが可能な時間帯を検
索する。そして、検索の結果得られた時間帯のうちで最も早い時間帯の開始時刻を充電開
始時刻として算出する構成とすればよい。
【００７９】
　また、装置側制御部４５は、充電スタンド検索処理での検索結果と充電開始時刻算出処
理で算出した充電開始時刻とをもとに、検索結果として得られた充電スタンド２について
の利用可能情報と充電開始時刻とを出力装置４３で表示させる。なお、検索結果として得
られた充電スタンド２についての利用可能情報と充電開始時刻との表示の態様としては、
例えば、検索結果として得られた充電スタンド２のうち、利用可能な充電スタンド２につ
いての充電スタンド名と充電開始時刻を表示するとともに、充電開始時刻の早い順に上位
から並ぶように表示させる態様とすればよい。これによれば、どの充電スタンド２で必要
充電量を満たす充電をより早く開始することができるのかをユーザが知ることができるの
で、必要充電量を満たす充電をより早く開始することのできる充電スタンド２に立ち寄っ
て、必要充電量を満たす充電をより早く完了することが可能になる。従って、以上の構成
によれば、利用待ちの時間がより少ない充電スタンド２で走行用バッテリ３２の充電を行
うことを可能にすることによって、ユーザにとっての充電スタンド２の利用待ちのストレ
スを低減することが可能になる。
【００８０】
　さらに、目的地到着予定時刻算出処理では、装置側通信部４１で受信した充電スタンド
２の利用可能情報と必要充電量算出処理で算出した必要充電量とナビ情報取得部４４で取
得した地図データの施設情報および目的地情報とをもとに、充電スタンド２で当該必要充
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電量を満たす充電を行った後に電動車両３が目的地に到着する予定時刻である目的地到着
予定時刻を算出する。よって、装置側制御部４５は、請求項の目的地到着予定時刻算出手
段としても機能する。
【００８１】
　例えば、充電開始時刻算出処理で算出した充電開始時刻と当該必要充電量とをもとに、
当該充電開始時刻から開始した当該必要充電量を満たす充電が完了する時刻（以下、充電
完了時刻）を算出するとともに、充電スタンド２の配置場所の情報と目的地情報とをもと
に充電スタンド２から目的地までの走行時間を求める。そして、充電スタンド２から目的
地までの走行時間を充電完了時刻に加えることによって目的地到着予定時刻を算出する構
成とすればよい。なお、必要充電量を満たす充電にかかる時間は、例えば充電量に応じて
一律に算出するものとする。また、充電スタンド２から目的地までの走行時間は、前述の
出発地から充電スタンド２までの走行時間を求めるのと同様にして求める構成とすればよ
い。
【００８２】
　また、装置側制御部４５は、充電スタンド検索処理での検索結果と目的地到着予定時刻
算出処理で算出した目的地到着予定時刻とをもとに、検索結果として得られた充電スタン
ド２についての利用可能情報と目的地到着予定時刻とを出力装置４３で表示させる。なお
、検索結果として得られた充電スタンド２についての利用可能情報と目的地到着予定時刻
との表示の態様としては、例えば、検索結果として得られた充電スタンド２のうち、利用
可能な充電スタンド２についての充電スタンド名と目的地到着予定時刻を表示するととも
に、目的地到着予定時刻の早い順に上位から並ぶように表示させる態様とすればよい。こ
れによれば、どの充電スタンド２で必要充電量を満たす充電を行った場合に目的地により
早く到着することができるのかをユーザが知ることができるので、結果的に目的地により
早く到着することができる充電スタンド２で必要充電量を満たす充電を行って、目的地に
より早く到着することが可能になる。
【００８３】
　さらに、目的地到達消費電力量算出処理では、ナビ情報取得部４４で取得した出発地情
報、目的地情報、および地図データの施設情報をもとに、出発地から充電スタンド２を経
由して目的地に電動車両３が到達するまでの走行に要する電力量（以下、目的地到達消費
電力量）を算出する。よって、装置側制御部４５は、請求項の目的地到達消費電力量算出
手段としても機能する。
【００８４】
　例えば、出発地情報、目的地情報、および充電スタンド２の配置場所の情報をもとに、
出発地から充電スタンド２を経由して目的地に到達するまでの経路を求め、当該経路の距
離と前述の平均電力消費量とをもとに目的地到達消費電力量を算出する構成としてもよい
し、当該経路上の各リンクに対応付けられた制限速度をもとに当該経路上の各リンクでの
走行用バッテリ３２の電力消費量をそれぞれ算出して目的地到達消費電力量を算出する構
成としてもよい。
【００８５】
　また、装置側制御部４５は、充電スタンド検索処理での検索結果と目的地到達消費電力
量算出処理で算出した目的地到達消費電力量とをもとに、検索結果として得られた充電ス
タンド２についての利用可能情報と目的地到達消費電力量とを出力装置４３で表示させる
。なお、検索結果として得られた充電スタンド２についての利用可能情報と目的地到達消
費電力量との表示の態様としては、例えば、検索結果として得られた充電スタンド２のう
ち、利用可能な充電スタンド２についての充電スタンド名と目的地到達消費電力量を表示
するとともに、目的地到達消費電力量の少ない順に上位から並ぶように表示させる態様と
すればよい。これによれば、どの充電スタンド２を経由した場合に目的地までより少ない
電力消費量で到達することができるのかをユーザが知ることができるので、結果的により
少ない電力消費量で目的地に到達することができる充電スタンド２で走行用バッテリ３２
の充電を行って、より少ない電力消費量で目的地に到達することが可能になる。従って、
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充電コストをより低く抑えながら目的地に到達することが可能になる。
【００８６】
　なお、出力装置４３で利用可能情報とともに表示させる情報としては、前述した到着予
定時刻、充電開始時刻、目的地到着予定時刻、目的地到達消費電力量の他にも、検索結果
として得られた充電スタンド２までの走行時間等であってもよい。
【００８７】
　さらに、優先表示処理では、出力装置４３で利用可能情報とともに表示させる情報が２
種類以上であった場合、入力装置４２で受け付けた、これらの情報のうちのいずれを優先
させるかを選択するユーザからの入力に応じた並び順に並び替えて出力装置４３での表示
を行う。例えば、出力装置４３で利用可能情報とともに、走行時間、到着予定時刻、充電
開始時刻、目的地到着予定時刻の４種類の情報を表示させる場合であって、入力装置４２
で目的地到着予定時刻を優先させる選択を行う入力が行われた場合には、検索結果として
得られた充電スタンド２のうち、利用可能な充電スタンド２についての充電スタンド名と
走行時間、到着予定時刻、充電開始時刻、目的地到着予定時刻とを表示するとともに、目
的地到着予定時刻の早い順に上位から並ぶように表示させる態様とすればよい。よって、
入力装置４２は、請求項の優先選択入力受け付け手段としても機能する。
【００８８】
　また、仮予約処理では、優先表示処理において並び順が最も上位に位置した充電スタン
ド２（つまり、優先表示処理において選択された情報の並び順を優先した順において最も
先頭の順番に対応する充電スタンド２）の利用に対しての仮予約の要求信号を自動的に装
置側通信部４１から送信させる。よって、装置側通信部４１は、請求項の仮予約要求信号
送信手段としても機能する。例えば、優先表示処理において目的地到着予定時刻の早い順
に上位から並ぶように表示された場合には、目的地到着予定時刻の最も早い充電スタンド
２の利用に対して仮予約の要求信号を自動的に装置側通信部４１から送信させる。なお、
仮予約の対象となる充電スタンド２（詳しくは充電スタンド２の充電器２３）の特定につ
いては、充電スタンド２を個別に識別可能な充電スタンドＩＤ等を利用することによって
行い、仮予約を要求するユーザの特定については、前述したように電動車両３の車両ＩＤ
等を利用することによって行う構成とすればよい。これによれば、ユーザが走行用バッテ
リ３２の充電場所として選択する可能性がより高い充電スタンド２を自動的に仮予約する
ことが可能になる。よって、ユーザがその充電スタンド２の利用の予約を実際に行うまで
に他のユーザに予約されてしまう不具合が生じることを回避することが可能になる。
【００８９】
　さらに、予約処理では、出力装置４３に表示された利用可能情報、到着予定時刻、充電
開始時刻、目的地到着予定時刻、目的地到達消費電力量、充電スタンド２までの走行時間
等の情報をもとに、検索結果として得られた充電スタンド２のうちからいずれかの充電ス
タンド２を選択するユーザからの入力を入力装置４２で受け付けた場合に、当該入力に応
じた充電スタンド２の利用に対しての予約の要求信号を装置側通信部４１から送信させる
。よって、入力装置４２は、請求項の充電スタンド選択入力受け付け手段としても機能す
る。また、装置側通信部４１は、請求項の予約要求信号送信手段としても機能する。なお
、予約の対象となる充電スタンド２（詳しくは充電スタンド２の充電器２３）の特定につ
いても、充電スタンド２を個別に識別可能な充電スタンドＩＤ等を利用することによって
行い、予約を要求するユーザの特定についても、前述したように電動車両３の車両ＩＤ等
を利用することによって行う構成とすればよい。
【００９０】
　また、外乱補正処理では、電動車両３の走行時の走行用バッテリ３２の電力消費量に影
響を与える外乱を考慮して、走行に要する電力量を補正して前述の目的地到達必要電力量
算出処理、最低限必要電力量算出処理、充電スタンド検索処理、必要充電量算出処理、目
的地到達消費電力量算出処理等を行う。詳しくは、装置側制御部４５は、考慮すべき外乱
の種類を選択する入力を入力装置４２で受け付けることによって外乱の情報を取得し、こ
の取得した外乱の情報をもとに、例えば図６に示すような外乱の種類と電力消費量とを対
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応付けたテーブルを参照して補正量を決定し、走行に要する電力量を補正する。よって、
入力装置４２は、請求項の外乱情報取得手段としても機能する。
【００９１】
　以上の構成によれば、電動車両３の走行時の走行用バッテリ３２の電力消費量に影響を
与える外乱の情報に応じて、走行に要する電力量を補正して処理を行うので、走行に要す
る電力量を、外乱による影響を考慮してより正確な値に補正して用いることが可能になる
。従って、目的地到達必要電力量算出処理、最低限必要電力量算出処理、充電スタンド検
索処理、必要充電量算出処理、目的地到達消費電力量算出処理をより精度良く行うことが
可能になる。
【００９２】
　なお、図６は、外乱の種類と電力消費量とを対応付けたテーブルの一例であって、外乱
の原因となる機器（図６中の外乱機器）ごとに外乱の段階（図６中のモード）と電力消費
量（Ｗ）が対応付けられている。例えば、外乱機器「エアコン」にはモード「冷房（Ｍａ
ｘ）」と電力消費量「８００Ｗ」およびモード「暖房（Ｍａｘ）」と電力消費量「１．２
ＫＷ」が対応付けられており、外乱機器「ワイパー」にはモード「Ｌｏ」と電力消費量「
６２Ｗ」およびモード「Ｈｉ」と電力消費量「６９Ｗ」が対応付けられており、外乱機器
「前照灯」にはモード「使用する（Ｈｉ）」と電力消費量「７０Ｗ」が対応付けられてお
り、外乱機器「ラジオ」にはモード「使用する」と電力消費量「５７Ｗ」が対応付けられ
ており、外乱機器「ナビゲーション」にはモード「使用する」と電力消費量「７Ｗ」が対
応付けられている。
【００９３】
　なお、本実施形態では、外乱の種類と電力消費量とを対応付けたテーブルを外乱補正処
理で用いる構成を示したが、必ずしもこれに限らない。例えば、外乱の種類と走行に要す
る電力量に積算する係数とを対応付けたテーブルを外乱補正処理で用いる構成としてもよ
い。
【００９４】
　また、本実施形態では、考慮すべき外乱の種類を選択する入力を入力装置４２で受け付
けることによって外乱の情報を装置側制御部４５が取得する構成を示したが、必ずしもこ
れに限らない。例えば、電動車両３の各種センサやスイッチ等によって使用中の外乱機器
や使用中のモードの情報を装置側制御部４５が取得する構成としてもよい。
【００９５】
　次に、図７を用いて、蓄電情報出力装置４の動作フローについての説明を行う。図７は
、蓄電情報出力装置４の動作フローを示すフローチャートである。まず、ステップＳ１で
は、例えばスイッチ操作等により蓄電情報出力装置４が起動した場合（ステップＳ１でＹ
ｅｓ）には、ステップＳ２に移る。また、蓄電情報出力装置４が起動していない場合（ス
テップＳ１でＮｏ）には、ステップＳ１に戻って繰り返す。
【００９６】
　ステップＳ２では、装置側制御部４５が、出発地における電動車両３の走行用バッテリ
３２の残蓄電量を示すとともにユーザに目的地の設定の要否を問い合わせる表示（以下、
出発地残蓄電量表示）を出力装置４３に行わせ、ステップＳ３に移る。なお、出発地残蓄
電量表示が行われるまでは、例えば図８に示すような情報取得中であることを示す表示を
出力装置４３に行わせる構成とすればよい。また、出発地残蓄電量表示としては、図９に
示すように、現在の走行用バッテリ３２の残蓄電量（つまり、充電状態）として充電レベ
ル（％）や航続可能距離（ｋｍ）や充電状態を示すメータの表示とともに、目的地の設定
の要否を問い合わせるタッチスイッチの表示を行う構成とすればよい。なお、航続可能距
離については、残蓄電量と前述の平均電力消費量とをもとに装置側制御部４５で算出する
構成とすればよい。
【００９７】
　ステップＳ３では、タッチスイッチ、つまり入力装置４２で目的地の設定を必要とする
入力を受け付けた場合（ステップＳ３でＹｅｓ）には、入力装置４２で目的地の設定の入
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力を受け付け、ステップＳ４に移る。また、入力装置４２で目的地の設定を必要とする入
力を受け付けなかった場合（ステップＳ３でＮｏ）には、フローを終了する。なお、目的
地の設定については、目的地の名称や住所等を入力装置４２に入力することによって行う
構成とすればよい。
【００９８】
　ステップＳ４では、ユーザに外乱補正処理の要否を問い合わせる例えば図１０に示すよ
うな表示を装置側制御部４５が出力装置４３に行わせる。そして、入力装置４２で外乱補
正処理を必要とする入力を受け付けた場合（ステップＳ４でＹｅｓ）には、ステップＳ５
に移る。また、入力装置４２で外乱補正処理を必要とする入力を受け付けなかった場合（
ステップＳ４でＮｏ）には、ステップＳ６に移る。
【００９９】
　ステップＳ５では、考慮すべき外乱の種類の選択をユーザに促す表示（以下、外乱選択
表示）を装置側制御部４５が出力装置４３に行わせる。そして、考慮すべき外乱の種類の
選択を行うユーザからの入力に応じて外乱補正処理における補正量を決定し、ステップＳ
６に移る。外乱選択表示としては、図１１に示すように、外乱の種類を選択できるような
タッチスイッチの表示を行う構成とすればよい。図１１の例では、外乱の種類として「時
間帯」にはライト（つまり、前照灯）が不要な「昼」とライトが必要な「夕～夜」とが用
意されており、「エアコン」にはエアコンを使用しない「使用しない」とエアコンの冷房
を使用する「冷房」とエアコンの暖房を使用する「暖房」とが用意されており、「天候」
にはワイパーを必要としない「晴」とワイパーのＬｏを必要とする「小雨」とワイパーの
Ｈｉを必要とする「大雨」とが用意されており、「オーディオ」にはラジオを使用する「
使用する」とラジオを使用しない「「使用しない」とが用意されている。
【０１００】
　なお、図１１の例では、「時間帯」として「夕～夜」、「エアコン」として「冷房」、
「天候」として「晴」、「オーディオ」として「使用する」が選択されている。この場合
の図６のテーブルを参照した外乱補正処理における補正量の決定については、以下に示す
通りである。つまり、「時間帯」として前照灯を使用する「夕～夜」が選択されているの
で、外乱機器「前照灯」のモード「使用する（Ｈｉ）」の電力消費量「７０Ｗ」が参照さ
れる。また、「エアコン」として「冷房」が選択されているので、外乱機器「エアコン」
のモード「冷房（Ｍａｘ）」の電力消費量「８００Ｗ」が参照される。さらに、「天候」
としてワイパーを使用しない「晴」が選択されているので、参照先がなく、デフォルトの
「０Ｗ」が設定される。また、「オーディオ」としてラジオを使用する「使用する」が選
択されているので、外乱機器「ラジオ」のモード「使用する」の電力消費量「５７Ｗ」が
参照される。そして、これらの結果から「７０Ｗ」＋「８００Ｗ」＋「０Ｗ」＋「５７Ｗ
」＝「９２７Ｗ」を、外乱補正処理における補正量として決定する。なお、入力装置４２
で外乱補正処理を必要とする入力を受け付けなかった場合には、外乱補正処理における補
正量は「０Ｗ」と決定するものとする。
【０１０１】
　ステップＳ６では、装置側制御部４５が第１情報取得処理を行ってステップＳ７に移る
。第１情報取得処理では、ナビ情報取得部４４で取得した出発地情報、充電制御部３３で
得た残蓄電量情報、入力装置４２で入力を受け付けた目的地情報および外乱の情報を装置
側制御部４５が取得する。また、出発地情報および目的地情報をもとに前述したように案
内経路情報を装置側制御部４５がナビ情報取得部４４から取得する。なお、車載ナビゲー
ション装置由来の案内経路情報を取得する構成に限らず、装置側通信部４１で通信可能な
センタで出発地情報および目的地情報をもとに経路探索を行わせて得た案内経路情報を装
置側制御部４５で取得する構成としてもよい。
【０１０２】
　ステップＳ７では、装置側制御部４５が目的地到達必要電力量算出処理を行ってステッ
プＳ８に移る。ステップＳ８では、出発地における電動車両３の走行用バッテリ３２の残
蓄電量が目的地到達必要電力量算出処理で算出した目的地到達必要電力量を下回っている
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か否かを装置側制御部４５が判定する。そして、下回っている（つまり、目的地到達必要
電力量未満）と判定した場合（ステップＳ８でＹｅｓ）には、ステップＳ９に移る。また
、目的地到達必要電力量未満と判定しなかった場合（ステップＳ８でＮｏ）には、フロー
を終了する。
【０１０３】
　なお、ステップＳ６～ステップＳ８の終了までの間、装置側制御部４５は、例えば図１
２に示すような残蓄電量で目的地まで走行可能かを判断中であることを示す表示を出力装
置４３に行わせる構成とすればよい。また、ステップＳ８で目的地到達必要電力量未満と
判定しなかった場合には、残蓄電量で目的地まで走行可能であることを示す表示を装置側
制御部４５が出力装置４３に行わせる構成としてもよい。
【０１０４】
　ステップＳ９では、装置側制御部４５が最低限必要電力量算出処理を行ってステップＳ
１０に移る。ステップＳ１０では、残蓄電量が最低限必要電力量算出処理で算出した最低
限必要電力量を下回っているか否かを装置側制御部４５が判定する。そして、下回ってい
る（つまり、最低限必要電力量未満）と判定した場合（ステップＳ１０でＹｅｓ）には、
ステップＳ１２に移る。また、最低限必要電力量未満と判定しなかった場合（ステップＳ
１０でＮｏ）には、ステップＳ１１に移る。
【０１０５】
　ステップＳ１１では、装置側制御部４５が、走行用バッテリ３２の残蓄電量が不足して
いることを示す残蓄電量不足情報を出力装置４３で表示させ、ステップＳ１３に移る。ま
た、残蓄電量不足情報としては、図１３に示すように、現在の走行用バッテリ３２の残蓄
電量（つまり、充電状態）として充電レベル（％）や航続可能距離（ｋｍ）や充電状態を
示すメータの表示とともに、目的地の表示や残蓄電量で到達可能な充電スタンド２の検索
の要否を問い合わせるタッチスイッチの表示を行う構成とすればよい。
【０１０６】
　また、ステップＳ１２では、装置側制御部４５が、出発地からの出発前に走行用バッテ
リ３２の充電が必要であることを示す要充電情報を出力装置４３で表示させ、出発地での
走行用バッテリ３２の充電をユーザに促し、フローを終了する。また、要充電情報として
は、残蓄電量不足情報に続いて表示させる構成としてもよいし、残蓄電量不足情報ととも
に表示させる構成としてもよい。なお、この場合には、残蓄電量不足情報に到達可能な充
電スタンド２の検索の要否を問い合わせるタッチスイッチの表示を行わない構成とするこ
とが好ましい。
【０１０７】
　ステップＳ１３では、タッチスイッチ、つまり入力装置４２によって残蓄電量で到達可
能な充電スタンド２の検索を必要とする入力を受け付けた（つまり、検索要求があった）
場合（ステップＳ１３でＹｅｓ）には、ステップＳ１４に移る。また、入力装置４２によ
って残蓄電量で到達可能な充電スタンド２の検索を必要とする入力を受け付けなかった場
合（ステップＳ１３でＮｏ）には、フローを終了する。
【０１０８】
　ステップＳ１４では、出力装置４３で利用可能情報とともに表示させる情報のうちのい
ずれを優先させるかの選択をユーザに促す図１４に示すような表示（以下、優先選択表示
）を装置側制御部４５が出力装置４３に行わせる。なお、出力装置４３で利用可能情報と
ともに表示させる情報が、請求項の表示情報に相当する。そして、出力装置４３で利用可
能情報とともに表示させる情報のうちのいずれを優先させるかの選択を行うユーザからの
入力に応じて優先させる表示の種類を決定し、ステップＳ１５に移る。優先選択表示とし
ては、図１６に示すように、優先させる表示の種類を選択できるようなタッチスイッチの
表示を行う構成とすればよい。なお、図１６の例では、優先させる表示の種類として、到
着予定時刻の表示を優先させる「スタンド到着時間優先」と充電開始時刻を優先させる「
充電開始時刻優先」と目的地到着予定時刻の表示を優先させる「目的地到着予定時刻優先
」との３種類を選択できるようなタッチスイッチの表示を行う構成を示している。本フロ
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ーでは、出力装置４３で利用可能情報とともに表示させる情報は、走行時間、到着予定時
刻、充電開始時刻、目的地到着予定時刻の４種類の情報とし、優先させることのできる表
示は到着予定時刻、充電開始時刻、目的地到着予定時刻の３種類の情報である場合を例に
挙げて以降の説明を行う。
【０１０９】
　ステップＳ１５では、装置側制御部４５が第２情報取得処理を行ってステップＳ１６に
移る。第２情報取得処理では、後述する付加情報算出処理で用いる情報を装置側制御部４
５が取得する。例えば、第２情報取得処理では、ナビ情報取得部４４で取得した地図デー
タ、通行候補経路情報、装置側通信部４１で受信した充電スタンド２の利用可能情報等を
さらに取得する。
【０１１０】
　ステップＳ１６では、装置側制御部４５が充電スタンド検索処理を行ってステップＳ１
７に移る。ステップＳ１７では、充電スタンド検索処理の検索結果として得られた充電ス
タンド２について装置側制御部４５が付加情報算出処理を行ってステップＳ１８に移る。
付加情報算出処理では、充電スタンド検索処理の検索結果として得られた充電スタンド２
について、充電スタンド到着予定時刻算出処理、必要充電量算出処理、充電開始時刻算出
処理、目的地到着予定時刻算出処理、目的地到達消費電力量算出処理等を行って、出力装
置４３で利用可能情報とともに表示させる走行時間、到着予定時刻、充電開始時刻、目的
地到着予定時刻、目的地到達消費電力量等を算出する。なお、本フローの例では、充電ス
タンド到着予定時刻算出処理、必要充電量算出処理、充電開始時刻算出処理、目的地到着
予定時刻算出処理を行って走行時間、到着予定時刻、充電開始時刻、目的地到着予定時刻
を算出するものとする。
【０１１１】
　また、本フローの例では、図１５に示すような、充電スタンド名Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４つ
の充電スタンド２（以下、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）が充電スタンド検索処理の検索結果として得
られたものとする。なお、図１５は、出発地と充電スタンド検索処理の検索結果として得
られた充電スタンド２の配置場所と目的地との位置関係を模式的に示した図である。また
、図１５に示すように、出発地からＡまでの走行時間は５分、ＡからＢまでの走行時間は
１０分、ＢからＣまでの走行時間は１０分、ＢからＤまでの走行時間は５分、Ｃから目的
地までの走行時間は２５分、Ｄから目的地までの走行時間は５分であるものとする。また
、便宜上、各充電スタンド２での充電に要する時間は一律１０分としてここでは説明を続
ける。
【０１１２】
　さらに、本フローの例では、充電スタンド到着予定時刻算出処理によって、Ａの到着予
定時刻は「１４：０５」、Ｂの到着予定時刻は「１４：１５」、Ｃの到着予定時刻は「１
４：２５」、Ｄの到着予定時刻は「１４：３０」と算出されたものとする。また、充電開
始時刻算出処理によって、Ａの充電開始時刻は「１４：３５」、Ｂの充電開始時刻は「１
４：４５」、Ｃの充電開始時刻は「１４：２５」、Ｄの充電開始時刻は「１４：３５」と
算出されたものとする。そして、目的地到着予定時刻算出処理によって、Ａの目的地到着
予定時刻は「１５：１５」、Ｂの目的地到着予定時刻は「１５：２５」、Ｃの目的地到着
予定時刻は「１５：００」、Ｄの目的地到着予定時刻は「１４：５０」と算出されたもの
とする。
【０１１３】
　ステップＳ１８では、装置側制御部４５が優先表示処理を行ってステップＳ１９に移る
。例えば、ステップＳ１４で「スタンド到着時間優先」が選択されていた場合には、図１
６に示すように、到着予定時刻の早い順に上位から並ぶように（本フローの例ではＡ、Ｂ
、Ｃ、Ｄの順となる）出力装置４３で表示が行われる。また、ステップＳ１４で「充電開
始時刻優先」が選択されていた場合には、図１７に示すように、充電開始時刻の早い順に
上位から並ぶように（本フローの例ではＣ、Ｄ、Ａ、Ｂの順となる）出力装置４３で表示
が行われる。そして、ステップＳ１４で「目的地到着予定時刻優先」が選択されていた場
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合には、図１８に示すように、目的地到着予定時刻の早い順に上位から並ぶように（本フ
ローの例ではＤ、Ｃ、Ａ、Ｂの順となる）出力装置４３で表示が行われる。
【０１１４】
　ステップＳ１９では、装置側制御部４５が仮予約処理を行ってステップＳ２０に移る。
ステップＳ２０では、検索結果として得られた充電スタンド２のうちからいずれかの充電
スタンド２を選択するユーザからの入力を入力装置４２で受け付けた（つまり、予約要求
があった）場合（ステップＳ２０でＹｅｓ）には、ステップＳ２１に移る。また、予約要
求がなかった場合には、フローを終了する。そして、ステップＳ２１では、装置側制御部
４５が予約処理を行ってフローを終了する。
【０１１５】
　以上の構成によれば、現在の走行用バッテリ３２の残蓄電量で出発地から目的地まで辿
り着けるか否かをユーザが知ることが可能になるので、出発地において十分な充電を行っ
たり、目的地に到達するまでに充電を行う場所を確認したりするなどの処置をユーザがと
ることが可能になる。よって、目的地に到達するまでの道中にユーザが現在の走行用バッ
テリ３２の残蓄電量で目的地まで辿り着けるか否かを心配しなくても済むようにすること
が可能になる。さらに、現在の走行用バッテリ３２の残蓄電量で出発地から目的地まで辿
り着けるか否かが明らかになることによって、目的地に到達するまでに充電を行う場所の
検討や充電時間の検討などを行うことが可能となり、時間的な余裕をもった運行計画をユ
ーザがより容易に立てることができるようになる。その結果、ユーザの快適性をより向上
させることを可能にするとともに、時間的な余裕をもった電動車両３の運行計画をユーザ
がより容易に立てることができるようになる。
【０１１６】
　なお、装置側制御部４５は、例えば電動車両３のイグニッションスイッチがオンされた
ことを示す信号を検出した場合など、電動車両３のモータの始動が行われたことを検出し
た場合に、出発地における電動車両３の走行用バッテリ３２の残蓄電量が目的地到達必要
電力量算出処理で算出した目的地到達必要電力量を下回っているか否かの判定を行う構成
としてもよい。よって、装置側制御部４５は、請求項の車両駆動状態検出手段としても機
能する。これによれば、確実に電動車両３の出発前に現在の走行用バッテリ３２の残蓄電
量で出発地から目的地まで辿り着けるか否かをユーザが知ることができる。
【０１１７】
　さらに、装置側制御部４５は、例えば電動車両３のイグニッションスイッチがオンされ
たことを示す信号を検出した場合など、電動車両３のモータの始動が行われたことを検出
した場合に、出発地における電動車両３の走行用バッテリ３２の残蓄電量が最低限必要電
力量算出処理で算出した最低限必要電力量を下回っているか否かの判定を行う構成として
もよい。これによれば、車両の出発前に現在の走行用バッテリの残蓄電量で出発地から出
発して良いか否かをユーザが知ることができる。なお、この構成は、電動車両４を長期間
走行させていなかったために走行用バッテリ３２が放電してしまっている状況において有
効である。
【０１１８】
　また、本実施形態では、充電管理センタ１によって管理される充電スタンド２を示した
が、必ずしもこれに限らない。例えば、蓄電情報出力システム１００に充電管理センタ１
によって管理されない充電スタンドも含む構成としてもよい。なお、充電管理センタ１に
よって管理されない充電スタンドの利用可能情報については、充電管理センタ１から利用
可能情報が取得できないことをもとにして、利用の可否が不明である旨の情報を装置側制
御部４５が得ることによって取得する構成とすればよい。また、出力装置４３での表示に
おいても、充電管理センタ１によって管理されない充電スタンドについては、利用可能情
報として、利用の可否が不明である旨の情報を示す表示を行う構成とすればよい。
【０１１９】
　なお、前述の実施形態では、蓄電情報出力装置４を電動車両３に搭載する構成を示した
が、必ずしもこれに限らない。例えば、蓄電情報出力装置４を電動車両３が駐車されてい
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る敷地内の家屋や施設等の建造物に設ける構成としてもよい。以下では、蓄電情報出力装
置４を電動車両３が駐車されている敷地内の家屋に設けた蓄電情報出力システム２００の
構成について図１９を用いて説明を行う。なお、図１９に示す蓄電情報出力システム２０
０は、充電管理センタ１、充電スタンド２、電動車両３、蓄電情報出力装置４、および充
電器５を含んでいる。また、充電管理センタ１、充電スタンド２、および蓄電情報出力装
置４は、インターネット網等の通信網を介して情報の送受信を可能なように各々接続され
ている。なお、説明の便宜上、前述の実施形態の説明に用いた図に示した部材と同様の機
能を有する部材については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１２０】
　蓄電情報出力システム２００においては、蓄電情報出力装置４は例えば家屋の壁面等の
ユーザが操作し易い場所に設けられる。なお、蓄電情報出力装置４が設けられる場所は、
屋内でも屋外でもよいが、セキュリティ面から屋内の方がより好ましい。また、蓄電情報
出力システム２００においては、電動車両３に通信装置をさらに備え、この通信装置によ
って充電制御部３３で得た残蓄電量情報を蓄電情報出力装置４の装置側通信部４１に送信
する構成とすればよい。なお、電動車両３に備える通信装置は、例えばＤＣＭ等のテレマ
ティクス通信に用いられる車載通信モジュールであってもよいし、例えばＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ等で接続した携帯電話機を通じて通信網に接続する通信装置であってもよい。また、
無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈやＺｉｇＢｅｅ等の近距離無線通信によって蓄電情報出
力装置４との間での通信を行う通信装置であってもよいし、ＰＬＣ通信によって蓄電情報
出力装置４との間での通信を行う通信装置であってもよい。よって、この通信装置が請求
項の通信手段に相当する。
【０１２１】
　また、蓄電情報出力システム２００においては、蓄電情報出力装置４のナビ情報取得部
４４は、例えば現在位置情報、出発地情報、目的地情報、地図データ、施設情報、案内経
路情報、通行候補経路情報等を電動車両３の車載ナビゲーション装置から前述の通信装置
および装置側通信部４１を介して受信する構成とすればよい。
【０１２２】
　さらに、充電器５は、電動車両３が駐車されている敷地内に設置された充電器である。
蓄電情報出力システム２００においては、出発地における電動車両３の走行用バッテリ３
２の残蓄電量が最低限必要電力量算出処理で算出した最低限必要電力量を下回っていた場
合に、充電器５で充電を行えばよい。
【０１２３】
　また、例えば、蓄電情報出力装置４をユーザに携行される携帯電話機６等の携帯機に設
ける構成としてもよい。以下では、蓄電情報出力装置４をユーザに携行される携帯電話機
６に設けた蓄電情報出力システム３００の構成について図２０を用いて説明を行う。なお
、図２０に示す蓄電情報出力システム３００は、充電管理センタ１、充電スタンド２、電
動車両３、蓄電情報出力装置４、および携帯電話機６を含んでいる。また、充電管理セン
タ１、充電スタンド２、および蓄電情報出力装置４は、携帯電話網やインターネット網等
の通信網を介して情報の送受信を可能なように各々接続されている。なお、説明の便宜上
、前述の実施形態の説明に用いた図に示した部材と同様の機能を有する部材については、
同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１２４】
　蓄電情報出力システム３００においては、蓄電情報出力装置４は携帯電話機６に内蔵さ
れる。また、蓄電情報出力システム３００においては、電動車両３に通信装置をさらに備
え、この通信装置によって充電制御部３３で得た残蓄電量情報を蓄電情報出力装置４の装
置側通信部４１に送信する構成とすればよい。なお、電動車両３に備える通信装置は、例
えばＤＣＭ等のテレマティクス通信に用いられる車載通信モジュールとすればよい。よっ
て、この通信装置が請求項の通信手段に相当する。
【０１２５】
　また、蓄電情報出力システム３００においては、蓄電情報出力装置４のナビ情報取得部
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４４は、例えば現在位置情報、出発地情報、目的地情報、地図データ、施設情報、案内経
路情報、通行候補経路情報等を電動車両３の車載ナビゲーション装置から前述の通信装置
および装置側通信部４１を介して受信する構成とすればよい。
【０１２６】
　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１２７】
１　充電管理センタ、２　充電スタンド、３　電動車両（車両）、４　蓄電情報出力装置
、５　充電器、６　携帯電話機（携帯機）、１１　センタ側通信部、１２　センタ側制御
部、１３　充電予約ＤＢ、２１　スタンド側通信部、２２　スタンド側制御部、２３　充
電器、３１　モータ（電動機）、３２　走行用バッテリ、３３　充電制御部、４１　装置
側通信部（利用可能情報取得手段、仮予約要求信号送信手段、予約要求信号送信手段）、
４２　入力装置（目的地情報取得手段、出発予定時刻取得手段、優先選択入力受け付け手
段、充電スタンド選択入力受け付け手段、外乱情報取得手段）、４３　出力装置（出力手
段）、４４　ナビ情報取得部（配置場所情報取得手段、経路情報取得手段、出発地情報取
得手段、目的地情報取得手段）、４５　装置側制御部（目的地到達必要電力量算出手段、
制御手段、直近配置場所情報取得手段、最低限必要電力量算出手段、充電スタンド到着予
定時刻算出手段、必要充電量算出手段、充電開始時刻算出手段、目的地到着予定時刻算出
手段、目的地到達消費電力量算出手段、車両駆動状態検出手段）、１００　蓄電情報出力
システム、２００　蓄電情報出力システム、３００　蓄電情報出力システム
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