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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の貸し出しをおこなう貸車システムに用いられる情報制御装置であって、
　利用者からの入力に基づいて目的地に関する情報を設定する設定手段と、
　前記設定手段によって設定された目的地に関する情報により示される目的地の近傍に位
置する車両の貸し出しまたは返却をおこなう車両基地への経路を探索する経路探索手段と
、
　を備えることを特徴とする情報制御装置。
【請求項２】
　車両に搭載され、
　前記経路探索手段により探索された経路を表示する表示手段を備えることを特徴とする
請求項１に記載の情報制御装置。
【請求項３】
　車両の貸し出しをおこなう貸車システムに用いられ、車両に搭載されて目的地までの経
路を案内する情報制御装置であって、
　車両の貸し出しまたは返却をおこなう車両基地への経路を探索するサーバへ、利用者の
操作に基づき目的地に関する情報を送信する送信手段と、
　送信した前記目的地に関する情報に基づいて探索された目的地の近傍に位置する前記車
両基地への経路に関する情報を受信する受信手段と、
　を備え、
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　前記受信手段により受信した経路に関する情報を基に経路案内をおこなうことを特徴と
する情報制御装置。
【請求項４】
　車両の貸し出しをおこなう貸車システムに用いられる情報制御装置の情報制御方法であ
って、
　前記情報制御装置は、
　利用者からの入力に基づいて目的地に関する情報を設定する設定工程と、
　前記設定工程によって設定された目的地に関する情報により示される目的地の近傍に位
置する車両の貸し出しまたは返却をおこなう車両基地への経路を探索する経路探索工程と
、
　を実行することを特徴とする情報制御方法。
【請求項５】
　車両の貸し出しをおこなう貸車システムに用いられ、車両に搭載されて目的地までの経
路を案内する情報制御装置の情報制御方法であって、
　前記情報制御装置は、
　車両の貸し出しまたは返却をおこなう車両基地への経路を探索するサーバへ、利用者の
操作に基づき目的地に関する情報を送信する送信工程と、
　送信した前記目的地に関する情報に基づいて探索された目的地の近傍に位置する前記車
両基地への経路に関する情報を受信する受信工程と、
　前記受信工程により受信した経路に関する情報を基に経路案内をおこなう案内工程と、
　を実行することを特徴とする情報制御方法。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の情報制御方法をコンピュータに実行させることを特徴とする
情報制御プログラム。
【請求項７】
　請求項６に記載の情報制御プログラムを記録したことを特徴とするコンピュータに読み
取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両などの移動体に搭載される情報制御装置、情報制御方法、情報制御プ
ログラム、および記録媒体に関する。ただし、この発明は、上述の情報制御装置、情報制
御方法、情報制御プログラム、および記録媒体に限られない。
【背景技術】
【０００２】
　近年、原油の高騰化が進み、自動車を保有する敷居が高くなりつつある。また、脱原油
の波も受け、世界的規模で次世代自動車（燃料電池自動車、電気自動車、水素自動車等）
の研究や開発が加速し、一般実用化に向けて進んでいる。また、原油乱用による地球温暖
化に対する意識も今後さらに高まることが見込まれ、世界的な規模で自動車に対する解決
策が模索されている。
【０００３】
　そこで、予め登録された複数の会員で車両を共有するカーシェアリングシステムという
車両の利用態様が広まりつつある（たとえば、下記特許文献１参照）。また、利用者が所
定の料金を支払うことにより事業者から車両を借りるレンタカーシステムという車両の利
用態様も、同様の問題への解決方法の一つとしてかねてから実施されている。
【０００４】
　このようなレンタカーシステムおよびカーシェアリングシステムにより、車両の全体の
台数を削減したり、個人での車両の維持管理を不要としたり、公共交通機関の利用が促進
されたりするなど、様々なメリットが得られる。特に交通が過密状態にあり、維持費用が
高額な都市部においては、カーシェアリングシステムやレンタカーシステムに対するニー



(3) JP 5406354 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

ズが大きいものとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１８３７４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載の技術は、一人の利用者が予定の返却時間を
超えたり、不必要に長時間車両を占有したりすると、他の利用者が車両を利用することが
できなくなってしまい、貸車システムを有効利用することができないといった問題が一例
として挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明にかかる情報制御装置は
、車両の貸し出しをおこなう貸車システムに用いられる情報制御装置であって、利用者か
らの入力に基づいて目的地に関する情報を設定する設定手段と、前記設定手段によって設
定された目的地に関する情報により示される目的地の近傍に位置する車両の貸し出しまた
は返却をおこなう車両基地への経路を探索する経路探索手段と、を備えることを特徴とす
る。
【０００８】
　また、請求項３の発明にかかる情報制御装置は、車両の貸し出しをおこなう貸車システ
ムに用いられ、車両に搭載されて目的地までの経路を案内する情報制御装置であって、車
両の貸し出しまたは返却をおこなう車両基地への経路を探索するサーバへ、利用者の操作
に基づき目的地に関する情報を送信する送信手段と、送信した前記目的地に関する情報に
基づいて探索された目的地の近傍に位置する前記車両基地への経路に関する情報を受信す
る受信手段と、を備え、前記受信手段により受信した経路に関する情報を基に経路案内を
おこなうことを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項４の発明にかかる情報制御方法は、車両の貸し出しをおこなう貸車システ
ムに用いられる情報制御装置の情報制御方法であって、前記情報制御装置は、利用者から
の入力に基づいて目的地に関する情報を設定する設定工程と、前記設定工程によって設定
された目的地に関する情報により示される目的地の近傍に位置する車両の貸し出しまたは
返却をおこなう車両基地への経路を探索する経路探索工程と、を実行することを特徴とす
る。
【００１０】
　また、請求項５の発明にかかる情報制御方法は、車両の貸し出しをおこなう貸車システ
ムに用いられ、車両に搭載されて目的地までの経路を案内する情報制御装置の情報制御方
法であって、前記情報制御装置は、車両の貸し出しまたは返却をおこなう車両基地への経
路を探索するサーバへ、利用者の操作に基づき目的地に関する情報を送信する送信工程と
、送信した前記目的地に関する情報に基づいて探索された目的地の近傍に位置する前記車
両基地への経路に関する情報を受信する受信工程と、前記受信工程により受信した経路に
関する情報を基に経路案内をおこなう案内工程と、を実行することを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項６の発明にかかる情報制御プログラムは、請求項４または５に記載の情報
制御方法をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項７の発明にかかる記録媒体は、請求項６に記載の情報制御プログラムをコ
ンピュータに読み取り可能に記録したことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本実施の形態にかかる情報制御装置の機能的構成の一例を示すブロック図である
。
【図２】本実施の形態にかかる情報制御装置の情報制御処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図３】本実施例にかかるカーシェアリングシステムのシステム構成図である。
【図４】本実施例にかかる管理サーバのハードウェア構成の一例を示すブロック図である
。
【図５】目的地を設定する際の情報制御処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】車両が走行している際の情報制御処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】車両が目的地に到達した際の情報制御処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる情報制御装置、情報制御方法、情報制御
プログラム、および記録媒体の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００１５】
（実施の形態）
（情報制御装置の機能的構成）
　この発明の実施の形態にかかる情報制御装置の機能的構成について説明する。情報制御
装置は、車両の貸し出しをおこなう貸車システムに用いられるものである。貸車システム
は、予め登録された利用者が例えば基本料金を支払うことにより、当該利用者間で車両を
共有するカーシェアリングシステムや、不特定多数の利用者が所定の料金を支払うことに
より車両を借りるレンタカーシステムである。カーシェアリングシステムにおいては、車
両を管理し、貸し出しや返却を受け付ける車両基地としての複数のターミナルを設置し、
利用者があるターミナルで借りた車両を、他のターミナルにて返却することが可能になっ
ている。
【００１６】
　また、情報制御装置は、代表的には、車両に搭載されるナビゲーション装置や利用者が
所持する携帯電話装置などの端末装置と通信接続可能な管理サーバによって実現されるが
、ナビゲーション装置によって実現することも可能である。
【００１７】
　図１は、本実施の形態にかかる情報制御装置の機能的構成の一例を示すブロック図であ
る。図１において、情報制御装置１００は、格納部１０１と、設定部１０２と、検索部１
０３と、出力部１０４と、変更部１０５と、経路探索部１０６と、記録部１０７と、取得
部１０８と、出力制御部１０９とを備えている。
【００１８】
　格納部１０１は、車両の貸し出しまたは返却をおこなう車両基地の位置情報を格納する
。なお、格納部１０１は、車両基地の位置情報のほかにも、車両基地の情報として、たと
えば、車両基地の名称や、当該車両基地の収容台数や、リアルタイムの車両台数などの情
報を格納する。
【００１９】
　設定部１０２は、利用者からの入力に基づいて目的地を設定する。目的地は、代表的に
は施設が挙げられるが、道路上の地点など、地図上に表示される全ての地点を含む。情報
制御装置１００を管理サーバによって実施した場合、目的地の情報は、図示せぬ受信部に
よってナビゲーション装置から受信される。情報制御装置１００をナビゲーション装置に
よって実施した場合、目的地の情報は、たとえば、図示せぬ操作入力部によって利用者か
ら操作入力される。
【００２０】
　検索部１０３は、格納部１０１に格納されている車両基地の位置情報と、設定部１０２
に設定された目的地の位置情報とを用い、当該目的地近傍の車両基地を検索する。検索部



(5) JP 5406354 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

１０３は、具体的には、たとえば、緯度経度情報や、エリアごとに設定されるエリアコー
ドなどを用いて、目的地近傍の車両基地を検索する。
【００２１】
　出力部１０４は、検索部１０３によって検索された目的地近傍の車両基地の情報を出力
する。車両基地の情報は、車両基地の名称や位置の情報のほか、当該車両基地までの経路
の情報などである。情報制御装置１００を管理サーバによって実施した場合、出力部１０
４から出力された情報は、図示せぬ送信部によって、ナビゲーション装置へ送信される。
なお、情報制御装置１００をナビゲーション装置によって実施した場合、出力部１０４か
ら出力された情報は、図示せぬ表示部などによって表示出力される。
【００２２】
　また、本実施の形態において、検索部１０３は、目的地として施設が設定され、当該施
設が予め設定される所定の属性である場合に、目的地近傍の車両基地を検索するようにし
てもよい。この属性は、たとえば、施設のジャンルごとに予め設定されており、具体的に
は、施設での予測滞在時間を用いて予め設定されている。予測滞在時間は、施設にて予測
される駐車時間であり、統計や履歴などに基づいて設定されている。
【００２３】
　具体例を挙げると、予測滞在時間は、銀行の場合３０分、コンビニエンスストアの場合
５分、映画館の場合２時間半、遊園地の場合５時間などである。そして、予測滞在時間が
所定時間以上（たとえば、１時間以上）の施設に対して、所定の属性が設定されている。
検索部１０３は、所定の属性が設定されている施設、すなわち、予測滞在時間が１時間以
上の施設、が目的地として設定されている場合に、車両基地を検索する。検索結果は、出
力部１０４により出力される。
【００２４】
　また、利用者が滞在予定時間を自ら入力し、当該入力された滞在予定時間に基づいて所
定の属性を設定してもよい。たとえば、利用者が目的地としての施設を設定した際に当該
施設での滞在予定時間を入力する。滞在予定時間が入力されなかった場合、予め設定され
ている当該施設のジャンルに応じた所定の属性に基づいて検索部１０３により当該施設（
目的地）近傍の車両基地を検索する。
【００２５】
　滞在予定時間が入力された場合には、当該入力された滞在予定時間に基づいて所定の属
性を設定する。具体的には、たとえば、利用者が目的地として銀行を設定した際に、当該
銀行にて口座開設手続き等を予定しており、滞在予定時間を１時間と入力した場合、当該
入力された１時間を予測滞在時間として所定の属性を設定する。よって、検索部１０３で
は当該銀行近傍の車両基地を検索する。
【００２６】
　逆に目的地として映画館を設定した際に、当該映画館では映画を鑑賞するのではなく予
約のみをおこなうことを予定しており、滞在予定時間を３０分と入力した場合、当該映画
館に対し所定の属性を設定しない（予め所定の属性が設定されている場合には、その属性
を取り消す）。よって、検索部１０３では当該映画館近傍の車両基地を検索しない。
【００２７】
　なお、滞在予定時間を入力する際に予め設定されていた予測滞在時間を利用者に提示し
、当該提示した予測滞在時間を参考に入力させるようにしてもよい。また、目的地として
設定された施設がガソリンスタンド等車両の乗り入れを必須とする施設の場合には、予測
滞在時間、滞在予定時間にかかわらず検索部１０３による検索をおこなわないようにして
もよい。
【００２８】
　なお、属性に応じた車両基地の出力の手法としては、属性に応じて検索部１０３が検索
をおこなうことに限らず、属性にかかわらず検索部１０３が車両基地の検索をおこなうよ
うにし、所定の属性の施設が目的地として設定されている場合に、図示せぬ制御部が、車
両基地を出力するようにして、出力を制御する構成とすることも可能である。
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【００２９】
　また、本実施の形態において、変更部１０５は、任意の構成要素である。変更部１０５
は、目的地として施設が設定され、当該施設が所定の属性である場合に、検索部１０３に
よって検索された目的地近傍の車両基地の中から、目的地に最も近い車両基地に目的地を
変更する。また、変更部１０５は、施設から所定距離内に車両基地が存在する場合に、当
該車両基地に目的地を変更する。所定距離内とは、当該車両を用いることなく車両基地か
ら施設まで行くことのできる範囲であり、たとえば、徒歩の場合、１ｋｍといった範囲で
ある。
【００３０】
　また、本実施の形態において、設定部１０２は、出力部１０４による出力を受けて、目
的地近傍の車両基地に目的地を変更する旨の情報を受け付けることにより、目的地を再設
定するようにしてもよい。この構成について、情報制御装置１００を管理サーバによって
実施した場合を具体的に説明する。
【００３１】
　管理サーバによる出力部１０４からの出力により、すなわち、ナビゲーション装置への
検索結果の送信により、ナビゲーション装置は、利用者に対し目的地近傍の車両基地へ目
的地を変更するか否かをディスプレイに表示する。そして、ナビゲーション装置は、利用
者から車両基地への目的地の変更を受け付けると、受け付けた情報を管理サーバに送信す
る。この送信を受けて、管理サーバは、目的地を再設定する。なお、本構成において、利
用者から車両基地への目的地の変更を受け付けない場合は、目的地の再設定をおこなわな
い。
【００３２】
　また、ナビゲーション装置により情報制御装置１００を実施した場合、ディスプレイな
どの出力部１０４から、車両基地へ目的地を変更するか否かを表示するとともに、利用者
から車両基地へ目的地を変更するか否かを受け付けるようにし、車両基地への目的地の変
更を受け付けた場合に、目的地を再設定すればよい。
【００３３】
　また、本実施の形態において、経路探索部１０６は、任意の構成要素である。経路探索
部１０６は、設定部１０２に設定された目的地までの推奨経路を探索する。検索部１０３
は、たとえば、ダイクストラ法により目的地までの推奨経路を探索する。この場合、出力
部１０４は、経路探索部１０６によって探索された推奨経路を出力する。
【００３４】
　ここで、本実施の形態において、強制的に車両基地を目的地に設定し、強制的に当該車
両基地までの経路を探索することも可能である。この場合、図示せぬ制御部を備える。こ
の制御部は、設定部１０２に設定された目的地での予測滞在時間が所定時間以上（たとえ
ば、１時間以上）である場合に、経路探索部１０６に対して、目的地近傍の車両基地を目
的地として経路を探索させる。なお、本構成は、上述した変更部１０５による目的地のみ
を変更する構成とは異なり、経路を強制的に探索するものである。
【００３５】
　また、本実施の形態において、記録部１０７と、取得部１０８と、出力制御部１０９と
は、任意の構成要素である。記録部１０７は、経路探索部１０６によって探索された推奨
経路を記録する。取得部１０８は、車両の位置情報を取得する。車両の位置情報は、リア
ルタイムの現在位置の情報や、走行を完了した履歴情報などである。
【００３６】
　出力制御部１０９は、取得部１０８によって取得された車両の位置情報が、記録部１０
７に記録されている推奨経路から所定量以上逸脱した場合に、所定の情報を出力させる。
所定量は、所定距離、所定時間、所定回数である。所定の情報は、所定の超過料を課す旨
の情報や、逸脱している旨の情報である。
【００３７】
　超過料は、代表的には、料金に関するものである。所定の超過料を課す情報は、逸脱の
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度合いに応じて、すなわち、逸脱した時間や距離が長くなればなるほど、超過料を高くし
てもよい。なお、超過料を課すほかにも、たとえば、利用者へのサービスを提供するため
のポイントの没収や、利用者ごとに貸出制限をおこなうための評価ポイントの没収などで
あってもよい。また、逸脱している旨の情報は、たとえば、推奨経路に戻る旨の通知や警
告のほか、超過料が発生する旨の通知などであってもよい。上述したような出力制御部１
０９を備えた構成において、出力部１０４は、出力制御部１０９の制御により所定の情報
を出力する。
【００３８】
（情報制御装置の情報制御処理手順）
　つぎに、図２を用いて、情報制御装置１００の情報制御処理手順について説明する。図
２は、本実施の形態にかかる情報制御装置１００の情報制御処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【００３９】
　図２のフローチャートにおいて、情報制御装置１００は、設定部１０２に目的地が設定
されたか否かを判断する（ステップＳ２０１）。目的地が設定されるまで待機状態にあり
（ステップＳ２０１：Ｎｏのループ）、目的地が設定されると（ステップＳ２０１：Ｙｅ
ｓ）、検索部１０３は、格納部１０１に格納されている車両基地の中から、設定された目
的地近傍の車両基地を検索する（ステップＳ２０２）。そして、出力部１０４が検索結果
を出力し（ステップＳ２０３）、一連の処理を終了する。
【００４０】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる情報制御装置１００によれば、予め格納さ
れている車両基地の中から、設定された目的地近傍の車両基地を検索するようにしたので
、利用者に対して、目的地近傍の車両基地を提示し、車両の返却を促すことができる。し
たがって、利用者の車両に対する占有時間を必要最小限に抑えることができる。これによ
り、他の利用者に車両を使用させる時間を増加させることができ、たとえば、あたかも公
共交通機関を利用するかのように、予約などを不要とした、いつでも簡単に利用すること
のできるカーシェアリングシステムを提供することが可能になる。
【００４１】
　また、目的地に設定された施設が予め設定される所定の属性である場合に、目的地近傍
の車両基地を検索するようにすれば、目的地の施設に応じて、利用者に車両の返却を促す
ことができる。特に、予測滞在時間が長い施設の場合に、目的地近傍の車両基地を検索す
るようにすれば、一人の利用者が長時間車両を占有することを抑制させることができる。
【００４２】
　また、目的地として設定された施設が所定の属性である場合に、目的地近傍の車両基地
の中から、目的地に最も近い車両基地に目的地を変更するようにすれば、車両の返却をよ
り促すことができる。したがって、利用者の車両に対する占有時間を最小限に抑えること
ができる。
【００４３】
　また、施設から所定距離内に車両基地が存在する場合に、当該車両基地に目的地を変更
するようにすれば、たとえば、施設から徒歩圏内の車両基地に車両を返却させることがで
き、利用者の利便性を考慮して車両の返却を促すことができる。
【００４４】
　また、目的地近傍の車両基地に目的地を変更する旨の情報を受け付けることにより、目
的地を再設定するようにすれば、目的地の変更にあたり、利用者の意向を反映させること
ができる。
【００４５】
　また、設定された目的地までの推奨経路を探索するようにし、探索した推奨経路を出力
するようにすれば、利用者に対して最短または最速となる経路を提示することができる。
そして、利用者が当該推奨経路を走行することにより、利用者の車両に対する占有時間を
最小限に抑えることができる。
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【００４６】
　また、探索した推奨経路を記録するようにし、車両の位置情報が、推奨経路から所定量
以上逸脱した場合に、所定の情報を出力するようにすれば、利用者に対して、逸脱してい
ることを認識させることができるとともに、推奨経路の走行を促すことができる。したが
って、利用者が当該推奨経路を走行することにより、利用者の車両に対する占有時間を最
小限に抑えることができる。
【００４７】
　また、車両の位置が推奨経路から所定量以上逸脱した場合に、当該利用者に対して、所
定の超過料を課す旨の情報を出力するようにすれば、逸脱時に超過料としてのペナルティ
を科すことができる。したがって、利用者に推奨経路の走行を促すことができる。
【００４８】
　また、所定の超過料を、逸脱の度合いに応じたものとすれば、すなわち、逸脱の度合い
に応じて超過料を高くするようにすれば、大きな逸脱を抑制させることができる。したが
って、一人の利用者が長時間車両を占有することを抑制させることができる。
【００４９】
　また、車両の位置が推奨経路から所定量以上逸脱した場合に、逸脱している旨の情報を
出力させるようにすれば、利用者に対して、逸脱していることを認識させることができる
とともに、推奨経路の走行を促すことができる。特に、逸脱している旨の情報を、推奨経
路に戻る旨の情報や警告する旨の情報のほか、超過料が発生する旨の情報などとすれば、
推奨経路の走行をより促すことができる。
【００５０】
　また、設定された目的地での予測滞在時間が所定時間以上である場合に、目的地近傍の
車両基地を目的地として経路を探索させるようにした構成としたとしても、同様に、利用
者に対して、車両の返却を促すことができる。したがって、利用者の車両に対する占有時
間を必要最小限に抑えることができる。これにより、他の利用者に車両を使用させる時間
を増加させることができ、たとえば、あたかも公共交通機関を利用するかのように、予約
などを不要とした、いつでも簡単に利用することのできるカーシェアリングシステムを提
供することが可能になる。
【実施例】
【００５１】
　以下に、本発明の実施例について説明する。本実施例では、管理サーバおよびナビゲー
ション端末によって構成されるカーシェアリングシステムを実施した場合の一例について
説明する。実施の形態に示した情報制御装置１００は、管理サーバによって実現される。
なお、カーシェアリングシステムにおいては、車両を管理し、貸し出しや返却をおこなう
車両基地としてのターミナルを設置し、利用者があるターミナルで借りた車両を、他のタ
ーミナルにて返却することが可能になっている。
【００５２】
　また、本実施例におけるカーシェアリングシステムでは、利用者に車両を貸し出すこと
により、貸出時間や車両の走行距離に応じた料金を利用者に課金するとともに、渋滞など
の不可抗力を除いて、予定の貸出時間や予定の走行距離を超過した場合には、所定の割増
金額が課金されるようになっている。
【００５３】
（カーシェアリングシステムのシステム構成）
　まず、図３を用いて、本実施例にかかるカーシェアリングシステムのシステム構成につ
いて説明する。図３は、本実施例にかかるカーシェアリングシステムのシステム構成図で
ある。図３において、カーシェアリングシステム３００は、管理サーバ３１０と、ナビゲ
ーション端末３２０とで構成されている。
【００５４】
　管理サーバ３１０は、ナビゲーション端末３２０に対して、インターネットなどのネッ
トワークを介して接続される。管理サーバ３１０は、会員登録された利用者の情報の管理
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、車両の運行状況の管理、基本料金や支払いなどに関する管理などをおこなう。また、管
理サーバ３１０は、たとえば、ナビゲーション端末３２０から目的地の情報を受信すると
ともに、当該目的地近傍のターミナルを検索したり、目的地までの推奨経路を探索したり
し、検索結果や推奨経路の情報をナビゲーション端末３２０へ送信する。
【００５５】
　ナビゲーション端末３２０は、たとえば、車両に搭載され、利用者から目的地の入力を
受け付けるとともに、目的地近傍のターミナルの情報の提示や、目的地までの推奨経路の
誘導などをおこなう。なお、本実施例において、推奨経路は、管理サーバ３１０によって
探索されたものとするが、ナビゲーション端末３２０自身によって探索されたものであっ
てもよい。
【００５６】
　また、ナビゲーション端末３２０は、車両の現在位置の情報や走行履歴情報を取得する
とともに、取得した情報を適宜、管理サーバ３１０へ送信する。なお、ナビゲーション端
末３２０は、目的地の入力がおこなわれ、かつ、推奨経路が設定されない限り、車両を走
行できないように、たとえば、エンジンがかからないように駆動系を制御したり、ハンド
ルのロックを解除させないように操作系を制御したりしてもよい。
【００５７】
　なお、管理サーバ３１０は、ナビゲーション端末３２０のほかにも、携帯電話装置やＰ
Ｃなどの利用者端末装置と接続可能である。この携帯電話装置やＰＣを用い、管理サーバ
３１０とインターネットを介して接続することにより、車両の予約をおこなうことが可能
である。なお、車両を利用する際には、必ずしも車両の予約を必要とするものではなく、
利用者が車両の利用を希望するときに利用者がターミナルまで出向き、当該ターミナルに
車両の在庫がある場合に、利用可能とすればよい。
【００５８】
（管理サーバのハードウェア構成）
　図４を用いて、本実施例にかかる管理サーバ３１０のハードウェア構成について説明す
る。図４は、本実施例にかかる管理サーバ３１０のハードウェア構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【００５９】
　図４において、管理サーバ３１０は、ＣＰＵ４０１と、ＲＯＭ４０２と、ＲＡＭ４０３
と、磁気ディスクドライブ４０４と、磁気ディスク４０５と、光ディスクドライブ４０６
と、光ディスク４０７と、通信Ｉ／Ｆ４０８とを備えている。また、各構成部４０１～４
０８はバス４２０によってそれぞれ接続されている。
【００６０】
　ＣＰＵ４０１は、管理サーバ３１０の全体の制御を司る。ＲＯＭ４０２やフラッシュＲ
ＯＭ等の書換え可能な不揮発性メモリは、ブートプログラム、情報制御プログラムなどの
各種プログラムを記録している。また、ＲＡＭ４０３は、ＣＰＵ４０１のワークエリアと
して使用される。
【００６１】
　情報制御プログラムは、情報検索プログラム、目的地変更プログラム、経路探索プログ
ラム、出力制御プログラムを有する。情報検索プログラムは、磁気ディスク４０５に記録
されているターミナルの位置情報と、通信Ｉ／Ｆ４０８によりナビゲーション端末３２０
から受信した目的地の位置情報とを用い、目的地近傍のターミナルを検索するプログラム
である。検索されたターミナルの情報は、通信Ｉ／Ｆ４０８によりナビゲーション端末３
２０に送信される。なお、この情報検索プログラムは、目的地として設定された施設が予
め設定される所定の属性である場合に、目的地近傍のターミナルを検索する。なお、図１
に示した、検索部１０３は、ＣＰＵ４０１によって実現される。すなわち、ＣＰＵ４０１
が情報検索プログラムを実行することにより、検索部１０３の機能を実現する。
【００６２】
　目的地変更プログラムは、目的地として設定された施設が所定の属性である場合に、情
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報検索プログラムによって検索された目的地近傍のターミナルの中から、目的地に最も近
いターミナルに目的地を変更するプログラムである。なお、目的地の変更は、目的地変更
プログラムによるものに限らず、利用者からの入力に基づき、ナビゲーション端末３２０
から目的地を変更する旨の情報を受信した場合に、目的地を変更（再設定）することも可
能である。なお、図１に示した、変更部１０５は、ＣＰＵ４０１によって実現される。す
なわち、ＣＰＵ４０１が目的地変更プログラムを実行することにより、変更部１０５の機
能を実現する。
【００６３】
　経路探索プログラムは、後述する磁気ディスク４０５に記録されている地図データなど
を利用して、出発地から目的地までの最適な推奨経路を探索させる。なお、経路探索プロ
グラムは、設定された目的地が所定の属性である場合に、目的地近傍のターミナルを目的
地として探索するプログラムとしてもよい。
【００６４】
　推奨経路は、渋滞情報などを加味し、目的地までの最短（または最速）経路やユーザが
指定した条件に最も合致する経路などである。探索された推奨経路は、磁気ディスクドラ
イブ４０４の制御により磁気ディスク４０５に記録されるとともに、通信Ｉ／Ｆ４０８を
介してナビゲーション端末３２０へ送信される。図１に示した、経路探索部１０６は、Ｃ
ＰＵ４０１によって実現される。すなわち、ＣＰＵ４０１が経路探索プログラムを実行す
ることにより、経路探索部１０６の機能を実現する。
【００６５】
　出力制御プログラムは、通信Ｉ／Ｆ４０８を介して取得した車両の位置情報が、経路探
索プログラムにより磁気ディスク４０５に記録した推奨経路から所定量以上逸脱した場合
に、所定の超過料を課す旨の情報や、逸脱している旨の情報を出力させるプログラムであ
る。出力された情報は、通信Ｉ／Ｆ４０８により、ナビゲーション端末３２０に送信され
る。また、出力された情報のうち、所定の超過料の情報は、利用者ごとの課金情報として
、磁気ディスク４０５に記録される。図１に示した、出力制御部１０９は、ＣＰＵ４０１
によって実現される。すなわち、ＣＰＵ４０１が出力制御プログラムを実行することによ
り、出力制御部１０９の機能を実現する。
【００６６】
　磁気ディスクドライブ４０４は、ＣＰＵ４０１の制御にしたがって磁気ディスク４０５
に対する情報の読み取り／書き込みを制御する。磁気ディスク４０５は、磁気ディスクド
ライブ４０４の制御によって書き込まれた情報を記録する。磁気ディスク４０５としては
、たとえば、ＨＤ（ハードディスク）やＦＤ（フレキシブルディスク）を用いることがで
きる。
【００６７】
　磁気ディスク４０５は、利用者の識別情報や個人情報などの会員情報、ターミナルの情
報、施設ごとの属性情報、目的地までの推奨経路の情報、基本料金の支払いや超過料など
の金額に関する情報などを記録する。識別情報は、利用者ごとに設定されるＩＤやパスワ
ードなどである。個人情報は、住所、氏名、生年月日、趣味、職業、などである。ターミ
ナルの情報は、ターミナルの位置や名称の情報などである。
【００６８】
　属性情報は、施設のジャンルごとに、たとえば、予測滞在時間が１時間以上の施設に設
定されている。施設のジャンルは、具体的には、映画館、遊園地、デパートなどであり、
利用者の利用状況などに応じて、更新することも可能である。なお、図１に示した、格納
部１０１および記録部１０７は、磁気ディスク４０５によって実現される。
【００６９】
　光ディスクドライブ４０６は、ＣＰＵ４０１の制御にしたがって光ディスク４０７に対
する情報の読み取り／書き込みを制御する。光ディスク４０７は、光ディスクドライブ４
０６の制御にしたがって情報の読み出される着脱自在な記録媒体である。光ディスク４０
７は、書き込み可能な記録媒体を利用することもできる。また、この着脱自在な記録媒体
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として、光ディスク４０７のほか、ＭＯ、メモリカードなどであってもよい。
【００７０】
　通信Ｉ／Ｆ４０８は、無線を介してネットワークに接続され、管理サーバ３１０とＣＰ
Ｕ４０１とのインターフェースとして機能する。通信Ｉ／Ｆ４０８は、上述した情報検索
プログラムによる検索結果、経路探索プログラムによる推奨経路の情報、出力制御プログ
ラムによる所定の超過料を課す旨の情報などをナビゲーション端末３２０に送信する。ま
た、通信Ｉ／Ｆ４０８は、目的地の情報や、車両の現在位置の情報などをナビゲーション
端末３２０から受信する。図１に示した、出力部１０４および取得部１０８は、通信Ｉ／
Ｆ４０８によって実現される。
【００７１】
　図１に示した本実施の形態における情報制御装置１００が備える、格納部１０１と、設
定部１０２と、検索部１０３と、出力部１０４と、変更部１０５と、経路探索部１０６と
、記録部１０７と、取得部１０８と、出力制御部１０９とは、図４に示した管理サーバ３
１０におけるＲＯＭ４０２、ＲＡＭ４０３、磁気ディスク４０５、光ディスク４０７など
に記録されたプログラムや情報を用いて、ＣＰＵ４０１が所定のプログラムを実行し、管
理サーバ３１０における各部を制御することによってその機能を実現する。
【００７２】
　すなわち、本実施例の管理サーバ３１０は、管理サーバ３１０における記録媒体として
のＲＯＭ４０２に記録されている情報制御プログラムをＣＰＵ４０１が実行することによ
り、図１に示した情報制御装置１００が備える機能を、図２に示した情報制御処理手順で
実行することができる。
【００７３】
（目的地を設定する際の情報制御処理の一例）
　つぎに、図５を用いて、管理サーバ３１０がおこなう目的地を設定する際の情報制御処
理の一例について説明する。図５は、目的地を設定する際の情報制御処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【００７４】
　図５のフローチャートにおいて、管理サーバ３１０のＣＰＵ４０１は、通信Ｉ／Ｆ４０
８を介してナビゲーション端末３２０から目的地の情報を受信したか否かを判断する（ス
テップＳ５０１）。目的地の情報を受信するまで待機状態にあり（ステップＳ５０１：Ｎ
ｏのループ）、目的地の情報を受信すると（ステップＳ５０１：Ｙｅｓ）、目的地を設定
する（ステップＳ５０２）。このあと、目的地が所定の属性の施設か否かを判断する（ス
テップＳ５０３）。なお、所定の属性は、上述したように、たとえば、予測滞在時間が１
時間以上となる施設であり、デパートや映画館などの施設に予め設定される属性である。
【００７５】
　目的地が所定の属性の施設であると判断した場合（ステップＳ５０３：Ｙｅｓ）、目的
地近傍のターミナルを検索する（ステップＳ５０４）。そして、ターミナルが目的地から
所定距離内に位置するか否かを判断する（ステップＳ５０５）。ターミナルが目的地から
所定距離内に位置すると判断した場合（ステップＳ５０５：Ｙｅｓ）、目的地に最も近い
ターミナルに目的地を変更する（ステップＳ５０６）。
【００７６】
　このあと、通信Ｉ／Ｆ４０８により、目的地を変更した旨の情報をナビゲーション端末
３２０へ送信する（ステップＳ５０７）。そして、ナビゲーション端末３２０では、ディ
スプレイにより、目的地を変更した旨の情報が出力されるとともに、変更を了承するか否
かの通知がおこなわれる。そして、利用者からの変更を了承するか否かの入力があると、
ナビゲーション端末３２０からの当該情報の送信を受けて、管理サーバ３１０では、利用
者から変更を了承する旨の情報を受信したか否かを判断する（ステップＳ５０８）。
【００７７】
　変更を了承する旨の情報を受信したと判断した場合（ステップＳ５０８：Ｙｅｓ）、タ
ーミナルまでの推奨経路を探索し（ステップＳ５０９）、推奨経路の情報をナビゲーショ
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ン端末３２０へ送信する（ステップＳ５１０）。そして、車両を利用する際の基準となる
基準料金の算出をおこなう（ステップＳ５１１）。なお、目的地をターミナルに変更した
場合の基準料金は、目的地をターミナルに変更しない場合の基準料金に比べて、割安な料
金として算出される。このあと、磁気ディスクドライブ４０４を制御し、基準料金の情報
と、推奨経路の情報とを磁気ディスク４０５に記録し（ステップＳ５１２）、一連の処理
を終了する。
【００７８】
　一方、ステップＳ５０３において、目的地が所定の属性の施設ではないと判断した場合
（ステップＳ５０３：Ｎｏ）、設定した目的地までの推奨経路を探索し（ステップＳ５１
３）、ステップＳ５１０におけるナビゲーション端末３２０への推奨経路の送信をおこな
う。また、ステップＳ５０５において、ターミナルが目的地から所定距離内に位置しない
と判断した場合（ステップＳ５０５：Ｎｏ）、すなわち、ターミナルが目的地から遠い場
合、ステップＳ５１３における目的地までの推奨経路の探索をおこなう。なお、この場合
において算出される基準料金は、割引などのない通常の基準料金とすればよい。
【００７９】
　なお、目的地が施設ではない場合や、ステップＳ５０３において所定の属性の施設では
ない場合や、ステップＳ５０５においてターミナルが目的地から所定距離内に位置しない
場合などであっても、ターミナルの情報をナビゲーション端末３２０へ送信し、ナビゲー
ション端末３２０にて利用者から当該ターミナルへの目的地の変更を受け付けた場合には
、ターミナルまでの推奨経路を探索するようにしてもよい。そして、目的地がターミナル
に変更された場合には、算出される基準料金は、目的地をターミナルに変更しない場合の
基準料金に比べて、割安な料金とすればよい。
【００８０】
　また、ステップＳ５０８において、変更を了承する旨の情報を受信しない場合（ステッ
プＳ５０８：Ｎｏ）、すなわち、利用者が変更を了承しない場合、予め設定していた目的
地に再度設定し直し、ステップＳ５１３における目的地までの推奨経路の探索をおこなう
。
【００８１】
　上述した処理によれば、予め記録されているターミナルのうち、目的地近傍のターミナ
ルを検索するようにしたので、利用者に対して、目的地近傍のターミナルを提示し、車両
の返却を促すことができる。したがって、たとえば、買い物をしている最中など所用を済
ませるまでの間、車両を返却することにより、利用者の車両に対する占有時間を必要最小
限に抑えることができる。これにより、他の利用者に車両を使用させる時間を増加させる
ことができ、たとえば、あたかも公共交通機関を利用するかのように、予約などを不要と
した、いつでも簡単に利用することのできるカーシェアリングシステムを提供することが
可能になる。
【００８２】
　なお、利用者が車両を返却し、施設にて所用を終えて帰路に就く際には、同様にして車
両を借り受ければよい。このように、逐一、車両を返却することが可能になることにより
、利用者に対して安価な料金で車両を貸し出すことが可能になる。したがって、より多く
の利用者が車両を利用することが可能になるので、カーシェアリングシステムにおける会
員を増やすことができ、より利便性の高いカーシェアリングシステムを提供することがで
きる。
【００８３】
　また、目的地に設定された施設が所定の属性である場合に、目的地近傍のターミナルを
検索するようにしたので、目的地の施設に応じて、利用者に車両の返却を促すことができ
る。特に、映画館など予測滞在時間が長い施設の場合に、目的地近傍のターミナルを検索
するようにしたので、一人の利用者が長時間車両を占有することを抑制させることができ
る。
【００８４】



(13) JP 5406354 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

　また、目的地近傍のターミナルのうち、目的地に最も近いターミナルに目的地を変更す
るようにしたので、車両の返却をより促すことができる。したがって、利用者の車両に対
する占有時間を最小限に抑えることができる。
【００８５】
　また、施設から所定距離内にターミナルが存在する場合に、当該ターミナルに目的地を
変更するようにしたので、たとえば、施設から徒歩圏内のターミナルに車両を返却させる
ことができ、利用者の利便性を考慮して車両の返却を促すことができる。
【００８６】
　また、目的地近傍のターミナルに目的地を変更する旨の情報を受け付けることにより、
目的地を再設定するようにしたので、目的地の変更にあたり、利用者の意向を反映させる
ことができる。
【００８７】
　また、上述した処理では、ターミナルからの距離（ステップＳ５０５）や、利用者の了
承（ステップＳ５０８）などを考慮した上で、ステップＳ５０９におけるターミナルまで
の推奨経路の探索をおこなうようにしているが、これらを考慮せずに、目的地の属性（ス
テップＳ５０３）のみを考慮し、強制的に目的地近傍のターミナルまでの推奨経路を探索
するようにしてもよい。このような構成であれば、ターミナル以外を目的地とした推奨経
路については利用者に提示しないので、利用者に対して車両の返却を、より促すことがで
きる。
【００８８】
（車両が走行している際の情報制御処理の一例）
　つぎに、図６を用いて、管理サーバ３１０がおこなう車両が走行している際の情報制御
処理の一例について説明する。図６は、車両が走行している際の情報制御処理の一例を示
すフローチャートである。なお、図６に示すフローチャートは、図５に示したフローチャ
ートの後、車両が走行している際の処理を示している。
【００８９】
　図６のフローチャートにおいて、管理サーバ３１０のＣＰＵ４０１は、通信Ｉ／Ｆ４０
８を介してナビゲーション端末３２０から車両の現在位置の情報を受信する（ステップＳ
６０１）。そして、磁気ディスクドライブ４０４を制御し、磁気ディスク４０５に記録し
た推奨経路の情報の読み込みをおこなう（ステップＳ６０２）。そして、車両が推奨経路
に対して、所定距離以上逸脱しているか否かを判断する（ステップＳ６０３）。
【００９０】
　なお、ステップＳ６０３における判断は、所定時間以上または所定回数以上逸脱してい
るか否かを判断するようにしてもよい。また、推奨経路に事故や渋滞等が発生した場合に
は、経路を再探索することにより、推奨経路は適宜変更される。そして、車両が推奨経路
に対して、所定距離以上逸脱していると判断した場合（ステップＳ６０３：Ｙｅｓ）、ナ
ビゲーション端末３２０へ、推奨経路に対して逸脱している旨の情報を送信する（ステッ
プＳ６０４）。逸脱している旨の情報は、たとえば、推奨経路に戻ることを促す旨の情報
や、所定の超過料が発生する旨の情報である。
【００９１】
　このあと、車両が目的地に到達したか否かを判断する（ステップＳ６０５）。目的地に
到達したと判断した場合（ステップＳ６０５：Ｙｅｓ）、一連の処理を終了する。なお、
ここでいう目的地は、利用者が当初入力した目的地、または、利用者が当初入力した目的
地近傍のターミナルのいずれかである。
【００９２】
　一方、目的地に到達していないと判断した場合（ステップＳ６０５：Ｎｏ）、ステップ
Ｓ６０１における車両の現在位置の情報の取得をおこなう。また、ステップＳ６０３にお
いて、車両が推奨経路に対して、所定距離以上逸脱していないと判断した場合（ステップ
Ｓ６０３：Ｎｏ）、ステップＳ６０５における目的地に到達したか否かの判断をおこなう
。
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【００９３】
　上述した処理によれば、車両の位置が推奨経路から所定距離以上逸脱した場合に、逸脱
している旨の情報を出力させるようにしたので、利用者に対して、逸脱していることを認
識させることができるとともに、推奨経路の走行を促すことができる。特に、逸脱してい
る旨の情報を、推奨経路に戻る旨の情報や警告する旨の情報のほか、超過料が発生する旨
の情報などとすれば、推奨経路の走行をより促すことができる。したがって、利用者が当
該推奨経路を走行することにより、利用者の車両に対する占有時間を最小限に抑えること
ができる。
【００９４】
（車両が目的地に到達した際の情報制御処理の一例）
　つぎに、図７を用いて、管理サーバ３１０がおこなう車両が目的地に到達した際の情報
制御処理の一例について説明する。図７は、車両が目的地に到達した際の情報制御処理の
一例を示すフローチャートである。なお、図７に示すフローチャートは、図６に示したフ
ローチャートの後の処理を示している。
【００９５】
　図７において、管理サーバ３１０は、車両の現在位置の情報や目的地の情報を用いて、
車両が目的地に到達したか否かを判断する（ステップＳ７０１）。車両が目的地に到達す
るまで待機状態にあり（ステップＳ７０１：Ｎｏのループ）、車両が目的地に到達すると
（ステップＳ７０１：Ｙｅｓ）、ナビゲーション端末３２０から車両の移動履歴情報を受
信する（ステップＳ７０２）。なお、この場合、たとえば、この移動履歴情報の受信に先
立ち、管理サーバ３１０は、ナビゲーション端末３２０へ、移動履歴情報を要求する旨の
情報を送信してもよい。
【００９６】
　そして、移動履歴情報と、推奨経路の情報とを比較することにより、車両が所定距離以
上逸脱したか否かを判断する（ステップＳ７０３）。車両が所定距離以上逸脱したと判断
した場合（ステップＳ７０３：Ｙｅｓ）、逸脱の度合いに応じた超過料を算出する（ステ
ップＳ７０４）。このあと、算出した超過料の情報を出力し（ステップＳ７０５）、一連
の処理を終了する。
【００９７】
　なお、出力された超過料の情報は、通信Ｉ／Ｆ４０８によりナビゲーション端末３２０
へ送信されるほか、磁気ディスクドライブ４０４を制御することにより、利用者ごとの課
金情報として磁気ディスク４０５に記録される。そして、磁気ディスク４０５に記録され
た課金情報は、たとえば、利用者に対する月々の基本料金に反映され、すなわち、逸脱の
多い利用者に対して、その分の超過料を請求することとなる。また、ステップＳ７０３に
おいて、車両が所定距離以上逸脱していないと判断した場合（ステップＳ７０３：Ｎｏ）
、一連の処理を終了する。
【００９８】
　なお、車両が所定距離以上逸脱しなかった場合には、たとえば、利用料金の割引など所
定の報酬を付与するようにしてもよい。また、上述した処理では、利用者が目的地に到達
した後に、超過料の算出および出力をおこなうようにしたが、利用者が目的地に到達する
前に、すなわち、車両が推奨経路から逸脱したタイミングに合わせてリアルタイムに超過
料の算出および出力をおこなうことも可能である。
【００９９】
　また、車両が目的地に到達しなかった場合、具体的には、たとえば、他のターミナルに
車両を返却した場合、もともとの推奨経路に対して占有時間が短縮した場合に限り料金を
割り引くようにしてもよいし、予定通りの走行が遂行されなかったものとして割増料金を
課金するようにしてもよい。
【０１００】
　上述した処理によれば、車両の位置が推奨経路から所定距離以上逸脱した場合に、当該
利用者に対して、所定の超過料を課す旨の情報を出力するようにしたので、逸脱時に超過
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料としてのペナルティを科すことができる。これにより、利用者に推奨経路の走行を促す
ことができる。したがって、利用者が当該推奨経路を走行することにより、利用者の車両
に対する占有時間を最小限に抑えることができる。
【０１０１】
　また、所定の超過料を、逸脱の度合いに応じたものとしたので、すなわち、逸脱の度合
いに応じて超過料を高くするようにしたので、大きな逸脱を抑制させることができる。し
たがって、一人の利用者が長時間車両を占有することを抑制させることができる。なお、
途中で立ち寄りたい場所などがある場合には、利用者は、たとえば、超過距離分や超過時
間分の超過料を支払うことにより、当該場所に立ち寄ることは勿論可能である。
【０１０２】
　上述した説明では、管理サーバ３１０によって本発明の情報制御装置を実施した場合に
ついて説明したが、車両に搭載されるナビゲーション装置によって本発明の情報制御装置
を実施することも可能である。なお、この場合、たとえば、目的地に到達後に、推奨経路
から逸脱したか否かの情報や、所定の超過料を課金する情報などを、車両管理サーバや課
金サーバなどの外部サーバに送信し、当該外部サーバにて、各種情報を管理するようにす
ればよい。
【０１０３】
　以上説明したように、本発明の情報制御装置、情報制御方法、情報制御プログラム、お
よび記録媒体によれば、利用者に対して、目的地近傍の車両基地を提示し、車両の返却を
促すことができる。したがって、利用者の車両に対する占有時間を必要最小限に抑えるこ
とができる。これにより、他の利用者に車両を使用させる時間を増加させることができ、
たとえば、あたかも公共交通機関を利用するかのように、予約などを不要とした、いつで
も簡単に利用することのできるカーシェアリングシステムを提供することが可能になる。
【０１０４】
　なお、本実施例で説明した情報制御方法は、予め用意されたプログラムをパーソナル・
コンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することにより実現するこ
とができる。このプログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ
、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータ
によって記録媒体から読み出されることによって実行される。またこのプログラムは、イ
ンターネットなどのネットワークを介して配布することが可能な伝送媒体であってもよい
。
【符号の説明】
【０１０５】
　　１００　情報制御装置
　　１０１　格納部
　　１０２　設定部
　　１０３　検索部
　　１０４　出力部
　　１０５　変更部
　　１０６　経路探索部
　　１０７　記録部
　　１０８　取得部
　　１０９　出力制御部
　　３００　カーシェアリングシステム
　　３１０　管理サーバ
　　３２０　ナビゲーション端末
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