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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用時間計器を備える電気自動車充電ステーションで電気自動車を充電する方法であっ
て、
　電気自動車と電気自動車充電ステーションとの間の充電セッションのための要求を前記
電気自動車の操作者から受信する段階であって、前記要求が前記操作者に関連付けされた
識別子を含む、段階と、
　前記電気自動車と前記電気自動車充電ステーションとの間で前記充電セッションを確立
する段階であって、前記電気自動車は確立された充電セッションの間に充電可能である、
段階と、
　前記電気自動車の前記操作者に関連付けされた前記識別子に基づいて、電気自動車充電
ステーションネットワークサーバから使用時間定義をネットワークを通じて受信する段階
であって、前記使用時間定義が、前記電気自動車の前記操作者に特定される又は前記操作
者が所属するグループに特定される使用時間計器についての複数の期間を示す、段階と、
　前記使用時間定義を受信したことに応じて、前記複数の期間を前記使用時間計器にプロ
グラムする段階と、
　前記充電セッションのアクティブ時に、前記使用時間計器にプログラムされた前記複数
の期間に関するエネルギ測定値を計測する段階と、
を含み、
　前記使用時間計器は、前記期間に異なる料金体系を適用できるよう前記期間におけるエ
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ネルギ測定値を計測する方法。
【請求項２】
　課金のために、前記充電セッションに関する前記計算されたエネルギ測定値を前記電気
自動車充電ステーションネットワークサーバへ伝達する段階を更に含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記充電セッションを確立する段階は、
　前記電気自動車の操作者の代わりに充電セッションをリクエストする前記電気自動車充
電ステーションネットワークサーバに、前記電気自動車の前記操作者に関連付けされた前
記識別子を含むメッセージを伝達する段階と、
　前記電気自動車充電ステーションネットワークサーバから前記充電セッションが認可さ
れたことを示す応答を受信する段階と、
　前記応答の受信に対応して、前記電気自動車充電ステーションと前記電気自動車との間
の電流の流れを可能にする段階と、
を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　複数の期間に対応する複数の料金体系を受信する段階と、
　限度に達すると充電セッションを終了する段階と、
を更に含み、
　前記複数の料金体系は、前記電気自動車の操作者に特有であり、前記電気自動車充電ス
テーションは、電力会社が運用する電力網から電力を供給し、前記複数の料金体系は、別
の電力会社から電力が供給される異なる電気自動車充電ステーションの前記操作者に適用
可能であり、
　前記限度は、前記期間の各々のエネルギ測定値及び前記期間の前記料金体系に基づき、
前記限度は、合計金額及びクレジットシステムの場合はクレジット金額の１つである、請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記料金体系は、前記電気自動車充電ステーションネットワークサーバ及び前記電気自
動車の操作者から受信する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　電力会社から電力が供給される電気自動車充電ステーションで電気自動車を充電する方
法であって、
　確立された充電セッションの間に充電可能な電気自動車と電気自動車充電ステーション
との間で充電セッションを確立する段階と、
　前記充電セッション時に前記電気自動車が消費する電力量を表す、前記充電セッション
に関する１つ又はそれ以上のエネルギ測定値を計算する段階と、
　前記１つ又はそれ以上のエネルギ測定値を電気自動車充電ステーションネットワークサ
ーバに伝達する段階と、
　前記１つ又はそれ以上のエネルギ測定値を前記電気自動車充電ステーションネットワー
クサーバにおいて受信する段階と、
　前記電気自動車の操作者に特有の１つ又はそれ以上の料金体系に基づく課金を前記電気
自動車充電ステーションネットワークサーバにおいて実行する段階と、
を含み、前記電気自動車の操作者に特有の前記１つ又はそれ以上の料金体系は、異なる電
力会社から電力が供給される異なる電気自動車充電ステーションに適用可能になっている
方法。
【請求項７】
　前記充電セッションを確立する段階は、
　前記電気自動車の操作者から充電セッションのリクエストを受信する段階と、
　認証のために前記リクエストを前記電気自動車充電ステーションネットワークサーバへ
伝達する段階と、
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　前記電気自動車充電ステーションネットワークサーバから前記充電セッションが認可さ
れたことを示す応答を受信する段階と、
　前記応答の受信に対応して、前記電気自動車充電ステーションと前記電気自動車との間
の電流の流れを可能にする段階と、
を更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記電気自動車充電ステーションネットワークサーバ及び前記電気自動車の操作者の１
つから、前記電気自動車の操作者に特有の１つ又はそれ以上の料金体系を受信する段階と
、
　限度に達した場合に充電セッションを終了する段階と、
を更に含み、前記限度は、前記１つ又はそれ以上のエネルギ測定値及び前記１つ又はそれ
以上の料金体系に基づき、前記限度は、合計金額及びクレジットシステムの場合はクレジ
ット金額の１つである、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記電気自動車の操作者に特有の少なくとも２つの料金体系が存在し、電気自動車充電
ステーションの使用時間計器における少なくとも２つの期間の測定値に基づく充電セッシ
ョンに関する少なくとも２つのエネルギ測定値が存在する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも２つの期間は、電気自動車充電ステーションネットワークサーバから受
信する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　電力会社が運用する電力網に結合される電力供給ラインに電気自動車を結合するための
充電ポイント接続部と、
　複数の異なる期間に関する計測値を提供するためのプログラム可能な使用時間計器と、
　電気自動車充電ステーションネットワークサーバと通信するための送受信機と
　前記プログラム可能な使用時間計器及び前記送受信機と結合する、１つ又はそれ以上の
制御モジュールと、
を備え、前記１つ又はそれ以上の制御モジュールは、
　充電を要求する電気自動車の操作者に関する識別子に基づいて選択される使用時間定義
であって、前記電気自動車の前記操作者に特定され、かつ、複数の期間を示す使用時間定
義を電気自動車充電ステーションネットワークサーバから受信することと、
　前記プログラム可能な使用時間計器を複数の期間でプログラムすること、
　前記充電ポイント接続部を通電させて前記充電ポイント接続部を通って電流が流れるよ
うにすること、及び、
　前記期間に関するエネルギ測定値を計算すること、
を実行するようになっている、電気自動車を充電するための電気自動車充電ステーション
。
【請求項１２】
　前記１つ又はそれ以上の制御モジュールは、課金のためにエネルギ測定値を電気自動車
充電ステーションネットワークサーバに伝達する、請求項１１に記載の電気自動車充電ス
テーション。
【請求項１３】
　前記複数の期間に関する複数の料金体系は、前記電気自動車充電ステーションネットワ
ークサーバから受信するようになっており、前記複数の料金体系の少なくともいくつかは
、個々の電気自動車の操作者に特有であり、異なる電力会社から電力が供給される異なる
電気自動車充電ステーションに適用可能であり、前記１つ又はそれ以上の制御モジュール
は、前記エネルギ測定値及び前記期間の料金体系の適切な１つに基づく充電セッションが
限度に達したことに基づいて、前記充電ポイント接続部を非通電とする、請求項１２に記
載の電気自動車充電ステーション。
【請求項１４】
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　電気自動車を充電する複数の電気自動車充電ステーションを備え、
　前記複数の電気自動車充電ステーションのうちの各々は異なる電力会社から電力が供給
され、各々の電気自動車充電ステーションは、充電セッションに関するエネルギ測定値を
計算して、該計算したエネルギ測定値を電気自動車充電ステーションネットワークサーバ
に伝達するようになっており、
　前記電気自動車充電ステーションネットワークサーバは、前記複数の電気自動車充電ス
テーションの各々に結合され、前記電気自動車充電ステーションネットワークサーバは、
受信したエネルギ測定値に対して適切な電気自動車の操作者に特有の料金体系を適用する
ことを含む課金を行い、
　前記適用された料金体系は、電気自動車の特定の操作者に関連付けされた識別子に基づ
いて適切であるように決定され、
　各々の電気自動車の操作者に特有の適切な料金体系は、前記電気自動車充電ステーショ
ンに電力を供給するかに関係なく前記複数の電気自動車充電ステーションの各々に適用さ
れ、電気自動車充電システム。
【請求項１５】
　前記複数の電気自動車充電ステーションのうちの少なくともいくつかは、複数の異なる
期間に関する計測値を提供する使用時間計器を更に備え、前記電気自動車充電ステーショ
ンネットワークサーバは、前記異なる期間を前記電気自動車充電ステーションに提供する
、請求項１４に記載の電気自動車充電システム。
【請求項１６】
　前記異なる期間は、個々の電気自動車の操作者に特有である、請求項１５に記載の電気
自動車充電システム。
【請求項１７】
　前記電気自動車充電ステーションネットワークサーバは、適切な電気自動車の操作者に
特有の価格を電気自動車充電ステーションに提供するようになっており、前記電気自動車
充電ステーションは、前記充電セッションの限度に達したことに基づいて充電セッション
を終了し、前記限度は、エネルギ測定値及び電気自動車の操作者に特有の価格に基づいて
いる、請求項１５に記載の電気自動車充電システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充電式電気自動車の分野に関し、詳細には電気自動車の充電及び課金に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電気自動車充電ステーション（充電ステーション）は、電気自動車（例えば、
バッテリ式自動車、ガソリン／バッテリ式ハイブリッド車）のための充電ポイントを提供
するために利用される。充電ステーションは、所望の充電位置（例えば、給油所と同じ位
置）、駐車スペース（例えば、公共の駐車スペース及び／又は個人の駐車スペース）等に
配置できる。多くの電気プラグイン車は、１１０Ｖ、２２０Ｖ（欧州では２３０Ｖ）のど
ちらかに対応して１０Ａから７０Ａの電流レベルで電力を引き込む車載充電器を有してい
る。
【０００３】
　特定の充電ステーションは、充電ステーションから電気自動車に供給される電流量を計
測する計器を含む。エネルギ測定値は（ｋＷｈで計測されて計器の電流測定値から得られ
る）、車両の充電コストを決定する際の課金時に使用される。一般に、単一価格（又は料
金体系；単位ｋＷｈあたりのコスト）は、特定の充電ステーションから電気自動車に伝送
された全エネルギ量に適用される。この単一料金体系は、一般に、充電ステーションへ電
力を供給する電力網を運用する電力会社で設定される。
【発明の概要】
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【０００４】
　充電ステーションは地理的に分散でき、別の電力会社が運用する異なる電力網からエネ
ルギを供給できる。各々異なる電力網又は電力会社は、異なるエネルギ料金体系（例えば
、単位キロワット時（ｋＷｈ）あたり異なる金額）を設定することができる。一般的な電
気自動車の充電システムにおいて、電気自動車の操作者は、充電ステーションの位置に基
づいて異なる充電ステーションから供給された同じエネルギ量に対して、異なる合計金額
を請求される。
　本発明は、例示的な実施形態を示すために用いられる以下の詳細な説明及び添付図面を
参照することで良く理解できる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】本発明の１つの実施形態による例示的な充電システムを示す。
【図２】本発明の１つの実施形態による図１に示した例示的な充電ステーションを示す。
【図３】本発明の１つの実施形態による例示的な充電ステーションネットワークを示す。
【図４】本発明の１つの実施形態による使用時間計器を備える充電ステーションに関する
例示的な充電動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の１つの実施形態による使用時間計器を備えていない充電ステーションに
関する例示的な充電動作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】
【０００６】
　以下の説明において、種々の特定の詳細事項が記載される。しかしながら、本発明の実
施形態はこれらの詳細事項がなくても実施できることを理解されたい。場合によっては、
この説明を明瞭に理解できるように公知の回路、構造、及び技術は詳細に説明されない。
当業者であれば、開示された説明でもって、必要以上の実験を行うことなく適切な機能性
を実施できるであろう。
【０００７】
　本明細書で「１つの実施形態」、「実施形態」、「例示的な実施形態」等を参照する場
合、説明された実施形態は、特定の特徴、構造、又は特性を含むことができるが、全ての
実施形態は、特定の特徴、構造、又は特性を含む必要はない。更に、このような語句は、
同じ実施形態を参照する必要はない。更に、実施形態に関連して特定の特徴、構造、又は
特性が説明される場合、明確に説明されるか否かを問わず他の実施形態に関連してこのよ
うな特徴、構造、又は特性を達成することは当業者の知識の範囲内にあると考えられる。
【０００８】
　以下の説明及び請求項において、用語「結合（ｃｏｕｐｌｅｄ）」及び「接続（ｃｏｎ
ｎｅｃｔｅｄ）」は、その派生語と共に使用できる。これらの用語は、互いに同義語とし
て意図されていないことを理解されたい。むしろ、特定の実施形態において、「接続」は
２つ又はそれ以上の要素が相互に物理的又は電気的に直接接触することを示すために使用
できる。「結合」は、２つ又はそれ以上の要素が物理的又は電気的に直接接触することを
意味する。しかしながら、「結合」は、２つ又はそれ以上の要素が相互に接触しないが、
依然として相互に連携又は相互作用することを意味する。
【０００９】
　図面に示す技術は、１つ又はそれ以上のコンピュータデバイス（例えば、電気自動車の
充電ステーション、電気自動車の充電ステーションネットワークサーバ）に格納され実行
されるコード又はデータを用いて実施できる。本明細書で使用する場合、充電ステーショ
ンは、ハードウェア及びソフトウェアを含む、電気自動車を充電するための１つの設備で
ある。このようなコンピュータデバイスは、機械ストレージ媒体（例えば、磁気ディスク
、光ディスク、ランダムアクセスメモリ、リードオンリーメモリ、フラッシュメモリデバ
イス、相変化メモリ）等の機械可読媒体、及び機械通信媒体（例えば、搬送波のような電
気的、光学的、音響的、又は他の形態の伝播信号、赤外線信号、デジタル信号）を用いて
コード及びデータを格納して通信（内部で及びネットワーク経由で他のコンピュータデバ
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イスと）する。更に、このようなコンピュータデバイスは、一般に、ストレージデバイス
、１つ又はそれ以上の入出力デバイス（例えば、キーボード、タッチスクリーン、及び／
又はディスプレイ）、及びネットワーク接続等の１つ又はそれ以上の他の構成要素が結合
された１つ又はそれ以上のプロセッサを含む。一般に、一連のプロセッサ及び他の構成要
素の結合は、１つ又はそれ以上のバス及びブリッジ（バスコントローラとも呼ばれる）を
経由して行われる。ストレージデバイス及びネットワークトラフィックを搬送する信号は
、それぞれ１つ又はそれ以上の機械ストレージ媒体及び機械通信媒体に相当する。つまり
、所定のコンピュータデバイスのストレージデバイスは、一般にデバイスの１つ又はそれ
以上の一連のプロセッサで実行されるコード及び／又はデータを記憶する。もちろん、本
発明の実施形態の１つ又はそれ以上の部分は、ソフトウェア、ファームウェア、及び／又
はハードウェアの異なる組み合わせを用いて実施できる。
【００１０】
　本発明は、以下に図面を参照して詳細に説明されるが、図面は、当業者が本発明を実施
できるように本発明の例示的な実施例として提供される。図面及び以下の実施例では、本
発明の範囲を単一の実施形態に限定することは意図されておらず、いくつかの又は全ての
開示された又は例示された要素を置換することで他の実施形態が可能であることに留意さ
れたい。
【００１１】
　特定の実施形態において、電力供給料金体系は、個々の車両の操作者に特有であり、こ
れらの料金体系は、異なる電力会社が運用する異なる電力網からのエネルギを供給する充
電ステーションに適用される（電気自動車の操作者依存料金体系）。例えば、電気自動車
の操作者は、電力会社（例えば、操作者の地元の電力会社又はいくつかの異なる電力会社
）と料金体系の交渉を行うことができ、この料金体系は、充電ステーションの位置及びど
この電力会社が充電ステーションへの電力供給を管理するかに関わりなく、自身の電気自
動車を充電する際に使用できる。
【００１２】
　特定の実施形態において、充電ステーションは、一日の異なる期間に適するエネルギ測
定値を記録するための使用時間計器を含む。一般に、各々の期間は伝送された電力の異な
る料金体系に関連する。使用される期間の例として、ピーク時間帯、非ピーク時間帯、夜
間時間帯、昼間時間帯、又は任意の他の期間を挙げることができる。特定の実施形態にお
いて、電気自動車の操作者は、各々の異なる期間に関して異なる電気自動車の操作者依存
料金体系を有しているが、他の実施形態において、料金体系は充電ステーションの電力供
給を管理する電力会社に特有である。他の実施形態において、電気自動車の操作者は、異
なる期間、異なる電力会社に関して異なる料金体系を含むことができる、異なる電気自動
車の操作者依存料金体系を有している。
【００１３】
　図１は、本発明の１つの実施形態による、例示的な充電システムを示す。図１に示す充
電システムは、電力供給ライン１３５を介して電力網１３０に結合された充電ステーショ
ン１２０を含む。特定の実施形態において、電力網１３０は電力会社１９０が所有及び／
又は運用する。電力網１３０及び電力会社１９０は異なる事業体が所有又は運用できるこ
とを理解されたい。更に、電力網１３０は複数の電力会社で使用できることを理解された
い。一般に、電力会社１９０は電力網１３０を局所的に運用する公共事業体であるが、電
力会社１９０は民間企業又は個人とすることができる。
【００１４】
　電気自動車の操作者（例えば、電気自動車の操作者１４５）は、自分の電気自動車（例
えば、電気自動車１１０）を充電するために充電ステーション１２０を利用する。例えば
、電気自動車（例えば、電気式車両、ガソリン／電気式ハイブリッド車）の電力ストレー
ジデバイス（例えば、バッテリ、スーパーキャパシタ）は、充電ステーション１２０を利
用して充電できる。電気自動車の操作者は、電気自動車の運転者、電気自動車の乗員、及
び／又は電気自動車のサービス要員を含み得ることを理解されたい。１つの実施形態にお
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いて、電気自動車の操作者は、電気自動車を充電するための自分の充電コードを備え（例
えば、電気自動車の操作者１４５は充電コード１４０を充電ステーション１２０の充電ポ
イント接続部１５５にプラグ接続する）、別の実施形態において、充電ステーション１２
０の充電ポイント接続部１５５は、取り付けられた充電コード用の回路を含む（例えば、
充電コード１４０は、充電ステーション１２０の充電ポイント接続部１５５に固定可能に
結合される）。
【００１５】
　１つの実施形態において、充電ステーション１２０は、異なる電圧（例えば、１２０Ｖ
及び２４０Ｖ）のデュアルモードで充電できる。例えば、一般に固定式に結合される充電
コードは高圧電圧モード（例えば、２４０Ｖ）で使用され、一般に非固定式に結合される
充電コードは低電圧モード（例えば、１２０Ｖ）において充電ステーション１２０の電源
コンセントに挿入される。
【００１６】
　特定の実施形態において、電力は電力供給ライン１３５を双方向に流れる。換言すれば
、電気自動車１１０は電力網１３０から充電できる一方で電力網１３０は電気自動車１１
０からの電力を受電できる（以下、「車両から電力網」（Ｖ２Ｇ）と呼ぶ）。従って、本
発明の特定の実施形態において、電気自動車１１０は電力網１３０からの電力を消費する
と共に電力網１３０に電力を伝送できる。
【００１７】
　また、充電ステーション１２０は、データ制御ユニット（ＤＣＵ）１７０を経由してサ
ーバ１８０に結合される。ＤＣＵ１７０は、サーバ１８０のゲートウェイとして機能して
充電ステーション１２０とサーバ１８０との間のメッセージ及びデータの中継を行う。充
電ステーション１２０は、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）リンク１７５（例えば
、ＷＰＡＮ（無線パーソナルエリアネットワーク）、（例えば、ブルートゥース、ジグビ
ー）、又は他のＬＡＮリンク（例えば、イーサネット（登録商標）、ＰＬＣ（電力線通信
）、ＷｉＦｉ））を経由してＤＣＵ１７０とメッセージ及びデータを交換する。ＤＣＵ１
７０は、ＷＡＮリンク１８５（例えば、セルラ（例えば、ＣＤＭＡ、ＧＰＲＳ）ＷｉＦｉ
インターネット接続、従来のアナログ電話回線サービス、専用線）を経由してサーバ１８
０とメッセージ及びデータを交換する。本発明の１つの実施形態によれば、ＤＣＵ１７０
は、充電ステーション（例えば、充電ステーション１２０又はサーバ１８０に結合される
別の充電ステーション）の一部として組み込むことができる。別の実施形態において、Ｄ
ＣＵ１７０は、充電ステーションの一部ではない別個のデバイスである。特定の実施形態
において、充電ステーション１２０は、サーバ１８０に直接結合される（つまり、ＤＣＵ
を経由する接続無しに）。
【００１８】
　サーバ１８０は、認証サービス、課金サービス、使用状況モニタリング、充電ステーシ
ョンのリアルタイム制御等を含む、複数の充電ステーションへのサービスを提供する。本
明細書で以下に詳細に説明するように、特定の実施形態において、サーバ１８０は、使用
時間定義（例えば、使用期間）、及び／又は複数の電力会社から電力が供給される複数の
充電ステーションに関する料金体系を提供する。更に、特定の実施形態において、サーバ
１８０は、電力網に接続され電力会社１９０以外の別の電力会社で運用される複数の充電
ステーションへのサービスを提供する。
【００１９】
　１つの実施形態において、サーバ１８０は、車両の操作者情報（例えば、操作者アカウ
ント情報、操作者コンタクト情報（例えば、操作者の名前、所在地住所、電子メールアド
レス、電話番号等）、使用期間、充電セッションに適用される料金体系等）、及び充電ス
テーション設定情報を記憶する。充電ステーション設定情報は、各充電ステーション及び
充電ステーションにおける充電セッションに関する情報を含むことができる。例えば、各
充電ステーションに関して、サーバ１８０は、充電ステーションが属する配線グループ（
本明細書で使用する場合、配線グループは共通の回路遮断器への物理的な配線接続に相当
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する）、配線グループの電気回路容量（例えば、遮断器サイズ）、誤った回路遮断器の遮
断を防止する遮断余裕、現在消費又は伝送されている電流量、車両が充電ステーションに
プラグ接続されているか、充電セッションの長さ（現在及び過去）、充電セッションに適
用される料金体系、充電ステーションの種々の期間、充電ステーションが使用時間計器を
備えるか等の事項を記憶できる。
【００２０】
　本発明の１つの実施形態において、サーバ１８０は、インターネット経由で利用可能な
加入者ポータルを含み、これにより加入者（電気自動車の所有者及び操作者）は、（電気
自動車に関する情報の提供、支払情報の提供、コンタクト情報の提供等を含むことができ
る）サービスに登録をでき、他の機能（例えば、充電セッションの支払い、充電ステーシ
ョンの使用可能性の決定、電気自動車の充電状態のチェック等）を実行できる。また、加
入者ポータルにより、電気自動車の操作者は、電気自動車の充電に関する操作者に特有の
料金体系（操作者依存料金体系）の交渉又は設定を行うことができる（操作者が自宅又は
会社での電力供給に請求される料金体系とすること又は料金体系としないことができる）
。以下に詳細に説明するように、操作者に特有の電気自動車の充電料金体系は、充電ステ
ーションの位置に関わらず及び充電ステーションの電力供給を管理する電力会社に関わら
ず適用可能である。
【００２１】
　また、１つの実施形態において、加入者ポータルにより、車両の操作者は、充電ステー
ションで使用する言語設定を設定及び／又は変更できる（例えば、充電ステーションで表
示される言語）。例えば、言語設定を設定した後で、選択された言語は、車両の操作者の
認証後に表示することができる。１つの実施形態において、言語設定は移動通信デバイス
１５０に書き込まれ（例えば、移動通信デバイス１５０がスマートカードの場合）、充電
セッションのリクエスト時に読み出される。別の実施形態において、車両の操作者の言語
設定はサーバ１８０に記憶され、車両の操作者の認証時又はその後に充電ステーションに
もたらされる。また、特定の実施形態において、電気自動車の操作者は充電ステーション
において言語設定を設定及び／又は変更できる。
【００２２】
　更に、サーバ１８０は、インターネット経由で利用可能なホストポータルを含むことが
でき、ホストポータルにより、充電ステーション１２０（及び他の充電ステーション）の
所有者又は管理者は、自身の充電ステーションを設定して他の機能を実行することができ
る（例えば、充電ステーションの平均稼働率を求める等の）。また、本発明の特定の実施
形態において、充電ステーションは他の手段で設定することができる（例えば、電話又は
ユーザインターフェイス等によって）。また、ホストポータルにより、所有者又は管理者
は料金体系及び／又は充電使用時間に関する種々の期間を設定できる。
【００２３】
　充電ステーション１２０は、充電ポイント接続部１５５を通電及び非通電とすることで
充電ポイント接続部１５５と電力網１３０との間の電力供給を制御できる。１つの実施形
態において、サーバ１８０は、充電ステーション１２０に対して充電ポイント接続部１５
５を通電するように指示でき、同様に充電ステーション１２０に対して充電ポイント接続
部１５５を非通電にするよう指示できる。１つの実施形態において、充電ポイント接続部
１５５は、結合される充電コード用の電源コンセント又は電気回路である（例えば、結果
的に充電ステーション１２０は結合される充電コード用の電源コンセント又は電気回路を
通電／非通電とする）。電源コンセントは、ＮＥＭＡ（全国電機製造業者協会）規格５－
１５、５－２０、及び１４－５０又は他の規格（例えば、ＢＳ１３６３、ＣＥＥ７等）に
適合する任意の種々の形式の差し込み口とすることができ、異なる電圧（例えば、１２０
Ｖ、２４０Ｖ、２３０Ｖ等）で運用できる。
【００２４】
　電気自動車の操作者は、本発明の種々の実施形態において種々の方法で自身の電気自動
車の充電セッションをリクエストできる。一例として、電気自動車の操作者１４５は、通
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信デバイス１５０を使用して電気自動車１１０の充電セッションを開始及びリクエストで
きる。通信デバイス１５０は、ＷＬＡＮ又はＷＰＡＮデバイス（例えば、一方向又は双方
向無線自動識別（ＲＦＩＤ）デバイス、移動式コンピュータデバイス（例えば、ラップト
ップ、パームトップ、スマートフォン、マルチメディア携帯電話、携帯電話等）、Ｚｉｇ
Ｂｅｅデバイス等）とすることができる。通信デバイス１５０は、固有の操作者特定情報
（例えば、操作者識別情報等）をサーバ１８０経由で直接的に又は間接的に充電ステーシ
ョン１２０に伝達する。特定の実施形態において、電気自動車の操作者１４５は、通信デ
バイス１５０を使用して電気自動車１１０の充電状態を監視することができる。本発明の
１つの実施形態において、通信デバイス１５０は、電気自動車１１０と結合すること、又
は電気自動車１１０の一部とすることができる。特定の実施形態において、電気自動車の
操作者１４５は、通信デバイス１５０を使用して、操作者依存料金体系及び／又は操作者
依存の充電使用時間に関する期間を充電ステーション１２０に伝達することができる。
【００２５】
　別の実施形態において、電気自動車の操作者１４５は、通信デバイス１５０を使用して
いつ充電を開始するか及び／又はどの料金体系かを指示できる充電設定を充電ステーショ
ン１２０に伝達できる。例えば、充電設定は、バッテリの残量が所定の距離分（例えば、
マイルで）以下の場合を除いて、充電ステーション１２０に対して昼間の料金体系が適用
される間は電気自動車を充電しないように指示できる。
【００２６】
　充電セッションのリクエストの他の実施例として、電気自動車の操作者１４５は充電ス
テーション１２０に結合された支払ステーション１６０と対話でき、支払ステーションは
その後に車両１１０の充電に関する適切な指示を充電ステーション１２０へ送信できる（
例えば、充電ポイント接続部１５５の通電指示）。支払ステーション１６０は、通信デバ
イス１５０による及び／又はユーザインターフェイス（例えば、ディスプレイ及び入力ボ
タン）による充電セッションのリクエスト及び支払を受信するように構成できる。支払ス
テーション１６０は、オンデマンド支払のためのクレジットカード読取機を含むことがで
きる。支払ステーション１６０は、ＬＡＮリンク経由で充電ステーション１２０に結合さ
れる。支払ステーション１６０は、駐車スペースの支払ステーションと同様の機能を果た
すことができる。更に、支払ステーション１６０は、駐車料金支払及び充電料金支払いの
両者に利用できる。
【００２７】
　別の実施例として、電気自動車の操作者１４５は、充電ステーション１２０のユーザイ
ンターフェイスを使用して電気自動車１１０の充電セッションをリクエストできる。更に
別の実施例として、電気自動車の操作者１４５は、通信デバイス１５０と支払ステーショ
ン１６０との組み合わせ、又は通信デバイス１５０と充電ステーション１２０との組み合
わせを利用して充電セッションのリクエスト及び／又は支払を行うこができる。
【００２８】
　特定の実施形態において、電気自動車の操作者は、１つ又はそれ以上のパラメータセッ
トを用いて充電セッションをリクエストできる。例えば、電気自動車の操作者１４５は、
許容限度までの電気自動車１１０の充電をリクエストできる。許容限度としては、電力の
合計金額（例えば、１０ドル相当の電力の充電）、クレジット金額（例えば、１０ドル相
当の電力の充電）、合計時間（例えば、３時間だけ充電）等を挙げることができる。また
、電気自動車の操作者１４５は、充電セッションの優先度を指示できる。特定の実施形態
において、優先度の高い充電セッションは優先度の低い充電セッションよりも費用がかか
る場合がある。
【００２９】
　種々の実施形態において、異なる課金モデルを有する種々の充電プランを使用できる。
例えば、電気自動車の操作者が充電セッション時に充電セッションの支払をできる場合に
は利用時払いモデルを使用できる。操作者は、支払ステーション１６０を使用して充電セ
ッションの支払を行うこと、又は充電ステーション１２０を通して直接充電セッションの
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支払いを行うことができる。別の実施例として、電気自動車の操作者が充電サービスのア
カウントを有し、その使用に関して所定期間（例えば、毎日、毎週、毎月、四半期等）で
請求される場合には、後払い（ｂｉｌｌ－ｌａｔｅｒ）モデルを使用できる。別の実施例
として、電気自動車の操作者が充電サービスのアカウントを有し、そのサービスに関して
前金で支払う場合には（充電セッション完了後に金額が差し引かれる）、プリペイド加入
契約モデルを使用できる。別の実施例として、カード（例えば、移動通信デバイス１５０
）が所定量の充電クレジット（例えば、合計時間、電力量等）を含む場合には、プリペイ
ドカードモデルを使用できる。プリペイドカードモデルにおいて、クレジットは使用時間
及び／又は充電セッションの優先度で決まる別の対価に相当することができる。例えば、
単一のクレジットは、ピーク時間帯よりも非ピーク時間帯で価値が高い場合がある（例え
ば、単一クレジットは非ピーク時間帯には充電１分間の価値に等価であるが、ピーク時間
帯には充電３０秒間の価値に等価である）。
【００３０】
　図２は、本発明の１つの実施形態による充電ステーション１２０の例示的な実施形態を
示す。充電ステーション１２０は、充電ポイント接続部１５５、１つ又はそれ以上の充電
ステーション制御モジュール２０５、電力制御デバイス２１０、積算電力計２２０、ＲＦ
ＩＤ読取機２３０、ユーザインターフェイス２３５、表示ユニット２４０、及び１つ又は
それ以上の送受信機２５０（例えば、有線送受信機（例えば、イーサネット（登録商標）
、電力線通信（ＰＬＣ）等）及び／又は無線送受信機（例えば、８０２．１５．４（例え
ば、ＺｉｇＢｅｅ他）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＷｉＦｉ、Ｉｎｆｒａｒｅｄ
、ＧＰＲＳ／ＧＳＭ（登録商標）、ＣＤＭＡ等））を含む。図２には充電ステーションの
例示的なアーキテクチャが示されているが、本明細書に開示される実施形態において他の
異なるアーキテクチャを使用できることを理解されたい。例えば、充電ステーションの任
意の実施例は、ユーザインターフェイス、ＲＦＩＤ読取機、又はネットワークへの接続部
を含むことができる。
【００３１】
　ＲＦＩＤ読取機２３０は、充電ステーション１２０を利用しようとする操作者のＲＦＩ
Ｄ対応デバイス（例えば、ＲＦＩＤタグが組み込まれたスマートカード、キーホルダ等）
からＲＦＩＤタグを読み取る。例えば、操作者１４５は、移動通信デバイス１５０を（Ｒ
ＦＩＤ対応デバイスの場合）ＲＦＩＤ読取機２３０の近くで振り動かして／機械のスロッ
トに通して充電ステーション１２０に充電セッションをリクエストすることができる。
【００３２】
　ＲＦＩＤ読取機２３０は、読み取った情報を充電ステーション制御モジュール２０５に
送る。充電ステーション制御モジュール２０５は、車両の充電セッションを確立する指示
を含むようプログラムされている。１つの実施形態において、操作者１４５は、ＲＦＩＤ
読取機２３０が受信した情報に基づいて認証及び認可される。本発明の１つの実施形態に
おいて、充電ステーション１２０は認証情報を局所的に記憶するが（例えば、コンフィギ
ュレーション／操作者データ記憶装置２７０）、本発明の別の実施形態において、充電ス
テーション制御モジュール２０５は、認証リクエストを送受信機２５０によって遠隔デバ
イス（例えば、サーバ１８０）に伝達できる。例えば、充電ステーション制御モジュール
２０５は、ＷＰＡＮ送受信機（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ
）又はＬＡＮ送受信機を通じてデータ制御ユニット１７０へ伝達されることになる認証リ
クエストを発生する。データ制御ユニット１７０は認証リクエストをサーバ１８０に中継
する。
【００３３】
　特定の実施形態において、車両の操作者がＲＦＩＤ対応デバイスを用いて充電セッショ
ンを開始することに加えて又はその代わりに、車両の操作者は、ユーザインターフェイス
２３５を用いて充電セッションを開始できる。例えば、車両の操作者は、ユーザインター
フェイス２３５を介してアカウント及び／又は支払情報を入力できる。例えば、ユーザイ
ンターフェイス２３５により、操作者１４５はユーザネーム／パスワード（又は他の情報
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）及び／又は支払情報を入力できる。また、特定の実施形態において、車両の操作者は、
充電セッション時に供給される電力コストに影響を与える場合があるリクエストの特権レ
ベル又は優先レベル（例えば、即時充電、随時充電等）を規定できる。
【００３４】
　充電ステーション制御モジュール２０５は、充電ポイント接続部１５５を通電又は非通
電状態にする。例えば、充電ステーション制御モジュール２０５は、電力供給ライン１３
５を電力網１３０に接続することで電力制御デバイス２１０を通電状態にする。１つの実
施形態において、電力制御デバイス２１０は、充電ステーション制御モジュール２０５又
は任意の他の電力流の制御に適切なデバイスで制御される半導体デバイスである。特定の
実施形態において、充電ステーション制御モジュール２０５は、サーバ１８０又は支払ス
テーション１６０から受信したメッセージに基づいて充電ポイント接続部１５５を通電又
は非通電にする。
【００３５】
　積算電力計２２０は、充電ポイント接続部１５５を通って（例えば、車両１１０と充電
ステーション１２０との間に）流れる電力供給ライン１３５上のエネルギ量を計測する。
特定の実施形態において、積算電力計２２０は、電気自動車へ流れるエネルギ及び電気自
動車から電力網１３０へ流れるエネルギ（例えば、Ｖ２Ｇの場合）を計測できる。積算電
力計２２０は、誘導コイル又は電流計測に適する他のデバイスを含むこと又はこれに結合
することができる。積算電力計２２０は充電ステーション制御モジュール２０５に結合す
る。充電ステーション制御モジュール２０５は、積算電力計からの出力を監視してエネル
ギ測定値（例えば、所定の期間に使用される電力量、一般にキロワット時（ｋＷｈ））を
計算する命令でプログラムされている。特定の実施形態において、積算電力計２２０は、
異なる期間に関して異なるエネルギ読み込みを行うことができるよう、種々の期間でプロ
グラムできる使用時間計器である。
【００３６】
　表示ユニット２４０は、操作者１４５にメッセージを表示するために使用される（例え
ば、充電状態、確認メッセージ、エラーメッセージ、通知メッセージ等）。また、表示ユ
ニット２４０は、充電ステーション１２０が駐車メータとしても機能する場合には駐車情
報（例えば、残り時間（分）、駐車違反等）を表示できる。コンフィギュレーション／操
作者データ記憶装置２７０は、管理者、所有者、又は充電ステーション１２０の製造業者
が設定できるコンフィギュレーション情報を記憶する。
【００３７】
　図１には単一の充電ステーション１２０を示されているが、多数の充電ステーションを
サーバ１８０に対して（１つ又はそれ以上のデータ制御ユニットを経由して）及び／又は
相互にネットワーク接続できることを理解されたい。更に、サーバ１８０は、別の電力会
社が運用又は管理する別の電力網からエネルギが供給される多数の充電ステーションと結
合できる。
【００３８】
　図３は、本発明の１つの実施形態による例示的な充電ステーションネットワークを示す
。図３に示すように、異なる地理的地域の異なる電力会社は、充電ステーションに電力を
供給する異なる電力網を運用及び／又は管理する。例えば、電力会社１９０は、充電ステ
ーション３１０のグループに電力を供給する電力網１３０を管理及び／又は運用する（充
電ステーション１２０は充電ステーション３１０の一部である）。電力会社３４０は、充
電ステーション３２０のグループに電力を供給する電力網３５０を管理及び／又は運用す
る。電力会社３６０は、充電ステーション３３０のグループに電力を供給する電力網３７
０を管理及び／又は運用する。例示的に、電力会社１９０、３４０、及び３６０は、電力
消費量に対して異なる料金を請求する異なる会社／組織である。図３には示されていない
が、充電ステーショングループ３１０、３２０、及び３３０のいくつかの充電ステーショ
ンは、使用時間計器を含み得ることを理解されたい。複数の電力会社は、同じ電力網を共
用又は使用できること及び異なる料金体系を適用できることを理解されたい。
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【００３９】
　また、図３には、別の電力会社が運用及び／又は管理する別の電力網から電力が供給さ
れる別の充電ステーションを利用する電気自動車の操作者１４５が示されている。図３に
示すように、電気自動車の操作者１４５は、電力会社１９０に関連する１つ又はそれ以上
の操作者依存料金体系３８０を有する。操作者依存料金体系３８０としては、使用時間料
金体系（使用時間計測に関して使用される期間に対して異なる料金体系）、優先度料金体
系（優先度の高い充電セッション向けの料金体系（追加料金を含むことができる））、非
使用時間の充電ステーション料金体系（充電ステーションが使用時間計器を備えていない
場合の料金体系）、ローミング料金体系（電気自動車の操作者が別の電気自動車充電サー
ビスの充電ステーションを使用する場合に利用される料金体系（追加料金を含むこともで
きる））、の１つ又はそれ以上を挙げることができる。例示的に、料金体系３８０は、電
気自動車の操作者１４５の地元の電力会社とすることができる電力会社１９０と交渉する
。また、料金体系３８０は、以下に説明するように使用時間の計測に合わせて使用できる
（例えば、異なる料金体系は異なる期間に適用できる）。１つの実施形態において、充電
ステーショングループ３１０、３２０、及び３３０に結合されたサーバ１８０は、これら
の充電ステーションの充電セッションに適用される料金体系３８０を与える。
【００４０】
　図３に関して、料金体系３８０は、電気自動車を充電するために、充電ステーショング
ループ３１０、３２０、及び３３０のどの充電ステーションが使用されたかに無関係に電
気自動車の操作者１４５の充電セッションに適用することになる、電気自動車の操作者依
存料金体系である。従って、電気自動車の操作者１４５は、どの電力会社が充電ステーシ
ョンに電力を供給しているかには無関係に、同じ料金体系で請求されることになる。従っ
て、操作者１４５は、それぞれ電力会社１９０、３４０、及び３６０が電力供給するとし
ても充電ステーション３１０、３２０、又は３３０を利用した際には、料金体系３８０を
用いて請求されることになる。
【００４１】
　前述のように、電力会社１９０、３４０、及び３６０は、一般に異なる料金体系を適用
できるが、電気自動車の操作者１４５は、これらの電力会社の料金体系とは異なるかどう
かに関係なく料金体系３８０を用いて請求されることになる。１つの実施形態において、
電気自動車の操作者に対して電気自動車充電サービスが請求する金額と、電気自動車充電
サービスに対して電力会社が請求する金額との差分は、電気自動車充電サービスが精算す
る（例えば、充電サービスは、請求金額が電気自動車の操作者への請求金額未満であれば
差分を預かり、請求金額が電気自動車の操作者への請求金額以上であれば差分を支払う）
。
【００４２】
　図３は、特定の電力会社（例えば、電力会社１９０）に関連する料金体系を示すが本発
明の実施形態はこれに限定されない。例えば、料金体系は、電気自動車充電サービスが指
定でき（例えば、電気自動車の操作者の登録時に）、どの電力会社とも無関係とすること
ができる。
【００４３】
　図３は、単一の車両の操作者に固有の車両操作者依存料金体系に関する本発明の実施形
態を示すが、特定の実施形態において、料金体系は、車両操作者グループに固有である（
例えば、会社従業員、旅行グループ会員、又は他のグループ）。例示的に、会社は、従業
員向けの法人料金体系を交渉でき、この料金体系は、充電ステーション及び該充電ステー
ションへ電力サービスを提供する電力会社の位置に関係なく利用できる。
【００４４】
　図３は米国大陸部を示すが、電力会社及び充電ステーションは別の国々に配置できるこ
とを理解されたい。特定の実施形態において、車両の操作者依存料金体系は別の国々で適
用される。
【００４５】
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　前述のように、特定の充電ステーションは使用時間計器を含むことができる。　例えば
、特定の実施形態において、積算電力計２２０は、異なる期間に適する異なるエネルギ測
定値を取得できるように種々の期間でプログラムできる使用時間計器である。図４は、本
発明の１つの実施形態による、使用時間計器を備えた充電ステーションにおける充電セッ
ションに関する例示的な作動を示すフローチャートである。しかしながら、図４は、以下
において図２の例示的な実施形態と一緒に説明されるが、図４の作動は、図２を参照して
説明するもの以外の本発明の実施形態によって実行でき、図２を参照して説明する実施形
態は、図４を参照して説明するものとは異なる作動を行うことができることを理解された
い。以下、図４は充電ステーション１２０及びサーバ１８０を参照して説明するが、他の
充電ステーション（例えば、充電ステーショングループ３１０、３２０、及び３３０の充
電ステーション）は同様に作動できることを理解されたい。
【００４６】
　ブロック４１０において、電気自動車の操作者１４５からの充電セッションリクエスト
を充電ステーション１２０で受信する。前述のように、充電セッションリクエストは、通
信デバイス１５０、支払ステーション１６０を経由して及び／又はユーザインターフェイ
ス２３５から直接受信できる。充電セッションリクエストは、電気自動車の操作者１４５
を識別する（例えば、リクエストは電気自動車の操作者１４５に関連する識別子を含む）
。また、リクエストは、１つ又はそれ以上のパラメータを含むことができる（例えば、充
電セッション最大持続時間（例えば、合計金額、クレジット金額、合計時間）、優先レベ
ル等）。制御はブロック４２０に進み、充電ステーション１２０は充電セッションリクエ
ストをサーバ１８０へ伝達する。
【００４７】
　ブロック４３０において、サーバ１８０は、充電セッションリクエストを処理するが、
使用時間定義（１つ又はそれ以上の時期を識別する）及び対応する充電セッションに適用
する料金体系を決定することを含んでいる。１つの実施形態において、使用時間定義及び
／又は料金体系は電気自動車の操作者１４５に特有であるが、別の実施形態において、使
用時間定義及び／又は料金体系は、車両の操作者の別のグループ（例えば、会社従業員、
旅行グループ会員等）に特有であるか、又は充電ステーション１２０、電力会社１９０、
又は電力網１３０に特有である。電気自動車の操作者に特有な使用時間定義及び／又は料
金体系は、充電ステーション又は電力会社に特有な使用時間定義及び／又は料金体系に優
先する場合がある。料金体系が電気自動車の操作者依存料金体系である場合、これらの料
金体系は、どの充電ステーションからリクエストを受信したか（及びどの電力会社が充電
ステーション電力の発電を担うか）には無関係に使用されることを理解されたい。従って
、電気自動車の操作者依存料金体系は、異なる電力会社に関連する異なる充電ステーショ
ンに適用可能である。また、料金体系は、リクエストを受信した時間に基づくことができ
る。例えば、異なる料金体系は、異なる期間（例えば、ピーク時間帯、非ピーク時間帯、
夜間時間帯、昼間時間帯等）に基づいて適用できる。また、これらの異なる料金体系は、
電気自動車の操作者１４５に特有とすること、又は充電ステーション１２０又は電力会社
１９０に特有とすることができる。
【００４８】
　１つの実施形態において、期間と料金体系との組み合わせを用いることができる。例え
ば、使用時間定義は、充電ステーション１２０又は電力会社１９０に特有とすることがで
きるが、料金体系は、電気自動車の操作者１４５に特有とすることができる。
【００４９】
　また、サーバ１８０は認証手続きを行い、電気自動車の操作者がリクエスト時に充電ス
テーション１２０を使用することが認可されたか否かを決定できる。１つの実施形態にお
いて、サーバ１８０は、電気自動車の操作者が認可されない場合には使用時間定義又は料
金体系を決定しない。
【００５０】
　特定の実施形態において、使用時間計器に関する期間は電力会社に特有であり、電気自
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動車の操作者からリクエストを受信する前に使用時間計器にプログラムされている。この
実施形態において、サーバ１８０は使用時間定義を決定しない。
【００５１】
　制御はブロック４３０からブロック４４０へ進み、サーバ１８０は使用時間定義及び随
意的に料金体系を含む充電セッション応答を充電ステーション１２０に伝達する。１つの
実施形態において、料金体系は、合計金額限度又はクレジット金額限度を含むリクエスト
を受信すると充電ステーション１２０へ伝達され、充電ステーション１２０はこの料金体
系を使用していつ限度に達したかを決定するために消費された電力コストを計算する。制
御はブロック４４０からブロック４５０へ進む。
【００５２】
　ブロック４５０において、充電ステーション１２０はサーバ１８０から受信した使用時
間定義を用いて使用時間計器をプログラムする。例えば、使用時間定義が示す種々の期間
は、充電ステーション１２０の使用時間計器２２０にプログラムされる。
【００５３】
　制御はブロック４５０からブロック４６０へ進み、充電セッションが確立されて充電が
始まる。１つの実施形態において、充電セッションの確立により、電気自動車と充電ステ
ーション１２０との間の電気の流れが可能になる。例えば、充電ステーション制御モジュ
ール２０５により、電力制御デバイス２１０は充電ポイント接続部１５５を通電させる。
充電セッション時に、充電ステーション１２０は、各々の異なる期間に関して消費された
電流量を計測して、これらの異なる期間に関するエネルギ測定値を計算する（例えば、ｋ
Ｗｈ読み）。また、特定の実施形態において、充電ステーション１２０は、エネルギ測定
値及びサーバ１８０から受信した対応する料金体系に基づいて消費された電力コストを計
算する。
【００５４】
　制御はブロック４６０からブロック４７０へ進み、充電セッションは停止する。例えば
、電気自動車の操作者は充電セッショを終了した場合、リクエストされた限度に達した場
合である。例えば、リクエストが電力の合計金額に基づく限度を含む場合（例えば、１０
ドル相当の電力）、この電力量が消費されると充電ステーション１２０は充電を停止する
。特定の実施形態において、充電セッションの持続時間限度（例えば、金額、クレジット
等）に達したので充電セッションが終了したことを操作者に警告する通知メッセージ（例
えば、電子メール、文字メッセージ等）が車両の操作者１４５に伝達される。通知メッセ
ージは、充電ステーション１２０又はサーバ１８０が伝達できる。図２を参照すると、充
電ステーション制御モジュール２０５により、電力制御デバイス２１０は充電ポイント接
続部１５５を非通電として、電気自動車と充電ステーション１２０との間の電力の伝送を
阻止する。
【００５５】
　制御はブロック４７０からブロック４８０へ進み、充電ステーション１２０はエネルギ
測定値をサーバ１８０へ伝達する。複数の使用時間の期間に充電が行われるか否かによっ
て複数のエネルギ測定値が存在可能である。エネルギ測定値は、充電セッションが終了し
たことをサーバ１８０に通知する充電セッション終了メッセージと一緒に送信できる。勿
論、充電ステーション１２０は、充電セッションの進行中にエネルギ測定値をサーバ１８
０へ伝達できることを理解されたい。
【００５６】
　制御はブロック４８０からブロック４９０へ進み、サーバ１８０は、測定値及び対応す
る料金体系に基づいて電気自動車の操作者のアカウントを照合する。例えば、サーバ１８
０は、測定値及び料金体系に基づいて電気自動車の操作者に請求する（又は電気自動車の
操作者のアカウント又はプリペイカード又はプランから差し引く）。別の実施例として、
Ｖ２Ｇの場合、サーバ１８０は、測定値及び料金体系に基づいて電気自動車の操作者のア
カウントに入金する。
【００５７】
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　料金体系が車両の操作者依存料金体系である実施形態において、電気自動車の操作者に
請求する（又はアカウント又はプリペイカード又はプランから差し引く）金額を決定する
ことに加えて、サーバ１８０は、車両の操作者依存料金体系でない場合に電力会社が請求
したであろう金額を決定することもできる。１つの実施形態において、両金額の差分は電
気自動車充電サービス（例えば、サーバ１８０を管理／運用する事業体）が精算する。例
えば、充電サービスは、請求金額が電気自動車の操作者への請求金額未満であれば差分を
預かり、請求金額が電気自動車の操作者への請求金額以上であれば差分を支払う。
【００５８】
　図４は充電ステーション１２０に使用時間定義及び／又は料金体系を提供するサーバ１
８０を示すが、特定の実施形態において、電気自動車の操作者は、使用時間定義及び／又
は料金体系を提供する。例示的に、電気自動車の操作者１４５は、移動通信デバイス１５
０を使用して充電ステーション１２０の使用時間計器で用いる料金体系及び／又は種々の
期間を伝えることができる。特定の実施形態において、料金体系及び／又は使用時間定義
は、移動通信デバイス１５０に暗号化形式で記憶され、充電ステーション１２０で解読さ
れる。
【００５９】
　従って、使用時間計器を備えていない一般的な充電ステーションとは異なり、本発明の
実施形態により、充電ステーションは複数の期間に関するエネルギ測定値を計測できる。
これにより、一日の別の時間（例えば、ピーク時間帯、非ピーク時間帯、夜間時間帯等）
に対して異なる料金体系を課金できるので、細分化された電力課金が可能になる。更に、
特定の実施形態において、使用時間の期間は個々の電気自動車の操作者に特有であり、異
なる電力会社から電力サービスを受け取る複数の充電ステーションに適用される。
【００６０】
　図４は使用時間計器を備える充電ステーションで行われる例示的な作動を示しているが
が、特定の充電ステーションは使用時間計器を備えていない。例えば、これらの実施形態
において、充電ステーション１２０の積算電力計２２０は使用時間計器ではない。図５は
、本発明の１つの実施形態による、使用時間計器を備えていない充電ステーションにおけ
る充電セッションに関する例示的な作動を示すフローチャートである。図４と同様に、図
５は、以下に充電ステーション１２０及びサーバ１８０を参照して説明するが、他の充電
ステーション（例えば、充電ステーショングループ３１０、３２０、及び３３０の充電ス
テーション）が同じ作動を行い得ることを理解されたい。
【００６１】
　ブロック５１０において、図４のブロック４１０で説明した充電セッションリクエスト
と同じ方法で、電気自動車の操作者１４５充電からのセッションリクエストは充電ステー
ション１２０で受信される。前述のように、充電セッションリクエストは、通信デバイス
１５０、支払ステーション１６０を経由して、及び／又はユーザインターフェイス２３５
から直接受信することができる。制御はブロック５２０へ進み、充電ステーション１２０
は、充電セッションリクエストをサーバ１８０へ伝達する。
【００６２】
　ブロック５３０において、サーバ１８０は充電セッションリクエストを処理するが、リ
クエストされた充電セッションに適用する料金体系を決定することも含まれている。１つ
の実施形態において、料金体系は、電気自動車の操作者１４５に特有であるが（電気自動
車の操作者依存料金体系）、別の実施形態において、料金体系は、別の車両の操作者グル
ープに特有であるか（例えば、会社従業員、旅行グループ会員等）、又は充電ステーショ
ン１２０、電力会社１９０、又は電力網１３０に特有である。
【００６３】
　また、選択された料金体系は、リクエストを受信した時間に基づくことができる。例え
ば、異なる期間（例えば、ピーク時間帯、非ピーク時間帯、夜間時間帯、昼間時間帯等）
に対して異なる料金体系を適用できる。また、これらの異なる料金体系は、電気自動車の
操作者１４５、充電ステーション１２０、電力会社１９０、電力網１３０、及び／又は別
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の車両の操作者グループ（例えば、会社従業員、旅行グループ会員等）に特有とすること
ができる。また、図４のブロック４３０を参照して説明したように、サーバは、認証手続
きを行って電気自動車の操作者が認可されたユーザであるか否かを決定できる。
【００６４】
　図４を参照すると、サーバ１８０は、充電ステーション１２０が使用時間計器を備えて
いないので、充電セッションをリクエストする車両の操作者に関連付けできる使用時間の
期間を決定しない。充電セッションをリクエストする車両の操作者が異なる期間に関して
異なる料金体系に関連付けされている場合、サーバ１８０は、使用する料金体系の１つ及
び／又は料金体系の平均を選択できる。また、別の実施形態において、電気自動車の操作
者は、使用時間計器を備えていないこれらの充電ステーションに関する種々の料金体系に
関連付けされている。
【００６５】
　制御はブロック５３０からブロック５４０に進み、サーバ１８０は電気自動車の操作者
が認可されていることを示す充電セッション応答を伝達し、随意的に充電セッションに関
する確定された料金体系を含む。１つの実施形態によれば、リクエストが合計金額限度又
はクレジット金額限度を含む場合、充電ステーション１２０は料金体系を使用して消費電
力コストを計算する。
【００６６】
　制御はブロック５４０からブロック５５０へ進み、図４のブロック４６０を参照して説
明したように、充電セッションは既に確立されており、充電は開始可能になっている。充
電セッション時に、充電ステーション１２０は、消費電流量を計測して、この情報を使用
して充電セッションに関するエネルギ測定値（例えば、ｋＷｈ測定値）を計算する。また
、特定の実施形態において、充電ステーション１２０は、エネルギ測定値及びサーバ１８
０から受信した料金体系に基づいて消費電力コストを計算する。
【００６７】
　次に、制御はブロック５６０へ進み、充電セッションは停止する。例えば、電気自動車
の操作者は充電セッショを終了した場合、リクエストされた限度に達した場合である。特
定の実施形態において、充電セッションの持続時間限度（例えば、金額、クレジット等）
に達したので充電セッションが終了したことを操作者に警告する通知メッセージ（例えば
、電子メール、文字メッセージ等）が車両の操作者１４５に伝達される。制御はブロック
５６０からブロック５７０へ進み、充電ステーション１２０はエネルギ測定値（例えば、
充電セッション時に消費されたｋＷｈ）をサーバ１８０に伝達する。エネルギ測定値は、
充電セッションが終了したことをサーバ１８０に通知する充電セッション終了メッセージ
と一緒に送信できる。勿論、充電ステーション１２０は、充電セッションの進行中にエネ
ルギ測定値をサーバ１８０へ伝達できることを理解されたい。
【００６８】
　制御はブロック５７０からブロック５８０へ進み、サーバ１８０は、測定値及び対応す
る料金体系に基づいて電気自動車の操作者のアカウントを照合する。例えば、サーバ１８
０は、測定値及び料金体系に基づいて電気自動車の操作者に請求する（又は電気自動車の
操作者のアカウント又はプリペイカード又はプランから差し引く）。料金体系が車両の操
作者依存料金体系である実施形態において、電気自動車の操作者に請求する（又はアカウ
ント又はプリペイカード又はプランから差し引く）金額を決定することに加えて、サーバ
１８０は、車両の操作者依存料金体系でない場合に電力会社が請求したであろう金額を決
定することもできる。１つの実施形態において、両金額の差分は電気自動車充電サービス
（例えば、サーバ１８０を管理／運用する事業体）が精算する。例えば、充電サービスは
、請求金額が電気自動車の操作者への請求金額未満であれば差分を預かり、請求金額が電
気自動車の操作者への請求金額以上であれば差分を支払う。
【００６９】
　図５は料金体系を充電ステーション１２０に提供するサーバ１８０を示すが、特定の実
施形態において、電気自動車の操作者が料金体系を提供する。例示的に、電気自動車の操
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作者１４５は、移動通信デバイス１５０を使用して充電ステーション１２０に料金体系を
伝えることができる。特定の実施形態において、料金体系及び／又は使用時間定義は、移
動通信デバイス１５０に暗号化形式で記憶され、充電ステーション１２０で解読される。
【００７０】
　従って、料金体系が位置に依存しており電力会社によって設定される一般の充電サービ
スと異なり、本発明の実施形態により、電気自動車の操作者依存料金体系を使用できる。
前述のように、電気自動車の操作者依存料金体系は、種々の電力会社から電力サービスを
受ける複数の充電ステーションに適用できる。これにより車両の操作者には、車両が異な
る電力会社がサービスを提供する種々の地理的位置を走行する際に、充電サービスに対す
る請求金額（又は差し引き）に対して一貫性がもたらされる。
【００７１】
　図４及び５は、充電ステーション１２０に使用時間定義及び／又は料金体系を提供する
サーバ１８０に関して説明したが、別の実施形態において、ＤＣＵ１７０が充電ステーシ
ョン１２０に使用時間定義及び／又は料金体系を提供する。更に、各々の充電ステーショ
ンは、使用時間定義及び／又は料金体系を用いてプログラムできる。
【００７２】
　図面のフローチャートは、本発明の特定の実施形態が実行する特定の作動の順番を示す
が、この順番は例示的であることを理解されたい（例えば、別の実施形態は、異なる順番
で、特定の作動を組み合わせて、特定の作動を重ね合わせて作動できる）。
【００７３】
　本発明は、複数の実施形態を用いて説明されるが、当業者であれば、本発明は実施形態
に限定されず、添付の請求項の精神及び範囲内で変更及び変形できることを理解できるは
ずである。従って、本明細書は限定的ではなく例示的であると見なされる。

【図１】 【図２】
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【図５】
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