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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気自動車に搭載されたナビゲーション装置であって、
　自車両の現在地から目的地までの経路を算出して充電が必要な場合には、第１の充電施
設を経由地として検索し、前記自車両が前記第１の充電施設に到着する到着予定時刻と前
記第１の充電施設における充電予定時間と他車両による前記第１の充電施設の利用予定と
を考慮して、前記自車両の前記第１の充電施設における利用予定及び前記自車両の目的地
までの経路を設定し、
　前記自車両による前記第１の充電施設の利用予定と前記他車両による前記第１の充電施
設の利用予定とが重複する場合には、前記第１の充電施設への到着予定時刻、前記第１の
充電施設における充電予定時間、前記第１の充電施設における予想電池残量のうちの少な
くとも１つを考慮して、前記自車両の出発時刻または前記第１の充電施設への到着時刻を
変更することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記第１の充電施設を検索する際には、前記目的地への到着予定時刻、充電施設におけ
る充電予定時間、充電施設における充電開始までの待ち時間、前記目的地までの電力消費
量、充電施設における充電料金のうちの少なくとも１つを考慮して検索することを特徴と
する請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
　前記自車両による前記第１の充電施設の利用予定と前記他車両による前記第１の充電施
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設の利用予定とが重複する場合には、充電施設の検索時刻、充電施設への到着予定時刻、
充電施設における充電予定時間、充電施設における予想電池残量のうちの少なくとも１つ
を考慮して、第２の充電施設を検索することを特徴とする請求項１または請求項２に記載
のナビゲーション装置。
【請求項４】
　前記第２の充電施設を検索する場合には、前記第１の充電施設への到着予定時刻と前記
第２の充電施設への到着予定時刻との差分、前記第１の充電施設の充電予定時間と前記第
２の充電施設の充電予定時間との差分、前記第１の充電施設までの消費電力と前記第２の
充電施設までの消費電力との差分、前記第１の充電施設の充電料金と前記第２の充電施設
の充電料金との差分のうちのいずれかが所定の範囲内になるように前記第２の充電施設を
検索することを特徴とする請求項３に記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
　電気自動車に搭載されたナビゲーション装置であって、
　自車両の現在地から目的地までの経路を算出して充電が必要な場合には、第１の充電施
設を経由地として検索し、前記自車両が前記第１の充電施設に到着する到着予定時刻と前
記第１の充電施設における充電予定時間と他車両による前記第１の充電施設の利用予定と
を考慮して、前記自車両の前記第１の充電施設における利用予定及び前記自車両の目的地
までの経路を設定し、
　前記自車両による前記第１の充電施設の利用予定と前記他車両による前記第１の充電施
設の利用予定とが重複する場合には、第２の充電施設を検索し、
　前記第２の充電施設を検索する場合には、前記第１の充電施設への到着予定時刻と前記
第２の充電施設への到着予定時刻との差分、前記第１の充電施設の充電予定時間と前記第
２の充電施設の充電予定時間との差分、前記第１の充電施設までの消費電力と前記第２の
充電施設までの消費電力との差分、前記第１の充電施設の充電料金と前記第２の充電施設
の充電料金との差分のうちのいずれかが所定の範囲内になるように前記第２の充電施設を
検索することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項６】
　電気自動車に搭載されたクライアント端末と前記クライアント端末と通信するサーバと
を備えたナビゲーションシステムであって、
　前記クライアント端末は自車両に関する車両情報を前記サーバに送信して目的地までの
経路検索を要求し、
　前記サーバは、前記クライアント端末の要求に応じて前記自車両の現在地から目的地ま
での経路を算出して充電が必要な場合には、第１の充電施設を経由地として検索し、前記
自車両が前記第１の充電施設に到着する到着予定時刻と前記第１の充電施設における充電
予定時間と他車両による前記第１の充電施設の利用予定とを考慮して、前記自車両の前記
第１の充電施設における利用予定及び前記自車両の目的地までの経路を設定して前記クラ
イアント端末へ送信するとともに、
  前記サーバは、前記自車両による前記第１の充電施設の利用予定と前記他車両による前
記第１の充電施設の利用予定とが重複する場合には、前記第１の充電施設への到着予定時
刻、前記第１の充電施設における充電予定時間、前記第１の充電施設における予想電池残
量のうちの少なくとも１つを考慮して、前記自車両の出発時刻または前記第１の充電施設
への到着時刻を変更することを特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項７】
　前記第１の充電施設を検索する際に、前記サーバは、前記目的地への到着予定時刻、充
電施設における充電予定時間、充電施設における充電開始までの待ち時間、前記目的地ま
での電力消費量、充電施設における充電料金のうちの少なくとも１つを考慮して検索する
ことを特徴とする請求項６に記載のナビゲーションシステム。
【請求項８】
　前記自車両による前記第１の充電施設の利用予定と前記他車両による前記第１の充電施
設の利用予定とが重複する場合に、前記サーバは、充電施設の検索時刻、充電施設への到
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着予定時刻、充電施設における充電予定時間、充電施設における予想電池残量のうちの少
なくとも１つを考慮して、第２の充電施設を検索することを特徴とする請求項６または請
求項７に記載のナビゲーションシステム。
【請求項９】
　前記第２の充電施設を検索する場合に、前記サーバは、前記第１の充電施設への到着予
定時刻と前記第２の充電施設への到着予定時刻との差分、前記第１の充電施設の充電予定
時間と前記第２の充電施設の充電予定時間との差分、前記第１の充電施設までの消費電力
と前記第２の充電施設までの消費電力との差分、前記第１の充電施設の充電料金と前記第
２の充電施設の充電料金との差分のいずれかが所定の範囲内になるように前記第２の充電
施設を検索することを特徴とする請求項８に記載のナビゲーションシステム。
【請求項１０】
　前記クライアント端末は、無充電で前記目的地まで到達可能な場合には前記自車両の現
在地から目的地までの経路を算出し、充電が必要な場合には前記車両情報を前記サーバに
送信して前記目的地までの経路検索を要求することを特徴とする請求項６乃至請求項９の
いずれか１項に記載のナビゲーションシステム。
【請求項１１】
　前記サーバは、前記他車両による前記第１の充電施設における現在の利用状況をさらに
考慮して、前記自車両の前記第１の充電施設における利用予定を設定することを特徴とす
る請求項６乃至請求項１０のいずれか１項に記載のナビゲーションシステム。
【請求項１２】
　前記サーバは、充電施設の現在の利用状況及び利用予定を前記クライアント端末に送信
することを特徴とする請求項６乃至請求項１１のいずれか１項に記載のナビゲーションシ
ステム。
【請求項１３】
　電気自動車に搭載されたクライアント端末と前記クライアント端末と通信するサーバと
を備えたナビゲーションシステムであって、
　前記クライアント端末は自車両に関する車両情報を前記サーバに送信して目的地までの
経路検索を要求し、
　前記サーバは、前記クライアント端末の要求に応じて前記自車両の現在地から目的地ま
での経路を算出して充電が必要な場合には、第１の充電施設を経由地として検索し、前記
自車両が前記第１の充電施設に到着する到着予定時刻と前記第１の充電施設における充電
予定時間と他車両による前記第１の充電施設の利用予定とを考慮して、前記自車両の前記
第１の充電施設における利用予定及び前記自車両の目的地までの経路を設定して前記クラ
イアント端末へ送信するとともに、
　前記自車両による前記第１の充電施設の利用予定と前記他車両による前記第１の充電施
設の利用予定とが重複する場合に、前記サーバは、第２の充電施設を検索し、
　前記第２の充電施設を検索する場合に、前記サーバは、前記第１の充電施設への到着予
定時刻と前記第２の充電施設への到着予定時刻との差分、前記第１の充電施設の充電予定
時間と前記第２の充電施設の充電予定時間との差分、前記第１の充電施設までの消費電力
と前記第２の充電施設までの消費電力との差分、前記第１の充電施設の充電料金と前記第
２の充電施設の充電料金との差分のいずれかが所定の範囲内になるように前記第２の充電
施設を検索することを特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項１４】
　電気自動車に搭載されたクライアント端末と前記クライアント端末と通信するサーバと
を備えたナビゲーションシステムにおける経路算出方法であって、
　前記クライアント端末が自車両に関する車両情報を前記サーバに送信して目的地までの
経路検索を要求する第１のステップと、
　前記サーバが前記クライアント端末の要求に応じて前記自車両の現在地から目的地まで
の経路を算出する第２のステップと、
　前記サーバが前記自車両の現在地から目的地までの経路において充電が必要な場合には
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、第１の充電施設を経由地として検索し、前記自車両が前記第１の充電施設に到着する到
着予定時刻と前記第１の充電施設における充電予定時間と他車両による前記第１の充電施
設の利用予定とを考慮して、前記自車両の前記第１の充電施設における利用予定及び前記
自車両の目的地までの経路を設定する第３のステップと、
　前記サーバが設定された前記自車両の前記第１の充電施設における利用予定と前記自車
両の目的地までの経路とを前記クライアント端末へ送信する第４のステップと
を含み、
　前記第３のステップは、前記サーバが、前記自車両による前記第１の充電施設の利用予
定と前記他車両による前記第１の充電施設の利用予定とが重複する場合には、前記第１の
充電施設への到着予定時刻、前記第１の充電施設における充電予定時間、前記第１の充電
施設における予想電池残量のうちの少なくとも１つを考慮して、前記自車両の出発時刻ま
たは前記第１の充電施設への到着時刻を変更するステップを含むことを特徴とするナビゲ
ーションシステムにおける経路算出方法。
【請求項１５】
　電気自動車に搭載されたクライアント端末と前記クライアント端末と通信するサーバと
を備えたナビゲーションシステムにおける経路算出方法であって、
　前記クライアント端末が自車両に関する車両情報を前記サーバに送信して目的地までの
経路検索を要求する第１のステップと、
　前記サーバが前記クライアント端末の要求に応じて前記自車両の現在地から目的地まで
の経路を算出する第２のステップと、
　前記サーバが前記自車両の現在地から目的地までの経路において充電が必要な場合には
、第１の充電施設を経由地として検索し、前記自車両が前記第１の充電施設に到着する到
着予定時刻と前記第１の充電施設における充電予定時間と他車両による前記第１の充電施
設の利用予定とを考慮して、前記自車両の前記第１の充電施設における利用予定及び前記
自車両の目的地までの経路を設定する第３のステップと、
　前記サーバが設定された前記自車両の前記第１の充電施設における利用予定と前記自車
両の目的地までの経路とを前記クライアント端末へ送信する第４のステップと
を含み、
　前記第３のステップは、前記自車両による前記第１の充電施設の利用予定と前記他車両
による前記第１の充電施設の利用予定とが重複する場合には、第２の充電施設を検索し、
　前記第２の充電施設を検索する場合には、前記第１の充電施設への到着予定時刻と前記
第２の充電施設への到着予定時刻との差分、前記第１の充電施設の充電予定時間と前記第
２の充電施設の充電予定時間との差分、前記第１の充電施設までの消費電力と前記第２の
充電施設までの消費電力との差分、前記第１の充電施設の充電料金と前記第２の充電施設
の充電料金との差分のうちのいずれかが所定の範囲内になるように前記第２の充電施設を
検索することを特徴とするナビゲーションシステムにおける経路算出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、他車両による充電スポットの利用予定を考慮して充電スポットを経由した目
的地までの経路を設定するナビゲーションシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　地球環境の保全や資源の節約などの観点から、今後普及が見込まれているモビリティの
一つに電気自動車（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｅｈｉｃｌｅ：以下ＥＶという）がある。ＥＶ
は単位距離あたりのエネルギーコストが内燃機関に比べて極めて安価にできるうえ、エネ
ルギーの生成方法として太陽光や風力といったクリーンエネルギーを用いることによって
ＣＯ２の排出量を限りなく０に近づけることが可能である。
【０００３】
　このようなＥＶにおいて、現在普及の足かせとなっている問題の一つに航続距離がある
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。ＥＶはバッテリに蓄えた電気を利用してモータに動力を発生させるが、このバッテリの
性能は未だ発展途上であり、内燃機関の航続距離に比べて短くなることは認めざるを得な
い。今後、バッテリ技術の向上によってこの問題も解決に向かうと考えられるが、現状の
性能でＥＶの普及を考えた場合には目的地までの経路の途中で適宜充電を行うことが必須
の条件となる。通常、ＥＶの充電には一般家庭のコンセントで給電を行う通常充電と、事
業者や自治体が設置した急速充電器で給電を行う急速充電とがある。上述した経路途中で
の充電は主に後者の急速充電となることが予想され、これを睨んで各地で急速充電を行う
充電施設（以下充電スポットという）の設置が進んでいる。しかしながら、充電スポット
も急激に拡大が進むとは考えにくいため、ＥＶ普及黎明期には、如何に充電スポットを適
切に経由して充電しながら目的地へ到達するかという経路の選定が非常に重要になるもの
と考えられる。
【０００４】
　こうした事情に鑑み、特許文献１に開示された電気自動車の経路探索装置では、ナビゲ
ーション装置の地図データに充電スポットの情報を加え、電池残量と充電スポットの位置
関係に基づいて、目的地までに適宜充電スポットを経由地として選択する技術が開示され
ている。また、特許文献２に開示された情報提示装置では、航続可能距離を寄り道が可能
な距離と併せて視覚的に提示することによって、現在の電池残量から目的地までの間に、
どの程度寄り道が可能であるかを直感的に伝える方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１７０２９３号公報
【特許文献２】特開２００３－２１５２２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、上述した従来の技術では、充電スポットの位置の把握及び充電スポット
への経路誘導は可能であるものの、充電スポットの利用状況を把握する機能がないため、
充電スポットに到着した際に既に別のＥＶが充電している場合があり、このような場合に
は充電が完了するのを待つか、あるいは他の充電スポットを新たな経由地として検索して
移動しなければならないという問題点があった。
【０００７】
　また、仮に各充電スポットに充電状態を監視する機構を設けたとしても、リアルタイム
に充電スポットの占有状況を把握することはできるが、移動を開始した時点（経路探索時
点）では到着予定時刻における充電スポットの占有状況は把握することができない。した
がって、到着した時に他のＥＶによって充電スポットが占有されている可能性は従来と同
様であり、すぐに充電が開始できないという問題を解決することはできなかった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、通信機能を利用して
各ＥＶの経路及び経由地とする充電スポットを互いに共有することによって充電スポット
の時系列的な占有状況を把握し、この占有状況に基づいて各ＥＶが効率的に充電スポット
を利用できるように、ＥＶの経路及び充電スポットの利用予定を調整して設定することの
できるナビゲーションシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るナビゲーションシステムは、車両に搭載されたクライアント端末とクライ
アント端末と通信するセンタサーバとを備え、クライアント端末が自車両に関する車両情
報をセンタサーバに送信して目的地までの経路検索を要求すると、センタサーバは、自車
両の現在地から目的地までの経路を算出して充電が必要な場合には、第１の充電施設を経
由地として検索し、自車両が第１の充電施設に到着する到着予定時刻と第１の充電施設に
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おける充電予定時間と他車両による第１の充電施設の利用予定とを考慮して、自車両の第
１の充電施設における利用予定及び自車両の目的地までの経路を設定する。ここで、自車
両による第１の充電施設の利用予定と他車両による第１の充電施設の利用予定とが重複す
る場合には、第１の充電施設への到着予定時刻、第１の充電施設における充電予定時間、
第１の充電施設における予想電池残量のうちの少なくとも１つを考慮して、自車両の出発
時刻または第１の充電施設への到着時刻を変更することにより、上述した課題を解決する
。
                                                                                
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るナビゲーションシステムによれば、他車両による充電スポットの利用予定
を考慮して、自車両による充電スポットの利用予定と目的地までの経路を設定するので、
充電スポットを利用するタイミングが重ならないように調整することができ、これによっ
て目的地まで効率的に到達できる経路及び充電スポットを選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムの基本構成を示す
ブロック図である。
【図２】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムの具体的な構成を
示すブロック図である。
【図３】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムによる経路算出処
理の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムにおける経路検索
の一例を示す図である。
【図５】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムにおける充電スポ
ットの検索結果の一例を示す図である。
【図６】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムにおける充電スポ
ットの検索結果の一例を示す図である。
【図７】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムにおける経路検索
の一例を示す図である。
【図８】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムにおける経路検索
の一例を示す図である。
【図９】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムにおける経路検索
の一例を示す図である。
【図１０】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムにおける経路検
索の一例を示す図である。
【図１１】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムにおける経路検
索の一例を示す図である。
【図１２】本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシステムにおける充電ス
ポットの検索結果の一例を示す図である。
【図１３】本発明を適用した第２実施形態に係るナビゲーションシステムの基本構成を示
すブロック図である。
【図１４】本発明を適用した第２実施形態に係るナビゲーションシステムによる経路算出
処理の処理手順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】
【００１２】
　以下、本発明を適用した第１及び第２実施形態について図面を参照して説明する。
【００１３】
［第１実施形態］
　［ナビゲーションシステムの構成］
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　図１は本実施形態に係るナビゲーションシステムの基本構成を示すブロック図である。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態に係るナビゲーションシステム１は、クライアント端末
１０とセンタサーバ２０とを備えている。クライアント端末１０は、電池残量検出手段１
１と、位置検出手段１２と、目的地設定手段１３と、経路誘導手段１４と、通信手段１５
とを備え、センタサーバ２０は、経路算出手段２１と、充電スポット調整手段２２と、充
電スポットデータベース２３と、通信手段２４と、ＥＶデータベース２５とを備えている
。
【００１５】
　図２は本実施形態に係るナビゲーションシステムの具体的な構成を示すブロック図であ
る。
【００１６】
　図２に示すように、本実施形態に係るナビゲーションシステム１は、クライアント端末
１０とセンタサーバ２０とを備え、クライアント端末１０は、充電レベルセンサ３０と、
位置センサ３１と、スイッチ３２と、タッチパネル３３と、マイク３４と、演算装置３５
と、記憶装置３６と、ディスプレイ３７と、スピーカ３８と、通信装置３９とを備え、セ
ンタサーバ２０は、通信装置４０と、演算装置４１と、記憶装置４２とを備えている。
【００１７】
　以下、図１の基本構成に図２の具体的な構成を対応させて説明する。
【００１８】
　電池残量検出手段１１は、ＥＶに搭載されている電池に残存した電気エネルギー量を検
出するものであり、クライアント端末１０の充電レベルセンサ３０で構成することができ
る。充電レベルの検出方法としては、バッテリの電圧降下特性を利用して端子電圧の計測
結果から残量を予測する方式や、端子に流れる電流値を計測して残量を推定するクーロン
カウンタ方式等の一般的な方法を用いればよい。尚、電池は温度による充放電特性や個体
毎の性能のばらつき、充放電の繰り返しによる劣化等によって特性が常に変化するので、
その変化を学習し、校正する機能を備えたものを用いることが望ましい。
【００１９】
　位置検出手段１２は、車両の現在位置を検出するものであり、クライアント端末１０の
位置センサ３１で構成することができる。この位置センサ３１は、一般的なＧＰＳ（Ｇｌ
ｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）やＧａｌｉｌｅｏ等の人工衛星によ
る衛星測位を利用するもの、携帯電話の基地局等から発信される地上の電波を用いるもの
、双方を用いた高精度なもの等を用いることができる。また、現行の一般的なナビゲーシ
ョン装置で行われているように、速度、加速度センサ(ジャイロセンサ)及び地図データベ
ースを併せ持ち、車両の動きを地図上の道路に合致させる手法（マップマッチング）によ
って位置精度を高める方法を利用することも可能である。
【００２０】
　目的地設定手段１３は、特定の位置を目的地として経路算出手段２１に伝達するもので
あり、スイッチ３２、タッチパネル３３、マイク３４等から構成される入力装置、演算装
置３５、記憶装置３６から構成される。記憶装置３６には、施設名称や住所、電話番号と
いった施設を特定するための情報と緯度経度からなる位置情報とが関連付けられて記憶さ
れており、入力装置を介して運転者は目的地を検索して設定することが可能である。
【００２１】
　経路誘導手段１４は、経路算出手段２１において算出された経路に基づいて現在地から
目的地までの経路を運転者に提示及び案内するものであり、演算装置３５、記憶装置３６
とともにディスプレイ３７、スピーカ３８などを備えた出力装置から構成される。経路の
案内方法としては、一般的なナビゲーション装置が提供する方法と同様に、右左折を始め
とした経路誘導の情報を画面及び音声で提供する方法を用いればよい。尚、本実施形態に
係るナビゲーションシステム１においては、経由地として充電スポットを案内する機能を
含んでいるので、充電スポットに関する各種情報（満空情報や料金情報）を同時に案内す
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ることが望ましい。
【００２２】
　通信手段１５、２４は、クライアント端末１０とセンタサーバ２０との間で情報の送受
信を行うものであり、クライアント端末１０の通信装置３９及びセンタサーバ２０の通信
装置４０から構成される。通信方式としては、携帯電話網、無線ＬＡＮ、次世代高速無線
通信網等の一般的な無線通信網や、専用無線回線等の各種無線通信網を利用することが可
能である。また、本実施形態に係るナビゲーションシステム１ではクライアント端末１０
に通信手段１５を内蔵する構成としているが、運転者が所有する携帯電話等の外部のネッ
トワーク機器に接続してセンタサーバ２０と通信を行う方式としてもよい。また、本実施
形態に係るナビゲーションシステム１では、センタサーバ２０に経路算出手段２１が配置
されているため、経路を検索する際には必ずセンタサーバ２０に接続する必要がある。こ
れは、近年普及しつつある通信機能付きのナビゲーション装置でも実際に採用されている
方式であり、そのような方式を拡張したものと捉えることができる。こうした通信機能付
きのナビゲーション装置はテレマティクス端末と呼ばれ、プローブ情報と呼ばれる車両で
取得した各種情報をセンタサーバ２０に伝達し、センタサーバ２０から各種交通情報やイ
ンターネットコンテンツ（ニュースや天気予報等）を取得する機能を備えている。
【００２３】
　経路算出手段２１は、クライアント端末１０から取得した現在地、目的地、電池残量等
の情報と、充電スポット調整手段２２が提示する充電スポットの候補の情報とに基づいて
最適な経路を算出するものであり、演算装置４１、記憶装置４２から構成されている。経
路検索の方法としては、ダイクストラ法等の一般的なものを利用することができる。尚、
上記の情報に加えてＶＩＣＳ交通情報やプローブ交通情報を加えることによって渋滞に関
する情報を加味した経路検索を行うことができる。
【００２４】
　充電スポット調整手段２２は、クライアント端末１０から取得した現在地、目的地、電
池残量等の情報と、経路算出手段２１で算出された経路上に存在する充電スポットに関す
る情報を検索して経由地とすべき充電スポットを算出するものであり、演算装置４１、記
憶装置４２から構成されている。尚、経路算出手段２１において、電池残量が十分にあっ
て経路の途中で充電が必要ないと判断された場合には、充電スポット調整手段２２の機能
は必須の機能ではないが、運転者の判断によって途中で充電する場合を考慮して経路の途
中にある充電スポットに関する情報は運転者に提示することが望ましい。
【００２５】
　充電スポットデータベース２３は、充電スポットの基礎情報と、充電スポット調整手段
２２で調整された結果、すなわち充電スポット毎の利用予定情報と、リアルタイムな充電
スポットの利用情報（満空情報）とを記録するものであり、記憶装置４２から構成されて
いる。充電スポットの基礎情報としては、例えば各充電スポットの緯度、経度、充電種別
（急速充電あるいは通常充電）、料金などの情報を含んでいる。
【００２６】
　ＥＶデータベース２５は、各ＥＶの基礎情報を記録するものであり、記憶装置４２から
構成されている。ＥＶの基礎情報としては、例えば各ＥＶの現在地、目的地、電池残量な
どの情報を含んでいる。
【００２７】
　尚、経路算出手段２１、充電スポット調整手段２２、充電スポットデータベース２３及
びＥＶデータベース２５は、互いに連携して充電スポットを経由地として含む経路を検索
するものである。また、上述した本実施形態に係るナビゲーションシステム１の構成では
、経路算出手段２１、充電スポット調整手段２２、充電スポットデータベース２３及びＥ
Ｖデータベース２５をセンタサーバ２０に配置して主な処理をセンタサーバ２０で行う構
成となっているが、これらの構成をクライアント端末１０に配置して主な処理をクライア
ント端末１０で行うようにしてもよい。この場合、ＥＶ同士で経路情報を共有して充電ス
ポットを調整できるようにすればよく、同じ方向に向かうクライアント端末同士で同一の
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充電スポットを同一の時間帯に利用する可能性があるかどうかを確認し、重複する可能性
がある場合にはクライアント端末同士で充電スポットの変更や出発時間の変更等の調整を
行う仕組みとすればよい。このような構成は、例えばセンタサーバを介さないでピアツー
ピアのネットワークで実現することができる。
【００２８】
　［経路算出処理の手順］
　次に、本実施形態に係るナビゲーションシステム１による経路算出処理の手順を図３の
フローチャートを参照して説明する。
【００２９】
　図３に示すように、ステップＳ１０１において、ＥＶに搭載されたクライアント端末１
０の目的地設定手段１３から目的地が入力されると、ステップＳ１０２では位置検出手段
１２によって自車両の現在地情報が検出され、電池残量検出手段１１では自車両の電池残
量が検出されて、これらの情報を車両情報として取得する。そして、ステップＳ１０３で
はセンタサーバ２０に対して、経路途中における充電の有無を含めた経路算出のリクエス
トが通信手段１５を介して送信される。このとき、同時に目的地や車両情報についても送
信されるが、車両情報については走行履歴やナビゲーションシステムの操作履歴、ワイパ
ー、ウィンカーの動作状況、アクセル開度、ＡＢＳ情報等の車両に関するあらゆる情報を
送信してセンタサーバ２０にアップロードするようにしてもよい。こうした情報はプロー
ブ情報やＶＲＭ（Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）
と呼ばれ、センタサーバ２０で様々に加工、分析することによって交通情報等を生成し、
ナビゲーション装置や各種端末に提供して活用することができる。
【００３０】
　次に、ステップＳ１０４において、通信手段２４を介してリクエストを取得したセンタ
サーバ２０は、クライアント端末１０から取得した車両情報を解析してＥＶデータベース
２５に格納する。このＥＶデータベース２５に格納されている基礎情報により、各ＥＶの
現在位置や電池残量などの情報を一元管理することができ、利用傾向や電池の劣化等を把
握することができる。
【００３１】
　ステップＳ１０５では、クライアント端末１０から取得した現在地と目的地とに基づい
てセンタサーバ２０が経路の演算を行う。このときＶＩＣＳ情報等の交通情報等を考慮し
てより正確な到着時間を算出することが望ましい。そして、目的地までの経路が算出され
ると、ステップＳ１０６において、センタサーバ２０は、算出された経路距離を走行する
ために必要な消費電力と自車両の電池残量とを比較して目的地まで無充電で走行可能であ
るか否かを判定する。無充電で走行可能である場合にはステップＳ１１２へ移行し、無充
電での走行が困難である場合にはステップＳ１０７へ移行する。尚、目的地までに充電が
必要か否かの判定については、おおよその走行距離で判定することも可能である。したが
って、先ず充電の有無を判定するために簡易的な経路算出を行い、その後に充電が必要か
否かに応じて再度詳細な経路計算を行うようにした２段階の経路算出方式としてもよい。
また、経路距離から単純に消費電力を見積もるだけの方法では誤差が大きい場合には、経
路中の渋滞情報を考慮して各地点での速度に基づいて消費電力等を正確に算出して、より
正確な判断ができるようにすることも可能である。このように消費電力を正確に予測する
ためには、ＥＶの走行パターンに応じた電力消費パターンを予め緻密に取得して対応表を
作ったり、あるいはモデル式化しておくことが望ましい。ただし、こうした処理を実施す
るためには高い計算性能を必要とするが、本実施形態ではセンタサーバ２０で処理を行う
構成としているため、例えばセンタサーバ２０を容易に性能向上（スケールアップ、スケ
ールアウト）可能な構成としておくことによって、必要に応じた計算性能を実現すること
が可能である。
【００３２】
　次に、ステップＳ１０７では、無充電での走行が困難であると判定されたので、センタ
サーバ２０は充電スポットデータベース２３に基礎情報として格納されている充電スポッ
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トに関する情報を参照して、目的地までの経路周辺に位置する充電スポットを検索する。
この検索を実行する際には、充電スポット及び目的地への到着予定時刻、充電スポットに
おける充電予定時間、充電スポットにおける予想電池残量、充電スポットにおける充電開
始までの待ち時間、充電スポットの検索時刻、目的地までの電力消費量及び充電スポット
における充電料金のうちの少なくとも１つを考慮して検索する。また、どのような充電ス
ポットを優先的に検索するかについては、経路上からの逸脱が最も少ない、すなわち迂回
が極小となる充電スポットを優先して検索する方法が最も一般的であるが、他にも充電ス
ポットにおける充電時間を含めた目的地までの到着予定時刻が最も速くなる充電スポット
を優先して検索する方法や、あるいは充電時間が最も短くてすむ充電スポットを優先して
検索する方法、充電料金が最も安価な充電スポットを優先して検索する方法などを採用し
てもよい。また、このような検索方法に優先順位を付けて複数の検索方法を選択できるよ
うにしてもよい。その場合には運転者が自ら検索方法を調整できるようにすることが望ま
しい。
【００３３】
　さらに、最初に検索した第１候補の充電スポットが他車両による利用予定があって第２
候補の充電スポットを再度検索しなければならない場合には、第１候補の充電スポットに
おける到着予定時刻などのデータと第２候補の充電スポットにおけるデータとの差分を算
出して、その差分が所定の範囲内になるように検索する。例えば、第１候補の充電スポッ
トへの到着予定時刻と第２候補の充電スポットへの到着予定時刻との差分、第１候補の充
電スポットの充電予定時間と第２候補の充電スポットの充電予定時間との差分、第１候補
の充電スポットまでの消費電力と第２候補の充電スポットまでの消費電力との差分、第１
候補の充電スポットの充電料金と第２候補の充電スポットの充電料金との差分のうちのい
ずれかが所定の範囲内になるように第２候補の充電スポットを検索する。
【００３４】
　これにより、第１候補の充電スポットと比較して許容範囲内にある第２候補の充電スポ
ットを検索することができ、運転者の利便性を高めることができる。
【００３５】
　こうして充電スポットが検索されると、ステップＳ１０８において、検索された充電ス
ポットへの到着予定時刻及び予想電池残量を算出し、また予想電池残量と充電スポットの
充電種別（急速充電または通常充電）などを考慮して充電スポットにおける充電予定時間
を算出する。
【００３６】
　ここで、到着予定時刻を算出する際には、経路上の渋滞情報や法定速度等を考慮して、
より正確な到着予定時刻を算出することが望ましい。また、充電予定時間（充電スポット
をＥＶが占有する時間）はＥＶが充電する電力量によって変化するが、ここではＥＶが充
電スポットから目的地までに必要とする電力量を必要十分な電力量とし、この電力量と充
電スポットの充電速度から充電予定時間を算出するものとする。充電速度とは、所定の電
力量を充電するために必要な時間を指すが、一般的なリチウムイオン電池の充電では、電
池残量が少ない間の充電は定電流充電、満充電付近では定電圧充電を行う方式となってお
り、満充電状態に近づくにつれて単位時間当たりの充電量、すなわち充電速度が低下する
。したがって、センタサーバ２０はこのような充電速度の変化を考慮して充電時間の算出
を行うことが望ましい。例えば、ＥＶの電池残量と必要充電量とに対応した充電速度を予
めデータベース等に記憶させておくことによって、より正確な充電予定時間を算出するこ
とができる。ここで、予め記憶させておく充電速度は、すべての充電スポットで共通の情
報にするのではなく、充電スポット毎、あるいは充電スポットの種別毎に情報を用意して
おくようにすれば、充電設備の性能や規格の違い（急速充電器と通常充電器等）を考慮し
て充電予定時間をより正確に算出することが可能になる。
【００３７】
　次に、ステップＳ１０９では、充電スポットデータベース２３の利用予定情報を参照し
、検索された充電スポットに到着する時刻の前後における他車両の利用予定を参照する。
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尚、利用予定情報には、充電スポットの利用予定だけではなく、実際に現在利用されてい
る充電スポットの利用状況についても併せて記憶させておく。これにより、特に直近の情
報として正確性を高めることができ、充電スポットを選択する際の精度を向上させること
が可能になる。
【００３８】
　こうして充電スポットへの到着予定時刻、充電スポットにおける充電予定時間及び充電
スポットにおける他車両の利用予定とを取得すると、センタサーバ２０はステップＳ１１
０において、検索した充電スポットが到着予定時刻に利用可能であるか否かを判定し、利
用不可能である場合にはステップＳ１１１へ移行し、利用可能である場合にはステップＳ
１１２へ移行する。
【００３９】
　ステップＳ１１１では、充電スポットにおける充電予定が他車両と重複した場合に、調
整が可能であるか否かを判定する。例えば、センタサーバ２０は到着予定時刻、充電予定
時間、予想電池残量のうちの少なくとも１つを考慮して、自車両の出発時刻または充電ス
ポットへの到着時刻を変更することが可能であるか否かを判定する。そして、調整が可能
である場合にはステップＳ１１２へ移行し、調整が不可能である場合には別の充電スポッ
トを検索するためにステップＳ１０７へ戻る。
【００４０】
　ここで、上述したステップＳ１０７～Ｓ１１１で行われる充電スポットの検索処理の一
例を、図面を参照して説明する。
【００４１】
　図４は、ある地域におけるＥＶの走行状況と充電スポットの利用予定とを示した図であ
る。図４に示すように、ＥＶ１は現在地から目的地Ｇ１への経路５０の算出を行っている
状況であり、経路５０の近辺には充電スポットＡ、Ｂの２箇所がある。ここで、図４に示
すようにセンタサーバ２０が管理する充電スポットＡの利用予定データ５１には利用予定
はなく、同様に充電スポットＢの利用予定データ５２にも利用予定はない。尚、実際には
充電スポットの利用予定データはセンタサーバ２０において一元管理されている。
【００４２】
　このような状況において、ＥＶ１に搭載されたクライアント端末１０からセンタサーバ
２０に経路を算出する要求が送信されると、センタサーバ２０は目的地Ｇ１までの暫定の
経路を算出する。その結果、経路の途中で充電が必要であると判断し、充電スポットを検
索する。まず経路周辺にある充電スポットを抽出し、それぞれの充電スポットの到着予定
時刻と予想電池残量を算出し、その後に充電スポットにおける充電予定時間、すなわち充
電スポットの占有時間を算出する。この算出結果の一例を図５に示すと、図５ではＥＶ１
が充電スポットＡに到着する時刻をＴｓ（Ａ，ＥＶ１）で示し、ＥＶ１が充電スポットＡ
で充電を行う時間をＴｉ（Ａ，ＥＶ１）として示している。同様に充電スポットＢについ
ては到着時刻をＴｓ（Ｂ，ＥＶ１）、充電時間をＴｉ（Ｂ，ＥＶ１）として算出している
。
【００４３】
尚、図４には図示していないが、経路周辺に充電スポットＣ以下が存在する場合には、図
５に示すようにそれぞれの充電スポットに対応するＥＶ１の到着時刻Ｔｓ（ｎ，ＥＶ１）
、充電時間Ｔｉ（ｎ，ＥＶ１）を求める（ｎは各充電スポット）。図４の場合には充電ス
ポットＡ，Ｂのどちらも利用可能であるため、運転者の要求に応じて充電スポットが選択
される。ここで、運転者の要求を反映させる方法としては、運転者に直接充電スポットを
選択させる方法のほかに、充電スポットを選択する際の優先順位を予め設定しておく方法
も考えられる。優先順位を設定する場合には、一般的なナビゲーション装置の経路算出時
に設定される条件と同様の条件を用いて優先順位を設定すればよい。例えば、走行距離の
短い充電スポットを優先して設定したり、到着時刻の早い充電スポットを優先して設定し
たり、一般道路を優先して設定するなどである。また、充電に関して新たな条件を設定す
ることも可能である。例えば、充電時間の短い充電スポットを優先して設定したり、充電
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料金の安い充電スポットを優先して設定したりすることも考えられる。
【００４４】
　図４に示した例では、到着時刻を優先した場合を考え、迂回せずに経由可能な充電スポ
ットＡを充電スポットとして選択している。その結果、図６に示すように充電スポットＡ
に対してＥＶ１の充電予定が記録される。最終的にＥＶ１の経路算出の結果は図７に示す
ように決定され、現在地から充電スポットＡを経由して目的地Ｇ１に向かう経路５０が設
定される。
【００４５】
　次に、図８は図７の状況から暫く時間の経った状況を示しており、ＥＶ２が新たに移動
を開始した状況を示している。図８に示すように、ＥＶ２は現在地から目的地Ｇ２までの
経路をセンタサーバ２０に対して経路算出要求を行っている。その結果、ＥＶ２は充電ス
ポットＢを経由する経路６０が最も速く、かつ充電スポットＢは利用予定が無いため、経
由地を充電スポットＢと決定して充電スポットデータベース２３にＥＶ２の利用予定が記
録される。
【００４６】
　さらに、図９は図８の状況からさらに暫く時間の経った状況を示しており、ＥＶ３が新
たに移動を開始してセンタサーバ２０に経路算出要求を行っている。この場合も図８と同
様に最適な経由地が充電スポットＢとなる経路７０が算出されるが、充電スポットＢでは
ＥＶ２の到着予定時刻以降に利用予定が無いため、問題なく充電スポットＢを経由地とし
て選択することができ、充電スポットデータベース２３にＥＶ３の利用予定が記録される
。
【００４７】
　次に、図１０及び図１１は図９の状況からさらに暫く時間の経った状況を示しており、
ＥＶ４が新たに移動を開始してセンタサーバ２０に経路算出要求を行っている。ここで、
経路算出手段２１はＥＶ４の充電スポットＡ及びＢの到着予定時刻及び充電予定時間を算
出し、現在の各充電スポットの利用予定と照らし合わせる。図１０は充電スポットＢにつ
いての算出結果であり、図１１は充電スポットＡについての算出結果を示している。経路
としては図１０に示す充電スポットＢを経由する経路８０のほうが早いが、充電スポット
Ｂの到着予定時刻には充電スポットＢが占有されているので、すぐに利用することはでき
ない。そこで、図１１に示す充電スポットＡへ迂回する経路９０が検索結果として提示さ
れている。
【００４８】
　このように、経路算出手段２１は経路算出要求が行われる毎に充電スポット調整手段２
２と協調して最適な経由地を算出し、充電スポットデータベース２３に利用予定を記録し
ていく。図１２は、ある時点における充電スポットデータベース２３の利用予定一覧を示
している。ＥＶ１～４以降もＥＶからの経路算出要求に伴って利用予定が追加され、利用
予定が次第に埋まっていく。
【００４９】
　上述したような処理を行うことによって、各ＥＶのクライアント端末１０からの経路算
出要求に対してセンタサーバ２０が充電スポットを調整し、充電スポットを経由地として
含む経路をクライアント端末１０に提供する。尚、上述した調整方法では、第１候補の充
電スポットを利用せず、第２候補の充電スポットへ迂回させる方法であったが、自車両の
出発時刻または充電スポットへの到着時刻を前後にずらすことによって第１候補の充電ス
ポットを経由地とするようにしても良く、実際には双方の調整方法を併用して経由地とな
る充電スポットを提案することが望ましい。
【００５０】
　こうして目的地までの経路及び経由する充電スポットが算出されると、ステップＳ１１
２において、センタサーバ２０は算出した経路及び経由地となる充電スポットに関する情
報をクライアント端末１０へ送信する。このとき同時にセンタサーバ２０は、充電スポッ
トデータベース２３の利用予定情報に最新の利用予定を書き込むことによって利用予定情
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報をアップデートする。また、アップデートされた利用予定情報及び充電スポットの現在
の利用状況を経路及び経由地とともにクライアント端末１０へ送信することによって、運
転者に対して充電スポットの現在の混雑状況、利用予定状況を伝えることができる。これ
により、運転者は、利用予定情報に基づいて経由地を自発的に変更することが可能となる
。この場合には、クライアント端末１０は変更結果を再度センタサーバ２０に送信して利
用予定情報をアップデートする。
【００５１】
　次に、ステップＳ１１３では、クライアント端末１０がセンタサーバ２０から送信され
てきた経路及び経由する充電スポットを取得する。経路途中における充電が必要な場合に
は、充電スポットを経由地として含む経路となり、充電が必要ない場合には経路のみの情
報を取得する。取得した経路及び充電スポットに関する情報は表示画面及び音声を通じて
運転者に提示され、運転者への経路案内が開始される。尚、こうした情報に併せて、セン
タサーバ２０の充電スポットデータベース２３に記録されている周辺の充電スポットの利
用予定情報や現在の利用状況、料金情報、経路途中の渋滞情報や規制情報、天気情報や観
光情報といった付加的な情報を併せて提示することによって、運転者の利便性をさらに高
めることも可能である。
【００５２】
　以上説明したように、上述した処理を行うことによって、本実施形態に係るナビゲーシ
ョンシステム１による経路算出処理は終了する。
【００５３】
［第１実施形態の効果］
　以上詳細に説明したように、本発明を適用した第１実施形態に係るナビゲーションシス
テムによれば、他車両による充電スポットの利用予定を考慮して、自車両による充電スポ
ットの利用予定と目的地までの経路を設定するので、充電スポットを利用するタイミング
が重ならないように調整することができ、これによって目的地まで効率的に到達できる経
路及び充電スポットを選択することができる。
【００５４】
　また、本ナビゲーションシステムによれば、充電スポットを検索する際に、目的地への
到着予定時刻、充電スポットにおける充電予定時間、充電スポットにおける充電開始まで
の待ち時間、目的地までの電力消費量、充電スポットにおける充電料金のうちの少なくと
も１つを考慮して検索するので、適切な充電スポットを経由地として選択することができ
、これによって効率的に目的地へ到達することができる。
【００５５】
　さらに、本ナビゲーションシステムによれば、自車両による充電スポットの利用予定と
他車両による充電スポットの利用予定とが重複する場合に他の充電スポットを検索するの
で、充電スポットで他車両の充電を待つことがなくなり、効率的に目的地へ到達すること
ができる。
【００５６】
　また、本ナビゲーションシステムによれば、自車両による充電スポットの利用予定と他
車両による充電スポットの利用予定とが重複する場合に、充電スポットへの到着予定時刻
、充電スポットにおける充電予定時間、充電スポットにおける予想電池残量のうちの少な
くとも１つを考慮して、自車両の出発時刻または充電スポットへの到着時刻を変更するの
で、充電スポットでの待ち時間やエネルギーの浪費を極力抑制することができる。
【００５７】
　さらに、本ナビゲーションシステムによれば、自車両による充電スポットの利用予定と
他車両による充電スポットの利用予定とが重複する場合に、充電スポットの検索時刻、充
電スポットへの到着予定時刻、充電スポットにおける充電予定時間、充電スポットにおけ
る予想電池残量のうちの少なくとも１つを考慮して第２候補の充電スポットを検索するの
で、充電スポットで他車両の充電を待つことがなくなり、効率的に目的地へ到達すること
ができる。
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【００５８】
　また、本ナビゲーションシステムによれば、第２候補の充電スポットを検索する場合に
、第１候補の充電スポットへの到着予定時刻と第２候補の充電スポットへの到着予定時刻
との差分、第１候補の充電スポットの充電予定時間と第２候補の充電スポットの充電予定
時間との差分、第１候補の充電スポットまでの消費電力と第２候補の充電スポットまでの
消費電力との差分、第１候補の充電スポットの充電料金と第２候補の充電スポットの充電
料金との差分のうちのいずれかが所定の範囲内になるように第２候補の充電スポットを検
索するので、第１候補の充電スポットと比較して許容範囲内にある第２候補の充電スポッ
トを検索することができ、運転者の利便性を高めることができる。
【００５９】
　さらに、本ナビゲーションシステムによれば、他車両による充電スポットの現在の利用
状況をさらに考慮して充電スポットの利用予定を設定するので、より高精度に充電スポッ
トを選択することができる。
【００６０】
　また、本ナビゲーションシステムによれば、充電スポットの現在の利用状況及び利用予
定をクライアント端末に送信するので、運転者はこれらの情報を利用して適切な充電スポ
ットを選択することができ、電池切れや充電の待ち時間等の不安要素を抑制することがで
きる。
【００６１】
［第２の実施形態］
　次に、本発明を適用した第２実施形態について図面を参照して説明する。尚、上述した
第１実施形態と同様の部分については同一の番号を付して詳細な説明は省略する。
【００６２】
　［ナビゲーションシステムの構成］
　図１３は本実施形態に係るナビゲーションシステムの構成を示すブロック図である。図
１３に示すように、本実施形態に係るナビゲーションシステム１００は、クライアント端
末１３０が経路算出手段１３１をさらに備えている。
【００６３】
　経路算出手段１３１は、図２に示す演算装置３５及び記憶装置３６から構成され、一般
的な経路算出機能を具備して渋滞情報等を考慮した経路の算出を行うものである。さらに
、経路算出手段１３１は、電池残量検出手段１１から自車両の電池残量を取得して目的地
まで無充電で到達可能であるか否かを判断する機能を備えている。尚、無充電で到達可能
であるか否かを判断する方法としては、平均的な走行パターンにおける走行距離と電力消
費量との関係をマッピングした対応表を用いて平均的な走行速度における航続可能距離を
算出することによって判断する。この航続可能距離の算出に当たっては、渋滞情報等を考
慮することによって途中で浪費する電力量等を正確に算出することが望ましい。そして、
無充電で目的地への到達が困難と判断された場合に限って、センタサーバ２０に充電スポ
ットの調整を含めた経路の算出をリクエストする構成となっている。
【００６４】
　［経路算出処理の手順］
　次に、本実施形態に係るナビゲーションシステム１００による経路算出処理の手順を図
１４のフローチャートを参照して説明する。
【００６５】
　図１４に示すように、ステップＳ２０１において、ＥＶに搭載されたクライアント端末
１３０の目的地設定手段１３から目的地が入力されると、ステップＳ２０２では位置検出
手段１２によって自車両の現在地情報を検出し、電池残量検出手段１１によって自車両の
電池残量を検出して、これらの情報を車両情報として取得する。
【００６６】
　次に、ステップＳ２０３において、目的地までの１次経路を算出する演算を行う。１次
経路を算出する演算では、無充電で目的地への到達が可能であるか否かの判断に必要とな
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る経路距離の概算を算出する。具体的には、渋滞情報等を考慮せずに単純なダイクストラ
法によって経路距離を算出してもよいし、現在地と目的地の直線距離に所定の係数をかけ
た単純な方法で算出してもよい。そして、１次経路が算出されると、ステップＳ２０４に
おいて、ステップＳ２０３で算出した経路距離と電池残量とから航続可能距離を算出し、
この航続可能距離に基づいて無充電で目的地に到達可能であるか否かを判断する。ここで
、無充電で目的地への到達が困難であると判断された場合にはステップＳ２０５へ移行し
てセンタサーバ２０に対して充電スポットを経由した経路算出のリクエストを送信する。
【００６７】
　センタサーバ２０では、ステップＳ２０６～Ｓ２１３において上述した第１実施形態と
同様の処理を行うことによって充電スポットを経由した経路を算出してクライアント端末
１３０に送信する。ただし、センタサーバ２０では第１の実施形態では行っていた無充電
で目的地に到達可能であるか否かを判定する処理は行わない。
【００６８】
　こうしてセンタサーバ２０から経由する充電スポット及び経路が送信されると、クライ
アント端末１３０はステップＳ２１４において経路及び経由する充電スポットを取得して
運転者に提供する。
【００６９】
　一方、ステップＳ２０４において、無充電で目的地へ到達可能であると判断された場合
にはステップＳ２１５へ移行して２次経路を算出する演算を行う。２次経路を算出する演
算では、渋滞情報等を考慮した一般的な経路検索や、さらに詳しい経路検索を行うことが
望ましい。
【００７０】
　以上説明したように、上述した処理を行うことによって、本実施形態に係るナビゲーシ
ョンシステム１００による経路算出処理は終了する。
【００７１】
　［第２実施形態の効果］
　以上詳細に説明したように、本発明を適用した第２実施形態に係るナビゲーションシス
テムによれば、無充電で目的地に到達可能な場合にはクライアント端末が目的地までの経
路を算出し、充電が必要な場合にはクライアント端末が車両情報をセンタサーバに送信し
て目的地までの経路検索を要求するので、センタサーバで行っていた経路算出の一部の機
能をクライアント端末で処理することができ、これによって充電が必要ない場合の経路を
より迅速に求めることが可能となる。
【００７２】
　なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施の形
態に限定されることはなく、この実施の形態以外の形態であっても、本発明に係る技術的
思想を逸脱しない範囲であれば、設計などに応じて種々の変更が可能であることは勿論で
ある。
【符号の説明】
【００７３】
　１　ナビゲーションシステム
　１０　クライアント端末
　１１　電池残量検出手段
　１２　位置検出手段
　１３　目的地設置手段
　１４　経路誘導手段
　１５　通信手段
　２０　センタサーバ
　２１　経路算出手段
　２２　充電スポット調整手段
　２３　充電スポットデータベース
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　２４　通信手段
　２５　ＥＶデータベース
　３０　充電レベルセンサ
　３１　位置センサ
　３２　スイッチ
　３３　タッチパネル
　３４　マイク
　３５、４１　演算装置
　３６、４２　記憶装置
　３７　ディスプレイ
　３８　スピーカ
　３９、４０　通信装置

【図１】 【図２】
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