
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報提供者によって提供される渋滞情報を取得する情報取得処理手段と、取得された渋
滞情報を蓄積データとして記録する記録装置と、渋滞状況の表示を開始する表示開始時刻
、 を表示条件として入力するため
の表示条件入力手段と、

前記
記録装置に記録された蓄積データに基づいて、

を表示する情報表示処理手段とを有することを特徴とするナビゲーションシステム
【請求項２】
　 記情報表示処理手段は、前記渋滞状況の時系列の変化を地図画面に描画する描画処理
手段を備える請求項 記載のナビゲーションシステム。
【請求項３】
　前記情報表示処理手段は、前記情報提供者から提供される渋滞情報及び前記記録装置に
記録された蓄積データのうちの、少なくとも蓄積データに基づいて、前記表示用タイミン
グにおける渋滞状況を予測する予測演算処理手段、並びに予測された渋滞状況を地図画面
に描画する描画処理手段を備える請求項 記載のナビゲーションシステム。
【請求項４】
　前記描画処理手段は、前記地図画面に前記表示用タイミングごとの渋滞状況を表す複数
の交通状況指標を描画する請求項 又は に記載のナビゲーションシステム。
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設定された表示用タイミングごとの渋滞状
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【請求項５】
　前記地図画面に表示された道路を選択する道路選択手段を備え、前記描画処理手段は、
前記道路選択手段によって選択された道路の渋滞状況の時系列の変化を前記地図画面に描
画する請求項 ～ 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６】
　 ンピュータを、情報提供者によって提供される渋滞情報を取得する情報取得処理手段
、渋滞状況の表示を開始する表示開始時刻、

を表示条件として入力するための表示条件入力手段、並びに

記録装置に記録された蓄積データに基づいて、
を表示する情報表示処理手段として機能させ

ることを特徴とする情報表示方法のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ナビゲーションシステム及び情報表示方法のプログラムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ナビゲーション装置においては、例えば、ＧＰＳ（グローバルポジショニングシス
テム）によって車両の現在の位置、すなわち、現在地が検出されるとともに、ジャイロセ
ンサによって検出された車両の回転角速度、すなわち、旋回角に基づいて、車両の方位、
すなわち、自車方位が検出され、データ記録部から地図データが読み出され、表示部のデ
ィスプレイに地図画面が形成され、該地図画面に、現在地、現在地の周辺の地図及び自車
方位が表示されるようになっている。したがって、操作者である運転者は、前記地図画面
に表示された現在地、現在地の周辺の地図及び自車方位に従って車両を走行させることが
できる。
【０００３】
また、運転者が目的地を設定し、探索条件を設定すると、探索条件に基づいて現在地から
目的地までの経路が探索される。そして、探索された経路、すなわち、探索経路は、前記
ディスプレイに形成された探索経路表示画面に画像で表示されるか、音声出力部によるメ
ッセージによって音声で出力されるかして、運転者に案内される。したがって、運転者は
案内された探索経路に従って車両を走行させることができる。
【０００４】
そして、前記ナビゲーション装置は通信部を備え、該通信部を介して交通情報としての渋
滞情報を受信し、受信された渋滞情報に基づいて、例えば、渋滞状況を表すために渋滞矢
印を描画し、描画された渋滞矢印を前記地図画面上の道路に沿って表示することによって
、渋滞情報を表示するようになっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来のナビゲーション装置においては、現在の渋滞状況だけが渋滞情
報として表示されるので、渋滞情報を時系列的に認識することができない。したがって、
渋滞情報に対応させて最適な経路で車両を走行させることができない。
【０００６】
本発明は、前記従来のナビゲーション装置の問題点を解決して、渋滞情報を時系列的に認
識することができるナビゲーションシステム及び情報表示方法のプログラムを提供するこ
とを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　そのために、本発明のナビゲーションシステムにおいては、情報提供者によって提供さ
れる渋滞情報を取得する情報取得処理手段と、取得された渋滞情報を蓄積データとして記
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渋滞状況の表示を終了する表示終了時刻、及
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始時刻、表示終了時刻及び表示間隔を読み込み、前記表示開始時刻から表示終了時刻まで
の間に複数の表示用タイミングを設定し、
設定された表示用タイミングごとの渋滞状況



録する記録装置と、渋滞状況の表示を開始する表示開始時刻、渋滞状況の表示を終了する
表示終了時刻、及び表示間隔を表示条件として入力するための表示条件入力手段と、入力
された表示開始時刻、表示終了時刻及び表示間隔を読み込み、前記表示開始時刻から表示
終了時刻までの間に複数の表示用タイミングを設定し、前記記録装置に記録された蓄積デ
ータに基づいて、設定された表示用タイミングごとの渋滞状況を表示する情報表示処理手
段とを有する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１８】
図１は本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーションシステムの機能ブロック図であ
る。
【００１９】
図において、９１は情報提供者によって提供される渋滞情報を取得する情報取得処理手段
、４９は取得された渋滞情報を蓄積データとして記録する記録装置、９３は、該記録装置
４９に記録された蓄積データに基づいて、渋滞状況の時系列の変化を表示する情報表示処
理手段である。
【００２０】
図２は本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーションシステムの要部を示すブロック
図、図３は本発明の第１の実施の形態における渋滞情報のデータ構造を示すである。
【００２１】
図において、１４はナビゲーション装置であり、該ナビゲーション装置１４は、現在地等
を検出する現在地検出処理部１５、地図データ、道路データ、探索データ等のナビゲーシ
ョン情報が記録された情報記録部及び記録媒体としてのデータ記録部１６、各種のプログ
ラム、データ等に基づいてコンピュータとして機能し、入力された情報に基づいて、ナビ
ゲーション処理等の各種の演算処理を行うナビゲーション処理部１７、操作部及び第１の
入力装置としての入力部３４、表示手段及び第１の出力装置としての表示部３５、第２の
入力装置としての音声入力部３６、第２の出力装置としての音声出力部３７、並びに第３
の入力装置及び第３の出力装置としての通信部３８を有し、前記ナビゲーション処理部１
７に車速センサ４１が接続される。
【００２２】
そして、前記現在地検出処理部１５は、現在地検出部としてのＧＰＳ２１、地磁気センサ
２２、距離センサ２３、ステアリングセンサ２４、ビーコンセンサ２５、方位検出部とし
てのジャイロセンサ２６、図示されない高度計等から成る。
【００２３】
前記ＧＰＳ２１は、人工衛星によって発生させられた電波を受信することによって地球上
における現在地を検出し、前記地磁気センサ２２は、地磁気を測定することによって自車
方位を検出し、前記距離センサ２３は、道路上の所定の位置間の距離等を検出する。距離
センサ２３としては、例えば、図示されない車輪の回転速度を測定し、該回転速度に基づ
いて距離を検出するもの、加速度を測定し、該加速度を２回積分して距離を検出するもの
等を使用することができる。
【００２４】
また、前記ステアリングセンサ２４は、舵（だ）角を検出し、ステアリングセンサ２４と
しては、例えば、図示されないステアリングホイールの回転部に取り付けられた光学的な
回転センサ、回転抵抗センサ、車輪に取り付けられた角度センサ等が使用される。
【００２５】
そして、前記ビーコンセンサ２５は、道路に沿って配設された電波ビーコン、光ビーコン
等からの位置情報を受信して現在地を検出する。前記ジャイロセンサ２６は、旋回角を検
出し、ジャイロセンサ２６としては、例えば、ガスレートジャイロ、振動ジャイロ等が使
用される。そして、前記ジャイロセンサ２６によって検出された旋回角を積分することに
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より、自車方位を検出することができる。
【００２６】
なお、前記ＧＰＳ２１及びビーコンセンサ２５はそれぞれ単独で現在地を検出することが
できる。そして、距離センサ２３によって検出された距離と、地磁気センサ２２によって
検出された自車方位、又はジャイロセンサ２６によって検出された旋回角とを組み合わせ
ることにより現在地を検出することもできる。また、距離センサ２３によって検出された
距離と、ステアリングセンサ２４によって検出された舵角とを組み合わせることにより現
在地を検出することもできる。
【００２７】
前記データ記録部１６は、地図データファイル、交差点データファイル、ノードデータフ
ァイル、道路データファイル、写真データファイル、探索データファイル、施設情報デー
タファイル等のデータファイルから成るデータベースをナビゲーション情報として備え、
前記施設情報データファイルには、各地域のホテル、ガソリンスタンド、駐車場、観光地
案内等の施設の施設情報が施設情報データとして記録される。そして、前記各データファ
イルには、前記表示部３５の図示されないディスプレイに形成された画面に、探索経路に
沿って案内図を出力、すなわち、表示したり、交差点又は経路における特徴的な写真、コ
マ図等を表示したり、次の交差点までの距離、次の交差点における進行方向等を表示した
り、他の案内情報を表示したりするための各種のデータが記録される。なお、前記データ
記録部１６には、所定の情報を音声出力部３７によって出力するための各種のデータも記
録される。
【００２８】
ところで、前記交差点データファイルには各交差点に関する交差点データが、ノードデー
タファイルにはノード点に関するノードデータが、道路データファイルには道路に関する
道路データが、探索データファイルには経路を探索するための探索データがそれぞれ記録
され、前記交差点データ、ノードデータ、道路データ、探索データ等によって道路状況を
表す道路状況データが構成される。なお、前記ノードデータは、実際の道路の分岐点（交
差点、Ｔ字路等も含む）、ノード点、各ノード点間を連結するノード点間リンク等を示す
データから成る。
【００２９】
そして、前記道路データによって、道路自体について、幅員、勾（こう）配、カント、バ
ンク、路面の状態、道路の車線数、車線数の減少する箇所、幅員の狭くなる箇所等が、コ
ーナについて、曲率半径、交差点、Ｔ字路、コーナの入口等が、道路属性について、降坂
路、登坂路等が、道路種別について、国道、県道、細街路等の一般道のほか、高速道路、
都市高速道路、有料道路等の高速・有料道がそれぞれ表される。さらに、道路データによ
って、踏切、高速道路の入口及び出口の取付道（ランプウェイ）、高速・有料道の料金所
等が表される。
【００３０】
また、前記ナビゲーション処理部１７は、ナビゲーション装置１４の全体の制御を行う演
算装置としてのＣＰＵ３１、該ＣＰＵ３１が各種の演算処理を行うに当たってワーキング
メモリとして使用されるＲＡＭ３２、及び制御用のプログラムのほか、目的地までの経路
の探索、経路案内、特定区間の決定等を行うための各種のプログラムが記録された記録媒
体としてのＲＯＭ３３から成るとともに、前記ナビゲーション処理部１７に、前記入力部
３４、表示部３５、音声入力部３６、音声出力部３７及び通信部３８が接続される。なお
、前記ＣＰＵ３１にはＭＰＵも含まれる。
【００３１】
前記データ記録部１６及びＲＯＭ３３は、図示されない磁気コア、半導体メモリ等によっ
て構成される。また、前記データ記録部１６及びＲＯＭ３３として、磁気テープ、ハード
ディスク等の磁気ディスク、フレキシブルディスク、磁気ドラム、ＣＤ、ＭＤ、ＤＶＤ、
光ディスク、ＭＯ、ＩＣカード、光カード等の各種の記録媒体を使用することもできる。
【００３２】
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本実施の形態においては、前記ＲＯＭ３３に各種のプログラムが記録され、前記データ記
録部１６に各種のデータが記録されるようになっているが、プログラム、データ等を同じ
外部の記録媒体に記録することもできる。この場合、例えば、前記ナビゲーション処理部
１７に図示されないフラッシュメモリを配設し、前記外部の記録媒体から前記プログラム
、データ等を読み出してフラッシュメモリに書き込むこともできる。したがって、外部の
記録媒体を交換することによって前記プログラム、データ等を更新することができる。ま
た、図示されない自動変速機制御装置の制御用のプログラム等も前記外部の記録媒体に記
録することができる。このように、各種の記録媒体に記録されたプログラムを起動し、デ
ータに基づいて各種の処理を行うことができる。
【００３３】
さらに、前記通信部３８を介して、例えば、渋滞情報、規制情報、駐車場情報、交通事故
情報等の各情報から成る交通情報のほか、ＧＰＳ２１の検出誤差を検出するＤ－ＧＰＳ情
報等の基地局から送信された各種のデータを受信したり、ビーコンセンサ２５を介して道
路に沿って配設された電波ビーコン装置、光ビーコン装置等から電波ビーコン、光ビーコ
ン等の通信メディアで位置情報を受信したりすることができる。
【００３４】
また、前記入力部３４は、走行開始時の現在地を修正したり、出発地及び目的地を入力し
たりするためのものであり、前記ディスプレイに設定された画面に画像で表示された各種
のキー、操作メニュー等の操作スイッチから成る。したがって、該操作スイッチをタッチ
（押下）することによって入力を行うことができる。なお、入力部３４として、表示部３
５と別に配設されたキーボード、マウス、バーコードリーダ、ライトペン、遠隔操作用の
リモートコントロール装置等を使用することもできる。
【００３５】
そして、前記ディスプレイに形成された各種の画面には、操作案内、操作メニュー、操作
キーの案内、現在地から目的地までの探索経路、該探索経路に沿った案内情報等が画像で
表示される。前記表示部３５としては、ＣＲＴディスプレイ、液晶ディスプレイ、プラズ
マディスプレイ等のディスプレイを使用したり、車両のフロントガラスにホログラムを投
影するホログラム装置等を使用したりすることができる。
【００３６】
また、音声入力部３６は、図示されないマイクロホン等によって構成され、音声によって
必要な情報を入力することができる。さらに、音声出力部３７は、図示されない音声合成
装置及びスピーカを備え、音声出力部３７から、前記探索経路、案内情報、変速情報等が
、例えば、音声合成装置によって合成された音声で出力される。なお、音声合成装置によ
って合成された音声のほかに、各種の音、あらかじめテープ、メモリ等に録音された各種
の案内情報等を出力することもできる。
【００３７】
次に、前記構成のナビゲーション装置１４の動作について説明する。
【００３８】
まず、操作者である運転者によって入力部３４が操作され、ナビゲーション装置１４が起
動されると、ＣＰＵ３１の図示されないナビ初期化処理手段は、ナビ初期化処理を行う。
続いて、ＣＰＵ３１は、ＧＰＳ２１によって検出された現在地、及びジャイロセンサ２６
によって検出された自車方位を読み込むとともに、ＣＰＵ３１の図示されないナビ情報取
得処理手段は、ナビ情報取得処理を行い、データ記録部１６から地図データファイル、道
路データファイル、探索データファイル等を参照し、地図データ、道路データ、探索デー
タ等のナビゲーション情報を読み出して取得する。なお、本実施の形態において、前記情
報取得処理手段９１は、ナビゲーション情報をデータ記録部１６から読み出して取得する
ようになっているが、通信部３８を介して受信して取得することもできる。
【００３９】
次に、前記ＣＰＵ３１の図示されない地図表示処理手段は、地図表示処理を行い、前記デ
ィスプレイに地図画面を形成し、該地図画面に、前記地図データに従って現在地の周辺の
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地図を表示するとともに、前記現在地及び自車方位を表示する。
【００４０】
そして、前記ナビゲーション装置１４が経路探索装置として使用される場合、運転者が入
力部３４を操作して目的地を入力すると、ＣＰＵ３１の図示されない目的地設定処理手段
は、目的地設定処理を行い、目的地を設定する。なお、必要に応じて出発地を設定するこ
ともできる。また、ＣＰＵ３１の図示されない経路探索処理手段は、経路探索処理を行う
。そして、経路探索処理手段は、前記現在地、目的地、前記探索データ等を読み込み、該
探索データに基づいて、現在地で表される出発地から目的地までの経路を探索する。
【００４１】
続いて、前記ＣＰＵ３１の図示されない探索経路案内処理手段は、探索経路案内処理を行
い、運転者に探索経路を案内する。そのために、前記探索経路案内処理手段の探索経路表
示処理手段は、探索経路表示処理を行い、前記ディスプレイに探索経路表示画面を形成し
、該探索経路表示画面に探索経路を表示する。また、前記探索経路案内処理手段の音声出
力処理手段は、音声出力処理を行い、音声出力部３７から探索経路を音声で出力する。し
たがって、運転者は、案内された探索経路に従って車両を走行させることができる。
【００４２】
ところで、前記ナビゲーション装置は、前記通信部３８を介して、情報提供者としての情
報送信センタ、例えば、図示されないＶＩＣＳ（道路交通情報通信システム：Ｖｅｈｉｃ
ｌｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）
センタから送信される交通情報としての渋滞情報を受信することができるようになってい
る。したがって、受信された渋滞情報を前記地図画面に併せて表示することもできるよう
になっている。
【００４３】
そのために、前記ＣＰＵ３１の情報取得処理手段９１は、通信部３８を介して渋滞情報を
、受信することによって取得する。この場合、前記渋滞情報は、各パケットごとに、１６
バイトのメモリ容量を有し、情報の種別を表す情報種別データ、メッシュとしての２次メ
ッシュを特定するための２次メッシュＸ、Ｙデータ、二つの地点（交差点）間を連結する
リンクとしての道路リンクを特定し、かつ、上り／下りの別を表すリンク番号データ、該
リンク番号データに対応させて提供される情報の内容を表すリンク情報、及び補助データ
としての消去リンク補助番号データによって構成され、前記情報種別データ、２次メッシ
ュＸ、Ｙデータ及びリンク番号データは固定データであり、前記リンク情報及び消去リン
ク補助番号データは所定のタイミングで最新のものに切り替えられる。
【００４４】
例えば、交通情報が渋滞情報である場合、前記リンク情報は、図３に示されるようなデー
タ構造を有し、前記道路リンクの始点から渋滞の先頭までの距離Ｈｂを表す渋滞先頭デー
タ、渋滞の度合いを渋滞区間における平均速度Ｖｂによって表す速度データ、及び渋滞区
間を前記渋滞の先頭から渋滞の末尾までの距離Ｌｂによって表す渋滞長データから成る。
【００４５】
次に、前記ＣＰＵ３１の情報表示処理手段９３は、情報表示処理を行い、渋滞情報のうち
の各リンク情報を、例えば、渋滞が発生している道路の上り／下りの別、及び渋滞区間を
表す第１の交通状況指標としての渋滞矢印に変換し、該渋滞矢印を描画し、描画された渋
滞矢印を前記地図画面上の道路に沿って表示する。
【００４６】
したがって、運転者は、車両を走行させる予定の道路における渋滞状況、すなわち、渋滞
が発生しているかどうかを知ることができる。
【００４７】
図４は本発明の第１の実施の形態における地図画面の第１の例を示す図である。
【００４８】
前記地図画面には、所定の２次メッシュに属する道路地図が表示され、時刻を表示するた
めの領域ＡＲ１が設定される。また、前記地図画面において、Ｌ１～Ｌ７は道路、ｔ１～
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ｔ６は隣接する２次メッシュとの間の境界上に位置する端点を表す地点、ｔ７、ｔ８は交
差点を表す地点である。リンク情報は、渋滞矢印ａ１、ａ２に変換され、該渋滞矢印ａ１
、ａ２が道路Ｌ６、Ｌ３に沿って表示される。なお、前記渋滞矢印ａ１、ａ２の方向によ
って、渋滞が発生している道路Ｌ６、Ｌ３の上り／下りの別が、渋滞矢印ａ１、ａ２の位
置及び長さによって、渋滞区間が表される。
【００４９】
このように、前記第１の情報表示処理においては、現在発生している渋滞に対応する渋滞
情報について、各リンク情報を渋滞矢印に変換し、該渋滞矢印を描画し、描画された渋滞
矢印を前記地図画面上の道路に沿って表示するようになっている。
【００５０】
ところが、前記ナビ情報表示処理においては、現在の渋滞状況だけが渋滞情報として表示
されるので、どのような経緯を経て現在の渋滞状況が発生したか、今後、渋滞状況がどの
ように変化するか、その日の渋滞状況が通常と同じであるかどうか等のように、渋滞情報
を時系列的に認識することができない。その結果、運転者は、渋滞情報に対応させて最適
な経路で車両を走行させることができない。
【００５１】
そこで、本実施の形態においては、過去の渋滞情報を蓄積データとして記録し、該蓄積デ
ータに所定の処理、例えば、統計処理を施すことによって、渋滞情報の時系列の変化を検
出するようにしている。
【００５２】
図５は本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーションシステムを示す概念図、図６は
本発明の第１の実施の形態における情報センタの情報処理装置を示すブロック図である。
【００５３】
図４において、１４はナビゲーション装置、４２は渋滞情報を送信するＶＩＣＳセンタ、
４３は、該ＶＩＣＳセンタ４２から送信された渋滞情報を、通信部４８を介して受信し、
受信された渋滞情報をそのままナビゲーション装置１４に送信したり、受信された渋滞情
報を所定の方法で加工し、加工された渋滞情報をナビゲーション装置１４に送信したりす
る情報提供者としての情報センタである。前記渋滞情報を加工する場合、前記ＶＩＣＳセ
ンタ４２は一次情報提供者として機能し、情報センタ４３は二次情報提供者として機能す
るとともに、ＶＩＣＳセンタ４２から情報センタ４３に渋滞情報は一次情報として送信さ
れ、送信された一次情報は情報センタ４３において加工されて二次情報になる。
【００５４】
なお、前記渋滞情報は、規制情報、駐車場情報等の各情報とともにパケットに編集され、
電波ビーコン、ＦＭ多重、光ビーコン等の通信メディアに乗せられて送信される。
【００５５】
そして、前記情報センタ４３は、各種のプログラム、データ等に基づいてコンピュータと
して機能し、渋滞情報を加工する情報処理装置４４を備え、該情報処理装置４４は、ＣＰ
Ｕ４５、ＲＯＭ４６、ＲＡＭ４７、通信部４８、情報記録部としての記録装置（ＤＢ）４
９、操作部５１等を備え、前記通信部４８を介してＶＩＣＳセンタ４２から送信された渋
滞情報を受信したり、ナビゲーション装置１４から送信された加工指示を受信したり、該
加工指示に従って加工された渋滞情報を送信したりすることができる。また、前記データ
ベース４９には、情報センタ４３から送信された渋滞情報が記録されるほか、操作部５１
を操作することによって入力された天気情報、規制情報、イベント情報等の付加情報が記
録される。
【００５６】
次に、前記情報処理装置４４の動作について説明する。
【００５７】
まず、情報処理装置４４の図示されない受信処理手段は、受信処理を行い、前記ＶＩＣＳ
センタ４２から送信された渋滞情報を、通信部４８を介して受信する。なお、前記受信処
理手段は、情報センタ４３側において情報取得処理手段として機能し、該情報取得処理手
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段によって情報取得処理が行われ、前記渋滞情報が取得される。この場合、該渋滞情報は
、図３に示されるものと同じデータ構造を有する。
【００５８】
また、情報処理装置４４の図示されない情報蓄積処理手段は、情報蓄積処理を行い、ＶＩ
ＣＳセンタ４２から送信された渋滞情報、及び操作部５１を操作することによって入力さ
れた天気情報等の付加情報に基づいて、一定の時間ごとに蓄積データを作成し、作成され
た蓄積データをデータベースとして記録装置４９に記録する。該蓄積データは、例えば、
リンク番号、日時、曜日、天気、渋滞長、旅行時間、所定の属性等から成る。
【００５９】
次に、ナビゲーション装置１４において、渋滞状況の時系列の変化を地図画面に表示させ
る際のナビゲーション処理部１７の動作について説明する。なお、この場合、前記情報取
得処理手段９１は、通信部３８を介して、ＶＩＣＳセンタ４２から直接送信された現在の
渋滞情報を、受信することによって取得している。
【００６０】
図７は本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーション処理部の動作を示すフローチャ
ート、図８は本発明の第１の実施の形態における描画処理のサブルーチンを示す図である
。
【００６１】
この場合、運転者は、渋滞状況の時系列の変化をどのような表示条件で表示させるかを入
力部３４（図２）を操作することによって選択する。本実施の形態においては、例えば、
現在以降に渋滞状況の表示を開始する表示開始時刻、表示を開始した後の所定の時刻ごと
に渋滞状況を表示する場合の表示間隔、渋滞状況の表示を終了する表示終了時刻等が入力
される。
【００６２】
そして、運転者が図４の地図画面に表示された道路Ｌ１～Ｌ７のうちの所定の道路をタッ
チすることによって選択すると、前記情報取得処理手段９１は、選択された道路について
の蓄積データを通信部３８を介して取得するための送信指示を情報センタ４３に送り、前
記記録装置４９に記録された蓄積データのうちの選択された道路の蓄積データを受信する
ことによって取得する。なお、取得された蓄積データはＲＡＭ３２に記録される。
【００６３】
本実施の形態においては、運転者によって選択された道路の蓄積データが受信されるよう
になっているが、地図画面の範囲内、又は現在地を含む所定の範囲内のすべての道路の蓄
積データを受信することもできる。
【００６４】
続いて、前記情報表示処理手段９３の図示されない予測演算処理手段は、予測演算処理を
行い、前記取得された蓄積データに基づいて渋滞状況を予測する。なお、この場合、渋滞
状況の予測には、どのような経緯を経て現在の渋滞状況が発生したかを認識するための渋
滞情報の照会、今後、渋滞状況がどのように変化するか、その日の渋滞状況が通常と同じ
であるかどうか等を認識するための予測、旅行等を計画する際に、旅行等が行われる頃の
渋滞状況を認識するための予測等が含まれる。
【００６５】
次に、前記情報表示処理手段９３の図示されない描画処理手段は、描画処理を行い、渋滞
情報の時系列の変化を表示する。そのために、前記描画処理手段は、前記表示開始時刻、
表示間隔及び表示終了時刻を読み込み、表示間隔ごとに表示用タイミングを設定し、それ
ぞれ設定された表示用タイミングごとの予測された蓄積データをＲＡＭ３２から読み出し
、予測される渋滞状況、例えば、予測される渋滞区間を表す第２の交通状況指標としての
予測渋滞矢印に変換し、該予測渋滞矢印を描画し、描画された予測渋滞矢印を前記地図画
面上の道路に沿って表示する。
【００６６】
したがって、運転者は、車両を走行させる予定の道路において予測される渋滞状況を地図
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画面上で見ることによって、今後、渋滞状況がどのように変化するかを知ることができる
ので、渋滞情報を時系列的に認識することができる。その結果、運転者は、渋滞情報に対
応させて最適な経路で車両を走行させることができる。なお、情報センタ４３から蓄積デ
ータを取得することによって、どのような経緯を経て現在の渋滞状況が発生したかを認識
することもできる。
【００６７】
次に、図７のフローチャートについて説明する。
ステップＳ１　道路を選択する。
ステップＳ２　情報センタ４３から蓄積データを取得する。
ステップＳ３　予測演算処理を行う。
ステップＳ４　描画処理を行い、処理を終了する。
【００６８】
次に、図８のフローチャートについて説明する。
ステップＳ４－１　表示開始時刻、表示間隔及び表示終了時刻を読み込む。
ステップＳ４－３　表示タイミングを設定する。
ステップＳ４－４　設定された表示タイミングの予測渋滞矢印を描画する。
ステップＳ４－５　表示タイミングが表示終了時刻を超えたかどうかを判断する。表示タ
イミングが表示終了時刻を超えた場合はリターンし、超えていない場合はステップＳ４－
２に戻る。
【００６９】
次に、予測渋滞矢印を前記地図画面上の道路に沿って表示した例について説明する。
図９は本発明の第１の実施の形態における地図画面の第２の例を示す図である。
【００７０】
この場合、地図画面には、所定の２次メッシュに属する道路地図が表示され、該道路地図
には、予測された渋滞情報の表示用タイミング（例えば、「１５分後」）を表示するため
の領域ＡＲ２が設定される。また、前記地図画面において、Ｌ１～Ｌ７は道路、ｔ１～ｔ
６は隣接する２次メッシュとの間の境界上に位置する端点を表す地点、ｔ７、ｔ８は交差
点を表す地点である。リンク情報は、現在の渋滞状況を表す渋滞矢印ａ１、ａ２に変換さ
れ、該渋滞矢印ａ１、ａ２が道路Ｌ６、Ｌ３に沿って表示される。なお、前記渋滞矢印ａ
１、ａ２の方向によって、現在渋滞が発生している道路Ｌ６、Ｌ３の上り／下りの別が、
渋滞矢印ａ１、ａ２の位置及び長さによって、渋滞区間が表される。そして、運転者が道
路Ｌ６をタッチすると、前記地図画面の所定の箇所に、本実施の形態においては、前記渋
滞矢印ａ１に隣接させて、予測渋滞矢印を表示するための領域ＡＲ３が設定され、前記描
画処理によって描画された、各表示用タイミングごとの複数（本実施の形態においては、
３個）の予測渋滞矢印ｂ１～ｂ３が領域ＡＲ３内に表示される。この場合、予測渋滞矢印
ｂ１から予測渋滞矢印ｂ２に向けて、及び予測渋滞矢印ｂ２から予測渋滞矢印ｂ３に向け
てそれぞれ矢印が表示されていて、渋滞状況が予測渋滞矢印ｂ１～ｂ３で表されるように
、時系列的に変化することが分かる。なお、予測渋滞矢印ｂ１は現在の渋滞状況を表し、
予測渋滞矢印ｂ２、ｂ３は予測された渋滞状況を表す。
【００７１】
本実施の形態においては、各予測渋滞矢印ｂ１～ｂ３が同じ領域ＡＲ３内に同時に表示さ
れているが、時間の経過と共に予測渋滞矢印ｂ１～ｂ３を順次表示することきもできる。
【００７２】
また、本実施の形態においては、情報センタ４３において渋滞情報が受信され、受信され
た渋滞情報が加工されるようになっているが、渋滞情報の受信、及び加工をナビゲーショ
ン装置１４において行うこともできる。その場合、データ記録部１６にハードディスクが
配設され、該ハードディスクに渋滞情報が蓄積データとして記録される。
【００７３】
また、本実施の形態においては、表示用タイミングごとの複数の予測渋滞矢印ｂ１～ｂ３
が領域ＡＲ３内に表示されるようになっているが、各予測渋滞矢印ｂ１～ｂ３を時間の経
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過とともに順次アニメーションで表示することもできる。そのために、前記描画処理手段
は、表示用タイミングごとの渋滞情報を順次動的に描画する。
【００７４】
次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、第１の実施の形態と同じ構造
を有するものについては、同じ符号を付与することによってその説明を省略する。
【００７５】
図１０は本発明の第２の実施の形態における地図画面の例を示す図である。
【００７６】
この場合、前記第１の交通状況指標としての渋滞矢印ａ１に隣接させて、前記描画処理に
よって描画された、各表示用タイミングごとの複数（本実施の形態においては、２個）の
第２の交通状況指標としての予測渋滞矢印ｃ１、ｃ２が表示される。この場合、渋滞矢印
ａ１の外側に予測渋滞矢印ｃ１が、予測渋滞矢印ｃ１の外側に予測渋滞矢印ｃ２が表示さ
れていて、渋滞状況が渋滞矢印ａ１、予測渋滞矢印ｃ１、ｃ２で表されるように、時系列
的に変化することが分かる。
【００７７】
なお、前記各実施の形態において、描画処理手段は、表示開始時刻、表示間隔及び表示終
了時刻に基づいて、表示開始時刻から表示終了時刻までの時間に、表示間隔ごとの表示用
タイミングを設定し、それぞれ設定された表示用タイミングごとの予測渋滞矢印を形成す
るようになっているが、表示開始時刻、表示間隔及び車両が渋滞が発生している道路に到
達するまでの到達予測時間を算出し、表示開始時刻から到達予測時間までの時間に、表示
間隔ごとの表示用タイミングを設定することもできる。
【００７８】
次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。
【００７９】
図１１は本発明の第３の実施の形態における描画処理のサブルーチンを示す図、図１２は
本発明の第３の実施の形態における描画処理によって表示されたグラフを示す図である。
【００８０】
この場合、情報表示処理手段９３（図１）の図示されない描画処理手段は、描画処理を行
い、複数の所定の表示用タイミングごとの蓄積データをＲＡＭ３２から読み出し、読み出
された蓄積データに基づいて、図１２に示されるように、所定の期間、例えば、１日の渋
滞情報のグラフを描画する。そのために、前記描画処理手段の図示されないグラフ作成処
理手段は、グラフ作成処理を行い、複数の表示タイミングの蓄積データに基づいてグラフ
を作成する。なお、該グラフにおいて、時間の経過と共に変化する渋滞度（例えば、渋滞
長）が表示され、必要に応じて現在の時刻（現在時刻）及び所定の時間が経過したのちの
時刻が併せて表示される。また、前記グラフの所定の箇所に、例えば、現在以降の渋滞状
況の変化を「だんだん減ります」等のメッセージで表す領域ｆｒが形成される。
【００８１】
次に、前記描画処理手段は、運転者によって選択された道路に車両が到達する到達予測時
刻を算出することができたかどうかを判断し、到達予測時刻を算出することができた場合
、前記グラフに到着予測時刻を表示する。
【００８２】
したがって、運転者は、車両を走行させる予定の道路において、渋滞状況が通常と同じで
あるかどうか等のように、渋滞情報を時系列的に認識することができる。その結果、運転
者は、渋滞情報に対応させて最適な経路で車両を走行させることができる。
【００８３】
なお、前記蓄積データのグラフを表示するに当たり、運転者によって選択された道路の蓄
積データに基づいて、現在以降の渋滞状況を予測し、予測値に基づいてグラフを描画した
り、蓄積データに基づいて統計処理を行い、統計処理によって得られた統計値に基づいて
グラフを描画したりすることもできる。
【００８４】
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次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ４－１１　蓄積データのグラフを描画する。
ステップＳ４－１２　到着予測時間を算出することができたかどうかを判断する。到着予
測時間を算出することができた場合はステップＳ４－１３に、できなかった場合はリター
ンする。
ステップＳ４－１３　到着予想時刻を表示し、リターンする。
【００８５】
次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。
【００８６】
図１３は本発明の第４の実施の形態におけるナビゲーションシステムを示すブロック図で
ある。
【００８７】
図において、１４はナビゲーション装置、５０はナビゲーションシステム、５１は情報基
地、５２は該情報基地５１とナビゲーション装置１４とを接続する情報ネットワーク、５
３は前記情報基地５１に配設されたサーバであり、該サーバ５３によって、情報基地５１
とナビゲーション装置１４との間で、各種のプログラム、データ等の送受信を行うことが
できる。
【００８８】
そのために、前記ナビゲーション装置１４の通信部３８（図２）は送受信装置を備える。
また、前記サーバ５３は、演算装置としてのＣＰＵ５４、ＲＡＭ５５、ＲＯＭ５６、図示
されない通信部等を備え、コンピュータを構成する。また、前記サーバ５３及びナビゲー
ション装置１４のナビゲーション処理部１７によってコンピュータを構成することもでき
、更にコンピュータに他の演算装置を含むこともできる。この場合、前記ナビゲーション
装置１４によって車載端末が構成される。
【００８９】
そして、前記情報基地５１が情報センタ４３（図５）である場合、情報センタに４３前記
サーバ５３としてナビゲーション用サーバが配設され、前記情報センタ４３とナビゲーシ
ョン装置１４とが情報ネットワーク５２としての通信回線網を介して接続される。また、
情報基地５１がプロバイダである場合、該プロバイダにサーバ５３としてインターネット
用サーバが配設され、前記プロバイダとナビゲーション装置１４とが情報ネットワーク５
２としてのインターネット網を介して接続される。そして、情報基地５１が基地局である
場合、該基地局にサーバ５３として基地局用サーバが配設され、前記基地局とナビゲーシ
ョン装置１４とが情報ネットワーク５２としてのＦＭ多重放送網、電話回線網等を介して
接続される。
【００９０】
前記サーバ５３には、地図データファイル、道路データファイル、交差点データファイル
、ノードデータファイル、探索データファイル、案内データファイル、施設データファイ
ル等から成るデータベースをナビゲーション情報として記録する情報記録部としての記録
装置５７が接続され、該記録装置５７に各種のデータが記録される。
【００９１】
前記ナビゲーション装置１４において、通信部３８によって各種のプログラム、データ等
が受信されると、前記ナビゲーション処理部１７のＣＰＵ３１は、例えば、ＲＡＭ３２、
フラッシュメモリ、ハードディスク等にダウンロードし、前記プログラムを起動し、前記
データに基づいて各種の処理を行う。すなわち、前記ＣＰＵ３１は、前記データベースを
ＲＡＭ３２、フラッシュメモリ、ハードディスク等の記録媒体にダウンロードし、前記デ
ータベースの各データに基づいて各種の処理を行う。なお、プログラムとデータとを互い
に異なる記録媒体に記録したり、同じ記録媒体に記録したりすることもできる。
【００９２】
また、家庭用のパソコンを使用して、前記情報基地５１から送信されたプログラム、デー
タ等を、パソコンに対して着脱自在なメモリカード、フレキシブルディスク等の外部の記
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録媒体にダウンロードし、前記プログラムを起動し、データに基づいて各種の処理を行う
こともできる。
【００９３】
ところで、サーバ５３は、各種のデータを管理することができるので、サーバ５３のＣＰ
Ｕ５４に、図示されない情報取得処理手段、情報表示処理手段のうちの予測演算処理手段
等を配設し、ＣＰＵ３１に、図示されない情報取得処理手段、情報表示処理手段のうちの
描画処理手段等を配設することができる。
【００９４】
この場合、前記ＣＰＵ５４の情報取得処理手段が通信部を介して渋滞情報を受信し、記録
装置５７に蓄積データとして記録する。また、ナビゲーション処理部１７においても、情
報取得処理手段が通信部３８を介して渋滞情報を受信し、該渋滞情報を情報基地５１に送
る。
【００９５】
そして、情報表示処理手段の予測演算処理手段は、記録装置５７に記録された蓄積データ
及びナビゲーション装置１４から受けた渋滞情報に基づいて予測演算処理を行い、渋滞状
況を予測し、予測結果をナビゲーション装置１４に送る。
【００９６】
また、前記情報表示処理手段の描画処理手段は、情報基地５１から受けた予測結果に基づ
いて、複数の表示用タイミングにおける渋滞矢印を描画する。
【００９７】
なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々
変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【００９８】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明によれば、運転者は、予測される渋滞状況を見ること
によって、今後、渋滞状況がどのように変化するかを知ることができるので、渋滞情報を
時系列的に認識することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーションシステムの機能ブロック図で
ある。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーションシステムの要部を示すブロッ
ク図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における渋滞情報のデータ構造を示すである。
【図４】本発明の第１の実施の形態における地図画面の第１の例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーションシステムを示す概念図である
。
【図６】本発明の第１の実施の形態における情報センタの情報処理装置を示すブロック図
である。
【図７】本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーション処理部の動作を示すフローチ
ャートである。
【図８】本発明の第１の実施の形態における描画処理のサブルーチンを示す図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態における地図画面の第２の例を示す図である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態における地図画面の例を示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施の形態における描画処理のサブルーチンを示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態における描画処理によって表示されたグラフを示す
図である。
【図１３】本発明の第４の実施の形態におけるナビゲーションシステムを示すブロック図
である。
【符号の説明】
１７　　ナビゲーション処理部
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４２　　ＶＩＣＳセンタ
４３　　情報センタ
４９、５７　　記録装置
５０　　ナビゲーションシステム
５３　　サーバ
５４　　ＣＰＵ
９１　　情報取得処理手段
９３　　情報表示処理手段
ａ１、ａ２　　渋滞矢印
ｂ１～ｂ３、ｃ１、ｃ２　　予測渋滞矢印 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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