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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出発地から目的地までの推奨経路を探索して案内を行うナビゲーション装置において、
　探索された推奨経路を進行した場合に要する推定所要時間を推測して算出する推定所要
時間算出手段と、
　前記推定所要時間の推定誤差を推測して算出する推定誤差算出手段と、
　前記推奨経路、前記推定所要時間、前記推定誤差、前記推定誤差により前記推定所要時
間の範囲が増加する方向および前記推定誤差により前記推定所要時間の範囲が減少する方
向を表示装置に表示させる表示制御手段と、
　を備えることを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　現在時刻を取得する計時装置を備えた請求項１記載のナビゲーション装置であって、
　前記表示制御手段は、前記推定所要時間に代えてまたは加えて、前記計時装置により取
得された現在時刻に前記推定所要時間を加算した推定到着時刻を時針および分針によるア
ナログ時計のグラフィック表示で前記表示装置に表示させるとともに、
　前記推定到着時刻を表す前記分針の回転軸を中心に前記アナログ時計の表示に重複して
拡がる扇形状で前記分針から時計回り方向に開く扇型の範囲により前記推定所要時間の範
囲が増加する方向とその増加分に対応する前記推定誤差の大きさを表示させ、前記分針か
ら反時計回り方向に開く前記扇形の範囲により前記推定所要時間の範囲が減少する方向と
その減少分に対応する前記推定誤差の大きさを表示させることを特徴とするナビゲーショ
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ン装置。
【請求項３】
　請求項１記載のナビゲーション装置であって、
　前記表示制御手段は、前記推定所要時間を時数字および分数字によるデジタル時計のグ
ラフィック表示で前記表示装置に表示させるとともに、
　前記デジタル時計の右側上付位置に表示される「＋」記号および前記分数字により前記
推定所要時間の範囲が増加する方向とその増加分に対応する前記推定誤差の大きさを表示
させ、前記デジタル時計の右側下付位置に表示される「－」記号および前記分数字により
前記推定所要時間の範囲が減少する方向とその減少分に対応する前記推定誤差の大きさを
表示させることを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項４】
　出発地から目的地までの推奨経路を複数探索する請求項１～３のいずれか一項に記載の
ナビゲーション装置であって、
　前記推定所要時間算出手段は、探索された複数の推奨経路ごとに前記推定所要時間を算
出し、
　前記推定誤差算出手段は、探索された複数の推奨経路ごとに前記推定所要時間の推定誤
差を算出し、
　前記表示制御手段は、前記複数の推奨経路、前記複数の推奨経路ごとの前記推定所要時
間、前記複数の推奨経路ごとの前記推定誤差、ならびに前記推定誤差により前記推定所要
時間の範囲が増加する方向および前記推定誤差により前記推定所要時間の範囲が減少する
方向を表示装置に表示させることを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項５】
　車両に搭載される請求項１～４のいずれか一項に記載のナビゲーション装置であって、
　前記推定所要時間算出手段は、「車両外部から取得した交通情報」または「車両の走行
速度」に基づいて前記推定所要時間を推測して算出し、
　前記推定誤差算出手段は、「車両外部から取得した交通情報」または「車両の走行速度
」に基づいて前記推定誤差を算出することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項６】
　前記推定所要時間算出手段および／または前記推定誤差算出手段は、前記推定到着時刻
および／または前記推定誤差を所定時間毎に推定し、
　前回算出した推定到着時刻および／または推定誤差と異なる結果が算出された場合に、
前回と異なる結果が算出されたことを利用者に通知する通知手段を、
　備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載のナビゲーション装置。
【請求項７】
　前記推定誤差算出手段により算出される前記推定誤差は、
　推定所要時間算出手段により算出された前記推定所要時間に対して、所定の確率以上と
なる推定所要時間の最大値および最小値であることを特徴とする請求項１～６のいずれか
一項に記載のナビゲーション装置。
【請求項８】
　出発地から目的地までの推奨経路を探索して案内情報を出力するコンピュータを、
　探索された推奨経路を進行した場合に要する推定所要時間を推測して算出する推定所要
時間算出手段、
　前記推定所要時間の推定誤差を推測して算出する推定誤差算出手段、ならびに、
　前記推奨経路、前記推定所要時間、前記推定誤差、前記推定誤差により前記推定所要時
間の範囲が増加する方向および前記推定誤差により前記推定所要時間の範囲が減少する方
向を出力する出力手段、として機能させるためのプログラム、
　を含むことを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、ナビゲーション装置およびコンピュータプログラムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来よりナビゲーション装置やナビゲーション機能に関するコンピュータプログラムとし
ては、利用者が希望する目的地を検索し、出発地から該目的地までの経路を探索して案内
を行うものがある。このようなナビゲーション装置等のなかには、経路探索後、探索され
た経路に沿って目的地まで進行したと仮定した場合における所要時間を推定して表示した
り、あるいはそのような目的地への到達時刻を推定して表示したりする機能を備えている
ものがあった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このようなナビゲーション装置等によって表示される所要時間や到達時刻
は、所定の推測演算処理に基づいて推定されているものの、利用者にとっては、表示され
ている所要時間や到着時刻がどの程度に信頼性のあるものかは判別がつかず、おおよその
目安にすぎなかった。そのため、表示された所要時間や到着時刻よりも、実際の所要時間
等の方が短くなるか長くなるか等の見当をつけることが困難であり、利用者には、表示さ
れた所要時間等に対して実際にかかる時間がどの程度に変動する可能性があるかを予測を
することができないという問題があった。
【０００４】
本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは
、目的地までの推定所要時間に対する信頼度を利用者に提示し得るナビゲーション装置お
よびコンピュータプログラムを提供することにある。
また、本発明は、目的地に到着する推定到着時刻に対する信頼度を利用者に提示し得るナ
ビゲーション装置およびコンピュータプログラムを提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段および発明の作用・効果】
　上記目的を達成するため、請求項１のナビゲーション装置では、出発地から目的地まで
の推奨経路を探索して案内を行うナビゲーション装置において、探索された推奨経路を進
行した場合に要する推定所要時間を推測して算出する推定所要時間算出手段と、前記推定
所要時間の推定誤差を推測して算出する推定誤差算出手段と、前記推奨経路、前記推定所
要時間、前記推定誤差、前記推定誤差により前記推定所要時間の範囲が増加する方向およ
び前記推定誤差により前記推定所要時間の範囲が減少する方向を表示装置に表示させる表
示制御手段と、を備えることを技術的特徴とする。
【０００６】
　請求項１の発明では、探索された推奨経路を進行した場合に要する推定所要時間を推定
所要時間算出手段により推測して算出し、推定所要時間の推定誤差を推定誤差算出手段に
より推測して算出し、表示制御手段により、推奨経路、推定所要時間、推定誤差、推定誤
差により推定所要時間の範囲が増加する方向および推定誤差により推定所要時間の範囲が
減少する方向を表示装置に表示させる。これにより、出発地から目的地までの推奨経路、
目的地までの推定所要時間とともにその所要時間の推定誤差および推定誤差により推定所
要時間の範囲が増減する方向を表示装置に表示できるので、利用者は、当該推定誤差から
推定所要時間に対する信頼度を得ることができる。そして推定所要時間に対する推定誤差
の表示により、当該ナビゲーション装置の利用者は、当該推定所要時間に対して時間の誤
差を見込んで、到着後の予定を立てることが可能となる。また、視覚上直接的に推定所要
時間とその推定変動幅を把握することができる。
【０００７】
　また、請求項２のナビゲーション装置では、現在時刻を取得する計時装置を備えた請求
項１記載のナビゲーション装置であって、前記表示制御手段は、前記推定所要時間に代え
てまたは加えて、前記計時装置により取得された現在時刻に前記推定所要時間を加算した
推定到着時刻を時針および分針によるアナログ時計のグラフィック表示で前記表示装置に
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表示させるとともに、前記推定到着時刻を表す前記分針の回転軸を中心に前記アナログ時
計の表示に重複して拡がる扇形状で前記分針から時計回り方向に開く扇型の範囲により前
記推定所要時間の範囲が増加する方向とその増加分に対応する前記推定誤差の大きさを表
示させ、前記分針から反時計回り方向に開く前記扇形の範囲により前記推定所要時間の範
囲が減少する方向とその減少分に対応する前記推定誤差の大きさを表示させることを技術
的特徴とする。
【０００８】
　請求項２の発明では、表示制御手段は、推定所要時間に代えてまたは加えて、計時装置
により取得された現在時刻に推定所要時間を加算した推定到着時刻を時針および分針によ
るアナログ時計のグラフィック表示で表示装置に表示させるとともに、推定到着時刻を表
す分針の回転軸を中心にアナログ時計の表示に重複して拡がる扇形状で分針から時計回り
方向に開く扇型の範囲により推定所要時間の範囲が増加する方向とその増加分に対応する
推定誤差の大きさを表示させ、分針から反時計回り方向に開く扇形の範囲により推定所要
時間の範囲が減少する方向とその減少分に対応する推定誤差の大きさを表示させる。これ
により、推定所要時間の代わりにまたは加えて推定到着時刻をアナログ時計のグラフィッ
ク表示で表示装置に表示させるとともに、その推定誤差および推定誤差により推定所要時
間の範囲が増減する方向を、アナログ時計の表示に重複して拡がる扇型で表示装置に表示
させることで、当該ナビゲーション装置の利用者は、当該推定誤差から推定到着時刻に対
する信頼度を得ることができ、より視覚上直接的に到着時刻とその推定変動幅を把握する
ことができる。
　さらに、請求項３のナビゲーション装置では、請求項１記載のナビゲーション装置であ
って、前記表示制御手段は、前記推定所要時間を時数字および分数字によるデジタル時計
のグラフィック表示で前記表示装置に表示させるとともに、前記デジタル時計の右側上付
位置に表示される「＋」記号および前記分数字により前記推定所要時間の範囲が増加する
方向とその増加分に対応する前記推定誤差の大きさを表示させ、前記デジタル時計の右側
下付位置に表示される「－」記号および前記分数字により前記推定所要時間の範囲が減少
する方向とその減少分に対応する前記推定誤差の大きさを表示させることを技術的特徴と
する。
　請求項３の発明では、表示制御手段は、推定所要時間を時数字および分数字によるデジ
タル時計のグラフィック表示で表示装置に表示させるとともに、デジタル時計の右側上付
位置に表示される「＋」記号および分数字により推定所要時間の範囲が増加する方向とそ
の増加分に対応する推定誤差の大きさを表示させ、デジタル時計の右側下付位置に表示さ
れる「－」記号および分数字により推定所要時間の範囲が減少する方向とその減少分に対
応する推定誤差の大きさを表示させる。これにより、推定所要時間をデジタル時計のグラ
フィック表示で表示装置に表示させるとともに、その推定誤差および推定誤差により推定
所要時間の範囲が増減する方向を、デジタル時計の、右側上付位置に表示される「＋」記
号および分数字と右側下付位置に表示される「－」記号および分数字とで表示装置に表示
させることで、当該ナビゲーション装置の利用者は、当該推定誤差から推定所要時間に対
する信頼度を得ることができ、より視覚上直接的に所要時間とその推定変動幅を把握する
ことができる。
　さらにまた、請求項４のナビゲーション装置では、出発地から目的地までの推奨経路を
複数探索する請求項１～３のいずれか一項に記載のナビゲーション装置であって、前記推
定所要時間算出手段は、探索された複数の推奨経路ごとに前記推定所要時間を算出し、前
記推定誤差算出手段は、探索された複数の推奨経路ごとに前記推定所要時間の推定誤差を
算出し、前記表示制御手段は、前記複数の推奨経路、前記複数の推奨経路ごとの前記推定
所要時間、前記複数の推奨経路ごとの前記推定誤差、ならびに前記推定誤差により前記推
定所要時間の範囲が増加する方向および前記推定誤差により前記推定所要時間の範囲が減
少する方向を表示装置に表示させることを技術的特徴とする。
　請求項４の発明では、推定所要時間算出手段は、探索された複数の推奨経路ごとに推定
所要時間を算出し、推定誤差算出手段は、探索された複数の推奨経路ごとに推定所要時間
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の推定誤差を算出し、表示制御手段は、複数の推奨経路、複数の推奨経路ごとの推定所要
時間、複数の推奨経路ごとの推定誤差、ならびに推定誤差により推定所要時間の範囲が増
加する方向および推定誤差により推定所要時間の範囲が減少する方向を表示装置に表示さ
せる。これにより、経路探索で得られた複数の推奨経路に対して、各々の推奨経路の推定
所要時間とその誤差範囲およびその増減方向が表示装置に表示されるので、当該ナビゲー
ション装置の利用者は、複数の推奨経路からひとつの経路を選択する際に、所要時間の確
からしさを考慮して選択することが可能となる。
　例えば推奨経路ＡとＢが探索され、どちらの経路も所要時間が１時間３０分であったと
しても、経路Ａの誤差（例えば９０％の確率で確からしい所要時間の範囲）が±１０分、
経路Ｂの誤差が±６０分とした場合には、できるだけ確かな所要時間の情報を得て次の行
動に備えたいといったときには経路Ａを、また余計に時間がかかるリスクを覚悟しても、
もしかしたら早く到着できる可能性に期待したい場合は経路Ｂを、選択するなどといった
ように、経路選択についての理由を明示して広げられるという効果がある。
【０００９】
　さらに、請求項５のナビゲーション装置では、車両に搭載される請求項１～４のいずれ
か一項に記載のナビゲーション装置であって、前記推定所要時間算出手段は、「車両外部
から取得した交通情報」または「車両の走行速度」に基づいて前記推定所要時間を推測し
て算出し、前記推定誤差算出手段は、「車両外部から取得した交通情報」または「車両の
走行速度」に基づいて前記推定誤差を算出することを技術的特徴とする。
【００１０】
　請求項５の発明では、推定所要時間算出手段は、「車両外部から取得した交通情報」ま
たは「車両の走行速度」に基づいて推定所要時間を推測して算出し、推定誤差算出手段は
、「車両外部から取得した交通情報」または「車両の走行速度」に基づいて推定誤差を算
出する。これにより、「車両外部から取得した交通情報」または「車両の走行速度」に基
づいて、推定所要時間あるいは推定誤差が算出されるので、道路交通実情に即した推定所
要時間や推定誤差を表示装置に表示できる。したがって、利用者は、推定所要時間に対す
るより高い信頼度を得ることができる。
【００１１】
　さらにまた、請求項６のナビゲーション装置では、請求項１～５のいずれか一項に記載
のナビゲーション装置において、前記推定所要時間算出手段および／または前記推定誤差
算出手段は、前記推定到着時刻および／または前記推定誤差を所定時間毎に推定し、前回
算出した推定到着時刻および／または推定誤差と異なる結果が算出された場合に、前回と
異なる結果が算出されたことを利用者に通知する通知手段を、備えることを技術的特徴と
する。ここに「通知手段」とは、表示装置への表示もしくは、スピーカを通しての音声出
力を意味する。
【００１２】
　請求項６の発明では、推定到着時刻および／または推定誤差が定期的に算出され、前回
の算出結果と異なる結果が得られた場合にその旨を利用者に通知できるので、利用者は、
経路に沿って進行中に、到着予想時刻、および／または到着予想時刻に対する信頼度、が
何らかの理由で変動したことを直ちに知ることが可能となる。
【００１３】
　また、請求項７のナビゲーション装置では、請求項１～６のいずれか一項に記載のナビ
ゲーション装置において、前記推定誤差算出手段により算出される前記推定誤差は、推定
所要時間算出手段により算出された前記推定所要時間に対して、所定の確率以上となる推
定所要時間の最大値および最小値であることを技術的特徴とする。
【００１４】
　請求項７の発明では、推定誤差は、推定所要時間に対して所定の確率以上となる推定所
要時間の最大値および最小値であることから、さらに高精度に推定所要時間や推定誤差を
算出することができる。これにより、当該ナビゲーション装置の利用者は、推定所要時間
に対するよりさらに高い信頼度を得ることができる。
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【００１８】
　また上記目的を達成するため、請求項８のコンピュータプログラムでは、出発地から目
的地までの推奨経路を探索して案内情報を出力するコンピュータを、探索された推奨経路
を進行した場合に要する推定所要時間を推測して算出する推定所要時間算出手段、前記推
定所要時間の推定誤差を推測して算出する推定誤差算出手段、ならびに、前記推奨経路、
前記推定所要時間、前記推定誤差、前記推定誤差により前記推定所要時間の範囲が増加す
る方向および前記推定誤差により前記推定所要時間の範囲が減少する方向を出力する出力
手段、として機能させるためのプログラム、を含むことを技術的特徴とする。
【００１９】
　請求項８の発明では、探索された推奨経路を進行した場合に要する推定所要時間を推定
所要時間算出手段により推測して算出し、推定所要時間の推定誤差を推定誤差算出手段に
より推測して算出し、出力手段により、推奨経路、推定所要時間、推定誤差、推定誤差に
より推定所要時間の範囲が増加する方向および推定誤差により推定所要時間の範囲が減少
する方向を出力する。これにより、出発地から目的地までの推奨経路、目的地までの推定
所要時間とともにその所要時間の推定誤差および推定誤差により推定所要時間の範囲が増
減する方向を出力できるので、利用者は、当該推定誤差から推定所要時間に対する信頼度
を得ることができる。そして推定所要時間に対する推定誤差および推定所要時間の範囲が
増減する方向の出力により、当該コンピュータの利用者は、当該推定所要時間に対して時
間の誤差を見込んで、到着後の予定を立てることが可能となる。また、請求項８に記載の
コンピュータプログラムを、電気通信回路を通じて利用者の端末に交通情報、経路情報を
提供する情報センタ内のコンピュータに実装することによって、当該プログラムによるサ
ービスを多くの端末利用者に提供することも可能となる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のナビゲーション装置およびコンピュータプログラムを、車両に搭載される
タイプのナビゲーション装置に適用した一実施形態を図１～図５に基づいて説明する。
【００２１】
まず本実施形態のナビゲーション装置の構成を図１に基づいて説明する。
図１に示すように、ナビゲーション装置２０は、主に、ＣＰＵ２１、メモリ２２、地図情
報データベース２３、入出力インタフェイス２４、入力装置２５、ディスプレィ２６、Ｇ
ＰＳセンサ３１、車速センサ３２、ジャイロセンサ３３、通信装置３５等から構成されて
いる。
【００２２】
ＣＰＵ２１は、ナビゲーション装置２０を制御する中央演算処理装置で、システムバスを
介してメモリ２２、地図情報データベース２３、入出力インタフェイス２４等と接続され
ている。このメモリ２２には、ＣＰＵ２１を制御するシステムプログラム２２ａのほか、
各種制御プログラム２２ｂ～２２ｇ等が格納されており、ＣＰＵ２１はこれらのプログラ
ムをメモリ２２から読み出して逐次実行している。なお、このＣＰＵ２１には、現在の時
刻を計時する機能を有する時計２１ａが内蔵されている。
【００２３】
メモリ２２は、システムバスに接続されている記憶装置であり、ＣＰＵ２１が使用する主
記憶空間を構成するものである。このメモリ２２には、システムプログラム２２ａをはじ
めとして、入力装置２５からの情報入力を可能にする入力プログラム２２ｂ、ナビゲーシ
ョン装置２０の基本機能であるナビゲーション機能を担う経路探索プログラム２２ｃ、後
述する情報センタ７０から交通情報を取得する機能を有する交通情報取得プログラム２２
ｄ、探索された推奨経路を走行（進行）した場合に要する所要時間等を算出する機能を有
する所要時間算出プログラム２２ｅおよび誤差算出プログラム２２ｆ、そしてディスプレ
ィ２６に推奨経路や所要時間等を表示制御する機能を有する描画プログラム２２ｇ等が予
め書き込まれている。
【００２４】
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地図情報データベース２３は、ＣＰＵ２１が使用する補助記憶空間を構成するハードディ
スク、コンパクトディスクやディジタルバーサティルディスク等で、システムバスを介し
てＣＰＵ２１に接続されている。この地図情報データベース２３には、道路情報として検
索される地図情報が格納されている。なお「道路情報」とは、道路や河川等の地形、道幅
、通行方向や速度規制等の各種情報のことをいう。またこの地図情報データベース２３に
は、情報センタ７０から取得すべき交通情報に相当する道路交通情報が蓄積されている場
合もある。
【００２５】
入出力インタフェイス２４は、入力装置２５、ディスプレィ２６、ＧＰＳセンサ３１、車
速センサ３２、ジャイロセンサ３３、通信装置３５等の入出力装置とＣＰＵ２１等とのデ
ータのやり取りを仲介する装置で、システムバスに接続されている。
【００２６】
入力装置２５は、ナビゲーション装置２０の操作パネルに設けられている入力装置で、入
出力インタフェイス２４を介してシステムバスに接続されている。この入力装置２５は、
利用者が経路探索を希望する目的地等に関する情報を入力プログラム２２ｂを介して入力
するものである。一般に、押圧式のスイッチを所定数並べた構成を採るが、入力操作の簡
便化を考慮してディスプレィ２６の表面に設けられたタッチパネル式のものや、あるいは
利用者の声を認識してナビゲーション装置２０への入力情報に変換する、マイクロフォン
と音声認識装置とで構成されているものもある。
【００２７】
ディスプレィ２６は、現在地から目的地までの経路案内情報や当該目的地に到着するまで
にかかる推定所要時間あるいは推定到着時刻を描画プログラム２２ｇを介して出力し得る
表示装置で、ナビゲーション装置２０の操作パネルに設けられている。このディスプレィ
２６も、入出力インタフェイス２４を介してシステムバスに接続されており、例えば、液
晶表示器やＣＲＴ表示器により構成されている。また表示面に、入力装置２５を構成する
タッチパネルを備えているものもある。
【００２８】
なお、本実施形態では、入力装置２５とディスプレィ２６は、ナビゲーション装置２０の
操作パネルに設けたが、これに限られることはなく、ナビゲーション装置２０とは、別個
の筐体に、入力装置２５とディスプレィ２６とを構成しても良い。また入力装置２５とデ
ィスプレィ２６とが互いに物理的に分離された構成を採っても良い。また、本実施形態の
ナビゲーション装置は出力装置としてディスプレイのほかに図略のスピーカを備える。ス
ピーカからは経路案内、交通情報のほか、推定到着時刻などが音声により出力され、利用
者に各種の情報が通知される。
【００２９】
ＧＰＳセンサ３１は、経度・緯度により車両の現在位置データを出力するためのもので、
入出力インタフェイス２４を介してシステムバスに接続されている。このＧＰＳセンサ３
１は、複数のＧＰＳ衛星からの信号を受信して利用者の絶対位置を計測するＧＰＳ受信機
等から構成されている。
【００３０】
車速センサ３２およびジャイロセンサ３３は、車両の相対位置を計測するためのもので、
入出力インタフェイス２４を介してシステムバスに接続されている。これらセンサは自律
航法に使用されるもので、これらにより計測される相対位置は、ＧＰＳ受信機が衛星から
の電波を受信できないトンネル内等において位置を得たり、ＧＰＳ受信機によって計測さ
れた絶対位置の測位誤差を補正する等に利用される。
【００３１】
通信装置３５は、情報センタ７０との間で無線通信回線によるデータの送受信を行うため
の無線通信機器で、入出力インタフェイス２４を介してシステムバスに接続されている。
例えば、携帯電話機、ＰＨＳ等の無線通信システムを利用している。
【００３２】
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情報センタ７０は、主に、制御装置７２、通信装置７４等から構成されている。制御装置
７２は、ナビゲーション装置２０のＣＰＵ２１、メモリ２２等と同様に、ＣＰＵ、メモリ
等を備えており、道路交通情報７２ｂをナビゲーション装置２０に送信し得る交通情報提
供プログラム７２ａを格納している。これにより、ナビゲーション装置２０の要求に応じ
て、ナビゲーション装置２０に道路交通情報７２ｂを提供できるようにしている。
【００３３】
情報センタ７０の通信装置７４は、ナビゲーション装置２０との間で無線回線によるデー
タの送受信を行うための無線通信機器で、ナビゲーション装置２０の通信装置３５と同様
に、例えば自動車電話機、携帯電話機、ＰＨＳ等の無線通信システムを利用し、もしくは
ナビゲーション装置２０の通信装置３５と通信を行う電話回線交換局と接続するための機
器を利用して構成されている。
【００３４】
ここで、メモリ２２に格納されている、入力プログラム２２ｂ、経路探索プログラム２２
ｃ、交通情報取得プログラム２２ｄ、所要時間算出プログラム２２ｅ、誤差算出プログラ
ム２２ｆおよび描画プログラム２２ｇの概要を説明する。
【００３５】
入力プログラム２２ｂは、ナビゲーション装置２０の利用者が経路案内を希望する目的地
に関する情報等その他、ナビゲーション機能を利用する上で必要な各種情報等を、利用者
に対し入力装置２５を介して入力させ、他のプログラムや処理等に受け渡す機能を有する
ものである。
【００３６】
経路探索プログラム２２ｃは、入力装置２５により入力された目的地を地図情報データベ
ース２３に記憶された地図情報に基づいて検索する機能と、ＧＰＳセンサ３１等により検
出される車両の現在地から当該希望目的地に至るまでの推奨経路を地図情報データベース
２３に記録されている道路情報に基づいて探索する機能と、の２つの機能を有するもので
ある。
【００３７】
交通情報取得プログラム２２ｄは、通信装置３５を介して情報センタ７０から道路交通情
報７２ｂを取得する機能を有するもので、これにより車両外部から所望の道路交通情報７
２ｂを取得している。
【００３８】
所要時間算出プログラム２２ｅは、経路探索プログラム２２ｃにより探索された推奨経路
を走行した場合に要する推定所要時間を、後述する統計処理により推測して算出する機能
を有するもので、特許請求の範囲に記載の「推定所要時間算出手段」に相当するものであ
る。
【００３９】
誤差算出プログラム２２ｆは、経路探索プログラム２２ｃにより探索された推奨経路を走
行した場合に要する実際の実所要時間に対して、所要時間算出プログラム２２ｅにより算
出された推定所要時間に存在する推定誤差を推測して算出する機能を有するもので、特許
請求の範囲に記載の「推定誤差算出手段」に相当するものである。
【００４０】
描画プログラム２２ｇは、各種画面情報をディスプレィ２６に線図として描画する機能の
ほか、地図情報データベース２３の道路情報をもとに地図を描画したり、経路探索プログ
ラム２２ｃにより探索された推奨経路を地図上に描画する機能の有する。また所要時間算
出プログラム２２ｅにより算出された推定所要時間や誤差算出プログラム２２ｆにより算
出された推定誤差を推奨経路に併せて表示したりする機能を有するものである。なお、こ
の描画プログラム２２ｇは、特許請求の範囲に記載の「表示制御手段」に相当するもので
ある。また、描画プログラムに加え、スピーカを介して到着予想時刻等を利用者に音声に
よって通知する図略の音声出力プログラムが、特許請求の範囲の「通知手段」に相当する
。
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【００４１】
次に、本ナビゲーション装置２０により処理される各プログラムの流れを図２～図５に基
づいて説明する。なお、以下説明する各処理は、前述した入力プログラム２２ｂ、経路探
索プログラム２２ｃ、交通情報取得プログラム２２ｄ、所要時間算出プログラム２２ｅ、
誤差算出プログラム２２ｆおよび描画プログラム２２ｇにより実行されるもので、システ
ムプログラム２２ａのメインルーチンから起動されるものである。
【００４２】
図２に示すように、ナビゲーション装置２０は、まずステップＳ１０１により目的地を入
力する処理が行われる。具体的には、入力プログラム２２ｂにより描画プログラム２２ｇ
を介してディスプレィ２６に所定の入力画面を表示させることにより、タッチパネル等の
入力装置２５を介して経路案内を希望する目的地を選択したり、あるいは目的地名称をテ
キストボックスに入力する等の入力操作を利用者に促す。これにより、入力された当該目
的地に関する目的地情報は、メモリ２２の作業領域等に記憶されるので、経路探索プログ
ラム２２ｃ等に対する当該目的地情報の受渡しを可能にしている。
【００４３】
次にステップＳ１０３により現在地情報を取得する処理が行われる。具体的には、ＧＰＳ
センサ３１やジャイロセンサ３３により得られた車両の現在位置に関する現在地情報を、
経度・緯度等によるデータとしてメモリ２２の作業領域等に記憶することで、経路探索プ
ログラム２２ｃ等に対し受渡しを可能にしている。なお、ここにいう現在位置とは、特許
請求の範囲に記載の「出発地」に相当するものである。
【００４４】
ステップＳ１０５では、経路を探索する処理が行われる。この処理は、経路探索プログラ
ム２２ｃにより実行されるもので、ステップＳ１０１により入力された目的地情報とステ
ップＳ１０３により取得された現在地情報とに基づいて、地図情報データベース２３の道
路情報２３ａを参照することにより、現在地から目的地に到るまでの推奨経路を探索する
。なお、この経路探索のアルゴリズムは、例えば特開平１－１７３２９７号公報、特開平
１－１７３２９８号公報に開示された方法で行われ、経路全体の距離が最も短いものを最
適経路とする等の条件で推奨経路を設定するものである。
【００４５】
続くステップＳ１０７では、交通情報を取得する処理が行われる。この処理は、交通情報
取得プログラム２２ｄにより実行されるもので、情報センタ７０から通信装置３５を介し
て、当該推奨経路に関する道路交通情報７２ｂを取得する。例えば、当該推奨経路に関す
る各道路それぞれについての過去の所要時間データを道路交通情報７２ｂとして情報セン
タ７０から取得する。なお、このような道路交通情報７２ｂが地図情報データベース２３
等に予め格納されている場合には、交通情報取得プログラム２２ｄは、当該地図情報デー
タベース２３から当該推奨経路に関する道路交通情報７２ｂを取得する。また、ステップ
Ｓ１０７で交通情報を取得した後に、取得した交通情報を加味してステップＳ１０５の経
路探索するようにしても良い。この場合、取得した交通情報により現在発生している交通
渋滞を回避できる経路を探索することが可能となる。
【００４６】
ステップＳ１０９では、推定所要時間を算出する処理が行われる。この処理は、所要時間
算出プログラム２２ｅにより実行されるもので、ステップＳ１０７により取得された過去
の所要時間データを統計処理することにより、各道路の平均所要時間とその所要時間の変
動幅を確率分布として得る。このようにして得られた確率密度分布は経路の各道路ごとに
算出されるので、それらを統合することにより現在地（出発地）から目的地までの推奨経
路に沿った所要時間の確率密度分布が生成され、当該確率密度分布のピーク値が推定所要
時間として算出される。つまり、推奨経路を走行した場合に要する所要時間の確率密度分
布のピーク値を推定所要時間として推測して算出している。
【００４７】
ステップＳ１１１では、推定所要時間に対する推定誤差を算出する処理が行われる。この
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処理は、誤差算出プログラム２２ｆにより実行されるもので、ステップＳ１０９により算
出された所要時間の確率密度分布のピーク値を中心として、確率が例えば９０％となる範
囲の下限値と上限値を、推定誤差の最小値と最大値として推測して算出している。
【００４８】
例えば、図３(A) に示すように、確率密度分布グラフのピーク値Ｐavr が推定所要時間で
あり、このピーク値Ｐavr を中心としてグラフ左右に等距離に点Ｐmin とＰmax をとり、
Ｐmin からＰmax までのグラフ曲線と横軸で囲まれた部分（図３(A) 中のハッチングで示
した部分）が９０％となるＰmin とＰmax の値を推定誤差の最小値および最大値として算
出する。つまり、ステップＳ１０９では、このような統計処理に基づいて、推定所要時間
、所定の確率（例えば９０％）以上となる推定所要時間の最大値および最小値を算出して
いる。
【００４９】
なお、本実施形態では、所要時間算出プログラム２２ｅおよび誤差算出プログラム２２ｆ
による処理（ステップＳ１０９、Ｓ１１１）は、ナビゲーション装置２０側で行うように
構成したが、これに限られず、例えば情報センタ７０側で、所要時間算出プログラム２２
ｅおよび誤差算出プログラム２２ｆによる処理と同様の処理を行い、その処理結果をナビ
ゲーション装置２０が交通情報取得プログラム２２ｄにより取得するように構成しても良
い。これにより、情報センタ７０側の制御装置７２の処理能力が高く、ナビゲーション装
置２０よりもスループットが高い場合には情報処理時間の短縮化を期待することができる
。
【００５０】
ステップＳ１１３では、推奨経路、推定所要時間、推定誤差をディスプレィ２６に表示さ
せる処理が行われる。即ち、描画プログラム２２ｇにより、ステップＳ１０５により探索
された推奨経路およびその周辺地図をディスプレィ２６に描画する処理が行われ、さらに
Ｓ１０９、Ｓ１１１により算出された推定所要時間、推定誤差をディスプレィ２６に表示
させる処理が行われる。
【００５１】
例えば、図４(A) に示すように、車両の現在地（出発地）αから目的地βまでの推奨経路
γがディスプレィ２６に表示され、さらに当該推奨経路を走行した場合に要する所要時間
を推定したものとして、画面右下方に「所要時間１：３０」と表示されている。そして、
この推定所要時間の右側の上付位置には「＋３０」、また下付位置には「－１０」がそれ
ぞれ推定誤差として表示されている。
【００５２】
　この上付位置に表示される「＋３０」は、図３(A) を参照しながら説明したように、推
定所要時間１時間３０分に対し９０％の確率を有する所要時間の範囲は増加する方向に３
０分であること、また下付位置に表示される「－１０」は、推定所要時間１時間３０分に
対し９０％の確率を有する所要時間の範囲は減少する方向に１０分であること、をそれぞ
れ示している。即ち、図４(A) に示す例では、９０％の確率で所要時間が１時間２０分（
＝１時間３０分－１０分）から２時間（＝１時間３０分＋３０分）の間で到着できるとい
うことを示している。これにより、利用者は、推定所要時間としては１時間３０分だが、
より多くの時間がかかる可能性の方が大きいということを把握することができる。
【００５３】
なお、前述したステップＳ１０９では推定所要時間を算出する処理として、ステップＳ１
０７により取得された過去の所要時間データを統計処理することにより、各道路の平均所
要時間とその所要時間の変動幅を確率分布として得ることとしたが、例えば、ステップＳ
１０７により、過去の車両の走行速度（以下「車速」という）を交通情報として取得し、
ステップＳ１０９により、車速により推定所要時間を推定するように処理しても良い。即
ち、図３(A) と同様に、横軸に車速をとった確率密度分布を得ることにより、その横軸を
、推奨経路の総距離を車速で割って変換すると、図３(A) に示すような横軸に所要時間を
とった確率密度分布を得ることができる。



(11) JP 4186547 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

【００５４】
また、ステップＳ１０７により情報センタ７０から取得された道路交通情報７２ｂが各道
路における通過車両ごとの所要時間データである場合は、ステップＳ１０９において、横
軸に所要時間を所定の時間刻みでとり、各所要時間刻みの範囲内で通過した車の台数を縦
軸に度数として表した度数分布表を生成するように演算処理を行っても良い。この場合、
図３(B) に示すような度数分布表が生成されるので、最大度数の所要時間Ｐavr を推定所
要時間とし、この所要時間Ｐavr からグラフ左右隣接する度数を加算していき、加算結果
が総度数の９０％となる範囲の下限値Ｐmin と上限値Ｐmax とを推定誤差の最小値と最大
値として算出するように処理する。図３(B) では、下限値Ｐmin から上限値Ｐmax までの
度数を加えると、総度数の９０％となる。
【００５５】
さらに、ステップＳ１１１において、図３(A) 、図３(B) に示すグラフ中の推定所要時間
Ｐavr の位置から左右独立に、各々確率（または総度数と加算する度数の比）が、４５％
となるように下限値Ｐmin および上限値Ｐmax を算出するように処理しても良い。これに
より、グラフの形状がＰavr を中心として左右対称でない場合には、そのグラフ形状に依
存して誤差の最小値および最大値と推定値の差が決定されるので、分布形状を反映した誤
差範囲を得ることができる。
【００５６】
さらにまた、ＣＰＵ２１に内蔵された時計２１ａにより得られる現在時刻に、推定所要時
間を加算した推定到着時刻をディスプレィ２６に表示させるようにステップＳ１１３にお
ける表示処理を構成しても良い。
【００５７】
即ち、図４(B) に示すように、描画プログラム２２ｇにより、アナログ時計δのグラフィ
ック表示を行うことで、このアナログ時計δに推定到着時刻を表示させる処理を追加する
ものである。この場合には、推定誤差は、扇型の誤差範囲表示ｋ１（縦横のクロスハッチ
ング範囲）、ｋ２（縦のハッチング範囲）として表現されている。誤差範囲表示ｋ１は９
０％の誤差範囲、また誤差範囲表示ｋ２は８０％の誤差範囲、における到着時刻の変動幅
をそれぞれ示している。このようにアナログ時計風に表示することで、到着時刻の変動幅
をデジタル時計表示よりもより視覚上直感的に把握し易くすることができる。なお、図４
(A) に示す所要時間表示と図４(B) に示すアナログ時計表示とを同一画面に双方表示させ
るようにしても良い。これにより、時計表示に対する、多様化した利用者の嗜好に対応す
ることができる。
【００５８】
また、ステップＳ１０５により推奨経路を複数探索し、ステップＳ１０９により、探索さ
れた複数の推奨経路ごとに推定所要時間を算出し、ステップＳ１１１により、探索された
複数の推奨経路ごとに推定所要時間の推定誤差を算出し、ステップＳ１１３により、複数
の推奨経路、複数の推奨経路ごとの推定所要時間および複数の推奨経路ごとの推定誤差を
ディスプレィ２６に表示させるように各処理を構成しても良い。
【００５９】
これにより、図５に示す表示例のように、ルート１（図５中符号γ1 ）では推定所要時間
が１時間２０分、推定誤差は＋３０分、－４０分であり、ルート２（図５中符号γ2 ）で
は推定所要時間が１時間、推定誤差は±５分と表示された場合には、推定所要時間として
はルート２の方が短いことがわかり、またルート１はかなり時間がかかる危険性はあるが
、場合によってはルート２よりも早く到着できる可能性のあることが把握できる。これに
より、利用者の現況および好みに応じた推奨経路選択の自由度を利用者に与えることがで
きる。
【００６０】
以上説明したように、本実施形態に係るナビゲーション装置２０およびそのプログラムに
よると、探索された推奨経路γを走行した場合に要する推定所要時間を所要時間算出プロ
グラム２２ｅ（ステップＳ１０９）により推測して算出し、推奨経路γを進行した場合に
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要する実際の実所要時間に対する推定所要時間の推定誤差を誤差算出プログラム２２ｆ（
Ｓ１１１）により推測して算出し、描画プログラム２２ｇ（Ｓ１１３）により、推奨経路
γ、推定所要時間および推定誤差をディスプレィ２６に表示させる（図４(A) ）。これに
より、現在地αから目的地βまでの推奨経路γ、目的地までの推定所要時間とともにその
所要時間の推定誤差をディスプレィ２６に表示できるので、利用者は、推定誤差から推定
所要時間に対する信頼度を得ることができる。そして推定所要時間に対する推定誤差の表
示により、ナビゲーション装置２０の利用者は、推定所要時間に対して時間の誤差を見込
んで、到着後の予定を立てることが可能となる。
【００６１】
なお、Ｐavr や推定誤差の算出方法については、上記実施形態で例示した統計的処理の他
の方法を用いても良い。例えばＰavr の算出方法には、算術平均、加重平均、メディアン
（中央値）、モード（最多頻度の値）などがあり、また確率の求め方としては、検定など
を行い統計的に信頼区間や信頼度を求める、また所要時間の分布や車速の分布が正規分布
するとして標準偏差などから確率を求める、などの方法を利用しても良い。
【００６２】
また、本実施形態に係るナビゲーション装置２０によると、描画プログラム２２ｇ（Ｓ１
１３）は、推定所要時間に代えてまたは加えて、ＣＰＵ２１の時計２１ａにより取得され
た現在時刻に推定所要時間を加算した推定到着時刻をアナログ時計δとしてディスプレィ
２６に表示させる（図４(B) ）。これにより、推定所要時間の代わりにまたは加えて推定
到着時刻とその推定誤差をディスプレィ２６に表示させることで、ナビゲーション装置２
０の利用者は、推定誤差から推定到着時刻に対する信頼度を得ることができ、より視覚上
直接的に到着時刻とその推定変動幅を把握することができる。
【００６３】
　さらに、本実施形態に係るナビゲーション装置２０によると、所要時間算出プログラム
２２ｅ（Ｓ１０９）は、「車両外部から取得した交通情報」または「車両の走行速度」に
基づいて推定所要時間を推測して算出し、誤差算出プログラム２２ｆ（Ｓ１１１）は、「
車両外部から取得した交通情報」または「車両の走行速度」に基づいて推定誤差を算出す
る。これにより、「車両外部から取得した交通情報」または「車両の走行速度」に基づい
て、推定所要時間あるいは推定誤差が算出されるので、道路交通実情に即した推定所要時
間や推定誤差をディスプレィ２６に表示できる。したがって利用者は推定所要時間に対す
るより高い信頼度を得ることができる。
【００６４】
さらにまた、本実施形態に係るナビゲーション装置２０によると、推定誤差は、推定所要
時間に対して９０％以上となる推定所要時間の最大値Ｐmax および最小値Ｐmin であるこ
とから、さらに高精度に推定所要時間や推定誤差を算出することができる（図３(A) 、図
３(B) ）。これにより、ナビゲーション装置２０の利用者は、推定所要時間に対するより
さらに高い信頼度を得ることができる。なお推定所要時間に対する所定の確率は、９５％
、８５％、８０％、７０％等であっても良く、この確率を変動させることにより、推定所
要時間に対する推定誤差をより道路交通実情に即したものに設定することが可能となる。
【００６５】
さらに、本実施形態に係るナビゲーション装置２０によると、所要時間算出プログラム２
２ｅ（Ｓ１０９）は、探索された複数の推奨経路γ1 、γ2 ごとに推定所要時間を算出し
、誤差算出プログラム２２ｆ（Ｓ１１１）は、探索された複数の推奨経路γ1 、γ2 ごと
に推定所要時間の推定誤差を算出し、描画プログラム２２ｇ（Ｓ１１３）は、複数の推奨
経路γ1 、γ2 、複数の推奨経路ごとの推定所要時間および複数の推奨経路ごとの推定誤
差をディスプレィ２６に表示させる（図５）。これにより、経路探索で得られた複数の推
奨経路γ1 、γ2 に対して、各々の推奨経路の推定所要時間とその誤差範囲がディスプレ
ィ２６に表示されるので、ナビゲーション装置２０の利用者は、複数の推奨経路γ1 、γ
2 からひとつの経路を選択する際に、所要時間の確からしさを考慮して選択することが可
能となる。
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【００６６】
また、推奨経路が探索され経路案内が実行されている最中に、所定時間毎（例えば３０分
毎）に図２のステップＳ１０７からＳ１１３を繰り返し実行することも好適である。そし
て、ステップＳ１０９で得られた推定所用時間に現在時刻を加算して推定到着時刻を算出
したのち、前回の推定到着時刻と所定時間異なる（例えば３０分以上異なる）結果が得ら
れたときにディスプレィ２６に表示するだけでなく、到着予想時刻が変化したことをスピ
ーカから音声により通知するようにする。即ち、経路を進行中にも時々刻々変化する交通
情報を取得することによって、到着予想時刻が変化したときに直ちにその旨を利用者に通
知することができる。到着予想時刻に対する推定誤差が変化した場合でも、同様に利用者
に通知することで、利用者は経路上の交通状況の変化に伴って、推定到着時刻の確からし
さが変化した場合に、そのことを知ることによって、次の行動計画を再考する示唆を得る
ことができる。
【００６７】
さらに、推定到着時刻または推定誤差が前回の算出結果と異なった場合に、その旨ととも
に、算出結果が異なることになった原因を知らせることも好適である。利用者は交通の状
況そのものを直接知りたいのではなく、その時々の交通状況によって、何時頃目的地に到
着できるかが知りたいのであるから、予想到着時刻が変化した場合に、その旨とその理由
を知らせることが利用者に対して効果的な情報の提示だからである。
【００６８】
なお、上述した実施形態においては、ナビゲーション装置２０を例に説明したが、本発明
はこれに限られることはなく、ナビゲーション機能を有する情報処理装置であれば例えば
、パーソナルコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、携帯情報端末、携帯情報端末機
能を備えた携帯電話機や電子手帳等であっても、本発明を適用することができ、上述同様
の作用・効果を得ることができる。
【００６９】
また、ナビゲーション装置に交通情報等を提供する情報センタを構成するコンピュータに
本発明のコンピュータプログラムを適用し、ナビゲーション装置のディスプレィに表示さ
せる画像データをナビゲーション装置に送信するように構成しても上述同様の作用・効果
を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係るナビゲーション装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態に係るナビゲーション処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】図２に示すステップＳ１０９による統計処理により生成される確率密度分布グラ
フの例を示す説明図で、図３(A) は横軸に過去の所要時間、縦軸に確率密度分布をとった
もの、図３(B) は横軸に過去の通過車両による所要時間、縦軸に車両台数の度数分布をと
ったものである。
【図４】図２に示すステップＳ１１３によるディスプレィ表示の例を示す説明図で、図４
(A) は推奨経路に加えて推定所要時間および推定誤差を数字表示したもの、図４(B) は推
奨経路に加えて推定所要時間および推定誤差をアナログ時計表示したものである。
【図５】複数の推奨経路、複数の推奨経路ごとの推定所要時間および複数の推奨経路ごと
の推定誤差をディスプレィ表示させた例を示す説明図である。
【符号の説明】
２０　　　ナビゲーション装置　　（コンピュータ）
２１　　　ＣＰＵ　　　　　　　　（推定所要時間算出手段、推定誤差算出手段、表示制
御手段）
２１ａ　　時計　　　　　　　　　（計時装置）
２２　　　メモリ
２２ｂ　　入力プログラム
２２ｃ　　経路探索プログラム
２２ｄ　　交通情報取得プログラム
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２２ｅ　　所要時間算出プログラム（推定所要時間算出手段）
２２ｆ　　誤差算出プログラム　　（推定誤差算出手段）
２２ｇ　　描画プログラム　　　　（表示制御手段）
２３　　　地図情報データベース
２５　　　入力装置
２６　　　ディスプレィ　　　　　（表示装置）
３１　　　ＧＰＳセンサ
３２　　　車速センサ
３３　　　ジャイロセンサ
７０　　　情報センタ
７２ａ　　交通情報提供プログラム
７２ｂ　　道路交通情報　　　　　（交通情報）
α　　　　現在地　　　　　　　　（出発地）
β　　　　目的地
γ　　　　推奨経路
γ1 　　　ルート１　　　　　　　（複数の推奨経路）
γ2 　　　ルート２　　　　　　　（複数の推奨経路）
Ｓ１０９（推定所要時間算出手段）
Ｓ１１１（推定誤差算出手段）
Ｓ１１３（表示制御手段）

【図１】 【図２】
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