
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動通信端末から送信される情報に基づき情報検索を行ない検索結果を配信する移動通信
端末向け情報検索配信装置において、移動通信端末に現在地情報等の移動通信端末情報あ
るいは情報検索項目の送信要求を行う情報送信要求手段と、上記移動通信端末から送信さ
れた上記移動通信端末情報により情報検索範囲を決定する情報検索範囲決定手段と、上記
移動通信端末より送信された情報検索項目について上記情報検索範囲決定手段において決
定された情報検索範囲内の地域サービス情報を検索する情報検索手段と、上記情報検索手
段において検索された地域サービス情報を上記移動通信端末に配信する通信手段を有し、
上記情報送信要求手段において上記移動通信端末情報あるいは

上記移動通信端末に要求することを特徴とする移動通信端末向け情報検索配信装置。
【請求項２】
移動通信端末から送信される情報に基づき情報検索を行ない検索結果を配信する移動通信
端末向け情報検索配信装置において、移動通信端末から送信された現在地情報等の移動通
信端末情報により情報検索範囲を決定する情報検索範囲決定手段と、上記移動通信端末か
ら過去に送信された移動通信端末情報、情報検索項目を蓄積、学習し情報検索項目を決定
する情報検索項目決定手段と、上記情報検索項目決定手段により決定された情報検索項目
について上記情報検索範囲決定手段において決定された情報検索範囲内の地域サービス情
報を検索する情報検索手段と、上記情報検索手段において検索された地域サービス情報を
上記移動通信端末に配信する通信手段を有し、上記情報検索項目決定手段において過去に
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移動通信端末からの検索要求のあった時間帯と利用状況から情報検索項目を決定すること
を特徴とする移動通信端末向け情報検索配信装置。
【請求項３】
現在地情報等の移動通信端末情報を設定あるいは測定する移動通信端末情報設定測定手段
と、上記移動通信端末情報設定測定手段から得られる移動通信端末情報から情報検索範囲
を決定する情報検索範囲決定手段と、地域サービス情報等の検索項目を設定する情報検索
項目設定手段と、上記移動通信端末情報と情報検索項目を携帯電話等の手段を用いて情報
検索配信装置に通知し、地域サービス情報等の検索結果を受信する通信手段と、上記通信
手段において受信した検索結果を位置情報と詳細情報とに分けて表示する表示手段を有し
、情報検索範囲決定手段により現在地情報等の移動通信端末情報から決定した情報検索範
囲と 自動送信することを特徴とする移動通信端末。
【請求項４】
情報検索配信装置から検索結果を受信する移動通信端末において、現在地情報等の移動通
信端末情報を設定あるいは測定する移動通信端末情報設定測定手段と、
地域サービス情報等の検索項目を設定する情報検索項目設定手段と、上記移動通信端末情
報および情報検索項目を携帯電話等の手段を用いて情報検索配信装置に通知し、地域サー
ビス情報等の検索結果を受信する通信手段と、上記通信手段において受信した検索結果を
位置情報と詳細情報とに分けて表示する表示手段を有し、

上記位置情報を上記表示手段上
に表示された地図上にアイコン形式で表示することを特徴とする移動通信端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カーナビゲーションシステム（以下、カーナビと記す。）、パーソナルデータ
アシスタント（以下、ＰＤＡと記す。）あるいはハンドヘルドパーソナルコンピュータ（
てのひらサイズの携帯型パーソナルコンピュータ。以下、ＨＰＣと記す。）等の移動通信
端末から送信された現在地情報等の移動通信端末情報に基づき情報検索範囲を決定し、検
索項目について該検索範囲内で情報検索を行ない、検索結果を移動通信端末に向けて配信
する移動通信端末向け情報検索配信装置および移動通信端末に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
移動端末の１つであるカーナビとは、衛星からの電波を受信して現在位置を測定するシス
テムのことであり、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　ＰｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇＳｙｓｔｅｍ）や、
ジャイロセンサと車速センサを使用して車の移動量を測定する自立航法などによって自車
の現在位置を測位し、それを地図ディスクに記録されている地図上に表示しながら目的地
までの道案内をするものである。また、あらかじめ地図上に目的地を指定して目的地まで
のルート（経路）を作成しておくことにより、走行中、地図画面と音声で目的地までの道
案内をおこなうことができる。（以下で目的地経路情報と記すものはこの目的地までの経
路を示す情報のことである。）さらに、最近では、「ＶＩＣＳ」と呼ばれる道路交通情報
通信システムにより提供される渋滞情報や事故、規制、駐車場の空き状況など交通関連情
報をリアルタイムで画面に表示することもできる。
【０００３】
図３３は、例えば特公平５－８１９０７号公報に示された従来装置を示すブロック構成図
である。図において、ＣＤ－ＲＯＭに記録された情報信号はＣＤ－ＲＯＭドライバ３０１
により再生され、この情報信号は一旦メモリ３０２に格納された後、画像情報、番地情報
、アドレス情報とに区別され、該情報信号のうち画像情報と番号情報は画像処理回路３０
３に入力される。画像処理回路３０３では例えばＴＶ等の画像表示装置３０４に適した形
として上記二種の信号を処理した後、画像表示装置３０４に送出する。一方、自車位置検
出装置３０５により検知された位置情報と上記番地情報とは番地情報演算回路３０６に入
力され、上記番地情報演算回路３０６において自車の位置と地図上の位置とが照合され、
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画像表示装置３０４に表示すべく、自車位置情報が画像処理回路３０３に入力される。こ
の画像処理回路３０３では画像情報と自車位置情報が加え合わされ、画像表示装置３０４
上に表示される。
【０００４】
メモリ３０２に格納された情報信号のうちアドレス情報はアドレス情報抽出回路３０７に
入力される。また、該回路３０７には番地情報演算回路３０６から一致情報が入力される
。この一致情報とは番地情報演算回路３０６の演算により算出された自車位置とアドレス
情報のある地図上の番地、例えば図３４のＰ，Ｑ，Ｒで示す番地に一致したことを示す情
報である。この一致情報を受けて、アドレス情報抽出回路３０７は当該番地のアドレス情
報を検索指令回路３０８に送付する。
【０００５】
では、アドレス情報について説明する。図３４に示す通常パターンの地図がアドレスナン
バー００１の地図であって、地図内にＷ市の市街地を含んでおり、この市街地を表わす拡
大パターンの地図（図３５）のアドレスナンバーは００２であるとする。この場合、図３
４の地点Ｐ，Ｑ，Ｒに記されているアドレスナンバーはすべて００２である。今、Ｓ点よ
りＴ点までドライブする場合の動作について説明する。図３４の通常パターンの地図を参
考にして自車位置がＳ点からＰ点に達した所で一致情報が番地情報演算回路３０６からア
ドレス情報抽出回路３０７に送られ、該回路３０７はＰ点のアドレスナンバー００２を検
索指令回路３０８に送付する。これにより、検索指令回路３０８が働き、アドレスナンバ
ー００２の拡大パターンの地図を検索することをＣＤ－ＲＯＭドライバ３０１に命令する
。これによりＣＤ－ＲＯＭドライバ３０１はＣＤ－ＲＯＭからこのＷ市市街地を表わす拡
大パターンの地図（図３５）を検索し、この地図は通常パターンの地図と同様に画像表示
装置３０４に自車位置とともに表示され、運転者はこの市街地地図を参考に運転を進める
ことができる。ところで、このアドレスナンバー００２で示されるＷ市市街地図上のＰ２
，Ｑ２，Ｒ２にあたる場所はアドレスナンバー００１で示される通常パターンの地図（図
３４）上のＰ，Ｑ，Ｒと同地点であるが、このＰ２，Ｑ２，Ｒ２のアドレスナンバーは０
０１になっている。従って、車がＰ２からＲ２に達すると、今度はアドレスナンバー００
１の通常パターンの地図が前述同様の動作により表示される。こうして再び図３４に示す
通常パターンの地図に従って運転者は運転を続け、無事にＴ点に到達することができる。
【０００６】
以上のように、縮尺率の異なる通常パターンと拡大パターンの２種類の地図を上記地図そ
れぞれに設けたアドレスナンバーによって、自動的に切り換えるよう構成しているため、
市街地走行中は交通規制や細かい道路等の記入された縮尺率の小さい地図を、郊外を走行
中は縮尺率の大きな地図を、というようにその走行状況に応じた適切な縮尺の地図を参照
することが可能であり、運転者は便利かつ安全・安心な運転を行なうことができる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように、従来のカーナビは運転者が車を運転するときに便利かつ安全・安心な運転
を提供するシステムであった。しかし、上記のカーナビは車を目的地に導くことが主たる
目的であり、その結果、ＣＤ－ＲＯＭにより提供される情報のほとんどが地図情報で、地
域サービス情報等の直接車の運転に関係しない情報の提供は少ない。また、そのような情
報がＣＤ－ＲＯＭの形で提供されている場合にも、必ずしも最新の情報が提供されるわけ
ではない。一方、最近のカーナビの場合には、渋滞情報、規制情報、駐車場情報等道路交
通に関わる情報をＦＭ多重放送、光／電波ビーコンと呼ばれる方式で受信する「ＶＩＣＳ
」も存在するが、この場合にも提供される情報は道路交通情報に限られ、運転者が移動先
で利用できるような情報提供は少ない。つまり、現状のシステムでは現在のカーナビを含
む移動通信端末が移動の先々で必要とする各種情報（たとえば、車で移動中なら、駐車場
の空き情報、レストラン情報、おすすめ観光スポット情報など）が必ずしもタイムリーか
つホットで、しかも効率よく得られるわけではない。具体的には、カーナビのように現在
地、あるいは移動予定の場所が既知の場合にも、情報検索にその位置情報を有効利用でき
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ていない。
【０００８】
本発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、カーナビに限らず移動通信
端末のもつ現在地情報等の移動通信端末情報をもとに情報検索範囲を決定し、上記移動通
信端末とは独立に設置された情報検索配信装置で情報検索項目について上記検索範囲内の
地域サービス情報の検索を行ない、上記移動通信端末に検索結果を配信することにより、
移動通信端末のいる位置や状況に適した情報を提供する移動通信端末向け情報検索配信装
置および移動通信端末を得ることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　移動通信端末から送信される情報に基づき情報検索を行ない検索結果を配信する移動通
信端末向け情報検索配信装置において、移動通信端末に現在地情報等の移動通信端末情報
あるいは情報検索項目の送信要求を行なう情報送信要求手段と、上記移動通信端末から送
信された上記移動通信端末情報により情報検索範囲を決定する情報検索範囲決定手段と、
上記移動通信端末より送信された情報検索項目について上記情報検索範囲決定手段におい
て決定された情報検索範囲内の地域サービス情報を検索する情報検索手段と、上記情報検
索手段において検索された地域サービス情報を上記移動通信端末に配信する通信手段を有
し、上記情報送信要求手段において上記移動通信端末情報あるいは

上記移動通信端末に要求するように構成する。
【００２５】
【発明の実施の形態】
移動通信端末から送信される情報に基づき情報検索を行ない検索結果を配信する移動通信
端末向け情報検索配信装置において、移動通信端末から送信された現在地情報等の移動通
信端末情報に基づき、情報検索範囲決定手段において情報検索範囲を決定する。次に、上
記移動通信端末より送信された情報検索項目について上記情報検索範囲決定手段において
決定された情報検索範囲内の地域サービス情報を検索する。上記情報検索手段において検
索された地域サービス情報を上記移動通信端末に配信する。
【００２６】
また、移動通信端末から送信される情報に基づき情報検索を行ない検索結果を配信する移
動通信端末向け情報検索配信装置において、情報送信要求手段から移動通信端末に現在地
情報等の移動通信端末情報あるいは情報検索項目の送信要求を行なう。上記送信要求によ
り移動通信端末から送信された移動通信端末情報に基づき、情報検索範囲手段では情報検
索範囲を決定する。情報検索手段では上記移動通信端末より送信された情報検索項目につ
いて上記情報検索範囲決定手段において決定された情報検索範囲内の地域サービス情報を
検索する。そして、上記情報検索手段において検索された地域サービス情報を上記移動通
信端末に配信する。なお、情報送信要求手段において上記移動通信端末情報あるいは情報
検索項目を一定時間あるいは一定距離ごとに上記移動通信端末に要求する。
【００２７】
また、移動通信端末から送信される情報に基づき情報検索を行ない検索結果を配信する移
動通信端末向け情報検索配信装置において、移動通信端末から送信された現在地情報等の
移動通信端末情報により情報検索範囲決定手段では情報検索範囲を決定する。また、情報
検索項目決定手段では上記移動通信端末から過去に送信された移動通信端末情報、情報検
索項目を蓄積、学習し情報検索項目を決定する。情報検索手段では上記情報検索項目決定
手段により決定された情報検索項目について上記情報検索範囲決定手段において決定され
た情報検索範囲内の地域サービス情報を検索する。次に、上記情報検索手段において検索
された地域サービス情報を上記移動通信端末に配信する。なお、上記情報検索項目決定手
段では過去に移動通信端末からの検索要求のあった時間帯と利用状況から情報検索項目を
決定する。
【００２８】
また、移動通信端末情報設定測定手段で現在地情報等の移動通信端末情報を設定あるいは
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測定する。上記移動通信端末情報設定測定手段から得られる移動通信端末情報から情報検
索範囲決定手段によって情報検索範囲を決定する。また、地域サービス情報等の検索項目
は情報検索項目設定手段で設定する。上記移動通信端末情報と情報検索項目を携帯電話等
の通信手段を用いて情報検索配信装置に通知し、地域サービス情報等の検索結果を受信す
る。上記通信手段において受信した検索結果を位置情報と詳細情報とに分けて表示手段に
表示する。なお、情報検索範囲決定手段において現在地情報等の移動通信端末情報により
情報検索範囲を決定し、情報検索項目とともに情報検索配信装置に送信することにより地
域サービス情報の情報検索を行なう。
【００２９】
また、移動通信端末情報設定測定手段で現在地情報等の移動通信端末情報を設定あるいは
測定する。上記移動通信端末情報設定測定手段から得られる移動通信端末情報から情報検
索範囲決定手段によって情報検索範囲を決定する。また、地域サービス情報等の検索項目
は情報検索項目設定手段で設定する。上記移動通信端末情報と情報検索項目を携帯電話等
の通信手段を用いて情報検索配信装置に通知し、地域サービス情報等の検索結果を受信す
る。上記通信手段において受信した検索結果を位置情報と詳細情報とに分けて表示手段に
表示する。なお、情報検索範囲決定手段により現在地情報等の移動通信端末情報から決定
した情報検索範囲と情報検索項目を一定時間あるいは一定距離ごとに自動送信する。
【００３０】
また、移動通信端末情報設定測定手段で現在地情報等の移動通信端末情報を設定あるいは
測定する。地域サービス情報等の検索項目は情報検索項目設定手段で設定する。上記移動
通信端末情報と情報検索項目を携帯電話等の通信手段を用いて情報検索配信装置に通知し
、地域サービス情報等の検索結果を受信する。上記通信手段において受信した検索結果を
位置情報と詳細情報とに分けて表示手段に表示する。なお、情報検索配信装置において移
動通信端末情報から情報検索範囲を設定し情報検索項目をもとに検索を行なった検索結果
を受信して表示する。
【００３１】
また、移動通信端末向け情報検索配信装置に上記移動通信端末情報として現在地から目的
地までの目的地経路情報を有する場合に、上記情報検索範囲決定手段において上記目的地
経路に沿った情報検索範囲を設定する。
【００３２】
また、移動通信端末に上記移動通信端末情報として現在地から目的地までの目的地経路情
報を有する場合に、上記情報検索範囲決定手段において上記目的地経路に沿った情報検索
範囲を設定する。
【００３３】
また、移動通信端末向け情報検索配信装置に上記移動通信端末情報として移動通信端末の
移動速度情報を有する場合に、上記情報検索範囲決定手段において移動速度が速い場合の
情報検索範囲を移動速度が遅い場合の情報検索範囲に比べて広く設定する。
【００３４】
また、移動通信端末に上記移動通信端末情報として移動通信端末の移動速度情報を有する
場合に、上記情報検索範囲決定手段において移動速度が速い場合の情報検索範囲を移動速
度が遅い場合の情報検索範囲に比べて広く設定する。
【００３５】
また、移動通信端末向け情報検索配信装置に上記移動通信端末情報として移動通信端末の
進行方向情報を有する場合に、上記情報検索範囲決定手段において情報検索範囲を進行方
向側に広く設定する。
【００３６】
また、移動通信端末に上記移動通信端末情報として移動通信端末の進行方向情報を有する
場合に、上記情報検索範囲決定手段において情報検索範囲を進行方向側に広く設定する。
【００３７】
情報検索配信装置から検索結果を受信する移動通信端末において、移動通信端末情報設定
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測定手段で現在地情報等の移動通信端末情報を設定あるいは測定する。情報検索項目設定
手段で地域サービス情報等の検索項目を設定する。上記移動通信端末情報および情報検索
項目を携帯電話等の通信手段を用いて情報検索配信装置に通知し、地域サービス情報等の
検索結果を受信する。上記通信手段において受信した検索結果を位置情報と詳細情報とに
分けて表示する。なお、上記位置情報を上記表示手段に表示された地図上にアイコン形式
で表示する。
【００３８】
また、上記アイコン表示を詳細情報の種類に応じてアイコンの色や形状を変えて表示する
。
【００３９】
また、上記表示手段において位置情報と詳細情報を同時に表示し、同時に詳細情報表示し
たアイコンを他のアイコンと区別して表示する。
【００４０】
また、上記詳細情報表示を移動通信端末の移動とともに現在地に最も近い詳細情報に更新
する。
【００４１】
以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
実施の形態１．
図１は移動通信端末の１実施の形態としてカーナビゲーションシステムを用いた移動通信
端末向け情報検索配信装置および移動通信端末の構成図である。１は車、２は基地局、３
はカーナビ（移動通信端末に相当する）、４はＧＰＳ衛星、５は情報サーバ（情報検索配
信装置に相当する）である。車１にはカーナビ３の他、ジャイロセンサ、車速センサが備
え付けられている。カーナビ３はＧＰＳ機能を備え、ＧＰＳ衛星４からの電波を受信する
ことにより、車１の現在地（緯度、経度、標高）、現在時刻を知ることができる。また、
カーナビ３は車１に備え付けられたジャイロセンサ、車速センサにより車１の進行方向、
移動速度等の情報も有する。カーナビ３が有する情報は以上のようにＧＰＳ、ジャイロセ
ンサ、車速センサから直接得られる上記情報に限るものではなく、目的地を設定し経路探
索を実施することにより作成することのできる目的地経路情報の他、移動形態（例えば、
高速道路走行、一般道路走行、渋滞中、休憩中など）等の情報なども含まれる。
【００４２】
カーナビ３は従来例にあげたカーナビ機能の他に通信機能を有し、基地局２に情報検索の
ためのキーワード（検索項目、検索カテゴリなど）、自車に関する情報（現在地、目的地
、目的地経路情報、現在時刻、進行方向、移動速度、移動形態など。自車情報。移動通信
端末情報に相当する）を通知する。ただし、カーナビ３が基地局２に通知することのでき
る自車情報はカーナビ３が通信時点に有する情報に限られ、車１の構成によっては上記情
報のうち、カーナビ３が有しない情報もある。また、通信機能を必ずしもカーナビ３に持
たせる必要はなく、携帯電話等の通信手段をカーナビの外部に持たせ、カーナビ３の有す
る自車情報をその通信手段が基地局２に通知するよう構成してもよい。
【００４３】
基地局２は情報サーバ５を有する。情報サーバ５ではカーナビ３より基地局２に通知され
た上記自車情報に基づいて情報検索範囲を決定する。さらに検索項目について上記情報検
索範囲内の情報検索を行ない、検索結果をカーナビ３に配信する。情報サーバ５が情報検
索を行なう領域は、カーナビ３より通知のあった基地局２内の情報サーバ５がローカルに
蓄積している情報に限らず、インターネット等のネットワークを通じてつながる遠隔地の
サーバに蓄積された情報であってもよい。
【００４４】
図２に実施の形態１の情報サーバ５のブロック構成図を示す。図において、１０はカーナ
ビ３より受信した自車情報と情報検索項目の入力端子、１１はカーナビ３への検索結果の
出力端子である。なお、１０、１１はカーナビ３から直接、携帯電話等の通信手段を用い
て接続されてもよいし、あるいは、一旦、カーナビ３から基地局２に接続された後、イン
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ターネット等の通信ネットワーク経由で接続されてもよい。１２は入力端子１０より入力
された自車情報と情報検索項目を受け付ける受付部、１３ａは処理部１４より出力された
検索結果を出力端子１１に送出する送出部、１４は受付部１２により受け付けた自車情報
と情報検索項目から情報検索範囲を設定して検索範囲内で情報検索項目を行ない、検索結
果を送出部１３ａに出力する処理部、１５は地域サービス情報が蓄積されているデータベ
ースであり、処理部１４より検索される。
【００４５】
図３は上記処理部１４のブロック構成図である。２０は受付部１２より出力された自車情
報と情報検索項目の入力端子、２１は検索結果を送出部１３ａに出力する出力端子、２２
はデータベース１５を情報検索する端子、２３はデータベース１５から検索結果を受け取
る端子、２４は入力端子２０から入力された自車情報と情報検索項目、出力端子２１に出
力する検索結果を一旦格納するメモリ、２５はメモリ２４より自車情報を読み出し情報検
索範囲を設定する情報検索範囲設定部、２６は上記情報検索範囲設定部２５により設定さ
れた情報検索範囲内をメモリ２４に格納された情報検索項目について検索を行なう情報検
索部である。
【００４６】
図２、３を用いて本実施の形態１の情報サーバ５の動作を説明する。カーナビ３より送信
された自車情報と情報検索項目は入力端子１０を介して、受付部１２に入力される。受付
部１２では受信した上記自車情報と情報検索項目を処理部１４が処理可能な形に変換し、
処理部１４に出力する。入力端子２０を介して処理部１４に入力された上記自車情報と情
報検索項目はメモリ２４に一旦格納される。メモリ２４に格納された情報のうち、自車情
報は情報検索範囲設定部２５に入力され、情報検索部２６により情報検索を行なう検索範
囲を設定する。なお、情報検索範囲設定部２５における情報検索範囲の設定については後
述する。
【００４７】
情報検索範囲設定部２５において設定された検索範囲は情報検索部２６に出力される。情
報検索部２６では情報検索範囲設定部２５により設定された検索範囲内を、メモリ２４に
格納された情報検索項目について検索を行なう。検索は端子２２を介してデータベース１
５とやりとりを行なう。検索結果はデータベース１５より端子２３を介して情報検索部２
６に入力され、続いてメモリ２４に格納される。メモリ２４に格納された検索結果は出力
端子２１を介して送出部１３ａに出力される。送出部１３ａでは上記検索結果をカーナビ
３に配信できる形式に変換し、出力端子１１を介してカーナビ３に配信する。
【００４８】
次に、図３の情報検索範囲設定部２５における情報検索範囲の設定について説明する。図
４に自車情報のうち現在地情報、目的地情報、目的地経路情報の有無により検索方法１か
ら３を決めるフローチャートを示す。ステップ５００はメモリ２４より現在地情報等の自
車情報が入力されたとき、ステップ５０１に移行する。ステップ５０１では上記自車情報
の中に現在地情報が存在するか確認し、存在しない場合にはステップ５０２に、存在する
場合にはステップ５０３に移行する。ステップ５０２では現在地が不明のため、カーナビ
３に現在地情報の送信を要求する命令（現在地情報送信要求と記す）を情報検索範囲設定
部２５から発信する。
【００４９】
ステップ５０３では上記自車情報の中に目的地情報が存在するか確認し、存在しない場合
にはステップ５０４に、存在する場合にはステップ５０５に移行する。ステップ５０４で
は目的地は不明だが現在地が既知なので現在地周辺の情報検索を行なう。（検索方法１）
以下で自車情報として進行方向情報、移動速度情報がある場合の説明に用いる図１６から
図１９に示すような範囲設定がこれに相当する。なお、図１６は自車情報として進行方向
情報が存在する場合であり、図１７は存在しない場合である。また、図１８は自車情報と
して移動速度情報が存在する場合であり、図１９は存在しない場合である。
【００５０】
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ステップ５０５は上記自車情報の中に目的地経路情報が存在するか確認し、存在しない場
合にはステップ５０６に、存在する場合にはステップ５０７に移行する。
【００５１】
ステップ５０６は現在地と目的地が既知で目的地経路情報が不明である。このとき、現在
地と目的地の位置関係からカーナビ３は少なくとも現在地から目的地方向に移動するもの
と考え、検索範囲を設定する。（検索方法２）例えば、現在地と目的地の間があまり離れ
ていない場合には図７のように現在地と目的地の中間地点を円の中心とし、中間点から現
在地までの距離を半径とする円内を検索範囲とする。また、図８のように現在地と目的地
との距離が離れている場合には、現在地と目的地とを結び、現在地と目的地を１：Ｎ（Ｎ
＞０）に内分する地点を円の中心とする円内を検索範囲とする。Ｎの値は例えば上記現在
地と目的地を内分する地点が現在地から５ｋｍ程度となるように設定する。
【００５２】
検索範囲は必ずしも円形に限るものではなく、図９、１０のように扇形であってもよい。
図９は現在地と目的地があまり離れていない場合の検索範囲の設定例であり、現在地を中
心とし、現在地から目的地までの距離を半径とする中心角が直角未満の扇形内である。ま
た、図１０は現在地と目的地との距離が離れている場合の検索範囲の設定例であり、現在
地を中心とし、現在地から目的地までの距離の１／Ｎ（Ｎ≧１）を半径とする中心角が直
角未満の扇形内である。Ｎは例えば現在地と目的地との距離の１／Ｎがおよそ５ｋｍ程度
になるように設定する。なお、上記扇形の中心角、半径は必ずしも上記に限るものではな
く、現在地周辺の情報量と自車情報によって情報サーバ５で適宜設定すればよい。つまり
、現在地周辺が市街地等で情報登録件数が多く単位面積あたりの情報量が多いところでは
検索項目に一致する情報件数が多いので情報検索範囲を狭く設定するように、また、郊外
のように登録件数が少なく単位面積あたりの情報量が少ないところでは検索範囲を広く設
定するように、情報サーバ５側で情報を登録するときにあらかじめ設定しておけばよい。
また、詳細は以下で述べるが、自車情報として移動速度情報がある場合には上記移動速度
情報をもとに移動速度が速い場合には検索範囲を広く、移動速度が遅い場合には検索範囲
を狭くするように設定してもよい。
【００５３】
ステップ５０７では上記自車情報として目的地経路情報が存在するので図１１のように目
的地経路情報に沿った情報検索を行なう。（検索方法３）目的地経路情報が存在する場合
にも現在地と目的地が離れている場合には図１２のように現在地から目的地経路上のある
適当な地点まで、例えば現在地から１０ｋｍ先までを検索範囲とする。なお、カーナビ３
より送信される目的地経路情報は、例えば、図１３のようなパケットである。すなわち、
現在地、目的地、および経由地（つまり右左折するような交差点等）に関する情報がそれ
ぞれパケットとして送信される。また、それぞれのパケットはヘッダ、データ属性（現在
地、目的地、経由地等の区別をする）、総パケット数、残りパケット数、日時、緯度、経
度、範囲パラメータ（目的地経路情報の場合には未使用）、フッタ等から構成される。基
地局２側では上記パケットを受信し、それぞれの地点の緯度、経度を結ぶことにより現在
地から目的地までの予定経路（目的地経路のこと）を得ることができる。
【００５４】
目的地経路情報がある場合の検索範囲設定の一例を図１４、１５に示す。カーナビ３より
受信した目的地経路に沿って現在地－目的地間を例えば１ｋｍごとに分割し、検索中心地
点を設定する。そして、各検索中心地点を中心に各情報検索範囲を設定する。例えば、図
１４のように情報検索範囲（Ｘ，Ｙ）をＸ０－Ｘｄ＜Ｘ＜Ｘ０＋Ｘｄ、Ｙ０－Ｙｄ＜Ｙ＜
Ｙ０＋Ｙｄで表わされる四角形の内部とする。あるいは、図１５のように（Ｘ－Ｘ０）×
（Ｘ－Ｘ０）＋（Ｙ－Ｙ０）×（Ｙ－Ｙ０）＜Ｒ×Ｒで表わせる円の内部とする。上記各
情報検索範囲の和が情報検索部２６に出力する情報検索範囲である。なお、目的地経路の
分割方法は上記に限るものではない。
【００５５】
さらに、自車情報として進行方向情報を有する場合の情報検索範囲の詳細設定を図５のフ
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ローチャートに示す。ステップ６００は図４のステップ５０４、５０６、５０７において
情報検索方法が決定されたのち開始され、ステップ６０１に移行する。ステップ６０１で
は自車情報として進行方向情報が存在するか確認し、存在する場合にはステップ６０２に
、存在しない場合にはステップ６０３に移行する。
【００５６】
ステップ６０２では進行方向が既知で以後どちらに移動するかわかっているので図１６の
ように検索範囲を進行方向側に広く設定する。検索範囲は必ずしも円形に限るものではな
い。
【００５７】
ステップ６０３では進行方向が不明で以後どの方向に移動するのかわからないので、図１
７のように現在地を中心に検索範囲を設定する。検索範囲は必ずしも円形に限るものでは
ない。
【００５８】
また、自車情報として移動速度情報を有する場合の情報検索範囲の詳細設定を図６のフロ
ーチャートに示す。ステップ７００は図４のステップ５０４、５０６、５０７において情
報検索方法が決定され、進行方向情報がある場合には図５に示す検索範囲を設定したのち
、ステップ７０１に移行する。ステップ７０１は自車情報として移動速度情報が存在する
か確認し、存在する場合にはステップ７０２に、存在しない場合にはステップ７０３に移
行する。
【００５９】
ステップ７０２では車１の移動速度に応じて検索範囲の広さを設定する。例えば、図１８
のように検索範囲を円形とした場合を考える。検索範囲の半径をＲ［ｋｍ］、車１の移動
速度をＭ［ｋｍ／ｈ］としたとき、Ｒ＝Ｍ×１［ｈ］で表わせる円内を検索範囲とする。
ここで、検索範囲は必ずしも円形に限るものではない。また、上式に限るものではない。
【００６０】
ステップ７０３では検索範囲を既定範囲とする。例えば、図１９のように半径が１０ｋｍ
の円内というように情報サーバ５であらかじめ設定する。これは、固定半径に限るもので
はなく、例えば、市街地では半径５ｋｍ円内、郊外では半径２０ｋｍ円内というように場
所に応じて設定を異にしてもよい。また、既定範囲は上記円形に限るものではなく、市町
村単位であってもよい。
【００６１】
実施の形態１の移動通信端末向け情報検索配信装置は、以上のように移動通信端末から送
信された現在地情報等の移動通信端末情報をもとに情報検索範囲を設定し、その範囲内の
情報を情報検索項目について検索するので、移動通信端末が移動先で必要とするその移動
先周辺の情報を効率よく得ることができる。また、移動通信端末情報として進行方向情報
を有する場合には上記情報検索範囲を進行方向側に広く設定し、移動速度情報を有する場
合には上記情報検索範囲をその移動速度に応じて設定するので、移動通信端末の走行状態
に応じた情報検索範囲の設定が行なえる。さらに、移動通信端末情報として移動通信端末
がこの先移動する経路を表わす目的地経路情報を有している場合には、上記目的地経路に
沿った情報検索範囲を設定し、その範囲内で情報検索を行なうので移動通信端末の移動に
支障のない検索結果を配信することができる。
【００６２】
また、実施の形態１の移動通信端末向け情報検索配信装置は、移動通信端末が有する情報
をもとに検索範囲を設定し、可能な限り移動通信端末の移動する経路に沿った情報を提供
できるために、インターネットなどを利用したキーワード検索の結果に比べて、より移動
先の地域に限定された情報を効率よく得ることができる。また、利用者の方でキーワード
検索による膨大な数の検索結果から本当に必要な情報、つまり、移動中に必要とする情報
を選び出す手間が省ける。また、情報サーバに蓄積する情報を更新することにより移動通
信端末は常に最新の情報を得ることができる効果がある。
【００６３】
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実施の形態２．
次に、本発明の実施の形態２を図３、２０を用いて説明する。図２０は実施の形態２の情
報サーバ５のブロック構成図である。図において、１０はカーナビ３より受信した自車情
報と情報検索項目の入力端子、１１はカーナビ３への検索結果の出力端子、１２は入力端
子１０より入力された自車情報と情報検索項目を受け付ける受付部、１３ｂは処理部１４
より出力された検索結果、および情報送信命令部３２から出力されるカーナビ３への情報
送信要求を出力端子１１に送出する送出部、１４は受付部１２により受け付けた自車情報
と情報検索項目から情報検索範囲を設定して検索範囲内で情報検索項目を行ない、検索結
果を送出部１３ｂに出力する処理部、１５は地域サービス情報が蓄積されているデータベ
ースであり、処理部１４より検索される。３１はタイマーであり、３２はタイマー３１よ
り一定時間間隔で送出部１３ｂにカーナビ３への情報送信要求を出す情報送信命令部であ
る。
【００６４】
図３、２０を用いて本実施の形態２の情報サーバ５の動作を説明する。タイマー３１によ
り時間をはかる。情報送信命令部３２では上記タイマー３１による時間をもとに一定時間
間隔で情報送信要求を送出部１３ｂに出す。送出部１３ｂでは上記情報送信要求を基地局
２を通じてカーナビ３に送信する。カーナビ３は上記情報送信要求に従い、自車情報と情
報検索項目を情報サーバ５に送信する。カーナビ３より送信された自車情報と情報検索項
目は入力端子１０を介して、受付部１２に入力される。受付部１２では受信した上記自車
情報と情報検索項目を処理部１４が処理可能な形に変換し、処理部１４に出力する。処理
部１４に入力された上記自車情報と情報検索項目はメモリ２４に一旦格納される。メモリ
２４に格納された情報のうち、自車情報は情報検索範囲設定部２５に入力され、情報検索
部２６により情報検索を行なう検索範囲を設定する。なお、情報検索範囲設定部２５にお
ける情報検索範囲の設定については実施の形態１と同様であるので省略する。
【００６５】
情報検索範囲設定部２５において設定された検索範囲は情報検索部２６に出力される。情
報検索部２６では情報検索範囲設定部２５により設定された検索範囲内を、メモリ２４に
格納された情報検索項目について検索を行なう。検索は端子２２、２３を介してデータベ
ース１５とやりとりを行なう。検索結果はデータベース１５より端子２３を介して情報検
索部２６に入力され、続いてメモリ２４に格納される。メモリ２４に格納された検索結果
は出力端子２１を介して送出部１３ｂに出力される。送出部１３ｂでは上記検索結果をカ
ーナビ３に配信できる形式に変換し、出力端子１１を介してカーナビ３に配信する。
【００６６】
実施の形態２の移動通信端末向け情報検索配信装置は、以上のように移動通信端末に対し
て、一定時間間隔で移動通信端末情報と情報検索項目の送信要求を出すように構成されて
いるため、自動的に移動通信端末から情報を取り出して情報検索を行なうことができる。
よって、利用者が運転中に検索のたびに情報送信の操作をする必要がなく、安全に必要な
情報を得ることができる。
【００６７】
実施の形態３．
図２１は実施の形態３における図２０の処理部１４のブロック構成図である。２０は受付
部１２より出力された自車情報と情報検索項目の入力端子、２１は検索結果を送出部１３
ｂに出力する出力端子、２２はデータベース１５を情報検索する端子、２３はデータベー
ス１５から検索結果を受け取る端子、２４は入力端子２０から入力された自車情報と情報
検索項目、出力端子２１に出力する検索結果を一旦格納するメモリ、２５はメモリ２４よ
り自車情報を読み出し情報検索範囲を設定する情報検索範囲設定部、２６は上記情報検索
範囲設定部２５により設定された情報検索範囲内をメモリ２４に格納された情報検索項目
について検索を行なう情報検索部である。
【００６８】
また、４０はカーナビ３より受信した自車情報と情報検索項目をユーザ履歴情報として蓄
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積しておくデータベース、４１は現在時刻を刻むリアルタイムクロック、４２はデータベ
ース４０に蓄積されたユーザ履歴情報とリアルタイムクロック４１から出力される現在時
刻から情報検索項目を決定する情報検索項目決定部である。
【００６９】
図２０、２１を用いて本実施の形態３の情報サーバ５の動作を説明する。なお、カーナビ
３より自車情報と情報検索項目が送信されてくる場合には実施の形態１と同様の動作をす
るので、ここでは省略する。カーナビ３より送信された自車情報と情報検索項目は入力端
子１０を介して、受付部１２に入力される。受付部１２では受信した上記自車情報と情報
検索項目を処理部１４が処理可能な形に変換し、処理部１４に出力する。処理部１４に入
力された上記自車情報と情報検索項目はメモリ２４に一旦格納される。メモリ２４に格納
された自車情報は情報検索範囲設定部２５に、情報検索項目は情報検索部２６に入力され
るとともにデータベース４０にユーザ履歴情報として蓄積される。
【００７０】
以下では、カーナビ３から情報送信がない場合の情報サーバ５の動作について詳しく説明
する。データベース４０に蓄積されたユーザ履歴情報のうち過去の自車情報は情報検索範
囲設定部２５に入力され、情報検索範囲が設定される。また、過去に利用者がいつどこで
どんな情報検索を行なったかというユーザ履歴情報に基づき、情報検索項目決定部４２で
はリアルタイムクロック４１より入力される現在時刻から情報検索項目を決定する。例え
ば、図２２（ａ）に示すようなユーザの情報検索履歴があったとする。これを各時間帯ご
とに検索項目の多い順に並び替えて、その度数とともにデータベース４０に蓄積する。図
２２（ｂ）は各時間帯ごとの上位３位までの情報検索項目をその度数とともに記したもの
である。１２時になってカーナビ３から情報検索がない場合、情報サーバ５ではその時間
帯の過去の履歴から検索項目を設定する。図２２（ｂ）を見ると、１１時３０分から１２
時３０分の間では過去にランチの検索が５件、天気予報の検索が２件ある。検索項目は例
えば単純に最も上位の検索項目（ランチ）に設定する。なお、第２、第３の検索項目は、
カーナビ３の方で上記第１の検索項目に関する検索結果を受けて、他の検索結果を要求で
きるように構成した場合などに検索項目として使用される。なお、検索項目の決め方、ユ
ーザ履歴情報は上記に限るものではない。
【００７１】
情報検索部２６では、端子２２、２３を介してデータベース１５とやりとりし、情報検索
項目決定部４２により決定された情報検索項目について、上記情報検索範囲設定部２５に
おいて設定された検索範囲内で情報検索を行なう。検索結果はデータベース１５より端子
２３を介して情報検索部２６に出力され、メモリ２４に格納される。メモリ２４に格納さ
れた検索結果は出力端子２１を介して送出部１３ｂに出力される。なお、情報検索範囲設
定部２５における情報検索範囲の設定については実施の形態１と同様であるので省略する
。
【００７２】
実施の形態３の移動通信端末向け情報検索配信装置は、以上のように移動通信端末から過
去に送信された移動通信端末情報と情報検索項目をユーザ履歴情報として蓄積し、上記ユ
ーザ履歴情報に基づき、情報検索項目を設定し検索を行なってその検索結果を移動通信端
末に配信するよう構成されているので、移動通信端末から情報検索の要求がない場合にも
、移動通信端末に有効な情報を提供することができる。
【００７３】
実施の形態４．
次に、本発明の実施の形態４を図２３から図２６を用いて説明する。図２３は実施の形態
４のカーナビ３のブロック構成図である。図において１０１はＩＣカード、ＣＤ－ＲＯＭ
、およびＤＶＤ等の補助記憶装置、１０２は補助記憶装置１０１より読み出された情報信
号を一旦格納するメモリ、２００は画像処理部１０３からなる情報処理部、１０３はメモ
リ１０２より読み出された地図情報、現在地設定部１１３あるいは番地情報演算部１０６
から出力される自車位置情報、経路検索部１１２から出力される目的地情報および目的地

10

20

30

40

50

(11) JP 3719313 B2 2005.11.24



経路情報を画像表示装置１０４に適した形に変換するとともに、上記情報を情報サーバ５
に送信するためにメモリ１１５に出力し、逆に情報サーバ５から受信しメモリ１１５に格
納した検索結果を画像表示装置１０４に適した形に変換する画像処理部である。１０４は
画像処理部１０３より出力された情報を表示する画像表示装置、１０５は自車の現在位置
、進行方向、移動速度等の自車情報を検知する自車情報検知装置、１０６は自車情報検知
装置１０５より出力される現在位置とメモリ１０２より出力される番地情報から得られる
地図上の位置を照合する番地情報演算部、１１１は目的地を設定する目的地設定部、１１
２はメモリ１０２より出力される地図情報と、目的地設定部１１１より出力される目的地
情報と、現在地設定部１１３あるいは番地情報演算部１０６より出力される自車の現在地
情報から、目的地経路を検索する経路検索部、１１３は現在地を設定する現在地設定部、
１１４は情報サーバ５と情報の送受信を行なう通信部、１１５は通信部１１４より出力さ
れる情報を格納、画像処理部１０３に出力するとともに、画像処理部１０３および検索項
目設定部１１６より出力される情報を格納、通信部１１４に出力するメモリ、１１６は情
報サーバ５において検索のキーワードとして使用する検索項目を決定する検索項目設定部
である。
【００７４】
図２３を用いて、実施の形態４の移動通信端末の動作を具体的に説明する。補助記憶装置
１０１より読み出された地図情報等の情報信号は一旦メモリ１０２に格納される。メモリ
１０２では上記情報信号は、画像情報、番地情報とに区別される。地図情報等の画像情報
は情報処理部２００に入力されるとともに、経路検索部１１２に入力される。また、番地
情報は情報処理部２００に入力されるとともに、番地情報演算部１０６に入力される。一
方、自車情報検知装置により検知された現在地情報は番地情報演算部１０６に入力され、
番地情報演算部１０６において自車の現在地と地図上の位置が照合される。番地情報演算
部１０６より得られた自車位置情報は情報処理部２００に入力され、内部の画像処理部１
０３でメモリ１０２より出力された地図情報と上記自車位置情報が加え合わされ、画像表
示装置１０４に表示される。自車情報検知装置１０５において自車の現在地が不明の場合
には、現在地設定部１１３において現在地を入力することにより上記番地情報演算部１０
６と同様の動作を行なう。
【００７５】
目的地設定部１１１で目的地を設定した場合には目的地設定部１１１より目的地情報が経
路検索部１１２に出力される。経路検索部１１２では目的地設定部１１１より出力される
目的地情報、メモリ１０２より出力される地図情報、番地情報演算部１０６あるいは現在
地設定部１１３より出力された現在地情報をもとに現在地から目的地までの経路検索を行
なう。経路検索部１１２より出力される現在地、目的地、目的地経路情報は情報処理部２
００に入力され、画像処理部１０３で画像変換されて画像表示装置１０４に表示される。
【００７６】
上記現在地、目的地、目的地経路情報はメモリ１１５にも格納される。メモリ１１５には
上記情報の他に自車情報検知装置１０５より出力される進行方向、移動速度等の情報も番
地情報演算部１０６、情報処理部２００経由で格納されており、通信部１１４により読み
出されて情報サーバ５に送信される。
【００７７】
逆に、情報サーバ５より送信された地域サービス情報は通信部１１４により受信され、メ
モリ１１５に格納される。メモリ１１５では、上記地域サービス情報は位置情報と詳細情
報とに分けられる。地域サービス情報の位置情報と詳細情報は情報処理部２００内部の画
像処理部１０３で処理され、画像表示装置１０４に表示される。
【００７８】
では、情報サーバ５より送信された情報の画像表示装置１０４への表示方法について図２
４のフローチャートを用いて説明する。モニタ画面の表示範囲を（０，０）－（１，１）
、実際に表示されている地図範囲を（Ｘ１，Ｙ１）－（Ｘ２，Ｙ２）とする。ここで、Ｘ
１、Ｘ２は経度であり、Ｙ１、Ｙ２は緯度である。ｉ番目の地域サービス情報の位置情報
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を（Ｘｉ，Ｙｉ）とする。
【００７９】
ステップ８００でカーナビ３が情報サーバ５より地域サービス情報の検索結果を受信する
と、ステップ８０１に移行する。ステップ８０１では現在表示中の地図範囲をチェックし
、ステップ８０２に移行する。現在表示されている地図範囲は（Ｘ１，Ｙ１）－（Ｘ２，
Ｙ２）。ステップ８０２では受信した検索結果のうち現在表示中の地図範囲内の情報だけ
を抽出し、ステップ８０３に移行する。ステップ８０３では検索結果（位置情報）を表示
画面の座標に変換する。つまり、表示画面上の座標（ｘｉ，ｙｉ）（ただし、０＜ｘｉ＜
１、０＜ｙｉ＜１）は、ｘｉ =(Ｘｉ－Ｘ１ )／（Ｘ２－Ｘ１）、ｙｉ＝（Ｙｉ－Ｙ１）／
（Ｙ２－Ｙ１）で表わされる。続いて、ステップ８０４に移行する。ステップ８０４では
検索結果のカテゴリによりアイコンを選択し、ステップ８０５に移行する。ステップ８０
５ではステップ８０４で選択されたアイコンをステップ８０３で得られた座標（ｘｉ，ｙ
ｉ）に地図と重ねて表示する。ステップ８０３から８０５はステップ８０２で抽出された
情報の数だけ繰り返す。
【００８０】
検索結果の表示の一例を図２７に示す。図２７は、例えば、昼食時に御食事処の検索を行
なった場合の検索結果の表示例であり、レストランは白丸、喫茶店は灰色の５角形のアイ
コンで示される。アイコンは上記のような幾何学図形に限るものではなく、どのようなマ
ークであってよい。画面上には現在地も合せて表示され、検索結果との位置関係が分かり
やすく表示される。目的地は検索範囲によっては必ずしも表示されない。つまり、検索範
囲が狭い、あるいは検索結果の数が多い場合には現在地近くの検索結果が表示され、目的
地は表示されない。
【００８１】
情報サーバ５からカーナビ３に送られてくる情報には位置情報の他に詳細情報がある。次
に、詳細情報の表示について図２５のフローチャートを用いて説明する。
【００８２】
ステップ８１０は表示画面上に表示されたアイコンを選択することによりステップ８１１
に移行する。ステップ８１１では選択されたアイコンの色などの表示方法を変え、ステッ
プ８１２に移行する。ステップ８１２では表示画面が２画面かどうか確認し、２画面の場
合にはステップ８１４へ、１画面の場合にはステップ８１３に移行する。ステップ８１３
では表示画面を２画面に分割し、ステップ８１４に移行する。ステップ８１４では上述し
た位置情報の表示を分割した画面（例えば、左画面）に表示し、ステップ８１５に移行す
る。ステップ８１５では選択されたアイコンの詳細情報をメモリから読み出し、ステップ
８１６に移行する。ステップ８１６ではメモリから読み出した詳細情報を残る分割画面（
右画面）に表示する。上述のように、位置情報と詳細情報を表示画面上に同時に表示し、
なおかつ、詳細情報が表示されている位置情報を示すアイコンは他のアイコンと区別する
。
【００８３】
上述した例（図２７）でレストランのアイコンをひとつ選択すると、図２８に示すよう選
択したレストランの詳細情報が得られる。例えば、レストランの場合には、店名、住所、
電話番号、料理、その他駐車場、値段などが分割された画面に表示される。このとき、詳
細情報が表示されているアイコンは矢印、あるいは色の変化等で他のアイコンと区別し、
選択されていることを明確にする。ここで、画面ははじめから分割されていてもよいし、
アイコンを選択することにより分割されてもよい。
【００８４】
また、アイコン選択を利用者自身ではなくカーナビが自動で行なってもよい。図２６のフ
ローチャートを用いてカーナビ３が自動的にアイコン選択を行なう方法を説明する。
【００８５】
アイコンの自動選択が選択されるとステップ８２０は開始され、ステップ８２１に移行す
る。ステップ８２１では現在地と各アイコンが示す地域サービス情報の位置情報との距離

10

20

30

40

50

(13) JP 3719313 B2 2005.11.24



を下記式１により算出し、ステップ８２２に移行する。
【００８６】
【数１】
　
　
　
　
【００８７】
ただし、距離は式１に限るものではない。ステップ８２２では現在地から最も近いアイコ
ンが前回選択されたアイコンかどうか確認する。前回選択されたアイコンが最も近いアイ
コンである場合にはステップ８２１に移行する。異なる場合にはステップ８２３に移行す
る。ステップ８２３では上記現在地から最も近いアイコンを選択、ステップ８２４に移行
する。ステップ８２４では選択されたアイコンの色を変更し、ステップ８２５に移行する
。ステップ８２５では位置情報を示すアイコンを分割画面（例えば、左画面）上に表示し
、ステップ８２６に移行する。ステップ８２６ではステップ８２３でアイコンが選択され
た詳細情報をメモリから読み出し、ステップ８２７に移行する。ステップ８２７ではステ
ップ８２６でメモリから読み出された詳細情報を残る分割画面（右画面）に表示し、ステ
ップ８２１に移行して、以下同様の動作を繰り返す。以上のようにアイコン自動選択が選
択されている場合、常に現在地から最も近い地域サービス情報を自動的に表示することが
できる。
【００８８】
上述した例で説明すると、現在地が図２９のところにあるときは経路上でもっとも近いレ
ストランＸＹＺの詳細情報を表示し、車１がレストランＸＹＺを通り過ぎ、現在地が図３
０のところに来ると現時点で経路上もっとも近い喫茶○の詳細情報を表示する。このとき
、通り過ぎたアイコンは表示しても非表示にしても構わない。また、アイコン表示する表
示範囲の更新は車１の移動の度に行なってもよいし、一定時間あるいは一定距離間隔で行
なってもよい。
【００８９】
上記では、情報サーバ５から位置情報と詳細情報とが同時に配信されるものとして説明し
たが、詳細情報が必ずしも位置情報と同時に配信される必要はない。詳細情報はアイコン
を選択することにより情報サーバ５に要求され、配信されるよう構成してもよい。アイコ
ンの自動選択を設定している場合にはステップ８２１の段階で、２番目に近い情報を常に
先行して要求するように構成しておくことにより、位置情報と詳細情報を同時に受信する
のと同じ効果がある。
【００９０】
実施の形態４の移動通信端末は、以上のように情報検索配信装置から配信された検索結果
を位置情報と詳細情報に分け、位置情報をアイコン表示することにより現在地との位置関
係を視覚的にわかりやすく表示し、詳細情報はアイコン選択することにより表示するよう
構成されているため、利用者が欲しい情報を自身で選択して画面に表示することができる
。また、移動通信端末の移動とともに最寄りの詳細情報を自動的に更新するように構成さ
れているため、利用者は何もしなくても最寄りの詳細情報を得ることができる。
【００９１】
実施の形態５．
次に、本発明の実施の形態５を図３１を用いて説明する。図３１は実施の形態５のカーナ
ビ３のブロック構成図であり、実施の形態４とは情報処理部２００の構成のみが異なる。
実施の形態５の情報処理部２００は画像処理部１０３と情報検索範囲設定部２５からなる
。
【００９２】
図３１を用いて、実施の形態５の移動通信端末の動作を具体的に説明する。補助記憶装置
１０１より読み出された地図情報等の情報信号は一旦メモリ１０２に格納される。メモリ
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１０２では上記情報信号は、画像情報、番地情報とに区別される。地図情報等の画像情報
は情報処理部２００に入力されるとともに、経路検索部１１２に入力される。また、番地
情報は情報処理部２００に入力されるとともに、番地情報演算部１０６に入力される。一
方、自車情報検知装置１０５により検知された現在地情報は番地情報演算部１０６に入力
され、番地情報演算部１０６において自車の現在地と地図上の位置が照合される。番地情
報演算部１０６より得られた自車位置情報は情報処理部２００に入力され、内部の画像処
理部１０３でメモリ１０２より出力された地図情報と上記自車位置情報が加え合わされ、
画像表示装置１０４に表示される。自車情報検知装置１０５において自車の現在地が不明
の場合には、現在地設定部１１３において現在地を入力することにより上記番地情報演算
部１０６と同様の動作を行なう。
【００９３】
目的地設定部１１１で目的地を設定した場合には目的地設定部１１１より目的地情報が経
路検索部１１２に出力される。経路検索部１１２では目的地設定部１１１より出力される
目的地情報、メモリ１０２より出力される地図情報、番地情報演算部１０６あるいは現在
地設定部１１３より出力された現在地情報をもとに現在地から目的地までの経路検索を行
なう。経路検索部１１２より出力される現在地、目的地、目的地経路情報は情報処理部２
００に入力され、画像処理部１０３で画像変換されて画像表示装置１０４に表示される。
【００９４】
また、経路探索部１１２より出力された現在地、目的地、目的地経路は情報処理部２００
内部の情報検索範囲設定部２５にも入力される。情報検索範囲設定部２５では上記情報に
加えて、自車情報検知装置１０５で検知された自車の進行方向、移動速度から情報検索範
囲を設定する。具体的な情報検索範囲設定の方法は実施の形態１と同様である。
【００９５】
上記情報検索範囲設定部２５で設定された情報検索範囲はメモリ１１５に格納される。通
信部１１４では、検索項目設定部１１６により設定されメモリ１１５に格納された情報検
索項目とともに上記情報検索範囲をメモリ１１５から読み出し、情報サーバ５に送信する
。
【００９６】
カーナビ３から情報サーバ５に送信する情報検索範囲指定パケットの一例を図３２に示す
。図３２はカーナビ３に目的地経路情報があり、その目的地経路情報に基づき情報検索範
囲を設定した場合である。この場合、現在地、目的地、および検索中心地点（図１４、図
１５参照）がそれぞれパケットとして送信される。また、それぞれのパケットはヘッダ、
データ属性（現在地、目的地、検索中心地点等の区別をする）、総パケット数、残りパケ
ット数、日時、緯度、経度、範囲パラメータ（検索中心地点に対する各情報検索範囲を指
定する四角形の一辺、あるいは円の半径等）、フッタ等から構成される。また、進行速度
情報や移動速度情報により情報検索範囲を決定したときには、データ属性で現在地を指定
するとともに、円や扇形の半径、扇形の中心角（検索範囲を円形、扇形とした場合）を上
記範囲パラメータとして送信する。なお、上記パケットは情報検索範囲設定部２５で生成
する。
【００９７】
情報サーバ５では上記送信された情報検索範囲と情報検索項目から情報を検索し、カーナ
ビ３に検索結果を送信する。
【００９８】
情報サーバ５より送信された地域サービス情報は通信部１１４により受信され、メモリ１
１５に格納される。メモリ１１５では、上記地域サービス情報は位置情報と詳細情報とに
分けられる。地域サービス情報の位置情報と詳細情報は情報処理部２００内部の画像処理
部１０３で処理され、画像表示装置１０４に表示される。
【００９９】
実施の形態５の移動通信端末は、以上のように移動通信端末が有する現在地情報等の移動
通信端末情報をもとに情報検索範囲を設定し、その情報検索範囲を情報検索項目とともに
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情報検索配信装置に送信し、情報検索配信装置において情報検索を行なうよう構成されて
いるので、移動通信端末が移動先で必要とするその移動先周辺の情報を効率よく得ること
ができる。また、移動通信端末情報として進行方向情報を有する場合には上記情報検索範
囲を進行方向側に広く設定し、移動速度情報を有する場合には上記情報検索範囲をその移
動速度に応じて設定するので、移動通信端末の移動状態に応じた情報検索範囲の設定が行
なえる。さらに、移動通信端末情報として移動通信端末がこの先移動する経路を表わす目
的地経路情報を有している場合には、上記目的地経路に沿った情報検索範囲を設定し、そ
の範囲内で情報検索を行なうので移動通信端末の移動に支障のない検索結果を配信するこ
とができる。
【０１００】
また、実施の形態５の移動通信端末は、移動通信端末が有する情報をもとに検索範囲を設
定し情報サーバに通知することにより、可能な限り移動通信端末の移動する経路に沿った
情報を得ることができる。インターネットなどを利用したキーワード検索の結果に比べて
、より移動先の地域に限定された情報を効率よく得ることができる。また、利用者の方で
キーワード検索による膨大な数の検索結果から本当に必要な情報、つまり、移動中に必要
とする情報を選び出す手間が省ける。また、情報サーバに蓄積する情報を更新することに
より移動通信端末は常に最新の情報を得ることができる効果がある。
【０１０１】
本実施の形態１から実施の形態３の移動通信端末向け情報検索配信装置、および実施の形
態５の移動通信端末は、移動通信端末が有する情報を有効利用して情報検索方法と情報検
索範囲を設定し、情報検索を行なうよう構成されているため、効率よく情報検索をするこ
とができる。また、検索範囲を適宜絞り込むことにより探索時間を短縮することができる
とともに、位置的に必要な情報のみを得ることができる。
【０１０２】
また、本実施の形態２の移動通信端末は、情報送信命令部３２において一定時間間隔でカ
ーナビ３に情報送信要求を出すように構成したがこれに限るものではない。例えば、過去
にカーナビ３から送信された移動速度情報とタイマー３１より出力される時間から移動距
離を求める、あるいは、過去の現在地から推測される移動速度とタイマー３１より出力さ
れる時間から移動距離を求めることにより、一定距離ごとにカーナビ３に情報送信要求を
出すように構成してもよい。
【０１０３】
また、本実施の形態４の移動通信端末は、情報検索配信装置より配信される検索結果を一
旦アイコン化しモニタ画面の地図上に表示するよう構成されているため、視覚的に現在地
との位置関係を容易に把握することができる。詳細情報の内容に応じてアイコンの形状、
あるいは色等を変えて表示することにより、アイコンから内容がおよそ把握でき、必要で
あれば上記アイコンを選択することにより詳細情報を得ることができる。
【０１０４】
また、本実施の形態４の移動通信端末はその移動とともに経路上のもっとも近い詳細情報
を自動で得ることができるため、走行中にアイコンを選択する必要がない。
【０１０５】
実施の形態１から実施の形態５では移動通信端末としてカーナビを用いたがこれに限るも
のではない。移動通信端末としてＰＤＡを用いても、ＨＰＣを用いても同様の効果を奏す
ることは言うまでもない。
【０１０６】
また、移動通信端末の現在地を測定する手段としてＧＰＳを用いたがこれに限るものでは
ない。発信機のように移動通信端末側では現在地を知る術がないものでも、基地局で上記
移動通信端末の現在地が確認できる場合には同様の効果を奏することはいうまでもない。
ＰＨＳ（パーソナルハンディフォンのことを指す）のように通信に際してＰＨＳの所在地
がセル単位で分かるような場合にも同様の効果を奏することはいうまでもない。
【０１０７】
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また、現在地が正確にわからない、つまり、緯度、経度、標高がわからない場合にも移動
通信端末で現在地の住所、あるいは施設名を選択し基地局に通知するように構成しておけ
ば、実施の形態１から実施の形態４、および実施の形態５の情報検索が行なえることは言
うまでもない。
【０１０８】
また、本実施の形態４および実施の形態５ではカーナビ自体に通信機能を持たせたが、必
ずしもカーナビに内蔵されている必要はない。カーナビと通信機をアダプタで接続し、カ
ーナビから各種情報を通信機を通じて基地局に通知し、同様に検索結果は通信機を通じて
カーナビに配信するよう構成してもよい。これは移動通信端末としてＰＤＡ、ＨＰＣ等を
使用した場合にも同様である。
【０１０９】
また、本実施の形態１から実施の形態３で情報サーバ５が移動通信端末からの検索項目に
ついて検索する情報は上記情報サーバ５がローカルに蓄積している情報に限るものではな
く、インターネット等を通じて電子的に接続された遠隔地のサーバに蓄積された情報であ
っても構わない。
【０１１０】
【発明の効果】
本発明は、以上説明したように構成されているので、以下に示すような効果を奏する。
【０１１１】
移動通信端末向け情報検索配信装置は、移動通信端末に対して、情報送信要求手段により
現在地情報等の移動通信端末情報と情報検索項目の送信要求を行ない、上記送信要求に対
して移動通信端末は移動通信端末情報と情報検索項目を情報検索配信装置に送信し、情報
検索配信装置では上記情報検索範囲内で情報検索項目について地域サービス情報等の検索
を行ない、検索結果は通信手段を用いて検索要求のあった上記移動通信端末に配信する。

情報検索配信装置は移動通信端末に情報送信要求をだす。よって、
頻繁に情報検索を行なう場合などに、あらかじめ、情報検索項目を設定しておくことによ
り自動的に情報検索を行ない、その結果を得ることができる。
【０１１２】
さらに、移動通信端末向け情報検索配信装置は、移動通信端末から送信された現在地情報
等の移動通信端末情報に基づき、情報検索範囲決定手段により情報検索範囲を設定し、ま
た、情報検索項目決定手段により移動通信端末から過去に送信された移動通信端末情報と
情報検索項目から情報検索項目を決定し、上記情報検索範囲内で上記情報検索項目につい
て地域サービス情報等の検索を行ない、検索結果は通信手段を用いて移動通信端末に配信
する。なお、情報検索項目決定手段では移動通信端末から過去に検索要求のあった時間帯
と利用状況をユーザ履歴情報として蓄積し、上記ユーザ履歴情報に基づき情報検索項目を
決定し、移動通信端末に検索結果を配信する。よって、移動通信端末から検索要求をしな
くても定期的に必要な情報を得ることができる。
【０１１３】
また、移動通信端末は、移動通信端末情報設定測定手段により、現在地情報等の移動通信
端末情報を設定あるいは測定し、情報検索範囲決定手段により上記移動通信端末情報設定
測定手段から得られる移動通信端末情報から情報検索範囲を決定し、情報検索項目設定手
段により地域サービス情報等の検索項目を設定して、上記移動通信端末情報と情報検索項
目を携帯電話等の通信手段を用いて情報検索配信装置に通知し、地域サービス情報等の検
索結果を受信。そして、受信した検索結果は表示手段により位置情報と詳細情報とに分け
て表示する。なお、情報検索範囲決定手段により現在地情報等の移動通信端末情報から決
定した情報検索範囲と 自動送信する。よって、移動通信端
末は移動中、利用者が何ら操作することなく自動的に情報検索を行ない、移動先の情報を
得ることができる。
【０１１４】
さらに、情報検索配信装置から検索結果を受信する移動通信端末において、移動通信端末
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なお、一定距離ごとに

情報検索項目を一定距離ごとに



は移動通信端末情報設定測定手段により現在地情報等の移動通信端末情報を設定あるいは
測定し、情報検索項目設定手段により地域サービス情報等の検索項目を設定して、上記移
動通信端末情報および情報検索項目を携帯電話等の通信手段を用いて情報検索配信装置に
通知し、地域サービス情報等の検索結果を受信する。そして、受信した検索結果は表示手
段により位置情報と詳細情報とに分けて表示する。なお、

上記位置情報を上記表示手段上
に表示された地図上にアイコン形式で表示する。よって、

移動通信端末は位置情
報をアイコンの形で表示するため、現在地に対する情報の所在地が視覚的に分かり易く、
利用者自身が情報の所在地を知った上でアイコン選択することにより詳細情報を表示する
ので、利用者の意思によって必要な情報のみ取り出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る移動通信端末向け情報検索配信装置および移動通信端末の概要図
である。
【図２】　本発明の実施の形態１における情報サーバ５のブロック構成図である。
【図３】　本発明の実施の形態１および２における処理部１４のブロック構成図である。
【図４】　情報検索範囲設定部２５での検索方法を決定するフローチャートである。
【図５】　進行方向情報を有する場合の情報検索範囲を詳細設定するフローチャートであ
る。
【図６】　移動速度情報を有する場合の情報検索範囲を詳細設定するフローチャートであ
る。
【図７】　現在地と目的地が既知で現在地と目的地が近い場合の情報検索範囲設定の一例
である。
【図８】　現在地と目的地が既知で現在地と目的地が離れている場合の情報検索範囲設定
の一例である。
【図９】　現在地と目的地が既知で現在地と目的地が近い場合の情報検索範囲設定の一例
である。
【図１０】　現在地と目的地が既知で現在地と目的地が離れている場合の情報検索範囲設
定の一例である。
【図１１】　目的地経路が既知で現在地と目的地が近い場合の情報検索範囲設定の一例で
ある。
【図１２】　目的地経路が既知で現在地と目的地が離れている場合の情報検索範囲設定の
一例である。
【図１３】　目的地経路通知パケットの一例である。
【図１４】　目的地経路情報がある場合の具体的な検索範囲設定の一例である
【図１５】　目的地経路情報がある場合の具体的な検索範囲設定の一例である
【図１６】　進行方向情報を有する場合の検索範囲設定の一例である。
【図１７】　進行方向情報を有しない場合の検索範囲設定の一例である。
【図１８】　移動速度情報を有する場合の検索範囲設定の一例である。
【図１９】　移動速度情報を有しない場合の検索範囲設定の一例である。
【図２０】　本発明の実施の形態２および３における情報サーバ５のブロック構成図であ
る。
【図２１】　本発明の実施の形態３における処理部１４のブロック構成図である。
【図２２】　ユーザの情報検索履歴の一例、及び、時間帯別に分類したユーザの情報検索
履歴の一例である。
【図２３】　本発明の実施の形態４における移動通信端末のブロック構成図である。
【図２４】　画像表示装置１０４への検索結果の表示方法を示すフローチャートである。
【図２５】　アイコン選択されたときの画像表示装置１０４への表示方法を示すフローチ
ャートである。
【図２６】　アイコンを自動選択にしたときの画像表示装置１０４への表示方法を示すフ
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上記詳細情報表示が移動通信端
末の移動とともに現在地に最も近い詳細情報に更新され、

移動通信端末は利用者が手を煩
わされることなく常に最も近い詳細情報を得ることができ、また、



ローチャートである。
【図２７】　検索結果をアイコン表示したときの一例である。
【図２８】　位置情報と詳細情報を同時に表示したときの一例である。
【図２９】　アイコンを自動選択にしたときの動作を説明する図である。
【図３０】　アイコンを自動選択にしたときの動作を説明する図である。
【図３１】　本発明の実施の形態５における移動通信端末のブロック構成図である。
【図３２】　情報検索範囲通知パケットの一例である。
【図３３】　従来装置のブロック構成図である。
【図３４】　従来装置の動作を説明する図である。
【図３５】　従来装置の動作を説明する図である。
【符号の説明】
１　車、２　基地局、３　カーナビ、４　ＧＰＳ衛星、１２　受付部，１３　送出部、１
４　処理部，１５　データベース、２４　メモリ、２５　情報検索範囲設定部、２６　情
報検索部、３１　タイマー、３２　情報送信命令部、４０　データベース、４１　リアル
タイムクロック、４２　情報検索項目決定部、１０１補助記憶装置、１０２　メモリ、１
０３　画像処理部、１０４　画像表示装置、１０５　自車情報検知装置、１０６　番地情
報演算部、１１１　目的地設定部、１１２　経路検索部、１１３　現在地設定部、１１４
　通信部、１１５　メモリ、１１６　検索項目設定部、２００　情報処理部、３０１　Ｃ
Ｄ－ＲＯＭドライバ、３０２　メモリ、３０３　画像処理回路、３０４　画像表示装置、
３０５　自車位置検知装置、３０６　番地情報演算回路、３０７　アドレス情報抽出回路
、３０８　検索指令回路。
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

(24) JP 3719313 B2 2005.11.24



【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】
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