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(57)【要約】
【課題】各経路候補を通行する際に受ける紫外線量を認
識して、各経路候補の中から好みの経路候補を案内経路
として特定することができるようにする。
【解決手段】案内経路の経路候補を抽出し（Ｓ１０６）
、予め定められた区間毎の紫外線被爆量が記憶されたデ
ータベースから、抽出した各経路候補に対する区間毎の
紫外線被爆量を取得し（Ｓ１０８）、取得した区間毎の
紫外線被爆量に基づいて各経路候補に対する全区間にお
ける総紫外線被爆量を算出し（Ｓ１１０）、総紫外線被
爆量を各経路候補に対応付けて表示機１４に表示させ、
案内経路の各候補の中からユーザ操作により特定された
候補を案内経路として特定する（Ｓ１１４）。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出発地から目的地に至る案内経路を探索し、当該探索した案内経路に従って案内する経
路案内装置であって、
　前記案内経路の経路候補を抽出する案内経路候補抽出手段と、
　予め定められた区間毎の紫外線被爆量が記憶されたデータベースから前記候補抽出手段
により抽出された各経路候補に対する前記区間毎の紫外線被爆量を取得する紫外線被爆量
取得手段と、
　前記紫外線被爆量取得手段により取得された前記区間毎の紫外線被爆量に基づいて前記
各経路候補に対する全区間における総紫外線被爆量を算出する総紫外線被爆量算出手段と
、
　前記総紫外線被爆量算出手段により算出された前記総紫外線被爆量を前記各経路候補に
対応付けて表示手段に表示させる表示制御手段と、
　前記案内経路の各経路候補の中からユーザ操作により特定された経路候補を前記案内経
路として特定する案内経路特定手段と、を備えたことを特徴とする経路案内装置。
【請求項２】
　外部と通信する通信手段を備え、
　前記紫外線被爆量取得手段は、前記通信手段を介して外部より前記経路候補の各区間に
おける一定時間毎の天気状況を予想した天気情報を取得し、前記経路候補の各区間を通行
する時間帯の各区間の天気状況に応じて前記データベースから取得した各区間における紫
外線被爆量を補正することを特徴とする請求項１に記載の経路案内装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記各経路候補に対する前記区間毎の紫外線被爆量を、前記紫外
線被爆量に応じて異なる色で描画した画像を前記表示手段に表示させることを特徴とする
請求項１または２に記載の経路案内装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記総被爆量算出手段により算出された前記総紫外線被爆量に予
め定められた基準値を超過するものがあることを判定した場合、前記基準値を超過する前
記経路候補について前記総紫外線被爆量が前記基準値を超過する旨を警告表示することを
特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載の経路案内装置。
【請求項５】
　前記車両に照射される紫外線に応じた信号を出力する紫外線検出手段と、
　前記紫外線検出手段より出力される信号に基づいて前記車両が走行を開始してから前記
車両に照射された紫外線被爆量を算出する紫外線被爆量算出手段と、
　前記紫外線被爆量算出手段により算出された前記紫外線被爆量が前記案内経路特定手段
により特定された前記案内経路に対して前記総被爆量算出手段により算出された前記総紫
外線被爆量を超過したことを判定した場合、前記車両が走行を開始してから前記車両に照
射された累積紫外線被爆量が前記案内経路に対して算出された前記総紫外線被爆量を超過
した旨を報知する第１の報知手段と、を備えたことを特徴とする請求項１ないし４のいず
れか１つに記載の経路案内装置。
【請求項６】
　前記車両に照射される紫外線に応じた信号を出力する紫外線検出手段と、
　前記紫外線検出手段より出力される信号に基づいて前記車両が走行を開始してから前記
車両に照射された紫外線被爆量を算出する紫外線被爆量算出手段と、
　前記紫外線被爆量算出手段により算出された前記紫外線被爆量が予め定められた基準値
を超過したことを判定した場合、前記車両が走行を開始してから前記車両に照射された累
積紫外線被爆量が前記基準値を超過した旨を報知する第２の報知手段と、を備えたことを
特徴とする請求項１ないし４のいずれか１つに記載の経路案内装置。
【請求項７】
　前記車両に照射される紫外線に応じた信号を出力する紫外線検出手段と、
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　前記紫外線検出手段より出力される信号に基づいて予め定められた区間内の紫外線被爆
量を特定する区間紫外線被爆量特定手段と、
　前記区間紫外線被爆量特定手段により特定された前記区間内の紫外線被爆量が前記案内
経路特定手段により特定された前記案内経路の同一区間における紫外線被爆量を超過した
ことを判定した場合、前記区間内の紫外線被爆量が前記案内経路の同一区間における紫外
線被爆量を超過した旨を報知する第３の報知手段と、を備えたことを特徴とする請求項１
ないし４のいずれか１つに記載の経路案内装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、出発地から目的地に至る案内経路を探索し、当該探索した案内経路に従って
案内する経路案内装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、キーボードと、実測された日陰分布地図の情報が保管されたデータ保管装置と、
日陰分布地図を作成するための演算装置と、日陰分布地図を表示するための表示装置を備
え、キーボードから入力された時刻に該当する季節及び時間帯の日陰分布地図をデータ保
管装置に保管されている日陰分布地図から取得し、表示装置へ送信するようにした装置が
ある（例えば、特許文献１参照）。この装置では、複数の経路候補の中から日陰部分の長
さを考慮した経路の探索が可能である。
【特許文献１】特開２００５－２５８１０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１に記載された装置は、各経路候補を通行する場合に受ける紫外線量
を認識することができないので、ユーザは各経路候補を通行する場合に受ける紫外線量を
認識して、各経路候補の中から好みの経路候補を案内経路として特定することができない
といった問題がある。
【０００４】
　本発明は上記問題に鑑みたもので、各経路候補を通行する際に受ける紫外線量を認識し
て、各経路候補の中から好みの経路候補を案内経路として特定することができるようにす
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、出発地から目的地に至る案内経路
を探索し、当該探索した案内経路に従って案内する経路案内装置であって、案内経路の経
路候補を抽出する案内経路候補抽出手段と、予め定められた区間毎の紫外線被爆量が記憶
されたデータベースから候補抽出手段により抽出された各経路候補に対する区間毎の紫外
線被爆量を取得する紫外線被爆量取得手段と、紫外線被爆量取得手段により取得された区
間毎の紫外線被爆量に基づいて各経路候補に対する全区間における総紫外線被爆量を算出
する総紫外線被爆量算出手段と、総紫外線被爆量算出手段により算出された総紫外線被爆
量を各経路候補に対応付けて表示手段に表示させる表示制御手段と、案内経路の各経路候
補の中からユーザ操作により特定された経路候補を案内経路として特定する案内経路特定
手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００６】
　このような構成によれば、案内経路の経路候補を抽出し、予め定められた区間毎の紫外
線被爆量が記憶されたデータベースから各経路候補に対する区間毎の紫外線被爆量を取得
し、区間毎の紫外線被爆量に基づいて各経路候補に対する全区間における総紫外線被爆量
を算出し、算出された総紫外線被爆量を各経路候補に対応付けて表示し、案内経路の各候
補の中からユーザ操作により特定された候補を案内経路として特定するので、ユーザは各
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経路候補を通行する際に受ける紫外線量を認識して、各経路候補の中から好みの経路候補
を案内経路として特定することができる。
【０００７】
　また、請求項２に記載の発明は、外部と通信する通信手段を備え、紫外線被爆量取得手
段は、通信手段を介して外部より経路候補の各区間における一定時間毎の天気状況を予想
した天気情報を取得し、経路候補の各区間を通行する時間帯の各区間の天気状況に応じて
データベースから取得した各区間における紫外線被爆量を補正することを特徴としている
。
【０００８】
　このような構成によれば、経路候補の各区間における一定時間毎の天気状況を予想した
天気情報を取得し、経路候補の各区間を通行する時間帯の各区間の天気状況に応じてデー
タベースから取得した各区間における紫外線被爆量が補正されるので、より精度よく総紫
外線被爆量を算出することが可能である。
【０００９】
　また、請求項３に記載の発明は、表示制御手段は、各経路候補に対する区間毎の紫外線
被爆量を、紫外線被爆量に応じて異なる色で描画した画像を表示手段に表示させることを
特徴としている。
【００１０】
　このような構成によれば、各経路候補に対する区間毎の紫外線被爆量を、紫外線被爆量
に応じて異なる色で描画した画像が表示されるので、ユーザは紫外線被爆量の多い区間と
少ない区間を容易に認識することが可能である。
【００１１】
　また、請求項４に記載の発明は、表示制御手段は、総被爆量算出手段により算出された
総紫外線被爆量に予め定められた基準値を超過するものがあることを判定した場合、基準
値を超過する経路候補について総紫外線被爆量が基準値を超過する旨を警告表示すること
を特徴としている。
【００１２】
　このような構成によれば、算出された総紫外線被爆量に予め定められた基準値を超過す
るものがあることを判定した場合、基準値を超過する経路候補について総紫外線被爆量が
基準値を超過する旨の警告表示が行われる。したがって、例えば、日焼けによる影響を受
けるか否かの判断基準となる許容被爆量を基準値として設定することにより、許容被爆量
を超過する経路候補について総紫外線被爆量が許容被爆量を超過する旨の警告表示を行う
ことが可能である。
【００１３】
　また、請求項５に記載の発明は、車両に照射される紫外線に応じた信号を出力する紫外
線検出手段と、紫外線検出手段より出力される信号に基づいて車両が走行を開始してから
車両に照射された紫外線被爆量を算出する紫外線被爆量算出手段と、紫外線被爆量算出手
段により算出された紫外線被爆量が案内経路特定手段により特定された案内経路に対して
総被爆量算出手段により算出された総紫外線被爆量を超過したことを判定した場合、車両
が走行を開始してから車両に照射された累積紫外線被爆量が案内経路に対して算出された
総紫外線被爆量を超過した旨を報知する第１の報知手段と、を備えたことを特徴としてい
る。
【００１４】
　このような構成によれば、車両が走行を開始してから車両に照射された累積紫外線被爆
量が案内経路に対して算出された総紫外線被爆量を超過したことを判定した場合、車両が
走行を開始してから車両に照射された累積紫外線被爆量が案内経路に対して算出された総
紫外線被爆量を超過した旨が報知されるので、例えば、ユーザは必要に応じて日焼け対策
等を行い日焼けによる影響を少なくすることが可能である。
【００１５】
　また、請求項６に記載の発明は、車両に照射される紫外線に応じた信号を出力する紫外
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線検出手段と、紫外線検出手段より出力される信号に基づいて車両が走行を開始してから
車両に照射された紫外線被爆量を算出する紫外線被爆量算出手段と、紫外線被爆量算出手
段により算出された紫外線被爆量が予め定められた基準値を超過したことを判定した場合
、車両が走行を開始してから車両に照射された累積紫外線被爆量が基準値を超過した旨を
報知する第２の報知手段と、を備えたことを特徴としている。
【００１６】
　このような構成によれば、車両が走行を開始してから車両に照射された紫外線被爆量が
予め定められた基準値を超過したことを判定した場合、車両が走行を開始してから車両に
照射された累積紫外線被爆量が基準値を超過した旨が報知されるので、例えば、ユーザは
必要に応じて日焼け対策等を行い日焼けによる影響を少なくすることが可能である。
【００１７】
　また、請求項７に記載の発明は、車両に照射される紫外線に応じた信号を出力する紫外
線検出手段と、紫外線検出手段より出力される信号に基づいて予め定められた区間内の紫
外線被爆量を特定する区間紫外線被爆量特定手段と、区間紫外線被爆量特定手段により特
定された区間内の紫外線被爆量が案内経路特定手段により特定された案内経路の同一区間
における紫外線被爆量を超過したことを判定した場合、区間内の紫外線被爆量が案内経路
の同一区間における紫外線被爆量を超過した旨を報知する第３の報知手段と、を備えたこ
とを特徴としている。
【００１８】
　このように、車両に照射された区間内の紫外線被爆量が、案内経路の同一区間における
紫外線被爆量を超過したことを判定した場合、車両に照射された区間内の紫外線被爆量が
案内経路の同一区間における紫外線被爆量を超過した旨を報知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の一実施形態に係る経路案内装置の構成を図１に示す。本経路案内装置１は、位
置計測器１０、光センサ１１、記憶装置１２、表示機１３、通信装置１４および制御器１
５を備えたナビゲーション装置として構成されている。
【００２０】
　位置検出器１０は、ＧＰＳ受信機、ジャイロスコープ、車速センサ、地磁気センサ等を
有しており、これらセンサにより検出された車両の現在位置、向きを特定するための情報
を制御器１５に出力する。
【００２１】
　光センサ１１は、車両のウィンドシールドガラスを介して車室内に照射される光の照度
を検出するもので、車室内に照射される光の照度に応じた信号を出力する。本実施形態に
おける光センサ１１は、フロントガラスの上部に取り付けられている。
【００２２】
　記憶装置１２は、ハードディスクドライブとして構成されており、地図表示や経路探索
用の地図データ、位置検出の精度向上のためのいわゆるマップマッチング用データ、制御
器１５により実行される各種プログラム等の各種データを記憶している。
【００２３】
　本実施形態における記憶装置１２には、予め定められた区間（例えば、リンク）毎に紫
外線被爆量を規定した紫外線被爆量データベースが記憶されている。この紫外線被爆量デ
ータベースは、いわゆるプローブカーの走行に伴って予め定められた区間（例えば、リン
ク）毎に実測した紫外線被爆量に基づいて規定されたものである。紫外線被爆量は、季節
や時間帯により異なるため、区間毎の紫外線被爆量が月別、時間帯別（例えば、１時間毎
）に分類して規定されている。また、同一区間であっても、車両の進路方向によって紫外
線被爆量は異なるため、区間毎の紫外線被爆量が区間（例えば、リンク）および進路方向
と関連付けて規定されている。また、紫外線被爆量データベースには、各区間の天気状況
が晴れのときに実測した紫外線被爆量に基づいて各区間の紫外線被爆量が規定されている
。
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【００２４】
　なお、トンネル、ビル、山等の日陰となる要因が多く存在する区間では、周囲に日陰の
要因となるようなものが存在しない区間と比較して、区間内の紫外線被爆量が少なくなる
。また、夜間における各区間の紫外線被爆量は、０キロワット時／平方メートルとして規
定されている。
【００２５】
　本実施形態においては、自車の走行に伴って区間毎の紫外線被爆量を収集するようにな
っており、この収集した区間毎の紫外線被爆量により紫外線被爆量データベースに規定さ
れた区間毎の紫外線被爆量を更新することが可能となっている。
【００２６】
　表示機１３は、液晶等のディスプレイを有し、制御器１５より入力される映像信号に応
じた映像をディスプレイに表示させる。
【００２７】
　通信装置１４は、無線通信を介して外部と通信するためのものである。本経路案内装置
１は、この通信装置１４を介して情報センタ２と通信することが可能となっている。
【００２８】
　制御器１５は、ＣＰＵ、メモリ、Ｉ／Ｏ等を備えたコンピュータとして構成されており
、ＣＰＵは記憶装置１２に記憶された各種プログラムに従って各種処理を実施する。
【００２９】
　制御器１５の処理としては、位置検出器１０から入力される車両の現在位置、向きを特
定するための情報に基づいて車両の現在位置、向き、走行中の道路区間、進路方向を特定
する現在位置特定処理、自車位置周辺の地図上に自車位置マークを重ねて表示する地図表
示処理、出発地から目的地に至る最適な案内経路を探索する経路探索処理、案内経路に従
って案内する経路案内処理等がある。
【００３０】
　本実施形態における経路案内装置１は、紫外線被爆量を考慮して出発地から目的地に至
る案内経路を探索するとともに、当該探索した案内経路に従って案内する経路案内処理を
実施する。
【００３１】
　図２に、この経路案内処理のフローチャートを示す。車両のイグニッションスイッチが
オン状態になると、本経路案内装置１は動作状態となり、制御器１５は、上記した現在位
置特定処理、地図表示処理等を開始する。また、ユーザの操作に応じて経路探索処理の開
始が指示されると、図２に示す処理を開始する。
【００３２】
　まず、目的地を設定する（Ｓ１００）。具体的には、目的地の設定の入力を促す画面を
表示させ、ユーザ操作により指定された特定地点または特定施設を目的地に設定する。な
お、特に指定のない限り現在位置が出発地として設定されるようになっているが、ユーザ
操作により出発地を設定することも可能となっている。
【００３３】
　次に、出発日および出発時刻を設定する（Ｓ１０２）。具体的には、出発日および出発
時刻の入力を促す画面を表示させ、ユーザ操作により指定された内容に従って出発日およ
び出発時刻を設定する。
【００３４】
　次に、経路計算を行う（Ｓ１０４）。具体的には、地図データに基づいて出発地から目
的地に至る複数の経路に対し、区間（例えば、リンク）毎の経路コストを算出するととも
に出発地から目的地までの総経路コストを算出する。なお、この区間毎の経路コストを算
出して出発地から目的地までの総経路コストを算出する技術は周知である。
【００３５】
　次に、経路候補を特定する（Ｓ１０６）。本実施形態では、総経路コストの小さな複数
の経路を経路候補として特定する。
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【００３６】
　次に、紫外線被爆量データベースから各経路候補の区間毎の紫外線被爆量の読み出しを
行う（Ｓ１０８）。具体的には、Ｓ１０６にて特定した複数の各経路候補について、各区
間を通行する月日、時間帯を予測するとともに、各区間を通行する場合の進路方向を特定
し、各区間を通行する月日、時間帯および進路方向と同一条件の紫外線被爆量を紫外線被
爆量データベースから取得する。本実施形態における情報センタ２は、気象庁、天気情報
センタ等の気象予報機関より各地の天気状況を示す天気情報を収集するようになっており
、制御器１５は、通信装置１３を介して情報センタ２より経路候補の各区間における一定
時間（例えば、１時間）毎の天気状況を予想した天気情報を取得し、各区間を通行する時
間帯の各区間の天気状況（晴れ、曇り、雨）に応じて紫外線被爆量データベースから読み
出した各区間における紫外線被爆量を補正する処理を実施する。この処理においては、晴
れよりも曇りの方が紫外線被爆量が小さくなるように、また、曇りよりも雨の方が紫外線
被爆量が小さくなるように補正する。補正の手法としては、例えば、各区間における紫外
線被爆量に天気状況に応じた係数を乗算して補正することができる。
【００３７】
　次に、各経路候補に対する全区間における総紫外線被爆量を算出する（Ｓ１１０）。全
区間における総紫外線被爆量は、区間毎の紫外線被爆量を加算することにより算出するこ
とができる。
【００３８】
　次に、各経路候補とともに総紫外線被爆量を表示機１４に表示させる。図３に、表示機
１４の表示例を示す。図３には、出発地Ａから地点Ｂ、Ｃを経由して目的地Ｄに至る経路
候補ＡＢＣＤと、出発地Ａから地点Ｅ、Ｆを経由して目的地Ｄに至る経路候補ＡＥＦＤが
示されている。図に示すように、各経路候補に対する区間毎の紫外線被爆量を、紫外線被
爆量に応じて異なる色で描画した画像を地図形式で表示機１４に表示させる。この図では
、各区間を、高密度の点ハッチング、低密度の点ハッチング、白色で色分けしたような表
示となっているが、実際には、各区間の紫外線被爆量の高い順に、赤色（高密度の点ハッ
チングに対応する部分）、橙色（低密度の点ハッチングに対応する部分）、白色（白色に
対応する部分）で色分けして各区間の紫外線被爆量をカラー表示するようになっている。
また、各経路候補に対する全区間における総紫外線被爆量についてもグラフ化して表示す
る。このグラフには、日焼けによる影響を受けるか否かの判断基準となる許容被爆量も示
されている。なお、許容被爆量を基準値として、総紫外線被爆量が許容被爆量を超過する
ものがある場合には、総紫外線被爆量が基準値を超過することを示すメッセージとともに
手袋や腕カバー等の日焼け対策用品の携帯や日焼け止めクリームの塗布等の日焼け対策を
促すメッセージを警告表示するようになっている。
【００３９】
　次に、ユーザ操作により特定された経路候補を案内経路として特定する（Ｓ１１４）。
具体的には、表示画面に従って、複数の経路候補の中からユーザ操作により特定の経路候
補が選択可能となっており、ユーザ操作により選択された経路候補を案内経路として特定
する。
【００４０】
　次に、案内経路に従って走行案内を行う（Ｓ１１６）。この案内により、例えば、車両
が右左折交差点の手前に位置すると右左折案内を実施する。
【００４１】
　本実施形態における経路案内装置１は、車両が走行を開始すると、区間毎の紫外線被爆
量を測定するとともに、測定した区間毎の紫外線被爆量により紫外線被爆量データベース
を更新する処理を実施する。
【００４２】
　図４に、この処理のフローチャートを示す。制御器１５は、車両が走行を開始すると、
図に示す処理を開始する。
【００４３】



(8) JP 2009-264902 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

　まず、自車が次区間に入ったか否かを判定する（Ｓ２００）。具体的には、自車位置と
地図データに基づいて自車が位置する区間（例えば、リンク）を特定し、自車が次の区間
に進入したか否かを判定する。
【００４４】
　走行開始時、自車は１つ目の区間に進入しているものとする。したがって、Ｓ２００の
判定はＮＯとなり、車外照度の計測を行う（Ｓ２０２）。具体的には、光センサ１１から
入力される信号に基づいて車両に照射される光の照度を計測する。
【００４５】
　次に、紫外線量の換算を行う（Ｓ２０４）。本実施形態では、光センサ１１により検出
される光の照度と紫外線量とが比例関係にあるものとして、光センサ１１により検出され
た光の照度から紫外線量を特定する。なお、車両のフロントガラスに紫外線の透過を低減
するための処理がなされている場合には、フロントガラスにより低減する紫外線量を考慮
して紫外線量を補正する。
【００４６】
　次に、計測データを記憶する（Ｓ２０６）。具体的には、Ｓ２０４にて換算した紫外線
量をメモリに記憶し、Ｓ２００へ戻る。
【００４７】
　このように、自車が次の区間に進入するまで、Ｓ２０２～Ｓ２０６を一定時間毎に繰り
返し実施する。したがって、区間内における一定時間毎の紫外線量がメモリに蓄積される
。
【００４８】
　そして、自車が次の区間に進入すると、Ｓ２００の判定はＹＥＳとなり、区間内の紫外
線被爆量を算出してメモリに記憶する（Ｓ２０８）。ここでいう区間内の紫外線被爆量は
、前区間の紫外線被爆量である。なお、区間内の紫外線被爆量は、区間内において一定時
間毎に計測された各紫外線量の平均値と、区間内の走行時間を乗算して算出することがで
きる。
【００４９】
　次に、紫外線被爆量データベースから同一区間の紫外線被爆量の読み出しを行う（Ｓ２
１０）。具体的には、紫外線被爆量データベースから同一区間で、かつ、進路方向、月、
時間帯が同一条件の紫外線被爆量の読み出しを行う。
【００５０】
　次に、区間内の紫外線被爆量を更新する（Ｓ２１２）。具体的な、Ｓ２０８にて算出し
た前区間の紫外線被爆量とＳ２１０にて紫外線被爆量データベースから読み出した同一区
間の紫外線被爆量を平均化処理して新たな紫外線被爆量として紫外線被爆量データベース
を更新する。ただし、本実施形態では、通信装置１５を介して情報センタ２より現在位置
における現在時刻の天気状況を予想した天気情報を取得し、現在位置における現在時刻の
天気状況が晴れの場合にのみ更新するようになっている。また、この紫外線被爆量データ
ベースの更新は、ユーザ操作により禁止することも可能となっている。また、事故や渋滞
等の影響により区間内の走行時間が長くなると、Ｓ２０８にて算出される前区間の紫外線
被爆量も大きくなってしまうため、区間内の走行時間が異常値を示していると判定した場
合には、区間内の紫外線被爆量の更新を実施しないようになっている。
【００５１】
　このように、車両の走行に伴って、区間毎の紫外線被爆量が測定され、測定した区間毎
の紫外線被爆量により紫外線被爆量データベースが更新される。
【００５２】
　本実施形態における経路案内装置１は、測定した区間毎の紫外線被爆量に基づいて紫外
線被爆量が予め定められた紫外線量を超過したことを判定すると、紫外線被爆量が予め定
められた紫外線量を超過した旨を乗員に報知する処理を実施する。
【００５３】
　図５に、この処理のフローチャートを示す。制御器１５は、車両が走行を開始すると、
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図４に示した処理と並行して図５に示す処理を開始する。
【００５４】
　まず、自車が次区間に入ったか否かを判定する（Ｓ３００）。具体的には、自車位置と
地図データに基づいて自車が位置する区間（例えば、リンク）を特定し、自車が次の区間
に進入したか否かを判定する。
【００５５】
　走行開始時、自車は１つ目の区間に進入しているものとする。したがって、Ｓ３００の
判定はＮＯとなり、Ｓ３００の判定を繰り返す。
【００５６】
　そして、自車が次区間に進入すると、Ｓ３００の判定はＹＥＳとなり、次に、前区間の
紫外線被爆量の読み出しを行う（Ｓ３０２）。具体的には、図３に示したＳ２０８にて、
出発地から１つ目の区間の紫外線被爆量としてメモリに記憶された紫外線被爆量の読み出
しを行う。
【００５７】
　次に、前区間の紫外線被爆量が予め定められた基準値を超えたか否かを判定する（Ｓ３
０４）。本実施形態では、図２に示したＳ１１０において総紫外線被爆量を算出する際に
用いた該当区間の紫外線被爆量を基準値として、前区間の紫外線被爆量がこの基準値を超
えたか否かを判定する。
【００５８】
　前区間の紫外線被爆量が基準値を超えている場合、Ｓ３０６の判定はＹＥＳとなり、区
間内の紫外線被爆量の超過を警告する（Ｓ３０６）。具体的には、区間内の紫外線被爆量
が予め定められた基準値を超過した旨を警告表示するとともに図示しないスピーカより音
声出力させて区間被爆量アラームを発出させる。
【００５９】
　また、前区間の紫外線被爆量が基準値以下の場合、Ｓ３０６の判定はＮＯとなり、次に
、出発時からの総紫外線被爆量を算出する（Ｓ３０８）。出発時からの総紫外線被爆量は
、出発地点からの区間毎の紫外線被爆量を順次累積加算することにより算出することがで
きる。
【００６０】
　次に、総紫外線被爆量が予め定められた基準値を超過したか否かを判定する（Ｓ３１０
）。
【００６１】
　総紫外線被爆量が予め定められた基準値を超過すると、Ｓ３１０の判定はＹＥＳとなり
、次に、総紫外線被爆量の超過を警告する（Ｓ３１２）。具体的には、出発時からの総紫
外線被爆量が予め定められた基準値を超過した旨を警告表示するとともに図示しないスピ
ーカより音声出力させてリアルタイム被爆量アラームを発出させる。
【００６２】
　また、総紫外線被爆量が予め定められた基準値を超過していない場合、Ｓ３１０の判定
はＮＯとなり、次に、出発時からの総紫外線被爆量が案内経路の総紫外線被爆量を超えた
か否かを判定する（Ｓ３１４）。具体的には、出発時からの総紫外線被爆量が、図２に示
したＳ１１０にて算出された総紫外線被爆量を超えたか否かを判定する。
【００６３】
　ここで、出発時からの総紫外線被爆量が、図２に示したＳ１１０にて算出された総紫外
線被爆量を超えた場合、Ｓ３１４の判定はＹＥＳとなり、次に、総紫外線被爆量の超過を
警告する（Ｓ３１６）。具体的には、出発時からの総紫外線被爆量が出発時に想定した総
紫外線被爆量を超過した旨を警告表示するとともに図示しないスピーカより音声出力させ
て経路累積被爆量アラームを発出させる。
【００６４】
　上記したように、車両の走行に伴って計測した紫外線被爆量が予め定められた紫外線量
を超過したことを判定すると、紫外線被爆量が予め定められた紫外線量を超過した旨の報
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知が行われる。
【００６５】
　上記した構成によれば、案内経路の経路候補を抽出し、予め定められた区間毎の紫外線
被爆量が記憶されたデータベースから各経路候補に対する区間毎の紫外線被爆量を取得し
、区間毎の紫外線被爆量に基づいて各経路候補に対する全区間における総紫外線被爆量を
算出し、算出された総紫外線被爆量を各経路候補に対応付けて表示し、案内経路の各経路
候補の中からユーザ操作により特定された経路候補を案内経路として特定するので、ユー
ザは各経路候補を通行する際に受ける紫外線量を認識して、各経路候補の中から好みの経
路候補を案内経路として特定することができる。
【００６６】
　また、経路候補の各区間における一定時間毎の天気状況を予想した天気情報を取得し、
経路候補の各区間を通行する時間帯の各区間の天気状況に応じてデータベースから取得し
た各区間における紫外線被爆量が補正されるので、より精度よく総紫外線被爆量を算出す
ることが可能である。
【００６７】
　また、各経路候補に対する区間毎の紫外線被爆量を、紫外線被爆量に応じて異なる色で
描画した画像が表示されるので、ユーザは紫外線被爆量の多い区間と少ない区間を容易に
認識することが可能である。
【００６８】
　また、各経路候補に対して算出された総紫外線被爆量に予め定められた基準値を超過す
るものがあることを判定した場合、基準値を超過する経路候補について総紫外線被爆量が
基準値を超過する旨の警告表示が行われる。したがって、例えば、日焼けによる影響を受
けるか否かの判断基準となる許容被爆量を基準値として設定することにより、許容被爆量
を超過する経路候補について総紫外線被爆量が許容被爆量を超過する旨の警告表示を行う
ことが可能である。
【００６９】
　また、車両が走行を開始してから車両に照射された累積紫外線被爆量が案内経路に対し
て算出された総紫外線被爆量を超過したことを判定した場合、車両が走行を開始してから
車両に照射された累積紫外線被爆量が案内経路に対して算出された総紫外線被爆量を超過
した旨が報知されるので、例えば、ユーザは必要に応じて日焼け対策等を行い日焼けによ
る影響を少なくすることが可能である。
【００７０】
　また、車両が走行を開始してから車両に照射された紫外線被爆量が予め定められた基準
値を超過したことを判定した場合、車両が走行を開始してから車両に照射された累積紫外
線被爆量が基準値を超過した旨が報知されるので、例えば、ユーザは必要に応じて日焼け
対策等を行い日焼けによる影響を少なくすることが可能である。
【００７１】
　なお、本発明は上記実施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
なる形態で実施することができる。
【００７２】
　例えば、上記実施形態では、Ｓ３０６、Ｓ３１２、Ｓ３１６にて、紫外線被爆量が予め
定められた紫外線量を超過したことを判定した場合に、紫外線被爆量が予め定められた紫
外線量を超過した旨を乗員に報知したが、例えば、図６に示すように、出発地から現在地
までの経路について収集された区間毎の紫外線被爆量を累積した紫外線被爆量（リアルタ
イム被爆量）、区間内の紫外線被爆量（区間被爆量）および出発地から現在地までの経路
について算出された区間毎の紫外線被爆量を累積した紫外線被爆量（経路累積被爆量）を
グラフ表示したアラームパネルを表示機１４のディスプレイの一部に表示させるようにし
てもよい。
【００７３】
　また、上記実施形態では、図４に示した処理を実施して光センサ１１により検出された
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照度に基づいて区間内の紫外線被爆量を算出したが、例えば、乗員が手袋や腕カバー等の
日焼け対策用品を着用している場合には乗員の皮膚に到達する紫外線量も減少することか
ら、車室内の乗員を撮影する車室内カメラを備え、この車室内カメラにより撮影された画
像の画像認識処理を施して乗員が手袋や腕カバー等の日焼け対策用品を着用しているか否
かを判定し、乗員が紫外線防護対策を行っていると判定した場合には、区間内の紫外線被
爆量が小さくなるように補正してもよい。
【００７４】
　また、上記実施形態では、記憶装置１２に記憶された紫外線被爆量データベースから区
間毎の紫外線被爆量を取得したが、例えば、情報センタ２に設置された装置に紫外線被爆
量データベースを記憶させておき、通信装置１３を介して情報センタ２に設置された装置
から区間毎の紫外線被爆量を取得するようにしてもよい。この場合、例えば、通信装置１
４を介してＳ２０８にて算出した区間内の紫外線被爆量を情報センタ２に送信するように
して、情報センタ２に、各車両の走行に伴って収集された区間毎の紫外線被爆量を蓄積さ
せるようにしてもよい。また、車両上空の様子を撮影する車外カメラを備え、この車外カ
メラにより撮影された車両上空の撮影画像を情報センタ２に送信するようにしてもよい。
情報センタ２は、この撮影画像から各区間の天気状況を判断し、各区間のリアルタイムの
天気情報として各車両に配信することが可能である。
【００７５】
　また、上記実施形態では、図５に示した処理において、測定した区間毎の紫外線被爆量
に基づいて紫外線被爆量が予め定められた紫外線量を超過したことを判定すると、紫外線
被爆量が予め定められた紫外線量を超過した旨を乗員に報知する処理を実施したが、例え
ば、測定した区間毎の紫外線被爆量に基づいて紫外線被爆量が予め定められた紫外線量を
超過するか否かを事前に予測し、紫外線被爆量が予め定められた紫外線量を超過する前に
報知を行うようにしてもよい。
【００７６】
　また、上記実施形態では、車室内の乗員の体質と関係なく各種警告を発するようにした
構成を示したが、車室内に日焼けしやすい体質の乗員が乗車しているか否かを示す情報を
記憶装置１２に記憶するようにしておき、車室内に日焼けしやすい体質の乗員が乗車して
いる場合と車室内に日焼けしやすい体質の乗員が乗車していない場合とで、各種警告を発
する条件を変化させるようにしてもよい。例えば、記憶装置１２に記憶された情報に基づ
いて車室内に日焼けしやすい体質の乗員が乗車していることを判定した場合には、車室内
に日焼けしやすい体質の乗員が乗車していない場合の半分程度の紫外線被爆量で各種警告
を発するようにしてもよい。
【００７７】
　また、上記実施形態では、各区間の天気状況が晴れのときに実測した紫外線被爆量に基
づいて各区間の紫外線被爆量が規定された紫外線被爆量データベースから各区間の紫外線
被爆量を取得するとともに、情報センタ２より経路候補の各区間における一定時間毎の天
気状況を予想した天気情報を取得し、各区間を通行する時間帯の各区間の天気状況に応じ
て紫外線被爆量データベースから読み出した各区間における紫外線被爆量を補正したが、
例えば、各区間の各天気状況が、晴れ、曇り、雨のときに実測した各紫外線被爆量を別々
に紫外線被爆量データベースに記憶しておき、情報センタ２より経路候補の各区間におけ
る一定時間毎の天気状況を予想した天気情報を取得し、各区間を通行する時間帯の各区間
の天気状況に応じた各区間の紫外線被爆量を紫外線被爆量データベースから読み出すよう
にして、各区間を通行する時間帯の各区間の天気状況に応じて紫外線被爆量データベース
から読み出した各区間における紫外線被爆量を補正するようにしてもよい。
【００７８】
　また、上記実施形態では、Ｓ３０６、Ｓ３１２、Ｓ３１６にて、紫外線被爆量が予め定
められた紫外線量を超過した旨を乗員に報知したが、更に、どのようなケアをすれば良い
かをアドバイスするようにしてもよい。
【００７９】
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　また、上記実施形態では、Ｓ１１０にて通信装置１３を介して情報センタ２より経路候
補の各区間における一定時間毎の天気状況を予想した天気情報を取得し、各区間を通行す
る時間帯の各区間の天気状況に応じて各区間における紫外線被爆量を補正したが、走行中
に経路候補の各区間において予想されていた各区間の天気状況が変動することも考えられ
ることから、通信装置１３を介して情報センタ２より経路候補の各区間において予想され
ていた各区間の天気状況が変動することを示す情報を取得した場合、出発地を現在位置に
変更して、再度、図２に示した処理を実施するようにしてもよい。
【００８０】
　また、上記実施形態では、図３に示したように、各経路候補に対する区間毎の紫外線被
爆量を、紫外線被爆量に応じて異なる色で描画した画像を地図形式で表示機１４に表示さ
せたが、このような表示形式に限定されるものではなく、例えば、図表形式で模式的に表
示させるようにしてもよい。
【００８１】
　なお、上記実施形態における構成と特許請求の範囲の構成との対応関係について説明す
ると、Ｓ１０６が案内経路候補抽出手段に相当し、Ｓ１０８が紫外線被爆量取得手段に相
当し、Ｓ１１０が総紫外線被爆量算出手段に相当し、表示機１４が表示手段に相当し、Ｓ
１１２が表示制御手段に相当し、Ｓ１１４が案内経路特定手段に相当し、通信装置１３が
通信手段に相当し、光センサ１１およびＳ２０２、Ｓ２０４が紫外線検出手段に相当し、
Ｓ３０８が紫外線被爆量算出手段に相当し、Ｓ３１４、Ｓ３１６が第１の報知手段に相当
し、Ｓ３１０、Ｓ３１２が第２の報知手段に相当し、Ｓ３０２が区間紫外線被爆量特定手
段に相当し、Ｓ３０４、Ｓ３０６が第３の報知手段に相当する。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の一実施形態に係る経路案内装置の構成を示す図である。
【図２】経路案内処理のフローチャートである。
【図３】表示機の表示例を示す図である。
【図４】区間毎の紫外線被爆量を測定し、測定した区間毎の紫外線被爆量により紫外線被
爆量データベースを更新する処理のフローチャートである。
【図５】測定した紫外線被爆量が予め定められた紫外線量を超過した旨を乗員に報知する
処理のフローチャートである。
【図６】アラームパネルの表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００８３】
　１　　経路案内装置
　２　　情報センタ
　１０　位置計測器
　１１　光センサ
　１２　記憶装置
　１３　表示機
　１４　通信装置
　１５　制御器
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