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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的地を設定する目的地設定手段と、
　現在地を検出する現在地検出手段と、
　前記現在地から前記目的地までの最適経路を探索する経路探索手段と、
　前記最適経路に沿って前記目的地まで誘導を行う経路誘導手段とを備えた経路誘導装置
において、
　交通情報を入手する交通情報入手手段と、
　前記交通情報に基づいて前記最適経路上の迂回しなければならない交通障害を検出する
交通障害検出手段とを備え、
　前記経路探索手段は、前記最適経路上に迂回しなければならない交通障害を検出した場
合に、その交通障害を迂回して前記目的地へ至る迂回路を探索し、
　前記迂回路は、
　前記最適経路上の交通障害を迂回し、前記現在地から前記目的地までの所要走行時間が
最短の最適迂回路と、
　前記最適経路上の交通障害を迂回する迂回路の内、前記交通障害の発生地点に最も近い
分岐点から分岐する最後迂回路と、を含み、
　前記経路探索手段は、前記最適経路上の前記最適迂回路への分岐点と前記最後迂回路へ
の分岐点との距離（以下、分岐点距離という）、および、前記現在地から前記最適迂回路
を経て前記目的地へ至る所要走行時間と前記現在地から前記最後迂回路を経て前記目的地
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へ至る所要走行時間との差（以下、所要時間差という）に基づいて、前記最適迂回路と前
記最後迂回路の内のいずれか一方を選択し、
　前記経路誘導手段は、前記最適経路と、前記経路探索手段によって選択された前記迂回
路との分岐点の所定距離手前の地点で前記迂回路に関する案内を行うことを特徴とする経
路誘導装置。
【請求項２】
請求項１に記載の経路誘導装置において、
前記経路探索手段は、前記分岐点距離と前記所要時間差とを二次元とする平面上において
、前記分岐点距離が大きいほど前記最後迂回路を選択し、前記所要時間差が大きいほど前
記最適迂回路を選択する迂回路選択マップを設定し、前記迂回路選択マップにしたがって
前記最適迂回路と前記最後迂回路の内のいずれか一方を選択することを特徴とする経路誘
導装置。
【請求項３】
請求項２に記載の経路誘導装置において、
前記経路探索手段は、前記所要時間差が予め設定したしきい値を超える場合には、前記分
岐点距離が大きくても前記最適迂回路を選択することを特徴とする経路誘導装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の経路誘導装置において、
　前記所定距離を、前記迂回路へ分岐するための準備時間と車速とに基づいて決定するこ
とを特徴とする経路誘導装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の経路誘導装置において、
　前記経路探索手段は、前記最適経路から前記迂回路へ分岐する分岐点の所定距離手前の
地点において改めて前記目的地までの最適経路を探索し、前記最適経路を迂回する前記迂
回路を探索した場合にのみ、前記迂回路に関する案内を行うことを特徴とする経路誘導装
置。
【請求項６】
　目的地を設定するとともに現在地を検出し、前記現在地から前記目的地までの最適経路
を探索して前記最適経路に沿って前記目的地まで誘導を行う経路誘導方法において、
　交通情報を入手して前記最適経路上の迂回しなければならない交通障害を検出する検出
ステップと、
　前記最適経路上に迂回しなければならない交通障害を検出した場合はその交通障害を迂
回して前記目的地へ至る迂回路を探索する探索ステップと、
　前記最適経路から前記迂回路へ分岐する分岐点の所定距離手前の地点で前記迂回路に関
する案内を行う案内ステップと、を備え、
　前記探索ステップによって探索される前記迂回路は、
　前記最適経路上の交通障害を迂回し、前記現在地から前記目的地までの所要走行時間が
最短の最適迂回路と、
　前記最適経路上の交通障害を迂回する迂回路の内、前記交通障害の発生地点に最も近い
分岐点から分岐する最後迂回路と、を含み、
前記探索ステップにおいて、前記最適経路上の前記最適迂回路への分岐点と前記最後迂回
路への分岐点との距離、および、前記現在地から前記最適迂回路を経て前記目的地へ至る
所要走行時間と前記現在地から前記最後迂回路を経て前記目的地へ至る所要走行時間との
差に基づいて、前記最適迂回路と前記最後迂回路の内のいずれか一方を選択し、
前記案内ステップにおいて、前記探索ステップで選択された前記迂回路を案内することを
特徴とする経路誘導方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目的地までの経路を誘導する経路誘導装置および経路誘導方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　目的地までの設定経路上に交通規制や渋滞などが発生したときに、規制や渋滞などの発
生地点から所定距離または所定時間前に迂回路案内を行うようにしたナビゲーション装置
が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この出願の発明に関連する先行技術文献としては次のものがある。
【特許文献１】特開２００１－３４９７３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来のナビゲーション装置では、規制や渋滞などの発生地点か
ら所定距離または所定時間前に迂回路案内を行っているので、所定距離または時間が短い
と迂回路への分岐点を通過した後に迂回路案内が行われることがあるため、最適迂回路へ
進入できなくなるという問題点がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　目的地を設定するとともに、現在地を検出し、現在地から目的地までの最適経路を探索
して最適経路に沿って目的地まで誘導を行う場合に、交通情報を入手して最適経路上の迂
回しなければならない交通障害を検出し、最適経路上に迂回しなければならない交通障害
を検出した場合はその交通障害を迂回して目的地へ至る迂回路を探索し、最適経路から迂
回路へ分岐する分岐点の所定距離手前の地点で迂回路に関する案内を行う。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、乗員に迂回路へ進むか否かを適切に判断させることができる。すなわ
ち、最適な地点で迂回路案内を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　図１は一実施の形態の構成を示す図である。ＧＰＳ受信機１は衛星からの電波を受信し
て衛星航法により車両の現在位置を検出する。走行距離センサー２は車両の走行距離を検
出し、進行方位センサー３は車両の進行方位を検出する。これらのセンサー２、３で検出
した走行距離と進行方位に基づいて自律航法により車両の現在地を検出する。地図データ
ベース４は道路地図を記憶する記憶装置である。
【０００８】
　ビーコン受信機５は路側の光ビーコン送信機および電波ビーコン送信機から送信される
ビーコン放送を受信し、ＦＭ多重受信機６はＦＭ放送局から送信されるＦＭ多重放送を受
信する。これらのビーコン放送とＦＭ多重放送には渋滞、交通規制、工事、事故、気象な
どの道路上で発生して交通の障害となるあらゆる道路交通情報が含まれる。
【０００９】
　入力装置７はスイッチや方向キーなどの操作部材を備え、ディスプレイ９に表示される
道路地図の縮尺変更やスクロール、目的地の設定などを行う。コントローラー８はＣＰＵ
８ａ、ＲＯＭ８ｂ、ＲＡＭ８ｃなどを備え、ディスプレイ９に現在位置周辺の道路地図と
現在位置および目的地までの経路を表示するとともにスピーカー１０により案内放送を行
い、経路および迂回路の探索と経路誘導を行う。
【００１０】
　図２は一実施の形態の経路誘導プログラムを示すフローチャートである。このフローチ
ャートにより、一実施の形態の動作を説明する。コントローラー８はナビゲーション装置
の電源が投入されるとこの経路誘導プログラムを繰り返し実行する。
【００１１】
　ステップ１において入力装置７により設定された出発地、目的地、経由地を入力すると
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ともに、ビーコン受信機５およびＦＭ多重受信機６により道路交通情報を受信し、ステッ
プ２で周知のダイクストラ法により最新の道路交通情報を考慮した最短時間のコスト計算
を行って目的までの最適経路（最短時間経路）を探索する。ステップ３では現在地周辺の
道路地図をディスプレイ９に表示し、その道路地図上に車両の現在地と目的地までの最短
時間経路を表示して経路誘導を開始する。なお、ダイクストラ法により最短距離のコスト
計算を行って目的地までの最短距離経路を探索してもよい。
【００１２】
　ステップ４でビーコン受信機５およびＦＭ多重受信機６により道路交通情報を受信し、
続くステップ５で受信した道路交通情報を分析して目的地までの最適経路上に規制や渋滞
などの交通障害、すなわち当初の最適経路を迂回しなければならない交通障害の発生を確
認する。なお、交通障害には渋滞、交通規制、工事、事故、気象などの道路上で発生して
交通の障害となるあらゆる交通事象が含まれる。最適経路上に迂回しなければならない交
通障害が発生していない場合はステップ４へ戻り、目的地までの最適経路に沿って経路誘
導を続けながら、交通情報を受信して迂回しなければならない交通障害の発生を確認する
。
【００１３】
　一方、最適経路上に迂回しなければならない交通障害が発生している場合にはステップ
６へ進み、ダイクストラ法により最短時間のコスト計算を行って迂回しなければならない
交通障害の発生地点を迂回して目的地へ至る迂回路を探索する。
【００１４】
　ここで、一実施の形態の迂回路の探索方法を説明する。この一実施の形態では２種類の
迂回路を探索していずれか一方を選択する。図３に示すように、まず、現在地Ｐから迂回
しなければならない交通障害の発生地点Ｉまでの間の分岐点から分岐し、交通障害発生地
点Ｉを迂回して目的地Ｄへ至る複数の迂回路候補の内の、最短所要時間の迂回路を“最適
迂回路”Ｒ１とし、当初の最適経路Ｒ０から最適迂回路Ｒ１へ分岐する分岐点を最適分岐
点Ｂ１とする。
【００１５】
　次に、現在地Ｐから迂回しなければならない交通障害の発生地点Ｉまでの間の分岐点か
ら分岐し、交通障害発生地点Ｉを迂回して目的地Ｄへ至る複数の迂回路候補の内の、分岐
点を過ぎるとＵターンをする以外に交通障害発生地点Ｉを迂回できない迂回路を“最後迂
回路”Ｒ２とし、当初の最適経路Ｒ０から最後迂回路Ｒ２へ分岐する分岐点を最後分岐点
Ｂ２とする。
【００１６】
　最適迂回路Ｒ１には交通障害発生地点Ｉから遠く離れた最適分岐点Ｂ１から迂回する経
路が選択される可能性があり、このような場合には迂回路Ｒ１へ分岐した直後に当初の最
適経路Ｒ０上の交通障害が解消すると、当初の最適経路Ｒ０よりも所要時間が長い迂回路
Ｒ１を無駄に走行することになる。
【００１７】
　一方、当初の最適経路Ｒ０上の交通障害が解消することを期待して、交通障害発生地点
Ｉに最も近い最後分岐点Ｂ２から最後迂回路Ｒ２へ迂回する場合には、交通障害が解消し
ないと結局、最後迂回路Ｒ２を走行することになり、所要時間が短い最適迂回路Ｒ１を選
択できたにも拘わらず所要時間が長い最後迂回路Ｒ２を走行しなければならなくなる。
【００１８】
　そこで、この一実施の形態では、次の選択方法により最適迂回路Ｒ１と最後迂回路Ｒ２
の中からいずれかを選択する。まず、最適迂回路Ｒ１と最後迂回Ｒ２における現在地Ｐか
ら目的地Ｄまでの所要時間差、すなわち最後迂回路Ｒ２の所要時間Ｔ２から最適迂回路Ｒ
１の所要時間Ｔ１を差し引いた値をΔＴとする。また、当初の最適経路Ｒ０上の最適迂回
路Ｒ１への最適分岐点Ｂ１と最後迂回路Ｒ２への最後分岐点Ｂ２の距離差、すなわち現在
地Ｐから最後分岐点Ｂ２までの距離Ｌ２から、現在地Ｐから最適分岐点Ｂ１までの距離Ｌ
１を差し引いた値をΔＬとする。
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【００１９】
　そして、次式（１）を満たす場合は最適迂回路Ｒ１を選択し、満たさない場合は最後迂
回路Ｒ２を選択する。
　ΔＴ＞min｛ｋ・ΔＬ，Ｔk｝　・・・（１）
式（１）の関係を図４に示す。式（１）においてｋは直線ａ（図４参照）の傾き、Ｔkは
所要時間しきい値、min｛　，｝は小さい方を選択する関数である。
【００２０】
　式（１）および図４に示す関係から明らかなように、基本的には、分岐点距離差ΔＬが
大きいほど、最後分岐点Ｂ２へ到達するまでの間に最適経路Ｒ０上の交通障害が解消する
可能性が高いとして最後迂回路Ｒ２を選択する。一方、所要時間差ΔＴが大きいほど、最
後分岐点Ｂ２まで到達しても最適経路Ｒ０上の交通障害が解消しないために所要時間の長
い最後迂回路Ｒ２を走行するリスクを考慮すると、当初から最後迂回路Ｒ２よりも所要時
間が短い最適迂回路Ｒ１を選択する方が有利であるとし、最適迂回路Ｒ１を選択する。な
お、所要時間差ΔＴがしきい値Ｔkを超えるほど大きい場合には、いくら分岐点距離差Δ
Ｌが大きくても最適迂回路Ｒ１を選択する。
【００２１】
　式（１）および図４に示す傾きａとしきい値Ｔkは、迂回原因である交通障害の変化率
や、使用者の好みやリスクに対する容認度などにより変化させてもよい。
【００２２】
　図２に戻って一実施の形態の経路誘導の説明を続ける。迂回路選択後のステップ７にお
いて、迂回路案内地点を算出する。この一実施の形態では、図５に示すように、選択迂回
路（最適迂回路Ｒ１または最後迂回路Ｒ２）の分岐点Ｂ（最適分岐点Ｂ１または最後分岐
点Ｂ２）から距離Ｌａの地点Ａにおいて迂回路案内を行う。
【００２３】
　分岐点Ｂから案内地点Ａまでの距離Ｌａは、迂回準備時間Ｔａと現在の車速Ｖに基づい
て次式（２）により算出する。
　Ｌａ＝Ｔａ・Ｖ　・・・（２）
迂回準備時間Ｔａには、迂回路案内を理解する時間、迂回路へ進むか否かを判断する時間
、車線変更などに要する運転操作時間、余裕時間などを含む最適値を設定する。なお、渋
滞などの交通状況や道路種別などの走行環境に応じて迂回準備時間Ｔａを変化させてもよ
い。一方、車速Ｖには、現在の車速、最新の所定距離区間の平均車速、分岐点Ｂまでの制
限速度などを設定する。
【００２４】
　ステップ８において迂回案内地点Ａに到達したか否かを確認し、迂回案内地点Ａに到達
したらステップ９へ進む。ステップ９において最適経路の再探索を行う。すなわち、ビー
コン受信機５およびＦＭ多重受信機５により受信した最新の道路交通情報に基づいて現在
地から目的地までの最短時間の経路を探索する。
【００２５】
　ステップ１０で経路再探索の結果、最適経路Ｒ０上の交通障害が解消してふたたび当初
の最適経路Ｒ０が探索されたか否かを確認し、当初の最適経路Ｒ０が再探索された場合は
迂回案内を中止して当初の最適経路Ｒ０に沿って経路誘導を続ける。その後、ステップ４
へ戻って上述した処理を繰り返す。
【００２６】
　経路再探索の結果、当初の最適経路Ｒ０上の交通障害が解消せず、迂回路が探索された
場合にはステップ１１へ進み、先に探索した最適迂回路Ｒ１または最後迂回路Ｒ２と異な
るまったく新しい迂回路が探索されたか否かを確認する。まったく新しい迂回路が探索さ
れた場合にはステップ７へ戻り、上述した処理を繰り返す。一方、先に探索した最適迂回
路Ｒ１または最後迂回路Ｒ２が再探索された場合にはステップ１２へ進み、最適迂回路Ｒ
１または最後迂回路Ｒ２への迂回路案内を放送する。
【００２７】
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　このように、一実施の形態によれば、目的地を設定するとともに現在地を検出し、現在
地から目的地までの最適経路を探索して最適経路に沿って目的地まで誘導を行う場合に、
交通情報を入手して最適経路上の迂回しなければならない交通障害を検出し、最適経路上
に迂回しなければならない交通障害を検出した場合はその交通障害を迂回して目的地へ至
る迂回路を探索し、最適経路から迂回路へ分岐する分岐点の所定距離手前の地点で迂回路
に関する案内を行うようにしたので、乗員に迂回路へ進むか否かを適切に判断させること
ができる。つまり、最適な地点で迂回路案内を行うことができるので、従来のように、最
適迂回路へ進入できなくなることが避けられる。
【００２８】
　また、一実施の形態によれば、迂回路へ分岐するための迂回準備時間と車速とに基づい
て、迂回路へ分岐する分岐点から経路案内地点までの距離を決定するようにしたので、最
適な迂回路案内地点を設定することができ、乗員に迂回路へ進むか否かを適切に判断させ
ることができる。
【００２９】
　一実施の形態によれば、最適経路から迂回路へ分岐する分岐点の所定距離手前の地点に
おいて改めて目的地までの最適経路を探索し、最適経路を迂回する迂回路を探索した場合
にのみ、迂回路に関する案内を行うようにしたので、最適迂回路へ進入できる確率を上げ
ることができる。
【００３０】
　一実施の形態によれば、最適経路上の最適迂回路への分岐点と最後迂回路への分岐点と
の距離（分岐点距離）、および、現在地から最適迂回路を経て目的地へ至る所要走行時間
と現在地から最後迂回路を経て目的地へ至る所要走行時間との差（所要時間差）に基づい
て、最適迂回路と最後迂回路の内のいずれか一方を選択するようにしたので、最適迂回路
へ進入できる確率を上げることができる。
【００３１】
　一実施の形態によれば、分岐点距離と所要時間差とを二次元とする平面上において、分
岐点距離が大きいほど最後迂回路を選択し、所要時間差が大きいほど最適迂回路を選択す
る迂回路選択マップを設定し、この迂回路選択マップにしたがって最適迂回路と最後迂回
路の内のいずれか一方を選択するようにしたので、最適迂回路へ進入できる確率を上げる
ことができる。
【００３２】
　一実施の形態によれば、所要時間差が予め設定したしきい値を超える場合には、分岐点
距離が大きくても最適迂回路を選択するようにしたので、最適迂回路へ進入できる確率を
上げることができる。
【００３３】
《一実施の形態の変形例》
　上述した一実施の形態では、迂回路案内地点Ａに達してから改めて最適経路の再探索を
行い、探索結果に基づいて最適経路または迂回路を選択し直す例を示したが、迂回路案内
地点Ａに達したら最適経路の再探索を行わず迂回路案内を放送するようにしてもよい。図
６にこの変形例の経路誘導プログラムのフローチャートを示す。なお、図２に示すフロー
チャートと同様な処理を行うステップに対しては同一のステップ番号を付して相違点を中
心に説明する。
【００３４】
　ステップ１において入力装置７から出発地、目的地、経由地を入力するとともに、ビー
コン受信機５およびＦＭ多重受信機６により道路交通情報を受信し、ステップ２でダイク
ストラ法により道路交通情報を考慮した最短時間のコスト計算を行って目的地までの最適
経路（最短時間経路）、または上述したように最短距離のコスト計算を行って目的地まで
の最適経路（最短距離経路）を探索する。ステップ３では現在地周辺の道路地図をディス
プレイ９に表示し、その道路地図上に車両の現在地と目的地までの最適経路を表示して経
路誘導を開始する。
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【００３５】
　ステップ４でビーコン受信機５およびＦＭ多重受信機６により道路交通情報を受信し、
続くステップ５で道路交通情報を分析して目的地までの最適経路上に規制や渋滞などの交
通障害、すなわち当初の最適経路を迂回しなければならない交通障害の発生を確認する。
最適経路上に迂回しなければならない交通障害が発生していない場合はステップ４へ戻り
、目的地までの最適経路に沿って経路誘導を続けながら、交通情報を受信して迂回しなけ
ればならない交通障害の発生を確認する。一方、最適経路上に迂回しなければならない交
通障害が発生している場合にはステップ６へ進み、ダイクストラ法により最短時間または
最短距離のコスト計算を行って交通障害の発生地点を迂回して目的地へ至る迂回路を探索
する。
【００３６】
　迂回路の探索方法については上述した一実施の形態の探索方法と同様であり、図３に示
すように交通障害発生地点Ｉを迂回して目的地Ｄへ至る複数の迂回路候補の中から、“最
適分岐点”Ｂ１から分岐する最短所要時間または最短距離の“最適迂回路”Ｒ１と、“最
後分岐点”Ｂ２から分岐する“最後迂回路”Ｒ２とを抽出する。そして、上述したように
、最適迂回路Ｒ１の所要時間Ｔ１と最後迂回路Ｒ２の所要時間Ｔ２の時間差ΔＴと、最適
分岐点Ｂ１から最後分岐点Ｂ２までの距離ΔＬとに基づいて、上記（１）式によりいずれ
か一方の迂回路を選択する。
【００３７】
　迂回路選択後のステップ７において迂回路案内地点を算出する。図５により説明したよ
うに、迂回準備時間Ｔａと車速Ｖに基づいて分岐点Ｂから案内地点Ａまでの距離Ｌａを上
記（２）式により求め、選択迂回路（最適迂回路Ｒ１または最後迂回路Ｒ２）の分岐点Ｂ
（最適分岐点Ｂ１または最後分岐点Ｂ２）から距離Ｌａの地点Ａにおいて迂回路案内を行
う。ステップ８において迂回案内地点Ａに到達したか否かを確認し、迂回案内地点Ａに到
達したらステップ１２へ進み、最適迂回路Ｒ１または最後迂回路Ｒ２への迂回路案内を放
送する。
【００３８】
　このように、一実施の形態の変形例によれば、目的地を設定するとともに、現在地を検
出し、現在地から目的地までの最適経路を探索して最適経路に沿って目的地まで誘導を行
う場合に、交通情報を入手して最適経路上の迂回しなければならない交通障害を検出し、
最適経路上に迂回しなければならない交通障害を検出した場合はその交通障害を迂回して
目的地へ至る所要走行時間が最短の迂回路を探索し、最適経路から迂回路へ分岐する分岐
点の所定距離手前の地点で迂回路に関する案内を行うようにしたので、乗員に迂回路へ進
むか否かを適切に判断させることができる。つまり、最適な地点で迂回路案内を行うこと
ができるので、従来のように最適迂回路へ進入できなくなることが避けられる。
【００３９】
　また、この変形例によれば、目的地を設定するとともに、現在地を検出し、現在地から
目的地までの最適経路を探索して最適経路に沿って目的地まで誘導を行う場合に、交通情
報を入手して最適経路上の迂回しなければならない交通障害を検出し、最適経路上に迂回
しなければならない交通障害を検出した場合はその交通障害を迂回して目的地へ至る最短
距離の迂回路を探索し、最適経路から迂回路へ分岐する分岐点の所定距離手前の地点で迂
回路に関する案内を行うようにしたので、乗員に迂回路へ進むか否かを適切に判断させる
ことができる。つまり、最適な地点で迂回路案内を行うことができるので、従来のように
最適迂回路へ進入できなくなることが避けられる。
【００４０】
　特許請求の範囲の構成要素と一実施の形態の構成要素との対応関係は次の通りである。
すなわち、入力装置７が目的地設定手段を、ＧＰＳ受信機１、走行距離センサー２および
進行方位センサー３が現在地検出手段を、コントローラー８が経路探索手段および交通障
害検出手段を、コントローラー８、ディスプレイ９およびスピーカー１０が経路誘導手段
を、ビーコン受信機５およびＦＭ多重受信機６が交通情報入手手段をそれぞれ構成する。
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なお、以上の説明はあくまで一例であり、発明を解釈する際、上記の実施の形態の記載事
項と特許請求の範囲の記載事項との対応関係になんら限定も拘束もされない。
【００４１】
　上述した一実施の形態では、目的地までの最適経路、最適迂回路および最後迂回路を車
両側で探索する実施例を示したが、車両の現在地と目的地とを情報センターへ送信し、情
報センターでそれらの経路を探索するとともに、最適迂回路と最後迂回路の内のいずれか
一方を選択し、探索結果の経路を車両へ配信するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】一実施の形態の構成を示す図である。
【図２】一実施の形態の経路誘導プログラムを示すフローチャートである。
【図３】迂回路の選択方法を説明する図である。
【図４】迂回路の選択方法を説明する図である。
【図５】迂回路案内地点の算出方法を説明する図である。
【図６】一実施の形態の変形例の経路誘導プログラムを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４３】
１　ＧＰＳ受信機
２　走行距離センサー
３　進行方位センサー
４　地図データベース
５　ビーコン受信機
６　ＦＭ多重受信機
７　入力装置
８　コントローラー
９　ディスプレイ
１０　スピーカー
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