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(57)【要約】
【課題】　ユーザの行き先に関する情報を、ユーザに煩
雑な操作を強いることなく、的確に提供する。
【解決手段】　カーナビ１において、位置情報検出手段
１１は車の位置情報をＧＰＳなどによって検出する。検
出された位置情報を基にして得られた車の移動情報履歴
が、移動情報履歴手段１５に蓄積される。行動予測手段
１７はエンジンの起動などのイベントを検知したとき、
現在までの移動経路と、蓄積された移動情報履歴とを参
照して、車の行き先を予測する。予測された行き先に関
する商用情報や交通情報が、情報取得手段１８によって
サーバ２から取得され、情報提供手段１９によってディ
スプレイなどに提示される。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車の搭乗者に情報を提供する方法であって、
　前記車に搭載された情報機器によって、前記車の位置情報を検出するステップと、
　検出された位置情報から得た前記車の移動経路を、ノード間の遷移の形式で、移動情報
履歴として蓄積するステップと、
　前記搭乗者の好みの場所に関する嗜好情報を蓄積するステップと、
　所定のイベントの発生を検知したとき、前記車の現在までの移動経路と、蓄積された移
動情報履歴とを参照した前記車の１つの行き先と、前記嗜好情報を参照した前記車の別の
行き先とを予測するステップと、
　予測された複数の行き先に関する情報を、前記情報機器を介して、前記搭乗者に提供す
るステップとを備える、
ことを特徴とする情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置情報が検出可能なカーナビゲーションシステム（以下、「カーナビ」と
略記する）やＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等の情報機器を用いて、ユーザに情
報を提供するための技術に属する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＧＰＳ（Global Positioning System）や携帯電話網のアンテナ等を利用して、
カーナビやＰＤＡ、携帯電話によって位置情報が検出できるようになり、この位置検出機
能を利用して多様なサービスが実現されてきている。
【０００３】
　カーナビに関しては、ＧＰＳによって捕捉した自車位置近辺の情報を、ＦＭ文字多重放
送や光ビーコンから取り込んでディスプレイに表示させるサービスが実現されている。携
帯電話に関しては、ＮＴＴドコモの「ｉエリア」やＪフォンの「Ｊ－Ｓｋｙ」などのサー
ビスにおいて、携帯電話を持つユーザがいるエリアを数百ｍから数Ｋｍの範囲で限定し、
そのエリアに関するイベント情報やサービス情報などを提供している。
【０００４】
　さらに、携帯電話にＧＰＳのユニットを内蔵する端末も発売されており、精度が高いと
ころでは数ｍ程度の誤差で位置が検出できるようになり、今後、このような位置情報に関
連した様々なサービスが登場することが予想される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、現在実現されている様々なサービスでは、ユーザ（が使用する情報端末）の
現在位置を特定し、その現在位置に関連する情報をユーザに提供している。そして将来的
には、ユーザの現在位置に関する情報だけではなくて、これから向かう行き先に関する情
報についても、提供してほしいというニーズもあると考えられる。
【０００６】
　現在のカーナビなどのシステムでは、ユーザが目的地やルートを明示的に指定すること
ができるので、このようなシステムでは、指定された目的地やルートに関連する情報をユ
ーザに提供するような仕組みは、容易に実現可能である。ところが、目的地やルートを検
索したり指定したりする操作は、実際には煩雑である。また、仮に運転者が運転中にこの
ような操作を行うと、注意が散漫になるために、安全運転の妨げになると考えられる。
【０００７】
　そこで、ユーザが特に操作をしなくても、ユーザの行き先に関する情報を的確に提供で
きるような技術が実現されれば、いまよりもさらに、快適で安全なカーライフを人々に提
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供することができる。
【０００８】
　前記の問題に鑑み、本発明は、ユーザに煩雑な操作を強いることなく、ユーザの行き先
に関する情報を、的確に、提供可能にすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記の課題を解決するために、本発明は、車の搭乗者に情報を提供する方法として、前
記車に搭載された情報機器によって前記車の位置情報を検出するステップと、検出された
位置情報から得た前記車の移動経路を、ノード間の遷移の形式で、移動情報履歴として蓄
積するステップと、所定のイベントの発生を検知したとき、前記車の現在までの移動経路
と蓄積された移動情報履歴とを参照して前記車の行き先を予測するステップと、予測され
た行き先に関する情報を前記情報機器を介して前記搭乗者に提供するステップとを備えた
ものである。
【００１０】
　この発明によると、所定のイベントの発生が検知されたとき、車の現在までの移動経路
と、蓄積された過去の移動経路である移動情報履歴とが参照されて、車の行き先が予測さ
れる。そして、この予測された行き先に関する情報が、車に搭載された情報機器を介して
搭乗者に提供される。このため、車の搭乗者は、特に何も操作をしなくても、自分の行き
先に関する有益な情報を的確に受けることができ、快適かつ安全に、車で移動することが
できる。
【００１１】
　また、前記本発明に係る情報提供方法は、前記搭乗者の好みの場所に関する嗜好情報を
蓄積するステップを備え、前記車の現在までの移動経路と蓄積された移動情報履歴とを参
照した前記車の１つの行き先に加えて、前記嗜好情報を参照して前記車の別の行き先を予
測し、予測された複数の行き先に関する情報を提供するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、ユーザの移動情報履歴と、現在までの移動経路から、今後のユーザの
行き先が予測されるので、ユーザが特に操作を行わなくても、行き先に関する施設や店舗
などの情報を、ユーザに的確に提供することできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１４】
　なお、以下の各実施形態では、ユーザがカーナビの搭載された車を運転しているとき、
情報提供を受ける場合を想定して説明を行うが、本発明は、カーナビに限らず、位置情報
を取得可能なＰＤＡや携帯電話などの情報機器を利用しても、実現することが可能である
。
【００１５】
　また、以下の各実施形態では、「ランドマーク」および「エリア」という概念を用いる
。「ランドマーク」とは、駅、デパート、観光名所、プレイスポット、自宅、職場などの
施設、店舗または建造物を表し、「エリア」とは、複数のランドマークを包含する範囲（
「神戸市街地」や「関西学研都市」など）を表すものとする。
【００１６】
　（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態で、蓄積されたユーザの行動パターンを基にして、当該ユーザ
の今後の行き先を予測し、予測した行き先に関する情報をユーザに提供するものである。
【００１７】
　図１は本実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。図１において、１はユー
ザが乗った車に搭載されたカーナビ、２はカーナビ１からの要求に応じて情報を提供する
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ためのサーバ、３はカーナビ１とサーバ２とをつなぐ例えばインターネットなどのネット
ワークである。ここで、搭乗者としてのユーザは、運転者であっても、それ以外であって
もよい。、
　カーナビ１において、１１はＧＰＳなどを用いてユーザの車の現在位置に関する情報を
検出する位置情報検出手段であり、１２は地図情報を記憶する地図データベースである。
１３は位置情報検出手段１１によって検出された現在位置と地図データベース１２とを参
照して、検出した現在位置が記憶すべき場所であるか否か（後述するノードであるか否か
）を判定する記憶位置判定手段、１４は現在の日時を検出する日時検出手段、１５は記憶
位置判定手段１３によって現在位置が記憶すべき場所であると判定されたとき、現在位置
と日時検出手段１４によって検出された現在の日時とを対にして時系列に記憶する移動情
報履歴蓄積手段である。１６は移動情報履歴蓄積手段１５に記憶されている位置と日時の
情報（移動情報）の履歴から、時系列の移動パターンを検出する移動パターン検出手段で
あり、１７は所定のイベントが発生したとき、移動パターン検出手段１６によって検出さ
れた移動パターンからユーザの車の行き先を予測する行動予測手段である。１８は行動予
測手段１７によって予測されたユーザの行き先に関する情報をネットワーク３を介してサ
ーバ２から取得する情報取得手段であり、１９はユーザに対して、情報取得手段１８によ
って取得した情報や地図データベース１２に格納された地図情報を例えば液晶ディスプレ
イに表示する情報提供手段である。
【００１８】
　またサーバ２において、２１はカーナビ１に対して情報を送受信するための情報送受信
手段であり、２２はカーナビ１に対して送信するための情報を記憶している情報蓄積手段
である。
【００１９】
　図２は地図データベース１２に格納されたデータの例を示す図であり、本実施形態で参
照するデータの一部を抜粋したものである。本実施形態では、交差点やランドマーク、ま
たはエリア名称などを「ノード」という概念で表すものとする。図２において、ノード番
号は、これらノードに唯一に割り当てられたＩＤ番号を示し、ノードの種別および緯度・
経度情報とともにそれぞれ記憶されている。緯度、経度情報はあくまでもそのノードの代
表点の位置情報を示し、実際には、ノードの種類すなわち交差点、ランドマーク、エリア
などに応じて、範囲（代表点を中心とした半径など）を表す情報が存在する。例えば、交
差点やランドマークであれば代表点を中心とした半径１０ｍの範囲とし、エリアであれば
代表点を中心とした半径１ｋｍの範囲とする。もちろん、個々のエリアごとに、範囲が異
なっていてもよい。
【００２０】
　また、「○○交差点」や「△△遊園地」などの固有名称以外でも、Ｎ１２３やＮ１２４
のように「自宅」や「職場」などユーザに特有の場所をノードとして登録することができ
る。
【００２１】
　なお、ＩＤ番号の代わりに、交差点やランドマーク、エリアの名称を、各ノードが唯一
に特定できるように記述しておいてもよい。すなわち、移動情報履歴蓄積手段１５に蓄積
される移動経路において、交差点、ランドマーク、エリアなどが特定できればよい。
【００２２】
　また、ここでは、カーナビ１内に設けられた地図データベース１２において、各ノード
の情報を管理するものとしたが、例えばノードＩＤ番号に係る情報はサーバ２に蓄えられ
ており、カーナビ１がサーバ２に緯度・経度などの位置情報を送信すると、サーバ２がこ
れに対応するノードＩＤ番号をカーナビ１に通知するようにしてもよい。
【００２３】
　次に、車の移動経路が移動情報履歴として移動情報履歴蓄積手段１５に蓄積される処理
の流れについて、図３のフローチャートを用いて説明する。
【００２４】
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　カーナビ１は、まず車のエンジンがかかっているか否かを位置情報検出手段１１によっ
て判定し（Ｓ１１）、エンジンがかかっているとき（Ｓ１１でＮｏ）、車の現在位置を検
出するタイミングであるか否かを位置情報検出手段１１が判定する（Ｓ１２）。ここでの
判定は例えば、前回検出してから予め定められた所定時間、例えば３秒が経過したか否か
を判断することによって行う。
【００２５】
　検出タイミングであると判定されたとき（Ｓ１２でＹｅｓ）、位置情報検出手段１１は
例えばＧＰＳを利用してユーザの車の位置情報（経度、緯度）を検出する（Ｓ１３）。そ
して記憶位置判定手段１３は、検出された位置情報を基にして図２に示すような地図デー
タベース１２のデータを参照し、現在位置がいずれかのノードに含まれるか否かを判定す
る（Ｓ１４）。ノードに含まれると判定されたときは（Ｓ１４でＹｅｓ）、日時検出手段
１４が現在の日時を検出する（Ｓ１５）一方、ノードに含まれないと判定されたときは（
Ｓ１４でＮｏ）、再びＳ１１に戻り、判定が行われる。
【００２６】
　ステップＳ１５で現在の日時が検出されると、車が現在存在するノードの番号と現在日
時とを合わせて移動情報履歴蓄積手段１５に記憶する（Ｓ１６）。その後、ステップＳ１
１に戻り、再びエンジンがかかっているか否かの判定がなされる。
【００２７】
　図４は移動情報履歴蓄積手段１５に蓄積された移動情報履歴の例である。図４に示すよ
うに、ノード番号と通過日時は対になって時系列に記憶されている。例えば、７月３１日
の８時５分にノードＮ６を通過した後、同８時６分にノードＮ８を、さらに同８時８分に
ノードＮ１２を通過したことを表している。
【００２８】
　図４（ａ）の例では、移動情報は、出発地から目的地までのセグメント単位、すなわち
エンジンをスタートさせてから（出発地）ストップするまで（目的地）という単位でセグ
メントされている。一方、図４（ｂ）の例では、「自宅を出発してから自宅に帰着するま
で」というセグメントで蓄積されている。さらには、「同じ日付」というセグメントで蓄
積してもよいし、セグメントなしに蓄積してもよい。 
【００２９】
　なおここでは、時刻は月、日、時および分で表されているが、その他、年や秒、曜日も
合わせて記憶してもよいし、逆にこれらの単位のいずれかを選択して記憶しておいてもよ
い。
【００３０】
　また、エンジンをスタートした時刻やストップした時刻を併せて記憶してもよい。さら
に、エンジンのスタート時刻やストップ時刻を記憶するとともに、通過したノードについ
ては、通過時刻は特に記憶させずに、そのノード番号のみを記憶するようにしてもよい。
【００３１】
　次に、移動パターン検出手段１６の動作について説明する。移動パターン検出手段１６
は、移動情報履歴蓄積手段１５に蓄積された図４のような移動情報履歴から、ユーザの車
の移動傾向を抽出する。ここで、移動傾向とは例えば、「午前８時から午前１１時の間に
、Ｎ６，Ｎ８，Ｎ１２，Ｎ９という経路を通過したときは、次に向かうノードはＮ３４で
ある確率が高い。」というような規則のことをいう。
【００３２】
　ここで人間の日常の行動について考えてみると、人間の日常的な行動パターンは、日々
それほど変化するものでない。例えば、通勤に車を利用する人であれば、平日の朝は家か
ら会社に向かうであろうし、平日の夕方は会社から家に向かうであろう。また、運転者が
父親なら会社に向かうが、運転者が母親ならスーパーに行くことが多い、などの傾向が存
在すると思われる。つまり、ユーザが現在いる位置情報、および現在に至るまでの移動情
報を把握することによって、今後のユーザの行動がある程度予測できると考えられる。
【００３３】
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　移動傾向は、次のような方法で抽出可能である。移動情報履歴蓄積手段１５に蓄積され
た全ての移動情報履歴の中から、午前８時から午前１１時の間にＮ６、Ｎ８，Ｎ１２，Ｎ
９という経路を走行しているデータを検索し、その後に進行したノード番号をその頻度と
共に抽出する。例えば、Ｎ６，Ｎ８，Ｎ１２，Ｎ９という経路を走行した後に、Ｎ３４に
１７回、Ｎ１８に２回、Ｎ１７に１回移動したとすると、Ｎ６，Ｎ８，Ｎ１２，Ｎ９とい
う経路を走行した事象をＲとしたとき、Ｎ３４，Ｎ１８，Ｎ１７に移動する確率は、それ
ぞれ
　Ｐ（Ｎ３４｜Ｒ）＝１７／２０
　Ｐ（Ｎ１８｜Ｒ）＝２／２０
　Ｐ（Ｎ１７｜Ｒ）＝１／２０
という事後確率で表されることになる。この確率の値が大きいノードほど、事象Ｒの後に
その方向にユーザの車が向かう可能性が高いといえる。
【００３４】
　ここでは、現在位置のノードＮ９とその前の３個のノードＮ６，Ｎ８，Ｎ１２を参照す
るものとしたが、参照ノードはこのような個数に限定されるものではなく、様々に考える
ことができる。例えば、移動情報が「出発地から目的地」というセグメントで蓄積されて
いるときは、出発のノードから現在のノードまでのノード系列を参照するといったように
、蓄積されたデータ構造に応じて適切な値に設定してもよい。また、ランドマークやエリ
アなどユーザが直前に立ち寄っていたノードと、現在ノードとを参照してもよい。さらに
、ユーザが自宅を出発してから立ち寄ったランドマークやエリア、および現在のノードを
全て参照してもよい。
【００３５】
　さらには、次のような手法も考えられる。一般に、参照ノード数が多いほど、条件が厳
しくなるために予測の精度は向上するものの、蓄積した移動情報履歴の中から抽出できる
データ数は少なくなり、統計学の観点からすると、予測のために十分なデータが得られな
い可能性がある。そこで、現在のノードから過去にノードを順次遡ることによって参照ノ
ード数を増加させていき、データ数が所定値を超えるという条件を満たす最大長さのノー
ド系列を、参照ノードとして定める。遡るノードは、全ての種類のノードでもよいし、ラ
ンドマーク、エリア、交差点のいずれか、またはこれらの組み合わせに該当する種類のノ
ードに限定してもかまわない。このような手法を用いることによって、予測のために必要
な統計的なデータ数は満たしつつ、参照ノード数をできるだけ増やして条件を厳しくする
ことによって、予測の精度を高めることが可能となる。
【００３６】
　次に、ユーザの車の行動予測とそれに従ったユーザへの情報提供の処理について、図５
のフローチャートを参照して説明する。
【００３７】
　所定のイベントの発生が検知されると（Ｓ２１）、行動予測手段１７は移動パターン検
出手段１６を参照して、ユーザの車の現在以降の行動を予測する（Ｓ２２）。なお、上述
した移動パターン検出手段１６の動作は、予めなされていてもよいし、この所定のイベン
トを検知したときに行われるようにしてもかまわない。
【００３８】
　なお、所定のイベントとしては例えば、搭乗者の所定の行為としてのエンジン起動やカ
ーナビの操作（例えば、情報提供の要求操作）などがあり、この他にも、交差点通過時（
または通過後）、ランドマークやエリアに対する出発や到着、所定の時間間隔などの定期
的なタイミング、または新たな情報の入手時等が考えられる。
【００３９】
　ここで、行動の予測方法について説明する。いま図６において、ユーザの車がＮ１，Ｎ
２，Ｎ３という経路を走行し、現在Ｎ３に位置するものとする。Ｎ１，Ｎ２，Ｎ３という
経路をＲという事象で表現すると、Ｎ３の次にＮ４，Ｎ１１に向かう事後確率は、移動情
報履歴蓄積手段１５に蓄積された移動情報履歴を参照して、それぞれＰ（Ｎ４｜Ｒ），Ｐ
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（Ｎ１１｜Ｒ）で表現される。各ノードについてこのような事後確率がそれぞれ与えられ
るので、Ｎ７やＮ１４に向かう確率は、この事後確率の積として、それぞれ、
　Ｐ（Ｎ７）＝Ｐ（Ｎ４｜Ｒ）＊Ｐ（Ｎ６｜Ｒ∧Ｎ４）＊Ｐ（Ｎ７｜Ｒ∧Ｎ４∧Ｎ６）
　Ｐ（Ｎ１４）＝Ｐ（Ｎ１１｜Ｒ）＊Ｐ（Ｎ１３｜Ｒ∧Ｎ１１）＊Ｐ（Ｎ１４｜Ｒ∧Ｎ１
１∧Ｎ１３）
で表現される。
【００４０】
　行動予測手段１７は、このような確率値が所定の基準を満たすノードを、予測される行
き先として選択する。所定の基準は例えば、予測の確からしさを示す閾値αを定めておき
、確率値がこの閾値αよりも大きいこととする。例えば、Ｐ（Ｎ７）、Ｐ（Ｎ１４）のう
ち閾値αよりも大きいものはＰ（Ｎ７）であるとすると、行動予測手段１７はユーザの車
が今後進む方向として、ノードＮ７を予測する。
【００４１】
　なおここでは、Ｎ７，Ｎ１４に関して確率を計算したが、行動予測手段１７が確率を計
算するノードは、例えば現在のノード以降の全てのノードであってもよい。また、事後確
率の積を計算していき、積が閾値α以下になるノードが出現するまで計算するようにして
もよいし、ユーザが過去に走行したことがあるノードについて計算するようにしてもよい
し、ランドマークやエリアに関するノードについてのみ計算を行ってもよい。
【００４２】
　また、現在までの経路情報による事後確率では閾値αを超えるノードが存在しない場合
には、現在以降のノードを通過する毎に確率を計算し直し、閾値αを超えるノードが見つ
かった時点で、進路に関して予測を行う、といったことが考えられる。
【００４３】
　また、ユーザへの情報提供を希望する観光施設やプレイスポット、店舗などが、自身の
ノードや付近の交差点に対応するノードなどを予めカーナビ１に通知しておき、行動予測
手段１７ではそのノードに至る経路に関して確率計算を行うようにしてもよい。もちろん
、カーナビ１に緯度・経度などの位置情報を通知しておいて、カーナビ１内部で地図デー
タベース１２を参照して、緯度・経度とノードＩＤへのマッピングを行うようにしてもよ
い。
【００４４】
　いずれかの方法により、行動予測手段１７がユーザの車の行き先を例えばＮ７であると
予測すると、情報取得手段１８は、予測されたノードＮ７の位置情報をネットワーク３を
介してサーバ２に送信する（Ｓ２３）。図２によると、Ｎ７の位置情報は、東経１３５度
２２分３５秒、北緯３４度４７分３５秒である。サーバ２の情報送受信手段２１において
、カーナビ１からの位置情報の受信が確認されると（Ｓ３１，Ｓ３２）、情報蓄積手段２
２に蓄積された情報の中から、受信した位置情報に関連する情報の検索が行われる（Ｓ３
３）。
【００４５】
　図７は情報蓄積手段２２に記憶された位置関連情報の例である。図７に示すように、情
報蓄積手段２２には、情報提供者の名称とその位置、および提供したい情報が蓄積されて
いる。そして、カーナビ１から送信された位置情報が示す位置に近い情報提供者が提供す
る情報を、位置関連情報として選択する。近いか否かの判断は、例えば、送信された位置
情報が示す位置、情報提供者の位置を中心とした所定の半径（例えば４００ｍなど）の円
の中に含まれるか否かによって行えばよい。あるいは、各情報提供者が情報提供を行う範
囲を矩形で表し、その矩形を特定する情報（例えば、北東端と南西端など）を予め情報蓄
積手段２２で特定しておき、送信された位置情報が示す位置がその範囲に含まれるか否か
によって、近いか否かを判断してもよい。
【００４６】
　ここでは、カーナビ１から送信した位置情報が示す位置に近い情報提供者として「佐藤
商店」が選択され、提供する位置関連情報として「本日、全品２０％ＯＦＦ」が検索され
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たものとする。このようにして検索された位置関連情報は、情報送受信手段２１からネッ
トワーク３を介してカーナビ１に対して送信される。
【００４７】
　カーナビ１の情報取得手段１８は、サーバ２からの位置関連情報の受信を待ち（Ｓ２４
）、位置関連情報を受信したと判定したとき（Ｓ２５でＹｅｓ）、情報提供手段１９は受
信した情報をユーザに表示する（Ｓ２６）。提供方法としては例えば、ディスプレイ上に
視覚的に表示したり、音声により聴覚的にユーザに伝達する方法などがある。
【００４８】
　なお、位置関連情報の検索は、他の方法でも実行可能である。例えば、カーナビ１とサ
ーバ２とでノードＩＤ体系が共用されている場合には、図７の各情報にノードＩＤを対応
付けておき、カーナビ１からは予測したノードのＩＤを位置情報として送信し、送信され
たノードＩＤが対応付けられている情報提供者の情報を、位置関連情報として選択しても
よい。
【００４９】
　また、カーナビ１からは、単なる位置情報に加えて、経路情報（例えば「Ｎ３→Ｎ４→
Ｎ６→Ｎ７」）を送信し、ノードＩＤが一致するか否かに加えて、情報提供者の位置情報
やノードＩＤが、経路情報が示す経路の延長線上に存在するか否かというような基準を用
いて検索してもよい。
【００５０】
　以上のように本実施形態によると、ユーザの車の行き先を予測することが可能になり、
このため、ユーザは、特に何も操作をしなくても、行き先に到着する前に、その場所に関
する有益な情報を受けることができる。また、もしユーザがその方面に向かうつもりがな
い場合であっても、情報提供を行うことによって、その場所へ向かう動機をユーザに与え
ることが可能になる。
【００５１】
　また、本実施形態では、ユーザの車の移動経路を、交差点やランドマーク、エリアなど
に対応するノード間の遷移の形式によって表している。このため、ユーザが出発してから
各ノードを走行する毎に、ユーザの行き先を新たに予測し直すことができ、したがって、
移動経路の途中において、目的地をできるだけ早く予測することが可能となる。
【００５２】
　なお、ここでは、カーナビ１からサーバ２に対して、ユーザの行き先の位置情報を送信
するものとしたが、この代わりに、カーナビ１内部に、位置情報とノードの名称やＩＤと
の関係を表すテーブルを設けておき、予測した位置情報からこのテーブルを参照して求め
たノードの名称やＩＤをサーバ２に送信して、最新の情報を取得するようにしてもよい。
【００５３】
　また、図８のような、位置情報と、その位置情報に関連する情報を提供するＷｅｂサイ
トのＵＲＬアドレスとの関係を表すテーブルをカーナビ１またはサーバ２に記憶させてお
き、位置情報が決定すると、このテーブルを参照して、これに対応するＵＲＬサイトから
情報を取得するような仕組みにしてもよい。
【００５４】
　また、本実施形態では、ノードに関する位置情報を日時情報と併せて記憶するようにし
たが、この代わりに、位置情報検出手段１１が定期的に位置情報を検出し、ノードである
か否かに関係なく、その位置情報を、日時情報と併せて記憶するようにしてもよいし、日
時情報を記憶しないようにしてもよい。
【００５５】
　また、今後の行き先を予測する際に、その行き先に到着するまでの予想所要時間を考慮
に入れてもよい。というのは、ユーザが通過する可能性が高いノードが予測されたとして
も、そのノードに到着するのが６時間後やあるいは翌日であったりする場合には、そのノ
ードに関連する情報を提供することは必ずしも適切でないからである。すなわち、予想所
要時間が所定を越える行き先については、予測の対象から外すことが好ましい。
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【００５６】
　例えば、行動予測手段１７がユーザの行き先として、ノードＮ１００，Ｎ２００という
２個のノードを予測したとする。ここで、移動情報履歴蓄積手段１５に蓄積された移動情
報履歴には、検出された位置情報とそのときの日時が対になって記憶されている。このた
め、現在地からノードＮ１００，Ｎ２００に至るまでの所要時間は、蓄積された移動情報
履歴から予想することができる。
【００５７】
　ここで、所要時間の閾値という概念を導入して、例えば「所要時間が３時間を越えるノ
ードは予測の対象から外す。」という規則を利用するものとする。いま、ノードＮ１００
，Ｎ２００への所要時間がそれぞれ、２時間および６時間と予想されたとする。この場合
、所要時間が３時間を超えるノードＮ２００については、予測の対象から外される。この
結果、行動予測手段１７は、ノードＮ１００のみをユーザの行き先として予測する。
【００５８】
　また、本実施形態では、予測された行き先に関する情報として商用情報を提供するもの
としたが、提供する情報はこれに限られるものではなく、例えば渋滞などを示す交通情報
や、警察の交通取締り情報などを提供してもよい。
【００５９】
　また、本実施形態では、行き先の予測を行う際に、移動情報履歴の蓄積を行っているも
のとしたが、本発明はこれに限られるものではなく、例えばある程度の量の移動情報履歴
が蓄積された後などでは、蓄積動作は行わないで、すでに蓄積された移動情報履歴を参照
して、行き先の予測を行うようにしてもかまわない。
【００６０】
　（ノードの決定方法）
　また本実施形態において、ノードは、予め地図データを参照して決定しておけばよい。
基本的には、ユーザの車の走行経路と地図データとを参照して、停車地（ランドマークや
エリア）や交差点をノードとする。さらに、ユーザの車の走行経路の情報を用いて、ノー
ドを追加したり、あるいは削除したりすることができる。
【００６１】
　例えば図９（ａ）に示すように、交差点の中で、ユーザの車が２つ以上の方向に走行し
たことがあるものを、ノードとして定めてもよい。すなわち、交差点ａ，ｃについては、
ユーザの車は２方向に走行したことがあるのでノードＮａ，Ｎｃとして定める一方、交差
点ｂについては、ユーザの車は１方向にしか走行していないのでノードとはしない。
【００６２】
　その後、図９（ｂ）に示すように、交差点ｂについて、ユーザの車が新たな方向に走行
したとすると、交差点ｂについてはユーザの車は２方向に走行したことがあるので、ノー
ドＮｂとして追加する。あるいは図９（ｃ）に示すように、交差点ａについて、過去の所
定期間において、ユーザの車が１方向にしか走行しなかった場合には、ノードＮａを削除
する。なお、このようなノードの設定には、地図データは必ずしも必要ではなく、ユーザ
の車の走行履歴のみを用いて行うことができる。
【００６３】
　（第２の実施形態）
　図１０は本発明の第２の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。本実施形
態では、同一のカーナビであっても、運転者が異なったとき、運転者に応じた行動の予測
を行い、情報を提供する。図１０を図１と対比すると、カーナビ１Ａが運転者判定手段２
５を備えている点が異なる。
【００６４】
　運転者判定手段２５は、例えば車のエンジンがかけられたとき、運転者が誰であるかを
判定する。判定の方法としては、運転者個別のキーや半導体カードによって行う方法や、
運転者のもつ携帯電話と通信して電話番号を識別することによって行う方法などが考えら
れるが、その手法は特に問わない。そして、運転者判定手段２５による判定結果は、図１
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１に示すように、例えばユーザＩＤとして、第１の実施形態と同様にして求められたノー
ド番号とその通過時刻とともに、移動情報履歴蓄積手段１５に記憶される。
【００６５】
　これにより、ユーザ毎の移動情報履歴が記憶されることになり、したがって、ユーザ毎
のノード間の遷移確率を計算することが可能になる。したがって、「ＩＤ“２”のユーザ
は、午前中ならＮ６，Ｎ８という経路の後はＮ１２方面に向かう」が「ＩＤ“４”のユー
ザは、午前中ならＮ６，Ｎ８という経路の後はＮ２８方面に向かう」というような、運転
者個別の予測が可能となる。このような予測によって、個々のユーザに対して、より適し
たきめ細かな情報を提供することが可能となる。
【００６６】
　なお、運転者以外の搭乗者を判定するようにしてもよい。すなわち、運転者ではなく、
同乗者が誰であるかという情報を移動情報履歴蓄積手段１５に記憶することによって、例
えば「運転者一人で運転するときはＮ５に行くが、家族が同乗で運転するときはＮ１６方
面に行く。」といった予測も可能となる。さらには、運転者情報と同乗者情報を併せて記
憶するような構成も考えられる。
【００６７】
　また、運転者毎に記憶した方が好ましい情報としては、移動情報以外にも、例えば地図
データベース１２の情報が考えられる。第１の実施形態では、地図データベース１２に記
憶されるノードについてはユーザが登録することも可能であると述べた。ところが、例え
ば「職場」や「映画館」といった名称をユーザが登録する場合は、その指し示す対象がユ
ーザ毎に異なることが考えられる。例えば「職場」というノードは、運転手が父親のとき
は「○×製造株式会社」であるが、長男のときは「□△商事株式会社」であるといった例
が考えられる。
【００６８】
　そこで、地図データベース１２には、固有名称以外のノードに関しては運転者ごとに記
憶しておき、運転者判定手段２５による判定結果に応じて、参照するノード情報を変更す
るようにしてもよい。さらには、運転者ごとのノード情報は、地図データベース１２とは
別に記録させておいてもよい。例えばメモリカードに記録しておき、メモリカードをカー
ナビ１Ａに挿入させ、地図データベース１２およびメモリカードを併せて参照するように
してもよい。あるいは、ネットワーク上に存在させておいてもよい。
【００６９】
　（第３の実施形態）
　図１２は本発明の第３の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。本実施形
態では、ユーザの好みの場所に関する嗜好情報をカーナビに蓄積しておき、予測した行き
先とともに、嗜好情報も加味して、ユーザに情報を提供する。ここでは、ユーザがカーナ
ビに目的地設定した場所や、車のエンジンを切り所定時間以上停車した場所などを、ユー
ザの好みの場所として判断する。
【００７０】
　図１２を図１と対比すると、カーナビ１Ｂが停車位置検出手段３１、設定目的地解析手
段３２および嗜好情報蓄積手段３３を備えている点が異なる。停車位置検出手段３１は車
のエンジンが切られ、所定時間以上停車した状態であるか否かを判定し、停車状態である
とき自車の位置情報として緯度・経度情報を検出する。設定目的地解析手段３２はユーザ
によってカーナビ１Ｂに対して設定された目的地がどこであるかを解析する。嗜好情報蓄
積手段３３は地図データベース１２を参照して、停車位置検出手段３１によって検出され
た位置や設定目的地解析手段３２によって解析された場所について、その頻度を表す情報
を記憶する。
【００７１】
　図１３は嗜好情報蓄積手段３３に記憶されたデータの例である。図１３では、各データ
項目は位置、名称および頻度という属性を有している。ここで、ユーザが目的地を設定す
る場合は、地図上の位置、電話番号、名称などをキーとして地図データベース１２の検索
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を行うので、設定目的地解析手段３２によって解析される場所については、名称が必ずと
いっていいほど存在する。これに対して、停車位置検出手段３１によって検出された位置
情報については、地図データベース１２を検索したとき、必ずしも名称が登録されている
わけではない。このため、図１３における最下行のように、名称が未設定のデータも存在
することになる。もちろん、位置情報と対応するノードが存在するときは、ノードのＩＤ
や名称を記述しておけばよい。
【００７２】
　また、嗜好情報は次のように更新される。すなわち、停車位置検出手段３１または設定
目的地解析手段３２によって検出された場所が、すでにデータに登録されているときは、
その頻度を１だけ増加させ、未登録であれば新規にデータを追加し、頻度を１に設定する
。
【００７３】
　本実施形態における行動予測手段１７Ａの動作について、図１４を参照して説明する。
【００７４】
　いま、ユーザの車が、ノードＮ１０１，Ｎ１０２を経由して、ノードＮ１０３にいるも
のとする。このとき、今後ユーザの車が、ノードＮ１０４，Ｎ１０５を経由してノードＮ
１０６方面に進行する確率Ｐ（Ｎ１０６）、およびノードＮ１１１を経由してノードＮ１
１２方面に進行する確率Ｐ（１１２）は、第１の実施形態で説明した方法によって求める
ことができる。いま、
　Ｐ（Ｎ１０６）＝０．６，Ｐ（Ｎ１１２）＝０．４
とし、また閾値α＝０．５とすると、第１の実施形態では、ノードＮ１０６方面にいく可
能性が高いと判定する。
【００７５】
　本実施形態ではさらに、嗜好情報蓄積手段３３も参照される。図１３のデータから、ノ
ードＮ１１２方面に存在するファミリープラザには非常に頻度よく立ち寄っていることが
分かる。すべての停車地の中で、ファミリープラザに停車する割合Ｐ（ｆａｍｉｐｌａ）
は、０．６４（＝６４／（２５＋６４＋６＋５））である。そこで、
　｛Ｐ（Ｎ１１２）＋Ｐ（ｆａｍｉｐｌａ）｝／２
のように、行動の予測と嗜好情報の両方を考慮した値を算出する式を定義し、計算すると
、その値は０．５２となり、閾値αを超える。このため、行動予測手段１７Ａはユーザの
今後の行動の予測として、ノードＮ１０６方面とノードＮ１１２方面の２つを候補として
出力する。
【００７６】
　情報取得手段１８は、行動予測手段１７Ａからノード番号Ｎ１０６およびＮ１１２を受
け取り、これをネットワーク３を介してサーバ２に送信する。以降の情報提供の動作は、
第１の実施形態と同様である。なお、行動予測手段１７Ａは、ノード番号の代わりに、ノ
ードＮ１０６およびＮ１１２の緯度・経度情報、または佐藤商店、ファミリープラザなど
の施設、店舗名を出力してもよい。
【００７７】
　以上のように本実施形態によると、ユーザの行動予測だけでなく、ユーザの嗜好情報を
加味して情報を提供するので、ユーザはこれから向かう場所以外の、自分の好みの場所に
関する情報を取得できる。したがって、その情報を基に行動予定を変更する、など、ユー
ザにとって今後の行動の選択の幅が広くなり、ユーザに対する新たな行動の提案が可能と
なる。
【００７８】
　なお、本実施形態では、ユーザの嗜好場所に関する頻度の割合を、嗜好情報蓄積手段３
３に蓄積されたすべての場所の頻度を考慮して求めたが、この代わりに、進行が予想され
る嗜好場所のみの頻度を考慮して求めてもよい。
【００７９】
　なお、本実施形態では、行動予測を第１の実施形態で述べた方法によって行うものとし
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たが、これ以外のどのような行動予測方法であっても、本実施形態のように嗜好情報を加
味する機能を付加することは可能であり、有効である。
【００８０】
　（第４の実施形態）
　図１５は本発明の第４の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。本実施形
態では、行動予測に加えて、スケジュール管理機能を併せて利用することによって、行動
予測の精度を向上させる。図１５を図１と対比すると、カーナビ１Ｃの行動予測手段１７
Ｂがユーザの行動を予測する際に、ＰＤＡなどのスケジュール管理機能を備えるスケジュ
ーラ４１を参照する点が異なる。カーナビ１Ｃがスケジューラ４１を参照する方法として
は、ＰＤＡや携帯電話などのスケジュール機能を有する機器とケーブルや無線で通信する
、ＳＤカードなどのメモリカードを媒体にする、またはネットワーク上に存在するスケジ
ュール情報を参照するなどの方法があるが、この限りではない。
【００８１】
　図１６はスケジューラ４１で管理されたスケジュール情報の一例である。図１６のスケ
ジュールから、ユーザは１０時から本社で会議をした後、１２時から１４時の間に研究所
に移動し、１４時から研究所を見学し、１８時に帰宅することが分かる。
【００８２】
　スケジューラ４１を参照した行動予測の手順について、図１７を参照して説明する。
【００８３】
　ユーザはノードＮ２０１付近の本社を出発し、ノードＮ２０２を経由して、現在ノード
Ｎ２０３にいるものとする。現在時刻は１３時とする。このとき、第１の実施形態におけ
る行動予測手段１７では、移動情報履歴を参照して、研究所があるノードＮ２０６方面に
進行する確率Ｐ（Ｎ２０６）および工場があるノードＮ２１２方面に進行する確率Ｐ（Ｎ
２０６）として、それぞれ、
　Ｐ（Ｎ２０６）＝０．４，Ｐ（Ｎ２１２）＝０．４
と算出するものとする。そして、予測の確信度を示す閾値が０．７であり、いずれの確率
Ｐ（Ｎ２０６），Ｐ（Ｎ２１２）も閾値を超えておらず、進行方向をいずれとも判断しか
ねる状態であるとする。
【００８４】
　これに対して、本実施形態における行動予測手段１７Ｂは、移動情報履歴に加えて、ス
ケジューラ４１からユーザのスケジュールを取得し、これを併せて参照する。スケジュー
ラ４１では、ユーザは１４時から研究所を見学することが記述されている。研究所の位置
が地図データベース１２からノードＮ２０６であると判定されると、スケジュールから求
めた、１４時以前にユーザがＮ２０６方面へ進行する確率Ｐ（Ｎ２０６｜スケジュール）
は、例えば
　Ｐ（Ｎ２０６｜スケジュール）＝０．５
と定める。
【００８５】
　そして行動予測手段１７Ｂは、最終的な予測値として、移動情報履歴から得た予測値Ｐ
（Ｎ２０６）（＝０．４）と、スケジュールから求めた予測値Ｐ（Ｎ２０６｜スケジュー
ル）（＝０．５）とを加算し、０．９を得る。この値は閾値０．７を超えているため、今
後のユーザの行動としては、ノードＮ２０６方面に進む確率が高いことが分かる。この結
果、行動予測手段１７Ｂはユーザの進行方向としてノードＮ２０６方面を予測し、情報取
得手段１８はノードＮ２０６方面に関する情報を取得して、ユーザに提示することが可能
となる。
【００８６】
　このように本実施形態によると、ＰＤＡなどのスケジューラ機能を持つ情報機器と連動
してユーザのスケジュールを把握し、これを行き先の予測に加味することによって、さら
に精度の高い予測を行うことが可能になる。例えば、移動情報履歴から得た予測値では、
進行方向をいずれとも判断しかねる状態のときに、ユーザのスケジュールを参照して、ス
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ケジュールから求めた予測値を加算することによって、行き先を予測すればよい。
【００８７】
　なお、スケジュールから求めた予測値は、ここでは所定の値（０．５）として固定する
ものとしたが、これ以外でも例えば、ユーザが過去にスケジュール通りに行動したか否か
の実績に基づいて求めたり、場所ごとに値を定め、過去にスケジュール通りに行動した場
所に関しては値を相対的に高く設定する、など様々な方法が考えられる。
【００８８】
　また、スケジューラ４１から取得する情報として、「研究所」などの名称だけでなく、
その位置に関する情報（緯度・経度情報やノードＩＤなど）が含まれている場合には、地
図データベース１２に名称が存在しない場所についても予測を行うことができる。
【００８９】
　また、移動情報履歴から求めた行き先と、スケジューラ４１から取得したスケジュール
とが乖離している場合には、その旨を示すメッセージを表示するなどの処理を行ってもよ
い。図１８はこのようなメッセージを表示させた場合のカーナビのディスプレイ画面の例
である。図１８のように、行動予測とスケジュールとが乖離する場合に、ユーザに、あな
たの行き先は予定とは異なる旨のメッセージを表示する。このとき、メッセージに、スケ
ジュールによると本来向かうべき先の住所や電話番号を表示してもよい。あるいは、ユー
ザの車に電話機能が付いている場合には、ユーザの要求に応じて自動的に電話をかけるよ
うにすることもできる。さらには、スケジュールでの行き先を、カーナビの目的地として
あらためて設定して、そのルートをユーザに知らせることも可能である。
【００９０】
　なお、本実施形態では、行動予測を第１の実施形態で述べた方法によって行うものとし
たが、これ以外のどのような行動予測方法であっても、本実施形態のようにスケジューラ
の参照機能を付加することは可能であり、有効である。
【００９１】
　（第５の実施形態）
　図１９は本発明の第５の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。本実施形
態では、ユーザの行き先を予測するとともに、その行き先について、予想所要時間または
到着予想時刻などの情報を提示する。図１９を図１と対比すると、情報取得手段１８がネ
ットワーク３を介して取得した情報に基づいて、予測した行き先までの予想所要時間を算
出する所要時間算出手段５１を設けている点が異なる。 
【００９２】
　図２０は本実施形態において、移動情報履歴蓄積手段１５に蓄積された移動情報履歴の
例である。図２０の例では、移動情報として、日付、出発時刻、出発地、経路および目的
地が蓄積されている。出発地はエンジンが始動した地点、目的地はエンジンが停止した地
点である。
【００９３】
　出発地および目的地の表現方法としては、様々なものが考えられる。例えば、エンジン
の停止位置が地図データベース１２に記憶されたランドマークやエリアであった場合には
、その名前やノードＩＤで表すことが可能である。また、エンジンの停止位置に対応する
ランドマークやエリアがない場合には、距離が近いか（所定距離以内）またはその場所に
近い代表的な（有名）ランドマークやエリアの名前やノードＩＤで表してもよい。あるい
は、その付近の交差点名やノードＩＤ、または住所で表してもよい。
【００９４】
　また、エンジンが頻度よく停止する場所に関しては、所定のタイミングで、ユーザに名
称の登録を促すメッセージを出力してもよい。さらに、ユーザが持つ、またはネットワー
ク上に存在する住所録などを参照して、対応する名称（例えば「Ａ子さんの家」など）を
自動的に登録するようにしてもよい。
【００９５】
　移動パターン検出手段１６は図２０のような移動情報履歴を参照することによって、図
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２１に示すような移動パターンを検出する。すなわち図２０に示すようなユーザの過去の
走行を、出発曜日や出発時刻などの区分ごとに分類し、各区分について、出発地、経路お
よび目的地の組を、その平均所要時間と頻度でもって表現する。例えば図２１において、
平日の朝であれば、出発地が自宅の場合、目的地が△△株式会社、○×医院、スーパー○
○である頻度はそれぞれ７０％、２５％、５％であったことを示している。
【００９６】
　次に、本実施形態における行動予測とそれに従ったユーザへの情報提供の処理の流れに
ついて、図２２のフローチャートを参照して説明する。
【００９７】
　行動予測手段１７は、所定のイベントとして例えばエンジンの始動を検知すると（Ｓ４
１）、現在の日時および現在地の情報を取得する（Ｓ４２，Ｓ４３）。現在地の情報は位
置情報検出手段１１を利用して得ることができるが、これ以外にも、移動情報履歴蓄積手
段１５を参照して前回走行時のエンジン停止位置を得て、これを現在地としてもよい。こ
の方法によると、現在地情報を瞬時に得ることができる。
【００９８】
　いま、現在日時が平日の９時１０分、現在地が自宅であったとすると、移動パターン検
出手段１６によって検出された図２１に示すような情報を参照して、ユーザの行き先を予
測する（Ｓ４４）。図２１において、平日の８時から１１時の間に自宅を出発地とした場
合の目的地は、△△株式会社、○×医院およびスーパー○○であり、頻度はそれぞれ７０
％、２５％、５％である。第１の実施形態で示したような予測の確からしさを示す閾値の
概念を導入し、頻度が２０％以上の目的地を予測の候補とすると、△△株式会社および○
×医院がその対象となる。行動予測手段１７によって行き先が予測されると、情報取得手
段１８は、予測された行き先までの経路情報をサーバ２に対して送信する（Ｓ４５）。
【００９９】
　サーバ２は、カーナビ１Ｄから経路情報を受信すると（Ｓ５１）、情報蓄積手段２２に
蓄積された交通情報の中で受信した経路に関連する情報を検索し（Ｓ５２）、検索した交
通情報をカーナビ１Ｄに対して送信する（Ｓ５３）。
【０１００】
　カーナビ１Ｄは、情報取得手段１８において交通情報を受信すると（Ｓ４６）、所要時
間算出手段５１において、受信した交通情報と図２０に示す目的地までの所要時間などを
参照して、それぞれの行き先地候補までの予想所要時間を算出する（Ｓ４７）。例えば「
自宅から△△株式会社への通常の所要時間は６０分であり、交通情報を加味すると８０分
である」「自宅から○×医院への通常の所要時間は２０分であり、渋滞はなし」というよ
うに、現在の交通情報を加味した予想所要時間が算出される。そして、現在時刻が９時１
０分であることから、△△株式会社への到着予想時刻は１０時３０分、○×医院への到着
予想時刻は９時３０分であると算出する。
【０１０１】
　所要時間算出手段５１によって各行き先候補までの到着予想時刻が算出されると、情報
提供手段１９はユーザに対してその情報を提供する（Ｓ４８）。図２３は、カーナビ１Ｄ
の画面上に提示される情報の例である。図２３では、到着予想時刻に加えて、関連する交
通情報をユーザに提供している。なお、到着予想時刻の代わりに、予想所要時間に関する
情報を提供してもよい。
【０１０２】
　なお、本実施形態では、予想された行き先までの所要時間を、ユーザが過去に走行した
ときの平均所要時間と現在の交通情報とを基にして算出したが、これ以外でも、現在地か
ら目的地までの距離を地図データベース１２を参照して測定し、車両の平均走行速度など
を利用して所要時間を概算するといった方法も考えられる。
【０１０３】
　＜変形例＞
　さらに、予想所要時間や到着予想時刻とユーザのスケジュールとを対比して、空き時間
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の有無や、予定に遅れる可能性の有無を判断し、空き時間があるときや予定に遅れる可能
性があるとき、新たな情報を提供することも可能である。
【０１０４】
　図２４は本実施形態の変形例に係るシステムの全体構成を示す図である。図１９と対比
すると、所要時間算出手段５１による算出結果と、スケジューラ４１から得たユーザのス
ケジュールとを対比する判断手段５２が設けられている。判断手段５２は、算出された予
想所要時間または到着予想時刻とユーザのスケジュールとを対比して、空き時間がある場
合や、予定に遅れる可能性がある場合を検知する。
【０１０５】
　例えば、スケジューラ４１ではユーザは１５：００に研究所へ行く予定になっていたと
する。現在時刻が１３：１０であり、現在地から研究所までの予想所要時間が５０分であ
ったとすると、１時間程度の空き時間が存在することが分かる。判断手段５２が１時間程
度の空き時間があることを検知すると、情報提供手段１９は、その空き時間を潰せるよう
な情報をユーザに提供する。例えば図２５に示すように、研究所までのルートの近辺で１
時間程度の空き時間で立ち寄れるお薦めポイント（喫茶店や書店など）の情報をユーザに
提供する。
【０１０６】
　また、スケジューラ４１ではユーザは１５：００に研究所へ行く予定になっており、現
在時刻が１４：２０であり、現在地から研究所までの予想所要時間が５０分であったとす
ると、ユーザが多少予定に遅れる可能性があることが分かる。判断手段５２が予定に遅れ
る可能性があることを検知すると、情報提供手段１９は、目的地までの所要時間を短縮で
きるような別ルートの情報を提供する。例えば図２６の例では、研究所までのルートと並
行に走る高速道路の利用をユーザに薦めている。
【０１０７】
　（第６の実施形態）
　図２７は本発明の第６の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。図２７を
図１と対比すると、第５の実施形態で説明した所要時間算出手段５１と、取得した商用情
報について、所要時間算出手段５１で得られた予想所要時間または到着予測時刻を参照し
て、フィルタリングをかけるフィルタリング手段６１を備えている点が異なる。
【０１０８】
　いま、行動予測手段１７によって、ユーザの車の行き先としてノードＡ，Ｂが予測され
たとする。このとき、情報取得手段１８は、ノードＡ，Ｂまでのルートの交通情報と、ノ
ードＡ，Ｂに関連する商用情報をネットワーク３を介してサーバ２から取得する。
【０１０９】
　図２８は取得された商用情報の例である。図２８では、ノードＡの子供プラザでは６月
１日９時から６月２日１５時までの期間、記念品の贈呈が行われており、ノードＢのＧＳ
梅田店では、５月２８日８時から６月３日１７時までの期間、女性ドライバーに対してガ
ソリン値引きが行われていることが示されている。ここで、所要時間算出手段５１によっ
て、ノードＡへの到着時刻は６月２日１５時２０分、ノードＢへの到着時刻は６月２日１
６時と予測されたとする。
【０１１０】
　フィルタリング手段６１は、予測された到着時刻が、商用情報における有効期間に含ま
れているか否かを判断し、含まれている情報のみを出力する。ここでは、ノードＡの子供
プラザについては、到着予測時刻の６月２日１５時２０分は有効期間を過ぎているので、
提供する情報からは省く。一方、ノードＢのＧＳ梅田店については、到着予測時刻の６月
２日１６時は有効期間内であるので、ユーザにとって役に立つ情報であると判断して、情
報提供手段１９に出力する。
【０１１１】
　また、到着予測時刻が有効期間を過ぎている商用情報については、省いてしまう代わり
に、ユーザに、間に合わない可能性が高い旨のメッセージとともに提示してもよい。ある
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いは、間に合う可能性を数値で表示して、ユーザの注意を喚起してもよい。さらには、ユ
ーザの車の進行状況や渋滞状況に応じて到着予測時刻を更新していき、これに応じて、間
に合う可能性を示す数値を刻々と変化させていってもよい。
【０１１２】
　なお、商用情報のフィルタリングは、サーバ２の方で実行させてもよい。
【０１１３】
　（第７の実施形態）
　図２９は本発明の第７の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。図２９を
図１と対比すると、移動履歴情報から、複数のノードを包含する「エリア」を生成するエ
リア化手段７１を備えている点が異なる。
【０１１４】
　いま、図３０（ａ）に示すようなノード１～７が存在するものとする。ここで、エリア
化手段７１は、移動情報履歴蓄積手段１５に蓄積された移動情報履歴を参照して、所定の
大きさの範囲内にあって、ユーザが過去に訪れた頻度が所定回数以上であるノードが複数
ある場合に、これらのノードをまとめて「エリア」とする。図３０（ｂ）の例では、ノー
ド２，３，５，６が１つのエリアにまとめられている。
【０１１５】
　行動予測手段１７は、ユーザの行き先はノード３であると予測したとき、エリア化手段
７１におけるエリアの情報を参照して、ノード３と同一エリアにノード２，５，６が存在
することを認識する。そして、情報取得手段１８に、ノード３に関連する情報だけではな
く、ノード２，５，６に関連する情報も併せて取得するように指示する。この結果、ユー
ザには、ノード３の関連情報だけでなく、同一エリアに含まれたノード２，５，６の関連
情報も提示される。
【０１１６】
　なお、エリア化するノードの範囲は、ユーザが主として滞在する自宅や会社などからの
距離に応じて変更してもよい。例えば、自宅から遠いほど、範囲を広くすればよい。また
、ユーザの移動方法に応じて、変更してもよい。例えば、カーナビのように車の移動を前
提とする場合は広く設定し、徒歩による移動を前提とする場合は狭く設定すればよい。
【０１１７】
　なお、エリア化する手法は、ここで示されたものに限られるものではない。例えば図３
１に示すように、エリア化可能なノード群をエリア候補ごとに予め定めておく（例えばエ
リア１は「梅田エリア」、エリア２は「難波エリア」など）。そして、各エリア候補につ
いて、例えば、対応するノード群のうち所定数以上のノードについてユーザの訪問回数が
所定回数を超えたというような条件を満たしたとき、そのエリア候補をエリアとして定め
る。また、同一の日付や同一時間帯にユーザが訪れたノードを、エリア化してもよい。さ
らに、あるノードが、複数のエリアに含まれるように設定してもよい。
【０１１８】
　また、すでに生成したエリアを、ノードとみなして、上述のようなエリア化をさらに行
ってもよい。
【０１１９】
　また、予め広域のエリアを設定しておき（例えば「東大阪エリア」など）、その中のノ
ードの個数が増えてきたら、そのエリアを分割していくようにして、エリア化を行っても
よい。分割してから新しくエリアを作成する場合には、上述の方法を用いればよい。
【０１２０】
　なお、上述の各実施形態では、ユーザに情報を提供する機器としカーナビを想定して説
明を行ったが、本発明において、情報機器はカーナビに限定されるものではなく、例えば
携帯電話やＰＤＡなどユーザが日常的にもつ情報端末などであっても、位置情報のセンシ
ングが可能であれば、ここで示した各実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１２１】
　また、上述の各実施形態では、ユーザは車で移動するものとしたが、車以外の手段、例
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えば徒歩、電車などで移動する場合であっても、情報機器を携帯している場合には、本発
明は実現可能である。
【０１２２】
　また、本実施形態では、移動情報履歴蓄積手段１５、移動パターン検出手段１６および
行動予測手段１７をカーナビなどの情報機器の内部に設ける例を示したが、これらの機能
をネットワーク接続された外部のサーバに設けるような構成も考えられる。すなわち、位
置情報検出手段１１や日時検出手段１４によって検出された情報が外部のサーバに送信さ
れ、そのサーバで蓄積されて、所定のイベントが発生したときに、サーバで今後の行動を
予測して必要な情報をカーナビに対して送信する、といった構成も可能である。このよう
な構成は、ユーザが用いる情報機器が、携帯電話やＰＤＡであった場合に、特に有効とな
る。
【０１２３】
　また、本実施形態では、移動パターンは、蓄積された移動情報履歴から抽出するものと
したが、この代わりに、ネットワークなど外部から移動パターンを取得したり、ユーザ自
身が移動パターンを設定するようにしてもよい。例えば、情報提供者が「ノードＡ→ノー
ドＢ→ノードＣという経路を走行するユーザに、ノードＴ付近にある店舗Ｓの情報を提供
したい」という要求を持っている場合、移動パターン検出手段１６にこの条件を記憶させ
ておく。そして実際に、ユーザがノードＡ→ノードＢ→ノードＣという経路を走行した場
合には、その後の進行方向としてノードＴを予測し、情報取得手段１８はサーバ２に対し
てノードＴ付近に関する情報を要求する。
【０１２４】
　また、情報の取得のために、ネットワークを利用する代わりに、ＶＩＣＳや放送波など
を利用してもよい。この場合、情報取得手段１８は、行動予測手段１７によって予測され
た行き先に関する情報のみを抽出して、ユーザに提供するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明に係る情報提供方法および装置は、ユーザに煩雑な操作を強いることなく、ユー
ザの行き先に関する有益な情報を、的確に提供することができ、例えば、カーナビやＰＤ
Ａ等の情報機器を用いたサービスの提供等に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。
【図２】地図データベースに格納されたデータの例である。
【図３】本発明の第１の実施形態において、移動情報の履歴を蓄積する処理を示すフロー
チャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態において、蓄積された移動情報の履歴の例である。
【図５】本発明の第１の実施形態において、行動予測と情報提供の処理を示すフローチャ
ートである。
【図６】ノードの遷移の一例を示す図である。
【図７】記憶された位置関連情報の例である。
【図８】位置情報と、これに関連する情報を提供するＵＲＬアドレスとの関係を表す情報
である。
【図９】ノードの決定方法を示す図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態において、蓄積された移動情報の履歴の例である。
【図１２】本発明の第３の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態における嗜好情報の例である。
【図１４】本発明の第３の実施形態における行動予測を説明するための図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。
【図１６】スケジューラで管理されたユーザのスケジュールの例である。
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【図１７】本発明の第４の実施形態における行動予測を説明するための図である。
【図１８】移動情報の履歴から求めた行動予測とスケジュールとが異なるときに表示する
メッセージの例である。
【図１９】本発明の第５の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。
【図２０】本発明の第５の実施形態において、蓄積された移動情報の履歴の例である。
【図２１】図２０の移動情報履歴から検出された移動パターンの例である。
【図２２】本発明の第５の実施形態において、行動予測と情報提供の処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図２３】到着予想時刻をユーザに提供する情報の例である。
【図２４】本発明の第５の実施形態の変形例に係るシステムの全体構成を示す図である。
【図２５】空き時間があるときにユーザに提供する情報の例である。
【図２６】予定に遅れる可能性があるときにユーザに提供する情報の例である。
【図２７】本発明の第６の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。
【図２８】取得される商用情報の例である。
【図２９】本発明の第７の実施形態に係るシステムの全体構成を示す図である。
【図３０】ノードのエリア化を説明するための図である。
【図３１】エリア候補を示す情報の例である。
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