
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の異なる種類の更新用の地図情報を提供する複数の地図情報提供装置と接続され、
蓄積する地図情報を更新する地図情報更新装置であって、
　地図情報を蓄積する地図情報蓄積手段と、
　現在位置を検出する位置検出手段と、
　前記位置検出手段で検出された位置を、移動する目的地を示す情報とともに、移動履歴
として蓄積する移動履歴蓄積手段と、
　前記移動履歴蓄積手段に蓄積された移動履歴に基づいて、前記複数の更新地図情報の１
つを選択し、選択した更新地図情報を、対応する前記地図情報提供装置から取得する地図
情報選択更新手段と、
　前記地図情報選択更新手段によって取得された更新地図情報を蓄積する更新地図情報蓄
積手段と、
　前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報のうち、前記更新地図情報蓄積手段に蓄積
された更新地図情報が示す地理的な場所については、当該更新地図情報が表示されるよう
に、前記地図情報と前記更新地図情報とを合成して表示する合成表示手段と、
　前記移動履歴蓄積手段に蓄積された移動履歴に基づいて、移動する目的地のカテゴリご
とにユーザが許容できる移動距離の範囲である許容範囲を、行動モデルとして算出する行
動モデル算出手段とを備え、
　前記地図情報選択更新手段は、前記行動モデル算出手段によって算出された行動モデル
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が示す許容範囲内の領域を含む地図であって、前記カテゴリについて詳しい情報が記載さ
れている地図を前記更新地図情報として選択する
　ことを特徴とする地図情報更新装置。
【請求項２】
　前記行動モデル算出手段は、
　ユーザの自宅から前記目的地までの移動コストを求める移動コスト演算部と、
　前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報に含まれるランドマークとランドマークの
種類であるカテゴリとの対応を示すランドマーク情報を参照することで、前記目的地のカ
テゴリを特定するランドマーク情報抽出部と、
　前記ランドマーク情報抽出部で特定された前記目的地のカテゴリと前記移動コスト演算
部で求められた移動コストとから、目的地のカテゴリごとに、前記許容範囲を算出する行
動範囲分類部と、
　前記行動範囲分類部によって算出された目的地のカテゴリごとの許容範囲を示すテーブ
ルを前記行動モデルとして生成する行動モデル生成部とを有する
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報更新装置。
【請求項３】
　前記行動モデル算出手段は、
　前記移動履歴蓄積手段に蓄積された移動履歴に基づいて、ユーザの行動の基点となる主
要な地点である主要基点を抽出する主要基点抽出部と、
　前記移動履歴における前記主要基点から目的地までの移動コストを求める移動コスト演
算部と、
　前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報に含まれるランドマークとランドマークの
種類であるカテゴリとの対応を示すランドマーク情報を参照することで、前記目的地のカ
テゴリを特定するランドマーク情報抽出部と、
　前記ランドマーク情報抽出部で特定された前記目的地のカテゴリと前記移動コスト演算
部で求められた移動コストとから、目的地のカテゴリごとに、前記許容範囲を算出する行
動範囲分類部と、
　前記行動範囲分類部によって算出された目的地のカテゴリごとの許容範囲を示すテーブ
ルを前記行動モデルとして生成する行動モデル生成部と
　を有することを特徴とする請求項１記載の地図情報更新装置。
【請求項４】
　前記地図情報選択更新手段は、
　前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報のうち、前記複数の地図情報提供装置によ
って提供される地図情報によって更新される領域を特定する更新領域特定部と、
　前記複数の地図情報提供装置によって提供される地図情報の種類を判定する地図種類判
定部と、
　前記行動モデル算出手段によって算出された行動モデルを取得して参照する行動モデル
参照部と、
　前記複数の地図情報提供装置によって提供される地図情報のうち、前記行動モデル参照
部によって参照された行動モデルが示す許容範囲の少なくとも一部が前記更新領域特定部
によって特定された領域に含まれ、かつ、前記行動モデルが示す目的地のカテゴリが前記
地図種類判定部で判定された地図の種類に対応している地図情報を前記更新地図情報とし
て選択する選択地図決定部と
　を有することを特徴とする請求項１記載の地図情報更新装置。
【請求項５】
　複数の異なる種類の更新用の地図情報を提供する複数の地図情報提供装置と通信路で通
信することによって、蓄積する地図情報を更新する地図情報更新方法であって、
　位置検出手段が、現在位置を検出する位置検出ステップと、
　移動履歴蓄積手段が、前記位置検出ステップで検出された位置を

移動履歴として蓄積する移動履歴蓄積ステップと、
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　地図情報選択更新手段が、前記移動履歴蓄積ステップで蓄積された移動履歴に基づいて
、前記複数の更新地図情報の１つを選択し、選択した更新地図情報を、対応する前記地図
情報提供装置から取得する地図情報選択更新ステップと、
　更新地図情報蓄積手段が、前記地図情報選択更新ステップによって取得された更新地図
情報を蓄積する更新地図情報蓄積ステップと、
　合成表示手段が、ランドマークに関するランドマーク情報を含む予め蓄積された地図情
報のうち、前記更新地図情報蓄積ステップで蓄積された更新地図情報が示す地理的な場所
については、当該更新地図情報が表示されるように、前記地図情報と前記更新地図情報と
を合成して表示する合成表示ステップと、
　行動モデル算出手段が、前記移動履歴蓄積ステップで蓄積された移動履歴に基づいて、
移動する目的地のカテゴリごとにユーザが許容できる移動距離の範囲である許容範囲を、
行動モデルとして算出する行動モデル算出ステップとを含み、
　前記地図情報選択更新手段は、前記地図情報選択更新ステップでは、前記行動モデル算
出ステップによって算出された行動モデルが示す許容範囲内の領域を含む地図であって、
前記カテゴリについて詳しい情報が記載されている地図を前記更新地図情報として選択す
る
　ことを特徴とする地図情報更新方法。
【請求項６】
　複数の異なる種類の更新用の地図情報を提供する複数の地図情報提供装置と通信路で接
続され、蓄積する地図情報を更新する地図情報更新装置のためのプログラムであって、
　請求項５に記載された地図情報更新方法に含まれるステップをコンピュータに実行させ
る
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自ら蓄積する地図情報を更新する地図情報更新装置に関し、特に、複数の異
なる種類の更新用の地図情報の提供を受けて地図情報を更新する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カーナビゲーションシステム等に蓄積された地図情報を、通信や記録媒体を介し
て更新することが可能となり、また実現化されつつある。地図情報を更新することで、カ
ーナビゲーションシステム本体を新たに購入することなく、新規道路が作成された最新情
報等をユーザは入手することができる。一方で、地図情報は大量のデータで構成されてお
り、地図情報を通信するコストは膨大であるため、部分的に地図を更新する技術が提案さ
れている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図１は、特許文献１に開示された装置のシステムブロック図である。車両位置検出部１
８が車両の位置を検出し、記憶装置２０に位置の履歴として蓄積する。位置の履歴が存在
するエリアの地図のみを更新するために、利用範囲保存処理部２６が更新する地図を算出
し、送受信部２４が更新地図を取得し、地図更新処理部２２が地図の更新処理を行ってい
る。これによって、履歴が存在するエリアの地図のみを更新し、通信コストを抑えている
。
【特許文献１】特開２０００－１２１３７１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、上記特許文献１に示される装置は、単に地図情報を部分的に更新するの
みであり、１種類の地図だけが提供されることが前提となっており、そのために、提供さ
れる地図が複数ある場合にはもはや適用できないという問題がある。
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【０００５】
　つまり、今後、地図情報を提供するサービスの拡充に伴い、提供される地図情報の種類
は、ひとつとは限らず、提供される複数の異なる種類の地図情報のうち、ユーザの用途や
好みに応じて、選択して更新する必要が生じる。
【０００６】
　そこで、本発明は、ユーザの移動履歴から得られる情報をもとに、複数ある地図情報の
中から、ユーザにとって最適な地図情報を自動的に選択して更新することが可能な地図情
報更新装置等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る地図情報更新装置は、複数の異なる種類の更
新用の地図情報を提供する複数の地図情報提供装置と接続され、蓄積する地図情報を更新
する地図情報更新装置であって、地図情報を蓄積する地図情報蓄積手段と、現在位置を検
出する位置検出手段と、前記位置検出手段で検出された位置を

移動履歴として蓄積する移動履歴蓄積手段と、前記移動履歴蓄積手段に蓄積
された移動履歴に基づいて、前記複数の更新地図情報の１つを選択し、選択した更新地図
情報を、対応する前記地図情報提供装置から取得する地図情報選択更新手段と、前記地図
情報選択更新手段によって取得された更新地図情報を蓄積する更新地図情報蓄積手段と、
前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報のうち、前記更新地図情報蓄積手段に蓄積さ
れた更新地図情報が示す地理的な場所については、当該更新地図情報が表示されるように
、前記地図情報と前記更新地図情報とを合成して表示する合成表示手段と、前記移動履歴
蓄積手段に蓄積された移動履歴に基づいて、移動する目的地のカテゴリごと ユーザ

範囲を、行動モデルとして算出する行動モデル算出手
段とを備え、前記地図情報選択更新手段は、前記行動モデル算出手段によって算出された
行動モデルが示す 範囲 地図であって、前記カテゴリについて詳しい

地図を前記更新地図情報として選択することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、ユーザの移動履歴から得られる情報をもとに、複数ある更新用の地図情
報の中から、ユーザにとって最適な地図情報が自動的に選択されて取得され、元の地図情
報が更新される。
【０００９】
　これによって、多種多様な地図情報の提供サービスに対応した地図情報更新装置が実現
され、移動体通信とカーナビゲーションシステムが普及してきた今日における本発明の実
用的価値は高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明に係る地図情報更新装置は、複数の異なる種類の更新用の地図情報を提供する複
数の地図情報提供装置と例えば無線通信路で接続され、自ら蓄積する地図情報を更新する
地図情報更新装置であって、地図情報を蓄積する地図情報蓄積手段と、現在位置を検出す
る位置検出手段と、前記位置検出手段で検出された位置の連なりを移動履歴として蓄積す
る移動履歴蓄積手段と、前記移動履歴蓄積手段に蓄積された移動履歴に基づいて、前記複
数の更新地図情報の１つを選択し、選択した更新地図情報を、対応する前記地図情報提供
装置から取得する地図情報選択更新手段と、前記地図情報選択更新手段によって取得され
た更新地図情報を蓄積する更新地図情報蓄積手段と、前記地図情報蓄積手段に蓄積された
地図情報のうち、前記更新地図情報蓄積手段に蓄積された更新地図情報が示す地理的な場
所については、当該更新地図情報が表示されるように、前記地図情報と前記更新地図情報
とを合成して表示する合成表示手段とを備えることを特徴とする。これによって、複数の
種類の更新地図情報の中からユーザの移動履歴に合致した種類の更新地図情報が自動的に
選択され、元の地図情報に反映される。
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【００１１】
　ここで、より具体的な第１の構成例として、前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情
報には、ランドマークに関するランドマーク情報が含まれ、前記地図情報更新装置はさら
に、前記移動履歴蓄積手段に蓄積された移動履歴と前記地図情報蓄積手段に蓄積された地
図情報とから、前記移動履歴における目的地に対応する前記地図情報のランドマーク情報
を抽出するランドマーク情報抽出手段を備え、前記地図情報選択更新手段は、前記ランド
マーク情報抽出手段によって抽出されたランドマーク情報に基づいて、前記更新地図情報
を選択する構成とすることができる。例えば、前記ランドマーク情報には、前記ランドマ
ークの種類を示すカテゴリ情報が含まれ、前記地図情報選択更新手段は、前記ランドマー
ク情報抽出手段によって抽出されるランドマーク情報に含まれるカテゴリ情報が示すカテ
ゴリに属する種類の更新地図情報を選択することができる。これによって、複数の種類の
更新地図情報の中から、頻繁に行く目的地のカテゴリに合致した種類の更新地図情報、つ
まり、ユーザの好みに合致した種類の更新地図情報が自動的に選択される。
【００１２】
　また、より具体的な第２の構成例として、前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報
には、経路の種類を示す経路情報が含まれ、前記地図情報更新装置はさらに、前記移動履
歴蓄積手段に蓄積された移動履歴と前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報とから、
前記移動履歴に含まれる経路に対応する前記地図情報の経路情報を抽出する経路情報抽出
手段を備え、前記地図情報選択更新手段は、前記経路情報抽出手段によって抽出された経
路情報が示す経路の種類に基づいて、前記更新地図情報を選択する構成とすることができ
る。例えば、前記経路の種類には、「細い道」が含まれ、前記地図情報選択更新手段は、
前記経路情報抽出手段によって抽出された経路情報が示す経路の種類が「細い道」である
場合には、「細い道」について詳しい情報が含まれる更新地図情報を選択することができ
る。これによって、複数の種類の更新地図情報の中から、ユーザの移動履歴における経路
の種類に適した更新地図情報が自動的に選択される。
【００１３】
　また、より具体的な第３の構成例として、前記複数の地図情報提供装置は、与えられた
出発地と到着地に対して、それらの地点を結ぶ最適な経路を探索し、探索した結果を出力
する手段を備え、前記地図情報更新装置はさらに、前記移動履歴蓄積手段に蓄積された移
動履歴の出発地と到着地とを結ぶ経路探索を前記複数の地図情報提供装置に要求する経路
探索要求手段と、前記経路探索要求手段による要求に対して前記複数の地図情報提供装置
から出力された探索結果が示す経路と前記要求に係る移動履歴の経路とを比較する経路比
較手段とを備え、前記地図情報選択更新手段は、前記経路比較手段による比較結果に基づ
いて、前記要求に係る移動履歴の経路に最も近い経路を探索結果として出力した地図情報
提供装置によって提供される更新地図情報を選択する構成とすることができる。このとき
、前記複数の地図情報提供装置はさらに、前記探索によって得られた経路を移動するのに
要する所要時間を算出し、算出した結果を出力する手段を備え、前記経路比較手段はさら
に、前記複数の地図情報提供装置から出力された所要時間と前記要求に係る移動履歴にお
ける所要時間とを比較し、前記地図情報選択更新手段は、前記経路比較手段による比較結
果に基づいて、前記要求に係る移動履歴の経路に最も近い経路を探索結果として出力し、
かつ、前記移動履歴における所要時間に最も近い所要時間を出力した地図情報提供装置に
よって提供される更新地図情報を選択してもよいし、前記経路探索要求手段は、前記移動
履歴蓄積手段に蓄積された移動履歴のうち、移動時間が最も大きい、移動履歴の出発地と
到着地とを結ぶ経路探索を前記複数の地図情報提供装置に要求するのが好ましい。これに
よって、複数の種類の更新地図情報の中から、ユーザの移動履歴と合致する経路探索を行
う更新地図情報が自動的に選択される。
【００１４】
　なお、前記更新地図情報には、経路および地点の名称に関する音声名称情報が含まれ、
前記地図情報選択更新手段はさらに、前記更新地図情報に含まれる音声名称情報に基づい
て、前記更新地図情報を選択してもよい。
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【００１５】
　ところで、現在利用している地図とは異なる種類の地図情報を取得して部分的に地図情
報を更新した場合に、現在利用している地図情報と合成して表示しようとすると、不整合
が生じる場合がある。例えば、現在利用している地図のランドマークのアイコンと、更新
された地図のランドマークのアイコンが異なる場合には、ユーザに混乱を生じさせる。
【００１６】
　そこで、本発明は、異なる種類の地図情報で更新した場合であっても、すでに取得して
いる地図情報と整合させた形式で更新地図情報を表示することが可能な地図情報更新装置
等を提供することをも目的とする。
【００１７】
　そのような目的を達成するために、前記合成表示手段は、前記地図情報蓄積手段に蓄積
された地図情報と前記更新地図情報との様々な差異、例えば、継ぎ目、ランドマークの大
きさ、ランドマーク情報のフォントの大きさ、背景色、尺度等の差異を吸収したうえで、
前記地図情報と前記更新地図情報とを合成して表示する。
【００１８】
　具体的には、元の地図情報と更新地図情報とを整合させて合成表示するために、前記合
成表示手段は、前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報に含まれる経路と前記更新地
図情報に含まれる対応する経路との継ぎ目におけるずれが最小となるように、前記地図情
報と前記更新地図情報とを合成して表示したり、前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図
情報に含まれるランドマークと前記更新地図情報に含まれるランドマークとが同じ大きさ
のアイコンで表示されるように、いずれかのランドマークのアイコンの大きさを調整して
前記合成表示をしたり、前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報に含まれるランドマ
ーク情報と前記更新地図情報に含まれるランドマーク情報とが同じ大きさのフォントで表
示されるように、いずれかのランドマーク情報のフォントの大きさを調整して前記合成表
示をしたり、前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報と前記更新地図情報とが同じ背
景色で表示されるように、前記更新地図情報の背景色を調整して前記合成表示をしたり、
前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図情報と前記更新地図情報とが同じ縮尺で表示され
るように、前記更新地図情報の縮尺を調整して前記合成表示をしたりするのが好ましい。
これによって、元の地図情報と更新地図情報とが整合した状態で、違和感なく合成地図が
表示される。
【００１９】
　さらに、前記地図情報選択更新手段はさらに、前記地図情報蓄積手段に蓄積された地図
情報が前記合成表示手段によって表示されたときの画面上の表示における占有率に応じて
、前記更新地図情報を選択する構成としてもよい。具体的には、前記地図情報選択更新手
段は、更新しようとする場所の周辺が既に更新地図情報で更新されている場合には、その
更新地図情報と同じ種類の更新地図情報を選択してもよい。これによって、整合性ある統
一された地図の合成表示が可能となる。
【００２０】
　また、より具体的な第４の構成例として、前記地図情報更新装置はさらに、前記移動履
歴蓄積手段に蓄積された移動履歴に基づいて、ユーザの行動の特性を示す行動モデルを算
出する行動モデル算出手段を備え、前記地図情報選択更新手段は、前記行動モデル算出手
段によって算出された行動モデルに合致する更新地図情報を選択し、選択した更新地図情
報を、対応する前記地図情報提供装置から取得する構成とすることができる。これによっ
て、ユーザの行動特性に合致した態様で地図が更新され、ユーザにとっての利便性が向上
される。
【００２１】
　ここで、行動モデルの具体的例として、前記行動モデル算出手段は、前記移動履歴蓄積
手段に蓄積された移動履歴に基づいて、移動する目的地のカテゴリごとのユーザの行動範
囲を前記行動モデルとして算出し、前記地図情報選択更新手段は、前記行動モデル算出手
段によって算出された行動モデルが示す行動範囲に関する地図であって、前記カテゴリに
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ついて詳しい地図を前記更新地図情報として選択してもよい。これによって、ユーザの行
動範囲ごとに、ユーザがよく利用する施設のカテゴリに詳しい地図に更新され、ユーザの
行動特定に合致した地図更新が実現される。
【００２２】
　以下、本発明に係る地図情報更新装置について図面を参照しながら具体的に説明する。
【００２３】
（実施の形態１）
　図２は、本発明の実施の形態１における移動体端末１００の構成を示す機能ブロック図
である。この移動体端末１００は、本発明に係る地図情報更新装置の一例としての移動体
端末、例えば、カーナビゲーション等であり、通信ネットワークを介して提供される複数
の地図情報を選択して取得し、自ら保有する地図を更新する装置であり、位置情報検出部
１０１、移動履歴蓄積部１０２、地図情報蓄積部１０３、地図情報選択部１０４、地図情
報更新部１０５、更新地図情報蓄積部１０６、更新情報通知部１０７、ランドマーク情報
抽出部１１０および合成表示部１１７を備える。なお、本図には、通信ネットワークを介
してこの移動体端末１００と接続されている第１更新地図情報提供部１０８および第２更
新地図情報提供部１０９も併せて示されている。
【００２４】
　位置情報検出部１０１は、移動体端末１００の現在位置を検出するセンサ等であり、例
えば、移動体端末に備えられるＧＰＳアンテナ等であり、ユーザの緯度経度情報を検出す
る。図３は、位置情報検出部１０１によって検出される位置情報の例を示す図である。こ
こでは「２００４年５月１０日８時１０分」に「東経１３５度２０分３５秒、北緯３４度
４４分３５秒」位置した等が検出されている。なお、ＧＰＳより得られる時刻、あるいは
カレンダー時計等を設け、位置情報が検出された日付時刻情報を同時に検出することとし
てもよい。
【００２５】
　図４は、位置情報検出部１０１によって検出された位置情報およびユーザ現在位置の例
を示す地図である。検出された位置情報を白丸、現在のユーザの位置を矢印、さらに目的
地「丸山ゴルフ場」と、目的地までの経路を黒線で示している。
【００２６】
　地図情報蓄積部１０３は、地図情報を予め蓄積するハードディスク等である。地図情報
は、例えば、図４に示されるように、前記位置情報検出部１０１で検出されたユーザの位
置をカーナビの表示画面に表示したり、あるいは経路を案内するナビゲーションの際に用
いられる。地図情報は、図４に示されるように、メッシュ状の所定のエリアごとに分割さ
れている。例えば、本実施の形態ではメッシュＩＤ「Ｍ１１」、「Ｍ１２」等で分割され
ているものとする。また、地図情報は、各メッシュごとに、そのエリアに存在するランド
マーク情報や、交差点や経路のネットワーク構造を示した経路情報、あるいは背景など画
像の情報等を階層構造で蓄積されている。
【００２７】
　図５は、図４に示されるメッシュＩＤ「Ｍ２１」の詳細情報の一例を示す図である。地
図情報は、ランドマーク情報、経路情報、背景情報等の階層構造になっており、例えば、
メッシュＩＤ「Ｍ２１」におけるランドマーク情報「Ｌ５１」、「Ｌ５２」等が蓄積され
ている。また、経路情報として、道路ネットワークの情報が蓄積されている。さらに、背
景情報として、例えば、背景色「緑」等も蓄積されている。図６は、ランドマーク情報の
さらに詳細な情報を示す図である。ランドマークＩＤ「Ｌ５１」は、「丸山ゴルフ場」で
あり、位置「東経１３５度００分００秒、北緯３４度００分００秒」、カテゴリ「ゴルフ
施設」等のノード情報がリスト付けされ（矢印で示す）、蓄積されている。
【００２８】
　移動履歴蓄積部１０２は、ユーザの移動の履歴を蓄積するメモリ等である。本実施の形
態では、位置情報検出部１０１は、検出した位置情報と、地図情報蓄積部１０３に蓄積さ
れた地図情報をもとに、ユーザの目的地を抽出し、位置情報の連なりを移動履歴として移
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動履歴蓄積部１０２に蓄積する。目的地の抽出は、例えばエンジンをストップさせた地点
の近辺（例えば半径５０メートル以内）に位置するランドマークを目的地とすることとす
る。
【００２９】
　図７は、目的地の抽出を説明するための図であり、メッシュＩＤ「Ｍ２１」に該当する
エリアを示す図である。本エリアには、「コンビニルーソン」、「丸山ゴルフ場」等が存
在している。一方、白い丸印は検出された位置情報であり、例えば、ユーザは「丸山ゴル
フ場」近辺でエンジンを止めたとする。すると、エンジンをストップさせた位置と、その
近辺（例えば半径５０メートル以内）に、ランドマークである「丸山ゴルフ場」が存在す
るため、ユーザの目的地は丸山ゴルフ場と判断し、抽出することとなる。
【００３０】
　図８は、移動履歴蓄積部１０２に蓄積されたユーザの移動履歴の例を示す図である。例
えば、移動履歴は、ユーザの各移動に対し、移動履歴ＩＤを付与して蓄積される。例えば
、「２００４年５月１０日１０時００分」に目的地「丸山ゴルフ場」へ向かったユーザの
移動が、移動履歴ＩＤ「００１」として蓄積されている。
【００３１】
　第１更新地図情報提供部１０８および第２更新地図情報提供部１０９は、更新用の地図
情報を蓄積しているＷｅｂサーバ等である。例えば、新たにお店等ができ、地図にランド
マークとして更新された場合、地図情報蓄積部１０３に蓄積された旧地図情報と実際の地
図情報とは異なることとなり、これら新規の情報を反映させた地図情報（以下、更新地図
情報と呼ぶ）へと更新する必要が生じる。第１更新地図情報提供部１０８および第２更新
地図情報提供部１０９は、このような更新地図情報を蓄積している。さらに、更新地図情
報を提供する手段はひとつとは限らない。提供する地図会社が異なる場合や、同じ会社で
あっても、種類の異なる、複数の地図を提供する場合もある。ここでは、第１更新地図情
報提供部１０８は、Ａ社から提供される地図情報（以下、第１更新地図情報提供部１０８
から提供される更新地図情報を「第１更新地図情報」という。）を提供する手段とし、一
方、第２更新地図情報提供部１０９は、Ｂ社から提供される地図情報（以下、第２更新地
図情報提供部１０９から提供される更新地図情報を「第２更新地図情報」という。）を提
供する手段とする。
【００３２】
　例えば、ある時、メッシュＩＤ「Ｍ１１」に該当する地図情報に変更があったものとす
る。各地図情報提供会社は、各々の更新地図情報を、各々の提供手段に蓄積する。図９は
、標準的な地図を提供するＡ社から提供される第１更新地図情報によって元の地図情報の
一部が更新された例を示す図である。メッシュＩＤ「Ｍ１１」には、図４に示される旧地
図と比較して、新規情報が反映されており、新たにランドマーク「コンビニＫマート」が
新設されたことが分かる。図１０は、第１更新地図情報の詳細を示す図である。メッシュ
ＩＤ「Ｍ１１」におけるランドマーク情報として、ランドマークＩＤ「Ｌ６１」、名称「
コンビニＫマート」、位置「東経１３４度５９分００秒、北緯３５度００分００秒」、カ
テゴリ「コンビニ」等の情報が蓄積されている。地図の種類を示す「地図種類」は、標準
的な地図を示す「標準」となっている。
【００３３】
　一方、図１１は、Ｂ社から提供される第２更新地図情報である。第２更新地図情報は、
図４に示される旧地図と比較し、新規情報が反映されており、例えば、新たなランドマー
ク等が新設されている。さらに、この第２更新地図情報は、ゴルフへよく行く人に向けて
作成された「ゴルフ専用」の地図情報であり、前述の第１更新地図情報と異なっている。
例えば、新たにランドマーク「宮里ゴルフ場」や「片山ゴルフショップ」が新設されてい
る。これらのランドマークは、同じメッシュＩＤ「Ｍ１１」における地図情報ではあるが
、第１更新地図情報には示されていない。図１２は、第２更新地図情報の詳細を示す図で
ある。第２更新地図情報は、「地図種類」が「ゴルフ専用」であり、またメッシュＩＤ「
Ｍ１１」におけるランドマーク情報として、例えば、ランドマークＩＤ「Ｌ７１」、名称
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「宮里ゴルフ場」、位置「東経１３４度００分００秒、北緯３５度００分００秒」等の情
報が蓄積されている。
【００３４】
　このように、提供される地図情報は、本実施の形態では、１種類とは限らず、複数提供
される場合がある。また、提供される地図が必ずしも同一の内容とは限らず、地図によっ
てその内容も異なる場合もある。
【００３５】
　一般に、地図情報は、単に経路や地形を表すのみならず、ランドマークを検索したり、
表示したりすることで、ユーザの行動をより快適にする役割も果たす。このとき、用途に
応じてランドマークの有無や、存在するランドマークの数、あるいは同じランドマークで
あってもその詳細情報等が異なるのが一般的である。したがって、サーバ等を経由して地
図情報が提供される環境下では、ユーザは、自ら、これら提供される複数の地図情報の中
から選択する必要が生じる。提供される地図情報が複数ある場合には、ユーザはそれらを
見比べることで、どちらの地図がユーザにとって便利であるかを決定する必要がある。一
般に、現在、利用している地図情報がユーザは最適であると思っているが、地図情報を提
供するサービスが多数存在すると、現在利用している地図情報が最適であるとは限らない
。提供されている地図情報のうち、どの地図情報がユーザにとって最適であるかを、比較
しなければ判断することができない。また、地図情報においては、地方によって詳細度が
異なる地図情報が提供されることもある。例えば、奈良県の自治体から提供される地図情
報は、「奈良県」については詳細な情報が提供されるが、その周辺地域に関しては詳細な
地図情報が提供されない場合もある。また、ゴルフの協会から提供される地図情報は、ゴ
ルフ場に関しては、高速道路等の主要道路からゴルフ場までの経路や、ゴルフ場周辺の施
設に関する地図情報については詳細な情報が提供されている場合がある。このように、提
供するサービス会社、団体によって、地図情報の詳細度が異なることが多い。
【００３６】
　そこで、本実施の形態では、ユーザの移動履歴、ユーザのカーナビに対する操作履歴等
から、ユーザにとって有用な地図情報を自動的に選択することを可能にしている。ユーザ
は、地図情報をダウンロードして各ランドマークや道路に関してどの地図情報が自分にと
って有用であるかを見比べることなく、自動的に最適な地図情報を選択することができる
。また、車に備え付けられたカーナビでは、操作性も限られ、さらに運転操作を妨げるこ
とは好ましくないため、過剰の操作は好ましくはない。この観点からも、本実施の形態で
は、ユーザの移動履歴をもとにユーザに応じた地図情報が自動的に選択され、便宜が図ら
れている。
【００３７】
　地図情報選択部１０４は、第１および第２更新地図情報提供部１０８および１０９より
提供される地図情報から、ユーザに応じた地図情報を選択する処理部であり、地図情報更
新部１０５の制御のもとで地図情報を選択する。選択された地図情報は、地図情報更新部
１０５の制御の下で地図情報選択部１０４によってネットワークを介してダウンロードさ
れ、地図情報更新部１０５を介して更新地図情報蓄積部１０６に蓄積される。本実施の形
態においては、地図情報選択部１０４は、例えば、移動履歴蓄積部１０２に蓄積されたユ
ーザの目的地であるランドマークより、ユーザの嗜好を抽出し、嗜好に応じた地図情報を
選択する。
【００３８】
　ランドマーク情報抽出部１１０は、移動履歴蓄積部１０２に蓄積されたユーザの目的地
より、その目的地の属するカテゴリの頻度を抽出し、例えば頻度の多いものをユーザの嗜
好として判定する。図１３は、ユーザの嗜好抽出を説明する図である。図４に示される移
動履歴と同様に、移動履歴ＩＤ「００１」に「２００４年５月１０日（日）１０時００分
」に目的地「丸山ゴルフ場」に到達した等、ユーザの目的地が蓄積されている。また、こ
の「丸山ゴルフ場」（ランドマークＩＤ「Ｌ５１」）は、カテゴリ「ゴルフ施設」である
ことが、地図情報（図６）を参照することで分かる。そこで、ランドマーク情報抽出部１
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１０は、ユーザの目的地であるカテゴリ「ゴルフ施設」を１回と算出する。同様にして、
移動履歴蓄積部１０２に蓄積されている移動履歴の目的地のカテゴリを算出する。例えば
、移動履歴ＩＤ「００５」の目的地は「尾崎ゴルフ場」（ランドマークＩＤ「Ｌ５３」）
と、「丸山ゴルフ場」とは目的地が異なるが、一方、その目的地の属するカテゴリは「ゴ
ルフ施設」と同一であるため、「ゴルフ施設」にカウントする。例えば、図１３に示され
た例では、移動履歴ＩＤ「００１」から「００６」の６回の目的地がカテゴリ「ゴルフ施
設」に属するため、ランドマーク情報抽出部１１０は、ゴルフ施設の頻度を「６回」と抽
出する。この結果より、ユーザは「ゴルフ施設」に頻度よく行っていると解することがで
きる。そこで、地図情報選択部１０４は、ランドマーク情報抽出部１１０で得られる情報
（ここでは、目的地のカテゴリごとの頻度）より、ユーザの嗜好を特定し、特定したユー
ザの嗜好をもとに、地図情報を選択する。
【００３９】
　例えば、閾値等を設け、閾値（例えば５回とする）以上の場合、そのカテゴリは、ユー
ザの好みのカテゴリとみなす。図１３に示された例では、カテゴリ「ゴルフ施設」が６回
であり、閾値以上であるため、地図情報選択部１０４は、この「ゴルフ施設」に関係する
地図情報、つまりＢ社（第２更新地図情報提供部１０９）から提供されるゴルフ専用地図
である第２更新地図情報を選択する。選択された第２更新地図情報は、地図情報更新部１
０５の制御の下で地図情報選択部１０４によって取得され（つまり、更新処理が行われ）
、取得された第２更新地図情報は、地図情報更新部１０５によって更新地図情報蓄積部１
０６に蓄積される。これは、図１０に示されるように、Ａ社から提供されている地図情報
の地図種類が「標準」であるのに対して、図１２に示されるように、Ｂ社から提供されて
いる地図情報の地図種類が「ゴルフ施設」であることから判断される。
【００４０】
　なお、この例では、Ａ社およびＢ社から提供されている地図情報の属性として地図種類
等の属性があり、その属性に応じて地図情報が選択されたが、地図種類の属性がすべての
地図に存在しない場合には、特定区間における登録されているランドマークの数を利用し
て地図情報を選択してもよい。例えば、図９に示されるＡ社から提供されている地図情報
におけるメッシュＩＤ「Ｍ１１」においてゴルフに関連する施設の数と、図１１に示され
るＢ社から提供されているメッシュＩＤ「Ｍ１１」においてゴルフに関連する施設の数の
比較を行う。図１１の地図情報においては、「宮里ゴルフ場」と「片山ゴルフショップ」
がランドマーク情報として登録されているのに対して、図９の地図情報においては、その
地点に施設が存在するが、その施設の名称まではランドマークとして登録されていない。
その結果、地図情報選択部１０４は、Ｂ社の地図情報の方が、ゴルフ施設に関連するラン
ドマークが多数登録されている可能性が高いと判断し、Ｂ社の地図情報を選択することが
できる。このように、ある所定の区画に登録されているランドマークの数に応じて地図情
報を選択してもよい。
【００４１】
　更新情報通知部１０７は、地図情報が更新された旨、つまり、地図情報更新部１０５か
らの更新の通知に基づいて、更新地図情報蓄積部１０６に蓄積された更新地図情報をユー
ザへ通知する提示装置である。ユーザへの通知は、例えば、カーナビに備え付けられたＬ
ＣＤ等の表示部等を介して行う。
【００４２】
　合成表示部１１７は、地図情報蓄積部１０３に蓄積された地図情報と更新地図情報蓄積
部１０６に蓄積された更新地図情報とを合成して表示する処理部である。具体的には、図
９や図１１に示される合成表示例のように、地図情報蓄積部１０３に蓄積された地図情報
のうち、更新地図情報蓄積部１０６に蓄積された更新地図情報が示す地理的な場所につい
ては（図９および図１１におけるメッシュＩＤ「Ｍ１１」）、その更新地図情報が表示さ
れるように、地図情報と更新地図情報とを合成して表示する。表示は、例えば、カーナビ
に備え付けられたＬＣＤ等の表示部等に対して行われる。
【００４３】
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　次に、以上のように構成された本実施の形態における移動体端末１００の動作について
、フローチャート（図１５～図１８）を用いて説明する。
【００４４】
　まず、位置情報検出部１０１は、現在の位置を検出する（ステップＳ１０１）。これに
よって、ユーザの移動にともなって、所定の間隔で位置情報が検出される（図４の白丸）
。
【００４５】
　次に、位置情報検出部１０１は、検出した位置情報をもとに目的地を抽出する（ステッ
プＳ１０２）。位置情報検出部１０１は、検出した位置情報と地図情報蓄積部１０３に蓄
積された地図情報を用いて目的地を抽出する。具体的には、位置情報検出部１０１は、エ
ンジンがストップされたか否かを判定し（図１６のステップＳ２０１）、エンジンがスト
ップされた場合（ステップＳ２０１のＹｅｓ）、その地点の位置情報を参照し（ステップ
Ｓ２０２）、また地図情報蓄積部１０３に蓄積された地図情報を参照する（ステップＳ２
０３）。
【００４６】
　そして、その地点が、ランドマークの位置および、所定の範囲内（例えば半径５０メー
トル以内）か否かを判定し（ステップＳ２０４）、所定範囲内である場合は（ステップＳ
２０４のＹｅｓ）、ランドマークを目的地として抽出する（ステップＳ２０５）。一方、
範囲外の場合は（ステップＳ２０４のＮｏ）、終了する。例えば、図５の場合、エンジン
をストップさせた地点が、ランドマーク「丸山ゴルフ場」の所定範囲内であるため、目的
地は「丸山ゴルフ場」と判断されることとなる。
【００４７】
　続いて、位置情報検出部１０１は、このようにして抽出した目的地を履歴として移動履
歴蓄積部１０２に蓄積する（図１５のステップＳ１０３）。図８は、移動履歴の例を示し
、ここでは、移動履歴ＩＤ「００１」として目的地「丸山ゴルフ場」が蓄積されている。
【００４８】
　一方、ランドマーク情報抽出部１１０は、提供される更新地図情報を選択するために、
移動履歴蓄積部１０２に蓄積された移動履歴より、ユーザの嗜好を抽出する。本実施の形
態では、ランドマーク情報をもとに抽出する（図１５のステップＳ１０４）。具体的には
、ランドマーク情報抽出部１１０は、まず、移動履歴を参照し（図１７のステップＳ３０
１）、各移動履歴の目的地を参照する（ステップＳ３０２）。次に目的地の属するカテゴ
リを、地図情報をもとに判定する（ステップＳ３０３）。該当カテゴリをカウントし（ス
テップＳ３０４）、各々の移動履歴に対し繰り返すことで（ステップＳ３０５のＹｅｓ）
、ユーザの移動履歴の目的地カテゴリを算出する。例えば、図１３に示される移動履歴Ｉ
Ｄ「００１」の場合、目的地は「丸山ゴルフ場」となっており、一方、図６に示される地
図情報より「丸山ゴルフ場」はカテゴリ「ゴルフ施設」となっていることより、「ゴルフ
施設」が該当するカテゴリとなり、１カウントを加算する。図１３に示される例では、各
々の移動履歴に本ステップを繰り返すことで、カテゴリ「ゴルフ施設」の頻度が「６回」
と算出されている。
【００４９】
　次に、ランドマーク情報抽出部１１０で抽出された情報をもとに、地図情報選択部１０
４は、更新地図情報を選択する（図１５のステップＳ１０５）。具体的には、地図情報選
択部１０４は、まず、ランドマーク情報抽出部１１０で抽出されたカテゴリの頻度を参照
し（図１８のステップＳ４０１）、頻度が閾値（例えば５回）以上のカテゴリが存在する
か否かを判断する（ステップＳ４０２）。存在する場合（ステップＳ４０２のＹｅｓ）、
第１および第２更新地図情報提供部１０８および１０９に蓄積された更新地図情報を参照
する（ステップＳ４０３）。一方、存在しない場合は（ステップＳ４０２のＮｏ）、処理
を終了する。図１３の場合、頻度「６回」であるカテゴリ「ゴルフ施設」が該当するため
、第１および第２更新地図情報提供部１０８および１０９に蓄積された更新地図情報を参
照する。

10

20

30

40

50

(11) JP 3987877 B2 2007.10.10



【００５０】
　続いて、地図情報選択部１０４は、更新地図情報の中から、該当カテゴリに関する更新
地図情報が存在するか否かを判定する（ステップＳ４０４）。該当更新地図情報が存在す
る場合（ステップＳ４０４のＹｅｓ）、該当更新地図情報を選択する（ステップＳ４０５
）。ただし、現在利用されている地図情報が登録された日時と、該当更新地図情報の提供
更新日時とを比較し、該当更新地図情報の方が新しい場合にだけ、更新地図情報を選択す
る。一方、存在しない場合（ステップＳ４０４のＮｏ）は終了する。本実施の形態では、
第２更新地図情報が「ゴルフ専用」地図情報であるため（図１２より）、第２更新地図情
報を選択する。
【００５１】
　次に、選択された更新地図情報は、地図情報更新部１０５の制御の下で地図情報選択部
１０４によってネットワークを介して取得されて更新され（図１５のステップＳ１０６）
、地図情報更新部１０５によって更新地図情報蓄積部１０６に蓄積される（ステップＳ１
０７）。
【００５２】
　最後に、更新情報通知部１０７は、更新された地図情報をユーザに通知する（ステップ
Ｓ１０８）。図１４は、更新地図情報の通知を示す画面表示例を示す図であり、Ｂ社から
提供されたゴルフ専用地図情報が更新された旨が通知されている。以降、カーナビゲーシ
ョン表示等における地図表示においては、合成表示部１１７は、地図情報蓄積部１０３に
蓄積された地図情報に更新地図情報蓄積部１０６に蓄積された地図情報を上書きしたよう
な合成地図を生成し、表示する。
【００５３】
　なお、本実施の形態においては、ゴルフ施設に関する例について説明されたが、その他
のランドマークの情報を利用してもよい。例えば、コンビニエンスストアへよく訪問する
ユーザに対しては、コンビニエンスストアに関する詳細な地図情報が登録されているもの
を優先的に更新してもよい。このように登録されているランドマークの分類情報を利用す
ることで、ユーザの移動に応じて、地図情報を選択することが可能になる。
【００５４】
　また、本実施の形態では、提供される複数の更新地図情報の中から、ユーザに適した地
図情報が選択され、更新されたが、これに加えて、地図情報蓄積部１０３に蓄積された元
の地図情報を考慮して更新地図情報を加工してもよい。
【００５５】
　異なる提供会社から地図情報が提供される場合、例えば、ランドマークや背景等の概観
は同一とは限らず、異なる場合が生じる。一方、本実施の形態のようにユーザに適する地
図情報を各社から部分的に更新しても、従来使用していた地図のランドマークや概観は、
そのまま継承したいというユーザのニーズは高い。また、ユーザの使い慣れたランドマー
クや外観を継承し、ユーザがより情報把握を容易にできることは、運転上好ましい。そこ
で、合成表示部１１７は、従来使用していた旧地図情報を考慮して、更新された地図情報
を加工することとしてもよい。以下、図１１および図１９を用いて説明する。
【００５６】
　例えば、前述の図１１に示されるように、メッシュＩＤ「Ｍ１１」が、第２更新地図情
報（Ｂ社から提供されたゴルフ専用地図）で更新されたとする。一方、ユーザは従来、Ｂ
社とは異なるＣ社の地図情報を利用していたとする。つまり、更新されていないメッシュ
ＩＤ「Ｍ２１」、「Ｍ２２」、「Ｍ１２」等は、Ｂ社とは異なるＣ社の地図情報となる。
このとき、メッシュＩＤ「Ｍ１１（Ｂ社）」と、例えば「Ｍ２１（Ｃ社）」のランドマー
クや背景が異なることとなる。図１９は、メッシュＩＤ「Ｍ１１（Ｂ社）」とメッシュＩ
Ｄ「Ｍ２１（Ｃ社）」の地図情報の詳細を示す図である。例えば、同じゴルフ場のランド
マークであっても、そのマークは異なっており、また、背景も異なっている。そこで、更
新地図情報である「Ｍ１１」のランドマークや、背景、道路の色等を、「Ｍ２１」と同一
に変更する。また、運転中のドライバーに、より情報を容易に把握させるために、色彩の

10

20

30

40

50

(12) JP 3987877 B2 2007.10.10



みならず、文字の大きさ等も統一することとしてもよい。
【００５７】
　ここで、ランドマーク等を示す地図上のアイコンについては、以下のような表示上の工
夫をさらに付加してもよい。つまり、上述の地図情報の加工例では、地図更新を行う前か
ら利用していた地図のアイコンに合わせて、更新された地図情報のアイコンが変形された
。しかしながら、新たに更新された地図には、従来までの地図情報に比べ多くのランドマ
ークや、多くの情報が登録されている可能性が高い。その結果、単位地図あたりに登録さ
れているランドマークが多くなるため、従来までの地図よりも小さいアイコンや小さいフ
ォントを利用して地図の表示がなされている場合がある。そのため、従来までの地図のラ
ンドマークのアイコンの大きさで表示すると、多くの部分が重なり確認しづらくなる。そ
こで、更新された地図情報のランドマークのアイコンの大きさに合わせて、従来までの地
図情報のランドマークのアイコンを変形させる。これにより、多くのランドマークが登録
されている新たな地図情報においても、従来までのランドマークのアイコンを縮小したサ
イズのアイコンで表示することができ、さらに、多くのランドマークが登録されている場
合でも、地図上でランドマークが重なることを回避することが可能になる。
【００５８】
　具体的には、図２０（ａ）に示されるように、Ｍ１１がＢ社の新たに更新した地図、Ｍ
２１、Ｍ１２、Ｍ２２がＣ社の従来から利用していた地図である場合について説明する。
Ｂ社の地図においては、ゴルフ関連施設の情報が充実しているため、地図上に多くのラン
ドマークに関するアイコン等が表示される。そのため、図２０（ｂ）に示されるように、
ゴルフ関連情報のアイコンは、８Ｐｔ×６Ｐｔとなっている。一方、Ｃ社の従来から利用
していた地図においては、ゴルフ関連のランドマークのアイコンは１４Ｐｔ×１０Ｐｔで
表現されていたとする。そのため、Ｃ社の地図のゴルフ関連のランドマークのアイコンを
利用して、Ｂ社の地図を表示すると、多くのゴルフ関連のランドマークに重なりが生じて
しまう。一方で、Ｂ社の地図のゴルフ関連のランドマークのアイコンで表示しても、ユー
ザが従来から使い慣れたアイコンでないために、ゴルフ関連の施設であるということを認
識できないことがある。そこで、図２０（ｂ）に示されるように、Ｂ社の地図のゴルフ関
連のランドマークのアイコンの大きさになるよう、従来から利用しているＣ社のアイコン
の大きさを変更する。これにより、従来から見慣れてゴルフ関連のアイコンを利用して、
アイコンが互いに重なることなく画面表示が可能になる。なお、フォント等の画面に表示
する情報についても同様の処理が可能である。また、アイコンおよびフォントの大きさに
ついては、元の地図情報のものを調整して更新地図情報に合わせるだけでなく、これとは
逆に、更新地図情報のものを調整して元の地図情報に合わせてもよい。表示画面において
、元の地図情報が多く表示されている場合には、更新地図情報のアイコンおよびフォント
を調整することで、周辺の地図と表示上のバランスがとれ、見易くなることがあるからで
ある。
【００５９】
　なお、これらの処理、つまり、更新された地図情報を元の地図情報、あるいはユーザの
移動履歴をもとに加工する処理は、地図情報更新部１０５による制御の下で地図情報選択
部１０４によって更新地図情報が取得された後に、合成表示部１１７が取得された更新地
図情報に対して施し、加工後の更新地図情報を更新地図情報蓄積部１０６に蓄積すること
としてもよい。あるいは、地図情報の更新にはネットワークを介するものが一般的である
ため、通信コストを考慮すると、提供された更新地図情報を、一旦、更新地図情報蓄積部
１０６に蓄積しておき、更新情報通知部１０７が更新地図情報を通知する際に、合成表示
部１１７が更新地図情報蓄積部１０６から更新地図情報を読み出し、読み出した更新地図
情報に対して加工を施してもよい。
【００６０】
　また、本実施の形態では、更新地図情報は、ランドマークのカテゴリの頻度に基づいて
選択されたが、本発明は、このような選択基準に限られない。例えば、更新地図情報が存
在するエリアと、その周辺の使用地図情報を考慮して更新することとしてもよい。その具
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体例を図２１に示す。図２１においてメッシュＩＤ「Ｍ１２」、「Ｍ１３」、「Ｍ２１」
、「Ｍ２３」、「Ｍ３１」、「Ｍ３２」、「Ｍ３３」は、Ｂ社から提供される第２更新地
図情報を利用していたとする。一方、メッシュＩＤ「Ｍ２２」はＢ社とは異なるＣ社の地
図情報を利用していたとする。あるとき、前述に示される方法で「Ｍ１１」がＢ社から提
供される第２更新地図情報で更新されたとする。このとき、「Ｍ２２」の周辺９箇所はす
べてＢ社提供の地図情報となる。そこで、地図情報を統一し、より情報の把握を容易にす
るために、合成表示部１１７は、メッシュＩＤ「Ｍ２２」を周辺と同様にＢ社提供の地図
情報へ更新することとしてもよい。このように、画面上の表示における占有率を考慮し、
占有率の大きい更新地図情報と同一種類の更新地図情報で地図情報を更新することで、統
一性のある見易い地図となる。
【００６１】
　また、本実施の形態では、提供される複数の更新地図情報のメッシュのサイズや切り口
は、同一のものであった。具体的は、図４に示される地図情報蓄積部１０３に蓄積されて
いる、従来ユーザが利用している地図情報と、図１０、図１２に示される各社から提供さ
れる地図情報のメッシュの切り口は同一のものであった。異なるのはランドマーク情報等
であり、そのために、旧地図情報のメッシュＩＤ「Ｍ１１」の部分を更新する場合には、
提供される更新地図情報のメッシュＩＤ「Ｍ１１」を、選択された第１更新地図情報また
は第２更新地図情報で置き換えるだけで済んだ。一般に、地図情報は、上記本実施の形態
で説明したように、幾層もの階層構造になっており、その基本的構造は同一であり、ラン
ドマーク情報や背景情報等のみ、各社、独自のものを使用する等が考えられる。したがっ
て、所定の部分のみを更新する場合、例えば、メッシュＩＤ「Ｍ１１」を更新する場合、
同様に各社のメッシュＩＤ「Ｍ１１」を更新することで地図情報を更新することが可能で
ある。
【００６２】
　しかしながら、必ずしもすべての地図情報が同一の基本構造を持っているとは限らない
。例えば、各社によってそのメッシュＩＤの切り方が異なる場合等も考えられる。この場
合、複数のメッシュを選択し、該当する部分を切り出すことによって、地図の更新が可能
となる。以下、地図のメッシュの切り口が異なる更新地図情報で既存の地図情報を更新す
る手法について、図４および図２２を用いて説明する。
【００６３】
　図４に示される地図情報のメッシュＩＤ「Ｍ１１」を更新することとする。更新の際、
地図情報を選択するトリガー、つまり、ユーザの嗜好は、上記場合と同様、「ゴルフ施設
」とする。したがって第２更新地図情報となる。
【００６４】
　ここで、いま、第２更新地図情報のメッシュＩＤの切り口が旧地図情報と異なっている
とする。図２２は、その一例としての第２更新地図情報を示す図である。この第２更新地
図情報は、所定のエリア「Ｐ（パーセル）１１」、「Ｐ１２」、「Ｐ１３」等で区切られ
ているものとする。このとき、メッシュＩＤ「Ｍ１１」に該当する部分を更新しようとす
る場合、「Ｐ１１」、「Ｐ１２」、「Ｐ２１」、「Ｐ２２」の４箇所を選択し、該当する
部分を切り取り、新たなメッシュＩＤ「Ｍ１１」として更新する必要が生じる。
【００６５】
　そのための対策として、図２２におけるＭ１１の四隅の点（Ｍ１１Ａ、Ｍ１１Ｂ、Ｍ１
１Ｃ、Ｍ１１Ｄ）の緯度経度に関する情報を抽出し、第２更新地図情報において、これら
の４点の位置座標を含むエリアの区分を選択する。その結果、Ｐ１１、Ｐ１２、Ｐ２１、
Ｐ２２がそれぞれ選択され、それらの部分地図を利用して更新を行う。これによって、既
存の地図情報と切り口が異なる更新地図情報であっても、地図の更新が可能となる。
【００６６】
　なお、地図の更新においては、メッシュの切り口のみならず、地図情報の尺度の違いも
考慮する必要が生じる場合がある。例えば、提供される更新地図情報に、ユーザが従来使
用している地図情報の縮尺に対応する地図情報が存在しない場合等もあり、この場合、更
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新地図情報をユーザの地図情報の縮尺に変更することで、地図の更新が可能となる。以下
、縮尺が異なる更新地図情報で既存の地図情報を更新する手法について、図２３、図２４
を用いて説明する。
【００６７】
　図２３は、図４に示されるメッシュＩＤ「Ｍ１１」に該当する第２更新地図情報（ゴル
フ専用）である。いま、ユーザが使用している地図情報は３０００分の１であり、提供さ
れる第２更新地図情報に３０００分の１の縮尺地図はないものとする。このとき、例えば
、３０００分の１より詳細な地図情報である２０００分の１の地図情報をもとに、３００
０分の１の縮尺に変換する。そして、図２４に示されるように、３０００分の１に変換さ
れた第２更新地図情報を更新地図として更新地図情報蓄積部１０６に蓄積する。これによ
って、縮尺が異なる更新地図情報で既存の地図情報を更新することが可能となる。
【００６８】
　なお、メッシュＩＤの切り口を統一し、あるいは縮尺を統一していた場合においても、
地図を描画する上での微妙な位置ずれ等によって、必ずしも地図情報の整合性がとれると
は限らない。このとき、例えばユーザがよく利用するであろう、主要道路を基準に地図情
報を一致させることとしてもよい。図２５を用いて説明する。図２５は、第２更新地図情
報によって更新されたメッシュＩＤ「Ｍ１１」である。一方、メッシュＩＤ「Ｍ１２」は
ユーザが従来から利用しているＣ社の地図情報とする。ここで、提供会社が異なり、部分
的に更新したため、地図が完全には一致していない。例えば、図２５に示される細い道路
等、メッシュＩＤ「Ｍ１１」と「Ｍ１２」とでは異なることとなる。そこで、主要道路に
重きをおき、一致させることとする。例えば、色の境を微分し、エッジ抽出を行い、道路
を抽出する。地図情報は、前述に示されるように、幾層もの階層構造となっており、例え
ば経路情報を利用することで経路の抽出が可能となる。次に、その中で主要道路に重きを
おいて相関をとり、一致させることとする。図２５では、細い道路は一致していないが、
一方、主要道路が一致していることとなる。このように、元の地図情報に含まれる経路と
更新地図情報に含まれる対応する経路との継ぎ目におけるずれが最小となるように、地図
情報と更新地図情報とを位置合わせすることで、整合性ある地図の合成表示が可能となる
。
【００６９】
　また、本実施の形態では、専用地図情報の種類は、地図情報に記された「地図種類」を
もとに一意に決定されていた。具体的には、例えばゴルフ専用の地図情報は、地図種類「
ゴルフ専用」と記されていた。しかし、地図情報の種類の判断はこれに限ったものではな
く、例えば、地図情報に記されたテキストを解析して自動的に判定することとしてもよい
。例えば、地図情報の種類を判定する、更新地図種類判定手段をあらたに設け、この更新
地図種類判定手段において、地図情報に記されたテキストを解析して自動的に判定するこ
とが可能となる。以下、具体例を用いて説明する。
【００７０】
　図２６は、第２更新地図情報提供部１０９に蓄積されたメッシュＩＤ「Ｍ１１」の第２
更新地図情報である。本第２更新地図情報には、前述の第２更新地図情報と異なり「地図
種類」は記されていない。一方、各ランドマーク情報の詳細な説明として「詳細情報」が
記されている。例えば、「宮里ゴルフ場」の詳細情報として「ゴルフコース全１８ホール
」等、そのランドマークの詳細な説明としてゴルフに関係する説明が記されている。ある
いは、「片山ゴルフショップ」の詳細情報として「新作ドライバー発売」、「アイアンセ
ット」等、ゴルフに関わる情報が記されている。そこで、これらテキスト情報について形
態素解析等を行い、名詞等のキーワードを抽出するなどして、その地図情報の種類を判定
することとしてもよい。この場合、ゴルフに関する情報が多いとして、ゴルフ専用に用い
ることができると判定することが可能である。異なる提供元から提供される地図情報は、
必ずしも共通のフォーマットを利用しているとは限らず、また本実施の形態で示すような
地図情報の種類が明記されているとは限らない。そこで、上記のように地図情報に蓄積さ
れたテキスト情報を解析し、地図情報の種類を自動判定することが可能となる。また、テ
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キスト情報の情報量、あるいはカテゴリを参照し、ゴルフに関するランドマークの量や密
度等で判断することもできる。例えば、所定区間内に存在するゴルフ場やゴルフショップ
等のランドマーク密度を算出することで、ゴルフ専用地図としたり、あるいは、詳細情報
に記された情報量の多さで、ゴルフに関する情報が詳しい地図として、自動判定すること
が可能となる。
【００７１】
（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２について説明する。
【００７２】
　実施の形態１では、ランドマーク情報を用いて複数提供される更新地図情報から最適な
更新地図情報を選択した。本実施の形態では、経路情報を用いて複数提供される更新地図
情報の中から最適な更新地図情報を選択する手法について説明する。
【００７３】
　図２７は、本発明の実施の形態２における移動体端末１００ａの構成を示す機能ブロッ
ク図である。この移動体端末１００ａは、経路情報を用いて、複数提供される更新地図情
報の中からユーザにとって最適な更新地図情報を選択する装置であり、位置情報検出部１
０１、ノード情報抽出部１１１、地図情報蓄積部１０３、移動履歴蓄積部１０２、経路種
類抽出部１１２、地図情報選択部１０４、地図情報更新部１０５、更新地図情報蓄積部１
０６、更新情報通知部１０７および合成表示部１１７を備える。なお、本図には、通信ネ
ットワークを介してこの移動体端末１００ａと接続されている第１更新地図情報提供部１
０８および第２更新地図情報提供部１０９も併せて示されている。以下、実施の形態１と
同一の構成要素については同じ符号を付与し、説明を省略する。
【００７４】
　地図情報蓄積部１０３は、予め地図情報を蓄積するハードディスク等であり、実施の形
態１で説明したように、所定のエリアに区切られ、階層構造で蓄積されている（図４、図
５参照）が、本実施の形態では、図２８に示される地図情報を蓄積しているものとする。
【００７５】
　図２９は、図２８に示された地図情報のメッシュＩＤ「Ｍ４１」の経路情報を示す図で
ある。図２９には、メッシュＩＤ「Ｍ４１」に存在する交差点「緑１交差点」や、ランド
マーク「ＡＢＣ会社」、道路「国道１６３号」等が示されている。地図情報の経路情報は
、これら道路の情報をノードとリンク等で示された、ネットワーク構造で表現されている
。例えば、交差点やランドマーク等はノード（図２９の四角印）で表される。図２９にお
いて、交差点「緑１交差点」はノードＩＤ「Ｎ（ノード）１４」、ランドマーク「ＡＢＣ
会社」はノードＩＤ「Ｎ８１」となっている。また、図２９の黒い太線は、ノードとノー
ドを結ぶリンクであり、道路の中心線上を沿う形になっている。図２９において、ノード
ＩＤ「Ｎ１４（緑１交差点）」と「Ｎ１５（緑２交差点）」を結ぶ道路「国道１６３号」
は、リンクＩＤ「Ｌ（リンク）３１」で表される。また、このリンクは、形状を示すため
の「形状点」を持つ。形状点は、リンクの形状を表示するための座標「ｘ座要、ｙ座標」
（例えば、一端のノードを基準とした絶対値の座標とする）を有し、リンクの長さや、複
雑さに応じてその数が変化することとなる。例えば、リンクＩＤ「Ｌ３１（国道１６３号
）」は、形状点「ｓ（シェープ）１」、「ｓ２」等、四つの形状点を持ち、これら形状点
によってリンクＩＤ「Ｌ３１」の曲線を表している。
【００７６】
　図３０は、メッシュＩＤ「Ｍ４１」における経路情報のノード情報を示す図である。メ
ッシュＩＤ「Ｍ４１」には、ノード情報として、ノードＩＤ「Ｎ１４」、「Ｎ１５」、「
Ｎ８１」等が存在し、さらに各ノードの詳細情報、例えばノードＩＤ「Ｎ８１」の名称「
ＡＢＣ会社」、位置「東経１３５度３４分３０秒、北緯３４度３６分０５秒」、周辺リン
ク「Ｌ３２」等、ノードの詳細情報がリスト付けされ（図３０における矢印で示す）、蓄
積されている。
【００７７】
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　図３１は、リンクの詳細情報を示す図である。リンク情報として、リンクＩＤ「Ｌ３１
」、「Ｌ３２」等が存在し、さらに各リンクの詳細情報、例えばリンクＩＤ「Ｌ３１」の
名称「国道１６３号」、形状点とその座標「ｓ１（ｘ座標１０、ｙ座標１０）」、リンク
の両端となる周辺ノード「Ｎ１４、Ｎ１５」等が示されている。また、経路探索等に用い
られる経路コストの情報として、リンク全体の距離「８００ｍ」や、リンクを通過するの
に要する平均時間「８分」等も蓄積されている。さらに、本実施の形態では、リンク情報
として、経路種類「国道」等が含まれる。このように、経路情報は、一般的に、ノードと
、各ノードを結ぶリンクのネットワーク構造で蓄積されている。本実施の形態では、各地
図情報提供会社より提供される地図情報も、このようなネットワーク構造で蓄積されてお
り、また、各ＩＤも共通とする。一方、各ノードやリンクに付帯する属性情報のみ、各社
独立のものとし、この属性情報によって地図の性質が異なることとする。以下、具体例を
用いて各社の地図を説明する。
【００７８】
　第１更新地図情報提供部１０８および第２更新地図情報提供部１０９は、更新地図情報
を提供する複数のＷｅｂサーバ等である。ここでは、第１更新地図情報提供部１０８は、
主要道路優先の一般的な地図情報（以下、「一般地図情報」という。）を提供する手段と
し、第２更新地図情報提供部１０９は、主要な道路のみならず、裏道を利用する人向け専
用の地図情報（以下、「専用地図情報」という。）を提供する手段とする。
【００７９】
　図３２は、第１更新地図情報提供部１０８に蓄積された、メッシュＩＤ「Ｍ３１」の一
般地図情報の例を示す図である。メッシュＩＤ「Ｍ３１」における経路情報のうち、リン
ク情報の詳細が示されている。例えば、リンクＩＤ「Ｌ３５」の経路種類は「狭い道路」
であり、周辺ノードとして、ノード「Ｎ２１」、「Ｎ２２」等が蓄積されている。ただし
、経路探索などに用いられる経路コストの情報は、距離「不可」、通過平均時間「不可」
となっている。ここで、経路探索用コスト情報は経路探索の際に用いられる。例えば、最
短経路の探索などは、本コスト情報を用いてダイクストラ法などにより算出するのが一般
的である。しかし、一般的な地図情報において、狭い道路などは本コスト情報が存在せず
、あるいは存在しても利用されず、よって最短経路の算出には利用されないのが一般的で
ある。つまり地図上には存在しても、経路探索では主要道路や、一般的に広い道路が利用
され、「狭い道路」は反映されないようになっている。そこで、経路探索に利用不可とい
うことで「不可」と記されている。
【００８０】
　一方、図３３は、第２更新地図情報提供部１０９に蓄積された、同じメッシュＩＤ「Ｍ
３１」の専用地図情報の例を示す図である。図３３に示される地図情報には、第１更新地
図情報提供部１０８に蓄積された一般地図情報とは異なり、同じ狭い道路であるリンクＩ
Ｄ「Ｌ３５」の経路探索用コスト情報として、距離「５０ｍ」、通過平均時間「１分」等
蓄積されており、したがって、経路探索にこれら「狭い道路」も反映されることとなる。
つまり、主要な道路のみならず、これら「狭い道路」も反映されるため、裏道を利用する
人向け専用の地図情報（専用地図情報）と位置づけられる。本実施の形態では、移動体端
末１００ａは、これら一般地図情報と専用地図情報とを、移動履歴に基づいて、適切に選
択する。以下、移動履歴を用いてこれら地図情報を選択する手法について説明する。
【００８１】
　移動履歴蓄積部１０２は、ユーザの移動履歴を蓄積するメモリ等であり、本実施の形態
では、ユーザの出発地と目的地のノードＩＤおよび目的地までの経路を示すリンクＩＤの
系列で蓄積される。ノードおよびリンクの抽出は、ノード情報抽出部１１１が、地図情報
蓄積部１０３に蓄積された地図情報を用いて行う。
【００８２】
　図３４は、メッシュＩＤ「Ｍ４１」を示す図である。図３４において、白い丸印は、実
施の形態１と同様、位置情報検出部１０１で検出される位置情報である。ユーザが、緑１
交差点と、緑２交差点とを通過し、ＡＢＣ会社に向かっていることが示されている。一方
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、地図情報には、緑１交差点、緑２交差点、ＡＢＣ会社等の位置情報が蓄積されており、
これらをもとに、ノード情報抽出部１１１は、ノードＩＤを抽出する。例えば、目的地に
ついては、実施の形態１と同様、エンジンをストップさせた地点の近辺（例えば半径５０
メートル以内）に位置するノードを目的地とすることとする。同様に、エンジンをスター
トさせた地点近辺のノードを出発地とする。さらに、通過ノードについては、経路情報に
ある各ノードの位置から所定の範囲内（例えば半径５０メートル以内）を通過した場合に
、そのノードを通過ノードと判定する。
【００８３】
　ノード情報抽出部１１１は、通過した両端のノードより通過リンクを特定し、ユーザの
走行経路として蓄積する。例えば、図３４において、ノードＩＤ「Ｎ１４（緑１交差点）
」を中心とした所定の範囲（半径５０メートル）以内に位置情報が存在するため、ノード
ＩＤ「Ｎ１４」を通過と判定する。同様に、ノードＩＤ「Ｎ１５（緑２交差点）」も通過
と判定される。したがってノードＩＤ「Ｎ１４（緑１交差点）」、「Ｎ１５（緑２交差点
）」を両端とするリンクＩＤ「Ｌ３１（国道１６３号）」を通過したこととなり、通過リ
ンクＩＤの系列を移動履歴として蓄積することとなる。
【００８４】
　図３５は、移動履歴蓄積部１０２に蓄積された移動履歴の例を示す図である。前述の手
法により抽出された出発地、目的地および通過した経路等が蓄積されている。例えば、移
動履歴ＩＤ「００１」は出発地「Ｎ１００（自宅）」であり、経路「Ｌ１１」、「Ｌ１２
」等を通過し、目的地「Ｎ８１（ＡＢＣ会社）」へ移動したことが示されている。
【００８５】
　さらに、本実施の形態では、ノード情報抽出部１１１は、移動履歴として、「経路種類
」も移動履歴蓄積部１０２に蓄積する。例えばリンクＩＤ「Ｌ１１」は経路種類「狭い道
路」に該当し、ノード情報抽出部１１１は、「狭い道路」を利用した移動履歴としてリン
クＩＤ「Ｌ１１」を蓄積する。
【００８６】
　経路種類抽出部１１２は、移動履歴蓄積部１０２に蓄積された移動履歴より、ユーザが
利用する経路の種類を抽出する処理部である。この経路種類抽出部１１２は、例えば、移
動履歴にある全リンクＩＤのうち、経路種類「狭い道路」の占める割合（利用率）を算出
する。例えば、図３６に示される例では、全リンク数１０に対し、リンク「Ｌ１１」等、
「狭い道路」数は８個であるため、８０％（８÷１０）となる。ここで閾値（例えば６０
％とする）などを設け、この割合が閾値以上の場合、狭い道路を優先的に使うユーザと判
定する。そして、普段狭い道路を優先的に使うユーザであるため、更新地図情報も狭い道
路を優先的に利用する地図、つまり専用地図情報を選択することとなる。つまり、地図情
報選択部１０４は、経路種類抽出部１１２で抽出された経路種類に対応する更新地図情報
を第１更新地図情報提供部１０８および第２更新地図情報提供部１０９から選択して取得
する。
【００８７】
　専用地図情報が選択されることで、経路探索の際や、あるいは新規道路ができ、それを
利用する際などに、普段狭い道路を利用している情報が新しい地図でも反映されることと
なる。例えば、図３７に示されるように、普段「狭い道路」を利用する移動履歴より、メ
ッシュＩＤ「Ｍ３１」に専用地図情報が選択されて更新されており、経路探索においても
、これらの情報が反映され、狭い道路が優先されて経路設定された様子が示されている。
これに対して、図３８に示されるように、普段「国道」等、比較的広い道路を利用してい
る移動履歴より、メッシュＩＤ「Ｍ３１」に一般地図情報が選択されて更新されており、
経路探索においても一般道路が優先されて経路設定された様子が示されている。
【００８８】
　カーナビ等の移動体端末は、あらゆるユーザに対応すべく、地図情報も、一般的に、み
な同じ情報が蓄積され、また設定も一定であるのが一般的である。例えば、上述したよう
に、経路探索は、主要道路を優先するのが一般的である。一方、ユーザの運転タスクはさ
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まざまであり、また地域等によっても利用される地図情報はさまざまである。複数の地図
情報が提供される環境において、これら地図情報をユーザに応じてカスタマイズしたいと
いうニーズは高い。本実施の形態によれば、普段の利用状況をもとに、地図情報を更新し
、ユーザの煩雑な操作なしにカスタマイズすることが可能となる。
【００８９】
　なお、本実施の形態に示す「狭い道路」は、地図情報にあらかじめ付与された経路情報
であったが、これに限ったものではない。例えば、地図情報には「３メートル以上５．５
メートル未満」等、経路の道幅を示す情報が与えられている場合もあり、これら道幅より
、自動的に判定することも可能である。また、交通規制情報を利用することも可能である
。例えば、同じ道幅でも、一方通行となっている経路は、対向車が来ないため、比較的通
行しやすい。普段、渋滞しやすい一般道路や、国道を回避し、これらの経路を選択するユ
ーザに対し、よりユーザに適した地図情報を提供することが可能となる。
【００９０】
　また、経路情報のみならず、前記実施例１に示すランドマーク情報も、普段ユーザが好
む経路の判定に利用することも可能である。例えば、通過した交差点の数等も利用するこ
とが可能である。信号待ちを避けるために、迂回経路を選択するユーザには、本実施の形
態で示す専用地図情報を提供することも可能である。
【００９１】
　なお、本実施の形態では、移動履歴とともに、経路種類が蓄積されたが、移動履歴と地
図情報蓄積部１０３に蓄積された地図情報より、後に経路種類を抽出することとしてもよ
い。
【００９２】
　次に、本実施の形態における移動体端末１００ａの動作について、図４０～図４６に示
されるフローチャートを用いて説明する。
【００９３】
　まず、位置情報検出部１０１は、現在の位置情報を検出する（図４０のステップＳ１０
１）。
【００９４】
　次に、ノード情報抽出部１１１は、検出された位置情報より、出発地、目的地のノード
および通過ノードより、通過経路をリンクの系列で抽出する（ステップＳ１０２１）。具
体的には、ノード情報抽出部１１１は、ノード情報の抽出として、出発地の抽出（図４１
のステップＳ２００１）、通過リンクの抽出（ステップＳ２００２）、目的地の抽出（ス
テップＳ２００３）を行う。
【００９５】
　出発地の抽出については、ノード情報抽出部１１１は、まずエンジンがスタートされた
地点の位置情報を参照し（図４２のステップＳ２１０１）、地図情報を参照する（ステッ
プＳ２１０２）。そして、位置情報がノードの位置情報の所定範囲内（例えば半径５０メ
ートル以内）であるか否かを判定し（ステップＳ２１０３）、所定範囲内である場合（ス
テップＳ２１０３のＹｅｓ）、ノードＩＤを出発地とする（ステップＳ２１０４）。
【００９６】
　通過リンクの抽出については、ノード情報抽出部１１１は、両端の通過ノードより抽出
する。まず、目的地の抽出と同様、各位置情報（図４３のステップＳ２２０１）、地図情
報を参照し（ステップＳ２２０２）、ノードの位置情報の所定範囲内（例えば半径５０メ
ートル以内）であるか否かを判定し（ステップＳ２２０３）、所定範囲内である場合（ス
テップＳ２２０３のＹｅｓ）、ノードＩＤを通過ノードとして抽出する。次に一つ前の通
過ノードを参照し（ステップＳ２２０５）、両ノードＩＤを含むリンクを通過リンクとし
て抽出する。例えば、図３４において、ノードＩＤ「Ｎ１５」が通過ノードＩＤとして抽
出される。一つ前のノードＩＤは「Ｎ１４」となっており、両ノード、つまり「Ｎ１４」
と「Ｎ１５」を含むリンクＩＤ「Ｌ３１」が通過リンクとなる。なお、リンクの両端は地
図情報のリンク情報に蓄積されており、これを用いることで判断することができる（図３
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１より）。
【００９７】
　目的地の抽出については、ノード情報抽出部１１１は、エンジンがストップされた地点
の位置情報を参照し（図４４のステップＳ２３０１）、地図情報を参照する（ステップＳ
２３０２）。そして、位置情報がノードの位置情報の所定範囲内（例えば半径５０メート
ル以内）であるか否かを判定し（ステップＳ２３０３）、所定範囲内である場合（ステッ
プＳ２３０３のＹｅｓ）、ノードＩＤを目的地とする。
【００９８】
　次に、ノード情報抽出部１１１は、得られた出発地、目的地、経路を移動履歴蓄積部１
０２に蓄積する（図４０のステップＳ１０３）。図３５は、蓄積された移動履歴である。
さらに本実施の形態では、リンクの種類「狭い道路」等を蓄積することとする。
【００９９】
　そして、経路種類抽出部１１２は、ユーザが利用する経路の種類を抽出する（図４０の
ステップＳ１０４１）。具体的には、経路種類抽出部１１２は、移動履歴蓄積部１０２に
蓄積された移動履歴を参照し（図４５のステップＳ５０１）、各経路（通過したリンク）
を参照する（ステップＳ５０２）。そして、各リンクの経路種類を判定する（ステップＳ
５０３）。本実施の形態では、全ノードに対する経路種類「狭い道路」の利用率を算出す
る。図３６に示される移動履歴では、利用率８０％が算出される。
【０１００】
　続いて、地図情報選択部１０４は、判定された経路種類の利用率をもとに、地図情報選
択部１０４において地図情報の選択を行う（図４０のステップＳ１０５１）。具体的には
、地図情報選択部１０４は、算出された利用率が閾値（例えば６０％）以上か否かの判定
を行い（図４６のステップＳ６０１）、閾値以上であれば（ステップＳ６０１のＹｅｓ）
、第２更新地図情報提供部１０９より専用地図情報を選択する（ステップＳ６０２）。一
方、閾値未満であれば（ステップＳ６０１のＮｏ）、第１更新地図情報提供部１０８より
一般地図情報を選択する（ステップＳ６０３）。
【０１０１】
　図３７は、専用地図情報が選択された場合において、経路設定の際に専用地図情報が反
映された例を示しており、一方、図３８は、一般地図情報が選択された場合において、経
路設定の際に一般地図情報が反映された例を示している。このように、本実施の形態によ
れば、経路情報に基づいて、ユーザに適した種類の更新地図情報を用いて地図情報が更新
される。
【０１０２】
　なお、本実施の形態では、利用率は、全ノード数に対する経路種類「狭い道路」の数で
算出されたが、本発明は、このような算出方法に限られない。例えば、県や市、あるいは
エリアごとに算出し、「狭い道路」の利用率が高いエリアでは専用地図を選択し、一方低
いエリアでは一般地図情報を選択することとしてもよい。例えば、普段「狭い道路」を利
用する運転タスクの優れたユーザであっても、馴染みのないエリアや、遠く離れた地域で
は、一般的な地図情報を更新する場合も生じる。そこで、エリアごとに利用率を算出し、
利用率とエリアに応じて選択の制御を行うこととしてもよい。
【０１０３】
　また、本実施の形態において、選択する地図情報は、裏道等を利用する専用地図情報と
一般地図情報であったが、本発明は、このような地図情報の種類に限られない。例えば、
詳細なレストラン情報を蓄積した、レストラン情報に詳しい地図情報を専用地図情報とし
、移動履歴に蓄積された情報、例えば、履歴にある目的地のカテゴリをもとに更新地図情
報を選択することとしてもよい。あるいは、移動の履歴のみならず、検索や閲覧の履歴を
蓄積しておき、履歴よりユーザの好みを判定し、ユーザに適した更新地図情報を選択する
こととしてもよい。
【０１０４】
　図３９は、本実施の形態を用いて選択されたユーザの特徴を地図情報に反映した一例を
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示す図である。メッシュＩＤ「Ｍ４１」は、普段、ユーザがレストラン等を利用するため
、レストラン専用の専用地図情報が選択されており、一方、メッシュＩＤ「Ｍ５３」、「
Ｍ６２」、「Ｍ６３」は普段のユーザの走行より、裏道に詳細な専用地図情報が選択され
ている。このように、履歴を用いることでユーザの特性を反映した更新地図情報の選択が
可能となる。
【０１０５】
　また、所定の地図情報を使用する割合や使用頻度をもとに更新地図情報を選択してもよ
い。例えば、図３９に示されるように、裏道専用の地図情報が比較的多い場合、他の一般
地図情報をすべて裏道専用地図情報へと、自動的に、あるいは、変更を促すことによって
、地図を更新してもよい。このとき、地図を変更した後に、使用していた元の地図情報に
戻すことも可能にしてもよい。これによって、各提供手段から様々な特徴を備えた地図情
報が提供される環境において、ユーザの好みも様々であるが、ユーザの履歴をもとに、ユ
ーザに適した地図情報を自動的に選択するとともに、使用頻度や割合等からユーザの好み
を反映することが可能となる。
【０１０６】
　また、地図情報の更新時期が異なる場合、より最新の地図情報を選択することとしても
よい。例えば、新たに道路やランドマークが作られた場合、各地図情報が提供される更新
時期が異なる場合も生じる。このとき、普段利用している第２更新地図情報提供部１０９
より提供される専用地図情報がまだ更新されていない場合には、暫定的に、第１更新地図
情報提供部１０８より提供される最新の一般地図情報を取得しておき、専用地図情報が更
新された場合に、新たに更新することとしてもよい。
【０１０７】
（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３について説明する。
【０１０８】
　実施の形態１では、目的地等のランドマークの情報を蓄積し、その情報を基に、地図情
報を選択した。また、実施の形態２では、ユーザの移動履歴を蓄積し、そこから普段利用
している道路の種別を判別し、その情報を利用して地図情報を選択した。
【０１０９】
　ところで、出発地と目的地を入力とし、地図情報を利用して、経路を探索した場合に、
登録されている地図情報や、経路探索のアルゴリズムによって、提供される経路が異なる
場合がある。また、経路案内においても、ユーザにとって理解しやすい案内と、理解しが
たい案内がある。そこで、本実施の形態においては、ユーザの移動履歴と、提供されてい
る経路の情報を利用して、どの地図情報を利用すべきかを自動的に判断し、地図情報を選
択する例について説明する。
【０１１０】
　図４７は、本発明の実施の形態３における移動体端末１００ｂの構成を示す機能ブロッ
ク図である。この移動体端末１００ｂは、ユーザの移動履歴と提供されている経路情報と
に基づいて地図情報を選択的に利用する装置であり、位置情報取得部４５０１、移動履歴
蓄積部４５０２、第１の地図情報蓄積部４５０３、第２の地図情報蓄積部４５０４、第３
の地図情報蓄積部４５０５、第４の地図情報蓄積部４５０６、経路探索要求生成部４５０
７、経路探索結果受信部４５０８、経路比較部４５０９および地図情報選択部４５１０を
備える。
【０１１１】
　位置情報取得部４５０１は、実施の形態１および２と同様に、ＧＰＳアンテナ等のセン
サによって位置情報を取得する処理部である。
【０１１２】
　移動履歴蓄積部４５０２は、位置情報取得部４５０１で取得した位置情報をハードディ
スク等の媒体で車両の移動履歴として蓄積する。車両の移動履歴は、位置情報取得部４５
０１で取得した緯度・経度の値を交差点等のノードの時系列データとして蓄積される。ま
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た、道路情報において経路に識別子が付与されている場合には、ユーザが通過した経路の
履歴として蓄積してもよい。例えば、図４８に示されるように、走行した日時に対して、
出発地と到着地および各地点での時刻に関する情報を蓄積し、出発地から到着地に至った
経路に関する情報が蓄積されているものとする。図４８では、移動履歴ＩＤ００１におい
ては、出発地が自宅、到着地が会社であり、そのときに利用した経路は、Ｌ０９９、Ｌ１
０５という経路を利用したことが蓄積されている。
【０１１３】
　第１～第４の地図情報蓄積部４５０３～４５０６は、それぞれ、Ｘ１社、Ｘ２社、Ｘ３
社、Ｘ４社が提供する地図情報を蓄積しているＷｅｂサーバ等である。これら第１～第４
の地図情報蓄積部４５０３～４５０６は、蓄積している地図情報の道路に対して、コスト
情報等を蓄積し、出発地点と到着地点が入力されると、その所要予想時間と、出発地から
到着地へ至るまでに通過する経路に関する情報等を出力する機能を有する。
【０１１４】
　経路探索要求生成部４５０７は、移動履歴蓄積部４５０２に蓄積されている移動履歴か
ら出発地と到着地の位置情報を取り出し、その位置情報を利用して第１～第４の地図情報
蓄積部４５０３～４５０６で蓄積されている経路を探索する。具体的には、図４８に示さ
れるように、蓄積されている履歴情報から、出発地、到着地を検索し、各地点の緯度・経
度の値を取り出す。そして、取り出した出発地と到着地の組について、各地図情報（第１
～第４の地図情報蓄積部４５０３～４５０６）に対して経路探索を要求する。得られた経
路探索は、後述するように、経路比較部４５０９において比較され、地図情報選択部４５
１０において最適なものが選択される。そのために、抽出される出発地と到着地の組は、
利用する地図情報によって探索される経路が異なるものが好ましい。そこで、本実施の形
態では、経路探索要求生成部４５０７は、走行時間が長い移動履歴のほうが探索される経
路の選択の幅（ばらつき）が広がるため、最も走行時間の長い移動履歴を選択する。図４
８に示される例では、最も所要時間が大きい移動履歴ＩＤ００６を選択する。なお、計算
量が十分に少なく、計算時間（経路探索時間）が十分に短いときには、つまり、この移動
体端末１００ｂの処理能力において十分な余裕がある場合には、このような選択基準に代
えて、蓄積されているすべての出発地と到着地の組を選択してもよい。
【０１１５】
　経路探索結果受信部４５０８は、第１～第４の地図情報蓄積部４５０３～４５０６で蓄
積されている地図情報を用いて、経路探索要求生成部４５０７で選択された経路探索の出
発地と到着地の情報を利用して、経路探索を行った結果を受信する通信インターフェース
等である。その結果を図４９に示す。図４９の経路探索が行われた結果を地図上の移動で
表現したものを図５０に示す。
【０１１６】
　図４９において、出発地が自宅で、到着地が丸山ゴルフ場である場合に、図４８の移動
履歴においては、Ｌ０９９、Ｌ１０５、Ｌ１０４、Ｌ３００、Ｌ３０１、Ｌ５０１を経由
して到着している。これに対して、各地図情報を用いて自宅を出発地、丸山ゴルフ場を到
着地として、経路探索を行った結果は、第１の地図および第３の地図を利用した場合には
、実際の走行と同じ経路が探索されている。それに対して、第２の地図および第４の地図
を利用した場合には、探索結果は、同一の出発地、同一の到着地であるが、異なる経路が
探索されている。
【０１１７】
　これは、図５０に示されるように、第１の地図および第３の地図によれば、丸山ゴルフ
場に行くときには、池田南インターチェンジまたは池田北インターチェンジから有料道路
に乗り、丸山インターで降りて、ゴルフ場へ向かう探索結果となっている。この探索結果
は、有料道路の利用距離を少なくし、通行料金の節約を行うことを意図した結果であり、
ユーザの実際の走行（移動履歴）と一致する。一方、第２の地図および第４の地図によれ
ば、自宅の近くから有料道路を走行し、少ない時間で到着地へ向かうことを目的とするた
め、池田南インターチェンジから有料道路を利用する経路が探索結果となっている。
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【０１１８】
　経路比較部４５０９は、移動履歴蓄積部４５０２に蓄積された移動履歴と経路探索結果
受信部４５０８から通知される探索結果に基づいて、同一の出発地で同一の到着地の経路
について、走行経路と走行時間の一致性（一致すること、あるいは、近いこと）を判定す
る。
【０１１９】
　地図情報選択部４５１０は、経路比較部４５０９で比較された結果に基づいて、実走行
に最も近い探索結果を出した地図情報を選択する処理部である。具体的には、経路比較部
４５０９での比較結果に基づいて、実走行と同一の走行経路で、かつ、走行時間が実走行
に最も近い経路を探索結果とする地図情報を第１～第４の地図情報の中から選択する。図
４９に示された例では、第１の地図と第３の地図を用いた経路の探索結果が実走行と同じ
経路を探索結果として出力し、かつ、実走行時間である１０１分に最も近い時間（９９分
）を推定所要時間とした第３の地図情報を選択する。
【０１２０】
　以降、ユーザの走行や経路探索において、選択された地図情報を利用することで、ユー
ザの実走行にあった経路探索や、目的地までの所要時間の推定を行うことが可能になる。
上述の例では、目的地までの所要時間よりも有料道路を走行する距離を少なくする料金コ
ストを削減することを優先するようなユーザに対しては、そのユーザにあった地図情報が
選択されることになる。
【０１２１】
　上記の処理の内容を、図５１のフローチャートを利用して説明する。位置情報取得部４
５０１は、取得した位置情報を移動系列に変換して移動履歴蓄積部４５０２に蓄積する（
ステップＳ４９０１）。所定の走行時間（例えば、５時間）、走行していた場合には、次
のステップへ進む（ステップＳ４９０２）。走行が満たない場合には、ステップＳ４９０
１を繰り返す。所定の時間以上走行している場合には、経路探索要求生成部４５０７は、
移動履歴蓄積部４５０２で蓄積されている移動履歴から最も走行時間の長い走行の出発地
と到着地の組を選択する（ステップＳ４９０３）。そして、選択した出発地と到着地の緯
度・経度の情報を用いて、第１の地図情報蓄積部４５０３から第４の地図情報蓄積部４５
０６で蓄積されている地図情報に対して、経路探索要求を出す（ステップＳ４９０４）。
経路探索結果受信部４５０８は、各地図情報からの経路探索結果を受信し、経路比較部４
５０９は、受信された探索結果が移動履歴蓄積部４５０２で蓄積されている実走行の履歴
と同一の経路探索結果のものがあるか否かを判断する（ステップＳ４９０５）。図４９に
示される探索結果の例では、第１の地図情報と第３の地図情報の探索結果が実走行と同一
であるため、地図情報選択部４５１０は、それらの地図情報を候補して選択する。さらに
、経路比較部４５０９によって、第１の地図情報の経路探索の結果においては推定所要時
間が１０５分であるのに対して、第３の地図情報の経路探索おいては９９分であると比較
される。そこで、地図情報選択部４５１０は、実走行の所要時間が１０１分であり、第３
の地図情報の９９分の方が近いため、第３の地図情報の方が、ユーザの実走行に近い経路
探索を行うことが可能であると判断し、最終的に、第３の地図情報を選択する（ステップ
Ｓ４９０６）。
【０１２２】
　一方、第１の地図情報から第４の地図情報においてユーザの走行と一致した経路探索の
結果が得られなかった場合には（ステップＳ４９０５でＮＯ）、地図情報選択部４５１０
は、経路比較部４５０９での比較により、主要道路の走行が一致している経路探索結果を
出力した地図情報を選択する（ステップＳ４９０７）。主要道路が一致している地図情報
が複数存在した場合には、推定所要時間が近い地図情報を選択する（ステップＳ４９０８
）。これにより、ユーザの移動履歴の詳細な部分が異なるが概要が一致している経路探索
を行う地図情報を選択することが可能になる。例えば、普段の移動履歴において、ユーザ
がユーザの自宅付近に居住する友人宅を訪問し、その後、長時間の走行を行う場合がある
。このとき、友人宅までの詳細な経路情報は一致しないが、主要道路が一致している経路
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探索結果を出力する地図情報が選択される。これにより、ユーザの主要な移動パターンに
対して、合致した地図情報を選択することが可能である。
【０１２３】
　また、複数の地図情報を利用して経路探索を行った結果、主要道路においても一致した
経路がなかった場合には（ステップＳ４９０７でＮＯ）、移動履歴蓄積部４５０２におい
て、次に走行時間の長い移動履歴における出発地と到着地との組を選択し直し（ステップ
Ｓ４９０９）、ステップＳ４９０４へ戻る。これにより、ユーザの移動履歴が特殊な移動
履歴であり、どの地図情報を利用しても経路探索の結果が一致していない場合にも、他の
移動履歴を用いて経路探索を実行し、ユーザの移動パターンに則した地図情報の選択が可
能になる。
【０１２４】
　なお、本実施の形態においては、図４８の移動履歴蓄積部４５０２で蓄積されている移
動履歴に対して、最も走行時間の長い移動履歴を選択したが、これに代えて、移動の頻度
が高い移動履歴の出発地と到着地を選択してもよい。これにより、ユーザが最も頻繁に利
用する経路において、ユーザの移動パターンに合致した地図情報を選択することが可能に
なる。特に、通勤や通学等で頻繁に利用する経路に関する地図情報がユーザの実際の移動
パターンと類似している地図情報を選択することが可能になる。
【０１２５】
　また、本実施の形態においては、図４８の移動履歴蓄積部４５０２で蓄積されている移
動履歴に対して、最も走行時間の長い移動履歴だけを用いて地図を選択したが、これに代
えて、蓄積されているすべての移動履歴を選択し、その移動履歴全体に対して、一致した
経路探索結果を出力する地図情報を選択してもよい。そのときに、さらに、実際の移動時
間と推定された所要時間が最も近い地図情報を選択してもよい。これにより、普段から安
全走行でスピードを控えめのユーザであっても、そのユーザにあった地図情報を選択する
ことが可能になる。
【０１２６】
　また、本実施の形態においては、複数の地図情報が蓄積されており、各地図情報に対し
て経路探索を行い、その結果と実走行の結果の比較を行うことで、ユーザにあった地図情
報を選択したが、これに代えて、１つの地図情報とその地図情報を用いた複数の経路探索
モジュールが存在するときに、各経路探索モジュールに対して、出発地と到着地の組を入
力し、それらの結果を比較することで、最もユーザの移動パターンにあう経路探索モジュ
ールを選択することも可能になる。このとき、経路探索を行った場合の探索時間を利用し
て、最も短時間で経路探索を行えた経路探索モジュールを選択してもよい。
【０１２７】
　また、本実施の形態においては、移動履歴の地理的な場所に依存しないで、第１～第４
地図情報蓄積部４５０３～４５０６の中から最適な地図情報を選択した。しかしながら、
地図情報によっては、特定の地域に対しては詳しく精度が高い地図情報がある場合もある
。そこで、地域に応じて出発地と到着地の組を選択し、各地域ごとにユーザの移動パター
ンにそった地図情報を選択してもよい。例えば、大阪府に関しては、Ｘ１社の地図情報を
選択し、兵庫県に関してはＸ２社の地図情報を選択するということも可能である。
【０１２８】
　また、本実施の形態においては、複数の地図情報から、ユーザにとって最適な地図情報
を選択したが、これに代えて、あるいは、これに加えて、音声案内についても、最適な（
正しい）音声案内をするものを選択してもよい。一般に、経路探索において、ユーザに対
して音声案内等を利用して経路案内が行われることがある。ところが、地図情報が異なる
と、音声案内における読み方、例えば、交差点の読み方が異なっている場合がある。例え
ば、図５２に示されるように、緯度・経度が同一である交差点に対して、第２の地図情報
だけが「ヒガシコウサテン」という読み上げを行い、その他の地図情報においては、「ア
ズマコウサテン」という読み上げを行う、という経路案内結果が得られることがある。こ
の場合、第２の地図情報の音声案内の読み上げが誤っていると判断し、第２の地図情報の
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経路探索結果を用いて、ユーザに対してナビゲーションを行う場合には、「ヒガシコウサ
テン」を「アズマコウサテン」に読み替えて案内してもよい。このとき、多数決の原理に
基づいて正しい読み上げを決定するではなく、地図の更新情報を用いてもよい。つまり、
最も更新日時が新しい地図情報の読み上げ情報を正しいものとして利用してもよい。この
ように、複数の地図情報を用いることで、音声案内における地名等の誤った読み上げが自
動修正される。
【０１２９】
　また、本実施の形態では、移動体端末１００ｂは、ユーザの移動履歴と複数の地図情報
蓄積部が提供する探索結果とから、ユーザに適した地図情報を選択して取得したが、この
手法を、実施の形態１および２における更新地図情報の選択に適用してもよい。つまり、
複数の更新地図情報蓄積部の中から、本実施の形態における判断基準によって１つの更新
地図情報蓄積部を選択し、選択した地図情報蓄積部から取得した更新地図情報で、既に保
持している地図情報を更新してもよい。
【０１３０】
（実施の形態４）
　次に、本発明の実施の形態４について説明する。
【０１３１】
　実施の形態１では、蓄積された移動履歴からユーザが到着した目的地のカテゴリ情報を
抽出し、ユーザが望む種類の地図を自動的に選択して更新した。また、実施の形態２では
、その種類は地域によって選択してもよいことが示された。具体的には、図３８には、ユ
ーザがよく裏道を使う「Ｍ６２」、「Ｍ６３」、「Ｍ６４」等の馴染みのエリアにおいて
は裏道専用地図が更新されており、食事を行う地域である「Ｍ４１」ではレストラン専用
地図が更新されている。このように異なる種類の地図をユーザの傾向に応じて選択して更
新することで、よりユーザの行動特性を反映した地図にカスタマイズすることができ、特
に運転時等、タスクに制限のある場合において、ユーザは煩雑な操作をすることなく、必
要な情報を容易に入手することが可能となる。
【０１３２】
　本実施の形態では、エリア等に応じて地図情報の選択を行う移動体端末について説明す
る。
【０１３３】
　図５３は、本発明の実施の形態４における移動体端末１００ｃの構成を示す機能ブロッ
ク図である。この移動体端末１００ｃは、経路情報を用いて、複数提供される更新地図情
報の中からユーザにとって最適な更新地図情報を選択する装置であり、位置情報検出部１
０１、移動履歴蓄積部１０２、地図情報蓄積部１０３、行動モデル算出部１２２、地図情
報選択部１０４ａ、地図情報更新部１０５、更新地図情報蓄積部１０６、更新情報通知部
１０７および合成表示部１１７を備える。なお、本図には、通信ネットワークを介してこ
の移動体端末１００ｃと接続されている第１更新地図情報提供部１０８および第２更新地
図情報提供部１０９も併せて示されている。
【０１３４】
　この移動体端末１００ｃは、実施の形態１における移動体端末１００と略同様の構成を
備え、実施の形態１の地図情報選択部１０４に代えて地図情報選択部１０４ａを備える点
、および、行動モデル算出部１２２をさらに備える点が実施の形態１と異なる。実施の形
態１における移動体端末１００が備えるランドマーク情報抽出部１１０は、後述するよう
に、行動モデル算出部１２２の一構成要素となっている。以下、実施の形態１と同一の構
成要素については同じ符号を付与し、異なる点を中心に説明する。
【０１３５】
　位置情報検出部１０１は、実施の形態１同様、例えばＧＰＳで構成され、ユーザの位置
である緯度経度情報を検出する。この位置情報検出部１０１は、地図情報蓄積部１０３に
蓄積された地図情報をもとに、緯度経度情報をノード系列へ変換し、移動履歴蓄積部１０
２へ移動履歴として蓄積する。
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【０１３６】
　図５４は、移動履歴蓄積部１０２に蓄積された移動履歴を示す図である。本実施の形態
において、移動履歴は、例えば、エンジンをスタートさせた地点を出発地点、ストップさ
せた地点を目的地として、移動履歴蓄積部１０２に蓄積される。ＧＰＳによって検出され
る日時情報も蓄積される。例えば、本図における移動履歴ＩＤ「００１」は、日時「２０
０３年９月２０日（日）」、出発地「自宅（ランドマークのＩＤである「Ｌ１００」）」
、目的地「丸山ゴルフ場（Ｌ５１）」として蓄積されている。また、自宅を出発した時刻
「６時４５分」、丸山ゴルフ場へ到着した時刻「８時５０分」等、各ノードの通過時刻も
蓄積されている。同様に、移動履歴ＩＤ「００２」には、日時「２００３年９月２０日（
日）」、「丸山ゴルフ場」を「１６時４５分」に出発して「自宅」へ「１９時０５分」に
到着した履歴が蓄積されている。このように、ユーザの移動に伴って検出される移動が移
動履歴として移動履歴蓄積部１０２に蓄積される。
【０１３７】
　本実施の形態では、移動体端末１００ｃは、移動履歴蓄積部１０２に蓄積された移動履
歴をもとに、ユーザの行動の特性を反映させたモデル（以下、「行動モデル」という。）
を算出し、行動モデルをもとにユーザに必要な地図情報を選択して更新する。
【０１３８】
　行動モデル算出部１２２は、移動履歴蓄積部１０２に蓄積された移動履歴をもとに、行
動モデルを算出する処理部であり、図５５に示されるように、主要基点抽出部１２３、目
的地参照部１２４、移動コスト演算部１２５、ランドマーク情報抽出部１１０、行動範囲
分類部１２７、行動モデル生成部１２８、行動モデル蓄積部１２９からなる。
【０１３９】
　主要基点抽出部１２３は、移動履歴より自宅等、行動の基点となる地点を、主要基点と
して、抽出する処理部である。例えば、車によるユーザの移動には、ある程度のパターン
があり、自宅や会社などの主要な地点を基点として様々な地点へ移動する場合が多い。そ
こで、主要基点抽出部１２３は、まず、これら主要な地点を主要基点として抽出する。例
えば、地点の到着頻度や滞在時間をもとに主要基点を抽出する。
【０１４０】
　いま、図５４に示されるように、移動履歴として目的地が蓄積されていると、行動モデ
ル算出部１２２は、目的地ごとに頻度を算出し、頻度の高いものを主要基点として算出す
る。あるいは、頻度に代えて、あるいは、頻度に加えて、滞在時間を考慮して算出するこ
とも可能である。例えば、移動履歴ＩＤ「００２」に示す目的地「自宅」の到着時間は「
１９時０５分」であり、次の移動履歴ＩＤ「００３」に示す出発地「自宅」の出発時間は
次の日の「７時１０分」であり、その差１２時間０５分がその日の自宅の滞在時間となる
。そこで、行動モデル算出部１２２は、これら滞在時間の平均を算出し、平均滞在時間の
長い地点を主要基点として抽出してもよい。
【０１４１】
　図５６は、各地点の到着頻度と平均滞在時間を示したものである。例えば、地点ＩＤ「
００１」の「自宅」は滞在頻度３２０回、平均滞在時間１６時間２０分となっており、主
要基点として抽出されている。また地点ＩＤ「００２」の「会社」は滞在頻度１８９回、
平均滞在時間「１２時間２０分」となっており、主要基点として抽出されている。このと
き、滞在頻度１００回、平均滞在時間３時間等、閾値を設けて抽出することとしてもよい
。一般的には、自宅や会社等、ユーザが行動の基点となる地点が主要基点として抽出され
ることとなる。
【０１４２】
　目的地参照部１２４は、移動履歴の目的地を参照する処理部であり、主要基点抽出部１
２３で算出された主要基点ごとの目的地を移動履歴蓄積部１０２に蓄積された移動履歴か
ら参照する（読み出す）。
【０１４３】
　図５７は、主要基点として抽出された「自宅」を出発した場合における目的地参照部１
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２４によって参照された目的地を示す図である。図５４に示される移動履歴のうち、主要
基点「自宅」を出発した移動履歴ＩＤとその目的地は、移動履歴ＩＤ「００１」の「丸山
ゴルフ場」、移動履歴ＩＤ「００３」の「会社」、移動履歴ＩＤ「０２１」の「丸山ゴル
フ場」、移動履歴ＩＤ「０２５」の「ダイエイＡ」、移動履歴ＩＤ「０３１」の「ヨカド
ーＡ」等であり、これらが図５７に示されている。
【０１４４】
　移動コスト演算部１２５は、各目的地への移動コスト、例えば距離等を演算する処理部
である。ランドマーク情報抽出部１１０は、各目的地のカテゴリを特定する処理部である
。行動範囲分類部１２７は、移動コスト演算部１２５で得られた目的地ごとの距離とラン
ドマーク情報抽出部１１０で得られた目的地のカテゴリとから、ユーザの行動範囲（ここ
では、目的地のカテゴリごとの行動範囲）を分類する処理部である。行動モデル生成部１
２８は、行動範囲分類部１２７で得られた結果、つまり、主要基点ごとに目的地のカテゴ
リと行動範囲とを対応づけたテーブルを生成し、行動モデルとして行動モデル蓄積部１２
９に蓄積する。行動モデル蓄積部１２９は、行動モデル生成部１２８によって生成された
行動モデルを蓄積するハードディスク等であり、地図情報選択部１０４ａによって参照さ
れる。以下、具体例を用いて行動モデルの生成について説明する。
【０１４５】
　まず、移動コスト演算部１２５は、目的地参照部１２４で参照される目的地ごとに、主
要基点からの移動コスト（ここでは、距離）を演算する。これと並行して、ランドマーク
情報抽出部１１０は、目的地参照部１２４で参照される目的地のカテゴリを特定する。こ
のカテゴリと距離は、例えば、地図情報蓄積部１０３に蓄積された地図情報より得ること
ができる。図５８は、地図情報蓄積部１０３に蓄積された地図情報に登録された各施設の
詳細情報を示したものである。図５８に示されるように、本発明における地図情報には、
実施の形態１で説明されたように、施設のノードＩＤと、緯度経度等で表された位置、ノ
ードの名称、ノードのカテゴリが蓄積されている。図５７に示された目的地の一つである
移動履歴ＩＤ「００１」の目的地「丸山ゴルフ場」は、図５８より、位置「東経１３５度
３４分００秒、北緯３４度４０分００秒」に位置し、カテゴリは「ゴルフ施設」となって
いる。同様に、移動履歴ＩＤ「０２５」の目的地「ダイエイＡ」は、図５８より、位置「
東経１３５度５４分００秒、北緯３４度５０分００秒」に位置し、カテゴリは「スーパー
」となっている。移動コスト演算部１２５は、この位置情報から、主要基点である自宅と
各ノードとの直線距離を、移動コストとして算出する。
【０１４６】
　図５９は、「丸山ゴルフ場」と自宅との位置関係を示す地図である。自宅の位置と丸山
ゴルフ場の位置より、ここでは２０ｋｍと算出されている。
【０１４７】
　一方、図６０は、「ダイエイＡ」や「ヨカドーＡ」と自宅との位置関係を示す地図であ
る。自宅と「ダイエイＡ」との距離は３ｋｍ、「ヨカドーＡ」との距離は５ｋｍ等、自宅
に対する距離が算出されている。
【０１４８】
　このように、ユーザは、普段、自宅などの基点となる地点から様々な施設へ訪れ、その
施設のカテゴリもユーザの好みが反映されるのが一般的である。本例に示すユーザは、ゴ
ルフが趣味で、ゴルフ場へよく訪れている。また、スーパー等へ買い物に行くこともよく
あり、履歴をもとに、これらユーザの嗜好を判断することができる。一方、単に移動履歴
として蓄積された施設のみでは必ずしもユーザの行動を反映したものとは限らない。本例
のユーザは、ゴルフ場の場合にはたとえ２０ｋｍと遠くても訪れるが、スーパーについて
は、２０ｋｍも先のスーパーへ訪れることはなく、５ｋｍ等、比較的近いスーパーを訪れ
ている。したがって、新たにスーパーが建設され、それが反映された種類の地図（例えば
、買い物専用地図など）が更新されていたとしても、自宅近辺のエリアにおいては適切な
地図といえるが、遠く離れたエリアにおいては、買い物専用地図は必ずしもユーザにとっ
て適切な地図とはいえない。また、新たにゴルフ場ができ、それが反映されたゴルフ専用
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地図が更新されたとしても、２０ｋｍまでならユーザが訪れるので、そのようなゴルフ専
用地図はそのユーザに有益であるが、ユーザが許容できる範囲である２０ｋｍを大きく離
れたエリアについては、ゴルフ専用地図で更新することがそのユーザにとって有益とも限
らない。
【０１４９】
　そこで、本実施の形態では、これら目的地のカテゴリとその移動コスト（ここでは、距
離）を用いて、目的地のカテゴリごとにユーザが許容できる距離範囲（以下、「許容範囲
」という。）を算出し、それを行動モデルとして算出する。
【０１５０】
　そのために、行動範囲分類部１２７は、目的地のカテゴリごとの許容範囲を算出し、行
動モデル生成部１２８は、その許容範囲を示すテーブルを行動モデルとして生成し、行動
モデル蓄積部１２９に格納する。ここでは、カテゴリ「ゴルフ施設」である「丸山ゴルフ
場」までの距離は２０ｋｍであり、「ゴルフ施設」についての許容範囲を２０ｋｍとする
。また、カテゴリ「スーパー」である「ダイエイＡ」までの距離は３ｋｍ、「ヨカドーＡ
」までの距離は５ｋｍであり、「スーパー」についての許容範囲を５ｋｍとする。これは
、少なくとも遠い方である５ｋｍまでは許容範囲と考えることができるためである。この
ように各カテゴリに該当する複数の施設のうち、最も遠い距離を許容範囲としている。な
お、各カテゴリに該当する複数の施設までの距離から、平均距離を算出し、その平均距離
を許容範囲としてもよい。頻繁に訪れる、あるカテゴリに該当する施設の平均距離を算出
することで、ノイズを除去した、よりユーザの行動を反映した許容範囲を算出できるから
である。また、単に直線距離を算出するのではなく、経路探索等を行い、所要時間を用い
てもよい。例えば、ゴルフ場等の場合、その開始時間が重要となるため、２０ｋｍといっ
た直線距離ではなく、普段の走行をもとに、例えば、２時間内で行ける範囲等、所要時間
を許容範囲としてもよい。これによって、単に直線距離ではなく、実際の経路状況を考慮
した行動モデルを生成することが可能となる。
【０１５１】
　図６１は、行動モデル生成部１２８で生成されたユーザの行動モデルを示すテーブルで
ある。ここでは、「自宅」を主要基点とし、目的地のカテゴリ「ゴルフ施設」の許容範囲
は「２０ｋｍ」、「スーパー」の許容範囲は「５ｋｍ」等、カテゴリごとに許容範囲が算
出されている。
【０１５２】
　図６２は、図６１に示される許容範囲を示す地図である。ここでは、自宅を中心とした
許容範囲と、該当する施設が示されている。許容範囲５ｋｍ以内にはカテゴリ「スーパー
」である「ダイエイＡ」、「ヨカドーＡ」が地図上に示されている。また、許容範囲２０
ｋｍ以内にはカテゴリ「ゴルフ施設」である「丸山ゴルフ場」が地図上に示されている。
ユーザが訪れる施設には、その目的やカテゴリ等に応じた、距離や時間的に許せる範囲が
存在するのが一般的である。本例のユーザの場合、ゴルフ場なら２０ｋｍくらいの長距離
であっても向かうが、スーパー等の場合、わざわざ遠く離れたスーパーへ訪れることはな
く、５ｋｍ以内の近所で用を済ませる傾向があり、これら行動の特性を反映させた行動モ
デルが示されている。
【０１５３】
　地図情報選択部１０４ａは、行動モデル蓄積部１２９に蓄積された行動モデルをもとに
、第１更新地図情報提供部１０８、第２更新地図情報提供部１０９等、各種類の地図情報
を提供する処理部から適切な地図を選択する処理部である。選択された地図は、実施の形
態１と同様、地図情報更新部１０５によって更新地図情報として更新地図情報蓄積部１０
６に蓄積されて更新される。更新地図情報蓄積部１０６に蓄積された更新地図情報は、更
新情報通知部１０７によってユーザに通知されたり、合成表示部１１７によって、地図情
報蓄積部１０３に蓄積された地図情報と合成して表示される。
【０１５４】
　図６３は、地図情報選択部１０４ａの詳細な構成を示すブロック図である。本実施の形
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態における地図情報選択部１０４ａは、更新領域特定部１３０、地図種類判定部１３１、
行動モデル参照部１３２、選択地図決定部１３３から構成される。
【０１５５】
　更新領域特定部１３０は、地図が更新された地域を特定する処理部である。実施の形態
１で説明したように、地図は所定のエリアごとに分割されているのが一般的である。具体
的には、図３に示されるように、所定のエリアごとにメッシュ状に分割され、各メッシュ
において、図４に示されるように、階層構造で情報が蓄積されている。更新領域特定部１
３０は、各提供会社から更新される地図のどの領域が更新されたかを特定する。
【０１５６】
　図６４は、図６２と同じ地域を示した地図である。ここでは、メッシュ状に区切られ、
各メッシュに「Ｍ１１」、「Ｍ１２」等、ＩＤが付与された地図情報が示されている。第
１更新地図情報提供部１０８に蓄積されるＡ社から提供される地図および第２更新地図情
報提供部１０９に蓄積されるＢ社から提供される地図は、このようにメッシュ状で区切ら
れた地域ごとに地図を提供するものとする。更新領域特定部１３０は、各社から提供され
る地図の更新領域（例えば、メッシュＩＤ）を特定する。
【０１５７】
　図６５は、Ａ社から提供された地図を示す図である。このＡ社からの地図は「買い物」
に関する専用地図とし、スーパーの施設や、商用情報が豊富な地図とする。図６４と比較
して、メッシュＩＤ「Ｍ２２」、「Ｍ３３」が更新されている。メッシュＩＤ「Ｍ２２」
には、新たにスーパー「ジャスコーＡ」ができ、いち早く当該施設の情報やランドマーク
が反映された地図が提供されている。また、メッシュＩＤ「Ｍ３３」には新たに「マルエ
ーＡ」ができ、当該施設の情報やランドマークが示されている。
【０１５８】
　図６６は、Ｂ社から提供された地図を示す図である。このＢ社からの地図は「ゴルフ」
に関する専用地図とし、ゴルフ場の施設や、ゴルフショップ情報が豊富な地図とする。図
６４と比較して、メッシュＩＤ「Ｍ１１」、「Ｍ３３」、「Ｍ４４」が更新されている。
メッシュＩＤ「Ｍ１１」には、新たにゴルフ場「宮里ゴルフ場」、メッシュＩＤ「Ｍ３３
」には、新たに「さくらゴルフ場」、メッシュＩＤ「Ｍ４４」には、新たに「尾崎ゴルフ
場」ができ、当該施設の情報やランドマークが示されている。更新領域特定部１３０はこ
のように各社から部分的に更新された地図の領域を特定する処理部であり、Ａ社から提供
される地図は「Ｍ２２」および「Ｍ３３」が、Ｂ社から提供される地図は「Ｍ１１」、「
Ｍ３３」、「Ｍ４４」が更新されたと特定する。
【０１５９】
　地図種類判定部１３１は、各社から提供される地図の種類を判定する処理部である。実
施の形態１における図９にも示されるように、提供される地図には「地図の種類」に関す
る情報が蓄積されているものとし、地図種類判定部１３１は、この情報を用いて地図の種
類を特定する。ここでは、図６５に示すＡ社からの地図は「買い物」専用、Ｂ社からの地
図は「ゴルフ」専用等、地図の種類が特定される。
【０１６０】
　行動モデル参照部１３２は、行動モデル蓄積部１２９に蓄積された行動モデルを参照す
る読み出し処理部である。
【０１６１】
　選択地図決定部１３３は、参照された行動モデルを用いて、選択する更新地図を決定す
る。例えば、更新地図内に行動モデルとして算出された範囲が一部でも含まれる場合、選
択地図決定部１３３は、その領域の地図は行動モデルに該当する種類の地図（更新領域特
定部１３０で特定され、地図種類判定部１３１で判定された種類の領域）で更新すると決
定する。なお、複数該当する種類が存在する場合は、占有する割合が多い種類を選択する
こととしてもよい。以下、具体例を用いて説明する。
【０１６２】
　ここでは、図６１に示されるように、ユーザは許容範囲２０ｋｍ以内のゴルフ施設、許
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容範囲５ｋｍ以内のスーパー等が示された行動モデルが算出されている。図６７は、この
行動モデルを図６４に示す地図上に表したものである。図６７には、許容範囲２０ｋｍ以
内のゴルフ施設および許容範囲５ｋｍ以内のスーパー等を示す行動モデルが点線で囲む円
で示されている。メッシュＩＤ「Ｍ１１」は行動モデルの一つである許容範囲２０ｋｍ以
内に該当するため、ゴルフ専用地図で更新することとなる。同様に、メッシュＩＤ「Ｍ１
２」、「Ｍ１３」、「Ｍ２１」、「Ｍ２３」、「Ｍ２４」、「Ｍ３１」、「Ｍ３２」、「
Ｍ３３」も許容範囲２０ｋｍ以内の領域が多く含まれるため、ゴルフ専用地図で更新する
こととなる。一方、メッシュＩＤ「Ｍ２２」は許容範囲５ｋｍ以内の領域が多く含まれる
ため、「買い物」専用地図で更新することとなる。
【０１６３】
　図６８は、行動モデルによって地図を更新した図を示したものである。具体的には、メ
ッシュＩＤ「Ｍ１１」はゴルフ専用地図で更新することとなるため、Ｂ社から提供される
メッシュＩＤ「Ｍ１１」で更新されており、地図上に新たに宮里ゴルフ場ができている。
メッシュＩＤ「Ｍ２２」は行動モデルによると買い物専用地図で更新することとなるため
、Ａ社から提供されるメッシュＩＤ「Ｍ２２」で更新されており、地図上に新たに「ジャ
スコーＡ」ができていることが分かる。
【０１６４】
　メッシュＩＤ「Ｍ３３」は行動モデルによるとゴルフ専用地図で更新することとなるた
め、Ｂ社から提供されるメッシュＩＤ「Ｍ３３」で更新されており、地図上に新たに「さ
くらゴルフ場」ができていることが分かる。この「Ｍ３３」は、図６５に示されるように
Ａ社から提供される更新地図で更新することも可能であるが、本ユーザはＢ社から提供さ
れるゴルフ専用地図を更新している。ユーザの行動特性を反映した行動モデルを参照する
と、必ずしも適さない場合もあるからである。つまり本例のユーザは、自宅近辺５ｋｍ以
内等近所では買い物等を目的に移動することはあるが、それ以上遠くまで買い物すること
がないため、必ずしもこの買い物専用地図で更新することは適切ではなく、不要な場合も
ある。一方、ゴルフのためにはら２０ｋｍ以内までは行動することがあり、これらの特性
が反映されて行動モデルとして算出されている。したがって行動モデルをもとにメッシュ
ＩＤ「Ｍ３３」はゴルフ専用地図で更新することとなる。
【０１６５】
　一方、さらに離れたメッシュＩＤ「Ｍ４４」において、ゴルフ専用地図が更新されては
いるが、本ユーザについては更新されていない。これも行動モデルを反映したものである
。つまり、２０ｋｍ以内に属するメッシュＩＤ「Ｍ３３」まではゴルフ目的で移動するこ
ともあるが、たとえゴルフのためでもそれ以上離れたところまで向かうことはなく、本ユ
ーザにとっては不要だからである。
【０１６６】
　一般的に移動履歴は各ユーザの好みを反映することが可能であり、ユーザが好きなゴル
フ場などの施設やカテゴリ、ジャンル等を判定することができる。しかし、これらすべて
がユーザの好みとは限らない場合がある。ゴルフ場ならば２０ｋｍくらいまで遠出してで
も行きたいが、単にスーパー等へ買い物に行く場合は近所で済ませたいなど、ユーザごと
にその許せる範囲というものが存在する。そこで、行動モデルを用いて行動モデルに応じ
た地図を選択更新することで、よりユーザのニーズに応じた地図を提供することが可能と
なる。
【０１６７】
　また、今後、提供される情報がリアルタイムで地図に更新され、それを任意のタイミン
グで取得が可能となる環境において、ユーザに必要な地図のみを部分的に取得する必要が
生じてくる。一方、カーナビ等の場合、特に運転中などはドライバーの運転注意を妨げる
ことは好ましくなく、行動モデルに基づいてユーザが必要案地図を自動的に選択して更新
することでより安全に運転することもでき、本発明の効果をより効果的に発揮する。
【０１６８】
　図６９は、更新情報通知部１０７による更新地図の通知例を示す図である。実施の形態
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１と同様、カーナビ画面左にＢ社から提供された地図が更新され、「宮里ゴルフ場」が新
規にできた旨が通知されている。
【０１６９】
　なお、本実施の形態では、主要基点ごとにカテゴリと許容範囲が算出されている。した
がって、より柔軟にユーザの行動特性に応じた地図更新が可能となる。以下、主要基点の
意義について、図を用いて説明する。
【０１７０】
　図７０は、別の主要基点「会社」を基に算出された目的地のカテゴリと許容範囲のテー
ブル（行動モデル）例を示す図である。目的地のカテゴリとして「レストラン」や「スー
パー」が特定され、各々ユーザの行動に応じた許容範囲が算出されている。つまり、本ユ
ーザは会社帰りにスーパーへ寄って買い物をしたり、夕食のためにレストラン等へ寄る場
合があり、これらを反映している。
【０１７１】
　図７１は、図６７等と同様、地図上に行動モデルのうち「スーパー」の許容範囲を示す
地図である。会社を中心として半径３ｋｍ以内がスーパーの許容範囲として示されている
。本ユーザは会社帰りに「ジャスコーＢ」へ寄ることがあり、これらを反映した行動モデ
ルが示されている。
【０１７２】
　図７２は、Ａ社から提供される「買い物」専用地図で更新された領域を示す地図である
。図７１と比較して、メッシュＩＤ「Ｍ１４」、「Ｍ３３」、「Ｍ３４」が更新されてい
ることが示されている。具体的には、メッシュＩＤ「Ｍ１４」には、新たにスーパー「ダ
イエＢ」、メッシュＩＤ「Ｍ３３」には新たに「ジャスコーＡ」、メッシュＩＤ「Ｍ３４
」には新たに「マルエーＡ」ができ、当該施設の情報やランドマークが示されている。
【０１７３】
　図７３は、図７１に示す行動モデルを図７３に示すＡ社から提供される地図に対応させ
て表したものである。メッシュＩＤ「Ｍ２２」、「Ｍ３２」、「Ｍ３３」は、図６１にも
示す自宅を中心とした半径５ｋｍ以内である目的地カテゴリ「スーパー」の領域を含むた
め、更新する地図の種類も「買い物」専用となっている。さらに、会社を中心とした半径
３ｋｍ以内も、図７０に示されるように、目的地カテゴリ「スーパー」となっているため
、この領域を含む「Ｍ１４」も「買い物」専用地図で更新することとなっている。メッシ
ュＩＤ「Ｍ１１」、「Ｍ１２」等は対応する行動モデルがないため、地図の種類は「一般
地図」で更新することとなっている。また「Ｍ３４」も「一般地図」で更新することとな
っている。このように行動モデル蓄積部１２９に蓄積された行動モデルを参照し、選択地
図決定部１３３において地図を決定し、地図情報更新部１０５によって地図を更新するこ
ととなる。
【０１７４】
　図７４は、図７１に示す地図に対し、図７２に示す提供された地図のうち、図７３に示
す行動モデルを参照して地図を更新した例を示す図である。図７４において、メッシュＩ
Ｄ「Ｍ１４」と「Ｍ３３」の領域が更新されている。図７２に示されるように、店が新た
にできたりして更新された地図はメッシュＩＤ「Ｍ１４」、「Ｍ３３」、「Ｍ３４」と複
数にわたり提供されているが、本例に示すユーザは、自宅を中心とした５ｋｍ以内、およ
び会社を中心とした３ｋｍ以内等、ユーザ独自にその目的ごとに行動範囲を示す領域が算
出されており、この行動モデルを基に、必要な部分のみ地図を選択して更新することとな
る。単に５ｋｍ外であるマルエーＡとは異なり、会社帰りによるスーパーとしては、ユー
ザにとっては重要となるため、この新たにできた「ジャスコーＢ」もユーザにとっては必
要な情報である可能性が高い。このように、主要基点ごとに算出された行動モデルを用い
ることで、よりユーザの行動に応じた適切な情報通知が可能となる。
【０１７５】
　次に、本実施の形態における移動体端末１００ｃの動作について、図７５、図７６、図
７７、図７８に示すフローチャートをもとに説明する。本実施の形態におけるフローチャ
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ートにおいて、ステップＳ１０１からステップＳ１０３は実施の形態１と同様である。
【０１７６】
　まず、位置情報検出部１０１は、移動体端末１００ｃの位置を検出する（ステップＳ１
０１）。次に、位置情報検出部１０１は、検出された位置情報をもとに地図を参照するな
どして目的地を抽出する（ステップＳ１０２）。目的地の詳細は、図１５に示される通り
である。
【０１７７】
　続いて、位置情報検出部１０１は、移動履歴蓄積部１０２に、目的地を移動履歴として
蓄積する（ステップＳ１０３）。図５４に示される移動履歴の例のように、移動履歴ＩＤ
「００１」として、目的地「丸山ゴルフ場」、目的地への到着時刻「８時５０分」等を蓄
積する。
【０１７８】
　次に、行動モデル算出部１２２は、移動履歴より、行動モデルを算出する（ステップＳ
１０４１）。
【０１７９】
　より詳細には、主要基点抽出部１２３は、まず、主要基点を算出する。ここでは、目的
地の到達頻度や平均滞在時間をもとに行う。具体的には、主要基点抽出部１２３は、移動
履歴の目的地ＩＤおよび到着時刻を参照する（図７６のステップＳ９０１）。そして、次
の移動履歴の出発地の出発時刻を参照する（ステップＳ９０２）。そして、当該ＩＤの滞
在時間を算出する（ステップＳ９０３）。図７１に示す移動履歴では、主要基点抽出部１
２３は、移動履歴ＩＤ「００１」の目的地である「丸山ゴルフ場（Ｎ５１）」の到着時刻
８時５０分と、次の移動履歴ＩＤ「００２」の出発時刻１６時４５分より、滞在時間５時
間５５分（１６時４５分－８時５０分）と算出する。
【０１８０】
　次に、主要基点抽出部１２３は、当該ＩＤの頻度を１インクリメントし（ステップＳ９
０４）、滞在時間を加算する（ステップＳ９０５）。そして、主要基点抽出部１２３は、
すべての履歴を参照したか否かを判定し（ステップＳ９０６）、参照した場合は（ステッ
プＳ９０６のＹｅｓ）ステップＳ９０８へ、していない場合は（ステップＳ９０６のＮｏ
）、ステップＳ９０１へループし、各ＩＤの頻度と滞在時間の算出を繰り返す。
【０１８１】
　すべてのＩＤの頻度と滞在時間の算出が終了したら（ステップＳ９０６のＹｅｓ）、主
要基点抽出部１２３は、各ＩＤの頻度と滞在時間を参照し（ステップＳ９０８）、滞在時
間を頻度で割ることで（ステップＳ９０９）、当該ＩＤの平均滞在時間を算出する（ステ
ップＳ９１０）。そして、主要基点抽出部１２３は、頻度と平均滞在時間は閾値以上か否
かを判定し（ステップＳ９１１）、閾値以上の場合（ステップＳ９１１のＹｅｓ）、その
ＩＤ（ノード）を主要地点とする（ステップＳ９１２）。閾値未満の場合（ステップＳ９
１１のＮｏ）は、ステップＳ９１３へ移る。主要基点抽出部１２３は、すべてのＩＤにつ
いて参照したか否かを判定し（ステップＳ９１３）、参照していない場合（ステップＳ９
１３のＮｏ）、次のＩＤを参照し（ステップＳ９１４）、すべてのＩＤについて判定を行
った場合（ステップＳ９１３のＹｅｓ）終了する。この動作を繰り返すことで、例えば図
５６に示されるように「自宅（Ｎ１００）の頻度「３２０回」、平均滞在時間「１６時間
２０分」等、ユーザが主に行動の基点となる地点が抽出されることとなる。
【０１８２】
　次に、抽出された主要基点ごとに、目的地参照部１２４は、目的地を参照する（図７７
のステップＳ９１５）。そして、移動コスト演算部１２５は、出発地の位置を参照し（ス
テップＳ９１６）、それら目的地と出発地の位置とから、移動コスト（ここでは、距離）
を演算する（ステップＳ９１７）。また、ランドマーク情報抽出部１１０は、当該目的地
のカテゴリを特定する（ステップＳ９１８）。
【０１８３】
　行動範囲分類部１２７は、行動範囲を分類するために、当該カテゴリの移動コスト（距
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離）が、それまでに演算された当該カテゴリの移動コストよりも大きいか否か（初期値は
０とする）を判定する（ステップＳ９１９）。大きい場合はステップＳ９２０へ、小さい
場合はステップＳ９１５へと戻る。そして大きい場合（ステップＳ９１９のＹｅｓ）、当
該カテゴリの許容範囲とする（ステップＳ９２０）。行動範囲分類部１２７は、すべての
移動履歴について行ったかを判定し（ステップＳ９２１）、まだの場合（ステップＳ９２
１のＮｏ）、ステップＳ９１５へ、すべての履歴について行った場合（ステップＳ９２１
のＹｅｓ）、ステップＳ９２２へと進む。そして、得られた当該カテゴリと許容範囲は、
行動モデルとして、行動モデル生成部１２８によって行動モデル蓄積部１２９に蓄積され
る（ステップＳ９２２）。行動範囲分類部１２７は、すべてのカテゴリについて行ったか
を判定し（ステップＳ９２３）、まだの場合（ステップＳ９２３のＮｏ）、次のカテゴリ
を参照し（ステップＳ９２４）、ステップＳ９２２へと戻る。一方、すべてのカテゴリに
ついて行った場合（ステップＳ９２３のＹｅｓ）、生成された行動モデルは、行動モデル
生成部１２８によって行動モデル蓄積部１２９へと蓄積される（ステップＳ９２５）。
【０１８４】
　次に、地図情報選択部１０４は、生成された行動モデルを参照し、地図情報を選択する
（ステップＳ１０５１）。
【０１８５】
　より詳細には、まず、更新領域特定部１３０は、提供される地図情報より、更新地図を
特定する（図７８のステップＳ８０１）。更新領域特定部１３０は、更新領域が存在する
か否かを判定し（ステップＳ８０２）、存在する場合（ステップＳ８０２のＹｅｓ）はス
テップＳ８０３へ進み、存在しない場合（ステップＳ８０２のＮｏ）終了する。存在する
場合（ステップＳ８０２のＹｅｓ）、地図種類判定部１３１は、更新地図の種類を判定す
る（ステップＳ８０３）。一方、行動モデル参照部１３２は、行動モデル蓄積部１２９に
蓄積されている行動モデルを参照する（ステップＳ８０４）。そして選択地図決定部１３
３は、更新領域特定部１３０で特定された更新領域の種類（地図種類判定部１３１で判定
された種類）が行動モデルに基づく地図の種類に該当するか否かを判定し（ステップＳ８
０５）、該当する場合（ステップＳ８０５のＹｅｓ）、当該地図を選択し（ステップＳ８
０６）、該当しない場合（ステップＳ８０５のＮｏ）、終了する。
【０１８６】
　なお、図７５のステップＳ１０６からステップＳ１０８までは実施の形態１と同様であ
る。つまり、地図情報選択部１０４ａが選択された地図を更新し（ステップＳ１０６）、
更新地図情報蓄積部１０６へと蓄積する（ステップＳ１０７）。そして更新情報通知部１
０７は、更新された地図の情報を通知する（ステップＳ１０８）。
【０１８７】
　なお、本実施の形態における主要基点の抽出は、ユーザが過去に到達した目的地をもと
に行われた。つまり、主要基点抽出部１２３は、移動履歴蓄積部１０２に蓄積された移動
履歴の目的地等より主要な基点となる地点を抽出した。そして、当該地点から各カテゴリ
に対する許容範囲を求めて行動モデルが算出された。しかしながら、ユーザが基点とする
地点は目的地に限ったものではない。例えば、普段通勤に利用する経路や、主要な交差点
等を主要基点としてもよい。以下、図７９を用いて、主要基点の他の例を説明する。
【０１８８】
　図７９に示す地図には、図７１等と同様、自宅から会社へ通勤する際のユーザの移動が
黒い太線で示されている。この移動経路は「国道１００号線」であることが示されている
。本例に示すユーザは会社帰りにレストラン「サンゼリア」へ寄ることがあるとする。本
実施の形態では、移動履歴は、図５４に示されるように、出発地と目的地のみを蓄積した
が、図３４等で示されるように、移動経路も蓄積しておくことで、ユーザの行動特徴を反
映した主要な経路等も抽出することが可能となる。本例のユーザの場合、主要基点として
「国道１００号線」が抽出されることとなる。そして、行動モデルとして、この主要基点
「国道１００号」に対してカテゴリ「レストラン」が対応して算出されることとなる。ま
た、主要基点が経路の場合は、許容範囲を経路沿い等としてもよい。これにより、ユーザ
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は通勤時に国道１００号線を利用し、さらに国道１００号線では食事をするためにレスト
ランを利用する等、ユーザの行動を反映した行動モデルが算出される。
【０１８９】
　いま、図７９に示される地図が更新され、新たにレストラン「リーガルホスト」が開店
した情報が得られたとする。この場合、行動モデルとして「国道１００号線」と「レスト
ラン」が対応して算出されており、新規店舗「リーガルホスト」は行動モデルに該当する
ため、当該領域の地図を更新し、ユーザに通知することとなる。通勤時に普段レストラン
で食事をする本ユーザにとって、その通勤経路沿いに新規レストランができた場合、その
情報は必要である場合が多く、自動的に更新されるので、煩雑な操作なく、有益な地図情
報を取得することができる。
【０１９０】
　また、本実施の形態では、地点とその距離をもとに、地点のカテゴリごとに許容範囲を
決定して行動モデルが算出されたが、行動モデルの算出はこのような手法に限ったもので
はない。例えば、移動履歴より日時情報を用いて行動モデルを算出してもよい。一般的に
、ユーザは、平日と休日でその行動エリアを異にする場合が多い。例えば、平日は会社等
への通勤のため、通勤経路とその周辺を行動のエリアとし、休日は娯楽施設や市街地等へ
移動し、また、自宅周辺は休日か平日を問わず行動する等、ユーザの行動は日時に依存す
る場合が多い。そこで、移動履歴より、その移動が平日か休日かによって、行動エリアを
分類し、行動モデルを算出することとしてもよい。以下、図を用いて具体例を説明する。
【０１９１】
　図８０に示す地図には、点線で囲む「休日エリア」と「平日エリア」を分類したエリア
が示されている。これらは、移動履歴として蓄積された日時情報をもとに特定することが
可能である。本例に示すユーザは、平日は自宅と会社の往復およびその周辺を行動の範囲
としており、平日の履歴をマッピングすることで、これら平日エリアを特定できる。一方
、休日はショッピングや映画などの娯楽のために行動することが多く、これら休日の履歴
をマッピングすることで、休日エリアを特定することが可能である。
【０１９２】
　図８１は、これら各エリアに対応するカテゴリを抽出した行動モデルの例を示す図であ
る。平日エリアに対しては、カテゴリ「レストラン」が対応して蓄積されている。一方、
休日エリアに対しては、カテゴリ「映画館」、「百貨店」が蓄積されている。ユーザによ
っては、その日時によって行動を主にするエリアが異なる場合がある。したがって、平日
にしか行かない会社近辺に新たに映画館ができたとしても、必ずしもユーザにとっては必
要な情報とは限らない。しかし、主に休日に行動するエリアで新たに映画館ができた場合
、その映画館に関する情報は必要であることが多い。そこで、映画に関する情報等に詳し
い映画館専門地図などが更新された場合、休日エリアに対しては選択して更新し、一方、
平日エリアでは不要なため、更新しない等、ユーザのニーズに応じた地図更新が可能とな
る。
【０１９３】
　また、選択して更新することで料金や通信コストを抑制することも可能となる。例えば
、ある専門分野に詳しい専用地図はその分だけ付加価値があり、一般的な地図と比較して
費用がかかる場合がある。すべての地域を専用地図で更新するにはその分コストがかかる
が、ユーザ毎に必要なエリアに応じて必要な種類の地図を更新することで、通信コストや
地図取得の費用を抑えることも可能となる。
【０１９４】
　また、本実施の形態では、算出された行動モデルをもとに地図情報を選択する際、地図
情報には予めその地図の種類を示した情報が付与されており、行動モデルに該当する地図
の種類を選択して更新した。また、実施の形態１にように、ランドマーク情報抽出部１１
０において抽出されたランドマーク情報をもとに地図を選択更新する場合も、あらかじめ
記された地図の種類をもとに選択した。そのために、異なる地図提供会社から異なる種類
の地図が提供されるような環境下において、その地図の種類を特定してユーザに適切な地
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図を選択する必要がある。例えば、図１１に示す地図種類「ゴルフ専用」のように、地図
に明確な種類が記されている場合はその種類をもとに選択して更新することができるが、
必ずしも各地図にこれら地図の種類が記されているとは限らない。そこで、実施の形態１
では、地図情報に記されたテキストを解析し、地図の種類を判定することも可能であるこ
とを説明した（図２５参照）。ここでは、さらに、両地図に共通する施設を特定し、特性
された施設に関する情報から地図の種類を判定する方法について説明する。
【０１９５】
　図８２は、本実施の形態の変形例における移動体端末１００ｄの構成を示すブロック図
である。この移動体端末１００ｄは、図５３に示される実施の形態４における移動体端末
１００ｃと略同様の構成を備え、実施の形態４の地図情報選択部１０４ａに代えて地図情
報選択部１０４ｂを備える点、および、地図種類判定部１３１をさらに備える点が実施の
形態４と異なる。以下、実施の形態４と同一の構成要素については同じ符号を付与し、異
なる点を中心に説明する。
【０１９６】
　地図種類判定部１３１は、第１更新地図情報提供部１０８および第２更新地図情報提供
部１０９から提供される各更新地図情報の種類を判定する処理部であり、図８３に示され
るように、さらに、比較領域選択部１３４、同一施設特定部１３５、カテゴリ密度算出部
１３６、カテゴリ情報規則生成部１３７およびカテゴリ情報規則蓄積部１３８から構成さ
れる。
【０１９７】
　比較領域選択部１３４は、第１更新地図情報提供部１０８から提供される第１地図と第
２更新地図情報提供部１０９から提供される第２地図のうち、比較する領域を選択する処
理部である。例えば地図が更新される領域であって共通する領域を比較する領域として選
択する。
【０１９８】
　図８４は、第１更新地図情報提供部１０８に蓄積された更新地図であって、Ａ社から提
供される地図とする。このＡ社から提供される第１地図は、特にゴルフ関連に詳細な専門
地図とする。そしてメッシュＩＤ「Ｍ１１」の領域に更新があったとする。一方、図８５
は第２更新地図情報提供部１０９に蓄積された更新地図であって、Ｂ社から提供される地
図とする。このＢ社から提供される第２地図は、コンビ二等、商用情報に詳細な専門地図
とする。そしてメッシュＩＤ「Ｍ１１」の領域に更新があったとする。比較領域選択部１
３４は、この例では、「Ｍ１１」を比較する領域として特定する。
【０１９９】
　同一施設特定部１３５は、比較する地図上の同一施設を特定する処理部である。
【０２００】
　カテゴリ情報規則生成部１３７は、同一と特定された施設に関する情報から、異なる地
図情報であっても対比できるように、カテゴリに関する情報の規則を生成する処理部であ
り、生成したカテゴリに関する情報の規則をカテゴリ情報規則蓄積部１３８へと蓄積する
。
【０２０１】
　カテゴリ密度算出部１３６は、カテゴリ情報規則生成部１３７で生成されたカテゴリ情
報規則を基に、カテゴリに属するランドマークの密度を算出し、地図の種類を判定する。
以下、具体例を用いて説明する。
【０２０２】
　いま、地図情報は、実施の形態１における図４に示されるように、階層構造になってい
るとする。施設等の詳細な情報を示すランドマーク情報の層が設けられている。図８６は
、図８４に示される第１地図、および、図８５に示される第２地図のランドマーク情報の
層を対比させて示した図である。ここでは、施設の一つである「片山ゴルフ場」に関する
情報が各地図に蓄積されている。具体的には、第１地図には、ＩＤ「Ｌ５１」、位置「東
経１３５度００分、北緯３４度００分」、名称「片山ゴルフ場」、カテゴリ「ゴルフ施設
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」と蓄積されている。第２地図には、ＩＤ「Ｐ１０１」、位置「東経１３５度００分、北
緯３４度００分」、名称「片山ゴルフ場」、カテゴリ「ゴルフ場」と蓄積されている。同
様に、「ルーソン白山店」に関する情報も各地図に蓄積されている。具体的には、第１地
図には、ＩＤ「Ｌ５２」、位置「東経１３５度１０分、北緯３４度１０分」、名称「ルー
ソン白山店」、カテゴリ「コンビ二」と蓄積されている。第２地図には、ＩＤ「Ｐ１０２
」、位置「東経１３５度１０分、北緯３４度１０分」、名称「ルーソン白山店」、カテゴ
リ「コンビニエンスストア」と蓄積されている。
【０２０３】
　地図情報に、図９や図１１に示されるように、地図情報として地図の種類に関する情報
が与えられている場合、抽出されたユーザの行動特性をもとに対応する種類の地図を選択
更新することができるが、必ずしも地図の種類が明記されているとは限らない。この場合
、各地図情報を対比し、例えば、ユーザがよく訪れる施設のカテゴリに属するランドマー
クの数等を比較して地図の種類を判定し、選択更新する必要が生じる。ところが、地図が
異なるため、この施設のカテゴリ自体、共通とは限らず、正確に対比することが困難とな
る場合がある。本例の場合、各地図情報において、「丸山ゴルフ場」は同一の施設を示す
ものであるから、位置は同一であることが分かる。一方、施設の属性を示す「カテゴリ」
としては、第１地図では「ゴルフ施設」と蓄積されているのに対し、第２地図では「ゴル
フ場」と蓄積されていることが分かる。このように、地図情報は同じ地理的情報を示した
ものであっても、提供会社が異なる場合等、地図によっては異なる体系で蓄積されている
ため、単にカテゴリに属するランドマークの数や密度を対比しても両地図の体系が統一化
されていないため、対比することができない。そこで本実施の形態では、同一施設を特定
し、特定された同一施設の情報から、地図を対比できるようにカテゴリ情報の規則を生成
する。
【０２０４】
　同一施設特定部１３５は、ランドマーク情報のうち、施設の位置に関する情報をもとに
同一の施設を特定する。例えば、図８６に示される例では、「丸山ゴルフ場」を示す施設
は位置「東経１３５度００分、北緯３４度００分」で同一に位置するため、これらは同一
の施設であると特定する。
【０２０５】
　カテゴリ情報規則生成部１３７は、同一と特定された施設をもとに、カテゴリの規則を
生成する。例えば、Ａ社提供の第１地図では、「丸山ゴルフ場」はカテゴリ「ゴルフ施設
」となっており、第１地図ではゴルフ場のことをカテゴリ「ゴルフ施設」として蓄積して
いることが分かる。一方、Ｂ社提供の第２地図では、「丸山ゴルフ場」はカテゴリ「ゴル
フ場」となっており、第２地図では、ゴルフ場のことをカテゴリ「ゴルフ場」として蓄積
していることが分かる。よって、カテゴリ情報規則生成部１３７は、両地図場のランドマ
ークを正確に対比できるように、カテゴリ「ゴルフ施設」とカテゴリ「ゴルフ場」は同じ
種類の施設を表しているものであるという規則を生成し、カテゴリ情報規則蓄積部１３８
に蓄積する。
【０２０６】
　図８７は、カテゴリ情報規則生成部１３７で生成され、カテゴリ情報規則蓄積部１３８
に蓄積されたカテゴリ情報に関する規則の例を示す図である。カテゴリ「ゴルフ施設」と
カテゴリ「ゴルフ場」は同じ種類の施設（以下、同じ種類の施設を示すカテゴリを「同類
カテゴリ」と呼ぶ。）を表しているものであるという規則が生成され、蓄積されている。
第１地図において、「ルーソン白山店」はカテゴリ「コンビ二」となっており、第１地図
では、コンビ二のことをカテゴリ「コンビ二」として蓄積されている。一方、第２地図に
おいて、「ルーソン白山店」はカテゴリ「コンビニエンスストア」となっており、第２地
図では、コンビ二のことをカテゴリ「コンビ二エンスストア」として蓄積されている。こ
の例では、両地図場のランドマークを正確に対比できるように、カテゴリ「コンビ二」と
カテゴリ「コンビニエンスストア」は同じ種類の施設を表しているものであるという規則
が生成され蓄積される。つまり、図８７に示されるように、カテゴリ「コンビ二」とカテ
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ゴリ「コンビニエンスストア」は同類カテゴリである旨が示される。
【０２０７】
　カテゴリ密度算出部１３６は、比較領域選択部１３４で選択された比較する領域上のラ
ンドマークの密度を算出し、ランドマーク密度をもとに地図の種類を判定する処理部であ
る。
【０２０８】
　図８８は、図８４に示す第１地図であって比較領域であるメッシュＩＤ「Ｍ１１」上に
存在するランドマークをリスト表示するとともに、カテゴリ密度算出部１３６によって算
出されたカテゴリごとのランドマークの数（カテゴリ密度）を示す図である。第１地図の
メッシュＩＤ「Ｍ１１」には、「丸山ゴルフ場」、「さくらゴルフ場」など、カテゴリ「
ゴルフ施設」に属する施設が「５箇所」存在すると算出されている。一方、カテゴリ「コ
ンビ二」は「ルーソン白山店」の「１箇所」存在すると算出されている。なお、領域が同
一であるため、ここではランドマークの密度とランドマークの数は比例するため、数（箇
所）で表すこととする。
【０２０９】
　一方、図８９は、図８５に示す第２地図であって比較領域であるメッシュＩＤ「Ｍ１１
」上に存在するランドマークをリスト表示するとともに、カテゴリ密度算出部１３６によ
って算出されたカテゴリごとのランドマークの数（カテゴリ密度）を示す図である。第２
地図のメッシュＩＤ「Ｍ１１」には、カテゴリ「ゴルフ場」に属する施設は「丸山ゴルフ
場」の「１箇所」存在すると算出されている。一方、カテゴリ「コンビ二エンスストア」
は「ルーソン白山店」の他、合計「４箇所」存在すると算出されている。
【０２１０】
　ここで、両地図を比較しようとした場合、単に各カテゴリを対比させたのでは正確に比
較することができない。地図によっては施設のカテゴリを示す用語が必ずしも共通してい
るとは限らず、本例の場合、カテゴリ「ゴルフ施設」と「ゴルフ場」とで異なっていたり
、あるいはカテゴリ「コンビ二」と「コンビニエンスストア」とで異なっているからであ
る。本変形例では、カテゴリ情報規則生成部１３７によって、これらはカテゴリ情報規則
として同一である旨が生成され、生成されたカテゴリ情報規則はカテゴリ情報規則蓄積部
１３８へ蓄積される。そこで、これらカテゴリ情報規則を参照することで、両地図を対比
させることができ、地図の専門性を判定することができる。
【０２１１】
　例えば、カテゴリ「ゴルフ施設」と「ゴルフ場」とは同類カテゴリである旨がカテゴリ
情報規則として蓄積されているため、第１地図と第２地図を比較することが可能となる。
地図情報選択部１０４ｂは、ゴルフに関する地図としては、第１地図の方がカテゴリ「ゴ
ルフ施設」の密度が多いため専門性があると判定することができ、これら過程を経て、実
施の形態１と同様に、第１地図を選択し、地図情報更新部１０５によって更新されること
となる。あるいは、カテゴリ「コンビ二」と「コンビ二エンスストア」とは同類カテゴリ
である旨がカテゴリ情報規則として蓄積されているため、第１地図と第２地図を比較する
ことが可能となる。地図情報選択部１０４ｂは、コンビ二に関する地図としては、第２地
図の方がカテゴリ「コンビニエンスストア」の密度が多いため専門性があると判定するこ
とができ、第２地図を選択し、地図情報更新部１０５によって更新されることとなる。
【０２１２】
　このように、提供される各地図情報は、地図ごとに異なるフォーマットで蓄積されてい
るのが一般的であり、これら地図をユーザの行動モデルに応じて選択して更新するために
は、各地図がどの分野に専門性があるかを判定する必要が生じる。そこで、この変形例で
は、対比させるための地図上で同一の施設を特定し、施設のカテゴリの関係を示す規則を
生成することで、正確に比較することが可能となり、地図の専門性を判断することが可能
となる。
【０２１３】
　次に、本変形例における移動体端末１００ｄの地図種類判定部１３１による図の種類の
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判定動作について、図９０に示すフローチャートを用いて説明する。
【０２１４】
　まず、比較領域選択部１３４は、第１地図を参照するとともに（ステップＳ１００１）
、第２地図を参照し（ステップＳ１００２）、比較する領域を特定する（ステップＳ１０
０３）。
【０２１５】
　そして、同一施設特定部１３５は、同一施設を特定するために、第１地図上の所定の施
設の位置、例えば、ＩＤの若い順に施設の位置を参照し（ステップＳ１００４）、第２地
図上の同じ位置を参照することで（ステップＳ１００５）、施設が存在するか否かの判定
を行う（ステップＳ１００６）。存在する場合（ステップＳ１００６のＹｅｓ）はステッ
プＳ１００９へ進む。一方、存在しない場合（ステップＳ１００６のＮｏ）は、すべての
施設を参照したかを判定し（ステップＳ１００８）、まだの場合（ステップＳ１００８の
Ｎｏ）、次の施設を参照し（ステップＳ１００９）、再びステップＳ１００５へと戻る。
すべての施設を参照した場合は（ステップＳ１００８のＹｅｓ）終了する。
【０２１６】
　施設が存在する場合（ステップＳ１００８のＹｅｓ）、同一施設特定部１３５は、同一
施設として特定する（ステップＳ１００９）。そして、カテゴリ情報規則生成部１３７は
、カテゴリの施設を参照し（ステップＳ１０１０）、カテゴリ情報規則を生成し（ステッ
プＳ１０１１）、生成したカテゴリ情報規則をカテゴリ情報規則蓄積部１３８に蓄積する
（ステップＳ１０１２）。
【０２１７】
　次に、カテゴリ密度算出部１３６は、カテゴリに属する施設の密度を算出する（ステッ
プＳ１０１３）。そして、カテゴリ密度算出部１３６は、カテゴリ情報規則を参照し（ス
テップＳ１０１４）、地図を対比することで地図の種類を判定する（ステップＳ１０１５
）。
【０２１８】
　なお、本変形例では、生成されたカテゴリ情報規則がカテゴリ情報規則蓄積部１３８へ
と蓄積される。これは、更新された地図を考慮するためのものである。以下、その意義を
説明する。つまり、実施の形態１では、移動履歴蓄積部１０２に蓄積されたユーザの目的
地からランドマークを抽出し、地図を選択することとした。このとき、目的地のカテゴリ
は地図情報蓄積部１０３に蓄積された施設のランドマークのカテゴリを用いて算出してい
る。ところが、本移動体端末を使用していくうちに、次第に複数の地図が混在するように
なり、必ずしもユーザの好む目的地のカテゴリを算出することができなくなってくる。つ
まり、ゴルフが好きなユーザが同じゴルフ関係の施設を訪れても、ある場所では「ゴルフ
施設」として蓄積され、ある場所では「ゴルフ場」として蓄積され、両者は別の施設とし
てカウントされてしまうこととなる。そこで、生成されたカテゴリ情報規則をカテゴリ情
報規則蓄積部１３８に蓄積しておき、実施の形態１におけるランドマーク情報抽出部１１
０、あるいは、本実施の形態４における行動モデル算出部１２２でカテゴリ情報規則を参
照することとしてもよい。これにより、異なる地図が混在するシステムからユーザの行動
の特性を正確に抽出することが可能となる。
【０２１９】
　以上、本発明に係る地図情報更新装置について、実施の形態１～４に基づいて説明した
が、本発明は、これら実施の形態に限定されるものではない。例えば、本発明の主旨を逸
脱しない範囲で、これら実施の形態に対して当業者が思いつく変形を施したものも本発明
に含まれる。また、機能的に矛盾しない範囲で、実施の形態１～４で説明した各構成要素
を任意に組み合わせて実現される地図情報更新装置も本発明に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２２０】
　本発明は、内蔵する地図情報を更新する地図情報更新装置として、例えば、カーナビゲ
ーションシステム、携帯電話機、携帯情報端末等として、特に、更新された地図情報のう
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ちユーザに適したものを適切なタイミングでユーザに提供する移動体端末における地図情
報更新装置として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０２２１】
【図１】図１は、従来の地図情報更新装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１における移動体端末の構成を示すブロック図であ
る。
【図３】図３は、位置情報の例を示す図である。
【図４】図４は、地図情報の例を示す図である。
【図５】図５は、階層化された地図情報の例を示す図である。
【図６】図６は、ランドマーク情報の例を示す図である。
【図７】図７は、目的地の抽出処理を説明する図である。
【図８】図８は、移動履歴の例を説明する図である。
【図９】図９は、第１更新地図情報の例を示す図である。
【図１０】図１０は、第１更新地図情報の詳細を示す図である。
【図１１】図１１は、第２更新地図情報の例を示す図である。
【図１２】図１２は、第２更新地図情報の詳細を示す図である。
【図１３】図１３は、ランドマーク情報の抽出処理を説明する図である。
【図１４】図１４は、更新情報の通知例を示す図である。
【図１５】図１５は、移動体端末の動作を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、図１５におけるステップＳ１０２の詳細を示すフローチャートであ
る。
【図１７】図１７は、図１５におけるステップＳ１０４の詳細を示すフローチャートであ
る。
【図１８】図１８は、図１５におけるステップＳ１０５の詳細を示すフローチャートであ
る。
【図１９】図１９は、ランドマークの継承例を示す図である。
【図２０】図２０は、地図情報の他の更新例（アイコンおよびフォント）を示す図である
。
【図２１】図２１は、地図情報の他の更新例（周辺地図を考慮）を示す図である。
【図２２】図２２は、地図情報の他の更新例（切ち口を考慮）を示す図である。
【図２３】図２３は、地図情報の他の更新例（縮尺を考慮）を説明する図である。
【図２４】図２４は、地図情報の他の更新例（縮尺を考慮）を示す図である。
【図２５】図２５は、地図情報の他の更新例（主要道路を一致）を示す図である。
【図２６】図２６は、専用地図情報を説明する図である。
【図２７】図２７は、本発明の実施の形態２における移動体端末の構成を示すブロック図
である。
【図２８】図２８は、地図情報の例を示す図である。
【図２９】図２９は、地図情報におけるリンクを説明する図である。
【図３０】図３０は、地図情報におけるノード情報を説明する図である。
【図３１】図３１は、地図情報におけるリンク情報を説明する図である。
【図３２】図３２は、第１更新地図情報提供部より提供される地図情報の例を示す図であ
る。
【図３３】図３３は、第２更新地図情報提供部より提供される地図情報の例を示す図であ
る。
【図３４】図３４は、ノードの抽出処理を説明する図である。
【図３５】図３５は、移動履歴蓄積部に蓄積される移動履歴の例を示す図である。
【図３６】図３６は、移動履歴より経路種類を判定する処理を説明する図である。
【図３７】図３７は、第２更新地図情報を用いて合成表示した例を示す図である。
【図３８】図３８は、第１更新地図情報を用いて合成表示した例を示す図である。
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【図３９】図３９は、複数の地図情報が選択されて合成表示される例を示す図である。
【図４０】図４０は、移動体端末の動作を示すフローチャートである。
【図４１】図４１は、図４０におけるステップＳ１０２１の詳細を示すフローチャートで
ある。
【図４２】図４２は、図４１におけるステップＳ２００１の詳細を示すフローチャートで
ある。
【図４３】図４３は、図４１におけるステップＳ２００２の詳細を示すフローチャートで
ある。
【図４４】図４４は、図４１におけるステップＳ２００３の詳細を示すフローチャートで
ある。
【図４５】図４５は、図４０におけるステップＳ１０４１の詳細を示すフローチャートで
ある。
【図４６】図４６は、図４０におけるステップＳ１０５１の詳細を示すフローチャートで
ある。
【図４７】図４７は、本発明の実施の形態３における移動体端末の構成を示すブロック図
である。
【図４８】図４８は、移動履歴の例を示す図である。
【図４９】図４９は、各地図情報による経路探索の結果を示す図である。
【図５０】図５０は、各地図情報による経路探索の結果を示す地図である。
【図５１】図５１は、移動体端末の動作を示すフローチャートである。
【図５２】図５２は、各地図情報の音声出力結果を示す図である。
【図５３】図５３は、本発明の実施の形態４における移動体端末の構成を示すブロック図
である。
【図５４】図５４は、移動履歴の例を示す図である。
【図５５】図５５は、行動モデル算出部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図５６】図５６は、主要基点の算出例を示す図である。
【図５７】図５７は、主要基点ごとの目的地を示す図である。
【図５８】図５８は、地図情報の例を示す図である。
【図５９】図５９は、行動モデルの算出例を説明する図である。
【図６０】図６０は、行動モデルの算出例を説明する図である。
【図６１】図６１は、算出されて行動モデルの例を示す図である。
【図６２】図６２は、行動モデルを示す地図である。
【図６３】図６３は、地図情報選択部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図６４】図６４は、更新地図の選択処理を説明する図である。
【図６５】図６５は、更新地図の選択処理を説明する図である。
【図６６】図６６は、更新地図の選択処理を説明する図である。
【図６７】図６７は、更新地図の選択処理を説明する図である。
【図６８】図６８は、更新地図の選択処理を説明する図である。
【図６９】図６９は、更新地図の通知例を示す図である。
【図７０】図７０は、行動モデルの他の例を示す図である。
【図７１】図７１は、行動モデルを示す地図である。
【図７２】図７２は、更新地図の選択処理を説明する図である。
【図７３】図７３は、更新地図の選択処理を説明する図である。
【図７４】図７４は、更新地図の選択処理を説明する図である。
【図７５】図７５は、移動体端末の動作を示すフローチャートである。
【図７６】図７６は、移動体端末の動作（行動モデルの算出）を示すフローチャートであ
る。
【図７７】図７７は、移動体端末の動作（行動モデルの算出）を示すフローチャートであ
る。
【図７８】図７８は、移動体端末の動作（更新地図情報の選択）を示すフローチャートで
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ある。
【図７９】図７９は、行動モデルの他の例を説明する地図である。
【図８０】図８０は、行動モデルの他の例を説明する地図である。
【図８１】図８１は、行動モデルの例を示す図である。
【図８２】図８２は、本発明の実施の形態４の変形例における移動体端末の構成を示すブ
ロック図である。
【図８３】図８３は、地図種類判定部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図８４】図８４は、第１地図情報の例を示す図である。
【図８５】図８５は、第２地図情報の例を示す図である。
【図８６】図８６は、第１および第２地図情報のランドマーク定法を示す図である。
【図８７】図８７は、カテゴリ情報規則の例を示す図である。
【図８８】図８８は、第１地図に対するカテゴリ密度算出部の動作を説明する図である。
【図８９】図８９は、第２地図に対するカテゴリ密度算出部の動作を説明する図である。
【図９０】図９０は、変形例における移動体端末の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０２２２】
　　１００、１００ａ～ｄ　　移動体端末
　　１０１　　位置情報検出部
　　１０２　　移動履歴蓄積部
　　１０３　　地図情報蓄積部
　　１０４、１０４ａ、１０４ｂ　　地図情報選択部
　　１０５　　地図情報更新部
　　１０６　　更新地図情報蓄積部
　　１０７　　更新情報通知部
　　１０８　　第１更新地図情報提供部
　　１０９　　第２更新地図情報提供部
　　１１０　　ランドマーク情報抽出部
　　１１１　　ノード情報抽出部
　　１１２　　経路種類抽出部
　　１１７　　合成表示部
　　１２２　　行動モデル算出部
　　１２３　　主要基点抽出部
　　１２４　　目的地参照部
　　１２５　　走行コスト演算部
　　１２７　　行動範囲分類部
　　１２８　　行動モデル生成部
　　１２９　　行動モデル蓄積部
　　１３０　　更新領域特定部
　　１３１　　地図種類判定部
　　１３２　　行動モデル参照部
　　１３３　　選択地図決定部
　　１３４　　比較領域選択部
　　１３５　　同一施設特定部
　　１３６　　カテゴリ密度算出部
　　１３７　　カテゴリ情報規則生成部
　　１３８　　カテゴリ情報規則蓄積部
　４５０１　　位置情報取得部
　４５０２　　移動履歴蓄積部
　４５０３　　地図情報蓄積部
　４５０３～４５０６　第１～第４の地図情報蓄積部
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　４５０７　　経路探索要求生成部
　４５０８　　経路探索結果受信部
　４５０９　　経路比較部
　４５１０　　地図情報選択部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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