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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗員により発せられた音声を収集する音声収集手段と、該音声収集手段により収集され
た音声を車外設備に送信する音声送信手段と、該音声送信手段により送信された音声に基
づき前記車外設備において作成される目的地情報を前記車外設備から受信する目的地情報
受信手段と、を備え、前記目的地情報受信手段により受信された目的地情報に基づく案内
を行なう車両用ナビゲーション装置であって、
　前記音声収集手段により収集された音声に対する音声認識を行なって、前記音声収集手
段により収集された音声から目的地を抽出する目的地抽出手段を備え、
　前記音声収集手段により音声が収集された後、前記目的地情報受信手段により目的地情
報が受信されるまでは、前記目的地抽出手段により抽出された目的地に基づく案内を行な
うことを特徴とする、車両用ナビゲーション装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用ナビゲーション装置であって、
　前記目的地抽出手段は、前記音声収集手段により収集された音声をテキスト変換すると
共に、該テキスト変換された音声において、特定キーワードの前後に位置するテキスト情
報を目的地として抽出する手段である、
　車両用ナビゲーション装置。
【請求項３】
　乗員により発せられた音声を収集する音声収集手段を備える車両用ナビゲーション装置
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の制御方法であって、
　前記音声収集手段により収集された音声を車外設備に送信する送信ステップと、
　前記音声収集手段により収集された音声に対する音声認識を行なって、前記音声収集手
段により収集された音声から目的地を抽出する目的地抽出ステップと、
　前記目的地情報を前記車外設備から受信する受信ステップと、
　前記音声収集手段により音声が収集された後、前記受信ステップにおいて目的地情報が
受信されるまで、前記目的地抽出ステップにおいて抽出された目的地に基づく案内を行な
う第１の案内ステップと、
　前記受信ステップにおいて受信された目的地情報に基づく案内を行なう第２の案内ステ
ップと、
　を備える車両用ナビゲーション装置の制御方法。
【請求項４】
　前記目的地抽出ステップは、
　前記音声収集手段により収集された音声をテキスト変換するステップと、
　該テキスト変換された音声において、特定キーワードの前後に位置するテキスト情報を
目的地として抽出するステップと、
　を含む、
　請求項３に記載の車両用ナビゲーション装置の制御方法。
【請求項５】
　乗員により発せられた音声を収集する音声収集手段と、該音声収集手段により収集され
た音声を車外設備に送信する音声送信手段と、目的地情報を前記車外設備から受信する目
的地情報受信手段と、を備え、前記目的地情報受信手段により受信された目的地情報に基
づく案内を行なう車両用ナビゲーション装置と、
　前記音声送信手段により送信された音声に基づき目的地情報を作成して前記車両用ナビ
ゲーション装置に送信する車外設備と、
　を有するナビゲーションシステムであって、
　前記車両用ナビゲーション装置は、
　前記音声収集手段により収集された音声に対する音声認識を行なって、前記音声収集手
段により収集された音声から目的地を抽出する目的地抽出手段を備え、
　前記音声収集手段により音声が収集された後、前記目的地情報受信手段により目的地情
報が受信されるまでは、前記目的地抽出手段により抽出された目的地に基づく案内を行な
うことを特徴とする、
　ナビゲーションシステム。
【請求項６】
　前記目的地抽出手段は、前記音声収集手段により収集された音声をテキスト変換すると
共に、該テキスト変換された音声において、特定キーワードの前後に位置するテキスト情
報を目的地として抽出する手段である、
　請求項５に記載のナビゲーションシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信により車外設備において作成された目的地情報を受信して、これに
基づく案内を行なう車両用ナビゲーション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の乗員が、遠隔の通信センターにいるオペレーターと通話して目的地を告げ
、オペレーターがデータベースにアクセスして目的地に関する情報を検索し、目的地情報
を車両に送信して、車両において受信した目的地情報に基づいて案内を行なう自動車用ナ
ビゲーションシステムについての発明が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０－２５３３７７号公報



(3) JP 4225356 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１に記載のシステムは、地図情報を格納する記憶媒体を車外設備である通
信センターに設置しているため、車両に搭載された記憶媒体に記憶された地図情報にのみ
基づいて案内を行なう場合に比して、精緻な案内を行なうことができるという利点を有す
る。車両に搭載可能な記憶媒体についてはサイズや費用に関する制約が大きいが、車外設
備に記憶媒体を設置する場合にはこうした制約は小さく、大規模なデータベースを構築可
能だからである。また、車外設備がコンテンツプロバイダー等と接続することにより、地
図、及び目的地候補としての地名や建物名、その座標等の情報をより迅速に更新すること
が可能であるため、最新の情報に基づく案内を行なうことができる。
【０００４】
　ところが、車両と車外設備との通信（目的地を告げる際の通話と、電気的信号としての
目的地情報の受信との双方を含む）は、ある程度の時間を要するものであるため、車両に
搭載された記憶媒体に記憶された地図情報に基づいて案内を行なう場合に比して、案内が
開始されるのが遅くなるという問題が生じる。このため、その間に車両が走行して、目的
地とは逆の方向に移動してしまうような場面も想定し得る。
【０００５】
　本発明はこのような課題を解決するためのものであり、より正確且つ迅速な案内を行な
うことが可能な車両用ナビゲーション装置を提供することを、主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための本発明の一態様は、乗員により発せられた音声を収集する音
声収集手段と、音声収集手段により収集された音声を車外設備に送信する音声送信手段と
、音声送信手段により送信された音声に基づき車外設備において作成される目的地情報を
車外設備から受信する目的地情報受信手段と、を備え、目的地情報受信手段により受信さ
れた目的地情報に基づく案内を行なう車両用ナビゲーション装置であって、音声収集手段
により収集された音声に対する音声認識を行なって、音声収集手段により収集された音声
から目的地を抽出する目的地抽出手段を備え、音声収集手段により音声が収集された後、
目的地情報受信手段により目的地情報が受信されるまでは、目的地抽出手段により抽出さ
れた目的地に基づく案内を行なうことを特徴とする、車両用ナビゲーション装置である。
【０００７】
　ここで、「目的地情報受信手段により目的地情報が受信されるまで」を、「目的地情報
受信手段により受信された目的地情報に基づく案内が開始されるまで」、或いは「経路案
内に係る推奨経路が生成されるまで」と置換してもよい。
【０００８】
　この本発明の一態様によれば、車外設備に対して送信された音声に基づき、車外設備に
おいて作成される目的地情報に基づく案内を行なうため、正確且つ最新の情報に基づいた
経路案内を行なうことができる。車外設備においては地図情報を記憶する記憶媒体のサイ
ズ及び費用の制約が小さく、迅速な情報収集及び情報更新が可能だからである。そして、
通信に要する時間に起因して、車両において実際に案内が開始されるまでの空白時間が生
じるが、この間は、車外設備に送信された音声に対する音声認識を行なって通話内容に含
まれる目的地を抽出し、抽出した目的地を用いて暫定的な経路案内を行なうため、経路案
内を迅速に開始することができる。従って、より正確且つ迅速な案内を行なうことができ
る。
【０００９】
　また、本発明の一態様において、目的地抽出手段は、例えば、音声収集手段により収集
された音声をテキスト変換すると共に、テキスト変換された音声において、特定キーワー
ドの前後に位置するテキスト情報を、目的地として抽出する手段である。
【発明の効果】
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【００１０】
　本発明によれば、より正確且つ迅速な案内を行なうことが可能な車両用ナビゲーション
装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、添付図面を参照しながら実施例を
挙げて説明する。
【実施例】
【００１２】
　以下、本発明の一実施例に係る車両用ナビゲーション装置１について説明する。
【００１３】
　［構成］
　図１は、車両用ナビゲーション装置１の全体構成の一例を示す図である。車両用ナビゲ
ーション装置１は、主要な構成として、無線通信装置１０と、ハンズフリー通話システム
２０と、ＧＰＳ受信機３０と、メモリ４０と、ＨＭＩ（Human　Machine　Interface）５
０と、ナビゲーションコンピューター６０と、を備える。図中の矢印は、多重通信線等を
介してＣＡＮ（Controller　Area　Network）やＢＥＡＮ、ＡＶＣ－ＬＡＮ、ＦｌｅｘＲ
ａｙ等の適切な通信プロトコルを用いて行なわれる車両内の主要な情報通信の流れを示す
。
【００１４】
　無線通信装置１０は、例えば、無線基地局７０及びネットワーク８０を介して情報セン
ター１００との間で情報の送受信を行なう。無線通信装置１０と無線基地局７０との間で
は、携帯電話網、ＰＨＳ（Personal　Handy-phone　System）網、無線ＬＡＮ、ＷｉＭＡ
Ｘ（Worldwide　Interoperability　for　Microwave　Access）、衛星電話、ビーコン等
を利用した無線通信が行なわれる。また、無線基地局７０と情報センター１００を接続す
るネットワーク８０は、例えば、公衆電話交換網（PSTN）やデジタル通信ネットワーク（
ISDN）、光ファイバ等の有線ネットワークである（無線基地局７０と情報センター１００
との間で無線通信が行なわれても構わない）。従って、無線通信装置１０は、携帯電話と
等価な機構を備えるものであってもよいし、市販の携帯電話が、連結、有線接続、又はBl
uetooth等の短距離無線伝送システムにより車両側と通信可能に接続されたものであって
もよい。また、携帯電話以外の機構を有する装置であってもよいのは勿論である。本実施
例では、無線通信装置１０は、ナビゲーションコンピューター６０により制御される。
【００１５】
　ここで、情報センター１００は、例えば、ユーザー（運転者その他の乗員をいう）との
契約により、ユーザー保有の車両に対して各種情報サービスを提供するための施設であり
、データベース１１０及びセンター側通信装置１２０を備える。情報センター１００は、
例えば、自動車メーカーが運営する施設であり、を備え、ユーザーとの電話通話を行なう
と共にデータベース１１０やセンター側通信装置１２０に対する各種の操作を行なうオペ
レーターを配置させている。
【００１６】
　ハンズフリー通話システム２０は、例えば、車室内の天井部に配設された音声認識用マ
イクやスピーカー、電話スイッチ、及び携帯電話ケーブル等から構成され、携帯電話が接
続されることにより、運転者が携帯電話を手に持つことなく車外との通話を可能にしたシ
ステムである。なお、携帯電話がケーブルにより接続されるものに限らず、上記の無線通
信装置１０の機構の一部が共用されて車外との通話を行なうものであってもよい。本発明
の適用上、情報センター１００内のオペレーターと通話可能な構成であれば、如何なる構
成であっても構わない。本実施例では、ハンズフリー通話システム２０は、ナビゲーショ
ンコンピューター６０により制御され、ＨＭＩ５０をユーザーインターフェースとするも
のとする。
【００１７】
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　ＧＰＳ受信機３０は、ＧＰＳ衛星から衛星の軌道と時刻のデータを含む電波信号を受信
し、ナビゲーションコンピューター６０に出力する。
【００１８】
　メモリ４０は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）やＤＶＤ（Digital　Versatile　D
isk）、ＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体であり、地図情報が記憶されている。地図情報は、例
えば、交差点等を示すノードと、各ノードを接続するリンクと、により道路形状が特定さ
れており、目的地となり得る主要な建物や地名、各種施設等の座標（緯度、経度）が併せ
て記憶されている。
【００１９】
　ＨＭＩ５０は、ユーザーと車載ナビゲーション装置の間の入出力インターフェースとな
る機器群であり、例えば、画像表示を行なうと共に、タッチパネルとしてユーザーによる
種々の入力操作を可能に構成されたディスプレイ装置や、音声入出力のためのマイク、ス
ピーカー、ブザー等からなる。ＨＭＩ５０の出力内容は、ナビゲーションコンピューター
６０により決定され、ＨＭＩ５０になされた入力操作は、ナビゲーションコンピューター
６０に入力される。
【００２０】
　ナビゲーションコンピューター６０は、例えば、ＣＰＵを中心としてＲＯＭやＲＡＭ等
がバスを介して相互に接続されたコンピューターユニットであり、その他、ＨＤＤ（Hard
　Disc　Drive）やＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等の記憶媒体やＩ／Ｏポート、
タイマー、カウンター等を備える。ＲＯＭには、ＣＰＵが実行するプログラムやデータが
格納されている。また、ナビゲーションコンピューター６０は、ＲＯＭに記憶されたプロ
グラムをＣＰＵがＲＡＭ上に展開（ロード）して実行することにより機能する主要な機能
ブロックとして、現在位置特定部６２と、推奨経路生成部６４と、経路案内部６６と、目
的地抽出部６８と、を備える。
【００２１】
　現在位置特定部６２は、ＧＰＳ受信機３０が受信した電波信号の時間差に基づく演算に
より、自車両の現在位置（緯度、経度、高度）を特定する。また、自車両の現在位置は、
車速センサーやジャイロセンサー等の各種センサーの出力や、ビーコン受信機及びＦＭ多
重放送受信機を介して受信される各種情報に基づいて補正されてよい。
【００２２】
　推奨経路生成部６４は、目的地に至る推奨経路をダイクストラ法等により生成する。経
路案内部６６は、推奨経路に従って車両が走行できるようにＨＭＩ５０を用いたナビゲー
ション表示や音声案内を行なう。
【００２３】
　目的地抽出部６８の機能については後述する。
【００２４】
　［情報センター１００に対する目的地検索の依頼］
　本実施例において、経路案内に係る目的地は、ＨＭＩ５０に対してユーザーがタッチ操
作等することにより設定される他、ハンズフリー通話システム２０によって情報センター
１００内のオペレーターに目的地の検索を依頼することによっても設定可能となっている
。
【００２５】
　これにより、メモリ４０に記憶された地図情報にのみ基づいて案内を行なう場合に比し
て、正確且つ最新の情報に基づいた経路案内を行なうことを可能としている。車両に搭載
されるメモリ４０についてはサイズや費用に関する制約が大きいが、情報センター１００
に設置されるデータベース１１０についてはこうした制約は小さく、より大規模なデータ
ベースとすることが可能だからである。また、情報センター１００がコンテンツプロバイ
ダー等と接続することにより、道路形状、及び目的地候補としての地名や建物名、その座
標等の情報を迅速に更新することができるため、最新の情報に基づく案内を行なうことが
できる。更に、通話によって目的地を指定するため、機械操作に不慣れなユーザーであっ
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ても安心して装置の使用をすることができるという利点も有する。
【００２６】
　以下に、情報センター１００に対する目的地検索の依頼の基本的手順を示す。まず、ユ
ーザーが、ＨＭＩ５０に対して、センター接続のための所定の操作又は音声入力を行なう
と、ナビゲーションコンピューター６０が予め登録されている情報センター１００の目的
地検索依頼用ダイヤルに接続するように、無線通信装置１０やハンズフリー通話システム
２０に指示する。
【００２７】
　情報センター１００との接続が行なわれると、ユーザーは、情報センター１００内のオ
ペレーターに対して、所望の目的地を指定し、これを検索して目的地情報を自車両に送信
するように依頼する。
【００２８】
　情報センター１００内のオペレーターは、データベース１１０においてユーザーが指定
した目的地を検索し、検索結果（目的地情報）を当該車両に対して電気的信号として返信
する。
【００２９】
　そして、目的地情報を受信した車両においては、現在位置特定手段６２が特定した現在
位置から、情報センター１００より受信した目的地の座標に至るまでの推奨経路を推奨経
路生成部６４が生成し、これに従って車両が走行するように経路案内部６６がＨＭＩ５０
を用いたナビゲーション表示や音声案内を行なう。
【００３０】
　［問題点］
　ところが、情報センター１００に対する目的地検索の依頼を行なう場合、ＨＭＩ５０に
対してユーザーがタッチ操作等する場合に比して、前述の利点の他に、経路案内が開始さ
れるまでの空白時間が、通信等に要する時間に起因して長くなってしまうという問題点が
存在する。このため、その間に車両が走行して、目的地とは逆の方向に移動してしまうよ
うな場面も想定し得る。
【００３１】
　従って、情報センター１００に対する目的地検索の依頼に係る手順を開始してから、経
路案内が開始されるまで（或いは目的地情報を受信するまで）の空白時間については、一
時的に車両側で目的地を設定して暫定的な経路案内を行なうことが望まれる。
【００３２】
　しかしながら、当該空白時間の暫定的な経路案内のために、ＨＭＩ５０に対してユーザ
ーがタッチ操作等して目的地を設定するのは非常に煩雑であり、二度手間である。
【００３３】
　［音声認識による暫定的な経路案内］
　そこで、本実施例の車両用ナビゲーション装置１では、ユーザーが、センター接続のた
めの所定の操作又は音声入力を行なった後、ハンズフリー通話システム２０等を用いたな
された通話内容（音声データ）をナビゲーションコンピューター６０に入力することとし
た。そして、目的地抽出部６８が、入力された通話内容（音声データ）に対する音声認識
を行なって、通話内容に含まれる目的地を抽出し、抽出した目的地を用いて推奨経路生成
部６４が一時的な推奨経路を作成し、これに基づく暫定的な経路案内を行なうこととした
。
【００３４】
　音声データに対する音声認識、すなわち音声データをテキスト変換する処理については
、既に種々の手法が公知となっているため、説明を省略する。
【００３５】
　テキスト変換された音声データからの目的地の抽出については、例えば、以下のような
手法により行なうことができる。（１）「＊＊に（へ）行きたい」、「＊＊まで」、「＊
＊をお願いします」等、目的地の後に付けられることが多い特定のキーワードを予め複数



(7) JP 4225356 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

用意しておき、そのキーワードの前（上記「＊＊」に相当する部分）を、目的地として抽
出する。また、（２）「目的地は××」、「今から××」等、目的地の前に付けられるこ
とが多い特定のキーワードを予め複数用意しておき、そのキーワードの後（上記「××」
に相当する部分）を、目的地として抽出する。また、（１）及び（２）を組み合わせて目
的地を抽出してもよい。
【００３６】
　また、これに限らず、音声データのうち目的地を示す部分の先頭及び末尾の区切りのタ
イミングにおいて、ユーザーに何らかのスイッチ操作、タッチ操作等を行なわせるものと
してもよい。こうすれば、より正確に音声データのうち目的地を示す部分を特定すること
ができる。
【００３７】
　［制御の流れ］
　図２は、ナビゲーションコンピューター６０により実行される特徴的な処理の流れを示
すフローチャートである。本フローは、ユーザーが、センター接続のための所定の操作又
は音声入力を行なったときに開始される。
【００３８】
　まず、ナビゲーションコンピューター６０は、無線通信装置１０やハンズフリー通話シ
ステム２０に対して、情報センター１００への接続指示を行なう（Ｓ２００）。
【００３９】
　情報センター１００との接続が開始されると、前述の如くユーザーが情報センター１０
０内のオペレーターと通話を開始する。ハンズフリー通話システム２０に入力された音声
データ（ユーザーの声）は、情報センター１００にリアルタイム送信される（Ｓ２１０）
と同時に、当該音声データは、ナビゲーションコンピューター６０に入力される（Ｓ２２
０）。
【００４０】
　音声データが入力されると、目的地抽出部６８が前述の如く音声データから目的地を抽
出し（Ｓ２３０）、情報センター１００から目的地情報を受信するまでの間、目的地抽出
部６８が抽出した目的地に至る推奨経路を生成し、これに基づく経路案内を行なう（Ｓ２
４０、Ｓ２５０、Ｓ２６０）。なお、この間、無線通信装置１０は、目的地情報受信待機
状態となっている。
【００４１】
　情報センター１００において前述の検索処理等が行なわれた後、情報センター１００か
ら目的地情報を受信すると、目的地に到着するか、他の目的地を設定されるための手順（
前述したセンター接続のための手順や、ＨＭＩ５０において目的地を設定する際の開始操
作が相当する）が開始されるまでの間、情報センター１００から受信した目的地に至る推
奨経路を生成し、これに基づく経路案内を行なう（Ｓ２７０、Ｓ２８０、Ｓ２９０）。
【００４２】
　本実施例の車両用ナビゲーション装置１によれば、情報センター１００に対して目的地
検索を依頼することの有する利点を活かしつつ、通信に要する時間に起因して経路案内が
開始されるまでの空白時間が長くなるという問題点を解消することができる。
【００４３】
　すなわち、情報センター１００に対して目的地検索を依頼することにより、正確且つ最
新の情報に基づいた経路案内を行なうことができ、通話によるため機械操作に不慣れなユ
ーザーでも安心して使用できる。そして、経路案内が開始されるまでの空白時間について
は、通話内容に対する音声認識を行なって通話内容に含まれる目的地を抽出し、抽出した
目的地を用いて暫定的な経路案内を行なうため、経路案内を迅速に開始することができる
。また、その間に車両が走行して、目的地とは逆の方向に移動してしまうような場面が生
じるのを抑制することができる。
【００４４】
　従って、より正確且つ迅速な案内を行なうことができる。
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　［変形例］
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明
はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にお
いて種々の変形及び置換を加えることができる。
【００４６】
　例えば、音声認識による暫定的な経路案内は、「情報センター１００から目的地情報を
受信するまでの間」行なうのに限らず、「目的地情報に基づき最初に推奨経路が生成され
るまでの間」行なってもよいし、「目的地情報に基づく経路案内が開始されるまでの間」
行なってもよい。
【００４７】
　また、目的地情報は、単に指定された目的地の座標のみを含むものに限らず、情報セン
ター１００において当該車両の現在位置から当該目的地までの推奨経路を生成し、当該生
成した推奨経路を車両に送信するものであってもよい。この場合、車両から情報センター
１００に最初に接続する際、及び車両の移動に応じて逐次、現在位置特定手段６２が特定
した現在位置を情報センター１００に送信する。
【００４８】
　また、情報センター１００内の検索処理は、オペレーターを介さず、情報センター１０
０内のコンピューターが音声認識を行なって抽出するものとしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明は、自動車製造業や自動車部品製造業等に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】車両用ナビゲーション装置１の全体構成の一例を示す図である。
【図２】ナビゲーションコンピューター６０により実行される特徴的な処理の流れを示す
フローチャートである。
【符号の説明】
【００５１】
　　１　車両用ナビゲーション装置
　１０　無線通信装置
　２０　ハンズフリー通話システム
　３０　ＧＰＳ受信機
　４０　メモリ
　５０　ＨＭＩ
　６０　ナビゲーションコンピューター
　６２　現在位置特定部
　６４　推奨経路生成部
　６６　経路案内部
　６８　目的地抽出部
　７０　無線基地局
　８０　ネットワーク
１００　情報センター
１１０　データベース
１２０　センター側通信装置
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