
JP 5302224 B2 2013.10.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル・ナビゲーション装置であって、
　事前に決定された第１の旅程を介して道路ネットワーク上のモバイル・ユーザを事前に
決定された目的地へ案内するために前記装置の地理的位置に依存して前記モバイル・ユー
ザにナビゲーション情報を提供するように構成されており、
　前記道路ネットワークの道路に関する地図データであって、前記道路ネットワークの各
道路の走行についての履歴速度を表すデータを含む地図データを記憶する記憶装置と、
　前記地図データ内の前記道路ネットワークの１本以上の道路について、現在の交通進行
状況と、現在の又は予想される気象状況とのうちの少なくとも一方を示すデータを受信す
る無線受信器と、
　前記記憶装置及び前記受信器に結合されたデータ・プロセッサであって、
　　前記第１の旅程に従って走行している間に、前記道路ネットワークの１本以上の道路
の走行についての現在の速度を表すデータを決定するために前記受信器で受信されたデー
タを処理するとともに、前記第１の旅程のうちの走行予定の部分の少なくとも１本の道路
についてデータが受信されたかを判定し、
　　前記第１の旅程のうちの走行予定の部分の少なくとも１本の道路についてデータが受
信されたならば、
　　　前記少なくとも１本の道路の走行についての現在の速度を表す前記データを用いて
前記第１の旅程についての前記目的地への予想走行時間を決定し、
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　　　１本以上の道路の走行についての現在の速度を表す前記決定されたデータに基づく
乗算関数で、前記道路ネットワークのうちのデータが受信されていない少なくとも１つの
道路の走行についての履歴速度を表すデータを乗算し、
　　　前記乗算されたデータを用いて、前記目的地への代替の旅程と、前記代替の旅程に
ついての前記目的地への予想走行時間とを決定し、
　　　前記代替の旅程についての前記予想走行時間と前記第１の旅程についての前記予想
走行時間との比較の結果に応じて、前記代替の旅程を介して前記モバイル・ユーザを前記
目的地へ案内するためのナビゲーション情報を提供し始める
ように動作するデータ・プロセッサとを備えることを特徴とするモバイル・ナビゲーショ
ン装置。
【請求項２】
　モバイル・ナビゲーション装置のソフトウェアであって、
　前記装置は、
　　事前に決定された第１の旅程を介して道路ネットワーク上のモバイル・ユーザを事前
に決定された目的地へ案内するために前記装置の地理的位置に依存して前記モバイル・ユ
ーザにナビゲーション情報を提供するように構成されており、
　　前記道路ネットワークの道路に関する地図データであって、前記道路ネットワークの
各道路の走行についての履歴速度を表すデータを含む地図データを記憶する記憶装置と、
　　前記地図データ内の前記道路ネットワークの１本以上の道路について、現在の交通進
行状況と、現在の又は予想される気象状況とのうちの少なくとも一方を示すデータを受信
する無線受信器と、
　　前記記憶装置及び前記受信器に結合されたデータ・プロセッサと
を備え、
　前記ソフトウェアは、
　　前記第１の旅程に従って走行している間に、前記道路ネットワークの１本以上の道路
の走行についての現在の速度を表すデータを決定するために前記受信器で受信されたデー
タを処理するとともに、前記第１の旅程のうちの走行予定の部分の少なくとも１本の道路
についてデータが受信されたかを判定し、
　　前記第１の旅程のうちの走行予定の部分の少なくとも１本の道路についてデータが受
信されたならば、
　　　前記少なくとも１本の道路の走行についての現在の速度を表す前記データを用いて
前記第１の旅程についての前記目的地への予想走行時間を決定し、
　　　１本以上の道路の走行についての現在の速度を表す前記決定されたデータに基づく
乗算関数で、前記道路ネットワークのうちのデータが受信されていない少なくとも１つの
道路の走行についての履歴速度を表すデータを乗算し、
　　　前記乗算されたデータを用いて、前記目的地への代替の旅程と、前記代替の旅程に
ついての前記目的地への予想走行時間とを決定し、
　　　前記代替の旅程についての前記予想走行時間と前記第１の旅程についての前記予想
走行時間との比較の結果に応じて、前記代替の旅程を介して前記モバイル・ユーザを前記
目的地へ案内するためのナビゲーション情報を提供し始めるように前記プロセッサを制御
する命令を備えることを特徴とするソフトウェア。
【請求項３】
　事前に決定された第１の旅程を介してモバイル・ナビゲーション装置のユーザを事前に
決定された目的地へ案内するために、前記装置の地理的位置に依存して前記ユーザにナビ
ゲーション情報を提供する方法であって、
　道路ネットワークの道路に関する地図データであって、道路ネットワークの各道路の走
行についての履歴速度を表すデータを含む地図データを記憶する記憶装置にアクセスする
工程と、
　前記第１の旅程に従って走行している間に、前記地図データ内の前記道路ネットワーク
の１本以上の道路について、現在の交通進行状況と、現在の又は予想される気象状況との
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うちの少なくとも一方を示すデータを無線受信器を介して受信する工程と、
　前記道路ネットワークの１本以上の道路の走行についての現在の速度を表すデータを決
定するために前記受信器で受信されたデータを処理する工程と、
　前記第１の旅程のうちの走行予定の部分の少なくとも１本の道路についてデータが受信
されたかを判定する工程と、
　前記第１の旅程のうちの走行予定の部分の少なくとも１本の道路についてデータが受信
されたならば、
　　前記少なくとも１本の道路の走行についての現在の速度を表す前記データを用いて前
記第１の旅程についての前記目的地への予想走行時間を決定し、
　　１本以上の道路の走行についての現在の速度を表す前記決定されたデータに基づく乗
算関数で、前記道路ネットワークのうちのデータが受信されていない少なくとも１つの道
路の走行についての履歴速度を表すデータを乗算し、
　　前記乗算されたデータを用いて、前記目的地への代替の旅程と、前記代替の旅程につ
いての前記目的地への予想走行時間とを決定し、
　　前記代替の旅程についての前記予想走行時間と前記第１の旅程についての前記予想走
行時間との比較の結果に応じて、前記代替の旅程を介して前記ユーザを前記目的地へ案内
するためのナビゲーション情報を提供し始める工程とを有することを特徴とする方法。
【請求項４】
　道路ネットワークの道路を通る事前に決定された第１の旅程を介してモバイル・ナビゲ
ーション装置のユーザを事前に決定された目的地へ案内するために、前記装置の地理的位
置に依存して前記ユーザにナビゲーション情報を提供する方法であって、
　前記第１の旅程に沿った前記地理的位置を表すデータを前記装置から受信する工程と、
　前記道路ネットワークの１本以上の道路に関する現在の交通進行状況と、現在の又は予
想される気象状況とのうちの少なくとも一方を示すデータから、前記１本以上の道路の走
行についての現在の速度を表すデータを決定する工程と、
　前記第１の旅程のうちの走行予定の部分の少なくとも１つの道路についてデータが決定
されたならば、
　　前記少なくとも１つの道路の走行についての現在の速度を表すデータを用いて前記第
１の旅程についての前記目的地への予想走行時間を決定し、
　　前記道路ネットワークの道路の走行についての履歴速度を表す記憶されたデータにア
クセスし、１本以上の道路の走行についての現在の速度を表す前記決定されたデータに基
づく乗算関数で少なくとも１本の道路についての前記記憶されたデータを乗算し、
　　前記乗算されたデータを用いて、前記目的地への代替の旅程と、前記代替の旅程につ
いての前記目的地への予想走行時間とを決定し、
　　前記代替の旅程についての前記予想走行時間と前記第１の旅程についての前記予想走
行時間との比較の結果に応じて、前記代替の旅程を介して前記ユーザを前記目的地へ案内
するためのナビゲーション情報を提供し始める工程とを有することを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記乗算関数は、１本以上の道路の走行についての現在の速度を表す前記決定されたデ
ータと、当該１本以上の道路の走行についての履歴速度を表す前記データとに基づくこと
を特徴とする請求項１に記載のモバイル・ナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はモバイル電子ナビゲーション装置、本装置の機能を実装するソフトウェア、及
びこのような装置のユーザにサービスを提供する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テクノロジーにおける進歩と混雑した道路環境の増加している圧力とにより、パーソナ
ル・ナビゲーション装置（ＰＮＤ）の発展及び採用が促進されてきた。ＰＮＤという略語
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は「パーソナル・ナビゲーション装置」を言及するために時々用いられるが、本明細書で
は、（例えば吸引取り付け具を用いて自動車のフロントガラスに固定され得る）携帯型、
又は（自動車に取り外せないように固定される）組み込み型である任意の種類のパーソナ
ル・ナビゲーション装置に範囲が及ぶ、より拡張的な定義が与えられる。ＰＮＤは専用ナ
ビゲーション装置（例えば主機能がナビゲーションである装置）であってもよいし、複数
の他のアプリケーション（例えば、メディア・プレーヤ）を有していてもよいし、または
ナビゲーション以外の主機能（例えば、モバイル電話）を有していてもよい。ＰＮＤは大
部分が乗用車又はその他の車両において用いられるが、これに限定されない。ＰＮＤは道
路情報と関心のある地点とを含む地理的地図データベースを内蔵する。ＰＮＤは一般に、
ユーザが目的地を入力して、ユーザに一つ以上の経路を提供することを可能とするソフト
ウェアを含む。選択された目的地までの経路に沿って運転者を案内するために運転指示が
出される。ＰＮＤは自動車のフロントガラスへ装着可能な取り付け具を含んでもよい。
【０００３】
　運転者に案内する経路の選択は非常に高機能でありえ、道路選択を判定する要因として
、選択された経路は既存の及び予測された交通及び道路状況、道路速度に関する履歴情報
、及び運転者自身の嗜好を考慮に入れてもよい。さらに、装置は道路及び交通状況を絶え
ず監視して、行路の残りが作り直される経路変更を、変更された状況に起因して提示又は
選択してもよい。
【０００４】
　道路走行は、企業のため、その他の機関のため、及び私人のための日常生活の主要な部
分である。交通遅延のコストは非常に大きくなり得る。純粋な経済的コストは英国だけで
１０億ポンドであると推定されている。これらのコストの観点では、例えば最適経路を選
択することによって、及び混雑遅延を回避することによって、運転者が自身の走行を最適
化するのを支援できるシステムが重大な価値を持つ。実際に、運転者情報システムの多様
な配列が育ってきている。確立された最長のものは、出来事及び遅延に関する主観的な助
言を提供するために、警察、空中偵察装置、そして最近では交通渋滞につかまった運転者
からのモバイル電話通話のような複数の情報源からのデータを集約したブロードキャスト
無線交通レポートである。ラジオ・データ・システム（ＲＤＳ）のラジオは、通常のラジ
オ番組から交通レポートを自動的に切り出すことによってこれらのシステムをいっそう効
率的にする。静的経路計画システムは、英国におけるオートモービル・アソシエーション
（ＡＡ）及びＲＡＣのような主要な自動車機関のウェブサイトで提供される。これらは、
運転者が行路の地点を入力して、経路及びこの経路のための運転指示が与えられることを
可能とする。
【０００５】
　ここしばらくでは、車両搭載型パーソナル・ナビゲーション装置が全地球測位システム
（ＧＰＳ）テクノロジーに基づいて導入されてきた。これらの例はＰＮＤであるＴｏｍＴ
ｏｍＧＯ（登録商標）シリーズである。パーソナル・ナビゲーション装置は、道路ネット
ワーク上の車両の正確な位置を発見するため及びスクリーン上の道路地図に車両の位置を
プロットするためにＧＰＳシステムを用いる。ＰＮＤは道路ネットワーク上の２地点以上
の間の最良の又は良好な経路を算出する仕組みを含み、経路上の自身の位置を継続的に監
視しつつ、選択された経路に沿って運転者に道を教えることができる。パーソナル・ナビ
ゲーション装置はこれらのサービスに交通情報を組み込みだしてきており、いくつかでは
、交通情報は経路選択処理に統合されている。ＰＮＤは混雑した道路を避けて経路決めす
るだろう。ＰＮＤによって交通情報が提供される場合に、ユーザは選択された経路に影響
を与える遅延を観察することができ、ユーザが必要だと考える場合に、道路の遅延した区
間を回避する経路を再計画するように装置を導く。様々なテクノロジー（例えばモバイル
電話通話、固定カメラ、ＧＰＳ運行管理）に基づいて、交通遅延を識別して情報を通知シ
ステムに供給するためにリアルタイム交通監視システムが用いられている。
【０００６】
　上述のように、道路交通は以下のようにモバイル電話通話に基づいてリアルタイムで監
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視され得る。モバイル電話システムでは、加入者はハンドセットを持ち運ぶ。加入者が通
話若しくはテキスト・メッセージ又はデータのセッションを開始又は受信する場合に、無
線通信がハンドセットと近代的な展望上の良く知られた柱（ｍａｓｔ）である基地送受信
局（ＢＴＳ）との間で行われる。発呼者と被呼者との間を渡されるメッセージの符号を送
信するだけでなく、確実且つ効率的に通信をサポートするために、ヘッドセット及びＢＴ
Ｓはこれらの間で大量の制御信号を送信する。例えば、加入者が動き回るにつれて、シス
テムは通話を別のＢＴＳにいつ渡すかを選択しなければならない。モバイル通信向けグロ
ーバル・システム（ＧＳＭ）システム又はユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーシ
ョン・システム（ＵＭＴＳ）における制御情報は、隣接ＢＴＳの信号強度に関する情報、
タイムスロットに適合させるためにＢＴＳからヘッドセットに早く送信するように指示す
るタイミング先行情報、送信エラー・レート、及びさらに多くのものを含む。符号分割多
元接続（ＣＤＭＡ）のような他のテクノロジーが、確実且つ効率的な通信という同じ目的
を達成するために様々な情報を用いる。集合的に、これらのパラメータはモバイル電話制
御パラメータと参照される。位置パラメータ・データベース（ＬＰＤＢ）はモバイル電話
制御パラメータをヘッドセットの地理的位置に相関させる。ＬＰＤＢはいくつかの手段の
一つによって構築され維持されてもよく、制御パラメータのいくつかの有用な部分集合の
一つを地理的位置にマッピングしてもよい。
【０００７】
　このようなＰＮＤ及び上記のサービスに関するより多くの背景情報について、例えばト
ムトム　インターナショナルＢＶによりすべてが所有され、本明細書に参照して組み込ま
れる特許文献１、特許文献２、特許文献３、及び特許文献４を参照されたい。
【０００８】
　道路用車両に搭載されたモバイル通信装置の使用の監視を通じた道路交通の監視に関す
るより多くの背景情報について、例えば本明細書に参照して組み込まれる特許文献５（「
交通監視システム」）及び特許文献６（「所与の時間におけるモバイル電話の物理的位置
を見つける方法」）を参照されたい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０２２５９０２号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／０１８５６４８号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００７／０１１８２８１号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００７／０１１７５７２号明細書
【特許文献５】国際公開第２００２／０４５０４６号パンフレット
【特許文献６】国際公開第２００７／０１７６９１号パンフレット
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Ｇ．Ｂ．ウィッタム、「線形波及び非線形波」、３．１章「交通フロー
」、ウィリー－インタサイエンス、１９９９年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明者は道路車両の個別のユーザへのナビゲーション案内を改良することを目指す。
本発明者はさらに交通混雑を回避又は低減するように交通管理を改良することを意図する
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、とりわけ、モバイル電子ナビゲーション装置であって、前記装置の地理的位
置と、旅程を経由して道路ネットワーク上のモバイル・ユーザを事前に決定された目的地
へ案内するようにプログラムされていることとによって、前記モバイル・ユーザにナビゲ
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ーション情報を提供するように構成されているモバイル電子ナビゲーション装置に関する
。本装置は、前記道路ネットワークのセグメント内の各道路についての各履歴交通進行状
況（例えば、平均速度又は平均交通フロー）を表す履歴データを含む、前記セグメントに
関する情報、例えば道路地図情報を記憶する記憶装置と、前記セグメント内の特定の道路
の一筋についての現在の交通進行状況（例えば、現在の平均速度又は現在の交通フロー）
を示すデータを受信する無線受信器と、前記受信器に結合されたデータ・プロセッサとを
備える。プロセッサはさらに、以下のタスクを実行するように動作する。プロセッサは、
走行される予定の前記旅程の部分に前記一筋が含まれるかどうかを判定する。前記一筋が
含まれないとプロセッサが判定した場合に、前記旅程はナビゲーション案内を決定するた
めに使用される。前記一筋が含まれるとプロセッサが判定した場合に、プロセッサは、前
記現在の交通進行状況を前提とした前記旅程に対する第１の予定走行時間と、前記目的地
への代替の旅程に対する第２の予定走行時間との比較に基づいて、前記代替の旅程を決定
するために前記履歴データを使用する。前記比較の結果に応じて、プロセッサは、前記代
替の旅程に関するナビゲーション情報を提供し始める。
【００１３】
　これにかえて、本発明のナビゲーション装置は、代替の旅程がより短い予定走行時間を
有することを示してもよい、当初の旅程の近づきつつある行程内の道路の一筋についての
現在の交通進行状況に関するリアルタイム情報を受信すると、代替の旅程に従ってナビゲ
ーション案内が提供される。受信器を介して受信されたデータは、外出の近づきつつある
行程における新たに発生した又は既存の交通渋滞を示してもよい。その後に本発明の装置
は走行される予定の部分について当初の旅程への代替を探す。代替の旅程によってユーザ
が案内されるべき前に交通渋滞が消滅している場合に、受信器は一筋について改善した交
通進行状況（例えば、増加した交通フロー又は増加した平均速度）を示すデータを受信し
て、装置は同様の方法で当初の旅程が案内の基礎として採用されることを決定する。
【００１４】
　本発明の装置の実施形態では、前記第２の予定走行時間は、前記特定の道路についての
前記現在の交通進行状況（現在の平均速度又は現在の交通フロー）を表す量を用いて、前
記代替の旅程内のさらなる道路についての前記履歴交通進行状況（例えば、平均速度又は
平均交通フロー）を乗算することに基づいて算出される。乗算は一つの道路における混雑
は接続する道路により多い交通を導くであろうということにその起源を見出す。すなわち
、混雑は周辺における交通フロー及び平均速度に影響を与える。乗算を通じてこの現象を
考慮に入れることによって、目的地への最短全体走行時間により適切に近似する代替経路
が算出される。
【００１５】
　現在の交通進行状況に加えて、現在の又は予想される気象情報が走行時間に影響を与え
るかもしれず、より一般的に、旅程にも影響を与えるかもしれない。従って、気象状況に
関するリアルタイム情報も好適には、現在の旅程への修正を算出する際に考慮に入れられ
る。本発明の目的のために、霧、雨、積雪、薄氷などのような気象状況が（仮想）交通進
行状況を表す量に翻訳される。悪天候のせいで危険な道路状況の場合には、気象により影
響される旅程の一筋をカバーするための予定走行時間は比例拡大される。乗算係数（ｓｃ
ａｌｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒ）は、例えば履歴データ（以下のＧＰＳトレースから抽出され
た履歴データを参照）に基づいて決定されてもよく、若しくは実験によって決定され又は
大まかに推定されてもよい。この走行時間の比例拡大は、交通混雑に由来しても、危険な
道路状況に由来しても、起源にかかわらず本発明のデータ処理において検討される量であ
る。従って、「現在の交通進行状況」という概念はまた、本明細書では、本発明の目的の
ために、「現在の又は予想される気象状況」をカバーするものとして理解される。
【００１６】
　本発明の別の実施形態は、モバイル・ナビゲーション装置のソフトウェアであって、前
記装置は、前記装置の地理的位置と、旅程を経由して道路ネットワーク上のモバイル・ユ
ーザを事前に決定された目的地へ案内するようにプログラムされていることとによって、
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前記モバイル・ユーザにナビゲーション情報を提供するように構成されているソフトウェ
アに関する。装置は、前記道路ネットワークのセグメント内の各道路についての各履歴交
通進行状況を表す履歴データを含む、前記セグメントに関する情報を記憶する記憶装置と
、前記セグメント内の特定の道路の一筋についての現在の交通進行状況を示すデータを受
信する無線受信器と、前記受信器に結合されたデータ・プロセッサとを備える。前記ソフ
トウェアは、走行される予定の前記旅程の部分に前記一筋が含まれるかどうかを判定し、
前記一筋が含まれない場合に、前記旅程を使用し続け、前記一筋が含まれる場合に、前記
現在の交通進行状況を前提とした前記旅程に対する第１の予定走行時間と、前記目的地へ
の代替の旅程に対する第２の予定走行時間との比較に基づいて、前記代替の旅程を決定す
るために前記履歴データを使用し、前記比較の結果に応じて、前記代替の旅程に関するナ
ビゲーション情報を提供し始めるように前記プロセッサを制御する命令を備える。好適に
は、ソフトウェアは、前記特定の道路についての前記現在の交通進行状況を表す量を用い
て、前記代替の旅程内のさらなる道路についての前記履歴交通進行状況を乗算することに
基づいて、前記第２の予定走行時間を算出するための前記プロセッサに対する命令をさら
に備える。
【００１７】
　従って、ソフトウェアは、出荷後のアドオンとして、又は無線受信器を有する電子ナビ
ゲーション装置のインストールされたベースへのアップグレードとして提供され得る。上
記で特定されたリアルタイム交通状況を表す供給データによって可能なサービスを利用す
るために、別個の無線送受信器がオプションとして従来の電子ナビゲーション装置に搭載
され得る。
【００１８】
　上記で導入された無線受信器は、例えば汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）受信器
を含む。既知のように、ＧＰＲＳはＧＳＭモバイル電話機のユーザに利用可能なパケット
指向のモバイル・データ・サービスである。「パケット指向」という表現は、データ・パ
ケットが多重化される方法を言及する。ＧＰＲＳデータ通信は単方向又は双方向であり得
る。これにかえて、無線送受信器はラジオ・データ・システム（ＲＤＳ）受信器を備える
。ＲＤＳテクノロジーは、データを送信するために、従来のＦＭラジオ・ブロードキャス
トを用いる。ＲＤＳは一般的に、運転者に交通情報を伝えるための交通メッセージ・チャ
ネル（ＴＭＣ）を実装するために用いられる。無線受信器のその他の実装は、例えば、デ
ィジタル・オーディオ・ブロードキャスティング（ＤＡＢ）テクノロジー又は衛星無線に
基づく。後者は地上波テクノロジーを用いる通信よりも広域な地理的エリアをカバーする
通信衛星を用いる。
【００１９】
　ＧＰＲＳテクノロジーは双方向データ通信を可能とする。これは、ＰＮＤがＧＰＲＳ受
信器とＧＰＲＳ送信器とを有し、事前に決定された目的地への旅程の算出及び再算出の少
なくとも何れかをサーバに委譲するシン・クライアントとしてＰＮＤが構成される本発明
の実施形態で用いられ得る。
【００２０】
　従って、本発明者はさらに、旅程を経由してモバイル・ナビゲーション装置のユーザを
事前に決定された目的地へ案内するために、前記装置の地理的位置によって、前記ユーザ
にナビゲーション情報を提供する方法を提案する。方法は以下のステップを備える。前記
地理的位置を表す、前記装置からのデータが受信される。前記旅程に関連する道路ネット
ワークのセグメントが決定される。前記セグメント内の各道路についての各履歴交通進行
状況を表す履歴データを含む、前記セグメントに関する情報が決定される。前記セグメン
ト内の特定の道路の一筋についての現在の交通進行状況が決定される。走行される予定の
前記旅程の部分に前記一筋が含まれるかどうかが判定される。前記一筋が含まれない場合
に、前記旅程が使用される。前記一筋が含まれる場合に、前記現在の交通進行状況を前提
とした前記旅程に対する第１の予定走行時間と、前記目的地への代替の旅程に対する第２
の予定走行時間との比較に基づいて、前記代替の旅程（７２２）を決定（７２０）するた
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めに前記履歴データが使用される。前記比較の結果に応じて、前記代替の旅程に関するナ
ビゲーション情報が提供され始める。
【００２１】
　好適には、前記第２の予定走行時間は、前記特定の道路についての前記現在の交通進行
状況を表す量を用いて、前記代替の旅程内のさらなる道路についての前記履歴交通進行状
況を乗算することに基づいて算出される。
【００２２】
　シン・クライアントのアプローチすなわち処理をサーバに委譲することの利点は、ユー
ザが前進しているエリアを含む複数の地理的エリアに関する利用可能な交通情報及び気象
情報をサーバが有するという事実に存在する。これは、単一の地理的エリア内で局所的な
場合よりも大規模に旅程を動的に最適化することを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明のシステムのブロック図である。
【図２】、
【図３】本発明の側面を説明する公式を与える。
【図４】本発明のナビゲーション装置の第１の例のブロック図である。
【図５】、
【図６】本発明のナビゲーション装置のさらなる例のブロック図である。
【図７】図５及び図６の装置のユーザにナビゲーション案内を提供する方法のフロー図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明は、一例として及び添付の図面を参照して、より詳細に説明される。図面を通じ
て、類似又は対応する機能は同じ参照符号で示される。
【００２５】
　いくつかの研究によれば、特定の道路又は幹線道路で監視される交通の約２５％は、長
距離であり地域間経路を運転する車両で構成される。これは、特定の道路又は幹線道路へ
の代替を極めて容易に採用することができるだろう重要なグループである。問題はどのよ
うに代替を通知するかである。当局（Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ）は、アムステルダム市の北の
地域で運転しているすべての運転者に、フリーボランド又はその先に行くつもりであるつ
もりなら、本日はエンクハイゼン‐レリスタッド堤防道路を用いる方が良いと通知するこ
とができるだろう。アムステルフェーン／スキポール地域から来る運転者はユトレヒト市
を経由して運転することを助言される。しかしながら、これらの運転者に通知することは
きわめて難しく、助言を受け入れることを運転者に納得させることはさらに難しい。代替
経路を受け入れ可能とするためには、運転者はより詳細な情報を必要とする。
【００２６】
　本発明のシステムは、運転者の車両に搭載されたモバイル・ナビゲーション装置を介し
て運転者に代替経路を提案する。代替経路はこれらの代替経路を採用することにより期待
される効果の説明と併せて提案される。従って、ある地理的地域で交通が混雑した場合に
、本発明のシステムは、この地域内で又はこの地域に向かって移動する運転者に向けて、
混雑を自動的に回避するためにモバイル・ナビゲーション装置を介して現在与えられてい
る指示に従って進むように助言する。よって、本発明のシステムは運転者がより早く自身
の目的地に到達することを助ける。さらに、本システムは、混雑した地域の周辺における
道路ネットワークの残り部分に交通を拡散することによって、混雑したエリアを通る交通
量を低減することにも貢献する。
【００２７】
　交通渋滞内の車の大半は短距離で地域内の外出であることがわかる。地域内の外出の運
転者の例は、隣接するアムステルダム市で買い物をするつもりのアルメール町に住んでい
る人々である。本発明のシステムは、外出を開始する前に、予定移動時間について運転者
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に通知することを可能とする。交通混雑に起因する遅延が予想されると、これらの人々は
自分の外出を再考したがるかもしれない。彼らは代わりに近所での買い物をすること、別
の町又は市へ運転すること、又は提案された代替経路を採用すること、又は公共輸送を用
いることを決めるかもしれない。やはり、混雑したエリアを通る交通量は低減するだろう
。
【００２８】
　混雑しているのにも関わらず、混雑したエリアに入ることを決める運転者のグループが
常に残存する。この状況において、混雑を回避するために、かわりに小さな村や都市の中
心を通って運転することは受け入れ可能な解決策であるというのは一般的な誤解である。
研究でこのような運転は完全に非効率的であることが確認された。この理由は、とりわけ
、最大許容道路スピードが低く、信号機及び非効率的な経路のせいで、達成できる平均ス
ピードはせいぜい時速１５ｋｍ～２５ｋｍであるためである。大半の場合に、単に交通渋
滞にとどまり地域内の道路を用いることによって、運転者の目的地にはるかに早く到達す
る。現在の譲受人（Ａｓｓｉｇｎｅｅ）であるトムトムからの全ての装置は非効率的な経
路を介した案内を避けるために、これらの最小時間経路の設定をデフォルトで用いる。し
かしながら、確実で最新の走行時間情報が欠けているため、人々は自身で経路をみつける
が、これは非効率である。本発明のシステムはこれらの人々に自身の利益としてナビゲー
ション情報を受け入れることを納得させることを目指す。
【００２９】
　従って、本発明のシステムは移動中の人々へのより確実で効率的な案内指示を提供する
。優れた走行時間の推定に基づいて、人々は代替経路を検討して、より容易に代替経路を
受け入れることができる。本発明のシステムは主道路ネットワークの利用を改良し、交通
混雑の低減に貢献する。地域間の外出の運転者は混雑したエリアを迂回するためにリルー
トされる。地域内の運転者は地域内の代替を用いるか、又は混雑により生じた遅延を単に
受け入れるように助言されるだろう。
【００３０】
　本発明のシステムは道路ネットワーク全体についての高品質の交通情報を生成する。本
システムは混雑したエリアの周りの利用可能な道路ネットワークをよりよく活用する代替
経路を提案できる。本システムは複数情報源ストラテジーを用いる。本システムは、既存
の情報源、例えば道路当局及びその他の公共サービスから供給される交通情報と、モバイ
ル電話のネットワーク事業者により供給されるデータに基づいて生成される交通情報及び
ＧＰＳ機能搭載モバイル・ナビゲーション装置のユーザにより供給される交通情報とを組
み合わせる。結果として、混雑のボトルネックの詳細な全体像が生成される。この詳細な
全体像はその後に代替経路に関するナビゲーション情報を生成するために用いられ得る。
【００３１】
　図１は本発明のシステム１００のブロック図である。システム１００は、すべてが本明
細書では「当局」１０４として参照される輸送部門、道路事業者又は道路当局、地方自治
体などからのデータ、モバイル電話のネットワーク事業者（群）１０６からのデータ、及
びＧＰＳ機能搭載モバイル・ナビゲーション装置１０８からのデータを受信するデータ収
集・取得サブシステム１０２を備える。
【００３２】
　当局１０４から受信されたデータは例えば道脇の交通監視機器を介して取得された従来
の交通情報を表す。このような機器は例えば実況カメラや道路表面に統合された誘導磁界
のようなその他の道路センサを含む。当局１０４から受信する他のデータは道路工事報告
を含んでもよい。当局１０４から受信するさらに他のデータは例えば気象予報又はリアル
タイム気象レーダ・データを含む。リアルタイム気象レーダ・データは、豪雨、霧又は霧
雨の結果として生じる視界低下、若しくは遅い交通の主な原因となる強い突風などを伴う
地域内の道路についての予定走行時間を増やすことを可能とする。
【００３３】
　上記並びに上述の特許文献５及び特許文献６で説明したように、事業者１０６から受信
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されたデータはモバイル電話通話に基づいてリアルタイムで監視された道路交通を表す。
【００３４】
　ＧＰＳ機能搭載モバイル装置１０８のユーザから受信されたデータは以下に基づく。装
置１０８はＧＰＳトレースを記録するように構成される。装置１０８が動作中である場合
に、デバイス１０８は繰り返し自身の地理的位置とタイムスタンプとをファイルに記録す
る。ファイル内の記録はこの特定の装置により行われた外出を再構築することを可能とす
る。このような装置１０８の例は譲受人により作成された。装置１０８はユーザのホーム
ＰＣ又はノートＰＣにインストールされたソフトウェア・プログラム（「ＴｏｍＴｏｍ　
Ｈｏｍｅ」）と連携する。ソフトウェア・プログラムにより、ユーザは装置１０８を更新
し、パーソナライズし、及びその他に管理することが可能となる。例えば、ユーザが新た
な地図、カスタムの関心地点データベースをインストールすること又は装置１０８に別の
音声での指示を与えさせることを望む場合に、ユーザが単にこれら及びその他のコンポー
ネントをサーバからインターネットを介してダウンロードして装置１０８にこれらをイン
ストールすることができる。プログラムにより、ある人の外出を事前に家から計画するこ
とも可能となる。サーバに接続された場合に、サーバは記録のファイルを更新するだろう
。記録はすべての装置１０８から収集され、サブシステム１０２に記憶される。
【００３５】
　従って、システム１００はモバイル電話のネットワーク事業者１０６を通じて利用可能
なリアルタイム・データとＧＰＳトレースのダウンロードを通じて利用可能な履歴データ
とを有する。これらのデータはここで、記憶装置１１４に記憶される交通情報を生成する
ためにデータ処理サブシステム１１０で処理される。
【００３６】
　本発明の目的のために、事業者１０６からのリアルタイム・データによってカバーされ
ない又は適切にはカバーされない道路の平均速度を含む交通情報を生成するために、デー
タ処理サブシステム１００は（例えば装置１０８からのＧＰＳトレースにより表される）
履歴データを処理する。本処理を説明するために、以下のシナリオを検討する。
【００３７】
　都市環境を迂回する幹線経路における状況を検討する。この都市環境は小さな町であり
、主要都市の周囲を進む若しくは郊外又は都市中心を横切る国道又は頻繁に使用される都
市主要道路により迂回され得る。幹線経路が混雑していない場合に、事業者１０６から受
信されたＧＳＭベースのデータ及び装置１０８から受信されたＧＰＳベースのデータは主
要道路について通常の通行時間を示す。しかし、ラッシュ時間の間、通行時間は急激に増
加するかもしれない。事業者１０６及び装置１０８から受信されたデータはラッシュ時間
の間のこの通行時間の増加を示す。通行時間の増加は平均道路速度の減少に相当する。例
えば、通常は時速１００ｋｍと時速１２０ｋｍとの間に平均速度はあるものの、ラッシュ
時間の間の平均速度は時速３０ｋｍ前後である。ラッシュ時間の間、周辺道路の都市ネッ
トワークについての平均速度も同様に、例えば時速３５ｋｍ前後から時速１５ｋｍ前後に
減少する。事業者１０６から受信したリアルタイム・データは、低い交通量のせいで都市
の小さな道路についてのリアルタイム走行時間を確実に測定することはできない。都市幹
線について測定された走行時間だけがとりわけ多い交通量のおかげで使用できる。従って
、これらの変動する周辺道路についての平均道路速度を検討しなければ、ユーザのモバイ
ル・ナビゲーション装置は、ラッシュ時間の間の平均速度時速１５ｋｍに関連付けられる
のではなく、混雑した幹線経路上の現在の平均速度時速３０ｋｍよりもなおも早い静的な
平均速度時速３５ｋｍに間違って関連付けられた周辺道路の混雑した又はゆっくりと動く
交通にユーザを導くかもしれない。
【００３８】
　従って、運転者へのナビゲーション案内を改良するために、発明者は、以下のさらに詳
細に説明されるように、周辺道路についての平均速度又は走行時間の推定を提供するため
に、ＧＳＭベースのリアルタイム・データとＧＰＳベースの履歴データとの両方を用いる
ことを提案する。
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【００３９】
　ここで、以下のシナリオを検討する。システム１００は例えば事業者１０６からのデー
タを介して、特定の高速道路のある一筋（ｓｔｒｅｔｃｈ）が混雑していることを判定す
る。すなわち、この一筋についての平均速度が通常の交通フローの間よりも劇的に低い。
高速道路の混雑した一筋へ接続する又はこの一筋から出る周辺道路についての平均速度へ
もこの混雑が影響を与えると想定することはもっともである。生成されて記憶装置１１２
にデータとして記憶される交通情報は、混雑した一筋についての平均速度と現在の環境の
下でこの一筋をカバーするための予定走行時間との少なくとも何れかに関連する。サーバ
１１４を介して、このデータは関連地理的エリア内の電子ナビゲーション装置のユーザに
データ・ネットワーク１０６を介して送信される。データ・ネットワーク１０６はＧＰＲ
Ｓ基盤を含む。ＧＰＲＳは、ＧＳＭモバイル電話のユーザに利用可能なモバイル・データ
・サービスを介してデータ・パケットを受信可能にする既知のテクノロジーである。上述
のように、ＧＰＲＳ以外の無線データ通信テクノロジーがサーバ１１４から装置１１８へ
のデータの通信に用いられ得る。本明細書ではＧＰＲＳが実例として説明される。検討さ
れる道路についての現在の平均速度に関する交通情報に加えて、サーバ１１４はまた、関
連地理的エリアの現在の又は予想される気象状況を表すデータを装置１１８と通信しても
よいことにも留意されたい。本データは例えば強い突風、霧、薄氷などを言及し得るだろ
う。装置１１８は好適には、自身の表示モニタとスピーカとの少なくとも何れかを介して
装置１１８のユーザに伝える情報を生成するためにこのデータを処理するように構成され
る。
【００４０】
　ナビゲーション装置１１８は以下のようにこのデータを処理するように構成され、これ
は以下により詳細に説明される。混雑は、目的地と、装置１１８により最初に計算された
当初の旅程とを前提として、１人以上の装置のユーザの走行時間に影響を与えるかもしれ
ない。ここで、装置１１８は、混雑した高速道路の一筋についての速度を前提として、混
雑してエリア内の周辺道路についての予測速度又は走行時間を考慮に入れて旅程を再算出
する。このために、装置１１８は例えば自身のローカル記憶装置から、必要な情報を利用
可能である。よって、装置１１８は、前方の交通混雑の存在において例えば走行時間を最
適化するために、どの経路を迂回路に取り込むかに関する根拠に基づく推定を行い得る。
【００４１】
　採用されるアプローチの詳細は以下である。本発明者は仮想リアルタイム速度（ＶＲＳ
）の概念を導入する。本発明の実施形態では、ＶＲＳは関連道路についてリアルタイム・
データが利用可能でない状況においてＰＮＤ内で計算される。ＶＲＳはこの道路について
の履歴平均速度情報に基づいて計算される。ＶＲＳはこのエリア内の主要高速道路又は主
要幹線経路の混雑によって影響を受ける交通を有する、所定の地理的エリア内の周辺道路
区間について計算される。ＶＲＳは主要高速道路のリアルタイム交通の速度によって判定
される。周辺道路についてのＶＲＳは、いくつかの環境のもとで、隣接する主要高速道路
のリアルタイム速度に依存すると想定される。ここで、本発明は装置１１８の個別のユー
ザへのナビゲーション案内の精度を向上するためにこの依存関係を活用する。
【００４２】
　ＶＲＳを判定するためにいくつかのアプローチが採用され得る。以下に詳細に説明され
るように、ライン・ベースのアプローチ及びエリア・ベースのアプローチがある。好適に
はエリア・ベースのＶＲＳが用いられる。しかしながら、エリア・ベースのＶＲＳが計算
できない場合に、ライン・ベースのアプローチが用いられる。
【００４３】
　ライン・ベースのアプローチについて、以下のように処理される。ＧＳＭベースのデー
タから決定される関連高速道路の区間についてのリアルタイム速度は値Ｖreal-motを有す
る。ＧＰＳトレースから決定されるこの区間の履歴平均速度は値Ｖhist-motを有する。こ
こで、高速道路の本区間を取り囲む道路ネットワーク内の道路セグメントを検討する。「
ｉ」とラベル付けされるこのセグメントについて、図２の式（２０２）に従って、セグメ
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ントの履歴平均速度Ｖi,hist-segを関数Ｆlineで乗算（ｓｃａｌｅ）することによって、
ＶＲＳは値Ｖi,VRS-segが割り当てられる。セグメントの履歴平均速度Ｖi,hist-segは上
述のＧＰＳトレースに基づいて決定される。乗算関数Ｆlineは図２の式（２０４）に従っ
て、第１の量Ｖreal-mot-line及び第２の量Ｖhist-mot-lineに依存する。第１の量Ｖreal

-mot-lineは、式（２０６）に従って、関連高速道路のＮ個の区間についての、ＧＳＭベ
ースのデータから測定されたリアルタイム速度の平均として定義される。区間は例えば既
知の交通メッセージ・チャネル（ＴＭＣ）コードに基づいて特定される。第２の量Ｖhist

-mot-lineは、式（２０８）に従って、関連高速道路のＮ個の区間についての、ＧＰＳト
レースからの記録された履歴速度の平均として定義される。利用可能な乗算係数Ｆの例は
図２の式（２１０）で与えられるが、他の依存関係も同様に取り得る。式（２１０）は式
（２０２）について、Ｖreal-mot-lineに対するＶi,VRS-segの比の値はＶhist-mot-line

に対するＶi,hist-segの比の値に等しいと想定されることを暗に示す。このことは大まか
に言って、高速道路のＮ個のセグメントに現在存在する車両数に対する周辺道路のセグメ
ント「ｉ」に現在存在すると想定される車両数の比の値は、検討される時間枠における高
速道路のＮ個のセグメントの過去に存在した車両数に対する同じ時間枠におけるＧＰＳト
レースに従うセグメント「ｉ」に過去に存在した車両数の比の値に等しいと解釈される。
つまり、周辺道路について交通は主要高速道路についての交通に比例する。
【００４４】
　式（２０２）、（２０４）、（２１０）における乗算係数の上記の例は比較的単純なモ
デルを生み出す。それにもかかわらず、このモデルは本発明の目的のために実際の交通フ
ローのモデリングに有用である。乗算係数は、高速道路の混雑が道路ネットワークの隣接
部内の接続する周辺道路についての遅い速度を導くという現象を意味する。一般に、速度
の交通フローとの間の関係は複雑なものであり、交通フローをモデリングするために、速
度に加えて、例えば応答時間、個々の車両の加速度及び減速度、速度と交通量との少なく
とも何れかの時間微分、速度と交通量との少なくとも何れかの位置微分などのようなその
他の多くの量を考慮に入れてもよい。悪名高い交通渋滞又は玉突き衝突を結果として生じ
る交通フローを衝撃波が形成してもよい。非特許文献１を参照されたい。
【００４５】
　式（２０２）を用いる代わりに、例えば量Ｖi,VRS-segに対する値の集合、（対応する
主要高速道路が混雑していない場合に）一つの事前設定された値が通常の速度を表し、主
要高速道路が混雑している場合にその他の事前設定された値がフローを表す二つの値の集
合を用いることができるだろう。後者の値は、混雑した高速道路の接続された一筋におけ
るリアルタイム速度を表す係数により通常の速度を乗算することによって決定され得るだ
ろう。近接する道路の混雑の影響を考慮に入れつつ、経路の平均速度と交通量との少なく
とも何れかに関する履歴データを前提として、ある経路に沿った予定走行時間を表す値を
決定するためにその他の依存関係が検討され得る。
【００４６】
　式（２１０）の乗算係数は速度の比の値を用いる。これにかえて、乗算係数Ｍlineが式
（２０２）で用いられ得る。この乗算係数は式（２１２）で与えられる第１の量ＴＦreal

-mot-lineの第２の量ＴＦhist-mot-lineに対する比の値を含む。第１の量ＴＦreal-mot-l

ineは、例えば関連高速道路の一つ以上の区間の道路表面におけるループ・センサを通じ
て測定されるリアルタイム交通フローの平均（すなわち、単位時間当たりに、ある位置を
通過する車両数）として定義される。第２の量ＴＦhist-mot-lineは、関連高速道路の一
つ以上の区間における履歴交通フローの平均として定義される。
【００４７】
　これらの計算において考慮される履歴データは好適には現在の瞬間に対応する時間帯群
内にタイムスタンプを有することに留意されたい。例えば、ある水曜日の１７：００ＧＭ
Ｔの瞬間に計算されたＶＲＳは同日同時刻に生成されたＧＰＳトレースからのデータ及び
過去の水曜日に関するデータを考慮に入れるべきである。
【００４８】
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　ライン・ベースのアプローチはエリア・ベースのアプローチよりも正確でないことがわ
かった。従って、好適には、エリア・ベースのアプローチが適切なＶＲＳを生成しない場
合にのみライン・ベースのアプローチが用いられる。エリア・ベースのアプローチが以下
に詳細に説明され、その後にライン・ベースのアプローチが好適には用いられるべきであ
るシナリオが説明される。
【００４９】
　エリア・ベースのアプローチについて、以下のように進む。高速道路の区間のリアルタ
イム速度はＶreal-motとして参照され、ＧＳＭデータに基づいて決定される。この区間に
ついての履歴平均速度はＶhist-motとして参照され、ＧＰＳトレースに基づいて決定され
る。高速道路のリアルタイム速度Ｖreal-motが（高速道路の深刻であり普通ではない閉塞
を示す）所定の閾値レベルＶreal-mot-thresholdより低くなる場合に、エリア・ベースの
仮想リアルタイム速度が計算される。
【００５０】
　閾値速度Ｖreal-mot-thresholdは閾値係数Ｇthresholdを用いて履歴速度データから導
き出せうる。履歴速度データは記憶装置１０２内の特定の高速道路区間の速度プロファイ
ル内に記憶されていて、閾値係数Ｇthresholdは実験的に決定されなければならない。ラ
イン・ベースのアプローチにおける上述のタイムスタンプに関する検討はエリア・ベース
のアプローチにも同様に当てはまる。図３の式（３０２）はＧthresholdの意味を伝える
。Ｖreal-motが閾値速度Ｇthresholdより低くなる場合に、高速道路区間の周りのエリア
内の周辺道路についてのＶＲＳが用いられる必要がある。
【００５１】
　このＶＲＳの計算はライン・ベースのアプローチのもとで上記に説明されたものと同様
である。しかしながら、乗算係数Ｈareaはここで、エリア内の道路について十分なリアル
タイム・データが利用可能であると想定して、ラインの代わりにエリアについて計算され
る。高速道路の区間ごとの乗算係数Ｈareaは関連エリア内の道路の平均リアルタイム速度
を、リアルタイム速度が測定されるこれらの道路の平均履歴速度で割ることによって計算
される。事業者１０６により供給されたＧＳＭベースのデータから抽出されたリアルタイ
ム速度の測定値は、道路の一つの方向に進む交通と同じ道路の別の方向に進む交通とで区
別される。上述の特許文献５及び特許文献６を参照されたい。
【００５２】
　好適には、ナビゲーション装置１１８がこのリアルタイム・データを受信すると、装置
１１８はこれらの方向にあり且つ事前に決定された目的地へのユーザの現在位置からの経
由交通ルート（ｒｏｕｔｉｎｇ　ｃｏｒｒｉｄｏｒ）に存在する道路における交通フロー
に関連するこれらの測定値を検討するだけである。ここで、経由交通ルートは回避される
べき混雑したエリアの周りの道路ネットワークの一部であり、代替の旅程に含まれる候補
である経路を備える。この意味における経路は有向グラフである。経由交通ルートを考慮
に入れることによって、とりわけ、迂回路を決定する際に、装置１１８のユーザの走行方
向に反対側の方向であり同じ経路上を流れる交通が考慮に入れられることを防ぐ。従って
、一般に乗算係数Ｈareaは事前に決定された目的地に依存する。
【００５３】
　別の違いは、高速道路の一筋について測定されたリアルタイム速度の集合の代わりに周
辺道路ネットワークについて測定されたリアルタイム速度の集合について乗算されること
である。上記は以下にさらに説明される。
【００５４】
　式（３０４）は図２の式（２０２）に対応し、乗算係数が異なる。乗算係数Ｈareaは、
第１の量Ｖreal-areaと第２の量Ｖhist-areaとに依存して、図３の式（３０６）で特定さ
れる。第１の量Ｖreal-areaは、主要道路又は高速道路の一筋の混雑の周りの道路ネット
ワークのセグメントにおける周辺道路ｊ＝１，…，Ｍについて測定されたすべてのリアル
タイム速度の平均として式（３０８）で定義される。第２の量Ｖhist-areaは、主要道路
又は高速道路の一筋の混雑の周りの道路ネットワークのセグメントにおける周辺道路ｊ＝
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１，…，Ｍについて測定されたすべての履歴速度の平均として式（３１０）で定義される
。好適には、上述のように、経由交通ルートに属するこれらのリアルタイム速度及び履歴
速度だけが検討される。乗算係数Ｈareaの単純な例が量Ｖhist-areaに対する量Ｖreal-ar

eaの比の値として式（３１２）で与えられる。ライン・ベースのアプローチの下で上述し
たように、エリア・ベースのアプローチでも同様にその他の依存関係が考慮されてもよい
。同様に、測定された（リアルタイム及び履歴）速度に乗算係数Ｈareaが基づく代わりに
、乗算係数Ｈareaを決定するためにリアルタイム交通フロー及び履歴交通フローを採用し
得るだろう。
【００５５】
　上記の旅程の算出及び再算出は、装置１１８のユーザが道路上にいてＧＰＲＳを介して
前方の交通状況に関する更新を受信するシナリオで説明されてきた。同様のシナリオは、
まだ家にいて出発の直前に自身の外出を計画しているユーザに適用できる。ここで、自身
のモバイル・ナビゲーション装置１１８に旅程をダウンロードするために、ユーザは図１
の自身のＰＣ１２４上の専用ソフトウェア１２０を用いる。同様に、現在の交通状況及び
予測された交通状況が所定の旅程を生み、この旅程は装置１１８にダウンロードされ、ユ
ーザが運転している間に再び劇的に変更されてもよい。さらに、交通状況に応答できるよ
うにするために、サーバ１１４により提供される関連データが当局１２４に供給されても
よい。当局１２４は、当局１０４の下で導入されたものを含んでもよいが、救急車、消防
車、緊急道路輸送事業者、鉄道事業者、バス事業者などの人員をも含んでもよい。
【００５６】
　上述のように、記憶装置１０２に集められた情報はまた、例えば気象レーダから推測さ
れた現在又は予測の気象状況に関する情報を含んでもよい。危険をもたらす気象は交通フ
ローの観点から交通混雑について道路状況に同様に影響を与えるかもしれないことに留意
されたい。すなわち、霧、豪雨の中、吹雪の間、又は薄氷の存在する中で到達できる平均
速度は、より好ましい気象状況のもとよりも低いだろう。本発明の実施形態では、危険を
もたらす気象状況は、上述の旅程を計算するために等価な交通フローを表す量にマッピン
グされ得る。すなわち、ＧＰＲＳデータは装置１１８によって、交通フロー状況又は平均
速度を表すとして解釈されるが、データは気象状況から直接に由来する。
【００５７】
　システム１００において生成される交通情報の使用を説明するために、モバイル・ナビ
ゲーション装置１１８を詳細に検討する。ここで、図４が参照される。
【００５８】
　ナビゲーション装置１１８は、ＧＰＳ受信器４０２、無線受信器４０４、地図情報を記
憶するデータベース４０６、ユーザが装置１２０を制御することを可能とするためのユー
ザ制御４１２、レンダリング・サブシステム４０８、トレース記憶装置４１０、及びソフ
トウェア４１６の制御の下で実行するデータ・プロセッサ４１４を備える。プロセッサ４
１４は、ナビゲーション・サービスを装置１１８のユーザに供給するために、データの処
理と装置１１８のその他の要素の制御とを担当する。無線受信器４０４は例えばＧＰＲＳ
モデムを含む。
【００５９】
　ＧＰＳ受信器４０２は装置１１８の現在の地理的位置を決定するように構成される。現
在位置に関する情報は、現在位置が与えられた装置１１８のユーザに関連する道路地図及
びその他の位置依存の情報をデータベース４０６において決定するために、プロセッサ４
０４により用いられる。行路の目的地及び地図からの道路情報を前提として、ソフトウェ
ア４１４はナビゲーション案内を生成して、レンダリング・サブシステム４０８を介して
それを展開させることを可能にする。従来のモバイル・ナビゲーション装置のように、ユ
ーザは目的地及びその他の制御情報（例えば、ユーザ制御４１２を介した案内情報の展開
に関する嗜好、高速道路を回避するための嗜好など）を入力する。ユーザ制御は、例えば
機械式ボタンと制御オプションの人間工学的メニューと連携してタッチスクリーンに実装
されるソフト・キーとの少なくとも何れか、音声入力、及びユーザが装置１１８と相互作
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用することを可能とするその他の任意の適切な手段の少なくとも何れかを含む。
【００６０】
　サブシステム４０８は好適には表示モニタ（不図示）及びスピーカ（不図示）を含む。
表示モニタはグラフィカル情報及びテキスト情報として案内を提供し、スピーカは事前に
記憶された音声又は合成音声の形式で案内を供給する。明らかなように、レンダリング・
サブシステム４０８は部分的に又は完全に装置１１８の外部として実装され得る。この場
合に、装置１１８はサブシステム４０８と通信するために適切なインタフェースを備える
。例えば、レンダリング・サブシステム４０８は、自動車のフロントガラス（又はオート
バイのライダーに装着されるヘルメットのバイザー）に関連情報を投影するためのヘッド
・アップ・ディスプレイ用投影システムを備える。自動車の投影システムは通常はダッシ
ュボードに物理的に統合されている。オートバイのライダー用の投影システムはヘルメッ
トに統合され、バッテリ又はヘルメットをオートバイの電源供給装置に接続するコードを
通じて電源供給される。そして、関連データは例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈインタフェース
を介して無線的に、又は有線で通信される。別の例では、レンダリング・サブシステム４
０８は、自動車組み込み音響システムの要素であるスピーカを備え、オートバイのライダ
ーの場合にはライダーのヘルメットに組み込まれるスピーカを備える。
【００６１】
　外出の間、ＧＰＳ情報に基づく地理的位置は、タイムスタンプとともにトレース記憶装
置４１０に記憶される。例えば道路地図への更新又はソフトウェア４１６への更新をイン
ターネットを介してサービス・プロバイダから受信するために、装置１１８がユーザのホ
ームＰＣに接続された場合に、記憶装置４１０に記憶されたデータはサービス・プロバイ
ダに送信される。サービス・プロバイダでは、匿名で、すなわち装置１１８の個別のユー
ザに関連付けられることなく送信されたデータが処理される。
【００６２】
　ＧＰＲＳは既知のテクノロジーである。ＧＰＲＳモデム４０４により、ＧＳＭモバイル
電話のユーザに利用可能なモバイル・データ・サービスを介して装置１１８はデータ・パ
ケットを受信できる。データ・レートは５６ｋｂｐｓから１１４ｋｂｐｓのオーダである
。一般に、ＧＰＲＳを介して提供されるデータ・サービスはポイント・ツー・ポイント・
サービス（すなわち２人のユーザ間のデータ通信）及びポイント・ツー・マルチポイント
（又はマルチキャスト、すなわち１人のユーザから多くのユーザへのデータ通信）であり
得る。マルチキャストＧＰＲＳサービスに関して、データ・パケットは所定の地理的エリ
ア内にブロードキャストされ得る。ブロードキャストにおける識別子はデータ・パケット
が地理的エリア内のすべてのユーザを宛先としているか特定のユーザ・グループ向けかを
示す。本発明の文脈では、このタイプのサービスにより、所定の地理的エリア内の装置１
１８のユーザに関連する交通情報に関する更新を送信できる。
【００６３】
　上記の実施形態では、旅程の（再）算出は装置１１８自身によって実行され、この目的
のために装置１１８はプロセッサ４１４、データベース４０６、及びソフトウェア４１６
を収容できる。装置１１８はＧＰＲＳモデム４０４を介してリアルタイム交通の更新をサ
ーバ１１４から単に受信して、これらを処理して旅程を修正し、修正された旅程と搭載さ
れたＧＰＳ受信器による自身の現在位置とに基づいてナビゲーション案内を生成する。
【００６４】
　図５は装置１１８の代替の例としての本発明のＰＮＤ５０２の図である。装置５０２は
サーバ１１４と連携するシン・クライアントとして実装される。ここで、装置５０２はま
た、サーバ１１４とデータを通信するための無線送信器５０４を備える。例えば、送信器
５０４はサーバ１１４と、ユーザ制御４１２を通じて入力された行路の目的地に関する情
報を、好適にはユーザの嗜好（例えば、男性又は女性の声のようなナビゲーション案内の
供給の様式、高速道路の回避、料金所の回避、など）とともに通信する。嗜好は個別の移
動ごとにユーザごとに選択されてもよいし、動作のデフォルト・モードとして事前設定さ
れていてもよい。送信器５０４はさらに、ＧＰＳ受信器４０２を介して決定された装置５
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０２の地理的位置を表すデータをサーバ１１４と通信する。
【００６５】
　サーバ１１４は上述と同様に、装置５０２の現在位置とＧＳＭ事業者１０６及びＧＰＳ
トレース１０８から集められたリアルタイム交通情報とに基づいて旅程を（再）算出する
。シン・クライアント５０２として構成されたＰＮＤを十分に多くの車両が用いている場
合に、サーバ１１４は、同様に交通情報１１２を生成するためにシステム１００において
考慮に入れられ得るこれらの車両の地理的位置に関するリアルタイム情報を有する。また
、この理由から、装置５０２の地理的位置はリアルタイムにサーバ１１４と通信されてい
るため、装置５０２はトレース記憶装置４１０を有する必要がない。
【００６６】
　この実装に利点は、装置５０２が無駄のないデータ処理装置として実装され得る点であ
る。別の利点は、サーバ１１４が装置５０２のユーザへのナビゲーション案内を幅広い文
脈で表現し得る点である。このことは以下に説明される。サーバ１１４は、装置５０２の
ユーザが現在存在する地理的エリアに関連する交通情報及び気象情報だけでなく、他の地
理的エリアに関連する交通情報及び気象情報も有する。このことが意味するのは、出発地
から目的地への現在の行路の領域全体に関して最適化されるために、装置５０２のユーザ
へのナビゲーション案内が算出され得るということである。すなわち、全体最適化が可能
である。対照的に、装置１１８は局所的な交通状況に関する交通情報のみを受信し、旅程
への修正は局所最適化を表すことに留意されたい。例えば、特定のエリアにおける局所的
で中程度の混雑の周りの装置１１８のユーザを案内するために、大規模な玉突き事故の結
果として生じた大混雑が大規模な交通事故の結果として生じていた隣接エリアにユーザを
図らずも連れて行く迂回路の案内を装置１１８が提供するシナリオを検討する。中程度の
混雑を乗り切るためにユーザが当初の旅程に留まっていたならば、ユーザは迂回路の大渋
滞に直面していなかっただろう。しかしながら、エリア内の道路の密集度にもよるが、こ
のような不運は偶発的であり稀であるだろう。
【００６７】
　サーバ１１４において利用可能な帯域幅とサーバ１１４から受信器４０４への無線通信
において利用可能な帯域幅に依存して、前述の実施形態で装置１１８において実行されて
いたすべてのデータ処理動作をサーバ１１４が実行するように構成され得る。すなわち、
すべてのデータ処理がサーバ１１４に委譲される。そして、装置５０２のプロセッサ４１
４はここで主にナビゲーション案内情報をレンダリングするためのレンダリング・サブシ
ステム４０８の制御を担当する。ナビゲーション案内情報は、サブシステム４０８の表示
モニタ上にレンダリングされるために必要ベースでサーバ１１４から受信された地図デー
タと、サブシステム４０８内のスピーカを介する音声と表示モニタを介するグラフィカル
・アイコンとの少なくとも何れかとしてレンダリングされるサーバ１１４から受信された
指示と、を含む。この場合に、すべてのものが装置５０２と通信されているため、装置５
０２自身は道路地図データ及びその他の地理的関連データを記憶するデータベース記憶装
置４０６を必要としない。
【００６８】
　しかしながら、例えば表示モニタ上に詳細な道路地図をレンダリングするために詳細な
ナビゲーション案内についてサーバ１１４からデータを受信するために、受信器４０４及
びサーバ１１４は十分に広い帯域幅を有する必要があることに留意されたい。ＧＰＲＳテ
クノロジーは実際にはサーバ１１４から装置５０２へのデータのダウンロードを実装する
のに不十分となり得る。専用テレビジョン・チャネルを含むテレビジョン・テクノロジー
が実際にはサーバ１１４から装置５０２へのダウンロードに用いられ得る。
【００６９】
　図６は本発明のＰＮＤの実施形態のブロック図であり、この構成は装置１１８の構成と
装置５０２の構成との中間に位置すると考えられ得る。装置５０２と同様に、装置６０２
はサーバ１１４と通信するために、無線双方向データ通信テクノロジー、例えば受信器４
０４と送信器５０４との両方においてＧＰＲＳテクノロジーを用いる。装置１１８と同様
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に、装置６０２は、道路地図データ及びその他の関連地理的情報をデータベース４０６に
記憶する。しかしながら、データベース４０６は個別の道路セグメントごとに記録された
履歴平均速度を表すデータを記憶する必要はない。送信器５０４は断続的に（例えば定期
的に又は例えば走行の方向の変化に応じて選択的に）サーバ１１４にＧＰＳデータを更新
する。その結果として、サーバ１１４は装置６０２の現在の地理的位置について通知され
続ける。サーバ１１４は受信器４０４を介してナビゲーション案内データを装置６０２に
ダウンロードする。このデータはユーザの目的地及びユーザの現在の地理的位置並びに記
憶装置１１２に生成された履歴交通情報、リアルタイム交通情報、及び気象情報に基づい
て算出される。生成過程は例えば図２及び図３を参照して上述されてきた。実施形態５０
２に関して、ユーザが運転又は乗車しているエリアを含む複数の地理的エリアに関する利
用可能な交通情報及び気象情報をサーバ１１２が有するという事実に利点が存在する。こ
のことは、単一の地理的エリア内で局所な場合よりも大きな規模で旅程を最適化すること
を可能とする。プロセッサ４１４は、装置６０２のユーザに適した案内情報を生成するた
めに、ソフトウェア６０４の制御の下、サーバ１１４から受信したナビゲーション案内デ
ータを処理する。例えば、プロセッサ４１４はレンダリング・サブシステム４０８で視覚
的と聴覚的との少なくとも何れかの指示を生成して、データベース４０６から読み出した
関連道路地図データと案内情報を結合する。
【００７０】
　装置１１８、５０２、又は６０２のような本発明のＰＮＤのユーザ・インタフェースの
側面について、以下の機能が動作中の装置の認知される操作性のよさに寄与してもよい。
【００７１】
　第１の機能は上述した交通状況又は気象状況に基づく最新の旅程への現在の更新をユー
ザに通知するように構成又はプログラムされた装置１１８、５０２、又は６０２に関する
。ユーザは例えばサブシステム４０８のスピーカを介した合成音声とサブシステム４０８
の表示モニタ上のグラフィカル指示を介した合成音声との少なくとも何れかを通じて通知
される。
【００７２】
　第２の機能は装置１１８、５０２、又は６０２のサブシステム４０８の表示モニタ上の
ナビゲーション案内のグラフィカル表現に関する。例えば、現在の関連道路地図の一部は
表示モニタ上にレンダリングされ、現在用いられている旅程の対応する部分が表示された
地図部分に投影される。その後にユーザは旅程のこの部分とそのグラフィカル環境とのイ
メージを形成する。所与の瞬間において、上述のように、現在の旅程の近づきつつある一
行程における望まない交通状況と気象状況との少なくとも何れかの結果として、現在の旅
程が修正される。その後に、修正された旅程に対応するために、ユーザは自身のイメージ
を再調整しなければならない。ここで、装置１１８、５０２、又は６０２は直前の旅程の
関連位置と修正された旅程の現在の有効な関連位置との両方をグラフィカルに示す。例え
ば、直前の位置は赤色で示され、現在の有効な位置は緑色で示される。これにかえて、直
前の位置と現在の有効な位置とは例えば相異なる破線形式でグラフィカルに示される。直
前の部分はマイナス記号の列（「－－－－－」）で示され、現在の有効な部分はプラス記
号の列（「＋＋＋＋＋＋＋」）として示される。後者のオプションはユーザが色覚異常の
場合に好ましい。ユーザ制御４１２を通じてアクセス可能な構成メニューは装置１１８、
５０２、又は６０２の動作中に直前及び現在の有効な位置を示す好ましい方法を選択する
ことをユーザができるようにする。
【００７３】
　第３のオプションは、旅程の現在の修正についての理由に関して装置１１８、５０２、
又は６０２のユーザに情報を提供することに関する。例えば、サーバ１１４から受信され
たデータは、サブシステム４０８でレンダリングされる事前に規定された複数のアイコン
又はテキストの一つを選択するための、プロセッサ４１４によって処理される識別子を含
む。アイコン及びテキストは理由を表す。例えば、理由が交通事故による大混雑である場
合に、その側面に位置する自動車を示すアイコンが選択される。別の例では、従来より滑
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りやすい道路を示すのに用いられる交通標識に対応するアイコンが、旅程の理由となる荒
れ模様の気象状況を示すのに用いられ得る。さらに別の例では、アイコンは、ラッシュ時
間交通、跳ね橋などを示すために選択され得る。
【００７４】
　第４のオプションは、自身の外出で通常は不可避の交通混雑に遭遇するだろうことを知
っている運転者、例えば通勤者へのナビゲーション案内に関する。装置１１８、５０２、
又は６０２のこれらのユーザは迂回路を案内される必要もないし、通常の混雑について通
知される必要もない。そして、通勤者は装置１１８、５０２、又は６０２をオフにし、又
は案内を無視し得る。そして、より使い勝手のよいオプションは、普通でない深刻な混雑
（すなわち、日常の大渋滞と比べて普通でないもの）だけが旅程の修正を引き起こすモー
ドで案内を動作させることである。サーバ１１４はリアルタイム平均速度又は交通量に関
する情報を有し、及び／又はサーバ１１４は履歴平均速度又は交通量に関する情報を有す
る。そして、旅程を選択的に修正できるようにするために、通常の混雑と通常でない混雑
との間を装置１１８又はサーバ１１４が区別するような動作モードが選択され得る。
【００７５】
　図７は、上述した装置５０２又は６０２にナビゲーション案内を提供する、サーバ１１
４によって実行される方法の例のフロー図である。本方法はステップ７０２で開始される
。ステップ７０４で、サーバ１１４は装置５０２又は６０２から自身の出発地及び目的地
の位置に関する情報を受信する。出発地の位置は装置５０２又は装置６０２から受信した
ＧＰＳデータからサーバ１１４により判定され得るか、その他にはユーザ入力又はユーザ
制御４１２を通じた目的地名称の選択の結果としてＧＰＲＳを介したテキスト・データと
して受信され得る。ステップ７０６で、サーバ１１４は、ユーザの嗜好と、記憶装置１１
２において利用可能な交通情報及び気象情報の少なくとも何れかとをオプションとして考
慮に入れて、旅程を算出する。ステップ７０８で、サーバ１１４はナビゲーション案内を
表すデータを装置５０２又は装置６０２に送信する。データ送信はＧＰＲＳを介して確立
される。装置５０２又は６０２は、例えばＧＰＳテクノロジー（又は別のテクノロジー）
を介して判定された装置の現在の地理的位置を表すデータを例えばＧＰＲＳを介して送出
する。便宜上、このデータは本明細書ではＧＰＳデータとして参照される。ステップ７１
０で、サーバ１１４はＧＰＳデータを受信する。ステップ７１２で、サーバ１１４は、目
的地に到達したかどうかを判定する。目的地に到達していた場合に、本方法の処理はステ
ップ７１４で終了する。目的地に到達していない場合に、ステップ７１６で、受信したＧ
ＰＳデータに従って装置５０２又は６０２の位置に対応する地理的エリアを判定する。ス
テップ７１８で、サーバ１１４は、まだカバーされていない現在有効な旅程、すなわち現
在の地理的位置と目的地との間の旅程の位置に関連する交通情報と気象情報との少なくと
も何れかを判定する。この情報に基づいて、ステップ７２０でサーバ１１４は、走行時間
（又は走行される距離若しくはこれら及びその他の量の重み付け合計）が最適されるかど
うかを判定するために、現在有効な旅程についての修正候補を算出する。サーバ１１４が
現在有効な旅程への修正が必要でないと判定した場合に、処理はステップ７０８に戻る。
修正が必要であるとサーバ１１４が決定した場合に、ステップ７２２でサーバ１１４は修
正された旅程を生成する。修正された旅程に基づいてナビゲーション案内データを供給す
るために処理はステップ７０８に戻る。
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