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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　路側機の無線通信エリアにおいて前記路側機から受信した嗜好データテーブルに対し、
該嗜好データテーブルの各項目についてのユーザの嗜好の有無をユーザ嗜好情報として前
記路側機へ送信する車載器であって、
　過去に受信済みの嗜好データテーブルとしての旧版の嗜好データテーブルに対する改訂
嗜好データテーブル又は今回初めて受信した新規嗜好データテーブルについて旧版の嗜好
データテーブルの項目に対する改訂又は新規の項目を探索する項目探索手段、及び
　旧版の嗜好データテーブル又は過去に受信済みの嗜好データテーブルの内で前記旧版の
嗜好データテーブル以外の嗜好データテーブルとしての別の嗜好データテーブルに基づい
て改訂又は新規の項目の内の所定項目について項目値を付与する項目値付与手段、
を備え、
　前記項目値付与手段は、
　旧版の嗜好データテーブル又は別の嗜好データテーブルにおける各項目の表示用ネスト
及び表示用テキストに基づき旧版又は別の嗜好データテーブルにおける項目間の階層関係
としての旧又は別の項目階層関係を抽出するとともに、
　改訂又は新規の項目についての改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルに
おける各項目の表示用ネスト及び表示用テキストに基づき改訂嗜好データテーブル又は新
規嗜好データテーブルにおける項目間の階層関係としての改訂又は新の項目階層関係を抽
出し、
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　前記改訂又は新の項目階層関係と前記旧又は別の項目階層関係とを対比して、上階層の
項目同士の表示用テキストが同一業種の業者名を表し、下階層の項目同士の表示用テキス
トが同一であれば、前記改訂又は新の項目階層関係における前記下階層の項目を前記所定
項目とし、
　該所定項目についての項目値は、前記旧又は別の項目階層関係における前記下階層の項
目についての項目値にすることを特徴とする車載器。
【請求項２】
　前記項目値付与手段は、
　前記改訂又は新の項目階層関係と前記旧又は別の項目階層関係とを対比して、前記改訂
又は新の項目階層関係における上階層及び下階層の項目の表示用テキストが前記旧又は別
の項目階層関係における下階層及び上階層の項目の表示用テキストと同一であれば、前記
改訂又は新の項目階層の前記下階層の項目を前記所定項目とし、
　該所定項目についての項目値は、前記旧又は別の項目階層関係における前記上階層の項
目についての項目値にすることを特徴とする請求項１記載の車載器。
【請求項３】
　路側機の無線通信エリアにおいて前記路側機から受信した嗜好データテーブルに対し、
該嗜好データテーブルの各項目についてのユーザの嗜好の有無をユーザ嗜好情報として前
記路側機へ送信する車載器であって、
　過去に受信済みの嗜好データテーブルとしての旧版の嗜好データテーブルに対する改訂
嗜好データテーブル又は今回初めて受信した新規嗜好データテーブルについて旧版の嗜好
データテーブルの項目に対する改訂又は新規の項目を探索する項目探索手段、及び
　旧版の嗜好データテーブル又は過去に受信済みの嗜好データテーブルの内で前記旧版の
嗜好データテーブル以外の嗜好データテーブルとしての別の嗜好データテーブルに基づい
て改訂又は新規の項目の内の所定項目について項目値を付与する項目値付与手段、
を備え、
　前記項目値付与手段は、
　旧版又は別の嗜好データテーブルにおける表示用テキストと改訂嗜好データテーブル又
は新規嗜好データテーブルにおける表示用テキストとが同一であるテキスト同一項目同士
に対し、旧版又は別の嗜好データテーブルでは、該テキスト同一項目より下階層の項目が
なく、改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルでは該テキスト同一項目より
下階層の項目が存在する場合には、改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブル
における前記下階層の項目についての項目値を旧版又は別の嗜好データテーブルにおける
前記テキスト同一項目についてのユーザ嗜好情報に係る値にすることを特徴とする車載器
。
【請求項４】
　路側機の無線通信エリアにおいて前記路側機から受信した嗜好データテーブルに対し、
該嗜好データテーブルの各項目についてのユーザの嗜好の有無をユーザ嗜好情報として前
記路側機へ送信する車載器であって、
　過去に受信済みの嗜好データテーブルとしての旧版の嗜好データテーブルに対する改訂
嗜好データテーブル又は今回初めて受信した新規嗜好データテーブルについて旧版の嗜好
データテーブルの項目に対する改訂又は新規の項目を探索する項目探索手段、及び
　旧版の嗜好データテーブル又は過去に受信済みの嗜好データテーブルの内で前記旧版の
嗜好データテーブル以外の嗜好データテーブルとしての別の嗜好データテーブルに基づい
て改訂又は新規の項目の内の所定項目について項目値を付与する項目値付与手段、
を備え、
　前記項目値付与手段は、
　旧版又は別の嗜好データテーブルにおける表示用テキストと改訂嗜好データテーブル又
は新規嗜好データテーブルにおける表示用テキストとが同一であるテキスト同一項目同士
に対し、旧版又は別の嗜好データテーブルでは、該テキスト同一項目より下の階層の項目
が複数あって、嗜好有りと無しの項目が混在し、改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好デ
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ータテーブルでは該テキスト同一項目より上又は下の階層において前記嗜好無しの項目が
存在しない場合には、前記改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルにおける
該テキスト同一項目の項目値を嗜好有りとすることを特徴とする車載器。
【請求項５】
　前記所定項目の識別子は、表示用テキストのデータとして受信したものであることを特
徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の車載器。
【請求項６】
　前記項目値付与手段は、前記所定項目がどれであるかの識別情報を嗜好の有無について
のユーザ入力画面に含ませることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の車載
器。
【請求項７】
　路側機の無線通信エリアにおいて前記路側機から受信した嗜好データテーブルに対し、
該嗜好データテーブルの各項目についてのユーザの嗜好の有無をユーザ嗜好情報として前
記路側機へ送信する車載器の制御方法であって、
　過去に受信済みの嗜好データテーブルとしての旧版の嗜好データテーブルに対する改訂
嗜好データテーブル又は今回初めて受信した新規嗜好データテーブルについて旧版の嗜好
データテーブルの項目に対する改訂又は新規の項目を探索する項目探索ステップ、及び
　旧版の嗜好データテーブル又は過去に受信済みの嗜好データテーブルの内で前記旧版の
嗜好データテーブル以外の嗜好データテーブルとしての別の嗜好データテーブルに基づい
て改訂又は新規の項目の内の所定項目について項目値を付与する項目値付与ステップ、
を備え、
　前記項目値付与ステップでは、
　旧版の嗜好データテーブル又は別の嗜好データテーブルにおける各項目の表示用ネスト
及び表示用テキストに基づき旧版又は別の嗜好データテーブルにおける項目間の階層関係
としての旧又は別の項目階層関係を抽出するとともに、
　改訂又は新規の項目についての改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルに
おける各項目の表示用ネスト及び表示用テキストに基づき改訂嗜好データテーブル又は新
規嗜好データテーブルにおける項目間の階層関係としての改訂又は新の項目階層関係を抽
出し、
　前記改訂又は新の項目階層関係と前記旧又は別の項目階層関係とを対比して、上階層の
項目同士の表示用テキストが同一業種の業者名を表し、下階層の項目同士の表示用テキス
トが同一であれば、前記改訂又は新の項目階層関係における前記下階層の項目を前記所定
項目とし、
　該所定項目についての項目値は、前記旧又は別の項目階層関係における前記下階層の項
目についての項目値にすることを特徴とする車載器の制御方法。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の車載器の各手段としてコンピュータを機能させる
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＤＳＲＣ（Dedicated Short Range Communication：狭域通信）等の路車間
通信により嗜好データテーブル及びそれに対するユーザユーザ嗜好情報を送受する車載器
及び制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１はＤＳＲＣを利用する路車間通信システムを開示する（特許文献１の図１）
。該路車間通信システムでは、路側機の通信エリア内に進入した自動車の車載器は、路側
機から広告情報を電波で受信して、ナビ部のディスプレイに表示するようにしている（特
許文献１の段落００２４）。また、車載器では、広告情報に含まれる位置情報、ＵＲＬ及
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び電話番号に基づき自動的に目的地設定、ＨＰ接続及びダイヤルが実施されるようになっ
ている（特許文献１の図４のＳ１２，Ｓ１４，Ｓ１６）。
【０００３】
　特許文献２は、車載情報端末装置が情報センタから広告情報と共に、該広告情報に対応
付けられた地域情報及び時間帯情報を電波で受信し（特許文献２の図１）、該広告情報（
特許文献２の図４）を該地域情報に係る地域及び該時間帯情報に係る時間帯に表示するこ
とを開示する（特許文献２の図５のＳ１４～Ｓ１６）。
【０００４】
　特許文献３はＤＳＲＣを利用した広告配信システムを開示する（特許文献３の図１）。
該広告配信システムでは、嗜好情報が車載器から路側装置へ通知され（特許文献３の段落
００１７）、路側装置は該嗜好情報に基づき選別した広告情報を車載器へ送信し、車載器
がこれを再生するようになっている（特許文献３の段落００２８，００２９）。
【特許文献１】特開２００１－１０１５７８号公報
【特許文献２】特開２００４－２７９５０９号公報
【特許文献３】特開２００５－１３４７０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　路車間のデータ伝送形式は、基本的には５．８ＧＨｚ帯ＤＳＲＣ通信における個別通信
によるプッシュ型情報配信方式で配信され、ダウンリンク情報には嗜好データテーブルが
含められているとともに、アップリンク情報には該嗜好データテーブルに対するユーザの
回答結果としてのユーザ嗜好情報が含められている。路側装置は、ユーザ嗜好情報に基づ
きユーザごとに適切な広告情報を選別し、これを車載器へ送信する。
【０００６】
　車載器のユーザは、複数のサービス事業者のコンテンツ配信サービスに会員登録するこ
とがあり、その場合、嗜好データテーブルはサービス事業者ごとに異なっている。また、
同一のサービス事業者であっても、嗜好データテーブルが改訂されることがある。
【０００７】
　嗜好データテーブルにおいて、ユーザが自分の嗜好の有無を入力しなければならない項
目は計９６個あり、ユーザは新規嗜好データテーブル又は改訂（バージョン変更）嗜好デ
ータテーブルの多数の項目について自分の嗜好の有無を入力するのに時間と手間がかかる
。そこで、ユーザ入力の能率化のために、路側装置が嗜好データテーブルの各項目につい
て適当なデフォルト値を付けて車載器へ送り、車載器のユーザはそれら項目については入
力無しで済ませることができるようにしておくことが望まれる。
【０００８】
　特許文献１～３は、新規嗜好データテーブル又は改訂嗜好データテーブルに対するユー
ザ入力の手間を改善する技術についてはなんら示唆していない。
【０００９】
　本発明の目的は、新規嗜好データテーブル又は改訂嗜好データテーブルに対してユーザ
入力の手間を省ける適切な項目値を付与することができる車載器、制御方法及びプログラ
ムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、改訂又は新規の項目の内の所定項目については、該所定項目に関連の
ある項目についての項目値を付与する。具体的には、旧版若しくは別の嗜好データテーブ
ルにおける該所定項目を含む項目階層関係、識別子が該所定項目の識別子と一致する旧版
若しくは別の嗜好データテーブルの項目についてのユーザ嗜好情報、立寄り地との関連性
、又はユーザが嗜好の有無を予め登録しているキーワードに対応付けられているキーワー
ド辞書に語句と該所定項目のテキストとの一致性に基づき項目値を該所定項目に付与する
。
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【００１１】
　本発明の車載器は、路側機の無線通信エリアにおいて前記路側機から受信した嗜好デー
タテーブルに対し、該嗜好データテーブルの各項目についてのユーザの嗜好の有無をユー
ザ嗜好情報として前記路側機へ送信する車載器であって、過去に受信済みの嗜好データテ
ーブルとしての旧版の嗜好データテーブルに対する改訂嗜好データテーブル又は今回初め
て受信した新規嗜好データテーブルについて旧版の嗜好データテーブルの項目に対する改
訂又は新規の項目を探索する項目探索手段、及び旧版の嗜好データテーブル又は過去に受
信済みの嗜好データテーブルの内で前記旧版の嗜好データテーブル以外の嗜好データテー
ブルとしての別の嗜好データテーブルに基づいて改訂又は新規の項目の内の所定項目につ
いて項目値を付与する項目値付与手段、を備え、前記項目値付与手段は、旧版の嗜好デー
タテーブル又は別の嗜好データテーブルにおける各項目の表示用ネスト及び表示用テキス
トに基づき旧版又は別の嗜好データテーブルにおける項目間の階層関係としての旧又は別
の項目階層関係を抽出するとともに、改訂又は新規の項目についての改訂嗜好データテー
ブル又は新規嗜好データテーブルにおける各項目の表示用ネスト及び表示用テキストに基
づき改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルにおける項目間の階層関係とし
ての改訂又は新の項目階層関係を抽出し、前記改訂又は新の項目階層関係と前記旧又は別
の項目階層関係とを対比して、上階層の項目同士の表示用テキストが同一業種の業者名を
表し、下階層の項目同士の表示用テキストが同一であれば、前記改訂又は新の項目階層関
係における前記下階層の項目を前記所定項目とし、該所定項目についての項目値は、前記
旧又は別の項目階層関係における前記下階層の項目についての項目値にする。
　本発明の別の車載器は、路側機の無線通信エリアにおいて前記路側機から受信した嗜好
データテーブルに対し、該嗜好データテーブルの各項目についてのユーザの嗜好の有無を
ユーザ嗜好情報として前記路側機へ送信する車載器であって、過去に受信済みの嗜好デー
タテーブルとしての旧版の嗜好データテーブルに対する改訂嗜好データテーブル又は今回
初めて受信した新規嗜好データテーブルについて旧版の嗜好データテーブルの項目に対す
る改訂又は新規の項目を探索する項目探索手段、及び旧版の嗜好データテーブル又は過去
に受信済みの嗜好データテーブルの内で前記旧版の嗜好データテーブル以外の嗜好データ
テーブルとしての別の嗜好データテーブルに基づいて改訂又は新規の項目の内の所定項目
について項目値を付与する項目値付与手段、を備え、前記項目値付与手段は、旧版又は別
の嗜好データテーブルにおける表示用テキストと改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好デ
ータテーブルにおける表示用テキストとが同一であるテキスト同一項目同士に対し、旧版
又は別の嗜好データテーブルでは、該テキスト同一項目より下階層の項目がなく、改訂嗜
好データテーブル又は新規嗜好データテーブルでは該テキスト同一項目より下階層の項目
が存在する場合には、改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルにおける前記
下階層の項目についての項目値を旧版又は別の嗜好データテーブルにおける前記テキスト
同一項目についてのユーザ嗜好情報に係る値にする。
　本発明のさらに別の車載器は、路側機の無線通信エリアにおいて前記路側機から受信し
た嗜好データテーブルに対し、該嗜好データテーブルの各項目についてのユーザの嗜好の
有無をユーザ嗜好情報として前記路側機へ送信する車載器であって、過去に受信済みの嗜
好データテーブルとしての旧版の嗜好データテーブルに対する改訂嗜好データテーブル又
は今回初めて受信した新規嗜好データテーブルについて旧版の嗜好データテーブルの項目
に対する改訂又は新規の項目を探索する項目探索手段、及び旧版の嗜好データテーブル又
は過去に受信済みの嗜好データテーブルの内で前記旧版の嗜好データテーブル以外の嗜好
データテーブルとしての別の嗜好データテーブルに基づいて改訂又は新規の項目の内の所
定項目について項目値を付与する項目値付与手段、を備え、前記項目値付与手段は、旧版
又は別の嗜好データテーブルにおける表示用テキストと改訂嗜好データテーブル又は新規
嗜好データテーブルにおける表示用テキストとが同一であるテキスト同一項目同士に対し
、旧版又は別の嗜好データテーブルでは、該テキスト同一項目より下の階層の項目が複数
あって、嗜好有りと無しの項目が混在し、改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテ
ーブルでは該テキスト同一項目より上又は下の階層において前記嗜好無しの項目が存在し
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ない場合には、前記改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルにおける該テキ
スト同一項目の項目値を嗜好有りとする。
【００１２】
　本発明の車載器の制御方法は、路側機の無線通信エリアにおいて前記路側機から受信し
た嗜好データテーブルに対し、該嗜好データテーブルの各項目についてのユーザの嗜好の
有無をユーザ嗜好情報として前記路側機へ送信する車載器の制御方法であって、過去に受
信済みの嗜好データテーブルとしての旧版の嗜好データテーブルに対する改訂嗜好データ
テーブル又は今回初めて受信した新規嗜好データテーブルについて旧版の嗜好データテー
ブルの項目に対する改訂又は新規の項目を探索する項目探索ステップ、及び旧版の嗜好デ
ータテーブル又は過去に受信済みの嗜好データテーブルの内で前記旧版の嗜好データテー
ブル以外の嗜好データテーブルとしての別の嗜好データテーブルに基づいて改訂又は新規
の項目の内の所定項目について項目値を付与する項目値付与ステップ、を備え、前記項目
値付与ステップでは、旧版の嗜好データテーブル又は別の嗜好データテーブルにおける各
項目の表示用ネスト及び表示用テキストに基づき旧版又は別の嗜好データテーブルにおけ
る項目間の階層関係としての旧又は別の項目階層関係を抽出するとともに、改訂又は新規
の項目についての改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルにおける各項目の
表示用ネスト及び表示用テキストに基づき改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテ
ーブルにおける項目間の階層関係としての改訂又は新の項目階層関係を抽出し、前記改訂
又は新の項目階層関係と前記旧又は別の項目階層関係とを対比して、上階層の項目同士の
表示用テキストが同一業種の業者名を表し、下階層の項目同士の表示用テキストが同一で
あれば、前記改訂又は新の項目階層関係における前記下階層の項目を前記所定項目とし、
該所定項目についての項目値は、前記旧又は別の項目階層関係における前記下階層の項目
についての項目値にする。
【００１３】
　本発明のプログラムは、前述の本発明の車載器の各手段としてコンピュータを機能させ
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、嗜好データのチェックにおいて、改定又は新規の嗜好データやサービ
ス事業者間で嗜好データが異なる場合でも、ユーザの嗜好有無を類似していれば自動で選
択することで、入力の手間を省くことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１はタウンカーライフナビマルチコンテンツ形式のデータに基づく路車間ＤＳＲＣシ
ステム１０の概略図である。路側機１１は、サーバ１２と共に路側装置１５を構成し、有
線又は無線でサーバ１２へ接続されている。サーバ１２は、さらに、インタネット等のネ
ットワークを介して別のサーバとデータを送受自在になっている。路側機１１は、長さが
数ｍ～３０ｍのエリアに存在する自動車１３に搭載されているＩＴＳ車載器１７とは５．
８ＧＨｚ 帯の電波を使ってデータを送受する。路側機１１及びサーバ１２は路側装置１
５を構成する。ＩＴＳ車載器１７はＤＳＲＣ部１８及びナビ部１９を有している。
【００１６】
　図２はデータ伝送態様の説明図である。ダウンリンクでは、データをその種類に応じて
分類し、分類ごとにＩＤコード"００"，"０１"，"０２"，～を割り振っている。マルチコ
ンテンツ形式のデータ伝送では、データが情報グループを単位に括られ、各情報グループ
は先頭にＩＤ＝"００"の分類データをもつ。ＩＤ＝"００"の分類データは、その情報グル
ープに含まれているＩＤにはどのようなものがあるかの構成情報となっている。
【００１７】
　図３はダウンリンクで使用する各ＩＤに割り当てる分類表である。ＩＤ＝００は構成Ｉ
Ｄ情報（データを構成するIDを記述する領域）の分類となっている。ＩＤ＝０１は事業者
の分類となっており、サービス事業者コード（サービス事業者を特定できる事業者コード
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）、サービス事業者表示テキスト（ナビ表示用サービス事業社名(サービス名)テキスト情
報）、及びサービス事業者表音文字列（ナビ発話用サービス事業社名(サービス名)表音文
字列情報）が含まれる。
【００１８】
　ＩＤ＝０２はコンテンツの分類となっており、企業コード（コンテンツの情報提供元を
特定できるコード）、企業表示テキスト（ナビ表示用情報提供企業名テキスト情報）、企
業表音文字列（ナビ発話用情報提供企業名表音文字列情報）、情報コード（コンテンツを
特定できる情報コード）、情報表示テキスト（ナビ表示用コンテンツ内容テキスト情報）
、情報表音文字列（ナビ発話用コンテンツ内容表音文字列情報）、及び嗜好データカテゴ
リー（情報が該当する情報カテゴリーを示すカテゴリーコード）が含まれる。
【００１９】
　ＩＤ＝０３は、ＩＤ＝０２と同様に、コンテンツの分類となっており、即時再生/蓄積
コード（受信後のコンテンツ再生動作を表すコード）、及び再生条件コード（情報提供エ
リアでのコンテンツ再生条件を示すコード）が含まれる。
【００２０】
　ＩＤ＝０４は、有効期限の分類となっており、開始年月日時分秒（コンテンツの有効期
限）、及び終了年月日時分秒（コンテンツの有効期限）が含まれる。ＩＤ＝０５は、提供
時間の分類となっており、営業時間（コンテンツ提供元の営業時間）、及び情報提供時間
（コンテンツ提供時間）が含まれる。
【００２１】
　ＩＤ＝１０は、対象地点の分類となっており、対象地点座標（サービス提供可能な地点
の緯度経度情報）、対象地点表示用テキスト（サービス名称(店舗名称等)）、提携駐車場
情報（対象地点以外の提携駐車場情報）、アイコン表示画像データ（サービス提供可能な
場所を表すアイコンのデータ）、表示用文字データ（サービスの説明用テキスト情報）、
表示画像データ（サービスを表す静止画情報）、表音文字列データ（サービスを表す表音
文字列情報）、圧縮音声データ（圧縮音声データ情報）、音声再生順（表音文字列と圧縮
音声の再生順序を表す）、ビデオデータ（ビデオデータ情報）、及びＵＲＬ（サービスを
表すＵＲＬ情報）が含まれる。
【００２２】
　ＩＤ＝２０は、情報提供地点の分類となっており、計５個の情報提供地点について、情
報提供中心座標（ポップアップ情報を再生する緯度経度情報）、情報提供エリア（ポップ
アップ情報を再生するエリアを定義する中心座標からの半径情報）、情報提供方向コード
（ポップアップ情報を再生する情報提供方向情報）、情報提供道路種別（ポップアップ情
報を再生する道路種別情報）、表示画像データ（ポップアップ再生する静止画のデータ）
、表音文字列データ（ポップアップ再生する表音文字列情報）、圧縮音声データポップア
ップ再生する圧縮音声のデータ）、及び音声再生順（ポップアップ再生する音声データの
再生順番を表すコード）が含まれる。
【００２３】
　ＩＤ＝３０は、遷移情報の分類となっており、計８個の次再生情報コード（ 画面遷移
情報）が含まれる。ＩＤ＝４０は、詳細情報の分類となっており、計８個の各詳細情報に
ついて、表示用文字データ（ナビ表示用詳細情報テキスト情報）、及び発話用表音文字列
（ナビ発話用詳細情報表音文字列情報）が含まれる。
【００２４】
　ＩＤ＝５０は、駐車場情報の分類となっており、計１２７個の駐車情報について、駐車
場ＩＤ（駐車場を特定できるＩＤ）、詳細情報（駐車場の動的詳細情報）、特記事項（駐
車場の特記事項）、及び特記事項表音文字列（ナビ発話用特記事項表音文字列）が含まれ
る。ＩＤ＝６０は、運転支援の分類であり、運転支援画像データ（運転支援画像情報）、
運転支援表音文字列（データ運転支援表音文字列情報）、運転支援圧縮音声（データ運転
支援圧縮音声情報）、及び音声再生順（表音文字列と圧縮音声の再生順序を表す）が含ま
れる。
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【００２５】
　ＩＤ＝８０は、嗜好データの分類であり、計１２７個の各嗜好データのテーブルについ
て、嗜好データバージョン（嗜好データのテーブルのバージョン情報）、嗜好データテー
ブル（ 嗜好データのテーブルの表示用テキスト情報）、表音文字列（嗜好データのテー
ブルの発話用表音文字列情報）、及び詳細情報（嗜好データのテーブルの詳細情報）が含
まれる。
【００２６】
　図４は路側装置１５－ＩＴＳ車載器１７間のトランザクションで実施される各機器間の
通信及び処理を示している。路側機１１及びサーバ１２は路側装置１５を構成する。ＩＴ
Ｓ車載器１７はＤＳＲＣ部１８及びナビ部１９を有している。時間順に説明する。なお、
路側機１１－ＤＳＲＣ部１８間の通信はＤＳＲＣの電波で行われ、路側機１１－サーバ１
２間及びＤＳＲＣ部１８－ナビ部１９間の通信は通常、無線または有線で行われる。
【００２７】
　ＩＴＳ車載器１７において電源が投入されるのに伴い、Ｓ１０では、ナビ部１９からＤ
ＳＲＣ部１８へクライアントインフォメーションデータが書き込まれる。ＩＴＳ車載器１
７を搭載する自動車１３が路側機１１との通信可能な距離（例：約３０ｍ）の電波到達エ
リアに進入するのに伴い、Ｓ１１では、路側機１１－ＤＳＲＣ部１８間でＤＳＲＣ接続処
理が実施される。
【００２８】
　Ｓ１１のＤＳＲＣ接続処理が終了すると、Ｓ１２，Ｓ１３でＤＳＲＣ接続通知が行われ
る。Ｓ１２の接続通知は路側機１１からサーバ１２へのものであり、Ｓ１３の接続通知は
ＤＳＲＣ部１８からナビ部１９へのものである。Ｓ１４では、クライアントインフォメー
ションがＤＳＲＣ部１８から路側機１１を経てサーバ１２へ通知される。
【００２９】
　サーバ１２は、ＤＳＲＣ部１８の一意に付番された車載器IDを読み取りＩＴＳ車載器１
７のユーザが会員か非会員かを判別したり、通信確立後にDSRC部18から通知されるクライ
アントインフォメーションに基づき、ＩＴＳ車載器１７でコンテンツを適正に再生するた
めのＩＴＳ車載器１７のハードウェア情報を知得する。Ｓ１８では、サーバ１２から路側
機１１及びＤＳＲＣ部１８を経てナビ部１９へＷｅｌｃｏｍｅ画面等のコンテンツを送信
する。該コンテンツはマルチコンテンツフォーマットで編成されている。ナビ部１９は、
マルチコンテンツフォーマットからサービス事業者を判断する。
【００３０】
　サーバ１２は、Ｓ１８後、ナビ部１９がアップリンク情報をＤＳＲＣ部１８に書き込む
まで、Ｓ１９でＤＳＲＣ部１８に対して定期的にポーリングを行う。Ｓ２０では、ナビ部
１９は、ＩＴＳ車載器１７のユーザが該サービス事業者の会員と判断すると、アップリン
ク情報をＤＳＲＣ部１８に書き込むのに対し、会員でなければ、何もしない。
【００３１】
　Ｓ２４では、サーバ１２は、路側機１１及びＤＳＲＣ部１８を経由してデフォルトのコ
ンテンツ（例：公共サービス情報等）をナビ部１９へ送る。Ｓ２９では、サーバ１２は、
ＤＳＲＣ部１８に対してメモリアクセスポーリングを実施する。これに対して、Ｓ３０で
は、ＤＳＲＣ部１８は、ユーザが会員であれば、アップリンク情報をサーバ１２へ通知す
る。
【００３２】
　Ｓ３３では、サーバ１２は、アップリンク情報から取得した会員情報に基づき会員趣向
に適した蓄積型コンテンツをマルチコンテンツフォーマット（図２）で編成してＩＴＳ車
載器１７へ配信する。Ｓ３４では、蓄積型コンテンツの配信終了を通知する。ＩＴＳ車載
器１７を搭載する自動車１３は、配信終了に伴い路側機１１との通信エリアから退出する
。
【００３３】
　図５はＩＴＳ車載器１７から路側装置１５へ送られるアップリンク情報のデータ概説明
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略図である。アップリンク情報は、複数のタグで送られる。タグ１には、サービス事業者
コード、目的地（緯度経度）、経由地（緯度経度）１～５、累計走行距離、嗜好ジャンル
データバージョン、嗜好ジャンルデータ、会員情報１～８が含められる。タグ２には、サ
ービス事業者コード、過去立寄り地（緯度経度）１～４１が含められる。タグ３には、サ
ービス事業者コード、過去立寄り地（緯度経度）４２～８２が含められる。
【００３４】
　タグ４には、サービス事業者コード、受信／再生履歴（受信情報コード及び再生識別フ
ラグ）１～１２３が含められる。タグ５には、サービス事業者コード、受信／再生履歴（
受信情報コード及び再生識別フラグ）１２４～２４６が含められる。
【００３５】
　図６は路側装置１５からＩＴＳ車載器１７へ配信される嗜好データテーブルの一例を示
す。該嗜好データテーブルは、路側装置１５を管理するサービス事業者の作成に拠るもの
であり、図４のＳ１８で路側装置１５からＩＴＳ車載器１７へ送信される。嗜好データテ
ーブルの項目はデータ番号＝０～１２７の計１２８個存在し、各データ番号に対応付けて
表示用テキスト、表示用ネスト、対象識別子、項目値等が存在する。表示用ネスト＝０は
トップの階層を意味し、数値の増大に連れて下の階層となる。対象識別子とは、各データ
番号の項目がユーザによる嗜好の有無登録の対象になっているか否かを示すフラグであり
、後述の図７から分かるように、対象識別子＝１，０は該項目がそれぞれユーザによる嗜
好の有無登録の対象及び非対象となっていることを意味する。デフォルト値＝０，１はそ
れぞれユーザが項目について嗜好無し及び嗜好有りを意味している。図６では、表示項目
の全部がデフォルト値＝０となっている。
【００３６】
　図７は図６の嗜好データテーブルに基づきＩＴＳ車載器１７において生成された嗜好デ
ータテーブルである。図６との対比から分かるように、表示用ネストの値が大きくなるほ
ど、小分類となる。また、対象識別子＝１となっていた表示テキストのみが嗜好データと
してユーザによる嗜好の有無登録の対象になる。図６では、"洋画"及び"邦画"共にデフォ
ルト値＝０となっているのに対し、図７では、ＩＴＳ車載器１７が、ユーザの入力の手間
を軽減するため、ＩＴＳ車載器１７の保有データに基づき"洋画"についてのデフォルト値
を１に変更したことを表している。
【００３７】
　なお、ここで、嗜好データテーブルの各項目に対して、路側装置１５か付与してＩＴＳ
車載器１７へ送る値をデフォルト値と呼び、これに対して、ＩＴＳ車載器１７が、変更し
て、そのユーザに提示する値を項目値と呼ぶことにする。なお、図７では、ユーザは、一
番下の階層の項目についてのみ、嗜好の有無を登録するようになっているが、対象識別子
＝１をそれより上の階層の項目に付ければ、大分類、中分類の項目についても嗜好の有無
を登録することができるようになっている。
【００３８】
　図８は車載器５０のブロック図である。車載器５０は、路側機の無線通信エリアにおい
て路側機から受信した嗜好データテーブルに対し、該嗜好データテーブルの各項目につい
てのユーザの嗜好の有無をユーザ嗜好情報として路側機へ送信する。車載器５０の具体例
はＩＴＳ車載器１７である。車載器５０は、ＤＳＲＣでデータを送受するものに限定され
ない。その他の通信規格やデータ形式に対応するものであってもよい。車載器５０は、項
目探索手段５１及び項目値付与手段５２を備えている。
【００３９】
　項目探索手段５１は、改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルについて改
訂又は新規の項目を探索する。項目値付与手段５２は、改訂又は新規の項目の内の所定項
目については、（ａ）旧版若しくは別の嗜好データテーブルにおける該所定項目を含む項
目階層関係、（ｂ）識別子が該所定項目の識別子と一致する旧版若しくは別の嗜好データ
テーブルの項目についてのユーザ嗜好情報、（ｃ）立寄り地との関連性、又は（ｄ）ユー
ザが嗜好の有無を予め登録しているキーワードに対応付けられているキーワード辞書に語
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句と該所定項目のテキストとの一致性に基づき項目値を付与する。すなわち、項目値付与
手段５２は、該所定項目について該所定項目に関連のある項目についての項目値を付与す
る。
【００４０】
　嗜好データテーブルは、路側機から車載器５０へバージョン情報（ＩＤ＝８０）と共に
送られる。したがって、項目探索手段５１は、該バージョン情報に基づき嗜好データテー
ブルが改訂されたものであるか否かを判別することができる。また、嗜好データテーブル
は、路側機から車載器５０へサービス事業者のコード情報（ＩＤ＝０１）と共に送られる
。したがって、項目探索手段５１は、サービス事業者のコード情報に対応付けられた嗜好
データテーブルを過去に受信したことがなければ、該受信した嗜好データテーブルは新規
嗜好データテーブルであると判断することができる。
【００４１】
　（ａ）の具体例は、次の図９～図１６に関連して説明するものである。（ｂ）の具体例
は、次の図１７～図１９に関連して説明するものである。（ｃ）の具体例は、次の図２０
及び図２１に関連して説明するものである。（ｄ）の具体例は、次の図２２及び図２３に
関連して説明するものである。
【００４２】
　最初に（ａ）の具体例について説明する。これらの例では、項目値付与手段５２は、旧
版又は別の嗜好データテーブルにおける各項目の表示用ネスト及び表示用テキストに基づ
き抽出した項目階層関係を含む一致性条件を生成するとともに、改訂又は新規の項目につ
いての改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルにおける表示用ネスト及び表
示用テキストが一致性条件に適合する場合には、該改訂又は新規の項目を所定項目とする
。そして、項目値付与手段５２は、該所定項目についての項目値は、一致性条件の生成基
になった旧版又は別の嗜好データテーブルにおける対応項目についてのユーザ嗜好情報に
係る値にする。
【００４３】
　図９はユーザが過去に登録済みとしているカー用品販売業者の嗜好データテーブルのユ
ーザ嗜好情報を示す。図９で、"オートフロンツ"とは、カー用品販売業者の名前を仮定し
ている。図９では、ユーザは"タイヤ交換"、"ＡＶ機器"及び"Ｎａｖｉ"に嗜好有りのチェ
ックを付けている。ＩＴＳ車載器１７は、ユーザが各嗜好データテーブルに対して付けた
ユーザ嗜好情報のデータを記憶する。
【００４４】
　図１０は路側装置１５から受信した新規嗜好データテーブルに対してＩＴＳ車載器１７
が所定の嗜好データに図９の嗜好データに基づき自動的に嗜好有りの項目値を付けた例を
示している。図１０で、"グリーンハッツ"とは、カー用品販売業者の名前を仮定している
。図９の"オートフロンツ"と図１０の"グリーンハッツ"とは、同一業種の互いに別の業者
とする。
【００４５】
　ＩＴＳ車載器１７は、新規嗜好データテーブルに対して、図１０の→で示す項目"タイ
ヤ交換"に嗜好有りの項目値を自動的に付与する。したがって、ユーザは、"タイヤ交換"
の項目についてチェックを付ける手間を省略される。すなわち、ＩＴＳ車載器１７は、新
規嗜好データテーブルに過去登録済みの嗜好データテーブルにおける表示テキストと同一
の表示テキストの項目があれば、該項目の項目値を過去登録済みの嗜好データテーブルの
項目と同一の値にする。なお、図１０で項目"ワイパー"にチェックが付けられているが、
これはユーザが自らチェックを付けたものである。
【００４６】
　次の図１１及び図１２の例では、一致性条件に適合する場合には、旧版又は別の嗜好デ
ータテーブルにおいて階層が上の項目の表示用テキストとその下の階層の項目の表示用テ
キストとが、改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブルにおいてそれぞれ階層
が下の項目の表示用テキストとその上の階層の項目の表示用テキストとに一致する場合を
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含むようにしている。
【００４７】
　図１１はユーザが過去に登録済みとしているＤＶＤレンタル業者の嗜好データテーブル
のユーザ嗜好情報を示す。図１１で、"ＤＶＤレンタル１"とは、ＤＶＤのレンタル業者の
名前を仮定している。"洋画"の階層の下に"ＳＦ"及び"アクション"等の階層があり、それ
らにはチェックが付けられている。ＩＴＳ車載器１７は、このユーザ嗜好情報から項目値
自動付与のための条件式を生成する。ここで、生成される条件式は１，２の計２個あり、
条件式１は［洋画］ＡＮＤ［ＳＦ］、条件式２は［洋画］ＡＮＤ［アクション］である。
すなわち、上の階層の項目についてのテキストと、該項目の下の階層に属する項目のテキ
ストとの論理積の条件式である。
【００４８】
　図１２は路側装置１５から受信した新規嗜好データテーブルに対してＩＴＳ車載器１７
が所定の嗜好データに図１１の嗜好データに基づき自動的に項目値を付けた例を示してい
る。図１１で、"ＤＶＤレンタル２"とは、ＤＶＤのレンタル業者の名前を仮定している。
図１２の嗜好データテーブルでは、項目"ＳＦ"の階層の下の階層に項目の"洋画"がある。
また、項目"アクション"の階層の下の階層に項目"洋画"がある。この階層関係は図１１と
は逆であるが、図１１から抽出した条件式１，２を満たすので、図１２の２つの"洋画"に
は、条件式の基になっている図１１の嗜好データテーブルの項目についてのユーザ嗜好情
報に係る値を項目値を付ける。
【００４９】
　次の図１３及び図１４の具体例では、項目値付与手段５２は、旧版又は別の嗜好データ
テーブルにおける表示用テキストと改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブル
における表示用テキストとが同一である項目に対し、旧版又は別の嗜好データテーブルで
は、該項目より下の階層の項目が複数あって、嗜好有りと無しの項目が混在し、改訂嗜好
データテーブル又は新規嗜好データテーブルでは該項目より上又は下の階層において嗜好
無しの項目が存在しない場合には、改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブル
における該項目の項目値を嗜好有りとする。
【００５０】
　図１３は別の条件式の抽出の基にする嗜好データテーブルのユーザ嗜好情報を示す。図
１３の嗜好データテーブルでは、"アクション"の階層の下に"洋画"及び"邦画"の階層があ
り、それぞれチェック有り及び無しとなっており、異なっている。ＩＴＳ車載器１７は、
このユーザ嗜好情報から項目値自動付与のための肯定及び否定の条件式を生成する。ここ
で、肯定条件式は［アクション］ＯＲ［洋画］であり、否定条件式は、否定語句を探索す
る条件式であり、［アクション］NOT［邦画］である。すなわち、肯定条件式には、チェ
ックが付けられた項目の上の階層の項目をＯＲで結合するのに対し、否定条件式では、チ
ェックが付けられなかった項目の上の階層の項目をNOTで結合する。
【００５１】
　図１４は路側装置１５から受信した新規嗜好データテーブルに対してＩＴＳ車載器１７
が所定の嗜好データに図１３の嗜好データに基づき自動的に項目値を付けた例を示してい
る。図１４の嗜好データテーブルでは、"アクション"があり、肯定条件式を満たしている
のに対し、否定条件式は満たしていない。すなわち否定語句は含まれていない。したがっ
て、肯定条件式に従い、図１４の嗜好データテーブルの"アクション"にはチェックを入れ
る。
【００５２】
　次の図１５及び図１６の具体例では、項目値付与手段５２は、旧版又は別の嗜好データ
テーブルにおける表示用テキストと改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテーブル
における表示用テキストとが同一である項目に対し、旧版又は別の嗜好データテーブルで
は、該項目より下の階層の項目がなく、改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテー
ブルでは該項目より下の階層の項目が存在する場合には、それら下の階層の項目について
の項目値を旧版又は別の嗜好データテーブルにおける該項目についてのユーザ嗜好情報に
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係る値にする。
【００５３】
　図１５は別の仕方で項目値を自動付けする場合の基にする嗜好データテーブルのユーザ
嗜好情報を示す。図１５の嗜好データテーブルでは、"洋画"の下の階層の"アクション"に
はチェックが付けられているのに対し、"邦画"の下の階層のアクションにはチェックが付
けられていない。これに対して、条件式３は［洋画］ＡＮＤ［アクション］、条件式４は
［邦画］ＡＮＤ［アクション］が生成される。
【００５４】
　図１６は路側装置１５から受信した新規嗜好データテーブルに対してＩＴＳ車載器１７
が所定の嗜好データに図１５のユーザ嗜好情報に基づき自動的に項目値を付けた例を示し
ている。図１６の嗜好データテーブルでは、"洋画"の"アクション"のさらに下の階層の項
目"主演Ａ"及び"主演Ｂ"があり、"邦画"の"アクション"のさらに下の階層の項目"主演Ｕ"
及び主演Ｖ"がある。主演Ａ"及び"主演Ｂ"の場合は、その上の階層の"アクション"及び"
洋画"が条件式３の条件と合致しているので、また、"主演Ｕ"及び主演Ｖ"は条件式４の条
件と合致しているので、"主演Ａ"、"主演Ｂ"、"主演Ｕ"及び主演Ｖ"の項目値を、図１５
の対応の"アクション"のユーザ嗜好情報を承継したものとする。
【００５５】
　次に前述の（ｂ）の具体例について説明する。図１７は嗜好データテーブルの所定項目
についてサービス事業者間で共通のコードを設定した場合のコード表である。嗜好データ
テキスト（図６の表示用テキストのこと）の"お知らせ"、"お得な情報"、バーゲン情報"
、・・・については、それぞれ"ID＝１"，"ID＝２"，"ID＝３"，・・・を設定する。
【００５６】
　次の図１８の具体例では、所定項目のＩＤは、表示用テキストのデータとして受信した
ものである。項目値付与手段５２は、所定項目がどれであるかの識別情報を嗜好の有無に
ついてのユーザ入力画面に含ませる。識別情報の具体例は、ユーザ入力画面における該所
定項目のテキストや項目値を特定の色付きしたり、下線付けとしたり、フォントを変更し
たりすることである。これにより、ユーザは、車載器５０がユーザの入力能率化のために
自動付与した項目がどれか分かり、間違っていないかを重点的に検査して、間違い項目だ
けを変更することができる。
【００５７】
　図１８はサービス事業者が図１７のコード表に基づき路側機１１が送信する嗜好データ
テーブルのデータである。表示用ＩＤが設定された項目では、表示用テキストとして、具
体的な項目名"お知らせ"、"お得な情報"、バーゲン情報"、・・・の代わりに、"ID＝１"
，"ID＝２"，"ID＝３"，・・・を嗜好データテーブルのデータとして路側機１１からＤＳ
ＲＣ部１８へ送信する。
【００５８】
　図１９は図１８の嗜好データテーブルの受信データに基づいてナビ部１９のディスプレ
イに表示される嗜好データテーブルの画面である。ＩＴＳ車載器１７は、図１７のコード
表のデータを装備しており、表示用テキストとして"ＩＤ＝１"，"ＩＤ＝２"を受信した項
目については、図１７のコード表に従いそれぞれ"お知らせ"及び"お得な情報"のテキスト
へ変換し、それを画面に表示する。ＩＴＳ車載器１７は、過去嗜好データテーブルのユー
ザ嗜好情報を記憶しており、図１９の対応表を介して新規嗜好データテーブルのコードに
対応する過去のユーザ嗜好情報を読み出して、該過去のユーザ嗜好情報に係る値を図１９
の画面の"お知らせ"及び"お得な情報"の項目値にする。
【００５９】
　次に（ｃ）の具体例について説明する。図２０はＩＴＳ車載器１７が保有している自動
車１３の立寄り地点情報を示す。ＩＴＳ車載器１７は、該立寄り地点情報を、路側装置１
５へ送るアップリンク情報に含める立寄り地情報とは別途に収集、保有することができる
。図２０において、"オートフロンツ"、"ＯＫ堂"及び"丸八屋"はそれぞれカー用品販売、
レンタルビデオ及び釣具業の業者名を仮定している。この自動車１３は、各業者の店へ図
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２０に示す回数、立寄っている。また、最後に立寄った時間も各立寄り地点に対応付けて
記録されている。
【００６０】
　図２１はＩＴＳ車載器１７が設定している立寄り地点と嗜好データとの関係を示してい
る。ＩＴＳ車載器１７は、図２０のデータから所定回数、例えば３回以上の立寄り実績の
ある業者を選別する。図２０の場合、"オートフロンツ"と"丸八屋"が選別される。そして
、ＩＴＳ車載器１７は、選別した各業者に関係して嗜好データテーブルの表示用テキスト
として使われる語句を嗜好データとして選出する。
【００６１】
　ＩＴＳ車載器１７は、新規嗜好データテーブルに対して、図２１の選出語句と同一の表
示用テキストの項目があれば、該項目にチェックを付ける。新規嗜好データテーブルに対
するユーザ嗜好情報は路側装置１５へ送信され、路側装置１５からは該ユーザ嗜好情報に
対応するコンテンツがＩＴＳ車載器１７へ配信される。図２０において、各立寄り地点に
ついて最終立寄り時間を記録しているが、これは、ユーザが、配信された蓄積型コンテン
ツ（受信後すぐ再生しないで、記憶装置に記憶し、ユーザからの呼び出しに伴い、表示等
の再生を行うコンテンツ）を最終立寄り時間から所定時間以上、再生しなかった場合に、
該コンテンツに係る選出語句を図２１の表から削除して、これによりユーザ嗜好情報の精
度を高めるためである。
【００６２】
　図２０の立寄り地点に代えて、ユーザがナビ部１９にランドマーク（コンビニ、ガソリ
ンスタンド等）として設定している地点を使用することもできる。この場合、立寄り回数
は計測せず、単に、ランドマークに関連する商品、サービスが対応付けられる。
【００６３】
　次にキーワード辞書を利用した新規嗜好データテーブルの項目値の設定のしかたを説明
する。キーワード辞書とは次のようなものである。映画 {洋画 （アクション 、サスペン
ス 、ドラマ 、SF 、アジア 、コメディ 、ラブストーリー 、ファンタジー 、ホラー 、
戦争 、クラシック 、ドキュメンタリー ）、邦画（アクション 、サスペンス 、ドラマ 
、SF 、コメディ 、ラブストーリー 、特撮ヒーロー 、ホラー ）、アニメ（キッズ、フ
ァミリー 、オリジナル 、ＳＦ、アクション 、ロボット 、コミック 、海外 、スポーツ
 ）、バラエティ（お笑い 、動物、ファミリー 、カルチャー 、バラエティ 、アイドル 
、メイキング 、ギャンブル）}、
【００６４】
　該キーワード辞書では、大分類の映画｛｝の中に、中分類の洋画（）、邦画（）、アニ
メ（）及びバラエティ（）が含まれ、さらに各中分類の中に、小分類のアクション 、サ
スペンス 、・・・が含まれている。
【００６５】
　最後に（ｄ）の具体例について説明する。図２２はＩＴＳ車載器１７において嗜好デー
タテーブルの項目値自動設定前にユーザに事前に設定させるキーワード選択画面である。
ユーザは該選択画面において"映画"にチェックを付けたことを想定している。ＩＴＳ車載
器１７は、このチェックに対して前述のキーワード辞書の"映画"の項目を参照する。そし
て、新規嗜好データテーブルに対する項目値自動設定では、該新規嗜好データテーブルに
おける各項目の表示テキストとキーワード辞書の"映画"の分類に属する語句との一致性を
調べ、一致した新規嗜好データテーブルの項目にはチェックを自動的に付ける。図２３は
キーワード辞書に基づいて項目値を付けた新規嗜好データテーブルのユーザ嗜好情報を示
している。
【００６６】
　図２４は車載器制御方法６０のフローチャートである。車載器制御方法６０は車載器５
０（図８）に適用される。Ｓ６１では、改訂嗜好データテーブル又は新規嗜好データテー
ブルについて改訂又は新規の項目を探索する。Ｓ６２では、改訂又は新規の項目の内の所
定項目については、旧版若しくは別の嗜好データテーブルにおける該所定項目を含む項目



(14) JP 5050912 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

階層関係、識別子が該所定項目の識別子と一致する旧版若しくは別の嗜好データテーブル
の項目についてのユーザ嗜好情報、立寄り地との関連性、又はユーザが嗜好の有無を予め
登録しているキーワードに対応付けられているキーワード辞書に語句と該所定項目のテキ
ストとの一致性に基づき項目値を付与する。すなわち、該所定項目について該所定項目に
関連のある項目についての項目値を付与する。
【００６７】
　Ｓ６１，Ｓ６２の処理は、車載器５０の項目探索手段５１及び項目値付与手段５２の機
能にそれぞれ対応している。したがって、項目探索手段５１及び項目値付与手段５２の機
能について述べた具体的態様はＳ６１，Ｓ６２の処理についての具体的態様としても適用
可能である。
【００６８】
　本発明を適用したプログラムは、コンピュータを車載器５０の各手段として機能させる
。本発明を適用した別のプログラムは、車載器制御方法６０の各ステップをコンピュータ
に実行させる。
【００６９】
　本明細書は様々な範囲及びレベルの発明を開示している。それら発明は、本明細書で説
明した様々な技術的範囲及び具体的レベルの各装置及び各方法だけでなく、当業者の自明
の範囲内で、各装置及び各方法から独立の作用、効果を奏する１つ又は複数の要素を抽出
したものや、１つ又は複数の要素を自明の範囲で変更したものや、さらに、各装置間及び
各方法間で１つ又は複数の要素の組合せを入れ換えたものを含む。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】タウンカーライフナビマルチコンテンツ形式のデータに基づく路車間ＤＳＲＣシ
ステムの概略図である。
【図２】タウンカーライフナビマルチコンテンツ形式のデータ伝送態様の説明図である。
【図３】ダウンリンクで使用する各ＩＤに割り当てる分類表である。
【図４】路側装置－ＩＴＳ車載器間のトランザクションで実施される各機器間の通信及び
処理を示す図である。
【図５】ＩＴＳ車載器から路側装置へ送られるアップリンク情報のデータ概説明略図であ
る。
【図６】路側装置からＩＴＳ車載器へ配信される嗜好データテーブルの一例を示す図であ
る。
【図７】図６の嗜好データテーブルに基づきＩＴＳ車載器において生成された嗜好データ
テーブルである。
【図８】車載器のブロック図である。
【図９】ユーザが過去に登録済みとしているカー用品販売業者の嗜好データテーブルのユ
ーザ嗜好情報を示す図である。
【図１０】路側装置から受信した新規嗜好データテーブルに対してＩＴＳ車載器が所定の
嗜好データに図９の嗜好データに基づき自動的に嗜好有りの項目値を付けた例を示す図で
ある。
【００７１】
【図１１】ユーザが過去に登録済みとしているＤＶＤレンタル業者の嗜好データテーブル
のユーザ嗜好情報を示す図である。
【図１２】路側装置から受信した新規嗜好データテーブルに対してＩＴＳ車載器が所定の
嗜好データに図１１の嗜好データに基づき自動的に項目値を付けた例を示す図である。
【図１３】別の条件式の抽出の基にする嗜好データテーブルのユーザ嗜好情報を示す図で
ある。
【図１４】路側装置から受信した新規嗜好データテーブルに対してＩＴＳ車載器が所定の
嗜好データに図１３の嗜好データに基づき自動的に項目値を付けた例を示す図である。
【図１５】別の仕方で項目値を自動付けする場合の基にする嗜好データテーブルのユーザ
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嗜好情報を示す図である。
【図１６】路側装置から受信した新規嗜好データテーブルに対してＩＴＳ車載器が所定の
嗜好データに図１５のユーザ嗜好情報に基づき自動的に項目値を付けた例を示す図である
。
【図１７】嗜好データテーブルの所定項目についてサービス事業者間で共通のコードを設
定した場合のコード表である。
【図１８】サービス事業者が図１７のコード表に基づき路側機が送信する嗜好データテー
ブルのデータである。
【図１９】図１８の嗜好データテーブルの受信データに基づいてナビ部のディスプレイに
表示される嗜好データテーブルの画面である。
【００７２】
【図２０】ＩＴＳ車載器が保有している立寄り地点情報を示す図である。
【図２１】ＩＴＳ車載器が設定している立寄り地点と嗜好データとの関係を示す図である
。
【図２２】ＩＴＳ車載器において嗜好データテーブルの項目値自動設定前にユーザに事前
に設定させるキーワード選択画面である。
【図２３】キーワード辞書に基づいて項目値を付けた新規嗜好データテーブルのユーザ嗜
好情報を示す図である。
【図２４】車載器制御方法のフローチャートである。
【符号の説明】
【００７３】
５０：車載器、５１：項目探索手段、５２：項目値付与手段、６０：車載器制御方法。

【図１】

【図２】

【図３】
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