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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車に搭載され、自動車の利用者にコンテンツを提供する車載コンテンツ提供装置に
おいて、
　現在地の情報を取得する現在位置取得部と、
　目的地の情報及び配信を要求する前記コンテンツを選択する指示が入力される指示入力
部と、
　前記指示に基づいて検索されたコンテンツを編集する制御部と、
　前記編集されたコンテンツを出力する出力部と、を備え、
　前記制御部は、前記現在地から前記目的地までの経路を検索した結果に含まれる、前記
経路に付された属性情報に基づいて、前記経路において前記コンテンツの出力する又は出
力しない区間を判定し、前記判定の結果に基づいて前記コンテンツを編集することを特徴
とする車載コンテンツ提供装置。
【請求項２】
　配信を要求する前記コンテンツを選択する前記指示を外部のサーバに送信し、前記指示
に対応した前記サーバが送信した前記コンテンツを受信する送受信部を備え、
　前記制御部は、前記送受信部が受信したコンテンツを編集することを特徴とする請求項
１に記載の車載コンテンツ提供装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記属性情報として、運転者の注意を特に要する区間であることを示す
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情報が付された区間においては前記コンテンツを出力しないように編集することを特徴と
する請求項１又は２に記載の車載コンテンツ提供装置。
【請求項４】
　前記制御部は、予め定められた、前記コンテンツの出力時間の上限及び下限の範囲内に
おいて、前記コンテンツを編集することを特徴とする請求項１から３のいずれか一つに記
載の車載コンテンツ提供装置。
【請求項５】
　前記制御部は、予め定められた、前記コンテンツを出力する区間の間に存在する前記コ
ンテンツを出力しない区間の所要時間の上限値、及び／又は、異なる種類の前記コンテン
ツを出力する区間の間に存在する前記コンテンツを出力しない区間の所要時間の上限値、
に基づいて前記編集を行うことを特徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載の車載
コンテンツ提供装置。
【請求項６】
　自動車に搭載され、自動車の利用者にコンテンツを提供する車載コンテンツ提供装置に
おいて、
　現在地の情報を取得する現在位置取得部と、
　目的地の情報及び配信を要求する前記コンテンツを選択する指示が入力される指示入力
部と、
　前記指示に基づいて検索されたコンテンツを編集する制御部と、
　前記編集されたコンテンツを出力する出力部と、を備え、
　前記制御部は、前記現在地から前記目的地又は中継地までの経路を検索した結果に含ま
れる、前記経路に付された属性情報に基づいて、前記経路においてコンテンツを出力する
区間及び出力しない区間を判定し、前記コンテンツを出力する区間の所要時間とそれ以前
に算出された前記所要時間とを比較した結果、前記所要時間の所定の値以上の変化が検出
されると、前記コンテンツの未出力部分の出力時間が当該算出された所要時間と略一致す
るように前記コンテンツを再編集することを特徴とする車載コンテンツ提供装置。
【請求項７】
　配信を要求する前記コンテンツを選択する前記指示を外部のサーバに送信し、前記指示
に対応した前記サーバが送信した前記コンテンツを受信する送受信部を備え、
　前記制御部は、前記送受信部が受信したコンテンツを編集することを特徴とする請求項
６に記載の車載コンテンツ提供装置。
【請求項８】
　前記制御部は、予め定められた、前記コンテンツの出力時間の上限及び下限の範囲内に
おいて、前記コンテンツを編集することを特徴とする請求項６又は７に記載の車載コンテ
ンツ提供装置。
【請求項９】
　前記制御部は、所定の間隔で前記所要時間を算出することを特徴とする請求項６から８
のいずれか一つに記載の車載コンテンツ提供装置。
【請求項１０】
　道路状況に関する情報を受信する受信部を備え、
　前記制御部は、前記情報を受信すると、前記受信した情報を参酌して前記所要時間を算
出することを特徴とする請求項６から９のいずれか一つに記載の車載コンテンツ提供装置
。
【請求項１１】
　自動車に搭載された車載端末にコンテンツを提供するコンテンツ提供装置において、
　車載端末の現在地の情報、目的地の情報及び配信を要求するコンテンツを選択する指示
を受信する受信部と、
　前記指示に基づいて前記コンテンツを検索する検索部と、
　前記検索されたコンテンツを編集するコンテンツ編集部と、
　前記編集されたコンテンツを前記車載端末に出力する出力部と、を備え、
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　前記コンテンツ編集部は、前記現在地から前記目的地までの経路を検索した結果に含ま
れる前記経路に付された属性情報、及び、前記目的地までの予想所要時間に基づいて、前
記経路における前記コンテンツの出力する又は出力しない区間を判定し、前記判定結果に
基づいて前記コンテンツを編集することを特徴とするコンテンツ提供装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載コンテンツ提供方法に関するものであり、特に、所要時間の変化に応じ
て編集を行う車載コンテンツ提供方法及び経路上の部分区間の属性に応じて編集を行う車
載コンテンツ提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カーナビゲーションシステムを利用した情報提供サービスが注目を集めている。
このサービスは、センタから配信されたニュース、天気情報、交通情報、観光情報等を、
カーナビゲーションシステムを通じて提供するものである。しかしながら、配信を要求し
た情報の提供が終了する前に目的地に到着すると、提供を途中で終了するか、又は終了す
るまで待たざるを得ない。このため、特許文献１に開示されているように、目的地までの
到着時間等に応じて、コンテンツを編集し、提供する方法が提案されている。
【特許文献１】特開２００２－２６９１４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　目的地までの経路上には、比較的安全な区間の他に、事故が多発している区間、蛇行道
路等で特に注意を要する区間等、種々の属性を備えた区間が存在する。しかし、従来のコ
ンテンツ提供方法は、区間の属性に関りなくコンテンツを提供するため、運転の安全性を
確保するための配慮が十分とはいえない。このようなコンテンツ視聴時の安全性の確保は
、カーナビゲーションシステムを利用した情報提供サービスが抱える大きな問題点とされ
ている。
【０００４】
　また、従来のコンテンツ提供方法は、一度コンテンツを編集すると、道路混雑等によっ
て到着時間が変動しても、再編集が行われることはない。このため、到着時間が早まると
、到着するまでにコンテンツの提供が終了せず、また、到着時間が遅れるとコンテンツの
提供がされない時間が生じるという問題がある。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、時々刻々と変化する道路交
通の特性に対応しつつ、運転の安全性確保に配慮した車載コンテンツ提供装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明は、自動車に搭載され、自動車の利用者にコンテンツを提供する車載コンテ
ンツ提供装置において、現在地の情報を取得する現在位置取得部と、目的地の情報及び配
信を要求する前記コンテンツを選択する指示が入力される指示入力部と、前記指示に基づ
いて検索されたコンテンツを編集する制御部と、前記編集されたコンテンツを出力する出
力部と、を備え、前記制御部は、前記現在地から前記目的地までの経路を検索した結果に
含まれる、前記経路に付された属性情報に基づいて、前記経路において前記コンテンツの
出力する又は出力しない区間を判定し、前記判定の結果に基づいて前記コンテンツを編集
することを特徴とする。
【０００７】
　第２の発明は、自動車に搭載され、自動車の利用者にコンテンツを提供する車載コンテ
ンツ提供装置において、現在地の情報を取得する現在位置取得部と、目的地の情報及び配
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信を要求する前記コンテンツを選択する指示が入力される指示入力部と、前記指示に基づ
いて検索されたコンテンツを編集する制御部と、前記編集されたコンテンツを出力する出
力部と、を備え、前記制御部は、前記現在地から前記目的地又は中継地までの経路を検索
した結果に含まれる、前記経路に付された属性情報に基づいて、前記経路においてコンテ
ンツを出力する区間及び出力しない区間を判定し、前記コンテンツを出力する区間の所要
時間とそれ以前に算出された前記所要時間とを比較した結果、前記所要時間の所定の値以
上の変化が検出されると、前記コンテンツの未出力部分の出力時間が当該算出された所要
時間と略一致するように前記コンテンツを再編集することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、目的地までの経路のうち、特に運転に注意を要する区間ではコンテン
ツを提供しないため、運転の安全性を確保することができる。また、目的地までの所要時
間の変化を検出し、目的地に到着する時に提供が全て終了するように再編集したコンテン
ツを提供するため、時々刻々と変化する道路交通の特性に対応したコンテンツ提供を実現
し、ユーザの利便性及び快適性を著しく向上することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良と思われる形態について、図面を参照して説明する
。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、本発明の第１の実施例の車載コンテンツ提供システムの構成を示すブロック図
である。
【００１１】
　本実施例の車載コンテンツ提供システムは、サーバ１０と、インターネット２０と、車
載装置３０とから成る。
【００１２】
　サーバ１０は、車載装置３０から、経路検索に必要な情報及びコンテンツの配信要求を
受信して、経路検索結果、コンテンツリスト及びコンテンツを車載装置３０に送信する。
【００１３】
　車載装置３０は、経路検索に必要な情報及びコンテンツの配信要求をサーバ１０に送信
し、サーバ１０から受信した経路検索結果及びコンテンツリストに従って、コンテンツ提
供時間を推定し、コンテンツを編集し、編集されたコンテンツを車両位置に応じて出力す
る。更に、経路検索結果に所定の値以上の変化が生じた場合には、上記コンテンツの未出
力部分を再編集する。
【００１４】
　サーバ１０と車載装置３０との間の通信は、インターネット２０を介して行われる。
【００１５】
　図２は、本実施例のサーバ１０の構成を示すブロック図である。サーバ１０は、送受信
部１００、経路検索部１１０、コンテンツ検索部１２０及びデータベース１３０から成る
。
【００１６】
　送受信部１００は、車載装置３０からの信号を受信してベースバンド信号に変換し、サ
ーバ１０からのデータを変調して車載装置３０に送信する。
【００１７】
　経路検索部１１０は、現在位置、目的地、混雑情報等に基づいて経路検索を行う。
【００１８】
　コンテンツ検索部１２０は、コンテンツの配信要求の内容に適合するコンテンツをデー
タベース１３０から検索し、コンテンツの配信要求の内容に適合するコンテンツリストを
作成する。
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【００１９】
　データベース１３０は、各種のコンテンツ及びコンテンツリストを格納する。
【００２０】
　図３は、コンテンツリストの例を示す図である。コンテンツリストは、コンテンツの種
類１３１ごとに、出力にかかる時間１３２、更新日時１３３等の、編集を行うときに必要
となるコンテンツの情報のリストである。
【００２１】
　図４は、本実施例の車載装置３０の構成を示すブロック図である。車載装置３０は、指
示入力部３００、現在位置取得部３１０、送受信部３２０、経路検索格納部３３０、コン
テンツ格納部３４０、コンテンツ提供時間推定部３５０、編集部３６０、出力管理部３７
０、出力部３８０及びコンテンツ提供時間変化検出部３９０から成る。
【００２２】
　指示入力部３００は、目的地を含む経路検索に必要な情報、コンテンツの種類を含むコ
ンテンツの配信要求内容、及び、各種の指示を、利用者から入力されると、これらを車載
装置３０内の各部に伝達する。
【００２３】
　現在位置取得部３１０は、たとえば、ＧＰＳ受信機によって構成されており、現在位置
の取得要求を受けると、車両の現在位置（経度、緯度）の情報を提供する。
【００２４】
　送受信部３２０は、サーバ１０からの信号を受信して、ベースバンド信号に変換し、車
載装置３０からのデータを変調して、サーバ１０に送信する。
【００２５】
　経路検索格納部３３０は、サーバ１０から受信した経路検索結果を格納する。また、経
路検索結果の取得要求を受け取ると、格納されている最新の経路検索結果を提供する。
【００２６】
　コンテンツ格納部３４０は、サーバ１０から受信したコンテンツリスト及びコンテンツ
を格納する。また、コンテンツリスト、コンテンツの取得要求を受けると、取得要求の内
容に応じたコンテンツリスト及びコンテンツを提供する。
【００２７】
　コンテンツ提供時間推定部３５０は、経路検索結果等に基づいて、コンテンツ提供時間
を推定する。また、コンテンツ提供時間、コンテンツリスト、出力進捗等に基づいて、編
集リストを作成する。
【００２８】
　編集部３６０は、編集リスト及びコンテンツリストに基づいて、コンテンツを編集し、
編集済みコンテンツを作成する。
【００２９】
　出力管理部３７０は、車両の現在位置に応じた編集済みコンテンツを出力部３８０に与
える。また、コンテンツ提供時間推定部３５０に、コンテンツの出力進捗に関する情報を
提供し、コンテンツ格納部３４０に、出力進捗に応じたコンテンツリスト取得要求を与え
る。
【００３０】
　出力部３８０は、出力管理部３７０から与えられた編集済みコンテンツを出力する。
【００３１】
　コンテンツ提供時間変化検出部３９０は、現在位置取得部３１０から所定間隔で車両の
現在位置を取得し、所要時間の変化を検出する。所要時間が所定の値以上変化した場合は
、コンテンツ提供時間推定部３５０に、経路検索結果を取得する取得要求を与える。
【００３２】
　図５は、本実施例の車載コンテンツ提供システムの処理過程を示すフローチャートであ
る。
【００３３】



(6) JP 4323984 B2 2009.9.2

10

20

30

40

50

　車載装置３０の指示入力部３００が指示を受け付ける動作を開始すると（Ｓ１００）、
利用者は、指示入力部３００から、目的地を含む経路検索に必要な情報、コンテンツの種
類を含むコンテンツの配信要求内容、及び、各種の指示を入力する（Ｓ１０１）。各種の
指示には、編集方法に関する指示、複数のコンテンツを指示した場合に必要とされる出力
配分に関する指示等が含まれる。ここで、出力配分とは、複数種類のコンテンツの出力時
間の割合を指定するものである。例えば、ニュースとスポーツの配信を要求した場合、出
力時間全体に対して、ニュースの出力時間を６割、スポーツの出力時間を４割とする等、
利用者の好み等に合わせて任意に指定することができる。
【００３４】
　指示入力部３００は、目的地を含む経路検索に必要な情報が入力されると、現在位置取
得部３１０に車両の現在位置の取得要求を与え、これを取得する（Ｓ１０２）。
【００３５】
　指示入力部３００は、目的地を含む経路検索に必要な情報と、コンテンツの種類を含む
コンテンツの配信要求とが入力されると、少なくとも、コンテンツ提供時間推定部３５０
に経路検索結果を取得する取得要求を与え、コンテンツ提供時間変化検出部３９０に目的
地名を与える。コンテンツ提供時間変化検出部３９０は、目的地名を受け取って、該目的
地名を記憶領域（図示せず）に格納する。
【００３６】
　指示入力部３００は、現在位置、目的地を含む経路検索に必要な情報と、コンテンツの
種類を含むコンテンツの配信要求内容とを送受信部３２０に与える。送受信部３２０は、
これらの情報等を、データを変調して、サーバ１０に送信する（Ｓ１０３）。
【００３７】
　サーバ１０の送受信部１００は、インターネット２０を介して、現在位置、目的地を含
む経路検索に必要な情報と、コンテンツの種類を含むコンテンツの配信要求内容を受信す
る（Ｓ１０４）。経路検索部１１０は、車載装置３０から受信した経路検索に必要な情報
と、予想を含む混雑情報とに基づいて、経路検索を行う（Ｓ１０５）。
【００３８】
　図６は、経路検索結果の例を示す図である。経路検索結果は、通過点の位置情報１１２
、通過点間の所要時間１１３、通過点間の属性情報１１４及び各通過点を特定する管理番
号１１１を含む。
【００３９】
　ここで、属性情報１１４は、各通過点の間の区間（部分区間）ごとに付されているもの
で、右左折が生じる区間であったり、過去に事故が多発している区間であったり、山道の
ように運転者に負担がかかる区間である等、運転の際の注意を喚起する情報が含まれる。
【００４０】
　コンテンツ検索部１２０は、車載装置３０から受信した、コンテンツの種類を含むコン
テンツの配信要求内容に適合するコンテンツを、データベース１３０から検索する（Ｓ１
０６）。また、コンテンツ検索部１２０は、データベース１３０に格納されたコンテンツ
リストから、車載装置３０から受信したコンテンツの種類を含むコンテンツの配信要求内
容に適合するコンテンツリストを作成する（Ｓ１０７）。
【００４１】
　図７は、コンテンツの種類としてニュース及びスポーツを指定した配信要求を受信した
場合のコンテンツリストの例を示す図である。ここで、作成されるコンテンツリストは、
コンテンツの種類１３６並びにコンテンツの種類ごとの出力に要する時間１３７及び更新
日時１３８を含む。
【００４２】
　経路検索部１１０は、作成された経路検索結果を、送受信部１００に与える。コンテン
ツ検索部１２０は、検索されたコンテンツ及び作成されたコンテンツリストを、送受信部
１００に与える。送受信部１００は、インターネット２０を介して、少なくとも、経路検
索結果、コンテンツリスト及びコンテンツを、車載装置３０へ送信する（Ｓ１０８）。
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【００４３】
　車載装置３０の送受信部３２０は、経路検索結果、コンテンツリスト及びコンテンツを
サーバ１０から受信して、ベースバンド信号に変換する。そして、経路検索結果を経路検
索格納部３３０に、コンテンツリスト及びコンテンツをコンテンツ格納部３４０にそれぞ
れ格納する（Ｓ１０９）。
【００４４】
　なお、本実施例においては、サーバ１０が経路検索部１１０を備えることとしたが、車
載装置３０が経路検索部１１０を備えてもよい。この場合、車載装置３０は経路検索に必
要な情報をサーバ１０に送信せず、車載装置３０内の経路検索部１１０で経路検索を行い
、その結果を経路検索格納部３３０に格納する。
【００４５】
　コンテンツ提供時間推定部３５０は、指示入力部３００又はコンテンツ提供時間変化検
出部３９０から経路検索結果の取得要求を受けて、経路検索格納部３３０に経路検索結果
の取得要求を与え、これを取得する（Ｓ１１０）。そして、コンテンツ提供時間推定部３
５０は、現在位置取得部３１０に現在位置の取得要求を与え、これを取得すると（Ｓ１１
１）、その現在位置に基づいて、経路検索結果を現在位置以遠の経路検索結果に更新する
（Ｓ１１２）。
【００４６】
　図８は、図６に示す経路検索結果を現在以遠のものに更新した例を示す図である。この
例では、現在位置が、緯度ＬＡ１１、経度ＬＯ１１であったため、既に通過した１から１
０までの区間が番号３５１から削除されている。
【００４７】
　コンテンツ提供時間推定部３５０は、現在位置以遠の経路検索結果の部分区間に付され
た属性情報３５４をもとに、該部分区間でのコンテンツ提供可否を判定する（Ｓ１１３）
。例えば、右左折を生じる区間、事故が多発している区間、細街路で飛出し等を注意する
必要がある区間、山道等で運転の負担が大きい区間、カーブが連続する区間、工事区間、
バス停付近の区間、スクールゾーン等を、コンテンツの提供を行わない区間（コンテンツ
提供不可区間）と判定する。これらの区間でコンテンツを提供しないことによって、運転
者の注意力を運転に集中させ、運転の安全性を確保することができる。
【００４８】
　図９は、コンテンツ提供不可区間の判定の例を示す図である。この例では、図８に示す
経路検索結果から、事故多発区間と運転負担区間について、コンテンツ提供可否３５６を
「不可」と判定している。このため、これらの区間がコンテンツ提供不可区間となる。
【００４９】
　また、コンテンツ提供不可区間が連続して、コンテンツを提供できない時間が長時間に
及び、提供されるコンテンツが長い中断時間の前後に分断されると、例えば、互いに関係
の深い２つのニュースが長い中断時間をはさんで提供され、利用者による内容把握に支障
をきたすおそれがある。このため、許容される中断時間の上限値を設定して、コンテンツ
を提供できない時間がその上限値を超える場合に、その前又は後のみにコンテンツを提供
することによってコンテンツ提供の長時間の中断を回避してもよい。利用者は、このよう
に中断を回避するか否かを選択することができる（Ｓ１１４）。
【００５０】
　また、この上限値は、コンテンツ提供不可区間による中断が同種のコンテンツの提供区
間の間にある場合と、異種のコンテンツの提供区間の間にある場合とで異なってもよい。
一般に、同種のコンテンツの提供中に中断が入る場合と比較して、異種のコンテンツの提
供の間に中断が入る場合は、中断時間が長くなっても利用者による内容把握に支障をきた
すことが少ないと考えられるためである。例えば、提供されるコンテンツがニュースとス
ポーツである場合、ニュースの提供が終了してからスポーツの提供が開始するまでの間の
中断時間の上限値を、ニュース又はスポーツを提供中の中断時間の上限値より長くしても
よい。
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【００５１】
　中断を回避する場合、コンテンツ提供時間推定部３５０は、コンテンツ提供不可区間の
所要時間３５３に基づいて、コンテンツ提供候補区間を推定する。具体的には、連続する
コンテンツ提供不可区間の所要時間３５３を加算した所要時間を、予め設定した上限値と
比較して、所要時間が上限値を上回る場合には、その提供不可区間以前もしくは提供不可
区間以後のいずれかをコンテンツ提供候補区間として推定する。
【００５２】
　例えば、図９において、番号３５１が１０１から１５０までのコンテンツ提供不可区間
の所要時間が上限値を上回り、かつ、その前後の提供可能区間の所要時間（提供可能時間
）を比較すると、番号３５１が１０１より前の提供可能時間が大きいと判定された場合は
、番号３５１が１０１より前の区間をコンテンツ提供候補区間として推定する（Ｓ１１５
）。その結果、コンテンツ提供の長時間の中断が回避され、利用者によるコンテンツの内
容把握を容易にすることができる。
【００５３】
　まだコンテンツの編集が行われていない場合（Ｓ１１６）、コンテンツ提供時間推定部
３５０は、出力管理部３７０から、コンテンツ格納部３４０に対するコンテンツリストの
取得要求を受ける。コンテンツ提供時間推定部３５０は、コンテンツの出力配分を算出す
ると共に、コンテンツ格納部３４０にコンテンツリストの取得要求を与え、これを取得す
る（Ｓ１１８）。
【００５４】
　コンテンツ提供時間推定部３５０は、コンテンツリスト、コンテンツの出力配分及びコ
ンテンツ提供可否に関する情報又はコンテンツ提供候補区間に関する情報に基づいて、出
力を開始するまでに要する時間を推計してコンテンツ提供時間を推定する（Ｓ１１９）。
【００５５】
　一方、既にコンテンツの編集が行われており、後述する再編集を行おうとする場合は（
Ｓ１１６）、再編集したコンテンツを出力開始するまでの時間に出力される再編集前のコ
ンテンツの出力進捗を調べる必要がある。このため、コンテンツ提供時間推定部３５０は
、出力管理部３７０に、上記のように推計した出力を開始するまでに要する時間が経過し
た時点での出力進捗を取得する要求を与え、その時間（一定時間）が経過した時点でのコ
ンテンツの出力進捗割合を取得する（Ｓ１１７）。これと共に、コンテンツ格納部３４０
に対する一定時間経過時点での出力進捗に応じたコンテンツリストを取得する取得要求を
受ける。コンテンツ提供時間推定部３５０は、取得した出力進捗割合に応じて、コンテン
ツの出力配分を算出するとともに、コンテンツ格納部３４０に、一定時間経過時点の出力
進捗に応じたコンテンツリスト取得要求を与え、これを取得する（Ｓ１１８）。例えば、
当初の出力配分が、ニュース６割、スポーツ４割であり、一定時間経過時点の出力進捗が
、ニュース６割のうち３分の１を出力済みであったとすると、以降の出力配分はニュース
５割、スポーツ５割となる。
【００５６】
　コンテンツ提供時間推定部３５０は、一定時間経過時点の出力進捗に応じたコンテンツ
リスト、コンテンツの出力配分及びコンテンツ提供可否に関する情報又はコンテンツ提供
候補区間に関する情報に基づいて、出力を開始するまでに要する時間を推計してコンテン
ツ提供時間を推定する（Ｓ１１９）。
【００５７】
　図９において、例えば、出力を開始するまでに、管理番号３５１が１１から２０までの
時間を要する場合は、管理番号３５１が２０以前の時間をコンテンツ提供時間から除く。
【００５８】
　コンテンツ提供時間推定部３５０は、コンテンツリスト、コンテンツの出力配分及びコ
ンテンツ提供時間に関する情報に基づいて、経路の部分区間に付された属性情報に応じた
編集リストを作成する（Ｓ１２０）。
【００５９】
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　図１０は、作成された編集リストの例を示す図である。編集リストは、編集を行う区間
を管理する管理番号３５１、編集を行う区間の位置情報３５２、編集を行う区間の所要時
間３５３、編集対象のコンテンツの種類３５７及びコンテンツの種類ごとの出力配分３５
８を含む。
【００６０】
　作成された編集リストは、編集部３６０に入力される。
【００６１】
　編集部３６０は、編集リストが入力されると、編集リストに示されたコンテンツの種類
に従って、コンテンツ格納部３４０に、コンテンツリスト取得要求及びコンテンツ取得要
求を与え、これらを取得する（Ｓ１２１）。取得したコンテンツを、取得したコンテンツ
リスト及び編集リストに従って編集し、経路の部分区間に付された属性情報に応じた編集
済みコンテンツ及び編集済みコンテンツリストを作成する（Ｓ１２２）。
【００６２】
　編集方法は、例えば、特開２００２－２６９１４１号公報に開示されている方法を用い
ることができる。ただし、画面出力の際の文字スクロール速度又は音声出力の際の再生速
度等を変更してコンテンツ提供時間を増減する編集をしてもよい。
【００６３】
　コンテンツ格納部３４０から取得したコンテンツは、編集後の出力時間について、所定
の上限値及び下限値を有し、編集後の出力時間がその範囲内となるように編集する。
【００６４】
　例えば、該当するコンテンツがニュースである場合、そのニュースの内容を理解するた
めに必要な最小限の情報を含む要約を下限値とし、詳細な情報を全て含む内容を上限値と
し、出力時間がその上限値と下限値の間から逸脱しないように編集する。このため、コン
テンツの内容を理解できる範囲で編集することができる。
【００６５】
　編集部３６０は、作成した編集済みコンテンツリストを、出力管理部３７０に与える。
【００６６】
　図１１は、編集済みコンテンツリストの例を示す図である。編集済みコンテンツリスト
は、出力を行う区間を管理する管理番号３６１、出力を行う区間の位置情報３６２、出力
を行うコンテンツの種類３６３、出力内容３６４、その他出力を行うにあたっての設定（
再生速度等）３６５を含む。ここで、出力内容３６４の各項目の内容が、編集済みコンテ
ンツである。
【００６７】
　出力管理部３７０は、編集部３６０によって作成された編集済みコンテンツリストを受
けて、記憶領域（図示せず）に格納する。出力管理部３７０は、車載装置３０に内蔵され
たタイマー装置（図示せず）が所定間隔で発生するイベントを受けて、所定間隔で現在位
置取得部３１０から車両の現在位置を取得し（Ｓ１２３）、その位置に応じた編集済みコ
ンテンツを出力部３８０に与える。
【００６８】
　出力部３８０は、出力管理部３７０から与えられた現在位置に応じた編集済みコンテン
ツを出力する（Ｓ１２４）。
【００６９】
　コンテンツ提供時間変化検出部３９０は、編集済みコンテンツの出力がすべて終了して
いない場合（Ｓ１２５）、車載装置３０に内蔵されたタイマー装置（図示せず）から、所
定間隔で発生されるイベントを受けて、現在位置取得部３１０に車両の現在位置の取得要
求を与え、これを取得する（Ｓ１２６）。そして、取得した現在位置及び指示入力部３０
０から与えられた目的地を含む経路検索に必要な情報を、送信部３２０に与え、経路検索
格納部３３０に経路検索結果の取得要求を与え、これを取得する（Ｓ１２７）。
【００７０】
　コンテンツ提供時間変化検出部３９０は、取得した最新の経路検索結果と記憶領域に格
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納された経路検索結果とを比較し、各区間の所要時間が所定の値以上に変化したことを検
出すると（Ｓ１２８）、最新の経路検索結果を、それまで記憶領域に格納されていた経路
検索結果に代わって、経路検索結果を格納する記憶領域に格納すると共に、コンテンツ提
供時間推定部３５０に、経路検索結果を取得する取得要求を与え（Ｓ１１０）、コンテン
ツの再編集（Ｓ１１１～Ｓ１２２）を開始する。
【００７１】
　ここで、編集部３６０等は、現在位置から目的地又は中継地に到達するまでの所要時間
と、これから出力するコンテンツの出力時間とが概ね一致するようにコンテンツを再編集
する。また、現在位置から目的地又は中継地までの区間に、コンテンツ提供不可区間があ
る場合は、現在位置から目的地又は中継地に到達するまでの所要時間からコンテンツ提供
不可区間の所要時間を除いた時間と、これから出力するコンテンツの出力時間とが概ね一
致するようにコンテンツを再編集する。
【００７２】
　一方、各区間の所要時間が所定の値以上に変化しなかった場合は（Ｓ１２８）、そのま
ま編集済みコンテンツの出力を続行する（Ｓ１２４）。
【００７３】
　なお、コンテンツ提供時間変化検出部３９０は、最新の道路状況等の情報に基づいて所
要時間を算出し、その結果から所要時間の変化を検出してもよい。例えば、送受信部３２
０は、車外から提供される道路混雑情報を受信する機能を備え、受信した内容をコンテン
ツ提供時間変化検出部３９０に与える。コンテンツ提供時間変化検出部３９０は、その内
容に基づいて所要時間を算出し、その結果を記憶領域に格納された経路検索結果と比較し
、所定の値以上の変化を検出すると、コンテンツの再編集を開始する（Ｓ１２８）。ここ
で、車外から提供される道路混雑情報は、例えば、サーバ１０から提供されるものであっ
てもよいし、ＦＭ若しくはビーコンから受信したＶＩＣＳ情報又はＡＴＩＳによって提供
される情報等であってもよい。
【００７４】
　また、コンテンツ提供時間変化検出部３９０は、速度検出部（図示せず）から与えられ
る車両の速度情報に基づいて所要時間を算出し、その結果から所要時間の変化を検出して
もよい。例えば、速度検出部が検出した車両の移動速度から、平均時速を求め、この平均
時速から所要時間を算出する。その結果を記憶領域に格納された経路検索結果と比較し、
所定の値以上の変化を検出すると、コンテンツの再編集を開始する（Ｓ１２８）。
【００７５】
　このように、所要時間の変化を検出して再編集を行うことによって、道路状況の変化に
対応したコンテンツ提供を実現することができる。例えば、道路混雑によって目的地への
到着時間が遅れる場合、所定の上限値を超えない範囲で、提供するコンテンツの量を増や
す再編集を行うことによって、目的地に到着するまでコンテンツを提供し続けることがで
きる。また、道路混雑が解消して到着時間が早まる場合は、所定の下限値を下回らない範
囲で、提供するコンテンツの量を削減する再編集を行うことによって、目的地に到着する
までに全てのコンテンツの提供を終えることができる。
【００７６】
　編集済みコンテンツの出力がすべて終了すると、コンテンツ提供の処理は終了する（Ｓ
１２９）。
【実施例２】
【００７７】
　本発明第２の実施例を図面を参照して説明する。第２の実施例は、車載装置３０でコン
テンツの編集をせず、サーバ１０でコンテンツの編集をする点で、前述した第１の実施例
と異なる。なお、第２の実施例において、前述した第１の実施例と同じ構成はその詳細な
説明を省略する。
【００７８】
　本実施例の車載コンテンツ提供システムは、第１の実施例（図１）と同様に、サーバ１
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０と、インターネット２０と、車載装置３０とから成る。
【００７９】
　サーバ１０は、車載装置３０から、経路検索に必要な情報及びコンテンツの配信要求を
受信して、編集済みコンテンツリストを車載装置３０に送信する。
【００８０】
　車載装置３０は、経路検索に必要な情報及びコンテンツの配信要求をサーバ１０に送信
し、サーバ１０から受信した編集済みコンテンツを車両位置に応じて出力する。
【００８１】
　サーバ１０と車載装置３０との間の通信は、インターネット２０を介して行われる。
【００８２】
　図１２は、本実施例のサーバ１０の構成を示すブロック図である。サーバ１０は、送受
信部１００Ａと、経路検索部１１０Ａと、コンテンツ検索部１２０Ａと、データベース１
３０Ａと、コンテンツ提供時間推定部１４０Ａと、編集部１５０Ａとから成る。
【００８３】
　送受信部１００Ａは、車載装置３０からの信号を受信して、ベースバンド信号に変換し
、サーバ１０からのデータを変調して、車載装置３０に送信する。
【００８４】
　経路検索部１１０Ａは、現在位置、目的地、混雑情報等に基づいて経路検索を行う。
【００８５】
　コンテンツ検索部１２０Ａは、コンテンツの配信要求の内容に適合するコンテンツをデ
ータベース１３０Ａから検索し、コンテンツの配信要求の内容に適合するコンテンツリス
トを作成する。
【００８６】
　データベース１３０Ａは、各種のコンテンツ及びコンテンツリストを格納する。格納さ
れているコンテンツリストは、第１の実施例と同様である（図３）。
【００８７】
　コンテンツ提供時間推定部１４０Ａは、経路検索結果等に基づいて、コンテンツ提供時
間を推定する。また、コンテンツ提供時間、コンテンツリスト、出力進捗等に基づいて、
編集リストを作成する。
【００８８】
　編集部１５０Ａは、編集リスト及びコンテンツリストに基づいて、コンテンツを編集し
、編集済みコンテンツリストを作成する。
【００８９】
　図１３は、本実施例の車載装置３０の構成を示すブロック図である。車載装置３０は、
指示入力部３００Ａと、現在位置取得部３１０Ａと、送受信部３２０Ａと、出力管理部３
３０Ａと、出力部３４０Ａとから成る。
【００９０】
　指示入力部３００Ａは、目的地を含む経路検索に必要な情報、コンテンツの種類を含む
コンテンツの配信要求内容、及び、各種の指示を、利用者から入力されると、現在位置取
得部３１０Ａから現在位置を取得し、これらを送受信部３２０Ａに与える。
【００９１】
　現在位置取得部３１０Ａは、現在位置の取得要求を受けると、車両の現在位置の情報を
提供する。
【００９２】
　送受信部３２０Ａは、サーバ１０からの信号を受信して、ベースバンド信号に変換し、
車載装置３０からのデータを変調して、サーバ１０に送信する。
【００９３】
　出力管理部３３０Ａは、車両の現在位置に応じた編集済みコンテンツを出力部３４０Ａ
に与える。
【００９４】
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　出力部３４０Ａは、出力管理部３３０Ａから与えられた編集済みコンテンツを出力する
。
【００９５】
　図１４は、本実施例の車載コンテンツ提供システムの処理過程を示すフローチャートで
ある。
【００９６】
　車載装置３０の指示入力部３００Ａが指示を受け付ける動作を開始すると（Ｓ２００）
、利用者は、指示入力部３００Ａから、目的地を含む経路検索に必要な情報、コンテンツ
の種類を含むコンテンツの配信要求内容、及び、各種の指示を入力する（Ｓ２０１）。各
種の指示には、編集方法に関する指示、複数のコンテンツを指示した場合に必要とされる
出力配分に関する指示等が含まれる。
【００９７】
　指示入力部３００Ａは、目的地を含む経路検索に必要な情報を入力されると、現在位置
取得部３１０Ａに車両の現在位置の取得要求を与え、これを取得する（Ｓ２０２）。
【００９８】
　指示入力部３００Ａは、現在位置、目的地を含む経路検索に必要な情報及びコンテンツ
の種類を含むコンテンツの配信要求内容を送受信部３２０Ａに与える。送受信部３２０Ａ
は、現在位置、目的地を含む経路検索に必要な情報及びコンテンツの種類を含むコンテン
ツの配信要求内容を、データを変調して、サーバ１０に送信する（Ｓ２０３）。
【００９９】
　サーバ１０の送受信部１００Ａは、インターネット２０を介して、現在位置、目的地を
含む経路検索に必要な情報と、コンテンツの種類を含むコンテンツの配信要求内容を受信
する（Ｓ２０４）。経路検索部１１０Ａは、車載装置３０から受信した経路検索に必要な
情報と、予想を含む混雑情報に基づいて、経路検索を行う（Ｓ２０５）。経路検索結果は
、第１の実施例と同様である（図６）。
【０１００】
　コンテンツ検索部１２０Ａは、車載装置３０から受信した、コンテンツの種類を含むコ
ンテンツの配信要求内容に適合するコンテンツを、データベース１３０Ａから検索する（
Ｓ２０６）。また、コンテンツ検索部１２０Ａは、データベース１３０Ａに格納されたコ
ンテンツリストから、車載装置３０から受信したコンテンツの種類を含むコンテンツの配
信要求内容に適合するコンテンツリストを作成する（Ｓ２０７）。作成されるコンテンツ
リストは、第１の実施例と同様である（図７）。
【０１０１】
　経路検索部１１０Ａは、作成された経路検索結果を、コンテンツ提供時間推定部１４０
Ａに与える。また、コンテンツ検索部１２０Ａは、検索されたコンテンツ及び作成された
コンテンツリストを、コンテンツ提供時間推定部１４０Ａに与える（Ｓ２０８）。
【０１０２】
　コンテンツ提供時間推定部１４０Ａは、計時部（図示せず）によって算出された、経路
検索に必要な情報等の受信に要した時間を含む経路検索に要した時間に基づいて、経路検
索部１１０Ａから与えられた経路検索結果を、経路検索に要した時間が経過した後の経路
検索結果に更新する（Ｓ２０９）。更新された経路検索結果は、第１の実施例と同様であ
る（図８）。
【０１０３】
　コンテンツ提供時間推定部１４０Ａは、該経路の部分区間に付された属性情報に基づい
て、該部分区間でのコンテンツ提供可否を判定する（Ｓ２１０）。この判定は、第１の実
施例と同様に行う（図９）。
【０１０４】
　また、コンテンツ提供時間推定部１４０Ａは、第１の実施例と同様に、コンテンツ提供
の長時間の中断を回避するために、コンテンツ提供候補区間を推定してもよい（Ｓ２１１
、Ｓ２１２）。
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【０１０５】
　コンテンツ提供時間推定部１４０Ａは、コンテンツリスト、コンテンツの出力配分及び
コンテンツ提供可否に関する情報又はコンテンツ提供候補区間に関する情報に基づいて、
出力を開始するまでに要する時間を推計し、コンテンツ提供時間を推定する（Ｓ２１３）
。ここで、コンテンツの出力配分は、予め設定されたものであってもよいし、車載装置３
０の指示入力部３００Ａを通じて入力されたものであってもよい。
【０１０６】
　コンテンツ提供時間推定部１４０Ａは、コンテンツリスト、コンテンツの出力配分及び
コンテンツ提供時間に関する情報に基づいて、経路の部分区間に付された属性情報に応じ
た編集リストを作成する（Ｓ２１４）。編集リストの内容は、第１の実施例と同様である
（図１０）。
【０１０７】
　作成された編集リストは、編集部１５０Ａに入力される。
【０１０８】
　編集部１５０Ａは、編集リストを入力されると、コンテンツリスト及び編集リストに従
ってコンテンツを編集し、経路の部分区間に付された属性情報に応じた編集済みコンテン
ツリストを作成する（Ｓ２１５）。編集方法は、第１の実施例と同様である。作成される
編集済みコンテンツも第１の実施例と同様である（図１１）。
【０１０９】
　編集部１５０Ａは、作成した編集済みコンテンツリストを、送受信部１００Ａに与える
。そして、送受信部１００Ａは、インターネット２０を介して、編集済みコンテンツリス
トを車載装置３０へ送信する（Ｓ２１６）。
【０１１０】
　車載装置３０の送受信部３２０Ａは、編集済みコンテンツリストをサーバ１０から受信
して、ベースバンド信号に変換する（Ｓ２１７）。出力管理部３３０Ａは、受信した編集
済みコンテンツリストを、記憶領域（図示せず）に格納する。出力管理部３３０Ａは、車
載装置３０に内蔵されたタイマー装置（図示せず）が所定間隔で発生するイベントを受け
て、所定間隔で現在位置取得部３１０Ａから車両の現在位置を取得し（Ｓ２１８）、その
位置に応じた編集済みコンテンツを出力部３４０Ａに与える。
【０１１１】
　出力部３４０Ａは、出力管理部３３０Ａから与えられた現在位置に応じた編集済みコン
テンツを出力する（Ｓ２１９）。
【０１１２】
　編集済みコンテンツリストの出力がすべて終了していない場合（Ｓ２２０）は出力を続
行し（Ｓ２１８，Ｓ２１９）、編集済みコンテンツリストの出力がすべて終了すると（Ｓ
２２０）、コンテンツ提供の処理は終了する（Ｓ２２１）。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
　本発明は、例えば、カーナビゲーションシステムを利用した情報提供サービスに適用す
ることができ、特に、運転の安全性確保に配慮しつつ、目的地への到着時間の変動に適応
したサービスを提供する際に有効である。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】本発明の第１の実施例の車載コンテンツ提供システムの構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明の第１の実施例のサーバの構成を示すブロック図である。
【図３】コンテンツリストの例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施例の車載装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施例の車載コンテンツ提供システムの処理過程を示すフローチ
ャートである。
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【図６】経路検索結果の例を示す図である。
【図７】コンテンツの種類としてニュース及びスポーツを指定した配信要求を受信した場
合のコンテンツリストの例を示す図である。
【図８】経路検索結果を現在以遠のものに更新した例を示す図である。
【図９】コンテンツ提供不可区間の判定の例を示す図である。
【図１０】編集リストの例を示す図である。
【図１１】編集済みコンテンツリストの例を示す図である。
【図１２】本発明の第２の実施例のサーバの構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明の第２の実施例の車載装置の構成を示すブロック図である。
【図１４】本発明の第２の実施例の車載コンテンツ提供システムの処理過程を示すフロー
チャートである。
【符号の説明】
【０１１５】
１０　サーバ
２０　インターネット
３０　車載装置
１００、１００Ａ　送受信部
１１０、１１０Ａ　経路検索部
１２０、１２０Ａ　コンテンツ検索部
１３０、１３０Ａ　データベース
１４０Ａ　コンテンツ提供時間推定部
１５０Ａ　編集部
３００、３００Ａ　指示入力部
３１０、３１０Ａ　現在位置取得部
３２０、３２０Ａ　送受信部
３３０　経路検索格納部
３４０　コンテンツ格納部
３５０　コンテンツ提供時間推定部
３６０　編集部
３７０、３７０Ａ　出力管理部
３８０、３８０Ａ　出力部
３９０　コンテンツ提供時間変化検出部
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