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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報にアクセ
スする手段と、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を介し
て自装置の位置を検出する手段と、を備える移動体端末を介して行う、経路決定支援情報
の提供方法であって、
　前記移動体端末が、前記地図情報に基いて、
　予め設定された経路の距離を算出するステップと、
　前記経路上に存在する前記地図上の要素に係る補正情報を抽出するステップと、
　前記経路の距離と、前記補正情報と、予め定める移動速度と、に基いて、前記経路の通
行所要時間を算出して、出力するステップと、を含み、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記補正情報から抽出した坂道区間に係
る速度補正情報を適用して、前記経路上に存在する坂道区間に係る通行所要時間を補正す
ること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項２】
　地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報と、ユー
ザの属性に応じて複数用意した移動速度情報にアクセスする手段と、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａ
ｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を介して自装置の位置を検出する手段と、
を備える移動体端末を介して行う、経路決定支援情報の提供方法であって、
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　前記移動体端末が、前記地図情報に基いて、
　自装置の位置から、目的地までの、予め設定された経路の距離を算出するステップと、
　前記経路上に存在する地図上の要素に係る補正情報を抽出するステップと、
　予め入力されたユーザの属性情報に応じた移動速度を求め、前記経路の距離と、前記補
正情報と、前記移動速度と、に基いて、前記経路の通行所要時間を算出して、出力するス
テップと、を含み、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記補正情報から抽出した坂道区間に係
る速度補正情報を適用して、前記経路上に存在する坂道区間に係る通行所要時間を補正す
ること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の経路決定支援情報の提供方法において、更に、
　前記移動体端末が、予め定める時間間隔における自装置の移動距離に基いて、自装置の
移動速度を算出するステップを含むこと、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記移動体端末が、ユーザから出発予定時刻の入力を受け付けるステップを含み、
　前記出発予定時刻を起算時刻として、前記経路の通行所要時間の算出を行うこと、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記補正情報から抽出した経路上に存在
する交通管制手段の作動スケジュール情報と、前記交通管制手段の所在地への到達予測時
刻と、に基いて待ち時間を算出し、前記待ち時間に応じて、前記交通管制手段の所在地ま
での通行所要時間を補正すること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記補正情報から抽出した階段、エスカ
レータ又は動く歩道の有無についての速度補正情報を適用して、前記経路上に存在する階
段、エスカレータ又は動く歩道の有無による補正を行なうこと、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、更に、
　前記移動体端末が、ユーザ固有の補正情報の入力を受け付けて、記憶保持するステップ
を、含むこと、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、更に、
　前記移動体端末が、自装置の位置から前記目的地までの他の経路候補を設定して、それ
ぞれ識別可能に表示するステップを含み、
　前記各経路候補毎に、通行所要時間を求めて、出力すること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記移動体端末が、最初の通行所要時間の出力後、自装置の位置を監視し、
　自装置の現在位置から前記目的地までの通行所要時間の算出と、出力とを、予め定めら
れた間隔で、繰り返すこと、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
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【請求項１０】
　請求項１乃至９いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　最初の通行所要時間の出力後、予め定められた条件が満たされた場合に、
　前記移動体端末が、
　自装置の現在位置から前記目的地までの経路候補を設定して、前記経路候補が示された
経路情報を表示し、更に、前記経路候補の通行所要時間を算出して、出力すること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記移動体端末は、前記通行所要時間に代えて、前記目的地への到着予定時間を算出し
、出力すること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記移動体端末が、
　前記ユーザから、前記目的地への到着希望時刻の入力を受け付けるステップを含み、
　前記移動体端末は、前記通行所要時間に代えて、
　前記到着希望時刻から逆算して算出した、出発地を出発すべき時刻を出力すること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項１３】
　地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報を記憶保
持する手段を備えるナビゲーション・サーバによる、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔ
ｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を介して位置を検出する手段を備える移動体端末に対する
経路決定支援情報の提供方法であって、
　前記ナビゲーション・サーバが、前記地図情報に基いて、
　前記移動体端末に対して設定した経路の距離を算出するステップと、
　前記経路上に存在する地図上の要素に係る補正情報を抽出するステップと、
　前記経路の距離と、前記補正情報と、予め定める移動速度と、に基いて、前記経路の通
行所要時間を算出して、前記移動体端末に対して送信するステップと、を含み、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記補正情報から抽出した坂道区間に係
る速度補正情報を適用して、前記経路上に存在する坂道区間に係る通行所要時間を補正す
ること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項１４】
　地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報と、ユー
ザの属性に応じて複数用意した移動速度情報と、を記憶保持する手段を備えるナビゲーシ
ョン・サーバによる、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）
を介して位置を検出する手段を備える移動体端末に対する経路決定支援情報の提供方法で
あって、
　前記ナビゲーション・サーバが、前記地図情報に基いて、
　前記移動体端末に対して設定した経路の距離を算出するステップと、
　前記経路上に存在する地図上の要素に係る補正情報を抽出するステップと、
　予め入力されたユーザの属性情報に応じた移動速度を求め、前記経路の距離と、前記補
正情報と、前記移動速度と、に基いて、前記経路の通行所要時間を算出して、前記移動体
端末に対して送信するステップと、を含み、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記補正情報から抽出した坂道区間に係
る速度補正情報を適用して、前記経路上に存在する坂道区間に係る通行所要時間を補正す
ること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項１５】
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　請求項１３に記載の経路決定支援情報の提供方法において、更に、
　前記ナビゲーション・サーバが、予め定める時間間隔で、前記移動体端末に対して、位
置情報の送信要求を行って、受信し、前記移動体端末の移動速度を算出するステップを含
むこと、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項１６】
　請求項１３乃至１５いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記ナビゲーション・サーバが、前記移動体端末から出発予定時刻の入力を受け付ける
ステップを含み、
　前記出発予定時刻を起算時刻として、前記経路の通行所要時間の算出を行うこと、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項１７】
　請求項１３乃至１６いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記補正情報から抽出した経路上に存在
する交通管制手段の作動スケジュール情報と、前記交通管制手段の所在地への到達予測時
刻と、に基いて待ち時間を算出し、前記待ち時間に応じて、前記交通管制手段の所在地ま
での通行所要時間を補正すること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項１８】
　請求項１３乃至１７いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記補正情報から抽出した階段、エスカ
レータ又は動く歩道の有無についての速度補正情報を適用して、前記経路上に存在する階
段、エスカレータ又は動く歩道の有無による補正を行なうこと、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項１９】
　請求項１３乃至１８いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、更に、
　前記ナビゲーション・サーバが、前記移動体端末から、ユーザ固有の補正情報の入力を
受け付けて、記憶保持するステップを、含むこと、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項２０】
　請求項１３乃至１９いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、更に、
　前記ナビゲーション・サーバが、前記移動体端末の位置から前記目的地までの他の経路
候補を設定して、前記移動体端末に対して、前記各経路候補が示された経路情報を送信す
るステップを含み、
　前記各経路候補毎に、通行所要時間を求めて、前記移動体端末に対して送信すること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項２１】
　請求項１３乃至２０いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記ナビゲーション・サーバが、最初の通行所要時間の送信後、前記移動体端末の位置
を監視し、
　前記移動体端末の現在位置から前記目的地までの通行所要時間の算出と、前記移動体端
末に対する送信とを、予め定められた間隔で、繰り返すこと、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項２２】
　請求項１３乃至２１いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　最初の通行所要時間の出力後、予め定められた条件が満たされた場合に、
　前記ナビゲーション・サーバが、
　前記移動体端末の現在位置から前記目的地までの経路候補を設定して、前記移動体端末
に対して、前記経路候補が示された経路情報を送信し、更に、前記経路候補の通行所要時
間を算出して、前記移動体端末に対して送信すること、
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　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項２３】
　請求項１３乃至２２いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、
　前記ナビゲーション・サーバは、前記通行所要時間に代えて、前記目的地への到着予定
時間を算出し、前記移動体端末に対して送信すること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項２４】
　請求項１３乃至２３いずれか一に記載の経路決定支援情報の提供方法において、更に、
　前記ナビゲーション・サーバが、
　前記移動体端末から、前記目的地への到着希望時刻の入力を受け付けるステップを含み
、
　前記通行所要時間に代えて、
　前記到着希望時刻から逆算して算出した、出発地を出発すべき時刻を前記移動体端末に
対して送信すること、
　を特徴とする経路決定支援情報の提供方法。
【請求項２５】
　ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を介して自装置の位
置を検出する手段を備えて、ユーザに対して経路誘導情報並びに経路支援情報を提供する
移動体端末であって、
　地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報を記憶保
持する手段と、
　前記地図情報に基いて、予め設定された経路の距離を算出する手段と、
　前記地図情報に基いて、前記経路上に存在する地図上の要素に係る補正情報を抽出する
手段と、
　前記経路の距離と、前記補正情報と、予め定める移動速度と、に基いて、前記経路の通
行所要時間を算出して、出力する手段と、を備え、
　前記補正情報は、前記地図上の、坂道区間についてそれぞれ定められた速度補正情報を
含み、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記速度補正情報を適用して、前記経路
上に存在する前記坂道区間に係る通行所要時間を補正すること、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の移動体端末において、更に、
　ユーザの属性に応じて複数用意した移動速度情報を記憶保持する手段と、
　予め入力されたユーザの属性情報に応じて、移動速度を決定する手段と、を備えること
、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の移動体端末において、更に、
　予め定める時間間隔における自装置の移動距離に基いて、自装置の移動速度を算出する
手段を備えること、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項２８】
　請求項２５乃至２７いずれか一に記載の移動体端末において、更に、
　ユーザから出発予定時刻の入力を受け付ける手段を備え、
　前記出発予定時刻を起算時刻として、前記経路の通行所要時間の算出を行うこと、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項２９】
　請求項２５乃至２８いずれか一に記載の移動体端末において、
　前記補正情報は、前記地図上の、少なくとも交通信号機を含む交通管制手段の作動スケ
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ジュール情報を含み、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記経路上に存在する交通管制手段の作
動スケジュール情報と、前記交通管制手段の所在地への到達予測時刻と、に基いて待ち時
間を算出し、前記待ち時間に応じて、前記交通管制手段の所在地までの通行所要時間を補
正すること、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項３０】
　請求項２５乃至２９いずれか一に記載の移動体端末において、
　前記補正情報は、前記地図上の、移動速度を補正すべき区間について、階段、エスカレ
ータ又は動く歩道の有無によりそれぞれ定められた速度補正情報を含み、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記速度補正情報を適用して、前記経路
上に存在する階段、エスカレータ又は動く歩道の有無による補正を行なうこと、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項３１】
　請求項２５乃至３０いずれか一に記載の移動体端末において、更に、
　ユーザ固有の補正情報の入力を受け付けて、記憶保持する手段を備えること、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項３２】
　請求項２５乃至３１いずれか一に記載の移動体端末において、更に、
　自装置の位置から前記目的地までの他の経路候補を設定して、それぞれ識別可能に表示
する手段を、備え、
　前記各経路候補毎に、通行所要時間を算出して、出力すること、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項３３】
　請求項２５乃至３２いずれか一に記載の移動体端末において、
　最初の通行所要時間の出力後、自装置の位置を監視し、
　自装置の現在位置から前記目的地までの通行所要時間の算出と、出力とを、予め定めら
れた間隔で、繰り返すこと、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項３４】
　請求項２５乃至３３いずれか一に記載の移動体端末において、
　最初の通行所要時間の出力後、予め定められた条件が満たされた場合に、
　自装置の現在位置から前記目的地までの経路候補を設定して、前記経路候補が示された
経路情報を表示し、更に、前記経路候補の通行所要時間を算出して、出力すること、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項３５】
　請求項２５乃至３４いずれか一に記載の移動体端末において、
　前記通行所要時間に代えて、前記目的地への到着予定時間を算出し、出力すること、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項３６】
　請求項２５乃至３５いずれか一に記載の移動体端末において、
　前記ユーザから、前記目的地への到着希望時刻の入力を受け付ける手段と、
　前記到着希望時刻から出発地を出発すべき時刻を逆算する手段と、
　前記出発地を出発すべき時刻を出力する手段と、を備えること、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項３７】
　請求項２５乃至３６いずれか一に記載の移動体端末において、
　前記補正情報の少なくとも一部は、前記ユーザの属性に応じて区分けされており、
　予め入力された該ユーザの属性情報に基いて、適用する補正情報を決定する手段を備え
ること、
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　を特徴とする移動体端末。
【請求項３８】
　請求項２５乃至３７いずれか一に記載の移動体端末において、
　前記地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報を記
憶保持する手段に代えて、
　ネットワーク上に配された、地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を
行うための補正情報を記憶保持するサーバから前記地図情報並びに補正情報を受信する手
段を、備えたこと、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項３９】
　請求項２５乃至３８いずれか一に記載の移動体端末において、
　ネットワーク上に配された、地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を
行うための補正情報を記憶保持するサーバから前記地図情報並びに補正情報を受信して、
自装置側に記憶保持する手段を、備えたこと、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項４０】
　請求項３８又は３９に記載の移動体端末において、
　インターネットサービスプロバイダのアクセスポイントを介して、前記サーバから、前
記自装置の周囲の前記地図情報並びに補正情報を、受信すること、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項４１】
　請求項３８乃至４０いずれか一に記載の移動体端末と、
　地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報を記憶保
持するサーバと、
　を接続してなる経路決定支援情報の提供システム。
【請求項４２】
　ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を介して位置を検出
する手段を備える移動体端末に対して、経路誘導情報並びに経路支援情報を提供するナビ
ゲーション・サーバであって、
　地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報を記憶保
持する手段と、
　前記地図情報に基いて、予め設定する経路の距離を算出する手段と、
　前記地図情報に基いて、前記経路上に存在する地図上の要素に係る補正情報を抽出する
手段と、
　前記経路の距離と、前記補正情報と、予め定める移動速度と、に基いて、前記経路の通
行所要時間を算出して、前記移動体端末に対して送信する手段と、を備え、
　前記補正情報は、前記地図上の、坂道区間についてそれぞれ定められた速度補正情報を
含み、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記速度補正情報を適用して、前記経路
上に存在する前記坂道区間に係る通行所要時間を補正すること、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項４３】
　請求項４２に記載のナビゲーション・サーバにおいて、更に、
　ユーザの属性に応じて複数用意した移動速度情報を記憶保持する手段と、
　予め入力されたユーザの属性情報に応じて、移動速度を決定する手段と、を備えること
、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項４４】
　請求項４２に記載のナビゲーション・サーバにおいて、更に、
　予め定める時間間隔で、前記移動体端末に対して、位置情報の送信要求を行って、受信
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し、前記移動体端末の移動速度を算出する手段を備えること、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項４５】
　請求項４２乃至４４いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、更に、
　前記移動体端末から出発予定時刻の入力を受け付ける手段を備え、
　前記出発予定時刻を起算時刻として、前記経路の通行所要時間の算出を行うこと、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項４６】
　請求項４２乃至４５いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、更に、
　前記補正情報は、前記地図上の、少なくとも交通信号機を含む交通管制手段の作動スケ
ジュール情報を含み、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記経路上に存在する交通管制手段の作
動スケジュール情報と、前記交通管制手段の所在地への到達予測時刻と、に基いて待ち時
間を算出し、前記待ち時間に応じて、前記交通管制手段の所在地までの通行所要時間を補
正すること、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項４７】
　請求項４２乃至４６いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、
　前記補正情報は、前記地図上の、前記移動体端末の移動速度を補正すべき区間について
階段、エスカレータ又は動く歩道の有無によりそれぞれ定められた速度補正情報を含み、
　前記経路の通行所要時間の算出過程において、前記速度補正情報を適用して、前記経路
上に存在する階段、エスカレータ又は動く歩道の有無による補正を行なうこと、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項４８】
　請求項４２乃至４７いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、
　前記移動体端末から、ユーザ固有の補正情報の入力を受け付けて、記憶保持する手段を
備えること、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項４９】
　請求項４２乃至４８いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、更に、
　前記移動体端末の位置から前記目的地までの他の経路候補を設定して、それぞれ識別可
能に表示する手段を、備え、
　前記各経路候補毎に、通行所要時間を求めて、前記移動体端末に対して送信すること、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項５０】
　請求項４２乃至４９いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、
　最初の通行所要時間の送信後、前記移動体端末の位置を監視し、
　前記移動体端末の現在位置から前記目的地までの通行所要時間の算出と、前記移動体端
末に対する送信とを、予め定められた間隔で、繰り返すこと、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項５１】
　請求項４２乃至５０いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、
　最初の通行所要時間の出力後、予め定められた条件が満たされた場合に、
　前記移動体端末の現在位置から前記目的地までの経路候補を設定して、前記移動体端末
に対して、前記経路候補が示された経路情報を送信し、更に、前記経路候補の通行所要時
間を算出して、移動体端末に対して送信すること、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項５２】
　請求項４２乃至５１いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、
　前記通行所要時間に代えて、前記目的地への到着予定時間を算出し、前記移動体端末に
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対して送信すること、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項５３】
　請求項４２乃至５２いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、更に、
　前記移動体端末から、前記目的地への到着希望時刻の入力を受け付ける手段と、
　前記到着希望時刻から出発地を出発すべき時刻を逆算する手段と、
　前記出発地を出発すべき時刻を前記移動体端末に対して送信する手段と、を備えること
、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項５４】
　請求項４２乃至５３いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、
　前記補正情報の少なくとも一部は、前記ユーザの属性に応じて区分けされており、
　前記移動体端末から、予め入力されたユーザの属性情報に基いて、適用する補正情報を
決定する手段を備えること、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項５５】
　請求項４２乃至５４いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、
　前記地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報を記
憶保持する手段に代えて、
　ネットワーク上に配された、地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を
行うための補正情報を記憶保持するサーバから前記地図情報並びに補正情報を受信する手
段を、備えること、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項５６】
　請求項４２乃至５５いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにおいて、
　ネットワーク上に配された、地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を
行うための補正情報を記憶保持するサーバから前記地図情報並びに補正情報を受信して、
自装置側に記憶保持する手段を、備えること、
　を特徴とするナビゲーション・サーバ。
【請求項５７】
　請求項４２乃至５６いずれか一に記載のナビゲーション・サーバと、
　ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を介して自装置の位
置を検出する手段を備える移動体端末と、
　を接続してなる経路決定支援情報の提供システム。
【請求項５８】
　請求項４２乃至５６いずれか一に記載のナビゲーション・サーバにアクセスする通信手
段と、
　ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を介して自装置の位
置を検出する手段と、を備えること、
　を特徴とする移動体端末。
【請求項５９】
　地図情報並びに該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報にアク
セスする手段と、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を介
して移動体端末の位置を検出する手段と、に接続されて、ユーザに対して経路誘導情報並
びに経路支援情報を提供する移動体端末を構成するコンピュータに実行させるプログラム
であって、
　前記地図情報に基いて、
　予め設定された経路の距離を算出する処理と、
　前記経路上に存在する地図上の要素に係る補正情報を抽出する処理と、
　前記経路の距離と、予め定める前記移動体端末の移動速度と、に基いて、前記経路の通
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行所要時間を算出し、前記補正情報から抽出した坂道区間に係る速度補正情報を適用して
、前記経路上に存在する坂道区間に係る通行所要時間を補正して、出力する処理との、
　前記各処理を前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項６０】
　地図情報並びに該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報にアク
セスする手段と、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を介
して移動体端末の位置を検出する手段と、に接続されて、前記移動体端末のユーザに対し
て経路誘導情報並びに経路支援情報を提供するナビゲーション・サーバを構成するコンピ
ュータに実行させるプログラムであって、
　前記地図情報に基いて、
　予め設定された経路の距離を算出する処理と、
　前記経路上に存在する地図上の要素に係る補正情報を抽出する処理と、
　前記経路の距離と、予め定める前記移動体端末の移動速度と、に基いて、前記経路の通
行所要時間を算出し、前記補正情報から抽出した坂道区間に係る速度補正情報を適用して
、前記経路上に存在する坂道区間に係る通行所要時間を補正して、出力する処理との、
　前記各処理を前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項６１】
　地図情報と、該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報と、移動
体端末のユーザの属性に応じて複数用意した移動速度情報と、にアクセスする手段と、Ｇ
ＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を介して前記移動体端末
の位置を検出する手段と、に接続されて、前記移動体端末のユーザに対して経路誘導情報
並びに経路支援情報を提供する移動体端末を構成するコンピュータに実行させるプログラ
ムであって、
　前記地図情報に基いて、
　前記移動体端末の位置から、目的地までの、予め設定された経路の距離を算出する処理
と、
　前記経路上に存在する地図上の要素に係る補正情報を抽出する処理と、
　予め入力された前記移動体端末のユーザの属性情報に応じた移動速度を求め、前記経路
の距離と、前記移動速度と、に基いて、前記経路の通行所要時間を算出し、前記補正情報
から抽出した坂道区間に係る速度補正情報を適用して、前記経路上に存在する坂道区間に
係る通行所要時間を補正して、出力する処理との、
　前記各処理を前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項６２】
　請求項５９又は６０に記載のプログラムにおいて、更に、
　予め定める時間間隔における前記移動体端末の移動距離に基いて、前記移動体端末の移
動速度を算出する処理を、
　前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項６３】
　請求項５９乃至６２いずれか一に記載のプログラムにおいて、更に、
　前記移動体端末のユーザから出発予定時刻の入力を受け付ける処理を、前記コンピュー
タに実行させて、更に、
　前記コンピュータをして、前記出発予定時刻を起算時刻として、前記経路の通行所要時
間の算出させること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項６４】
　請求項５９乃至６３いずれか一に記載のプログラムにおいて、
　前記経路の通行所要時間の算出処理は、
　前記補正情報から抽出した経路上に存在する交通管制手段の作動スケジュール情報と、
前記交通管制手段の所在地への前記移動体端末の到達予測時刻と、に基いて待ち時間を算
出する処理と、
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　前記待ち時間に応じて、前記交通管制手段の所在地までの通行所要時間を補正する処理
と、を含むこと、
　を特徴とするプログラム。
【請求項６５】
　請求項５９乃至６４いずれか一に記載のプログラムにおいて、
　前記経路の通行所要時間の算出処理は、
　前記補正情報から抽出した階段、エスカレータ又は動く歩道の有無についての速度補正
情報を適用して、前記経路上に存在する階段、エスカレータ又は動く歩道の有無による通
行所要時間を補正する処理を、含むこと、
　を特徴とするプログラム。
【請求項６６】
　請求項５９乃至６５いずれか一に記載のプログラムにおいて、更に、
　前記移動体端末のユーザ固有の補正情報の入力を受け付けて、記憶保持する処理を、
　前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項６７】
　請求項５９乃至６６いずれか一に記載のプログラムにおいて、更に、
　前記移動体端末の位置から前記目的地までの他の経路候補を設定して、それぞれ識別可
能に出力する処理と、
　前記各経路候補毎に、通行所要時間を求めて、出力する処理との、
　前記各処理を前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項６８】
　請求項５９乃至６７いずれか一に記載のプログラムにおいて、更に、
　最初の通行所要時間の出力後、予め定める間隔で、前記移動体端末の位置を検出する処
理を繰り返して、前記移動体端末の位置を監視する処理と、
　前記移動体端末の現在位置から前記目的地までの通行所要時間の算出と、出力とを、予
め定められた間隔で、繰り返す処理との、
　前記各処理を前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項６９】
　請求項５９乃至６８いずれか一に記載のプログラムにおいて、
　最初の通行所要時間の出力後、予め定められた条件が満たされた場合に、
　前記移動体端末の現在位置から前記目的地までの経路候補を設定して、前記経路候補が
示された経路情報を出力する処理と、
　前記経路候補の通行所要時間を算出して、出力する処理とを、
　前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項７０】
　請求項５９乃至６９いずれか一に記載のプログラムにおいて、
　前記通行所要時間に代えて、前記目的地への到着予定時間を算出し、出力すること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項７１】
　請求項５９乃至７０いずれか一に記載のプログラムにおいて、更に、
　前記移動体端末のユーザから、前記目的地への到着希望時刻の入力を受け付ける処理を
、含み、
　前記通行所要時間に代えて、前記到着希望時刻から逆算して算出した、出発地を出発す
べき時刻を出力すること、
　を特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、経路決定支援情報の提供方法、装置、システム及びプログラムに関し、特に、
所望の目的地へ到る経路の通行所要時間その他の経路決定支援情報の提供方法、装置、シ



(12) JP 4158439 B2 2008.10.1

10

20

30

40

50

ステム、及びプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ（以下、ＧＰＳという）機能等の
位置検出手段を備えた携帯端末等を介して、ユーザに対して、経路誘導を行う装置が知ら
れている。例えば、特開２００１-０２７５４３号公報には、歩道等のデータを含んだ地
図データによって経路誘導を行う、歩行者用ナビゲーション・サーバが紹介されている。
【０００３】
また、上記した歩行者向けの経路誘導装置において、予定の到着時刻に間に合うよう、ユ
ーザに対して、経路情報に加えて、所要時間や所要時間に基いて算出した到着予定時刻等
を提供する経路誘導装置も知られている。例えば、特開平１０-２９３０３８号公報には
、歩行者の歩行速度算出手段と、該歩行速度に基いて現在位置から目的地までの所要時間
を算出する手段と、報知手段と、を備えて、ユーザが所望の目的地と、到着希望時刻を設
定すると、目的地までの経路誘導と共に、前記到着希望時刻と前記所要時間から算出した
到着見込時刻との差を報知する歩行者用経路誘導装置が紹介されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来の経路誘導装置には、経路上に存在し得る交通信号、踏切等
の交通管制手段による待ち時間や、道の勾配、混雑、エスカレータ、動く歩道等の移動速
度を変動させる要素の存在を考慮していないという問題点がある。
【０００５】
例えば、線路や道路の向こう側の目的地に到着するための経路上に横断歩道や踏切があり
、その交通信号や遮断機の作動スケジュールによって通行所要時間が大きく変動すること
がある。また、地図上で、同一の距離であっても、道の種類・勾配、混雑、エスカレータ
、動く歩道等が経路に介在するか否かによって、通行所要時間が大きく変動する。
【０００６】
このような要素による影響を適正に算出過程に組み込んでいない経路誘導装置により提供
される通行所要時間は、実際の通行所要時間に一致しないが多々あり、結局、ユーザは、
このような差異が生じることを見込んで出発しなけれなならないことになる。また、この
ような誤差が生じることを知らないユーザは、目的地付近であわてて、横断歩道の無い箇
所を横断したり、信号無視等を行うことにもなりかねず、大変危険でもある。
【０００７】
また、ユーザが、より最適な経路の選択を行うためには、上記した経路上の要素による影
響を考慮した、より正確な通行所要時間等の意思決定支援情報を提供することが、望まれ
る。
【０００８】
本発明は、上記した問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、上
記した経路上に存在する地図上の要素による影響を考慮して、経路誘導を受ける移動体端
末ユーザに対して、より正確な、目的地への通行所要時間その他の情報を提供する経路決
定支援情報の提供方法、装置、システム及びプログラムを提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するための手段を提供する本発明の第１の視点によれば、地図情報と、
該地図上の要素による通行所要時間の補正を行うための補正情報にアクセスする手段と、
ＧＰＳを介して自装置の位置を検出する手段と、を備える移動体端末を介して行う、経路
決定支援情報の提供方法であって、前記移動体端末が、前記地図情報に基いて、予め設定
された経路の距離を算出するステップと、前記経路上に存在する地図上の要素に係る補正
情報を抽出するステップと、前記経路の距離と、前記補正情報と、予め定める移動速度と
、に基いて、前記経路の通行所要時間を算出して、出力するステップと、を含み、前記経
路の通行所要時間の算出過程において、前記補正情報から抽出した坂道区間に係る速度補
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正情報を適用して、前記経路上に存在する坂道区間に係る通行所要時間を補正すること、
を特徴とする経路決定支援情報の提供方法が提供される。
【００１０】
また、上記した経路決定支援方法において、前記移動体端末は、年齢、性別といった、ユ
ーザの属性に応じた平均移動速度を適用できるよう移動速度テーブル等を備えて、ユーザ
（移動体端末）の速度を決定するようにしてもよいし、ＧＰＳを介して、移動速度を算出
するようにしてもよい。
【００１１】
また、前記経路の通行所要時間の算出処理は、前記移動体端末が、前記経路に従って、前
記地図情報を参照し、各種要素（交通信号機、踏切、逆道／階段、動く歩道、混雑エリア
等）の存在を検出するステップと、前記各要素に対応する補正情報を用いて行うものとす
ることができる。もちろん、補正情報として、ユーザ固有の補正情報を登録可能として、
ユーザが独自に得た情報や事情を反映させること好ましい。
【００１２】
また、前記各障害の要素が交通信号機や踏切等である場合、その所在地に何時到着するか
によって、待ち時間、通行所要時間が変動し得るということに着目すれば、上記した経路
決定支援方法において、前記移動体端末が、ユーザから出発予定時刻の入力を受け付ける
ステップを含み、前記出発予定時刻を起算時刻として、前記経路の通行所要時間の算出を
行うこととすることも好ましい。
【００１３】
また、ユーザに対して他の経路候補と相対的な比較情報を提供することに着目すれば、上
記した経路決定支援方法において、更に、前記移動体端末が、自装置の位置から前記目的
地までの他の経路候補を設定して、それぞれ識別可能に表示するステップと、前記各経路
候補毎に、前記目的地への所要時間を求めて、出力するステップと、を含めることも好ま
しい。
【００１４】
また、上記した経路決定支援方法において、前記移動体端末は、最初の通行所要時間の出
力後、自装置の位置の監視を行うものとし、自装置の現在位置から前記目的地までの通行
所要時間の算出と、出力とを、予め定められた間隔で、繰り返すよう動作させることも好
ましい。
【００１５】
また、上記した経路決定支援方法において、前記移動体端末が道の分岐点に到達する、或
いは、一定の時間間隔が経過する等、予め定められた条件が満たされた場合に、自装置の
現在位置から前記目的地までの経路の再設定・表示を行うものとして、ユーザに常に最適
な経路を提案できるようにしてもよい。
【００１６】
また、上記した経路決定支援方法において、前記移動体端末は、前記通行所要時間に代え
て、或いは、加えて、前記目的地への到着予定時間を算出し、出力することとしてもよい
。更には、上記した経路決定支援方法において、前記移動体端末が前記ユーザから、前記
目的地への到着希望時刻の入力を受け付けるステップを含めた場合には、前記到着希望時
刻から逆算して算出した、出発地を出発すべき時刻を出力することもできる。
【００１７】
また、本発明の第２の視点によれば、上記した各経路決定支援方法における移動体端末に
よる、所要時間等の算出のための各ステップを、地図情報と、該地図上の要素による通行
所要時間の補正を行うための補正情報を記憶保持する手段を備えるナビゲーション・サー
バに行わせて、該結果をＧＰＳ機能を備える移動体端末に対して送信することとした経路
決定支援方法が提供される。
【００１８】
また、本発明の第３の視点によれば、上記した各経路決定支援方法を実施するに好ましい
移動体端末、ナビゲーション・サーバ並びにこれらを含んだ経路決定支援システムが提供
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される。
【００１９】
この場合、前記移動体端末又はナビゲーション・サーバは、インターネットのアクセスポ
イント等を介して、インターネット上のサーバから、必要とする地図情報並びに補正情報
に適宜入手する構成を採用してもよい。もちろん、前記移動体端末又はナビゲーション・
サーバは、地図情報並びに補正情報を、自装置側にダウンロードして、用いるものとして
もよい。
【００２０】
また、本発明の第４の視点によれば、上記した移動体端末、ナビゲーション・サーバを構
成するコンピュータに実行させるプログラムが提供される。
【００２１】
【発明の実施の形態】
続いて、本発明の実施の形態について説明する。本発明の移動体端末は、その好ましい一
実施の形態において、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ（以下、ＣＰＵ
という；図１の１）と、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ及びＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ（以下、それぞれ、ＲＯＭ、ＲＡＭという；図１の２、３）と、操作
部（図１の４）と、表示部（図１の５）と、ＧＰＳを介して自装置の位置を検出する位置
情報データ部（図１の６）と、地図情報データベース（図１の７）と、を備えている。
【００２２】
また、移動体端末は、地図情報データベース（図１の７）に保持された地図上にある、各
信号機の作動スケジュールを格納した交通信号情報データベース（図１の９）と、地図上
の各踏切の作動スケジュールを格納した踏切情報データベース（図１の１０）とを備えて
いる。
【００２３】
続いて、上記した移動体端末に実装されるプログラムにより提供される作用を説明すると
、まず、移動体端末は、ユーザから経路決定支援サービスの開始要求を受け付けると、操
作部（図１の４）を介して、ユーザから目的地情報の入力を受け付ける。
【００２４】
続いて、移動体端末は、位置情報データ部（図１の６）から入手した自装置の位置と、地
図情報データベース（図１の７）から入手した地図情報とに基いて、自装置の位置から前
記目的地までの経路を設定して、表示部（図１の５）に表示する。経路設定の方法は、地
図情報データベース（図１の７）に保持された地図情報と、ユーザから予め指定された経
路設定条件（距離、時間、通行負荷）等に応じた所望のアルゴリズムを選択すればよい。
【００２５】
続いて、移動体端末は、予め定める時間間隔における自装置の位置の移動距離に基いて自
装置の移動速度を算出し、続いて、前記移動速度と、交通信号情報データベース（図１の
９）並びに踏切情報データベース（図１の１０）から得られる補正情報に基いて、前記設
定した経路による目的地への通行所要時間を算出し、表示部（図１の５）に出力する。
【００２６】
上記通行所要時間の算出方法の一例を挙げれば、移動体端末は、設定した経路に従って、
地図情報上の自装置の位置（出発地点）から経路上の座標を順次読み込み、該座標に対応
する補正情報が、交通信号情報データベース（図１の９）又は踏切情報データベース（図
１の１０）に存在するか否かを確認すると共に、前記移動速度に応じた通行所要時間を加
算させていく。上記処理を繰り返してゆき、経路上の任意の座標において、該座標に対応
する補正情報が、交通信号情報データベース（図１の９）又は踏切情報データベース（図
１の１０）に存在する場合には、その時点での通行所要時間累計値から得た到着予定時間
と、交通信号情報データベース（図１の９）又は踏切情報データベース（図１の１０）に
格納された作動スケジュールとを照合して、ユーザが、その場所に到達した場合に待ち時
間が発生するか否かを判定する。ここで、持ち時間が発生する場合には、該待ち時間を前
記通行所要時間累計値に加算する。このように、目的地の座標に達するまで、順次経路上
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の座標を走査することで、自装置の位置（出発地点）から目的地までの通行所要時間を得
ることができる。
【００２７】
このようにして求めた通行所要時間は、経路上の交通信号や踏切の有無が考慮されている
ため、正確であり、より早く目的地に到達するための経路の選択や、時には他の交通手段
を利用するための判断の際に、有用である。
【００２８】
なお、上記した実施の形態においては、位置情報データ部（図１の６）から得られる位置
情報によって、移動体端末の移動速度を算出するものとしているが、図１に示すように、
予めユーザの属性（性別、年代、自転車・車椅子等の利用の有無）に応じた移動速度を格
納したデータベース（図１の８）からユーザの移動速度を得るようにしてもよい。
【００２９】
また、上記した実施の形態においては、交通信号情報データベース（図１の９）並びに踏
切情報データベース（図１の１０）とを、用意して、通行所要時間を補正することとして
いるが、道の勾配（階段・坂道）、エスカレータ・動く歩道等の有無、混雑度等について
の補正情報を格納したその他のデータベースを用いる場合にも、同様に、適用できること
はもちろんである。
【００３０】
【実施例】
以下、本発明をより詳細に説明すべく、実施例を挙げて、説明する。
【００３１】
［実施例１］
まず、本発明の第１の実施例について、図面を参照して説明する。図１は本実施例の移動
体端末の構成を表したブロック図である。図１を参照すると、移動体端末は、基本構成と
して、移動体端末全体の演算処理を行うＣＰＵ１と、ＣＰＵ１の制御プログラムを格納す
るＲＯＭ２、ＣＰＵ１の作業領域となるＲＡＭ３と、文字等を入力する際に使用する（キ
ー）操作部４と、到着時間等を表示する（液晶画面）表示部５と、からなっている。
【００３２】
そして、該基本構成の他に、移動体端末は、ＧＰＳ信号を用いて現在の位置情報を検出す
る位置情報データ部６と、周囲の地図情報を格納する地図情報データベース７と、ユーザ
の属性毎の平均的な移動速度を格納した移動速度データベース８と、前記地図情報に対応
する領域にある各交通信号機の作動スケジュールを格納した交通信号情報データベース９
と、前記地図情報に対応する領域にある踏切の開閉動作スケジュールを格納した踏切情報
データベース１０と、を備えている。
【００３３】
位置情報データ部６は、ＧＰＳ信号を受信する、受信アンテナを含むＧＰＳ受信部１１と
、該ＧＰＳ信号を位置情報データに変換するＧＰＳデコーダ部１２と、からなり、移動体
端末の位置情報を獲得する。
【００３４】
地図情報データベース７は、ユーザが移動可能な道路、歩道等の情報の他に、信号、踏切
（以下、総称して障害物ともいう）の位置情報を含んだ地図情報を格納している。
【００３５】
図２は、移動速度データベース８に格納される情報を説明するための図である。図２を参
照すると、移動速度データベース８は、ユーザの年齢、性別に応じた歩行速度の平均値を
取り出し可能に記憶保持している。例えば、２１歳から２５歳までの男性についての適用
すべき移動速度は、時速Ｃｋｍ／ｈである。もちろん、操作部４で入力することによって
、移動速度データベース８にユーザ固有の移動速度を登録できるようにしてもよい。
【００３６】
図３は、交通信号情報データベース９に格納される情報を説明するための図である。図３
を参照すると、交通信号情報データベース９は、地図上にある各交通信号機の信号灯が赤
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である時間を時間帯毎に記憶保持している。例えば、場所Ａにある交通信号機の０：３１
～１：００の時間帯における信号灯が赤である時間は、０：３５～０：３７である。もち
ろん、操作部４で入力することによって、交通信号情報データベース８も、ユーザによっ
て更新可能としてもよい。
【００３７】
図４は、踏切情報データベース１０に格納される情報を説明するための図である。図４を
参照すると、踏切情報データベース１０は、地図上にある各踏切の遮断機が閉じている時
間を時間帯毎に記憶保持している。例えば、場所Ｘにある踏切の５：０１～５：３０の時
間帯における遮断機が閉じている時間は５：２２～５：２５である。もちろん、操作部４
で入力することによって、踏切情報データベース１０も、ユーザによって更新可能として
もよい。
【００３８】
以上の地図情報データベース７、移動速度データベース８、交通信号情報データベース９
、踏切情報データベース１０に対して、ＣＰＵ１は、そのメモリに読み込まれたプログラ
ムに従って、目的とするデータを取り出して、通行所要時間の算出処理が可能となってい
る。
【００３９】
続いて、上記した構成からなる本実施例の動作について、図面を参照して詳細に説明する
。図５は、本実施例の動作の流れの一例を表したフローチャートである。図５を参照する
と、まず、ユーザが本サービスに係るプログラムの起動を行って、操作部４から目的地を
入力する（ステップＡ１）と、その時刻を初期時刻として到着時間の算出処理が開始され
る。そして、前記目的地の入力を受け付けた移動体端末は、ＧＰＳ受信部１１でＧＰＳ信
号を受信し、ＧＰＳデコーダ部１２で現在の自装置の位置情報を入手する（ステップＡ２
）。
【００４０】
続いて、移動体端末は、上記ステップＡ１及びステップＡ２で得られた目的地の位置と自
装置の位置情報に基いて、地図情報データベース８から、前記自装置の位置（出発地）か
ら目的地までの地図情報を取り出して、前記地図情報に基いて、前記自装置の位置（出発
地）から目的地までの経路を設定する（ステップＡ３）。そして、更に、移動体端末は、
障害物の数を算出する（ステップＡ４）。
【００４１】
ここで、前記設定した経路上に障害物が無い場合（ステップＡ５のＹｅｓ）は、移動体端
末は、前記設定した経路に従って、前記地図情報を参照し、前記自装置の位置（出発地）
から目的地までの距離を算出する（ステップＡ６）。続いて、移動体端末は、操作部４か
ら予め入力された、ユーザの属性情報（性別、年齢）に応じたユーザの移動速度を、移動
速度データベース８から取り出し、該移動速度と上記したステップＡ６で得られた距離に
より、前記自装置の位置（出発地）から目的地までの到着時間を算出する（ステップＡ７
）。
【００４２】
一方、前記設定した経路上に障害物がある場合（ステップＡ５のＮｏ）は、移動体端末は
、前記設定した経路に従って、前記地図情報を参照し、前記自装置の位置（出発地）を起
点とした最初の障害物の位置までの距離を算出する（ステップＡ８）。続いて、移動体端
末は、操作部４から予め入力された、ユーザの属性情報（性別、年齢）に応じたユーザの
移動速度を、移動速度データベース８から取り出し、該移動速度と上記したステップＡ８
で得られた最初の障害物までの距離により、前記自装置の位置（出発地）から該最初の障
害物までの到着時間を算出する（ステップＡ９）。
【００４３】
続いて、移動体端末は、交通信号情報データベース９又は踏切情報データベース１０から
該障害物の作動スケジュールを取り出して、上記したステップＡ９で得られた到着時間と
照合し、該最初の障害物における待ち時間を算出する（ステップＡ１０）。そして、移動
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体端末は、上記したステップＡ９で得られた到着時間と、前記待ち時間とを加算して、自
装置の位置（出発地）から出発した場合の該最初の障害物の経過時間を算出する（ステッ
プＡ１１）。
【００４４】
更に、前記設定した経路上に障害物がまだ存在する場合（ステップＡ１２のＹｅｓ）は、
前記設定した経路に従って、前記地図情報を参照し、前回算出した障害物の位置から次な
る障害物の位置までの距離を算出する（ステップＡ１３）。続いて、上記したステップＡ
９と同様に、移動体端末は、ユーザの移動速度と上記したステップＡ１３で得られた距離
により、前回算出した障害物の位置から該次なる障害物までの到着時間を算出する（ステ
ップＡ１４）。
【００４５】
続いて、移動体端末は、該障害物の作動スケジュールを交通信号情報データベース９又は
踏切情報データベース１０から取り出して、上記したステップＡ１４で得られた到着時間
とを照合し、該次なる障害物における待ち時間を算出する（ステップＡ１５）。そして、
移動体端末は、上記したステップＡ１４で得られた到着時間と、前記待ち時間とを加算し
て、自装置の位置（出発地）から出発した場合の該次なる障害物の経過時間を算出する（
ステップＡ１６）。
【００４６】
このように、移動体端末は、前記設定した経路上のすべての障害物による影響の評価が完
了するまで、ステップＡ１３、ステップＡ１４、ステップＡ１５、ステップＡ１６の操作
を繰り返す（ステップＡ１７）。この繰り返し操作が完了した時点で、前記設定した経路
上の最後の障害物の経過時間が得られる。
【００４７】
そして、前記設定した経路上の最後の障害物の経過時間が得られると、移動体端末は、更
に前記設定した経路に従って、前記地図情報を参照し、該最後の障害物から目的地までの
距離を算出する（ステップＡ１８）。続いて、移動体端末は、ユーザの移動速度と前記最
後の障害物から目的地までの距離により、該最後の障害物の位置から目的地までの通行所
要時間を算出する（ステップＡ１９）。そして、移動体端末は、これまでの経過時間と前
記通行所要時間を加えることにより、自装置の位置（出発地）を起点とした目的地への到
着時間を算出する（ステップＡ２０）。
【００４８】
そして最後に、移動体端末は、上記ステップＡ７又はＡ２０において算出した自装置の位
置（出発地）から目的地までの到着時間を、表示部５に表示する（ステップＡ２１）。
【００４９】
ユーザは、このように正確に算出された到着時間を参照して、現在の経路により発生する
余裕時間を見積もったり、或いは、現在の経路では約束に間に合わないため、経路の変更
や、行動予定の変更、或いは、交通機関等の利用を検討することとなる。
【００５０】
続いて、上記した第１の実施例の動作を、実際の利用の場面に即して、図面を参照して説
明する。図６は、歩行して目的地に向かうユーザが出発地から目的地に到着するまでの経
路を表した図である。図６を参照すると、移動体端末を携帯するユーザは、１２：００に
出発地を出発することとなっている。また、自装置の位置（出発地）と目的地の間には、
位置情報データ部６、及び、地図情報データベース７を用いて設定された経路が示されて
いる。また、地図情報によると、該経路上には、交通信号機１０２、踏切１０４、交通信
号機１０６との３つの障害物が存在している。図７及び図８は、交通信号情報データベー
ス９、踏切情報データベース１０に格納された、交通信号機１０２、交通信号機１０６、
踏切１０４、それぞれの作動スケジュールを示したものである。
【００５１】
図９は、移動体端末により算出される上記経路の各区間に係る通行所要時間を表したテー
ブルであり、図１０は、通行所要時間の算出過程を説明するためのダイアグラムである。
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図９及び図１０を参照すると、まず、移動体端末は、地図情報から求めた、出発地点から
交通信号機１０２のあるＡ地点までの距離と、移動速度情報データベース８から得られた
移動速度Ｃｋｍ／ｈとにより、該区間の通行所要時間（３分）を算出する。従って、ユー
ザがＡ地点に到着する時刻は、１２：０３である。
【００５２】
続いて、移動体端末は、交通信号データベース９から取り出した交通信号機１０２が「止
まれ」である時間（１２：０２～１２：０４）と、前記Ａ地点への到着時刻（１２：０３
）とを照合して、交通信号機１０２における待ち時間は１分であることを算出する。そし
て、移動体端末は、交通信号到着時間（１２：０３）、待ち時間１分を加えて算出し、Ａ
地点の出発時刻を１２:０４とする。
【００５３】
以下同様に、移動体端末は、それぞれＢ地点、Ｃ地点における到着時間、待ち時間、出発
時間を算出し、最後に、Ｃ地点から目的地までの通行所要時間（６分）を算出し、目的地
には１２：１７に到着することを算出する。図１１は、その結果をまとめて表したテーブ
ルである。
【００５４】
このようにして、算出された到着時間は、各障害物における待ち時間が考慮されたものと
なっている。また、ユーザは、待ち時間を徒に増加させるだけの早足・駆足をせずに、自
らの属性（性別・年齢）相応の歩行速度を維持するだけでよいことになる。
【００５５】
なお、上記した通行所要時間の算出アルゴリズムでは、移動体端末は、設定した経路に従
って、交通信号機、踏切の存在する位置毎に、到着時間を算出し、必要があれば、待ち時
間による補正を行うものとなっているが、もちろん、上記以外のアルゴリズムを採用する
ことも可能である。
【００５６】
別のアルゴリズムの一例を以下に説明する。図１２、図１３は、通行所要時間の算出動作
の別の一例を説明するためのフローチャート並びにダイアグラムである。図１２、図１３
を参照すると、移動体端末は、まず、出発地から目的地までの各区間の距離及び速度に基
いて、交通信号機や踏切等の障害物が一切無いものと仮定した到着スケジュールを作成し
（図１２のステップＢ１）、爾後、上記到着スケジュールと、交通信号機や踏切の作動ス
ケジュールとを照らし合わせて、実時間ベースによる補正を順次行うものとなっている（
図１２のステップＢ２）。もちろん、算出される結果は、先述した算出動作によるものと
同様である。
【００５７】
［実施例２］
続いて、本発明の第２の実施例について、図面を参照して説明する。本実施例は、ユーザ
が目的地に到着したい時刻を最初に決めて、その到着希望時刻に間に合う出発予定時間の
提供を受けるものである。
【００５８】
本実施例の構成は、上記した第１の実施例と同様であるため、説明は省略する（図１参照
）。
【００５９】
続いて、本実施例の動作について、図面を参照して詳細に説明する。図１４は、本実施例
の動作の流れの一例を表したフローチャートである。図１４を参照すると、まず、ユーザ
が本サービスに係るプログラムの起動を行って、操作部４から目的地と、到着希望時刻を
入力する（ステップＣ１）と、該到着希望時刻を初期時刻として出発すべき時間の算出処
理が開始される。そして、前記目的地及び到着希望時刻の入力を受け付けた移動体端末は
、上記した第１の実施例と同様に、ＧＰＳ受信部１１でＧＰＳ信号を受信し、ＧＰＳデコ
ーダ部１２で現在の自装置の位置情報を入手する（ステップＣ２）。
【００６０】
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続いて、移動体端末は、上記した第１の実施例と同様に、上記ステップＣ１及びステップ
Ｃ２で得られた目的地の位置と自装置の位置情報に基いて、地図情報データベース８から
、前記自装置の位置（出発地）から目的地までの地図情報を取り出して、前記地図情報に
基いて、前記自装置の位置（出発地）から目的地までの経路を設定する（ステップＣ３）
。そして、更に、移動体端末は、障害物の数を算出する（ステップＣ４）。
【００６１】
ここで、前記設定した経路上に障害物が無い場合（ステップＣ５のＹｅｓ）の移動体端末
の動作は、上記した第１の実施例と同様である。即ち、移動体端末は、前記設定した経路
に従って、前記地図情報を参照し、前記自装置の位置（出発地）から目的地までの距離を
算出し（ステップＣ６）、ユーザの移動速度を、移動速度データベース８から取り出し、
該移動速度と前記自装置の位置（出発地）から目的地までの距離により、前記自装置の位
置（出発地）から目的地に向かう場合に出発すべき時間を算出する（ステップＣ７）。
【００６２】
一方、前記設定した経路上に障害物がある場合（ステップＣ５のＮｏ）は、移動体端末は
、前記設定した経路に従って、前記地図情報を参照し、前記目的地から最後の障害物の位
置までの距離を算出する（ステップＣ８）。続いて、移動体端末は、操作部４から予め入
力された、ユーザの属性情報（性別、年齢）に応じたユーザの移動速度を、移動速度デー
タベース８から取り出し、該移動速度と上記目的地から最後の障害物までの距離により、
前記目的地から最後の障害物までの通行所要時間を算出する。そして、前記到着希望時間
から前記通行所要時間分を減じて、少なくとも該最後の障害物を出発すべき時間を算出す
る（ステップＣ９）。
【００６３】
続いて、移動体端末は、交通信号情報データベース９又は踏切情報データベース１０から
該障害物の作動スケジュールを取り出して、上記したステップＣ９で得られた出発すべき
時間とを照合して、障害物による影響を算出する（ステップＣ１０）。ここで、該出発す
べき時間に該障害物を通過できない場合には、その時間以前に該障害物に到着し、通過し
ておく必要があることを意味する。そこで、移動体端末は、障害物による影響の算出結果
を加味して、前記到着希望時間に満たすことのできる、該障害物へ到着すべき時間を算出
する（ステップＣ１１）。
【００６４】
更に、障害物がまだある場合（ステップＣ１２のＹｅｓ）は、前記設定した経路に従って
、前記地図情報を参照し、前回算出した障害物の位置から前記自装置の位置（出発地）方
向の次の障害物の位置までの距離を算出する（ステップＣ１３）。続いて、上記したステ
ップＣ９と同様に、移動体端末は、ユーザの移動速度と上記したステップＣ１３で得られ
た距離により、前回算出した障害物の位置から前記自装置の位置（出発地）方向の次の障
害物を出発すべき時間を算出する（ステップＣ１４）。
【００６５】
続いて、移動体端末は、該障害物の作動スケジュールを交通信号情報データベース９又は
踏切情報データベース１０から取り出して、上記したステップＣ１４で得られた出発すべ
き時間とを照合して、障害物による影響を算出する（ステップＣ１５）。そして、移動体
端末は、上記したステップＣ１１と同様に、障害物による影響の算出結果を加味して、前
回求めた出発すべき時間を満たすことのできる、該障害物へ到着すべき時間を算出する（
ステップＣ１６）。
【００６６】
このように、前記設定した経路上の障害物がなくなるまで、ステップＣ１３、ステップＣ
１４、ステップＣ１５、ステップＣ１６の操作を繰り返すことで、前記設定した経路上の
最初の障害物を出発すべき時間が得られる（ステップＣ１７）。
【００６７】
そして、前記設定した経路上の最初の障害物を出発すべき時間が得られると、移動体端末
は、前記設定した経路に従って、前記地図情報を参照し、該最初の障害物から前記自装置
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の位置（出発地）までの距離を算出する（ステップＣ１８）。続いて、移動体端末は、ユ
ーザの移動速度と前記最初の障害物から前記自装置の位置（出発地）までの距離により、
前記最初の障害物から前記自装置の位置（出発地）までの通行所要時間を算出する（ステ
ップＣ１９）。そして、移動体端末は、最初の障害物を出発すべき時間から前記通行所要
時間分を差し引くことにより、前記到着希望時間に目的地に到着するための、前記自装置
の位置（出発地）から目的地に向かう場合に出発すべき時間を算出する（ステップＣ２０
）。
【００６８】
そして最後に、移動体端末は、上記ステップＣ７又はＣ２０において前記算出した出発す
べき時間を、表示部５に表示する（ステップＣ２１）。
【００６９】
ユーザは、前記表示された出発すべき時間を参照して、遅くとも何時までに出発すれば、
確実に希望時間に目的地に到着できる出発時間を知ることができる。本発明により算出さ
れた出発すべき時間は、経路上に存在する障害物による待ち時間が加味されているため、
経路上の障害物により、待ち時間が発生した場合であっても、ユーザは、余裕をもって待
つことができる。
【００７０】
続いて、上記した第２の実施例の動作を、実際の利用の場面に即して、図面を参照して説
明する。図１５は、上記した第１の実施例と同様に、ユーザが出発地から目的地に到着す
るまでの経路を表した図である。図１５を参照すると、移動体端末を携帯するユーザは、
１２：１７に目的地に到着を希望している。また、自装置の位置（出発地）と目的地の間
には、位置情報データ部６、及び、地図情報データベース７を用いて設定された経路が示
されている。また、地図情報によると、該経路上には、交通信号機１０２、踏切１０４、
交通信号機１０６との３つの障害物が存在し、それぞれの作動スケジュールは、上記した
第１の実施例と同様の条件であるものとして説明する（図７、図８参照）。
【００７１】
図１６は、移動体端末により算出される上記経路の各区間に係る通行所要時間を表したテ
ーブルであり、図１７は、出発地を出発すべき時間の算出過程を説明するためのダイアグ
ラムである。図１６及び図１７を参照すると、まず、移動体端末は、地図情報を参照して
求めた、目的地点から交通信号機１０６のあるＣ地点までの距離と、移動速度情報データ
ベース８から得られた移動速度Ｃｋｍ／ｈとにより、例えば、該区間の通行所要時間（６
分）を算出する。従って、ユーザがＣ地点を出発すべき時刻は、１２：１１である。
【００７２】
続いて、移動体端末は、交通信号データベース９から取り出した交通信号機１０６が「止
まれ」である時間（１２：０９～１２：１０）と、前記Ｃ地点を出発すべき時刻（１２：
１１）とを照合する。前記照合の結果、ユーザは、交通信号機１０６に１２：１１に到着
すればそのまま通過できることになる。従って、移動体端末は、前記Ｃ地点に１２：１１
に到着すればよいものと判定し、出発地点側の次なる障害物（踏切１０４）を出発すべき
時間の算出処理を続行する。
【００７３】
以下同様に、出発すべき時間、到着すべき時間を算出していくが、Ａ地点においては、１
２：０６以前に出発するためには、Ａ地点に少なくとも１２：０５に到着し出発しなけれ
ばならないこととなる。その理由は、１２：０６に到着しても、その時間（１２：０６）
は、交通信号機１０２が止まれであり、１２：０７にならなければ通過できないからであ
る。そこで、交通信号機１０２の作動スケジュールに基いて、１２：０６の前で、かつ、
最も近い、１２：０５を、交通信号機１０２に到着すべき時間として算出する。
【００７４】
最後に、Ａ地点から出発地までの通行所要時間（３分）を算出し、出発地を出発すべき時
間として１２：０２を算出する。図１８は、その結果をまとめて表したテーブルである。
【００７５】
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以上のとおり、本実施例では、目的地側から逆算して、出発すべき時間を求めるものとな
っているため、目的地に希望の時刻に到着するための最遅出発時間が提供されるものとな
っている。
【００７６】
［実施例３］
続いて、本発明の第３の実施例について、図面を参照して説明する。図１９は、本実施例
の移動体端末の構成を表したブロック図である。上記した本発明の第１の実施例の構成と
異なる点は、移動端端末が、無線部１３を用いて、インターネットを介して、地図情報、
交通信号情報、踏切情報を入手（ダウンロード）可能とした点である。
【００７７】
図２０は、インターネット側に配される機器を含めた本実施例の全体構成を表した図であ
る。図２０を参照すると、インターネット側には、地図情報を有する地図情報サーバ２０
７と、各交通信号の作動スケジュールを有する交通信号情報サーバ２０６と、各踏切の作
動スケジュールを有する踏切情報サーバ２０５と、が配されている。
【００７８】
移動体端末２００は、基地局２０１、パケット網２０２、パケット網ゲートウェイ２０３
、インターネット２０４を介して、これらのサーバから所望のデータにアクセス可能とな
っている。
【００７９】
再度図１９を参照すると、移動体端末は、基本構成として、移動体端末全体の演算処理を
行うＣＰＵ１と、ＣＰＵ１の制御プログラムを格納するＲＯＭ２、ＣＰＵ１の作業領域と
なるＲＡＭ３と、文字等を入力する際に使用する（キー）操作部４と、到着時間等を表示
する（液晶画面）表示部５と、からなっている点は、上記した第１の実施例と同様である
。
【００８０】
そして、該基本構成の他に、移動体端末は、ＧＰＳ信号を用いて現在の位置情報を検出す
る位置情報データ部６と、ユーザの属性毎の平均的な移動速度を格納した移動速度データ
ベース８と、インターネット１４上の各サーバにアクセスするための無線部１３とを備え
ている。
【００８１】
上記構成からなる本実施例の動作の流れは、図５、図１４に示したフローチャートと略同
様である。図５（図１４）のステップＡ３（Ｂ３）、ステップＡ１０（Ｂ１０）、ステッ
プＡ１５（Ｂ１５）において、移動体端末は、無線部１３並びにインターネット１４を介
して、地図情報並びに障害物（交通信号、踏み切り）に係る作動スケジュールを取り込む
処理を行う。
【００８２】
本実施例によれば、移動体端末における、地図情報並びに障害物（交通信号、踏み切り）
に係る情報の記憶保持に要する記憶容量を節約できるほか、前記各サーバ側で前記地図情
報並びに障害物（交通信号、踏切）に係る情報を集中管理することで、最新の地図情報並
びに障害物（交通信号、踏切）に係る情報を用いて、到着時間等の算出を行うことが可能
である。
【００８３】
もちろん、上記した第１の実施例の移動体端末の構成と同様に、移動体端末側に、地図情
報データベース７と、交通信号情報データベース９と、踏切情報データベース１０とを、
備えて、移動体端末は、予め定められた間隔で、自装置側の各データベースに格納された
各情報を更新するようにしてもよい。
【００８４】
また、インターネット１４上に、上記した第１の実施例並びに第２の実施例で説明した通
行所要時間、若しくは、出発すべき時間を算出するサービスを提供するサーバを配して、
移動体端末の要求に応じて、通行所要時間、若しくは、出発すべき時間の算出処理を前記
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サーバに行わせる構成も採用可能である。この場合には、移動体端末は、該サーバにアク
セスして、目的地を指定し、続けて、自装置の位置情報と、速度情報を送信して、前記サ
ーバから各算出結果を受けとることになる。
【００８５】
［実施例４］
続いて、本発明の第４の実施例について、図面を参照して説明する。図２１は、本実施例
の移動体端末の構成を表したブロック図である。図２１を参照すると、上記した本発明の
第１の実施例の構成と略同様であるが、地図情報データベース７には、地図上の要素とし
て、坂道区間に係る情報が含まれている点と、移動体端末が、各坂道区間の勾配に応じた
速度減衰情報を格納した速度減衰情報データベースを備える点が異なっている。
【００８６】
図２２は、速度減衰情報データベース５１に格納される速度減衰情報を説明するための図
である。図２２を参照すると、速度減衰情報データベース５１は、ユーザの年齢、性別、
場所（道路の勾配）毎の、減衰する移動速度の平均値を取り出し可能に記憶保持している
。例えば、１０歳から１５歳までの男性の場所Ａにおける、減衰する移動速度はＡ’ｋｍ
／ｈである。もちろん、操作部４で入力することによって、速度減衰情報データベース５
１にユーザ固有の移動速度を登録できるようにしてもよい。
【００８７】
上記構成からなる本実施例の動作の流れは、図５、図１４に示したフローチャートと略同
様である。移動体端末は、到着時間（出発すべき時間）を算出する際（図５（図１４）の
ステップＡ９（Ｂ９）、ステップＡ１４（Ｂ１４）、ステップＡ１８（Ｂ１８））に、設
定した経路上の速度減衰情報を適用すべき場所については、移動速度データベース８から
得た移動速度を、速度減衰情報データベース５１の速度減衰情報により補正して到着時間
（出発すべき時間）を算出する。
【００８８】
本実施例によれば、各道の勾配やユーザの属性（年齢、性別）に応じて、移動速度が補正
されるため、より精緻な、到着時間（出発すべき時間）を算出できる。なお、上記した実
施例では、速度減衰情報として、減衰する移動速度の値を用いているが、もちろん、移動
速度の減衰する率が加算すべき時間を、予め求めておき、該率を乗ずることや該時間を加
算することによって、補正を行ってもよい。
【００８９】
［実施例５］
続いて、本発明の第５の実施例について、図面を参照して説明する。図２３は、本実施例
の移動体端末の構成を表したブロック図である。図２３を参照すると、上記した本発明の
第１の実施例の構成と略同様であるが、地図情報データベース７には、地図上の要素とし
て、歩道橋・地下道に係る情報が含まれている点と、移動体端末が、各歩道橋／地下道を
渡るために必要な所要時間情報を格納した歩道橋情報データベース６１を備える点が異な
っている。
【００９０】
図２４は、歩道橋情報データベース６１に格納される速度減衰情報を説明するための図で
ある。図２４を参照すると、歩道橋情報データベース６１は、ユーザの年齢、性別、場所
（歩道橋／地下道）毎の、横断所要時間の平均値を取り出し可能に記憶保持している。例
えば、１６歳から２０歳までの男性の場所Ａにおける歩道橋の横断所要時間はＹ分間であ
る。もちろん、操作部４で入力することによって、歩道橋情報データベース６１にユーザ
固有の移動速度を登録できるようにしてもよい。
【００９１】
上記構成からなる本実施例の動作の流れは、図５、図１４に示したフローチャートと略同
様である。図５（図１４）のステップＡ１０（Ｂ１０）、ステップＡ１５（Ｂ１５）の待
ち時間（障害物による影響）の算出に代えて、予め操作部４から入力された性別、年齢デ
ータ、及び、ステップＡ３で得る前記地図情報に含まれる歩道橋／地下道の位置情報によ
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り、設定した経路上の歩道橋／地下道の横断に必要な所要時間を歩道橋情報データベース
６１から取り出して、該時間を該地点の出発時間（到着すべき時間）に加算する。
【００９２】
本実施例によれば、経路上に歩道橋／地下道がある場合において、より精緻な、到着時間
（出発すべき時間）を算出できる。なお、上記した実施例では、各歩道橋／地下道毎の横
断所要時間を用いて、歩道橋／地下道に係る影響を算出することとしているが、上記した
第４の実施例の様に減衰速度を適用したり、予め求めた減衰率を乗ずることによって、補
正を行ってもよい。
【００９３】
ここで、移動体端末が複数の経路を設定し、ユーザに各経路候補を提案する、上記した本
発明の第５の実施例の変形実施例について、説明する。図２５は、該変形実施例の動作を
説明するための図である。移動体端末が、複数の経路候補の案内機能を有している場合、
目的地への経路として、歩道橋を渡って目的地に到る経路Ｒ１と、交通信号１を通って目
的地に到る経路Ｒ２が提案される場合がある。この場合は、移動体端末は、図５（図１４
）に示したフローチャートのステップＡ３（Ｂ３）（目的地までの経路算出）から、ステ
ップＡ２１（Ｂ２１）をそれぞれの経路について実行させることで、各経路候補毎の到着
時間（出発すべき時間）を表示させ、Ｒ１、Ｒ２いずれの経路が、経過時間が少ないのか
をユーザに提供することができる。
【００９４】
［実施例６］
続いて、本発明の第６の実施例について、図面を参照して説明する。本実施例は、本発明
の移動体端末が、移動状況を継続的に監視し、必要があれば、経路の変更を提案するもの
である。本実施例の構成は、上記した各実施例の構成と略同様であるため省略する（図１
等参照）。
【００９５】
図２６は、本実施例の動作の流れの一例を表したフローチャートである。図２６を参照す
ると、まず、移動体端末は、上記した各実施例で説明したように、出発地で、当初の経路
、到着時間を算出する（ステップＤ１）。
【００９６】
爾後、ユーザは移動を開始し、移動体端末は、自装置の位置の監視（モニタリング）を開
始する（ステップＤ２）。ここで、ステップＤ１で設定された経路上に障害物が無い場合
（ステップＤ３のＹｅｓ）は、移動体端末は、目的地到着の判定を行って（ステップＤ６
）、目的地に到着していなければ、再度、監視（モニタリング）を継続する（ステップＤ
２）。
【００９７】
一方、ステップＤ１で設定された経路上に障害物がある場合（ステップＤ３のＮｏ）は、
自装置の位置が該障害物に場所に到着した際に（ステップＤ４）、該障害物に係る待ち時
間若しくは通行所要時間と、実際の障害物到着時刻と、の間に予め定めたしきい値以上の
差異がある場合には（ステップＤ５）、ステップＤ１に戻り、新たに最短経路、到着時間
を算出する。
【００９８】
上記監視処理を目的地に到着するまで、繰り返し行うことで（ステップＤ６）、ユーザは
、現在設定されている経路を、継続的に見直しながら、目的地に到達することが可能であ
る。
【００９９】
例えば、ユーザが出発地で移動体端末を用いて、一の障害物を通って目的地に向かう経路
を選択し、到着時間を算出した後に、途中で不測の事態等に遭遇し、このままでは当初の
到着時間に到着できない可能性が出る場合がある。そこで、本実施例では、該障害物に達
した時点で、再度、該障害物を通る経路を維持すべきか、或いは、他の経路に変更すべき
かといった判断を支援することができる。
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【０１００】
図２７は、上記動作をより具体的に説明するための図である。出発地から目的地を結ぶ太
実線は、当初設定した経路であり、障害物（交通信号１）を通って、目的地に到るものと
なっている。移動体端末は、位置情報データ部６で移動中の位置を算出し、図２７に示さ
れたように、地図情報データベース７から入手した周辺地図と、自装置の位置を表示部５
に表示し、常に自装置の位置を監視（モニタリング）するものとなっている。
【０１０１】
そして、自装置の位置が、障害物（交通信号１）の位置（Ｚ地点）に到った時点で、当初
設定した経路による到着時間の算出の基礎となったＺ地点の経過時間と、実際の到着時刻
に有意な差異があった場合、Ｚ地点で、新たにＺ地点から目的地までの経路、到着時間を
再算出し、例えば、新たに鎖線で示された経路、到着時間を表示部５で表示させる。この
ように動作させることで、ユーザが不測の事態に遭遇した等自由により予め提供した到着
予定時刻のスケジュールに対する遅れが出た場合であっても、移動体端末は、ユーザを、
常に最短な経路に導くことができる。
【０１０２】
なお、上記した実施例においては、移動体端末の位置が障害物に到り、該場所において、
当初設定した経路による到着時間の算出の基礎となった経過時間と、実際の到着時刻との
間に差異があった場合に、経路の見直しと、到着時間の再算出を行うものとしているが、
所定の時間の経過、地図情報並びに交通信号／踏切の動作スケジュールの更新等の予め定
めるイベントが発生した場合に行うものとしてもよい。
【０１０３】
また、上記実施例における経路の見直し処理を省略し、到着時間のみを算出し直すことと
してもよい。絶えず現況に基く到着時間を参照することで、ユーザは、移動速度を調節の
必要性や、手動による経路の再設定の必要性の判断を支援することができる。
【０１０４】
［実施例７］
続いて、本発明の第７の実施例について、図面を参照して説明する。本実施例における移
動体端末の構成は、上記した本発明の第３の実施例の構成と略同様であるため省略する（
図１９参照）。
【０１０５】
上記した本発明の第３の実施例の異なる点は、移動体端末とインターネット網の関係であ
る。図２８は、端末とインターネットの関係図を示すべく、本実施例の全体構成を表した
図である。図２８を参照すると、図２０と同様に、地図情報サーバ３０７、交通信号情報
サーバ３０６、踏切情報サーバ３０５がインターネットに配されているが、移動体端末３
００は、基地局３０１、携帯電話網３０２、ＩＳＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）アクセスポイント３０３、インターネット３０４を介して、上記し
た各サーバにアクセスする。
【０１０６】
上記した構成からなる本実施例の動作の流れは、図５（図１４）と同様である。図５（図
１４）のステップＡ３（Ｂ３）、ステップＡ１０（Ｂ１０）、ステップＡ１５（Ｂ１５）
において、移動体端末は、無線部１３並びにインターネット１４を介して、地図情報並び
に障害物（交通信号、踏切）に係る作動スケジュールを取り込む処理を行う。
【０１０７】
本実施例によれば、上記した本発明の第３の実施例と同様に、移動体端末における、地図
情報並びに障害物（交通信号、踏切）に係る情報の記憶保持に要する記憶容量を節約でき
るほか、前記各サーバ側で前記地図情報並びに障害物（交通信号、踏切）に係る情報を集
中管理することで、最新の地図情報並びに障害物（交通信号、踏切）に係る情報を用いて
、到着時間等の算出を行うことが可能である。
【０１０８】
以上、本発明の原理を、実施の形態及び各実施例を通して、説明したが、本発明の技術的
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範囲は、上記した実施の形態及び各実施例に限定されるものではない。
【０１０９】
例えば、上記した各実施例では、地図上にある移動速度を変動させる要素として、交通信
号機並びに踏切の存在、道の勾配、歩道橋の利用を挙げて説明したが、道の状況（幅員／
歩行者専用／車道兼用／歩道の有無等）、混雑度、エスカレータ・動く歩道の利用等、種
々の要素に応じた補正情報を用いることが可能である。
【０１１０】
また、上記した各実施例では、主に、ユーザは歩行者であるものとして説明を行ったが、
ユーザが自転車や車椅子や電気自動車等を利用する場合にも、これらに応じた各データベ
ースを用意することで同様に適用可能である。もちろん、この場合にも、移動速度は、Ｇ
ＰＳを用いて移動速度を算出するものとすることができる。
【０１１１】
【発明の効果】
本発明によれば、移動体端末による経路誘導情報と共に、前記経路についてのより正確な
時間情報の提供が可能となる。その理由は、経路に存在する地図上の要素による影響を、
各要素の性質に応じて好ましく時間計算に反映させる手段を提供したことにある。例えば
、乗車を希望する電車に間に合うように駅までの通行所要時間、出発予定時刻を確認した
場合に、従来方式であれば、目的地までの経路上にある交通信号機、踏切等における待ち
時間が発生し、電車の発車時刻に間に合わないことがあったが、本発明によれば、事前に
出発地から目的地到着までの交通信号、踏切等の待ち時間を考慮しているため、確実に目
的の電車に乗ることができることとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の移動体端末の構成を表したブロック図である。
【図２】移動速度データベースに格納される情報を説明するための図である。
【図３】交通信号情報データベースに格納される情報を説明するための図である。
【図４】踏切情報データベースに格納される情報を説明するための図である。
【図５】本発明の第１の実施例の動作の流れの一例を表したフローチャートである。
【図６】ユーザが出発地から目的地に到着するための経路を表した図である。
【図７】交通信号情報データベースに格納される情報の一例である。
【図８】踏切情報データベースに格納される情報の一例である。
【図９】経路上の各区間に係る通行所要時間を表したテーブルである。
【図１０】通行所要時間の算出過程の一例を説明するためのダイアグラムである。
【図１１】通行所要時間の算出結果を表したテーブルである。
【図１２】通行所要時間の算出過程の別の一例を説明するためのフローチャートである。
【図１３】通行所要時間の算出過程の別の一例を説明するためのダイアグラムである。
【図１４】本発明の第２の実施例の動作の流れの一例を表したフローチャートである。
【図１５】ユーザが出発地から目的地に到着するための経路を表した別の図である。
【図１６】経路上の各区間に係る通行所要時間を表したテーブルである。
【図１７】出発すべき時間の算出過程の一例を説明するためのダイアグラムである。
【図１８】出発すべき時間の算出結果を表したテーブルである。
【図１９】本発明の第３の実施例の移動体端末の構成を表したブロック図である。
【図２０】本発明の第３の実施例の全体構成を表した図である。
【図２１】本発明の第４の実施例の移動体端末の構成を表したブロック図である。
【図２２】速度減衰情報データベースに格納される速度減衰情報を説明するための図であ
る。
【図２３】本発明の第５の実施例の移動体端末の構成を表したブロック図である。
【図２４】歩道橋情報データベースに格納される速度減衰情報を説明するための図である
。
【図２５】本発明の第５の実施例の変形実施例を説明するための図である。
【図２６】本発明の第６の実施例の動作の流れの一例を表したフローチャートである。
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【図２７】本発明の第６の実施例を説明するための図である。
【図２８】本発明の第７の実施例の全体構成を表した図である。
【符号の説明】
１　ＣＰＵ
２　ＲＯＭ
３　ＲＡＭ
４　操作部
５　表示部
６　位置情報データ部
７　地図情報データベース
８　移動速度データベース
９　交通信号情報データベース
１０　踏切情報データベース
１１　ＧＰＳ受信部
１２　ＧＰＳデコーダ
１３　無線部
１４、２０４、３０４　インターネット
５１　速度減衰速度データベース
６１　歩道橋情報データベース
１０１、１０５　車道
１０２、１０６　交通信号機
１０３　線路
１０４　踏切
２００、３００　移動体端末
２０１、３０１　基地局
２０２　パケット網
２０３　パケット網ゲートウェイ
２０５、３０５　踏切情報サーバ
２０６、３０６　交通信号情報サーバ
２０７、３０７　地図情報サーバ
３０２　携帯電話網
３０３　ＩＳＰアクセスポイント
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