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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路網のデータおよびこの道路網の各道路において過去に発生した事故のデータを記憶
したデータベースと、
　外部から取得した利用者の出発地情報および目的地情報に基づいて、出発地から目的地
までの経路を前記データベースに基づいて探索する経路探索手段と、
　前記経路探索手段により探索された経路の距離、または前記経路探索手段により探索さ
れた経路上の道路の属性で高速道路もしくは一般道路の別、制限速度、車線数、道路幅、
舗装もしくは未舗装の別、交差点の数、横断歩道の数、のうちの少なくとも一つと前記経
路探索手段により探索された経路上の道路における気象条件に関する情報および前記探索
された経路上の道路における前記事故のデータに基づいて、保険商品を選択または生成し
て前記利用者に提案する保険提案手段と、
　を備えることを特徴とする旅行保険受付システム。
【請求項２】
　道路網のデータおよびこの道路網の各道路において過去に発生した事故のデータを記憶
したデータベースと、
　外部から取得した利用者の出発地情報および目的地情報に基づいて、出発地から目的地
までの経路を前記データベースに基づいて探索する経路探索手段と、
　前記経路探索手段により探索された経路の距離、または前記経路探索手段により探索さ
れた経路上の道路の属性で高速道路もしくは一般道路の別、制限速度、車線数、道路幅、
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舗装もしくは未舗装の別、交差点の数、横断歩道の数、のうちの少なくとも一つおよび前
記探索された経路上の道路における前記事故のデータに基づいて、保険商品を選択または
生成して前記利用者に提案する保険提案手段と、
　前記保険提案手段により提案された保険商品に対して前記利用者から保険契約の承諾を
取得するとともに前記保険商品の内容を出力する保険契約成立手段と、
　を備えることを特徴とする旅行保険受付システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、旅行保険受付システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、旅行保険は、自己の旅行を計画した後、利用者が、自己の旅行計画と保険会社が提
案する保険の種類とを比較して選択するものであった。この比較の際には、旅行代理店の
店頭等で代理店の店員に自己の旅行プランを詳細に説明しながら相談しながら決定するこ
とが通常である。
【０００３】
ところで近年、インターネットの普及により旅行を計画する際の目的地の選択や途中で寄
りたい景勝地等をインターネットで調べて旅行の計画を立てることが可能となった。さら
に宿泊施設の情報入手や旅行経路の選定等もインターネットを介して行うことが可能とな
った。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、旅行計画の立案がインターネットを介して可能となっても、立案した旅行
計画に適した旅行保険を選定する作業は別途旅行代理店に相談しなければならず利用者に
とって決して利便性が良いとはいい難い。
【０００５】
さらに旅行計画としては、どこへどのような交通手段で、どのような経路で旅行をするか
、といったことまで決定できるが、これらの旅行の詳細な条件に適した旅行保険を提案す
るものはない。これは旅行の詳細な条件を旅行代理店の店員に伝えることをわずらわしく
、また利用者自らが自己の旅行の詳細な条件をもとに旅行保険のプランを策定することも
また煩わしいからである。
【０００６】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところ
は、旅行内容に適した保険商品を利用者に簡便に提案し得る旅行保険受付システムを提供
することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段および発明の作用・効果】
　上記目的を達成するため、請求項１の旅行保険受付システムでは、道路網のデータおよ
びこの道路網の各道路において過去に発生した事故のデータを記憶したデータベースと、
外部から取得した利用者の出発地情報および目的地情報に基づいて、出発地から目的地ま
での経路を前記データベースに基づいて探索する経路探索手段と、前記経路探索手段によ
り探索された経路の距離、または前記経路探索手段により探索された経路上の道路の属性
で高速道路もしくは一般道路の別、制限速度、車線数、道路幅、舗装もしくは未舗装の別
、交差点の数、横断歩道の数、のうちの少なくとも一つと前記経路探索手段により探索さ
れた経路上の道路における気象条件に関する情報および前記探索された経路上の道路にお
ける前記事故のデータに基づいて、保険商品を選択または生成して前記利用者に提案する
保険提案手段と、を備えることを技術的特徴とする。
【０００８】
　ここで、保険商品とは、例えば出発地から目的地までの距離に応じて保険料が決定され
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る保険（即ち、旅行距離が長くなるほど事故の確率は高くなるので保険料も高く設定され
る）や、出発地から目的までに走行するであろう経路を探索し、その経路の状況（道路幅
、舗装／未舗装の別、経路上の交差点の数、経路上の横断歩道の数等）によって保険料の
設定が異なる保険、さらにはその時の天候および天気予報（台風の予定進路に経路が含ま
れている場合、雨、雪、霧等の予報が出されている場合、気温が低く経路上の道路が凍結
する確率が高い場合等）に応じて保険料の設定が異なる保険等、目的地および出発地に関
わる地理的空間的条件や気象条件に応じて設定される保険のことである。
【０００９】
　請求項１の発明では、外部から取得した利用者の出発地情報および目的地情報に基づい
て、経路探索手段により、出発地から目的地までの経路をデータベースに基づいて探索し
、保険提案手段によって、経路探索手段により探索された経路の距離、または経路探索手
段により探索された経路上の道路の属性で高速道路もしくは一般道路の別、制限速度、車
線数、道路幅、舗装もしくは未舗装の別、交差点の数、横断歩道の数、のうちの少なくと
も一つと経路探索手段により探索された経路上の道路における気象条件に関する情報およ
び探索された経路上の道路における事故のデータに基づいて、保険商品を選択または生成
して利用者に提案する。これにより、出発地から目的地までの経路を確かめる目的で当該
システムを利用する利用者に対しても、利用者の意図とは無関係に、経路探索された経路
に基づいて保険商品が提案されるので、利用者は旅行内容に適した保険商品の提案を簡便
に受けられる。
【００１０】
　また、請求項２の旅行保険受付システムでは、道路網のデータおよびこの道路網の各道
路において過去に発生した事故のデータを記憶したデータベースと、外部から取得した利
用者の出発地情報および目的地情報に基づいて、出発地から目的地までの経路を前記デー
タベースに基づいて探索する経路探索手段と、前記経路探索手段により探索された経路の
距離、または前記経路探索手段により探索された経路上の道路の属性で高速道路もしくは
一般道路の別、制限速度、車線数、道路幅、舗装もしくは未舗装の別、交差点の数、横断
歩道の数、のうちの少なくとも一つおよび前記探索された経路上の道路における前記事故
のデータに基づいて、保険商品を選択または生成して前記利用者に提案する保険提案手段
と、前記保険提案手段により提案された保険商品に対して前記利用者から保険契約の承諾
を取得するとともに前記保険商品の内容を出力する保険契約成立手段と、を備えることを
技術的特徴とする。
【００１１】
　請求項２の発明では、外部から取得した利用者の出発地情報および目的地情報に基づい
て、経路探索手段により、出発地から目的地までの経路をデータベースに基づいて探索し
、保険提案手段によって、経路探索手段により探索された経路の距離、または経路探索手
段により探索された経路上の道路の属性で高速道路もしくは一般道路の別、制限速度、車
線数、道路幅、舗装もしくは未舗装の別、交差点の数、横断歩道の数、のうちの少なくと
も一つおよび探索された経路上の道路における事故のデータに基づいて、保険商品を選択
または生成して利用者に提案する。そして、保険契約成立手段により、保険提案手段によ
り提案された保険商品に対して利用者から保険契約の承諾を取得するとともに保険商品の
内容を出力する。これにより、出発地から目的地までの経路を確かめる目的で当該システ
ムを利用する利用者に対しても、利用者の意図とは無関係に、経路探索された経路に基づ
いて保険商品が提案されるので、利用者は旅行内容に適した保険商品の提案を簡便に受け
られる。また、利用者は、提案された保険商品に対して保険契約の承諾をすると、その保
険商品の内容が出力されるので、旅行内容に適した保険商品を簡便に契約を締結すること
ができる。
【００３３】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の旅行保険受付システムの実施形態について図を参照して説明する。
［第１実施形態］
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　まず、本発明の旅行保険受付システムをインターネットに接続された旅行保険受付装置
２０に適用した例を、第１実施形態として図１～図３に基づいて説明する。
【００３４】
　図１に示すように、第１実施形態に係る旅行保険受付装置２０は、主に、ＣＰＵ２１、
メモリ２２、データベース２３、通信装置２５等から構成されているＷＷＷ（World Wide
 Web）サーバの機能を有するもので、利用者がナビゲーション装置７０や携帯端末装置（
ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)等）８０から、インターネット５０等の一般公衆に
開放された開放型情報通信網を介して当該旅行保険受付装置２０により提供されるホーム
ページにアクセスすることにより、当該利用者の旅行内容に適した保険商品を当該利用者
に簡便に提案し、またその契約を簡便に締結し得うるものである。
　なお、「ホームページ」とは、ＷＷＷサーバに実装されたＷＷＷコンテンツを公開する
もので、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language ）等により記述された内容を公開するイ
ンターネット上に構築された情報システムのことである。
【００３５】
ＣＰＵ２１は、旅行保険受付装置２０を制御する中央演算処理装置で、システムバスを介
してメモリ２２、データベース２３、通信装置２５等と接続されている。このメモリ２２
には、ＣＰＵ２１を制御するシステムプログラムのほかに、後述する各種制御プログラム
２２ａ、２２ｂ、２２ｃ、２２ｄ、２２ｅ、２２ｆ等が格納されており、ＣＰＵ２１はこ
れらのプログラムをメモリ２２から読み出して逐次実行している。
【００３６】
メモリ２２は、システムバスに接続されている記憶装置であり、ＣＰＵ２１が使用する主
記憶空間を構成するものである。このメモリ２２には、ＷＷＷサーバとしてのシステムプ
ログラムをはじめとして、ホームページ等を提供するために必要なアプリケーションプロ
グラムや、保険申込受付プログラム２２ａ、距離算出プログラム２２ｂ、提案保険選択プ
ログラム２２ｃ、提案保険情報送信プログラム２２ｄ、契約確認プログラム２２ｅ、契約
保険情報送信プログラム２２ｆ等が予め書き込まれている。
【００３７】
データベース２３は、ＣＰＵ２１が使用する補助記憶空間を構成する不揮発性メモリ、ハ
ードディスク、コンパクトディスクやＤＶＤ（Digital Versatile Disc）等で、システム
バスを介してＣＰＵ２１に接続されており、主に、地図情報および保険商品に関するデー
タを蓄えているものである。例えば、このデータベース２３には、旅行の目的地情報およ
び出発地情報に基づいて、当該目的地と当該出発地との間の距離を算出するために必要な
例えば経度・緯度からなる座標情報や、当該距離や目的地の種類等の所定条件に基づいて
選択される保険商品情報等が格納されている。
【００３８】
通信装置２５は、インターネット５０に接続された通信基地局６０を介して、ナビゲーシ
ョン装置７０や携帯端末装置８０との間で無線通信回線によるデータの送受信を行うため
の通信機器で、図示しない入出力インタフェイスやシステムバスを介してＣＰＵ２１に接
続されている。例えば、メタリックケーブルや光ファイバケーブルによる有線通信システ
ムや、携帯電話機、ＰＨＳ等の無線通信システムを利用してインターネット５０に接続す
るものである。
【００３９】
続いて、このように構成された旅行保険受付装置２０により、実行される旅行保険受付プ
ログラムによる旅行保険受付処理の流れ等を図２に基づいて説明する。なお、この旅行保
険受付処理は、前述した保険申込受付プログラム２２ａ、距離算出プログラム２２ｂ、提
案保険選択プログラム２２ｃ、提案保険情報送信プログラム２２ｄ、契約確認プログラム
２２ｅ、契約保険情報送信プログラム２２ｆにより実行されるものである。
【００４０】
図２に示すように、所定の初期化処理の後、まずステップＳ１０１により目的地・出発地
を受け付ける処理が行われる。この処理は、メモリ２２に格納されている保険申込受付プ
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ログラム２２ａにより行われるもので、例えば、ナビゲーション装置７０から送信されて
くる旅行保険受付処理の要求パケットに含まれる旅行の目的地情報および出発地情報を、
通信基地局６０、インターネット５０および通信装置２５を介して取得する。また、この
ときアクセスのあった当該利用者のナビゲーション装置７０等を特定するＩＰアドレスも
取得する。
【００４１】
なお、ナビゲーション装置７０等が、ＧＰＳを備えているものであれば、これによりナビ
ゲーション装置７０等自体の現在位置を検出することにより、ステップＳ１０１に対して
送信する出発地を検出した現在位置としても良い。これにより、出発地が現在位置である
場合には、出発地の入力を当該現在位置情報を出発地情報に置き換えることにより、出発
地情報の入力操作を省略することができるので、操作を簡便にすることができる。
【００４２】
また、後述するように、旅行保険契約が成立した後、当該ナビゲーション装置７０の現在
位置を旅行保険受付装置２０が受信すると、契約した保険の内容に沿った処理（例えばロ
ードサービスの派遣等）を旅行保険受付装置２０により実行するように構成しても良い。
これにより、当該利用者に対する付加サービスの提供をより充実させることができるので
、顧客満足度を高める効果がある。
【００４３】
ステップＳ１０３では、出発地から目的地までの距離を算出する処理が行われる。この処
理は、メモリ２２に格納されている距離算出プログラム２２ｂにより行われるもので、ス
テップＳ１０１により受け付けられた目的地情報および出発地情報に基づいて目的地と出
発地との間の距離を求める処理を行うものである。例えば、データベース２３により検索
した当該出発地および当該目的地の所在地から両者の東経北緯を特定し、その東経北緯の
差を演算することによって両所在地間の距離を求める。
【００４４】
続くステップＳ１０５では、ステップＳ１０３により求めた距離が所定値以上であるか否
かの判断処理が行われる。この処理も、ステップＳ１０３の処理を実行する距離算出プロ
グラム２２ｂにより行われるものである。この処理は、所定値として例えば５０kmを設定
することにより、ステップＳ１０３で求めた目的地と出発地との間の距離が５０km以上で
ある場合に限って、ステップＳ１０７以下の処理により旅行保険商品の提案を行うように
するものである。これにより、旅行保険を契約する必要のない程の近距離旅行の場合（例
えば距離が５０km未満）には、このような旅行保険商品の特に提案を行うことなく、本旅
行保険受付処理を終了する。したがって、本実施形態では、目的地と出発地との間の距離
が５０km以上であると判断できる場合には（Ｓ１０５でＹｅｓ）、続くステップＳ１０７
に処理を移行し、判断できない場合には（Ｓ１０５でＮｏ）、一連の本旅行保険受付処理
を終了する。
【００４５】
なお、ステップＳ１０５により出発地から目的地までの距離が所定値以上であると判断で
きない場合（例えば先に説明したような近距離旅行の場合）には、ステップＳ１０５によ
るＮｏ分岐の後に、「利用者に保険商品を推奨しない旨の通知をする処理」を置いても良
い。これにより、利用者に対して近距離であるため、費用対効果を考慮すると旅行保険を
契約する必要のないことを知らせることができる。またステップＳ１０５によるＮｏ分岐
の後に、「利用者に旅行保険の契約を必要とするか否かの確認する処理」と、この確認処
理に対し「利用者から旅行保険の契約要求がある場合にはステップＳ１０７に処理を移行
する処理」と、を置いても良い。これにより、ステップＳ１０５により出発地から目的地
までの距離が所定値以上であると判断できない場合であっても、利用者に旅行保険の契約
要求の確認をするので、このような場合にも旅行保険の契約を希望する利用者のニーズに
応えることができる。
【００４６】
ステップＳ１０７では、所定条件に基づいて利用者に提案する保険商品を選択する処理が
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行われる。この処理は、データベース２３に予め格納され用意されている保険商品情報を
提案保険選択プログラム２２ｃにより検索することによって当該所定条件に合致した保険
商品を選択するものである。所定条件として、例えば、ステップＳ１０３により算出した
距離に基づくものや、ステップＳ１０１により受け付けられた目的地情報に基づくものが
ある。距離に基づくものでは、例えば、当該距離に比例して保険料が増減することにより
、短距離になるほど保険料が安く、長距離になるほど保険料が高く、なるような保険商品
を選択する。また目的地情報に基づくものでは、例えば、目的地の種類に応じて、当該目
的地による安全係数に比例して保険料が増減することにより、安全係数の高いテーマパー
クや遊園地では保険料が安く、それよりも安全係数の低い、スキー場、登山可能な山、海
辺、海水浴場等では保険料が高く、なるような保険商品を選択する。なお、これらの目的
地の種類に関する情報は、データベース２３に記憶されている。
【００４７】
なお、ステップＳ１０７では、所定条件に基づいて提案する保険商品を「選択」する処理
を行うこととしたが、本ステップでは、予め用意されている保険商品を「選択」する処理
に代えて、所定条件に基づいて提案する保険商品を「生成」する処理にしても良い。即ち
、例えば、距離を入力することにより、保険料を算定できる所定のアルゴリズム（例えば
旅行の距離に比例して保険料を算出するアルゴリズム、等）に従って、利用者に提案する
保険商品を生成するものであっても良い。これにより、距離毎に保険料の異なる種々の保
険商品情報をデータベース２３に予め格納しておく必要がないので、データベース２３の
小容量化に貢献することができる。
【００４８】
ステップＳ１０９では、ステップＳ１０７により提案された保険商品について、利用者に
概要情報を送信する処理が行われる。この処理は、メモリ２２に格納されている提案保険
情報送信プログラム２２ｄにより行われるもので、通信装置２５を介して、当該利用者の
ナビゲーション装置７０等を特定するＩＰアドレスを宛先としてインターネット５０に送
信される。
【００４９】
このステップＳ１０９による保険商品の概要情報（第１の内容）とは、保険商品の内容と
それに対する保険金額およびその保険料のことをいい、例えば図３(A) に示されるもので
ある（図３(A) 、(B) は、利用者のナビゲーション装置もしくは携帯情報端末の画面に提
案する保険商品の概要情報が示された例である）。この例は、ステップＳ１０７により選
択された保険商品の所定条件が「距離」に基づくものである場合のもので、例えば、距離
△△kmにおける保険商品として３種類の保険プラン１～３が提案されている。この保険プ
ラン１～３では、保険内容として、「死亡」、「賠償責任」および「携行品」が挙げられ
ており、保険金額の低いものから順番に提案されている。なお、同図中に示す契約ボタン
αをマウス等により選択または指定することによって、利用者が当該保険商品の契約を承
諾する（採択する）通知が旅行保険受付装置２０に送信される。
【００５０】
また、図３(B) には、ステップＳ１０７により選択された保険商品の所定条件が「目的地
情報」に基づくものである場合の例が示されている。例えば、受け付けた目的地βが、デ
ータベース２３を参照して登山可能な山（同図中に示す××山）であることが判明した場
合には、万が一遭難した場合に要する救援隊等の費用に対する保険を付加する。図３(B) 
の例では、符号βに示すように目的地が××山である場合に同図中符号γで示す破線枠の
部分に救援費用に対する保険の提案が付加されている。この例のほか、目的地がゴルフ場
の場合にホールインワン保険や、目的地がスキー場や海水浴場の場合に怪我等に対する保
険金額が多く設定されているいわゆるスポーツ保険、を提案する等がある。
【００５１】
ステップＳ１１１では、利用者から契約の承諾（採否）があるか否かの判断処理が行われ
る。この処理は、契約確認プログラム２２ｅにより通信装置２５を介して行われるもので
、例えば、利用者のナビゲーション装置７０等から送信されてくる提案保険商品に対する
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応答パケットの内容（採否情報）に基づいて保険契約の承諾があるか否かの判断を行う。
そして、契約の承諾があると判断できる場合には（Ｓ１１１でＹｅｓ）、次のステップＳ
１１３に処理を移行し、また当該判断ができない場合には保険契約が成立しなかったため
、一連の本旅行保険受付処理を終了する。
【００５２】
ステップＳ１１１により利用者からの保険承諾の通知を受信すると、続くステップＳ１１
３では、利用者情報を確認する処理が行われる。この処理も、契約確認プログラム２２ｅ
により行われるもので、例えば、利用者の身元を確認する処理が行われる。身元の確認は
、例えば、予め登録してあるＩＤ番号およびパスワードの照合によって行う。
【００５３】
利用者情報が確認されると、続くステップＳ１１５により、利用者が承諾した保険商品の
詳細情報（第２の内容）を送信する処理が行われる。この処理は、契約保険情報送信プロ
グラム２２ｆにより通信装置２５を介して行われるもので、例えば、保険契約時の当該保
険契約に関する約款等を含む詳細データが当該利用者のナビゲーション装置７０等を特定
するＩＰアドレスを宛先としてインターネット５０に送信される。
【００５４】
なお、このステップＳ１１５による詳細情報の送信とともに、当該保険商品に係る保険料
を利用者から徴収する保険料徴収処理を行っても良い。具体的には、例えば、ＩＤ番号、
パスワードと共に事前に利用者のクレジットカード番号を登録しておき、当該クレジット
カード番号から自動的に保険料が引き落とされるように構成する。これにより、利用者は
、保険料の徴収もナビゲーション装置７０等を介して行うことができるので、保険料の支
払い手続を簡略化することができる。したがって、より一層、旅行内容に適した保険商品
を利用者に簡便に提案し契約を締結することができる。
【００５５】
以上説明したように、旅行保険受付装置２０によると、保険申込受付プログラム２２ａ（
Ｓ１０１）により、ナビゲーション装置７０、携帯端末装置８０から旅行の目的地情報お
よび出発地情報を受付け、提案保険選択プログラム２２ｃ（Ｓ１０７）により、目的地情
報および出発地情報に基づいて一以上の特定の保険商品を通信装置２５によりナビゲーシ
ョン装置７０等に送信し、契約確認プログラム２２ｅ（Ｓ１１１）により、保険商品に対
する契約の承諾（採否）を通信装置２５によるデータの受信によりナビゲーション装置７
０等から採否情報として取得する。これにより、利用者は、従来のように、旅行代理店等
に出向くことなく、ナビゲーション装置７０等に目的地情報および出発地情報を入力する
ことにより、当該ナビゲーション装置７０等を介して自己の計画した旅行に適した保険商
品の提案を受け、またその契約を当該旅行保険受付装置２０により行うことができる。し
たがって、旅行内容に適した保険商品を利用者に簡便に提案し契約を締結し得る効果があ
る。
【００５６】
また、旅行保険受付装置２０によると、保険申込受付プログラム２２ａ（Ｓ１０１）によ
り、外部装置から旅行の目的地情報および出発地情報を受付け、距離算出プログラム２２
ｂ（Ｓ１０３、Ｓ１０５）、提案保険選択プログラム２２ｃ（Ｓ１０７）により、目的地
情報および出発地情報に基づいて目的地と出発地との間の距離が所定値以上である場合、
所定条件に基づいて一以上の保険商品を選択し、提案保険情報送信プログラム２２ｄ（Ｓ
１０９）により、保険商品に基づく概要情報を通信装置２５によりナビゲーション装置７
０等に送信し、契約確認プログラム２２ｅ（Ｓ１１１）により、保険商品に対する契約の
承諾（採否）を通信装置２５によるデータの受信によりナビゲーション装置７０等から採
否情報として取得し、契約保険情報送信プログラム２２ｆ（Ｓ１１５）により、採否情報
の内容が契約の承諾（採否）である場合、保険商品に基づく詳細情報を通信装置２５によ
りナビゲーション装置７０等に送信し保険商品に係る契約の成立を通知する。これにより
、利用者は、従来のように、旅行代理店等に出向くことなく、ナビゲーション装置７０等
に目的地情報および出発地情報を入力することにより、当該ナビゲーション装置７０等を
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介して自己の計画した旅行に適した保険商品の提案を受け、またその契約を当該旅行保険
受付装置２０により行うことができる。したがって、旅行内容に適した保険商品を利用者
に簡便に提案し契約を締結し得る効果がある。
【００５７】
なお、本第１実施形態では、利用者が旅行保険に加入するために、保険受付けのホームペ
ージにアクセスすることを前提として説明したが、この他に、保険とは直接関わりのない
、例えば出発地と目的地とを入力してその間の経路を探索するサービスを提供するホーム
ページに対して、利用者が経路を確かめる目的でアクセスするような場合に、利用者の意
思とは無関係に図２に示す旅行保険受付プログラムによる処理が実行されて利用者に保険
商品の提案がなされるようにすることも好適である。
【００５８】
即ち、利用者が保険に入る積極的な意思がなくとも保険商品の広告として、利用者に適切
な保険商品の案内を提供する装置として実行されるように構成することでも良い。この場
合、利用者が保険に入ることを意識しなくとも利用者に適切な保険商品が提示されるので
、利用者は旅行の計画と同時に旅行保険についても検討することができるという利便性が
ある。具体的には図１の構成において、車両に搭載されたナビゲーション装置７０は、通
信回線を通して外部の情報センタに現在地と目的地を送信し、当該情報センタにて経路の
探索を行い、探索された結果の経路データおよび地図のデータが情報センタからナビゲー
ション装置７０へ送信される、いわゆるネットワーク型のナビゲーション装置の場合に、
本発明に係る旅行保険受付プログラムが当該情報センタ内で実行され、ナビゲーション装
置から送られた現在地と目的地に基づいて図２に示す旅行保険受付プログラムによる処理
が実行される構成である。
【００５９】
　ナビゲーション装置７０は、旅行情報送信手段により目的地情報および出発地情報を通
信基地局６０、インターネット５０を介して旅行保険受付装置２０（外部の情報センタに
相当する）へ送信する（ここで旅行情報送信手段とは、例えば利用者により入力された目
的地情報と出発地情報を通信回線を介して情報センタへそのデータを送信するプログラム
である）。そして、旅行保険受付装置２０において、前述のステップＳ１０７で選択され
た提案する保険商品がナビゲーション装置７０へ送信される。ナビゲーション装置７０で
は保険商品受信手段により、旅行保険受付装置２０から送信された保険商品を受信し、利
用者に提示される（ここで保険商品受信手段とは、例えば情報センタから送られた保険商
品のデータを受信し、ナビゲーション装置が備えるディスプレイに表示するプログラムで
ある）。その提示の例が図３である。ここで、利用者が、保険商品の契約を希望する場合
は、例えば図３(A) に示す契約ボタンαをマウス等により選択または指定すると、その情
報が保険商品採否情報送信手段により旅行保険受付装置２０へ送信され、保険契約が成立
する（ここで保険商品採否情報送信手段とは、例えば利用者により入力された保険の契約
を採択するための上記マウス等の信号を情報センタへ送信するプログラムである）。この
ようなナビゲーション装置７０により利用者は車両内から、旅行に関する保険の商品提案
を受け、契約を行い得ることができる。
【００６０】
［第２実施形態］
　次に、スタンドアロン形態の旅行保険受付装置１２０に適用した例を、第２実施形態と
して図４～図７に基づいて説明する。
【００６１】
図４に示すように、第２実施形態に係る旅行保険受付装置１２０は、主に、ＣＰＵ１２１
、メモリ１２２、データベース１２３、通信インタフェイス１２５等から構成されている
もので、当該旅行保険受付装置１２０がレンタカー店に設置されることにより、レンタカ
ーの利用者に旅行の目的地を入力してもらうと現在地（当該レンタカー店）から目的地ま
での経路を探索し、その経路を記した地図をプリンタへ出力するサービスを提供するとと
もに当該利用者の旅行内容に適した保険商品を当該利用者に簡便に提案し、またその契約
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を簡便に締結し得うるものである。
【００６２】
なお、ＣＰＵ１２１、メモリ１２２、データベース１２３、通信インタフェイス１２５は
、前述した第１実施形態に係る旅行保険受付装置２０のＣＰＵ２１、メモリ２２、データ
ベース２３、通信装置２５にそれぞれ対応するものであるため、実質的に同一である構成
部分については、これらの説明を省略する。
【００６３】
メモリ１２２には、第１実施形態のメモリ２２とほぼ同様に、コンピュータとしてのシス
テムプログラムをはじめとして、種々の制御プログラムが予め書き込まれている。例えば
、旅行保険受付装置１２０のメモリ１２２には、保険申込受付プログラム１２２ａ、提案
保険選択プログラム１２２ｃ、提案保険情報出力プログラム１２２ｄ、契約確認プログラ
ム１２２ｅ、契約保険情報出力プログラム１２２ｆ、経路探索プログラム１２２ｇ等が書
き込まれているが、これらは、経路探索プログラム１２２ｇを除いて、旅行保険受付装置
２０の、保険申込受付プログラム２２ａ、提案保険選択プログラム２２ｃ、提案保険情報
送信プログラム２２ｄ、契約確認プログラム２２ｅ、契約保険情報送信プログラム２２ｆ
に、それぞれ対応している。なお、経路探索プログラム１２２ｇは、データベース１２３
に格納された道路情報に基づいて、所望の出発地点から目的地点に至るまでの最短経路を
所定のアルゴリズムに従って探索するプログラムのことである。
【００６４】
通信インタフェイス１２５は、旅行保険受付装置１２０の外部に接続された入力装置（キ
ーボードや、マウス等のポインティングデバイスあるいはカードリーダ等）１２６、ディ
スプレィ１２７、プリンタ１２８等の出力装置とデータ通信を行うためのインタフェイス
装置で、例えば、SCSI、GP-IB 等の規格に準拠するパラレルインタフェイスや、RS232-C
、RS422、USB やIEEE1394等の規格に準拠するシリアルインタフェイス、あるいは10BASE-
T、100BASE-T、Bluetooth等の有線／無線ＬＡＮインタフェイスが、これに相当する。
【００６５】
このように構成された旅行保険受付装置１２０により、実行される旅行保険受付プログラ
ムによる旅行保険受付処理の流れ等を図５に基づいて説明する。なお、この旅行保険受付
処理は、図４に示す保険申込受付プログラム１２２ａ、提案保険選択プログラム１２２ｃ
、提案保険情報出力プログラム１２２ｄ、契約確認プログラム１２２ｅ、契約保険情報出
力プログラム１２２ｆ、経路探索プログラム１２２ｇにより実行されるものである。
【００６６】
図５に示すように、所定の初期化処理の後、まずステップＳ２０１により利用者情報を確
認する処理が行われる。この処理は、メモリ１２２に格納されている契約確認プログラム
１２２ｅにより行われるもので、例えば、利用者の所持する運転免許証やクレジットカー
ド等をカードリーダ等の入力装置１２６により読取ることによって当該カードリーダから
利用者情報が取得され、これにより利用者が特定される。なお、このステップＳ２０１に
よる利用者の確認とともに、希望するレンタカーの選択や契約等、自動車のレンタルに関
する処理も旅行保険受付装置１２０で行わせるように構成しても良い。これにより、自動
車レンタルに関する手続きも旅行保険受付装置１２０で行えるため、無人のレンタカー店
舗を実現することも可能となる。
【００６７】
ステップＳ２０１により利用者情報が確認されると、続くステップＳ２０３により、目的
地・出発地を受け付ける処理が行われる。この処理は、メモリ１２２に格納されている保
険申込受付プログラム１２２ａにより行われるもので、例えば、キーボード等の入力装置
１２６から入力される旅行の目的地情報および出発地情報を通信インタフェイス１２５を
介して取得する。
【００６８】
続くステップＳ２０５では、出発地から目的地までの経路を探索する処理が行われる。こ
の処理は、メモリ１２２に格納されている経路探索プログラム１２２ｇによりデータベー
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ス１２３に格納された道路情報に基づいて、ステップＳ２０３により入力された出発地情
報による出発地から目的地情報による目的地点に至るまでの最短経路を所定のアルゴリズ
ムに従って探索するものである。なお、探索された経路は、その経路を示した地図として
プリンタ１２８から出力される。この地図出力はレンタカー店のサービスをとして行われ
る。
【００６９】
次のステップＳ２０７では、ステップＳ２０５により探索された経路情報に基づいて保険
商品を選択する処理が行われる。この処理は、データベース１２３に予め格納され用意さ
れている保険商品情報を提案保険選択プログラム１２２ｃにより検索することによって、
当該探索された経路情報に合致した保険商品を選択するものである。例えば、当該経路情
報に付加されている道路属性等に基づいて保険商品が選択される。例えば、探索した経路
に高速道路が含まれている場合には、図６に示すように、高速道路の距離に応じた保険料
データベース（データベース１２３）から該当する保険商品の内容（本人死亡、対人、対
物等）を選択する。また一般道路に対しても、同様の保険データベースが用意されている
。
【００７０】
続くステップＳ２０９では、当該経路情報に基づいて選択された保険商品の概要情報（第
１の内容）をディスプレィ１２７に出力する処理が行われる。この処理は、メモリ１２２
に格納されている提案保険情報出力プログラム１２２ｄにより行われるもので、通信イン
タフェイス１２５を介して、ディスプレィ１２７に出力される。
【００７１】
さらにステップＳ２１１により、保険オプションの選択情報をディスプレィ１２７に出力
する処理が行われる。この処理も提案保険情報出力プログラム１２２ｄにより行われるも
ので、通信インタフェイス１２５を介して、ディスプレィ１２７に出力される。
【００７２】
これにより、例えば、図７に示すような旅行保険の提案画面がディスプレィ１２７に表示
される。同画面の例においては、破線枠δ内に示すように、探索された経路には、一般道
路（２０km）のほかに高速道路も含まれているので、高速道路の距離（１００km）が提示
されている。また破線枠ε内には、探索された経路の概要が示されている。さらに破線枠
ζ内には、提案する保険商品として、高速道路、一般道路の距離に応じて、各保険種類（
本人死亡、対人、対物等）の各保険金額に対する保険料が示されており、また保険オプシ
ョンの選択情報として、ロードサービス（車両の故障、パンク等のトラブル時に無償でサ
ービス車を配車する）や、夜間走行をしない場合にはさらに保険料が低減される等の選択
肢が提示されている。利用者はこれらのオプションを自由に組み合わせて保険内容を整え
て承諾することができる。また探索された経路上に事故多発地帯があるか否かにより保険
料を変更する等できめ細かな保険料の設定ができる。即ち、旅行の計画内容に応じて必要
十分な保険内容を設定することができる。なお、同図中に示す契約ボタンηをマウス等に
よりクリックすることによって、利用者が当該保険商品の契約を承諾する通知が旅行保険
受付装置１２０に送信される。
【００７３】
ステップＳ２１３では、利用者から契約の承諾（採否）があるか否かの判断処理が行われ
る。この処理は、契約確認プログラム１２２ｅにより通信インタフェイス１２５を介して
行われるもので、例えば、キーボード、マウス等の入力装置１２６から送信されてくる提
案保険商品に対する応答データの内容（採否情報）に基づいて保険契約の承諾があるか否
かの判断を行う。そして、契約の承諾があると判断できる場合には（Ｓ２１３でＹｅｓ）
、次のステップＳ２１５に処理を移行し、また当該判断ができない場合には保険契約が成
立しなかったため、一連の本旅行保険受付処理を終了する。
【００７４】
ステップＳ２１３により利用者からの保険承諾の通知を受信すると、続くステップＳ２１
５により、利用者が承諾した保険商品の詳細情報（第２の内容）を送信する処理が行われ
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る。この処理は、契約保険情報出力プログラム１２２ｆにより通信インタフェイス１２５
を介して行われるもので、例えば、保険契約時の当該保険契約に関する約款等を含む詳細
データがプリンタ１２８に出力されプリンタ用紙に打ち出される。本第２実施形態の場合
、このプリンタ出力が契約証書として利用される。
【００７５】
なお、以上説明した本第２実施形態に係る旅行保険受付装置１２０は、技術的思想として
把握すると、次のように表現することもできる。
(1) 利用者の出発地情報と目的地情報を入力する入力手段と、道路網のデータを記憶した
道路地図データベースと、入力手段により入力された出発地情報および目的地情報に基づ
いて、出発地から目的地までの経路を道路地図データベースに基づいて探索する経路探索
手段と、経路探索手段により探索された経路に基づいて保険商品を選択または生成して利
用者に提案する保険提案手段と、保険提案手段により提案された保険商品に対して利用者
から保険契約の承諾を取得するとともに当該保険商品の内容を出力する保険契約成立手段
と、を備える。
【００７６】
つまり、入力手段により、利用者の出発地情報と目的地情報を入力し、経路探索手段によ
り、出発地情報および目的地情報に基づいて出発地から目的地までの経路を、道路網のデ
ータを記憶した道路地図データベースに基づいて探索し、保険提案手段により、探索され
た経路に基づいて保険商品を選択または生成して利用者に提案する。そして保険契約成立
手段により、提案された保険商品に対して利用者から保険契約の承諾を取得するとともに
当該保険商品の内容を出力する。
【００７７】
これにより、利用者は、出発地情報と目的地情報を入力すると、出発地から目的地までの
経路探索され、また探索された経路に基づいて保険商品が提案される。そして、提案され
た保険商品に対して保険契約の承諾をすると、その保険商品の内容が出力される。したが
って、旅行内容に適した保険商品を利用者に簡便に提案し契約を締結し得る効果がある。
【００７８】
(2) また、当該保険提案手段は、経路探索手段により探索された経路の距離および／また
は探索された経路上の道路の道路属性に応じて利用者に提示する保険商品を生成すること
も好適である。ここで、「道路属性」とは、道路地図データベースに記憶された各道路の
データに付随して記憶されている情報のことで、その道路が高速道路か一般道路か、その
道路の制限速度、その道路の車線数等のことを示す。これにより、さらに旅行内容に適し
た保険商品を利用者に簡便に提案し契約を締結し得る効果がある。
【００７９】
(3) また、当該道路地図データベースは、さらに、各道路の道路属性のデータおよび／ま
たは各道路において過去に発生した事故のデータを記憶し、当該保険提案手段は、道路地
図データベースに基づいて、探索された経路上の道路における、過去に発生した事故のデ
ータを参照して当該保険商品に係る保険料を算定することも好適である。これにより、さ
らに旅行内容に適した保険商品を利用者に簡便に提案し契約を締結し得る効果がある。
【００８０】
　以上説明した実施形態では、目的地情報および出発地情報に基づいて利用者に提案され
る保険商品として、出発地から目的地までの距離に応じて保険料が決定される保険（即ち
、旅行距離が長くなるほど事故の確率は高くなるので保険料も高く設定される）や、目的
地までの経路に含まれる道路が高速道路か否かに応じて保険料が設定される保険を例示し
たが、本発明はこれに限らず、出発地から目的までに走行するであろう経路を探索し、そ
の経路の状況（道路幅、舗装／未舗装の別、経路上の交差点の数、経路上の横断歩道の数
等）によって保険料の設定が異なる保険、さらにはその時の天候および天気予報（経路上
を台風が通過すると予測されている場合、経路上の地域において雨／雪／霧等の予報が出
されている場合、気温が低く経路上の道路が凍結する確率が高い場合等）に応じて保険料
の設定が異なる保険等、目的地および出発地に関わる地理的空間的条件や気象条件に応じ
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て設定される保険であっても良い。
【００８１】
また、出発地と目的地に応じて保険の有効期限が決定されるようにしても良い。例えば距
離が所定値（例えば２００km）以下であれば２４時間有効の保険を提案したり、所定値以
上であれば、または目的地として宿泊施設が選択されている場合は４８時間有効である保
険を提案する等である。また、第２実施形態では、車両のレンタル期間と同一の期間を有
効期間とする保険を提案することも好適である。
【００８２】
　さらに、ナビゲーション装置もしくは携帯情報端末と、旅行保険受付装置（情報センタ
）とのデータ通信において、保険契約成立時に契約が成立した時刻を保険受付装置から送
信される保険契約の詳細情報（第２の内容）に記録することも好適である。即ち、上記の
ように保険の有効期間を設定する場合にその有効期間の開始日時をすることが必要である
が、その開始日時を前述の保険契約の詳細情報に合わせて記録することで保険の有効期間
の開始日時を明確にすることができる。特にナビゲーション装置を用いる場合、ナビゲー
ション装置が備えるＧＰＳセンサが有する計時機能を有効に利用することが好適である。
即ち、ＧＰＳセンサが有する計時機能により計時された時刻を、当該保険の有効期間の開
始日時として保険契約の詳細情報に加えるように構成する。この計時機能は衛星からの信
号に基づいて時刻が算出されるため正確でありかつ保険の契約を行う当事者以外の者が計
時した時刻なので契約としての効力を有する時刻としても有効に利用することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る旅行保険受付装置の構成等を示すブロック図である
。
【図２】第１実施形態に係る旅行保険受付装置により実行される旅行保険受付プログラム
による旅行保険受付処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】第１実施形態に係る旅行保険受付装置により提案される保険プランの一例を示す
画面表示例で、図３(A) は、図２に示すステップＳ１０９により送信されるもの、図３(B
) は、図２に示すステップＳ１１５により送信されるものである。
【図４】本発明の第２実施形態に係る旅行保険受付装置の構成等を示すブロック図である
。
【図５】第２実施形態に係る旅行保険受付装置により処理される旅行保険受付プログラム
の流れを示すフローチャートである。
【図６】第２実施形態に係る旅行保険受付装置の保険料データベースの一例を示す説明図
である。
【図７】図５に示すステップＳ２０９、Ｓ２１１により出力されるディスプレィ画面の表
示例を示す説明図である。
【符号の説明】
　２０、１２０　　旅行保険受付装置（情報センタ）
　２１、１２１　　ＣＰＵ
　２２、１２２　　メモリ
　２２ａ　　　　　保険申込受付プログラム　　（旅行情報受付手段）
　２２ｂ　　　　　距離算出プログラム　　　　（保険商品選択手段）
　２２ｃ　　　　　提案保険選択プログラム　　（保険商品選択手段）
　２２ｄ　　　　　提案保険情報送信プログラム（保険商品提案手段）
　２２ｅ　　　　　契約確認プログラム　　　　（採否情報取得手段）
　２２ｆ　　　　　契約保険情報送信プログラム（契約成立通知手段）
　２３、１２３　　データベース
　２５　　　　　　通信装置
　５０　　　　　　インターネット
　６０　　　　　　通信基地局
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　７０　　　　　　ナビゲーション装置　
　８０　　　　　　携帯端末装置　
　１２５　　　　　通信インタフェイス　
Ｓ１０１（旅行情報受付手段）、Ｓ１０３、Ｓ１０５、Ｓ１０７（保険商品選択手段）、
Ｓ１０９（保険商品提案手段）、Ｓ１１１（採否情報取得手段）、Ｓ１１５（契約成立通
知手段）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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