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る。その後、撮影 した画像を、通信部 ( 2 2 ) を介 して利用者の持つ携帯端末に送信する。利用者は、携帯端末で
当該画像を見ながら、自車の駐車位置を容易に把握することが可能となる。



明 細 書

駐車位置探索支援装置、方法およびプログラム

技術分野

０００ 本発明は、車両の位置探索支援装置に関し、ょり特定的には、駐車場にぉける車

両の駐車位置探索支援装置に関する。

背景技術

０００ 」2 従来、駐車場にぉいて、特定の車両の駐車位置の情報を提供するために、以下の

よぅなシステムが開示されていた。まず、車両に タグを取り付けてぉき、各々の

駐車位置には非接触型のリータライタを設けてぉく。車両が駐車場内の所定の駐車

位置に停められれば、上記R タグを読み取ることで、その駐車位置を把握する。

そして、駐車場に設けられている大型パネルなどの表示手段に、駐車場のレイアウト

と共に、各車両の駐車位置を表示する (例えば、特許文献 )。これによって、利用者

は、自分の車両が駐車場内のどの場所に停めてあるかを把握することが可能であっ
た」０

特許文献 1 :特開2００4 996 ０4号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3」 しかしながら、上述したよぅな駐車場システムにぉいては、以下に示す問題点があ

った。まず、大規模な駐車場の場合、全ての駐車位置に上述したょぅな非接触型リー

ダライタを設置することは、非常にコストがかかってしまぅ。また、仮に、全ての駐車位

置に非接触型リーダライタを設置し、上述のょぅにパネル等に駐車位置を表示したと

しても、大規模な駐車場の場合、その広さゆえに、利用者が当該表示装置から自車

の駐車位置にたどりつくまでに、その駐車位置を忘れてしまぅことも十分考えられる。

また、携帯電話に搭載されているGPSナビ機能を用いて、携帯電話を見ながら自車

位置まで誘導してもらぅといぅ方法も考えられるが、地下駐車場などの電波の届かな

いょぅな場所では、このょぅな方法も利用することはできない。

０００ 」4 それ故に、本発明の目的は、容易に自車の駐車位置を把握でき、かつ低コストな



駐車位置探索支援装置を提供することである。

課題を解決するための手段

０００5」 上記 目的を達成するために、本発明は以下のよぅな構成を採用した。

０００ 」6 本発明の第 の局面は、映像を撮影する撮影部を備えた移動体に搭載される駐車

位置探索支援装置であって、撮影部によって撮影された画像を記憶する画像記憶

部と、移動体の駐車動作に応じて画像記憶部に画像の記憶を開始または終了させる

撮影制御部と、画像記憶部によって記憶された画像を所定の携帯端末もしくは当該

携帯端末からアクセス可能なサ一バに転送する転送部とを備える、駐車位置探索支

援装置である。

０００7」 本発明の第2の局面は、第 の局面において、移動体が施設に入場したことを検出

する施設入場検出部をさらに備え、撮影制御部は、施設入場検出部からの信号に基

づいて、移動体が所定の施設に入場したときに撮影部に撮影を開始 せる。

０００8」 本発明の第3の局面は、第 の局面において、駐車位置探索支援装置は、GPS受

信機と、当該GPS受信機からの信号および地図情報に基づいて地図上に自車位置

を表示または経路案内を行ぅナビ案内部とをさらに備えたことを特徴とする。

」０００9 本発明の第4の局面は、第3の局面において、撮影制御部は、ナビ案内部からの

信号に基づいて、移動体が所定の施設に到達したときに画像記憶部に画像の記憶

を開始させる。

」００1０ 本発明の第5の局面は、第3の局面において、撮影制御部は、GPS受信機からの

信号に基づいて、GPS受信機がGPS衛星からの電波を受信できなくなったときに画

像記憶部に画像の記憶を開始させる。

」００11 本発明の第6の局面は、第3の局面において、撮影制御部は、ナビ案内部からの

信号に基づいて、移動体が所定の目的地に対して所定の距離以内に接近し、かつ

道路から外れたことを確認したときに、画像記憶部に画像の記憶を開始させる。

００ 」
12 本発明の第7の局面は、第 の局面において、撮影制御部は、移動体の前照灯の

状熊を取得する車両情報取得部からの信号に基づいて、移動体の前照灯が点灯

れたときに画像記憶部に画像の記憶を開始させる。

００13
」 本発明の第8の局面は、第 の局面において、撮影制御部は、移動体の駐車ブレ



一キの状態を取得する車両情報取得部からの信号に基づいて、移動体の駐車ブレ

ーキがかけられたときに画像記憶部に画像の記憶を終了させる。

」００14 本発明の第9の局面は、第 の局面において、撮影制御部は、移動体のギアの状

態を取得する車両情報取得部からの信号に基づいて、移動体のギアがパーキング

ギアに変更されたときに画像記憶部に画像の記憶を終了させる。

００15」 本発明の第 ０の局面は、第 の局面において、撮影制御部は、移動体のェンジン

の状態を取得する車両情報取得部からの信号に基づいて、移動体のェンジンが切ら

れたときに画像記憶部に画像の記憶を終了させる。

」００16 本発明の第 の局面は、第 の局面において、転送部は、撮影制御部が画像記

憶部に画像の記憶を終了させたことに応じて、画像記憶部に記憶された画像を携帯

端末またはザーバに一括して転送する。

００ 7 本発明の第 2の局面は、第 の局面において、転送部は、撮影部によって撮影さ

れた画像が当該撮影部から出力される度に、当該画像を携帯端末またはサ一バに

順次転送する。

」００18 本発明の第 3の局面は、第 の局面において、撮影制御部は、映像を静止画とし

て画像記憶部に記憶させる。

」００19 本発明の第 4の局面は、第 の局面において、撮影制御部は、映像を動画として

画像記憶部に記憶させる。

」００2０ 本発明の第 5の局面は、第 の局面において、撮影制御部は、利用者による移動

体の操舵に応じて選択的に、画像記憶部に静止画あるいは動画を記憶させる。

００2 本発明の第 6の局面は、第 5の局面において、撮影制御部は、利用者が移動体

を旋回させているときは画像記憶部に映像を動画として記憶させ、旋回させていない
ときは画像記憶部に映像を静止画として記憶させる。

」００22 本発明の第 7の局面は、第 の局面において、転送部は、画像記憶部に記憶され

た画像のぅち、文字あるいは記号を含芭画像を選択する画像選択部を含み、当該画

像選択部が選択した画像のみを携帯端末またはサ一バに転送する

００23」 本発明の第 8の局面は、第 7の局面において、画像選択部は、文字あるいは記

号を含む画像について、当該文字あるいは記号を強調する印を付すよぅに画像処理



を施し、転送部は、画像処理された後の画像を携帯端末またはサ一バに転送する。

００ 」24 本発明の第 9の局面は、第 7の局面において、画像選択部は、画像記憶部に記

憶された画像に対して、撮影時刻の表示を付すよぅに画像処理を施し、転送部は、

画像処理された後の画像を携帯端末またはザーバに転送する。

００25」 本発明の第2０の局面は、第 7の局面において、画像選択部は、画像記憶部に記

憶された画像に対して、撮影時における移動体の状態を示す車両情報の表示を付

すよぅな画像処理を施し、転送部は、画像処理された後の画像を携帯端末またはサ

一バに転送する。

００ 」26 本発明の第2 の局面は、第 の局面において、駐車位置探索支援装置への電源

供給は、移動体のェンジンの停止時点もしくは当該エンジンの停止時点から一定時

間経過後に停止され、転送部は、移動体のェンジンの停止時点もしくは当該エンジ

ンの停止時点から一定時間以内に、画像記憶部によって記憶された画像の転送を

完了することを特徴とする。

００27」 本発明の第22の局面は、第 の局面において、転送部は、画像記憶部に記憶され

た画像の撮影時刻を示す情報を含む画像ヂ一タを転送し、当該画像は、携帯端末

において、時系列で並べられて表示される

００28」 本発明の第23の局面は、第 の局面において、転送部は、画像記憶部に記憶され

た画像の撮影時刻および当該画像の撮影時における移動体の位置を示す情報に

基づいて、移動体の相対的な移動経路が時系列に沿って表示されるよぅな経路画像

を生成する経路画像生成部を含み、経路画像生成部が生成した画像を画像記憶部

に記憶された画像と一緒に携帯端末またはサ一バに送信する

００29」 本発明の第24の局面は、映像を撮影する撮影ステップと、撮影ステップにより撮影

された映像を記憶する画像記憶ステップと、移動体の駐車動作の開始に関する所定

の条件が満たされた否かを判定する撮影開始条件判定ステップと、移動体の駐車動

作の終了に関する所定の条件が満たされたか否かを判定する撮影終了条件判定ス

テップと、撮影開始条件判定ステップによって駐車動作の開始に関する条件が満た

されたと判定されたときから撮影終了判定ステップによって駐車動作の終了に関する

条件が満たされたと判定されるまで、所定時間単位で画像記憶ステップを実行する



撮影制御ステップと、画像記憶ステップによって記憶された画像を所定の携帯端末も

しくは当該携帯端末からアクセス可能なサ一バに転送する転送ステップとを有する、

駐車位置探索支援方法である。

００3０」 本発明の第25の局面は、映像を撮影する撮影部を備えた移動体に搭載される駐

車位置探索支援装置のコンピュータに実行させる駐車位置探索支援プログラムであ

って、撮影ステップにより撮影された映像を記憶する画像記憶ステップと、移動体の

駐車動作の開始に関する所定の条件が満たされた否かを判定する撮影開始条件判

定ステップと、移動体の駐車動作の終了に関する所定の条件が満たされたか否かを

判定する撮影終了条件判定ステップと、撮影開始条件判定ステップによって駐車動

作の開始に関する条件が満たされたと判定されたときから撮影終了判定ステップによ

って駐車動作の終了に関する条件が満たされたと判定されるまで、所定時間単位で

画像記憶ステップに映像を記憶させる撮影制御ステップと、画像記憶ステップによっ

バに転送する転送ステップとをコンピュータに実行させる、駐車位置探索支援プログ

ラムである。

発明の効果

００3 上記第 の局面によれば、移動体を駐車するまでの過程における画像を撮影して

おき、端末等に送信できる。そのため、利用者は、上記画像を端末で確認しながら自

車の駐車位置まで移動できるため、直感的な駐車位置の把握が可能となり、その結

果、迷うことなく駐車位置までたどり着くことができる。

００3 」2 上記第2の局面によれば、所定の施設に入場したときに撮影が開始されるため、禾

用者は撮影開始のための操作を必要とせず、使い勝手を向上させることができる。

００33」 上記第3の局面によれば、GPS を用いて撮影や画像の記憶を制御できるため、より

的確な撮影制御を行うことができる。

００3 」4 上記第4の局面によれば、GPSで目的地等についた事が検知できれば、撮影が開

始されるため、利用者は撮影開始のための操作を必要とせず、使い勝手を向上させ

ることができる。

００3 」5 上記第5の局面によれば、地下駐車場等のGPS の電波が届かないような場所でも



、撮影を開始させることができ、利便性を高めることができる。

００3 」6 上記第6の局面によれば、目的地の近傍において道路から外れたタイミングで撮影

を開始するため、利用者が駐車位置を把握するためのより多くの情報を撮影すること

ができる。その結果、利用者により一層容易に駐車位置を把握させることが可能とな

る。

００37」 上記第7の局面によれば、GPS の電波が届かない地下駐車場等のよぅな場所でも

撮影を開始させることができ、利便性を高めることができる。

００3 」8 上記第8乃至第 ０の局面によれば、駐車動作の終了において一般的に行われる

動作と関連させて撮影を終了させる。そのため、撮影終了のための特段の操作を利

用者に要求せず、利用者にとって使い勝手のよい駐車位置探索支援装置を提供で

きる。

００39」 上記第 の局面によれば、記憶した画像を全て携帯端末等に転送するため、駐車

位置の把握に必要な情報を漏れなく利用者に与えることができる。その結果、利用者

に駐車位置を一層把握させやすくすることができる。

００4０」 上記第 2の局面によれば、撮影する毎に携帯端末等に画像を転送していくため、

駐車終了直後における画像の転送のための待ち時間をなくすことができ、利用者に

とっての使い勝手を向上させることができる。

００4 上記第 3の局面によれば、駐車動作にかかる映像を静止画として撮影するため、

画像の記憶容量を節約することができる。

００ 」42 上記第 4の局面によれば、駐車動作にかかる映像を動画として撮影するため、利

用者にとってより分かりやすい形で駐車位置を把握させることができる。

００43」 上記第 5乃至第 6の局面によれば、駐車する過程において、利用者にとって印

象的な操舵を行ったときだけ動画で撮影し、それ以外は静止画として撮影することが

できる。そのため、撮影データの記憶にかかる記憶容量を抑えつつ、利用者にとって

駐車位置を把握しやすい点については動画で情報を提供することができる。

００ 」44 上記第 7乃至第 8の局面によれば、利用者が駐車位置の把握するための大きな

手がかりとなるよぅな画像のみを転送できる。このため、携帯端末への撮影した画像

の無駄な転送を減らすことができる。更に、大きな手がかりとなる点について強調する



よぅ加工した画像を表示するため、より一層分かりやすい形で利用者に駐車位置を

把握させることができる。

００ 」45 上記第 9乃至第2０の局面によれば、端末に表示する画像に、撮影時の状況を思

い出す助けとなるよぅな情報も表示する。そのため、利用者は、駐車動作について思

い出しやすくなり、その結果、駐車位置の把握をより容易にすることができる。

」００46 上記第2 の局面によれば、利用者が駐車後にすぐェンジンを停止しても、画像の

転送が終わるまでは電源供給が停止されないため、ェンジンの停止による電源供給

停止によって画像の転送が途中で終了することを防ぐことができる。

００47」 上記第22の局面によれば、撮影した画像が時系列に並べられて表示されるため、

利用者にとって駐車位置を把握しやすくすることができる。

００48」 上記第23の局面によれば、駐車動作にかかる車両の移動経路について利用者に

把握しやすくすることができ、その結果、利用者による駐車位置の把握を容易とする

ことができる。

００49」 また、本発明の駐車位置探索支援方法およびプログラムによれば、上述した第 の

局面と同様の効果を得ることができる。

図面の簡単な説明

００5０] 図 図 は、本発明の実施形態に係る駐車位置探索支援装置を示す機能ブロック

図である。

」図2 図2は、本発明の実施形態に係る携帯端末を示す機能ブロッ夕図である。

図3」図3は、インデックス画像の一例を示す図である。

図 」4 図4は、画像データのデータ構造の一例を示す図である。

図5」図5は、本発明の実施形態に係る駐車位置探索支援処理を示すフローチヤート

である。

図 」6 図6は、図5のステップ 2で示した撮影処理の詳細を示したフローチヤートであ

る。

図7」図7は、本発明の実施形熊に係る画像表示処理を示すフローチヤートである。

図8」図8は、ドライブレコーダを用いた場合の駐車位置探索支援装置を示す機能ブ

ロック図である。



符号の説明
」００5 1 地図格納部

2 ナビ案内部

3 GPS受信機

4 位置情報取得部

5 車両情報取得部

6 表示部

7 撮影制御部

8 画像記憶部

9 操作部

2０ 車載カメラ

2 データ選択部

22 通信部

23 通信部

24 記憶部

25 表示制御部

26 表示部

4０ ドライブレコーダ

4０ 車載カメラ

4０2 データ記憶部

発明を実施するための最良の形態
」００52 以下、本発明の実施の形熊にっいて、図面を参照して説明する。尚、この実施例

により木発明が限定されるものではない。

００5 3」 図 は、本発明の実施形熊に係る駐車位置探索支援装置 (以下、支援装置と記す
)の構成を示したブロック図である。図 において、支援装置 は、地図格納部 とナ

6と撮影制御部 7と画像記憶部 8と操作部 9と車載カメラ2０とヂ一タ選択部2 と

通信部22とで構成される。



００ 」5 4 地図格納部 は、利用者に目的地までの経路等をナビゲーションするために用い
られる地図ヂ一タが格納されている。GPS 受信機 3 は、GPS 衛星からの電波を受

信し、車両の位置を検出する。ナビ案内部 2は、地図格納部 の地図データを参

照して、GPS 受信機 3 によって得られた車両の位置と地図データを多重して、表示

部 6 に表示する。または、目的地までの経路データ等を生成し、表示部 6 に表示

する。位置情報取得部 4 は、GPS 受信機 3から、上記 自車の位置の情報を取得し

、撮影制御部 7へ出カする。車両情報取得部 5は、サイドブレーキの状態やギア

の状態等の車両情報を取得する。また、車両情報取得部 5は、ジャイロセンザやス

ピードセンザ等を用いて自車の進行方向や速度等の車両情報も取得する。また、車

両情報取得部 5は、これら取得した情報を位置情報取得部 4および撮影制御部

7へ出カする。表示部 6 ほ、例えば液晶モニタが該当し、ナビゲーション情報や本

実施形態における処理において必要な情報等を表示する。撮影制御部 7は、ナビ

案内部 2、位置情報取得部 4および車両情報取得部 5の少なくともいずれか つ

から出力される情報に基づき、画像記憶部 8を制御するための制御信号を出カす
る。画像記憶部 8 は、ハードディスク等の記憶手段を備えており、撮影制御部 7か

らの制御信号に基づき、車載ヵメラ2０で撮影される映像・画像を保存する。操作部

9は、利用者による各種操作を受け付け、撮影制御部 7や通信部 2 2 に当該操作に

関する情報を出カする。車載ヵメラ2０は、車両の進行方向に向けて取り付けられて

おり、ェンジンが稼動している間、前方の映像を撮影する。また、車載ヵメラ2０は、撮

影した映像を画像記憶部 8へ出カする。データ選択部 2 は、画像記憶部 8 に保

存されている画像から、所定の画像を選択して、通信部 2 2に出カする。通信部 2 2は

、データ選択部 2 から出力される画像データを、 e oo 技術を用いて、次に述

べる携帯端末2に出カする。なお、車載ヵメラの取り付け位置、取り付け方向は問わ

ず、上方、側方などの映像を撮影してもよい。

００5 5」 図2は、本発明の実施形態に係る携帯端末2の構成を示したブロッ夕図である。図2

において、携帯端末2は、通信部 2 3と記憶部 24 と表示制御部 2 5と表示部 2 6とで構

成される。

００5 」6 図2において、通信部 2 3は、上記支援装置 との間で通信を行って、上記画像デ



一タを取得する。記憶部24は、通信部23を介して取得した上記画像データを記憶

する。表示制御部25は、記憶部24から上記画像ヂ一タを取得し、表示部26に出カ

する。表示部26は、表示制御部25から出力される画像データを表示するものであり

、液晶モニタ等がこれに該当する。

００57」 次に、上記のよぅに構成された支援装置 および携帯端末2の動作の概要について

説明する。まず、上記支援装置 を搭載した車両が、駐車場に所定の距離まで近づ
く。すると、ナビ案内部 2において車両が駐車場に接近したことを検出され、ナビ案

内部 2から撮影制御部 7にその旨が通知される。撮影制御部 7は、当該通知を受

けて、画像記憶部 8に車両の進行方向にかかる映像を記憶させる。当該撮影は、一

例として、車両が所定の駐車位置に停車して、利用者がザイドブレーキを引くまでの

間、5秒間隔で行われる。そして、ザイドブレーキが引かれたタイミングで、撮影制御

部 7は画像記憶部 8に画像の記憶を終了させる。その後、データ選択部2 が、画

像記憶部 8に保存された撮影画像から所定の画像を選択し、通信部22を介して、B
e oo 技術を用いて利用者の持つ携帯端末 (例えば携帯電話)に送信する。画

像の送信が終われば、利用者はェンジンを切り、携帯端末2を持って、車外に出る。

その後、買い物等を終えて駐車場の入り口に戻ってきた利用者が、上記携帯端末2

に上記画像の表示を指示する。すなわち、上記車両が駐車位置に停められるまでの

車載ヵメラから見た画像を表示させる。このとき、携帯端末2は、車載ヵメラ2０で撮影

された画像のほか、図3に示すよぅな、駐車位置までの相対的な運転経路と距離がわ

かるよぅな画像 (以下、インヂックス画像)を表示する。図3においては、インデックス画

像には、運転経路及び撮影場所間の距離を示す表示と共に、撮影場所を示すうベ

ル画像3０ が表示されている。そして、利用者は、当該うベル画像3０ を選択するこ

とで、その撮影場所において車載ヵメラ2０で撮影された画像を見ることができる。こ

れにより、利用者は、自車の駐車位置までの運転経路の全体像を把握しつつ、車載

ヵメラ2０で撮影された画像を参考にしながら、途中、道に迷ぅことなく自車の駐車位

置までたどり着くことができる。

００58 次に、本実施形態で用いられるデータについて説明する。図4は、画像記憶部 8

に記憶される画像データのデータ構造を示した図である。図4において、画像データ



は、識別番号と撮影時刻と車両位置情報と撮影画像と距離と方向との組から構成さ

れる。識別番号は、各画像データを識別するために一意に付される番号である。識

別番号は から付され、駐車位置を示す最後の番号 で終わる。撮影時亥 ま、上記

画像を記憶した時刻である。車両位置情報は、上記画像を記憶したときにおける車

両の位置であり、例えば、位置情報取得部 4から取得した駐車場進入時の座標デ

ータと車両情報取得部 5から取得される車両の進行方向や車速等とから算出され、

記憶される。撮影画像は、車載カメラ2０で撮影された画像であり、例え JP G形式

で保存される。距離は、駐車場進入時からの移動距離を示す。方向は、上記画像を

記憶したときにおける車両の方向を示す。方向については、駐車場進入時の車両の

前方 。(進行方向) を0 、後方を 8 。０ とし、左側を 8 。～ 。359 、右側を 。～
。

79 として、車両の方向を表す。距離および方向共に、位置情報取得部 4から取

得した座標データから算出される。

００59」 以下、図5～図7を用いて、支援装置 および携帯端末2で実現される駐車位置探

索支援処理の詳細動作を説明する。

」００6０ まず、支援装置 における動作を、図5のフローチヤートを用いて説明する。図5に

おいて、まず、撮影制御部 7は、撮影開始条件が満たされたか否かを所定の時間

間隔で判定する (ステップ )。当該撮影開始条件は、例えば、上述のように、車両

が施設 (典型的には駐車場)へ接近したことが確認 れたときが該当する。車両が駐

車場に所定距離まで近づいたことがナビ案内部 2GPS 受信機 3により検知された

時、その旨が撮影制御部 7に通知される。撮影制御部 7は、当該通知がされたら(

ステップ で S)、以下に説明するよぅな撮影処理を開始する。一方、当該通知

がなければ (ステップ で O)、当該通知がされるまでステップ の処理を繰り返

す。

００6 次に、撮影開始の条件が満たされれば、撮影制御部 7は、車両の進行方向にか

かる映像を5秒間隔で画像記憶部 8に記憶する撮影処理を行ぅ(ステップ 2)。図6

は、上記ステップS 2で示した撮影処理の詳細を示すフローチヤートである。図6にお

いて、まず、撮影制御部 7は、直前の画像記憶時刻 (撮影時刻 )から5秒経過したか

否かを判定する (ステップ )。5秒経過していないときは (ステップ で O)、撮



影制御部 7は、そのまま撮影処理を終了する。一方、5秒経過したときは、撮影制御

部 7は、画像記憶部 8に車載ヵメラ2０が撮影している画像を記憶させる (ステップ

S 2)。以上で、撮影処理は終了する。

００ 」62 図5に戻り、ステップS 2にかかる撮影処理の次に、撮影制御部 7は、撮影終了条

件が満たされたか否かを判定する (ステップ 3)。当該撮影終了条件は、上述のよぅ

に、サイドブレーキが引かれたときが該当する。利用者がザイドブレーキを引いたとき

、車両情報取得部 5は、当該ザイドブレーキが引かれたことを検知し、撮影制御部

7へ通知する。撮影制御部 7は、当該通知が来たら、撮影終了条件が満たされたと

判定し(ステップS 3で S)、処理を次のステップS 4に進める。一方、当該条件が満

たされていないとき (ステップS 3で O)、撮影制御部 7は、上記ステップS 2に戻っ
て処理を繰り返す。

００6 3」 次に、ステップ 4において、記憶した画像を携帯端末2に転送するための転送処

理が行われるほテップ54) 。このステップ54の処理をより具体的に説明すると、まず

、ヂ一タ選択部2 は、転送すべき画像データを画像記憶部 8より取得する。この転

送すべき画像データとしては、特徴のある画像データが選択され、ここでは文字また

は記号が含まれている画像 (例えば、駐車位置の番号等を示す数字や進行方向を

示す矢印が含まれている画像 ) を選ぶものとする。すなわち、ヂ一タ選択部2 は、画

像記憶部 8に保存された各画像データを解析し、数字や矢印が含まれている画像

を判別する。そして、当該画像データを通信部22へ出カする。また、これに併せて、

ヂ一タ選択部 2 は、上記図3に示したようなインデックス画像の作成を行ぅ。具体的

に説明すると、データ選択部2 は、前記各画像ヂ一タと対応付けられたうベル画像

3０ を生成する。次に、各画像データの撮影時刻および車両情報の位置情報 (なお

、これらの情報は、例えば、撮影された映像が画像データとして画像記憶部 8に記

憶されるときに、この画像データに関連付けて一緒に記憶される) に基づいて、各画

像が記憶された時刻における車両の相対的な位置を算出する。そして、当該相対的

な位置に基づいて、ラベル画像 3０ の画面上の表示位置を決定し、図3に示すよぅ

な、時系列で車両の移動経路を示すよぅな画像を生成する。そして、データ選択部2

は、当該インデックス画像を通信部22へ出カする。通信部 2 2は、これら出力された



画像ヂ一タおよびインデックス画像を携帯端末2に送信する。携帯端末2の通信部 2

3は、当該画像データおよびインヂックス画像を受信して、記憶部 24 に記憶する。な

お、ここでの支援装置 と携帯端末2との間の通信については、B e oo 技術を用

いて、あらかじめ送信対象として登録されている携帯端末2に送信しているが、この通

信のやりとりの詳細については本発明に直接関係しないため、詳細な説明を省略す

る。そして、上記画像の送信が全て終われば、データ選択部 2 は、画像記憶部 8

に保存されている画像データを削除する。以上で、ステップS 4にかかる転送処理は

終了する。

」００64 上記転送処理が終了すれば、ェンジンが切られることに伴って支援装置 の電源

が切れ、支援装置 における処理は終了する。なお、この例では、支援装置 は車両

に搭載されているバッテリーを電源として利用している。そのため、ェンジンが切られ

た時点、もしくはそれから一定時間が経過するまでに支援装置 の電源を切るのが好

ましい。

００ 」6 5 次に、図7を用いて、携帯端末2における画像表示処理を説明する。図7は、利用

者が上記画像の表示指示をしたときに行われる画像表示処理の詳細を示すフロー

チヤートである。図7において、まず、表示制御部2 5は、上述したインデックス画像 (

図3参照 ) の表示を行ぅ(ステップS 2

００ 」66 次に、表示制御部2 5は、インデックス画像に表示されている何れかのうベル画像 3

０ が指定されたか否か、すなわち、車載カメラによる画像の表示指示があったか否

かを判定する (ステップ522) 。その結果、何れかのうベルが利用者により指定されて

いれば (ステップS22 で S)、当該うベルに関連付けられている車載カメラ画像を

記憶部 24より読み出して表示する (ステップ 23)。次に、表示制御部 2 5は、画像表

示処理の終了が指示されたか否かを判定する (ステップ 24)。その結果、終了指示

が出されていない場合は、表示制御部 2 5は、上記ステップS 22に戻って処理を繰り

返す。一方、終了指示が出された場合は、表示制御部25は、当該携帯端末2におけ

る画像表示処理を終了する。以上で、支援装置 および携帯端末2で実現される駐

車位置探索支援処理は終了する。

００6 7」 このよぅに、本実施形態では、駐車するまでの過程における画像を車載カメラで撮



影しておき、携帯端末に送信する。そのため、利用者は、上記画像を携帯端末で確

認しながら駐車位置まで移動できるため、直感的な駐車位置の把握が可能となり、そ

の結果、迷うことなく駐車位置までたどり着くことができる。また、従来のように、駐車

場内の全ての駐車位置に非接触型のリーダライタなどのような特別な設備を設置す

る必要も無く、駐車場設営および管理コストを抑えることができる。更に、地下駐車場

のように、GPS の電波が届かずに、携帯端末のGPS ナビ機能が使えないような場合

においても、自車の駐車位置の把握が可能となる。

」００6 8 なお、上述したステップ における撮影開始条件については、施設を確認したとき

、に限らず、他の条件で判断するようにしてもよい。例えば、車両が 目的地に対して

所定距離以内まで近づいており、かつ道路から外れたときを撮影開始条件としてもよ

い。この場合は、ナビ案内部 2から取得した情報を基に、撮影制御部 7がこれらの

条件を判定するようにすればよい。また、例えば地下駐車場に入った場合を想定し、

GPS 受信機 3がGPS 衛星からの電波を受信できなくなったときにれはGPS 受信機

3からの信号に基づいて判定できる)や、車両のライト(前照灯 ) が点灯されたときに
れは車両情報取得部 5からの信号に基づいて判定できる) を撮影開始条件としても

よい。もちろん、操作部 9を介して、利用者が直接に撮影開始指示を支援装置 に

対して出したときを撮影開始条件としてもよい。このように、駐車動作に関連する様々

な動作を契機に撮影を開始させるようにすれば、特に、GPS の電波が届く場所・届か

ない場所に関わらずに、どのような場所においても撮影を開始することができる。

」００6 9 また、駐車場の料金収受装置で利用される、 SRC ( ed ca ed S o Ra e

C o ca o )を用いた C ( ec o c o 1 Co oe c o S s e )を

利用してもよい。例えば、 C用のゲートを車両が通過したタイミング、すなわち施設

に入場したことを検出する施設入場検出部を支援装置 に設けておく。そして、当該

施設入場検出部が上記施設への入場を検出したときを上記撮影開始条件としてもよ

００7 」０ また、上述したステップ 3における撮影終了条件についても、上述したような、ザイ

ドブレーキが引かれたとき、だけに限らない。例えば、ギアをパーキングに入れたとき

や、車両のエンジンを切ったときにれらは車両情報取得部 5からの信号に基づい



て判定できる) を撮影終了条件としてもよい。なお、ェンジンを切ったときを当該条件

とする場合は、ェンジンを切ってもすぐには支援装置 の電源が切れないよぅに、画

像の転送処理が終わるまでは車両に搭載されたバソテリーもしくは支援装置 に内蔵

されたバソテリーを利用して支援装置 が稼動するよぅにしておけばよい。もちろん、

利用者が操作部 9を介して、直接に撮影終了指示を出したときを撮影終了条件とし

てもよい。

００7 また、上述のステップ で判定する画像の記憶タイミングについても、上記のよぅ

な所定の時間間隔に限らず、所定の走行距離間隔で判定するよぅにしてもよい。また

、車両の旋回やブレーキの操作やハンドルの蛇角に応じて判定するよぅにしてもよい

。この場合、車両が旋回した場所 (つまり曲がり角 ) さえ分かれば利用者は駐車位置

まで的確にたどり着くことができるので、支援装置 から携帯端末2への画像の転送

枚数を減らすことができて効果的である。もちろん、これらの条件を組み合わせて判

定するようにしてもよい。車両の旋回やブレーキの操作やハンドルの蛇角等の情報は

、車両情報取得部 5から取得することができる。

００7 」2 また、上述した実施例では、図7のステップ53で撮影終了と判定された後に複数の

画像ヂ一夕を一括して携帯端末2に送信していたが、本発明はこれに限らず、車載

カメラ2０が撮影する度に (すなわち図6のステップS 2が実行 れる毎に) 、撮影によ

って得られた画像データを携帯端末2に順次送信するよぅにしてもよい。これにより、

駐車終了後における画像データの転送待ちの必要がなくなる。もちろん、画像ヂ一

タを自動的に送信せずに、利用者が操作部 9を介して直接に送信指示を出したとき

に複数の画像ヂ一夕を一括して携帯端末2に送信するよぅにしてもよい。これにより、

利用者が必要と思ぅときにのみ、画像データを転送するため、携帯端末2への画像デ

ータの無駄な転送を減らせる。

００73」 また、上述した実施形態では、ェンジンが稼動している間、車載カメラ2０は車両の

前方の映像を撮影していたが、必要なときだけ車載カメラ2０を動作させるよぅにして

もよい。すなわち、撮影制御部 7が車載カメラ2０の撮影開始 終了を制御するよぅ

にしてもよい。この場合は、上記撮影開始条件む満たしたときに、撮影制御部 7が車

載カメラ2０に撮影を開始させ、併せて、撮影した映像を画像記憶部 8に上述したタ



イミングで保存させるよぅにすればよい。そして、上記撮影終了条件む満たしたときに

、車載カメラ2０の撮影動作を停止するよぅ制御すればよい。これにより、常時車載カメ

ラ2０を稼動させておく必要がなくなり、電力等を節約することが可能となる。

」００74 また、上述した車載カメラ2０の代わりに、ドライブレコーダを用いてもよい。ドライブ

レコーダは、ェンジンが稼動している間四六時中、運転者の視線と視野で車両の内

側からボンネットを含む前方を撮影するため、これを車載カメラ2０の代りに用いるもの

である。この場合は、図8に示すよぅに、車載カメラ2０の代わりとしてドライブレコーダ

3０を支援装置 に設ける。図8において、ドライブレコーダ4０は、車載カメラ4０ と、

撮影される映像等を記憶するデータ記憶部4０2とを備えている。そして、画像記憶部

8は、撮影制御部 7からの指示に基づいて、車載カメラ4０ が撮影する画像を記

憶するよぅにすればよい。更には、データ選択部2 がデータ記憶部4０2に記憶され

た画像を直接取得し、通信部22を介して携帯端末2へ転送するよぅにしてもよい。

００7 」5 また、画像記憶部 8に記憶する画像についても、上述の実施形態では静止画とし

て扱っていたが、これに限らず、動画として記憶するよぅにしてもよい。例えば、撮影

帯端末に転送するよぅにしてもよい。これにより、静止画で確認する場合よりも駐車位

置を把握しやすくなる。更には、動画と静止画を組み合わせて記憶するよぅにしても

よい。例えば、車両が直進しているときは静止画として記憶し、カーブを曲がるときは

動画で記憶するということが考えられる。この場合は、車両情報取得部 5から得られ

る車両の進行方向やブレーキの状態やハンドルの蛇角等の情報に基づいて、車両

が直進しているか否かを判定し、直進しているときは静止画として記憶し、直進してい

ないときは、動画で記憶するよぅにすればよい。これにより、全てを動画として記憶す

るよりも記憶容量が少なくて済み、カーブを曲がるとレづ、利用者にとって印象的な動

作については動画として記憶しておくことで、記憶容量を節約しつつ、効果的に利用

者に駐車位置を把握させることができる。

００7 」6 また、ステップ 4においてデータ選択部2 が選択する画像データについて、上述

した実施形態では、撮影によって得られた複数の画像データの中から文字や記号を

含芭画像データだけを選んでいたが、これに限るものではない。記憶した全画像を



選び、送信するよぅにしてもよい。また、携帯端末2の記憶容量を考慮し、撮影終了か

ら一定の枚数だけを選んで送信するようにしてもよいし、上記画像記憶部 8 による記

憶の開始から終了までの全画像から所定の枚数を間引いて、一定の枚数だけ送信

するよぅにしてもよい。更には、記憶した画像を表示部 6 にサムネイルで表示し、携

帯端末2に転送すべき画像を利用者に指定させるよぅにしてもよい。

００7 7」 また、送信方式についても、上記のよぅな e oo 等の無線通信方式に限らず、

赤外線通信や無線 などの他の無線通信方式や、さらには有線通信方式であっ
てもよい。例えば、支援装置 と、携帯端末を接続するためのクレードルとを通信ケー

ブルで接続し、当該クレードルにセットされた携帯端末 (すなわち、有線で接続された

携帯端末) に当該クレードルを通じて上記画像を送信するよぅにしてもよい。これによ

り、利用者の好みや、利用者が普段携帯端末で使用している他の転送方式に合わ

せた転送が可能となる。

００7 8」 更に、所定のサ一バを経由した送信でもよい。例えば、支援装置 は、予め準備さ

れている所定のサ一バに無線通信を利用して画像データを送信する。そして、当該

サ一バは、携帯端末2が使用されていないとき (待ち受け時等のアイドル時間) に当

該画像ヂ一タを携帯端末2に送信するよぅにしてもよい。あるいは、利用者の要求に

応じて、携帯端末2がサ一バから当該画像データを取得するようにしてもよい。これに

より、利用者は必要に応じて、つまり自車の駐車位置を忘れてしまった場合にだけ、

サ一バから画像ヂ一タを取得することができるので、携帯端末2への画像ヂ一タの無

駄な転送を減らせるという不 点や、駐車が完了した時に携帯端末2の電源が人って

いなかった場合でも利用者は後から画像データを取得できるという利点がある。

００7 」
9 また、画像データを無線で送信する場合において、上述の実施形態では、B e o

o 技術を用いて、あらかじめ送信対象として登録されている携帯端末2に対して画

像データの送信を行っていたが、これに限らず、例えば支援装置 から所定の距離

内にある携帯端末2の全てに対して画像データの送信を試みるよぅにしてもよい。つ

まり、車両の運転者のみでなく、同乗者全員の携帯端末2に対して、上記画像データ

を送信するよぅにしてもよい。この場合、各携帯端末の利用者の同意を得ること無しに

いきなり画像データを送信するのではなく、まず送信してもよいか否かの間合せを各



携帯端末2に送信するよぅにしてもよい。携帯端末2では、当該間合せを画面に表示

し、各利用者はこれに対して、許可ノ不許可の返答を当該携帯端末2に入カする。

そして、送信許可の返答が入力された携帯端末2のみに、支援装置 から上記画像

データを送信するよぅにすればよい。

００8０」 更には、携帯端末2で表示する画像についても、上述したよぅな画像に限られない

。例えば、上記インデックス画像を用いずに、単純に撮影した画像を時系列に並べて

表示するよぅにしてもよい。また、上述した図4のよぅな表を表示し、利用者が任意の

画像を選択できるよぅにしてもよい。また、予め準備しておいた所定のレイアウトで表

示するよぅにしてもよい。また、携帯端末2で表示する情報についても、画像のみでは

なく、当該画像を撮影した時刻や撮影時の車両情報 (車速や旋回・減速・停止等の

状態 ) を併せて表示するよぅにしても良い。更には、画像の特徴的な部分を強調する

よぅに加工して表示してもよい。例えば、上述したよぅな数字や矢印などの部分を枠で

囲む等した画像を生成して表示してもよい。この場合は、上記支援装置 におけるス

テップS4の転送処理において、ヂ一タ選択部2 は、画像記憶部 8に保存された各

画像ヂ一タを解析し、数字や矢印が含まれている画像を抽出する。次に、ヂ一タ選

択部2 は、抽出した各画像について、数字や矢印を囲むよぅな枠を書き込む。そし

て、当該枠が追加された画像ヂ一タを通信部22へ出カするようにすればよい。また

、支援装置 においては画像の加工を行わずに、携帯端末2において、画像を表示

する際に表示制御部25が当該画像に枠をつけるよぅ加工して表示するよぅにしてもよ

い。このよぅに、車両情報の表示や特徴的な部分を強調して表示することで、利用者

に運転時の状況を思い出しやすくさせ、その結果、駐車位置を的確に把握させること

ができる。

００8 また、本実施形態では、支援装置 が経路案内機能 (すなわち地図格納部 、ナ

ビ案内部 2 GPS受信機 3、位置情報取得部 4および車両情報取得部 5が実

現する機能 )を有している例を説明したが、本発明はこれに限らない。すなわち、これ

らの経路案内機能が支援装置 とは独立したナビゲーション装置によって提供され、

このナビゲーション装置からの信号 (より具体的にはナビ案内部や位置情報取得部

や車両情報取得部からの信号) に基づいて支援装置 が動作するよぅにしてもよい。



」００82 また、上述した実施形熊の各機能は、探索支援プログラムとこれを実行するコンピュ

ータとの組み合わせによって実現してもよい。この場合は、支援装置 に設けられた

ハードヂィスク等の記憶装置に格納 れた探索支援プログラムに従って、プロセッサ

が図5、6に示すよぅな処理を実行すればよい。

産業上の利」用可能，性

００83」 本発明にかかる駐車位置探索支援装置、方法およびプログラムは、低コストで、か

つ利用者に容易に駐車位置を把握させることができ、車載用のナビゲーション装置

等に有用である。



請求の範囲

映像を撮影する撮影部を備えた移動体に搭載される駐車位置探索支援装置であ

って、

前記撮影部によって撮影された画像を記憶する画像記憶部と、

前記移動体の駐車動作に応じて前記画像記憶部に画像の記憶を開始または終了
させる撮影制御部と、

，前記画像記憶部によって記ほされた画像を所定の携帯端末もしくは当該携帯端末

からアクセス可能なサ一バに転送する転送部とを備える、駐車位置探索支援装置。

」2 前記移動体が施設に入場したことを検出する施設入場検出部をさらに備え、

前記撮影制御部は、前記施設入場検出部からの信号に基づいて、前記移動体が所

定の施設に入場したときに前記撮影部に撮影を開始 せる、請求項 に記載の駐車

位置探索支援装置。

3] GPS受信機と、当該GPS受信機からの信号および地図情報に基づいて地図上に

自車位置を表示または経路案内を行ぅナビ案内部とをさらに備えたことを特徴とする

、請求項 に記載の駐車位置探索支援装置。

」4 前記撮影制御部は、前記ナビ案内部からの信号に基づいて、前記移動体が所定

の施設に到達したときに前記画像記憶部に画像の記憶を開始させる、請求項3に記

載の駐車位置探索支援装置。

5」 前記撮影制御部は、前記GPS受信機からの信号に基づいて、前記GPS受信機が

GPS衛星からの電波を受信できなくなったときに前記画像記憶部に画像の記憶を開

始させる、請求項3に記載の駐車位置探索支援装置。

」6 前記撮影制御部は、前記ナビ案内部からの信号に基づいて、前記移動体が所定

の目的地に対して所定の距離以内に接近し、かつ道路から外れたことを確認したとき

に、前記画像記憶部に画像の記憶を開始させる、請求項3に記載の駐車位置探索

支援装置。

7」 前記撮影制御部は、前記移動体の前照灯の状態を取得する車両情報取得部から

の信号に基づいて、前記移動体の前照灯が点灯 れたときに前記画像記憶部に画

像の記憶を開始させる、請求項 に記載の駐車位置探索支援装置。



8」 前記撮影制御部は、前記移動体の駐車ブレーキの状態を取得する車両情報取得

部からの信号に基づいて、前記移動体の駐車ブレーキがかけられたときに前記画像

記憶部に画像の記憶を終了させる、請求項 に記載の駐車位置探索支援装置。

9」 前記撮影制御部は、前記移動体のギアの状態を取得する車両情報取得部からの

信号に基づいて、前記移動体のギアがパーキングギアに変更されたときに前記画像

記憶部に画像の記憶を終了させる、請求項 に記載の駐車位置探索支援装置。

０ 前記撮影制御部は、前記移動体のエンジンの状態を取得する車両情報取得部か

らの信号に基づいて、前記移動体のエンジンが切られたときに前記画像記憶部に画

像の記憶を終了させる、請求項 に記載の駐車位置探索支援装置。

」
11 前記転送部は、前記撮影制御部が前記画像記憶部に画像の記憶を終了させたこ

とに応じて、前記画像記憶部に記憶された画像を前記携帯端末または前記ザーバ

に一括して転送する、請求項 に記載の駐車位置探索支援装置。

」
2 前記転送部は、前記撮影部によって撮影された画像が当該撮影部から出力される

度に、当該画像を前記携帯端末または前記サ一バに順次転送する、請求項 に記

載の駐車位置探索支援装置。

3」 前記撮影制御部は、前記映像を静止画として前記画像記憶部に記憶させる、請求

項 に記載の駐車位置探索支援装置。

4」 前記撮影制御部は、前記映像を動画として前記画像記憶部に記憶させる、請求項

に記載の駐車位置探索支援装置。

」
5 前記撮影制御部は、利用者による前記移動体の操舵に応じて選択的に、前記画

像記憶部に静止画あるいは動画を記憶させる、請求項 に記載の駐車位置探索支

援装置。

」口6 前記撮影制御部は、利用者が前記移動体を旋回させているときは前記画像記憶

部に前記映像を動画として記憶させ、旋回させていないときは前記画像記憶部に前

記映像を静止画として記憶させる、請求項 5に記載の駐車位置探索支援装置。

口7」 前記転送部は、前記画像記憶部に記憶された画像のぅち、文字あるいは記号を含

芭画像を選択する画像選択部を含み、当該画像選択部が選択した画像のみを前記

携帯端末または前記ザーバに転送する、請求項 に記載の駐車位置探索支援装置



8」 前記画像選択部は、前記文字あるいは記号を含む画像について、当該文字あるい

は記号を強調する印を付すよぅに画像処理を施し、

前記転送部は、前記画像処理された後の画像を前記携帯端末または前記ザーバ

に転送する、請求項 7に記載の駐車位置探索支援装置。

口9」 前記画像選択部は、前記画像記憶部に記憶された画像に対して、撮影時刻の表

示を付すよぅに画像処理を施し、

前記転送部は、前記画像処理された後の画像を前記携帯端末または前記ザーバ

に転送する、請求項 7に記載の駐車位置探索支援装置。

2０」 前記画像選択部は、前記画像記憶部に記憶された画像に対して、撮影時における

前記移動体の状態を示す車両情報の表示を付すよぅな画像処理を施し、

前記転送部は、前記画像処理された後の画像を前記携帯端末または前記ザーバ

に転送する、請求項 7に記載の駐車位置探索支援装置。

2 当該駐車位置探索支援装置への電源供給は、前記移動体のェンジンの停止時点

もしくは当該ェンジンの停止時点から一定時間経過後に停止され、

前記転送部は、前記移動体のェンジンの停止時点もしくは当該ェンジンの停止時

点から一定時間以内に、前記画像記憶部によって記，ほされた画像の転送を完了す

ることを特徴とする、請求項 に記載の駐車位置探索支援装置。

」22 前記転送部は、前記画像記憶部に記憶された画像の撮影時刻を示す情報を含む

画像ヂ一タを転送し、当該画像は、前記携帯端末において、時系列で並べられて表

示される、請求項 に記載の駐車位置探索支援装置。

23」 前記転送部は、前記画像記憶部に記憶された画像の撮影時刻および当該画像の

撮影時における前記移動体の位置を示す情報に基づいて、前記移動体の相対的な

移動経路が時系列に沿って表示されるよぅな経路画像を生成する経路画像生成部

を含み、前記経路画像生成部が生成した画像を前記画像記憶部に記憶された画像

と一緒に前記携帯端末または前記サ一バに送信する、請求項 に記載の駐車位置

探索支援装置。

」24 映像を撮影する撮影ステップと、



前記撮影ステップにより撮影 れた映像を記憶する画像記憶ステップと、

前記移動体の駐車動作の開始に関する所定の条件が満たされた否かを判定する

撮影開始条件判定ステップと、

前記移動体の駐車動作の終了に関する所定の条件が満たされたか否かを判定す

る撮影終了条件判定ステップと、

前記撮影開始条件判定ステップによって前記駐車動作の開始に関する条件が満

たされたと判定されたときから前記撮影終了判定ステップによって前記駐車動作の終

了に関する条件が満たされたと判定されるまで、所定時間単位で前記画像記憶ステ

ップを実行する撮影制御ステップと、

前記画像記憶ステップによって記憶された画像を所定の携帯端末もしくは当該携

帯端末からアクセス可能なサ一バに転送する転送ステップとを有する、駐車位置探

索支援方法。

映像を撮影する撮影部を備えた移動体に搭載される駐車位置探索支援装置のコ

ンピュータに実行 せる駐車位置探索支援プログラムであって、

前記撮影ステップにより撮影 れた映像を記憶する画像記憶ステップと、

前記移動体の駐車動作の開始に関する所定の条件が満たされた否かを判定する

撮影開始条件判定ステップと、

前記移動体の駐車動作の終了に関する所定の条件が満たされたか否かを判定す
る撮影終了条件判定ステップと、

前記撮影開始条件判定ステップによって前記駐車動作の開始に関する条件が満

たされたと判定されたときから前記撮影終了判定ステップによって前記駐車動作の終

了に関する条件が満たされたと判定されるまで、所定時間単位で前記画像記憶ステ

ップに前記映像を記憶させる撮影制御ステップと、

前記画像記憶ステップによって記憶された画像を所定の携帯端末もしくは当該携

帯端末からアクセス可能なサ一バに転送する転送ステップとを前記コンピュータに実

行させる、駐車位置探索支援プログラム。
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