
JP 2009-139375 A 2009.6.25

10

(57)【要約】
【目的】目的地に到着する前に駐車スペースに関する情
報をユーザが十分得られるよう、前もって詳細な駐車場
情報を得るための「駐車場情報表示方法および装置」を
提供することである。
【構成】指定された場所の近傍に存在する駐車場の情報
を表示する駐車場情報表示方法および装置であり、駐車
場情報の表示要求がなされたとき、指定された場所近傍
に存在する所定駐車場の駐車場情報を取得し、該駐車場
情報を参照して該駐車場に時間関連の駐車規制があるか
どうかを調べ、駐車規制が存在する場合には、該場所及
び該駐車場を含む地図画像と、一日のタイムテーブル上
に駐車規制の時間範囲をグラフ的に示す時間範囲インジ
ケータと該駐車規制に関するテキストメッセージを表示
する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指定された場所近傍に存在する駐車場の情報を表示する駐車場情報表示方法において、
　駐車場情報の表示要求がなされたとき、指定された場所近傍に存在する所定駐車場の駐
車場情報を取得するステップ、
　該駐車場情報を参照して該駐車場に時間関連の駐車規制があるかどうかを調べるステッ
プ、
　駐車規制が存在する場合には、前記場所及び前記駐車場を含む地図画像と、一日のタイ
ムテーブル上に前記駐車規制の時間範囲をグラフ的に示す時間範囲インジケータと該駐車
規制に関するテキストメッセージを表示するステップ、
　を有することを特徴とする駐車場情報表示方法。
【請求項２】
　前記表示ステップにおいて、二以上の時間関連の駐車規制が存在する場合には、それぞ
れの駐車規制の時間範囲をグラフ的に示す前記時間範囲インジケータを前記タイムテーブ
ル上に識別可能に並べて表示するとともに、それぞれの駐車規制に関するテキストメッセ
ージを表示する、
　ことを特徴とする請求項１記載の駐車場情報表示方法。
【請求項３】
　前記表示ステップにおいて、前記駐車規制に関する前記テキストメッセージをアイコン
によって区別し、該アイコンの色またはパターンと、該駐車規制の時間範囲を示す前記時
間範囲インジケータの色またはパターンを同じにする、
　ことを特徴とする請求項１または２記載の駐車場情報表示方法。
【請求項４】
　曜日を選択する曜日キーを表示するステップ、
　を備え、曜日が選択されたとき、前記駐車場情報を取得するステップにおいて、前記指
定された場所の該選択された曜日の駐車場情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項１または２記載の駐車場情報表示方法。
【請求項５】
　道路の右側、左側のサイドを選択する道路サイド選択キーを表示するステップ、
　を備え、道路サイドが選択されたとき、前記駐車場情報を取得するステップにおいて、
前記指定された場所近傍の道路沿いの駐車場であって、該選択された道路サイドの駐車場
の駐車場情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項１または２記載の駐車場情報表示方法。
【請求項６】
　前記表示ステップにおいて、前記地図画像に含まれる前記駐車場を識別可能に表示する
と共に、前記指定された場所近傍の道路沿いの駐車場であって、前記選択された道路サイ
ドの駐車場を識別可能に表示する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の駐車場情報表示方法。
【請求項７】
　前記場所を、移動の目的地、前記ユーザの車両の現在位置、カーソルで指定された地点
のいずれかより選択して指定するステップ、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の駐車場情報表示方法。
【請求項８】
　前記指定された場所に関して、前記時間関連の駐車規制がない場合は、前記テキストメ
ッセージとして規制がないというメッセージを表示するステップ、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の駐車場情報表示方法。
【請求項９】
　前記指定された場所に近い駐車場の一覧表示を要求する駐車ボタンを表示するステップ
、
　該駐車ボタンが操作されたとき、前記指定された場所に近い駐車場を検索し、該駐車場
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の一覧を表示するステップ、
　を備え、前記指定された場所からの距離順、アルファベット順、または価格帯順に前記
駐車場を一覧表示することを特徴とする請求項１に記載の駐車場情報表示方法。
【請求項１０】
　指定された場所近傍に存在する駐車場の情報を表示する駐車場情報表示装置において、
　駐車場情報データベースを記憶する駐車場情報記憶手段、
　駐車場情報の表示要求をする手段、
　駐車場情報の表示要求がなされたとき、前記指定された場所近傍に存在する所定駐車場
の駐車場情報を前記データベースより取得する手段、
　該駐車場情報を参照して該駐車場に時間関連の駐車規制があるかどうかを調べ、駐車規
制が存在する場合には、前記場所及び前記駐車場を含む地図画像と、一日のタイムテーブ
ル上に前記駐車規制の時間範囲をグラフ的に示す時間範囲インジケータと、該駐車規制に
関するテキストメッセージを有する駐車場情報表示画面を作成する手段、
　該駐車場情報表示画面を表示するモニタ、
　を有することを特徴とする駐車場情報表示装置。
【請求項１１】
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、二以上の時間関連の駐車規制が存在する場合には
、それぞれの駐車規制の時間範囲をグラフ的に示す前記時間範囲インジケータを前記タイ
ムテーブル上に識別可能に並べ、それぞれの駐車規制に関するテキストメッセージを有す
る駐車場情報表示画面を作成する、
　ことを特徴とする請求項９記載の駐車場情報表示装置。
【請求項１２】
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、前記駐車規制に関する前記テキストメッセージを
アイコンによって区別し、該アイコンの色またはパターンと、該駐車規制の時間範囲を示
す前記時間範囲インジケータの色またはパターンを同じにする、
　ことを特徴とする請求項１０または１１記載の駐車場情報表示装置。
【請求項１３】
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、曜日を選択する曜日キーを含む駐車場情報表示画
面を作成し、駐車場情報取得手段は、該曜日キーにより曜日が選択されたとき、前記指定
された場所の該選択された曜日の駐車場情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項１０または１１記載の駐車場情報表示装置。
【請求項１４】
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、道路の右側、左側のサイドを選択する道路サイド
選択キーを含む駐車場情報表示画面を作成し、駐車場情報取得手段は、道路サイドが選択
されたとき、前記指定された場所近傍の道路沿いの駐車場であって、該選択された道路サ
イドの駐車場の駐車場情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項１０または１１記載の駐車場情報表示装置。
【請求項１５】
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、前記地図画像に含まれる前記駐車場を識別可能に
表示すると共に、前記指定された場所近傍の道路沿いの駐車場であって、前記選択された
道路サイドの駐車場を識別可能に表示する、
　ことを特徴とする請求項１４に記載の駐車場情報表示装置。
【請求項１６】
　前記場所を、移動の目的地、前記ユーザの車両の現在位置、カーソルで指定された地点
のいずれかより選択して指定する手段、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の駐車場情報表示装置。
【請求項１７】
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、前記指定された場所に関して、前記時間関連の駐
車規制がない場合は、前記テキストメッセージとして規制がないというメッセージを表示
する、
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　を有することを特徴とする請求項１０に記載の駐車場情報表示装置。
【請求項１８】
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、前記指定された場所に近い駐車場の一覧表示を要
求する駐車ボタンを含む駐車場情報表示画面を作成し、該駐車ボタンが操作されたとき、
前記指定された場所に近い駐車場を検索し、該駐車場の一覧を表示し、前記指定された場
所からの距離順、アルファベット順、または価格帯順に前記駐車場を一覧表示する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の駐車場情報表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は駐車場情報表示方法および装置に関し、より詳細には、時間範囲または日、曜
日等の条件によって駐車規制が異なる駐車場の駐車場情報を表示する駐車場情報表示方法
および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナビゲーションシステムは、設定した目的地にユーザが容易かつ迅速に到着できるよう
経路案内する。その代表例が、車両ナビゲーションシステムであり、車両を計算したルー
ト経由で走行させて目的地まで案内する。このようなナビゲーションシステムは、車両の
現在位置を検出し、車両が現在いる区域に関する地図データをデータ記憶媒体、例えば、
CD－ROM（compact disc read－only memory）、DVD（digital versatile disc）またはハ
ードディスクから読み出し、該地図データを用いて地図表示する。すなわち、ナビゲーシ
ョンシステムは、モニタ画面に地図画像を表示し、同時にそこにユーザ（車両）の現在位
置を表すマークを重ねて表示する。交差点では、右左折する必要がある場合には、交差点
をどちらに曲がるべきなのかをナビゲーションシステムがユーザに通知する。
【０００３】
　ナビゲーションシステムは、目的地に到着するか、またはユーザが手動でルート案内動
作を無効にするまで、設定した目的地までのルート案内を継続する。ルート案内動作中、
ナビゲーションシステムは、予め決められた到着検出範囲、例えば、車両位置から半径２
００～３００フィート（約６００～９００ｍ）以内に目的地の住所があるかどうかを絶え
ずチェックしている。指定された目的地の住所の地点が到着検出範囲にある地点に車両が
到着すると、ナビゲーションシステムは到着したと判断し、ユーザに目的地近傍に到着し
たことを通知する。
【０００４】
　ところで、目的地で駐車スペース（駐車区域、駐車場）を見つけようとする場合、ある
特定の駐車スペースが時刻および日、曜日によって異なる特別な規制がかけられていると
いう問題に直面することがある。例えば、ある駐車区域のある部分は、午前中のある時間
範囲、例えば午前６時から午前１０時の間は利用できないかもしれないし、ある特定の駐
車区域は、週末は駐車規制がかけられているかもしれない。上記の問題は、駐車スペース
が道路の右側であるか、左側であるかによって駐車規制が異なる場合に、一層複雑で面倒
になる可能性がある。
【０００５】
　図１は、駐車スペースが道路の右側であるか、左側であるかによって駐車規制に違いの
ある道路の例を示す概略図である。この例では、駐車スペース７Ａおよび７ＢがNカレッ
ジPLストリート（N College PL St.）に沿って配置されている。図１では、駐車スペース
７Ａが上方向を基準にしてNカレッジPLストリートの左側に、駐車スペース７ＢがNカレッ
ジPLストリートの右側に存在する。駐車規制は、一日のうちの時間帯および曜日によって
異なるだけでなく、ストリートの右側駐車スペースか、左側駐車スペースかによって、す
なわち、駐車スペース７Ａと駐車スペース７Ｂとで異なる可能性がある。
【０００６】
　例えば、図１では、駐車スペース７Ａへの駐車は通勤時間帯の午前６時から午前１０時



(5) JP 2009-139375 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

の間は禁止されているかもしれないが、そのような通勤時間帯でも駐車スペース７Ｂへの
駐車はある特定のタイプの車両、例えばハイブリッドエンジンの車両に限っては許可され
ているかもしれない。別の例としては、駐車スペース７Ａへの駐車は週末に許可されてい
るかもしれないが、駐車スペース７Ｂへの駐車は週末を通して禁止されているかもしれな
い。従って、通常は目的地の駐車区域に到着してからこのような駐車規制を知らされるド
ライバーにとって、こうした駐車規制はイライラの種となり得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上から、目的地に到着する前に駐車スペースに関する情報をユーザが十分得られるよ
う、前もって詳細な駐車場情報を提供できるナビゲーションシステム用の新規な駐車場表
示方法および装置が必要である。更に、必要な情報が容易に理解できるよう、ナビゲーシ
ョンシステムの画面に駐車場情報を、体系化され直感的に理解できる方法で提示すること
が必要である。
【０００８】
　本発明の目的は、目的地に到着する前に目的地における駐車場情報をユーザが利用しや
すい方法で提供する駐車場表示方法および装置を提供することである。
　また、本発明の目的は、目的地以外の地点、例えば言車両位置やカーソル指示地点にお
ける駐車場情報をユーザが利用しやすい方法で提供する駐車場表示方法および装置を提供
することである。
【０００９】
　本発明のもう一つの目的は、市街地図、タイムテーブル、時間範囲インジケータ等を含
む特別にデザインされた駐車場情報表示画面によって、目的地または他の指定された場所
における駐車場情報を効率的かつ直感的に理解できるようにする駐車場表示方法および装
置を提供することである。
【００１０】
　本発明の更に別の目的は、色およびパターンを互いに統一して、目的地または他の選択
された場所における駐車場情報を効率的かつ直感的に理解できるようにする駐車場表示方
法および装置を提供することである。
　本発明の更に別の目的は、道路サイド選択キー、曜日キー等のソフトキーを表示し、ユ
ーザが望む曜日、駐車場の駐車規制情報を的確に把握することができる駐車場表示方法お
よび装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、指定された場所近傍に存在する駐車場の情報を表示する駐車場情報表示方法
及び駐車場情報表示装置である。
　・駐車場情報表示方法
　本発明の駐車場情報表示方法は、駐車場情報の表示要求がなされたとき、指定された場
所近傍に存在する所定駐車場の駐車場情報を取得するステップ、該駐車場情報を参照して
前記駐車場に時間関連の駐車規制があるかどうかを調べるステップ、駐車規制が存在する
場合には、前記場所及び前記駐車場を含む地図画像と、一日のタイムテーブル上に前記駐
車規制の時間範囲をグラフ的に示す時間範囲インジケータと、該駐車規制に関するテキス
トメッセージを表示するステップ、を有している。
【００１２】
　本発明の駐車場情報表示方法は、前記表示ステップにおいて、二以上の時間関連の駐車
規制が存在する場合には、それぞれの駐車規制の時間範囲をグラフ的に示す前記時間範囲
インジケータを前記タイムテーブル上に識別可能に並べて表示するとともに、それぞれの
駐車規制に関するテキストメッセージを表示する。
【００１３】
　本発明の駐車場情報表示方法は、前記表示ステップにおいて、前記駐車規制に関する前



(6) JP 2009-139375 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

記テキストメッセージをアイコンによって区別し、該アイコンの色またはパターンと、該
駐車規制の時間範囲を示す前記時間範囲インジケータの色またはパターンを同じにする。
【００１４】
　本発明の駐車場情報表示方法は、更に、曜日を選択する曜日キーを表示するステップを
備え、曜日が選択されたとき、前記駐車場情報を取得するステップにおいて、前記指定さ
れた場所の該選択された曜日の駐車場情報を取得する。
【００１５】
　本発明の駐車場情報表示方法は、更に、道路の右側、左側のサイドを選択する道路サイ
ド選択キーを表示するステップを備え、道路サイドが選択されたとき、前記駐車場情報を
取得するステップにおいて、前記指定された場所近傍の道路沿いの駐車場であって、該選
択された道路サイドの駐車場の駐車場情報を取得する。
【００１６】
　本発明の駐車場情報表示方法は、前記表示ステップにおいて、前記地図画像に含まれる
前記駐車場を識別可能に表示すると共に、前記指定された場所近傍の道路沿いの駐車場で
あって、前記選択された道路サイドの駐車場を識別可能に表示する。
【００１７】
　本発明の駐車場情報表示方法は、更に、前記場所を、移動の目的地、前記ユーザの車両
の現在位置、カーソルで指定された地点のいずれかより選択して指定するステップを備え
ている。
【００１８】
　本発明の駐車場情報表示方法は、前記指定された場所に関して、前記時間関連の駐車規
制がない場合は、前記テキストメッセージとして規制がないというメッセージを表示する
。
　本発明の駐車場情報表示方法は、更に、前記指定された場所に近い駐車場の一覧表示を
要求する駐車ボタンを表示するステップ、該駐車ボタンが操作されたとき、前記指定され
た場所に近い駐車場を検索し、該駐車場の一覧を表示するステップを備え、前記指定され
た場所からの距離順、アルファベット順、または価格帯順に前記駐車場を一覧表示する。
【００１９】
　・駐車場情報表示装置
　本発明の駐車場情報表示装置は、上記の駐車場情報表示方法を実現する装置であり、駐
車場情報データベースを記憶する駐車場情報記憶手段、駐車場情報の表示要求をする手段
、駐車場情報の表示要求がなされたとき、前記指定された場所近傍に存在する所定駐車場
の駐車場情報を前記データベースより取得する手段、該駐車場情報を参照して駐車場に時
間関連の駐車規制があるかどうかを調べ、駐車規制が存在する場合には、前記場所及び前
記駐車場を含む地図画像と、一日のタイムテーブル上に前記駐車規制の時間範囲をグラフ
的に示す時間範囲インジケータと、該駐車規制に関するテキストメッセージを有する駐車
場情報表示画面を作成する手段、該駐車場情報表示画面を表示するモニタ等を備えており
、駐車場情報を容易かつ直感的に理解可能に表示することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、駐車場情報表示画面を通じてユーザに目的地あるいはその他の指定地
点における駐車場情報を効率的かつ直感的に理解できる方法で提供することができる。
　また、本発明によれば、駐車場情報表示画面において、時間範囲インジケータを備えた
タイムテーブル、テキストメッセージ、道路サイド選択キー、曜日キー等のソフトキーを
表示するため、目的地あるいはその他の指定地点における駐車規制情報を的確に把握する
ことができる。また、駐車場情報表示に使用する色およびパターンを統一してあるため、
見やすく、駐車場情報を容易に、かつ直感的に理解することができる。
　又、本発明によれば、ユーザは、詳細な駐車場情報を前もって得ることができるので、
目的地に到着する前に駐車スペースに関して十分な知識を得ることができる。
　更に、本発明によれば、任意の指定場所における詳細な駐車場情報をいつでも得ること
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ができるので、ユーザは十分な知識を持って希望の駐車場所および駐車時間を選択するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の駐車場情報表示方法および装置を、添付の図面を参照して詳細に説明する。以
下においては、主として、本発明の駐車場情報表示方法および装置を車両ナビゲーション
システムに適用した場合について説明する。ただし、本発明に基づく、駐車場情報をグラ
フィック表示するための方法および装置は、目的地までの計算されたルートを決定するた
めのナビゲーション機能を有する他の装置、例えば、携帯型ナビゲーション装置、PDA（p
ersonal digital assistance：個人用デジタル支援装置）、携帯電話、腕時計、パーソナ
ルコンピュータなどでも実施可能である。
【００２２】
　本発明の方法および装置は、目的地または目的地以外の他の指定された場所近傍の駐車
場に関する駐車場情報を、前もってまたは必要なときはいつでも、効率的かつ直感的に理
解できるように表示する方法を提供する。上記のように、ユーザが目的地で駐車スペース
を見つけようとする場合、ある特定の駐車スペースでは、時間および日、曜日によって異
なる特別な規制が掛けられているという問題が発生する。上記の問題は、駐車スペースが
ある特定の道路の右側であるか、左側であるかによって駐車規制が異なる場合に、一層複
雑で面倒になる可能性がある。
【００２３】
　本発明の駐車場情報表示方法および装置では、効率的かつ直感的に理解できるように駐
車場情報をナビゲーションシステムのモニタに表示する。すなわち、ナビゲーションシス
テムのモニタにおいて駐車場情報表示画面により、目的地または任意の選択された場所に
おける駐車場情報を、地図画像や特別にデザインされた機能キー、タイムテーブルおよび
縮尺、メニュー等と組み合わせて容易に理解できるように表示する。本発明においては、
ユーザは詳細な駐車場情報を前もって得ることができるので、目的地に到着する前に目的
地周辺の駐車スペースについて十分な知識を得ることができる。
【００２４】
　図２および図３は、本発明の駐車場情報表示昨日を備えたナビゲーションシステムにお
いて通常表示される画面の例を示す。ナビゲーションシステムは、ルート案内表示モード
または地図表示モードにおいて、地図画像を機能キーと共に表示する。図２では、現在位
置マーク９８が車両の移動に伴って変化する車両の現在位置を示しており、この状況は、
ユーザが現在位置近傍の駐車場情報をチェックしたいと思っている典型的な状況となりう
る。また、図３では、カーソル９９を使って地図画像上の希望の場所、例えば、到着前の
目的地、あるいは現在位置と関係のない任意の場所を選択しており、この状況もユーザが
カーソル９９を合わせた地点近傍の駐車場情報をチェックしたいと思っている典型的な状
況である。
【００２５】
　メニューボタン８０が画面右上に表示されており、図４に示すメインメニュー画面５０
を表示するのに用いる。ユーザはメインメニュー画面５０から後述する駐車メニューを選
択することにより駐車場情報表示機能を起動することができる。図２及び図３の画面には
、その他、地図縮尺５１、方角表示（方位磁針）５２、車両が現在いる道路の名称を表示
するテキストウィンドウ７０などの必要な情報も表示されている。目的地、あるいは現在
位置マーク９８で示されている現在位置、またはカーソル９９で選択した任意の希望する
場所に関する駐車場情報を検索したい場合、ユーザはメニューボタン８０を押す。
【００２６】
　すると、ナビゲーションシステムは、メインメニュー画面５０を図４に示すように表示
する。このメインメニュー画面５０は、ナビゲーションシステムの起動開始時に通常表示
されるが、図２、図３の地図表示中ではメニューボタン８０を操作することにより表示さ
れる。
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　メインメニュー画面５０には、メニューボタンがいくつか表示されており、ユーザは所
定のメニューボタンにより希望の操作を選択することができる。具体的には、メニュー画
面５０には、目的地を設定する目的地メニューボタン１８１、自宅住所を記憶させるため
の自宅メニューボタン１８３、目的地までのシミュレーションしたルートを表示させるル
ートメニューボタン１８５、駐車場情報を表示するための駐車メニューボタン１８７を含
む種々のメニューボタンが表示される。また、当技術分野では周知の交通情報を表示する
ための交通メニューボタン１８９、編集メニューボタン１９１、セットアップメニューボ
タン１９３、情報メニューボタン１９５等、他のメニューボタンも表示される。
【００２７】
　ユーザが図４のメニュー画面５０において駐車メニューボタン１８７を押して駐車場情
報表示機能を起動させると、ナビゲーションシステムは、本発明の駐車場情報表示制御ソ
フトを実行して図５～図９の駐車場情報表示画面を作成してモニタに表示する。図５～図
９の駐車場情報表示画面には、市街地図ウィンドウ２１、メニューボタン８０、駐車タイ
ムテーブル８１、ストリートインジケータ８２、駐車場情報を表示する駐車場情報ウィン
ドウ８３、駐車ボタン８４、方向矢印キー８５、ストリートサイドキー８６および８７、
曜日キー８８、ならびに現在時刻・曜日インジケータ８９が表示されている。
【００２８】
　市街地図ウィンドウ２１は、地図画像上にストリートと駐車スペースの場所をグラフィ
ック表示するために着目地点周辺の地図画像を表示する。ここでは、着目地点は通常、現
在位置マーク９８で示される車両の現在位置または目的地またはカーソル９９で指定した
地点である。画面右上のストリートインジケータ８２は、現在位置マーク９８またはカー
ソル９９で指定されたストリートの名称を表示する。
【００２９】
　駐車場情報ウィンドウ８３は、通常、テキストメッセージと該テキストメッセージを識
別するためのアイコンを組合わせて当該駐車場（駐車区域）の駐車場情報を表示する。こ
の例では、駐車場情報ウィンドウ８３には、「ストリート清掃」というテキストメッセー
ジ９１Ａおよび所定の色またはパターンのアイコン９１Ｂが表示されている。このアイコ
ン９１Ｂの色またはパターンは、該アイコンに応じたテキストメッセージで表された駐車
場情報の該当時間範囲を示す時間範囲インジケータ４５の色またはパターンに対応してい
る。時間範囲インジケータ４５は、駐車タイムテーブル８１において、一日のうち、テキ
ストメッセージで表された駐車場情報の該当時間範囲を表示する。
【００３０】
　図５の駐車タイムテーブル８１は、２４時間(午前零時～午後１２時)の各時間帯を表示
する。この詳細については、図１０（A）の拡大図を用いて説明する。図１０（A）の駐車
タイムテーブル８１では、現在時刻バー９２が現在時刻を示し、時間帯インジケータ７１
は各時間帯の時刻を示している。時間範囲インジケータ４５は、テキスト情報の該当時間
範囲、この場合は、市街地図２１に表示された駐車区域で「ストリート清掃」が行われる
時間範囲をグラフィック表示するのに用いられる。時間範囲インジケータ４５の色または
パターンは、対応するアイコン９１Ｂの色またはパターンと一致するようデザインされて
おり、例えば、アイコン９１Ｂの色が赤であれば、時間範囲インジケータ４５も赤である
。
【００３１】
　更に図５において、ストリートサイドキー８６および８７は、ある特定のストリートの
両側に駐車区域がある場合に、ストリートの一方の側と他方の側を切り替えるのに用いら
れる。図１を参照して説明したように、ＮカレッジＰＬストリートに沿って駐車区域７Ａ
および７Ｂが設置されている場合、ストリートの一方側と他方側とで駐車規制が異なる場
合がある。ストリートサイドキー８６および８７は、それぞれの側の駐車場情報をチェッ
クするため、ストリートの一方の側を選択するのに用いられる。
【００３２】
　図５の例では、市街地図２１上で強調表示された駐車区域９７Ｂに対応する、サイド２
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を表すストリートサイドキー８７が押されたことを示している。車両はストリートの右側
を通行するので、車両がＮカレッジＰＬストリートを北に向かって進んでいる場合にはサ
イド２が車両に近い側となることから、好ましくは、ナビゲーションシステムは自動的に
サイド２（駐車区域９７Ｂ）をデフォルトに設定する。あるいは、カーソル９９（図３）
が使用された場合には、カーソルに近い方の側をナビゲーションシステムが選択してもよ
い。
【００３３】
　方向矢印キー８５は、市街地図２１上の地図画像をスクロールするのに用いられる。駐
車ボタン８４は、図１１を参照して詳細に後述するように、車両の現在位置または目的地
またはユーザが指定したその他の場所から一定の距離範囲内にある駐車場の一覧を表示す
るのに用いられる。曜日キー８８は、ユーザが曜日を選択して曜日によって駐車規制に何
か違いがあるのかどうかを見られるよう、日曜日から土曜日までの曜日を表示する。
【００３４】
　図５の例では、日曜日が選択されており、「日曜日」キーが強調表示されている。ユー
ザがサイド１を表すストリートサイドキー８６を押すと、ナビゲーションシステムは、ス
トリートのサイド１の側の駐車場の駐車場情報を表示する。画面右下の現在時刻・曜日イ
ンジケータ８９は、曜日（日曜日）と駐車タイムテーブル８１上の時刻バー９２に対応す
る現在時刻（午前８：１９）を示している。従って、図５の画面に示す駐車場情報によれ
ば、ＮカレッジＰＬストリートのサイド２にある駐車区域９７Ｂは、日曜日の午前６時か
ら午前１０時の間はストリート清掃のために駐車禁止である。
【００３５】
　図６は、サイド１、すなわち、市街地図２１に表示された駐車区域９７Ａに関する駐車
場情報を表示する駐車場情報表示画面の例である。この場合、駐車場情報ウィンドウ８３
は「規制なし」と表示し、駐車タイムテーブル８１には時間範囲インジケータ４５が表示
されていない。曜日キー８８は「日曜日」を強調表示しているが、ユーザは他のキーを押
して別の曜日を選択し、別の曜日についての駐車場情報を見ることができる。従って、図
６に示す駐車場情報によれば、ＮカレッジＰＬストリートのサイド１にある駐車区域９７
Ａは、日曜日は一日中駐車が許可されていることが示されている。
【００３６】
　図７は、サイド１、すなわち、市街地図２１に表示された駐車区域９７Ａに関する駐車
場情報を表示する駐車場情報表示画面の別の例である。この例では、図６の例とは異なり
、ユーザは曜日キー８８のうち月曜日を表すボタンを押している。従って、月曜日を示す
キーが強調表示されている。また、この例では、現在位置マークに代わってカーソル９９
が地図画像上のＮカレッジＰＬストリートを指し示している。このようにカーソル９９で
地図画像上の当該区域を指示し、図３の駐車メニューボタン１８７で駐車場情報表示を要
求することによりカーソル指示地点近傍の駐車場情報が得られるようになっている。
【００３７】
　この例では、駐車場情報表示画面の駐車タイムテーブル８１および駐車場情報ウィンド
ウ８３に表示されたデータはこれまでの例に比べて複雑である。しかし、本発明によって
実施される駐車場情報表示画面の論理的でグラフィック（バーグラフ表示）を用いた表示
方法のおかげで、ユーザは容易にこの情報を把握することができる。駐車場情報ウィンド
ウ８３は、テキストメッセージとして、「要住民駐車許可証」、「商用車不可」および「
住民駐車許可証なき場合は最大１時間」の三項目９１Ｃ～９１Ｅを並べて表示している。
【００３８】
　各項目（テキストメッセージ）の隣には、駐車タイムテーブル８１上の時間範囲インジ
ケータ４５～４７の色またはパターンに対応した色またはパターン等で識別表示されたア
イコン９１Ｃ′～９１Ｅ′が表示される。すなわち、図７の駐車タイムテーブル８１には
、駐車場情報ウィンドウ８３のそれぞれのメッセージおよびアイコンに対応する３つの時
間範囲インジケータ４５、４６および４７が表示されている。図７の駐車タイムテーブル
８１は、２４時間の時間帯を示している。この詳細を、現在時刻バー９２、時間範囲イン
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ジケータ４５、４６および４７、ならびに時間帯インジケータ７１を含む図１０（Ｂ）の
拡大図に示す。
【００３９】
　時間範囲インジケータ４５～４７は、それぞれ駐車場情報ウィンドウ８３内のテキスト
メッセージに添えられたアイコンの色またはパターンに一致した特有の色またはパターン
を有する。時間範囲インジケータ４５～４７には、ユーザが駐車規制の種類を識別するの
に役立つよう、いつも同じ色またはパターンを用いてもよい。例えば、ナビゲーションシ
ステムは、赤色を「駐車禁止」（駐車は禁止されている）の規制を表すのに用い、黄色を
、時間を限った駐車制限（例えば、最大２時間）を表すのに用いてもよい。
【００４０】
　図７の例では、月曜日の駐車区域９７Ａに関する駐車場情報が表示され、この駐車場情
報によると、商用車の駐車は一日中許可されていない。また、この駐車場情報によると、
午前７時から午後１０時の間は住民駐車許可証を持つ非商用車の駐車が許可されている。
更に、住民駐車許可証を持たない非商用車も、１時間未満の駐車であれば許可されている
。
【００４１】
　図８は、「東アサートンストリート（E Atherton St）」沿いの駐車区域９５に関する
駐車場情報を表示する駐車場情報表示画面の更に別の例である。図５および図６の例とは
異なり、この例では、東アサートンストリートは片側に駐車区域９５があるだけである。
従って、ストリートサイドキー８６（サイド１）は、デフォルトで強調表示される。この
図８の例では、ユーザは、日曜日の駐車区域９５に関する駐車場情報を得るために曜日キ
ー８８のうちの日曜日を表すキーを押している。
【００４２】
　その結果、駐車場情報表示画面を通じて、ナビゲーションシステムは東アサートンスト
リートの片側にある駐車区域９５に関する駐車場情報を表示している。先に示した例と同
様に、駐車場情報ウィンドウ８３にはアイコンと共に駐車場情報項目が表示され、駐車タ
イムテーブル８１には対応する時間範囲インジケータ４５が表示されている。この例では
、この駐車場情報によると、日曜日の午前１２時から午前８時までの時間範囲は、駐車区
域９５への駐車は禁止されている。図８は、車両が駐車区域９５の周辺に到着して現在位
置マーク９８が表示されている場合であるが、実際に車両が駐車区域９５に到着していな
くても、カーソル９９で指し示すことで該駐車区域９５を指定して駐車場情報を表示する
ことができる。
【００４３】
　図９は、東アサートンストリート沿いの駐車区域９５に関する駐車場情報を表示する駐
車場情報表示画面の更に別の例である。図８の例とは異なり、この例は、曜日キー８８の
うちから月曜日キーが選択され強調表示されている状況を示している。この例では、三つ
の駐車場情報項目が駐車場情報ウィンドウ８３に並べて表示されており、対応する時間範
囲インジケータ４５～４７がそれぞれ同じ色またはパターンで駐車タイムテーブル８１に
バーグラフ配置されている。
【００４４】
　ユーザは曜日を別の曜日、例えば水曜日または木曜日に変えて、選択した曜日の駐車場
情報を見てもよい。また、駐車区域がストリートの両側にある場合、ユーザは、ストリー
トサイドキー８６または８７を押して、ストリートの他方の側に変えてもよい。図９の例
では、月曜日の駐車区域９５の駐車場情報が表示され、この駐車場情報によると、午前１
２時から午前８時までの時間範囲および午後４時から午後８時までの時間範囲は駐車が禁
止されているが、午前８時から午後４時までの時間範囲では、２時間未満の駐車が許可さ
れている。
【００４５】
　図１０（A）および図１０（B）は、前述のように本発明の駐車場情報表示画面で用いる
駐車タイムテーブル８１の拡大図である。図１０（A）の駐車タイムテーブル８１は、図
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５の駐車タイムテーブル８１に対応し、図１０（B）の駐車タイムテーブル８１は、図７
の駐車タイムテーブル８１に対応している。図示したように、駐車タイムテーブル８１は
午前１２時から午前零時までの時刻を一覧表示した時間帯インジケータ７１を有する。現
在時刻バー９２は駐車タイムテーブル８１上に現在時刻を表示し、その位置は時間の経過
に伴って絶えず変化する。
【００４６】
　時間範囲インジケータ４５の色またはパターンは、図５の駐車場情報ウィンドウ８３内
のアイコン９１Ｂの色またはパターンに対応している。時間範囲インジケータ４５～４７
の色またはパターンは、それぞれ図７の駐車場情報ウィンドウ８３内のアイコン９１Ｃ′
～９１Ｅ′の色またはパターンに対応している。時間範囲インジケータ４５～４７は、テ
キストメッセージで表された駐車場情報９１Ｃ～９１Ｅの内容が実施される時間範囲を図
示するのに用いられている。
【００４７】
　時間帯インジケータ７１は一日の２４時間を一覧表示しているが、駐車タイムテーブル
８１はこの構成に限られない。時間帯インジケータ７１をより明瞭に表示するために、駐
車タイムテーブル８１の画像を拡大してもよく、更に、タイムテーブル８１が２４時間全
てを画面に一覧表示しなくてもいいように、ユーザが駐車タイムテーブル８１をスクロー
ルできるスクロールキーを有していてもよい。更に、駐車タイムテーブル８１は、縦では
なく横向きに配置してもよい。
【００４８】
　図５～図９の駐車場情報表示画面において、ユーザが駐車ボタン８４を押すと、ナビゲ
ーションシステムは図１１に示すように駐車POI（point of interest）情報の一覧を表示
する。駐車POI情報画面は、距離またはアルファベット順に並べられた利用可能な駐車区
域の一覧を有する。図１１の例では、車両の現在位置からの距離順に駐車区域が一覧表示
されている。この場合、「インペリアル・パーキング・インダストリーズ（Imperial Par
king Industries）」が車両の現在位置に最も近く、一番上に掲出されている。車両の現
在位置からの駐車区域の相対的な方向が駐車ＰＯＩ一覧内の矢印アイコン７３で示されて
いる。
【００４９】
　各駐車区域までのおおよその距離も駐車ＰＯＩ一覧内の対応する距離インジケータ７５
によって示されている。図１１の例では、入力フィールド６１、料金ボタン６３、距離ボ
タン６５、および名称ボタン６７が駐車区域名の表示順を変えるのに用いられる。入力フ
ィールド６１は、ＰＯＩを検索するためのキーワードを入力するのに用いられ、料金ボタ
ン６３は、駐車区域名を駐車料金順に並べるのに用いられる。距離ボタン６５は駐車区域
名を現在位置からの距離の順に並べるのに用いられ、名称ボタン６７は駐車区域名をアル
ファベット順に並べるのに用いられる。
【００５０】
　一覧リスト中の駐車区域名７４の一つを押すことで、ユーザは選択した駐車区域につい
ての駐車場情報を得ることができる。また、図１１の例では、各駐車区域用の「GO」ボタ
ン７９が表示されており、ユーザが希望する駐車区域の隣のボタン７９を選択して押すと
その駐車区域へのルート案内が得られるようになっている。ボタンが押されると、ナビゲ
ーションシステムは選択された駐車区域への適切なルートを計算し、その駐車区域へのル
ート案内動作を開始する。
【００５１】
　本発明の駐車場情報表示の基本的な処理ステップを、図１２のフローチャートを参照し
て説明する。最初のステップ１０１において、ナビゲーションシステムは、駐車場情報表
示対象地点を把握する。駐車場情報表示対象地点は、カーソルが表示されている場合には
カーソル指示地点であり、カーソルが表示されていない場合には車両現在位置であり、カ
ーソルが表示されていない場合において目的地の駐車場情報表示が要求された場合には目
的地とする。ただし、カーソルが表示されていない場合、目的地を駐車場情報表示対象地
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点とし、車両現在位置周辺の駐車場情報表示が要求された場合には車両現在位置とするこ
ともできる。
　本発明の駐車場情報表機能はルート案内動作中であろうとなかろうといつでも作動可能
なので、任意の場所に関する駐車場情報は、そうした情報が容易に入手できる限り表示可
能である。
【００５２】
　ステップ１０２において、ナビゲーションシステムは、ユーザからの駐車場情報の表示
要求を受け付ける。上記のように、このプロセスは通常、図４のメインメニュー画面５０
で駐車メニューボタン１８７を選択することによって実行される。駐車場情報の表示要求
を受け付けると、ステップ１０３において、ナビゲーションシステムはユーザにより指定
された場所(車両現在位置あるいは目的地あるいはカーソル指示地点)の近傍に存在する駐
車スペースに関する駐車場情報が入手可能かどうかチェックする。こうした情報は、デー
タ記憶媒体１３１（図１３および図１４）に記憶させた地図データに含まれていてもよく
、または、有線または無線通信経由で遠隔サービスプロバイダを通じて提供されてもよい
。なお、駐車スペースは、例えばユーザにより指定された場所が存在する道路沿いの駐車
区域に限定することができる。
【００５３】
　該当する駐車区域が存在し、かつ該駐車区域の駐車場情報が存在する場合、ステップ１
０４においてナビゲーションシステムは上記の図５～図９に示す駐車場情報表示画面を作
成してモニタに表示する。駐車場情報表示画面は、駐車場情報を示すために特別にデザイ
ンされた画面であり、上記のように市街地図、種々のメニューキー、タイムテーブル、時
間範囲インジケータ等を備えている。一方、ステップ１０３において、指定された場所の
近傍に存在する駐車スペースに関する駐車場情報が入手不可能であればステップ１０１に
戻る。
【００５４】
　駐車場情報表示画面をモニタに表示するのと同時に、ナビゲーションシステムは更に駐
車場情報が時間関連の情報を含むかどうかをステップ１０５にてチェックする。時間関連
の駐車場情報がない場合、ナビゲーションシステムは、ステップ１０４において単純にそ
のように駐車場情報表示画面の駐車場情報ウィンドウ８３に表示する。すなわち、得られ
た一般的な駐車場情報、例えば「駐車可能」を表示する。一方、駐車場情報が時間関連の
情報を含む場合には、ステップ１０６においてナビゲーションシステムはある特定の色／
パターンをその時間関連の駐車場情報に割り当て、該情報を整理する。
【００５５】
　上記のように、色および／またはパターンをアイコンおよび駐車タイムテーブル８１内
の時間範囲インジケータに割り当てることで、ナビゲーションシステムは図５～図９を参
照して説明した方法で駐車場情報を提示することができる。従って、ステップ１０７にお
いて、ナビゲーションシステムは、駐車場情報表示画面上のタイムテーブル８１に時間範
囲インジケータ４５～４７を表示すると共に、該時間範囲インジケータに関連するテキス
ト情報およびアイコンを駐車場情報ウィンドウ８３に表示する。ステップ１０８において
、ユーザがストリートサイドキー、曜日キーなどを用いて入力した要求に応えて、ナビゲ
ーションシステムは要求された情報を含む駐車場情報表示画面をモニタに表示する。
【００５６】
　図１３は本発明の駐車場情報表示機能を備えたナビゲーション装置の基本構造例を示す
機能ブロック図である。図１３の構造は、車両をある特定の場所へと案内することを可能
にするナビゲーション機能を有する電子装置であれば、どんなものにも適用可能である。
図１３のナビゲーション装置は、駐車場情報表示画面及びナビゲーションに関する種々の
画面を表示するためのモニタ１５０と、本発明の駐車場情報表示制御やナビゲーション制
御を実行するための制御部（ＣＰＵ）１３９を備えている。
【００５７】
　図１３のブロック図には、更に、地図データを記憶するＤＶＤまたはハードディスクな
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どの地図データ記憶装置１３１、地図データ記憶装置１３１から読み出した地図データの
必要な部分を記憶する地図メモリ１３４、ユーザが目的地等を指定するためのキーパッド
またはリモコン等の入力装置１３７、ルート案内動作をするためにユーザの現在位置およ
び目的地への到着等を検出する位置測定装置１３３、ならびに目的地または他の指定され
た場所における駐車場に関する情報(駐車場データベース)を記憶する駐車場情報メモリ１
４８が含まれている。駐車場情報は、駐車場毎に、駐車場名、位置(経緯度)、電話番号、
住所、料金、駐車規制情報（利用可能/不可能時間帯、駐車禁止/可能時間帯、駐車規制理
由など)、ストリートのどちら側に存在するかを示す道路サイド情報等有しており、地域
別に近接の駐車場はまとめてデータベースが作成されている。
　なお、ナビゲーション装置が有線または無線での通信機能を有している場合は、地図デ
ータは遠隔のデータサーバから取り込むことができる。また、駐車場データベース情報は
、地図データ記憶装置１３１または遠隔のサービスプロバイダから取り込んで駐車場情報
メモリ１４８に記憶させることができる。
【００５８】
　制御部１３９は、車両位置周辺の地図データを地図データ記憶装置１３１から読み取っ
て地図メモリ１３４に保存し、該地図データを用いて車両周辺の地図をモニタ１５０に表
示する。また、制御部１３９は、入力装置１３７より目的地が設定されて経路探索が要求
されると、地図データ記憶装置１３１に記憶されている地図データを用いて該目的地まで
の経路（ルート）を計算し、該計算したルートをモニタ１５０に表示されている地図に重
ねて強調表示し、ユーザを目的地まで案内する。
【００５９】
　更に、制御部１３９は、駐車場情報表示要求に基づいて駐車場情報表示画面の作成、表
示制御を実行する。すなわち、ユーザが図４のメインメニュー画面５０から駐車メニュー
ボタン１８７を選択すれば、制御部１３９は、図１２の処理フローに従って、駐車場デー
タベースを参照して目的地または他の指定された場所近傍に駐車場が存在するか、存在す
る場合には該駐車場に関する駐車場情報が入手可能かどうかチェックする。
【００６０】
　該当する駐車場情報が存在する場合は、ＣＰＵ１３９は図５～図９に示す駐車場情報表
示画面を作成して表示する制御を実行する。上記のように、駐車場情報表示画面は、特別
にデザインされた駐車場情報を表示するための画面であり、上記のような市街地図、種々
のメニューキー、タイムテーブル、時間範囲インジケータ等を備えている。
【００６１】
　駐車場情報が時間関連の情報を含んでいる場合、ＣＰＵ１３９はある特定の色／パター
ンをその時間関連の駐車場情報に割り当て、こうした情報を整理する。上記のように、色
および／またはパターンをアイコンおよび駐車タイムテーブル８１内の時間範囲インジケ
ータに割り当てることで、ナビゲーションシステムは、図５～図９を参照して説明した方
法で駐車場情報を提示することができる。従って、ＣＰＵ１３９は、時間範囲インジケー
タをタイムテーブル上に表示するとともに、時間範囲インジケータに関連するテキスト情
報およびアイコンを駐車場情報表示画面の駐車場情報ウィンドウ８３に表示する。ＣＰＵ
１３９は、ユーザが駐車場情報表示画面上のストリートサイドキー、曜日キー等を用いて
入力した要求に応えて、要求された情報を画面に表示するための制御を実行する。
【００６２】
　図１４は、本発明の駐車場情報表示機能を備えた車両ナビゲーションシステムの構造の
一実施形態を示す。この車両ナビゲーションシステムは例示目的で説明したもので、本発
明は、PDA（personal digital assistant）装置によって実現される携帯型ナビゲーショ
ン装置等の他のタイプのナビゲーションシステム、無線電話などの他の手持ち型装置、ま
たはラップトップもしくはノート型コンピュータなどにも適用可能である。
【００６３】
　図１４のブロック図では、図１３のものと類似の機能部分には同じ参照番号を付してい
る。車両ナビゲーションシステムは、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤまたはその
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他の記憶手段などの、地図データを記憶するデータ記憶媒体１３１を備えている。ナビゲ
ーションシステムは、地図情報をデータ記憶媒体１３１から読み込むための動作を制御す
る制御ユニット１３２、および車両の現在位置またはユーザの現在位置を測定するための
位置測定装置１３３を備えている。位置測定装置１３３は、例えば、移動距離を検出する
車両速度センサ、移動方向を検出するジャイロスコープ、位置を計算するマイクロプロセ
ッサ、ＧＰＳ信号を受信して分析するGPS（global positioning system）受信装置等で構
成される。
【００６４】
　図１４のブロック図には更に、データ記憶媒体１３１から読み込まれたデータのうち、
ナビゲーションシステムのそれぞれの目的の動作に関係する一部地図データ（例えば車両
位置周辺の地図データ）を記憶する地図情報メモリ１３４、データ記憶媒体１３１から読
み込まれた施設など興味のある地点POI（point of interest）の情報（POIデータベース
情報）を記憶するデータベースメモリ１３５、メニュー選択動作、カーソル移動、拡大／
縮小動作、目的地入力動作等を実行するリモコン１３７、およびリモコンインターフェー
ス１３８が含まれている。リモコンは、メニューを選択し、選択した機能を実行させるた
めの典型例であるが、ナビゲーションシステムは、リモコンで実行するのと同様の動作を
実行するための種々の入力手段（キーボード、タッチパネル）を備えている。
【００６５】
　図１４では、ナビゲーションシステムは、上記のシステム内の機能ブロックを結び付け
るバス１３６、駐車場情報表示画面の作成、表示制御を含むナビゲーションシステム全体
の動作を制御するプロセッサ（ＣＰＵ）１３９、ルート検索プログラムおよびマップマッ
チングプログラムなどのナビゲーション制御に必要な種々の制御プログラムと共に、本発
明の駐車場情報表示画面の作成、表示制御用のプログラムを記憶するＲＯＭ１４０、案内
ルートなどの処理結果を記憶するＲＡＭ１４１、地図情報に基づいて地図画像（地図案内
画像および矢印案内画像）を作成する画像生成部１４２、地図や駐車場情報の表示制御を
行う表示制御部１４３、表示制御部１４３が作成した画像を記憶するVRAM (video RAM)１
４４、メニュー画像／種々のリスト画像を作成するためのメニュー／リスト発生部１４５
、および合成部１４６を更に有している。
【００６６】
　図１４のブロック図には更に、遠隔のサービスプロバイダから地図情報や駐車場情報な
どのデータを取り込む無線通信用無線トランシーバ１４９、駐車場情報（駐車場データベ
ース）を記憶する駐車場情報メモリ１４８が含まれている。駐車場情報はデータ記憶媒体
１３１に記録しておき、ナビゲーションシステム起動時に該データ記憶媒体１３１から読
み取って駐車場情報メモリ１４８に記憶することができる。また、駐車料金および駐車規
制に関する情報は頻繁に変わることがあり、駐車場情報を常に最新に保つため、無線トラ
ンシーバ１４９を用いて更新された駐車場情報を取り込んで記憶することもできる。
【００６７】
　ＣＰＵ１３９は、ユーザに駐車場情報を効率的かつ直感的に理解できる方法で提供する
ため、本発明に基づく駐車場情報表示画面の作成、表示制御を含むナビゲーションシステ
ム全体の動作を制御する。図１２のフローチャートに示す手順を含む本発明の手順を実行
するプログラムは、ＲＯＭ１４０またはその他の記憶媒体に記憶させてもよく、ＣＰＵ１
３９によって実行される。
【００６８】
　本発明を要約すれば以下の通りである。
　（付記１）
　指定された場所近傍に存在する駐車場の情報を表示する駐車場情報表示方法において、
駐車場情報の表示要求がなされたとき、指定された場所近傍に存在する所定駐車場の駐車
場情報を取得するステップ、
　該駐車場情報を参照して駐車場に時間関連の駐車規制があるかどうかを調べるステップ
、
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　駐車規制が存在する場合には、前記場所及び前記駐車場を含む地図画像と、一日のタイ
ムテーブル上に前記駐車規制の時間範囲をグラフ的に示す時間範囲インジケータと、該駐
車規制に関するテキストメッセージを表示するステップ、
　を有することを特徴とする駐車場情報表示方法。
　（付記２）
　前記表示ステップにおいて、二以上の時間関連の駐車規制が存在する場合には、それぞ
れの駐車規制の時間範囲をグラフ的に示す時間範囲インジケータを前記タイムテーブル上
に識別可能に並べて表示するとともに、それぞれの駐車規制に関するテキストメッセージ
を表示する、
　ことを特徴とする付記１記載の駐車場情報表示方法。
（付記３）
　前記表示ステップにおいて、前記駐車規制に関する前記テキストメッセージをアイコン
によって区別し、該アイコンの色またはパターンと、該駐車規制の時間範囲を示す前記時
間範囲インジケータの色またはパターンを同じにする、
　ことを特徴とする付記１または２記載の駐車場情報表示方法。
（付記４）
　曜日を選択する曜日キーを表示するステップ、
　を備え、曜日が選択されたとき、前記駐車場情報を取得するステップにおいて、前記指
定された場所の該選択された曜日の駐車場情報を取得する、
　ことを特徴とする付記１または２記載の駐車場情報表示方法。
（付記５）
　道路の右側、左側のサイドを選択する道路サイド選択キーを表示するステップ、
　を備え、道路サイドが選択されたとき、前記駐車場情報を取得するステップにおいて、
前記指定された場所近傍の道路沿いの駐車場であって、該選択されたサイドの駐車場の駐
車場情報を取得する、
　ことを特徴とする付記１または２記載の駐車場情報表示方法。
（付記６）
　前記表示ステップにおいて、前記地図画像に含まれる前記駐車場を識別可能に表示する
と共に、前記指定された場所近傍の道路沿いの駐車場であって、前記選択されたサイドの
駐車場を識別可能に表示する、
　ことを特徴とする付記５に記載の駐車場情報表示方法。
（付記７）
　前記場所を、移動の目的地、前記ユーザの車両の現在位置、カーソルで指定された地点
のいずれかより選択して指定するステップ、
　を有することを特徴とする付記１に記載の駐車場情報表示方法。
（付記８）
　前記指定された場所に関して、前記時間関連の駐車規制がない場合は、前記テキストメ
ッセージとして規制がないというメッセージを表示するステップ、
　を有することを特徴とする付記１に記載の駐車場情報表示方法。
（付記９）
　前記指定された場所に近い駐車場の一覧表示を要求する駐車ボタンを表示するステップ
、
　該駐車ボタンが操作されたとき、前記指定された場所に近い駐車場を検索し、該駐車場
の一覧を表示するステップ、
　を備え、前記指定された場所からの距離順、アルファベット順、または価格帯順に前記
駐車場を一覧表示することを特徴とする付記１に記載の駐車場情報表示方法。
（付記１０）
　指定された場所近傍に存在する駐車場の情報を表示する駐車場情報表示装置において、
　駐車場情報データベースを記憶する駐車場情報記憶手段、
　駐車場情報の表示要求をする手段。
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　駐車場情報の表示要求がなされたとき、前記指定された場所近傍に存在する所定駐車場
の駐車場情報を前記データベースより取得する手段、
　該駐車場情報を参照して駐車場に時間関連の駐車規制があるかどうかを調べ、駐車規制
が存在する場合には、前記場所及び前記駐車場を含む地図画像と、一日のタイムテーブル
上に前記駐車規制の時間範囲をグラフ的に示す時間範囲インジケータと、該駐車規制に関
するテキストメッセージを有する駐車場情報表示画面を作成する手段、
　該駐車場情報表示画面を表示するモニタ、
　を有することを特徴とする駐車場情報表示装置。
（付記１１）
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、二以上の時間関連の駐車規制が存在する場合には
、それぞれの駐車規制の時間範囲をグラフ的に示す時間範囲インジケータを前記タイムテ
ーブル上に識別可能に並べ、それぞれの駐車規制に関するテキストメッセージを有する駐
車場情報表示画面を作成する、
　ことを特徴とする付記９記載の駐車場情報表示装置。
（付記１２）
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、前記駐車規制に関する前記テキストメッセージを
アイコンによって区別し、該アイコンの色またはパターンと、該駐車規制の時間範囲を示
す前記時間範囲インジケータの色またはパターンを同じにする、
　ことを特徴とする付記１０または１１記載の駐車場情報表示装置。
（付記１３）
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、曜日を選択する曜日キーを含む駐車場情報表示画
面を作成し、駐車場情報取得手段は、該曜日キーにより曜日が選択されたとき、前記指定
された場所の該選択された曜日の駐車場情報を取得する、
　ことを特徴とする付記１０または１１記載の駐車場情報表示装置。
（付記１４）
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、道路の右側、左側のサイドを選択する道路サイド
選択キーを含む駐車場情報表示画面を作成し、駐車場情報取得手段は、道路サイドが選択
されたとき、前記指定された場所近傍の道路沿いの駐車場であって、該選択されたサイド
の駐車場の駐車場情報を取得する、
　ことを特徴とする付記１０または１１記載の駐車場情報表示装置。
（付記１５）
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、前記地図画像に含まれる前記駐車場を識別可能に
表示すると共に、前記指定された場所近傍の道路沿いの駐車場であって、前記選択された
サイドの駐車場を識別可能に表示する、
　ことを特徴とする付記１４に記載の駐車場情報表示装置。
（付記１６）
　前記場所を、移動の目的地、前記ユーザの車両の現在位置、カーソルで指定された地点
のいずれかより選択して指定する手段、
　を有することを特徴とする付記１に記載の駐車場情報表示装置。
（付記１７）
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、前記指定された場所に関して、前記時間関連の駐
車規制がない場合は、前記テキストメッセージとして規制がないというメッセージを表示
する、
　を有することを特徴とする付記１０に記載の駐車場情報表示装置。
（付記１８）
　前記駐車場情報表示画面作成手段は、前記指定された場所に近い駐車場の一覧表示を要
求する駐車ボタンを含む駐車場情報表示画面を作成し、該駐車ボタンが操作されたとき、
前記指定された場所に近い駐車場を検索し、該駐車場の一覧を表示し、前記指定された場
所からの距離順、アルファベット順、または価格帯順に前記駐車場を一覧表示する、
　ことを特徴とする付記１０に記載の駐車場情報表示装置。
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【００６９】
　以上説明したように、本発明によれば、ナビゲーションシステムが駐車場情報表示画面
を通じてユーザに駐車場情報を効率的かつ直感的に理解できる方法で提供することができ
る。駐車場情報表示画面は、時間範囲インジケータを備えたタイムテーブル、テキストメ
ッセージ、ストリートサイド選択キー、曜日キー等を備えているため、ユーザは詳細な駐
車場情報を得ることができる。また、駐車場情報を容易にかつ直感的に理解できるように
表示するため、駐車場情報表示に用いられる色およびパターンが統一されている。また、
ユーザは、詳細な駐車場情報を前もって得ることができるので、目的地に到着する前に駐
車スペースに関して十分な知識を得ることができる。更に、任意の指定場所における詳細
な駐車場情報をいつでも得ることができるので、ユーザは十分な知識を持って希望の駐車
場所および駐車時間を選択することができる。
　実施例では、ストリート沿いの駐車場情報を表示する場合について説明したが、必ずし
もストリート沿いである必要はない。また、着目する駐車場を、ストリートサイドキーを
用いて選択した場合について説明したが、タッチして選択することもできる。また、実施
例ではナビゲーション装置に駐車場情報画面作成、表示機能を持たせた場合について説明
したが、独立に駐車場情報表示装置として構成して駐車場情報をナビゲーション装置に提
供するようにすることもできる。
　以上本発明を好ましい実施形態を参照して説明したが、当業者であれば本発明の精神お
よび範囲から逸脱することなく種々の改良および変更を加えることができることは容易に
理解できよう。こうした改良及び変更は、添付の請求の範囲およびその均等物の範囲に含
まれるものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】ストリートの両側に駐車スペースが設置されている状況を含む地図画像の例を示
す概略図である。
【図２】本発明の地図表示例であり、地図画像及び現在位置マークが表示されている。
【図３】本発明の地図表示例であり、地図画像及びカーソルが表示されている。
【図４】本発明のメインメニュー画面である。
【図５】日曜日におけるある特定のストリートの右（第二）側に設けられた駐車区域に関
する駐車場情報を表示する駐車場情報表示画面の例である。
【図６】日曜日における図５と同じストリートの左（第一）側に設けられた駐車区域に関
する駐車場情報を表示する駐車場情報表示画面の例である。
【図７】月曜日における図５と同じストリートの左（第一）側に設けられた駐車区域に関
する駐車場情報を表示する駐車場情報表示画面の例であり、３つの駐車規制情報が存在す
る例である。
【図８】日曜日における別のストリート沿いに設けられた駐車区域に関する駐車場情報を
表示した場合の駐車場情報表示画面の例である。
【図９】月曜日における図８と同じストリート沿いに設けられた駐車区域に関する駐車場
情報を表示する駐車場情報表示画面の例であり、３つの駐車規制情報が存在する例である
。
【図１０】本発明のモニタに表示された図５～図９の駐車場情報表示画面に含まれるタイ
ムテーブルの拡大図である。
【図１１】目的地または他の選択された場所で利用可能な駐車区域のリスト表示例である
。
【図１２】本発明に基づく駐車場情報表示画面の作成、表示処理フローチャートである。
【図１３】本発明の駐車場情報表示機能を備えたナビゲーション装置の基本構成例を示す
機能ブロック図である。
【図１４】本発明の駐車場情報表示機能を備えた車両ナビゲーションシステムの構成例を
示すブロック図である。
【符号の説明】
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【００７１】
　２１　市街地図
　４５　時間範囲インジケータ
　８０　メニューボタン
　８１　駐車タイムテーブル
　８２　現在ストリートインジケータ
　８３　駐車場情報ウィンドウ
　８４　駐車ボタン
　８５　方向矢印キー
　８６　ストリートサイドキー
　８７　ストリートサイドキー
　８８　曜日キー
　８９　現在時刻・曜日インジケータ
　９１Ａ　テキストメッセージ
　９１Ｂ　アイコン
　９２　現在時刻バー
　９７Ｂ　駐車区域
　９８　現在位置マーク

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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