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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交通渋滞情報を入力する渋滞情報入力部と、
　前記渋滞情報入力部で交通渋滞を検出したとき、渋滞迂回の指示入力時に渋滞迂回路を
案内する交通渋滞考慮の度合いを設定するための案内画面を推奨する度合いと共に表示形
成する設定用画面形成部と、
　渋滞迂回誘導経路の演算を行うか否かを判断する境界値としての、交通渋滞考慮の度合
いを設定する渋滞考慮度合設定部と、
　目的地への誘導経路の演算と、前記渋滞情報入力部で交通渋滞を検出し、且つ渋滞迂回
の指示入力時に、前記設定用画面形成部で交通渋滞考慮の度合いを指示する案内画面を推
奨する度合いと共に表示形成し、前記渋滞考慮度合設定部で前記交通渋滞考慮の度合いを
設定し、前記渋滞考慮度合設定部で設定した交通渋滞考慮の度合いより入力した交通渋滞
の程度が大きいと判断したき、誘導経路上の交通渋滞を迂回する渋滞迂回誘導経路の演算
とを行う誘導経路演算部とを備えたことを特徴とするナビゲーション用誘導経路案内装置
。
【請求項２】
　前記設定用画面形成部では、前記推奨する度合いとして予め設定していた交通渋滞考慮
の度合いを表示することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション用誘導経路案内装置
。
【請求項３】
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　前記設定用画面形成部では、前記推奨する度合いとして先に選択操作を行った交通渋滞
考慮の度合いを表示することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション用誘導経路案内
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、車両を目的地に誘導する経路を探索するナビゲーション用誘導経路探索装置
に関し、特に利用者が交通渋滞を考慮する度合の好みに対応して適切な誘導経路を探索す
ることができるようにしたナビゲーション用誘導経路探索装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　例えば車両用ナビゲーション装置においては、地図を描画するための地図データ及び施
設等を検索するための施設情報データを記録したＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の地図
・情報記憶媒体と、この地図・情報記憶媒体のデータを読み取る再生装置と、地図等を表
示するディスプレイ装置と、距離センサやジャイロ等の自立航法装置及びＧＰＳ受信機等
により車両の現在位置及び進行方向の方位を検出する車両位置検出装置を有し、車両の現
在位置を含む地図データを地図・情報記憶媒体から読出し、この地図データに基づいて車
両位置の周囲の地図画像をディスプレイ装置の画面に描画すると共に、車両位置マークを
ディスプレイ画面に重ね合わせて表示し、車両の移動に応じて地図画像をスクロール表示
したり、地図画像を画面に固定し車両位置マークを移動させたりして、車両が現在どこを
走行しているのかを一目で分かるようにしている。
【０００３】
　ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の地図・情報記憶装置に記憶されている地図データは
、各種の縮尺レベルに応じて適当な大きさの経度幅及び緯度幅に区切られており、道路等
は経度及び緯度で表現されたノードの座標集合として記憶されている。道路は２以上のノ
ードの連結からなり、地図データは、道路リスト、ノードテーブル及び交差点構成ノード
リスト等からなる道路レイヤ、及び地図画面上に道路、建築物、施設、公園及び河川等を
表示するための背景レイヤ等の地図データと、市町村名などの行政区画名、道路名、交差
点名及び施設の名前等の、文字や地図記号等を表示するための情報データなどから構成さ
れる。
【０００４】
　また、このナビゲーション装置においては、ユーザが所望の目的地に向けて道路を間違
うことなく容易に走行できるようにするための経路誘導機能を備えている。この経路誘導
機能によれば、地図情報を用いて出発地から目的地まで、また必要に応じて経由地を指定
すると、これらの地点を結ぶ経路の内、時間、距離、料金等の条件を加味して最も適切な
経路を自動探索し、その探索した経路を誘導経路として記憶しておき、走行中、地図画像
上に誘導経路を他の経路とは色を変えて太く描画して画面表示したり、車両が誘導経路上
の進路を変更すべき交差点に一定距離以内に近づいたときに、交差点を拡大表示し、進路
を変更すべき方向を示す矢印等を描画して画面表示したり、音声で右左折の誘導を行うこ
とで、ユーザを目的地まで案内することができるようにしている。
【０００５】
　さらに、ナビゲーション装置においては、ＦＭ多重放送やビーコン等を用いて道路交通
情報通信システム（ＶＩＣＳ）が提供する渋滞、事故、規制等の道路交通情報を取り入れ
ることができるようになっている。このＶＩＣＳはレベル１からレベル３の３種類が利用
でき、状況や目的に応じて所望のレベルで道路交通情報を表示できるようになっている。
【０００６】
　即ち、レベル１は文字情報表示モードであり、ディスプレイ画面の情報エリアに文字で
、区間、旅行時間情報、障害情報、サービス情報、一般ＦＭ文字情報等を表示することが
できる。レベル２は簡易図形表示モードであり、混雑監視道路の簡易図形を描画し、この
簡易図形上に渋滞・障害情報などを表示するものである。レベル３は地図情報表示モード



(3) JP 4484402 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

であり、渋滞・事故・規制などの情報を、地図上の道路の色を変える等によって表示する
ものである。これらの情報は例えば５分間隔等の所定時間間隔で更新されて提供されてお
り、ナビゲーション装置ではＶＩＣＳデータバッファに随時更新しながら記録している。
【０００７】
　このように、特にＶＩＣＳのレベル３では渋滞・事故・規制などの情報を定期的に取り
入れ、地図上の道路に表示することができるため、自車両の走行経路に対する渋滞の状況
を知ることができるので、渋滞道路に対する迂回路等が存在するときにはその道路を利用
することができ、また、そのまま走行する際でも、その先のある程度の状況を把握できる
ので、これからの行動予定の変更等、何らかの対処をとることができる。
【０００８】
　上記のようなナビゲーション装置においては、予め目的地や経由地が設定されていると
き、誘導経路を探索するに際して上記のように、現在地から各地点を結ぶ経路の内、時間
、距離、料金等の条件を加味して、最も適切な経路を自動探索するものであるが、前記の
ような特にＶＩＣＳレベル３の交通情報を取り込むことにより、道路の混雑の状態に応じ
た誘導経路の再探索が可能となる。
【０００９】
　即ち、最初に探索した誘導経路を走行しているとき、ＶＩＣＳ情報により車両がこれか
ら走行しようとしている誘導経路上で渋滞が発生したことを知ったときには、利用者はそ
の渋滞を避けた新たな誘導経路を知りたいと思う。そのようなときには利用者は、ナビゲ
ーション装置に予め備えている交通情報を考慮した誘導経路の再探索機能を選択し、交通
渋滞を避けた最適な誘導経路の探索をナビゲーション装置に指示する。このときナビゲー
ション装置では、取り込んでいる交通情報のデータを元に、渋滞している道路を迂回する
誘導経路を１つ、或いは複数探索して提示し、利用者の確認入力によって適切と思われる
誘導経路を新たな誘導経路として設定している。その確認後は、ナビゲーション装置では
、この新たな誘導経路に沿って車両が安全に走行することができるように案内を行う。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　上記のように、ＶＩＣＳによる渋滞情報に応じて新たな誘導経路を設定するに際して、
利用者が渋滞の表示等を見て誘導経路の再探索を指示するものにおいては、利用者が常に
渋滞の状況を判断して誘導経路の再探索指示を行う必要があり、面倒である。その対策と
して、例えば誘導経路に沿って混雑が１５ｋｍ続いているとき、或いは誘導経路に沿って
渋滞が１０ｋｍ続いていることを検出したときに、自動的に交通情報を考慮した誘導経路
の再探索を行わせ、その候補を表示するようにすることも行われている。
【００１１】
　しかしながら、このように例えば誘導経路に沿って混雑が１５ｋｍ続いているとき、或
いは誘導経路に沿って渋滞が１０ｋｍ続いていることを検出したときに、自動的に交通情
報を考慮した誘導経路の再探索を行わせるようにしたものにおいては、自動的に交通情報
を考慮した誘導経路の再探索を行わせる交通状態の基準をどのようにするかは、予めナビ
ゲーション装置の製造時に最も適切と思われる値に設定している。そのため、その条件が
全ての人に満足のいく設定にすることはできず、ある人にとってはより少ない渋滞の時で
も直ちに新たな誘導経路の探索を行ってもらいたいと思うことがある反面、他の人にとっ
てはあまり交通渋滞に伴う新たな誘導経路に沿って走行することは好ましくないと考え、
より渋滞が激しくなったとき初めて誘導経路の探索を行ってもらいたいと思うこともあり
うる。
【００１２】
　したがって、本発明は、交通渋滞情報に応じて新たな誘導経路を探索するに際して、新
たな誘導経路を探索する基準となる交通渋滞考慮の度合を、利用者の好みに応じて任意に
設定することができるようにしたナビゲーション用誘導経路探索装置を提供することを主
たる目的とする。
【００１３】
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【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明に係るナビゲーション用誘導経路探索装置は、交通渋
滞情報を入力する渋滞情報入力部と、前記渋滞情報入力部で交通渋滞を検出したとき、渋
滞迂回の指示入力時に渋滞迂回路を案内する交通渋滞考慮の度合いを設定するための案内
画面を推奨する度合いと共に表示形成する設定用画面形成部と、渋滞迂回誘導経路の演算
を行うか否かを判断する境界値としての、交通渋滞考慮の度合いを設定する渋滞考慮度合
設定部と、目的地への誘導経路の演算と、前記渋滞情報入力部で交通渋滞を検出し、且つ
渋滞迂回の指示入力時に、前記設定用画面形成部で交通渋滞考慮の度合いを指示する案内
画面を推奨する度合いと共に表示形成し、前記渋滞考慮度合設定部で前記交通渋滞考慮の
度合いを設定し、前記渋滞考慮度合設定部で設定した交通渋滞考慮の度合いより入力した
交通渋滞の程度が大きいと判断したき、誘導経路上の交通渋滞を迂回する渋滞迂回誘導経
路の演算とを行う誘導経路演算部とを備えたことを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る他のナビゲーション用誘導経路探索装置は、前記ナビゲーション装置用誘
導経路探索装置において、前記設定用画面形成部では、前記推奨する度合いとして予め設
定していた交通渋滞考慮の度合いを表示することを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る他のナビゲーション用誘導経路探索装置は、前記設定用画面形成部では、
前記推奨する度合いとして先に選択操作を行った交通渋滞考慮の度合いを表示することを
特徴とする。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　本発明の実施の形態を図面に沿って説明する。図１は本発明による誘導経路探索装置を
備えたナビゲーション装置１０において、主として本発明の機能を行う主要機能構成ブロ
ックとそれらの相互の関係を示す機能ブロック図を示したものであり、本発明における基
本的な作動では用いることがない機能ブロックも含め、種々の態様で実施を行うことがで
きるようにした例を示している。演算処理を行うＣＰＵ、プログラムを記録したＲＯＭ、
一時的にデータを記録するＲＡＭ等からなるシステム制御部２８に対して各種の機能ブロ
ック及び各種装置が接続し、総合的にナビゲーション装置が作動するようになっている。
【００２３】
　この装置の例においては、ＧＰＳ信号を受信するＧＰＳ受信機１１を備えると共に、車
両の距離センサや角度センサ等からなる自立航法センサ１２を備え、システム制御部２８
ではこの信号により車両位置信号発生部１３で車両の現在位置及び進行方向の信号を発生
させている。この現在位置信号により地図情報読込部１５は、車両の現在位置近傍の地図
データを地図、及び施設情報等の関連する各種情報を記録したＤＶＤ－ＲＯＭ１４等の情
報記憶媒体から読み出し、読み出した地図データに基づいて地図描画部１６で所定の地図
を形成し、車両位置の周囲の地図画像を３Ｄ表示等により画像表示装置２０の画面に描画
している。また、車両位置マークを地図画像に重ね合わせて表示し、車両の移動に応じて
地図画像をスクロール表示し、あるいは地図画像を画面に固定し車両位置マークを移動さ
せる等によって、車両が現在どこを走行しているのかを一目でわかるようにしている。
【００２４】
　ＤＶＤ－ＲＯＭ１４等の地図情報記憶媒体に記憶されている地図データは、各種の縮尺
レベルに応じて適当な大きさの経度幅及び緯度幅に区切られており、道路等は経度及び緯
度で表現されたノードの座標集合として記憶されている。道路は２以上のノードの連結か
らなり、地図データは、道路リスト、ノードテーブル及び交差点構成ノードリスト等から
なる道路レイヤ、及び地図画面上に道路、建築物、施設、公園及び河川等を表示するため
の背景レイヤ等の地図データと、市町村名などの行政区画名、道路名、交差点名及び施設
の名前等の、文字や地図記号等を表示するための情報データなどから構成される。
【００２５】
　ナビゲーション装置１０においてはユーザが所望の目的地に向けて道路を間違うことな
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く容易に走行できるようにするため、誘導経路演算部２２で誘導経路を求めている。この
経路誘導機能により、地図情報を用いて出発地から目的地まで、また必要に応じて入力さ
れた経由地を経る経路の内、時間、距離、料金等の条件を加味して最も適切な経路を自動
探索する。また、その探索した経路を誘導経路として記憶しておき、走行中、地図画像上
に誘導経路を他の道路とは色を変えて太く描画する等により画面表示する。この誘導経路
演算部２２においては、上記のような通常の誘導経路の演算を行う基本誘導経路演算部２
３の他に、後に詳述する渋滞迂回ルート処理部２５の１機能として用いられる渋滞迂回誘
導経路演算部２４を備えている。
【００２６】
　また、交差点案内作成部１７を備え、車両が誘導経路上の進路を変更すべき交差点に一
定距離以内に近づいたときに、交差点を拡大表示し、進路を変更すべき方向を示す矢印等
を描画して画像表示装置２０に表示したり、音声出力装置１８から音声で右左折の誘導を
行うことで、ユーザを目的地まで案内することができるようにしている。また、利用者が
このナビゲーション装置１０の種々の機能を任意に設定し、任意に操作を行うことができ
るように、例えばリモコン、画像表示装置のタッチパネル、操作スイッチ、更には近年普
及している利用者の操作指示等の音声を認識する音声認識装置等からなる操作信号入力部
３５を備え、システム制御部２８に信号を入力している。
【００２７】
　ナビゲーション装置１０にはＶＩＣＳ受信器２１を備え、ＦＭ多重放送の受信器、電波
ビーコンの受信器、光ビーコンの受信器等によってＶＩＣＳセンターから送信される各種
の交通情報を取り込むことができるようになっている。ＦＭ多重放送においては、全国各
地のＦＭ放送局における各局を中心とする半径２０～５０ｋｍ程度の電波の届く範囲の交
通情報を提供している。また、主として一般道路の路側に設けた光ビーコン発信器から交
通情報を提供しており、これを受信する車両側においては、車両の進行方向３０ｋｍ、後
方１ｋｍ程度の交通情報を入手している。更に主として高速道路の車両に対して電波ビー
コン発信器から交通情報を提供しており、これを受信する車両側においては、進行方向２
００ｋｍ、後方１ｋｍ程度の交通情報を入手している。
【００２８】
　図１に示す渋滞迂回ルート処理部２５の例においては、ＶＩＣＳ受信器２１で受信した
各種の交通情報の内、リンク旅行時間付の渋滞情報を渋滞情報入力・処理部２６に入力し
、システム制御部２８による作動制御の元に、この車両の走行に影響を与える範囲の交通
渋滞情報を抽出して入力し処理する。なお、交通の渋滞の状況を表すに際し、その程度に
応じて「混雑」と「渋滞」を分けてＶＩＣＳ情報が提供され、ナビゲーション装置におい
ては混雑を橙色、渋滞を赤色等、これらを識別可能に表示することも行われるが、本明細
書において特に分けて述べる必要のある部分以外においては、簡略してこれらを一括し「
渋滞」「交通渋滞」等と述べる。
【００２９】
　誘導経路上渋滞度合検出部２７においては、前記渋滞情報入力・処理部２６のデータを
元に、特に予め前記基本誘導経路演算部２３において探索している誘導経路に沿っった道
路部分に渋滞が発生しているか否かを検出すると共に、その渋滞の度合いがどの程度であ
るかを検出する。このデータは誘導経路演算部２２における渋滞迂回誘導経路演算部２４
に出力し、また必要に応じてシステム制御部２８にも入力し、他の機能部においても使用
する。
【００３０】
　一方、渋滞迂回ルート処理部２５には設定用入力部３０を備え、操作信号入力部３５か
ら各種の手動操作指示信号や音声認識による操作指示信号のうち、渋滞迂回ルートの処理
に必要な指示信号を入力している。例えば、利用者がナビゲーション装置の画面表示を見
ることにより、或いは音声案内により誘導経路上に交通渋滞が発生したことを知ったとき
、その渋滞を迂回するための誘導経路の設定を行うように指示する信号を入力し、この信
号を設定用画面形成部３３に出力する。また、画像表示装置２０に表示された設定用画面



(6) JP 4484402 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

に対して利用者が希望するものを選択するとき、その選択データもこの設定用入力部３０
に入る。
【００３１】
　図１の実施例においては、渋滞考慮度合設定値メモリ３１を備え、前記のように走行中
に交通渋滞の発生が検出されたとき、これを迂回するルートを探索する処理を開始する渋
滞の程度を設定入力する際には、設定用入力部３０から入力した利用者が指示した値を記
録しており、この記録した値は設定値読取部３２で読み取ることができるようにしている
。
【００３２】
　上記のような機能ブロックから構成されるナビゲーション装置１０は、種々の態様で実
施することができるように構成されているが、第１の態様として例えば図２に示す作動フ
ローに沿って順に処理を行うことができる。以下、この第１の態様を前記図１の機能ブロ
ック図、及び図３に示す画面表示の例を参照しつつ説明する。
【００３３】
　図２に示す渋滞時迂回ルート設定処理（１）においては、最初、渋滞迂回指示入力があ
ったか否かを判別する（ステップＳ１）。このナビゲーション装置においては予め目的地
への誘導経路が設定され、その誘導経路に沿って走行しており、この状態で例えば図３（
ａ）に太い破線で示すような誘導経路Ａ上に片側矢印線で示す交通渋滞Ｂが発生したとき
には、ＶＩＣＳ受信器によりそのデータが取り込まれ、図示するような画面表示が図１の
画像表示装置２０に表示される。またこのとき、必要に応じて図１の音声出力装置１８か
ら、この先に交通渋滞が発生したことを利用者に知らせる。
【００３４】
　交通渋滞の発生を知った利用者が、その交通渋滞の程度によってはこの渋滞を迂回する
ルートを探索することを希望するときには、ナビゲーション装置の操作部に予め割り当て
られた「迂回」キーを操作することにより、或いは音声認識装置に対して「迂回」の音声
を発生することにより、渋滞迂回の指示入力を図１の設定用入力部３０に対して行う。こ
のような入力が行われることにより、前記ステップＳ１において、渋滞迂回指示入力があ
ったことを検出することができ、またそのような入力が行われるまでその作動を繰り返し
て待機する。
【００３５】
　前記ステップＳ１において渋滞迂回の指示入力があったと判別したときには、渋滞考慮
の度合の入力用表示出力を行う（ステップＳ２）。これは図１における設定用画面形成部
２３が、設定用入力部３０から前記のような指示入力がなされたときに、例えば図３（ｂ
）に示すような迂回ルート設定指示入力画面を表示することにより行う。同図においては
渋滞考慮の度合を「高」「中」「低」の３段階に分けて表示し、利用者がこの中のいずれ
かをカーソル操作によって指示し、確定キーを押すことにより設定指示入力を行う（ステ
ップＳ３）。図示実施例では渋滞の度合が「中」のときに迂回ルートの設定を行うように
カーソルで指示している場合を示しており、そのためこの表示部分が他とは異なった色で
表示されていることを示している。
【００３６】
　なお、上記のような迂回路を探索するに際して交通渋滞を考慮する度合を「高」「中」
「低」の３段階に設定する場合、その段階の境界値を任意に設定することができる。更に
その度合を上記のように３段階にする以外に２段階、或いは４段階等任意の段階に設定す
ることもでき、各段階に対して対応するしきい値をナビゲーション装置製作の段階で予め
設定しておく。
【００３７】
　上記のように「高」「中」「低」の３段階に設定する場合は、例えば「高」を極力渋滞
や混雑箇所を通さないように、空いている道路を優先して通るように設定するものとし、
例えば渋滞が全く無いときに４０ｋｍ／ｈで走行することができ、通常は３０ｋｍ／ｈで
走行する道路において、「混雑」が１０ｋｍ／ｈ、「渋滞」が５ｋｍ／ｈに設定する。ま
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た「中」については上記のような道路において「混雑」が１５ｋｍ／ｈ、「渋滞」が１０
ｋｍ／ｈに設定してこれを標準値とし、更に「低」については「混雑」が２５ｋｍ／ｈ、
「渋滞」が２０ｋｍ／ｈに設定して、これを選択したときには渋滞をあまり考慮すること
なく、従って短い渋滞区間はそのまま走行することとする。このような設定は前記のよう
に任意の値に設定することができる。
【００３８】
　また、このような各段階のパラメータの選択に際して、予め例えば「中」をお勧めパラ
メータとしておき、前記のようなリスト表示に際しては最初から「中」の部分をフラッシ
ュ表示させておき、特に利用者の選択操作がない場合はこれを自動的に選択することがで
きるようにしても良い。また、先に選択操作を行ったパラメータを図１の渋滞度合設定値
メモリ３５に記憶させておき、前記リスト表示に際しては最初からこれをフラッシュ表示
させ、利用者が特に選択操作を行わない場合は利用者の確認操作のみによりこれを選択す
ることができるようにしても良い。それにより、例えば前回の操作において「高」を選択
していたときには、次回はこの「高」が最初からフラッシュ表示され、利用者の渋滞に対
応する嗜好をここに反映させ、入力手数の軽減をはかることができる。
【００３９】
　上記のような渋滞考慮の度合の設定入力が行われ、適宜確認操作を行った後、或いはそ
の操作と同時に、ナビゲーション装置においてはＶＩＣＳ情報に基づいて渋滞度合の検出
を行う（ステップＳ４）。この作動は図１における誘導経路上渋滞度合検出部２７におい
て行う。次いでこのステップＳ４において検出した渋滞が、前記ステップＳ３において設
定した渋滞考慮度合設定値より大きな渋滞か否かを判別する（ステップＳ５）。その判別
の結果、設定値より大きな渋滞が発生していると判別されたときには、その渋滞を迂回す
る誘導経路の演算を行う（ステップＳ６）。また、その判別の結果、設定値より大きな渋
滞が発生していないと判別されたときには、再びステップＳ１に戻り、前記と同様の作動
を繰り返す。従って渋滞考慮度合の設定値より大きな渋滞が発生していない限りは、迂回
ルートが設定されることはない。
【００４０】
　この演算は、図１の誘導経路演算部２２において渋滞迂回ルート処理部２５の一機能部
として作動する渋滞迂回誘導経路演算部２４で、前記誘導経路上渋滞度合検出部２７の渋
滞度合のデータと、設定入力部３０からの利用者が指示した渋滞度合のパラメータとを比
較し、上記所定の条件を満たすときに演算処理を開始し、地図情報読込部１５からの地図
データ、誘導経路上渋滞度合検出部２７からの渋滞データ等を用いて適切な渋滞迂回誘導
経路を演算する。
【００４１】
　その結果得られた渋滞迂回誘導経路は画像表示装置に表示する（ステップＳ７）。なお
、このような表示が行われた後に、利用者による確認入力を行うことによってこれを確定
させることもできる。このようにして得られた渋滞迂回誘導経路は、例えば図３（ｃ）に
示す新しい誘導経路Ｃのように、渋滞路Ｂを迂回する経路として示され、以降はこのナビ
ゲーション装置において、この誘導経路Ｃに沿った交差点案内等を行うこととなる。また
、必要に応じて画面上には同図に示すように「迂回ルートを設定しました。新しいルート
でご案内します。」のような利用者に対する案内表示を行う。
【００４２】
　その後、目的地に到着したか否かを判別し（ステップＳ８）、未だ目的地に到着してい
ないときにはステップＳ１に戻り同様の作動を繰り返す。また、目的地に到着したときに
はこの処理フローを終了する（ステップＳ９）。
【００４３】
　上記の作動フローは、原則として図１の渋滞考慮度合設定値メモリ３１を用いることな
く、また、用いたとしても先に設定入力した値を設定入力画面でデフォルト表示させて利
用者の入力の補助を行わせるためにのみ用いる例を示したが、更に、このメモリに設定値
が入力されたときには、それ以降車両が目的地に到着するまでは特に渋滞考慮の度合の設
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定入力操作を行う必要がないようにすることもできる。図４にはその際の作動フローを示
している。
【００４４】
　即ち図４の渋滞時迂回ルート設定処理（２）において、その基本的な作動は前記図２に
示す作動フロート同様であり、車両が誘導経路に沿って走行しているとき、最初渋滞迂回
の指示入力があったか否かの判別を行う（ステップＳ１１）。次いで渋滞考慮度合設定値
メモリに設定入力値の記録があるか否かを判別し（ステップＳ１２）、未だ記録されてい
ないときには前記図２に示す作動フロート同様に渋滞考慮の度合入力用表示の出力を行い
（ステップＳ１３）、それに基づいて利用者が渋滞考慮の度合を設定入力し（ステップＳ
１４）、次いで前記メモリに設定入力値の記録を行う（ステップＳ１５）。
【００４５】
　前記ステップＳ１２においてメモリに設定入力値の記録があると判別されたとき、及び
ステップＳ１５においてメモリに設定入力値が記録されたときには、渋滞の度合を検出す
る（ステップＳ１７）。以降のステップＳ１７～ステップＳ２０は前記図２のステップＳ
５～ステップＳ８と同様に作動し、ステップＳ２０において目的地に到着したと判別した
ときには、前記メモリに記録した入力値を削除し、この作動フローを終了する（ステップ
Ｓ２２）。このような作動を行わせることにより、このメモリに一度設定値が入力された
ときには、それ以降車両が目的地に到着するまでは特に渋滞考慮の度合の設定入力操作を
行う必要がなくなる。
【００４６】
　前記図２及び図４に示す作動フローにおいては、例えば利用者がナビゲーション装置の
画面上の誘導経路上に渋滞表示が示されたのを見たとき、或いは音声により渋滞情報が提
示されたときに、利用者が迂回路を設定する必要があるかどうかを知るため、また迂回路
を設定する必要があるときには、そのたび毎に迂回路を演算させるための指示入力を行う
例を示したが、誘導経路を走行中に一度渋滞迂回指示入力を行いその際に渋滞考慮の度合
を入力したときには、その後は目的地に到着するまで先に入力した値を用いて演算処理を
行うように設定することもできる。図５はその作動フローを示している。
【００４７】
　即ち図５の渋滞時迂回ルート設定処理（３）において、その基本的な作動は前記図４に
示す作動フロート同様であり、図４のステップＳ１１～ステップＳ１７は図５のステップ
Ｓ３１～ステップＳ３７に対応する。図５のステップＳ３７において、設定値より大きな
渋滞か否かを判別し、設定値より大きな渋滞ではないと判別したときには渋滞は解消した
か否かを判別し（ステップＳ４２）、渋滞が解消していないときには再びステップＳ３６
に戻り再度渋滞の度合を検出する。また、ステップＳ３７において設定値より大きな渋滞
と判別されたときにはステップＳ３８に進み、前記図４のステップＳ１８～ステップＳ２
０の作動と同様のステップＳ３８～ステップＳ４０の作動を行う。
【００４８】
　また、前記ステップＳ４２において、渋滞が解消したと判別されたときには、ステップ
Ｓ３１に戻って、目的地に到着するまで前記作動を繰り返す。なお、ステップＳ４０にお
いて目的地に到着したと判別したときには、メモリに記録した入力地を削除し（ステップ
Ｓ４１）、この作動フローを終了する（ステップＳ４３）ことは前記図４に示すものと同
様である。このような作動を行わせることにより、利用者が渋滞の発生に気が付き渋滞迂
回の指示入力を行い、渋滞考慮の度合を設定入力した後は、その渋滞が解消するまでナビ
ゲーション装置が渋滞の変化を検出し、設定入力値より大きな渋滞となったときに自動的
に迂回路を演算し提示することができる。
【００４９】
　上記実施例においては、ナビゲーション装置の使用中に誘導経路上に渋滞が発生したこ
とを利用者が知った際に、迂回路の探索を行う必要があるとき、或いはその必要があるか
否かを確かめるたび毎に、更には新しい渋滞が発生するたび毎にキー操作や音声入力によ
って迂回路の探索処理開始用メニュー画面を表示させ、渋滞度考慮の度合の入力処理を行
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う例を示したが、例えば図６に示す作動フロー、及び図７に示すようなその際に表示され
る表示画面例のように、このナビゲーション装置の使用に際して装置の初期設定機能等に
より、予め上記のような渋滞考慮の度合の設定を行っておくこともできる。
【００５０】
　即ち図６の渋滞時迂回ルート設定処理（４）の作動に際しては、最初に渋滞度考慮度合
の設定入力を行う（ステップＳ５１）。その際には例えば図７（ａ）に示すような設定・
編集画面におけるシステムの設定画面において、種々のシステムの設定項目の中から「迂
回ルート（渋滞考慮度）」の項目を上下のカーソル移動によって選択し、その項目中にお
いて表示されている「高」「中」「低」の３つの項目のいずれかを左右のカーソル移動で
選択し、確定キーを押すことによって選択設定を行うことができる。なお、図示実施例に
おいては、「中」を選択している例を示している。
【００５１】
　予めこのような入力が行われると、その設定入力値は図１における設定用入力部３０を
介して、渋滞考慮度合設定値メモリ３１に記録する（ステップＳ５２）。予めこのような
システム設定を行ったナビゲーション装置を使用して誘導経路に沿った走行を開始したと
き（ステップＳ５３）、前記各態様と同様に、利用者が誘導経路上に渋滞が発生したこと
を知る等により、渋滞迂回の指示入力を行ったか否かを判別する（ステップＳ５４）。こ
こで指示入力を行っていないと判別されたときには、入力が行われるまでこの作動フロー
を繰り返す。
【００５２】
　ステップＳ５４において、渋滞迂回の指示入力が行われたと判別したときには、前記と
同様にその渋滞の度合を検出し（ステップＳ５５）、それ以降は前記図２のステップＳ５
～ステップＳ８と同様の、ステップＳ５６～ステップＳ５９を行い、設定値より大きな渋
滞が発生していると判別されたとき（ステップＳ５６）、渋滞迂回誘導経路の演算を行い
（ステップＳ５７）、図７（ｂ）に示すような画面表示を行い、その後得られた渋滞迂回
誘導経路の表示を図７（ｃ）のように行う（ステップＳ５８）。また、目的地に到着した
と判別されたとき（ステップＳ５９）、この処理を終了する（ステップＳ６０）。この処
理を終了するに際して、前記図４及び図５に示す例においてはメモリに記録した入力値を
削除していたが、ここではこの作動を行うことなく、予め入力した値は特に再設定操作等
を行う迄はそのまま記録し残しておく。
【００５３】
　なお、前記ステップＳ５６において設定値より大きな渋滞ではないと判別されたとき、
前記図５のステップＳ４２と同様に、渋滞は解消したか否かの判別を行い、その渋滞が解
消していないと判別されたときには再度ステップＳ５５に戻って渋滞度合の検出を行い、
この渋滞が解消するまで自動的に渋滞度合の検出を継続し、設定値より大きな渋滞が発生
したときには自動的に渋滞迂回路の誘導経路の演算を行うようにすることもできる。なお
、その際にこの渋滞が解消したときにはステップＳ５４に戻って、再度利用者による渋滞
迂回指示入力があるか否かを判別して同様の作動を繰り返す。
【００５４】
　上記実施例において、ステップＳ５４で利用者による渋滞迂回指示入力が行われたとき
に初めて次の処理に進む例を示したが、このような利用者の指示入力無しに自動的に所定
の渋滞以上のときに迂回路を演算して表示することもできる。図８はその作動フローを示
している。
【００５５】
　即ち図８の渋滞時迂回ルート設定処理（５）において、その基本的な作動は前記図６に
示す作動フロート同様であり、このナビゲーション装置の使用に際して、予め初期設定画
面等で渋滞度考慮の度合を設定入力し（ステップＳ６１）、図１の渋滞考慮度合設定値メ
モリ３１に記録することは図６に示す作動フローのステップＳ５１、ステップＳ５２に対
応する。予めこのようなシステム設定が行われているこのナビゲーション装置を使用して
誘導経路に沿った走行を開始したとき（ステップＳ６３）、直ちに渋滞の度合の検出を行
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い（ステップＳ６４）、設定値より大きな渋滞が発生しているか否かの判別を行い（ステ
ップＳ６５）、渋滞が全く存在しないか、存在してもその渋滞が設定値より大きな渋滞で
はないと判別されたときには再びステップＳ６４に戻り、渋滞度合の検出を繰り返す。
【００５６】
　ステップＳ６５において、検出した渋滞が予めメモリに入力している設定値より大きな
渋滞であると判別されたときには、渋滞迂回誘導経路の演算を行い（ステップＳ６６）、
これを表示する（ステップＳ６７）。このような処理を行うことにより、利用者が格別の
操作を行うことなく、自動的に予め設定入力してある渋滞迂回考慮の度合に応じて、所定
の渋滞が発生したときに自動的に迂回路を演算し提示することができる。その提示に対し
て利用者が確認の入力を行ったときに初めて迂回路が確定されるようにしても良い。また
、目的地に到着したと判別されたとき（ステップＳ６８）、この処理を終了する（ステッ
プＳ６９）。
【００５７】
【発明の効果】
　本発明に係るナビゲーション用誘導経路探索装置は、交通渋滞情報を入力する渋滞情報
入力部と、前記渋滞情報入力部で交通渋滞を検出したとき、渋滞迂回の指示入力時に渋滞
迂回路を案内する交通渋滞考慮の度合いを設定するための案内画面を、推奨する度合いと
共に表示形成する設定用画面形成部と、渋滞迂回誘導経路の演算を行うか否かを判断する
境界値としての、交通渋滞考慮の度合いを設定する渋滞考慮度合設定部と、目的地への誘
導経路の演算と、前記渋滞情報入力部で交通渋滞を検出し、前記設定用画面形成部で交通
渋滞考慮の度合いを指示する案内画面を、推奨する度合いと共に表示形成し、前記渋滞考
慮度合設定部で前記交通渋滞考慮の度合いを設定し、前記渋滞考慮度合設定部で設定した
交通渋滞考慮の度合いより入力した交通渋滞の程度が大きいと判断したき、誘導経路上の
交通渋滞を迂回する渋滞迂回誘導経路の演算とを行う誘導経路演算部とを備えたので、交
通渋滞情報に応じて新たな誘導経路を探索するに際して、入力した渋滞情報を参考にしな
がら渋滞迂回の指示入力を行い、新たな誘導経路を探索する基準となる交通渋滞を考慮す
る度合を、推奨する度合いを参考にしながら利用者の好みに応じて任意に設定することが
できる。
　また、前記誘導経路に沿った走行中に前記交通渋滞考慮の度合を設定入力できるので、
利用者が交通渋滞に気が付いたような場合に、交通渋滞を考慮する度合を設定入力するこ
とにより、その交通渋滞が利用者の希望する程度の交通渋滞であるときのみ渋滞の迂回路
を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施例の機能ブロック図である。
【図２】　本発明の実施例の作動フロー図である。
【図３】　同実施例において画像表示装置に表示される画面の例である。
【図４】　本発明の上記実施例の変形例を示す作動フロー図である。
【図５】　本発明の上記実施例の他の変形例を示す作動フロー図である。
【図６】　本発明の更に他の実施例の作動フロー図である。
【図７】　同実施例において画像表示装置に表示される画面の例である。
【図８】　　本発明の上記実施例の変形例を示す作動フロー図である。
【符号の説明】
　　　　　１０　ナビゲーション装置
　　　　　１８　音声出力装置
　　　　　２０　画像表示装置
　　　　　２１　ＶＩＣＳ受信器
　　　　　２２　誘導経路演算部
　　　　　２３　基本誘導経路演算部
　　　　　２４　渋滞迂回誘導経路演算部
　　　　　２５　渋滞迂回ルート処理部
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　　　　　２６　渋滞情報入力・処理部
　　　　　２７　誘導経路上渋滞度合検出部
　　　　　２８　システム制御部
　　　　　３０　設定入力部
　　　　　３１　渋滞考慮度合設定値メモリ
　　　　　３２　設定値読取部
　　　　　３３　設定用画面形成部
　　　　　３５　操作信号入力部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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