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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自車両の現在位置を検出して記録媒体から地図データを読み込み、その地図データに基づ
いて探索した目的地までの経路を、画像や音声により案内する車両用ナビゲーション装置
において、
高速道路の走行区間に対応して先読み処理される地図データの範囲を、一般道路の走行区
間に対応して先読み処理される地図データの範囲よりも狭くする先読み処理手段を備えた
車両用ナビゲーション装置。
【請求項２】
先読み処理手段は、探索された経路に含まれるリンクの道路属性が高速道路の属性である
か否かを検証する道路属性検証手段によって、前記リンクの道路属性が高速道路の属性で
あることが判明した場合には、前記リンクに対応して先読み処理される地図データの範囲
を、前記リンクを包含する地図ユニットのみとし、前記道路属性検証手段によって、前記
リンクの道路属性が一般道路の属性であることが判明した場合には、前記リンクに対応し
て先読み処理される地図データの範囲を、前記リンクを包含する地図ユニットに前記地図
ユニットの周辺の地図ユニットを加えたものとする請求項１記載の車両用ナビゲーション
装置。
【請求項３】
先読み処理手段は、道路属性検証手段によって、前記リンクの道路属性が高速道路の属性
であることが判明した場合であっても、前記リンクが高速道路上のジャンクションのリン
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クである場合には、前記リンクに対応して先読み処理される地図データの範囲を、前記リ
ンクを包含する地図ユニットに前記地図ユニットの周辺の地図ユニットを加えたものとす
る請求項２記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項４】
先読み処理手段は、先読み処理の完了後に、地図データを格納するバッファメモリのメモ
リ容量に、未だ地図データを格納する余裕が有る場合には、経路の最初から、２回目の先
読み処理を実行すると共に、前記２回目の先読み処理においては、リンクに対応して先読
み処理される地図データの範囲を、前記リンクを包含する地図ユニットに前記地図ユニッ
トの周辺の地図ユニットを加えたものとする請求項２記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項５】
地図データ供給手段は、インターネット網に接続された外部のサーバーから地図データを
ダウンロードして供給する請求項１から請求項４のうちのいずれか１項記載の車両用ナビ
ゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、自車両の現在位置を検出して地図データを記録した記録媒体から自車両の現
在位置を含む地図データを読み込み、その地図データに基づいて探索した目的地までの経
路を、画像や音声により案内する車両用ナビゲーション装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、車両用ナビゲーション装置は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）などを使用して自車両の現在位置を検出し、ディスク装置に装填された記
録媒体（コンパクトディスク等）から道路地図データや、道路地図に関連する情報を示す
データを読み込むと共に、ユーザにより入力された目的地までの経路を、ダイクストラ法
などの方法で探索し、この探索により得られた経路を、画像や音声により案内していた。
【０００３】
この時、上記の道路地図データや、道路地図に関連する情報を示すデータは、必要に応じ
て、事前に、記録媒体から高速アクセス可能なデータバッファのメモリ内に読み込まれて
いる。
【０００４】
上記データの読み込みタイミングは、自車両の移動と共に、即ち、ナビゲーションの進行
に合わせて行うことで一応は間に合うが、車両用ナビゲーション装置には、随時、ユーザ
によって本来のナビゲーション機能以外の別の機能が要求されることもあり、このような
場合に、上記のディスク装置を、道路地図データ等を記録した記録媒体以外の、他の記録
媒体に記録されたデータの読み取りにも使用できるようにするため、近年は、特開平９－
９６５３２号公報にも開示されているように、ナビゲーションの進行に先行した先読み処
理を行って、早い時点で、上記のディスク装置を、上記のような他の機能で使用可能とな
るように空けておく方式も提案されている。
【０００５】
図６は、従来の車両用ナビゲーション装置における地図データの先読み方法を説明するた
めの説明図である。図６に示すように、地図データは、一般にユニット単位で表現されて
いる。図６において、内部を間隔の狭い斜線で示す領域は、経路を含む地図ユニットであ
り、内部を間隔の広い斜線で示す領域は、上記地図ユニット周辺の地図ユニットである。
これら内部を斜線で示す地図ユニットは、いずれも、先読み処理される地図ユニット、即
ち、記録媒体から読み出されて、高速アクセス可能なデータバッファのメモリ内に格納さ
れる地図ユニットであり、それ以外の地図ユニットは、上記データバッファのメモリ内に
は格納されない地図ユニットである。
【０００６】
経路探索手段により探索された経路は、リンクと呼ばれる部分経路に分割され、このリン
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クの各々には、通しの識別名（Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，…）が付与されている。また、地図ユ
ニットの各々には、地図ユニットを一意に識別するための識別番号ｍ（ｉ，ｊ）が付与さ
れている。上記のリンクの各々は、１つの地図ユニットに包含されており、複数の地図ユ
ニットに跨がるリンクは無い。また、１つの地図ユニットは、複数のリンクを包含するこ
とができる。そのため、逆に言えば、地図データにおける任意の１つのリンクには、この
リンクの全部分を包含する１つの地図ユニットが一意に存在することになる。
【０００７】
図６では、経路の最左端からの連続する３つのリンクを拡大表示している。地図データは
２次元（平面）であるので、地図ユニットの各々を一意に識別するための識別番号をｍ（
ｉ，ｊ）と表現することにすると、上記の任意のリンクＬｋには、このリンクＬｋを包含
する１つの地図ユニットｍ（ｉ，ｊ）が一意に存在することになる。
【０００８】
図７は、従来の車両用ナビゲーション装置における地図データの先読み処理の動作を示す
フローチャートである。以下、図６を参照しながら、図７に示すフローチャートを使用し
て、従来の車両用ナビゲーション装置における地図データの先読み処理の動作を説明する
。
【０００９】
まず、ステップＳＴ１では、地図データのｋ＝０なるリンクＬｋからの先読み動作を開始
する。ステップＳＴ２では、リンクＬｋを包含する地図ユニットｍ（ｉ，ｊ）にその周辺
の地図ユニットを加えた（計９個の）地図ユニット（ｍ（ｉ－１，ｊ－１），ｍ（ｉ，ｊ
－１），ｍ（ｉ－１，ｊ），ｍ（ｉ－１，ｊ＋１），ｍ（ｉ，ｊ），ｍ（ｉ＋１，ｊ），
ｍ（ｉ，ｊ＋１），ｍ（ｉ＋１，ｊ－１），ｍ（ｉ＋１，ｊ＋１））を、データバッファ
のメモリ内に格納する。但し、図７では、この９個の地図ユニットを、（ｍ（ｉ－１，ｊ
－１），…，ｍ（ｉ＋１，ｊ＋１））と表現している。
【００１０】
ステップＳＴ３では、リンクＬｋが最終のリンクか否か（即ち、目的地までの先読み処理
を完了したか否か）を検証し、リンクＬｋが最終のリンクであれば、ステップＳＴ４にて
先読み処理を終了する。また、リンクＬｋが最終のリンクでなければ、ｋ＝ｋ＋１として
からステップＳＴ２に戻る。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
従来の車両用ナビゲーション装置は以上のように構成されているので、ユーザによる本来
のナビゲーション機能以外の別の機能の利用に備えて、早い時点でディスク装置を読取可
能の状態で空けておく必要があり、そのため、道路地図データ等の先読み（高速アクセス
可能なデータバッファへの読み込み）を行う必要があるが、自車両の現在地から目的地に
至るまでの経路の長さが非常に長い場合には、データバッファの容量には限りがあるため
に、目的地までの全てのデータをデータバッファに読み込むことができず、途中までのデ
ータの読み込みだけとなるので、データバッファ内のデータが、ナビゲーション機能のた
めに使用し尽くされる毎に、新たなデータを補充する必要があり、そのため、このような
場合には、その都度、道路地図データ等を記録した記録媒体をディスク装置に装填し直し
て（この時、他の機能を実現するために装填されていた上記他の記録媒体は取り外す必要
が生じることもある）、未だ読み込まれていなかった残りの道路データをデータバッファ
に読み込む必要があるという課題があった。
【００１２】
また、従来の車両用ナビゲーション装置は、道路地図データ等を記録した記録媒体と、他
の記録媒体との取り替えを頻繁に行う必要があるので、運転中のユーザにとっては非常な
操作負担となり、更に、この取り替えの間、ナビゲーション機能以外の別の機能は中断さ
せられ、十分に機能しないことになる等の課題があった。
【００１３】
この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、車両用ナビゲーション装
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置の地図データ供給装置を利用した別の付加的な機能が満足に実現されるようにする車両
用ナビゲーション装置を得ることを目的とする。
【００１４】
また、この発明は、車両用ナビゲーション装置の地図データ供給装置を利用した別の付加
的な機能の実現に際して、ユーザの操作負担を軽減することができる車両用ナビゲーショ
ン装置を得ることを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
この発明に係る車両用ナビゲーション装置は、高速道路の走行区間に対応して先読み処理
される地図データの範囲を、一般道路の走行区間に対応して先読み処理される地図データ
の範囲よりも狭くする先読み処理手段を備えたものである。
【００１６】
この発明に係る車両用ナビゲーション装置は、先読み処理手段が、探索された経路に含ま
れるリンクの道路属性が高速道路の属性であるか否かを検証する道路属性検証手段によっ
て、リンクの道路属性が高速道路の属性であることが判明した場合には、リンクに対応し
て先読み処理される地図データの範囲を、リンクを包含する地図ユニットのみとし、道路
属性検証手段によって、リンクの道路属性が一般道路の属性であることが判明した場合に
は、リンクに対応して先読み処理される地図データの範囲を、リンクを包含する地図ユニ
ットに前記地図ユニットの周辺の地図ユニットを加えたものである。
【００１７】
この発明に係る車両用ナビゲーション装置は、先読み処理手段が、道路属性検証手段によ
って、リンクの道路属性が高速道路の属性であることが判明した場合であっても、リンク
が高速道路上のジャンクションのリンクである場合には、リンクに対応して先読み処理さ
れる地図データの範囲を、リンクを包含する地図ユニットに地図ユニットの周辺の地図ユ
ニットを加えたものである。
【００１８】
この発明に係る車両用ナビゲーション装置は、先読み処理手段が、先読み処理の完了後に
、地図データを格納するバッファメモリのメモリ容量に未だ地図データを格納する余裕が
有る場合には、経路の最初から、２回目の先読み処理を実行すると共に、２回目の先読み
処理においては、リンクに対応して先読み処理される地図データの範囲を、リンクを包含
する地図ユニットに地図ユニットの周辺の地図ユニットを加えたものである。
【００１９】
この発明に係る車両用ナビゲーション装置は、地図データ供給手段が、インターネット網
に接続された外部のサーバーから地図データをダウンロードして供給するものである。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の一形態を説明する。
実施の形態１．
図１は、この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の構成を示すブロック
図である。図１において、１は地図データ等の各種記録媒体を装填することができるディ
スク装置（地図データ供給手段）、２は高速アクセス可能なデータバッファ、３はナビゲ
ーション機能の実現に必要な先読み処理等の情報処理を行う処理部（先読み処理手段）、
４はユーザの指令を入力するためのリモコン、５は音声ガイダンス信号をアナログの音声
ガイダンス信号に変換する音声出力装置、６は経路を含む地図データを表示するための画
面表示装置、７は音声ガイダンス信号を音声出力するためのスピーカ、３１は地図データ
の取り込みを行う地図データ管理部、３２は経路を含む地図データを作成するナビゲーシ
ョン機能部、８１はＧＰＳ情報を受信するＧＰＳ受信機、８２は自車の状態や走行距離等
を検知する車両情報センサ、８３は自車の進行方向を認識するためのジャイロ、３２１は
全体を装置制御する制御部（道路属性検証手段）、３２２は地図データを表示可能にする
地図表示部、３２３は経路のガイダンス信号を作成する経路案内処理部、３２４は自車の
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現在地から指定された目的地までの経路を探索するための経路探索処理部、３２５は上記
８１～８３からの情報を総合して自車位置を判断する自車位置検出部である。
【００２１】
次に一般的な動作について説明する。
ユーザは、リモコン４を操作して自車の目的地等の要求項目を入力する。ディスク装置１
は、装填された地図データや、その他のデータ（例えば、音楽データや映像データ）が記
録された記録媒体を装填（但し、ここでは、１つの記録媒体だけが装填可能なタイプとす
る）し、これらの記録媒体に記録されているデータを読み取ってデータバッファ２に送出
する。また、データバッファ２が満杯の時には、地図データ管理部３１に直接送出するこ
とも可能である。
【００２２】
ナビゲーション機能が実行される場合、データバッファ２のメモリ内には、地図データ管
理部３１からの要求により、記録媒体に記録されている地図データが先読みされて格納さ
れる。地図データ管理部３１は、データバッファ２のメモリ内に格納されている地図デー
タを、制御部３２１からの指示と、自車位置検出部３２５からの自車位置情報に基づいて
取り込み、これを地図表示部３２２と、経路案内処理部３２３と、経路探索処理部３２４
に送出する。
【００２３】
経路探索処理部３２４は、リモコン４から入力された目的地の情報を制御部３２１を介し
て入力し、また、自車位置情報を自車位置検出部３２５から入力して、上記送出された地
図データ上での目的地までの経路を探索する。地図表示部３２２は、上記送出された地図
データ、または上記送出された地図データに上記探索された目的地までの経路を重ね合わ
せたデータを、制御部３２１からの指示に基づいて作成し、画面表示装置６に送出する。
【００２４】
経路案内処理部３２３は、上記送出された地図データに基づいて、上記探索された目的地
までの経路案内情報を作成し、制御部３２１に送出する。制御部３２１は、リモコン４か
らの指示と、他の構成要素からの情報に基づいて、他の構成要素を制御すると共に、経路
案内処理部３２３からの経路案内情報に対応した音声ガイダンス信号（一般的にはディジ
タル信号）を作成し、これを音声出力装置５に送出する。
【００２５】
音声出力装置５は、この音声ガイダンス信号を、オーディオ周波数のアナログ音声ガイダ
ンス信号に変換してスピーカ７に送出する。スピーカ７は、このアナログ音声ガイダンス
信号を音声に変換して出力する。画面表示装置６は、地図データ、または該地図データに
目的地までの経路を重ね合わせたデータを画面上に表示する。
【００２６】
ＧＰＳ受信機８１は、ＧＰＳ衛星よりＧＰＳ情報を受信する。また、車両情報センサ８２
は、現在の自車の車速や、これまでの走行距離等を検知する。ジャイロ８３は、自車の進
行方向（方角）を検知する。自車位置検出部３２５は、ＧＰＳ受信機８１、車両情報セン
サ８２、ジャイロ８３からの情報に基づいて自車位置を割り出し、地図データ管理部３１
と、制御部３２１に送出する。
【００２７】
次に、この発明の実施の形態１に特徴的な動作について説明する。
図２は、この実施の形態１による車両用ナビゲーション装置に特徴的な動作を説明するた
めの説明図である。図２に示す地図データの表現方法は、図６に示す従来の車両用ナビゲ
ーション装置における地図データの表現方法と同じである。即ち、地図データは、一般に
、ユニット単位で表現され、内部を間隔の狭い斜線で示す領域は、経路を含む地図ユニッ
トであり、内部を間隔の広い斜線で示す領域は、上記地図ユニット周辺の地図ユニットで
ある。また、内部を斜線で示す地図ユニットは、いずれも、先読み処理される地図ユニッ
ト、即ち、データバッファ２のメモリ内に格納される地図ユニットであり、それ以外の地
図ユニットは、データバッファ２のメモリ内に格納されない地図ユニットである。
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【００２８】
但し、図２では、自車が一般道路を走行している場合を示す一般道路区間と、高速道路を
走行している場合を示す高速道路区間とに分けられた地図データが示されている。
【００２９】
図３は、この実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の制御部を中心とした動作を
示すフローチャートである。以下、図２を参照しつつ、図３のフローチャートを使用して
、この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の制御部３２１を中心とした
動作を説明する。
【００３０】
まず、ステップＳＴ１では、地図データのｋ＝０なるリンクＬｋからの先読み動作を開始
する。ステップＳＴ２では、リンクＬｋのデータ属性の一つである「道路属性」を検証し
、リンクＬｋの道路属性が高速道路以外（即ち、「一般道路」）であれば、ステップＳＴ
３に進み、リンクＬｋの道路属性が「高速道路」であれば、ステップＳＴ６に移る。
【００３１】
ステップＳＴ３では、リンクＬｋを包含する地図ユニットｍ（ｉ，ｊ）にその周辺の地図
ユニットを加えた（計９個の）地図ユニット（ｍ（ｉ－１，ｊ－１），…，ｍ（ｉ＋１，
ｊ＋１））を、データバッファ２のメモリ内に格納する。
【００３２】
ステップＳＴ４では、リンクＬｋが最終のリンクであるか否か（即ち、目的地までの先読
み処理を完了したか否か）を検証し、リンクＬｋが最終のリンクであれば、ステップＳＴ
５にて先読み処理を終了する。また、リンクＬｋが最終のリンクでなければ、ｋ＝ｋ＋１
としてからステップＳＴ２に戻る。ステップＳＴ６では、リンクＬｋを包含する地図ユニ
ットｍ（ｉ，ｊ）のみをデータバッファ２のメモリ内に格納し、ステップＳＴ４に進む。
【００３３】
以上のように、この実施の形態１によれば、地図データに含まれる地図ユニット内の各リ
ンクのデータ属性の一つである「道路属性」に着目して、任意の一つのリンクについて、
その道路属性が「一般道路」である場合は、従来と同様に、このリンクを含む地図ユニッ
トｍ（ｉ，ｊ）に、その周辺の地図ユニットを加えた（計９個の）地図ユニット（ｍ（ｉ
－１，ｊ－１），…，ｍ（ｉ＋１，ｊ＋１））をデータバッファ２のメモリ内に格納（先
読み処理）するが、このリンクの道路属性が「高速道路」である場合には、このリンクを
含む地図ユニットｍ（ｉ，ｊ）のみをデータバッファ２のメモリ内に格納するので、従来
よりも長い経路の地図データを先読み処理することができるという効果が得られる。
【００３４】
また、この実施の形態１によれば、地図記録媒体に記録された地図データは、同一地図デ
ータで比較して従来よりも長い経路に渡る分の地図データをディスク装置１からデータバ
ッファ２のメモリ内に先読みすることができるので、ディスク装置１は、早い時点で、こ
の先読み処理から開放され、本来のナビゲーション機能以外の他の機能のために使用する
ことが可能となるという効果が得られる。
【００３５】
さらに、この実施の形態１によれば、車両用ナビゲーション装置のディスク装置を利用し
た別の付加的な機能が使用されている間において、地図データを記録した記録媒体を、デ
ィスク装置１に装填し直すべき局面の発生回数を低減することができるので、ユーザの操
作負担を軽減することができるという効果が得られる。
【００３６】
実施の形態２．
本発明の実施の形態２による車両用ナビゲーション装置の構成は、本発明の実施の形態１
による車両用ナビゲーション装置の構成と同じであるが、制御部３２１の制御アルゴリズ
ムだけが本発明の実施の形態１と異なる。
【００３７】
図４は、この実施の形態２による車両用ナビゲーション装置に特徴的な動作を説明するた
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めの説明図である。図４に示す地図データの表現方法は、前述の図２に示す従来の車両用
ナビゲーション装置における地図データの表現方法と同じである。図４に示す地図データ
は全て高速道路区間のものであるので、通常は、任意の１つのリンクについて、該リンク
を含む地図ユニットｍ（ｉ，ｊ）のみをデータバッファ２のメモリ内に格納するが、図４
に示すように、高速道路上のジャンクションが検出されたリンクを包含する地図ユニット
については、一般道路と同様に、この地図ユニットｍ（ｉ，ｊ）にその周辺の地図ユニッ
トを加えた（計９個）の地図ユニット（ｍ（ｉ－１，ｊ－１），…，ｍ（ｉ＋１，ｊ＋１
））がデータバッファ２のメモリ内に格納される。
【００３８】
以上のように、この実施の形態２によれば、高速道路を走行する場合に、画面表示装置６
に表示された経路を逸脱する可能性が比較的に高いジャンクションにおいて、該ジャンク
ション周辺の地図データを格納する範囲が広く取られ、このジャンクションを中心とした
広い範囲の地図データの案内を受けることができるので、ユーザは、このジャンクション
の存在を、表示された経路地図上で認識することができるという効果が得られる。
【００３９】
また、この実施の形態２によれば、経路を逸脱する可能性が低減されると共に、もしも経
路を逸脱したとしても、ユーザは、地図データを記録した記録媒体をディスク装置１に再
挿入することなしに、このジャンクションを中心とした広い範囲の地図データの案内によ
り、元の経路に復帰できる可能性を高めることができる。
【００４０】
実施の形態３．
本発明の実施の形態３による車両用ナビゲーション装置の構成は、本発明の実施の形態１
による車両用ナビゲーション装置の構成と同じであるが、制御部３２１の制御アルゴリズ
ムだけが本発明の実施の形態１と異なる。
【００４１】
図５は、この実施の形態３による車両用ナビゲーション装置に特徴的な動作を説明するた
めの説明図である。この実施の形態３では、２度に渡って地図データの先読み処理が実行
される。図５に示す地図データは、内部が間隔の狭い斜線で示された地図ユニットについ
ては１回目の先読み処理によりデータバッファ２のメモリ内に格納される地図データを示
し、内部が間隔の広い斜線で示された地図ユニットについては２回目の先読み処理により
データバッファ２のメモリ内に格納される地図データを示す。
【００４２】
ここで、１回目の先読み処理の動作は、前述の実施の形態１または実施の形態２による車
両用ナビゲーション装置の動作と同様である。しかし、この１回目の先読み処理の動作の
完了後に、データバッファ２のメモリ容量に地図データを未だ格納可能な空き領域があっ
た場合に、続けて、２回目の先読み処理が実行される。この２回目の先読み処理では、１
回目の先読み処理で取り込まれた地図データの地図ユニットに、その周辺の地図ユニット
まで加えた範囲の地図データの取り込みがなされる。この範囲の具体的な拡大方法につい
ては、ユーザまたは製造者側のいずれからも任意に設定可能である。
【００４３】
以上のように、この実施の形態３によれば、地図データの先読みが、一旦、完了した後か
らでも、ユーザが、地図データを記録した記録媒体をディスク装置１に装填したままにし
ておけば、追加的に一層広い範囲の地図データが、データバッファ２のメモリ内に格納さ
れるので、もしも経路を逸脱したとしても、ユーザは、この広い範囲の地図データの案内
により、元の経路に復帰できる可能性を高めることができるという効果が得られる。
【００４４】
また、この実施の形態３によれば、本来のナビゲーション機能以外の他の機能が使用され
ない場合においても、ディスク装置１や、データバッファ２といった装置内のリソース（
資材）を有効に活用することができるという効果が得られる。
【００４５】
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なお、上記の実施の形態１，２では、注目している地図ユニットｍ（ｉ，ｊ）に、その周
辺の地図ユニットを加えた地図ユニットを、具体的に計９個の地図ユニット（ｍ（ｉ－１
，ｊ－１），…，ｍ（ｉ＋１，ｊ＋１））としたが、一般には、上記９個の地図ユニット
よりもさらに多い任意の地図ユニットを先読み処理の対象とすることができるものである
。
【００４６】
また、上記の各実施の形態において、ディスク装置１に代えて、インターネット網に接続
された通信装置を使用し、先読み処理時に、外部のサーバーが提供する地図データを、こ
の通信装置を介してダウンロードし、このダウンロードされた地図データをデータバッフ
ァ２のメモリ内に格納することができる。この構成を採用する場合には、データバッファ
２の記憶容量を大きくすることなく、常に更新された新しい地図データを用いることがで
きるという効果が得られる。
【００４７】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、高速道路の走行区間に対応して先読み処理される地図
データの範囲を、一般道路の走行区間に対応して先読み処理される地図データの範囲より
も狭くするように構成したので、従来よりも長い経路の地図データを先読み処理すること
ができて、地図データの供給源を早い時点で、この先読み処理から開放することができる
という効果がある。
【００４８】
この発明によれば、先読み処理手段が、探索された経路に含まれるリンクの道路属性が高
速道路の属性であるか否かを検証する道路属性検証手段によって、リンクの道路属性が高
速道路の属性であることが判明した場合には、リンクに対応して先読み処理される地図デ
ータの範囲を、リンクを包含する地図ユニットのみとし、道路属性検証手段によって、リ
ンクの道路属性が一般道路の属性であることが判明した場合には、リンクに対応して先読
み処理される地図データの範囲を、リンクを包含する地図ユニットに地図ユニットの周辺
の地図ユニットを加えたものとする構成としたので、データバッファのメモリ内に格納さ
れる地図データの量を節約することができ、従来よりも長い経路の地図データを先読み処
理することができるという効果がある。また、地図データを読み込むディスク装置は、早
い時点で、この先読み処理から開放され、本来のナビゲーション機能以外の他の機能のた
めに使用することが可能となるという効果がある。さらに、車両用ナビゲーション装置の
ディスク装置を利用した別の付加的な機能が使用されている間において、地図データを記
録した記録媒体を、ディスク装置に装填し直すべき局面の発生回数を低減することができ
るので、ユーザの操作負担を軽減することができるという効果がある。
【００４９】
この発明によれば、先読み処理手段が、道路属性検証手段によって、リンクの道路属性が
高速道路の属性であることが判明した場合であっても、リンクが高速道路上のジャンクシ
ョンのリンクである場合には、リンクに対応して先読み処理される地図データの範囲を、
リンクを包含する地図ユニットに地図ユニットの周辺の地図ユニットを加えたものとする
ように構成したので、高速道路を走行する場合に、表示された経路を逸脱する可能性が比
較的に高いジャンクションにおいて、当該ジャンクション周辺の地図データを格納する範
囲を広く取ることができて、ユーザは、このジャンクションを中心とした広い範囲の地図
データの案内を受けることができるので、ユーザは、このジャンクションの存在を、表示
された経路地図上で認識することができるという効果がある。また、経路を逸脱する可能
性が低減されると共に、もしも経路を逸脱したとしても、ユーザは、地図データを記録し
た記録媒体をディスク装置に再挿入することなしに、このジャンクションを中心とした広
い範囲の地図データの案内により、元の経路に復帰できる可能性を高めることができると
いう効果がある。
【００５０】
この発明によれば、先読み処理手段が、先読み処理の完了後に、地図データを格納するバ
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ッファメモリのメモリ容量に未だ地図データを格納する余裕が有る場合には、経路の最初
から、２回目の先読み処理を実行すると共に、２回目の先読み処理においては、リンクに
対応して先読み処理される地図データの範囲を、リンクを包含する地図ユニットに地図ユ
ニットの周辺の地図ユニットを加えたものとするように構成したので、地図データの先読
みが、一旦、完了した後からでも、ユーザが、地図データを記録した記録媒体をディスク
装置に装填したままにしておけば、追加的に一層広い範囲の地図データが、データバッフ
ァのメモリ内に格納されるので、もしも経路を逸脱したとしても、ユーザは、この広い範
囲の地図データの案内により、元の経路に復帰できる可能性を高めることができるという
効果がある。また、本来のナビゲーション機能以外の他の機能が使用されない場合におい
ても、ディスク装置や、データバッファといった装置内のリソース（資材）を有効に活用
することができるという効果がある。
【００５１】
この発明によれば、地図データ供給手段が、インターネット網に接続された外部のサーバ
ーから地図データをダウンロードして供給するように構成したので、先読みデータを格納
するデータバッファの記憶容量を大きくすることなく、常に更新された新しい地図データ
を用いることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】　この実施の形態１による車両用ナビゲーション装置に特徴的な動作を説明する
ための説明図である。
【図３】　この実施の形態１による車両用ナビゲーション装置の制御部を中心とした動作
を示すフローチャートである。
【図４】　この実施の形態２による車両用ナビゲーション装置に特徴的な動作を説明する
ための説明図である。
【図５】　この実施の形態３による車両用ナビゲーション装置に特徴的な動作を説明する
ための説明図である。
【図６】　従来の車両用ナビゲーション装置における地図データの先読み方法を説明する
ための説明図である。
【図７】　従来の車両用ナビゲーション装置における地図データの先読み処理の動作を示
すフローチャートである。
【符号の説明】
１　ディスク装置（地図データ供給手段）、２　データバッファ、３　処理部（先読み処
理手段）、４　リモコン、５　音声出力装置、６　画面表示装置、７スピーカ、３１　地
図データ管理部、３２　ナビゲーション機能部、８１　ＧＰＳ受信機、８２　車両情報セ
ンサ、８３　ジャイロ、３２１　制御部（道路属性検証手段）、３２２　地図表示部、３
２３　経路案内処理部、３２４　経路探索処理部、３２５　自車位置検出部。
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