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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の現在位置を特定する現在位置特定手段と、道路データを取得する道路データ取得
手段と、前記現在位置特定手段が特定した車両の現在位置を前記道路データ取得手段が取
得した道路データにマップマッチングするマップマッチング手段と、過去に車両が走行し
た経路を走行経路履歴として記憶する走行経路履歴記憶手段と、を備えた車両ナビゲーシ
ョンシステムであって、
　過去に乗員が操作手段を操作して設定した目的地或いはシステムの動作電源がオフする
直前に前記現在位置特定手段が特定していた車両の現在位置を目的地履歴として記憶する
目的地履歴記憶手段と、
　前記目的地履歴記憶手段に記憶されている目的地履歴に基づいて目的地候補を推定する
目的地候補推定手段と、
　前記走行経路履歴記憶手段に記憶されている走行経路履歴に基づいて前記目的地候補推
定手段が推定した目的地候補に対応する予測経路を特定する予測経路特定手段と、
　前記現在位置特定手段が特定した車両の現在位置と前記予測経路特定手段が特定した予
測経路とを照合して車両の現在位置が予測経路上に存在するか否かを判定する予測経路上
判定手段と、
　車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を前記予測経路上判定手段が判定した場合に
、その車両の現在位置が存在する予測経路にあって車両の現在位置から目的地候補に至る
までの区間が他の予測経路と重複しているか否かを判定して目的地候補を選別する目的地
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候補選別手段と、を備え、
　前記目的地候補選別手段は、車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を前記予測経路
上判定手段が判定した場合に、その車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を前記予測
経路上判定手段が判定した回数が最近のシステムの動作電源がオンした時点からオンを継
続している期間での初回である場合には、車両の予測経路上での移動距離が第１の規定距
離に到達した後に、その車両の現在位置が存在する予測経路にあって車両の現在位置から
目的地候補に至るまでの区間が他の予測経路と重複しているか否かの判定を開始して目的
地候補の選別を開始し、その車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を前記予測経路上
判定手段が判定した回数が最近のシステムの動作電源がオンした時点からオンを継続して
いる期間での２回目以降である場合には、車両の予測経路上での移動距離が第１の規定距
離よりも長い第２の規定距離に到達した後に、その車両の現在位置が存在する予測経路に
あって車両の現在位置から目的地候補に至るまでの区間が他の予測経路と重複しているか
否かの判定を開始して目的地候補の選別を開始することを特徴とする車両ナビゲーション
システム。
【請求項２】
　請求項１に記載した車両ナビゲーションシステムにおいて、
　前記目的地候補選別手段が選別した目的地候補の個数が一である場合に、車両の現在位
置から一の目的地候補に至るまでの区間を対象とした処理を実行する処理実行手段を備え
たことを特徴とする車両ナビゲーションシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載した車両ナビゲーションシステムにおいて、
　前記目的地候補選別手段が選別した目的地候補の個数が複数である場合に、車両の現在
位置から複数の目的地候補のうち車両の現在位置に最も近い目的地候補に至るまでの区間
を対象とした処理を実行する処理実行手段を備えたことを特徴とする車両ナビゲーション
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の現在位置を道路データにマップマッチングする機能及び過去に車両が
走行した経路を走行経路履歴として記憶する機能を備えた車両ナビゲーションシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両ナビゲーションシステムは、乗員が操作スイッチ群や操作リモコンを操作して目的
地を設定すると、車両の現在位置から目的地に至るまでの経路を探索し、その探索した経
路に例えば交通渋滞が発生している場合には、警告を出力したり別の経路（迂回経路）を
探索して表示したりする機能を備えているのが一般的である。その一方で、乗員において
は、操作スイッチ群や操作リモコンを操作して目的地を設定するのが面倒であるという理
由から、日常走行している道路を走行するような場合には目的地を設定しないというのが
実情である。その一方で、目的地を設定しないと、上記したような警告を出力したり別の
経路（迂回経路）を探索して表示したりする機能を受けることができない。
【０００３】
　そこで、過去に車両が走行した経路である走行経路履歴に基づいて複数の目的地候補を
選択し、車両の現在位置及び当該現在位置から目的地候補に到達した頻度に基づいて複数
の目的地候補から一の目的地候補を特定する構成が開示されている（例えば特許文献１参
照）。また、移動目的を推定して目的地候補を特定する構成も開示されている（例えば特
許文献２参照）。
【特許文献１】特開平７－８３６７８号公報
【特許文献２】特開２００７－１０５７２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されている車両の現在位置及び当該現在位置から目的
地候補に到達した頻度に基づいて目的地候補を特定する構成では、乗員が意図する目的地
の頻度が相対的に低ければ、その乗員が意図する目的地とは別の目的地を目的地候補とし
て特定することになるので、確実性に劣るという問題がある。また、特許文献２に記載さ
れている移動目的を推定して目的地候補を特定する構成では、移動目的を推定する処理が
複雑であるという問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、乗員が操作手段を
操作することなく目的地を設定しない場合において、複雑な処理を必要とすることなく、
乗員が意図する目的地を精度良く特定することができ、実用性を高めることができる車両
ナビゲーションシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載した発明によれば、走行経路履歴記憶手段は、過去に車両が走行した経
路を走行経路履歴として記憶し、目的地履歴記憶手段は、過去に乗員が操作手段を操作し
て設定した目的地或いはシステムの動作電源がオフする直前に現在位置特定手段が特定し
ていた車両の現在位置を目的地履歴として記憶し、目的地候補推定手段は、目的地履歴記
憶手段に記憶されている目的地履歴に基づいて目的地候補を推定し、予測経路特定手段は
、走行経路履歴記憶手段に記憶されている走行経路履歴に基づいて目的地候補推定手段が
推定した目的地候補に対応する予測経路を特定する。予測経路上判定手段は、現在位置特
定手段が特定した車両の現在位置と予測経路特定手段が特定した予測経路とを照合して車
両の現在位置が予測経路上に存在するか否かを判定し、目的地候補選別手段は、車両の現
在位置が予測経路上に存在する旨を予測経路上判定手段が判定すると、その車両の現在位
置が存在する予測経路にあって車両の現在位置から目的地候補に至るまでの区間が他の予
測経路と重複しているか否かを判定して目的地候補を選別する。
【０００７】
　これにより、車両の現在位置から目的地候補に到達した頻度に基づいて目的地候補を特
定するのではなく、過去に車両が走行した経路である走行経路履歴に基づいて目的地候補
に対応する予測経路を特定し、車両の現在位置に対応する今回の走行経路が予測経路に一
致しているか否かを判定し、今回の走行経路が予測経路に一致していると、その車両の現
在位置が存在する予測経路にあって車両の現在位置から目的地候補に至るまでの区間が他
の予測経路と重複しているか否かを判定して目的地候補を選別するので、過去に車両が走
行した経路を反映して目的地候補を特定することができ、移動目的を推定するという複雑
な処理を必要とすることなく、乗員が意図する目的地を精度良く特定することができ、実
用性を高めることができる。
【０００９】
　また、目的地候補選別手段は、車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を予測経路上
判定手段が判定すると、その車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を予測経路上判定
手段が判定した回数が最近のシステムの動作電源がオンした時点からオンを継続している
期間での初回であると、車両の予測経路上での移動距離が第１の規定距離に到達した後に
、その車両の現在位置が存在する予測経路にあって車両の現在位置から目的地候補に至る
までの区間が他の予測経路と重複しているか否かの判定を開始して目的地候補の選別を開
始し、一方、その車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を予測経路上判定手段が判定
した回数が最近のシステムの動作電源がオンした時点からオンを継続している期間での２
回目以降であると、車両の予測経路上での移動距離が第１の規定距離よりも長い第２の規
定距離に到達した後に、その車両の現在位置が存在する予測経路にあって車両の現在位置
から目的地候補に至るまでの区間が他の予測経路と重複しているか否かの判定を開始して
目的地候補の選別を開始する。
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【００１０】
　これにより、車両が予測経路上に最初に到達した状況と、車両が予測経路上に到達した
が一旦外れて予測経路上に復帰した状況とで、車両が予測経路上を走行し続ける可能性が
あると判定する判定基準を異ならせることで、車両が偶発的に予測経路上を走行した場合
をより確実に排除することができる。
【００１１】
　請求項２に記載した発明によれば、処理実行手段は、目的地候補選別手段が選別した目
的地候補の個数が一である場合には、車両の現在位置から一の目的地候補に至るまでの区
間を対象とした処理を実行する。これにより、車両の現在位置から一の目的地候補に至る
までの区間を対象とした各種サービスを乗員に提供することができ、しかも、この場合は
、目的地候補を一に特定していることにより、付加価値の高いサービスを乗員に提供する
ことができる。
【００１２】
　請求項３に記載した発明によれば、処理実行手段は、目的地候補選別手段が選別した目
的地候補の個数が複数である場合には、車両の現在位置から複数の目的地候補のうち車両
の現在位置に最も近い目的地候補に至るまでの区間を対象とした処理を実行する。これに
より、目的地候補を一に特定していないが、車両の現在位置から複数の目的地候補のうち
車両の現在位置に最も近い目的地候補に至るまでの区間を対象とした各種サービスを乗員
に提供することができる。
                                                                                
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。車両ナビゲーションシ
ステム１は、制御部２（本発明でいう現在位置特定手段、道路データ取得手段、マップマ
ッチング手段、目的地候補推定手段、予測経路特定手段、予測経路上判定手段、目的地候
補選別手段、処理実行手段）、位置検出器３、地図データ記憶装置４、操作スイッチ群５
（本発明でいう操作手段）、通信装置６、ＶＩＣＳ（登録商標）受信機７、表示装置８、
外部メモリ９（本発明でいう走行経路履歴記憶手段、目的地履歴記憶手段）、音声コント
ローラ１０、音声認識装置１１、リモコンセンサ１２及び電源制御部１３を備えて構成さ
れている。
【００１４】
　制御部２は、マイクロコンピュータを主体として構成され、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、
Ｉ／Ｏインタフェース、これらを接続するバスなど（いずれも図示せず）を備えて構成さ
れており、車両ナビゲーションシステム１の動作全般を制御する。位置検出器３は、Ｇセ
ンサ３ａ、ジャイロスコープ３ｂ、距離センサ３ｃ及びＧＰＳ受信機３ｄを備えて構成さ
れ、これら位置検出器３の各構成要素は互いに性質の異なる検出誤差を有している。制御
部２は、位置検出器３の各構成要素から検出信号を入力すると、それら入力した検出信号
を互いに補完し、車両の現在位置、進行方向、車速、走行距離などを特定する。尚、位置
検出器３は、要求される検出精度で車両の現在位置を特定可能であれば、これら全ての構
成要素を備える必要はなく、また、ステアリングホイールの回転を検出する回転センサや
各タイヤの回転を検出する車輪センサなどが組合わされて構成されていても良い。
【００１５】
　地図データ記憶装置４は、例えばＨＤＤやＤＶＤ－ＲＯＭやメモリカードなどの記録媒
体から転送された道路データ、背景データ、文字データ及び施設データなどを含むデジタ
ル地図データを記憶する。制御部２は、位置検出器３の各構成要素から入力した検出信号
に基づいて特定した車両の現在位置を地図データ記憶装置４から取得した道路データにマ
ップマッチングする。操作スイッチ群５は、表示装置８の周辺に配置されているメカニカ
ルスイッチや表示装置８の例えばカラー液晶ディスプレイ上に形成されるタッチスイッチ
などから構成され、乗員は操作スイッチ群５を操作することで地図の縮尺変更、メニュー
表示選択、目的地設定、経路探索、経路案内開始、現在位置修正、表示画面変更、音量調
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整などを可能になっている。
【００１６】
　通信装置６は、電話機能を有し、外部の通信装置との間で移動通信回線を接続して移動
通信を行う。ＶＩＣＳ受信機７は、外部のＶＩＣＳセンターから配信されているＶＩＣＳ
情報（交通情報、気象情報、日付情報、曜日情報、施設情報、広告情報など）を受信する
。表示装置８は、例えばカラー液晶ディスプレイから構成され、乗員が選択可能なメニュ
ー項目が一覧表示されるメニュー表示画面や、車両の現在位置に対応する現在位置図形が
地図データの地図上に重畳表示される表示画面などの各種の表示画面を表示する。尚、表
示装置８は、有機ＥＬやプラズマディスプレイなどから構成されていても良い。
【００１７】
　外部メモリ９は、例えば着脱可能なフラッシュメモリカードなどにより構成され、過去
に車両が走行した経路を走行経路履歴として記憶可能に構成されていると共に、過去に乗
員が操作スイッチ群５や後述する操作リモコン１６を操作して設定した目的地或いはシス
テムの動作電源がオフする直前の車両の現在位置を目的地履歴として記憶可能に構成され
ている。
【００１８】
　音声コントローラ１０は、スピーカ１４から出力させる音声を制御すると共にマイクロ
ホン１４が入力した音声を制御し、例えば制御部２が経路案内を実行しているときには経
路案内の音声ガイダンスをスピーカ１４から出力させる。音声認識装置１１は、マイクロ
ホン１５が入力した音声を音声認識アルゴリズムに基づいて解析する。リモコンセンサ１
２は、操作リモコン１６（本発明でいう操作手段）から送信された操作電波信号を受信し
て制御部２に出力する。操作リモコン１６は、複数の操作スイッチ（図示せず）を有して
おり、乗員は操作スイッチを操作することで上記した操作スイッチ群５を操作した場合と
同様にして地図の縮尺変更、メニュー表示選択、目的地設定、経路探索、経路案内開始、
現在位置修正、表示画面変更、音量調整などを可能になっている。
【００１９】
　電源制御部１３は、キースイッチからアクセサリ（ＡＣＣ）信号を入力し、アクセサリ
スイッチのオンオフに基づいてバッテリ１７から各機能ブロックへの電力供給を制御し、
アクセサリスイッチがオンしている場合にはバッテリ１７から各機能ブロックに電力供給
させることで車両ナビゲーションシステム１の動作電源をオンとし、一方、アクセサリス
イッチがオフしている場合にはバッテリ１７から各機能ブロックへの電力供給を停止させ
ることで車両ナビゲーションシステム１の動作電源をオフとする。制御部２は、アクセサ
リスイッチのオンオフを電源制御部１３により検出する。
【００２０】
　次に、上記した構成の作用について、図２ないし図５を参照して説明する。
　制御部２は、ＡＣＣスイッチがオンした旨を電源制御部１３により判定すると、外部メ
モリ９に記憶されている目的地履歴を検索して目的地候補を推定する（ステップＳ１）。
この場合、制御部２は、外部メモリ９に記憶されている複数の目的地履歴のうち例えば乗
員が操作スイッチ群５や操作リモコン１６を操作して目的地として設定した回数や車両が
到達した回数が上位の目的地候補を抽出することで推定する。
【００２１】
　次いで、制御部２は、目的地候補の推定に成功したか否かを判定し（ステップＳ２）、
目的地候補の推定に成功した旨を判定すると（ステップＳ２にて「ＹＥＳ」）、外部メモ
リ９から当該外部メモリ９に記憶されている走行経路履歴を取得し（ステップＳ３）、外
部メモリ９から取得した走行経路履歴を参照して目的地候補に対応する予測経路を特定す
る（ステップＳ４）。
【００２２】
　次いで、制御部２は、車両の現在位置を監視することにより車両の走行状況を監視し（
ステップＳ５）、車両の現在位置が予測経路上に存在するか（到達したか）否かを判定し
（ステップＳ６）、車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を判定すると（ステップＳ



(6) JP 4733165 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

６にて「ＹＥＳ」）、車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を判定した回数が初回で
あるか否かを判定する（ステップＳ７）。
【００２３】
　ここで、制御部２は、車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を判定した回数が初回
であり、車両が走行を開始してから初めて予測経路上に存在した旨を判定すると（ステッ
プＳ７にて「ＹＥＳ」）、車両の現在位置が予測経路上に存在してからの移動距離が予め
設定されている第１の規定距離に到達したか否かを判定すると共に（ステップＳ８）、車
両の現在位置が予測経路上に存在し続けているか否かを判定する（ステップＳ９）。
【００２４】
　そして、制御部２は、車両の現在位置が予測経路上に存在し続けているままで車両の現
在位置が予測経路上に存在してからの移動距離が第１の規定距離に到達した旨を判定する
と（ステップＳ８にて「ＹＥＳ」）、予測経路にあって車両の現在位置から目的地候補に
至るまでの区間が他の予測経路と重複しているか否かを判定して目的地候補を選別する（
絞り込む）（ステップＳ１２）。すなわち、制御部３は、図３（ａ）に示すように車両が
走行を開始してから初めて「予測経路Ｐ」と「予測経路Ｑ」とが重複する「予測経路Ｐ，
Ｑ」上に存在した状況では、車両の移動距離が第１の規定距離（「Ｌ１」にて示す）に到
達した後に、予測経路にあって車両の現在位置から目的地候補に至るまでの区間が他の予
測経路と重複しているか否かを判定して目的地候補を選別する。
【００２５】
　これに対して、車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を判定した回数が初回でなく
（２回目以降であり）、車両が走行を開始してから予測経路上に存在したが一旦外れて予
測経路上に復帰した旨を判定すると（ステップＳ７にて「ＮＯ」）、車両の現在位置が予
測経路上に存在してからの移動距離が上記した第１の規定距離よりも長い距離で予め設定
されている第２の規定距離に到達したか否かを判定すると共に（ステップＳ１０）、車両
の現在位置が予測経路上に存在し続けているか否かを判定する（ステップＳ１１）。
【００２６】
　そして、制御部２は、車両の現在位置が予測経路上に存在し続けているままで車両の現
在位置が予測経路上に存在してからの移動距離が第２の規定距離に到達した旨を判定する
と（ステップＳ１０にて「ＹＥＳ」）、予測経路にあって車両の現在位置から目的地候補
に至るまでの区間が他の予測経路と重複しているか否かを判定して目的地候補を選別する
（ステップＳ１２）。すなわち、制御部３は、図３（ｂ）に示すように車両が走行を開始
してから「予測経路Ｐ，Ｑ」上に存在したが一旦外れて「予測経路Ｐ，Ｑ」上に復帰した
状況では、車両の移動距離が第２の規定距離（「Ｌ２」にて示す）に到達した後に、予測
経路が他の予測経路と重複しているか否かを判定して目的地候補を選別する。
【００２７】
　次いで、制御部２は、予測経路にあって車両の現在位置から目的地候補に至るまでの区
間が他の予測経路と重複していない旨を判定して目的地候補の選別に成功した旨を判定す
ると（ステップＳ１２にて「ＹＥＳ」）、その選別した目的地候補の個数が一であるか複
数であるかを判定する（ステップＳ１３）。そして、制御部２は、選別した目的地候補が
一である旨を判定すると（ステップＳ１３にて「ＹＥＳ」）、車両の現在位置から一の目
的地候補に至るまでの区間を対象とした処理を行う（ステップＳ１４）。すなわち、制御
部２は、図４（ａ）に示すように車両の現在位置が「予測経路Ｐ，Ｑ」から「予測経路Ｐ
」と「予測経路Ｑ」とに分岐する分岐点を通過して「予測経路Ｐ」上に存在している状況
では、目的地候補として「目的地候補Ａ」の一の目的地候補を選別することになるので、
車両の現在位置から「目的地候補Ａ」に至るまでの区間を対象とした処理を行う。
【００２８】
　この場合、制御部２は、例えば外部のＶＩＣＳセンターから配信されているＶＩＣＳ情
報をＶＩＣＳ受信機７が受信したことにより、車両の現在位置から当該選別した目的地候
補である「目的地候補Ａ」に至るまでの区間において渋滞が発生している旨を判定すると
、その渋滞が発生している旨の表示画面を表示装置８に表示させて乗員に通知し、さらに
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、目的地候補として一の目的地候補を特定したことにより、その渋滞を回避し得る「目的
地候補Ａ」に至るまでの迂回経路をも表示装置８に表示させて乗員に通知する。すなわち
、目的地候補として一の目的地候補を特定した場合には、後述する目的地候補として一の
目的地候補を特定していない場合よりも、その特定した目的地候補に至るまでの迂回経路
をも表示装置８に表示させることで付加価値が高いサービスを提供する。
【００２９】
　これに対して、制御部２は、選別した目的地候補が一でない（複数である）旨を判定す
ると（ステップＳ１３にて「ＮＯ」）、車両の現在位置から複数の目的地候補のうち車両
の現在位置に最も近い目的地候補に至るまでの区間を対象とした処理を行う（ステップＳ
１５）。すなわち、制御部２は、図４（ｂ）に示すように車両の現在位置が「予測経路Ｐ
，Ｑ」から「予測経路Ｐ」と「予測経路Ｑ」に分岐する分岐点を通過して「予測経路Ｑ」
上に存在している状況では、目的地候補として「目的地候補Ｂ」と「目的地候補Ｃ」との
複数の目的地候補を選別することになるので、車両の現在位置から車両の現在位置に最も
近い「目的地候補Ｂ」に至るまでの区間を対象とした処理を行う。
【００３０】
　この場合、制御部２は、例えば外部のＶＩＣＳセンターから配信されているＶＩＣＳ情
報をＶＩＣＳ受信機７が受信したことにより、車両の現在位置から当該選別した複数の目
的地候補の一である「目的地候補Ｂ」に至るまでの区間において渋滞が発生している旨を
判定すると、その渋滞が発生している旨の表示画面を表示装置８に表示させて乗員に通知
するが、目的地候補として一の目的地候補を特定していないことにより、その渋滞を回避
し得る迂回経路を表示装置８に表示させて乗員に通知することはない。
【００３１】
　尚、制御部２は、図５（ａ）に示すように車両の現在位置が「目的地候補Ｂ」の地点を
通過した場合には、目的地候補として「目的地候補Ｃ」の一の目的地候補を選別すること
になるので、上記した目的地候補として「目的地候補Ａ」の一の目的地候補を選別した場
合と同様の処理を行い、車両の現在位置から「目的地候補Ｃ」に至るまでの区間を対象と
した処理を行う。この場合、制御部２は、例えば外部のＶＩＣＳセンターから配信されて
いるＶＩＣＳ情報をＶＩＣＳ受信機７が受信したことにより、車両の現在位置から当該選
別した目的地候補である「目的地候補Ｃ」に至るまでの区間において渋滞が発生している
旨を判定すると、その渋滞が発生している旨の表示画面を表示装置８に表示させて乗員に
通知し、さらに、目的地候補として一の目的地候補を特定したことにより、その渋滞を回
避し得る「目的地候補Ｃ」に至るまでの迂回経路をも表示装置８に表示させて乗員に通知
する。
【００３２】
　そして、制御部２は、ＡＣＣスイッチがオフしたか否かを電源制御部１３により判定し
（ステップＳ１６）、ＡＣＣスイッチがオフしていない旨を判定している限りは（ステッ
プＳ１６にて「ＮＯ」）、上記したステップＳ５に戻ってステップＳ５以降の処理を繰返
して行う。尚、制御部２は、図５（ｂ）に示すように、車両の走行状況を監視しているが
車両の現在位置が予測経路上に存在しない旨を判定すると（ステップＳ６にて「ＮＯ」）
、上記したステップＳ５に戻ってステップＳ５以降の処理を繰返して行う。また、制御部
２は、車両の現在位置が予測経路に存在した旨を判定したが、車両の現在位置が予測経路
上に存在し続けていない旨を判定すると（ステップＳ９にて「ＮＯ」、ステップＳ１１に
て「ＮＯ」）、さらに、予測経路にあって車両の現在位置から目的地候補に至るまでの区
間が他の予測経路と重複している旨を判定すると（ステップＳ１２にて「ＮＯ」）、上記
したステップＳ５に戻ってステップＳ５以降の処理を繰返して行う。
【００３３】
　以上に説明したように本実施形態によれば、車両ナビゲーションシステム１において、
過去に車両が走行した経路である走行経路履歴に基づいて目的地候補に対応する予測経路
を特定し、車両の現在位置に対応する今回の走行経路が予測経路に一致しているか否かを
判定し、今回の走行経路が予測経路に一致していると、その車両の現在位置が存在する予
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ているか否かを判定して目的地候補を選別するように構成したので、過去に車両が走行し
た経路を反映して目的地候補を特定することができ、移動目的を推定するという複雑な処
理を必要とすることなく、乗員が意図する目的地を精度良く特定することができ、実用性
を高めることができる。
【００３４】
　また、車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を判定した回数が最近のシステムの動
作電源がオンした時点からオンを継続している期間での初回であると、車両の予測経路上
での移動距離が第１の規定距離に到達した後に、目的地候補の選別を開始し、一方、車両
の現在位置が予測経路上に存在する旨を判定した回数が最近のシステムの動作電源がオン
した時点からオンを継続している期間での２回目以降であると、車両の予測経路上での移
動距離が第１の規定距離よりも長い第２の規定距離に到達した後に、目的地候補の選別を
開始するように構成したので、車両が偶発的に予測経路上を走行した場合を排除すること
ができる。また、車両が予測経路上に最初に到達した状況と、車両が予測経路上に到達し
たが一旦外れて予測経路上に復帰した状況とで、車両が予測経路上を走行し続ける可能性
があると判定する判定基準を異ならせることで、車両が偶発的に予測経路上を走行した場
合をより確実に排除することができる。
【００３５】
　本発明は、上記した実施形態にのみ限定されるものではなく、以下のように変形または
拡張することができる。
　車両の現在位置が予測経路上に存在する旨を判定した回数が最近のシステムの動作電源
がオンした時点からオンを継続している期間で段階的に増えるに追従して、目的地候補の
選別を開始するまでの判定基準である規定距離を段階的に長くするようにしても良い。
　車両の現在位置から目的地候補に至るまでの区間を対象とした処理は、その区間で渋滞
が発生している旨の表示画面を表示させて乗員に通知する処理や、その渋滞を回避し得る
目的地候補に至るまでの迂回経路を表示させて乗員に通知する処理に限らず、他の処理で
あっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態を示す機能ブロック図
【図２】フローチャート
【図３】車両の現在位置と予測経路との関係を示す図
【図４】図３相当図
【図５】図３相当図
【符号の説明】
【００３７】
　図面中、１は車両ナビゲーションシステム、２は制御部（現在位置特定手段、道路デー
タ取得手段、マップマッチング手段、目的地候補推定手段、予測経路特定手段、予測経路
上判定手段、目的地候補選別手段、処理実行手段）、５は操作スイッチ群（本発明でいう
操作手段）、９は外部メモリ（走行経路履歴記憶手段、目的地履歴記憶手段）、１６は操
作リモコン（操作手段）である。
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