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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の現在位置を検出する現在位置検出手段と、
　道路地図データを記憶する記憶手段と、
　前記道路地図データに基づいて、目的地までの案内経路を設定する案内経路設定手段と
、
　前記案内経路における案内対象分岐点に前記車両の現在位置が接近したときに、当該案
内対象分岐点において車両が進むべき経路を案内する経路案内手段と、
　前記車両が案内経路から逸脱した場合に、当該案内経路を意図的に逸脱したのか、誤っ
て逸脱したのかを判定する逸脱判定手段と、
　少なくとも前記逸脱判定手段が案内経路を誤って逸脱したと判定した場合に、その逸脱
した分岐点状況を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された分岐点状況と、前記案内対象分岐点の状況とが類似するか否
かを判定する類似判定手段と、
　前記類似判定手段によって類似すると判定された場合と、類似しないと判定された場合
とで、前記案内対象分岐点における案内の態様を変更する案内変更手段とを備え、
　前記逸脱判定手段は、前記車両が、前記案内経路を逸脱して、当初の目的地及び当該目
的地までの案内経路上における経由地以外の地点で停止した場合、案内経路を意図的に逸
脱したと判定するとともに、前記車両が、目的地から遠ざかる方向に向かって案内経路を
逸脱した場合、前記車両が案内経路を逸脱した後に、前記案内経路設定手段が前記目的地
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までの案内経路を再設定したとき、その再設定された案内経路の距離が、逸脱前の案内経
路の距離よりも所定距離以上長くなった場合、前記道路地図データにおける各道路には、
少なくとも細街路を含む道路種別が付与されており、前記車両が案内経路を逸脱して、前
記細街路に該当する道路に進入した場合、前記車両が案内経路を逸脱した後に、その走行
方向を逆向きに転換した場合、もしくは、前記車両が案内経路を逸脱した後に、同じ案内
経路に復帰した場合に、案内経路を誤って逸脱したと判定することを特徴とする車両用ナ
ビゲーション装置。
【請求項２】
　前記逸脱判定手段は、前記車両の各道路の走行履歴を記憶する走行履歴記憶手段を備え
、
　前記走行履歴記憶手段に記憶された各道路の走行履歴に基づいて、相対的に走行頻度の
高い道路からなる案内経路を途中で逸れて相対的に走行頻度の低い道路に進入した場合に
、案内経路を誤って逸脱したと判定することを特徴とする請求項１に記載の車両用ナビゲ
ーション装置。
【請求項３】
　前記逸脱判定手段は、前記車両が案内経路から逸脱した分岐点の形状が、十字形状交差
点よりも複雑である場合に、案内経路を誤って逸脱したと判定することを特徴とする請求
項１に記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項４】
　前記逸脱判定手段は、前記車両が案内経路から逸脱した分岐点が交差点であって、当該
交差点が隣接する交差点から所定距離の範囲内に設けられている場合に、案内経路を誤っ
て逸脱したと判定することを特徴とする請求項１に記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項５】
　前記逸脱判定手段は、前記車両が案内経路を逸脱して、当該案内経路以外との連絡が遮
断されたエリアへの接続道路に進入した場合に、案内経路を誤って逸脱したと判定するこ
とを特徴とする請求項１に記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項６】
　前記逸脱判定手段は、前記車両が案内経路を逸脱したとき、方向指示器が操作されたに
もかかわらず、前記車両が直進した場合、又は方向指示器が操作されないにもかかわらず
、車両が曲進した場合、案内経路を誤って逸脱したと判定することを特徴とする請求項１
に記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項７】
　前記逸脱判定手段は、前記案内経路によって示される方向と逆方向に車両が曲がること
によって、前記車両が案内経路から逸脱した場合、案内経路を意図的に逸脱したと判定す
ることを特徴とする請求項１に記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項８】
　前記逸脱判定手段は、方向指示器が操作され、その方向指示器が指示する方向に車両が
曲進した結果、前記車両が案内経路から逸脱した場合、案内経路を意図的に逸脱したと判
定することを特徴とする請求項１に記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項９】
　車両が過去に逸脱した分岐点を含む案内経路を、その分岐点で逸脱することなく、案内
経路通りに走行した場合に、前記記憶手段は、その分岐点の分岐点状況を除外するように
記憶分岐点状況を修正することを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の車
両用ナビゲーション装置。
【請求項１０】
　前記記憶手段は、前記車両が、所定の複数回以上、前記案内経路通りに走行した場合に
、記憶分岐点状況を修正することを特徴とする請求項９に記載の車両用ナビゲーション装
置。
【請求項１１】
　前記記憶手段は、前記車両が案内経路通りに走行して、過去に逸脱した分岐点を通過し
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たとき、及び前記案内経路を通って目的地に到達したときのいずれかのタイミングで、前
記記憶分岐点状況を修正することを特徴とする請求項９又は請求項１０に記載の車両用ナ
ビゲーション装置。
【請求項１２】
　前記記憶手段は、前記分岐点状況として、分岐点の形状、隣接分岐点との関係及び分岐
点進入時の道路環境の少なくとも１つを記憶することを特徴とする請求項１乃至請求項１
１のいずれかに記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項１３】
　前記類似判定手段によって類似すると判定された場合、前記案内変更手段は、前記案内
対象分岐点において、案内経路を間違え易い分岐点であることを示す内容を付加するよう
に、案内の態様を変更することを特徴とする請求項１乃至請求項１２のいずれかに記載の
車両用ナビゲーション装置。
【請求項１４】
　前記案内変更手段は、前記類似判定手段によって類似すると判定された場合、前記案内
対象分岐点に対する案内回数を、類似しないと判定された場合に比較して増加するように
、案内の態様を変更することを特徴とする請求項１乃至請求項１２のいずれかに記載の車
両用ナビゲーション装置。
【請求項１５】
　前記経路案内手段は、表示手段を備え、前記案内対象分岐点の拡大図を、前記表示手段
の一部に表示することによって、前記車両が進むべき経路を案内するものであって、
　前記案内変更手段は、前記類似判定手段によって類似すると判定された場合、前記表示
手段における前記案内対象分岐点の拡大図の表示領域を、類似しないと判定された場合に
比較して拡大するように、案内の態様を変更することを特徴とする請求項１乃至請求項１
２のいずれかに記載の車両用ナビゲーション装置。
【請求項１６】
　前記経路案内手段は、表示手段を備え、前記案内対象分岐点の拡大図を、前記表示手段
に表示することによって、前記車両が進むべき経路を案内するものであって、
　前記案内変更手段は、前記類似判定手段によって類似すると判定された場合と、類似し
ないと判定された場合とで、前記表示手段における前記案内対象分岐点の拡大図において
、当該案内対象分岐点の表示態様を変更することにより、案内の態様を変更することを特
徴とする請求項１乃至請求項１２のいずれかに記載の車両用ナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目的地までの経路を案内する経路案内機能を備える車両用ナビゲーション装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両用ナビゲーション装置は、一般に、経路案内機能を備えており、この経路案内機能
の実行時には、車両が右左折すべき交差点や、高速道路の入口、出口などの案内対象分岐
点に接近したときに、その案内対象分岐点に対する経路案内が実施される。具体的には、
表示装置の画面表示が案内対象分岐点付近の拡大案内図に切り換えられ、さらに、例えば
「○○ｍ先を左です。」といった、案内対象分岐点において車両が進むべき経路を示す音
声案内が行なわれる。
【０００３】
　この案内対象分岐点に対する経路案内を、個々のユーザに対して適切に行うために、例
えば特許文献１に記載のナビゲーション装置が提案されている。このナビゲーション装置
では、車両が目的地への案内経路上に存在する案内分岐点に接近する毎に、その分岐点に
関する案内処理を実行しつつ、車両が案内経路から外れて走行した場合、その分岐点及び
当該分岐点付近の案内経路に関する情報を注意喚起情報として記憶する。
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【０００４】
　そして、その後の案内時に、注意喚起情報の対象となる分岐点に同じ経路で車両が接近
した場合に、その分岐点についての注意喚起を行う。これにより、これまでに同様の経路
を走行している際に誤って経路から外れたことのある分岐点において、ユーザに注意喚起
を行うことができ、再度同じように誤って経路から外れることを防止できる。
【特許文献１】特開２０００－９４８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、特許文献１に記載のナビゲーション装置では、誤って経路を外れた分
岐点と同じ分岐点であって、かつその分岐点に同じ方向から進入した場合のみしか、ユー
ザへの注意喚起が行われない。しかし、同じ分岐点で、何度も、経路に関して同様の間違
いを犯すことは稀である。従って、ユーザは、このような注意喚起では、案内経路を誤っ
て離脱することを防止する上で、実効性を十分に感じられない可能性がある。
【０００６】
　ユーザが実効性の感じられる注意喚起を行うためには、例えば、一般的に、間違え易い
と考えられる分岐点（交差点）を特定しておき、その分岐点では、ユーザに注意を促すこ
とが考えられる。ただし、この場合には、案内経路を間違えて走行することが少ないユー
ザにとっては、余計な報知がなされることになり、ユーザによっては煩わしさを感じる虞
がある。
【０００７】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたもので、従来に比較して実効性があり、かつ各
ユーザに適応した、案内経路からの離脱を防止する案内を行うことが可能な車両用ナビゲ
ーション装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の車両用ナビゲーション装置は、
　車両の現在位置を検出する現在位置検出手段と、
　道路地図データを記憶する記憶手段と、
　道路地図データに基づいて、目的地までの案内経路を設定する案内経路設定手段と、
　案内経路における案内対象分岐点に車両の現在位置が接近したときに、当該案内対象分
岐点において車両が進むべき経路を案内する経路案内手段と、
　車両が案内経路から逸脱した場合に、当該案内経路を意図的に逸脱したのか、誤って逸
脱したのかを判定する逸脱判定手段と、
　少なくとも逸脱判定手段が案内経路を誤って逸脱したと判定した場合に、その逸脱した
分岐点状況を記憶する記憶手段と、
　記憶手段に記憶された分岐点状況と、案内対象分岐点の状況とが類似するか否かを判定
する類似判定手段と、
　類似判定手段によって類似すると判定された場合と、類似しないと判定された場合とで
、案内対象分岐点における案内の態様を変更する案内変更手段とを備え、
　逸脱判定手段は、車両が、案内経路を逸脱して、当初の目的地及び当該目的地までの案
内経路上における経由地以外の地点で停止した場合、案内経路を意図的に逸脱したと判定
するとともに、車両が、目的地から遠ざかる方向に向かって案内経路を逸脱した場合、車
両が案内経路を逸脱した後に、案内経路設定手段が目的地までの案内経路を再設定したと
き、その再設定された案内経路の距離が、逸脱前の案内経路の距離よりも所定距離以上長
くなった場合、道路地図データにおける各道路には、少なくとも細街路を含む道路種別が
付与されており、車両が案内経路を逸脱して、細街路に該当する道路に進入した場合、車
両が案内経路を逸脱した後に、その走行方向を逆向きに転換した場合、もしくは、車両が
案内経路を逸脱した後に、同じ案内経路に復帰した場合に、案内経路を誤って逸脱したと
判定することを特徴とする。
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【０００９】
　上述したように、請求項１に記載の車両用ナビゲーションでは、車両が案内経路から逸
脱した場合に、その逸脱した分岐点状況を記憶する。ただし、その逸脱した分岐点そのも
のにおいて注意喚起を行うのではなく、逸脱した分岐点の状況と類似した状況の分岐点が
案内対象となったときに案内の態様を変更して、案内経路を逸脱しないようにユーザに注
意を促す。これにより、案内経路を間違い易い状況について、各ユーザの傾向を学習して
、各ユーザに適した、案内経路からの離脱を防止するための案内を行うことができる。さ
らに、間違い易い分岐点状況と類似する状況の分岐点では案内の態様を変更するので、例
えばユーザが始めて走行する道路においても、間違え易いと思われる分岐点についてユー
ザに注意を促すことができ、案内経路を誤って逸脱することを防止する上での実効性を高
めることができる。
【００１０】
　さらに、請求項１に記載の車両用ナビゲーション装置では、車両が案内経路から逸脱し
た場合に、当該案内経路を意図的に逸脱したのか、誤って逸脱したのかを判定する逸脱判
定手段を備え、記憶手段は、少なくとも逸脱判定手段が案内経路を誤って逸脱したと判定
した場合に、その逸脱した分岐点状況を記憶している。例えばユーザが各道路について良
く知っているエリアを走行する場合、案内経路とは異なる経路を走行するために、案内経
路から意図的に逸脱する場合がある。この場合、ユーザは誤って経路を逸脱したのではな
いので、逸脱した分岐点状況と類似の状況を有する分岐点において、ユーザに案内経路逸
脱防止のための案内を行う必要はない。従って、案内経路から意図的に逸脱したと判定さ
れた場合には、その分岐点状況を記憶しなくとも良い。ただし、意図的に逸脱した場合の
分岐点状況も記憶しておけば、車両が案内経路を逸脱した際に、意図的に逸脱したのか、
誤って逸脱したのかの判定に利用することができる。
【００１１】
　ここで、車両が経路を逸脱したとき、ユーザに対して、案内経路を意図的に逸脱したの
か、誤って逸脱したのかを問い合わせ、それに対するユーザの応答に基づいて、判定を行
うことも可能である。ユーザに直接確認することにより、間違いのない判定を行うことが
できるためである。
【００１２】
　ただし、車両が案内経路を逸脱するたびにユーザに確認を行うと、ユーザによっては煩
わしさを感ずることも考えられるので、請求項１に記載の車両用ナビゲーション装置では
、
逸脱した状況や、逸脱前後の車両の走行状態に基づいて、ユーザは、意図的に案内経路を
逸脱したのか、誤って逸脱したのかを判定している。
　具体的には、逸脱判定手段は、車両が、案内経路を逸脱して、当初の目的地及び当該目
的地までの案内経路上における経由地以外の地点で停止した場合、案内経路を意図的に逸
脱したと判定する。この場合、案内経路を走行中に目的地や経由地を変更し、その案内経
路を意図的に逸脱したと考えられるためである。なお、車両の停止は、例えば車両のエン
ジンが停止されたか否かに基づいて判定できる。一方、逸脱判定手段は、車両が、目的地
から遠ざかる方向に向かって案内経路を逸脱した場合、また、車両が案内経路を逸脱した
後に、案内経路設定手段が目的地までの案内経路を再設定したとき、その再設定された案
内経路の距離が、逸脱前の案内経路の距離よりも所定距離以上長くなった場合に、案内経
路を誤って逸脱したと判定する。ユーザが敢えて目的地から遠ざかる経路を選択する可能
性は低く、従って、いずれの場合も、案内経路を誤って逸脱した可能性が高いとみなすこ
とができるためである。もしくは、道路地図データにおける各道路には、少なくとも細街
路を含む道路種別が付与されており、逸脱判定手段は、車両が案内経路を逸脱して、細街
路に該当する道路に進入した場合に、案内経路を誤って逸脱したと判定する。案内経路を
設定している場合、目的地までの経路について、ユーザは地理的に不案内であることが多
い。そのような状況で、意図的に細街路を走行する可能性は低いと考えられるためである
。あるいは、逸脱判定手段は、車両が案内経路を逸脱した後に、その走行方向を逆向きに
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転換した場合に、案内経路を誤って逸脱したと判定する。すなわち、車両がＵターンした
り、複数回連続して同じ方向に曲がることによって、走行方向をほぼ逆向きに転換した場
合には、経路の誤りに気付いて、その誤りを修正しようとしていると考えられるためであ
る。または、逸脱判定手段は、車両が案内経路を逸脱した後に、同じ案内経路に復帰した
場合に、案内経路を誤って逸脱したと判定する。車両が元の案内経路に復帰した場合には
、元の案内経路を走行しようとしたにもかかわらず、その案内経路を誤って逸脱したとみ
なすことができるためである。
【００１３】
　また、請求項２に記載したように、逸脱判定手段は、車両の各道路の走行履歴を記憶す
る走行履歴記憶手段を備え、走行履歴記憶手段に記憶された各道路の走行履歴に基づいて
、相対的に走行頻度の高い道路からなる案内経路を途中で逸れて相対的に走行頻度の低い
道路に進入した場合に、案内経路を誤って逸脱したと判定しても良い。ユーザが何度か走
行したことがある経路を途中で逸れた場合には、案内経路を誤って逸脱した可能性が高い
ためである。
【００１４】
　また、請求項３に記載したように、逸脱判定手段は、車両が案内経路から逸脱した分岐
点の形状が、十字形状交差点よりも複雑である場合に、案内経路を誤って逸脱したと判定
しても良い。例えば分岐点の形状が、５差路や６差路、あるいは立体交差になっている場
合、その分岐点形状の複雑さに起因にして、誤って案内経路を逸脱したと考えられるため
である。なお、４差路であっても、全体の形状が十字形状ではなく、隣接する退出路の角
度差が９０°よりも小さい場合などは、十字形状よりも複雑であるとみなすことができる
。
【００１５】
　また、請求項４に記載したように、逸脱判定手段は、車両が案内経路から逸脱した分岐
点が交差点であって、当該交差点が、隣接する交差点から所定距離の範囲内に設けられて
いる場合に、案内経路を誤って逸脱したと判定しても良い。複数の交差点が近接して設け
られている場合、どちらの交差点で曲がるべきか判断に迷い、その結果、誤って案内経路
を逸脱することがあるためである。
【００１８】
　また、請求項５に記載したように、逸脱判定手段は、車両が案内経路を逸脱して、当該
案内経路以外との連絡が遮断されたエリアへの接続道路に進入した場合に、案内経路を誤
って逸脱したと判定しても良い。例えば、住宅地などのエリアは、所定の幹線道路にのみ
接続され、他の国道や県道などの主要道路への通り抜けができない場合がある。このよう
な場合に、案内経路である幹線道路から、そのようなエリアへの接続道路に進入したとき
には、誤って案内経路を逸脱したと考えられる。
【００２１】
　また、請求項６に記載したように、逸脱判定手段は、車両が案内経路を逸脱したとき、
方向指示器が操作されたにもかかわらず、車両が直進し、又は方向指示器が操作されない
にもかかわらず、車両が曲進した場合、案内経路を誤って逸脱したと判定しても良い。こ
のような場合、ユーザは進むべき経路について確信を持っておらず、案内経路から逸れる
経路を誤って選択してしまった可能性が高いと考えられるためである。
【００２２】
　また、請求項７に記載したように、逸脱判定手段は、案内経路によって示される方向と
逆方向に車両が曲がることによって、車両が案内経路から逸脱した場合、案内経路を意図
的に逸脱したと判定しても良い。案内経路によって示される方向とは逆方向に曲がった場
合、明らかに方向が異なるので、誤って案内経路から逸脱したのではなく、意図的に逸脱
したと考えられるためである。
【００２３】
　また、請求項８に記載したように、逸脱判定手段は、方向指示器が操作され、その方向
指示器が指示する方向に車両が曲進した結果、車両が案内経路から逸脱した場合、案内経
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路を意図的に逸脱したと判定しても良い。この場合、車両は、ユーザが意図した通りの経
路を走行しているのとみなせるので、案内経路からの逸脱は意図的なものと考えられるた
めである。
【００２５】
　請求項９に記載したように、車両が過去に逸脱した分岐点を含む案内経路を、その分岐
点で逸脱することなく、案内経路通りに走行した場合に、記憶手段は、その分岐点の分岐
点状況を除外するように記憶分岐点状況を修正するようにしても良い。車両が過去に逸脱
した分岐点を含む案内経路を、その分岐点で逸脱することなく、案内経路通りに走行でき
た場合、類似した状況の分岐点にて案内経路を誤って逸脱する可能性も低いと考えられる
ためである。さらに、類似した状況の分岐点にて、注意喚起を行うと、煩わしさを感じる
おそれも生じるためである。
【００２６】
　なお、記憶分岐点状況を修正する場合、請求項１０に記載するように、車両が、所定の
複数回以上、案内経路通りに走行した場合に、記憶分岐点状況を修正するようにすること
が好ましい。この場合、ユーザは、過去に誤って案内経路を逸脱した分岐点にて、案内経
路をほぼ間違えることがなくなったと判断できるためである。
【００２７】
　請求項１１に記載したように、記憶手段は、車両が案内経路通りに走行して、過去に逸
脱した分岐点を通過したとき、及び案内経路を通って目的地に到達したときのいずれかの
タイミングで、記憶分岐点状況を修正することができる。
【００２８】
　請求項１２に記載したように、記憶手段は、分岐点状況として、分岐点の形状、隣接分
岐点との関係及び分岐点進入時の道路環境の少なくとも１つを記憶することが好ましい。
これにより、案内対象となる分岐点の状況が、案内経路を誤って逸脱した分岐点の状況と
類似するか否かを判定することができる。
【００２９】
　なお、分岐点形状として、５差路、６差路あるいは立体交差など、分岐点全体の形状を
記憶するようにしても良いし、進入路に対する、退出路の本数及び各々の角度を記憶する
ようにしても良い。また、隣接分岐点との関係としては、隣接分岐点との距離や、隣接し
た分岐点同士の形状の類似性などを記憶すれば良い。さらに、分岐点進入時の道路環境と
しては、退出道路が建造物の陰に隠れて見難いとか、目印となる建物，案内板，信号機，
分岐点名称の有無などを記憶すれば良い。
【００３０】
　請求項１３に記載したように、類似判定手段によって類似すると判定された場合、案内
変更手段は、案内対象分岐点において、案内経路を間違え易い分岐点であることを示す内
容を付加するように、案内の態様を変更することが好ましい。例えば、通常の経路案内に
加えて、音声や画面表示にて、「以前に案内経路を間違えた交差点と良く似た交差点です
。ご注意ください」と報知する。これにより、ユーザに対して直接的に、間違え易い分岐
点であることを認識させることができる。
【００３１】
　請求項１４に記載したように、案内変更手段は、類似判定手段によって類似すると判定
された場合、案内対象分岐点に対する案内回数を、類似しないと判定された場合に比較し
て増加するように、案内の態様を変更するようにしても良い。これにより、案内経路を間
違わないように誘導することができるとともに、ユーザに対して間違え易い分岐点である
ことを認識させて、注意を促すことができる。
【００３２】
　請求項１５に記載したように、経路案内手段は、表示手段を備え、案内対象分岐点の拡
大図を、表示手段の一部に表示することによって、車両が進むべき経路を案内するもので
あって、案内変更手段は、類似判定手段によって類似すると判定された場合、表示手段に
おける案内対象分岐点の拡大図の表示領域を、類似しないと判定された場合に比較して拡
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大するように、案内の態様を変更するようにしても良い。これにより、案内経路を間違え
易い分岐点であることをユーザに視覚を通じて伝えることができるとともに、案内対象分
岐点のわかり易い拡大図を提供することができる。
【００３３】
　請求項１６に記載したように、経路案内手段は、表示手段を備え、案内対象分岐点の拡
大図を、表示手段に表示することによって、車両が進むべき経路を案内するものであって
、案内変更手段は、類似判定手段によって類似すると判定された場合と、類似しないと判
定された場合とで、表示手段における案内対象分岐点の拡大図において、当該案内対象分
岐点の表示態様を変更することにより、案内の態様を変更するようにしても良い。例えば
、案内対象分岐点の拡大図の表示色を変更したり、記憶分岐点状況と類似する場合には、
案内対象分岐点を丸で囲んだり、他の目印をつけたりすることで、表示態様を変更する。
このようにしても、案内経路を間違え易い分岐点であることをユーザに視覚を通じて伝え
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態による車両用ナビゲーション装置について図面に基づいて説明
する。図１は、本実施形態に係わる車両用ナビゲーション装置２０の概略構成を示すブロ
ック図である。同図に示すように、本実施形態の車両用ナビゲーション装置２０は、位置
検出器１、地図データ入力器５、操作スイッチ群６、表示装置８、音声出力装置９、外部
メモリ１０及びこれらに接続されたナビゲーションＥＣＵ７を備えている。
【００３５】
　ナビゲーションＥＣＵ７は通常のコンピュータとして構成されており、内部には周知の
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスラインが備えられてい
る。ＲＯＭには、ナビゲーションＥＣＵ７が実行するためのプログラムが書き込まれてお
り、このプログラムに従ってＣＰＵ等が所定の演算処理を実行する。
【００３６】
　位置検出器１は、いずれも周知のジャイロスコープ２、車速センサ（距離センサ）３、
及び衛星からの電波に基づいて車両の位置を検出するＧＰＳ（Global Positioning Syste
m）のためのＧＰＳ受信機４を有している。これらは、各々が性質の異なる誤差を持って
いるため、複数のセンサにより各々補完しながら使用するように構成されている。ナビゲ
ーションＥＣＵ７は、位置検出器１の各センサ等からの信号に基づいて、車両の現在位置
及び進行方向を検出する。なお、各センサの精度によっては位置検出器１を上述した内の
一部で構成しても良いし、他のセンサを用いても良い。
【００３７】
　地図データ入力器５は、ノードデータ及びリンクデータからなる道路地図データ、地名
や建造物等の目印データ等、道路地図を描画するために必要な地図データをナビゲーショ
ンＥＣＵ７に入力する装置である。この地図データ入力器５は、地図データを記憶する記
憶媒体を備える。その記憶媒体としては、記憶するデータ量からＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－
ＲＯＭ等を用いるのが一般的であるが、メモリカードやハードディスクなどの書き換え可
能な媒体を用いてもよい。
【００３８】
　ここで、ノードデータ及びリンクデータの構成について説明する。ノードデータは、複
数の道路が交差、合流、分岐するノード毎に固有の番号を付したノードＩＤ、ノード座標
、ノードに接続する全てのリンクのリンクＩＤが記述される接続リンクＩＤ、分岐点種類
、分岐点名称、信号機の有無、案内板の有無等の各データから構成されている。リンクデ
ータは、道路毎に固有の番号を付したリンクＩＤ、リンク長、始点及び終点のノード座標
、高速道路、有料道路、国道、県道、細街路等の道路種別、道路幅員、車線数、リンク走
行時間、法定制限速度等の各データから構成されている。すなわち、リンクデータのリン
クとは、地図上の各道路を、交差点等の分岐点を示すノードにより複数に分割し、２つの
ノード間をリンクとして規定したものである。
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【００３９】
　これらのノードデータ及びリンクデータにより、地図上に道路を描画したり、ダイクス
トラ法等の公知の手法を用いて、出発地から目的地までの案内経路を探索したりすること
が可能になる。
【００４０】
　操作スイッチ群６は、例えば、後述する表示装置８と一体になったタッチスイッチもし
くはメカニカルなスイッチとして構成され、各種入力に使用される。例えば、本実施形態
のナビゲーション装置２０は、車両の現在位置及びその周辺の地図を表示する通常のナビ
ゲーション機能に加え、経路案内機能を有し、案内経路を設定するために、操作スイッチ
群６により出発地、経由地、目的地を指定することが可能である。なお、出発地は特に指
定されない限り、車両の現在位置となり、また経由地の指定は任意である。
【００４１】
　出発地及び目的地が指定されると、ナビゲーションＥＣＵ７は、公知のダイクストラ法
等の手法を用いて出発地から目的地に達する案内経路を探索する。そして、探索された案
内経路による経路案内を開始することが操作スイッチ群６の操作によって指示されたとき
、ナビゲーションＥＣＵ７は、経路案内を開始する。
【００４２】
　表示装置８は、例えば液晶ディスプレイによって構成され、この表示装置８の画面には
、位置検出器１から入力された車両の現在位置に対応する自車位置マークと、地図データ
入力器５より入力された地図データによって生成される車両周辺の道路地図が表示される
。また、上述した経路案内時には、表示装置８の画面に、案内経路が強調表示された道路
地図が表示され、車両が右左折すべき交差点、高速道路の入口、出口といった所定の案内
対象分岐点に接近したときには、その案内対象分岐点付近の拡大案内図が表示される。
【００４３】
　音声出力装置９は、例えば経路案内が行なわれている時、車両が案内対象分岐点に接近
すると、その案内対象分岐点において車両が進むべき経路（方向）を案内する音声を出力
して、経路に関する音声案内を行う。また、本実施形態では、案内経路を間違い易い分岐
点において注意を促す報知を行うが、その際にも、音声出力装置９が利用される。具体的
には、例えば「以前に案内経路を間違えた交差点と良く似た交差点です。ご注意ください
」と報知する。
【００４４】
　外部メモリ１０は、ユーザによって登録されたメモリ地点等の他、ユーザが案内経路を
誤って逸脱した分岐点の状況を記憶する。この分岐点の状況としては、分岐点の形状、隣
接分岐点との関係及び分岐点進入時の道路環境の少なくとも１つが記憶される。これによ
り、案内対象となる分岐点の状況が、案内経路を誤って逸脱した分岐点の状況と類似する
か否かを判定するための判定情報を記憶できる。
【００４５】
　なお、分岐点形状として、５差路、６差路あるいは立体交差など、分岐点全体の形状を
記憶するようにしても良いし、進入路に対する、退出路の本数及び各々の角度を記憶する
ようにしても良い。また、隣接分岐点との関係としては、隣接分岐点との距離や、隣接し
た分岐点同士の形状の類似性などを記憶する。さらに、分岐点進入時の道路環境としては
、退出道路が建造物の陰に隠れて見難いとか、目印となる建物，案内板，信号機，分岐点
名称の有無などを記憶する。
【００４６】
　次に、本実施形態の特徴部分に関する、案内経路からの逸脱防止のための報知を含む、
経路案内処理について、図２のフローチャートを用いて説明する。
【００４７】
　まず、ステップＳ１００では、ユーザによって指定された出発地、目的地等に基づいて
、案内経路の設定を行う。そして、続くステップＳ１１０では、車両の現在位置及び設定
された案内経路が識別表示された地図を表示することにより、経路案内を開始する。なお
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、案内経路の設定や経路案内の開始については、ユーザからの実行指示がなされたときに
開始される。
【００４８】
　ステップＳ１２０では、設定されている案内経路と現在位置とを対比する。そして、ス
テップＳ１３０において、ステップＳ１２０での対比結果に基づいて、案内対象分岐点に
対する案内タイミングであるか否かを判定する。この案内タイミングは、例えば、車両の
現在位置と案内対象分岐点との距離に基づいて決定される。すなわち、車両の現在位置が
案内対象分岐点に対して所定距離の地点まで接近したときに、案内タイミングであると判
定される。なお、案内を行う基準距離を複数設定することで（例えば、７００ｍ、３００
ｍ、１００ｍ）、同一の案内対象分岐点に対して複数回行われても良い。このステップＳ
１３０の判定処理において、案内タイミングと判定されると、ステップＳ１４０の処理に
進み、案内タイミングではないと判定されるとステップＳ１８０の処理に進む。
【００４９】
　ステップＳ１４０では、案内対象分岐点の状況が、外部メモリ１０に記憶されている、
過去に案内経路を誤って逸脱したことがある逸脱分岐点の状況と類似するか比較する。な
お、案内対象分岐点の状況は、地図データにおけるノードデータから抽出されたり、リン
クデータ及び目印データを用いて算出されたりする。例えば、分岐点形状については、ノ
ードデータに分岐点種類が記憶されているので、その全体形状はノードデータから抽出で
きる。また、分岐点形状が、進入路に対する退出路の本数及び各々の角度からなる場合、
同じ形態での分岐点形状がリンクデータから算出できる。また、退出路が建造物の陰に隠
れて見難いか否かは、リンクデータと目印データとに基づいて、進入路に対する建造物及
び退出路の位置関係から算出することができる。
【００５０】
　続くステップＳ１５０では、ステップＳ１４０での比較結果に基づいて、案内対象分岐
点の状況は、記憶された逸脱分岐点の状況に類似しているか否かを判定する。このステッ
プＳ１５０の判定処理において類似すると判定された場合には、ステップＳ１６０に進み
、類似しないと判定された場合には、ステップＳ１７０に進む。
【００５１】
　ステップＳ１６０では、案内対象分岐点に対する通常の案内、すなわち、表示装置８を
用いた、案内対象分岐点において進むべき経路（方向）を示す拡大案内図の表示と、音声
出力装置９を用いた、案内対象地点における車両の進行方向の音声案内を行うとともに、
案内経路の間違いを防止するための案内を行う。この間違い防止案内は、上述したように
、音声出力装置９を用いた音声案内によって行われるが、併せて、表示装置８の画面に注
意を促すメッセージを表示しても良い。一方、ステップＳ１７０では、案内経路を間違え
易い分岐点ではないとみなせるので、案内対象分岐点に対する通常の案内のみを行う。
【００５２】
　ステップＳ１８０では、現在位置が目的地に到着したか否か、あるいはユーザの指示に
よって経路案内が中止されたか否かを判定する。この判定処理において、目的地に到着し
た、若しくは経路案内が中止されたと判定されると、図２のフローチャートに示す処理を
終了し、まだ目的地に到着しておらず、かつ経路案内は中止されていないと判定される場
合には、ステップＳ１１０からの処理を繰り返す。
【００５３】
　次に、逸脱分岐点の状況を外部メモリ１０に記憶する処理について、図３のフローチャ
ートに基づいて説明する。
【００５４】
　まず、ステップＳ２００では、図２に示す経路案内処理が実行されているか否かが判定
される。この判定処理において、経路案内処理が実行されていないと判定されると、図３
のフローチャートに示す処理は終了する。一方、経路案内処理の実行中と判定された場合
には、ステップＳ２１０に進む。ステップＳ２１０では、車両の現在位置が、設定された
案内経路上に位置しているか否かに基づいて、車両が案内経路を逸脱したか否かを判定す
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る。このステップＳ２１０での判定処理において、車両が案内経路上を走行していると判
定されるとステップＳ２２０の処理に進み、車両が案内経路を逸脱したと判定されるとス
テップＳ２３０の処理に進む。
【００５５】
　ステップＳ２２０では、車両が目的地に到着したか、若しくはユーザの指示によって案
内処理が中止されたかを判定する。そして、車両が目的地に到着した、若しくは案内処理
が中止されたと判定すると、処理を終了する。
【００５６】
　ステップＳ２３０では、車両が案内経路から逸脱した理由の判定を行う。この判定は、
例えば、車両が案内経路を逸脱したときに、ユーザに対して、案内経路を意図的に逸脱し
たのか、誤って逸脱したのかを問い合わせ、それに対するユーザの応答に基づいて、判定
を行うことができる。これにより、逸脱理由を正確に判定できる。
【００５７】
　しかしながら、車両が案内経路を逸脱するたびにユーザに確認を行うと、ユーザによっ
ては煩わしさを感ずることも考えられる。そのため、車両が案内経路を逸脱した状況や、
逸脱前後の車両の走行状態に基づいて、意図的に案内経路を逸脱したのか、誤って逸脱し
たのかを自動的に判定するようにしても良い。以下に、自動的に判定を行うための具体的
な種々の手法について説明する。
【００５８】
　まず、車両が道路を走行した際、いずれの道路を走行したかを示す走行履歴を記憶して
おく。この走行履歴を参照することにより、ユーザが過去に走行したことがある経路を把
握することができる。そして、ユーザが何度か走行したことがある経路を案内経路として
走行中に、その経路を途中で逸れて、走行頻度が０若しくは非常に低い道路を走行し始め
た場合には、案内経路を誤って逸脱したと判定する。
【００５９】
　また、車両が案内経路から逸脱した分岐点の形状が、十字形状の交差点よりも複雑であ
る場合、案内経路を誤って逸脱したと判定する。例えば分岐点の形状が、５差路や６差路
、あるいは立体交差になっている場合、その分岐点形状の複雑さに起因にして、誤って案
内経路を逸脱したと考えられるためである。なお、４差路であっても、全体の形状が十字
形状ではなく、隣接する退出路の角度差が９０°よりも小さい場合などは、いずれの退出
路が案内経路に該当するか迷うこともあるので、そのような分岐点形状も、十字形状より
も複雑であるとみなすことができる。
【００６０】
　また、車両が案内経路から逸脱した分岐点が交差点であって、当該交差点が、隣接する
交差点から所定距離の範囲内に設けられている場合、案内経路を誤って逸脱したと判定す
る。複数の交差点が近接して設けられている場合、どちらの交差点で曲がるべきか判断に
迷い、その結果、誤って案内経路を逸脱することがあるためである。
【００６１】
　また、車両が、目的地から遠ざかる方向に向かって案内経路を逸脱した場合には、案内
経路を誤って逸脱したと判定する。ユーザが敢えて目的地から遠ざかる経路を選択する可
能性は低いためである。同様の理由から、車両が案内経路を逸脱した後に、目的地までの
案内経路が再設定されたとき、その再設定された案内経路の距離が、逸脱前の案内経路の
距離よりも所定距離以上長くなった場合には、案内経路を誤って逸脱したと判定する。
【００６２】
　また、車両が案内経路を逸脱して、細街路に該当する道路に進入した場合、案内経路を
誤って逸脱したと判定する。案内経路を設定している場合、目的地までの経路について、
ユーザは地理的に不案内であることが多い。そのような状況で、意図的に細街路を走行す
る可能性は低いと考えられるためである。
【００６３】
　また、車両が案内経路を逸脱して、当該案内経路以外との連絡が遮断されたエリアへの
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接続道路に進入した場合に、案内経路を誤って逸脱したと判定する。例えば、住宅地など
のエリアは、所定の幹線道路にのみ接続され、他の国道や県道などの主要道路への通り抜
けができない場合がある。このような場合に、案内経路である幹線道路から、そのような
エリアへの接続道路に進入したときには、誤って案内経路を逸脱したと考えられる。
【００６４】
　また、車両が案内経路を逸脱した後に、その走行方向を逆向きに転換した場合に、案内
経路を誤って逸脱したと判定する。すなわち、車両がUターンしたり、複数回連続して同
じ方向に曲がることによって、走行方向をほぼ逆向きに転換したりした場合には、経路の
誤りに気付いて、その誤りを修正しようとしていると考えられる。
【００６５】
　また、車両が案内経路を逸脱した後に、同じ案内経路に復帰した場合、案内経路を誤っ
て逸脱したと判定する。車両が元の案内経路に復帰した場合には、元の案内経路を走行し
ようとしたにもかかわらず、その案内経路を誤って逸脱したとみなすことができるためで
ある。
【００６６】
　また、方向指示器が操作されたにもかかわらず、車両が直進し、又は方向指示器が操作
されないにもかかわらず、車両が曲進した結果、車両が案内経路を逸脱したとき、案内経
路を誤って逸脱したと判定する。このような場合、ユーザは進むべき経路について確信を
持っておらず、案内経路から逸れる経路を誤って選択してしまった可能性が高いと考えら
れるためである。
【００６７】
　上述した種々の手法とは逆に、案内経路によって示される方向と逆方向に車両が曲がる
ことによって、車両が案内経路から逸脱した場合には、案内経路を意図的に逸脱したと判
定する。案内経路によって示される方向とは逆方向に曲がった場合、明らかに方向が異な
るので、誤って案内経路から逸脱したのではなく、意図的に逸脱したと考えられるためで
ある。
【００６８】
　また、方向指示器が操作され、その方向指示器が指示する方向に車両が曲進した結果、
車両が案内経路から逸脱した場合、案内経路を意図的に逸脱したと判定する。この場合、
車両は、ユーザが意図した通りの経路を走行しているのとみなせるので、案内経路からの
逸脱は意図的なものと考えられるためである。
【００６９】
　さらに、車両が案内経路を逸脱して、当初の目的地及び当該目的地までの案内経路上に
おける経由地以外の地点で停止した場合、案内経路を意図的に逸脱したと判定する。この
場合、案内経路を走行中に目的地や経由地を変更し、その案内経路を意図的に逸脱したと
考えられるためである。なお、車両の停止は、例えば車両のエンジンが停止されたか否か
に基づいて判定できる。
【００７０】
　このようにして、ステップＳ２３０にて逸脱理由の判定が実施された後、ステップＳ２
４０では、その逸脱理由の判定結果に基づいて、案内経路からの逸脱は意図的なものであ
ったか否かを判定する。そして、このステップＳ２４０の判定処理において、案内経路か
ら意図的に逸脱したのではなく、誤って逸脱したと判定されたとき、ステップＳ２５０に
進んで、車両が案内経路を逸脱した分岐点の状況を記憶する。ユーザが意図的に案内経路
から逸脱した場合には、その分岐点状況と類似の状況を有する分岐点において、ユーザに
案内経路逸脱防止のための案内を行う必要はないためである。
【００７１】
　ただし、意図的に逸脱した場合の分岐点状況も記憶しておけば、車両が案内経路を逸脱
した際に、意図的に逸脱したのか、誤って逸脱したのかの判定に利用することができるた
め、意図的に逸脱した分岐点状況も記憶しても良い。
【００７２】
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　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明による車両用ナビゲーシ
ョン装置は、上述の実施形態に何ら制限されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない
範囲において種々変形して実施することができる。
【００７３】
　例えば、上述した実施形態では、案内経路を間違え易い分岐点であると判定されると、
案内対象分岐点に対する通常の案内に加えて、ユーザに対して注意を促すための音声報知
等が行われるものであった。しかしながら、ユーザに注意を促す案内の態様は、これに限
られるものではなく、その他にも種々の態様が考えられる。
【００７４】
　例えば、案内経路を間違え易い分岐点においては、その分岐点に対する通常の案内の実
施回数を増加するようにしても良い。これにより、案内経路を間違わないようにユーザを
誘導することができるとともに、ユーザに対して間違え易い分岐点であることを認識させ
て、注意を促すことができる。
【００７５】
　また、案内対象分岐点に対する通常の案内として、表示装置８に案内対象分岐点の拡大
図を表示する際に、画面全体に拡大図を表示するのではなく、例えば２画面表示によって
表示装置８の凡そ半分の画面に拡大図を表示する場合がある。このような場合、案内対象
分岐点が、間違え易い分岐点であれば、その拡大図の表示エリアを、通常よりも大きくす
るようにしても良い。これにより、案内経路を間違え易い分岐点であることをユーザに視
覚を通じて伝えることができるとともに、案内対象分岐点のわかり易い拡大図を提供する
ことができる。
【００７６】
　また、表示装置８に案内対象分岐点の拡大図を表示する際に、その案内対象分岐点が間
違え易い分岐点か、間違えにくい分岐点かに応じて、案内対象分岐点の拡大図において、
当該案内対象分岐点の表示態様を変更するようにしても良い。具体的には、間違え易い分
岐点と間違えにくい分岐点とで、案内対象分岐点の拡大図の表示色を変更したり、間違え
易い分岐点の場合には、案内対象分岐点を丸で囲んだり、他の目印をつけたりすることで
、表示態様を変更する。このようにしても、案内経路を間違え易い分岐点であることをユ
ーザに視覚を通じて伝えることができる。
【００７７】
　また、上述した実施形態では、各ユーザが案内経路を間違えて逸脱するごとに、その逸
脱分岐点の状況を記憶することで、案内経路を間違い易い状況について、各ユーザの傾向
を学習するものであった。ただし、ユーザの運転経験や道路状況に関する知識が向上する
と、案内経路を間違い易い状況が変化し、過去に誤って案内経路を逸脱した分岐点であっ
ても、案内経路通りに走行できるようになる場合がある。
【００７８】
　そのため、車両が過去に逸脱した分岐点を含む案内経路を、その分岐点で逸脱すること
なく、案内経路通りに走行した場合に、その分岐点の分岐点状況を記憶データから除外す
るように記憶した分岐点状況を修正しても良い。この場合、車両が、所定の複数回以上、
案内経路通りに走行した場合に、記憶した分岐点状況を修正することが好ましい。複数回
の走行から、ユーザは、過去に誤って案内経路を逸脱した分岐点にて、案内経路をほぼ間
違えることがなくなったと判断できるためである。なお、記憶した分岐点状況の修正は、
車両が案内経路通りに走行して、過去に逸脱した分岐点を通過したとき、及び案内経路を
通って目的地に到達したときのいずれかのタイミングで行うことができる。
【００７９】
　また、上述したように、案内経路を間違い易い状況について、各ユーザの傾向を学習す
る場合、ある程度ナビゲーション装置を使用して、経路案内処理を行わないと、逸脱分岐
点に関して注意を促す案内が行われない。
【００８０】
　そこで、例えば、運転経験年数、運転頻度、年齢等の条件で各ユーザを分類し、そのユ
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、事前知識として記憶しておいても良い。ユーザは、車両用ナビゲーション装置に対して
、上記した分類に関する自己のプロフィールを登録すれば、ナビゲーション装置の使用開
始初期から、案内経路を間違え易い分岐点について注意を促す案内の提供を受けることが
できる。
【００８１】
　なお、上述した事前知識は、各ユーザの案内経路からの逸脱の有無に基づいて修正され
るように、学習されることが好ましい。これにより、より各ユーザに適応した、案内経路
からの逸脱防止のための案内を行うことができるようになる。
【００８２】
　また、上述した実施形態では、案内経路が設定され、その案内経路に含まれる案内対象
分岐点の状況が、記憶した分岐点状況と類似するか否かに基づいて、案内経路を間違え易
い分岐点であるか否かを判断していた。
【００８３】
　しかしながら、例えば、目的地が設定され、その目的地までの案内経路を探索する際に
、間違え易い分岐点を含む場合に、経路コストを増加させて、極力、間違え易い分岐点を
含まない案内経路を探索するようにしても良い。
【００８４】
　さらに、所望の施設種類を指定して現在位置周辺の施設を検索する場合には、間違え易
い分岐点を含まない経路にて到達できる施設のみを検索するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の実施形態に係わる、車両用ナビゲーション装置の概略構成を示す構成図
である。
【図２】案内経路からの逸脱防止のための報知を含む、経路案内処理を示すフローチャー
トである。
【図３】逸脱分岐点の状況を外部メモリ１０に記憶する処理を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【００８６】
１…位置検出器
５…地図データ入力器
６…操作スイッチ群
７…ナビゲーションＥＣＵ
８…表示装置
９…音声出力装置
１０…外部メモリ
２０…車両用ナビゲーション装置
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