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(57)【要約】
【課題】ユーザの好む駐車場を選択する選択条件を入力
する入力作業を必要とせず、自動的にユーザの好む駐車
場を案内することが可能となる駐車場案内装置、駐車場
案内方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】ＣＰＵ４１は、駐車場に駐車する毎に、当
該駐車場に関する駐車場情報と、道路交通情報センタ等
から定期的に配信された各駐車場の入庫待ち時間や目的
施設周辺の渋滞等の情報等とに基づいて、駐車場ＤＢ２
８に格納される駐車場学習テーブル５１に記憶される各
情報６１～６７の優先度を更新する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駐車場に関する駐車場情報を記憶する情報記憶手段と、
　駐車場に駐車する毎に、当該駐車場に関する前記駐車場情報を取得する情報取得手段と
、
　前記情報取得手段によって取得した前記駐車場情報に基づいて、案内する駐車場を選択
する複数の選択条件のそれぞれに優先度を設定する選択条件設定手段と、
　を備えたことを特徴とする駐車場案内装置。
【請求項２】
　前記情報取得手段は、前記駐車場に関する駐車場情報を取得すると共に、当該駐車場に
関する混雑状況を示す駐車状況情報を取得し、
　前記選択条件設定手段は、前記駐車場情報と前記駐車状況情報とに基づいて前記複数の
選択条件のそれぞれに優先度を設定することを特徴とする請求項１に記載の駐車場案内装
置。
【請求項３】
　目的地に関する目的地情報を取得する目的地情報取得手段と、
　前記複数の選択条件を前記優先度に基づいて必須条件と推奨条件とに区分する区分手段
と、
　前記目的地周辺の前記必須条件を満たしている駐車場を抽出する駐車場抽出手段と、
　前記駐車場抽出手段によって抽出された駐車場を前記推奨条件に基づいて案内する駐車
場案内手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の駐車場案内装置。
【請求項４】
　前記駐車場案内手段は、
　　　前記推奨条件のそれぞれについて前記優先度に基づいて選択寄与度を設定する選択
寄与度設定手段と、
　　　前記駐車場抽出手段によって抽出された駐車場に前記選択寄与度に基づいて優先順
位を付与する優先順位付与手段と、
　を有し、
　該駐車場案内手段は、前記優先順位に基づいて前記目的地周辺の駐車場を案内すること
を特徴とする請求項３に記載の駐車場案内装置。
【請求項５】
　駐車場に駐車する毎に、駐車場に関する駐車場情報を含む地図情報から当該駐車場に関
する前記駐車場情報を取得する情報取得工程と、
　前記情報取得工程で取得した前記駐車場情報に基づいて、案内する駐車場を選択する複
数の選択条件のそれぞれに優先度を設定する選択条件設定工程と、
　を備えたことを特徴とする駐車場案内方法。
【請求項６】
　コンピュータに、
　　　駐車場に駐車する毎に、駐車場に関する駐車場情報を含む地図情報から当該駐車場
に関する前記駐車場情報を取得する情報取得工程と、
　　　前記情報取得工程で取得した前記駐車場情報に基づいて、案内する駐車場を選択す
る複数の選択条件のそれぞれに優先度を設定する選択条件設定工程と、
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駐車場を案内する駐車場案内装置、駐車場案内方法及びプログラムに関する
ものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来より、目的地周辺または車両周辺の駐車場を案内する技術に関して種々提案されて
いる。
　例えば、ユーザが入力した必ず守るべき絶対条件（車高、車幅、車長等である。）を満
足する駐車場のそれぞれについて、ユーザが入力した絶対条件以外の通常条件（駐車料金
、空き率等である。）と重み（ユーザが重視する度合い）とに応じて評価し、第１位にラ
ンクされた駐車場を表示する車載用ナビゲーション装置がある（例えば、特許文献１参照
。）。
【特許文献１】特開平１０－２３９０７６号公報（段落（０００９）～（００３７）、図
１～図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前記した特許文献１に記載された車載用ナビゲーション装置では、ユー
ザは入力装置を介して「絶対条件」、「通常条件」、「重み」をそれぞれ入力する必要が
あるため、入力作業が煩雑であるという問題がある。
【０００４】
　そこで、本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、ユーザの好
む駐車場を選択する選択条件を入力する入力作業を必要とせず、自動的にユーザの好む駐
車場を案内することが可能となる駐車場案内装置、駐車場案内方法及びプログラムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を達成するため請求項１に係る駐車場案内装置は、駐車場に関する駐車場情報
を記憶する情報記憶手段（２５）と、駐車場に駐車する毎に、当該駐車場に関する前記駐
車場情報を取得する情報取得手段（１３）と、前記情報取得手段によって取得した前記駐
車場情報に基づいて、案内する駐車場を選択する複数の選択条件のそれぞれに優先度を設
定する選択条件設定手段（１３）と、を備えたことを特徴とする。
【０００６】
　また、請求項２に係る駐車場案内装置は、請求項１に記載の駐車場案内装置（１）にお
いて、前記情報取得手段（１３）は、前記駐車場に関する駐車場情報を取得すると共に、
当該駐車場に関する混雑状況を示す駐車状況情報を取得し、前記選択条件設定手段（１３
）は、前記駐車場情報と前記駐車状況情報とに基づいて前記複数の選択条件のそれぞれに
優先度を設定することを特徴とする。
【０００７】
　また、請求項３に係る駐車場案内装置は、請求項１又は請求項２に記載の駐車場案内装
置（１）において、目的地に関する目的地情報を取得する目的地情報取得手段（１３）と
、前記複数の選択条件を前記優先度に基づいて必須条件と推奨条件とに区分する区分手段
（１３）と、前記目的地周辺の前記必須条件を満たしている駐車場を抽出する駐車場抽出
手段（１３）と、前記駐車場抽出手段によって抽出された駐車場を前記推奨条件に基づい
て案内する駐車場案内手段（１３）と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項４に係る駐車場案内装置は、請求項３に記載の駐車場案内装置（１）にお
いて、前記駐車場案内手段（１３）は、前記推奨条件のそれぞれについて前記優先度に基
づいて選択寄与度を設定する選択寄与度設定手段（１３）と、前記駐車場抽出手段によっ
て抽出された駐車場に前記選択寄与度に基づいて優先順位を付与する優先順位付与手段（
１３）と、を有し、該駐車場案内手段（１３）は、前記優先順位に基づいて前記目的地周
辺の駐車場を案内することを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項４に係る駐車場案内は、駐車場に駐車する毎に、駐車場に関する駐車場情
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報を含む地図情報から当該駐車場に関する前記駐車場情報を取得する情報取得工程と、前
記情報取得工程で取得した前記駐車場情報に基づいて、案内する駐車場を選択する複数の
選択条件のそれぞれに優先度を設定する選択条件設定工程と、を備えたことを特徴とする
。
【００１０】
　更に、請求項５に係るプログラムは、コンピュータに、駐車場に駐車する毎に、駐車場
に関する駐車場情報を含む地図情報から当該駐車場に関する前記駐車場情報を取得する情
報取得工程と、前記情報取得工程で取得した前記駐車場情報に基づいて、案内する駐車場
を選択する複数の選択条件のそれぞれに優先度を設定する選択条件設定工程と、を実行さ
せるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１１】
　前記構成を有する請求項１に係る駐車場案内装置では、駐車場に駐車する毎に、取得し
た駐車場情報に基づいて、案内する駐車場を選択する複数の選択条件のそれぞれに優先度
を設定するため、案内する駐車場を選択する選択条件のそれぞれに自動的にユーザの好み
に合った優先度を設定することが可能となる。従って、ユーザの好む駐車場を選択する選
択条件を入力する入力作業を必要とせず、自動的にユーザの好む駐車場を案内することが
可能となる。
【００１２】
　また、請求項２に係る駐車場案内装置では、駐車場に駐車する毎に、取得した駐車場情
報と駐車状況情報とに基づいて、案内する駐車場を選択する複数の選択条件のそれぞれに
優先度を設定するため、案内する駐車場を選択する選択条件のそれぞれに自動的にユーザ
の好みに更に合った優先度を設定することが可能となる。従って、自動的にユーザの更に
好みに合った駐車場を案内することが可能となる。
【００１３】
　また、請求項３に係る駐車場案内装置では、複数の選択条件の中から優先度に基づいて
必須条件と選択条件を抽出することによって、ユーザが駐車する際に、強く所望する条件
である必須条件を満たす目的地周辺の駐車場を抽出することが可能となる。更に、目的地
周辺の必須条件を満たす駐車場から、推奨条件に基づいてユーザの好みにあった駐車場を
より正確に抽出することが可能となる。
【００１４】
　また、請求項４に係る駐車場案内装置では、必須条件を満たす目的地周辺の駐車場に対
して、推奨条件に付された選択寄与度に基づいて優先順位を付与することによって、必須
条件を満たす目的地周辺の駐車場をユーザの好みに合った順に案内することが可能となる
。
【００１５】
　また、請求項５に係る駐車案内方法では、駐車場に駐車する毎に、取得した駐車場情報
に基づいて、案内する駐車場を選択する複数の選択条件のそれぞれに優先度を設定するた
め、案内する駐車場を選択する選択条件のそれぞれに自動的にユーザの好みに合った優先
度を設定することが可能となる。従って、ユーザの好む駐車場を選択する選択条件を入力
する入力作業を必要とせず、自動的にユーザの好む駐車場を案内することが可能となる。
【００１６】
　更に、請求項６に係るプログラムでは、コンピュータは当該プログラムを読み込むこと
によって、駐車場に駐車する毎に、取得した駐車場情報に基づいて、案内する駐車場を選
択する複数の選択条件のそれぞれに優先度を設定するため、案内する駐車場を選択する選
択条件のそれぞれに自動的にユーザの好みに合った優先度を設定することが可能となる。
従って、コンピュータは、ユーザの好む駐車場を選択する選択条件を入力する入力作業を
必要とせず、自動的にユーザの好む駐車場を案内することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
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　以下、本発明に係る駐車場案内装置、駐車場案内方法及びプログラムをナビゲーション
装置について具体化した一実施例に基づき図面を参照しつつ詳細に説明する。
【実施例】
【００１８】
　［ナビゲーション装置の概略構成］
　先ず、本実施例に係るナビゲーション装置の概略構成について図１に基づいて説明する
。図１は本実施例に係るナビゲーション装置１を示したブロック図である。
　図１に示すように、本実施例に係るナビゲーション装置１は、自車の現在位置を検出す
る現在地検出処理部１１と、各種のデータが記録されたデータ記録部１２と、入力された
情報に基づいて、各種の演算処理を行うナビゲーション制御部１３と、操作者からの操作
を受け付ける操作部１４と、操作者に対して地図等の情報を表示する液晶ディスプレイ１
５と、経路案内等に関する音声ガイダンスを出力するスピーカ１６と、不図示の道路交通
情報センタや地図情報配信センタ等との間で携帯電話網等を介して通信を行う通信装置１
７とから構成されている。また、ナビゲーション制御部１３には自車の走行速度を検出す
る車速センサ２１が接続されている。
【００１９】
　以下に、ナビゲーション装置１を構成する各構成要素について説明すると、現在地検出
処理部１１は、ＧＰＳ３１、方位センサ３２、距離センサ３３等からなり、現在の自車の
位置、方位、走行距離等を検出することが可能となっている。
【００２０】
　また、データ記録部１２は、外部記憶装置及び記録媒体としてのハードディスク（図示
せず）と、ハードディスクに記憶された地図情報データベース（地図情報ＤＢ）２５、駐
車場データベース（駐車場ＤＢ）２８及び所定のプログラム等を読み出すとともにハード
ディスクに所定のデータを書き込む為のドライバである記録ヘッド（図示せず）とを備え
ている。
【００２１】
　また、地図情報ＤＢ２５には、ナビゲーション装置１の走行案内や経路探索に使用され
るナビ地図情報２６や後述の駐車場学習テーブル５１（図２参照）を作成する処理等で使
用される駐車場情報２７等が格納されている。
　また、ナビ地図情報２６は、経路案内及び地図表示に必要な各種情報から構成されてお
り、例えば、各新設道路を特定するための新設道路情報、地図を表示するための地図表示
データ、各交差点に関する交差点データ、ノード点に関するノードデータ、道路（リンク
）に関するリンクデータ、経路を探索するための探索データ、施設の一種である店舗等の
ＰＯＩ（Pointof Interest）に関する店舗データ、地点を検索するための検索データ等か
ら構成されている。また、ＰＯＩに関する店舗データとしては、施設名、施設ＩＤ、施設
の位置を示す座標（例えば、中心位置の座標等である。）、提携駐車場の施設ＩＤ等が記
憶されている。
【００２２】
　また、ノードデータとしては、実際の道路の分岐点（交差点、Ｔ字路等も含む）や曲率
半径等に応じて設定されたノード点の座標（位置）、ノードＩＤ、ノードが交差点に対応
するノードであるか等を表すノード属性、ノードに接続するリンクの識別番号であるリン
クＩＤのリストである接続リンク番号リスト、各ノード点の高さ等に関するデータ等が記
憶される。
【００２３】
　また、リンクデータとしては、道路を構成する各道路リンク（以下、「リンク」という
。）に関して、リンクを特定可能なリンクＩＤに対応付けて、リンクが示す道路の幅員、
両端ノードのノードＩＤ、勾配、道路属性、道路種別（国道、県道、高速自動車国道など
）等が記憶される。
【００２４】
　また、駐車場情報２７は、駐車場に関する各種データ（以下、「駐車場情報」という。
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）から構成され、駐車場名、上記店舗データに対応する施設ＩＤ、地図上における駐車区
域を表す座標データ（例えば、駐車区域の境界を表す座標群である。）、中心座標位置（
例えば、駐車区域の中心位置の緯度と経度である。）、駐車料金、提携駐車場として契約
する提携施設の施設ＩＤ、駐車可能時間帯、駐車場構造、駐車場の規模等が記憶されてい
る。
【００２５】
　ここで、この駐車料金のデータには、時間当たりの駐車料金、料金上限の有・無及び料
金上限になる駐車時間、料金一定の有・無等が含まれている。また、この駐車可能時間帯
のデータには、午前８時～午後９時や２４時間営業等の駐車場の営業時間が含まれている
。また、駐車場構造には、タワー式、出口にゲートが設けられたゲート型平面駐車場、駐
車位置に可動式プレートが設けられたプレート型平面駐車場、立体駐車場等の駐車場の型
式や、駐車可能な最大地上高、最低車高等のデータ含まれている。また、駐車場規模のデ
ータには、１０台未満、３０台未満、１００台未満や１００台以上等の駐車可能台数、又
は、駐車場面積等が含まれている。
【００２６】
　また、地図情報ＤＢ２５の内容は、不図示の地図情報配信センタから通信装置１７を介
して配信された更新情報をダウンロードすることによって更新される。
　また、駐車場ＤＢ２８には、駐車する毎に学習する後述の駐車場学習テーブル５１（図
２参照）が格納されている。また、後述のように、駐車場学習テーブル５１は駐車場に駐
車する毎に更新される（図３参照）。
【００２７】
　また、図１に示すように、ナビゲーション装置１を構成するナビゲーション制御部１３
は、ナビゲーション装置１の全体の制御を行う演算装置及び制御装置としてのＣＰＵ４１
、並びにＣＰＵ４１が各種の演算処理を行うに当たってワーキングメモリとして使用され
るとともに、経路が探索されたときの経路データ等が記憶されるＲＡＭ４２、制御用のプ
ログラムのほか、後述の駐車場学習テーブル５１を駐車場に駐車する毎に更新する学習テ
ーブル更新処理（図３参照）や後述の目的施設周辺の駐車場を案内する駐車場案内処理（
図４参照）のプログラム等が記憶されたＲＯＭ４３、ＲＯＭ４３から読み出したプログラ
ムを記憶するフラッシュメモリ４４等の内部記憶装置や、時間を計測するタイマ４５等を
備えている。
【００２８】
　更に、前記ナビゲーション制御部１３には、操作部１４、液晶ディスプレイ１５、スピ
ーカ１６、通信装置１７の各周辺装置（アクチュエータ）が電気的に接続されている。
【００２９】
　この操作部１４は、走行開始時の現在地を修正し、案内開始地点としての出発地、案内
終了地点としての目的地を入力する際や施設に関する情報の検索を行う場合等に操作され
、各種のキーや複数の操作スイッチから構成される。そして、ナビゲーション制御部１３
は、各スイッチの押下等により出力されるスイッチ信号に基づき、対応する各種の動作を
実行すべく制御を行う。更に、液晶ディスプレイ１５の前面部には、タッチパネルが設け
られ、画面に表示されたボタンや地図上を押下することによって各種指示コマンドを入力
することが可能に構成されている。
【００３０】
　また、液晶ディスプレイ１５には、現在走行中の地図情報、操作案内、操作メニュー、
キーの案内、現在地から目的地までの誘導経路、誘導経路に沿った案内情報、交通情報等
が表示される。
　また、スピーカ１６は、ナビゲーション制御部１３からの指示に基づいて、誘導経路に
沿った走行を案内する音声ガイダンス等を出力する。ここで、案内される音声ガイダンス
としては、例えば、「２００ｍ先、○○交差点を右方向です。」等がある。
【００３１】
　また、通信装置１７は、地図情報配信センタと通信を行う携帯電話網等による通信手段
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であり、道路交通情報センタ等から送信された渋滞情報や駐車場の空き情報等の各情報か
ら成る交通情報を受信する。
【００３２】
　また、渋滞情報には、渋滞区間の距離、渋滞度（混雑／渋滞の別等）、渋滞区間に含ま
れる各リンクのリンクＩＤ、渋滞車線の進行方向等が含まれている。
　また、駐車場の空き情報には、駐車場毎に、駐車場を特定する施設ＩＤに対応付けて、
駐車場の空きの有・無、駐車場の入庫待ち時間等が含まれている。
【００３３】
　ここで、駐車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５１のデータ構造の一例につ
いて図２に基づいて説明する。図２は駐車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５
１のデータ構造の一例を示す図である。
【００３４】
　図２に示すように、駐車場での駐車に関する学習情報を記憶する駐車場学習テーブル５
１は、提携駐車場情報６１と、混雑状況情報６２と、駐車場構造情報６３と、駐車場規模
情報６４と、駐車料金情報６５と、目的地までの距離情報６６と、営業時間情報６７とか
ら構成され、それぞれの優先度ポイントが優先度情報として記憶されている。尚、後述の
ように駐車場構造情報６３の「最大地上高」、「最低車高」には、優先度ポイントに替え
て数値が記憶されている。
【００３５】
　この提携駐車場情報６１には、提携駐車場に駐車する優先度を表す優先度ポイントが記
憶されている。また、混雑状況情報６２には、駐車場周囲の渋滞と当該駐車場の混雑状況
に対する優先度を表す各優先度ポイントが記憶されている。
　また、駐車場構造情報６３には、過去に駐車した駐車場の中で１番低い「最大地上高」
、過去に駐車した駐車場の中で１番高い「最低車高」が記憶されている。また、この駐車
場構造情報６３には、駐車場の型式（タワー式、プレート型平面駐車場、ゲート型平面駐
車場、立体駐車場）毎に、それぞれの型式の駐車場に駐車する優先度を表す各優先度ポイ
ントが記憶されている。
【００３６】
　また、駐車場規模情報６４には、駐車可能台数が１０台未満、３０台未満、１００台未
満や１００台以上の各駐車場に駐車する優先度を表す各優先度ポイントが記憶されている
。
　また、駐車料金情報６５には、周囲の駐車場よりも安い駐車場に駐車する優先度と、料
金一定の駐車場または料金上限の有る駐車場に駐車する優先度を表す各優先度ポイントが
記憶されている。また、目的地までの距離情報６６には、目的施設までの距離が１番近い
駐車場に駐車する優先度を表す優先度ポイントが記憶されている。また、営業時間情報６
７には、２４時間営業の駐車場に駐車する優先度を表す優先度ポイントが記憶されている
。
【００３７】
　［学習テーブル更新処理］
　次に、上記のように構成されたナビゲーション装置１のＣＰＵ４１が実行する処理であ
って、駐車場に駐車する毎に駐車場学習テーブル５１を更新する学習テーブル更新処理に
ついて図３に基づいて説明する。
【００３８】
　図３はナビゲーション装置１のＣＰＵ４１が実行する処理であって、駐車場に駐車する
毎に駐車場学習テーブル５１を更新する学習テーブル更新処理を示すフローチャートであ
る。尚、図３にフローチャートで示されるプログラムはナビゲーション装置１のナビゲー
ション制御部１３が備えているＲＯＭ４３に記憶されており、ＣＰＵ４１により駐車場に
駐車する毎に実行される。具体的には、ＣＰＵ４１は、所定時間毎に現在地検出処理部１
１を介して自車位置を取得し、ナビ地図情報２６に基づいて自車位置周辺に存在する駐車
場の施設ＩＤを特定する。そして、ＣＰＵ４１は、駐車場情報２７から当該施設ＩＤに対
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応する駐車場の駐車区域を表す座標データを読み出し、自車位置がこの読み出した駐車場
の駐車区域内に位置し、且つ、不図示のイグニッションキーがＯＦＦになった場合に、自
車両が駐車場に駐車したと判断して、以下の処理を実行する。
【００３９】
　図３に示すように、先ず、ステップ（以下、Ｓと略記する）１１において、ＣＰＵ４１
は、現在地検出処理部１１の検出結果に基づいて自車両の座標位置（例えば、緯度と経度
である。）を検出して、自車両が駐車した駐車位置の座標データとしてＲＡＭ４２に記憶
する。また、ＣＰＵ４１は、タイマ４５から時刻を取得して駐車開始時刻としてＲＡＭ４
２に記憶する。また、ＣＰＵ４１は、発進時等にタッチパネル、操作スイッチ等の操作部
１４の入力操作等によって設定された目的施設の施設名、施設ＩＤ、座標位置等をナビ地
図情報２６から再度読み出し、ＲＡＭ４２に記憶する。
【００４０】
　その後、Ｓ１２において、ＣＰＵ４１は、駐車位置の座標データをＲＡＭ４２から読み
出し、ナビ地図情報２６に基づいて駐車位置の座標データに対応する駐車場の施設ＩＤを
取得し、駐車場情報２７からこの施設ＩＤに対応する駐車場名、地図上における駐車区域
を表す座標データ（例えば、駐車区域の境界を表す座標群である。）、中心座標位置（例
えば、駐車区域の中心位置の緯度と経度である。）、駐車料金、提携駐車場として契約す
る提携施設の施設ＩＤ、駐車可能時間帯、駐車場構造、駐車場の規模等を読み出し、自車
両が駐車した駐車場に関する駐車場情報としてＲＡＭ４２に記憶する。
【００４１】
　続いて、Ｓ１３において、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車した駐車
場に関する駐車場情報から、当該駐車場の駐車場構造に関する駐車可能な最大地上高を読
み出す。また、ＣＰＵ４１は、駐車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５１の駐
車場構造情報６３から「最大地上高」を読み出す。そして、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テ
ーブル５１の駐車場構造情報６３から読み出した「最大地上高」よりも当該駐車場の駐車
可能な最大地上高の方が低い場合には、駐車場構造情報６３の「最大地上高」に当該駐車
場の駐車可能な最大地上高を代入して、更新し、駐車場学習テーブル５１に再度記憶する
。一方、駐車場学習テーブル５１の駐車場構造情報６３から読み出した「最大地上高」よ
りも当該駐車場の駐車可能な最大地上高の方が高い場合には、駐車場構造情報６３の「最
大地上高」を更新することなく、駐車場学習テーブル５１に再度記憶する。
【００４２】
　また、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車した駐車場に関する駐車場情
報から、当該駐車場の駐車場構造に関する駐車可能な最低車高を読み出す。また、ＣＰＵ
４１は、駐車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５１の駐車場構造情報６３から
「最低車高」を読み出す。そして、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テーブル５１の駐車場構造
情報６３から読み出した「最低車高」よりも当該駐車場の駐車可能な最低車高の方が高い
場合には、駐車場構造情報６３の「最低車高」に当該駐車場の駐車可能な最低車高を代入
して、更新し、駐車場学習テーブル５１に再度記憶する。一方、駐車場学習テーブル５１
の駐車場構造情報６３から読み出した「最低車高」よりも当該駐車場の駐車可能な最低車
高の方が低い場合には、駐車場構造情報６３の「最低車高」を更新することなく、駐車場
学習テーブル５１に再度記憶する。
【００４３】
　ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車した駐車場に関する駐車場情報から
、当該駐車場の駐車場構造に関する駐車場の型式を読み出す。そして、ＣＰＵ４１は、駐
車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５１から、当該型式の駐車場に駐車する優
先度を表す駐車場構造情報６３の優先度ポイントを読み出し、当該優先度ポイントに１ポ
イント加算して、再度、駐車場学習テーブル５１に記憶する。つまり、各型式の駐車場に
駐車する優先度を表す駐車場構造情報６３の優先度を更新する。
【００４４】
　例えば、自車両が駐車した駐車場に関する駐車場情報から読み出した、当該駐車場の構
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造に関する駐車場の型式が「ゲート型平面駐車場」の場合には、ＣＰＵ４１は、駐車場構
造情報６３の「ゲート」の優先度ポイントを読み出し、当該優先度ポイントに１ポイント
加算して、再度、駐車場学習テーブル５１に記憶する。つまり、「ゲート型平面駐車場」
に駐車する優先度を表す駐車場構造情報６３の優先度を更新する。
【００４５】
　また、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車した駐車場に関する駐車場情
報から、当該駐車場の規模に関する駐車可能台数を読み出す。そして、ＣＰＵ４１は、駐
車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５１から、当該規模の駐車場に駐車する優
先度を表す駐車場規模情報６４の優先度ポイントを読み出し、当該優先度ポイントに１ポ
イント加算して、再度、駐車場学習テーブル５１に記憶する。つまり、各駐車可能台数の
駐車場に駐車する優先度を表す駐車場規模情報６４の優先度を更新する。
【００４６】
　例えば、自車両が駐車した駐車場に関する駐車場情報から読み出した、当該駐車場の駐
車可能台数が「３０台未満」の場合には、ＣＰＵ４１は、駐車場規模情報６４の「３０台
未満」の優先度ポイントを読み出し、当該優先度ポイントに１ポイント加算して、再度、
駐車場学習テーブル５１に記憶する。つまり、駐車可能台数が「３０台未満」の駐車場に
駐車する優先度を表す駐車場規模情報６４の優先度を更新する。
【００４７】
　そして、Ｓ１４において、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車した駐車
場に関する駐車場情報から、当該駐車場の駐車可能時間帯のデータを読みだす。そして、
ＣＰＵ４１は、当該駐車場の駐車可能時間帯が２４時間営業でない場合には、Ｓ１５の処
理に移行する。
【００４８】
　一方、当該駐車場の駐車可能時間帯が２４時間営業の場合には、ＣＰＵ４１は、駐車場
ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５１から、２４時間営業の駐車場に駐車する優
先度を表す営業時間情報６７の優先度ポイントを読み出す。そして、ＣＰＵ４１は、当該
営業時間情報６７の優先度ポイントに１ポイント加算して、再度、営業時間情報６７の優
先度ポイントとして記憶する。つまり、２４時間営業の駐車場に駐車する優先度を表す営
業時間情報６７の優先度を更新する。
【００４９】
　その後、Ｓ１５において、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車した駐車
場に関する駐車場情報から、当該駐車場の中心座標位置のデータを読み出すと共に、目的
施設の座標位置をＲＡＭ４２から読み出し、当該駐車場から目的施設までの距離を算出し
てＲＡＭ４２に記憶する。また、ＣＰＵ４１は、ナビ地図情報２６に基づいて目的施設周
辺の当該駐車場以外の各駐車場の中心位置座標を読み出すと共に、目的施設の座標位置を
ＲＡＭ４２から読み出し、各駐車場から目的施設までの距離を算出してＲＡＭ４２に記憶
する。そして、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶した当該駐車場から目的施設までの距離
と、当該駐車場以外の各駐車場から目的施設までの距離とを比較し、当該駐車場から目的
施設までの距離が最も近い距離でない場合には、Ｓ１６の処理に移行する。
【００５０】
　一方、当該駐車場から目的施設までの距離が最も近い距離の場合には、ＣＰＵ４１は、
駐車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５１から、目的施設までの距離が１番近
い駐車場に駐車する優先度を表す目的地までの距離情報６６の優先度ポイントを読み出す
。そして、ＣＰＵ４１は、当該目的地までの距離情報６６の優先度ポイントに１ポイント
加算して、再度、目的地までの距離情報６６の優先度ポイントとして記憶する。つまり、
目的施設までの距離が１番近い駐車場に駐車する優先度を表す目的地までの距離情報６６
の優先度を更新する。
【００５１】
　続いて、Ｓ１６において、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車した駐車
場に関する駐車場情報から、当該駐車場の施設ＩＤを読み出し、道路交通情報センタ等か
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ら通信装置１７を介して受信してＲＡＭ４２に記憶した交通情報から、当該駐車場の施設
ＩＤに対応する駐車場の入庫待ち時間を読み出す。そして、ＣＰＵ４１は、駐車開始時刻
における当該駐車場の入庫待ち時間が所定時間以上（例えば、約３０分以上である。）か
否かを判定する判定処理を実行する。
【００５２】
　尚、ＣＰＵ４１は、道路交通情報センタ等から定期的（例えば、５分間隔である。）に
配信される自車両及び目的施設周辺（例えば、自車両及び目的施設を中心として半径２ｋ
ｍの範囲である。）の道路の渋滞情報や駐車場の空き情報等の交通情報を通信装置１７を
介して受信した場合には、受信した時刻に基づき最新の渋滞情報や駐車場の空き情報等の
交通情報をＲＡＭ４２に記憶更新する。
【００５３】
　そして、当該駐車場の入庫待ち時間が所定時間以上の場合には、ＣＰＵ４１は、Ｓ１７
の処理に移行する。
　一方、当該駐車場の入庫待ち時間が所定時間以上でない場合には、ＣＰＵ４１は、駐車
場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５１から、当該駐車場の混雑状況に対する優
先度を表す混雑状況情報６２の「入庫待ち時間」の優先度ポイントを読み出し、当該優先
度ポイントに１ポイント加算して、再度、駐車場学習テーブル５１に記憶する。つまり、
当該駐車場の混雑状況に対する優先度を表す混雑状況情報６２の「入庫待ち時間」の優先
度を更新する。
【００５４】
　その後、Ｓ１７において、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車した駐車
場の中心座標位置と目的施設の座標位置とを読み出し、ＲＡＭ４２に記憶する最新の交通
情報から、当該駐車場及び目的施設周辺の道路の渋滞情報を読み出す。そして、ＣＰＵ４
１は、当該渋滞情報とナビ地図情報２６とに基づいて、目的施設から所定範囲内に存在す
る全てのリンクのうち、渋滞しているリンクの割合を算出する。具体的には、ナビ地図情
報２６に基づいて目的施設から所定範囲内（例えば、目的施設を中心として半径１ｋｍの
円内である。）に存在する全てのリンクのリンクＩＤを取得すると共に、ＲＡＭ４２に記
憶する最新の交通情報から渋滞区間に含まれるリンクのリンクＩＤを取得し、全てのリン
クのリンクＩＤと渋滞区間に含まれるリンクＩＤとを比較することにより、目的施設から
所定範囲内に存在する全てのリンクのうち、渋滞しているリンクの割合（以下、渋滞リン
ク割合）を算出する。
【００５５】
　また、ＣＰＵ４１は、ナビ地図情報２６に基づいて、自車両が駐車した駐車場に隣接す
るリンクのリンクＩＤを取得すると共に、ＲＡＭ４２に記憶する最新の交通情報から渋滞
区間に含まれるリンクのリンクＩＤを取得し、自車両が駐車した駐車場に隣接するリンク
が渋滞区間に含まれるか否かを判定する判定処理を実行する。
【００５６】
　そして、算出した渋滞リンク割合が所定閾値（例えば、５０％である。）以上であり、
且つ、自車両が駐車した駐車場に隣接するリンクが渋滞区間に含まれない場合には、ＣＰ
Ｕ１４は、自車両は目的施設周辺の渋滞を避けたと判断して、駐車場ＤＢ２８に格納され
る駐車場学習テーブル５１から、当該駐車場の周囲の渋滞に対する優先度を表す混雑状況
情報６２の「周囲の渋滞」の優先度ポイントを読み出し、当該優先度ポイントに１ポイン
ト加算して、再度、駐車場学習テーブル５１に記憶する。つまり、当該駐車場の周囲の渋
滞に対する優先度を表す混雑状況情報６２の「周囲の渋滞」の優先度を更新する。
　一方、算出した渋滞リンク割合が所定閾値未満、または、自車両が駐車した駐車場に隣
接するリンクが渋滞区間に含まれる場合には、ＣＰＵ４１は、Ｓ１８の処理に移行する。
【００５７】
　続いて、Ｓ１８において、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車した駐車
場に関する駐車場情報から、提携駐車場として契約する提携施設の施設ＩＤを読み出す。
また、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２から目的施設の施設ＩＤを読み出し、提携駐車場として
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契約する提携施設の施設ＩＤの中に当該目的施設の施設ＩＤが含まれているか否かを判定
する判定処理を実行する。
【００５８】
　そして、提携駐車場として契約する提携施設の施設ＩＤの中に当該目的施設の施設ＩＤ
が含まれていない場合には、ＣＰＵ４１は、Ｓ１９の処理に移行する。
　一方、提携駐車場として契約する提携施設の施設ＩＤの中に当該目的施設の施設ＩＤが
含まれている場合には、ＣＰＵ４１は、駐車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル
５１から、提携駐車場に駐車する優先度を表す提携駐車場情報６１の優先度ポイントを読
み出し、当該優先度ポイントに１ポイント加算して、再度、駐車場学習テーブル５１に記
憶する。つまり、提携駐車場に駐車する優先度を表す提携駐車場情報６１の優先度を更新
する。
【００５９】
　そして、Ｓ１９において、ＣＰＵ４１は、不図示のイグニッションキーがＯＮになると
、所定間隔で自車位置を取得すると共に、当該駐車場の駐車区域を表す座標データをＲＡ
Ｍ４２から読み出し、自車位置が当該駐車場の駐車区域の外側に移動するのを待つ、つま
り、駐車場から出るのを待つ（Ｓ１９：ＮＯ）。そして、駐車場を出た場合には（Ｓ１９
：ＹＥＳ）、ＣＰＵ４１は、タイマ４５から現在時刻を駐車終了時刻として取得する。そ
して、ＣＰＵ４１は、上記Ｓ１１で取得した駐車開始時刻をＲＡＭ４２から読み出し、こ
の駐車開始時刻から駐車終了時刻までの経過時間、つまり、駐車時間を算出してＲＡＭ４
２に記憶後、Ｓ２０の処理に移行する。
【００６０】
　続いて、Ｓ２０において、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車した駐車
場に関する駐車場情報から、当該駐車場の駐車料金に関する時間当たりの駐車料金のデー
タを読み出す。また、ＣＰＵ４１は、ナビ地図情報２６に基づいて目的施設周辺の当該駐
車場以外の各駐車場の施設ＩＤを読み出し、この各駐車場の施設ＩＤに対応する駐車料金
に関する時間当たりの駐車料金のデータを駐車場情報２７から読み出す。そして、ＣＰＵ
４１は、当該駐車場の駐車料金に関する時間当たりの駐車料金と、当該駐車場以外の各駐
車場の駐車料金に関する時間当たりの駐車料金とを比較する。
【００６１】
　そして、ＣＰＵ４１は、当該駐車場の時間当たりの駐車料金が、目的施設周辺の当該駐
車場以外の各駐車場の時間当たりの駐車料金よりも安い場合には、駐車場ＤＢ２８に格納
される駐車場学習テーブル５１から、周囲の駐車場よりも安い駐車場に駐車する優先度を
表す駐車料金情報６５の「周囲の駐車場との料金差」の優先度ポイントを読み出す。そし
て、ＣＰＵ４１は、駐車料金情報６５の「周囲の駐車場との料金差」の優先度ポイントに
１ポイント加算して、再度、駐車料金情報６５の「周囲の駐車場との料金差」の優先度ポ
イントとして記憶する。つまり、周囲の駐車場よりも安い駐車場に駐車する優先度を表す
駐車料金情報６５の「周囲の駐車場との料金差」の優先度を更新する。
【００６２】
　また、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２から当該駐車場の駐車時間を読み出すと共に、ＲＡＭ
４２に記憶する自車両が駐車した駐車場に関する駐車場情報から、当該駐車場の駐車料金
に関する料金上限の有・無及び料金上限になる駐車時間、料金一定の有・無のデータを読
み出す。そして、当該駐車場の料金に上限が有って、且つ、料金上限になる駐車時間以上
駐車していた場合、または、当該駐車場の料金が一定である場合には、ＣＰＵ４１は、駐
車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５１から、料金一定の駐車場または料金上
限の有る駐車場に駐車する優先度を表す駐車料金情報６５の「料金上限有無」の優先度ポ
イントを読み出す。
【００６３】
　そして、ＣＰＵ４１は、駐車料金情報６５の「料金上限有無」の優先度ポイントに１ポ
イント加算して、再度、駐車料金情報６５の「料金上限有無」の優先度ポイントとして記
憶する。つまり、料金一定の駐車場または料金上限の有る駐車場に駐車する優先度を表す
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駐車料金情報６５の「料金上限有無」の優先度を更新する。その後、ＣＰＵ４１は、当該
処理を終了する。
【００６４】
　一方、ＣＰＵ４１は、目的施設周辺の当該駐車場以外の各駐車場の時間当たりの駐車料
金の中に、当該駐車場の時間当たりの駐車料金よりも安い駐車料金があり、更に、当該駐
車場の駐車料金に上限が無い場合、又は、当該駐車場の駐車料金が一定で無い場合には、
ＣＰＵ４１は、当該処理を終了する。
【００６５】
　［駐車場案内処理］
　次に、ナビゲーション装置１のＣＰＵ４１が実行する処理であって、目的施設周辺の駐
車場を案内する駐車場案内処理について図４に基づいて説明する。
　図４はナビゲーション装置１のＣＰＵ４１が実行する処理であって、目的施設周辺の駐
車場を案内する駐車場案内処理を示すフローチャートである。尚、図４にフローチャート
で示されるプログラムはナビゲーション装置１のナビゲーション制御部１３が備えている
ＲＯＭ４３に記憶されており、タッチパネル、操作スイッチ等の操作部１４の入力操作等
によって目的施設が設定される毎に、ＣＰＵ４１により実行される。具体的には、ＣＰＵ
４１は、操作部１４の入力操作等によって目的施設が設定された場合には、ナビ地図情報
２６に基づいて目的施設の施設ＩＤ、座標位置等を取得して、ＲＡＭ４２に記憶後、以下
の処理を実行する。
【００６６】
　図４に示すように、先ず、Ｓ１１１において、ＣＰＵ４１は、駐車場ＤＢ２８に格納さ
れる駐車場学習テーブル５１から、ユーザが強く所望していると推定される必須条件を抽
出する。
【００６７】
　具体的には、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テーブル５１から駐車場構造情報６３の「最大
地上高」と「最低車高」とのデータを読み出し、必須条件としてＲＡＭ４２に記憶する。
つまり、ＣＰＵ４１は、駐車場に駐車する際の、駐車可能なサイズを抽出して必須条件と
してＲＡＭ４２に記憶する。
【００６８】
　また、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テーブル５１から提携駐車場情報６１、混雑状況情報
６２の「入庫待ち時間」、「周囲の渋滞」、駐車場構造情報６３の「タワー型」、「プレ
ート」、「ゲート」、「立体駐車場」、駐車場規模情報６４の各「駐車可能台数」、駐車
料金情報６５の「周囲の駐車場との料金差」、「料金上限有無」、目的地までの距離情報
６６、営業時間情報６７のそれぞれの優先度ポイントを読み出し、過去に駐車場に駐車し
た回数に対するポイント数の割合が９０％以上のものを抽出して、必須条件としてＲＡＭ
４２に記憶する。
【００６９】
　例えば、駐車場構造情報６３の「ゲート」の優先度ポイントのポイント数が、過去に駐
車場に駐車した回数に対して、９０％以上の場合には、ＣＰＵ４１は、「ゲート型平面駐
車場」を必須条件としてＲＡＭ４２に記憶する。
【００７０】
　そして、Ｓ１１２において、ＣＰＵ４１は、駐車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テ
ーブル５１から必須条件として抽出した学習情報以外を推奨条件として順次抽出して、各
推奨条件の「選択寄与度」を設定する。
【００７１】
　具体的には、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テーブル５１から提携駐車場情報６１、混雑状
況情報６２の「入庫待ち時間」、「周囲の渋滞」、駐車場構造情報６３の「タワー型」、
「プレート」、「ゲート」、「立体駐車場」、駐車場規模情報６４の各「駐車可能台数」
、駐車料金情報６５の「周囲の駐車場との料金差」、「料金上限有無」、目的地までの距
離情報６６、営業時間情報６７の中から必須条件として抽出されていないものを「推奨条
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件」として順次抽出する。そして、ＣＰＵ４１は、各推奨条件の優先度ポイントを順次読
み出し、過去に駐車場に駐車した回数に対するポイント数の割合を算出して、各推奨条件
の「選択寄与度」として設定する。
【００７２】
　例えば、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テーブル５１から駐車料金情報６５の「周囲の駐車
場との料金差」を「推奨条件」として抽出する。そして、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テー
ブル５１から駐車料金情報６５の「周囲の駐車場との料金差」の優先度ポイントを読み出
す。そして、ＣＰＵ４１は、過去に駐車場に駐車した回数に対する当該優先度ポイントの
ポイント数の割合を算出して、当該推奨条件の「選択寄与度」としてＲＡＭ４２に記憶す
る。
【００７３】
　尚、駐車場構造情報６３の「タワー型」、「プレート」、「ゲート」、「立体駐車場」
のうちのいずれかが必須条件として抽出されている場合には、ＣＰＵ４１は、当該駐車場
構造情報６３の「タワー型」、「プレート」、「ゲート」、「立体駐車場」は推奨条件と
して抽出しない。また、駐車場規模情報６４の各「駐車可能台数」のうちのいずれかが必
須条件として抽出されている場合には、ＣＰＵ４１は、当該駐車場規模情報６４の各「駐
車可能台数」は推奨条件として抽出しない。
【００７４】
　続いて、Ｓ１１３において、ＣＰＵ４１は、ナビ地図情報２６から当該目的施設の周辺
（例えば、目的施設を中心として半径約５００ｍ以内である。）の各駐車場の施設ＩＤを
取得する。そして、上記Ｓ１１１で、必須条件がＲＡＭ４２に記憶されている場合には、
ＣＰＵ４１は、駐車場情報２７からこの各駐車場の施設ＩＤに対応する駐車場情報を順次
読み出すと共に、ＲＡＭ４２に記憶する最新の交通情報を読み出し、当該必須条件を充足
する駐車場を抽出する。そして、この抽出した駐車場を「候補駐車場」としてＲＡＭ４２
に記憶する。
【００７５】
　例えば、ナビ地図情報２６から当該目的施設の周辺（例えば、目的施設を中心として半
径約５００ｍ以内である。）の各駐車場の施設ＩＤを取得する。そして、上記Ｓ１１１で
、「最大地上高：２２０ｃｍ」、「最低車高：２５ｃｍ」、「タワー式」が必須条件とし
て抽出されていた場合には、ＣＰＵ４１は、駐車場情報２７からこの各駐車場の施設ＩＤ
に対応する駐車場情報を順次読み出し、当該必須条件を充足する駐車場を抽出する。具体
的には、ＣＰＵ４１は、最大地上高が２２０ｃｍ以上で、最低車高が２５ｃｍ以下のタワ
ー式の条件を満たす駐車場を抽出する。そして、ＣＰＵ４１は、この抽出した駐車場を「
候補駐車場」としてＲＡＭ４２に記憶する。
【００７６】
　そして、Ｓ１１４において、ＣＰＵ４１は、上記Ｓ１１２で設定した選択寄与度と、道
路交通情報センタ等から定期的に配信された各駐車場の入庫待ち時間や目的施設周辺の渋
滞等の情報をＲＡＭ４２から読み出すと共に、各候補駐車場に関する駐車場情報を順次読
み出し、上記Ｓ１１２で各推奨条件に設定された選択寄与度に基づいて各候補駐車場に案
内ポイントを設定する。そして、ＣＰＵ４１は、各候補駐車場の優先順位を当該各候補駐
車場に設定された案内ポイントの大きい順に設定して、ＲＡＭ４２に記憶する。
【００７７】
　ここで、各候補駐車場に案内ポイントを設定する方法の一例について具体的に説明する
。先ず、各候補駐車場の案内ポイントに「０」を代入して初期化後、提携駐車場情報６１
が必須条件に該当しないで、候補駐車場が目的施設の提携駐車場の場合には、ＣＰＵ４１
は、当該候補駐車場の案内ポイントに、上記Ｓ１１２で設定された提携駐車場情報６１の
選択寄与度を加算する。また、混雑状況情報６２の「入庫待ち時間」が必須条件に該当し
ないで、候補駐車場の入庫待ち時間が所定時間以上の場合には、ＣＰＵ４１は、当該候補
駐車場の案内ポイントに上記Ｓ１１２で設定された混雑状況情報６２の「入庫待ち時間」
の選択寄与度を加算する。
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【００７８】
　また、駐車料金情報６５の「周囲の駐車場との料金差」が必須条件に該当しないで、候
補駐車場の駐車料金が一定でなく、且つ、駐車料金の上限が無い場合には、ＣＰＵ４１は
、候補駐車場の案内ポイントに上記Ｓ１１２で設定された駐車料金情報６５の「周囲の駐
車場との料金差」の選択寄与度を加算する。また、駐車料金情報６５の「料金上限有無」
が必須条件に該当しないで、候補駐車場の駐車料金が一定、又は、駐車料金の上限が有る
場合には、ＣＰＵ４１は、候補駐車場の案内ポイントに上記Ｓ１１２で設定された駐車料
金情報６５の「料金上限有無」の選択寄与度を加算する。
【００７９】
　続いて、Ｓ１１５において、ＣＰＵ４１は、各候補駐車場の優先順位をＲＡＭ４２から
読み出し、優先順位が１番目の候補駐車場を液晶ディスプレイ１５の地図上に表示して、
運転者に案内後、当該処理を終了する。
　尚、ＣＰＵ４１は、各候補駐車場を液晶ディスプレイ１５に優先順位順に、駐車場名、
目的施設までの距離、駐車場構造、駐車料金等の情報等を一覧表示して案内するようにし
てもよい。
【００８０】
　［上記実施例の効果］
　以上詳細に説明した通り、本実施例に係るナビゲーション装置１では、ＣＰＵ４１は、
駐車場に駐車する毎に、当該駐車場に関する駐車場情報と、道路交通情報センタ等から定
期的に配信された各駐車場の入庫待ち時間や目的施設周辺の渋滞等の情報等とに基づいて
、駐車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブル５１に記憶される各情報６１～６７の
優先度を更新するため、各情報６１～６７の優先度を自動的にユーザの好みに合った優先
度に設定することが可能となる。また、ユーザが好みを入力する場合と比較して、「絶対
条件」、「通常条件」、「重み」等を入力する必要がないため、入力作業が煩雑であると
いう問題を解消することができる。
【００８１】
　従って、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テーブル５１に記憶される各情報６１～６７に設定
された優先度に基づいて駐車場を選択することによって、ユーザの好む駐車場を選択する
選択条件を操作部１４を介して入力する入力作業を必要とせず、自動的にユーザの好む駐
車場を案内することが可能となる。
【００８２】
　また、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テーブル５１の各情報６１～６７の中から、過去に駐
車場に駐車した回数に対する優先度ポイントのポイント数の割合が９０％以上のものを、
ユーザが強く所望していると推定される必須条件として抽出する。これにより、ＣＰＵ４
１は、この「必須条件」を充足する候補駐車場を抽出することによって、ユーザが駐車す
る際に強く所望する条件を満たす目的地周辺の候補駐車場を抽出することが可能となる。
【００８３】
　更に、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テーブル５１の各情報６１～６７の優先度ポイントを
順次読み出し、過去に駐車場に駐車した回数に対するポイント数の割合を算出して、各推
奨条件の「選択寄与度」として、各候補駐車場に案内ポイントを設定する。これにより、
ＣＰＵ４１は、各候補駐車場に設定された案内ポイントの大きい順に優先順位を決定する
ことによって、必須条件を満たす目的地周辺の候補駐車場をユーザの好みに合った順に案
内することが可能となる。
【００８４】
　尚、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内
で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。例えば、以下のようにしてもよい。
【００８５】
　（Ａ）ナビゲーション装置１のＣＰＵ４１は、駐車場に駐車する毎に、不図示の地図情
報配信センタへ目的施設に関する施設情報（例えば、施設ＩＤ、座標位置等である。）、
駐車した駐車場に関する駐車場情報（例えば、施設ＩＤ、座標位置等である。）、駐車し
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た曜日、日時データ、ナビ識別ＩＤ等を送信するようにしてもよい。
　一方、地図情報配信センタのＣＰＵは、受信したこれらの情報に基づいて、ナビ識別Ｉ
Ｄで特定されるナビゲーション装置１毎に、上記駐車場学習テーブル５１を作成するよう
にしてもよい。
【００８６】
　そして、地図情報配信センタのＣＰＵは、ナビゲーション装置１のＣＰＵ４１から、目
的施設に関する施設情報、ナビ識別ＩＤ、目的施設周辺の駐車場の案内を要求する要求コ
マンド等を受信した場合には、上記Ｓ１１１～Ｓ１１４の処理を実行して、各候補駐車場
を優先順位順に当該ナビゲーション装置１に対して送信するようにしてもよい。
　これにより、ナビゲーション装置１のＣＰＵ４１の処理負荷を軽減することが可能とな
る。
【００８７】
　（Ｂ）また、上記駐車場学習テーブル５１において、駐車場構造情報６３の「最大地上
高」と「最低車高」を、それぞれ複数種類の高さに分類して、それぞれの優先度ポイント
を優先度情報として記憶するようにしてもよい。例えば、「最大地上高」を「２２０ｃｍ
以上、２２０ｃｍ未満、２００ｃｍ未満、１７９ｃｍ未満、１５５ｃｍ未満」、「最低車
高」を「２５ｃｍ以上、２０ｃｍ以上、１５ｃｍ以上、１５ｃｍ未満」等に分類して、そ
れぞれの優先度ポイントを優先度情報として記憶するようにしてもよい。
【００８８】
　また、この場合には、上記Ｓ１３において、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車
両が駐車した駐車場に関する駐車場情報から、当該駐車場の構造に関する「最大地上高」
と「最低車高」を読み出す。そして、ＣＰＵ４１は、駐車場ＤＢ２８に格納される駐車場
学習テーブル５１から、当該「最大地上高」と「最低車高」に対応する優先度を表す駐車
場構造６３の優先度ポイントを読み出し、当該優先度ポイントに１ポイント加算して、再
度、駐車場学習テーブル５１に記憶するようにしてもよい。
【００８９】
　若しくは、上記Ｓ１３において、ＣＰＵ４１は、ＲＡＭ４２に記憶する自車両が駐車し
た駐車場に関する駐車場情報から、当該駐車場の構造に関する「最大地上高」と「最低車
高」を読み出す。そして、ＣＰＵ４１は、駐車場ＤＢ２８に格納される駐車場学習テーブ
ル５１から、優先度ポイントが最大ポイント数になっている「最大地上高」と「最低車高
」とを読み出す。
【００９０】
　そして、ＣＰＵ４１は、この「最大地上高」よりも当該駐車場の「最大地上高」が該当
するものの方が小さい場合には、この最大ポイント数になっている「最大地上高」の優先
度ポイントを０ポイントに設定すると共に、当該駐車場の「最大地上高」が該当するもの
の優先度ポイントを最大ポイント数に設定して、駐車場学習テーブル５１に再度記憶する
。一方、ＣＰＵ４１は、この「最大地上高」よりも当該駐車場の「最大地上高」が該当す
るものの方が小さくない場合には、駐車場構造情報６３の「最大地上高」を更新しないよ
うにしてもよい。
【００９１】
　また、ＣＰＵ４１は、この「最低車高」よりも当該駐車場の「最低車高」が該当するも
のの方が大きい場合には、この最大ポイント数になっている「最低車高」の優先度ポイン
トを０ポイントに設定すると共に、当該駐車場の「最低車高」が該当するものの優先度ポ
イントを最大ポイント数に設定して、駐車場学習テーブル５１に再度記憶する。一方、Ｃ
ＰＵ４１は、この「最低車高」よりも当該駐車場の「最低車高」が該当するものの方が大
きくない場合には、駐車場構造情報６３の「最低車高」を更新しないようにしてもよい。
【００９２】
　（Ｃ）また、図５に示すように、駐車場学習テーブル５１に替えて、曜日、時間帯別に
提携駐車場情報６１と、混雑状況情報６２と、駐車場構造情報６３と、駐車場規模情報６
４と、駐車料金情報６５と、目的地までの距離情報６６と、営業時間情報６７とを記憶す
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る各曜日時間帯別学習テーブル７１～７８を駐車場ＤＢ２８に格納するようにしてもよい
。また、各曜日時間帯別学習テーブル７１～７８は、月曜日から金曜日までを表す「平日
」と、土曜日、日曜日及び祝日を表す「休日」とに分類され、更に、「午前」、「午後」
、「夕方」、「夜間」の各時間帯にそれぞれ分類されている。これにより、ＣＰＵ４１は
、各曜日時間帯別学習テーブル７１～７８に基づいて駐車場を選択することによって、曜
日、時間帯を考慮してユーザの好む駐車場を案内することが可能となる。
【００９３】
　（Ｄ）また、駐車場に駐車した際に、ユーザにより目的施設が設定されていない場合に
は、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テーブル５１を更新する学習テーブル更新処理において、
上記Ｓ１５における目的地までの距離情報６６の優先度の更新処理、上記Ｓ１７における
混雑状況情報６２の優先度の更新処理、及び、上記Ｓ１８における提携駐車場情報６１の
優先度の更新処理を実行しない構成とするようにしてもよい。
【００９４】
　（Ｅ）また、上記Ｓ１１１において必須条件を抽出する場合、及び、上記Ｓ１１２にお
いて各推奨条件に対する選択寄与度を設定する場合には、ＣＰＵ４１は、過去所定回数以
上又は過去所定期間以上、駐車場に駐車する毎に駐車場学習テーブル５１を更新している
場合のみ、駐車場学習テーブル５１から必須条件を抽出すると共に、必須条件として抽出
した学習情報以外を推奨条件として順次抽出して、各推奨条件の「選択寄与度」を設定す
るようにしてもよい。また、この場合に、ＣＰＵ４１は、駐車場学習テーブル５１には、
過去所定回数又は過去所定期間における駐車場に駐車する毎に更新した各学習情報のみを
格納し、それ以前の各学習情報の優先度ポイントのポイント数を削除するようにしてもよ
い。これにより、ＣＰＵ４１は、常に、最新の優先度ポイントに基づいて、必須条件を抽
出すると共に、各推奨条件の「選択寄与度」を設定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本実施例に係るナビゲーション装置を示したブロック図である。
【図２】駐車場ＤＢに格納される駐車場学習テーブルのデータ構造の一例を示す図である
。
【図３】ナビゲーション装置のＣＰＵが実行する処理であって、駐車場に駐車する毎に駐
車場学習テーブルを更新する学習テーブル更新処理を示すフローチャートである。
【図４】ナビゲーション装置のＣＰＵが実行する処理であって、目的施設周辺の駐車場を
案内する駐車場案内処理を示すフローチャートである。
【図５】他の実施例に係る駐車場ＤＢに格納される各曜日時間帯別学習テーブルのデータ
構造の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１　　　　　　ナビゲーション装置
　１１　　　　　現在地検出処理部
　１２　　　　　データ記録部
　１３　　　　　ナビゲーション制御部
　１４　　　　　操作部
　１５　　　　　液晶ディスプレイ
　２５　　　　　地図情報ＤＢ
　２６　　　　　ナビ地図情報
　２７　　　　　駐車場情報
　２８　　　　　駐車場ＤＢ
　４１　　　　　ＣＰＵ
　４２　　　　　ＲＡＭ
　４３　　　　　ＲＯＭ
　５１　　　　　駐車場学習テーブル
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　７１～７８　　曜日時間帯別駐車場学習テーブル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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