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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的地までの経路を探索し、当該経路に沿って車両を誘導する機能を有する車載用ナビ
ゲーション装置であって、
　表示手段と、
　ショッピングモールの詳細地図データを格納する記憶手段と、
　自車の現在位置を検出する位置検出手段と、
　前記目的地が前記ショッピングモール内の施設のときに、当該施設に近い駐車場区域を
検出して推奨駐車場区域とし、前記自車の現在位置と地図データを基に当該推奨駐車場区
域に進入した前記自車が当該推奨駐車場区域から出たと判定したとき、前記表示手段を介
して当該推奨駐車場区域へ戻る旨の案内をする制御手段とを有することを特徴とする車載
用ナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、検出された自車の現在位置と前記地図データから前記自車が前記ショ
ッピングモールの敷地内に進入したと判定したとき、前記表示手段の表示画面に前記ショ
ッピングモールの詳細地図を表示させるとともに、前記推奨駐車場区域を他の駐車場区域
とは異なる態様で表示させることを特徴とする請求項１に記載の車載用ナビゲーション装
置。
【請求項３】
　前記推奨駐車場区域は、前記施設を保有している建物の出入口のうち、前記施設に最も
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近い出入口を推奨出入口としたとき、当該推奨出入口に最も近い駐車場区域であることを
特徴とする請求項１又は２に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項４】
　更に、駐車場の空き情報を取得する駐車場情報取得手段を有し、
　前記制御手段は、前記駐車場情報取得手段を介して、前記推奨駐車場区域内に駐車スペ
ースがない旨の情報を取得したとき、前記推奨駐車場区域の次に推奨される駐車場区域を
新たな推奨駐車場区域とすることを特徴とする請求項１又は２に記載の車載用ナビゲーシ
ョン装置。
【請求項５】
　前記新たな推奨駐車場区域は、前記施設を保有している建物の出入口のうち、前記施設
に最も近い出入口を推奨出入口としたとき、当該推奨出入口の次に近い出入口を新たな推
奨出入口とし、当該新たな推奨出入口に最も近い駐車場区域であることを特徴とする請求
項４に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項６】
　地図データを基にしてショッピングモール内の目的地まで経路探索を行う車載用ナビゲ
ーション装置における駐車場案内方法であって、
　目的地がショッピングモール内の施設のときに、当該施設に近い駐車場区域を検出して
推奨駐車場区域とするステップと、
　自車が前記ショッピングモールの敷地に入ったと判定したとき、前記ショッピングモー
ルの詳細地図を表示させるとともに、前記推奨駐車場区域を他の駐車場区域とは異なる態
様で表示させるステップと、
　前記推奨駐車場区域に自車が進入した後、前記自車が前記駐車場区域から出たと判定し
たとき、当該推奨駐車場区域へ戻る旨の案内をするステップとを有することを特徴とする
駐車場案内方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、誘導経路に従って車両を目的地まで案内する車載用ナビゲーション装置及び
駐車場案内方法に関し、特に、ショッピングモール内の施設を目的地としたときに適切な
駐車場を案内することが可能な車載用ナビゲーション装置及び駐車場案内方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の典型的な車載用ナビゲーション装置は、ナビゲーションに係る一切の処理を制御
するＣＰＵ等の制御装置、地図データを予め記憶させたＤＶＤ(Digital Versatile Disk)
－ＲＯＭやＩＣメモリカード等の記憶装置、表示装置、ＧＰＳ(Global Positioning Syst
em)受信機、ジャイロや車速センサ等の車両の現在位置及び現在方位を検出する検出装置
等を有している。そして、制御装置により、車両の現在位置を含む地図データを記憶装置
から読み出し、該地図データに基づいて車両位置の周囲の地図画像を表示装置の画面に表
示すると共に、自車の現在位置を指示する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判るように
している。
【０００３】
　また、車載用ナビゲーション装置には、通常、ユーザが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案内する機能（経路誘導機能）が搭載されている。この経
路誘導機能によれば、ＣＰＵにより、地図データを用いて出発地（典型的には自車の現在
位置）から目的地までを結ぶ最適な経路を、横型探索法やダイクストラ法等のシミュレー
ション計算を行って探索し、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、
地図画像上にその誘導経路を他の道路とは識別可能に（例えば、色を変えたり、線幅を太
くして）表示したり、また、自車が誘導経路上で進路を変更すべき交差点まで所定距離に
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近づいたときに地図画像上にその交差点の案内図（交差点拡大図、該交差点での進行方向
を示す矢印、該交差点までの距離、交差点名など）を表示したりすることで、いずれの道
路を走行すればよいか、また、交差点でどの方向に進んだらよいかをユーザが把握できる
ようになっている。
【０００４】
　このようにナビゲーション装置では、指定された目的地までの誘導経路を探索するが、
指定された目的地がショッピングモール等の大型複合施設内の一店舗であるときは、通常
、そのショッピングモールの入口まで誘導経路が設定され、ショッピングモール内に車両
が進入した後は、車両マークが移動するだけである。これは、ショッピングモールは多く
の店舗や映画館その他の施設、及び駐車場が集まっているが、地図データ上はショッピン
グモール全体で一つの施設とみなされているためである。従って、ショッピングモール内
に車両が進入すると、所望の店舗へ行くためにどの道を走行すればよいか分からなくなる
という不便さが生じていた。
【０００５】
　この不便さを解消するための技術として、特許文献１には、車両がショッピングモール
に進入したときに、ショッピングモール内のどこに所望の店舗や施設、駐車場、出口があ
るかを容易に認識できるように表示する技術が記載されている。
【特許文献１】特開２００１－２３５３４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、車両がショッピングモールに進入したときに、ショッピングモール内
の詳細な地図を表示する技術が開発され、所望の店舗がどこにあるかを認識することが可
能である。また、目的の店舗を指定することによって、その店舗に近い駐車場までの経路
案内する技術も検討されており、この技術によれば、広いショッピングモール内を迷うこ
となく目的地まで行くことが可能となる。
【０００７】
　しかし、経路案内によって目的の店舗付近に到達し、近くの駐車場に入ったとしても、
その駐車場に車両を駐車させることができるとは限らない。そのため、車両を駐車させる
場所を探して駐車場内を移動させた結果、駐車した場所が目的の店舗から遠く離れてしま
うことがある。この場合、ショッピングモール内に車両が進入したときにショッピングモ
ール内の地図が表示されていたとしても、駐車した場所から目的の店舗までが遠く、店舗
までの往復に時間がかかり、どのような道順で店舗まで行けばよいかを把握することも困
難になり、車両との事故が発生する危険性も高くなるおそれがある。
【０００８】
　本発明は、かかる従来技術の課題に鑑みなされたものであり、ショッピングモール内の
施設を目的地としたときに適切な駐車場を案内することが可能な車載用ナビゲーション装
置及び駐車場案内方法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】
【０００９】
　上述した従来技術の課題を解決するため、本発明の基本形態によれば、目的地までの経
路を探索し、当該経路に沿って車両を誘導する機能を有する車載用ナビゲーション装置で
あって、表示手段と、ショッピングモールの詳細地図データを格納する記憶手段と、自車
の現在位置を検出する位置検出手段と、前記目的地が前記ショッピングモール内の施設の
ときに、当該施設に近い駐車場区域を検出して推奨駐車場区域とし、前記自車の現在位置
と地図データを基に当該推奨駐車場区域に進入した前記自車が当該推奨駐車場区域から出
たと判定したとき、前記表示手段を介して当該推奨駐車場区域へ戻る旨の案内をする制御
手段とを有することを特徴とする車載用ナビゲーション装置が提供される。
【００１０】
　この形態に係る車載用ナビゲーション装置において、前記制御手段は、検出された自車
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の現在位置と前記地図データから前記自車が前記ショッピングモールの敷地内に進入した
と判定したとき、前記表示手段の表示画面に前記ショッピングモールの詳細地図を表示さ
せるとともに、前記推奨駐車場区域を所定の態様で表示させるようにしてもよく、前記推
奨駐車場区域は、前記施設を保有している建物の出入口のうち、前記施設に最も近い出入
口を推奨出入口としたとき、当該推奨出入口に最も近い駐車場区域であるようにしてもよ
い。
【００１１】
　また、この形態に係る車載用ナビゲーション装置において、更に、駐車場の空き情報を
取得する駐車場情報取得手段を有し、前記制御手段は、前記駐車場情報取得手段を介して
前記推奨駐車場区域内に駐車スペースがない旨の情報を取得したとき、前記推奨駐車場区
域の次に推奨される駐車場区域を新たな推奨駐車場区域とするようにしてもよく、前記新
たな推奨駐車場区域は、前記施設を保有している建物の出入口のうち、前記施設に最も近
い出入口を推奨出入口としたとき、当該推奨出入口の次に近い出入口を新たな推奨出入口
とし、当該新たな推奨出入口に最も近い駐車場区域であるようにしてもよい。
【００１２】
　本発明の車載用ナビゲーション装置によれば、複数の店舗等の施設が集まったショッピ
ングモール内の一つの施設を目的地として経路誘導をしたときに、ショッピングモール内
の複数に区画された駐車場のうち、その施設に近い駐車場区画を案内している。この推奨
する駐車場区画は、他の駐車場区画とは色を変えるなどして異なる表示態様にし、利用者
に一目で分かるようにしている。また、車両が推奨される駐車場区画に進入した後、その
駐車場区画から出たときには、運転者に対して推奨駐車場区画から出た旨を通知する。さ
らに、目的施設に最も近い駐車場区画に駐車スペースがない場合には、次に目的施設に近
い駐車場区画を案内するようにしている。
【００１３】
　これにより、ショッピングモール内の広い駐車場において駐車スペースを探すなどによ
り駐車場内を移動した場合に、目的施設から遠く離れてしまうことを防止することが可能
となる。
【００１４】
　また、本発明の他の形態によれば、上記の形態に係る車載用ナビゲーション装置におい
て実施される駐車場案内方法が提供される。その一形態に係る駐車場案内方法は、地図デ
ータを基にしてショッピングモール内の目的地まで経路探索を行う車載用ナビゲーション
装置における駐車場案内方法であって、目的地がショッピングモール内の施設のときに、
当該施設に近い駐車場区域を検出して推奨駐車場区域とするステップと、自車が前記ショ
ッピングモールの敷地に入ったと判定したとき、前記ショッピングモールの詳細地図を表
示させるとともに、前記推奨駐車場区域を他の駐車場区域とは異なる態様で表示させるス
テップと、前記推奨駐車場区域に自車が進入した後、前記自車が前記駐車場区域から退出
したと判定したとき、当該推奨駐車場区域へ戻る旨の案内をするステップとを有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１は本発明の第１の実施形態に係る車載用ナビゲーション装置１００の構成を示すブ
ロック図である。
【００１７】
　図中、１はＤＶＤ－ＲＯＭドライブであり、１ａは地図データその他の案内データが記
憶されている記憶媒体である。本実施形態では、このようなデータを記憶する記憶媒体と
してＤＶＤ－ＲＯＭ１ａを使用しているが、ハードディスク又はその他の記憶媒体を使用
してもよい。ここに格納されている地図は、１／１２５００、１／２５０００、１／５０
０００、１／１０００００等の各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、この地図に含まれる道路、建築物、施設その他の各種物件は、経度及び
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緯度で表現された点（ノード）の座標集合として記憶されている。地図データは、（１）
道路リスト、ノードテーブル、交差点構成ノードリスト等からなる道路レイヤ、（２）地
図画像上に道路、建築物、公園、河川等を表示するための背景レイヤ、（３）市町村名な
どの行政区画名、道路名、交差点名などを指示する文字や地図記号等を表示するための文
字・記号レイヤ、（４）駐車場のように所定以上の広さを持つ施設エリアを表示するため
の施設レイヤなどから構成されている。施設レイヤのデータは、施設エリアの位置データ
や施設エリアの外形情報を含む描画データ（ポリゴンデータ）を含んでいる。
【００１８】
　また、ＤＶＤ‐ＲＯＭ１ａには、地図データとして、マップマッチングで使用される道
路の形状を表現した道路データが記憶されている。この道路データは道路の形状に応じて
ノード間の距離が異なるシェープノードとシェープノード間のリンクで構成されている。
【００１９】
　また、２はナビゲーション装置本体１０を操作するための操作ボタン等が設けられた操
作部である。本実施形態では、操作部２にリモコン送信機が含まれており、ユーザは手元
のリモコン送信機でナビゲーション装置本体１０を操作することもできる。
【００２０】
　また、３は複数のＧＰＳ衛星から送られてくるＧＰＳ信号を受信して車両の現在位置の
経度、緯度、ＰＤＯＰ(Position DOP)値及びＨＤＯＰ(Horizontal DOP)値等のＧＰＳデー
タを生成して出力するＧＰＳ受信機を示す。４は自立航法センサを示す。この自立航法セ
ンサ４は、車両回転角度を検出するジャイロ等の角度センサと、一定の走行距離毎にパル
スを発生する走行距離センサとにより構成されており、自車の走行速度を検出するのに用
いられる。
【００２１】
　また、５は各種のサービスセンタと通信するための車載電話機等の通信機、６は電波ビ
ーコン又は光ビーコンから送られてくるＶＩＣＳ（道路交通情報通信システム）情報を受
信するＶＩＣＳ受信機を示す。これらのビーコンは路側に設置され、警察署、道路管理者
、駐車場管理者及び統合センターに接続され、周辺の渋滞情報や駐車場の空き情報等を提
供する。
【００２２】
　また、７は液晶パネル等の表示装置であり、ナビゲーション装置本体１０は、この表示
装置７に車両の現在位置の周囲の地図を表示したり、出発地から目的地までの誘導経路や
車両マーク及びその他の案内情報を表示する。８は音声によりユーザに案内情報を提供す
るためのスピーカーである。
【００２３】
　ナビゲーション装置本体１０は以下のものから構成されている。１１はＤＶＤ－ＲＯＭ
ドライブ１を介してＤＶＤ－ＲＯＭ１ａから読み出された地図データを一時的に格納する
バッファメモリを示す。
【００２４】
　１２はマイクロコンピュータにより構成される制御部を示す。制御部１２は、ナビゲー
ション用のプログラムを内蔵しており、このプログラムに従い、ＧＰＳ受信機３から出力
される信号に基づいて自車の現在位置を検出したり、自立航法センサ４から出力される信
号に基づいて自車の走行速度（車速）を算出したり、表示させたい地図のデータをＤＶＤ
－ＲＯＭドライブ１を介してＤＶＤ－ＲＯＭ１ａからバッファメモリ１１に読み出したり
、バッファメモリ１１に読み出された地図データを用いて設定された探索条件で出発地か
ら目的地までの誘導径路を探索するなど、種々の処理を実行する。また、後述するように
、ショッピングモール内の施設を目的地として設定された場合に、その施設を保有してい
る建物の出入口のうち、施設に一番近い出入口及び駐車場区域（ブロック）を検出して、
駐車場ブロックの入口までの誘導経路を探索するとともに、その駐車場ブロックに駐車す
る旨の案内をする等の処理を実行する。
【００２５】
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　１３はバッファメモリ１１に読み出された地図データを用いて地図画像を生成する地図
描画部、１４は動作状況に応じた各種メニュー画面（操作画面）や車両位置マーク及びカ
ーソル等の各種マークを生成する操作画面・マーク発生部である。
【００２６】
　１５は制御部１２で探索した誘導経路を記憶する誘導経路記憶部、１６は誘導経路を描
画する誘導経路描画部を示す。誘導経路記憶部１５には、制御部１２によって探索された
誘導経路の全ノードが出発地から目的地まで記憶される。誘導経路描画部１６は、地図を
表示する際に、誘導経路記憶部１５から誘導経路情報を読み出して、誘導経路を他の道路
とは異なる色及び線幅で描画する。
【００２７】
　１７は記憶部を示し、ＣＤ－ＲＯＭ１ａから読み出したショッピングモールの詳細情報
や、ＧＰＳ受信機３や自立航法センサ４などの出力信号から取得した自車の現在位置など
が一時格納される。１８は音声出力部を示し、制御部１２からの信号に基づいて音声信号
をスピーカー８に供給する。
【００２８】
　１９は画像合成部を示し、地図描画部１３で描画された地図画像に、操作画面・マーク
発生部１４で生成した各種マークや操作画面、誘導経路描画部２２で描画した誘導経路な
どを重ね合わせて表示装置７に表示させる。
【００２９】
　このように構成された車載用ナビゲーション装置１００において、ショッピングモール
内の一つの施設を目的地と設定した場合の駐車場の案内処理動作について説明する。
【００３０】
　車載用ナビゲーション装置１００の制御部１２は、目的地（ショッピングモール内の一
つの店舗）が設定されると、目的地に最も近い駐車場区画（駐車場ブロックとも呼ぶ）の
入口までの誘導経路を探索する。誘導経路に従って、車両がショッピングモール内に進入
すると、ショッピングモールの詳細地図を表示する。また、ユーザが設定した目的地に最
も近い駐車場ブロックを推奨駐車場ブロックとして他の駐車場ブロックと区別して表示す
る。車両が推奨駐車場ブロックに進入したことを検出したあと、その推奨駐車場ブロック
から出たときには、推奨駐車場ブロックに戻る旨の通知を行う。
【００３１】
　このように、目的施設に近い推奨駐車場ブロックを案内し、推奨駐車場ブロックに進入
した自車両がそこから出た場合にはその旨を通知することにより、車両が目的施設から離
れた場所に行ってしまうことを防止することが可能となる。
【００３２】
　次に、本実施形態に係る車載用ナビゲーション装置１００において行う駐車場案内処理
について、図２から図４を参照しながら詳細に説明する。図２は、ショッピングモール内
の駐車場案内処理の一例を示すフローチャートであり、図３は、ショッピングモールのデ
ータ構成図である。また、図４は、ショッピングモールの地図表示の一例を示した図であ
る。
【００３３】
　図２に示す駐車場案内処理において、まず、最初のステップＳ１１では、誘導経路のル
ート検索条件を設定する。ルート検索条件の設定では、ユーザがショッピングモールの建
物内の一つの施設を「目的地」として指定する。「目的地」の入力は、住所、電話番号、
施設名等により入力される。また、表示画面に表示された地図上で目的地をタッチするこ
とによって入力するようにしてもよい。指定された目的地は記憶部１７に一時格納される
。
【００３４】
　次のステップＳ１２では、ステップＳ１１で指定された目的地を基に、推奨する駐車場
ブロックの検出を行う。推奨駐車場ブロックの検出は、ショッピングモール内の店舗とそ
の店舗が入っている建物の出入口との関係及び建物の出入口と駐車場ブロックとの関係を
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示すデータを用いて行う。
【００３５】
　図３は、ショッピングモールのデータ構造の一例を示した図である。図３に示すように
ショッピングモールのデータ構造は階層構造になっており、例えば、Ａショッピングセン
ターについては、その座標位置が（Ｘ１，Ｙ１）であり、Ａショッピングセンターに関す
る詳細情報がリンクＬ１で関連づけられている。詳細情報として、図３の例では、地図と
店舗リストと駐車場が含まれている。このうち、地図は、建物平面図形、駐車場、モール
内道路を含んでいる。また、店舗リストはショッピングモールに存在する店舗のリストで
あり、各店舗に対して詳細な店舗情報が保存されている。例えば、店舗の名称、電話番号
、店舗の位置情報が保存されている。店舗の位置情報は、その店舗が入っている建物の名
称や、建物の出入口（Ｄ１，Ｄ２、…）のリストがその店舗から近い順に保存されている
。また、駐車場はショッピングモールに存在する駐車場ブロックのリストであり、各駐車
場ブロックに対して詳細な情報が保存されている。例えば、駐車場ブロックの名称、位置
情報が保存されている。駐車場ブロックの位置情報は、駐車場ブロックの座標位置（Ｐ１
，Ｑ２）を示しており、出入口情報は、建物のどの出入口に一番近いかを示す情報を示し
ている。図３の例では、駐車場ブロックＰＢに近い建物の出入口はＤ１であることを示し
ている。
【００３６】
　図３に示したような、店舗とその店舗が入っている建物の出入口との関係及び建物の出
入口と駐車場ブロックとの関係を示すデータを基に、目的地として設定された施設に一番
近い出入口を抽出して推奨出入口とし、さらにその推奨出入口に一番近い駐車場ブロック
を抽出して、その駐車場ブロックを推奨駐車場ブロックとする。
【００３７】
　次のステップＳ１３では、自車の現在位置からステップＳ１２で検出された推奨駐車場
ブロックの入口までのルート検索を行う。制御部１２は、従来と同様に地図データをＤＶ
Ｄ－ＲＯＭドライブ１を介してＤＶＤ-ＲＯＭ１ａからバッファメモリ１１に読み出し、
バッファメモリ１１に読み出された地図データを用い、設定された探索条件で自車の現在
位置から目的地までの誘導経路を探索する。ここでは、目的地として推奨駐車場ブロック
の入口までのルート探索を行う。探索された経路は経路記憶部１５に格納される。
【００３８】
　次のステップＳ１４では、車両がショッピングモールの敷地に進入したか否かを判定す
る。ショッピングモールの敷地に進入したと判定されたときは、ステップＳ１５に移行し
、進入していないときは車両がショッピングモールの敷地に進入するまで待機する。車両
がショッピングモールの敷地に進入したことは、自車位置及びショッピングモールの地図
情報を用いて判定される。すなわち、ＧＰＳ受信機３や自立航法センサ４から出力される
自車両の位置データが地図データベース上のショッピングモールの敷地の範囲に入ったこ
とによって自車両がショッピングモールの敷地に進入したことが検出される。
【００３９】
　次のステップＳ１５では、ショッピングモールの詳細地図を表示画面に表示する。車両
がショッピングモールに進入していない状態では、ショッピングモール全体が例えば一つ
の矩形で表示される。図４（ａ）の例では、一般道路（４２ａから４２ｄ）に囲まれた領
域内に一つの矩形でショッピングモールの敷地４１が表示され、ショッピングモールの敷
地４１内を通る道路（４３ａから４３ｃ）が表示されている。図４（ｂ）は自車がショッ
ピングモールに進入した後に表示される詳細地図の一例を示している。車両がショッピン
グモールの敷地４１に入ったときにはショッピングモール内の建物や駐車場ブロックなど
を詳細に示し、ショッピングモール内の道路上にも自車位置ＣＭとともに誘導経路４９が
表示されるようにしている。図４（ｂ）に示すように、ショッピングモールの詳細地図で
は、ショッピングモール内の建物４６の平面図形、駐車場（４８ａ、４８ｂ、４８ｃ）、
モール内の道路（４３ａ、４３ｂ、４３ｃ）などを含んでいる。建物４６には出入口（４
７ａ～４７ｅ）が表示されている。また、駐車場は駐車場ブロック毎に表示され、駐車場
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ブロックの名称（例えば、Ａ駐車場）も含んでいる。
【００４０】
　これらのショッピングモールの敷地４１、建物４６、出入口（４７ａ～４７ｅ）、駐車
場（４８ａ～４８ｃ）はそれぞれポリゴンで表示されており、各ポリゴンの座標を指定し
てそれぞれの領域の色を変えるなどして分かりやすく表示されている。また、ショッピン
グモールの詳細地図の表示の際には、推奨された駐車場ブロックが他の駐車場ブロックと
表示態様を変えて表示される。ここでは、建物４６の出入口４７ｃが目的地と指定された
施設に近い出入口と検出され、駐車場ブロック４８ｂが推奨されたとすると、図４（ｂ）
に示すように、推奨する駐車場ブロック４８ｂを他の駐車場ブロック（４８ａ、４８ｃ）
と異なる態様（例えば、他の駐車場ブロック（４８ａ、４８ｃ）は緑色とし、推奨する駐
車場ブロック４８ｂは赤色とする）で表示される。また、目的地に近い出入口４７ｃも他
の出入口（４７ａ、４７ｂ、４７ｄ、４７ｅ）とは表示態様を変えて表示される。
【００４１】
　なお、自車がショッピングモールに進入し、設定した目的地に到達した後は、経路案内
が終了し誘導経路４９の表示は消去されるが、推奨駐車場ブロック及び、建物の推奨出入
口の表示は他の駐車場ブロック及び、他の出入口とは異なる態様で表示された状態で維持
される。
【００４２】
　次のステップＳ１６では、推奨駐車場ブロックに自車両が進入したか否かを判定する。
推奨駐車場ブロックに自車両が進入するまで待機し、推奨駐車場ブロックに自車両が進入
していると判定されたときはステップＳ１７に移行する。自車両が推奨駐車場ブロックに
進入したか否かの判定は、例えば、地図データメモリに格納されている地図データ（施設
エリアの位置とポリゴンデータ）と、ＧＰＳ受信機３や自立航法センサ４から出力される
自車両の位置データとに基づき、ポリゴンデータで示される推奨駐車場ブロック内に自車
位置が入ったか否かを検出することによって判定する。また、車両が路車間通信装置を搭
載している場合には、推奨駐車場ブロックの入口付近で路車間通信装置が駐車場の設備か
ら信号を受信したか否かによってその駐車場への進入を判定するようにしてもよい。
【００４３】
　次のステップＳ１７では、自車両が推奨駐車場ブロックに入ったことを記憶部１７に一
時格納する。
【００４４】
　次のステップＳ１８では、自車両が推奨駐車場ブロックから出たか否かを判定する。推
奨駐車場ブロックから出た場合はステップＳ１９に移行し、推奨駐車場ブロックから出て
いない場合にはステップＳ２０に移行する。自車両が推奨駐車場ブロックから出たか否か
は、例えば、地図データメモリに格納されている地図データとＧＰＳ受信機３や自立航法
センサ４などから出力される自車両の位置データとに基づいて、ポリゴンデータで示され
る推奨駐車場内から自車位置が出たか否かを検出することによって、判定する。
【００４５】
　次のステップＳ１９では、推奨駐車場ブロックから出た自車両に対して、推奨駐車場ブ
ロックへ戻る旨の案内を行う。この案内は、例えば「Ｂ駐車場ブロックから出ました。Ｂ
駐車場ブロックに戻ってください」等のメッセージを表示画面に表示したり、音声で案内
する。
【００４６】
　次のステップＳ２０では、ＡＣＣがオフされたか否かを検出し、ＡＣＣがオフされてい
ないときはステップＳ１８に戻り、本処理を継続する。
【００４７】
　なお、自車両が推奨駐車場ブロックに進入する前に他の駐車場ブロックに進入した場合
に、推奨駐車場ブロックを利用する旨の案内をするようにしてもよい。この場合は、ステ
ップＳ１６において自車が推奨駐車場ブロックに進入していないと判定された後、自車両
が推奨駐車場ブロックとは異なる駐車場ブロックに進入したか否かを判定し、異なる駐車
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場ブロックに進入したと判定したときに、推奨駐車場ブロックではない旨の案内をする。
【００４８】
　また、検出された推奨駐車場ブロックに空きスペースがない場合には、空きスペースが
検出された駐車場ブロックを推奨駐車場ブロックとして駐車場案内をするようにしてもよ
い。図５及び図６は、空きスペースの有無を考慮した駐車場案内処理の一例を示すフロー
チャートである。図５のローチャートは図２のフローチャートに対して、自車がショッピ
ングモール敷地内に進入したあとに、推奨駐車場ブロックを再検出する処理が含まれてい
る点で異なる。図２のステップＳ１１からＳ１４と図５のステップＳ５１からＳ５４は同
一である。ステップＳ５１からステップＳ５４において、ユーザがショッピングモール内
の施設を目的地として設定し、その目的地に対する推奨駐車場ブロックが検出され、自車
がモール敷地内に進入したものとして、ステップＳ５５から説明する。
【００４９】
　ステップＳ５５では、推奨駐車場ブロックの再検出を行う。具体的には、図６に示すフ
ローチャートに従って行う。まず図６のステップＳ７１において、地図データから目的地
として設定された施設が入っている建物の出入口のうち、その施設に一番近い出入口を抽
出して推奨出入口とする。
【００５０】
　次のステップＳ７２において、推奨出入口に一番近い駐車場ブロックを記憶部１７に格
納したショッピングモールの詳細データから抽出する。図３に示すように、ショッピング
モールの建物内の施設と建物の出入口とが関連づけられ、建物の出入口と駐車場ブロック
が関連付けられている。このデータを用いて、目的の施設を利用するために最適な駐車場
ブロックが検出される。
【００５１】
　次のステップＳ７３では、推奨駐車場ブロック内に駐車スペースがあるか否かを判定す
る。駐車スペースがあれば、ステップＳ７２で検出された駐車場ブロックを推奨駐車場ブ
ロックとして本処理は終了し、駐車場案内処理のステップＳ５６へ移行する。一方、駐車
スペースがなければ、ステップＳ７４に移行し、次に推奨する駐車場ブロックの検出を行
う。駐車スペースの有無の情報は、駐車場の駐車状況を管理するセンター等から発信され
、ＶＩＣＳ受信機６を介して取得する。また、ショッピングモールの管理者がショッピン
グモールのサイトに駐車場の空き情報を提供している場合には、通信機５を介して駐車場
の空き情報を取得するようにしてもよい。
【００５２】
　ステップＳ７４では、ステップＳ７１で抽出された推奨出入口の次に目的施設に近い出
入口を新たな推奨出入口とする。この新たな推奨出入口の抽出に際しても、図３に示すシ
ョッピングモールの建物と駐車場との関係、建物内の施設と出入口との関係を示すデータ
を使用する。図３に示すように、建物内の施設（店舗）毎に、建物の出入口のリストが店
舗から近い順に保存されている。この順に従って、推奨出入口の次に近い出入口（例えば
、Ｄ１が選択されたときの駐車場ブロックに空きスペースがなかったときは、Ｄ２）を新
たな推奨出入口とする。この新たな推奨出入口の情報を基にステップＳ７２において新た
な推奨駐車場ブロックを検出する。
【００５３】
　以上の処理によって空きスペースがある駐車場ブロックが検出された後、ステップＳ５
６に移行して、推奨駐車場ブロックの入口までのルート検索をして新たな誘導経路を表示
する。
【００５４】
　図５のステップＳ５７以降の処理は、図２のステップＳ１５以降の処理と同一である。
すなわち、ショッピングモールの詳細地図を表示し、自車が推奨駐車場ブロックに進入し
たあと、その推奨駐車場ブロックから離れたときに、推奨駐車場ブロックに戻る旨の案内
を行う。
【００５５】
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　以上説明したように、本実施形態の車載用ナビゲーション装置では、複数の店舗等の施
設が集まったショッピングモール内の一つの施設を目的地として経路誘導をしたときに、
ショッピングモール内の複数に区画された駐車場のうち、その施設に近い駐車場区画を案
内している。この推奨する駐車場区画は、他の駐車場区画とは色を変えるなどして異なる
表示態様にし、利用者に一目で分かるようにしている。また、推奨される駐車場区画に車
両が進入した後、その駐車場区画から車両が出たときには、運転者に対して推奨駐車場区
画から出た旨の通知をする。さらに、目的の施設に最も近い駐車場区画に駐車スペースが
ない場合には、次に目的の施設に近い駐車場区画を案内するようにしている。
【００５６】
　これにより、ショッピングモール内の広い駐車場において駐車スペースを探すなどによ
り駐車場内を移動した場合に、目的の施設から遠く離れてしまうことを防止することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の一実施形態に係る車載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】図１に係る車載用ナビゲーション装置における駐車場案内処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図３】ショッピングモールの地図データのデータ構成の一例を示す図である。
【図４】ショッピングモールの詳細地図及び推奨駐車場ブロックの一例を示した図である
。
【図５】図１に係る車載用ナビゲーション装置における空車情報を考慮した駐車場案内処
理の一例を示すフローチャートである。
【図６】推奨駐車場ブロックの再検出処理の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５８】
２…操作部、
３…ＧＰＳ受信機（位置検出手段）、
４…自立航法センサ（位置検出手段）、
５…通信機（駐車場情報取得手段）、
６…ＶＩＣＳ受信機（駐車場情報取得手段）、
７…表示部（表示手段）、
８…スピーカー（表示手段）、
１０…ナビゲーション装置本体、
１１…バッファメモリ（記憶手段）、
１２…制御部（制御手段）、
１７…記憶部（記憶手段）、
４５…ショッピングモール敷地、
４８ａ～４８ｃ…駐車場ブロック。
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