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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両を目標とする駐車スペースへ移動させる駐車操作を支援する駐車支援装置であっ
て、
　前記自車両を前記駐車スペースへ移動させる駐車操作を支援する駐車支援手段と、
　他車両から収集された、前記他車両の前記駐車支援手段が起動された位置情報である駐
車支援起動履歴情報を含む駐車情報を取得する駐車情報取得手段と、
　前記自車両の現在位置を検出する現在位置検出手段と、
　前記駐車情報を参照し、前記検出された自車両の現在位置に基づいて、前記他車両の前
記駐車支援手段が起動された位置から所定距離以内に存在する場合には、前記自車両の駐
車支援手段を起動させる駐車支援起動手段と、を有することを特徴とする駐車支援装置。
【請求項２】
　前記駐車支援手段は、前記駐車操作の支援を開始する際の前記自車両の位置と前記駐車
スペースの位置との位置関係に応じた駐車モードに従い、前記自車両が前記駐車スペース
に至る駐車経路を算出し、当該算出された駐車経路に沿って前記自車両を前記駐車スペー
スへ移動させる処理を行い、
　前記駐車情報は、前記各駐車スペースの位置と、当該各駐車スペースに駐車する際に利
用される駐車モードとが予め対応づけられた情報を含み、
　前記取得した駐車情報を参照し、前記検出された自車両の現在位置に基づいて一又は複
数の駐車モードを選択する駐車モード選択手段と、
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　前記選択された駐車モードを出力する出力制御手段と、を備える請求項１に記載の駐車
支援装置。
【請求項３】
　前記駐車情報は、前記各駐車スペースの位置と、当該各駐車スペースに駐車する際に車
両が利用した駐車モードとが対応づけられた駐車履歴情報を含み、
　前記駐車履歴情報を含む駐車情報を参照し、前記駐車スペースにおける前記駐車モード
の推奨度を算出する推奨度算出手段をさらに備え、
　前記駐車モード選択手段は、前記推奨度の高い駐車モードを選択することを特徴とする
請求項２に記載の駐車支援装置。
【請求項４】
　前記自車両を利用する乗員を識別する運転者識別子を取得する識別子取得手段をさらに
備え、
　前記駐車情報は、前記運転者識別子と対応づけられており、
　前記駐車情報は、前記各駐車スペースの位置と、当該各駐車スペースに駐車する際に利
用される駐車モードとが、前記運転者識別子ごとに予め対応づけられた運転者別駐車履歴
情報を含み、
　前記推奨度算出手段は、前記運転者別駐車履歴情報を含む駐車情報を参照し、前記自車
両から取得した前記運転者識別子と前記検出された自車両の現在位置とに基づいて前記駐
車モードの推奨度を算出することを特徴とする請求項３に記載の駐車支援装置。
【請求項５】
　前記駐車情報は、他車両から取得された、前記各駐車スペースの位置と、当該各駐車ス
ペースに駐車する際に前記他車両が利用した駐車モードとが予め対応づけられた他車両駐
車履歴情報を含み、
　前記推奨度算出手段は、前記他車両駐車履歴情報を含む駐車情報を参照し、前記検出さ
れた自車両の現在位置に基づいて、前記駐車モードの推奨度を算出することを特徴とする
請求項３又は４に記載の駐車支援装置。
【請求項６】
　前記駐車情報は、前記自車両及び／又は前記他車両から収集され、前記駐車スペースの
それぞれについて、当該駐車スペースに駐車する際に前記自車両及び／又は前記他車両の
乗員が前記駐車スペースを狭いと感じたか否かについて入力した主観情報を含み、
　前記推奨度算出手段は、前記各駐車スペースの駐車回数に対して、前記各乗員が当該各
駐車スペースを狭いと感じた主観情報の入力回数の割合が高いほど、前記駐車スペースに
対応づけられた駐車モードの推奨度を低く算出することを特徴とする請求項３～５の何れ
か一項に記載の駐車支援装置。
【請求項７】
　自車両を目標とする駐車スペースへ移動させる駐車操作を支援する駐車支援装置であっ
て、
　前記自車両を前記駐車スペースへ移動させる駐車操作を支援する際に、前記駐車操作の
支援を開始する際の前記自車両の位置と前記駐車スペースの位置との位置関係に応じた駐
車モードに従い、前記自車両が前記駐車スペースに至る駐車経路を算出し、当該算出され
た駐車経路に沿って前記自車両を前記駐車スペースへ移動させる処理を行う駐車支援手段
と、
　前記駐車スペースの存在位置を示す駐車スペース情報と、前記各駐車スペースの位置と
当該各駐車スペースに駐車する際に利用される駐車モードとが予め対応づけられた情報と
、前記各駐車スペースの存在位置と当該各駐車スペースに駐車する際に車両が利用した駐
車モードとが対応づけられた駐車履歴情報とを含む駐車情報を取得する駐車情報取得手段
と、
　前記自車両の現在位置を検出する現在位置検出手段と、
　前記駐車情報を参照し、前記検出された自車両の現在位置に基づいて、前記自車両が前
記駐車スペースの存在位置から所定距離以内に存在する場合には、前記駐車支援手段を起
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動させる駐車支援起動手段と、
　前記駐車履歴情報を含む駐車情報を参照し、前記駐車スペースにおける前記駐車モード
の推奨度を算出する推奨度算出手段と、を備え、
　前記取得した駐車情報を参照し、前記検出された自車両の現在位置に基づいて選択され
た複数の駐車モードから、前記推奨度の高い駐車モードを選択する駐車モード選択手段と
、
　前記選択された駐車モードを出力する出力制御手段と、を有し、
　前記駐車情報は、他車両から取得された、前記各駐車スペースの位置と当該各駐車スペ
ースに駐車する際に前記他車両が利用した駐車モードとが予め対応づけられた他車両駐車
履歴情報を含み、
　前記推奨度算出手段は、前記他車両駐車履歴情報を含む駐車情報を参照し、前記検出さ
れた自車両の現在位置に基づいて、前記駐車モードの推奨度を算出する駐車支援装置。
【請求項８】
　自車両を目標とする駐車スペースへ移動させる駐車操作を支援する駐車支援装置であっ
て、
　前記自車両を前記駐車スペースへ移動させる駐車操作を支援する際に、前記駐車操作の
支援を開始する際の前記自車両の位置と前記駐車スペースの位置との位置関係に応じた駐
車モードに従い、前記自車両が前記駐車スペースに至る駐車経路を算出し、当該算出され
た駐車経路に沿って前記自車両を前記駐車スペースへ移動させる処理を行う駐車支援手段
と、
　前記駐車スペースの存在位置を示す駐車スペース情報と、前記各駐車スペースの位置と
当該各駐車スペースに駐車する際に利用される駐車モードとが予め対応づけられた情報と
、前記各駐車スペースの存在位置と当該各駐車スペースに駐車する際に車両が利用した駐
車モードとが対応づけられた駐車履歴情報とを含む駐車情報を取得する駐車情報取得手段
と、
　前記自車両の現在位置を検出する現在位置検出手段と、
　前記駐車情報を参照し、前記検出された自車両の現在位置に基づいて、前記自車両が前
記駐車スペースの存在位置から所定距離以内に存在する場合には、前記駐車支援手段を起
動させる駐車支援起動手段と、
　前記駐車履歴情報を含む駐車情報を参照し、前記駐車スペースにおける前記駐車モード
の推奨度を算出する推奨度算出手段と、を備え、
　前記取得した駐車情報を参照し、前記検出された自車両の現在位置に基づいて選択され
た複数の駐車モードから、前記推奨度の高い駐車モードを選択する駐車モード選択手段と
、
　前記選択された駐車モードを出力する出力制御手段と、を有し、
　前記駐車情報は、前記自車両及び／又は他車両から収集され、前記駐車スペースのそれ
ぞれについて、当該駐車スペースに駐車する際に前記自車両及び／又は他車両の乗員が前
記駐車スペースを狭いと感じたか否かについて入力した主観情報を含み、
　前記推奨度算出手段は、前記各駐車スペースの駐車回数に対して、前記各乗員が当該各
駐車スペースを狭いと感じた主観情報の入力回数の割合が高いほど、前記駐車スペースに
対応づけられた駐車モードの推奨度を低く算出する駐車支援装置。
【請求項９】
　前記出力制御手段は、前記算出された推奨度の高い順に、全駐車モード数よりも少ない
数の駐車モードを選択し、前記選択された駐車モードのみを出力することを特徴とする請
求項３～８の何れか一項に記載の駐車支援装置。
【請求項１０】
　前記出力制御手段は、前記算出された推奨度が最も高い駐車モードを、前記駐車支援手
段の起動時における駐車モードとして設定させる設定指令を、前記駐車支援手段に出力す
ることを特徴とする請求項３～８の何れか一項に記載の駐車支援装置。
【請求項１１】
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　請求項１、又は請求項１に従属する請求項２～６、９、１０の何れか一項に記載された
駐車支援装置と、前記各駐車支援装置と情報の授受が可能な駐車情報管理サーバと、を備
える駐車支援システムであって、
　前記駐車情報管理サーバは、
　各車両から前記駐車支援手段が起動された位置情報を含む駐車に関する情報を収集する
情報収集手段と、
　前記収集した駐車に関する情報に基づいて、前記駐車支援手段が起動された位置情報で
ある駐車支援起動履歴情報を含む駐車情報を生成する駐車情報生成手段と、
　前記生成した駐車情報を、前記各車両に提供する駐車情報提供手段と、を有することを
特徴とする駐車支援システム。
【請求項１２】
　自車両が目的の駐車スペースへ移動させる駐車操作を支援する駐車支援方法であって、
　前記自車両の現在位置を取得するステップと、
　他車両から収集された、前記他車両の駐車支援機能が起動された位置情報である駐車支
援起動履歴情報を含む含む駐車情報を参照し、前記自車両の現在位置に基づいて、前記他
車両の駐車支援機能が起動された位置から所定距離以内に存在する場合には、前記自車両
の駐車支援機能を起動させるステップと、
　を有する駐車支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目標とする駐車スペースへ車両を移動させる駐車操作を支援する駐車支援装
置、駐車支援システム及び駐車支援方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の技術に関し、運転者が画像表示手段に表示される俯瞰画像を見ながら自車両が
目標となる駐車区画に対して直行の向きで停止した開始基準状態となったと判断した場合
に、そのタイミングでスタートスイッチに入力して駐車操作ナビゲーション映像の再生を
開始する駐車ナビゲーションシステムが知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２０８４８３号公報（段落００１８、００２６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術において、駐車支援動作を実行させる度に、スイッチ等を操
作して処理を開始させなければならず、運転者が駐車支援動作を実行させるために行うべ
き判断及び操作の負荷が高いという問題がある。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、駐車支援動作の実行時において、運転者の操作の負
荷を低減させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、他車両から収集された、他車両の駐車支援手段が起動された位置情報である
駐車支援起動履歴情報を含む含む駐車情報を参照し、自車両の現在位置に基づいて、他車
両の駐車支援手段が起動された位置から所定距離以内に存在する場合には、自車両の駐車
支援機能を自動的に起動することにより、上記課題を解決する。
　本発明は、他車両から取得された、各駐車スペースの位置と、各駐車スペースに駐車す
る際に他車両が利用した駐車モードとが予め対応づけられた他車両駐車履歴情報を含む駐
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車情報を参照し、駐車スペースにおける駐車モードの推奨度を算出し、自車両の現在位置
に基づいて選択された複数の駐車モードから、推奨度の高い駐車モードを選択し、選択さ
れた駐車モードを出力することにより、上記課題を解決する。
　本発明は、自車両及び／又は他車両から収集され、駐車スペースのそれぞれについて、
当該駐車スペースに駐車する際に自車両及び／又は他車両の乗員が駐車スペースを狭いと
感じたか否かについて入力した主観情報を含む駐車情報を参照し、各駐車スペースの駐車
回数に対して、各乗員が当該各駐車スペースを狭いと感じた主観情報の入力回数の割合が
高いほど、駐車スペースに対応づけられた駐車モードの推奨度を低く算出し、取得した駐
車情報を参照し、検出された自車両の現在位置に基づいて選択された複数の駐車モードか
ら、推奨度の高い駐車モードを選択し、選択された駐車モードを出力することにより、上
記課題を解決する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、自車両の現在位置に基づいて、駐車支援処理を自動的に起動するので
、駐車支援動作の実行の度にスイッチ等を操作する必要がない。その結果、駐車支援動作
の実行時において、運転者の操作負荷を低減させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る実施形態の駐車支援システムの構成図である。
【図２】本発明に係る実施形態の駐車支援システムの具体的なブロック構成図である。
【図３Ａ】本実施形態の駐車情報の第１の例を示す図である。
【図３Ｂ】本実施形態の駐車情報の第２の例を示す図である。
【図３Ｃ】本実施形態の駐車情報の第３の例を示す図である。
【図４Ａ】本発明の実施形態に係る車両用の駐車支援装置の制御手順を示すフローチャー
ト図である。
【図４Ｂ】本発明の実施形態に係る駐車情報管理サーバの制御手順を示すフローチャート
図である。
【図５】本実施形態の車載カメラの設置位置の一例を示す図である。
【図６Ａ】駐車モードの通常の出力態様の一例を示す図である。
【図６Ｂ】選択された駐車モードの出力態様の第１の例を示す図である。
【図６Ｃ】選択された駐車モードの出力態様の第２の例を示す図である。
【図７】目標駐車スペースの設定用画面の一例を示す図である。
【図８Ａ】目標駐車スペースへの移動経路の一例を説明するための第１の図である。
【図８Ｂ】目標駐車スペースへの移動経路の一例を説明するための第２の図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係る駐車支援装置を車両用駐車支援システム１００Ｖに適用するととも
に、本発明に係る駐車支援システムを車両用駐車支援システム１００Ｖ及び駐車情報管理
サーバ２０００を備える駐車支援システム１０００に適用した場合を例にして説明する。
【００１０】
　図１は、本発明の本実施形態に係る駐車支援システム１０００のブロック構成図である
。図１に示すように、本実施形態の駐車支援システム１０００は、自車両及び他車両ＶＸ
に搭載された車両用駐車支援システム１００Ｖと、駐車情報管理サーバ２０００とを備え
る。
【００１１】
　本実施形態の駐車支援システム１０００は、互いに情報の授受を行うことができる駐車
情報管理サーバ２０００と、自車両Ｖ及び複数の他車両ＶＸ（プローブ車両）に搭載され
た車両用駐車支援システム１００Ｖとを備える、いわゆるプローブカーシステムを構成す
る。駐車情報管理サーバ２０００と車両に搭載された車両用駐車支援システム１００Ｖと
の通信の手法は特に限定されない。
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【００１２】
　車両用駐車支援システム１００Ｖは、駐車支援装置１００と、通信装置２００と、ナビ
ゲーション装置３００と、車両コントローラ４００と、ＣＡＮ（Controller Area Networ
k）などの車載ＬＡＮとを備える。本実施形態の駐車支援装置１００と上記各車載装置２
００、３００、４００とは、互いに情報の授受を行うことができるようにＣＡＮ（Contro
ller Area Network）その他の車載ＬＡＮによって接続されている。
【００１３】
　車両に搭載された駐車支援装置１００は、各種車載装置と連携し、自車両を目標駐車ス
ペースへ移動させる駐車操作を支援する。通信装置２００は、駐車情報管理サーバ２００
０などの外部装置との情報の授受を行う。ナビゲーション装置３００は、現在位置検出装
置３０１と、アクセス可能な地図情報３０３と、地図情報を参照して経路探索を実行する
経路探索装置３０２とを備える。車両コントローラ４００は、車両の駆動を制御する。駐
車支援装置１００が搭載された複数の他車両ＶＸは、駐車支援管理サーバ２０００へ情報
を提供するプローブカーとして機能する。また、駐車支援装置１００が搭載された複数の
他車両ＶＸは、駐車支援管理サーバ２０００から取得した情報を利用する。
【００１４】
　図２は、本発明に係る実施形態の車両用駐車支援システム１００Ｖの具体的な構成図で
ある。車両用駐車支援システム１００Ｖは、車両Ｖに搭載され、運転者が希望する駐車モ
ード（並列駐車、縦列駐車、斜め駐車など）で、運転者が設定した目標とする駐車スペー
スに自車両Ｖを駐車する操作を支援する装置である。図２に示すように、車両用の駐車支
援システム１００Ｖは、駐車支援処理の実行を制御する駐車支援装置１００と、通信装置
２００と、車両コントローラ４００と、カメラ１ａ～１ｄと、画像処理装置２とを備える
。さらに、車両用駐車支援システム１００Ｖは、車両の駆動装置４０と、ステアリング装
置５０と、車速センサ６０と、現在位置検出装置３０１と、を備える。上記各構成はＣＡ
Ｎを介して相互に情報の授受が可能である。同図に示す駐車情報管理サーバ２０００は、
各車両用駐車支援装置１００Ｖと情報の授受を行い、後述する駐車情報の管理を行うコン
ピュータである。
【００１５】
　車両用駐車支援システム１００Ｖが備える各構成について説明する。
　駐車支援装置１００は、制御装置１０と入出力装置２０（タッチパネル式ディスプレイ
）とを備えるコンピュータである。制御装置１０は、起動命令に従い起動し、選択された
駐車モードで自車両を目標駐車スペースへ移動させる操作（以下、駐車操作ともいう）を
支援するプログラムが格納されたＲＯＭ（Read Only Memory）１２と、このＲＯＭ１２に
格納されたプログラムを実行することで、駐車支援装置１００として機能する動作回路と
してのＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、アクセス可能な記憶装置として機能
するＲＡＭ（Random Access Memory）１３と、を備える。ＲＡＭ１２は駐車情報Ｐを記憶
する。
【００１６】
　本実施形態に係る駐車支援装置１００の制御装置１０は、駐車支援機能と、駐車情報取
得機能と、現在位置検出機能と、駐車モード選択機能と、出力制御機能とを有する。さら
に、制御装置１０は、推奨度算出機能と、識別子取得機能と、駐車支援起動機能を有する
。本実施形態の制御装置１０は、上記機能を実現するためのソフトウェアと、上述したハ
ードウェアの協働により各機能を実行する。
【００１７】
　以下、本実施形態に係る駐車支援装置１００の各機能について説明する。
【００１８】
　まず、駐車支援装置１００の制御装置１０が実行する駐車支援機能について説明する。
駐車支援機能は、自車両を目標とする駐車スペースへ移動させる駐車操作を支援する機能
である。具体的に、本実施形態の駐車支援機能は、駐車操作の支援を開始する際の自車両
の位置と駐車スペースの位置との位置関係に応じた駐車モードに従い、自車両が駐車スペ
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ースに至る駐車経路を算出し、この駐車経路に沿って自車両を駐車スペースへ移動させる
機能である。本実施形態の制御装置１０は、駐車支援機能を実行するために、撮像画像取
得機能と、合成画像生成機能と、駐車モード選択機能と、目標駐車スペース設定機能とを
さらに備える。
【００１９】
　駐車支援装置１００の制御装置１０は、駐車支援機能を実行する駐車支援コントロール
ユニットを備える。駐車支援コントロールユニットは、駐車操作の支援を開始する際の自
車両Ｖの位置と目標とする駐車スペースの位置との位置関係に応じた駐車モードに従い、
自車両Ｖが目標とする駐車スペースに至る駐車経路を算出し、当該算出された駐車経路に
沿って自車両Ｖを目標駐車スペースへ移動させる。
【００２０】
　その手法は特に限定されないが、たとえば、駐車支援コントロールユニットは、ＡＴ／
ＣＶＴコントロールユニットからのシフトレンジ情報、ＡＢＳコントロールユニットから
の車輪速情報、舵角センサコントロールユニットからの舵角情報、ＥＣＭからのエンジン
回転数情報等に基づいて、自動転舵に関する指示情報を演算し、車両コントローラ４００
を介して駆動装置４０、ステアリング装置５０等の動作を制御することにより、車両が目
標駐車スペースへ移動することを支援する。
【００２１】
　また、駆動装置４０は、駐車支援装置１００から取得したＥＰＳコントロールユニット
（車速感応式電子制御パワーステアリングシステム）に対する制御指令信号に基づいて車
両Ｖを目標駐車スペースへ移動させる操作を補助する。例えば、駆動装置４０に含まれる
電動パワーステアリング（ＥＰＳ）のＥＰＳモータは、駐車支援装置１００から取得した
制御指令信号に基づいてステアリング装置５０が備えるパワーステアリング機構を駆動し
て車両Ｖを目標駐車スペースＰＫへ移動する際の操作を支援する。
【００２２】
　さらに、ステアリング装置５０のステアリングコントロールユニットは、制御装置１０
の制御指令に従い、ステアリングのコラムシャフトに取り付けられるモータ等の制御を実
行する。具体的に、ステアリングコントロールユニットは、駐車支援装置１００が算出し
た車両の現在位置から駐車スペースまでの駐車経路と設定車速と設定舵角に基づいて、こ
の設定舵角に追従するように操舵を自動で行う機能を備える。なお、本実施形態では電動
パワーステアリングを備える車両を例に説明するが、ＥＰＳ以外にも油圧パワーステアリ
ングやステアバイワイヤ等を備える車両でも実現可能である。駐車支援の内容及び手法は
特に限定されず、出願時において知られた手法を適宜に適用することができる。
【００２３】
　次に、駐車情報取得機能について説明する。駐車支援装置１００の制御装置１０は、各
駐車スペースの位置と、当該各駐車スペースに駐車する際に利用される駐車モードとが予
め対応づけられた情報を含む駐車情報Ｐを取得する。
【００２４】
　以下、本実施形態の駐車情報Ｐについて説明する。本実施形態の駐車情報Ｐは、車両の
駐車支援装置１００側で生成してもよいし、必要な情報を各車両から収集して後述する駐
車情報管理サーバ２０００側で生成してもよい。
【００２５】
　図３Ａに、本実施形態の駐車情報Ｐの第１例を示す。図３Ａに示すように、一の駐車ス
ペースの位置情報と、その駐車スペースで利用可能な駐車モードとが対応づけられている
。この駐車情報Ｐは、駐車スペースが存在する位置、つまり駐車スペースが存在すること
を示す情報を含む。
【００２６】
　駐車スペースの位置情報は、地点情報（緯度・経度）又は領域情報（緯度・経度で特定
される範囲）で定義される。駐車パターンが対応づけられる駐車スペースは、一台の車両
を収容可能な一台分の駐車スペースであってもよいし、一台分の駐車スペースが複数集ま
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った駐車施設（駐車スペースの集合体）であってもよい。
【００２７】
　特に限定されないが、駐車情報Ｐにおいて、自宅の駐車場は一台分の駐車スペースとし
て定義し、高速道路のサービスエリアの駐車場は複数の駐車スペースの集合体（駐車施設
）として定義することができる。一台分の駐車スペースの位置は基準とする地点の緯度・
経度により定義し、複数の駐車スペースを含む駐車施設はその施設の領域外延上にある複
数の地点の緯度・経度により定義することができる。もちろん、図３Ａに示すように、複
数の駐車スペースを含むパーキングエリア（駐車施設）を広い領域で指定するとともに、
より狭い領域を小領域特定情報で指定することができる。同図に示すように、複数の駐車
スペースを含む施設Ａの駐車場（駐車施設）を広い領域で指定するとともに、一台乃至数
台分の駐車スペースを駐車場において定義された番地特定情報（ロケーション）で指定す
ることができる。このような小領域特定情報、番地特定情報を含む位置情報は、後述する
図３Ｂ、図３Ｃの駐車情報Ｐにも適用可能である。
【００２８】
　本実施形態の駐車モードは、駐車スペースに自車両を移動させる（駐車する）際の自車
両と駐車スペースとの位置関係に応じた態様である。本実施形態の駐車モードは、並列駐
車モードと、縦列駐車モードと、斜め駐車モードとの３態様を含む。これら各駐車モード
は左右のサブモードをそれぞれ含む。つまり、本実施形態の駐車モードは、右側又は左側
の並列駐車モードと、右側又は左側の縦列駐車モードと、右側又は左側の斜め駐車モード
との少なくとも六つのモードを含む。さらに、右側縦列駐車モードと左側縦列駐車モード
は、駐車スペースが相対的に広い場合における第１縦列駐車モード（駐車スペースが広い
場合）と駐車スペースが相対的に狭い場合における第２縦列駐車モード（駐車スペースが
狭い場合）との二つのサブ駐車モードを含む。
【００２９】
　ところで、ある駐車スペースに駐車をする場合に利用する駐車モードは、予め決まって
いる場合がある。例えば、自宅の駐車スペースに駐車するときには、右側の並列駐車モー
ドだけが利用できるという場合、高速道路のサービスエリアＡの駐車スペースに駐車する
ときには、右側斜め駐車モード又は左側斜め駐車モードの何れか一方が利用できるという
場合、ショッピングモールＢの駐車スペースに駐車するときには、右側並列駐車モード、
左側並列駐車モード、右側縦列駐車モードの三つの駐車モードの何れかを選択できるとい
う場合がある。このように、ある駐車スペースに駐車しようとするときには、その駐車ス
ペースと道路との位置関係に応じた駐車モードが特定される場合がある。つまり、各駐車
スペース及び駐車スペース群（駐車施設）には、予め、利用可能な一又は複数の利用可能
な駐車モードを対応づけることができる。
【００３０】
　本実施形態の駐車情報Ｐでは、位置情報により特定される駐車スペースと、その駐車ス
ペースに駐車をする場合に利用できる駐車モードとが関係づけられている。
【００３１】
　本実施形態の駐車情報Ｐは、位置情報により特定される駐車スペースの属性・施設情報
を含む。駐車スペースの属性とは、駐車スペースが道路上にあるか否かの情報、駐車スペ
ースが属する施設の特定情報を含む。
【００３２】
　本実施形態の駐車情報Ｐは、駐車スペースが存在することを示す駐車スペース情報を含
む。駐車スペース情報は、駐車スペースの位置情報である。本実施形態では、駐車スペー
スが存在することが、駐車支援動作の起動及び駐車モードの設定の前提となる。また、駐
車情報Ｐには、各駐車スペースが利用可能であるか（空いているか）の利用可否情報を含
ませてもよい。この利用可否情報は、駐車場の管理装置から、各駐車スペースが利用中で
あるか否かの情報として取得することができる。駐車情報Ｐが利用可否情報を含む場合に
は、制御装置１０が取得する駐車情報Ｐを駐車が可能なもの（空いている駐車場）に限定
してもよい。
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【００３３】
　本実施形態の駐車情報Ｐは、自車両駐車履歴情報を含む。車両駐車履歴情報は、各駐車
スペースについて、自車両が過去にその駐車スペースに駐車する際に利用した駐車モード
を含む。この車両駐車履歴情報は、自車両が駐車支援を実行したタイミングにおける現在
位置に最も近い駐車スペース（駐車した駐車スペース）の識別情報と、その駐車スペース
に駐車したときに利用した駐車モードとを対応づけることにより得られる。
【００３４】
　図３Ｂに、本実施形態の駐車情報Ｐの第２例を示す。図３Ｂに示すように、本実施形態
の駐車情報Ｐは、各駐車スペースの位置と、この各駐車スペースに駐車する際に利用され
る駐車モードとが、運転者識別子ごとに対応づけられた運転者別駐車履歴情報を含む。
【００３５】
　図３Ｂに示す駐車情報Ｐは、駐車支援起動履歴情報を含む。駐車支援起動履歴情報は、
自車両及び／又は他車両から収集された、駐車支援機能が起動された位置情報を含む駐車
支援動作の実行履歴を有する。自車両の駐車支援動作の実行履歴は、過去の駐車支援機能
の起動時である駐車日時と、その際に設定された駐車モードとに基づいて生成される。図
３Ｂに示す駐車情報Ｐの「自車両の駐車支援動作の実行履歴」は、直近の駐車支援動作の
実行履歴と、直近の駐車支援動作が実行されるまでの履歴において最も利用頻度が高い駐
車モードとを含む。
【００３６】
　図３Ｃに、本実施形態の駐車情報Ｐの第３例を示す。図３Ｃに示すように、本実施形態
の駐車情報Ｐは、他車両から取得された、各駐車スペースの位置情報と、その各駐車スペ
ースに駐車する際に各他車両が利用した駐車モードとが予め対応づけられた他車両駐車履
歴情報を含む。他車両駐車履歴情報は、自車両が利用したことの無い駐車スペースに関す
る情報をも含む。
【００３７】
　本実施形態の駐車情報Ｐは、他車両の駐車支援動作の実行履歴を含む。他車両の駐車支
援動作の実行履歴は、他車両が各駐車スペースに駐車した回数、各駐車スペースに駐車す
る際に最も利用頻度が高い駐車モードを含む。もちろん、図３Ｃに示す駐車情報Ｐに自車
両の駐車支援動作の実行履歴をも含ませることができる。
【００３８】
　また、図３Ｃに示す駐車情報Ｐは、自車両及び／又は他車両から収集され、駐車スペー
スのそれぞれについて、その駐車スペースに駐車する際に自車両及び／又は他車両の乗員
が駐車スペースを狭いと感じたか否かについて入力した主観情報を含む。この主観情報は
、各駐車スペースの駐車回数に対して、その駐車スペースが狭いと感じた旨の入力回数（
オン情報）が占める割合（オン情報／全駐車回数）として表現される。主観情報は、他車
両が利用したことがあれば、自車両が利用したことが無い駐車スペースについても、その
駐車スペースが狭いと感じるか否かについての情報が含まれる。ちなみに、駐車スペース
が狭いと感じる場合には、その駐車スペースが狭く設計されている場合と、相対的に広い
駐車スペースについて利用される第１右側（左側）縦列駐車モードを用いて駐車したが、
その駐車スペースが広くない場合とがある。
【００３９】
　駐車情報Ｐは、駐車情報管理サーバ２０００において生成することができる。図２に示
すように、本実施形態の駐車支援システム１０００の構成となる駐車情報管理サーバ２０
００は、情報収集装置２０１０と、駐車情報生成装置２０２０と、駐車情報記憶装置２０
３０と、駐車情報提供装置２０４０とを備える。情報収集装置２０１０は、自車両Ｖ及び
他車両ＶＸから駐車支援の実行時における車両Ｖ，ＶＸの現在位置と、駐車支援の実行時
に選択された駐車モードとを含む情報を収集する。駐車情報生成装置２０２０は、収集し
た駐車に関する情報に基づいて、各駐車スペースの位置情報と、その駐車スペースに駐車
する際に利用される駐車モードとが予め対応づけられた情報を含む駐車情報Ｐを生成する
。生成される駐車情報Ｐの態様は特に限定されず、図３Ａ～図３Ｃに示す情報の一部又は
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全部を含むものであってもよい。駐車情報記憶装置２０３０は、生成された駐車情報Ｐを
少なくとも一時的に記憶する。駐車情報記憶装置２０３０は、新たに生成された駐車情報
Ｐを逐次記憶する。駐車情報提供装置２０４０は、自発的に又は要求に応じて、各車両の
駐車支援装置１００に駐車情報Ｐを提供する。
【００４０】
　本実施形態の現在位置検出機能について説明する。車両に搭載された現在位置検出装置
７０は、自車両の現在位置を検出する。現在位置検出装置３０１は、ＧＰＳ（Global Pos
itioning System）を備え、ジャイロセンサ及び車輪に取り付けられた距離センサから入
力される測位データに基づいて現在位置を推定する自律航法を用いて自車位置を測位する
ものであってもよい。
【００４１】
　本実施形態の駐車モード選択機能について説明する。本実施形態の制御装置１０は、取
得した駐車情報Ｐを参照し、自車両の現在位置と所定距離以内の位置情報を有する駐車ス
ペース（又は駐車施設）を抽出し、今回駐車しようとしている一の駐車スペース又は複数
の駐車スペース（駐車施設）に対応づけられた一又は複数の駐車モードを、今回の駐車支
援処理で利用する駐車モードとして選択する。
【００４２】
　選択された駐車モードが一つであれば、今回の駐車支援処理で利用する駐車モードの絞
り込みは十分である。他方、複数の駐車モードが選択された場合には、制御装置１０が各
駐車モードの推奨度を算出する。ちなみに、本実施形態の推奨度は、運転者が実際に選択
する可能性の高さの程度である。推奨度が高いほど、その駐車モードが運転者に実際に選
択される可能性が高い。推奨度は、後述する推奨度算出機能により算出される。
【００４３】
　本実施形態の推奨度算出機能について説明する。本実施形態の制御装置は、駐車情報Ｐ
を参照し、駐車スペースにおける駐車モードの推奨度を算出する。本実施形態の推奨度は
、自車両と駐車スペースとの距離、運転者自身の経験（履歴）、他車両の運転者の経験（
履歴）、各運転者の主観などに基づいて算出される。
　以下、推奨度の各算出手法について説明する。
　駐車支援装置１００の制御装置１０は、自車両の現在位置との距離が近い駐車スペース
に対応づけられている駐車モードの推奨度を高く算出する。例えば、図３Ｂを参照し、自
車両が施設Ａの駐車場の位置情報に含まれる位置に存在すると判断した場合を例にして説
明する。第１の算出手法としては、施設Ａに対応づけられた最も利用頻度の高い駐車モー
ドは左並列であるので、左並列の推奨度を高く算出する。同じく、自車両が施設Ａの駐車
場内であって、自車両の位置が施設Ａ内の番地特定情報Ａで特定される駐車スペースが最
も近い位置に存在すると判断した場合を例にして説明する。第２の算出手法としては、番
地特定情報Ａに対応づけられた最も利用頻度の高い駐車モードは右並列であるので、右並
列の推奨度を高く算出する。つまり、自車両が存在する施設Ａに対応づけられた駐車モー
ドよりも、自車両に最も近い駐車スペースに対応づけられた駐車モードを高く算出する。
施設Ａ全体（施設Ａに属する駐車スペース群の全部）を考慮すると左並列の駐車モードの
利用頻度が最も高いが、自車両が駐車する可能性が最も高いのは自車両に最も近い駐車ス
ペースである。このため、駐車施設（駐車スペース群）全体の駐車情報Ｐと個々の駐車ス
ペースの駐車情報Ｐの内容が異なる場合には、自車両の位置に最も近い駐車スペースの駐
車情報Ｐを採用する。このように、自車両との距離が近い駐車スペースに対応づけられた
駐車モードの推奨値を高く算出することにより、運転者が実際に駐車する駐車スペースに
適した駐車モードを推薦することができる。
【００４４】
　なお、駐車スペースまでの距離により駐車モードの推奨度を算出する場合は、自車両が
所定速度未満の走行となり、目標駐車スペースを特定する状態（駐車支援処理を実行でき
る状態）になったタイミングで推奨度を算出することが好ましい。自車両は速度を落とし
て目標駐車スペースを選択するので、車速が低下したタイミングを目標駐車スペースを選
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択しているタイミングと推測することができるからである。
【００４５】
　また、駐車支援装置１００の制御装置１０は、駐車情報Ｐに含まれる駐車履歴情報を参
照し、駐車モードの推奨度を算出する。この駐車履歴情報は、自車両の駐車履歴情報と、
他車両の駐車履歴情報とを含む。
【００４６】
　制御装置１０は、自車両の駐車履歴情報に含まれる実行履歴を参照し、現在位置検出装
置７０により検出された自車両の現在位置に基づいて、これから行われる駐車支援処理に
おける駐車モードの推奨度を算出する。自車両の駐車履歴を含む駐車情報Ｐを用いること
により、自車両の行動に応じた駐車モードを選択することができる。自車両の所属が自家
用車や社用車であれば、所定の駐車場に駐車する傾向が高い。自車両の駐車履歴を含む駐
車情報Ｐを用いることにより、自車両の過去の駐車処理に応じた駐車モードを選択するこ
とができる。
【００４７】
　また、制御装置１０は、他車両の駐車履歴情報を参照し、検出された自車両の現在位置
に基づいて、駐車モードの推奨度を算出する。たとえば、制御装置１０は、他車両の駐車
履歴において、最も利用頻度が高い駐車モードの推奨度を高く算出する。他車両が高い頻
度で利用する駐車モードは、その駐車スペースにおいて適切な駐車モードである可能性が
高いからである。他車両（他人）の駐車履歴を含む駐車情報Ｐを用いることにより、自分
が利用した経験の無い駐車スペースであっても、他車両の履歴を参照して適切な駐車モー
ドを選択することができる。他車両（他人）の駐車履歴を含む駐車情報Ｐを用いることに
より、運転者が利用したことの無い駐車場において、利用される傾向の高い駐車モードを
選択することができる。
【００４８】
　さらに、本実施形態の制御装置１０は、運転者別駐車履歴情報を含む駐車情報Ｐを参照
し、自車両Ｖから取得した運転者識別子と検出された自車両の現在位置とに基づいて駐車
モードの推奨度を算出する。具体的に、制御装置１０は、運転者の識別子が付された運転
者別駐車履歴情報を参照し、自車両の現在位置と所定距離以内に存在する駐車スペースの
駐車モードの推奨度を算出する。特に限定されないが、制御装置１０は、直近の駐車支援
動作において利用した駐車モードの推奨度を高く算出する。同一の運転者であれば、同じ
駐車スペースにおいては同じ駐車モードを利用する可能性が高いからである。制御装置１
０は、その運転者が駐車支援動作を実行させた履歴において最も利用頻度が高い駐車頻度
の推奨度を高く算出する。同一の運転者であれば、同じ駐車スペースにおいては再度同じ
駐車モードを利用する可能性が高いからである。
【００４９】
　このように、運転者別の駐車履歴を含む駐車情報Ｐを用いることにより、各運転者自身
の行動に応じた駐車モードを選択することができる。運転者別の駐車履歴を含む駐車情報
Ｐを用いることにより、各運転者の好み（得意・不得意）に応じた駐車モードを選択する
ことができる。車両が複数の運転者によって共用される場合であっても、各運転者の行動
に応じた駐車モードを選択することができる。
【００５０】
　さらに、制御装置１０は、各駐車スペースの駐車回数に対して、各乗員がその各駐車ス
ペースが狭いと感じた主観情報が入力回数の割合が高いほど、駐車スペースに対応づけら
れた駐車モードの推奨度を低く算出する。運転者が駐車時に「狭い」と感じた場合には、
駐車モードが実際の状況（自車両と駐車スペースとの関係）と適合していない場合が考え
られる。駐車支援装置１００が狭いスペースに縦列駐車をするための第２縦列駐車モード
を有しているにもかかわらず、運転者が広いスペースに縦列駐車をするための第１縦列駐
車モードを利用した結果、「狭い」と感じている場合がある。このような場合において、
運転者の履歴のみに基づいて、広いスペースに縦列駐車をするための第１縦列駐車モード
の推奨度を高く算出してしまうと、同じ選択ミスが繰り返される可能性がある。このよう
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に、運転者が「狭い」と感じた場合には、駐車スペースと駐車モードとの組み合わせが不
適切である可能性があるため、その駐車モードの推奨度を低く算出する。推奨度が低く算
出されれば、後述する出力制御機能により優先的に設定されることや、目立つ位置又は選
択しやすい位置に表示されることを防ぐことができるので、同じ選択ミスが起こることを
防止することができる。この主観情報は、先述した駐車情報管理サーバ２０００により収
集、生成、管理及び提供される。
【００５１】
　先述した駐車モード選択機能は、推奨度の高い駐車モードを選択する。選択の手法は特
に限定されず、制御装置１０は、推奨値が所定値以上の駐車モードを選択してもよいし、
推奨値が高い順に所定数の駐車モードを選択してもよい。
【００５２】
　次に、出力制御機能について説明する。制御装置１０は、駐車モード選択機能により選
択された駐車モードを出力する。出力先は、タッチパネル式ディスプレイ２０、及び／又
は駐車支援機能の実行ユニットである。
【００５３】
　制御装置１０は、算出された推奨度が高く、自車両の運転者に推奨する一又は複数の駐
車モードを選択してタッチパネル式ディスプレイ２０を介して提示するので、利用される
可能性の高い駐車モードだけを運転者に提示できる。
【００５４】
　また、制御装置１０は、推奨度の高い順に、全駐車モード数よりも少ない数の駐車モー
ドを選択し、推奨度の高い駐車モードを絞りこんでタッチパネル式ディスプレイ２０に出
力するので、すべての駐車モードを提示される場合よりも運転者は視認しやすくなる。
【００５５】
　さらに、制御装置１０は、算出された推奨度が最も高い駐車モードを、駐車支援機能の
起動時における駐車モードとして設定させる設定指令を、駐車支援機能の実行ユニットへ
出力する。これにより、推奨度が最も高い駐車モードを、実際に利用する駐車モードとし
て自動的に設定することができる。
【００５６】
　次に、駐車支援起動機能について説明する。本実施形態の駐車支援装置１００の制御装
置１０は、駐車スペースが存在する位置情報を含む駐車情報Ｐを参照し、検出された自車
両の現在位置に基づいて、自車両が駐車スペースから所定距離以内に存在する場合には、
先述した駐車支援機能を起動させる。
　また、制御装置１０は、駐車スペースの位置情報とその駐車スペースが利用が可能であ
るか否か（利用可否）とを対応づけた利用可否情報を含む駐車情報Ｐを参照し、自車両が
利用可能な駐車スペース（利用可能を示すフラグが付された駐車スペース）から所定距離
以内に存在する場合には、先述した駐車支援機能を起動させてもよい。
　この駐車支援機能を起動させるタイミングを決定する駐車スペースと自車両との距離は
、任意に設定することができる。具体的に、「駐車スペースと自車両との距離」は、２０
m～０．５mの範囲、好ましくは１０m～３mの範囲、より好ましくは５m～１mの範囲、さら
に好ましくは２m～０．５mの範囲で設定することができる。この距離は、自車両の速度に
応じて決定してもよい。つまり、「自車両が目標駐車スペースに到達するまでの時間」を
、「駐車スペースと自車両との距離」として設定してもよい。また、この距離又は時間は
、駐車施設ごとに決定することもできる。駐車施設によっては広い範囲で同じ駐車モード
が利用される場合があるからである。また、駐車支援機能の起動にあたっては、「駐車ス
ペースと自車両との距離（時間）」が所定距離（時間）以内となったという条件に、自車
両の速度が所定値未満となったという条件を付加してもよい。
　運転者は、利用ができない駐車スペースに駐車しようとはしない。本実施形態では、利
用可否情報を参照し、自車両が利用可能な駐車スペースに近づいた場合に駐車支援機能を
起動するので、運転者が実際に駐車をしようとするときに先んじて駐車支援機能を起動さ
せることができる。つまり、利用することができない駐車スペースで、駐車支援機能を起
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動するという無駄な制御が実行されることを防止することができる。
【００５７】
　通常、駐車支援機能は、運転者自身による入力操作をトリガに起動される。具体的に、
運転者は、実際に自車両を駐車させる目標駐車スペースを特定した後に、スイッチの押圧
などの入力操作を行う。この入力操作に呼応して、駐車支援機能が起動し、駐車をする目
標駐車スペースの特定、利用する駐車モードの選択などを要求する。
【００５８】
　これに対し、本実施形態では、自車両が駐車スペースに所定距離以内に接近した場合に
、駐車支援機能を自動的に起動する。つまり、自車両が目標とする駐車スペースを決めて
、そこに駐車をしようとしたときに、自動的に駐車支援機能が立ちあがる。これにより、
運転者自らがスイッチの押圧などの入力操作を行う必要がない。この結果、駐車支援処理
の実行時の入力操作の負荷を低減することができる。
【００５９】
　また、本実施形態の駐車支援装置１００の制御装置１０は、駐車支援起動履歴情報（駐
車支援動作の実行履歴）を含む駐車情報Ｐを参照し、検出された自車両の現在位置に基づ
いて、駐車支援機能が実行された位置から所定距離以内に存在する場合には、駐車支援機
能を自動的に起動させる。駐車支援起動履歴情報は、自車両及び／又は他車両の駐車支援
機能が起動された場所を含む。駐車支援機能が起動される場所は、駐車スペースが存在し
ている蓋然性が高い。このため、本実施形態では、駐車支援機能が起動された場所から所
定距離以内に自車両が存在している場合には、自車両が駐車スペースの近傍に存在してい
ると判断し、駐車支援機能を起動させる。この所定距離は、上述した「駐車スペースと自
車両との距離」の設定手法に準ずる。
【００６０】
　このように、本実施形態では、自車両が過去に駐車支援機能が起動された位置に所定距
離以内に接近した場合に、駐車支援機能を自動的に起動するので、運転者自らがスイッチ
の押圧などの入力操作を行う必要がない。これにより、駐車支援処理の実行時の入力操作
の負荷を低減することができる。
【００６１】
　以下、図４Ａのフローチャートに基づいて、本実施形態に係る駐車支援システム１００
０の駐車支援装置１００の制御手順を説明する。駐車支援装置１００が実行する駐車支援
処理は、大きく分けて４つの処理、つまり、駐車支援アプリケーション起動（ＳＴ１）、
駐車モード選択（ＳＴ２）、目標駐車スペース設定（ＳＴ３）、及び駐車支援実行（ＳＴ
４）を含む。本実施形態では、駐車モード選択ＳＴ２の前に駐車支援アプリケーション起
動処理ＳＴ１を実行する例を説明するが、駐車支援アプリケーションは乗員自身が起動操
作をすることにより起動させ（１０４）、駐車モード後方の選択を行ってもよい。
【００６２】
　本実施形態の駐車支援装置１００は、駐車支援起動機能を備える。
　ステップ１０１において、駐車支援装置１００は、現在位置及び運転者識別子（ＩＤ）
を取得する。現在位置は、現在位置検出装置３０１により取得する。運転者を識別する手
法は特に限定されない。実際の運転者の運転者識別子は、車両を開錠したキーの識別子か
ら取得してもよい。実際の運転者の識別子は、車両に搭乗した後に調整されたシート位置
に基づいて、予め運転者別に設定されたシート位置情報を参照して取得してもよい。実際
の運転者の運転者識別子は、運転者が携帯する端末装置の識別子（例えば通信ＩＤ）に基
づいて取得してもよい。
【００６３】
　ステップ１０２において、本実施形態の駐車支援装置１００は、駐車情報Ｐ（図３Ａ、
図３Ｂ，図３Ｃ）を参照する。この駐車情報Ｐには、駐車スペース情報、駐車支援起動履
歴情報その他の駐車支援動作の実行履歴情報を含む。駐車スペース情報は駐車スペースの
存在を示す情報である。駐車情報Ｐは、駐車スペースの利用可否情報を含む。また、駐車
支援起動履歴情報は、自車両及び／又は他車両の駐車支援機能が起動された位置情報を含
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む。
【００６４】
　本実施形態の駐車情報Ｐは、予め取得した情報に基づいて生成してもよいし、自車両Ｖ
の駐車支援装置１００が生成してもよいし、外部の駐車情報管理サーバ２０００が生成し
てもよい。
　ここで、外部の駐車情報管理サーバ２０００が駐車情報Ｐを生成するときの処理を図４
Ｂに基づいて説明する。先述したように、駐車情報管理サーバ２０００は、情報収集装置
２０１０、駐車情報生成装置２０２０、駐車情報記憶装置２０３０、駐車情報提供装置２
０４０を備える。
【００６５】
　図４Ｂに示すように、ステップ２０１において、駐車情報管理サーバ２０００の情報収
集装置２０１０は、各プローブ車両Ｖ（自車両及び他車両を含む）から駐車支援動作に関
係する各種情報を収集する。具体的に、情報収集装置２０１０は、車両の識別子、運転者
識別子、駐車支援動作の起動時における現在位置、駐車支援動作の実行情報、駐車スペー
スの広狭に関する主観情報などを含む各種情報を収集する。
【００６６】
　ステップ２０２において、駐車情報生成装置２０２０は、収集した各種情報に基づいて
駐車情報Ｐを生成する。この駐車情報Ｐは車両別、運転者別に生成してもよい。また、駐
車情報生成装置２０２０は、直前に利用された駐車パターンを識別する処理、過去に最も
高い頻度で利用された駐車パターンを求める処理をすることができる。
【００６７】
　ステップ２０３において、駐車情報記憶装置２０３０は、生成された駐車情報Ｐを記憶
する。この記憶は所定周期で更新される。
【００６８】
　ステップ２０４において、駐車情報Ｐの提供タイミングであるか否かを判断する。車両
Ｖからアクセス要求があった場合、予め設定した提供タイミングとなった場合には、ステ
ップ２０５へ進み駐車情報Ｐを提供する。駐車情報Ｐの提供タイミングとなるまでは、ス
テップ２０１以降の情報取得処理、生成処理、記憶処理を繰り返す。
【００６９】
　図４Ａに戻り、ステップ１０３において、本実施形態の駐車支援装置１００は、現在位
置検出装置７０により検出された現在位置情報と駐車情報Ｐの位置情報とを比較する。そ
して、自車両の現在位置が駐車スペースから所定距離以内に存在する場合には、駐車支援
動作の起動タイミングであると判断し、ステップ１０４へ進む。他方、自車両の現在位置
が駐車スペースから所定距離を超えて離隔している場合には、今現在は駐車支援動作の起
動タイミングでないと判断し、ステップ１０１以降の処理を繰り返す。
【００７０】
　ステップ１０４において、本実施形態の駐車支援装置１００は、駐車支援動作を実行す
るアプリケーション（処理群）を起動する。なお、本実施形態の駐車支援装置１００は、
ステップ１０１～１０４の駐車支援アプリケーションの起動処理を行うことなく、運転者
の起動命令のスイッチ入力等により起動し、ステップ１０５以降の駐車モード選択処理（
ＳＴ２）処理を行うことができる。
【００７１】
　そして、ステップＳ１０５以降の駐車モード選択処理（ＳＴ２）へ移行する。ステップ
１０５において、駐車支援装置１００の制御装置１０は、駐車情報Ｐを参照して、自車両
の現在位置に基づいて一又は複数の駐車モードを選択する。具体的に、駐車支援装置１０
０の制御装置１０は、駐車情報Ｐに含まれる駐車スペースの位置と、自車両の現在位置と
を比較し、自車両から所定距離以内の駐車スペースを抽出する。制御装置１０は、自車両
が駐車すると予測される近傍の駐車スペースに対応づけられた一又は複数の駐車モードを
、駐車モード候補として選択する。本処理において、制御装置１０は、自車両から最も近
い一の駐車スペース、又は自車両から近い順に複数の駐車スペース（１番目から３番目ま
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でなど）を抽出し、その駐車スペースに対応づけられた一又は複数の駐車モードを、駐車
モード候補として選択してもよい。
【００７２】
　ステップ１０６において、制御装置１０は、一つの駐車モードが選択された場合にはス
テップ１１０へ進み、複数の駐車モードが選択された場合にはステップ１０７へ進む。
【００７３】
　ステップ１０７において、制御装置１０は、駐車情報Ｐを参照して、その駐車スペース
における駐車モードの推奨度を算出する。制御装置１０は、駐車情報Ｐに含まれる各駐車
スペースの位置情報、自車両駐車履歴情報、運転者別駐車履歴情報、他車両駐車履歴情報
を参照し、駐車モードの推奨度を算出する。ステップ１０８において、制御装置１０は、
推奨度の高い順に駐車モードの選択候補を絞り込む。
【００７４】
　制御装置１０は、ステップ１０５～１０８までの処理と並行して、ステップ１２１、１
２２の処理を行う。ステップ１２１において、制御装置１０は、車両Ｖの複数個所に取り
付けられたカメラ１ａ～１ｄによって撮像された撮像画像をそれぞれ取得する。カメラ１
ａ～１ｄは、ＣＣＤカメラなどで構成され、車両Ｖの周囲の駐車スペースＰＫの像を撮像
する。図５は、車両Ｖに搭載するカメラ１ａ～１ｄの配置例を示す図である。図５に示す
例では、車両Ｖのフロントグリル部にカメラ１ａを配置し、リアバンパ近傍にカメラ１ｄ
を配置し、左右のドアミラーの下部にカメラ１ｂ、１ｃを配置している。カメラ１ａ～１
ｄは視野角の広い広角カメラを使用する。
【００７５】
　ステップ１２２において、駐車支援装置１００の制御装置１０は画像処理装置２に俯瞰
画像を生成させる。画像処理装置２は、取得した複数の撮像画像に基づいて、車両Ｖ及び
当該車両Ｖが駐車される駐車スペースＰＫを含む周囲の状態を車両Ｖの上方の視点Ｐ（図
５参照）から見た俯瞰画像を生成する。画像処理装置２により行われる画像処理は、例え
ば「鈴木政康・知野見聡・高野照久，俯瞰ビューシステムの開発，自動車技術会学術講演
会前刷集，116-07（2007-10）， 17-22．」などに記載された方法を用いることができる
。
【００７６】
　そして、ステップ１０９において、駐車モードと俯瞰画像とをタッチパネル式ディスプ
レイ２０に提示する。図６Ａ～図６Ｃは、タッチパネル式ディスプレイ２０に提示する画
像情報の一例である。
【００７７】
　図６Ａ～図６Ｃに示すように、タッチパネル式ディスプレイ２０の画面の左側に俯瞰画
像（トップビュー）２１を表示し、右側に駐車モードを表示する。
【００７８】
　図６Ａは、推奨度を考慮しないで全ての駐車モードを表示する例を示す。図６Ａに示す
例では、駐車モードの表示領域の左側には左側の各種駐車モードが示され、駐車モードの
表示領域の右側には右側の各種駐車モードが示されている。運転者は、カーソルＭを移動
させて、希望する駐車モードを選択する。
【００７９】
　図６Ｂは、推奨度が高い順に駐車モードを縦方向に表示する例を示す。制御装置１０は
、推奨度に応じて各駐車モードの配列を変更して表示する。図６には、右側の並列駐車モ
ードの推奨度が最も高く、左側の並列駐車モードの推奨度が次に高く、右側の斜め駐車モ
ードの推奨度が次に高く、左側の斜め駐車モードの推奨度が次に高く、左側の広い駐車ス
ペースへの縦列駐車モードの推奨度が次に高く、右側の広い駐車スペースへの縦列駐車の
推奨度が次に高く、右側の狭い駐車スペースへの縦列駐車の推奨度が次に高く、左側の狭
い駐車スペースへの縦列駐車の推奨度が最も低い場合の表示例を示している。図６Ａと異
なり、駐車モードの表示領域の左側に、右側並列駐車が表示されている。
【００８０】
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　図６Ｂに示す例では、推奨度の高い１位から４位までを左上から左下へ順に配置し、推
奨度が５位から８位までを右上から右下へ順に配置する。この配列態様は特に限定されず
、推奨度の第１位の駐車モードを左最上に、第２位の駐車モードを右最上に配置し、第３
位の駐車モードを右２段目に、第４位の駐車モードを左２段目に配置し、第５位の駐車モ
ードを右３段目に、第６位の駐車モードを左３段目に配置し、第７位を右４段目に、第８
位を左４段目に配置してもよい。
【００８１】
　このように、推奨度の高い駐車モードを、運転者が最初に見る可能性のある駐車モード
表示領域の左側に配置することにより、運転者が推奨度の高い駐車パターンを認識しやす
くすることにより、運転者が推奨度の高い駐車パターンを認識しやすくすることができる
。運転者が最初に見る可能性のある駐車モード表示領域は、画像コンテンツのレイアウト
などに応じて変わる可能性があるので、画像コンテンツのレイアウトに応じて適宜に決定
することができる。
【００８２】
　本実施形態では駐車モードを選択するカーソルＭのデフォルトの位置（初期表示位置）
が最左上であるため、最左上に最も推奨度の高い駐車モードを配置・表示する。本実施形
態のように、選択カーソルＭの初期表示位置と推奨度の最も高い駐車モードの表示位置と
を一致させておくことにより、運転者に確定入力を要求する場合であっても、運転者はカ
ーソルＭの位置を動かすことなく、そのまま承認入力をすればよい。このように、複数の
駐車モードから目的の駐車モードを選択する必要がないので、入力操作の負荷が低減され
る。
【００８３】
　図６Ｃに示すように、推奨度の高い順に、全駐車モード数よりも少ない数（３つ）の駐
車モードのみをタッチパネル式ディスプレイ２０に表示してもよい。同図に示すように、
利用される可能性の高い駐車モードのみが表示され、見やすい画像情報を提供することが
できる。本例では、推奨度の高い駐車モードを、運転者が最初に見る可能性の高い最上位
置配置する。
【００８４】
　図４Ａに戻り、ステップ１１０において、複数の駐車モードから一つの駐車モードが入
力される。この入力処理には、運転者に入力操作を要求してもよいし、推奨度の最も高い
駐車モードを自動的に入力してもよい。また、所定時間に渡り入力操作がされなかった場
合は、推奨度の最も高い駐車モードが承認されたとして、その駐車モードを入力してもよ
い。選択入力された一の駐車モードの特定情報に基づいて、駐車支援処理が行われる。
【００８５】
　次に、ステップＳ１１１以降の目標駐車スペース設定処理（ＳＴ３）へ移行する。
【００８６】
　ステップＳ１１１において、制御装置１０は、ステップ１１０で最終的に選択された駐
車モードにより目標駐車スペースの設定を行う。つまり、駐車支援処理を開始するタイミ
ングにおける自車両の現在位置と、自車両を移動させる目標駐車スペースとの位置関係を
決定する。
【００８７】
　本実施形態の制御装置１０は、目標駐車スペースの設定用画面（タッチパネル式ディス
プレイ２０）を運転者に提示する。図７に俯瞰画像２１を含む目標駐車スペースの設定用
画面の一例を示す。図７に示すように、俯瞰画像２１には、駐車スペースＰＫと、自車両
Ｖの現在位置を示す車両アイコンＶ（便宜上自車両と同じ符号Ｖを付す）とが含まれる。
さらに、目標駐車スペースの設定用画面では、設定時のマークとして機能する駐車スペー
ス設定枠Ｆ２と、障害物回避枠Ｆ３とが俯瞰画像２１に重畳表示される。本実施形態の駐
車スペース設定枠Ｆ２は、駐車スペースＰＫの形状に応じた縦長又は横長の矩形の図形で
表示することができる。車両アイコンＶは、駐車スペースＰＫの設定における基準位置と
なる。この目標駐車スペースの設定用画面は、先述した駐車モードの提示画面（図６Ａ～
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図６Ｃ参照）において提示してもよい。
【００８８】
　図７に示す目標駐車スペースの設定用画面２０の右側には、実際にカメラ１ａ～１ｄの
撮像画像２２を表示する。自車両が前進する時には前方のカメラ１ａの撮像画像２２を表
示し、自車両が後退する時には後方のカメラ１ｄの撮像画像２２を表示する。また、自車
両が右又は左に旋回する時には右又は左のカメラ１ｃ又は１ｂの撮像画像２２を表示する
。
【００８９】
　制御装置１０は、俯瞰画像２１に重畳表示された駐車スペース設定枠Ｆ２の位置に対応
する駐車スペースＰＫを、車両Ｖを駐車させる目標駐車スペースＰＫとして設定する。駐
車スペース設定枠Ｆ２は、車両Ｖに対して所定位置に表示される。つまり、駐車スペース
設定枠Ｆ２は、自車両Ｖのアイコンの移動とともに連れ廻る。運転者は、車両Ｖを移動さ
せることによって、目標駐車スペースの設定用画面に表示される駐車スペース設定枠Ｆ２
の位置を任意に調節することができる。
【００９０】
　駐車スペース設定枠Ｆ２は自車両Ｖのアイコンを基準として所定位置に表示される。運
転者は自車両Ｖを移動させることによって、駐車スペース設定枠Ｆ２の位置を調整するこ
とができる。運転者は、車両Ｖを移動させて駐車させたい駐車スペースＰＫに駐車スペー
ス設定枠Ｆ２を重ね合わせることにより、車両Ｖを駐車させる目標駐車スペースＰＫを選
択する。目標駐車スペースＰＫを設定する際の自車両の車速は４Ｋｍ～２０ｋｍ程度であ
る。運転者は、車両を停止させた状態で、図示しない調整ボタンを操作することで、車両
Ｖを駐車させる駐車スペース設定枠Ｆ２の位置や方向を微調整することができる。
【００９１】
　目標駐車スペースの設定用画面２０に示す俯瞰画像２１に重畳された駐車スペース設定
枠Ｆ２の位置は車両Ｖの移動とともに変更することができる。図７に示すように、運転者
は、車両Ｖを移動させて駐車させたい駐車スペースＰＫに駐車スペース設定枠Ｆ２を重ね
合わせることにより、車両Ｖを駐車させる目標駐車スペースＰＫを選択することができる
。なお、運転者は車両を停止させている状態で、図示しない調整ボタンを操作することで
、車両Ｖを駐車させる駐車スペース設定枠Ｆ２の位置を微調整することができる。
【００９２】
　同じく俯瞰画像２１に重畳表示されている障害物回避枠Ｆ３は、駐車スペース設定枠Ｆ
２の外側の車両Ｖに対して所定の位置に配置されており、その位置は車両Ｖの移動ととも
に変化する。障害物回避枠Ｆ３は障害物と接触する可能性が高い領域と障害物と接触する
可能性が低い領域との境界を示す標識である。運転者は、障害物回避枠Ｆ３内に立体物が
存在しないように車両Ｖを操作することにより、車両Ｖが障害物と接触しないように駐車
を行うことができる。なお、上述した調整ボタンによる駐車スペース設定枠Ｆ２の位置を
微調整すると、障害物回避枠Ｆ３は駐車スペース設定枠Ｆ２との相対的な位置関係を維持
したまま、画面上を移動する。
【００９３】
　運転者は、駐車スペース設定枠Ｆ２の位置の調整が終了したタイミングで決定ボタンな
どを操作し、駐車スペースＰＫの選択が完了した旨を駐車支援装置１００に入力する。こ
の入力により、駐車操作の支援を開始する際の自車両Ｖの位置と駐車スペースの位置との
位置関係が決定する。これに続き、ステップ１１２以降の駐車支援の実行処理ＳＴ４が行
われる。
【００９４】
　ステップＳ１１２では、目標駐車スペースの設定時における自車両の位置と目標駐車ス
ペースとの位置関係に基づいて、ステップ１１０において設定された駐車モードに従い、
自車両を目標駐車スペースへ移動させる駐車経路（自車両の移動経路）を算出する。具体
的に、駐車支援装置１００は、駐車支援コントロールユニットを起動して、車両Ｖが停止
し、駐車支援を開始する現在位置と目標駐車スペースＰＫの位置との位置関係に基づいて
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駐車経路を計算する。駐車経路は左右並列駐車パターン、左右縦列駐車パターン（広・狭
のパターンを含む）、左右斜め駐車パターンのそれぞれに対応した経路を１種類ずつメモ
リ（ＲＯＭ）に記憶しておき、選択された駐車モードに対応した経路を読み込み、駐車支
援処理開始時における車両Ｖの位置と目標駐車スペースＰＫの位置との位置関係に基づい
て駐車経路を計算する。特に限定されないが、駐車支援コントロールユニットは、車両Ｖ
の停車位置、つまり駐車支援の開始位置から切り返し位置までの曲線と、切り返し位置か
ら目標駐車スペースＰＫまでの曲線とを、駐車経路として算出する。特に限定されないが
、駐車支援装置１００は、目標駐車スペースＰＫを選択し、運転者がブレーキペダルの踏
圧を緩め、所定のブレーキ踏圧が解除された場合に、取得した目標駐車スペースＰＫの位
置及び駐車モードの選択情報に基づく駐車支援処理の実行を決定し、運転者がアクセルペ
ダルを踏み込んだ場合に、算出した駐車経路で車両Ｖを目標駐車スペースＰＫに駐車する
操作の支援の実行を開始する。
【００９５】
　ステップＳ１１３において、本実施形態の駐車支援装置１００は、駐車支援処理を実行
する。本実施形態の駐車支援装置１００は、車両Ｖが駐車経路に沿って移動するように、
車両Ｖのステアリングの操舵を制御する。駐車支援装置１００は、計算された駐車経路に
車両Ｖの移動軌跡が一致するようにステアリング装置５０の操舵角センサ５１と操舵方向
センサ５２との出力値をフィードバックしながらＥＰＳモータなどの車両Ｖの駆動装置４
０への指令信号を演算し、この指令信号を駆動装置４０又は駆動装置４０を制御する車両
コントローラ４００へ送出する。
【００９６】
　図８Ａ及び図８Ｂに、駐車支援処理における車両Ｖの動きの一例を示す図である。本実
施形態における駐車支援装置１００は、車両Ｖの現在位置と駐車スペースＰＫの位置とに
基づいて算出された駐車経路Ｑ（図８Ａ、図８Ｂを参照）に沿って車両Ｖを駐車スペース
ＰＫへ移動させる際に、運転者によるアクセル・ブレーキの操作が指定された制御車速（
設定車速）に基づいて自動的に制御されるとともに、制御車速（設定車速）で移動する際
に、ステアリング装置５０の操作が自動で制御されるタイプの装置である。つまり、本実
施形態の駐車支援時において、運転者はステアリングの操作が不要である。なお、駐車時
の自車両の動作制御の手法は特に限定されず、アクセル・ブレーキ及びアクセル・ブレー
キ操作の両方を自動的に行うように構成することもできる。
【００９７】
　図８Ａに示すように、運転者は駐車スペース設定枠Ｆ２が目標駐車スペースＰＫに重な
るように自車両Ｖの位置を調整する。この操作により目標駐車スペースＰＫが設定される
。自車両Ｖは目標駐車スペースＰＫの横の位置Ｖ０に停止している。その後、運転者がア
クセルを踏み込むと駐車支援動作が開始される。操舵は自動制御される。自車両Ｖは駐車
経路Ｑ１を辿って右斜め前方へ移動する。運転者がブレーキを踏み込んで自車両Ｖを位置
Ｖ１で一時的に停止させる。続いて、運転者が、ギアをバックポジションに入れ替え、ア
クセルを踏み込むと、自車両Ｖは位置Ｖ１から駐車経路Ｑ２を辿って後退し、位置Ｖ２を
通過して駐車スペースＰＫに進入し、位置Ｖ３で停止する。駐車経路Ｑ２を移動している
間も操舵は自動制御される。この駐車支援の実行処理において、駐車支援装置１００は、
車両Ｖが駐車経路Ｑ１を辿って移動するように予め算出した設定車速に基づいて駆動装置
４０を制御するとともに、予め算出した設定舵角に基づいてステアリング装置５０を制御
する。
【００９８】
　もちろん、自動操舵を行うことなく、算出した駐車経路をディスプレイ２０などに表示
し、車両Ｖの移動軌跡が駐車経路と一致するようにステアリング装置５０の操舵量及び転
舵のタイミング、ブレーキ又はアクセルの操作タイミングを指示することにより駐車支援
を行うこともできる。なお、駐車支援の内容は、出願時において開示された手法を適宜に
適用することができる。
【００９９】
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　以上のように構成され、動作する本実施形態の駐車支援装置１００は、以下の効果を奏
する。
【０１００】
　（１）本発明の本実施形態の駐車支援装置１００によれば、自車両が駐車スペースに所
定距離以内に接近した場合に、駐車支援機能を自動的に起動するので、運転者自らがスイ
ッチの押圧などの入力操作を行う必要がない。この結果、駐車支援処理の実行時の操作負
荷を低減することができる。
【０１０１】
　（２）本発明の本実施形態の駐車支援装置１００によれば、利用可否情報を参照し、自
車両が利用可能な駐車スペースに近づいた場合に駐車支援機能を起動するので、運転者が
実際に駐車をしようとするときに先んじて駐車支援機能を起動させることができる。つま
り、利用することができない駐車スペースで、駐車支援機能を起動するという無駄な制御
が実行されることを防止することができる。
【０１０２】
　（３）本発明の本実施形態の駐車支援装置１００によれば、自車両が過去に駐車支援機
能が起動された位置に所定距離以内に接近した場合に、駐車支援機能を自動的に起動する
ので、運転者が自らスイッチの押圧などの入力操作を行う必要がない。これにより、駐車
支援処理の実行時の操作負荷を低減することができる。
【０１０３】
　（４）本発明の本実施形態の駐車支援装置１００によれば、自車両の現在位置に基づい
て、駐車しようとする目標駐車スペースに適した駐車モードが選択される。運転者が実際
に選択する可能性の高い駐車モードを自動的に選択できるので、運転者は、駐車支援動作
を実行させる度に、状況を判断し、提示された複数の駐車モードの中から駐車モードを選
択し、選択した駐車モードを入力するためにスイッチ等の操作をする必要がない。この結
果、駐車支援動作の実行時における運転者の操作負荷を低減させることができる。
【０１０４】
　（５）本発明の本実施形態の駐車支援装置１００によれば、駐車履歴情報を含む駐車情
報Ｐを参照して、駐車スペースＰＫにおける駐車モードの推奨度を算出し、推奨度の高い
駐車モードを選択するので、運転者が実際に選択する可能性の高い駐車モードを正確に選
択することができる。
　推奨度の算出処理において、自車両に近い駐車スペースの駐車モードの推奨値を高く算
出することにより、駐車する可能性の高い駐車スペースの適した駐車モードを推薦するこ
とができる。
　推奨度の算出処理において、自車両の駐車履歴情報に含まれる実行履歴を参照すること
により、自車両の行動に応じた駐車モードを選択することができる。
【０１０５】
　（６）本発明の本実施形態の駐車支援装置１００によれば、運転者識別子を含む駐車情
報Ｐを参照して、駐車スペースＰＫにおける駐車モードの推奨度を算出し、推奨度の高い
駐車モードを選択するので、各運転者自身の行動に応じた駐車モードを選択することがで
きる。運転者別の駐車履歴を含む駐車情報Ｐを用いることにより、各運転者の好み（得意
・不得意）に応じた駐車モードを選択することができる。
【０１０６】
　（７）本発明の本実施形態の駐車支援装置１００によれば、他車両駐車履歴情報を含む
駐車情報Ｐを参照して、駐車スペースＰＫにおける駐車モードの推奨度を算出し、推奨度
の高い駐車モードを選択するので、自分が利用した経験の無い駐車スペースであっても、
他車両の履歴を参照して適切な駐車モードを選択することができる。他車両（他人）の駐
車履歴を含む駐車情報Ｐを用いることにより、運転者が利用したことの無い駐車場におい
て、利用される傾向の高い駐車モードを選択することができる。
【０１０７】
　（８）本発明の本実施形態の駐車支援装置１００によれば、乗員が駐車スペースを狭い
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と感じた主観情報の入力割合に基づいて、その駐車スペースＰＫに対応づけられた駐車モ
ードの推奨度を低下させるので、過去に他の運転者が「狭い」と感じた「駐車モード」と
「駐車スペース」との組み合わせの推奨度を低下させることにより、不適切な駐車モード
を繰り返し選択・利用することを防止することができる。
【０１０８】
　（９）本発明の本実施形態の駐車支援装置１００によれば、推奨度の高い順に絞り込ん
で一又は複数の駐車モードをタッチパネル式ディスプレイ２０に提示するので、利用され
る可能性の高い駐車モードだけを運転者に提示できる。
【０１０９】
　（１０）本発明の本実施形態の駐車支援装置１００によれば、推奨度が最も高い駐車モ
ードを、駐車支援処理における駐車モードとして自動的に設定することができる。
【０１１０】
　（１１）本発明の本実施形態の駐車支援システム１０００によれば、プローブ車両Ｖか
ら収集した情報に基づいて駐車情報Ｐを生成・記憶・提供することができるので、運転者
が利用したことの無い駐車スペースについても駐車支援機能を自動で起動させることがで
きる。
【０１１１】
　（１２）本発明の駐車支援方法によっても、上記駐車支援装置１００、駐車支援システ
ム１０００と同様の作用及び効果を奏することができる。
【０１１２】
　なお、以上説明したすべての実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載された
ものであって、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実
施形態に開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも
含む趣旨である。
【０１１３】
　本明細書では、本発明に係る駐車支援システムの一態様として車両Ｖに搭載された駐車
支援装置１００を有する駐車支援システム１０００を例にして説明するが、本発明はこれ
に限定されるものではない。
【０１１４】
　本明細書では、本発明に係る駐車支援装置と、車両Ｖ（自車両及び他車両を含む）に搭
載された装置とを備える駐車支援システムの一態様として、駐車支援装置１００、車両Ｖ
に搭載された車両コントローラ４００、駆動装置４０、ステアリング装置５０、車速セン
サ６０、現在位置検出装置３０１を備える駐車支援システム１０００を説明するがこれに
限定されるものではない。
【０１１５】
　本明細書では、本発明に係る駐車支援装置と、駐車情報管理サーバとを備える駐車支援
システムの一態様として、車両用駐車支援装置１００Ｖと、駐車情報管理サーバ２０００
を備える駐車支援システム１０００を説明するがこれに限定されるものではない。
【０１１６】
　また、本明細書では、駐車支援手段と、駐車情報取得手段と、現在位置検出手段と、出
力制御手段と、を備える駐車支援装置の一態様として、駐車支援機能と、駐車情報取得機
能と、現在位置検出装置と、出力制御機能とを実行する制御装置１０を備える駐車支援装
置１００を説明するがこれに限定されるものではない。
【０１１７】
１０００…駐車支援システム
１００Ｖ…車両用駐車支援システム
１００…駐車支援装置　
　１０…制御装置
　１１…ＣＰＵ
　１２…ＲＯＭ
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　１３…ＲＡＭ
　２０…入出力装置、タッチパネル式ディスプレイ、表示画面
　　２１…俯瞰画像、駐車位置設定用画面
　４０…駆動装置
　５０…ステアリング装置
　　５１…操舵角センサ
　　５２…操舵方向センサ
２００…通信装置
３００…ナビゲーション装置
　３０１…現在位置検知装置
　３０２…経路探索装置
　３０３…地図情報
４００…車両コントローラ
５００…ＣＡＮ
１ａ～１ｄ…車載カメラ
２…画像処理装置
　Ｖ…車両
　Ｖ１～Ｖ３…車両の位置
　Ｐ…駐車スペース
　Ｆ２…駐車スペース設定枠
　Ｆ３…障害物回避枠
２０００…駐車情報管理サーバ
　２０１０…情報収集装置
　２０２０…駐車情報生成装置
　２０３０…駐車情報記憶装置
　２０４０…駐車情報提供装置
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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