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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設定された目的地までの案内ルートにおいて音声案内を行うカーナビゲーション装置で
あって、
　自車両の走行履歴を記憶媒体に記録する履歴記録手段と、
　案内ルート中の一部の区間における前記履歴記録手段が記録した走行履歴に基づいて、
当該区間における音声案内量を切り替える切り替え手段と、を備え、
　前記履歴記録手段は、施設を閾値回数以上利用したことに基づいて、当該施設について
の施設多用情報を記憶媒体に記録し、
　前記切り替え手段は、案内ルート中の一部の区間内に、前記施設多用情報に係る施設が
ある場合、当該区間における音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内
量の少ない方で行うことを特徴とするカーナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記切り替え手段は、案内ルート中の一部の区間中の、その区間の中央地点を含む部分
区間内に、前記施設多用情報に係る施設がある場合、当該区間における音声案内を、利用
可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量の少ない方で行うことを特徴とする請求項１
に記載のカーナビゲーション装置。
【請求項３】
　無線通信手段を備え、
　前記履歴記録手段は、前記無線通信手段を用いて施設に設置された通信装置と閾値回数
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以上通信したことに基づいて、当該施設についての施設多用情報を記憶媒体に記録するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載のカーナビゲーション装置。
【請求項４】
　車両停止検知手段を備え、
　前記履歴記録手段は、施設内に閾値時間以上停車したことが閾値回数以上となったこと
に基づいて、当該施設についての施設多用情報を記憶媒体に記録することを特徴とする請
求項１ないし３のいずれか１つに記載のカーナビゲーション装置。
【請求項５】
　前記閾値時間は、施設の業種によって異なっていることを特徴とする請求項４に記載の
カーナビゲーション装置。
【請求項６】
　設定された目的地までの案内ルート中の代表経由地点群を有する概略ルートを地図上に
表示する概略表示手段を備え、
　前記切り替え手段は、案内ルート中の、前記施設多用情報に係る施設の存在する位置を
挟む２つの代表経由地点の間の区間における音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式
のうち音声案内量の少ない方で行うことを特徴とする請求項１ないし５に記載のカーナビ
ゲーション装置。
【請求項７】
　ユーザによる前記概略ルート中の代表経由地点の指定を検出する検出手段を備え、
　前記切り替え手段は、前記検出手段が検出した指定に係る代表経由地点から前記概略ル
ートの一方の端点までの区間における音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち
音声案内量の少ない方で行い、他方の端点までの区間における音声案内を、前記２つの音
声案内方式のうち音声案内量の多い方で行うようにすることを特徴とする請求項６に記載
のカーナビゲーション装置。
【請求項８】
　前記切り替え手段は、前記概略ルートの一方の端点が自宅登録されている場合、前記検
出手段が検出した指定に係る代表経由地点から前記自宅登録された端点までの区間におけ
る音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量の少ない方で行うことを
特徴とする請求項７に記載のカーナビゲーション装置。
【請求項９】
　前記切り替え手段は、前記概略ルートの一方の端点付近に利用した施設が第１の所定数
以上ある場合、前記検出手段が検出した指定に係る代表経由地点から前記一方の端点まで
の区間における音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量の少ない方
で行うことを特徴とする請求項７に記載のカーナビゲーション装置。
【請求項１０】
　前記切り替え手段は、前記概略ルートの一方の端点付近に利用した施設が第２の所定数
以下である場合、前記検出手段が検出した指定に係る代表経由地点から前記一方の端点ま
での区間における音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量の多い方
で行うことを特徴とする請求項７に記載のカーナビゲーション装置。
【請求項１１】
　前記切り替え手段は、前記概略ルート中のある代表経由地点から前記概略ルートの一方
の端点までの区間における音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量
の少ない方で行い、他方の端点までの区間における音声案内を、前記２つの音声案内方式
のうち音声案内量の多い方で行うようになっているときに、前記検出手段がユーザによる
当該代表経由地点の指定を検出した場合、当該代表経由地点から前記一方の端点までの区
間における音声案内を、前記２つの音声案内方式のうち音声案内量の多い方で行い、当該
代表経由地点から前記他方の端点までの区間における音声案内を、前記２つの音声案内方
式のうち音声案内量の少ない方で行うようにすることを特徴とする請求項７ないし１０の
いずれか１つに記載のカーナビゲーション装置。
【請求項１２】
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　前記概略表示手段は、設定された目的地までの案内ルート中の代表経由地点およびこれ
ら代表経由地点間を繋ぐリンクから成る概略ルートを地図上に表示し、
　ユーザによる前記概略ルート中のリンクの指定を検出する検出手段を備え、
　前記切り替え手段は、前記検出手段が検出した指定に係るリンクに相当する区間におけ
る音声案内を、音声案内量の異なる２つの音声案内方式のうち一方で行うようになってい
る場合、当該区間における音声案内を前記２つの音声案内方式のうち他方で行うよう切り
替えることを特徴とする請求項６に記載のカーナビゲーション装置。
【請求項１３】
　車両が案内ルートから外れたとき利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量の少
ない方で音声案内を行っている場合、所定曲折回数未満の交差点曲折回数で当該案内ルー
トに戻ることができるなら、利用可能な２つの案内ルート復帰音声案内方式のうち音声案
内量の少ない方で、案内ルートに復帰するための音声案内を行うことを特徴とする請求項
１ないし１１のいずれか１つに記載のカーナビゲーション装置。
【請求項１４】
　前記切り替え手段は、設定された目的地への案内ルートを逆に案内ルートから出発点へ
辿る逆行ルートが音声案内される場合、当該逆行ルート中の区間における音声案内量は、
前記案内ルートの音声案内における当該区間の音声案内量と同じとすることを特徴とする
請求項１ないし１３のいずれか１つに記載のカーナビゲーション装置。
【請求項１５】
　前記履歴記録手段は、前記当該施設についての施設多用情報として、当該施設の案内音
声追加データを前記音声案内に用いる旨のデータを記憶媒体に記録することを特徴とする
請求項１ないし１３のいずれか１つに記載のカー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、設定された目的地までの案内ルートで音声案内を行うカーナビゲーション装
置において、その音声案内量の切り替えを行うものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に搭載され、設定された目的地までの案内ルートを決定し、決定した案内ル
ートに基づいて自車両の走行を案内するカーナビゲーション装置が広く利用されている。
このようなナビゲーション装置としては、地図上に自車両および案内ルートの位置を重ね
た画像を表示する画像案内を行うと共に、案内ルートにおいて、直進しない交差点等の運
転者の注意を特に喚起することが望ましい位置で、音声による案内を行うものが一般的で
ある。
【０００３】
　また、このような音声案内の情報量をあらかじめ設定できるようにする技術が特許文献
１に開示されている。
【０００４】
　この特許文献１に開示されているナビゲーション装置は、ユーザの設定操作に基づいて
、音声情報量が多いもの、普通のもの、少ないものの３つの音声案内形式を切り替えるこ
とができるようになっている。また、このカーナビゲーション装置は、目的地に近づいた
とき、音声案内形式を情報量の多い音声案内に切り替えるようになっており、更に、ユー
ザの設定操作に基づいて、この切り替えが目的地からどの距離の地点で行われるかを変更
することができるようになっている。
【特許文献１】特開２００１－２７２２４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、発明者の検討によれば、全く訪れたことのない地域内のルートであっても、
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自宅周辺や通勤道路など土地勘のある地域内のルートであっても、ナビゲーション装置の
音声案内の情報量に全く変化がないと、場合によっては不都合である。すなわち、運転者
にしてみれば、土地勘のある場所においても土地勘のない場所と同じように音声案内を受
けることを煩わしい時もある。
【０００６】
　この問題に対応するために、例えば、特許文献１に記載の技術を用いて、土地勘のある
場所で音声案内の情報量を低く設定し、土地勘のない場所で音声案内の情報量を高く設定
することも考えられるが、情報量を変化させるために運転者がいちいち操作しなければな
らない。
【０００７】
　本発明は上記点に鑑み、案内ルート上で、できるだけ運転者の土地勘の有無に応じた形
で案内音声の量を自動的に変更することができるカーナビゲーション装置を提供すること
を第１の目的とする。
【０００８】
　また、今までにない新規な方法で、ユーザの手入力による音声案内量の切り替えを行う
カーナビゲーション装置を提供することを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するための本発明の特徴は、設定された目的地までの案内ルートにおい
て音声案内を行うカーナビゲーション装置が、自車両の走行履歴を記憶媒体に記録し、案
内ルート中の一部の区間における当該走行履歴に基づいて、当該区間における音声案内量
を切り替えることである。
【００１０】
　このように、同じ走行区間であっても、車両の走行履歴によって音声案内量が自動的に
変化するので、その車両の所有者の土地勘の有無がある程度反映される。
【００１１】
　また、カーナビゲーション装置は、ある施設についての施設多用情報の記憶媒体への記
録は、その施設を閾値回数以上利用したことに基づいて行い、また、切り替えは、案内ル
ート中の一部の区間内に、当該施設多用情報に係る施設がある場合、当該区間における音
声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量の少ない方で行うようにして
もよい。このようにすることで、走行履歴としての施設の利用状況に基づいた音声案内量
の切り替えを行うことができる。
【００１２】
　また、一部の区間における音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内
量の少ない方で行うとするのは、案内ルート中の一部の区間中の、その区間の中央地点を
含む部分区間内に、当該施設多用情報に係る施設がある場合であってもよい。当該区間の
端の方にある施設が施設多用情報に係る施設である場合よりも、当該区間の中央付近にあ
る施設が施設多用情報に係る施設である場合の方が、その区間全体が多く利用されている
可能性が高いからである。
【００１３】
　また、カーナビゲーション装置は、無線通信機能を備え、また、ある施設についての施
設多用情報の記憶媒体への記録は、この無線通信手段を用いて当該施設に設置された通信
装置と閾値回数以上通信したことに基づいて行うようにしてもよい。このように、施設に
設置された通信装置との無線通信を判断基準とすることで、当該施設の利用の有無の判断
が容易になる。
【００１４】
　なお、１回の通信とは、商品の購入、駐車場への入場処理等の、ある一連のデータ送信
または受信をいい、当該一連のデータ通信内におけるデータの送信または受信の１つ１つ
を指すものではない。
【００１５】
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　また、施設の利用の有無の判断基準の一例として、カーナビゲーション装置は、車両停
止検知のための機能を備え、また、施設についての施設多用情報の記憶媒体への記録は、
当該施設内に閾値時間以上停車したことが閾値回数以上となったことに基づいて行っても
よい。
【００１６】
　また、施設の利用時間は、施設の業種によって異なるので、閾値時間が、施設の業種毎
に異なるようになっていてもよい。このようにすることで、よりきめ細かな施設の利用の
有無の判断ができるようになる。
【００１７】
　また、カーナビゲーション装置は、設定された目的地までの案内ルート中の代表経由地
点群を有する概略ルートを地図上に表示するようになっており、音声案内量の切り替えは
、案内ルート中の、施設多用情報に係る施設の存在する位置を挟む２つの代表経由地点の
間の区間における音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量の少ない
方で行うようにしてもよい。このようにすることで、車両のユーザが各区間における音声
案内量の多寡を認識し易くなる。
【００１８】
　また、カーナビゲーション装置は、ユーザによる概略ルート中の代表経由地点の指定を
検出する機能を備え、切り替えは、その指定に係る代表経由地点から概略ルートの一方の
端点までの区間における音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量の
少ない方で行い、他方の端点までの区間における音声案内を、前記２つの音声案内方式の
うち音声案内量の多い方で行うようにしてもよい。このようにすることで、ユーザがイン
タラクティブに音声案内量の多寡を設定することができる。
【００１９】
　また、この切り替えは、概略ルートの一方の端点が自宅登録されている場合、指定に係
る代表経由地点から自宅登録された端点までの区間における音声案内を、利用可能な２つ
の音声案内方式のうち音声案内量の少ない方で行うようになっていてもよい。これは、自
宅登録された位置を含む領域は、当該車両のユーザにとって土地勘があると考えられるか
らである。
【００２０】
　また、この切り替えは、概略ルートの一方の端点付近に利用した施設が第１の所定数以
上ある場合、指定に係る代表経由地点からその一方の端点までの区間における音声案内を
、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量の少ない方で行うようになっていても
よい。これは、利用した施設の多い位置を含む領域は、当該車両のユーザにとって土地勘
があると考えられるからである。
【００２１】
　また、この切り替えは、概略ルートの一方の端点付近に利用した施設が第２の所定数以
下である場合、指定に係る代表経由地点からその一方の端点までの区間における音声案内
を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音声案内量の多い方で行うようになっていても
よい。これは、利用した施設が少ない位置を含む領域は、当該車両のユーザにとって土地
勘がないと考えられるからである。
【００２２】
　また、カーナビゲーション装置は、概略ルート中のある代表経由地点から当該概略ルー
トの一方の端点までの区間における音声案内を、利用可能な２つの音声案内方式のうち音
声案内量の少ない方で行い、他方の端点までの区間における音声案内を、当該２つの音声
案内方式のうち音声案内量の多い方で行うようになっているときに、ユーザによる当該代
表経由地点の指定を検出した場合、当該代表経由地点から上記一方の端点までの区間にお
ける音声案内を、当該２つの音声案内方式のうち音声案内量の多い方で行い、当該代表経
由地点から上記他方の端点までの区間における音声案内を、当該２つの音声案内方式のう
ち音声案内量の少ない方で行うようにするようになっていてもよい。
【００２３】
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　このようにすることで、ユーザは、当該代表経由地点を境とする音声案内量の多寡の設
定を容易にトグルすることができる。
【００２４】
　また、上記した概略ルートの表示機能は、設定された目的地までの案内ルート中の代表
経由地点およびこれら代表経由地点間を繋ぐリンクから成る概略ルートを地図上に表示す
ることができ、カーナビゲーション装置は、ユーザによる概略ルート中のリンクの指定を
検出する機能を備え、切り替えは、その指定に係るリンクに相当する区間における音声案
内を、音声案内量の異なる２つの音声案内方式のうち一方で行うようになっている場合、
当該区間における音声案内をその２つの音声案内方式のうち他方で行うようになっていて
もよい。
【００２５】
　このようにすることで、ユーザは、当該リンクに相当する区間における音声案内量の多
寡の設定を容易にトグルすることができる。
【００２６】
　また、カーナビゲーション装置は、車両が案内ルートから外れたとき利用可能な２つの
音声案内方式のうち音声案内量の少ない方で音声案内を行っている場合、所定曲折回数未
満の交差点曲折回数で当該案内ルートに戻ることができるなら、利用可能な２つの案内ル
ート復帰音声案内方式のうち音声案内量の少ない方で、案内ルートに復帰するための音声
案内を行うようになっていてもよい。
【００２７】
　また、カーナビゲーション装置の上記切り替えは、設定された目的地への案内ルートを
逆に案内ルートから出発点へ辿る逆行ルートが音声案内される場合、当該逆行ルート中の
区間における音声案内量は、当該案内ルートの音声案内における当該区間の音声案内量と
同じとするようになっていてもよい。このようにすることで、逆行ルートにおいても、対
応する案内ルートの音声案内量の多寡の設定を利用することができる。
【００２８】
　また、記憶媒体に記憶する施設多用情報としては、当該施設の案内音声データを音声案
内に用いる旨の情報を用いてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について説明する。図１に、本実施形態に係るカーナビゲ
ーション装置１０のハードウェア構成を示す。カーナビゲーション装置１０は、位置検出
器１１、入力装置１２、表示装置１３、無線モジュール１４、アンテナ１５、外部記憶媒
体１６、制御回路１７およびイグニッション線１８を有している。
【００３８】
　位置検出器１１は、いずれも周知の地磁気センサ、ジャイロスコープ、車輪の回転に基
づいてパルス信号を出力する車速センサ、およびＧＰＳ受信機等のセンサを有しており、
これらセンサの各々の性質に基いた現在位置を特定するための情報を制御回路１７に出力
する。
【００３９】
　入力装置１２は、カーナビゲーション装置１０に設けられた複数のメカニカルスイッチ
、表示装置１３の表示面に重ねて設けられたタッチパネル、マイク等の入力装置から成り
、ユーザによるメカニカルスイッチの押下、タッチパネルのタッチ、マイクを用いた音声
入力に基いた信号を制御回路１７に出力する。
【００４０】
　表示装置１３は、制御回路１７から出力された地図等の画像信号に基いた映像をユーザ
に表示する画像表示装置、および制御回路１７から出力された音声信号を出力するスピー
カを有する。
【００４１】
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　無線モジュール１４は、制御回路１７から受けたデータに対して所定のＤ／Ａ変換、増
幅、変調、周波数変換等を行い、その結果の信号をアンテナ１５に出力する。また無線モ
ジュール１４は、アンテナ１５が受信した無線信号に対して所定の周波数変換、増幅、復
調、Ａ／Ｄ変換等を行い、その結果のデータを制御回路１７に出力する。また、この無線
モジュール１４の作動は、ＤＳＲＣ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｓｈｏｒｔ Ｒａｎｇｅ Ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、無線ＬＡＮ、セルラー通信等の規格に
沿ったものである。
【００４２】
　外部記憶媒体１６は、ＨＤＤ等の不揮発性の記憶媒体であり、制御回路１７が読み出し
て実行するプログラム、地図データ等を記憶している。地図データは、複数道路およびそ
の道路の配置、幅員等を示す道路データ、およびその道路沿いにある大きな交差点、高速
道路、有料道路のインターチェンジ、橋、店舗、公共施設等の位置、名称等の地点データ
を含んでいる。
【００４３】
　制御回路１７は、図示しないＲＡＭ、ＲＯＭ、ＣＰＵを有している。このＣＰＵは、Ｒ
ＯＭおよび外部記憶媒体１６から読み出したカーナビゲーション装置１０の動作のための
プログラムを実行し、その実行の際には上記ＲＯＭ、ＲＡＭ、外部記憶媒体１６から情報
を読み出し、ＲＡＭ、外部記憶媒体１６に対して情報の書き込みを行い、位置検出器１１
、入力装置１２、表示装置１３および無線モジュール１４と信号の授受を行い、イグニッ
ション線１８から車両のエンジンスイッチのオン、ＡＣＣ、オフ位置を示す信号を受ける
。
【００４４】
　制御回路１７のＣＰＵがプログラムを実行することによって行う具体的な処理としては
、位置検出器１１からの信号に基いて、道路や立体駐車場の形状を利用した周知のマップ
マッチング等の技術を用いて車両の現在位置を特定する現在位置特定処理、入力装置１２
からユーザによる目的地の入力を受け付け、現在位置から当該目的地までの最適な案内ル
ートを算出する案内ルート検索処理、外部記憶媒体１６から地図データを読み出し、算出
された走行ルートやメモリ地点等を地図データと共に表示装置１３に画像表示させ、また
交差点における曲折方向の指示を表示装置１３に音声出力させることで、ユーザの案内ル
ートに沿った運転を促すルート案内処理等がある。
【００４５】
　このルート案内処理に用いるために、本実施形態の外部記憶媒体１６には、施設データ
、および案内音声データを記憶する領域が確保されている。
【００４６】
　図２に、施設データの構成を表形式で示す。施設データは、複数の施設エントリから成
る。図２に示す表中の先頭行を除く各行が１つの施設エントリを示す。１つの施設エント
リは、１つの施設についての情報を複数項目有している。なお、本明細書中において施設
とは、建造物、駐車場、道路等の、車両で訪れることのできる人工物をいう。図２に示す
表中の各列が１つの項目を示す。
【００４７】
　項目としては、「施設」「ロケーション」、「追加音声データ」、「その他の情報」、
「利用履歴」、「音声案内登録」「ジャンル」等がある。
【００４８】
　「施設」の項目には、当該エントリが対象とする施設の名称（例えばテーマパーク名、
会社名、デパート名、ファストフードチェーン名、コンビニエンスストア名、ガソリンス
タンドチェーン名、国道名、駐車場名等）を示す情報が格納される。
【００４９】
　「ロケーション」の項目には、緯度経度、地名、番地等、対象となる施設の所在地情報
が格納される。
【００５０】
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　「追加音声データ」の項目には、正式名称、略称等の、対象となる施設の呼称を表す音
声データ、または、当該音声データの外部記憶媒体１６中の所在位置を示すポインタが格
納される。なお、音声データの格納形式としては、例えばＷＡＶ、ＭＰ３（Ｍｐｅｇ１ 
Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ３）等がある。また、音声データとしては、呼称ではなく、それ
以外の、当該施設の案内用の音声データであってもよい。
【００５１】
　「その多の情報」の項目には、対象となる施設に対応する電話番号、ＷｅｂサイトＵＲ
Ｌ、店舗開店時間、周辺地域情報等の、他の項目に入らないような情報が格納される。
【００５２】
　「利用履歴」の項目には、対象となる施設の利用履歴の情報が格納される。履歴として
は、利用または走行毎の日付等がある。
【００５３】
　「音声案内登録」の項目には、同じエントリ中の追加音声データを音声案内に用いるか
否かを示すフラグの値が格納される。
【００５４】
　「ジャンル」の項目には、食堂、テーマパーク、駐車場、高速道路等、対象となる施設
の種別、業種の情報が格納される。
【００５５】
　図３に、案内音声データの具体例を表形式で示す。案内音声データは複数あり、それぞ
れが、第１基本音声案内データ、第２基本音声案内データ、追加音声案内データという３
つの大分類のいずれかに属する。
【００５６】
　第１基本音声案内データには、「次の交差点を」、「右に曲がります」、「左に曲がり
ます」、「高速道路」等、特定の施設に関わらず、かつ単純な車両の走行態様を指示する
ための音声案内データが属する。
【００５７】
　第２基本音声案内データに属する音声案内データは、更に案内語１、案内語２、案内語
３、案内語４、固有名詞という５つの小分類のいずれかに属する。
【００５８】
　案内語１には、「を通って」、「に抜け」、「で降りる」、「を通過して」、「頃到着
」等、特定の道路や施設に関わらず、かつ第１基本音声案内データよりもきめ細かい車両
の走行態様を指示するための音声案内データが属する。
【００５９】
　案内語２には、「２３号線」、「１５５号線」等、特定の道路を示すが、数字＋「号線
」という単純な音声の組み合わせによって生成される音声案内データが属する。この音声
案内データは、その組み合わせが行われる前の部品の状態で外部記憶媒体１６に格納され
ていてもよい。
【００６０】
　案内語３には、「で」、「から」、「へ」等の、助詞を表す音声案内データが属する。
【００６１】
　案内語４には、「時」「分」「秒」と数字の組み合わせによって生成され、時刻を示す
音声案内データが属する。この音声案内データは、その組み合わせの前の部品の状態で外
部記憶媒体１６に格納されていてもよい。
【００６２】
　固有名詞には、「東名」、「名古屋インターチェンジ」、「春日井ジャンクション」、
「長野道」等、誰もが利用する可能性の高い公共の施設、主要道路の名称の音声案内デー
タが属する。
【００６３】
　上記した第１基本音声案内データ、第２基本音声案内データは、カーナビゲーション装
置１０の設置段階においてあらかじめ外部記憶媒体１６に格納されている。
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【００６４】
　追加音声案内データに属する音声案内データは、更に自動登録、マニュアル登録、ネッ
トワーク登録の３つの小分類のいずれかに属する。
【００６５】
　自動登録には、「ラック白土店」等、後述するように、当該施設の位置にある通信設備
を介してダウンロードする音声案内データが属する。
【００６６】
　マニュアル登録には、「花子さん家」、「アップルライン」、「湯田中温泉街」等、後
述するカーナビゲーション装置１０のユーザによるマニュアル登録によって外部記憶媒体
１６に格納される音声案内データが属する。
【００６７】
　ネットワーク登録には、「飯田」、「湯田中」、「志賀高原」等、インターネット等の
通信回線を通じてダウンロードした、自車両の位置から遠く離れた施設についての音声案
内データが属する。カーナビゲーション装置１０は、このようにインターネット等の広域
ネットワークを介してデータをダウンロードするための通信機器（例えば無線ＬＡＮカー
ド）等を有していてもよい。
【００６８】
　以下、上記した自動登録の音声案内データをカーナビゲーション装置１０がどのように
取得して外部記憶媒体１６に記憶させるかについて説明する。
【００６９】
　図４に、カーナビゲーション装置１０が音声案内データを受信する施設の俯瞰図を示す
。カーナビゲーション装置１０を搭載する車両１は、施設内の駐車場２に進入し、建物３
に設置された通信設備４の通信可能エリア５内で停車する。
【００７０】
　図５に、この車両１と施設建物３の側面図を示す。通信可能エリア５内に入った車両１
中のカーナビゲーション装置１０は、通信設備４とＤＳＲＣ等の規格に基づいた通信を行
い、その通信において音声案内データを受信し、外部記憶媒体１６に格納する。
【００７１】
　図６に、この通信設備４のハードウェア構成を示す。通信設備４は、アンテナ４１、無
線機４２、サーバ４３を備えている。そしてサーバ４３は、制御部４４およびメモリ４５
を有している。
【００７２】
　アンテナ４１がカーナビゲーション装置１０からの無線信号を受けると、無線機４２は
その信号に対してＤＳＲＣ等の規格に基づいて周波数変換、復調、増幅、Ａ／Ｄ変換等を
施し、その結果のデータをサーバ４３の制御部４４に出力する。サーバ４３は、ＨＤＤ等
から成るメモリ４５からプログラムを読み出して実行することで作動し、その作動におい
て、無線機４２からデータを受けると、そのデータに送信のためのデータを生成し、その
データを無線機４２に出力する。無線機４２は、このデータにＤＳＲＣ等の所定の規格に
基づいてＤ／Ａ変換、増幅、変調、周波数変換等を施してアンテナ４１に出力する。
【００７３】
　サーバ４３の制御部４４の具体的な作動として、無線機４２から情報の要求（例えばメ
ニュー情報の要求）のデータを受けると、その要求に基づいた返答データをメモリ４５内
の情報に基づいて無線機４２に出力する。
【００７４】
　また制御部４４は、自らが属する施設の詳細情報として、図７に示すようなデータをメ
モリ４５から読み出して無線機４２に出力する。
【００７５】
　この図に示すように、施設の詳細情報は、名称を示す文字列（図中では「ラクドルド白
土点」）、当該施設の名称を表す音声データ、および住所を表す文字列データ（図中では
「愛知県＊＊＊」）を含んでいる。また、音声データとしては、普通名称、通称１、通称
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２という、３つの異なる音声データ（図中では「ラクドルド白土店」、「ラック白土店」
、「ラクド白土店」）が含まれている。
【００７６】
　このように、施設の通信設備４は、自身が属する通信設備の詳細情報として、自己の名
称についての複数の音声データを、カーナビゲーション装置１０に送信するようになって
いる。
【００７７】
　なお、道路（橋梁を含む）においては、図８に示す橋６の道路脇に設けられた柱７のよ
うな位置等に、上記した通信設備を有するようになっていてもよい。
【００７８】
　次に、この通信設備４から詳細情報のデータを受信するために制御回路１７が実行する
プログラム１００のフローチャートを図９に示す。制御回路１７は、通信設備４の通信可
能圏内に入ると、無線モジュール１４を用いて通信設備４と無線接続を確立し、無線接続
が確立するとこのプログラム１００の実行を開始する。
【００７９】
　まずステップ１１０で、新規または更新情報があるか否かを判定する。具体的には、例
えば、外部記憶媒体１６に記載された施設データの当該施設のエントリ中に含まれる利用
履歴に基づいて、当該施設に最後に通信した時刻のデータと、更新情報要求の旨のデータ
とを含む送信データを通信設備４に送信する。なお、現在無線接続を確立した対象の通信
設備４が施設データ中のどのエントリの施設に対応するかについては、通信設備４から当
該施設の名称の情報を受信し、その名称に合致した施設名を有するエントリを、対応する
エントリとしてもよいし、あるいは、位置検出器１１を用いて現在位置を特定し、その現
在位置から所定の範囲内（例えば１０ｍ）の位置をロケーションの情報として有している
エントリを、対応するエントリであるとしてもよい。
【００８０】
　そして、通信設備４がその送信データに基づいて当該時刻から現在までに更新された情
報（例えば新メニュー、新交通情報等、新料金表等）の名称リストを返答データとして送
信すると、その返答データを無線モジュール１４を介してそのデータを受け、そのデータ
中の名称リストが空でなければ、新規または更新情報ありと判定し、名称リストが空なら
、新規または更新情報なしと判定し、その後プログラム１００の実行を終了する。
【００８１】
　新規または更新情報ありと判定した場合は、続いてステップ１２０の処理を実行し、名
称リストに対応する情報の要求を通信設備４に送信し、その結果通信設備４から返送され
た当該要求に係るデータを受け取る。この際、要求するデータは名称リスト中にリストア
ップされたすべての情報であってもよいし、ユーザの入力装置１２の操作に基づいて、適
宜選択的に要求してもよい。このステップ１２０のダウンロード処理において、図７に示
したような音声データをダウンロードして外部記憶媒体１６に記憶させることができる。
また、当該施設に対応する施設データ中のエントリがない場合は、常に新規データがある
としてデータのダウンロードを行う。ステップ１２０の後、プログラム１００の実行は終
了する。
【００８２】
　なお、音声データのダウンロードは、当該通信設備４との通信回数が所定の閾値回数以
上となったときに行うようにしてもよい。
【００８３】
　制御回路１７は、図９のプログラム１００の実行を終了すると、続いて図１０にフロー
チャートとして示すプログラム２００のを実行する。
【００８４】
　まずステップ２１０で、利用履歴を更新する。すなわち、施設データの当該施設のエン
トリの利用履歴の項目に、今回の通信時刻を追加する。なお、直前のプログラム１００の
実行において通信設備４から音声データを受信した場合は、当該エントリ中の追加音声デ
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ータの項目に、そのダウンロードしたデータの外部記憶媒体１６中の記憶場所（アドレス
、ファイルネーム等）を含める。この時点で、当該施設に対応する施設データ中のエント
リがない場合は、通信設備４から受信した図７に示すような施設の詳細情報に基づいて、
施設名、ロケーション、ジャンル等の項目を特定し、それらの項目から成るエントリを新
たに生成してもよい。なお、図２のような施設データは、あらかじめ外部記憶媒体１６の
地図データに含まれるようになっていてもよい。
【００８５】
　続いてステップ２２０で、当該エントリ中の利用履歴の項目に基づいて、利用回数が所
定の閾値回数（例えば３回）に達したか否かを判定する。閾値に達している場合、続いて
ステップ２３０の処理を実行し、達していない場合、プログラム２００の実行を終了する
。
【００８６】
　ステップ２３０では、音声案内登録を行う。具体的には、当該エントリ中の音声案内登
録の項目のフラグをオンの値にする。ステップ２３０の後、プログラム２００の実行は終
了する。
【００８７】
　このように、制御回路１７は、施設の通信設備４と通信することで、自車両の走行履歴
として、この施設を利用した旨の情報を外部記憶媒体１６の施設データの利用履歴に記録
し（ステップ２１０）、また、施設を閾値回数以上利用したこと、すなわち当該施設の通
信設備と閾値回数以上無線接続を行って通信したことに基づいて、当該施設についての施
設多用情報として、音声案内登録フラグをオンとして外部記憶媒体１６に記録する。
【００８８】
　次に、制御回路１７が実行するルート案内処理のためのプログラム３００について説明
する。このプログラム３００のフローチャートを、図１１および図１２に示す。
【００８９】
　制御回路１７は、現在位置特定処理によって特定した現在位置から、ユーザが入力装置
１２等を用いて設定した目的地までの、最適な案内ルートを検索した後に、このプログラ
ム３００の実行を開始する。
【００９０】
　まずステップ３０５で、当該案内ルート上に音声案内登録された施設があるか否かを判
定する。「音声案内登録された施設」とは、施設データの音声案内登録項目のフラグがオ
ンとなっているエントリに対応する施設をいう。「施設がルート上にある」とは、当該施
設が当該ルート沿いにあるか、または、当該ルートの道路の一部であることをいう。
【００９１】
　当該案内ルート上に音声案内登録された施設がある場合、続いてステップ３１０の処理
を実行し、当該案内ルート上に音声案内登録された施設がない場合、続いてステップ３１
５の処理を実行する。
【００９２】
　ステップ３１０では、当該音声案内登録された施設を含むルート区間を簡易音声案内設
定の区間とする旨の情報を制御回路１７のＲＡＭに記憶する。ここでいう区間とは、案内
ルートの一部であり、所定の距離で等分に区切られたものであってもよいし、大きな交差
点、有名な施設、インターチェンジ等、地図データ中に代表的な地点として登録されてい
る位置で区切られたものであってもよい。
【００９３】
　ここで、簡易音声案内について説明する。本実施形態においては、制御回路１７が行う
ルート案内処理において、音声案内として利用可能な形式は２つある。そのうちの１つが
この簡易音声案内であり、もう１つが詳細音声案内である。同じ区間の案内であっても、
詳細音声案内よりも簡易音声案内の方が音声案内量が少ない。音声案内量とは、例えば、
音声案内の対象とする交差点の出現頻度の大小であってもよい。
【００９４】
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　また、音声案内量とは、例えば、１つの音声案内対象に対する音声の詳細度であっても
よい。例えば、詳細案内では、「あとＸＸＸメートル先の交差点を右折してください」と
いう表現を「次を右折です」という短い表現にしてもよい。また例えば、詳細音声案内で
は案内対象の施設や交差点を正式名称で音声案内し、簡易音声案内では案内対象の施設や
交差点を略称や通称で音声案内するようになっていてもよい。
【００９５】
　なお、用いることができる音声案内形式は２つに限らず、音声案内量が段階的に変わる
３つ以上であってもよい。
【００９６】
　このように、ある区間のルート上に音声案内登録された施設が少なくとも１つある場合
に、その区間を簡易音声案内するようにする。また、ある区間のルート上に音声案内登録
された施設が少なくとも所定の閾値個数以上ある場合に、その区間を簡易音声案内するよ
うにしてもよい。所定の閾値個数は、１以上であり、例えば３でもよい。
【００９７】
　また、ある区間の中央地点を含み、その中央地点を中心としてその区間のルート沿いに
所定の距離だけ広がった部分区間のルート上に音声案内登録された施設が少なくとも所定
の閾値個数以上ある場合に、その区間を簡易音声案内するようにしてもよい。これは、当
該区間の端の方にある施設が利用頻度の高い施設である場合よりも、当該区間の中央付近
にある施設が利用頻度の高い施設である場合の方が、その区間全体が多く利用されている
可能性が高いからである。なお、所定の距離としては、例えば当該区間の全長の半分であ
ってもよい。
【００９８】
　また、制御回路１７が外部記憶媒体１６には車両の過去の走行ルートを記憶するように
なっており、ある区間のすべてのルートを自車両が走行したことがある場合に、その区間
を簡易音声案内するようにしてもよい。
【００９９】
　また、案内ルート上に音声案内登録された施設がある場合、その施設から当該案内ルー
ト沿いに所定の距離（例えば２ｋｍ）だけ広がった区間を簡易音声案内するようにしても
よい。
【０１００】
　また、ある地点が自宅登録された地点である場合、その自宅登録された地点を含む区間
を簡易音声案内するようにしてもよい。
【０１０１】
　また、施設データ中で音声案内登録フラグがオンの施設が後述する代表経由地点である
場合、その代表経由地点から案内ルートに沿って両側の代表経由地点までの区間を簡易音
声案内するようにしてもよい。なおこの場合、ステップ３１０において制御回路１７があ
らかじめ代表経由地点を決めるようになっていてもよい。
【０１０２】
　なお、ステップ３１０では、簡易音声案内しない部分は、詳細音声案内となる。
【０１０３】
　続いて、ステップ３１５で、全ルート概略案内方法の計算として、案内ルート中の代表
経由地点を決定する。具体的には、案内ルート上にある、大きな交差点、高速道路、有料
道路のインターチェンジ、有名な施設等を地図データから複数（例えば所定個数、または
案内ルートの全長に応じた個数）読み出し、それらが代表経由地点である旨の情報を制御
回路１７のＲＡＭに記憶させる。また、代表経由地点としては、施設データ中で音声案内
登録のフラグがオンになっている施設が採用されてもよい。
【０１０４】
　なおこの際、隣接する代表経由地点間の距離はある最低距離以下にはならず、ある最大
距離以上にはならないようにすることで、各代表経由地点間の距離のばらつきが抑えられ
る。
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【０１０５】
　続いてステップ３２０で、全ルート概略案内の代表経由地点を、地図形式、およびキー
ワードリスト形式で表示装置１３に画像表示させる。図１３に、この画像表示を行う表示
装置１３の表示画面３０の例を示す。
【０１０６】
　この例においては、表示画面３０は、右側のキーワードリスト画面３１、および地図画
面３２の２つの表示領域に分割されている。
【０１０７】
　キーワードリスト画面３１にはキーワードボタン３３ａ～３３ｋ、番号表示３４ａ～３
４ｄおよび確認ボタン３５が表示されている。このキーワードボタン３３ａ～３３ｋが１
まとまりで概略ルートに相当する。
【０１０８】
　キーワードボタン３３ａ～３３ｋは、ステップ３１５で特定した代表経由地点の名称、
およびその代表経由地点間を繋ぐ案内ルート中の主要道路の名称のそれぞれを１つのボタ
ンとして表したキーワードリストである。図１３中、キーワードボタン３３ａ、ｃ、ｅ、
ｇ、ｉ、ｋが、代表経由地点の名称を示すボタンであり、キーワードボタン３３ｂ、ｄ、
ｆ、ｈ、ｊが、主要路道路の名称を示すボタンである。このキーワードリストは、案内ル
ートにおける出現順に下から並んでいる。
【０１０９】
　なお、このキーワードボタン３３ａ～３３ｋは、ユーザがこの表示面に重ねて設けられ
たタッチパネルの当該ボタン部分を指等で触れることで、それぞれ選択することが可能で
ある。また、このキーワードボタン３３ａ～３３ｋは、ユーザがその名称を入力装置１２
のマイク等から音声入力することで、それぞれ選択することが可能である。
【０１１０】
　また、キーワードボタン３３ａ～３３ｋのうち、網掛けで表示されている部分（図１３
においてはキーワードボタン３３ｅ～ｋ）は、詳細音声案内が行われる区間であり、網掛
けとなっていない部分（図１３においてはキーワードボタン３３ａ～ｄ）は、簡易音声案
内が行われる区間である。このように網掛けや色で音声案内の形式の違いを表示すること
で、ユーザの視認性が良くなる。
【０１１１】
　番号表示３４ａ～３４ｄは、それぞれ代表経由地点のボタンキーワードボタン３３ａ、
ｃ、ｅ、ｇ、ｉ、ｋに番号を関連づけるための表示である。例えば、キーワードボタン３
３ｅの近傍に番号表示３４ｃが表示されていることで、小牧ジャンクションは４番に関連
づけられていることがわかる。
【０１１２】
　確認ボタン３５は、キーワードボタン３３ａ～３３ｋと同じく、タッチパネルの当該部
分への接触または音声入力により選択可能なボタン表示である。
【０１１３】
　また、案内ルートの出発地点から目的地までを地図表示する地図画面３２には、代表経
由地点３６ａ～３６ｆ、リンク３７ａ～３７ｅおよび道路３８ａ～３８ｅが、その地点の
地図上の所在地に表示されている。またこれら代表経由地点３６ａ～３６ｆには、それぞ
れ番号が付されており、この番号とキーワードリスト画面３１の番号表示３４ａ～３４ｄ
を参照することにより、各代表経由地点がどういう名称のものであるかを視認することが
できるようになっている。
【０１１４】
　この代表経由地点３６ａ～３６ｆおよびリンク３７ａ～３７ｅが、１まとまりで概略ル
ートに相当する。
【０１１５】
　リンク３７ａ～３７ｅは、代表経由地点３６ａ～３６ｆを繋ぐ案内ルート上の区間を示
している。またこのリンク３７ａ～３７ｅの近傍には、そのリンクの区間内における主要
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道の名称が文字列で表示されている。なお、リンクのうち、網掛けで表示されている部分
（図１３においては、リンク３７ｃ、ｄ、ｅの区間）は、詳細音声案内が行われる区間で
あり、網掛けとなっていない部分（図１３においては、リンク３７ａ、ｂの区間）は、簡
易音声案内が行われる区間である。このように網掛けや色で音声案内の形式の違いを表示
することで、ユーザの視認性が良くなる。
【０１１６】
　なお、上記したようなリンクの網掛け、色分け等による詳細音声案内区間、簡易音声案
内区間の視覚的な区別表示は、代表地点間のリンク単位で行うようにする。すなわち、案
内ルートに沿って隣り合う２つの代表地点間のリンクの表示は、そのリンク全体が簡易音
声案内区間の視覚的区別表示となるか、あるいはそのリンク全体が詳細音声案内区間の視
覚的区別表示となるかのいずれかである。しかし、その１つのリンク中では、実際には詳
細案内を行う区間と簡易案内を行う区間が混ざり合っていてもよい。
【０１１７】
　図１４に、このような場合を説明するための道路図を示す。図１４において、案内ルー
トの一部が道路７１と道路７２を順に通り、概略案内における代表経由地点が中野ＩＣ７
３および志賀高原７４であるとする。そして、の車両は中野ＩＣ７３から野沢７５へのル
ートをよく利用しており、その結果中野ドライブイン７６は音声案内登録された施設とな
っているとする。
【０１１８】
　この場合、簡易／詳細音声案内の設定の基準によっては、中野ＩＣ７３から中野ドライ
ブイン７６までの道路７１は簡易音声案内区間となり、また、中野ドライブイン７６から
志賀高原７４までの道路７２は詳細音声案内区間となる場合がある。そのような場合にお
いては、中野ＩＣ７３から志賀高原７４までのリンク全体としては、道路７２の詳細音声
案内区間の方が長いので、当該リンクは網掛け表示等の、詳細音声案内を行うリンクとし
ての表示がなされる。
【０１１９】
　このように、１つのリンク中で、詳細案内を行う区間と、簡易案内を行う区間とが混ざ
り合っている場合は、そのリンク中で全体としてどちらの形式の案内の区間が多いかを特
定し、その多い方の形式の視覚的区別表示で当該リンクを表示する。
【０１２０】
　道路３８ａ～３８ｅは、案内ルート以外の道路を示す表示である。
【０１２１】
　なお、代表経由地点３６ａ～３６ｆ、リンク３７ａ～３７ｅのそれぞれは、タッチパネ
ルへの当該部分への接触または音声入力により選択可能な表示である。
【０１２２】
　続いてステップ３２５では、全ルート概略音声案内を行う。具体的には、ステップ３２
０でキーワードリストとして表示した代表経由地点、主要道路に基づいて、案内ルート順
で表示装置１３に音声表示させる。
【０１２３】
　図１５に、全ルート概略音声案内の一例を示す。この図に示す２つの文言中の鍵括弧（
「」）で囲まれた部分にキーワード（すなわち代表経由地点、主要道の名称）が含まれる
、ただし、最後の鍵括弧は到着時刻を示している。なお、制御回路１７は、図３に示した
第２基本音声案内データを用い、案内ルートの行程に沿って適宜案内語を組み合わせるこ
とで、これらの案内音声のデータを生成する。
【０１２４】
　また、この概略音声案内において、図３に示した追加音声案内登録データを、キーワー
ドに代えて音声表示させるようにしてもよい。図１６に、キーワードと追加音声案内登録
データとの間の変換表の一例を示す。この例では、２３号線、１５５号線、飯田は、「花
子さん家」という文言で置き換えられることを示し、また、３６号線、２１９号線は「ラ
ック白土店」という文言で置き換えられることを示している。
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【０１２５】
　制御回路１７は、ステップ３２５の概略音声案内の直前に、音声案内ルートのリンク中
にある音声案内登録された施設の位置を特定し、その位置およびその近傍にある概略音声
案内対象の主要道等と、その外部記憶媒体１６の施設データにおける当該施設のエントリ
中に指定された追加音声案内データとを対応づける、図１６に示したような対応表を生成
し、その対応表に基づいてキーワードを追加音声案内データに置き換えて音声案内する。
【０１２６】
　なお、簡易音声案内を行う区間についてのみ追加音声案内データを用いるようにしても
よい。このようにすることで、読み上げる音声の内容によって、その案内に係る区間が簡
易音声案内されるのか詳細音声案内されるのかがわかるようになる。
【０１２７】
　図１７に、図１５の案内音声において、キーワードが追加音声案内データに置き換わっ
た場合の案内音声を示す。この例においては、『「２３号線」「１５５号線」を通って飯
田に抜け』という文言が、『「花子さん家」経由で』に変わり、『「２３号線」「１５５
号線」を通って』という文言が『「ラック白土店」経由で』に変わっている。
【０１２８】
　また、どの区間でどの形式の音声案内を用いるかの情報を音声で案内するようにしても
よい。例えば、図１７の「中野ＩＣ」から詳細案内を行います」という文言のように、ど
の地点から詳細音声案内を行うかの情報を音声で示してもよいし、また、どの地点まで簡
易音声案内を行うかの情報を音声で示してもよいし、また、どの地点まで詳細案内を行う
かの情報を音声で示してもよいし、また、どの地点から簡易音声案内を行うかの情報を音
声で示してもよい。
【０１２９】
　ステップ３２５に続いては、ステップ３３０で、リンクキーワード、すなわち、キーワ
ードリスト画面３１に表示された代表経由地点間の主要道のキーワードの入力があったか
の判定を行う。具体的には、ユーザがタッチパネルを用いてキーワードボタン３３ｂ、ｄ
、ｆ、ｈ、ｊおよびリンク３７ａ～３７ｅのうちいずれかに触れるか、またはリンクキー
ワードの音声入力をマイクから行ったかを、入力装置１２からの信号に基づいて検出する
。リンクキーワードの入力があった場合、続いてステップ３３５の処理を実行し、キーワ
ードの入力がない場合、続いてステップ３４０の処理を実行する。
【０１３０】
　ステップ３３５では、当該入力のあったリンクキーワードに相当する区間の簡易／詳細
音声案内設定のトグルを行う。すなわち、当該区間の音声案内設定がそれまで簡易音声案
内になっていればそれを詳細音声案内に、それまで詳細音声案内になっていれば簡易音声
案内に変更する。
【０１３１】
　例えば、図１３の概略表示において、ユーザがキーワードボタン３３ｈまたはリンク３
７ｄにタッチするか、または「長野自動車道」とマイクに向かって発声することで、制御
回路１７は、ステップ３３０においてリンクキーワードの入力があると判定し、ステップ
３３５で当該リンクの区間、すなわち小牧ＪＣＴから中野ＩＣまでの区間の音声案内設定
を詳細音声案内から簡易音声案内に変更する。そして、リンク３７ｄおよびキーワードボ
タン３３ｈの表示中の網掛けを除去する。
【０１３２】
　また例えば、図１３の概略表示において、ユーザがキーワードボタン３３ｂまたはリン
ク３７ａにタッチするか、または「３６号線と２１９号線」とマイクに向かって発声する
ことで、制御回路１７は、ステップ３３０においてリンクキーワードの入力があると判定
し、ステップ３３５で当該リンクの区間、すなわち出発地点（現在位置に相当する）から
ラック白土店までの区間の音声案内設定を簡易音声案内から詳細音声案内に変更する。そ
して、リンク３７ａおよびキーワードボタン３３ｂの表示に網掛けを追加する。
【０１３３】
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　このようなステップ３３０、３３５の処理により、制御回路１７は、全ルート概略表示
において、リンクの指定を検出すると、指定に係るリンクに相当する区間における音声案
内の設定をトグルする。
【０１３４】
　ステップ３３５に続いては、ステップ３４０の処理を実行する。
【０１３５】
　ステップ３４０では、代表経由地点のキーワードの入力があったかの判定を行う。具体
的には、ユーザがタッチパネルを用いてキーワードボタン３３ａ、ｃ、ｅ、ｇ、ｉ、ｋお
よびリンク代表経由地点３６ａ～３６ｆのいずれかに触れるか、あるいは代表経由地点の
キーワードまたは表示画面３０において代表経由地点に付された番号の音声入力をマイク
から行ったかを、入力装置１２からの信号に基づいて検出する。代表経由地点のキーワー
ドの入力があった場合、続いてステップ３４５の処理を実行し、キーワードの入力がない
場合、続いて図１２のステップ３７０の処理を実行する。
【０１３６】
　ステップ３４５では、当該入力のあったキーワードに相当する代表経由地点が、簡易音
声案内を行う区間と詳細音声案内を行う区間との切り替わりポイントに相当する代表経由
地点であるか否かを判定する。切り替わりポイントなら続いてステップ３５０の処理を実
行し、切り替わりポイントでないなら続いてステップ３５５の処理を実行する。
【０１３７】
　ステップ３５０では、全区間において詳細音声案内区間と簡易音声案内区間とを入れ替
える。すなわち、概略ルートの当該代表経由地点から一方の端点（図１３においては代表
経由地点３６ａまたは代表経由地点３６ｆ）までの区間における音声案内を、簡易音声案
内および詳細音声案内のうち、それまでのその区間における設定と異なる方に設定し、ま
た同じく、当該代表経由地点から他方の端点までの区間における音声案内を、簡易音声案
内および詳細音声案内のうち、それまでのその区間における設定と異なる方に設定する。
【０１３８】
　例えば、図１３の概略表示において、ユーザがキーワードボタン３３ｅまたは代表経由
地点３６ｃにタッチするか、または「名古屋ＩＣ」とマイクに向かって発声することで、
制御回路１７は、ステップ３４０において代表経由地点のキーワードの入力があると判定
し、ステップ３４５で切り替わりポイントの代表経由地点であると判定する。そして、ス
テップ３５０で出発地点から名古屋ＩＣまでの各区間の音声案内設定を簡易音声案内から
詳細音声案内に変更する。そして、名古屋ＩＣから志賀高原までの各区間の音声案内設定
を詳細音声案内から簡易音声案内に変更する。そして、その設定に合わせて表示の網掛け
／非網掛け表示も変更する。
【０１３９】
　ステップ３５０の後は、続いて図１２のステップ３７０の処理を実行する。
【０１４０】
　ステップ３５５では、現在位置、すなわち出発地点が生活圏内であるか否かを判定する
。生活圏内であるか否かは、その地点が自宅登録されているか否かで判定する。自宅登録
とは、ユーザが入力装置１２を用いて、地図上の所定の位置が自宅である旨の操作を行う
ことに基づき、制御回路１７が、当該位置が自宅である旨のデータを外部記憶媒体１６に
記憶させることをいう。
【０１４１】
　また、その地点が生活圏内であるか否かは、その地点の付近（例えばその地点から５ｋ
ｍ以内）に利用した施設が所定数（特許請求の範囲の第１の所定数に相当する。例えば５
）以上あるか否かで判定してもよい。なお、利用した施設とは、外部記憶媒体１６中の施
設データ中、利用履歴が空でないエントリの施設をいう。
【０１４２】
　また、その地点が生活圏内であるか否かは、その地点の付近（例えばその地点から５ｋ
ｍ以内）に多用している施設が所定数（特許請求の範囲の第１の所定数に相当する）以上
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あるか否かで判定してもよい。多用している施設とは、外部記憶媒体１６中の施設データ
中、音声案内登録エントリの値がオンであるエントリの施設をいう。
【０１４３】
　現在位置が生活圏内であれば、続いてステップ３６０の処理を実行し、生活圏内でなけ
れば、続いてステップ３６５の処理を実行する。
【０１４４】
　ステップ３６０では、ステップ３４０で検出した代表経由地点から現在地点までの区間
を簡易音声案内する旨の設定を行い、当該代表経由地点からもう一方の端点（本実施形態
においては目的地）までの区間を詳細音声案内する旨の設定を行い、それにあわせて表示
画面の網掛け／非網掛け表示も変更する。
【０１４５】
　ステップ３６５では、ステップ３４０で検出した代表経由地点から現在地点までの区間
を詳細音声案内する旨の設定を行い、当該代表経由地点からもう一方の端点（本実施形態
においては目的地）までの区間を簡易音声案内する旨の設定を行い、それにあわせて表示
画面の網掛け／非網掛け表示も変更する。
【０１４６】
　このようなステップ３５５、３６０、３６５の処理により、制御回路１７は、ステップ
３４０で指定された代表経由地点から、生活圏内である概略ルートの出発地点までの区間
における音声案内を、簡易音声案内で行い、他方の端点までの区間における音声案内を、
詳細音声案内で行うよう設定する。
【０１４７】
　また、出発地点でなく、概略ルートのどちらかの端点が生活圏内なら、指定された代表
経由地点から当該端点までを簡易音声案内とし、当該代表経由地点から他端までを詳細音
声案内としてもよい。
【０１４８】
　また、概略ルートのどちらかの端点が観光地であったり、不案内な地域であるなら、指
定された代表経由地点から当該端点までを詳細音声案内とし、当該代表経由地点から他端
までを簡易音声案内としてもよい。ここで、ある地点が観光地であるか否かは、例えば、
地図データ中に、その地点付近（例えばその地点から１ｋｍ以内）の名所旧跡があるか否
かで判定してもよい。また、ある地点が不案内な地域であるか否かは、例えば当該地点付
近（例えばその地点から５ｋｍ以内）に利用した施設が所定数（特許請求の範囲の第２の
所定数に相当する。例えば、第１の所定数より低い２）以下であるか否かで判定してもよ
い。
【０１４９】
　ステップ３６０、３６５の後、続いて図１２のステップ３７０の処理を実行する。
【０１５０】
　ステップ３７０では、車が始動したか否かを判定する。具体的には、位置検出器１１の
車速センサからの信号に基づいて、自車両の走行速度が所定の速度（例えば５ｋｍ／ｈ）
以上となったか否かで判定する。また、イグニッション線からの信号に基づいて、キー位
置がオンにあるか否かで判定してもよい。車が始動していれば続いてステップ３８５に進
み、始動していなければ続いてステップ３７５に進む。
【０１５１】
　ステップ３７５では、ユーザによる確認の旨の入力があるか否かを判定する。具体的に
は、図１３の表示画面３０中の確認ボタン３５のタッチ、あるいはマイクへの「確認」と
いう音声の発声があったか否かを判定する。確認の旨の入力があれば、続いてステップ３
８０の処理を実行し、なければ、続いて図１１のステップ３３０の処理を実行する。
【０１５２】
　ステップ３８０では、ステップ３２５と同様に、全ルート概略音声案内を行う。そして
ステップ３８０の後、続いてステップ３３０の処理を行う。
【０１５３】
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　このようなステップ３７０、３７５、３８０の処理により、制御回路１７は、車が始動
するまでは、リンクキーワードの指定（ステップ３３０参照）、代表経由地点の指定（ス
テップ３４０参照）に基づいたマニュアルでの音声案内簡易／詳細切り替えを行い、また
、確認の旨の入力（ステップ３７５）の度に概略音声案内を繰り返すことになる。
【０１５４】
　車が始動した後のステップ３８５では、それまでの全案内ルート概略表示を終了し、通
常のルート案内処理のための画面表示を行う。
【０１５５】
　続いてステップ３９０では、車両の走行に沿ったルート案内処理を開始する。
【０１５６】
　続いてステップ３９２では、現在地点が詳細音声案内すると設定された区間であるか否
かを判定する。詳細音声案内の区間であれば、続いてステップ３９４で、詳細音声案内の
形式によるルート案内を行う。そして、詳細音声案内の区間でなければ、続いてステップ
３９６で、簡易音声案内の形式によるルート案内を行う。
【０１５７】
　ステップ３９４、３９６に続いては、ステップ３９８で、自車両が目的地に到着したか
否かを判定する。目的地に到着していない場合、続いてステップ３９２の処理を実行し、
到着した場合、プログラム３００の実行を終了する。
【０１５８】
　このようなステップ３８５～３９８の処理により、制御回路１７は、目的地までの案内
ルートにおいて、設定に基づいて詳細音声案内または簡易音声案内を行う。
【０１５９】
　以上のようなプログラム３００を制御回路１７が実行したときの、表示装置１３の画面
表示の遷移の一例を図１８に示す。
【０１６０】
　まず、自車両が自宅登録された位置にあり、カーナビゲーション装置１０が地図画面上
に自位置マーク５６を重ねた表示画面５１を表示装置１３に表示させているとき、ユーザ
が入力装置１２を操作して目的地を指定すると、制御回路１７は、その目的地までの最適
な案内ルートが国道３６号線、国道２１９号線、東名高速道路、長野道、剣道２８２号線
を順に走行するルートであると特定する。
【０１６１】
　そして制御回路１７は、その後プログラム３００の実行を開始し、そして、ステップ３
０５、３１０の処理によって、案内ルート上の音声案内登録されているラック白土店のあ
る区間および自宅を含む区間、すなわち、国道３６号線および国道２１９号線の区間を簡
易音声案内の区間に、そしてそれ以外の案内ルートを詳細音声案内の区間に設定する。そ
して、ステップ３１５、３２０、３２５の処理により、案内ルート中の代表経由地点をリ
ンクで繋いだ、図１３に示したものと同形式の表示画面５２を示し、詳細音声案内を行う
部分を網掛けで表示する。
【０１６２】
　この後、ユーザが代表経由地点３６ｇ、すなわち中野ＩＣをタッチまたは音声入力する
と、ステップ３４０、３４５で、切り替わりポイントでない代表経由地点の指定があった
と判定し、ステップ３５５で、現在位置が自宅登録位置のある生活圏内であると判定し、
ステップ３６０で、現在位置から中野ＩＣまでの区間を簡易音声案内区間に設定し、その
設定に合わせて表示画面５３のように、網掛け／非網掛け表示を変更する。
【０１６３】
　続いて、ユーザがリンク３７ｆ、すなわち国道２１９号線をタッチまたは「道２１９」
と発音すると、ステップ３３０でリンクキーワードの指定があったと判定し、ステップ３
３５で、国道２１９号線の区間を簡易音声案内区間から詳細音声案内区間にトグルし、そ
の設定に合わせて表示画面５４のように、当該区間の網掛け表示を行う。
【０１６４】
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　続いて、ユーザが車両を始動させると、ステップ３８５以降の処理により、画面表示が
通常のルート案内表示画面５５に切り替わる。
【０１６５】
　また、表示画面５３を表示している状態において、ユーザが代表経由地点３６ｇ、すな
わち中野ＩＣをタッチまたは音声入力すると、ステップ３４０、３４５で、切り替わりポ
イントである代表経由地点の指定があったと判定し、ステップ３５０で、現在の各区間に
おける簡易音声案内、詳細音声案内の設定を入れ替え、その設定に合わせて、図１９の表
示画面５７のように、網掛け／非網掛け表示を変更する。なお、図１９の表示画面５７の
ように、概略案内においては、案内ルート以外の道路や確認ボタンの表示を省略するよう
になっていてもよい。
【０１６６】
　また、ステップ３０５において、案内ルート上に音声案内登録された施設がない等の理
由で、案内ルート全てが詳細音声案内設定となる場合は、図２０の表示画面５８のように
、全ての代表経由地点およびリンクが網掛け表示される。
【０１６７】
　またこの表示画面５８において、ユーザが、代表経由地点３６ｈ、すなわち名古屋ＩＣ
をタッチまたは音声入力すると、ステップ３４０、３４５で、切り替わりポイントでない
代表経由地点の指定があったと判定し、ステップ３５５で、現在位置が自宅登録位置のあ
る生活圏内であると判定し、ステップ３６０で、現在位置から名古屋ＩＣまでの区間を簡
易音声案内区間に設定し、その設定に合わせて表示画面５９のように、網掛け／非網掛け
表示を変更する。
【０１６８】
　また、出発地点が観光地等の土地勘のない場所が案内ルートの出発地点であり、案内ル
ート全てが詳細音声案内設定となる場合は、図２１の表示画面６０のように、全ての代表
経由地点およびリンクが網掛け表示される。
【０１６９】
　そしてこの表示画面６０において、ユーザが、代表経由地点３６ｊ、すなわち中野ＩＣ
をタッチまたは音声入力すると、ステップ３４０、３４５で、切り替わりポイントでない
代表経由地点の指定があったと判定し、ステップ３５５で、現在位置が生活圏内でないと
判定し、ステップ３６５で、現在位置から中野ＩＣまでの区間を簡易音声案内区間に設定
し、その設定に合わせて表示画面６１のように、網掛け／非網掛け表示を変更する。
【０１７０】
　以上のような作動により、カーナビゲーション装置１０は、施設を閾値回数以上利用し
たことに基づいて、自車両の走行履歴としての音声案内登録フラグを外部記憶媒体１６に
記録し、また、案内ルート中のある区間内に、音声案内登録フラグがオンとなる施設があ
る場合、当該区間における音声案内を、簡易音声案内で行う。このようにすることで、走
行履歴としての施設の利用頻度の高さに基づいた音声案内量の切り替えを行うことができ
る。
【０１７１】
　なお、音声案内登録フラグは、施設の案内音声追加データを音声案内に用いる旨のデー
タであるとも言える。
【０１７２】
　このように、同じ走行区間であっても、車両の走行履歴によって音声案内量が自動的に
変化するので、その車両の所有者の土地勘の有無がある程度反映される。
【０１７３】
　また、上記した実施形態においては、概略案内は全案内ルートについて行っているが、
このように概略案内は全案内ルートについて行わずとも、案内ルートの一部分についての
み行ってもよい。
【０１７４】
　また、ＥＴＣ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｔｏｌｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ）を利用した有料駐
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車場においては、その駐車場のＥＴＣ路上器と無線モジュール１４を介してＥＴＣによっ
て通信を行い、その通信を行ったことによって、施設データ中のその駐車場のエントリの
通信履歴を更新するようになっていてもよい。
【０１７５】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態においては、カーナビゲー
ション装置１０が、第１実施形態の作動に加えて、逆行ルート案内を行う。そして、逆行
ルート案内における案内音声量は、その逆行ルートに対応する案内ルート中の区間におけ
る音声案内量と同じとする。
【０１７６】
　逆行ルート案内とは、行楽地から自宅に戻る場合等に利用されるものであり、車両があ
る案内ルートに沿って走行した後、その案内ルートを逆に辿る逆行ルートに沿ってその車
両をルート案内することである。この逆行ルート案内は、ユーザによる入力装置１２を用
いた逆行案内を要求する旨の操作に基づいて行われる。
【０１７７】
　そして、この逆行ルート案内の際にも、概略ルート案内を行う。図２２に、通常のルー
ト案内、およびそのルート案内に対する逆行ルート案内における概略音声案内の画面表示
の対比を示す。
【０１７８】
　表示画面６２が、通常のルート案内における概略案内画面であり、表示画面６３が、そ
れに対する逆行ルート案内における概略案内画面である。表示画面６３における代表経由
地点の並びは、表示画面６２における代表地点の並びの逆になっている。そして、表示画
面６２においても表示画面６３においても、ある代表経由地点とそれに隣り合う代表経由
地点との間のリンクの音声案内が簡易であるか詳細であるかについては、全く同じである
。
【０１７９】
　例えば、表示画面６２における往路の名古屋ＩＣから小牧ＪＣＴまでの間のリンクにお
いては、詳細案内を行う旨の網掛けの画面表示となっており、また、表示画面６３におけ
る復路の小牧ＪＣＴから名古屋ＩＣまでの間のリンクにおいても、詳細案内を行う旨の網
掛けの画面表示となっている。
【０１８０】
　このようにすることで、逆行ルートにおいても、対応する案内ルートの音声案内量の多
寡の設定を利用することができる。
【０１８１】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。本実施形態においては、第１実施形態
のカーナビゲーション装置１０において、音声案内登録データを用いた場合の全ルート概
略音声案内において、１つのリンク中に２つ以上の音声案内登録された施設がある場合、
最も当該リンクの中央に近い施設の音声案内登録データを当該概略音声案内に用いる。
【０１８２】
　図２３に概略音声案内の対象の施設の選択を説明する道路図を示す。案内ルートの一部
である道路７７において、出発地点７８および代表経由地点８１をと繋ぐリンク内に、シ
ョップＢ７９およびショップＡ８０という、２つの音声案内登録された施設がある。この
２つのうち、ショップＡ８０の方がショップＢ７９よりもリンクの中央に近いので、ショ
ップＡ８０の音声案内登録データを用いて、当該リンクについての概略音声案内を行う。
【０１８３】
　図２４に、この作動のために制御回路１７が実行するプログラム４００のフローチャー
トを示す。このフローチャートは、図１１に示したプログラム３００のステップ３２０、
３２５に置き換わって、制御回路１７によって実行されるものである。
【０１８４】
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　まずステップ４１０で、案内ルート上の各リンクにおける音声案内登録された施設をピ
ックアップする。
【０１８５】
　続いてステップ４２０で、１つのリンクに複数の音声案内登録された施設があるか否か
を判定する。複数ある場合は続いてステップ４３０の処理を実行し、複数ない場合は続い
てステップ４４０の処理を実行する。
【０１８６】
　ステップ４３０では、当該複数の施設のうち、当該リンクの中央に最も近いものを１つ
選択する。そして続いてステップ４４０の処理を実行する。
【０１８７】
　ステップ４４０では、ステップ４３０で選択された施設、またはリンク中に１つだけあ
る施設を用いて、全ルート概略音声案内を行う。なお、概略音声案内は全ルートではなく
全ルートの一部、すなわち部分ルートを対象とするものであってもよい。
【０１８８】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。本実施形態においては、第１実施形態
におけるカーナビゲーション装置１０が、更に、案内ルートの検索を、音声案内登録され
ている等、利用頻度の高い施設の位置に基づいて行う。
【０１８９】
　図２５に、本実施形態における案内ルート検索処理のために制御回路１７が実行するプ
ログラム５００をフローチャートで示す。制御回路１７は、ユーザによる入力装置１２の
操作等によって、目的地の指定を受けると、まずステップ５１０で、当該目的地までの最
適なルートを検索する。ただしその際、簡易音声案内区間の距離または割合が多いルート
、すなわち、音声案内登録された施設をより多く含むルートを、他のルートよりも優先的
に選択する。
【０１９０】
　図２６、図２７に、本実施形態におけるルート検索とそれ以外のルート検索との対比を
示すための、カーナビゲーション装置１０による概略案内表示を示す。図２６は、音声案
内登録された施設の存在に無関係にルート検索をした場合の案内ルートを、図２７は、本
実施形態のカーナビゲーション装置１０が検索した案内ルートを示している。
【０１９１】
　図２６においては、出発地点８２と名古屋ＩＣ８３との間は、最短コースの国道３６号
線８７および国道２１９号線８８を通る案内ルートの表示となっているが、本実施形態の
画面表示である図２７においては、出発地点８２と名古屋ＩＣ８３との間は、最短コース
ではないラック白土店８５を経由する迂回路が案内ルートとして表示される。これは、ラ
ック白土店８５が音声案内登録された施設であり、また、国道３６号線８７および国道２
１９号線８８には音声案内登録された施設がないからである。
【０１９２】
　このようにすることで、ユーザは、よく知った道路を優先的に用いたルート案内を受け
ることができる。
【０１９３】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５実施形態について説明する。本実施形態においては、第１実施形態
のカーナビゲーション装置１０において、更に、自車両が案内ルートから外れたとき、そ
の外れた位置において簡易音声案内を行っている場合、自車両が案内ルートから大きく外
れていなければ、利用可能な２つの案内ルート復帰音声案内方式のうち音声案内量の少な
い方で、案内ルートに復帰するための音声案内を行うようになっている。なお、案内ルー
ト復帰音声案内とは、現在位置から当初の案内ルートに戻るためのルート案内、すなわち
リルート案内を、音声で行うことである。
【０１９４】
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　図２８に、本実施形態の制御回路１７がこの音声リルート案内を行うために実行するプ
ログラム６００のフローチャートを示す。
【０１９５】
　制御回路１７は、ルート案内中、車両の現在位置が案内ルートから第１の所定距離（例
えば１０ｍ）だけ外れたときに、このプログラム６００を実行する。
【０１９６】
　まずステップ６１０で、案内ルートを外れる直線まで行っていた音声ルート案内の形式
が、簡易音声案内であったか、あるいは詳細案内音声であったかを判定する。
【０１９７】
　簡易音声案内であった場合は、続いてステップ６２０の処理を実行し、詳細音声案内で
あった場合は、続いてステップ６４０の処理を実行する。
【０１９８】
　ステップ６２０では、現在位置が案内ルートから大きく外れているか否かを判定する。
現在位置が案内ルートから大きく外れているか否かは、具体的には、現在位置から所定曲
折回数（例えば２回）以上交差点を曲がらないと、すなわち大回りしないと当該案内ルー
トに戻れない場合、現在位置から案内ルートまでの最短距離が第１の所定距離より大きい
第２の所定距離（例えば５００メートル）以上である場合等が考えられる。大きく外れて
いる場合、続いてステップ６４０の処理を実行し、大きく外れていない場合、続いてステ
ップ６３０の処理を実行する。
【０１９９】
　ステップ６３０では、利用可能な２つの案内ルート復帰音声案内方式のうち音声案内量
の少ない方、すなわち簡易音声リルート案内で、案内ルートに復帰するための音声案内を
行う。
【０２００】
　ステップ６４０では、利用可能な２つの案内ルート復帰音声案内方式のうち音声案内量
の多い方、すなわち詳細音声リルート案内で、案内ルートに復帰するための音声案内を行
う。
【０２０１】
　ステップ６３０、６４０に続いては、ステップ６５０で、自車両が案内ルートに復帰し
たか否かを判定する。案内ルートに復帰した場合はプログラム６００の実行を終了し、復
帰していない場合、ステップ６１０の処理を実行する。
【０２０２】
　このようなプログラム６００を実行することで、制御回路１７は、自車両が案内ルート
から外れたとき、外れた位置が簡易音声案内区間であり（ステップ６１０参照）、かつ、
現在位置が案内ルートから大きく外れていなければ（ステップ６２０参照）、簡易音声リ
ルート案内を行う（ステップ６３０参照）。
【０２０３】
　ここで、詳細音声リルート案内は、例えば、交差点に来る度に案内ルートに復帰する方
向に曲がるよう音声で指示する形式をいう。
【０２０４】
　また、簡易音声リルート案内は、案内ルートに復帰するための音声案内を全く行わない
ものも含む。また、簡易音声リルート案内としては、交差点毎にではないが、必要に応じ
て音声案内を行うようになっていてもよい。
【０２０５】
　図２９に、簡易音声リルート案内をする場合と、詳細音声リルート案内をする場合との
区別を説明するための道路の俯瞰図を示す。
【０２０６】
　この図においては、碁盤の目状に並ぶ道路中に点線で示された案内ルート９０を、車両
９１、９２がそれぞれルート９３、９４のように外れた場合を示している。案内ルート９
０沿いには、頻繁に利用されることで音声案内登録された施設９５があるので、この図示
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した案内ルートの区間においては、簡易音声案内が行われる。
【０２０７】
　この場合、案内ルート９０を外れた車両９１は、次の交差点を左に一度曲がれば案内ル
ートに復帰できるので、簡易音声リルート案内の状態となっており、左折を指示する音声
案内は受けない。
【０２０８】
　また、案内ルート９０を外れた車両９２は、次の交差点を左に曲がってさらにどこかの
交差点で曲がらなければ案内ルート９０に復帰できないので、詳細音声リルート案内の状
態となっており、現在位置において左折を指示する音声案内を受ける。
【０２０９】
　このように、車両が案内ルートから外れても、現在位置が案内ルートから大きく外れて
いなければ簡易音声リルート案内を行うようにすれば、ユーザが故意に一時的に案内ルー
トを外れた場合におけるリルートの不必要に頻繁な音声案内を受ける可能性を低減するこ
とができる。
【０２１０】
　（第６実施形態）
　次に、本発明の第６実施形態について説明する。本実施形態のカーナビゲーション装置
１０は、第車両１実施形態の作動に加え、通信設備を有さない施設についても、所定の閾
値回数以上利用した場合は、施設多用情報として音声案内登録フラグをオンとし、さらに
、その施設の音声案内データを外部記憶媒体１６に記憶する。
【０２１１】
　図３０に、本実施形態においてカーナビゲーション装置１０が通信設備のない施設につ
いても施設多用情報を記憶するようにするために制御回路１７が実行するプログラム７０
０をフローチャートとして示す。
【０２１２】
　制御回路１７は、カーナビゲーション装置１０の作動中、車両が停止したことを、車速
センサからの信号やイグニッション線からエンジン停止した旨の信号を受けることによっ
て検知すると、このプログラム７００を繰り返し実行する。
【０２１３】
　まずステップ７１０で、現在位置に駐車場、コンビニエンスストアなどの施設があるか
否かを、地図データを用いて判定する。施設がある場合、続いてステップ７２０を実行し
、施設がない場合、プログラム７００の実行を終了する。
【０２１４】
　ステップ７２０では、停車時刻と停車位置、すなわち現在時刻と現在位置とを外部記憶
媒体１６に記録する。
【０２１５】
　続いてステップ７３０では、イグニッション線からアクセサリオフになる（キー位置が
オフ位置となる）旨の信号を受けるまで待つ。
【０２１６】
　そしてアクセサリオフの旨の信号を受けると、続いてステップ７４０で、イグニッショ
ン線からアクセサリオンになる（キー位置がオフからＡＣＣとなる）旨の信号を受けるま
で待つ。
【０２１７】
　そしてアクセサリオンの旨の信号を受けると、続いてステップ７５０で、現在位置特定
機能を用いて現在地を算出する。
【０２１８】
　続いてステップ７６０で、ステップ７５０で算出した現在位置とステップ７２０で記憶
した停車位置とを比較し、その差が所定距離（例えば１ｍ）未満であれば、２つは同じ位
置であると判定し、所定距離以上であれば、２つは同じ位置でないと判定する。同じ位置
であると判定した場合、続いてステップ７６５の処理を実行する。同じ位置でないと判定
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した場合、プログラム７００の実行を終了する。
【０２１９】
　ステップ７６５では、施設ジャンルを検出する。具体的には、ステップ７１０で特定し
た現在位置の施設のジャンル、すなわち業種を、図２の施設データから特定する。
【０２２０】
　続いてステップ７７０では、ステップ７２０で記憶した停止時刻と現在時刻との差が、
ステップ７６５で特定したジャンルの規定時間以上であるか否かを判定する。
【０２２１】
　図２に、ジャンル毎の規定時間を表形式で示す。このように、コンビニエンスストアの
規定時間は５分であり、立ち食い店の規定時間は２０分であり、レストランの規定時間は
６０分である。なお、外部記憶媒体１６にはあらかじめこのデータが記憶されている。
【０２２２】
　これらのジャンル毎の規定時間は、その施設を利用したことが確からしいと判断できる
車両の停止時間として規定されている。利用するのに要する時間が通常短いものほど規定
時間が短い。
【０２２３】
　時間差が当該ジャンルの規定時間以上である場合は、続いてステップ７８０に進み、規
定時間以下である場合は、プログラム７００の処理を終了する。
【０２２４】
　ステップ７８０では、当該施設の利用履歴を更新し、更に、当該更新した利用履歴に基
づいて、この施設の利用回数が所定の閾値回数（例えば３回）以上であるか否かを判定す
る。閾値回数以上であれば、続いてステップ７９０を実行し、閾値回数以下であれば、プ
ログラム７００の実行を終了する。
【０２２５】
　ステップ７９０では、音声案内登録を行う。ただしここでは、図１０の場合と異なり、
現在の施設に通信設備がない。従って、ユーザが入力装置１２のマイクから音声入力を行
ったり、インターネット等の広域ネットワークと通信可能な場合は、当該ネットワーク経
由でダウンロードすることにより、音声案内データを、図３に示したマニュアル登録また
はネットワーク登録の小分類に属するものとして、外部記憶媒体１６に記憶させる。そし
て、施設データ中の当該施設エントリの音声案内登録のフラグをオンとする。ステップ７
９０の後、プログラム７００の実行を終了する。
【０２２６】
　制御回路１７がこのようなプログラム７００を実行することで、カーナビゲーション装
置１０は、施設内に当該施設のジャンル毎に規定された閾値時間以上停車したことが閾値
回数以上となったことに基づいて、当該施設についての施設多用情報を記憶媒体に記録す
る。
【０２２７】
　なお、上記した各実施形態において、制御回路１７が、プログラム２００または７００
を実行することで、履歴記録手段として機能する。
【０２２８】
　また、制御回路１７が、プログラム３００を実行することで、切り替え手段として機能
する。
【０２２９】
　また、無線モジュール１４が無線通信手段に相当する。
【０２３０】
　また、イグニッション線１８または位置検出器１１の車速センサが、車両停止検知手段
に相当する。
【０２３１】
　また表示装置１３が、概略表示手段に相当する。
【０２３２】
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　また、入力装置１２が、検出手段に相当する。
【０２３３】
　また、音声案内フラグが施設多用情報に相当する。しかし、施設データ中の利用履歴の
項目が施設多用情報となっていてもよいし、利用回数が所定の閾値回数以上となったとき
に初めて案内音声データをダウンロードする場合は、当該ダウンロードした音声案内デー
タそのものが施設多用情報となっていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２３４】
【図１】本発明の第１実施形態にかかるカーナビゲーション装置１０のハードウェア構成
を示す図である。
【図２】外部記憶媒体１６に記憶させる施設データの構成を示す図表である。
【図３】外部記憶媒体１６に記憶させる案内音声データの具体例を示す図表である。
【図４】車両１が音声案内データをダウンロードする施設の俯瞰図である。
【図５】車両１および施設建物３の側面図である。
【図６】通信設備４のハードウェア構成を示す図である。
【図７】通信設備４が送信する施設の詳細情報を示す図である。
【図８】橋に設けられた通信設備を示す図である。
【図９】プログラム１００のフローチャートである。
【図１０】プログラム２００のフローチャートである。
【図１１】ルート案内処理のためのプログラム３００のフローチャートの一部である。
【図１２】ルート案内処理のためのプログラム３００のフローチャートの一部である。
【図１３】全ルート概略案内の画像表示を行う表示画面３０を示す図である。
【図１４】１つのリンク内に詳細案内を行う区間と簡易案内を行う区間が混ざり合ってい
る場合を示す図である。
【図１５】全ルート概略音声案内の一例を示す図である。
【図１６】キーワードと音声案内登録データとの間の変換関係を示す図表である。
【図１７】音声案内登録データを用いた場合の全ルート概略音声案内の一例を示す図であ
る。
【図１８（ａ）】プログラム３００を制御回路１７が実行したときの、表示装置１３の画
面表示の遷移の一例を示す図である。
【図１８（ｂ）】プログラム３００を制御回路１７が実行したときの、表示装置１３の画
面表示の遷移の一例を示す図である。
【図１８（ｃ）】プログラム３００を制御回路１７が実行したときの、表示装置１３の画
面表示の遷移の一例を示す図である。
【図１９】プログラム３００のステップ３０５において、案内ルート全てが詳細音声案内
設定となる場合における、表示装置１３による全ルート概略表示画面の遷移の一例を示す
図である。
【図２０】プログラム３００を制御回路１７が実行したときの、表示装置１３の画面表示
の遷移の一例を示す図である。
【図２１】プログラム３００を制御回路１７が実行したときの、表示装置１３の画面表示
の遷移の一例を示す図である。
【図２２】通常のルート案内、およびそのルート案内に対する逆行ルート案内における概
略案内の画面表示の対比を示す図である。
【図２３】概略音声案内の対象の施設の選択を説明する道路図を示す図である。
【図２４】第３実施形態において制御回路１７が実行するプログラム４００のフローチャ
ートである。
【図２５】第４実施形態における案内ルート検索処理のために制御回路１７が実行するプ
ログラム５００を示すフローチャートである。
【図２６】利用頻度の高い施設の位置に関わらないルート検索結果の表示画面を示す図で
ある。
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【図２７】第４実施形態における、利用頻度の高い施設の位置に基づいたルート検索結果
の表示画面を示す図である。
【図２８】第５実施形態におけるリルート処理のために制御回路１７が実行するプログラ
ム６００のフローチャートである。
【図２９】簡易音声リルート案内をする場合と、詳細音声リルート案内をする場合との区
別を説明するための道路図である。
【図３０】第６実施形態において制御回路１７が実行するプログラム７００のフローチャ
ートである。
【図３１】ジャンル毎の規定時間を示す図表である。
【符号の説明】
【０２３５】
　１…車両、２…駐車場、３…施設建物、４…通信設備、５…通信可能エリア、６…橋、
　７…柱、１０…カーナビゲーション装置、１１…位置検出器、１２…入力装置、
　１３…表示装置、１４…無線モジュール、１５…アンテナ、１６…外部記憶媒体、
　１７…制御回路、１８…イグニッション線、３０…表示画面、
　３１…キーワードリスト画面、３２…地図画面、３３…キーワードボタン、
　３４…番号表示、３５…確認ボタン、３６…代表経由地点、３７…リンク、
　３８…道路、４１…アンテナ、４２…無線機、４３…サーバ、４４…制御部、
　４５…メモリ、５１…表示画面、５２～５５…表示画面、５６…自位置マーク、
　５７～６３…表示画面、７１、７２…道路、７３…中野ＩＣ、７４…志賀高原、
　７５…野沢、７６…中野ドライブイン、７７…道路、７８…出発地点、
　７９…ショップＢ、８０…ショップＡ、８１…代表経由地点、８２…出発地点、
　８３…名古屋ＩＣ、８５…ラック白土店、８７…国道３６号線、
　８８…国道２１９号線、９０…案内ルート、９１、９２…車両、９３、９４…ルート。
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