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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　任意のホームページにおける最新の更新内容を紹介する更新内容紹介データが外部から
与えられたときに、当該更新内容紹介データを取得する取得手段と、
　上記更新内容紹介データに含まれた緯度経度情報に応じて位置情報を生成する位置情報
生成手段と、
　上記位置情報を所定の記憶手段に登録する位置登録手段と
　を具え、
　さらに、上記更新内容紹介データに上記緯度経度情報が含まれていない場合、位置検索
データベースを記憶する外部装置に対し、当該更新内容紹介データに含まれたテキストに
対応する位置情報の検索を要求する位置検索要求手段と、
　上記外部装置から上記要求に対応する返信がない場合、上記位置検索データベースの中
に上記テキストに対応する位置情報がないことを通知する通知手段と、
　上記テキストに対応する位置情報をユーザからマニュアルで受け付ける入力手段と
　を具えるナビゲーション装置。
【請求項２】
　上記位置登録手段により上記位置情報が上記記憶手段に登録されると、当該位置情報に
対応するランドマークを表示手段に表示する表示制御手段と
　を具える請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
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　上記表示制御手段は、
　上記更新内容紹介データに、イベント期間が示されている場合、当該イベント期間の間
だけ上記ランドマークを上記表示手段に表示する
　請求項２に記載のナビゲーション装置。
【請求項４】
　上記ランドマークは、上記ホームページの上記更新内容に含まれた画像である
　請求項２に記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
　上記更新内容紹介データは、
　ＸＭＬ（Extensible　Markup　Language）形式で記述されたＲＳＳ（Rich　Site　Summ
ary）である
　請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
　上記位置情報は、ＰＯＩ（Point　of　Interest）である
　請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項７】
　任意のホームページにおける最新の更新内容を紹介する更新内容紹介データが外部から
与えられたときに、当該更新内容紹介データを取得手段により取得する取得ステップと、
　上記更新内容紹介データに含まれた緯度経度情報に応じて、位置情報生成手段により位
置情報を生成する位置情報生成ステップと、
　上記位置情報を位置登録手段により所定の記憶手段に登録する位置登録ステップと
　を具え、
　さらに、上記更新内容紹介データに上記緯度経度情報が含まれていない場合、位置検索
データベースを記憶する外部装置に対し、当該更新内容紹介データに含まれたテキストに
対応する位置情報の検索を要求する位置検索要求ステップと、
　上記外部装置から上記要求に対応する返信がない場合、上記位置検索データベースの中
に上記テキストに対応する位置情報がないことを通知する通知ステップと、
　上記テキストに対応する位置情報を入力手段によりユーザからマニュアルで受け付ける
入力ステップ
　を具えるナビゲーション装置における位置登録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はナビゲーション装置及びナビゲーション装置における位置登録方法に関し、例
えばＰＮＤ（Personal　Navigation　Device）と呼ばれる携帯型のナビゲーション装置（
以下、これをポータブルＮＶ装置と呼ぶ）に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ポータブルＮＶ装置には、例えば、レストランや行楽施設といった、メーカ側が
予め用意した位置情報としてのＰＯＩ（Point of Interest）が地図データに対応付けて
内蔵メモリに登録されている。
【０００３】
　このポータブルＮＶ装置は、例えば図１（Ａ）乃至（Ｄ）に示すように、当該ポータブ
ルＮＶ装置のモニターに表示したメニュー画面Ｍ上において、ジャンル等の項目の選択用
に分けられた選択アイコンＳ１の階層構造の最下位階層に、ＰＯＩに対応した位置情報ア
イコンＳ２を表示するようになされており、選択アイコンＳ１がユーザによって順に選択
されることに応じて、例えば「レストラン」（図１（Ａ））→「イタリア料理」（図１（
Ｂ））→「ＸＸＸＸ系列」（図１（Ｃ））→「□□□店」（図１（Ｄ））のように、階層
構造の最下位階層にある位置情報アイコンＳ２を選択させ得るようになされている。
【０００４】
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　そしてポータブルＮＶ装置は、位置情報アイコンＳ２がユーザによって選択されると、
図２に示すように、モニターに表示した地図画面Ｇ１上に、この位置情報アイコンＳ２（
ＰＯＩ）に対応したランドマークＲを配置するようになされている。
【０００５】
　ところが、この位置情報アイコンＳ２（ＰＯＩ）は、例えば年に１回程度の頻度で実施
される地図データの更新時に合わせて更新される場合が多い。すなわち位置情報アイコン
Ｓ２（ＰＯＩ）は、度々更新される訳ではないため、更新時から日数が経過して古い情報
になりがちであり、ポータブルＮＶ装置は、ユーザに対し時節に応じたＰＯＩを提供し難
いという問題があった。
【０００６】
　これを解決するため、ポータブルＮＶ装置の製造元であるメーカの中には、インターネ
ットを介して最新のＰＯＩをポータブルＮＶ装置に対して配信するようにしたところもあ
る（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－２４７８３７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、従来のポータブルＮＶ装置は、更新の頻度に関わらず、メーカ側から配信さ
れたＰＯＩを一方的に受け取って更新しているだけであり、インターネット上のホームペ
ージ等で見つけた情報を基に新たなＰＯＩを登録したいというユーザの要望には対応でき
ていないという問題があった。
【０００８】
　これに対して、インターネット上のホームページ等からユーザが取得した情報を基にし
て、ポータブルＮＶ装置に対して手動でＰＯＩを生成して登録するような場合も想定され
るが、当該ポータブルＮＶ装置には、タッチパネルや少数のボタンしか設けられていない
ため、ホームページから取得した情報を基にしてＰＯＩを登録するときに、住所等を入力
させるといった煩わしい操作をユーザに強いることになり、ＰＯＩ（位置情報）を容易に
登録できないという問題があった。
【０００９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、ユーザ所望の位置情報を容易に登録し得
るナビゲーション装置及びナビゲーション装置における位置登録方法を提案しようとする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる課題を解決するため本発明においては、ナビゲーション装置において、任意のホ
ームページにおける最新の更新内容を紹介する更新内容紹介データが外部から与えられた
ときに、当該更新内容紹介データを取得し、更新内容紹介データに含まれた緯度経度情報
に応じて位置情報を生成して、この位置情報を所定の記憶手段に登録し、さらに、更新内
容紹介データに緯度経度情報が含まれていない場合、位置検索データベースを記憶する外
部装置に対し、当該更新内容紹介データに含まれたテキストに対応する位置情報の検索を
要求し、当該外部装置から当該要求に対応する返信がない場合、位置検索データベースの
中にテキストに対応する位置情報がないことを通知し、当該テキストに対応する位置情報
を入力手段によりユーザからマニュアルで受け付けるようにしたことにより、所望の位置
を示す更新内容紹介データをナビゲーション装置に取得させる操作をユーザに行わせるだ
けで、ユーザ所望の位置情報を登録することができ、また更新内容紹介データに含まれる
テキストに対応する位置情報が位置検索データベースになく、自動で位置情報を登録でき
ない場合であっても、その旨をユーザに通知し、マニュアルで位置情報の入力を促すこと
で位置情報の入力の機会を確保し、ユーザ所望の位置情報を最小限のマニュアル操作で確
実に登録することができる。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明によれば、ナビゲーション装置において、任意のホームページにおける最新の更
新内容を紹介する更新内容紹介データが外部から与えられたときに、当該更新内容紹介デ
ータを取得し、更新内容紹介データに含まれた緯度経度情報に応じて位置情報を生成して
、この位置情報を所定の記憶手段に登録し、さらに、更新内容紹介データに緯度経度情報
が含まれていない場合、位置検索データベースを記憶する外部装置に対し、当該更新内容
紹介データに含まれたテキストに対応する位置情報の検索を要求し、当該外部装置から当
該要求に対応する返信がない場合、位置検索データベースの中にテキストに対応する位置
情報がないことを通知し、当該テキストに対応する位置情報を入力手段によりユーザから
マニュアルで受け付けるようにしたことにより、所望の位置を示す更新内容紹介データを
ナビゲーション装置に取得させる操作をユーザに行わせるだけで、位置情報を登録するこ
とができ、また更新内容紹介データに含まれるテキストに対応する位置情報が位置検索デ
ータベースになく、自動で位置情報を登録できない場合であっても、その旨をユーザに通
知し、マニュアルで位置情報の入力を促すことで位置情報の入力の機会を確保し、ユーザ
所望の位置情報を最小限のマニュアル操作で確実に登録することができ、かくして、ユー
ザ所望の位置情報を容易に登録し得るナビゲーション装置及びナビゲーション装置におけ
る位置登録方法を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１３】
（１）ポータブルＮＶ装置の外観構成
　図３及び図４において、１は全体として携帯型で持ち運び可能であり主に車内で用いら
れるポータブルＮＶ装置を示し、その前面にモニター２が設けられており、内蔵メモリに
記憶された地図データに基づく地図画面等をモニター２に対して表示し得るようになされ
ている。
【００１４】
　またポータブルＮＶ装置１には、モニター２の右側にＵＳＢ（Universal Serial Bus）
コネクタ３が設けられており、図示しないＵＳＢケーブルを介してパーソナルコンピュー
タ１２と接続し得るようになされている。
【００１５】
　このパーソナルコンピュータ１２は、インターネットＮＴを介して配信サーバ１３や任
意のホームページから取得した種々の情報を内蔵メモリに記憶している。
【００１６】
　また配信サーバ１３には、ランドマークの名称（以下、これをランドマーク名称と呼ぶ
）に対応するＰＯＩを検索するためのデータベース（以下、これを位置検索データベース
と呼ぶ）を、内蔵メモリに予め記憶している。
【００１７】
（２）ポータブルＮＶ装置への情報配信
　ここで、パーソナルコンピュータ１２は、ポータブルＮＶ装置１と接続された状態で、
ユーザからの操作に応じてインターネットＮＴ上の任意のホームページ（例えば、旅の記
録を日記形式で示したブログ）に接続したとき、ホームページ画面を表示するためのホー
ムページ画面データを接続先から取得する。そしてパーソナルコンピュータ１２は、図５
に示すように、ホームページ画面データに基づいたホームページ画面ＨＷをＰＣモニター
１２ａ（図４）に対して表示する。
【００１８】
　すなわちパーソナルコンピュータ１２は、ホームページ画面データに基づき、例えば、
ホームページ画面ＨＷの上部に「旅の徒然日記」のようなホームページ名ＨＮを表示し、
その下に「新規開店の○□×レストラン」のような日記タイトルＤＴ及び「2007/4/9　18
：25」のような日記投稿日時ＴＴを表示して、さらにその下に日記の内容をテキストで示
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す日記テキストＤＮ及び日記に関する日記写真ＤＰを表示するようになされている。
【００１９】
　またパーソナルコンピュータ１２は、ホームページ画面ＨＷの右側に設けられたスクロ
ールバーＳＢが上から下へ移動させられたことに応じて、今まで投稿された日記を新しい
ものから古いものへと順に表示し得るようになされている。
【００２０】
　さらにパーソナルコンピュータ１２は、ホームページ画面ＨＷ上のホームページ名ＨＮ
の右側に、このホームページ画面ＨＷが更新される毎の見出し（すなわち、新たに投稿さ
れる日記の日記タイトルＤＴ）や日記テキストＤＮの要約などを、ＸＭＬ（Extensible M
arkup Language）形式で記述したメタデータであるＲＳＳ（Rich Site Summary）として
接続先から取得するためのＲＳＳボタン１００を表示するようになされている。
【００２１】
　そしてパーソナルコンピュータ１２は、このようなホームページ画面ＨＷ（図５）をＰ
Ｃモニター１２ａ（図４）に表示した結果、ホームページ画面ＨＷ上に記載されている情
報の取得を所望したユーザによって図示しないキーボードやマウスを介してＲＳＳボタン
１００が選択されたことを認識すると、接続先からＲＳＳを取得する（すなわち、ＲＳＳ
を要求して受信する）。
【００２２】
　図６に示すように、このＲＳＳ１０１には、例えば、ホームページ画面ＨＷが更新され
る毎の最新の日記タイトルＤＴの見出しと、日記テキストＤＮの要約と、日記写真ＤＰの
画像データのリンク先と、緯度経度情報を示すｇｅｏ（Geostationary Earth Orbit）２
００とがＸＭＬ形式で記述されており、常に最新の情報を提示できるようになされている
。
【００２３】
　ｇｅｏ２００は、例えば、ホームページ上に公開された観光スポットの写真等に付加さ
れている緯度経度情報や、Google Map（Google社の登録商標）などのサービスにより取得
される緯度経度情報を元にして記述されている。
【００２４】
　パーソナルコンピュータ１２は、このようなＲＳＳ１０１を取得すると、そのＲＳＳ１
０１をポータブルＮＶ装置１へ転送する。
【００２５】
　このようにしてポータブルＮＶ装置１には、パーソナルコンピュータ１２が取得したＲ
ＳＳ１０１が転送されるようになされている。
【００２６】
（３）ポータブルＮＶ装置の回路構成
　図７に示すようにポータブルＮＶ装置１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）構成
でなる制御部２０が全体を統括制御すると共に、不揮発性メモリ２１に格納された基本プ
ログラムやアプリケーションプログラムを読み出してＲＡＭ（Random Access Memory）２
２上で実行することにより、通常のナビゲーション機能及び後述する位置登録機能等を実
現するようになされている。
【００２７】
　このポータブルＮＶ装置１の不揮発性メモリ２１には、全国の地図データが記憶されて
いる。また不揮発性メモリ２１には、メーカ独自フォーマットで形成されたＰＯＩが、地
図データが示す地図上の位置に対応付けて予め登録されている。
【００２８】
　またポータブルＮＶ装置１のＧＰＳ（Global Positioning System）ユニット２３は、
ＧＰＳ衛星からの電波を受信することで、緯度、経度及び高度等からなるＧＰＳ情報を常
に算出するようになされており、その結果得られたＧＰＳ情報を制御部２０へ送出する。
【００２９】
　制御部２０は、ＧＰＳユニット２３から与えられるＧＰＳ情報と不揮発性メモリ２１に
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記憶されている地図データとを比較することにより、ポータブルＮＶ装置１の現在位置（
すなわち、ポータブルＮＶ装置１が搭載された車が存在する自車位置）を含む所定範囲の
地図を示す地図データを不揮発性メモリ２１から読み出し、その地図データに基づく地図
画像をモニター２のＬＣＤ（Liquid Crystal Display）２４に表示するようになされてい
る。
【００３０】
　そして制御部２０は、モニター２のＬＣＤ２４の表面に設けられたタッチパネル２５に
対するユーザ操作に応じ、目的地としてＰＯＩが任意に選択された場合（以下、このよう
にして選択されたＰＯＩを、目的地ＰＯＩと呼ぶ）、自車位置から、この目的地ＰＯＩに
対応した目的地までの到達経路や到達予想時間等を算出し、これら到達経路や到達予想時
間等を、ＬＣＤ２４に表示している地図画像上に配置するようになされている。
【００３１】
　このとき制御部２０は、音声処理部２６を制御することにより、ユーザの運転する車が
到達経路に従って目的地まで走行する間、車の運転を誘導及び補助（以下、これらをまと
めてナビゲートと呼ぶ）するための音声情報を生成し、その音声情報に基づくナビゲート
音声をスピーカ２７から出力する。
【００３２】
　このようにしてポータブルＮＶ装置１は、ユーザ所望の目的地まで車をナビゲートする
ナビゲーション機能を提供し得るようになされている。
【００３３】
（４）位置登録機能
　次に、ポータブルＮＶ装置１に対して、パーソナルコンピュータ１２からＲＳＳ１０１
を供給することを利用して、例えば、新規開店したレストラン、隠れた秘湯、花見に絶好
な見晴らしの良い場所、といった新たなＰＯＩ（以下、これを新規ＰＯＩと呼ぶ）を登録
する位置登録機能について詳述する。
【００３４】
　まず、ポータブルＮＶ装置１の制御部２０は、上述したように、パーソナルコンピュー
タ１２と接続された結果、このパーソナルコンピュータ１２から送信されたＲＳＳ１０１
を受信して不揮発性メモリ２１に記憶する。
【００３５】
　制御部２０は、ＲＳＳ１０１（図６）を不揮発性メモリ２１から読み出し、このＲＳＳ
１０１のＸＭＬ形式の文字列の中に<geo:lat>や<geo:long>といったｇｅｏタグを検出し
た場合、<geo:lat>と</geo:lat>とに挟まれた部分、及び<geo:long>と</geo:long>とに挟
まれた部分をｇｅｏ２００として認識して抽出する（すなわち、ｇｅｏ２００を検索して
検出したら抽出する）。
【００３６】
　また制御部２０は、ｇｅｏ２００の抽出に加えて、ＲＳＳ１０１の中で上述したホーム
ページ画面ＨＷ（図５）における日記テキストＤＮの要約が記載された部分（具体的には
、ＸＭＬ形式の文字列の<description>と</description>とに挟まれたテキスト部分）か
ら、例えば「～ホテル」、「～レストラン」、「～屋」、「～病院」、「～海岸」、「～
公園」、「～渓谷」、「～遊園地」、「～映画館」といったランドマーク名称を抽出する
ようになされている。
【００３７】
　このようにして制御部２０は、ＲＳＳ１０１（図６）からｇｅｏ２００とランドマーク
名称（この場合、一例として「○□×レストラン」とする）とを抽出して取得する。
【００３８】
　そして制御部２０は、取得したｇｅｏ２００とランドマーク名称とに基づいて、新たに
登録するＰＯＩとしての新規ＰＯＩを生成し、この新規ＰＯＩを不揮発性メモリ２１に記
憶させることにより、当該新規ＰＯＩの登録を行う。
【００３９】
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　これに対し制御部２０は、ＲＳＳ１０１の中にｇｅｏ２００が記述されていない場合、
ＲＳＳ１０１の中に記述されているランドマーク名称のみを抽出して読み出す。そして制
御部２０は、そのランドマーク名称に対応したＰＯＩの検索を要求する位置検索要求信号
を、パーソナルコンピュータ１２及びインターネットＮＴを介して配信サーバ１３に送信
する。
【００４０】
　制御部２０は、位置検索要求信号を配信サーバ１３に送信した結果、ランドマーク名称
に対応したＰＯＩが配信サーバ１３から返信された場合、このランドマーク名称に対応し
たＰＯＩを新規ＰＯＩとして不揮発性メモリ２１に記憶させることにより、当該新規ＰＯ
Ｉの登録を行う。
【００４１】
　このようにしてポータブルＮＶ装置１は、パーソナルコンピュータ１２と接続された状
態で、ユーザ操作に応じて、このパーソナルコンピュータ１２からユーザ所望のＲＳＳ１
０１を転送されるだけで、このＲＳＳ１０１に対応した新規ＰＯＩを登録することができ
る。
【００４２】
　一方、制御部２０は、位置検索要求信号を配信サーバ１３に送信した結果、ランドマー
ク名称に対応したＰＯＩが配信サーバ１３から返信されなかった場合、図８に示すように
、マニュアル入力画面ＭＷを生成してＬＣＤ２４にこのマニュアル入力画面ＭＷを表示す
ることにより、ランドマーク名称ＬＮに対応したＰＯＩが配信サーバ１３の位置検索デー
タベースの中に無いことをユーザに通知すると共に、ランドマーク名称ＬＮに対応したＰ
ＯＩ（この場合、例えば住所）がユーザによりマニュアル入力されることを受け付ける。
【００４３】
　そして制御部２０は、タッチパネル２５に対するユーザの入力操作により、マニュアル
でＰＯＩが入力されると、このＰＯＩを新規ＰＯＩとして不揮発性メモリ２１に記憶させ
ることにより、当該新規ＰＯＩの登録を行う。
【００４４】
　このようにしてポータブルＮＶ装置１は、ユーザ所望のＲＳＳ１０１に対応した新規Ｐ
ＯＩを自動で登録できない場合、ユーザに対してマニュアルで新規ＰＯＩの入力を促すこ
とができ、新規ＰＯＩの入力の機会を確保し得るようにすることができる。
【００４５】
　次いで制御部２０は、図９に示すように、新たに登録した新規ＰＯＩが示す位置を含む
所定範囲の地図データを不揮発性メモリ２１から読み出し、この地図データに基づく地図
画面７０を生成してＬＣＤ２４に表示する。
【００４６】
　そして制御部２０は、ＧＰＳ２３から与えられるＧＰＳ情報に応じて、自車位置に対応
した自車位置アイコン７１を地図画面７０上に配置すると共に、新規ＰＯＩに応じたラン
ドマークＬＭ及びランドマーク名称ＬＮ（この場合、一例として「○□×レストラン」と
する）を地図画面７０上に配置する。
【００４７】
　このようにしてポータブルＮＶ装置１は、パーソナルコンピュータ１２と接続された状
態で、ユーザ操作に応じて、このパーソナルコンピュータ１２からユーザ所望のＲＳＳ１
０１を転送されるだけで、ユーザ所望の目的地のランドマークＬＭ及びランドマーク名称
ＬＮを地図画面７０上に配置してＬＣＤ２４に表示し得るようになされている。
【００４８】
（５）位置登録処理手順
　次に、ポータブルＮＶ装置１の制御部２０が、上述のアプリケーションプログラムに基
づいた位置登録機能を用いて、ＲＳＳ１０１を取得してから新規ＰＯＩを登録するまでの
位置登録処理手順について、図１０のフローチャートを用いて具体的に説明する。
【００４９】
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　実際上、ポータブルＮＶ装置１の制御部２０は、ルーチンＲＴ１の開始ステップから入
ってステップＳＰ１へ移り、パーソナルコンピュータ１２と接続されたか否かを判別する
。このステップＳＰ１において肯定結果が得られると、このことはＵＳＢコネクタ３に図
示しないＵＳＢケーブルが接続されてパーソナルコンピュータ１２と接続されたことを示
しており、このとき制御部２０は、次のステップＳＰ２へ移る。
【００５０】
　これに対してステップＳＰ１において否定結果が得られると、このことはパーソナルコ
ンピュータ１２と未だ接続されていないことを示しており、このとき制御部２０は、パー
ソナルコンピュータ１２と接続されるまで待ち受ける。
【００５１】
　ステップＳＰ２において制御部２０は、パーソナルコンピュータ１２から送信されたＲ
ＳＳ１０１（図６）を読み出して不揮発性メモリ２１に記憶すると共に、このＲＳＳ１０
１の中のｇｅｏ２００を検索し、次のステップＳＰ３へ移る。
【００５２】
　ステップＳＰ３において制御部２０は、ＲＳＳ１０１にｇｅｏ２００が記述されている
ことを検出したか否かを判別する。このステップＳＰ３において肯定結果が得られると、
このことは、ＲＳＳ１０１のｇｅｏ２００に基づいて新規ＰＯＩを生成できることを示し
ており、このとき制御部２０は、次のステップＳＰ４へ移る。
【００５３】
　ステップＳＰ４において制御部２０は、ｇｅｏ２００とランドマーク名称とをＲＳＳ１
０１から抽出し（図６）、これらｇｅｏ２００とランドマーク名称とから、新たに登録す
るＰＯＩとしての新規ＰＯＩを生成し、次のステップＳＰ５へ移る。
【００５４】
　これに対して、ステップＳＰ３において否定結果が得られると、このことは、ＲＳＳ１
０１からｇｅｏ２００を抽出できないことを示しており、このとき制御部２０は、ステッ
プＳＰ６へ移る。
【００５５】
　ステップＳＰ６において制御部２０は、ＲＳＳ１０１からランドマーク名称ＬＮを抽出
し、このランドマーク名称に対応したＰＯＩの検索を要求する位置検索要求信号を配信サ
ーバ１３に送信し、次のステップＳＰ７へ移る。
【００５６】
　ステップＳＰ７において制御部２０は、配信サーバ１３に対して位置検索要求信号を送
った結果、ランドマーク名称ＬＮに対応したＰＯＩが配信サーバ１３から返信されたか否
かを判別する。このステップＳＰ７において肯定結果が得られると、このことは、新規Ｐ
ＯＩを取得できたことを示しており、このとき制御部２０は、ステップＳＰ５へ移る。
【００５７】
　これに対して、ステップＳＰ７において否定結果が得られると、このことは、ランドマ
ーク名称に対応したＰＯＩが配信サーバ１３の位置検索データベースに格納されておらず
新規ＰＯＩを取得できないことを示しており、このとき制御部２０は、次のステップＳＰ
８へ移る。
【００５８】
　ステップＳＰ８において制御部２０は、ランドマーク名称ＬＮに対応したマニュアル入
力画面ＭＷ（図８）を生成してＬＣＤ２４に表示することにより、ランドマーク名称ＬＮ
に対応したＰＯＩを取得できなかったことをユーザに通知すると共に、ランドマーク名称
ＬＮに対応した新規ＰＯＩがユーザによりマニュアル入力されることを待ち受け、次のス
テップＳＰ９へ移る。
【００５９】
　ステップＳＰ９において制御部２０は、新規ＰＯＩがユーザによりマニュアル入力され
たか否かを判別する。このステップＳＰ９において肯定結果が得られると、このことは、
新規ＰＯＩが入力されたことを示しており、このとき制御部２０は、ステップＳＰ５へ移
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る。
【００６０】
　これに対して、ステップＳＰ９において否定結果が得られると、このことは、最終的に
新規ＰＯＩが取得できなかったことを示しており、このとき制御部２０は、ステップＳＰ
１１へ移って処理を終了する。
【００６１】
　ステップＳＰ５において制御部２０は、新規ＰＯＩを不揮発性メモリ２１に記憶するこ
とにより当該新規ＰＯＩの登録を行い、ステップＳＰ１０へ移る。
【００６２】
　ステップＳＰ１０において制御部２０は、新たに登録した新規ＰＯＩに対応したランド
マークＬＭとランドマーク名称ＬＮとを地図画面７０上に表示し（図９）、次のステップ
ＳＰ１１へ移って処理を終了する。
【００６３】
　これによりポータブルＮＶ装置１の制御部２０は、パーソナルコンピュータ１２と接続
された状態で、ユーザ操作に応じて、このパーソナルコンピュータ１２からユーザ所望の
ＲＳＳ１０１を転送されることにより、このＲＳＳ１０１に対応した新規ＰＯＩを自動的
に登録し、その新規ＰＯＩに対応したランドマークＬＭ及びランドマーク名称ＬＮを表示
し得るようになされている。
【００６４】
（６）動作及び効果
　以上の構成においてポータブルＮＶ装置１の制御部２０は、パーソナルコンピュータ１
２と接続された状態で、このパーソナルコンピュータ１２からユーザ所望のＲＳＳ１０１
が転送されると、ＲＳＳ１０１にｇｅｏ２００が記述されている場合には、このｇｅｏ２
００に応じて新規ＰＯＩを生成し、この新規ＰＯＩを不揮発性メモリ２１に登録する。
【００６５】
　また制御部２０は、ＲＳＳ１０１にｇｅｏ２００が記述されていない場合、そのＲＳＳ
１０１に記述されているランドマーク名称に対応したＰＯＩを、配信サーバ１３の位置検
索データベースから取得し、そのＰＯＩを新規ＰＯＩとして不揮発性メモリ２１に登録す
る。
【００６６】
　このようにポータブルＮＶ装置１の制御部２０は、ユーザ操作に応じて、パーソナルコ
ンピュータ１２からユーザ所望のＲＳＳ１０１を転送されるだけで、ユーザ所望の目的地
である新規ＰＯＩを登録し、その結果、この新規ＰＯＩに対応したランドマークＬＭ及び
ランドマーク名称ＬＮを地図画面７０上に表示してユーザに目視確認させることができる
。
【００６７】
　以上の構成によれば、ポータブルＮＶ装置１の制御部２０は、パーソナルコンピュータ
１２と接続してＲＳＳ１０１を供給させる操作をユーザに行わせるだけで、住所等を入力
させるといった煩わしい操作をユーザに強いることなく、新規ＰＯＩを登録することがで
き、かくして、ユーザ所望の新規ＰＯＩを容易に登録することができる。
【００６８】
（７）他の実施の形態
　なお上述した実施の形態においては、ポータブルＮＶ装置１は、地図画面７０上に（図
９）、新たに登録した新規ＰＯＩに対応したランドマークＬＭとランドマーク名称ＬＮと
を表示するようにした場合ついて述べたが、本発明はこれに限らず、パーソナルコンピュ
ータ１２からＲＳＳ１０１（図６）を取得したときに、このＲＳＳ１０１にリンク先情報
として記載されているＵＲＬ（Uniform Resource Locator）に対応したリンク先から、Ｒ
ＳＳ１０１の基のホームページ画面ＨＷ（図５）上の日記写真ＤＰのサムネイル画像も一
緒に取得するようにすることで、図１１に示すように、ランドマークＬＭの代わりにサム
ネイル画像ＳＮを地図画面７０上に表示するようにしても良い。そうすることで、ポータ
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ブルＮＶ装置１は、他のランドマークＬＭと差別化してサムネイル画像ＳＮを強調表示す
ることができ、ユーザに目視確認させ易くすることができる。
【００６９】
　また、ＲＳＳ１０１（図６）の中に、施設の営業期間や祭りの開催期間といったイベン
ト期間が含まれている場合、ポータブルＮＶ装置１は、このイベント期間を示す期間ポッ
プアップを表示するようにしても良い。具体例を示すと、ポータブルＮＶ装置１は、○□
×レストランの営業期間が「７／１～９／１」の夏季のみであることがＲＳＳ１０１に記
載されていた場合、図１２に示すように、新たに登録した新規ＰＯＩに対応したランドマ
ークＬＭとランドマーク名称ＬＮとに加えて、期間ポップアップＫＰを地図画面７０上に
表示するようにしても良い。そうすることで、ポータブルＮＶ装置１は、目的地に設定し
てたどり着いたものの、営業期間から外れていたために営業していなかった、といった事
態を回避することができ、使い勝手を一段と向上することができる。
【００７０】
　さらにこの場合、ポータブルＮＶ装置１は、ランドマークＬＭ、ランドマーク名称ＬＮ
及び期間ポップアップＫＰを、当該期間ポップアップＫＰが示すイベント期間の間だけ表
示するようにしても良い。そうすることで、ポータブルＮＶ装置１は、意味の無いＰＯＩ
を表示してユーザを誤解させることを回避できる。
【００７１】
　さらにこの場合、ポータブルＮＶ装置１によるイベント期間の取得方法としては、ＲＳ
Ｓ１０１のうち、ホームページ画面のタイトルや概要を示すテキスト部分に含まれている
イベント期間を抽出するようにしても良いし、ＲＳＳ１０１のうち、イベント期間を示す
専用のタグに記載されている内容から取得するようにしても良く、ＲＳＳ１０１へのイベ
ント期間の埋め込まれ方や、そのイベント期間を抽出する手法については特に限定しない
。
【００７２】
　さらに上述した実施の形態においては、ポータブルＮＶ装置１は、新規ＰＯＩの登録用
にパーソナルコンピュータ１２からＲＳＳを取得するようにした場合ついて述べたが、本
発明はこれに限らず、ＡｔｏｍやＫＭＬ（Keyhole Markup Language）等の他の形式の情
報を取得するようにしても良い。
【００７３】
　またこの場合、ポータブルＮＶ装置１は、このＲＳＳ関連情報からランドマーク名称を
抽出するようにしても良い。
【００７４】
　さらに上述した実施の形態においては、地図データやＰＯＩ、新規ＰＯＩの記憶用に不
揮発性メモリ２１を適用するようにした場合ついて述べたが、本発明はこれに限らず、ハ
ードディスクドライブや光ディスクを用いるようにしても良い。また、制御部２０は、地
図データやＰＯＩ、新規ＰＯＩをそれぞれ別の記憶部に分けて記憶するようにしても良い
。
【００７５】
　さらに上述した実施の形態においては、ポータブルＮＶ装置１は、ＵＳＢケーブルを介
してパーソナルコンピュータ１２と接続するようにした場合ついて述べたが、本発明はこ
れに限らず、ポータブルＮＶ装置１とパーソナルコンピュータ１２とを無線ＬＡＮ（Loca
l Area Network）や有線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（The Bluetooth SIG Inc.の登録商
標）で接続するようにしても良い。
【００７６】
　また、無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈを用いる場合、ポータブルＮＶ装置１は、観光
地やアミューズメント施設、パーキングエリア等のアクセスポイントに直接接続するよう
にしても良く、例えば、アクセスポイント毎に提供したい情報をＲＳＳとして配信するよ
うなサービスが展開されているのであれば、ポータブルＮＶ装置１は、外出先でその土地
オススメの情報をＲＳＳ１０１として取得して、そのＲＳＳ１０１に対応した新規ＰＯＩ
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を登録することができ、使い勝手を向上することができる。
【００７７】
　さらに上述した実施の形態においては、ポータブルＮＶ装置１は、ＲＳＳ１０１の中に
ｇｅｏ２００が記述されているか否かを検索した結果、ｇｅｏ２００が記述されていない
ことを検出した場合、ＲＳＳ１０１の中に記述されているランドマーク名称に対応するＰ
ＯＩの検索を配信サーバ１３に対して要求するようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、ＲＳＳ１０１の中に電話番号が記述されている場合、この電話番号に対
応するＰＯＩの検索を配信サーバ１３に対して要求ようにしても良い。またＲＳＳ１０１
の中に住所が記載されている場合、ポータブルＮＶ装置１は、この住所から緯度経度を算
出して新規ＰＯＩを生成するようにしても良い。
【００７８】
　さらに上述した実施の形態においては、ポータブルＮＶ装置１は、ＲＳＳ１０１を取得
することにより新規ＰＯＩを登録するようにした場合ついて述べたが、本発明はこれに限
らず、この新規ＰＯＩを、不揮発性メモリ２１に予め記憶されている既存のＰＯＩと共に
検索できるように自動で設定するようにしても良い。そうすることで、ポータブルＮＶ装
置１は、一度登録した新規ＰＯＩを、既存のＰＯＩと同じようにユーザに提示することが
でき、その分だけ使い勝手を向上することができる。
【００７９】
　さらに上述した実施の形態においては、ポータブルＮＶ装置１は、ＲＳＳ１０１からｇ
ｅｏ２００を抽出できなかった場合に、配信サーバ１３に対してランドマーク名称に対応
したＰＯＩの検索を要求するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
パーソナルコンピュータ１２に位置検索データベースを予めダウンロードさせるようにし
て、このパーソナルコンピュータ１２に対してランドマーク名称に対応したＰＯＩの検索
を要求するようにしても良い。
【００８０】
　さらに上述した実施の形態においては、ポータブルＮＶ装置１は、ＲＳＳ１０１に記述
されているＸＭＬ形式の文字列の<description>と</description>とに挟まれた部分から
ランドマーク名称を抽出するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
ＲＳＳ１０１に記述されているＸＭＬ形式の文字列の<title>と</title>とに挟まれた部
分をそのままランドマーク名称として抽出するようにしても良い。
【００８１】
　またこの場合、ポータブルＮＶ装置１は、ｇｅｏ２００に対してランドマーク名称がタ
グ等で対応付けてＲＳＳ１０１に記述されている場合には、ＲＳＳ１０１からｇｅｏ２０
０を読み出したとき、このｇｅｏ２００に対応するランドマーク名称を読み出すようにし
ても良い。また、ポータブルＮＶ装置１は、ＲＳＳ１０１の中に、抽出すべきランドマー
ク名称が無い場合には、ランドマーク名称を読み出さなくても良い。その場合、制御部２
０は、新規ＰＯＩに応じたランドマークＬＭ（図９）のみを地図画面７０上に表示するよ
うにすれば良い。
【００８２】
　さらに上述した実施の形態においては、ポータブルＮＶ装置１は、ＲＳＳ１０１のＸＭ
Ｌ形式の文字列の中に<geo:lat>や<geo:long>といったｇｅｏタグを検出した場合、<geo:
lat>と</geo:lat>とに挟まれた部分、及び<geo:long>と</geo:long>とに挟まれた部分を
ｇｅｏ２００として認識して抽出するようにした場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、ＲＳＳ１０１のＸＭＬ形式の文字列の中にテキストの一部として埋め込まれてい
るｇｅｏを検出して抽出するようにしても良く、ＲＳＳ１０１へのｇｅｏの埋め込まれ方
やそのｇｅｏを抽出する手法については特に限定しない。
【００８３】
　またこの場合、ポータブルＮＶ装置１は、パーソナルコンピュータ１２からＲＳＳ１０
１を取得したときに、このＲＳＳ１０１からリンク先情報としての例えば、ＵＲＬ（Unif
orm Resource Locator）を検出し、このＵＲＬに応じたリンク先から、このＲＳＳ１０１
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の基のホームページ上に公開された、例えば、文章に対応するテキストデータや写真に対
応する写真データを含む情報（以下、これをＲＳＳ関連情報と呼ぶ）を取得するようにし
て、このＲＳＳ関連情報からｇｅｏ２００を抽出するようにしても良い。
【００８４】
　さらに上述した実施の形態においては、ナビゲーション装置として、図３乃至図１２に
おいて上述した、携帯型のポータブルＮＶ装置１（ＰＮＤ）を適用するようにした場合つ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、据え置き型のカーＮＶ装置や携帯型ゲーム装置、
携帯電話等に適用するようにしても良い。
【００８５】
　さらに上述した実施の形態においては、任意のホームページにおける最新の更新内容を
紹介する更新内容紹介データが外部から与えられたときに、当該更新内容紹介データを取
得する取得手段として、図３乃至図１２において上述した、ＵＳＢコネクタ３及び制御部
２０を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、有線ＬＡＮア
ダプタや無線ＬＡＮモジュール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（The Bluetooth SIG Inc.の登録商
標）等の他の取得手段を適用するようにしても良い。
【００８６】
　さらに上述した実施の形態においては、更新内容紹介データに含まれた緯度経度情報に
応じて位置情報を生成する位置情報生成手段として、図３乃至図１２において上述した、
制御部２０を適用するようにした場合ついて述べたが、本発明はこれに限らず、更新内容
紹介データに含まれた緯度経度情報に応じて位置情報を生成するハードウェア構成の位置
情報生成回路等のように、この他種々の位置情報生成手段を適用するようにしても良い。
【００８７】
　さらに上述した実施の形態においては、位置情報を所定の記憶手段に登録する位置登録
手段として、図３乃至図１２において上述した、制御部２０を適用するようにした場合つ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、位置情報を所定の記憶手段に登録するハードウェ
ア構成の位置登録回路等のように、この他種々の位置登録手段を適用するようにしても良
い。
【００８８】
　さらに上述した実施の形態においては、表示手段として、図３乃至図１２において上述
した、モニター２のＬＣＤ２４を適用するようにした場合ついて述べたが、本発明はこれ
に限らず、ブラウン管ディスプレイやプラズマディスプレイ等であっても良い。
【００８９】
　さらに上述した実施の形態においては、更新内容紹介データに緯度経度情報が含まれて
いない場合、位置検索データベースを記憶する外部装置に対し、当該更新内容紹介データ
に含まれたテキストに対応する位置情報の検索を要求する位置検索要求手段として、図３
乃至図１２において上述した、制御部２０を適用するようにした場合ついて述べたが、本
発明はこれに限らず、更新内容紹介データに緯度経度情報が含まれていない場合、位置検
索データベースを記憶する外部装置に対し、当該更新内容紹介データに含まれたテキスト
に対応する位置情報の検索を要求するハードウェア構成の位置検索要求回路等のように、
この他種々の位置検索要求手段を適用するようにしても良い。
【００９０】
　さらに上述の実施の形態においては、ポータブルＮＶ装置１が不揮発性メモリ２１に記
憶されている処理プログラムを起動することにより、ＲＳＳ１０１から新規ＰＯＩを登録
するようにした場合ついて述べたが、本発明はこれに限らず、記録媒体からインストール
した処理プログラムや、インターネットからダウンロードした処理プログラムに従い、Ｒ
ＳＳ１０１から新規ＰＯＩを登録するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明のナビゲーション装置及び位置登録方法は、例えばポータブルＮＶ装置に対して
新規のＰＯＩを登録する用途に適用することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】従来のポータブルＮＶ装置におけるＰＯＩの選択の様子を示す略線図である。
【図２】従来のポータブルＮＶ装置における地図画面の表示の様子を示す略線図である。
【図３】本実施の形態におけるポータブルＮＶ装置の外観構成を示す略線図である。
【図４】ポータブルＮＶ装置への情報の転送の様子を示す略線図である。
【図５】ホームページ画面の構成を示す略線図である。
【図６】ＲＳＳの構成を示す略線図である。
【図７】本実施の形態におけるポータブルＮＶ装置の回路構成を示す略線図である。
【図８】マニュアル入力画面の構成を示す略線図である。
【図９】ランドマークの表示の様子を示す略線図である。
【図１０】位置登録処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】サムネイル画像の表示の様子を示す略線図である。
【図１２】期間ポップアップの表示を示す略線図である。
【符号の説明】
【００９３】
　１……ポータブルＮＶ装置、２……モニター、３……ＵＳＢコネクタ、１２……パーソ
ナルコンピュータ、１３……配信サーバ、２０……制御部、２１…不揮発性メモリ、２２
……ＲＡＭ、２３……ＧＰＳユニット、２４……ＬＣＤ、２５……タッチパネル、２６…
…音声処理部、２７……スピーカ、７０……地図画面、７１……自車位置、１００……Ｒ
ＳＳボタン、１０１……ＲＳＳ、２００……ｇｅｏ、ＬＭ……ランドマーク、ＬＮ……ラ
ンドマーク名称、ＫＰ……期間ポップアップ、ＳＮ……サムネイル画像。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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