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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地域毎に地点情報が管理され、上記地域単位で上記地点情報の検索が行われる形態とさ
れた地点情報データベースに対して検索を行う地点検索装置として、
　入力される自己位置情報を基準にした所定範囲を選定用範囲とし、地図情報から得られ
る地域境界情報を基に、上記選定用範囲に含まれる地域を検索対象地域と選定し、該検索
対象地域と選定した１又は複数の地域のみを対象として、上記地点情報データベースから
上記地点情報の検索を行い、また、上記地点情報に基づく表示に対するユーザ入力履歴に
応じて、上記検索対象地域の選定条件を変更する検索手段と、
　上記検索手段で検索された地点情報に基づくリストの表示を実行させる表示制御手段と
、
　上記リストの表示に応じたユーザからの操作入力を受け付ける操作入力手段と、
　を備え、
　上記検索手段は、上記ユーザから操作入力として再検索の指示があった場合に、上記選
定用範囲を拡大して再検索を行うことを特徴とする地点検索装置。
【請求項２】
　上記選定用範囲が自己位置を中心とする所定半径の円であり、上記ユーザからの操作入
力として再検索の指示があった場合に、上記選定用範囲の半径を大として、該選定用範囲
に含まれる地域を検索対象地域と選定し、再検索を行うことを特徴とする請求項１に記載
の地点検索装置。
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【請求項３】
　上記選定用範囲が自己位置から進行方向前方であり、上記ユーザからの操作入力として
再検索の指示があった場合に、上記選定用範囲として当該自己位置から進行方向後方も付
加して再検索を行うことを特徴とする請求項１に記載の地点検索装置。
【請求項４】
　地域毎に地点情報が管理され、上記地域単位で上記地点情報の検索が行われる形態とさ
れた地点情報データベースに対する地点情報の検索方法として、
　入力される自己位置情報を基準にした所定範囲を選定用範囲とし、地図情報から得られ
る地域境界情報を基に、上記選定用範囲に含まれる地域を検索対象地域と選定するステッ
プと、
　上記検索対象地域と選定した１又は複数の地域のみを対象として、上記地点情報データ
ベースから上記地点情報の検索を行うステップと、
　上記検索手段で検索された地点情報に基づくリストの表示を実行するステップと、
　上記リストの表示に応じたユーザからの操作入力を受け付けるステップと、
　上記ユーザからの操作入力として再検索の指示があった場合に、上記選定用範囲を拡大
して再検索を行うステップと、
　上記地点情報に基づく表示に対するユーザ入力履歴に応じて、上記検索対象地域の選定
条件を変更するステップと、
　を備えることを特徴とする地点検索方法。
【請求項５】
　上記選定用範囲が自己位置を中心とする所定半径の円であり、上記ユーザからの操作入
力として再検索の指示があった場合に、上記選定用範囲の半径を大として、該選定用範囲
に含まれる地域を検索対象地域と選定し、再検索を行うことを特徴とする請求項４に記載
の地点検索方法。
【請求項６】
　上記選定用範囲が自己位置から進行方向前方であり、上記ユーザからの操作入力として
再検索の指示があった場合に、上記選定用範囲として当該自己位置から進行方向後方も付
加して再検索を行うことを特徴とする請求項４に記載の地点検索方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地点情報データベースに対する検索を行う地点検索装置及び検索方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特開２００３－２０７３４６号公報
【特許文献２】特開２０００－７４６８５号公報
【０００３】
　一般に車載用等のナビゲーション装置では、ユーザーが目的地を設定することに応じて
好適な経路を算出し、表示部において地図画像上で経路を表示するナビゲーション動作が
行われる。
　このナビゲーション動作のためには、まずユーザーが目的地を入力することが必要であ
るが、この目的地の入力のためには様々な方式があり、例えば目的地の住所や地名等を入
力する方式や、地図上で位置を指定する方式、さらには目的地を検索して選択する方式な
どがある。
　検索による方式としてＰＯＩ（Point of Interest）入力方式が知られている。例えば
ユーザーの操作に応じて、ＰＯＩ情報としての地点情報をカテゴリ別などで分類したデー
タベースに対して検索を行い、検索結果をリスト表示する。そしてユーザーがリストアッ
プされたエントリの１つを指定することで、目的地として登録できるものである。
　検索のためのユーザーの入力は、例えばメニュー形式などでカテゴリを指定し、指定さ
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れたカテゴリをキーとして検索を行ったり、或いはユーザーがキーとなる文字等を入力し
、これに基づいて検索するなど、多様な形態がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところでＰＯＩ情報としては、レストラン、各種店舗、スポーツ施設、娯楽施設など、
多様な地点情報が含まれているが、ＰＯＩデータベースに含まれる地点情報が充実するほ
ど、データベースに対する検索負担が大きくなる。特に、地域範囲として全日本や全ヨー
ロッパなど広域のＰＯＩデータベースを構築すると、それだけ検索するデータ量が膨大と
なり、検索時間が長時間化して、ユーザーに対してレスポンスの良いＰＯＩ検索を提供で
きないという課題が生じる。
【０００５】
　そこで本発明は、ＰＯＩ等の地点情報の検索を、効率的に実行しつつ、ユーザーによっ
て適切な検索結果が得られるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　本発明の地点検索装置は、地域毎に地点情報が管理され、上記地域単位で上記地点情
報の検索が行われる形態とされた地点情報データベースに対して検索を行う地点検索装置
として、入力される自己位置情報を基準にした所定範囲を選定用範囲とし、地図情報から
得られる地域境界情報を基に、上記選定用範囲に含まれる地域を検索対象地域と選定し、
該検索対象地域と選定した１又は複数の地域のみを対象として、上記地点情報データベー
スから上記地点情報の検索を行い、また、上記地点情報に基づく表示に対するユーザ入力
履歴に応じて、上記検索対象地域の選定条件を変更する検索手段と、上記検索手段で検索
された地点情報に基づくリストの表示を実行させる表示制御手段と、上記リストの表示に
応じたユーザからの操作入力を受け付ける操作入力手段とを備え、上記検索手段は、上記
ユーザから操作入力として再検索の指示があった場合に、上記選定用範囲を拡大して再検
索を行う。
　また、上記選定用範囲が自己位置を中心とする所定半径の円であり、上記ユーザからの
操作入力として再検索の指示があった場合に、上記選定用範囲の半径を大として、該選定
用範囲に含まれる地域を検索対象地域と選定し、再検索を行う。
　また、上記選定用範囲が自己位置から進行方向前方であり、上記ユーザからの操作入力
として再検索の指示があった場合に、上記選定用範囲として当該自己位置から進行方向後
方も付加して再検索を行う。
【０００７】
　　本発明の検索方法は、地域毎に地点情報が管理され、上記地域単位で上記地点情報の
検索が行われる形態とされた地点情報データベースに対する地点情報の検索方法として、
入力される自己位置情報を基準にした所定範囲を選定用範囲とし、地図情報から得られる
地域境界情報を基に、上記選定用範囲に含まれる地域を検索対象地域と選定するステップ
と、上記検索対象地域と選定した１又は複数の地域のみを対象として、上記地点情報デー
タベースから上記地点情報の検索を行うステップと、上記検索手段で検索された地点情報
に基づくリストの表示を実行するステップと、上記リストの表示に応じたユーザからの操
作入力を受け付けるステップと、上記ユーザからの操作入力として再検索の指示があった
場合に、上記選定用範囲を拡大して再検索を行うステップと、上記地点情報に基づく表示
に対するユーザ入力履歴に応じて、上記検索対象地域の選定条件を変更するステップとを
備える。
　また、上記選定用範囲が自己位置を中心とする所定半径の円であり、上記ユーザからの
操作入力として再検索の指示があった場合に、上記選定用範囲の半径を大として、該選定
用範囲に含まれる地域を検索対象地域と選定し、再検索を行う。
　また、上記選定用範囲が自己位置から進行方向前方であり、上記ユーザからの操作入力
として再検索の指示があった場合に、上記選定用範囲として当該自己位置から進行方向後
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方も付加して再検索を行う。
【０００８】
　このような本発明では、例えばＰＯＩ地点情報検索において、その地点情報データベー
スに対する効率的な検索方式を提供する。
　ナビゲーション装置等で用いる地図情報やＰＯＩ情報等のデータベースは、近年、部分
的なデータ内容の更新の利便性を考慮して、地域毎などでデータを管理する形態が採られ
ることが多い。例えば日本で用いるＰＯＩデータベースとしては、都道府県毎に別々にＰ
ＯＩ情報を管理するデータベース形態を採ったり、ヨーロッパで使用するデータベースで
は、国毎にＰＯＩ情報を管理する形態を採るなどである。この場合、国や都道府県などと
しての各地域毎に検索用のインデックスが形成され、各地域単位でのＰＯＩ検索が可能と
される。
　ここで、単にユーザーの選択したカテゴリ等に基づいて検索を行う場合、通常は、上記
構造のデータベースにおいて、全ての地域を対象として検索することになるが、その場合
、検索対象が大きく、検索処理の負荷が高くなる。即ち検索時間が長くなってしまう。一
方、検索の際にユーザーに地域を特定させれば、その地域についてのみの検索でよいが、
ユーザーは検索したい範囲として地域を意識していないこともあり、また地域入力を煩わ
しく思うこともある。また、県境や国境付近においては、特定の地域のみでは適切な検索
ができない。例えば或る地点情報が、自己位置から近いにもかかわらず、検索から外れて
しまうことも考えられる。
　ここにおいて本発明では、自己位置、例えば自車位置を基準にして、地域を選定し、そ
の地域を対象としてデータベースを検索するようにすることで、全ての地域に対して検索
する必要をなくし、また、そのユーザーにとって近い範囲の地点情報、つまり現実的に有
効と考えられる地点情報を提示できるようにする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明では、自己位置を基準として１又は複数の地域を選定し、その設定された地域を
対象としてデータベース検索を行うため、高速なデータベース検索が可能となると共に、
ユーザーにとって実質的に必要な地域を検索対象とすることになるため有用な地点情報を
抽出できるという効果がある。即ちデータベース検索を効率化し、ナビゲーション装置等
でのＰＯＩリスト表示などを、的確且つレスポンスよく実現できる。
　また、検索結果に対するユーザーの入力履歴に応じて、検索対象地域の選定条件を更新
していくことで、その特定のユーザーにとって、より好適な検索ができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の地点検索装置、検索方法を車載用のナビゲーション装置において実現す
る例としての実施の形態を説明する。
　図１にナビゲーション装置としてのハードウエア構成を示す。ナビゲーション装置は、
演算処理部１、操作入力部２、出力部３、位置検出部４、センサ部５、記憶装置部６を有
する。これらの各部は、一体的に設けられても良いし、それぞれ別の筐体の装置部とされ
、有線又は無線で通信可能に接続されるものであってもよい。もちろん、これらの構成の
一部が一体で、他が別体の装置であってもよい。
【００１１】
　操作入力部２は ユーザの操作を受け、その操作情報を演算処理部１に伝達する装置部
である。例えば 演算処理部１を含む本体筐体のパネル上に設けられた各種のキーやジョ
グダイヤル、スティック等の操作子として実現されたり、本体筐体とは別体に設けられた
リモートコマンダーとして実現される。リモートコマンダーとされる場合、リモートコマ
ンダー上に設けられたキーやダイヤル等の操作子の操作情報を、赤外線や電波により演算
処理部１に送信したり、或いは演算処理部１を有する筐体と有線接続されて操作情報を送
信する。
　また操作入力部２としては、表示画面上のタッチパネルとされる場合もある。その場合
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、出力部３における表示部と一体的に設けられる。さらには上記表示部に表示されたメニ
ュー画面やアイコン表示に対してマウスや所定のポインティングデバイスによってクリッ
クを行う形態も操作入力部２の一態様として考えられる。
　また、操作入力部２としては、マイクロホンを備え、音声を入力できるようにしてもよ
いし、カメラ部を備え、画像入力ができるようにしても良い。そして、これらの場合、操
作入力部２には、音声認識装置、画像認識装置を備え、入力された音声や画像を、操作情
報として演算処理部１に供給できるようにしても良いし、演算処理部１側に音声認識装置
、画像認識装置を備えるようにして、入力された音声や画像を、演算処理部１側で操作情
報や、各種入力情報として認識できるようにしてもよい。
【００１２】
　出力部３は、演算処理部１による演算結果として出力された出力データをユーザに伝達
する装置部であり、画像の出力装置であるディスプレイ（表示部）や 音声出力装置であ
るスピーカ等である。
【００１３】
　位置検出部４は、当該ナビゲーション装置の位置、即ち当該ナビゲーション装置が搭載
された自動車の位置を検出する装置部であり、例えばＧＰＳ（Global Positioning Syste
m）を利用したＧＰＳ測位装置である。既に公知の通り、ＧＰＳ測位装置は、複数のＧＰ
Ｓ衛星から送られてくる電波を受信することで、静止衛星からの位置を計算し、自車の地
図上の位置として緯度、経度を求める。
　位置検出部４は測位した自車位置としての緯度、経度の情報を演算処理部１に供給する
。
【００１４】
　センサ部５は、車の走行状況や挙動等を検出する装置部である。例えば、車輪の回転数
を検知する車速センサ、車体の回転角速度を検知する振動ジャイロセンサ、車の加速度を
検知する加速度センサ、車の振動を検知する振動センサなどである。また、車の走行操作
装置の状態を検出する装置、例えばパーキングブレーキスイッチやブレーキランプスイッ
チ、ステアリング舵角センサ、スロットル開度センサなども想定される。
　センサ部５によるこれらの検出情報は、演算処理部１に供給される。演算処理部１では
、これらのセンサ部５からの検出情報と、位置検出部４からの位置情報とを併せて用いる
ことで、より精度の高い自車位置検出を実行することができる。
【００１５】
　記憶装置部６は、地図データやＰＯＩ（Point of Interest）情報データベース、検索
情報、若しくは音楽／映像コンテンツデータなどの大量のデータを保持する記憶装置であ
る。例えばＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭの様な光ディスクを記録媒体としたディスクド
ライブ装置や、ハードディスクドライブの様な磁気記録媒体に対する記録再生装置とされ
る。また固体メモリを内蔵したメモリカードを記録媒体とするカードリーダ／ライタとさ
れてもよいし、固体メモリによる記憶装置部とされてもよい。
　この記録装置部６は、演算処理部１を有する本体筐体に一体的に設けられても良いし、
別体とされて有線又は無線で演算処理部１と通信可能とされてもよい。
【００１６】
　演算処理部１は、ナビゲーション装置としての必要な演算処理を行う装置部であり、例
えばＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、不揮発性メモリ１４、インターフェース部１
５を備えて構成される。
　ＲＯＭ１２には動作プログラムや各種処理に用いる定数、固定情報が記憶される。なお
、動作プログラムは、記憶装置部６における記録媒体に格納され、動作時に演算処理部内
にロードされるようにしてもよい。
　ＲＡＭ１３は、ワーク領域やプログラムのロード領域に用いられたり、一時的な情報の
蓄積に用いられる。
　不揮発性メモリ１４は書換え可能かつシステムの電源供給が途絶えた時にも記憶したデ
ータを保持できるメモリであり、例えば電池によりバックアップされたＳＲＡＭやフラッ
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シュメモリ等である。この不揮発性メモリ１４には、各種処理に用いる係数やユーザが登
録した情報や指定した経路情報、過去の走行履歴情報などが記憶される。
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２に記憶されたプログラムに基づいて、ナビゲーション装置と
して必要な情報処理や制御処理を行う。これらの情報処理や制御処理のために、ＲＡＭ１
３をワーク領域として用いたり、ＲＯＭ１２や不揮発性メモリ１４に記憶された情報を参
照する。
　インターフェース１５は、演算処理部１と他の各部、即ち操作入力部２、出力部３、位
置検出部４、センサ部５、記憶装置部６との間での入出力を行う。インターフェース部１
５は、操作入力部２からの操作情報や各種入力情報、位置検出部４からの位置情報、セン
サ部５による検出情報を入力し、ＣＰＵ１１に伝達する。またインターフェース部１５は
、ＣＰＵ１１が出力する制御情報や画像データ、音声データを出力部３に供給し、ナビゲ
ーション装置としての必要な表示出力、音声出力を実行させる。またインターフェース部
１５はＣＰＵ１１からのアクセス要求を記憶装置部６に伝え、記憶装置部６に所要のデー
タ再生、さらに場合によってはデータ記録を実行させる。またインターフェース部１５は
、記憶装置部６から読み出された地図データ等を演算処理部１内に取り込む。
【００１７】
　なお、本例では地図情報やＰＯＩデータベースは記憶装置部６における記録媒体に記憶
されているものとするが、これらは、例えば外部のサーバ等において格納し、通信によっ
てデータを取得できるようにしてもよい。
　即ち外部サーバとの通信手段や、ハードディスクドライブ等のデータ格納部を備え、当
該ナビゲーション装置が外部サーバと通信して地図情報やＰＯＩデータベースを取得し、
ハードディスクドライブ等に格納するようにしてもよい。
【００１８】
　図２に、ＣＰＵ１１が有する機能、即ちＲＯＭ１２等に記憶されたプログラムに基づい
た演算処理により実現される機能を示す。
　ＣＰＵ１１の機能として、ナビゲーション処理制御機能２１、データ読込機能２２、自
車状況判別機能２３、ナビゲーション画像描画機能２４、ＰＯＩ検索機能２５、操作検知
機能２６、画像／音声出力機能２７が設けられる。これらの機能は、それぞれが個別のプ
ログラムモジュールで実現されても良いし、１つのプログラム内に複数の機能を実行する
ためのプログラムが混在しても良い。
【００１９】
　ナビゲーション処理制御機能２１は、ナビゲーション装置として必要とされる処理動作
を統括的に制御する機能であり、他の各機能に対して処理の指示やタイミング制御を行い
、系統的なナビゲーション動作を実行させる。またユーザーの目的地や中継地点の登録、
経路探索等の処理や、自車の進行に伴った案内表示、ガイド音声等の出力制御を行う。
【００２０】
　データ読込機能２２は、記憶装置部６に対するアクセス処理を行う。即ちデータ読込機
能２２は、ナビゲーション処理制御機能２１の指示に基づいて、記憶装置部６に対するア
クセス指示や地図データの読込を行う。例えば自車位置やユーザーに指定された位置、或
いはユーザーが指定した経路情報などに応じて、必要とされる範囲の地図情報をＲＡＭ１
３に読み込む。
　また例えばＰＯＩ検索機能２５の指示に応じて、記憶装置部６に格納されているＰＯＩ
データベースに対する検索のためのアクセス制御も行う。
　なお、もちろん地図データやＰＯＩデータ以外の記憶装置部６において記憶されている
各種データの読込も行う。また記憶装置部６がデータ書込可能な装置部であれば、データ
書込制御も行う。
【００２１】
　自車状況判別機能２３は、位置検出部４からの位置情報とセンサ部５からの検出情報に
基づいて、自車位置や自車の挙動を判別する。
【００２２】
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　ナビゲーション画像描画機能２４は、データ読込機能２２によって読み込まれた地図情
報や、自車状況判別機能２３で判別された自車位置、ＰＯＩデータベース検索結果、さら
にはユーザ操作、ユーザの登録情報等に応じて、出力部３のディスプレイに表示する画像
データを生成する。画像データとしては、地図画像、メニュー画像、アイコン画像、各種
イメージ画像、各種案内画像などであり、これら各種画像データを、出力部３のディスプ
レイに表示させるために、ナビゲーション処理制御機能２１の指示に基づいて生成する。
【００２３】
　ＰＯＩ検索機能２５は、ＰＯＩデータベースに対する検索処理を行う。具体的なＰＯＩ
検索処理例については後述するが、検索対象地域の選定や、カテゴリ等の入力に応じたＰ
ＯＩ検索制御を行う。なお、ＰＯＩデータベースが記憶装置部６に格納されているとする
例の場合、ＰＯＩ検索機能２５は、検索動作に際して、データ読込機能２２による記憶装
置部６への検索アクセスを実行させる。
【００２４】
　操作検知機能２６は、操作入力部２からの操作情報や各種の入力情報の検出を行い、入
力された情報をナビゲーション処理制御機能２１に伝える。ナビゲーション処理制御機能
２１は操作検知機能２６によって検出された操作情報等に基づいて、各機能を制御し、必
要な動作を実行させる。
【００２５】
　画像／音声出力機能２７は、ナビゲーション処理制御機能２１の指示に従って、出力部
３からユーザーに提示する画像データや音声データを出力する。出力する画像データとは
、ナビゲーション画像描画機能２４で生成された地図画像やメニュー画像、各種案内画像
などである。
【００２６】
　次に図３によりＰＯＩデータベースの構造について説明する。
　ＰＯＩデータベースは、データベース管理情報４０として全体の構造についての管理情
報が記述され、このデータベース管理情報による管理下に、エリア毎に分けられた検索用
データ構造４１Ａ、４１Ｂ・・・４１Ｚが形成される。
　ここでいうそれぞれの「エリア」とは、特定の地域であり、国、州、都道府県などの単
位である。例えば欧州のように多くの国家が国境を接している地域では上記「エリア」を
国の単位とし、また米国では州、日本では都道府県、中国では省の単位とすることが考え
られる。但し、もちろんこれに限らず、例えば欧州において県に相当する地域を単位とし
ても良い。さらに、地域に応じて異なる単位としてもよい。例えば日本において都府県を
単位とするが、北海道については支庁単位とするなどである。もちろん例えば複数の県を
１つのエリアとしてもよい。
　そしてこれらのように「エリア」をどのように設定するかは、ＰＯＩデータベースにお
ける検索用データ構造４１の設定の都合に応じたものとすればよく、ＰＯＩデータベース
の更新都合や、検索性、地域に応じた使用性、地域毎のＰＯＩデータ数の多寡などを考慮
して決められればよい。
【００２７】
　各検索用データ構造４１（４１Ａ、４１Ｂ・・・４１Ｚ）は、それぞれそのエリアに含
まれる実際の地点データをカテゴリ等に基づいて検索できる構造とされている。
　例えば検索用データ構造４１Ａには、エリアＡにおける地点データ、つまりＰＯＩ情報
を集めた地点データユニットが設けられる。１つの地点データユニットには、多数の地点
データ（ＰＯＩ情報）が含まれる。
　１つの検索用データ構造内に存在する地点データユニット数は、そのエリアにおけるＰ
ＯＩ情報数に依存する。
　地点データユニット内に記憶されるＰＯＩ情報の数や、各ＰＯＩ情報のアドレス、デー
タサイズなどは、その地点データユニット内の地点データヘッダに記述される。
【００２８】
　各検索用データ構造４１において、地点データユニット内のＰＯＩ情報を検索するため
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にデータインデックスが設けられる。
　例えば検索用データ構造４１Ａには、エリアＡ用のデータインデックスが設けられ、こ
のデータインデックスによって、検索用データ構造４１Ａ内の地点データユニットに記憶
されているＰＯＩ情報を検索できる。
　他の検索用データ構造４１Ｂ～４１Ｚも同様である。
【００２９】
　この図３のような構造のＰＯＩデータベースによれば、エリア単位でのＰＯＩ検索が可
能となる。例えばエリアＢを検索対象とした場合、検索用データ構造４１Ｂにおけるエリ
アＢのデータインデックスを探索すればよい。エリアを特定しないで検索を行うのであれ
ば、各検索用データ構造４１Ａ～４１Ｚの全てのデータインデックスを探索していくこと
になる。
【００３０】
　続いて本実施の形態におけるＰＯＩ検索動作について説明する。
　図４に、ＰＯＩ検索の際のＣＰＵ１１の処理を示す。この処理は、ユーザーがＰＯＩ検
索を指示する操作を行うことに応じて、ＣＰＵ１１で図２に示した各機能が働いて実行さ
れる。
　ユーザーが操作入力部２から、例えばカテゴリ等を指定してＰＯＩ検索を指示する操作
を行ったことを操作検知機能２６が検知したら、ナビゲーション処理制御機能２１の指示
に応じてＰＯＩ検索機能２５が動作し、図４の処理が順次実行される。
　まずステップＦ１０１で、ＰＯＩ検索機能２５は、位置検出部４から供給される位置情
報に基づいて自車状況判別機能２３により判別される自車位置を取得する。
　またＰＯＩ検索機能２５は、ステップＦ１０２で、データ読込機能２２によって読み込
まれている地図情報から境界情報を取得する。境界情報とは、上記ＰＯＩデータベースに
おいて分けられている各エリアの境界の情報であり、例えば国境、州境、県境などの情報
である。
【００３１】
　自車位置情報及び境界情報を取得したら、ＰＯＩ検索機能２５は、ステップＦ１０３で
検索対象エリアの選定を行う。この場合、ＰＯＩ検索機能２５は、自車位置を基準として
所定範囲内に含まれるエリアを検索対象エリアと選定する。
　図５（ａ）に検索対象エリアの選定例を示す。いま、図５（ａ）に示すように自車位置
５０がエリアＡ内の位置であるとし、また、この自車位置５０は、エリアＢ、エリアＣと
の境界付近であるとする。
　このとき、ＰＯＩ検索機能２５は、自車位置５０を中心として、半径Ｘｋｍの範囲を選
定用範囲５１とする。そして、この選定用範囲５１に含まれるエリアを検索対象エリアと
する。この図５（ａ）の場合、エリアＡ、Ｂ、Ｃが検索対象エリアに該当する。
　この例の場合、３つのエリアが検索対象エリアに該当するが、もちろん検索対象エリア
が１つのエリア、２つのエリア、あるいは４以上のエリアとなる場合もある。例えば自車
位置５０が、エリアＡ内で他のエリアとの境界から離れた位置である場合、つまり選定用
範囲５１内にエリア境界が存在しない場合は、エリアＡのみが検索対象エリアとなるし、
また自車位置５０が、多数のエリアの境界が入り組んでいる地点にあれば、多数のエリア
が検索対象エリアに該当することになる。
【００３２】
　なお、選定用範囲５１については、自車位置５０を中心とする半径Ｘｋｍの円とするの
は一例であり、例えば自車位置５０を中心とする正方形、長方形、三角形、楕円形などの
範囲を選定用範囲５１としてもよい。また、必ずしも自車位置を中心としなければならな
いものではない。例えば基準とする自車位置５０から、その進行方向に向かって長い楕円
や、円、或いは扇状、逆三角形等の範囲を選定用範囲５１としてもよい。
【００３３】
　ＰＯＩ検索機能２５は、ステップＦ１０３で検索対象エリアを選定したら、ステップＦ
１０４で検索を実行する。この場合、ＰＯＩ検索機能２５はデータ読込機能２２による記
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憶装置部６へのアクセスを介して、ＰＯＩデータベースの検索を行う。このとき、検索対
象エリアのみで検索を行う。例えば図５（ａ）の状況であって、エリアＡ，Ｂ，Ｃが検索
対象エリアと選定された場合、図３のＰＯＩデータベースにおいて、検索用データ構造４
１Ａ，４１Ｂ，４１Ｃについてのみデータインデックスを参照して検索を行う。他の検索
用データ構造４１Ｄ～４１Ｚについては検索しない。
【００３４】
　そして検索結果としてのＰＯＩ情報が得られたら、ステップＦ１０５で検索結果のリス
ト表示出力を行う。即ちＰＯＩ検索機能２５は、検索結果として得られた目的地候補とし
てのＰＯＩ情報をナビゲーション画像描画機能２４に受け渡し、検索結果リストの表示用
の画像データを生成させる。生成された画像データは、画像／音声出力機能２７によって
出力部３に供給され、その表示部において表示される。
　図６（ａ）に検索結果リストの表示例を示す。これはレストランというカテゴリでユー
ザーが検索指示を行った場合の結果表示の例であり、リスト表示１２１として、検索され
た多数のＰＯＩ情報としてのレストラン名等が表示される。１画面で表示できない場合は
、スクロールバー１２６やページ送りアイコン１２２，１２３等を用いたユーザー操作に
より、他の候補が表示される。
　また、検索結果リスト表示や、検索結果からの目的地設定を終了させるための終了アイ
コン１２４や、検索対象の範囲又は条件を変更して再検索を実行させる再検索指示アイコ
ン１２５などが表示される。
　なお、リスト表示１２１には、名称と共に、図示するようにエリア名等が表示されてい
ても良い。
　そして、上述のように検索対象エリアと選定された特定のエリア（エリアＡ，Ｂ，Ｃ）
での検索結果であるため、リストアップされた候補は、全てエリアＡ，Ｂ，Ｃのいずれか
に含まれるものである。
【００３５】
　このような検索結果のリスト表示１２１を見て、ユーザーは目的地として希望する候補
を選択したり、再検索を指示したり、或いはＰＯＩ検索動作を終了させるなどの操作を行
う。ＣＰＵ１１は、その操作検知機能２６によりステップＦ１０６，Ｆ１０７，Ｆ１０８
で表示内容に対するユーザーの操作を監視する。
【００３６】
　ユーザーがリストアップされた候補の中で、１つを選択する操作を行った場合、ＣＰＵ
１１は処理をステップＦ１０７からＦ１１０に進め、選択された候補についての詳細表示
を行う。即ち選択された候補についての詳細情報に基づいてナビゲーション画像描画機能
２４により詳細画像を生成させ、出力部３において表示させる。例えば図６（ａ）で３番
目の候補が選択された場合、図６（ｂ）のような詳細画像が表示される。この詳細画像で
は、店舗名等の名称３１、店や施設の紹介や内容等の説明３２、その店の地図３３等、Ｐ
ＯＩデータとして登録されている詳細な情報が表示される。
　また、ユーザーの操作用のアイコンとして目的地としての登録アイコン３４やリスト表
示に戻るための戻りアイコン３５等が表示される。
【００３７】
　ユーザーは、図６（ａ）のようなリスト表示１２１を見て、或る候補を選択し、図６（
ｂ）のような詳細画像を確認して、その候補を目的地として登録するか否かを考えること
ができる。目的地に登録したい場合は、図６（ｂ）の画面で登録アイコン３４を選択する
操作を行い、また他の候補を探したい場合は戻りアイコン３５を選択する操作を行えばよ
い。
　詳細画像表示中は、ＣＰＵ１１はステップＦ１１１，Ｆ１１２でユーザー操作を監視す
る。そしてユーザーが登録アイコン３４を選択した場合は、ステップＦ１１２からＦ１１
３に進み、その詳細表示中の候補を目的地として登録する。即ちナビゲーション処理制御
機能２１は、そのＰＯＩ情報を目的地として設定する。目的地として設定されたＰＯＩ情
報については、その後、ナビゲーション処理制御機能２１によってルート探索処理等が行
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われ、ナビゲーション地図表示上に反映される。なおこのステップＦ１１３の時点では、
目的地として設定したＰＯＩ情報を、ユーザーが選択したことのあるＰＯＩ情報として選
択履歴情報に追加する。例えば不揮発性メモリ１４において選択履歴情報の記憶領域を確
保しておき、ステップＦ１１３で目的地登録が行われる毎に、その目的地（ＰＯＩ情報）
を履歴に追加する。
　そしてステップＦ１０５に戻り、画面上の表示を図６（ａ）の検索結果リストの表示に
戻す。
　またＣＰＵ１１は、詳細表示中にユーザーが戻りアイコン３５を選択した場合は、ステ
ップＦ１１１からＦ１０５に戻り、画面上の表示を図６（ａ）の検索結果リストの表示に
戻す。
【００３８】
　ステップＦ１０５での検索結果リストの表示状態において、ユーザーが希望の候補がな
いと考えた場合は、再検索指示アイコン１２５を選択することで、検索範囲や検索条件を
変更して再検索させることができる。
　ＣＰＵ１１は、ユーザーが再検索指示アイコン１２５を選択する操作を行った場合は、
ステップＦ１０６からＦ１０９に進め、検索対象エリアの追加や変更を行う。例えば一例
としては、検索対象エリアの選定のための選定用範囲５１の設定を変更する。例えば上述
のように選定用範囲５１が、自車位置５０を中心として半径Ｘｋｍの円であるとしたら、
これを、半径Ｙｋｍの円に拡大する（Ｘ＜Ｙ）。
　そしてステップＦ１０３に戻り、新たな選定用範囲５１を用いて、検索対象エリアの再
選定を行う。図５（ｂ）に、選定用範囲５１を拡大した例を示している。このように選定
用範囲５１を拡大することで、今度はエリアＡ，Ｂ，Ｃに加えて、エリアＤも検索対象エ
リアに該当することになる。
　そしてステップＦ１０４で再びＰＯＩデータベースの検索を実行するが、このときは、
エリアＤのデータインデックスも対象に加えて検索を行う。そしてステップＦ１０５でエ
リアＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄについての検索結果をリストアップした表示を実行させることになる
。
【００３９】
　なお、ここでは選定用範囲５１を拡大して検索対象エリアを追加する例を挙げているが
、ステップＦ１０９での検索範囲や検索条件の変更方式は多様に考えられる。
　例えば選定用範囲５１を拡大ではなく、縮小してもよい。
　また選定用範囲５１が自車の進行方向に向かう範囲としていた場合は、その逆方向（自
車の後方）を選定用範囲５１に加えるような変更も考えられる。
　また、単に選定用範囲５１の変更のみでなく、既に検索したエリアについては検索対象
エリアから除いたり、或いは選定用範囲５１には含まれないが、現在の検索対象エリア、
或いは自車位置を含むエリアに隣接するエリアを検索対象エリアに加えたりすることなど
も考えられる。
【００４０】
　ステップＦ１０５での検索結果リストの表示に対して、ユーザーが終了アイコン１２４
を選択する操作を行った場合は、ＣＰＵ１１は処理をステップＦ１０８からＦ１１４に進
める。
　ステップＦ１１４では、ＰＯＩ検索処理を終了させる際の処理として、その時点での選
択履歴情報を確認し、所定の条件と照合して、必要であれば選択履歴に基づいて検索対象
エリアの選定条件を更新する。そしてＰＯＩ検索処理を終える。
　検索対象エリアの選定条件が更新された場合、その選定条件は次回のＰＯＩ検索処理に
おいてステップＦ１０３の処理に用いられる。
【００４１】
　ステップＦ１１４の選択履歴に応じた選定条件更新は、ユーザーに合わせた学習機能と
なる。例えば選択履歴として、ユーザーが特定のエリア内の候補のみを常に目的地として
選択している場合、そのユーザーにとっては、その特定のエリア以外は検索する必要がな
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いと判断し、以降のＰＯＩ検索動作時には、当該特定のエリアのみを検索対象エリアとす
るように、検索対象エリアの選定条件を変更する。図５（ａ）の各エリアＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ
が国である場合を想定する。ユーザーがエリアＡの国民であって、常に自国であるエリア
Ａ内のＰＯＩ情報を目的地として選択していることが履歴情報から明らかな場合、このユ
ーザは国外を目的地とすることはほとんどないと判断できる。そこで、図５（ａ）のよう
に選定用範囲５１がエリアＢ、Ｃを含んだとしても、エリアＡのみを対象とするように選
定条件を加えることで、エリアＡのみを対象する効率的な検索が実行できる。当然、それ
だけ検索時間も早くなり、また無駄な候補がリストアップされないためユーザーの目的地
登録のための操作も容易となる。例えばこのようにユーザーの選択履歴に応じて選定条件
を更新することで、いわゆる学習効果として、そのユーザーに好適なＰＯＩ検索を実現で
きる。
　なお、例えばこのように特定のエリアのみを検索するように選定条件を変更した後にお
いて、ユーザーが他のエリアを含む検索を希望することがあり得るが、そのような場合は
、ステップＦ１０６、Ｆ１０９での再検索指示に応じた処理により対応できる。
【００４２】
　ＣＰＵ１１が以上の処理によりＰＯＩ検索を行うことで、図２のようなＰＯＩデータベ
ースを用いた検索が効率化される。即ち、検索用データ構造４１Ａ～４１Ｚの全てのデー
タインデックスから検索するのではなく、選定された検索対象エリアについてのデータイ
ンデックスを用いた検索が行われるためである。これにより迅速な検索が実現され、ユー
ザーに対してレスポンスの良い検索結果表示を行うことができる。また、リストアップさ
れる候補も、自車位置を基準として近いエリア内の候補に絞られるため、ユーザーにとっ
て現実的に目的地となり得る目的地候補であり、使用性がよいものとなる。
【００４３】
　以上、実施の形態について説明してきたが、本発明は多様な変形例が考えられる。例え
ば目的地設定のための検索における例で説明したが、目的地設定のためではなく、自車周
辺の施設等を知りたい場合の検索などにおいても本発明の検索処理は好適である。
　また、リストデータや詳細画像の表示形態や、その画面上のアイコン等、さらには操作
に応じた表示の切換などについては、上記例に限定されないことは当然である。
　また実施の形態では車載用のナビゲーション装置で説明したが、例えば携帯用のナビゲ
ーション装置でも同様に本発明を適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施の形態のナビゲーション装置の構成のブロック図である。
【図２】実施の形態のナビゲーション装置のＣＰＵの機能の説明図である。
【図３】実施の形態のＰＯＩデータベースの説明図である。
【図４】実施の形態のＰＯＩ検索処理のフローチャートである。
【図５】実施の形態の検索対象エリアの選定の説明図である。
【図６】実施の形態の検索結果表示例の説明図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１　演算処理部、２　操作入力部、３　出力部、４　位置検出部、５　センサ部、６　
記憶装置部、１１　ＣＰＵ、１２　ＲＯＭ、１３　ＲＡＭ、１４　不揮発性メモリ、１５
　インターフェース部、２１　ナビゲーション処理制御機能、２２　データ読込機能、２
３　自車状況判別機能、２４　ナビゲーション画像描画機能、２５　ＰＯＩ検索機能、２
６　操作検知機能、２７　画像／音声出力機能
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