
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図上に建物を実質的に不透明に立体表示し、道路上に誘導経路を表示する画像形成手
段と、前記立体表示した建物の陰の誘導経路を検出する誘導経路建物陰部分検出手段と、
前記立体表示した建物の陰の誘導経路を、該建物の上部に立ち上げ表示する誘導経路変形
描画手段とを備え、
　

ことを
特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記画像形成手段は、前記誘導経路を立ち上げ表示した部分の建物を、他と識別可能な
透明または半透明表示処理することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
　前記画像形成手段は、前記誘導経路が陰に隠れる建物が所定高さ以上の時には、該建物
を透明表示、または非表示処理することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置
。
【請求項４】
　前記誘導経路変形描画手段は、前記誘導経路が陰に隠れる建物が所定高さ以上の時には
、該建物を除いた建物の上部に誘導経路を立ち上げ表示処理することを特徴とする請求項
１記載のナビゲーション装置。
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前記誘導経路変形描画手段は、前記立体表示した建物の陰の誘導経路部分が、誘導経路
の特定区間の所定の割合以上であるときに前記誘導経路の立ち上げ表示処理を行う



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両を目的地に案内するナビゲーション装置に関し、特に建築物等を立体表示
した地図中に誘導経路を表示する際に、誘導経路が画面上に立体表示されている建物等の
陰で見にくくなることを防止したナビゲーション装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ナビゲーション装置においては、地図を描画するための地図データ及び施設等を検索する
ための施設情報データを記録したＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の地図・情報記憶媒体
と、この地図・情報記憶媒体のデータを読み取る再生装置と、地図等を表示するディスプ
レイ装置と、距離センサやジャイロ等の自立航法装置及びＧＰＳ受信機等により車両の現
在位置及び進行方向の方位を検出する車両位置検出装置を有し、車両の現在位置を含む地
図データを地図・情報記憶媒体から読出し、この地図データに基づいて車両位置の周囲の
地図画像をディスプレイ装置の画面に描画すると共に、車両位置マークをディスプレイ画
面に重ね合わせて表示し、車両の移動に応じて地図画像をスクロール表示し、或いは地図
画像を画面に固定し車両位置マークを移動させ、車両が現在どこを走行しているのかを一
目で分かるようにしている。
【０００３】
ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の地図・情報記憶装置に記憶されている地図データは、
各種の縮尺レベルに応じて適当な大きさの経度幅及び緯度幅に区切られており、道路等は
経度及び緯度で表現されたノードの座標集合として記憶されている。道路は２以上のノー
ドの連結からなり、地図データは、道路リスト、ノードテーブル及び交差点構成ノードリ
スト等からなる道路レイヤ、及び地図画面上に道路、建築物、施設、公園及び河川等を表
示するための背景レイヤ等の地図データと、市町村名などの行政区画名、道路名、交差点
名及び施設の名前等の、文字や地図記号等を表示するための情報データなどから構成され
る。
【０００４】
画像合成部ではこれらのデータを適宜組み合わせて地図を表示すると共に、例えば特徴的
な建物であるランドマークや、周辺の建物や施設を適宜３Ｄ表示、即ち立体表示し、地図
上の現在地の状態を理解しやすくすると共に、利用者が見ている周囲の状況とモニタ画面
に表示されている画像とを比較することにより、現在走行している位置を容易に確認しな
がら走行できるようになっている。特に近年のナビゲーション装置の処理速度の向上、画
像表示技術の進歩、地図上の建物の立体画像データの充実等により、現在のナビゲーショ
ン装置においては地図を鳥瞰図のように表示しつつ、周囲の建物を立体表示させた状態で
利用することが多くなっている。
【０００５】
また、このナビゲーション装置においては、利用者が所望の目的地に向けて道路を間違う
ことなく容易に走行できるようにするための経路誘導機能を備えている。この経路誘導機
能によれば、住所、電話番号、地図のスクロール、近くのランドマーク等を用いる種々の
手段により目的地や経由地を設定し、出発地から目的地まで、これらの地点を結ぶ経路の
内各種の条件を加味して適切な経路を演算して提示するようになっている。また、利用者
が選択した経路を誘導経路として記憶しておき、走行中、地図画像上に誘導経路を他の経
路とは色を変えて太く描画して画面表示したり、車両が誘導経路上の進路を変更すべき交
差点に一定距離以内に近づいたときに、交差点を拡大表示し、進路を変更すべき方向を示
す矢印等を描画して画面表示したり、音声で右左折の誘導を行うことで、利用者を目的地
まで案内することができるようにしている。
【０００６】
上記のような誘導経路の演算に際しては、例えば現在地から目的地迄最も短時間で到着で
きるルート、最も走行距離が短いルート、高速道路や他の有料道路を利用する、或いは利
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用しないルート等種々の態様のルート演算方式の内、予め利用者がメニュー画面により指
示した方式がある場合はその方式で演算した最適ルートを提示する。また、最初に前記指
示がないときには各方式で演算したルートを画面中に異なった色で表示し、利用者がその
中から自分の好みに合うルートを選択して決定する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このようなナビゲーション装置においては、上記のようにして演算し、決定された誘導経
路をモニタ画面上に表示されている地図の道路上に重ねて表示するに際して、表示してい
る地図が平面的な地図である場合には利用者は誘導経路をそのまま見ることができ、現在
の自車位置からこれから進む方向の範囲迄容易に、且つ明瞭に見ることができる。
【０００８】
しかしながら、上記のように近年は地図を鳥瞰図のように表示しつつ、周囲の建物を実質
的に不透明に立体表示させた状態で利用することが多くなっているため、例えば図６のよ
うに建物を立体表示させた地図において、誘導経路Ｇが自車位置マークＰから道路Ｒ１上
を前方に延び、図中恵比寿南交差点として表示されている交差点Ｃ１で右折し、道路Ｒ２
上を直進し、次の交差点Ｃ２で左折した後道路Ｒ３上を直進するとき、道路Ｒ２がその手
前の建物に隠れて見えず、したがってその道路Ｒ２上に表示している誘導経路Ｇをほとん
ど見ることができない状態となってしまうという問題が発生する。
【０００９】
その対策として、地図上に立体的に表示する建物等を透明なフレーム表示にし、或いは半
透明にし、これらを適宜色分けすることにより、道路及びその上に表示される誘導経路を
見ることができるようにしたものも存在する。しかしながら、このような表示方法では誘
導経路等を明瞭に見ることができるように建物を透明にすると、せっかく表示している建
物の立体的な様子が見にくくなり、建物等の立体表示の意味が薄れてしまう。また、逆に
建物の様子を明瞭に見ることができるようにするとその分だけ道路や誘導経路が見えなく
なってしまうこととなるため、両者が相反することとなり、誘導経路と建物の様子の両方
とも明瞭に見えるように調整することは実質的に不可能である。
【００１０】
したがって本発明は、地図上に建物を実質的に不透明で立体表示している状態においても
、建物の陰に存在する道路上の誘導経路を明瞭に見ることができるようにしたナビゲーシ
ョン装置を提供することを主たる目的としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係るナビゲーション装置は、上記課題を解決するため、地図上に建物を実質的
に不透明に立体表示し、道路上に誘導経路を表示する画像形成手段と、前記立体表示した
建物の陰の誘導経路を検出する誘導経路建物陰部分検出手段と、前記立体表示した建物の
陰の誘導経路を、該建物の上部に立ち上げ表示する誘導経路変形描画手段とを備え、

も
のである。
【００１２】
また、本発明に係る他のナビゲーション装置は、前記ナビゲーション装置における前記画
像形成手段が、前記誘導経路を立ち上げ表示した部分の建物を、他と識別可能な透明また
は半透明表示処理するようにしたものである。
【００１３】
また、本発明に係る他のナビゲーション装置は、  前記ナビゲーション装置における前記
画像形成手段が、前記誘導経路が陰に隠れる建物が所定高さ以上の時には、該建物を透明
表示、または非表示処理するようにしたものである。
【００１５】また、本発明に係る他のナビゲーション装置は、前記ナビゲーション装置に
おける前記誘導経路変形描画手段が、前記誘導経路が陰に隠れる建物が所定高さ以上の時
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前記
誘導経路変形描画手段は、前記立体表示した建物の陰の誘導経路部分が、誘導経路の特定
区間の所定の割合以上であるときに前記誘導経路の立ち上げ表示処理を行うようにした



には、該建物を除いた建物の上部に誘導経路を立ち上げ表示処理するようにしたものであ
る。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を図面に沿って説明する。図１は本発明のナビゲーション装置１にお
ける主要機能部の相互関係を示す機能ブロック図であり、後述するような本発明による誘
導経路画像形成部１６を備えた画像形成部１１は、システム制御部２によって他の機能部
の作動と関連して、ソフトウエアに基づく所定の作動を行う。このシステム制御部２には
車両位置検出部４が接続し、ＧＰＳ受信器３の位置データを入力し、更に必要に応じて車
速センサや角度センサによる車両の移動データ等を入力することによって、車両の現在位
置を検出している。
【００１７】
また誘導経路演算部５では指示信号入力部６から入力した利用者による目的地選択指示信
号により、現在地から目的地迄の誘導経路、或いは必要に応じて利用者により選択指示さ
れた経由地を経て目的地に至る誘導経路を、地図データ記録媒体９に記録されたデータを
地図データ取込部８から取り込み、ナビゲーション装置による推奨ルート、或いは高速道
路の優先ルート或いは非優先ルート、最短距離ルート、最小所要時間ルート等を演算する
。
【００１８】
指示信号入力部６においては、前記のような目的地の選択指示信号の他、このナビゲーシ
ョン装置において必要な利用者による指示信号を入力しており、必要に応じて利用者の音
声を認識する処理によって利用者の指示信号を入力する。音声出力部７においては、例え
ば誘導経路案内等の、このナビゲーション装置の各種処理部で得られた利用者に対する各
種の音声をスピーカから出力可能としている。地図データ取込部８においては、ＤＶＤ－
ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の地図データ記録媒体９から必要な地図データ、施設情報等を取
り込んでおり、このデータ等により地図の描画、情報の表示等を行う。
【００１９】
モニタ画面１３には画像形成部１１で形成した種々の画像データを、システム制御部２の
指示に従って作動を行う画像合成部１２で適宜合成して表示している。図示の例において
は、従来のものと同様に地図データ取込部８で取り込んだ地図データ記録媒体９に記録さ
れている地図や建築物・ランドマーク等の施設情報を入力し、表示方式指示入力部２０で
入力した利用者による鳥瞰図方式の地図表示指示等により、地図画像形成部が所定の地図
画像を形成し、また利用者による建築物等の３Ｄ表示指示により、建築物・ランドマーク
画像形成部１５が、上記地図に関連して表示する建築物やランドマーク等を３Ｄ表示可能
としている。
【００２０】
また、図示の例においては、誘導経路画像形成部１６において、誘導経路演算部５で演算
して得られた誘導経路データを誘導経路入力部２１から入力し、誘導経路描画部２２で上
記のような地図画像の道路上に表示する誘導経路の画像を形成する。画像合成部１２には
更に文字情報等のテキストデータ１７、ガソリンスタンド、レストラン、或いは信号等の
各種マーク１８も入力し、地図表示や情報表示のための画像合成を行う。
【００２１】
誘導経路画像形成部１６には前記のように誘導経路演算部５で演算した誘導経路データが
誘導経路入力部２１から入力しており、誘導経路描画部２２では別途入力している道路デ
ータに対応するように誘導経路を描画する。その際は、前記表示方式指示入力部２０にお
いて、利用者が建築物等の立体表示をする指示が行われている情報を入力したときには、
その信号を誘導経路描画部２２に出力し、誘導経路描画部２２では誘導経路建物陰部分検
出部２４の作動を開始させる。誘導経路建物陰部分検出部２４においては、その信号によ
り画像合成部１２で合成した画像中において、誘導経路が建物の陰に隠れている部分の検
出を行う。
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【００２２】
誘導経路建物陰部分検出部２４による検出データは、誘導経路中の特定範囲において建築
物の陰に隠れる部分の割合を演算する陰部分割合演算部２５に出力する。陰部分割合演算
部２５の前記演算結果のデータは誘導経路立ち上げ表示判別部２６に出力し、その誘導経
路中の特定範囲部分においてその誘導経路が建築物の陰に隠れる割合が所定の割合以上で
あるか否かを判別し、それにより後述するような誘導経路の立ち上げ表示を行う必要があ
るか否かを判別する。
【００２３】
この誘導経路立ち上げ表示判別部２６において、誘導経路の立ち上げ表示を行う必要があ
ると判別したときにはその信号を誘導経路立ち上げ表示量演算部２７に出力し、この誘導
経路立ち上げ量演算部２７においては誘導経路建物陰部分検出部２４で検出した誘導経路
が建物の陰に隠れている部分における、その誘導経路を隠してしまっている建物の高さを
演算し、その高さに適当量の高さを加えた高さを誘導経路の立ち上げ表示量とする演算を
行う。
【００２４】
その演算結果は誘導経路描画部２２における誘導経路変形描画部２３に出力し、この誘導
経路変形描画部２３においては、前記誘導経路描画部２２で先に通常の態様で描画した誘
導経路に対して、誘導経路建物陰部分検出部２４で検出した建物の陰に隠れている部分の
誘導経路について、前記誘導経路立ち上げ表示量演算部２７で演算した量だけ立ち上げて
表示を行うための誘導経路を変形する描画処理を行う。このような機能構成により、誘導
経路が建物の陰に隠れない状態で変形表示させる。
【００２５】
上記のような機能ブロックで構成されるナビゲーション装置は、例えば図２及び同図の一
部の処理を示す図３の作動フローによって各種の画像を形成し、これを画像合成部１２に
出力することによりモニタ画面に所定の画像を表示することができる。以下、この作動フ
ローを前記図１の機能ブロック図、及び図４及び図５の画面例を参照しつつ説明する。
【００２６】
画像形成処理に際して、最初に現在地点を中心とする所定縮尺の地図の画像形成を行う（
ステップＳ１）。これは図１の地図画像形成部１４が地図データ取込部８からの地図デー
タを元に、車両位置検出部４で検出した車両位置を現在位置とし、指示信号入力部６から
入力した利用者による表示地図縮尺指示信号、或いは縮尺指示信号が特にないときは予め
決められている指定縮尺により所定の地図を表示する。その際には利用者が例えば鳥瞰図
形式で地図を表示する指示を行っていることを表示方式指示入力部２０で検出し、その指
示に対応した地図表示をするための地図画像形成を行う。
【００２７】
次いでこの地図の道路画像上に対して誘導経路を配置する（ステップＳ２）。この誘導経
路は誘導経路描画部２２において、後述するような誘導経路の変形処理を行う前のデータ
に基づいて形成された画像であり、この画像を画像合成部１２で前記道路画像上に重ねて
配置する。
【００２８】
その後建物等の３Ｄ表示、即ち立体表示を行うか否かの判別を行う（ステップＳ３）。そ
の判別に際しては、表示方式指示入力部２０によって、利用者が建物やランドマーク等を
地図画面上に立体表示する指示を行ったか否かの判別を行い、また、利用者によるこのよ
うな指示が無いときでも、特定の条件においては自動的に３Ｄ表示を行う旨の設定がなさ
れている際に、現在その条件に合致しているか否か等の判別を行う。
【００２９】
この判別の結果、建物を３Ｄ表示するものと判別したときには、ステップＳ４において地
図画面上の建物やランドマーク等の３Ｄ表示を行う（ステップＳ４）。この表示処理は図
１の実施例においては、画像合成部１２において前記のように道路上に誘導経路を配置し
て画像合成した地図上の所定の位置に、建築物・ランドマーク画像表示部１５からの建築
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物等の３Ｄ画像を前記画像の上位のレイヤに合成表示する。なお、この時形成される画像
は、前記図６に示す従来のナビゲーション装置における画面例と同様のものとなる。
【００３０】
その後誘導経路の変形表示作動を選択しているか否かの判別を行う（ステップＳ５）。こ
の判別は例えばこのナビゲーション装置の利用者が、予めこのナビゲーション装置の作動
設定において、誘導経路の変形表示作動を行う旨の作動選択を行っているか否かを検出す
ることにより行うことができる。なお、上記のようにナビゲーション装置に対して予め誘
導経路の変形表示作動選択を行う機能を用いないように設定しているときでも、走行中に
特定の音声入力、或いは特定のキー操作を行うことにより、現在の一連の走行中は誘導経
路の変形表示作動を行うように設定変更できるようにしておく。
【００３１】
前記ステップＳ５の判別において、誘導経路の変形表示作動を選択していると判別したと
きには、後述するような図３に示す誘導経路変形描画処理を行う。その後この画像上にテ
キストデータやマーク等を配置して表示し（ステップＳ７）、この作動フローにおける画
像形成処理は終了する（ステップＳ９）。
【００３２】
また、前記ステップＳ３において建物等の３Ｄ表示を行わないと判別したときにはステッ
プＳ８に進み、従来行われているような、建物を平面形状で表示する処理を行い、その後
テキストデータやマーク等の表示を行い（ステップＳ７）、この処理を終了する（ステッ
プＳ９）。更に、前記ステップＳ５において、誘導経路の変形表示作動を選択していない
と判別したときには、ステップＳ６の誘導経路の変形描画処理は必要ないのでステップＳ
７に進んでテキストデータやマーク等の表示を行い、この処理を終了する（ステップＳ９
）。
【００３３】
前記ステップＳ６における誘導経路の変形描画処理は図３に示すように、前記図２のステ
ップＳ５から進み、最初に誘導経路が建物の陰になっているか否かの判別を行う（ステッ
プＳ１１）。この判別は図１の例においては、誘導経路建物陰部分検出部２４において、
画像合成部１２で上記のように画像合成処理した画像中における建物等の立体画像が、先
に表示した誘導経路の画像を遮っているか否かにより判別することができる。
【００３４】
ステップＳ１１の判別の結果、立体表示した建物等が誘導経路を一部でも遮っていること
を検出したときでも、その建物等の陰になっている誘導経路の部分が全体からみて小さな
部分であるときには特別な誘導経路の変形処理を行う必要がないので、建築物等の陰にな
っている誘導経路部分の全体に対する割合を知るために、図示実施例においては建物の陰
になっている部分の割合の演算を行っている（ステップＳ１２）。この演算は、図１にお
いては陰部分割合演算部２４において、誘導経路建物陰部分検出部２４の検出データを用
いて行う。
【００３５】
上記の建物の陰になっている部分の割合の演算に際しては、例えば前記図６に示す従来の
画面において、誘導経路Ｇの中で交差点Ｃ１と交差点Ｃ２との間の部分が手前の建物の陰
になっており、他の部分は陰になっていないとみることができる。図６に示すような建物
の立体表示を行う場合においては、誘導経路の表示が立体的に表示した建物の陰になる可
能性は、画面の左右方向に延びる部分においてはその可能性が大きく、画面中心部におい
て縦方向に延びる部分はその可能性は小さい。したがって上記のような演算に際しては、
画面表示の特性を考慮して演算を行うことにより効率的な処理が可能となる。
【００３６】
また、上記のような建物の陰になっている部分の割合の演算に際しては、前記のような画
面の特性を考慮して誘導経路を適宜分割し、例えば図６の例においては現在位置から交差
点Ｃ１迄の間、交差点Ｃ１とＣ２の間、交差点Ｃ２から先の部分の３つに分けて、この中
で交差点Ｃ１と交差点Ｃ２との間の部分についてその演算の対象とし、建物の陰になって
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いる部分の割合をその区間の中での割合として演算する。
【００３７】
次いで、前記ステップＳ１２における演算の結果、建物の陰部分の割合は所定以上である
か否かを判別する（ステップＳ１３）。その所定値としては例えば５０％のような値を予
め定めておき、この割合よりも大きいときには次に述べるような誘導経路立ち上げ表示の
処理を行うこととする。したがって上記判別は、実質的に誘導経路立ち上げ表示を行うか
否かの判別を行うものとなる。上記判別は、図１においては、誘導経路立ち上げ表示判別
部２６で行っている。
【００３８】
上記ステップＳ１３の判別の結果、建物の陰部分の割合が所定以上であると判別したとき
には、この誘導経路の表示を遮っている建物の上部に誘導経路を立ち上げて表示するため
、現在誘導経路の表示を遮っている建物の最大高さの演算を行う（ステップＳ１４）。次
いで、その演算結果に基づき、その最大高さに所定の高さを加えることにより、誘導経路
を手前の建物の上部に立ち上げて表示する（ステップＳ１５）。その後、誘導経路を立ち
上げた部分の建物の透過表示を行い（ステップＳ１６）、誘導経路を立ち上げ表示してい
ることを示すと共に、この部分の道路との関係を見やすく表示する。
【００３９】
この表示の状態は図４に一例を示し、この画面は前記図６に示した従来例と同一の地図画
面の例を示しており、車両の現在位置Ｐから誘導経路Ｇが道路Ｒ１上を直進し、恵比寿南
交差点として示されている交差点Ｃ１で右折し、道路Ｒ２を直進し、交差点Ｃ２で左折し
、道路Ｒ３を直進する例を示している。
【００４０】
この地図画面においては誘導経路Ｇを各道路上に描画すると、図６に示すように交差点Ｃ
１とＣ２間の道路Ｒ２上の誘導経路Ｇが手前の建物の陰に隠れてしまいほとんど見ること
ができなくなる。それに対して図４に示す本発明の例においては、上記作動フローのよう
に処理を行うことにより、図１に示すように誘導経路を明瞭に表示することが可能となる
。即ち、図３の誘導経路変形描画処理におけるステップＳ１１で誘導経路が建物の陰にな
っていると判別され、次いでステップＳ１２で建物の陰部分の割合が演算され、図示の例
ではこの区間において７０％程度が建物の陰に隠れると演算される。
【００４１】
その結果、ステップＳ１３における建物の陰部分の割合は所定以上かの判別において、交
差点Ｃ１からＣ２迄の道路Ｒ２上の誘導経路Ｇが、建物の陰部分に隠れる割合が所定値と
しての５０％以上であると判別され、ステップＳ１４でこの部分の誘導経路の手前に存在
する建物の最大高さを演算し、ステップＳ１５で誘導経路をその演算値以上の高さに立ち
上げる表示を行うことにより、手前の建物上部に誘導経路を立ち上げ表示する。
【００４２】
このような誘導経路の立ち上げ処理を行った後、この誘導経路が通常の誘導経路の表示と
は異なり、その下の道路部分から立ち上げて表示したものであることを明瞭に示すため、
立ち上げた部分の建物部分を他とは異なった色で半透過表示Ｔを行う。この誘導経路部分
を拡大した図５（ａ）に示すように、この実施例においては道路Ｒ２の部分から手前の建
物の最大高さＨ１より充分高いＨ２の高さの部分まで立ち上げて表示し、この立ち上げて
表示した誘導経路Ｇに対してその前後の誘導経路Ｇを滑らかに接続するように表示を行う
。
【００４３】
誘導経路を立ち上げて変形表示を行う際には、上記の例の他、例えば図５（ｂ）に示すよ
うに、交差点Ｃ１からＣ２迄の道路Ｒ２上の誘導経路Ｇの手前に存在する建物の道路から
の高さＨ１の直上である高さＨ３の位置に誘導経路を表示してもよい。また、その際、誘
導経路を立ち上げ表示したことを示す建物の半透過処理は、立ち上げ表示した誘導経路の
手前の建物に対して行い、実際の道路Ｒ２を半透明表示し、この道路と立ち上げ表示した
誘導経路Ｇとの関係を明瞭に示すようにしても良い。
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【００４４】
本発明は上記の実施例の他種々の態様で誘導経路の変形表示処理を行うことができ、例え
ば道路上の誘導経路を遮る建物の中に際だって高い建物が存在するときには、上記のよう
な立ち上げ表示を行うことはかえって好ましくないので、上記作動フロー中に、誘導経路
の手前の建物等が所定の高さ以上であるか否か、或いは所定の階数以上であるか否かを判
別するステップを付加し、所定の高さ以上の時は前記のような誘導経路の変形処理を行わ
ないように設定しても良い。また、上記のように特に高い建物が存在するときには、この
建物以外の建物の上に誘導経路を表示し、この特に高い建物は透明表示を行うようにして
も良い。また、必要に応じてこの特に高い建物の表示を行わないようにすることもできる
。
【００４５】
更に、立体表示する建物を全く不透明に表示したものにおいて上記のような誘導経路の変
形処理を行う以外に、立体表示する建物を半透明に表示したものにおいても適用すること
ができ、その際には、誘導経路を立ち上げ処理した部分の建物表示は、周囲の建物より更
に透明度の高い表示にすることによって、その部分が立ち上げ処理を行っていることを示
すと共に、道路との関係をより明瞭に示すことが可能となる。なお、上記のようにより透
明度の高い表示にする際は、その建物はフレーム表示のみを行うように設定し、或いは全
く表示しないようにしても良い。この場合も所定階数以上の建物については、前記と同様
の態様で表示することができる。
【００４６】
【発明の効果】
　本発明に係るナビゲーション装置においては上記のように、地図上に建物を実質的に不
透明に立体表示し、道路上に誘導経路を表示する画像形成手段と、前記立体表示した建物
の陰の誘導経路を検出する誘導経路建物陰部分検出手段と、前記立体表示した建物の陰の
誘導経路を、該建物の上部に立ち上げ表示する誘導経路変形描画手段とを備えたので、地
図上に建物を実質的に不透明で立体表示している状態においても、建物の陰に存在する道
路上の誘導経路を明瞭に見ることができるようにすることができる。
　

【００４７】
また、本発明に係る他のナビゲーション装置は、前記ナビゲーション装置における前記画
像形成手段が、前記誘導経路を立ち上げ表示した部分の建物を、他と識別可能な透明また
は半透明表示処理するようにしたので、誘導経路を立ち上げて表示していること、及びそ
の立ち上げ量を利用者が容易に把握することができ、また、立ち上げ表示した誘導経路と
本来の道路の関係を容易に知ることができるようになる。
【００４８】
また、本発明に係る他のナビゲーション装置は、  前記ナビゲーション装置における前記
画像形成手段が、前記誘導経路が陰に隠れる建物が所定高さ以上の時には、該建物を透明
表示、または非表示処理するようにしたので、誘導経路を立ち上げ表示した後の建物の表
示が目障りに成らず、周囲の状態を容易に把握できるようになる。
【００５０】
また、本発明に係る他のナビゲーション装置は、前記ナビゲーション装置における前記誘
導経路変形描画手段が、前記誘導経路が陰に隠れる建物が所定高さ以上の時には、該建物
を除いた建物の上部に誘導経路を立ち上げ表示処理するようにしたので、誘導経路が陰に
なっている建物が極めて高いときにその建物の上部に誘導経路を表示することによってか
えって誘導経路がわかりにくくなることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
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また、前記誘導経路変形描画手段が、前記立体表示した建物の陰の誘導経路部分が誘導
経路の特定区間の所定の割合以上であるときに、前記誘導経路の立ち上げ表示処理を行う
ようにしたので、誘導経路がわずかしか手前の建物の陰になっておらず、誘導経路の状態
があまり見にくくなっていないときにでも誘導経路の立ち上げ表示処理を行い、かえって
見にくくなってしまうことを防止することができる。



【図１】本発明の実施例の機能ブロック図である。
【図２】同実施例における画像形成処理の作動フロー図である。
【図３】前記画像形成処理の作動フローにおける誘導経路変形描画処理部分の作動フロー
図である。
【図４】同実施例におけるナビゲーション装置のモニタ画面における表示例を示す図であ
る。
【図５】本発明によるナビゲーション装置のモニタ画面における種々の表示態様を示す画
面表示例を示す一部拡大図であり、（ａ）は図４の表示例の一部拡大図であり、（ｂ）は
他の表示例の一部拡大図である。
【図６】従来のナビゲーション装置のモニタ画面における表示例である。
【符号の説明】
１　ナビゲーション装置
２　システム制御部
５　誘導経路演算部
６　指示信号入力部
８　地図データ取込部
１１　画像形成部
１２　画像合成部
１３　モニタ画面
１４　地図画像形成部
１５　建築物・ランドマーク形成部
１６　誘導経路画像形成部
１７　テキストデータ
１８　各種マーク
２０　表示方式指示入力部
２１　誘導経路入力部
２２　誘導経路描画部
２３　誘導経路変形描画部
２４　誘導経路建物陰部分検出部
２５　陰部分割合演算部
２６　誘導経路立ち上げ表示判別部
２７　誘導経路立ち上げ表示量演算部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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