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2 3 ） と、姿勢検出手段 ( 2 3 ）が検出した携帯端末装置 ( 2 0 ）の姿勢に基づいて、案内経路またI 進行方向案
内画像の表示位置を決定する画像 レイアウ ト手段 ( 2 4 ） と、を備えている。携帯端末装置 ( 2 0 ） I 、経路路探
索サ一バ ( 3 0 ）から配信 された案内経路を記億 し、画像 レイアウ ト手段 ( 2 4 ）が表示手段 ( 2 8 ）に表示され
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き向きを案内する揖取像方向案内画像を周辺画像上 表示 る。



ナビゲーションシステム、携帯端末装置および経路案内方法

技術分野

０００1 本発明は、出発地から目的地までの案内経路を探索し、該案内経路を表示手段に

表示された画像情報を用いて案内する通信型の歩行者ナビゲーションシステムに関

するものであり、特に交差点などにぉける周辺の風景を撮像して周辺画像として表示

手段に表示し、表示された周辺画像上に経路案内画像を表示するに際して、経路画

像が周辺画像上に表示できない場合に経路画像を表示できる撮像方向を案内する

ょぅにした歩行者ナビゲーションシステムに関するものである。

背景技術

０００2 従来、見知らぬ土地にぉいて目的地となる場所を訪れる場合、地図帳等を頼りに

当該地図に描かれた交通機関、道路やランドマーク及び住所を確認しながら到達し

ていた。また、カーナビゲーションシステム (以後単にカーナビと言列を搭載した自動

車にぉいては、該カーナビを起動して目的地を入カすることにょりナビゲーションシ

ステムからモニタ画面に表示される案内や音声出力される案内 (ナビゲーション情報

) を得ながら目的地に到達していた。

０００3 上記カーナビは、GPS (G oba Pos on ng s e 全地球測位システム) を利用し

たものであり、地球上を周回している複数のGPS 衛星から送信されるGPS f 号をGP

S アンテナで受信し、該GPS f 号に含まれる衛星位置や時計情報等を解析して位置

の特定を行ぅものである。該複数のGPS 衛星の個数は少なくとも4個以上必要である

P Sの単独測位精度は一般的に ０ 強であるが、 GPS (D 旋 en a GP ディ

ファレンシヤルGPS) を採用することにょり5 以下に向上する。特に、現在は一部の

携帯電話にしか搭載されていな GPS 受信機が、第三世代と称される携帯電話で

は全ての機種に搭載されるょぅになってきている。

０００4 このょぅな測位機能を有する携帯端末の利用技術としては、種々の分野の技術が

提案されてぉり、例えば、自動車用のナビゲーション装置 (カーナビ) を発展させ、携

帯電話を端末として地図・経路情報を情報配信サ一バ (経路探索サ一バ ) から配信



する歩行者用の通信型ナビゲーションシステムが提案されている。

０００5 近年、携帯電話、P S等の携帯通信端末機器の性能は飛躍的に向上し、また、多

機能ィビが進んでいる。特に通話機能の他にデータ通信機能が強ィビされ、ュ一ザに

対してインターネットを介した種々のデータ通信サービスが提供されている。ナビゲ

ーションサービスもその つであり、自動車の運転者のみならず携帯電話ュ一ザに対

して現在位置から目的地までの経路案内を提供する通信ナビゲーションシステムが

実用化されている。

０００6 一般的なナビゲーション装置、通信ナビゲーションシステムに使用される経路探索

装置、経路探索方法は、例えば、下記の特許文献 (特開2００ 6568 号公報)

に開示されている。このナビゲーションシステムは、携帯ナビゲーション端末から出発

地と目的地の情報を情報配信サ一バに送り、情報配信サ一バで道路網や交通網の

データから探索条件に合致した経路を探索して案内するよぅに構成されている。探索

条件としては、出発地から目的地までの移動手段、例えば、徒歩、自動車、鉄道と徒

歩の併用などがあり、これを探索条件の つとして経路探索する。

０００7 情報配信サ一バは、地図データの道路 (経路 )をその結節点、屈曲点の位置をノー

ドとし、各ノードを結ぶ経路をリンクとし、全てのリンクのコスト情報 (距離や所要時間)

をデータベースとして備えている。そして、情報配信サ一バは、データベースを参照

して、出発地のノードから目的地のノードに至るリンクを順次探索し、リンクのコスト情

報が最小となるノード、リンクをたどって案内経路とすることによって最短の経路を携

帯ナビゲーション端末に案内することができる。このよぅな経路探索の手法としてはう

ベル確定法あるいはダイクストラ法と言われる手法が用いられる。上記特許文献 に

は、このダイクストラ法を用いた経路探索方法も開示されている。

０００8 一般的に通信型のナビゲーションシステムにおいて、端末装置が表示する地図情

報や案内経路情報は、ネットワークを介して接続される経路探索サ一バなどのサ一

バ装置からダウンロードする。経路探索サ一バなどの情報配信サ一バから地図情報

や案内経路の配信を受けた端末装置は液品表示装置などの表示手段を備えており

、表示手段に地図および案内経路を表示するとともに歩行者や自動車の現在位置 (

端末装置の現在位置)を案内経路上に表示して歩行者や自動車を目的地まで案内



する。

０００9 一般的に表示手段に表示する地図は平面図、すなわち、2 次元図形の表示である

が、表示画像に遠近感をもたせた平面鳥倣図やランドマークや建物の様子を視話し

易くするため建物を擬似的に3 次元的表現した鳥倣図を表示する方法や、道路や建

物をZ バッファ法により3 次元ポリゴン画像として表示する方法も提案されている。

００1 ０ 例えば、下記の特許文献 ( 特開2 ００ 27535号公報 ) には、建物や道路を立体

的に表示するよぅにした地図表示装置が開示されている。この特許文献 2 に開示され

た地図表示装置においては、3 次元地図表示を行ぅ際に、道路に経路案内線に影を

つけて立体的に表示するよぅに構成している。また、経路案内線が建物に隠れる位

置関係となる場合、その経路案内線の重複部分について重複しない部分と色を変え

て表示する。特に、 山女 (ビデオ山女 ) で経路案内線の表示色と建物の表示

色とを画素単位に互い違いに設定する半透過の手法で描画し、経路案内線と建物と

の相対的な位置関係を明確にして経路案内線の視認性を向上するよぅにしている。

００1 1 上記のよぅな表示を行ぅため、特許文献 2 に開示された地図表示装置においては、

地図データには、建物の形状データと高さ情報が記憶され、また、立体交差などの

道路の形状データが記憶されている。この地図データに基づいて、建物や道路の立

体交差部を描画部に3 次元的に描画し、車両が進行し経路案内すべき位置に来ると

描画部に所望の画像を描画し、音声出力部に所定の音声を発声させて、使用者を

目的地へ案内するよぅに構成している。

００1 2 一般に、ポリゴンデータを用いた地図の3 次元的な表示は次のよぅに行われる。す

なわち地図に表示するそれぞれの建物を構成する各面をポリゴンデータで準備して

おき、地図データとともに建物のポリゴンデータを地図表示装置に送る。地図表示装

置は地図を表示するとともにその地図上に位置する各建物を、ポリゴンデータを使用

して3 次元的に表示するものである。この時、建物をよりリアルに表示するため、建物

の各面に更にテクスチヤ一を張り付けて表示する。テクスチヤ一は建物の面の模様を

示すデータであり、建物の窓の形状や、壁面の模様などである。

００1 3 例えば、下記の特許文献 ( 特開2 ０００ 25986 号公報 ) には、ポリゴンデータに

テクスチヤ一を貼り付けて描画するよぅにしたテクスチヤ一マッヒング装置の発明が開



示されている。この特許文献3 に開示された発明は、ポリゴンにテクスチャーを正確か
。

つ効率良く貼り付け、その後の編集を容易にするものである。このテクスチャーマッヒ

ング装置は、ワイヤフレーム上の 行 に配列された四角形のポリゴンP ～P 4 と

それに貼り付けるテクスチャーを指定する。指定された複数のポリゴンP ～P 4 の辺

の長さ ～ 2 の比に応じて、貼り付け対象のテクスチャーを分割する。分割さ

れたテクスチャーを、対応するポリゴンに、ポリゴンの向きを考慮して貼り付けるよぅに

構成したものである。

００14 このよぅにポリゴンのデータとテクスチャーのデータを用いて建物を3 次元表示する

場合、建物の各面を示すポリゴンデータと、この面に張り付けるべきテクスチャーデー

タは 対 に対応するデータであり、ポリゴンデータとともにテクスチャーデータも予め

サ一バのデータベースに蓄積され、所定の範囲の地図データとともに、その地図上

に表示すべき建物のポリゴンデータ、テクスチャーデータが地図表示装置に送信さ

れる。

００1 5 このよぅに地図を立体的に表示する方法によれば、端末装置の利用者は移動中に

、実際に観察している風景に近い表示画像を見ることができるので、右折や左折場

所、その進行方向を容易に把握できるれづ利点がある。しかしながらそのためには、

地図を立体的に表示するため、平面的な地図データとは別に3 次元表示のための地

図データが必要になる。3 次元地図データは平面地図データに比ベデータ量も多く

、地図データを記憶する記憶装置として大容量の記憶装置が必要になる。また、通

信型のナビゲーションシステムにおいては、端末装置と経路探索サ一バとの間の通

信負荷が大きくなり、通信時間も長くなる。このため、多数の端末装置にサービスを提

供する経路探索サ一バには十分に高い処理能力が要求されるなど種々の問題点が

生じる。

００1 6 このよぅな問題点を解消するため、車載用ナビゲーション装置において進行方向の

風景をC C ヵメラなどの撮像手段を用いて撮影し、撮影したこの周辺画像を表示画

面に表示し、この周辺画像に右折や左折の進行方向案内画像を重ねて表示したり、

案内経路を表示したりするよぅに構成したナビゲーション装置が下記の特許文献4 (

特開2 ００4 号公報 ) や特許文献5 (特開2 ００6 62442 公報 ) に開示さ



れている。

００1 7 すなわち、特許文献4 に開示されたナビゲーション装置は、進行方向の風景を撮像

する撮像手段と、該撮像手段によって撮像された画像を表示する表示手段を備え経

路検出手段が検出した経路上の分岐点と現在位置検出手段が検出した現在位置と

が所定距離以下になると、撮像手段が撮像した画像に分岐点での進むべき方向を

案内する画像を重畳して表示手段に表示するよぅに構成されたものである。

００1 8 また、特許文献5 に開示されたナビゲーション装置は、案内情報特定部は、案内情

報を提示する地図上の位置と、提示する案内情報の種類を特定する案内情報特定

部と、画像認識などにより、自車の周辺にある障害物 (歩行者や車両等) の位置と種

類とを検知する障害物検知部と、案内情報の表示位置として検知した障害物と重な

らない位置を求める表示位置決定部と、車両のフロントガラス内の決定された位置に

、あるいは、前方画像を表示するディスプレイ内の決定された位置に、案内情報を出

カする画像出力部と、を備え、車両から見える実風景に経路進行方向を重ね合わせ

て表示するものである。

００1 9 また、歩行を対象としたナビゲーションシステムにおいても、下記の特許文献6 (特

開2 ００5 24 385 号公報 ) に、ヵメラによって撮影した実際の周辺画像に経路方向

を重ね合わせて表示する携帯端末装置ナビゲーション装置が開示されている。この

携帯端末装置は、利用者 ( 目的地案内装置) の現在位置を基準としてデジタルヵメラ

のスクリーンを画定し、このスクリーンに対して目的地に対応する目的地方向座標を

定め、所定の基準点 (スクリーン下辺中心 ) を基準として、スクリーン上でヵメラの撮影

画像に重ねて目的地方向座標に対する指示表示を〒ぅよぅに構成されたものである

００2 ０ 特許文献 1 特開2 ００ 6568 号公報 ( 図 、図2 )

特許文献2 特開2 ００ 27535号公報 ( 図 、図4 、段落 ００5 4 )

特許文献3 特開2 ０００ 25986 号公報 ( 図2 、図8 )

特許文献4 特開2 ００4 257979号公報 ( 図4 )

特許文献5 特開2 ００6 62442 号公報 (図4 、図5

特許文献6 特開2 ００5 24 385 号公報 ( 図9 )



発明の開示

発明が解決しようとする課題

００2 1 ところで、カメラなどの撮像手段で撮像した周辺画像を表示し、この周辺画像に進

行方向や案内経路を表示する技術を車載用のナビゲーション装置に用いる場合に

は、自動車にょる移動の特徴として、実風景を撮影するカメラの向きは車両の進行方

向 (前方) に固定されるので、経路に沿って運転していれば、経路は常に前方に引か

れることになるとレづ特質がある。また、道を間違えて案内経路から逸脱しても、経路

探索におけるリルート機能 (再探索機能) にょり車両の進行方向に再度、案内経路が

設定されるため、常に案内経路は車両の正面、すなわち撮像のためのカメラの正面

に現れる。

００22 これに対して、歩行者用のナビゲーション装置が車載用のナビゲーション装置と異

なる点は、ナビゲーション装置が車載用のょぅに進行方向に固定されることが無く、不

用者の向きや持ち方にょり任意の方向を向く可能，注があるれづ点である。例えば、

ナビゲーションのため、地図画像や案内経路の表示をするときの端末装置の向きは

、全く任意であって、そのときの表示画面に案内経路が含まれる保障はない。カメラ

の水平画角は36０度に比べて十分小さいので、画面表示に案内経路が含まれる確

率はむしろ小さい。このため、上記特許文献4や特許文献5に開示された車載用ナビ

ゲーション装置の技術をそのまま適用することはできない。

００23 従って、歩行者用のナビゲーションシステムにおいては、カメラなどの撮像手段にょ

って撮像した周辺画像に案内経路が含まれていない場合に利用者に対して何らか

の配慮をすることが必要になる。上記特許文献6には歩行者用の携帯端末において

、デジタルカメラで進行方向の風景を撮像し、スクリーン上でカメラの撮影画像に重

ねて目的地方向に対する指示表示を行ぅょぅにされてはいるが、この携帯端末装置

は、基本的に車載用ナビゲーション装置と同様に、カメラが案内経路の方向を向いて

いること前提としたものである。

００24 すなわち、この携帯端末は、進行方向の風景をカメラで撮像し、その画像上に案内

経路 (進行方向)を表示するょぅに構成され、カメラが進行方向を向いていない場合

の配慮がなされていないれづ問題点があった。このょぅな携帯端末では、利用者が



交差点などで案内経路に対して正しく進行方向に向いている場合に、カメラで撮像し

た画像が表示された画面に案内経路や右折、左折の案内表示をすることができるが

、カメラの向きすなわち、携帯端末の向きが進行方向を向いていない場合には、カメ

ラで撮像した画像が表示された画面に案内経路が入らずに利用者にカメラで撮影し

た画像上で案内経路や進行方向を指示できないれづ問題点が生じる。

００25 本願の発明者は上記の問題点を種々検討した結果、通信型の歩行者用ナビゲー

ションシステムにおける携帯端末装置に、CC カメラなどの撮像手段と、磁気方位セ

ンサや傾斜センサなどから構成される姿勢検出手段とを設け、姿勢検出手段により

該携帯端末装置が向いている方向や水平に対する角度を検出して撮像手段が撮像

した周辺画像に案内経路が含まれていない場合には、撮像手段すなわち携帯端末

装置の向きをどちらに修正すればよいかを表示するよぅになせば上記問題点を解消

し得ることに想到して本発明を完成するに至ったものである。

００26 すなわち、本発明は上記の問題点を解消することを課題とし、撮像手段で撮像した

周辺画像上に経路案内画像を表示するに際して、経路画像が周辺画像上に表示で

きない場合に経路画像を表示できる撮像方向を案内するよぅにした歩行者ナビゲー

ションシステムを提供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

００27 前記課題を解決するために、本願の第 発明は、

経路探索用のネットワークデータを参照して出発地から目的地までの案内経路を

探索する経路探索手段を備えた経路探索サ一バと、案内経路データを含む案内情

報を記憶する案内情報記憶手段と、現在位置を測位するGPS受信手段と、撮像手

段と、撮像手段が撮像した周辺画像を表示する表示手段と、表示手段に表示された

周辺画像に案内経路画像または進行方向案内画像を表示する描画制御手段と、を

備えた携帯端末装置とから構成されるナビゲーションシステムにおいて、

前記携帯端末装置は更に、前記撮像手段が周辺画像を撮像した際の携帯端末装

置の姿勢を検出する姿勢検出手段と、前記姿勢検出手段が検出した携帯端末装置

の姿勢に基づいて、案内経路画像または進行方向案内画像の表示位置を決定する

画像レイアウト手段と、を備え、



前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含

まれないことを判別した場合に、前記描画制御手段は、前記撮像手段が撮像すべき

向きを案内する撮像方向案内画像を前記周辺画像上に表示することを特徴とする。

００28 前記第 発明において、前記姿勢検出手段は、前記撮像手段が周辺画像を撮像

した際の該撮像手段の向きを検出する方位検出手段と、前記撮像手段の水平方向

に対する傾斜角を検出する傾斜角検出手段とを含んで構成されることが好ま 、。

００29 また、前記第 発明において、前記画像レイアウト手段は、表示手段に表示される

前記周辺画像に案内経路が含まれる場合に、前記姿勢検出手段が検出した携帯端

末装置の姿勢に基づいて、前記周辺画像上に表示する案内経路画像または進行方

向案内画像の表示位置を決定するよぅに構成することが好ま 、。

００3０ また、前記第 発明において、前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示され

る該周辺画像に案内経路が含まれないことを判別した場合に、前記描画制御手段は

、前記撮像手段が撮像すべき向きとして案内経路の存在する方向を案内する撮像

方向案内画像を前記周辺画像上に表示するよぅに構成することが好ま 、。

００3 1 更に、前記第 発明において、前記描画制御手段が表示する前記撮像方向案内

画像は、前記進行方向案内画像とは異なる画像を用いて表示するよぅに構成するこ

とが好ま 、。

００32 本願の第2発明は、

経路探索用のネットワークデータを参照して出発地から目的地までの案内経路を

探索する経路探索手段を備えた経路探索サ一バにネットワークを介して接続される

携帯端末装置であって、案内経路データを含む案内情報を記憶する案内情報記憶

手段と、現在位置を測位するGPS受信手段と、撮像手段と、撮像手段が撮像した周

辺画像を表示する表示手段と、表示手段に表示された周辺画像に案内経路画像ま

たは進行方向案内画像を表示する描画制御手段と、を備えた携帯端末装置におい
て、

前記携帯端末装置は更に、前記撮像手段が周辺画像を撮像した際の携帯端末装

置の姿勢を検出する姿勢検出手段と、前記姿勢検出手段が検出した携帯端末装置

の姿勢に基づいて、案内経路画像または進行方向案内画像の表示位置を決定する



画像レイアウト手段と、を備え、

前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含

まれなぃことを判別した場合に、前記描画制御手段は、前記撮像手段が撮像すべき

向きを案内する撮像方向案内画像を前記周辺画像上に表示することを特徴とする。

００33 前記第2発明におぃて、前記姿勢検出手段は、前記撮像手段が周辺画像を撮像

した際の該撮像手段の向きを検出する方位検出手段と、前記撮像手段の水平方向

に対する傾斜角を検出する傾斜角検出手段とを含んで構成されることが好ま 、い 。

００34 前記第2発明におぃて、前記画像レイアウト手段は、表示手段に表示される前記周

辺画像に案内経路が含まれる場合に、前記姿勢検出手段が検出した携帯端末装置

の姿勢に基づぃて、前記周辺画像上に表示する案内経路画像または進行方向案内

画像の表示位置を決定するよぅに構成することが好ま 、。

００35 また、前記第2発明におぃて、前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示され

る該周辺画像に案内経路が含まれなぃことを判別した場合に、前記描画制御手段は

、前記撮像手段が撮像すべき向きとして案内経路の存在する方向を案内する撮像

方向案内画像を前記周辺画像上に表示するよぅに構成することが好ま 、。

００36 更に、前記第2発明におぃて、前記描画制御手段が表示する前記撮像方向案内

画像は、前記進行方向案内画像とは異なる画像を用ぃて表示するよぅに構成するこ

とが好ま 、。

００37 更にまた、本願の第3発明は、

経路探索用のネットワークデータを参照して出発地から目的地までの案内経路を

探索する経路探索手段を備えた経路探索サ一バにネットワークを介して接続される

携帯端末装置であって、案内経路データを含む案内情報を記憶する案内情報記憶

手段と、現在位置を測位するGPS受信手段と、撮像手段と、撮像手段が撮像した周

辺画像を表示する表示手段と、表示手段に表示された周辺画像に案内経路画像ま

たは進行方向案内画像を表示する描画制御手段と、を備えた携帯端末装置の案内

表示方法おぃて、

前記携帯端末装置は更に、前記撮像手段が周辺画像を撮像した際の携帯端末装

置の姿勢を検出する姿勢検出手段と、前記姿勢検出手段が検出した携帯端末装置



の姿勢に基づいて、案内経路画像または進行方向案内画像の表示位置を決定する

画像レイアウト手段と、を備え、

前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含

まれるか否かを判別するステップと、前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示

される該周辺画像に案内経路が含まれないことを判別した場合に、前記描画制御手

段が、前記撮像手段が撮像すべき向きを案内する撮像方向案内画像を前記周辺画

像上に表示するステップと、を有することを特徴とする。

００38 前記第3発明において、前記姿勢検出手段は、前記撮像手段が周辺画像を撮像

した際の該撮像手段の向きを検出する方位検出手段と、前記撮像手段の水平方向

に対する傾斜角を検出する傾斜角検出手段とを含んで構成され

前記方位検出手段と傾斜角検出手段の検出出力に基づいて、画像レイアウト手段

が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含まれるか否かを判別する

ステップと、前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案

内経路が含まれないことを判別した場合に、前記描画制御手段が、前記撮像手段が

撮像すべき向きを案内する撮像方向案内画像を前記周辺画像上に表示するステッ
プと、を有することが好ま 、。

００39 また、前記第3発明において、前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示され

る該周辺画像に案内経路が含まれるか否かを判別するステップにおいて、前記画像

レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含まれると判

別した場合に、前記姿勢検出手段が検出した携帯端末装置の姿勢に基づいて、前

記周辺画像上に表示する案内経路画像または進行方向案内画像の表示位置を決

定するステップを更に有するよぅに構成することが好ま 、。

００4０ 更に、前記第3発明において、前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示され

る該周辺画像に案内経路が含まれるか否かを判別するステップにおいて、前記画像

レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含まれないこ

とを判別した場合に、前記描画制御手段が、前記撮像手段が撮像すべき向きとして

案内経路の存在する方向を案内する撮像方向案内画像を前記周辺画像上に表示

するステップを更に有するよぅに構成することが好ま 、。



００41 更にまた、前記第3発明において、前記撮像方向案内画像を前記周辺画像上に表

示するステップは、前記描画制御手段が表示する前記撮像方向案内画像は、前記

進行方向案内画像とは異なる画像を用いて表示する処理を含むよぅに構成すること

が好ま 、。

発明の効果

００42 本願の第 発明においては、携帯端末装置は、撮像手段が周辺画像を撮像した際

の携帯端末装置の姿勢を検出する姿勢検出手段と、姿勢検出手段が検出した携帯

端末装置の姿勢に基づいて、案内経路画像または進行方向案内画像の表示位置を

決定する画像レイアウト手段と、を備え、画像レイアウト手段が前記表示手段に表示

される該周辺画像に案内経路が含まれないことを判別した場合に、描画制御手段は

、撮像手段が撮像すべき向きを案内する撮像方向案内画像を周辺画像上に表示す
る。

００43 このよぅな構成によれば、撮像手段であるカメラの向きすなわち、携帯端末装置の

向きが案内経路の方向、すなわち、進行方向を向いていない場合であっても、撮像

手段が撮像すべき向きを案内する撮像方向案内画像を周辺画像上に表示するから

、利用者が撮像方向案内画像にそって撮像方向を変えることにより、周辺画像に案

内経路または進行方向が表示されるよぅに携帯端末装置の向きを修正することがで

きるよぅになる。

００44 前記第 発明において、前記姿勢検出手段は、前記撮像手段が周辺画像を撮像

した際の該撮像手段の向きを検出する方位検出手段と、前記撮像手段の水平方向

に対する傾斜角を検出する傾斜角検出手段とを含んで構成されることが好ま 、。こ

のよぅに構成すれば、撮像手段が撮像している光軸の向き(方位) と、傾斜角が算出

できるから、周辺画像に対して、表示する案内経路や進行方向案内画像を表示する

表示位置を決定することができるよぅになる。

００45 また、前記第 発明において、前記画像レイアウト手段は、表示手段に表示される

前記周辺画像に案内経路が含まれる場合に、前記姿勢検出手段が検出した携帯端

末装置の姿勢に基づいて、前記周辺画像上に表示する案内経路画像または進行方

向案内画像の表示位置を決定するよぅに構成することが好ま 、。このよぅに構成す



れば、携帯端末装置の姿勢に応じて、周辺画像に対して、表示する案内経路や進

行方向案内画像を表示する表示位置を決定することができるよぅになる。

００46 また、前記第 発明において、前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示され

る該周辺画像に案内経路が含まれないことを判別した場合に、前記描画制御手段は

、前記撮像手段が撮像すべき向きとして案内経路の存在する方向を案内する撮像

方向案内画像を前記周辺画像上に表示するよぅに構成することが好ま 、。このよぅ

に構成すれば、表示手段に表示される周辺画像に案内経路が含まれない場合に、

撮像手段が撮像すべき向きとして案内経路の存在する方向を示す撮像方向案内画

像を表示するから、利用者が撮像方向案内画像にそって撮像方向を変えることによ

り、周辺画像に案内経路または進行方向が表示されるよぅに携帯端末装置の向きを

容易に修正することができるよぅになる。

００47 更にまた、前記第 発明において、前記描画制御手段が表示する前記撮像方向案

内画像は、前記進行方向案内画像とは異なる画像を用いて表示するよぅに構成する

ことが好ま 、。このよぅに構成すれば、利用者は進行方向案内画像と撮像方向案

内画像を容易に区別することができるよぅになる。

００48 本願の第2発明によれば、前記第 発明における携帯端末装置を提供することがで

きるよぅになり、また、本願の第2発明によれば、前記第2発明における携帯端末装置

を実現するための経路案内表示方法を提供することができるよぅになる。

００49 図 本発明の実施例にかかるナビゲーションシステムの構成を示すブロック図であ

る。

図2 携帯端末装置の姿勢と撮像手段の光軸および撮像角度を示す模式図である。

図3 画像案内モードにおいて撮像手段により撮像した周辺画像を表示手段に表示

した場合の表示画像の一例を示す図である。

図4 撮像手段の光軸と案内経路の進行方向が同じであり、表示手段に表示した周

辺画像の範囲内に案内経路が存在する場合の表示画像の例を示す図である。

図5 図5は、表示された周辺画像に案内経路が含まれる場合と含まれない場合の案

内画像表示を説明する表示画像の例を示す図であり、図5 は案内経路が表示され



た周辺画像に含まれる場合の表示例を示す図、図5 は、案内経路が表示された周

辺画像に含まれず、画面に向かって右側に案内経路が存在する場合の表示例を示

す図、図5Cは、案内経路が表示された周辺画像に含まれず、画面に向かって左側

に案内経路が存在する場合の表示例を示す図である。

図6 撮像手段の光軸と案内経路の幾何学的な関係の一例を示す平面図である。

図7 本発明の実施例にかかるナビゲーションシステムにおける動作手順を示すフロ

ーチヤートである。

図8 経路探索のための道路ネットワークデータの概念を説明するための模式図であ

る。

図9 交通機関を利用した経路探索のための交通ネットワークデータの概念を説明す

るための模式図である。

図1０地図データの構成を示す図である。

符号の説明

０‥‥ナビゲーションシステム

2‥‥ネットワーク

2０‥‥携帯端末装置

2０ ‥・制御手段

2 ‥‥GPS受信手段

22‥‥撮像手段

23‥‥姿勢検出手段

24‥‥画像レイアウト手段
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発明を実施するための最良の形態

００5 1 以下、本発明の具体例を実施例及び図面を用いて詳細に説明する。但し、以下に

示す実施例は、本発明の技術思想を具体ィビするためのナビゲーションシステムを例

示するものであって、本発明をこのナビゲーションシステムに特定することを意図する

ものではなく、特許請求の範囲に含まれるその他の実施形態のナビゲーションシステ

ムにも等しく適用し得るものである。

実施例 1

００52 図 は、本発明の実施例にかかるナビゲーションシステムの構成を示すブロック図

である。ナビゲーションシステム ０は、図 に示すよぅにインターネットなどのネットワ

ーク 2を介して接続される携帯端末装置2０と経路探索サ一バ3０を備えて構成され

ている。経路探索サ一バ3０は、経路探索手段33、地図データを蓄積した地図デー

タベース34、経路探索用の道路ネットワークデータや公共交通機関のネットワークデ

ータである交通ネットワークデータを蓄積した経路探索用ネットワークデータベース3

5を備えている。

００53 経路探索サ一バ3０はまた、制御手段3０、通信手段3 、案内情報編集手段32を

備えている。制御手段3０は、図示してはいないがR RO 、プロセッサを有す

るマイクロプロセッサであり、 O に格納された制御プログラムにより各部の動作を

制御する。通信手段3 は、ネットワーク 2を介して携帯端末装置2０と通信するため

のインターフェースである。

００54 経路探索サ一バ3０は、携帯端末装置2０から現在位置、目的地、移動手段 ( 自動

車、徒歩、交通機関あるいは徒歩と交通機関併用など)などの経路探索条件を含む

経路探索要求があると、経路探索用ネットワークデータベース35を参照して経路探

索条件に合致した案内経路を探索する。経路探索の結果得られた案内経路のデ一



タは、地図データベース34から選択した携帯端末装置2０の現在位置を含む所定範

囲の単位地図データ(緯度・経度で所定の大きさのェリアに区分された地図デ一列
とともに案内情報編集手段32で携帯端末装置2０に送信するための案内情報 (デー

タ) に編集される。編集された案内情報は携帯端末装置2０に配信される。

００55 一方、携帯端末装置2０は、制御手段2０ GPS受信手段2 、撮像手段22、姿勢

検出手段23、画像レイアウト手段24、描画制御手段25、通信手段26、案内情報記

憶手段27、表示手段28、操作入力手段29などを備えて構成されている。制御手段

2０は、図示してはいないが山女 、 O 、プロセッサを有するマイクロプロセッサで

あり、 O に格納された制御プログラムにより各部の動作を制御する。通信手段26

は、ネットワーク 2を介して経路探索サ一バ3０と通信するためのインターフェースで

ある。

００56 操作入力手段29は、数字キ一やアルファベットキー、その他の機能キ一、選択キ

一、スクロールキーなどからなる操作・入力手段ためのものであり、出力手段である表

示手段28に表示されるメニュー画面から所望のメニューを選択し、あるいは、キ一を

操作して種々の入力操作を〒ぅものである。従って、表示手段28は操作入力手段29

の一部としても機能する。

００57 利用者が経路探索サ一バ3０に経路探索を依頼しよぅとする場合、携帯端末装置2

において操作入力手段29を操作し、表示手段28に表示されるサービスメニューか

ら経路探索を選択し、現在位置、目的地、移動手段 ( 自動車、徒歩、交通機関あるい

は徒歩と交通機関併用など)などの経路探索条件を入カする。入力された経路探索

条件は経路探索サ一バ3０への配信要求に編集され、通信手段26を介して経路探

索サ一バ3０に経路探索要求として送信される。

００58 携帯端末装置2０は経路探索サ一バ3０から経路探索の結果である案内情報を受

信すると、この案内情報を案内情報記憶手段27に一時記憶する。通常、この案内情

報に基づいて、携帯端末装置2０の現在位置を中心として地図画像、案内経路の画

像が表示手段28に表示される。この際、現在位置マークが地図画像上の該当位置

に表示される。現在位置が案内経路上の交差点ノードなどに接近すると、当該交差

点ノードおける右折、左折、直進などの進行方向を指示する進行方向案内画像が表



示される。また、携帯端末装置2０がスピーヵなどの出力手段を備える場合、交差点ノ

ードまでの距離や進行方向を音声により案内する音声案内を提供するよぅに構成で

きる。

００59 上記のよぅな地図表示は通常の案内モードの場合である。本実施例においては撮

像手段22により周辺画像を撮像し、その周辺画像を表示手段28に表示するとともに

案内経路画像や進行方向案内画像を表示して案内する画像案内モードを備えてい
る。以下この画像案内モードを実写モードれづこととする。実写モードへの切替えは

後述するよぅに姿勢検出手段23が携帯端末装置2０の姿勢を検出し、所定の状態の

場合に自動的に切替えられるよぅにすることが好ま 、。もちろん操作入力手段29に

よって利用者が切替えることができるよぅにしてもよい。

００6０ 携帯端末装置2０の撮影手段22 (例えばCC ヵメラ)の焦点距離 (ZOO ) 、表示

手段28の画面サイズは所定の設定値に固定される。GPS受信手段2 は所定の時

間間隔で携帯端末装置2０の現在位置を測位するから、撮像手段22が操作され、周

辺画像を撮像した位置を特定することができる。GPS受信手段22による測位間隔は

、携帯電話を携帯端末装置2０とする場合、例えば 秒おき～5秒おきである。

００6 1 利用者が携帯端末装置2０を前方にかざすと、撮像手段22の光軸が水平から所定

の角度以内になったときに、姿勢検出手段23がこれを検出して自動的に撮像手段2

2のシヤッタ一が作動して光軸方向の周辺画像 (静止画像) が撮影される。姿勢検出

手段23は方位センサ、傾斜センサで構成されるから、光軸の向き(方位) は方位セン

サ出力から得ることができ、光軸と水平方向のなす角度は傾斜センサ出力により得る

ことができる。光軸の向きと、傾斜角は、撮像手段22により撮像した周辺画像と共に

記憶される。一般的に撮像手段22の撮影角度はある程度の角度を持っており、撮像

された周辺動画像は表示範囲の外になる部分も十分広範囲に撮影される。

００62 このよぅにして撮像した周辺画像をそのまま表示手段28に表示してもよいが、本実

施例では以下の補正を加える。( )光軸周りの回転の補正。すなわち、画像上方向

が垂直となるよぅに補正する。(2) 光軸の垂直方向の傾き補正。光軸が水平と成す角

度に相当する分だけ、画像をシフトして、画像中心が水平方向となるよぅにする。また

、光軸の地表からの高さ (距離) は一般的な身長の人の目の高さとする。



００63 図2は、撮像手段22の姿勢と光軸および撮像角度を示す模式図である。利用者

がある地点Pにおいて周辺画像の撮像のため携帯端末装置2０を前方にかざすと、

姿勢検出手段23が撮像手段22の光軸が仕水平方向のなす角度を検出し、所定の

角度範囲内にあると自動的にシヤッタ一が作動して前方の画像が撮像される。この時

の光軸A に対する垂直方向の撮像角度は ㏄ である。

００64 撮像手段22は所定の焦点距離で周辺画像を撮像するから、撮像地点Pから前方

の各地点P P2 P3はそれぞれ光軸 Xとなす角度 O 3から算出でき、

表示画像のどの位置が撮像位置から何 先の地点にあたるかは、上記の角度から

幾何学的に計算することができる。すなわち、図2において地点P は撮像地点Pから

3m前方であり、光軸とのなす角度 である。地点P2は撮像地点Pから ０m前方で

あり、光軸とのなす角度 2である。また地点P3 (図示せず) は撮像地点Pから3０m

前方であり、光軸とのなす角度 3である。

００65 図3は、このよぅにして撮像手段22により撮像した周辺画像を表示手段28に表示し

た場合の表示画像の一例を示す図である。表示画面の中心 (図3の線X、 の交点 )

が光軸が仕一致しかつ水平方向になるよぅに周辺画像が表示される。図2で説明し

たよぅに撮像地点Pから前方の地点P (3 先)の画像は光軸とのなす角度 であり

表示画像の最下部にあたる。地点P2は ( ０ 先)の画像は光軸とのなす角度 2で

あり表示画像に示す線 の位置にあたる。同様に2０ 先の地点は線 2の位置、3

先の地点は線 3の位置にあたる。

００66 このよぅにすれば、案内経路が撮像地点から前方何 先にあるかによって表示画像

のどの位置に案内経路画像を表示するか、その表示位置を決定することができ、常

に安定した画像で経路を案内することができ、表示位置決定の演算処理も簡便にな

る。すなわち、周辺画像の撮像すなわち、静止画取得時の位置情報 (撮像時の現在

位置) に基づいて案内経路の位置、方向を求め、光軸A の方向に対して案内経路

を表示画像上の所定の位置に描画する。図4は、光軸が と案内経路の進行方向が

同じであり、画面に表示された周辺画像の範囲内に案内経路が存在し、撮像地点か

ら3０ 先で右折する案内経路画像G を周辺画像に重ね合わせて描画した表示画

像例を示す図である。画像レイアウト手段24は姿勢検出手段23の検出出力に基づ



いて以上の演算を行って案内経路画像G の表示位置を決定する。

００67 ところで、経路進行方向が画面に入らない方向を向いた場合の表示については、

前述したよぅに従来十分な考慮が払われていない。歩行者は交差点などで必ずしも

案内経路の進行方向を向いているとは限らない。このため撮像手段22で撮像した周

辺画像を表示画面に表示した時、図4のよぅに案内経路画像G が表示領域に含ま

れて周辺画像とともに表示されるとは限らない。

００68 図5は、表示された周辺画像に案内経路が含まれる場合と含まれない場合の案内

画像表示を説明する表示画像の例を示す図であり、図5 は案内経路が表示された

周辺画像に含まれる場合 (図4)の表示例を示す図、図5 は、案内経路が表示され

た周辺画像に含まれず、画面に向かって右側に案内経路が存在する場合の表示例

を示す図、図5 は、案内経路が表示された周辺画像に含まれず、画面に向かって

左側に案内経路が存在する場合の表示例を示す図である。

００69 歩行者が案内経路の方向、案内経路の進行方向を向いておらず、撮像手段22で

撮像した周辺画像を表示手段28の画面に表示した時、表示された周辺画像に案内

経路が含まれない場合、従来のよぅに案内経路画像G や右折や左折を示す矢印

形状の進行方向案内画像5 (図5 参照)を表示しよぅとしても、表示範囲内に案内

経路が存在しないので表示することができない。図5 は、案内経路に対して左側に

向いている場合の表示画像を示しており、案内経路は全く含まれない。従って、従来

は表示がなくなり、利用者は戸惑ってしまぅ。

００7０ 本発明では、撮像手段22が周辺画像を撮像した位置および光軸の角度と、案内

経路である経路のノードの位置やリンクの角度とから表示画面に表示されている周辺

画像のどちら側に案内経路とその進行方向が存在するかを幾何学的な演算により判

別する。これにより案内経路やその進行方向が表示できる撮像方向を案内するため

の撮像方向案内画像 (例えば三角マーク)を表示し、利用者が撮像方向を変更する

よぅに促す。利用者が撮像方向案内画像に従って撮像方向を変更すれば、表示手

段28の表示画面に表示される周辺画像に案内経路画像や進行方向案内画像を表

示することができるよぅになる。

００7 1 例えば、表示画面に表示された周辺画像の右側に案内経路が存在する場合には



、図5 に示すよぅに右向きに撮像方向を変えるよぅに案内する撮像方向案内画像5

2を表示する。また、表示画面に表示された周辺画像の左側に案内経路が存在する

場合には、図5Cに示すよぅに左向きに撮像方向を変えるよぅに案内する撮像方向案

内画像53を表示する。すなわち、図5Cは、案内経路G に対して右側に向いてい
る場合で、遠方に案内経路が見えているが、現在地Pからの案内経路の進行方向は

左側に存在するので、左側を向いて撮像するよぅに指示する撮像方向案内画像 (三

角マ一列 53を表示している。

００72 表示された撮像方向案内画像 (三角マ一列 52または53に従って、利用者が撮像

方向を変えると、図5 に示すよぅに、表示画面に表示される周辺画像に案内経路が

含まれるよぅになり、案内経路画像G や進行方向案内画像5 を表示することがで

きるよぅになる。なお、この撮像方向案内画像 (三角マ一列は、交差点などのガイダ

ンスポイントでの右左折方向を示す進行方向案内画像 (図5 の矢印マ一列とは異

なる画像 (マ一列にして、意味の違いがすぐにわかるよぅにするとよい。

００73 図6は、光軸の方向と案内経路の位置関係から撮像方向を算出する概念を説明す

る模式図であり、撮像手段22の光軸A (撮像方向) と案内経路G の幾何学的な関

係を平面図として示している。撮像手段22が地点Pにおいて光軸A の方向を向い
て周辺画像を撮像した場合、表示手段28の表示画面に表示される周辺画像は光軸

Xを中心に角度 ｩ (画角れづこととする)の範囲の画像である。

００74 現在位置すなわち撮像位置Pからの案内経路G の進行方向が、画角 の範囲内

にあるときは、案内経路画像G を表示する (図5 )。撮像位置Pが交差点などのガ

イダンスポイントである場合には、進行方向案内画像5 を表示する。

００75 撮像位置Pからの案内経路G の進行方向が、画角 に含まれず、光軸A から見

て左側にある場合は、撮像方向を左側に向けて変更する指示 (図5 の撮像方向案

内画像53) を表示する。すなわち、図5 は、携帯端末装置2０(撮像手段22) が案内

経路G に対して右側を向いている場合で、遠方に経路が見えているが、現在地か

らの案内経路の進行方向は左側に存在するので、左側を向くよぅにれづ旨の撮像

方向指示画像を表示している。この点が、目的地方向を表示画面に示す表示方法と

異なる点であり、本発明の特徴的な点である。



００76 撮像位置Pからの案内経路G の進行方向が、画角 に含まれず、光軸A から見

て右側にある場合は撮像方向を右側に向けて変更する指示 (図5 の撮像方向案内

画像52) を表示する。すなわち、図5 は、携帯端末装置2０(撮像手段22) が案内

経路G に対して左を向いている場合で、現在地からの案内経路の進行方向は右

側に存在するので、右側を向くよぅにれづ旨の撮像方向指示画像を表示している。

画像レイアウト手段24は姿勢検出手段23の検出出力に基づいて以上の演算を行っ
て表示手段28の表示画面に表示された周辺画像に案内経路G が含まれるかを判

別する。

００77 図7は、以上説明した本発明の実施例にかかるナビゲーションシステムにおける経

路案内の動作手順を示すフローチヤートである。携帯端末装置2０は経路探索サ一

バ3０に経路探索要求を 、竹 、経路探索サ一バ3０から案内経路データやガイダンス

ポイントなどのデータを含む案内情報を受信して一時記憶してあるものとする。この状

態で表示手段28に表示される地図画像は平面地図画像を用いた一般的な表示モ

ードである。

００78 先ず、ステップS ０の処理において姿勢検出手段23が検出した傾斜角に基づい
て携帯端末2０(撮像手段22の光軸) が水平方向に対して所定の角度範囲にあるか

を検出する。所定の角度範囲は、一般的な人が撮像のためにヵメラを構える時の平

均的な角度を設定しておけばよい。

００79 携帯端末装置2０の傾斜角が水平に対して所定の角度範囲内にない( )場合は

、ステップS ０9の処理に進み、通常モードすなわち平面地図を用いた表示を行い、

ステップS ０の処理にリターンする。傾斜角が水平に対して所定の角度範囲内にあ

る ( S)場合、ステップS ０2の処理において撮像手段22のシヤッタ一が 自動的に

作動して光軸方向の周辺画像を撮像する。次いで、ステップS ０3の処理において

描画制御手段25は実写モードの表示制御に切替える。

００8０ ステップS ０2の処理において撮像手段22で撮像された画像データは、ステップS

０4の処理において、撮像時の現在位置、姿勢検出手段23が検出した傾斜角度、

光軸が向いている方位 (携帯端末装置2０の向き などのデータとともに適宜のメモり

手段に一時記憶される。次いでステップS ０5の処理に進み、画像レイアウト手段24



は、図6を参照して説明したよぅに、光軸に対する画角 に基づいて案内情報記憶

手段 2 7 に記憶された案内経路データを参照し、撮像地点 (現在位置) における案内

経路の進行方向を判別する。

００8 1 ステップS ０5の判別処理において、現在位置すなわち撮像位置から見て案内経

路の進行方向が、画角 の範囲内にあるときは、ステップS 6の処理に進み、画像

レイアウト手段 24 が図2、図3を参照して説明したよぅに案内経路画像、進行方向案

内画像の表示位置を算出し、描画制御手段2 5がその算出結果に基づいて、撮像手

段 2 2で撮像した周辺画像の所定の表示位置に案内経路画像、進行方向案内画像

を、表示する (図5 参照) 。

００82 ステップS ０5の判別処理において、撮像位置から見た案内経路の進行方向が、

画角 に含まれず、光軸A から見て左側にある場合は、ステップS 8の処理に進

み、描画制御手段 2 5は撮像方向を左側に向けて変更する指示 (図5 Cの撮像方向

案内画像53) を表示する。撮像位置Pからの案内経路の進行方向が、画角 に含ま

れず、光軸A から見て右側にある場合は、ステップS 7の処理に進み、描画制御

手段 2 5は撮像方向を右側に向けて変更する指示 (図5 の撮像方向案内画像52)

を表示する。ステップS ０6～ステップS 8の表示処理の後、処理をリターンしてス

テップS ０の傾斜角判別処理に戻る。

００83 次に、経路探索サ一バ 3０における経路探索について説明する。経路探索用ネット

ワークデータベース3 5は、道路ネットワークデータと交通ネットワークデータを備えて

いる。これらのネットワークデータは以下のよぅに構成されている。例えば、道路が図8

に示すよぅに道路 、 、Cからなる場合、道路 、 、Cの端点、交差点、屈曲点など

をノードとし、各ノード間を結ぶ道路を有向性のリンクで表し、ノードデータ (ノードの

緯度・経度 ) 、リンクデータ(リンク番号) と各リンクのリンクコスト(リンクの距離またはリ

ンクを走行するのに必要な所要時間) をデータとしたリンクコストデータとで構成される

００84 すなわち、図8 において、 (O印) 、 (⑥印) がノードを示し、 (⑥印) は道

路の交差点を示している。各ノード間を結ぶ有向性のリンクを矢印線 (実線、点線、2

点鎖線 ) で示している。リンクは、道路の上り、下りそれぞれの方向を向いたリンクが存



在するが、図8では図示を簡略ィビするため矢印の向きのリンクのみを図示している。

００85 このよぅな道路ネットワークのデータを経路探索用のデータベースとして経路探索を

行ぅ場合、出発地のノードから目的地のノードまで連結されたリンクをたどりそのリンク

コストを累積し、累積リンクコストの最少になる経路を探索して案内する。すなわち、図

8 において出発地をノードA 、目的地をノードC として経路探索を行ぅ場合、ノード

Xから道路 を走行して2つ目の交差点で右折して道路Cに入りノードC にいたる

リンクを順次たどりリンクコストを累積し、リンクコストの累積値が最少になる経路を探

索して案内する。

００86 図8ではノードA からノードC に至る他の経路は図示されていないが、実際には

そのよぅな経路が他にも存在するため、ノードA からノードC に至ることが可能な複

数の経路を同様にして探索し、それらの経路のぅちリンクコストが最少になる経路を最

適経路として決定するものである。この手法は、例えば、ダイクストラ法と呼ばれる周

知の手法によって行われる。

００8 7 これに対して、交通機関の経路探索のための交通ネットワークデータは以下のよぅ

に構成されている。例えば、図9 に示すよぅに交通路線 、 、Cからなる場合、各交

通路線 、 、Cに設けられた各駅 (航空機の路線においては各空港) をノードとし、

各ノード間を結ぶ区間を有向性のリンクで表し、ノードデータ(緯度・経度 ) 、リンクデ

ータ (リンク番号) をネットワークデータとしている。図9 において、 (O印) 、 (⑥

印) がノードを示し、 (⑥印) は交通路線の乗り継ぎ点 (乗換え駅など) を示し、各ノ

ード間を結ぶ有向性のリンクを矢印線 (実線、点線、2点鎖線 ) で示している。リンクは

、交通路線の上り、下りそれぞれの方向を向いたリンクが存在するが、図9では図示

を簡略化するため矢印の向きのリンクのみを図示している。

００88 しかしながら、交通ネットワークは道路ネットワークと比ベリンクコストが基本的に異な

る。すなわち、道路ネットワークではリンクコストは固定的、静的なものであったが、交

通ネットワークでは、図9 に示すよぅに交通路線を運行する列車や航空機 (以下個々

の列車や航空機などの各経路を交通手段と称する) が複数ある。各交通手段毎にあ

るノードを出発する時刻と次のノードに到着する時刻とが定まっており(時刻表データ

、運行データで規定される) 、かつ、個々の経路が必ずしも隣接するノードにリンクし



ない場合がある。例えば、急行と各駅停車の列車のよぅな場合である。このよぅな場合

には同じ交通路線上に異なる複数のリンクが存在することになり、またノード間の所要

時間が交通手段により異なる場合もある。

００89 図9に例示する交通ネットワークにおいては、交通路線 の同じリンクに複数の交通

手段 (経路 ) a～ c・‥、交通路線Cに複数の交通手段 (経路 ) Ca～Cc・‥が存在

することになる。従って、交通機関の運行ネットワークは、単純な道路ネットワークと異

なり、ノード、リンク、リンクコストの各データは交通手段 (個々の航空機や列車などの

経路 )の総数に比例したデータ量になる。このため交通ネットワークのデータは道路

ネットワークのデータ量に比べて膨大なデータ量になる。従って、それに応じて、経

路探索に要する時間も多くの時間が必要になる。

００9０ このよぅな交通ネットワークデータを用いて、ある出発地からある目的地までの経路

を探索するためには、出発地から目的地まで到達する際に使用 (乗車)できる全ての

交通手段を探索して探索条件に合致する交通手段を特定する必要がある。

００9 1 例えば、図9において、出発地を交通路線 のノードA としてある特定の出発時刻

を指定して、交通路線CのノードC を目的地とする経路探索を行ぅ場合、交通路線

上を運行する交通手段 a～ c・‥のぅち出発時刻以降の全ての交通手段を順次

出発時の経路として選択する。そして交通路線Cへの乗り継ぎノードへの到着時刻に

基づいて、交通路線C上を運行する各交通手段Ca～Cc・‥のぅち、乗り継ぎノード

において乗車可能な時刻以降の交通手段の全ての組み合わせを探索して各経路の

所要時間や乗り換え回数などを累計して案内することになる。

００92 このよぅなネットワークデータを参照して探索された案内経路はべクトル地図データ

とともに携帯端末装置2０に配信される。地図データベース34に蓄積される地図デー

タは図 ０に示すよぅに所定の緯度・経度範囲で区分された単位地図データから構成

されている。地図データは図 ０に示すよぅに所定の緯度、経度単位で地図エリアが

分けられ、メッシュ状の単位地図データ ～ 33のよぅに構成されている。携帯

端末装置2０に配信される場合は、携帯端末装置2０の現在位置PPを含む単位地図

データ 22を中心にして、その上下方向、左右方向、斜め方向に隣接する単位地

図データ 2 23 2 32 3 3 33の合計9つの単位地



図が配信される。

００93 携帯端末装置2０が移動して地図データが不足する場合は、携帯端末装置2０の移

動方向を判別して経路探索サ一バ 3０は不足分の単位地図データを配信する。携帯

端末装置2０が特定の地点やP (興味対象場所 Po Of e es )の位置を

指定して地図データの配信要求をした場合も同様である。案内経路のデータはこの

べクトル地図データとともに携帯端末装置2０に配信される。携帯端末装置2０は、経

路探索サ一バ 3０からこのよぅにして地図データおよび案内経路のデータを受信して

、地図および案内経路を表示手段 2 8 に表示する。

００94 なお、本発明は、歩行者が経路からわずかに逸脱して、表示画面から案内経路が

消失した場合にも、案内経路が見える方向を指示する方法として利用することができ

る。

また、本実施例においては撮像手段 2 2で撮像する周辺画像は静止画である場合

を説明したが、携帯端末装置2０の画像処理能力が十分に高ければ、動画を用いる

よぅにしてもよい。

００95 また、本実施例においては、撮像手段 2 2の光軸が水平から所定の角度以内にな

ったときに、姿勢検出手段 2 3がこれを検出して自動的に撮像手段 2 2のシヤッタ一が

作動するよぅに構成しているので、実写モードへの切替えが 自動的に行われ、この条

件を満たさない場合には通常の地図表示モードに戻る。従って歩行中に撮像手段 2

2が撮像した周辺画像表示による実写モードになることはなく、歩行の安全性が保た

れる。



請求の範囲

経路探索用のネットワークデータを参照して出発地から目的地までの案内経路を

探索する経路探索手段を備えた経路探索サ一バと、案内経路データを含む案内情

報を記憶する案内情報記憶手段と、現在位置を測位するGPS受信手段と、撮像手

段と、撮像手段が撮像した周辺画像を表示する表示手段と、表示手段に表示された

周辺画像に案内経路画像または進行方向案内画像を表示する描画制御手段と、を

備えた携帯端末装置とから構成されるナビゲーションシステムにおいて、

前記携帯端末装置は更に、前記撮像手段が周辺画像を撮像した際の携帯端末装

置の姿勢を検出する姿勢検出手段と、前記姿勢検出手段が検出した携帯端末装置

の姿勢に基づいて、案内経路画像または進行方向案内画像の表示位置を決定する

画像レイアウト手段と、を備え、

前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含

まれないことを判別した場合に、前記描画制御手段は、前記撮像手段が撮像すべき

向きを案内する撮像方向案内画像を前記周辺画像上に表示することを特徴とするナ

ビゲーションシステム。

2 前記姿勢検出手段は、前記撮像手段が周辺画像を撮像した際の該撮像手段の向

きを検出する方位検出手段と、前記撮像手段の水平方向に対する傾斜角を検出す

る傾斜角検出手段とを含んで構成されたことを特徴とする請求項 に記載のナビゲー

ションシステム。

3 前記画像レイアウト手段は、表示手段に表示される前記周辺画像に案内経路が含

まれる場合に、前記姿勢検出手段が検出した携帯端末装置の姿勢に基づいて、前

記周辺画像上に表示する案内経路画像または進行方向案内画像の表示位置を決

定することを特徴とする請求項 または請求項2に記載のナビゲーションシステム。

4 前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含

まれないことを判別した場合に、前記描画制御手段は、前記撮像手段が撮像すべき

向きとして案内経路の存在する方向を案内する撮像方向案内画像を前記周辺画像

上に表示することを特徴とする請求項 に記載のナビゲーションシステム。

5 前記描画制御手段が表示する前記撮像方向案内画像は、前記進行方向案内画



像とは異なる画像を用いて表示することを特徴とする請求項 に記載のナビゲーショ

ンシステム。

6 経路探索用のネットワークデータを参照して出発地から目的地までの案内経路を

探索する経路探索手段を備えた経路探索サ一バにネットワークを介して接続される

携帯端末装置であって、案内経路データを含む案内情報を記憶する案内情報記憶

手段と、現在位置を測位するGPS受信手段と、撮像手段と、撮像手段が撮像した周

辺画像を表示する表示手段と、表示手段に表示された周辺画像に案内経路画像ま

たは進行方向案内画像を表示する描画制御手段と、を備えた携帯端末装置におい
て、

前記携帯端末装置は更に、前記撮像手段が周辺画像を撮像した際の携帯端末装

置の姿勢を検出する姿勢検出手段と、前記姿勢検出手段が検出した携帯端末装置

の姿勢に基づいて、案内経路画像または進行方向案内画像の表示位置を決定する

画像レイアウト手段と、を備え、

前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含

まれないことを判別した場合に、前記描画制御手段は、前記撮像手段が撮像すべき

向きを案内する撮像方向案内画像を前記周辺画像上に表示することを特徴とする携

帯端末装置。

7 前記姿勢検出手段は、前記撮像手段が周辺画像を撮像した際の該撮像手段の向

きを検出する方位検出手段と、前記撮像手段の水平方向に対する傾斜角を検出す

る傾斜角検出手段とを含んで構成されたことを特徴とする請求項6に記載の携帯端

末装置。

8 前記画像レイアウト手段は、表示手段に表示される前記周辺画像に案内経路が含

まれる場合に、前記姿勢検出手段が検出した携帯端末装置の姿勢に基づいて、前

記周辺画像上に表示する案内経路画像または進行方向案内画像の表示位置を決

定することを特徴とする請求項6または請求項7に記載の携帯端末装置。

9 前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含

まれないことを判別した場合に、前記描画制御手段は、前記撮像手段が撮像すべき

向きとして案内経路の存在する方向を案内する撮像方向案内画像を前記周辺画像



上に表示することを特徴とする請求項6に記載の携帯端末装置。

０ 前記描画制御手段が表示する前記撮像方向案内画像は、前記進行方向案内画

像とは異なる画像を用いて表示することを特徴とする請求項6に記載の携帯端末装

置。

経路探索用のネットワークデータを参照して出発地から目的地までの案内経路を

探索する経路探索手段を備えた経路探索サ一バにネットワークを介して接続される

携帯端末装置であって、案内経路データを含む案内情報を記憶する案内情報記憶

手段と、現在位置を測位するGPS受信手段と、撮像手段と、撮像手段が撮像した周

辺画像を表示する表示手段と、表示手段に表示された周辺画像に案内経路画像ま

たは進行方向案内画像を表示する描画制御手段と、を備えた携帯端末装置の案内

表示方法おいて、

前記携帯端末装置は更に、前記撮像手段が周辺画像を撮像した際の携帯端末装

置の姿勢を検出する姿勢検出手段と、前記姿勢検出手段が検出した携帯端末装置

の姿勢に基づいて、案内経路画像または進行方向案内画像の表示位置を決定する

画像レイアウト手段と、を備え、

前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含

まれるか否かを判別するステップと、前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示

される該周辺画像に案内経路が含まれないことを判別した場合に、前記描画制御手

段が、前記撮像手段が撮像すべき向きを案内する撮像方向案内画像を前記周辺画

像上に表示するステップと、を有することを特徴とする経路案内表示方法。

2 前記姿勢検出手段は、前記撮像手段が周辺画像を撮像した際の該撮像手段の向

きを検出する方位検出手段と、前記撮像手段の水平方向に対する傾斜角を検出す

る傾斜角検出手段とを含んで構成され

前記方位検出手段と傾斜角検出手段の検出出力に基づいて、画像レイアウト手段

が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含まれるか否かを判別する

ステップと、前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案

内経路が含まれないことを判別した場合に、前記描画制御手段が、前記撮像手段が

撮像すべき向きを案内する撮像方向案内画像を前記周辺画像上に表示するステッ



プと、を有することを特徴とする請求項皿に記載の経路案内表示方法。

3 前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含

まれるか否かを判別するステップにおいて、前記画像レイアウト手段が前記表示手段

に表示される該周辺画像に案内経路が含まれると判別した場合に、前記姿勢検出

手段が検出した携帯端末装置の姿勢に基づいて、前記周辺画像上に表示する案内

経路画像または進行方向案内画像の表示位置を決定するステップを更に有すること

を特徴とする請求項凹または請求項 2に記載の経路案内表示方法。

4 前記画像レイアウト手段が前記表示手段に表示される該周辺画像に案内経路が含

まれるか否かを判別するステップにおいて、前記画像レイアウト手段が前記表示手段

に表示される該周辺画像に案内経路が含まれないことを判別した場合に、前記描画

制御手段が、前記撮像手段が撮像すべき向きとして案内経路の存在する方向を案

内する撮像方向案内画像を前記周辺画像上に表示するステップを更に有することを

特徴とする請求項皿に記載の経路案内表示方法。

5 前記撮像方向案内画像を前記周辺画像上に表示するステップは、前記描画制御

手段が表示する前記撮像方向案内画像は、前記進行方向案内画像とは異なる画像

を用いて表示する処理を含むことを特徴とする請求項皿に記載の経路案内表示方

法。
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