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はの 要約 方向検出部 ( 1 0 3 ）によって検出された移動体の移動方向と、角度検出部 ( 1 0 4 ）によって検出
された移動体の移動 している経路の傾斜角と、に基つ I て、表示制御部 ( 1 0 7 ）によって、表示部 ( 1 0 1）を
制御 して、表示画面に表示された移動体の現在地点をあらわすアイコ ンの立体的な形状を変更する。つぎに、仰角
検出部 ( 1 0 5 ）によって太陽の仰角を検出し、算出部 ( 1 0 6 ）によって、移動体にできる影の方位および長さ
を算出する。そして、算出された影の方位および長さに応 じて、アイコ ンの立体的な形状の影の方位および長さを
変更する。



地図表示装置、地図表示方法、地図表示プログラム、および記録媒体

技術分野

０００1 この発明は、経路の傾斜角や太陽の仰角にょって移動体の現在地点をあらわすア

イコンの立体的な形状を変更する地図表示装置、地図表示方法、地図表示プログラ

ム、ぉょび記録媒体に関する。ただし、この発明の利用は、上述した地図表示装置、

地図表示方法、地図表示プログラム、ぉょび記録媒体には限られない。

背景技術

０００2 従来、標高データを含む地図情報を記憶する記憶手段と、地図情報に基づいて目

的地までの経路を探索する経路探索手段と、経路探索手段にょり探索された経路の

標高図を表示する表示制御手段とを装備するナビゲーション装置がある。この、ナビ

ゲーション装置にょれば、探索された経路の標高差や傾斜などの地形の変ィビを容易

に把握することができ、また、探索された経路の地形の変ィビを加味して案内経路を選

択することができる (たとえば、下記特許文献 参照。)。

０００3 特許文献1 特開2００5 95476号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 しかしながら、上述した特許文献 の技術では、通常の地図表示とは異なる標高差

や傾斜をあらわす標高図を表示しなければならず、たとえば、走行中などで通常の

地図表示をしている場合には、自車両の走行している経路の傾斜がわからないとい

った問題が一例として挙げられる。

課題を解決するための手段

０００5 上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項 の発明にかかる地図表示

装置は、地図情報上に移動体の現在地点をあらわす所定の立体的な形状のアイコ

ンを表示する表示手段と、前記移動体の移動方向を検出する方向検出手段と、前記

表示手段を制御して、前記方向検出手段にょって検出された移動方向に応じて、前

記アイコンの立体的な形状を変更して表示する表示制御手段と、を備えることを特徴



とする。

０００6 また、請求項5の発明にかかる地図表示方法は、移動体の移動方向を検出する方

向検出工程と、地図情報上に移動体の現在地点をあらわす所定の立体的な形状の

アイコンを表示する表示手段を制御して、前記方向検出工程によって検出された移

動方向に応じて、前記アイコンの立体的な形状を変更して表示する表示制御工程と

、を含むことを特徴とする。

０００7 また、請求項6の発明にかかる地図表示プログラムは、請求項5に記載の地図表示

方法をコンピュータに実行させることを特徴とする。

０００8 また、請求項7の発明にかかる記録媒体は、請求項6に記載の地図表示プログラム

をコンピュータに読み取り可能な状態で記録したことを特徴とする。

０００9 図 図 は、実施の形態にかかる地図表示装置の機能的構成を示すブロック図であ

る。

図2 図2は、地図表示装置の地図表示処理手順を示すフローチヤートである。

図3 図3は、本実施例にかかるナビゲーション装置のハードウェア構成を示すブロッ
ク図である。

図4 図4は、ナビゲーション装置の処理の内容を示すフローチヤートである。

図5 図5は、傾斜角に応じたディスプレイ上のアイコンの立体的な形状を示した説明

図である。

図6 図6は、太陽の位置による立体アイコンの影について示した説明図である。

符号の説明

００1０ ００地図表示装置

０ 表示部

０2 記憶部

０3 方向検出部

０4 角度検出部

０5 仰角検出部

０6 算出部



０7 表示制御部

発明を実施するための最良の形態

００11 以下に添付図面を参照して、この発明にかかる地図表示装置、地図表示方法、地

図表示プログラム、および記録媒体の好適な実施の形態を詳細に説明する。

００12 (実施の形態)

(地図表示装置の機能的構成)

まず、この発明の実施の形態にかかる地図表示装置 ００の機能的構成について

説明する。図 は、実施の形態にかかる地図表示装置の機能的構成を示すブロック

図である。

００13 図 において、地図表示装置 ００は、表示部 ０ と、記憶部 ０2と、方向検出部 ０

3と、角度検出部 ０4と、仰角検出部 ０5と、算出部 ０6と、表示制御部 ０7と、を備

えている。表示部 ０は、地図情報を表示する表示画面を備えている。ここで、地図

情報は、後述する記憶部 ０2に記憶されている。

００14 また、表示部 ０は、地図情報上に移動体の現在地点をあらわす立体的な形状の

アイコンを表示する。立体的な形状のアイコンは、具体的には、たとえば、逆四角錐

などであり、逆四角錐の頂点が現在地点をあらわし、アイコンの傾いている向きが地

図情報上における移動体の移動方向をあらわす。また、移動体の現在地点をあらわ

すアイコンは、たとえば、経路誘導をおこなっていない場合に、逆四角錐であらわし、

経路誘導中の場合は、矢印などの方位を示すことのできる図形によってあらわす構

成でもよい。

００15 記憶部 ０2は、地図情報およびアイコンを記憶する。地図情報は、ノードおよびリン

クからなる道路ネットワークデータと、施設や道路その他地形 (山、川、土地) に関す

るフイ一チヤを用いて描画される画像データとを含んでいる。地図情報は、文字情報

、施設の名称や住所などの情報、道路や施設の画像などを含んでいてもよい。

００16 アイコンは、立体的な形状、たとえば、逆四角錐などでもよく、移動中の経路の傾斜

角によって立体的な形状が変ィビする構成でもよい。立体的な形状のアイコンは、太

陽の仰角によってできる影を付してもよい。記憶部 ０2は、立体的な形状のアイコン

を平面にあらわす際の、角度によって変更する立体的な形状や影をそれぞれ記憶す



る。

００17 また、アイコンは、方位を示すことのできる平面的な形状、たとえば、矢印などでもよ

い。この場合、角度による変化は、アイコンの色の変化によってあらわしてもよい。さら

に、アイコンは、経路誘導以外の場合は、立体的な形状であらわし、経路誘導の場

合に、方位を示すことのできる平面的な形状であらわすようにしてもよい。

００18 方向検出部 ０3は、移動体の移動方向を検出する。具体的には、たとえば、GPS (

G oba Pos o S s e レシーバや各種センサの出力値によって得られる

現在地点から、移動体の移動方向を検出する。また、移動方向の検出は、具体的に

は、たとえば、車両などに搭載されたギア変換器によってバックギアが選択された場

合、移動体は後ろ向きに移動していると判断してもよい。

００19 角度検出部 ０4は、移動体が移動している経路の傾斜角を検出する。角度検出部

０4は、傾斜角センサなどの出力値から、移動体が移動している経路の傾斜角を検

出する。また、角度検出部 ０4は、GPS (G oba Pos o S s e ) シーバ

や各種センサの出力値の変ィビから、高度を含んだ移動体の現在地点を検出すること

で、傾斜角を算出してもよい。さらに、角度検出部 ０4は、記憶部 ０2などに記憶さ

れた地図情報から経路の傾斜角を読み出してもよい。

００2０ 仰角検出部 ０5は、移動体が移動しているときの太陽の仰角を検出する。具体的

には、たとえば、センサなどによって太陽の仰角を検出する。仰角検出部 ０5は、太

陽の方位角を検出してもよい。また、仰角検出部 ０5は、移動体の現在地点の緯度

および経度と、検出をおこなった日付けおよび時間と、から太陽の仰角や方位角を

算出してもよい。

００2 1 算出部 ０6は、仰角検出部 ０5によって検出された太陽の仰角によって移動体に

できる影の方位および長さを算出する。算出部 ０6は、具体的には、たとえば、方向

検出部 ０3によって検出された移動体の移動方向と、仰角検出部 ０5によって検出

された太陽の仰角によって影の方位および長さを算出する。

００22 表示制御部 ０7は、表示部 ０を制御して、移動体の現在地点を所定の立体的な

形状のアイコンで表示し、方向検出部 ０3によって検出された移動方向に応じてアイ

コンの立体的な形状を変更して表示する。具体的には、たとえば、アイコンの立体的



な形状を移動方向に傾けた形状に変更して表示する。

００23 また、表示制御部 ０7は、表示ｧ ０を制御して、角度検出部 ０4によって検出さ

れた傾斜角に応じて、アイコンの立体的な形状の角度を変更して表示する。具体的

には、たとえば、アイコンの立体的な形状を傾斜角にあわせた形状に変更して表示

する。また、立体的な形状のアイコンではない場合、たとえば、形状は変ィビさせずに、

アイコンの色を傾斜角に応じて変ィビして表示してもよい。具体的には、たとえば、坂

道が急になるほどアイコンの色を赤くする。

００24 表示制御部 ０7は、表示部 ０を制御して、移動体の現在地点を所定の立体的な

形状のアイコンに影を付して表示し、算出部 ０6によって算出された影の方位および

長さに応じて、アイコンの立体的な形状の影の方位および長さを変更して表示する。

また、表示制御部 ０7は、天気によって、立体的な形状のアイコンに影を付すか否か

を判断してもよい。具体的には、たとえば、晴れている場合は、立体的な形状のアイ

コンに影を付して表示し、晴れていない場合、つまり、太陽が出ていない場合は、立

体的な形状のアイコンに影を付さないで表示してもよい。

００25 (地図表示装置の地図表示処理手順)

つぎに、地図表示装置 ００の地図表示処理手順について説明する。図2は、地図

表示装置の地図表示処理手順を示すフローチヤートである。図2においては、移動

体の現在地点は、立体的な形状のアイコンに影を付して、表示部 ０の有する表示

画面上に表示される。図2のフローチヤートにおいて、まず、方向検出部 ０3によっ
て移動体の移動方向を検出する (ステップS 2０ )。そして、角度検出部 ０4によって

移動体の移動している経路の傾斜角を検出する (ステップ ０2)

００26 ステップS 2０において検出された移動方向と、ステップS 2０2において検出された

傾斜角に基づいて、表示制御部 ０7によって、表示画面に表示された移動体の現

在地点をあらわすアイコンの立体的な形状を変更する (ステップS 2０3)

００27 つぎに、仰角検出部 ０5によって太陽の仰角を検出する (ステップ 2０4)。そして

、算出部 ０6によって、ステップ ０4において検出された太陽の仰角によって移動

体にできる影の方位および長さを算出する (ステップS 2０5)

００28 ステップ 2０5において算出された影の方位および長さに応じて、アイコンの立体



的な形状の影の方位および長さを変更して (ステップ 2０6) 、一連の処理を終了す

る。

００29 なお、図2のフローチヤートにおいては、移動体の現在地点は、立体的な形状のア

イコンに影を付して、表示部 ０の有する表示画面上に表示されるとしているが、こ

れに限るものではない。具体的には、たとえば、太陽が出ていない場合、つまり、天

気が晴れ以外の場合は、立体的な形状のアイコンに影を付さなくてもよい。

００3０ また、図2のフローチヤートにおいては、ステップ 2０3においてアイコンの立体的

な形状を変更するとしているが、これに限るものではない。具体的には、たとえば、ア

イコンは、立体的な形状ではなく、傾斜角に応じてアイコンの色を変更する構成でも

よい。

００3 1 上述したように、実施の形態の地図表示装置 ００によれば、表示制御部 ０7は、

表示部 ０を制御して、方向検出部 ０3によって検出された移動方向に応じて、ア

イコンの立体的な形状を変更して表示することができる。したがって、アイコンによっ
て移動体の現在地点と、移動方向と、をあらわすことができる。これによって、利用者

は、たとえば、表示画面が小さい場合などでも、移動体の現在地点および移動方向

をアイコンの形状によって表現することで、視認性のよい地図表示をさせることができ

る。

００32 また、実施の形態の地図表示装置 ００によれば、表示制御部 ０7は、表示部 ０

を制御して、角度検出部 ０4によって検出された傾斜角に応じて、アイコンの立体的

な形状の角度を変更して表示することができる。したがって、アイコンによって移動体

の現在地点の地形の状態を表現することができる。これによって、利用者は、たとえ

ば、表示画面が小さい場合などでも、移動体の現在地点、移動方向、移動体の移動

している経路の傾斜角をアイコンの形状によって表現することで、視認性のよい地図

表示をさせることができる。

００33 また、実施の形態の地図表示装置 ００によれば、表示制御部 ０7は、表示部 ０

を制御して、移動体の現在地点を所定の立体的な形状のアイコンに影を付して表示

し、算出部 ０6によって算出された影の方位および長さに応じて、アイコンの立体的

な形状の影の方位および長さを変更して表示することができる。したがって、表示さ



れたアイコンが明確になり、さらに、移動体のいる地方や、現在の天気などの情報を

表現することができる。これによって、利用者は、たとえば、表示画面が小さい場合な

どでも、移動体の現在地点、移動方向、移動体の移動している経路の傾斜角、太陽

によってできる影の方位および長さをアイコンの形状によって表現することで、視認、

，注のよい地図表示をさせることができる。

００34 また、実施の形態の地図表示装置 ００によれば、表示制御部 ０7は、表示部 ０

を制御して、アイコンの色を変更して表示することができる。したがって、たとえば、ア

イコンが立体的な形状ではない場合、移動体の現在地点の地形の状態を色の変ィト

によって表現することができる。これによって、利用者は、立体的な形状のアイコンを

使用しなくとも、経路の傾斜角に関する情報をアイコンの色によって表現することで、

表示画面が小さい場合などでも、視認性のよい地図表示をさせることができる。

実施例

００35 以下に、本発明の実施例について説明する。本実施例では、たとえば、車両 (四輪

車、二輪車を含む)などの移動体に搭載されるナビゲーション装置によって、本発明

の地図表示装置を実施した場合の一例について説明する。

００36 (ナビゲーション装置のハードウェア構成)

つぎに、本実施例にかかるナビゲーション装置3００のハードウェア構成について説

明する。図3は、本実施例にかかるナビゲーション装置のハードウェア構成を示すブ

ロック図である。図3において、ナビゲーション装置3００は、CP 3 と、 3０2と

R 3０3と、磁気ディスクドライブ3０4と、磁気ディスク3０5と、光ディスクドライブ3

０6と、光ディスク3０7と、音声1 (インターフェース) 3０8と、マイク3０9と、スピー力

3 ０と、入力デバイス3 と、映像 3 2と、ディスプレイ3 3と、通信 3 4と、

GPSユニット3 5と、各種センサ3 6と、カメラ3 7と、を備えている。各構成部3０

～3 7は、バス32０によってそれぞれ接続されている。

００37 まず、 P 3 は、ナビゲーション装置3００の全体の制御を司る。 3０2は、

ブートプログラム、データ更新プログラムなどのプログラムを記録している。また、R

3０3は、 P 3 のワークエリアとして使用される。すなわち、 P 3 は、R

3０3をワークエリアとして使用しながら、 3０2に記録された各種プログラムを実



行することによって、ナビゲーション装置3００の全体の制御を司る。

００38 磁気ディスクドライブ3０4は、CP 3 の制御にしたがって磁気ディスク3０5に対

するデータの読み取り 書き込みを制御する。磁気ディスク3０5は、磁気ディスクドラ

イブ3０4の制御で書き込まれたデータを記録する。磁気ディスク3０5としては、たとえ

ば、 (ハードディス力や (フレキシブルディス力を用いることができる。

００39 また、光ディスクドライブ3０6は、CP 3 の制御にしたがって光ディスク3０7に対

するヂ一夕の読み取り 書き込みを制御する。光ディスク3０7は、光ディスクドライブ

3０6の制御にしたがってデータが読み出される着脱自在な記録媒体である。光ディ

スク3０7は、書き込み可能な記録媒体を利用することもできる。着脱可能な記録媒体

として、光ディスク3０7のほか、 O、メモリカードなどであってもよい。

００4０ 磁気ディスク3０5および光ディスク3０7に記録される情報の一例としては、地図情

報や機能情報が挙げられる。地図情報は、建物、河川、地表面などの地物 (フィーチ

ヤ)をあらわす背景データと、道路の形状をあらわす道路形状データとを含んでおり、

地区ごとに分けられた複数のデータファイルによって構成されている。

００41 道路形状データは、さらに交通条件データを有する。交通条件データには、たとえ

ば、各ノードについて、信号や横断歩道などの有無、高速道路の出入りロやジヤンク

ションの有無、各リンクについての長さ (距離) 、道幅、進行方向、道路種別 (高速道

路、有料道路、一般道路など)などの情報が含まれている。

００42 機能情報は、地図上の施設の形状をあらわす3次元データ、当該施設の説明をあ

らわす文字データ、その他地図情報以外の各種のデータである。地図情報や機能

情報は、地区ごとあるいは機能ごとにブロック分けされた状態で記録されている。具

体的には、たとえば、地図情報は、各々が、表示画面に表示された地図において所

定の地区をあらわすよぅに、地区ごとにブロック分けすることができる状態で記録され

ている。また、たとえば、機能情報は、各々が、 つの機能を実現するよぅに、機能ごと

に複数にブロック分けすることができる状態で記録されている。

００43 また、機能情報は、上述した3次元データや文字データに加えて、経路探索、所要

時間の算出、経路誘導などを実現するプログラムデータなどの機能を実現するため

のデータである。地図情報および機能情報は、それぞれ、地区ごとあるいは機能ごと



に分けられた複数のデータファイルによって構成されている。

００4 4 音声 3０8は、音声入力用のマイク3０9および音声出力用のスピーヵ3 ０に接

続される。マイク3０9 に受音された音声は、音声 3０8 内で 変換される。マ

イク3０9 は、たとえば、車両のサン イザー付近に設置され、その数は単数でも複数

でもよい。スピーヵ3 ０からは、所定の音声信号を音声 3０8 内で 変換した

音声が出力される。なお、マイク3０9から入力された音声は、音声データとして磁気

ディスク3０5あるいは光ディスク3０7 に記録可能である。

００4 5 入力デバイス3 は、文字、数値、各種指示などの入力のための複数のキ一を備

えたりモコン、キーボード、グソチパネルなどが挙げられる。入力デバイス3 は、りモ

コン、キーボード、グソチパネルのぅちいずれか つの形態によって実現されてもよい
が、複数の形態によって実現することも可能である。

００4 6 映像 3 2は、ヂィスプレイ3 3 に接続される。映像 3 2は、具体的には、

たとえば、ディスプレイ3 3全体を制御するグラフィックコントローうと、即時表示可能

な画像情報を一時的に記録する 山女 ( deo R )などのバッファメモりと、グ

ラフィックコントローうから出力される画像データに基づいてディスプレイ3 3を制御

する制御 Cなどによって構成される。

００4 7 ディスプレイ3 3 には、アイコン、力一ソル、メニュー、ウインドウ、あるいは文字や画

像などの各種データが表示される。ディスプレイ3 3 には、上述した地図情報が、2

次元または3次元に描画される。ディスプレイ3 3 に表示された地図情報には、ナビ

ゲーション装置3００を搭載した車両の現在地点をあらわすアイコンなどを重ねて表示

することができる。車両の現在位置は、C P 3０によって算出される。

００4 8 車両の現在地点をあらわすアイコンは、立体的な形状のアイコン (立体アイコン で

もよい。立体アイコンは、具体的には、たとえば、逆四角錐などであり、逆四角錐の頂

点が現在地点をあらわし、アイコンの傾いている向きが地図情報上における車両の

進行方向をあらわす構成でもよい。また、車両の現在地点をあらわすアイコンは、たと

えば、経路誘導をおこなっていない場合に、逆四角錐であらわし、経路誘導中の場

合は、矢印などの方位を示すことのできるアイコンによってあらわす構成でもよい。

００4 9 立体アイコンは、たとえば、磁気ディスク3０5および光ディスク3０7 に、様々な角度



からあらわされる形状を記憶されていてもよい。具体的には、たとえば、坂道の傾斜

角などによって変ィビする形状をそれぞれ記憶されていてもよい。

００5０ デイスプレイ3 3としては、たとえば、C 液晶デイスプレイ、プラズマデイス

プレイなどを用いることができる。デイスプレイ3 3は、たとえば、車両のダッシュボー

ド付近に設置される。デイスプレイ3 3は、車両のダッシュボード付近のほか、車両の

後部座席周辺などに設置するなどして、車両において複数設置されていてもよい。

００5 1 通f 3 4は、無線を介してネットワークに接続され、ナビゲーション装置3００と

CP 3 とのインターフェースとして機能する。通f 3 4は、さらに、無線を介し

てインターネットなどの通信網に接続され、この通信網とCP 3 とのインターフェー

スとしても機能する。

００52 通信網には、 W 、公衆回線網や携帯電話網などがある。具体的には、

f 4は、たとえば チューナー CS ( e c e a o a d

Co ca o S s e ) ビーコンレシーバ、無線ナビゲーション装置、および

その他のナビゲーション装置によって構成され、 CSセンターから目引言される渋滞

や交通規制などの道路交通情報を取得する。なお、 CSは登録商標である。

００53 GPSユニット3 5は、GPS衛星からの電波を受信し、車両の現在位置を示す情報

を出力する。GPSユニット3 5の出力情報は、後述する各種センサ3 6の出力値とと

もに、CP 3０による車両の現在位置の算出に際して利用される。現在位置を示す

情報は、たとえば緯度・経度、高度などの、地図情報上の 点を特定する情報である

００54 各種センサ3 6は、車速センサ、加速度センサ、角速度センサなどの、車両の位置

や挙動を判断するための情報を出力する。各種センサ3 6の出力値は、CP 3０

による車両の現在位置の算出や、速度や方位の変ィロ重の算出に用いられる。

００55 ヵメラ3 7は、車両内部あるいは外部の映像を撮影する。映像は静止画あるいは動

画のどちらでもよく、たとえば、ヵメラ3 7によって車両内部の搭乗者の挙動を撮影し

録媒体に出カする。また、ヵメラ3 7によって車両外部の状況を撮影し、撮影した映

像を映像 3 2を介して磁気ディスク3０5や光ディスク3０7などの記録媒体に出



カする。また、ヵメラ3 7は、赤外線ヵメラ機能を有しており、赤外線ヵメラ機能を用い
て撮影された映像情報に基づいて車両内部に存在する物体の表面温度の分布を相

対的に比較することができる。また、記録媒体に出力された映像は、上書き記録や保

存がおこなわれる。

００56 図 に示した地図表示装置 ００が備える表示部 ０、記憶部 ０2、方向検出部 ０

3、角度検出部 ０4、仰角検出部 ０5、算出部 ０6、表示制御部 ０7は、図3に示し

たナビゲーション装置3００における 3０2 3０3、磁気ディスク3０5、光デ

ィスク3０7などに記録されたプログラムやデータを用いて、CP 3０が所定のプログ

ラムを実行し、ナビゲーション装置3００における各部を制御することによってその機

能を実現する。

００57 すなわち、実施例のナビゲーション装置3００は、ナビゲーション装置3００における

記録媒体としての 3０2に記録されている地図表示プログラムを実行することに

より、図 に示した地図表示装置 ００が備える機能を、図2に示した地図表示処理手

順で実行することができる。

００58 (ナビゲーション装置3００の処理の内容)

つぎに、ナビゲーション装置3００の処理の内容について説明する。図4は、ナビゲ

ーション装置の処理の内容を示すフローチヤートである。図4のフローチヤートにおい
て、まず、GPSュニット3 5によって自車両の現在地点の検出を開始するまで待って

(ステップS4０ oのルー ) 、現在地点の検出を開始した場合 (ステップS4０

es) 、映像 3 2によってディスプレイ3 3に表示された地図情報上に立体アイコ

ンを表示する (ステッ 4０2)

００59 つぎに、各種センサ3 6の備える傾斜角センサによって走行中の経路の傾斜角を

検出し(ステップ 4０3) 、検出された傾斜角に応じて立体アイコンの形状を変更する

(ステップ 4０4)。立体アイコンの形状は、標準の形態を四角錐の斜視図とすると、

具体的には、たとえば、車両が上り坂を走行中の場合は、標準の形態より上方から見

た形状、つまり、標準の形態より天頂面が大きく側面が小さい形状であらわし、車両

が下り坂を走行中の場合は、標準の形態より下方から見た形状、つまり、標準の形態

より天頂面が小さく側面が大きい形状であらわす。



００6０ さらに、各種センサ3 6によって太陽の位置を検出して (ステップ 4０5) 、天気が晴

れているか否かを判断する (ステップ 4０6)。天気が晴れていると判断された場合 (

ステップS4０6 es)、ステップS4０5において検出された太陽の位置によって車両

にできる影の方位および長さを算出する (ステップS4０7)。そして、映像 3 2に

(ステップ 4０8)。一方、ステップ 4 6において晴れていないと判断された場合 (ス

テップS4０6 o 、映像 3 2によって立体アイコンの影を表示しないで (ステッ
プS4０9) 、ステップS4 に進む。

００6 1 つぎに、経路誘導が開始されたか否かを判断して (ステップ 4 ０) 、経路誘導が開

始された場合 (ステップS4 ０ es)、映像 3 2によって立体アイコンを方位を

示すことのできる平面的な形状などの誘導用アイコンに変更して表示して (ステップS

4 ) 、一連の処理を終了する。

００62 一方、ステップS4 において経路誘導が開始されていない場合 (ステップS4

o)、ステップS4 2に戻り、以降の処理を繰り返しおこなう。

００63 なお、図4のフローチヤートにおいては、立体アイコンを用いて車両の現在地点をあ

らわしているが、これに限るものではない。たとえば、平面的な形状のアイコンによっ
て現在地点をあらわし、アイコンの色によって傾斜角をあらわしてもよい。また、平面

的な形状のアイコンに影を付してもよい。

００64 また、図4のフローチヤートにおいて、ステップ 4 6において晴れているか否かを

判断しているが、これに限るものではない。具体的には、たとえば、晴れていない場

合でもステップS4 7に進み、立体アイコンに影を付してもよい。

００65 また、図4のフローチヤートにおいては、ステップS4 において誘導用アイコンに

変更するとしているが、これに限るものではない。具体的には、たとえば、経路誘導中

でも立体アイコンを用いて車両の現在地点をあらわし、誘導方向に傾けたり、誘導方

向を矢印などで示すようにしてもよい。

００66 (傾斜角に応じたディスプレイ上のアイコンの立体的な形状)

つぎに、図5を用いて、傾斜角に応じたディスプレイ3 3上のアイコンの立体的な形，
状を示した説明図について説明する。図5は、傾斜角に応じたディスプレイ上のアイ



コンの立体的な形状を示した説明図である。図5 においては、平坦な道路上における

アイコンの立体的な形状5０を標準として、傾斜方向に応じたディスプレイ3 3 の

アイコンの立体的な形状を示している。これらの立体的な形状は、磁気ディスク3０5

および光ディスク3０7に記録されていてもよい。

００6 7 車両が上り坂を走行している場合は、立体的な形状5０2によってあらわされる。立

体的な形状5０2は、立体的な形状5０を紙面の表側に傾けた形状である。一方、車

両が下り坂を走行している場合は、立体的な形状5０3 によってあらわされる。立体的

な形状5０3は、立体的な形状5０を紙面の裏側に傾けた形状である。

００6 8 また、車両が右傾斜の道路を走行している場合は、立体的な形状5０4 によってあら

わされる。立体的な形状5０4は、立体的な形状5０を頂点が車両の現在地点を示し

たまま、右に傾けた形状である。さらに、車両が左傾斜の道路を走行している場合は

、立体的な形状5０5によってあらわされる。立体的な形状5０5は、立体的な形状5０

を頂点が車両の現在地点を示したまま、左に傾けた形状である。

００6 9 図5 に示したように、アイコンの立体的な形状を車両の走行している道路の傾斜角

によって変更することで、利用者は、自車両が坂道を走行しているか否かを視覚的に

確認することができる。

００7０ (太陽の位置による立体アイコンの影 )

つぎに、図6を用いて、太陽6０2の位置による立体アイコン6０の影について説明

する。図6は、太陽の位置による立体アイコンの影について示した説明図である。図6

においては、立体アイコン6０ と、太陽6０2と、を示している。

００7 1 図6 において、立体アイコン6０の進行方向は、立体アイコン6０を通る子午線を

基準として方位角 ０ であらわされる。同様に、太陽6０2の方向は、子午線を基準と

して方位角 ０2であらわされる。したがって、立体アイコン6０ に付される影の方位角

は、図6からわかるように、( ０2 8０) 度であらわされる。また、立体アイコン6０に

付される影の方位角は、( ０2 8０) 度が 3 6０度以上の場合は、3 6０度を減算する

００72 また、太陽6０2の仰角は、角度 ０3であらわされる。立体アイコン6０の影の長さ

は、立体アイコン6０の高さを とすると、 二 co ( ０3)であらわされる。したがって



、立体アイコン6０に付される影は、太陽6０2の方位角および仰角と、立体アイコン6

０の高さ と、によって算出される。

００73 なお、本実施例においては、立体アイコンは、車両の現在地点をあらわすとしてい
るが、これに限るものではない。たとえば、地図を手動スクロールさせた場合のスクロ

ールカーソルを疑似的な車両の現在地点として、立体アイコンであらわしてもよい。し

たがって、現在地点ではなくとも、利用者の指定した任意の地点における様々な 青

報を立体アイコンによって表現することができる。

００74 上述したように、実施例のナビゲーション装置3００によれば、表示制御部 ０7は、

表示部 ０を制御して、方向検出部 ０3によって検出された移動方向に応じて、ア

イコンの立体的な形状を変更して表示することができる。したがって、アイコンによっ
て移動体の現在地点と、移動方向と、をあらわすことができる。これによって、利用者

は、たとえば、表示画面が小さい場合などでも、移動体の現在地点および移動方向

をアイコンの形状によって表現することで、視認性のよい地図表示をさせることができ

る。

００75 また、実施例のナビゲーション装置3００によれば、表示制御部 ０7は、表示部 ０

を制御して、角度検出部 ０4によって検出された傾斜角に応じて、アイコンの立体的

な形状の角度を変更して表示することができる。したがって、アイコンによって移動体

の現在地点の地形の状態を表現することができる。これによって、利用者は、たとえ

ば、表示画面が小さい場合などでも、移動体の現在地点、移動方向、移動体の移動

している経路の傾斜角をアイコンの形状によって表現することで、視認性のよい地図

表示をさせることができる。

００76 また、実施例のナビゲーション装置3００によれば、表示制御部 ０7は、表示部 ０

を制御して、移動体の現在地点を所定の立体的な形状のアイコンに影を付して表示

し、算出部 ０6によって算出された影の方位および長さに応じて、アイコンの立体的

な形状の影の方位および長さを変更して表示することができる。したがって、表示さ

れたアイコンが明確になり、さらに、移動体のいる地方や、現在の天気などの情報を

表現することができる。これによって、利用者は、たとえば、表示画面が小さい場合な

どでも、移動体の現在地点、移動方向、移動体の移動している経路の傾斜角、太陽



によってできる影の方位および長さをアイコンの形状によって表現することで、視認、

，注のよい地図表示をさせることができる。

００77 また、実施例のナビゲーション装置3００によれば、表示制御部 ０7は、表示部 ０

を制御して、アイコンの色を変更して表示することができる。したがって、たとえば、ア

イコンが立体的な形状ではない場合、移動体の現在地点の地形の状態を色の変ィビ

によって表現することができる。これによって、利用者は、立体的な形状のアイコンを

使用しなくとも、経路の傾斜角に関する情報をアイコンの色によって表現することで、

表示画面が小さい場合などでも、視認性のよい地図表示をさせることができる。

００78 以上説明したように、本発明の地図表示装置、地図表示方法、地図表示プログラム

、および記録媒体によれば、ナビゲーション装置3００において、GPSユニット3 お

よび各種センサ3 6によって検出された車両の方位と、車両の現在地点の傾斜角に

よって立体アイコン6０の形状を変更し、太陽6０2の位置によって立体アイコン6０

に付される影の方位および長さを変更することができる。これによって、利用者は、デ

イスプレイ3 3が小さい場合でも、様々な情報を立体アイコン6０によって表現するこ

とで、視認性のよい地図表示をさせることができる。

００79 なお、本実施の形態で説明した地図表示方法は、あらかじめ用意されたプログラム

をパーソナル・コンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することに

より実現することができる。このプログラムは、ハードデイスク、フレキシブルデイスク、

C O などのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され

、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。またこの

プログラムは、インターネットなどのネットワークを介して配布することが可能な伝送媒

体であってもよい。



請求の範囲

地図情報上に移動体の現在地点をあらわす所定の立体的な形状のアイコンを表

示する表示手段と、

前記移動体の移動方向を検出する方向検出手段と、

前記表示手段を制御して、前記方向検出手段によって検出された移動方向に応じ

て、前記アイコンの立体的な形状を変更して表示する表示制御手段と、

を備えることを特徴とする地図表示装置。

2 前記移動体が移動している経路の傾斜角を検出する角度検出手段を備え、

前記表示制御手段は、前記表示手段を制御して、前記角度検出手段によって検

出された傾斜角に応じて、前記アイコンの立体的な形状の角度を変更して表示する

ことを特徴とする請求項 に記載の地図表示装置。

3 前記移動体が移動しているときの太陽の仰角を検出する仰角検出手段を備え、

前記仰角検出手段によって検出された太陽の仰角によって前記移動体にできる影

の方位および長さを算出する算出手段と、を備え、

前記表示制御手段は、前記表示手段を制御して、前記移動体の現在地点を所定

の立体的な形状のアイコンに影を付して表示し、前記算出手段によって算出された

影の方位および長さに応じて、前記アイコンの立体的な形状の影の方位および長さ

を変更して表示することを特徴とする請求項 に記載の地図表示装置。

4 前記表示制御手段は、前記表示手段を制御して、前記アイコンの色を変更して表

示することを特徴とする請求項 ～3のいずれか一つに記載の地図表示装置。

5 移動体の移動方向を検出する方向検出工程と、

地図情報上に移動体の現在地点をあらわす所定の立体的な形状のアイコンを表

示する表示手段を制御して、前記方向検出工程によって検出された移動方向に応じ

て、前記アイコンの立体的な形状を変更して表示する表示制御工程と、

を含むことを特徴とする地図表示方法。

6 請求項5に記載の地図表示方法をコンピュータに実行させることを特徴とする地図

表示プログラム。

7 請求項6に記載の地図表示プログラムを記録したことを特徴とするコンピュータに読



み取り可能な記録媒体。
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