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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的地検索において、該目的地検索の結果、標準表示用位置表示アイテムを保存する標
準表示用データベースを参照して表示される標準表示地図の中心に該目的地の位置をピン
ポイントで表示できない場合において、該目的地と異なる位置を該目的地の位置に代替し
て該標準表示地図上に表示する表示制御装置であって、
　前記標準表示地図に追加するための詳細表示用位置表示アイテムと地点座標とを関連付
けて保存する詳細表示用データベースと、
　前記代替して表示する場合において、前記標準表示地図上に表示するための前記詳細表
示用位置表示アイテムであって、前記目的地に基づいて所定範囲内に位置する前記詳細表
示用位置表示アイテムを該詳細表示用位置表示アイテムに関連付けられた地点座標ととも
に取得するデータ取得部と、
　前記代替して表示される前記目的地を前記標準表示地図上に表示するに際し、前記代替
して表示される目的地の周辺に位置する前記標準表示用位置表示アイテムに加えて、前記
取得された地点座標上に前記詳細表示用位置表示アイテムを表示する表示制御部と、
　を備え、
　前記表示制御部は、前記詳細表示用位置表示アイテムが前記標準表示用位置表示アイテ
ム及び他の前記詳細表示用位置表示アイテムと相互に重なり合わないよう表示する、
　表示制御装置。
【請求項２】
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　前記データ取得部は、前記目的地検索における前記目的地の入力態様に応じた前記詳細
表示用位置表示アイテムを取得する、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御部では、前記標準表示地図に表示される前記標準表示用位置表示アイテム
であって、前記目的地の入力態様以外の態様で表示される前記標準表示用位置表示アイテ
ムを、前記取得された詳細表示用位置表示アイテムに差替えて表示する、請求項２に記載
の表示制御装置。
【請求項４】
　目的地検索において、該目的地検索の結果、標準表示用位置表示アイテムを保存する標
準表示用データベースを参照して表示される標準表示地図の中心に該目的地の位置をピン
ポイントで表示できない場合において、該目的地と異なる位置を該目的地の位置に代替し
て該標準表示地図上に表示する表示制御方法であって、
　前記代替して表示する場合において、データ取得部が、前記標準表示地図に追加するた
めの詳細表示用位置表示アイテムと地点座標とを関連付けて保存する詳細表示用データベ
ースから、前記標準表示地図上に表示するための前記詳細表示用位置表示アイテムであっ
て、前記目的地に基づいて所定範囲内に位置する前記詳細表示用位置表示アイテムを該詳
細表示用位置表示アイテムに関連付けられた地点座標とともに取得するデータ取得ステッ
プと、
　表示制御部が、前記代替して表示される前記目的地を前記標準表示地図上に表示するに
際し、前記代替して表示される目的地の周辺に位置する前記標準表示用位置表示アイテム
に加えて、前記取得された地点座標上に前記詳細表示用位置表示アイテムを表示する表示
制御ステップと、を備え、
　前記表示制御ステップでは、前記詳細表示用位置表示アイテムが前記標準表示用位置表
示アイテム及び他の前記詳細表示用位置表示アイテムと相互に重なり合わないよう表示す
る、
　表示制御方法。
【請求項５】
　前記データ取得ステップでは、前記目的地検索における前記目的地の入力態様に応じた
前記詳細表示用位置表示アイテムを取得する、請求項４に記載の表示制御方法。
【請求項６】
　前記表示制御ステップでは、前記標準表示地図に表示される前記標準表示用位置表示ア
イテムであって、前記目的地の入力態様以外の態様で表示される前記標準表示用位置表示
アイテムを、前記取得された詳細表示用位置表示アイテムに差替えて表示する、請求項５
に記載の表示制御方法。
【請求項７】
　目的地検索において、該目的地検索の結果、標準表示用位置表示アイテムを保存する標
準表示用データベースを参照して表示される標準表示地図の中心に該目的地の位置をピン
ポイントで表示できない場合において、該目的地と異なる位置を該目的地の位置に代替し
て該標準表示地図上に表示するためのコンピュータプログラムであって、コンピュータを
、
　前記代替して表示する場合において、前記標準表示地図に追加するための詳細表示用位
置表示アイテムと地点座標とを関連付けて保存する詳細表示用データベースから、前記標
準表示地図上に表示するための前記詳細表示用位置表示アイテムであって、前記目的地に
基づいて所定範囲内に位置する前記詳細表示用位置表示アイテムを該詳細表示用位置表示
アイテムに関連付けられた地点座標とともに取得するデータ取得手段と、
　前記代替して表示される前記目的地を前記標準表示地図上に表示するに際し、前記代替
して表示される目的地の周辺に位置する前記標準表示用位置表示アイテムに加えて、前記
取得された地点座標上に前記詳細表示用位置表示アイテムを表示する表示制御手段、とし
て機能させ、
　前記表示制御手段は、前記詳細表示用位置表示アイテムが前記標準表示用位置表示アイ
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テム及び他の前記詳細表示用位置表示アイテムと相互に重なり合わないよう表示する、
　コンピュータプログラム。
【請求項８】
　前記データ取得手段は、前記目的地検索における前記目的地の入力態様に応じた前記詳
細表示用位置表示アイテムを取得する、請求項７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記標準表示地図に表示される詳細表示用位置表示アイテムであ
って、前記目的地の入力態様以外の態様で表示される前記標準表示用位置表示アイテムを
、前記取得された詳細表示用位置表示アイテムに差替えて表示する、請求項８に記載のコ
ンピュータプログラム。
【請求項１０】
　請求項７～請求項９のいずれかに記載のコンピュータプログラムを記録する記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目的地検索において、当該目的地検索の結果、地図の中心に該目的地の位置
をピンポイントで表示できない場合において、該目的地と異なる位置を該目的地の位置に
代替して表示する表示制御装置及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ナビゲーション装置において目的地検索を行う際、当該目的地検索のための検
索データベースに、入力された目的地と一致する目的地が存在しない場合等、目的地の位
置をピンポイントで地図の中心に表示できない場合には、当該目的地の位置に代えて当該
目的地と異なる位置を仮の目的地、到着地として地図の中心に表示する。換言すれば、上
記目的地の周辺位置を代表点として地図の中心に表示している。
　このように目的地と異なる位置が仮の目的地として地図上の中心に表示された場合には
、通常、上記ナビゲーション装置の利用者は、画面上に表示された地図から目視にて真の
目的地を探し、その真の目的地が地図上の中心に表示されるよう、地図を適宜移動させ、
真の目的地を設定することとなる。しかし、上記地図上に示される番地、施設名では、そ
の情報量に限りがあるため、上記利用者は真の目的地を設定することが困難であった。
　上記課題に対応すべく特許文献１では、ナビゲーション装置において、目的地として入
力された番地が番地の検索リストに存在しないとき、一致するレベルの番地より下層の番
地を候補番地として表示する技術として、当該候補番地を候補番地リストで表示する技術
が開示されている。
　本発明に関連する従来技術を開示する特許文献２～５も参照されたい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２０２１４２号公報
【特許文献２】特開平８－１４９３０号公報
【特許文献３】特開２００８－５２０７７号公報
【特許文献４】特開平７－１０３７８５号公報
【特許文献５】特開２００８－８２８６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、上記特許文献１によれば、候補番地はリスト表示されるものの当該候補番地と
地図上の位置関係を即座に認識することは困難であり、更なる改善が望まれていた。
　そこで本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねてきた。その結果、上記番
地や施設名等の位置表示アイテムを、当該位置表示アイテムに関連付けられた地点座標に
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基づいて上記地図上に表示することで、当該地図上における当該位置表示アイテムの位置
関係を認識することが容易になることに想到した。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は上述の課題に鑑みてなされたものであり、その第１の局面は次のように規定
される。即ち、
　目的地検索において、該目的地検索の結果、地図の中心に該目的地の位置をピンポイン
トで表示できない場合において、該目的地と異なる位置を該目的地の位置に代替して表示
する表示制御装置であって、
　位置表示アイテムと地点座標とを関連付けて保存する詳細表示用データベースと、
　前記代替して表示する場合において、前記地図上に表示するための前記位置表示アイテ
ムを前記関連付けられた地点座標とともに取得するデータ取得部と、
　前記取得された位置表示アイテムを前記関連付けられた地点座標に基づいて、前記地図
上に表示する表示制御部と、
　を備える表示制御装置。
【０００６】
　このように規定される第１の局面の表示制御装置によれば、目的地検索において、該目
的地検索の結果、地図の中心に該目的地の位置をピンポイントで表示できない場合、上記
詳細表示用データベースに保存されている位置表示アイテムを地点座標に関連付けて地図
上に表示することができる。このため、当該装置の利用者は、上記真の目的地を設定する
際に、地図上における当該位置表示アイテムの位置関係を容易に把握することが可能とな
る。
　ここで、詳細表示用データベースは、位置表示アイテムと地点座標とを関連付けて保存
するデータベースであって、標準表示用データベースを参照して表示される標準モードの
地図（以下、標準表示地図ともいう）に追加するための位置表示アイテムに関するデータ
から構成される。このような詳細表示用データベースとしては、例えば、検索データベー
スや標準表示用データベースとは別に備えることとできる。また、他に、詳細表示用デー
タベースとして、地図表示用のデータベースのうち上記標準表示地図の基礎となる地図表
示用データベース以外のデータベースを用いることとしても良い。このようなデータベー
スとして、例えば、標準表示用データベースのうち上記標準表示地図の基礎となる標準表
示用データより下層の標準表示用データベースが挙げられる。
　なお、上記標準表示地図とは、利用者にとって見易い表示となるべく、住所名や施設名
を表示する文字同士が重ならないように適宜文字を間引く等して調製された地図である。
　上記位置表示アイテムとは、地図上の地点を示すアイテムであって、例えば、丁目や番
地等の住所名、ビル名やテナント名等の施設名、電話番号、郵便番号等が挙げられる。
【０００７】
　通常、上記地図の中心に仮の目的地が表示されたとき、装置利用者は、目的地の住所を
入力して検索を行った場合には当該目的地の番地や周辺の番地を指標にし、目的地の施設
名を入力して検索を行った場合には当該目的地の施設名や周辺の施設名を指標にして、地
図をスクロール等し、真の目的地を設定することとなる。
　そこで、この発明の第２の局面は次のように規定される。即ち、
　第１の局面に規定の表示制御装置において、前記データ取得部は、前記目的地検索にお
ける前記目的地の入力態様に応じた前記位置表示アイテムを取得する。
　このように規定される第２の局面の表示制御装置によれば、装置利用者が行った目的地
の入力態様に応じて上記位置表示アイテムを表示することが可能となる。上記利用者は、
自らが目的地検索を行った入力態様で、地図上の位置表示アイテムの位置関係を認識する
ことができるため便宜である。具体的には、入力態様として、目的地の住所を入力した場
合には、上記位置表示アイテムとして「丁目」、「番地」を表示し、目的地の施設名を入
力した場合には、上記位置表示アイテムとして「ビル名」、「テナント名」を表示する。
【０００８】
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　この発明の第３の局面は次のように規定される。即ち、
　第２の局面に規定の表示制御装置において、前記表示制御部では、前記代替して表示す
る場合に表示される標準表示地図において、該標準表示地図に表示される位置表示アイテ
ムであって、前記目的地の入力態様以外の態様で表示される位置表示アイテムを、前記取
得された位置表示アイテムに差替えて表示する。
　このように規定される第３の局面の表示制御装置によれば、地図上に表示される位置表
示アイテムを、上記装置利用者が行った目的地の入力態様に限定して表示することができ
る。当該利用者が行った目的地の入力態様以外の態様での表示を行わないため、上記利用
者にとって見易い地図を提供することが可能となる。
【０００９】
　また、この発明の第４の局面は次のように規定される。即ち、
　目的地検索において、該目的地検索の結果、地図の中心に該目的地の位置をピンポイン
トで表示できない場合において、該目的地と異なる位置を該目的地の位置に代替して表示
する表示制御方法であって、
　前記代替して表示する場合において、データ取得部が、位置表示アイテムと地点座標と
を関連付けて保存する詳細表示用データベースから、前記地図上に表示するための前記位
置表示アイテムを前記関連付けられた地点座標とともに取得するデータ取得ステップと、
　表示制御部が、前記取得された位置表示アイテムを前記関連付けられた地点座標に基づ
いて、前記地図上に表示する表示制御ステップと、
　を備える表示制御方法。
　このように規定される第４の局面の発明によれば、第１の局面と同等の効果を奏する。
【００１０】
　この発明の第５の局面は次のように規定される。即ち、
　第４の局面に規定の方法において、前記データ取得ステップでは、前記目的地検索にお
ける前記目的地の入力態様に応じた前記位置表示アイテムを取得する。
　このように規定される第５の局面の発明によれば、第２の局面と同等の効果を奏する。
【００１１】
　この発明の第６の局面は次のように規定される。即ち、
　第５の局面に規定の方法において、前記表示制御ステップでは、前記代替して表示する
場合に表示される標準表示地図において、該標準表示地図に表示される位置表示アイテム
であって、前記目的地の入力態様以外の態様で表示される位置表示アイテムを、前記取得
された位置表示アイテムに差替えて表示する。
　このように規定される第６の局面の発明によれば、第３の局面と同等の効果を奏する。
【００１２】
　更に、この発明の第７の局面は次のように規定される。即ち、
　目的地検索において、該目的地検索の結果、地図の中心に該目的地の位置をピンポイン
トで表示できない場合において、該目的地と異なる位置を該目的地の位置に代替して表示
するためのコンピュータプログラムであって、コンピュータを、
　前記代替して表示する場合において、位置表示アイテムと地点座標とを関連付けて保存
する詳細表示用データベースから、前記地図上に表示するための前記位置表示アイテムを
前記関連付けられた地点座標とともに取得するデータ取得手段と、
　前記取得された位置表示アイテムを前記関連付けられた地点座標に基づいて、前記地図
上に表示する表示制御手段、
　として機能させる、コンピュータプログラム。
　このように規定される第７の局面の発明によれば、第１の局面と同等の効果を奏する。
【００１３】
　この発明の第８の局面は次のように規定される。即ち、
　第７の局面に規定のコンピュータプログラムにおいて、前記データ取得手段は、前記目
的地検索における前記目的地の入力態様に応じた前記位置表示アイテムを取得する。
　このように規定される第８の局面の発明によれば、第２の局面と同等の効果を奏する。
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【００１４】
　この発明の第９の局面は次のように規定される。即ち、
　第８の局面に規定のコンピュータプログラムにおいて、前記表示制御手段は、前記代替
して表示する場合に表示される標準表示地図において、該標準表示地図に表示される位置
表示アイテムであって、前記目的地の入力態様以外の態様で表示される位置表示アイテム
を、前記取得された位置表示アイテムに差替えて表示する。
　このように規定される第９の局面の発明によれば、第３の局面と同等の効果を奏する。
【００１５】
　第７～第９のいずれかの局面に規定されるコンピュータプログラムを記録する記録媒体
が第１０の局面として規定される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態の表示制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態の表示制御装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図３】本発明の他の実施の形態の表示制御装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施例の表示制御装置の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　この発明の実施の形態の表示制御装置を説明する。
　図１に、表示制御装置１の概略構成を示す。
　図１に示すように、この表示制御装置１は、検索データベース３、詳細表示用データベ
ース５、標準表示用データベース７、入力部９、検索部１１、表示モード判定部１３、詳
細表示用データ取得部１５及び表示制御部１７を備えている。
【００１８】
　検索データベース３には、目的地検索のための検索データが保存される。当該検索デー
タとしては、住所検索データ、施設名検索データ、電話番号検索データ、郵便番号検索デ
ータ等が挙げられる。これらのデータは、住所名、施設名等に地点座標が関連付けて構成
される。また、当該住所名あるいは施設名に関連付けられた地点座標が当該住所の位置あ
るいは施設の位置をピンポイントで表示する座標であるか、当該住所あるいは施設の位置
と異なる位置を当該住所あるいは施設の位置に代替して周辺地点表示する座標であるか、
を判定するためのフラグが設定されていても良い。また、上記施設名検索データにおいて
、当該施設名に住所名が関連付けられていても良い。
【００１９】
　標準表示用データベース７には、位置表示アイテムと地点座標とが関連付けられた標準
表示用データが、地図を表示するための地図データとともに保存されている。後述の表示
制御部１７は、当該標準表示用データに基づいて標準表示地図を表示する。上記標準表示
用データは、例えば、地図の表示縮尺に応じて層別化して保存されていても良い。
　詳細表示用データベース５には、位置表示アイテムと地点座標とが関連付けられた詳細
表示用データが保存されている。当該位置表示アイテムは、地図上において地点を示す名
称であって、例えば、住所を表示するための「丁目」、「番地」等、施設名を表示するた
めの「ビル名」、「テナント名」等、電話番号、郵便番号等が挙げられる。当該位置表示
アイテムは、他に、道路名、交差点名、信号機名等であっても良い。
【００２０】
　入力部９は、目的地検索のための目的地の入力を受け付ける。具体的には、住所検索に
おいて「名古屋市中区丸の内○丁目△番地」、施設名検索において「××株式会社」等を
入力することとできる。このような入力部９として、マウス、ライトペン又はディスプレ
イの表示内容と協働するタッチパネル等のポインティングデバイスやキーボード又はマイ
クロホン等の音声入力装置を用いることができる。
【００２１】
　検索部１１は、入力部９で入力された目的地について、上記検索データベース７を参照
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して検索を行う。当該検索の方法として、例えば、入力された目的地において前方から一
致するものを検索データベースから検索する。具体的に、検索部１１は、目的地として住
所名「名古屋市中区丸の内○丁目△番地」が入力された場合であって、検索データベース
に「名古屋市中区丸の内○丁目△番地」が存在するとき、当該検索結果として「名古屋市
中区丸の内○丁目△番地」を後述する表示モード判定部１３へ送る。また、上記の例にお
いて、入力された住所名「名古屋市中区丸の内○丁目△番地」が検索データベースに存在
しないとき、検索部１１は、前方からより後方まで一致する住所名を検索し、当該検索結
果を表示モード判定部１３へ送る。例えば、検索データベースに「名古屋市中区丸の内」
及び「名古屋市中区丸の内○丁目」が存在するとき、検索部１１は「名古屋市中区丸の内
○丁目」を検索結果として表示モード判定部１３へ送る。他の例として、上記検索データ
ベース３において、上記住所名あるいは施設名に関連付けられた地点座標が、ピンポイン
ト表示するための座標であるか、あるいは、周辺地点表示するための座標であるか、に関
するフラグが設定されている場合には、当該設定されたフラグの内容を併せて表示モード
判定部１３へ送ることとできる。
【００２２】
　表示モード判定部１３は、検索部１１を参照し、上記検索対象である入力された目的地
が、ピンポイント表示あるいは周辺地点表示のいずれの表示モードで表示されるかを判定
する。当該判定の方法として、例えば、上記入力された住所名「名古屋市中区丸の内○丁
目△番地」に対して、検索結果「名古屋市中区丸の内○丁目△番地」である場合、両者は
完全に一致する。この場合、検索結果「名古屋市中区丸の内○丁目△番地」に関連付けら
れた地点座標は入力された住所名をピンポイントで地図の中心に表示できるため、ピンポ
イント表示モードであると判定する。一方、検索結果「名古屋市中区丸の内○丁目」であ
る場合には、入力された住所名「名古屋市中区丸の内○丁目△番地」に対して、上記検索
結果に関連付けられた地点座標を周辺地点として地図の中心に表示するため、周辺表示モ
ードであると判定する。他の例として、上記フラグが設定されている場合には、当該フラ
グの内容に基づいて表示モードを判定することとできる。当該表示モード判定部１３は、
ピンポイント表示モードであると判定した場合、上記標準表示地図に追加するための位置
表示アイテムがない旨、すなわち、いわゆるゼロデータを標準表示地図に追加する旨の信
号を後述の表示制御部１７へ送る。一方、周辺地点表示モードであると判定した場合、上
記標準表示地図に追加するための位置表示アイテムを取得するよう信号を後述の詳細表示
用データ取得部１５へ送る。
【００２３】
　詳細表示用データ取得部１５は、上記詳細表示用データベース５を参照して、適宜、詳
細表示用データを取得する。当該取得される詳細表示用データとしては、例えば、入力さ
れた目的地周辺に地点座標を有する位置表示アイテムが挙げられる。このような位置表示
アイテムを取得する方法として、例えば、検索部１１で検索された検索結果に関連付けら
れた地点座標に基づいて、当該検索結果周辺に地点座標を有する位置表示アイテムを取得
することとできる。
【００２４】
　表示制御部１７は、詳細表示用データ取得部１５を参照して、標準表示用データベース
７に基づいて表示される標準表示地図に、上記取得された位置表示アイテムを地点座標に
関連付けて表示する。当該表示の方法としては、特に限定されないが、表示する位置表示
アイテムは相互に重なり合わないよう調製しても良く、また相互に重なり合った状態で表
示されることとしても良い。
【００２５】
　図２を用いて、図１に示す表示制御装置１の動作を説明する。
　まず、ステップ１では、入力部９は、目的地の入力を受け付ける。例えば、住所名「名
古屋市中区丸の内○丁目△番地」の入力を受け付ける。
　ステップ３では、検索部１１は、検索データベース３を参照し、ステップ１で入力され
た住所名により一致するものを検索データベースから検索する。具体的に、検索データベ
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ースに「名古屋市中区丸の内○丁目△番地」が存在すれば、これを検索結果とする。完全
一致をするものが存在しない場合には、例えば、「名古屋市中区丸の内○丁目」をより一
致するものとして、これを検索結果とする。以降、「名古屋市中区丸の内○丁目」が検索
結果として得られた場合について説明する。
【００２６】
　ステップ５では、表示モード判定部１３は、ステップ１で入力された目的地とステップ
３で検索された検索結果とに基づき、当該目的地がピンポイント表示モードで表示される
か、周辺地点表示モードで表示されるかについて判定を行う。
　ステップ７では、表示モード判定部１３は、ステップ５で周辺地点表示モードと判定さ
れたとき（ステップ７：Ｙｅｓ）、ステップ９へ進む。一方、ステップ７においてＮｏの
とき、ステップ１３へ進む。
【００２７】
　ステップ９では、詳細表示用データ取得部１５は、ステップ３の検索結果に基づいて、
詳細表示用データベース５から詳細表示用データを取得する。当該取得の方法のとして、
上記ステップ３で得られた検索結果「名古屋市中区丸の内○丁目」に関連付けられた地点
座標に基づき、当該所定範囲内に位置する位置表示アイテムを取得することとできる。
　ステップ１１では、表示制御部１７は、標準表示用データベース７を参照して得られる
標準表示地図に、ステップ９で取得された位置表示アイテムを追加して、周辺地点ととも
に周辺表示地図を表示する。一方、ステップ１３では、表示制御部１７は、標準表示用デ
ータベース７を参照して、目的地とともに標準表示地図を表示する。
【００２８】
　図３に、他の実施の形態の表示制御装置２１を示す。図３において、図１と同一の要素
には同一の符号を付して、その説明を部分的に省略する。
　図３に示すのは、入力を受け付けた目的地の入力態様に応じて上記詳細表示用データを
取得し、地図上に表示可能な表示制御装置２１である。すなわち、当該装置２１は、図１
に示す装置１において、入力態様特定部２３を更に備え、詳細表示用データ取得部１５に
代えて詳細表示用データ取得部２５を備えている。
【００２９】
　入力態様特定部２３は、上記入力部９を参照して、入力された目的地の入力態様を特定
する。当該特定の方法は、特に限定されないが、入力された文字列中に、都道府県名、市
名、区名等が含まれているとき、入力態様は住所名であるとし、株式会社、商店等が含ま
れているとき、入力態様は施設名であると特定することとできる。
　詳細表示用データ取得部２５は、更に上記入力態様特定部２３を参照して、当該特定さ
れた入力態様に対応する位置特定アイテムを上記詳細表示用データベース５から取得する
。
　この装置２１において、表示制御部１７は、上記標準表示地図に上記取得された詳細表
示用データを地点座標と関連付けて追加表示する。
【００３０】
　図４に、実施例の表示制御装置１００を示す。図４において、図１及び図３と同一の要
素には同一の符号を付して、その説明を部分的に省略する。
　図４に示すのは、地図上における入力態様以外の態様で表示される位置表示アイテムを
、上記入力態様に応じて取得された位置表示アイテムに差替えて可能な表示制御装置１０
０である。すなわち、当該装置１００は、図１に示す装置１において、制御部１４１、メ
モリ部１４２、出力部１４３及びインターフェース部１４４を更に備える。
【００３１】
　制御部１４１はＣＰＵ、バッファメモリその他の装置を備えたコンピュータ装置であり
、表示制御装置１００を構成する他の要素を制御する。この制御部１４１は、表示制御部
１４６を備えている。
　表示制御部１４６は、上記標準表示用データベース７に基づいて表示される位置表示ア
イテムのうち、上記特定された入力態様以外の態様で表示される位置特定アイテムについ
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ては、上記特定された入力態様に基づき上記詳細表示用データベース５から取得された位
置表示アイテムに差替えて表示する。当該表示の方法としては、例えば、上記特定された
入力態様以外の態様で表示される位置特定アイテムを削除した後、入力態様に対応する位
置表示アイテムを追加することとできる。
　メモリ部１４２にはコンピュータプログラムが保存され、このコンピュータプログラム
はコンピュータ装置である制御部１４１に読み込まれて、これを機能させる。このコンピ
ュータプログラムは、端末装置又は移動体端末装置の記憶装置としての内蔵ハードディス
ク又は内蔵メモリ、端末装置又は移動体端末装置に差し替え可能な記憶媒体としてのＳＤ
（登録商標）メモリカード、メモリスティック、スマートメディア、コンパクトフラッシ
ュ（登録商標）、ＤＶＤ等の汎用的な媒体へ保存できる。
【００３２】
　出力部１４３はディスプレイを含み、入力画面や、検索部１１の検索結果、上記表示制
御部１４６の制御に基づく標準表示地図や周辺表示地図、その他の情報を表示する。この
出力部１４３は音声発信部を含むこともできる。
　インターフェース部１４４は表示制御装置１００を無線ネットワーク等へ連結させる。
【００３３】
　以上、本発明の実施の形態及び実施例について説明してきたが、これらのうち、２つ以
上の実施の形態（実施例）を組み合わせて実施しても構わない。あるいは、これらのうち
、１つの実施の形態（実施例）を部分的に実施しても構わない。さらには、これらのうち
、２つ以上の実施の形態（実施例）を部分的に組み合わせて実施しても構わない。
【００３４】
　この発明は、上記発明の実施の形態及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。
特許請求の範囲の記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこ
の発明に含まれる。
【符号の説明】
【００３５】
１　２１　１００　表示制御装置
３　検索データベース
５　詳細表示用データベース
７　標準表示用データベース
９　入力部
１１　検索部
１３　表示モード判定部
１５　２５　詳細表示用データ取得部
１７　１４６　表示制御部
２３　入力態様特定部
１４５　位置表示アイテム差替部
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