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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路地図上において、移動体の位置する道路、及び目的地へ向かう経路に含まれる道路
の少なくとも一方の道路上に、基準点を設定する基準点設定手段と、
　道路地図上に設定された基準点に基づいて前記道路地図の表示対象範囲を決定する表示
対象範囲決定手段と、
　前記表示対象範囲に含まれる道路地図について座標変換処理を施すことで生成される三
次元道路地図を画面に表示する表示制御手段と、を備える地図表示装置において、
　前記画面に表示される三次元道路地図の視野角度の大きさを変更する視野角度変更手段
を備え、
　前記視野角度変更手段は、前記基準点の設定された道路の道路幅の広さに応じて、前記
道路幅が広い程前記視野角度が大きくなるように変更し、前記道路幅が狭い程前記視野角
度が小さくなるように変更することを特徴とする地図表示装置。
【請求項２】
　道路地図上において、移動体の位置する道路、及び目的地へ向かう経路に含まれる道路
の少なくとも一方の道路上に、基準点を設定する基準点設定手段と、
　道路地図上に設定された基準点に基づいて前記道路地図の表示対象範囲を決定する表示
対象範囲決定手段と、
　前記表示対象範囲に含まれる道路地図について座標変換処理を施すことで生成される三
次元道路地図を画面に表示する表示制御手段と、を備える地図表示装置において、
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　前記画面に表示される三次元道路地図の視野角度の大きさを変更する視野角度変更手段
を備え、
　前記視野角度変更手段は、前記基準点の設定された道路の車線数に応じて、前記車線数
が多い程前記視野角度が大きくなるように変更し、前記車線数が少ない程前記視野角度が
小さくなるように変更することを特徴とする地図表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記道路地図上に表示すべき文字表示情報、及び前記道路地図上
の施設の位置を示す目印表示情報の少なくとも１つの表示情報を画面に表示する場合、前
記座標変換処理によって生成された三次元道路地図に重畳して表示することを特徴とする
請求項１又は２に記載の地図表示装置。
【請求項４】
　前記視野角度変更手段は、前記画面の縦方向又は／及び横方向の視野角度の大きさを変
更することを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の地図表示装置。
【請求項５】
　前記視野角度変更手段は、前記画面の縦方向に延びる前記基準点を通る基準線を中心と
して、前記基準線の左側又は／及び右側に位置する三次元道路地図の視野角度の大きさを
変更することを特徴とする請求項４記載の地図表示装置。
【請求項６】
　前記視野角度変更手段は、前記画面の縦方向又は／及び横方向に前記基準点の設定位置
を変更する基準点位置変更手段を備えることを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記
載の地図表示装置。
【請求項７】
　前記表示対象範囲決定手段は、前記視野角度変更手段によって変更された視野角度に相
当する三次元道路地図が前記画面に表示されるように、前記表示対象範囲を決定すること
を特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の地図表示装置。
【請求項８】
　マイクロコンピュータにより実行されるものであって、道路地図上において、移動体の
位置する道路、及び目的地へ向かう経路に含まれる道路の少なくとも一方の道路上に、基
準点を設定し、道路地図上に設定された基準点に基づいて前記道路地図の表示対象範囲を
決定し、この決定した表示対象範囲に含まれる道路地図について座標変換処理を施すこと
で生成される三次元道路地図を表示部の画面に表示する地図表示方法であって、
　前記三次元道路地図の視野角度の大きさを変更するステップを有し、
　前記ステップでは、前記基準点の設定された道路の道路幅の広さに応じて、前記道路幅
が広い程前記視野角度が大きくなるように変更し、前記道路幅が狭い程前記視野角度が小
さくなるように変更することを特徴とする地図表示方法。
【請求項９】
　マイクロコンピュータにおいて実行されるものであって、道路地図上において、移動体
の位置する道路、及び目的地へ向かう経路に含まれる道路の少なくとも一方の道路上に、
基準点を設定し、道路地図上に設定された基準点に基づいて前記道路地図の表示対象範囲
を決定し、この決定した表示対象範囲に含まれる道路地図について座標変換処理を施すこ
とで生成される三次元道路地図を表示部の画面に表示する地図表示方法であって、
　前記三次元道路地図の視野角度の大きさを変更するステップを有し、
　前記ステップでは、前記基準点の設定された道路の車線数に応じて、前記車線数が多い
程前記視野角度が大きくなるように変更し、前記車線数が少ない程前記視野角度が小さく
なるように変更することを特徴とする地図表示方法。
【請求項１０】
　マイクロコンピュータにより、道路地図上において、移動体の位置する道路、及び目的
地へ向かう経路に含まれる道路の少なくとも一方の道路上に、基準点を設定し、道路地図
上に設定された基準点に基づいて前記道路地図の表示対象範囲を決定し、この決定した表
示対象範囲に含まれる道路地図について座標変換処理を施こすことで生成される三次元道
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路地図を表示部の画面に表示するように機能させるプログラムであって、
　さらに、前記マイクロコンピュータを、前記三次元道路地図の視野角度の大きさを変更
する手段として機能させ、その際、視野角度の大きさは、前記基準点の設定された道路の
道路幅の広さに応じて、前記道路幅が広い程前記視野角度が大きくなるように変更され、
前記道路幅が狭い程前記視野角度が小さくなるように変更されることを特徴とするプログ
ラム。
【請求項１１】
　マイクロコンピュータにより、道路地図上において、移動体の位置する道路、及び目的
地へ向かう経路に含まれる道路の少なくとも一方の道路上に、基準点を設定し、道路地図
上に設定された基準点に基づいて前記道路地図の表示対象範囲を決定し、この決定した表
示対象範囲に含まれる道路地図について座標変換処理を施こすことで生成される三次元道
路地図を表示部の画面に表示するように機能させるプログラムであって、
　さらに、前記マイクロコンピュータを、前記三次元道路地図の視野角度の大きさを変更
する手段として機能させ、その際、視野角度の大きさは、前記基準点の設定された道路の
車線数に応じて、前記車線数が多い程前記視野角度が大きくなるように変更され、前記車
線数が少ない程前記視野角度が小さくなるように変更されることを特徴とするプログラム
。
【請求項１２】
　マイクロコンピュータにより、道路地図上において、移動体の位置する道路、及び目的
地へ向かう経路に含まれる道路の少なくとも一方の道路上に、基準点を設定し、道路地図
上に設定された基準点に基づいて前記道路地図の表示対象範囲を決定し、この決定した表
示対象範囲に含まれる道路地図について座標変換処理を施こすことで生成される三次元道
路地図を表示部の画面に表示するように機能させるプログラムであって、
　さらに、前記マイクロコンピュータを、前記三次元道路地図の視野角度の大きさを変更
する手段として機能させ、その際、視野角度の大きさは、前記基準点の設定された道路の
道路幅の広さに応じて、前記道路幅が広い程前記視野角度が大きくなるように変更され、
前記道路幅が狭い程前記視野角度が小さくなるように変更されるようにしたプログラムを
内蔵した記憶媒体。
【請求項１３】
　マイクロコンピュータにより、道路地図上において、移動体の位置する道路、及び目的
地へ向かう経路に含まれる道路の少なくとも一方の道路上に、基準点を設定し、道路地図
上に設定された基準点に基づいて前記道路地図の表示対象範囲を決定し、この決定した表
示対象範囲に含まれる道路地図について座標変換処理を施こすことで生成される三次元道
路地図を表示部の画面に表示するように機能させるプログラムであって、
　さらに、前記マイクロコンピュータを、前記三次元道路地図の視野角度の大きさを変更
する手段として機能させ、その際、視野角度の大きさは、前記基準点の設定された道路の
車線数に応じて、前記車線数が多い程前記視野角度が大きくなるように変更され、前記車
線数が少ない程前記視野角度が小さくなるように変更されるようにしたプログラムを内蔵
した記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地図表示装置、地図表示方法、地図表示プログラム、及びそのプログラムを
記録した記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、三次元の地図画像を表示する地図表示装置が提案されている（例えば、特許文献
１参照。）。この特許文献１に開示されている地図表示装置は、自動設定された初期値若
しくはユーザの設定した値に対して、現在の高度と前回算出した高度との差を示す付加高
度を加算した高度を示す最新の視点高度を算出し、この最新の視点高度に対し上記付加高
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度を加算した値を三次元の地図画像を描画するときの視点高度として決定する。そして、
この決定された視点高度の三次元の地図画像を描画する。
【特許文献１】特許第３２５０５５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記従来技術において、三次元の地図画像の表示範囲を広範囲となるように変更するた
めには、例えば、地図画像の縮尺を変更したり、視点高度を高くしたりすることで可能と
なる。しかしながら、この場合、自車両近傍の表示内容についても小さく表示されること
になるため、表示範囲を広範囲に変更しつつ、自車両近傍の表示内容が小さく表示されな
いようにすることができない。
【０００４】
　本発明は、上記の問題を鑑みてなされたもので、表示範囲を広範囲に変更しつつ、自車
両近傍の表示内容の視認性を良好に保つことができる地図表示装置、地図表示方法、地図
表示プログラム、及びそのプログラムを記録した記録媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するためになされた請求項１記載の地図表示装置は、
　道路地図上において、移動体の位置する道路、及び目的地へ向かう経路に含まれる道路
の少なくとも一方の道路上に、基準点を設定する基準点設定手段と、
　道路地図上に設定された基準点に基づいて道路地図の表示対象範囲を決定する表示対象
範囲決定手段と、
　表示対象範囲に含まれる道路地図について座標変換処理を施すことで生成される三次元
道路地図を画面に表示する表示制御手段と、を備えるものにおいて、
　画面に表示される三次元道路地図の視野角度の大きさを変更する視野角度変更手段を備
え、
　この視野角度変更手段は、基準点の設定された道路の道路幅の広さに応じて、道路幅が
広い程前記視野角度が大きくなるように変更し、道路幅が狭い程前記視野角度が小さくな
るように変更することを特徴とする。
【０００６】
　これにより、基準点の設定された道路の道路幅に応じて、三次元道路地図の視野角度を
変更することができるようになるため、基準点付近の表示内容の表示サイズが変更される
ことを抑えつつ、三次元道路地図の表示範囲を変更することが可能となる。
　具体的には、道路幅が広い程視野角度が大きくなるように変更することで、道路のみ表
示され、道路近傍が非表示とならないようにすることができる。一方、道路幅が狭い程視
野角度が小さくなるように変更することで、道路近傍が余分に表示されないようにするこ
とができる。
【０００７】
　請求項２に記載の地図表示装置によれば、視野角度変更手段は、基準点の設定された道
路の車線数に応じて、車線数が多い程前記視野角度が大きくなるように変更し、車線数が
少ない程前記視野角度が小さくなるように変更することを特徴とする。このように、車線
数が多い程視野角度が大きくなるように変更することで、道路のみ表示され、道路近傍が
非表示とならないようにすることができる。一方、車線数が少ない程視野角度が小さくな
るように変更することで、道路近傍が余分に表示されないようにすることができる。
【００１７】
　請求項３に記載の地図表示装置によれば、表示制御手段は、道路地図上に表示すべき文
字表示情報、及び道路地図上の施設の位置を示す目印表示情報の少なくとも１つの表示情
報を画面に表示する場合、座標変換処理によって生成された三次元道路地図に重畳して表
示することを特徴とする。
【００１８】
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　これにより、上記文字表示情報や目印表示情報は、座標変換処理の対象外となるため、
三次元道路地図において、ユーザが視認し易いように表示することが可能となる。
【００１９】
　請求項４に記載の地図表示装置によれば、視野角度変更手段は、画面の縦方向又は／及
び横方向の視野角度の大きさを変更することを特徴とする。これにより、基準点を中心と
して、画面の縦方向や横方向に三次元道路地図の視野角度の大きさを変更することができ
る。
【００２０】
　請求項５に記載の地図表示装置によれば、視野角度変更手段は、画面の縦方向に延びる
基準点を通る基準線を中心として、基準線の左側又は／及び右側に位置する三次元道路地
図の視野角度の大きさを変更することを特徴とする。
【００２１】
　これにより、図２に示すように、基準線（０°）の左側や右側に位置する三次元道路地
図の視野角度の大きさを変更したり、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、基準線（０°）
の左側、又は右側に位置する三次元道路地図の視野角度の大きさのみを変更したりするこ
とができる。
【００２２】
　請求項６に記載の地図表示装置によれば、視野角度変更手段は、画面の縦方向又は／及
び横方向に基準点の設定位置を変更する基準点位置変更手段を備えることを特徴とする。
これにより、例えば、図６（ｃ）に示すように、画面の縦方向に延びる基準点を通る基準
線の位置を画面の横方向に変更することができるようになる。
【００２３】
　請求項７に記載の地図表示装置によれば、表示対象範囲決定手段は、視野角度変更手段
によって変更された視野角度に相当する三次元道路地図が画面に表示されるように、表示
対象範囲を決定することを特徴とする。これにより、表示対象範囲を決定する際、変更す
べき視野角度に基づいて決定することができる。
【００２４】
　請求項８及び９に記載の地図表示方法、請求項１０及び１１に記載のプログラム、及び
請求項１２及び１３に記載の記憶媒体は、請求項１及び２に記載の地図表示装置の作用効
果と同様であるので、その説明を省略する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本実施形態で
は、本発明の地図表示装置をカーナビゲーション装置の一機能として実現した場合の例に
ついて説明するものである。
【００２６】
　なお、本発明は、カーナビゲーション装置の一機能として適用されるほか、例えば、そ
の他の車載端末、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ＰＣ（Personal C
omputer）等に本発明の機能のプログラムをインストールして実行することによっても実
現できるものである。
【００２７】
　図１は、カーナビゲーション装置の全体構成を概略的に示している。図１において、位
置検出部１は、ＧＰＳ（Global Positioning System ）受信機、方位センサ、ジャイロセ
ンサ、車速センサなど（何れも図示せず）から構成され、車両の現在位置情報を算出する
部分である。この位置検出部１は、各センサが性質の異なる誤差を有しているため、各々
補間しながら使用するように構成されているが、現在位置が算出できれば、これらのセン
サを全部備える必要はなく、何れか一つ以上を備えていればよい。
【００２８】
　地図データ格納部２は、位置検出の精度向上のための所謂マップマッチング用データ、
地図データ及び目的データを含む各種データを入力するための装置であり、ＤＶＤプレー
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ヤやＣＤプレーヤ、或いはハードディスク装置などから構成されている。
【００２９】
　スイッチ情報入力部３は、例えばディスプレイ装置の左右や上下に取り付けられたスイ
ッチ類であり、三次元で表示される三次元道路地図の視野角度を変更するための視野角変
更スイッチ（図示せず）を含んだ構成となっている。スイッチ情報入力部３は、この視野
角変更スイッチが操作されることで、その操作に応じた視野角情報を制御部７へ出力する
。これにより、ユーザの所望する任意の視野角度を入力することが可能となる。
【００３０】
　メモリ部４は、ＲＯＭ及びＲＡＭ（何れも図示せず）を含んで構成されたもので、ナビ
ゲーションのプログラムやプログラムのワークメモリや地図データ格納部２から取得した
地図データなどを一時格納する部分である。
【００３１】
　表示部５は、ナビゲーションとして地図や目的地選択画面などを表示するためのもので
、その画面には、位置検出部１から入力された車両の現在位置マーク、地図データ格納部
２からの地図データに基づいて作成された道路地図が表示される。さらに、その道路地図
上には、目的地へ向かう経路を示す案内経路、文字、道路地図上の施設の位置を支援す目
印などの表示情報を重ねて表示するようになっている。音声出力部６は、案内のための音
声や画面操作の説明音声を出力する。
【００３２】
　制御部７は、スイッチ情報入力部３に対する操作に応じて、現在位置から目的地までの
最適な経路を自動的に選択して案内経路を形成して表示する経路案内機能を実行する他、
マップマッチング処理、案内音声の算出、地図の描画などを行うようになっている。この
ように自動的に最適な経路を設定する手法は、ダイクストラ法が知られている。
【００３３】
　この制御部７は、実際にはマイクロコンピュータにより構成されるものであるが、機能
的には、地図データ取得部８、マップマッチング部９、経路計算部１０、経路案内部１１
、描画部１２、画面制御管理部１３から構成されている。
【００３４】
　マップマッチング部９は、位置検出部１で検出した現在位置情報と地図データ格納部２
から読み込んだ地図データの道路形状データなどを使って、現在位置がどの道路上に存在
するかを特定する。また、使用者は、スイッチ情報入力部３を使って所望の地図を表示さ
せる操作などを行い、目的地をセットする。経路計算部１０では、マップマッチング部９
で算出された現在位置の情報や、利用者が指定した出発地と上記目的地までの経路を計算
する。
【００３５】
　経路案内部１１では、上記経路計算の結果と地図データ内に格納されている道路の形状
データや、交差点の位置情報や踏み切りの位置情報などから案内に必要なポイントを算出
したり、どのような案内（右に曲がるのか左に曲がるのかなど）が必要なのかを算出した
りする。
【００３６】
　描画部１２は、現在位置に対応した地図や高速道路の略図、また、交差点付近では交差
点付近の拡大図などを画面制御管理部１３の指示に従い描画して、表示部５の表示画像を
記憶するためのフレームメモリ（例えばＶＲＡＭ）に記憶させる。
【００３７】
　この場合、描画部１２にあっては、位置検出部１からの現在位置情報に基づいて、地図
データ上（道路地図上）に基準点を設定し、この設定した基準点からの視線方位、予め設
定される視点高度及び視野角度の初期値に基づいて地図データの表示対象範囲を決定する
。
【００３８】
　図２は、仮想三次元空間（ＸＹＺ座標系）内における基準点、視点、及び視野角度の設



(7) JP 4783603 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

定例を示す斜視図である。図２に示すように、基準点は、二次元平面（ＸＹ座標系）の道
路地図上に設定され、予め設定された視点と基準点との位置関係から視線方位を示す基準
線が決定される。
【００３９】
　視野角度は、視点から基準点をみたときの視野範囲（すなわち、表示対象範囲）の縦方
向や横方向の広さを規定する。例えば、図２に示すように、表示対象範囲の横方向の視野
角度の大きさを（Ｗ）とした場合、そのときの表示対象範囲の横方向の境界位置ｂｐは、
基準線と直交する線上の視野角度の大きさ（Ｗ）に相当する位置に設定される。なお、視
野角度の大きさ（Ｗ）が変更されると、表示対象範囲の横方向の境界位置ｂｐは、基準線
と直交する線上で移動することになる。
【００４０】
　なお、この基準点は、表示対象範囲の略中心位置に設定されるものであり、地図データ
上（道路地図上）の自車両の位置する道路や、目的地へ向かう経路に含まれる道路の道路
上若しくは道路近傍に設定される。これにより、自車両の位置する道路や目的地へ向かう
経路に含まれる道路の道路上や道路近傍に、視野角度の大きさを変更する際の基準点が設
定されるようになる。
【００４１】
　描画部１２は、この表示対象範囲の決定とともに、三次元道路地図の表示に必要な座標
変換パラメータを算出する動作を行い、さらに、決定した表示対象範囲を含む所定範囲の
地図データを地図データ格納部２から読み込む動作を行う（既表示画面の地図データと重
複する部分は改めて読み込む必要はなく、新たに必要な地図データのみを読み込む）。
【００４２】
　次いで、描画部１２は、上記のように得た地図データを上記座標変換パラメータにより
三次元画像のデータに座標変換し、その座標変換後の地図データを、表示部５に対し、図
４（ａ）に一例を示すような鳥瞰図状態で表示する構成となっている。尚、図４（ａ）は
、初期値として設定された標準の視野角度（Ｗ＝４５度）の三次元道路地図を示しており
、図４（ａ）中において、符号ＰＰを付した図形が自車両の現在位置を示している。
【００４３】
　地図データ取得部８は、上記各処理部で必要となる地図データを地図データ格納部２よ
り取得し、各処理部に提供する。また、上述した各処理は、メモリ部４のＲＯＭに記憶さ
れたプログラムに基づいて、ＲＡＭとのデータ転送を行いながら実行される。
【００４４】
　そして、制御部７においては、経路案内部１１で算出された情報に基づき、車両が進行
し案内すべき位置に到達すると描画部１２に所望の画像を描画したり、音声出力部６から
所定の音声を出力させて、使用者を目的地へ案内したりする。
【００４５】
　このように構成される本実施形態のカーナビゲーション装置は、図４（ａ）に示した三
次元道路地図の視野角度の大きさを上記基準点を基準として変更可能であることを特徴と
している。従来、三次元道路地図の表示範囲を広範囲となるように変更する場合、例えば
、道路地図の縮尺を変更したり、視点高度を高くしたりすることで可能ではあるが、この
場合、自車両近傍の表示内容についても小さく表示されることになってしまう。そのため
、表示範囲を広範囲に変更しつつ、自車両近傍の表示内容が小さく表示されないようにす
ることが望まれていた。
【００４６】
　そこで、本実施形態のカーナビゲーション装置では、図４（ａ）、（ｂ）に示すように
、自車両の現在位置ＰＰの道路や、目的地へ向かう経路に含まれる道路の道路上若しくは
道路近傍に設定される基準点を基準として、画面の横方向の三次元道路地図の視野角度の
大きさを変更可能とする構成を採用した。
【００４７】
　すなわち、図３（ａ）に示すように、画面の縦方向に延びる基準点を通る基準線（０°
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）を中心として、三次元道路地図における画面の左右方向の視野角度の大きさ（Ｗ）を変
更する。この視野角度の変更に伴う処理は、制御部７の描画部１２において実行され、ス
イッチ情報入力部３から出力される視野角情報に応じて、ユーザの所望する視野角度に相
当する三次元道路地図が画面に表示されるように、上述した表示対象範囲を決定する。
【００４８】
　図３（ｂ）に、画面の左右方向の視野角度の大きさ（Ｗ）が（Ｗ＋α）に変更された場
合の表示対象範囲の変化を示す。上述したように、表示対象範囲の横方向の境界位置ｂｐ
は、視野角度の大きさ（Ｗ）が変更されると、基準点を中心に、基準線と直交する線上で
移動するようになる。従って、画面の左右方向の視野角度の大きさ（Ｗ）が（Ｗ＋α）に
変更されると、その視野角度の大きさの変化に伴って、表示対象範囲が横方向に広がるよ
うに変更される。
【００４９】
　また、描画部１２は、基準点の設定された道路の属性（道路種別、道路幅の広さ、車線
数など）に応じた視野角度の三次元道路地図が画面に表示されるように、上述した表示対
象範囲を決定する。
【００５０】
　例えば、道路種別については、道路種別が一般道路に該当する場合には、道路種別が高
速道路に該当する場合の視野角度よりも大きくなるように変更し、道路種別が高速道路に
該当する場合には、道路種別が一般道路に該当する場合の視野角度よりも小さくなるよう
に変更する。
【００５１】
　このように、道路種別が一般道路に該当する場合、道路種別が高速道路に該当する場合
の視野角度よりも大きくなるように変更することで、一般道路近傍を広範囲に表示するこ
とができる。一方、道路種別が高速道路に該当する場合、道路種別が一般道路に該当する
場合の視野角度よりも小さくなるように変更することで、高速道路を走行する際の余分な
情報を非表示とすることができるようになる。
【００５２】
　また、道路幅については、道路幅が広い程視野角度が大きくなるように変更し、道路幅
が狭い程視野角度が小さくなるように変更する。このように、道路幅が広い程視野角度が
大きくなるように変更することで、道路のみ表示され、道路近傍が非表示とならないよう
にすることができる。一方、道路幅が狭い程視野角度が小さくなるように変更することで
、道路近傍が余分に表示されないようにすることができる。
【００５３】
　また、車線数については、車線数が多い程視野角度が大きくなるように変更し、車線数
が少ない程視野角度が小さくなるように変更する。このように、車線数が多い程視野角度
が大きくなるように変更することで、道路のみ表示され、道路近傍が非表示とならないよ
うにすることができる。一方、車線数が少ない程視野角度が小さくなるように変更するこ
とで、道路近傍が余分に表示されないようにすることができる。
【００５４】
　次に、カーナビゲーション装置において実行される三次元道路地図の視野角度変更処理
について、図５に示すフローチャートを用いて説明する。先ず、ステップＳ１０では、基
準点の設定された道路の属性（道路種別、道路幅の広さ、車線数）を地図データ格納部２
から取得する。
【００５５】
　ステップＳ２０では、スイッチ情報入力部３から出力される視野角情報を取得する。ス
テップＳ３０では、変更すべき視野角度に相当する道路地図の表示対象範囲を決定する。
この変更すべき視野角度は、本実施形態では、ステップＳ１０において取得した道路の属
性よりも、ステップＳ２０において取得したユーザ操作による視野角情報を優先して決定
する。しかしながら、この優先度の設定は、これに限られるものではない。また、ステッ
プＳ１０において取得した道路属性のうち、何れを優先して変更すべき視野角度を決定す
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るかについても、予め優先度を設定してもよいし、さらい、その設定をユーザが任意に変
更できるようにしてもよい。
【００５６】
　ステップＳ４０では、ステップＳ３０にて決定した表示対象範囲を含む地図データを地
図データ格納部２から読み込み、この読み込んだ地図データを三次元画像のデータに座標
変換する。
【００５７】
　ステップＳ５０では、座標変換によって得られた三次元道路地図に対して、この道路地
図上に表示すべき文字表示情報、道路地図上の施設の位置を示す目印表示情報、及び、案
内経路が設定されている場合には案内経路を示す案内経路表示情報を重畳する。これによ
り、上記文字表示情報や目印表示情報等は、座標変換処理の対象外となるため、三次元道
路地図において、ユーザが視認し易いように表示することが可能となる。ステップＳ６０
では、各種表示情報の重畳された三次元道路地図を画面に表示する。
【００５８】
　これにより、三次元道路地図における基準点を基準として三次元道路地図の視野角度を
変更することができるようになるため、基準点付近の表示内容の表示サイズが変更される
ことを抑えつつ、三次元道路地図の表示範囲を変更することが可能となる。
【００５９】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に何
ら制限されることなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々変形して実施する
ことができる。
【００６０】
　例えば、本実施形態では、図３（ａ）に示したように、画面の縦方向に延びる基準点を
通る基準線（０°）を中心として、三次元道路地図における画面の左右方向の視野角度の
大きさ（Ｗ）を変更するものであるが、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、基準線（０°
）の左側、又は右側に位置する三次元道路地図の視野角度の大きさのみを変更するように
してもよい。
【００６１】
　また、画面の縦方向や横方向に基準点の設定位置を変更することができるようにしても
よい。これにより、例えば、図６（ｃ）に示すように、画面の縦方向に延びる基準点を通
る基準線の位置を画面の横方向に変更することができるようになり、画面の右側を中心と
して、三次元道路地図の視野角度を変更することが可能となる。
【００６２】
　また、本実施形態では、画面の横方向の視野角度の大きさを変更するものであるが、画
面の横方向とともに画面の縦方向の視野角度の大きさを変更することができるものであっ
てもよい。これにより、図７に示すように、基準点を中心として、画面の縦方向や横方向
に三次元道路地図の視野角度の大きさを変更することができる。
【００６３】
　このほか、本実施形態では、基準点の設定された道路の属性に応じて視野角度の大きさ
（Ｗ）を変更するものであるが、道路に敷設されたビーコンや各地のＦＭ放送局を介して
ＶＩＣＳセンタから配信されるＶＩＣＳ情報（渋滞情報、事故・工事情報）を受信するＶ
ＩＣＳ受信機や、携帯電話、無線ＬＡＮ（Local Area Network）、各種放送電波を受信す
る受信機など、移動体の外部との通信を行う通信手段を備える場合には、その通信手段を
介して取得した外部情報に応じて三次元道路地図の視野角度を変更するようにしてもよい
。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】カーナビゲーション装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】仮想三次元空間（ＸＹＺ座標系）内における基準点、視点、及び視野角度の大き
さ（Ｗ）を示す斜視図である。
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【図３】（ａ）は、基準線（０°）を中心として、三次元道路地図における画面の左右方
向の視野角度の大きさ（Ｗ）を変更する際のイメージ図であり、（ｂ）は、画面の左右方
向の視野角度の大きさ（Ｗ）が（Ｗ＋α）に変更された場合の表示対象範囲の変化を示し
た図である。
【図４】（ａ）は、標準の視野角度（Ｗ＝４５°）の三次元道路地図を示した図であり、
（ｂ）は、広角の視野角度（Ｗ＝９０°）の三次元道路地図を示した図である。
【図５】視野角度変更処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】（ａ）、（ｂ）は、基準線（０°）の左側、又は右側に位置する三次元道路地図
の視野角度の大きさのみを変更する際のイメージ図であり、（ｃ）は、基準線（０°）の
設定位置を変更した場合のイメージ図である。
【図７】基準点を中心として、画面の縦方向や横方向に三次元道路地図の視野角度の大き
さを変更する際のイメージ図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１　位置検出部
　２　地図データ格納部
　３　スイッチ情報入力部
　４　メモリ部
　５　表示部
　６　音声出力部
　７　制御部
　８　地図データ取得部
　９　マップマッチング部
　１０　経路計算部
　１１　経路案内部
　１２　描画部
　１３　画面制御管理部
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｂ　　２９／００　　　　－　　２９／１０　　　　
              Ｇ０１Ｃ　　２１／００　　　　
              Ｇ０１Ｃ　　２１／２６　　　　－　　２１／３６　　　　
              Ｇ０６Ｔ　　１７／０５　　　　
              Ｇ０８Ｇ　　　１／０９６９　　
              Ｇ０８Ｇ　　　１／１３７　　　
              Ｇ０９Ｇ　　　５／３６　　　　
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