
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信網を介してアクセスするユーザに対して、エリア内における所定のルートを提供す
るナビゲーション装置であって、
　前記エリアの地図の地図情報が記憶された地図情報記憶部と、
　前記エリア内を予め撮影した画像の画像情報、この画像情報が撮影された位置の位置情
報、前記画像が撮影された方角の方向情報が記憶されたナビゲーション情報記憶部と、
　このナビゲーション情報記憶部から各情報を取り出し、前記通信網を介して前記ユーザ
の端末に情報を提供する主制御部と、
　前記画像の撮影された位置及び方角を前記地図上であらわすための現在位置アイコンを
記憶するアイコン情報記憶部とを備え、
　
　前記主制御部は、
前記ルートを前記地図と合成して前記ユーザの端末に表示させ、
前記アイコン情報記憶部から現在位置アイコンを取得し、
表示させた前記地図上にこの現在位置アイコンを前記所定のルートに沿って軌跡を移動さ
せるとともに

表示させることを特徴とするナビゲーション装置。
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前記画像情報は、動画像とパノラマ画像とから構成され、

、前記地図における前記ルートの分岐点と分岐点との間においては現在位置
アイコンの示す位置情報及び方向情報に対応した前記動画像を表示させ、前記地図におけ
る前記ルートの分岐点においてはこの分岐点における動画像に対応する方向情報に基づい
て切り出した前記パノラマ画像を



【請求項２】
　

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】
　

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】
　

ナビゲーション装置。
【請求項５】
　

請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
　

いずれかに記載のナビゲーション装置。
【請求項７】
　

ナビゲーション装置。
【請求項８】
　前記施設情報は、施設に固有の情報であって、画像情報、音声情報、文字情報の少なく
とも１つの情報より構成される内容情報を有することを特徴とする請求項 記載のナビゲ
ーション装置。
【請求項９】
　前記分岐点は、前記エリア内における道路の交差点、施設内の通路の交差点、及び施設
内外への出入り口のすくなくともいずれかから構成されていることを特徴とする請求項８
記載のナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、限定されたエリアをナビゲーションするナビゲーション装置に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
従来のナビゲーション装置は、例えば、特開平１１－２９６０７４号公報に記載されてい
る。
【０００３】
このナビゲーション装置は、データベースから検索された所望の地域の地図データによる
地図画像上において、指定された出発地点と目的地点とを結ぶ最短のルートを表示するル
ート情報提供システムの提案である。このルート情報提供システムは、あらかじめルート
計算データベースにルート情報を蓄積しておいて、地図画像上において出発地点Ｓおよび
目的地点Ｇが指定されると、ルート計算データベースから検索されたルート情報に基づい
てルート計算を行って、出発地点Ｓと目的地点Ｇとを結ぶ主要道路を優先した最短のルー
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前記所定のルートは、予め登録され、決められたテーマに添ってエリア内を通過するル
ートであることを

前記所定のルートは、前記地図における前記ルートの分岐点毎に前記ユーザが決定する
ルートであることを

前記画像情報は、前記エリアを示す実空間または仮想立体空間を予め撮影したものであ
ることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の

前記所定のルートの出発地において、この出発地の位置情報に対応するパノラマ画像を
表示させ、このパノラマ画像の切り出し方向を変化させることによりパン動作の画像表示
を行うことを特徴とする

前記エリア内に存在する施設に関する施設情報が記憶された施設情報記憶部を備え、
　前記主制御部は、前記ユーザの端末に対して前記施設の前記画像情報を表示するととも
にユーザが前記施設情報を選択可能なアイコンを表示し、
前記ユーザによってこのアイコンが選択されたことを検知すると、選択されたアイコンに
対応する施設情報を前記施設情報記憶部から取り出し、
取り出された前記施設情報を前記ユーザの端末に表示することを特徴とする請求項１乃至
請求項３

前記施設情報を選択可能なアイコンとして、画像表示領域に表示された施設に対して付
される画像用施設アイコンと、この画像用施設アイコンが表示された施設に対応して画像
表示領域外に表示されるバナー用施設アイコンとを有することを特徴とする請求項６記載
の

６



トを、その総距離を示す文字データなどとともに、色塗り（道塗り）等の手法によって表
示して、人をナビゲーションするものである。
【０００４】
また、従来のナビゲーション装置は、例えば、特開２００１－９１２９２号公報に記載さ
れている。このナビゲーション装置は、地図表示手段によって表示された地図画像上に、
地点指定手段によって任意に指定された第１地点と第２地点すなわち出発地点と目的地点
とを結ぶルートのうち、条件設定手段によって設定された条件に基づいてルート設定手段
が設定を行ったルートが、ルート表示手段によって表示される。
【０００５】
例えば、条件設定手段がユーザの性別および年齢 ,性格 ,趣味 ,嗜好を含むユーザ情報に基
づいてルート設定条件を設定する場合には、ルート設定手段がユーザの趣味等に合致した
店舗の前を通過するようにルートの設定を行うものである。
【０００６】
そして、ユーザは、ルート設定条件に対応して設定されたルートを、端末機などのディス
プレイに表示されている地図画像上に表示させることによって、その表示されたルートを
見ながらナビゲーションを受けることが出来る。
【０００７】
その為、その都度、ユーザの要望に応じたルートを設定してナビゲーションすることが出
来るとともに、例えば、ルート設定条件として特定の施設などが設定される場合に、その
施設を広告提供者の施設に特定することによって、広告媒体としても利用が可能になる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のナビゲーション装置は、２次元の地図上に最短のルートやユーザの
要望に応じたルートを表示しているために、実際に街の中を歩く際に見える風景を想像す
ることができなかった。その為、ユーザが２次元の地図上のルートを確認した後に街中を
歩いたとしても、ユーザは実際に見える風景に惑わされてしまい、ルートを的確に把握す
ることができず、ナビゲーションとして十分機能を果たしていなかった。
【０００９】
また、ユーザの要望する条件に基づくお店を２次元の地図上にアイコンとして表示してい
るだけなので、お店の外見を把握することができず、実際に街の中を歩いても見逃してし
まうことがあった。その為、地図上のアイコンをクリックするとお店の写真を表示するこ
とが行われている。しかしながら、ユーザがお店の写真を見た上で実際に街の中を歩いた
としても、実際のお店は周囲の風景と一体化しているために、ユーザは周囲の風景に惑わ
されてお店を見逃してしまうことがあり、広告媒体として十分に機能していなかった。
【００１０】
また、大型のショッピングモールのような多くのテナントが入っているビルの場合、ビル
内の店舗までナビゲーションすることができず、また、ビルのみが地図上に表示されるの
でビル内にテナントとして入っている店舗の広告媒体としては利用できなかった。
【００１１】
この発明は、上述のような問題点を解決するためになされたもので、ユーザにとってルー
トの把握がしやすいナビゲーション装置を提供することを目的とする。
【００１２】
また、１つのビルに複数のテナントとして入っている店舗に対しても、ナビゲーションを
行うことができるナビゲーション装置を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　この発明のナビゲーション装置は、通信網を介してアクセスするユーザに対して、エリ
ア内における所定のルートを提供するナビゲーション装置であって、前記エリアの地図の
地図情報が記憶された地図情報記憶部と、前記エリア内を予め撮影した画像の画像情報、
この画像情報が撮影された位置の位置情報、前記画像が撮影された方角の方向情報が記憶
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されたナビゲーション情報記憶部と、このナビゲーション情報記憶部から各情報を取り出
し、前記通信網を介して前記ユーザの端末に情報を提供する主制御部と、前記画像の撮影
された位置及び方角を前記地図上であらわすための現在位置アイコンを記憶するアイコン
情報記憶部とを備え、 前記主制
御部は、前記ルートを前記地図と合成して前記ユーザの端末に表示させ、前記アイコン情
報記憶部から現在位置アイコンを取得し、表示させた前記地図上にこの現在位置アイコン
を前記所定のルートに沿って軌跡を移動させるとともに

表示させるも
のである。
【００１４】
　また、

【００１５】
　また、

【００１６】
　また、

【００１７】
　また、

ものである。
【００１８】
　また、

【００１９】
　また、

【００２０】
また、前記施設情報が、施設に固有の情報であって、画像情報、音声情報、文字情報の少
なくとも１つの情報より構成されているものである。
【００２１】
また、前記分岐点が、前記エリア内における道路の交差点、施設内の通路の交差点、及び
施設内外への出入り口のすくなくともいずれかから構成される内容情報を有するものであ
る。
【００２２】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１はこの発明の実施の形態１に示すナビゲーション装置の構成を示すブロック図である
。図において、１は通信網としてのインターネット２に接続され、ユーザからの要望によ
り地図情報やナビゲーション情報を提供するナビゲーション情報サーバ、３は公共の場所
に設置されてインターネット２に接続され、このインターネット２を介してナビゲーショ
ン情報サーバ１から地図情報やナビゲーション情報を取得する公共用端末、４は個人のユ
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前記画像情報は、動画像とパノラマ画像とから構成され、

、前記地図における前記ルートの
分岐点と分岐点との間においては現在位置アイコンの示す位置情報及び方向情報に対応し
た前記動画像を表示させ、前記地図における前記ルートの分岐点においてはこの分岐点に
おける動画像に対応する方向情報に基づいて切り出した前記パノラマ画像を

前記所定のルートが、予め登録され、決められたテーマに添ってエリア内を通過
するルートであるものである。

前記所定のルートが、前記地図における前記ルートの分岐点毎に前記ユーザが決
定するルートであるものである。

前記画像情報が、前記エリアを示す実空間または仮想立体空間を予め撮影したも
のであるものである。

前記所定のルートの出発地において、この出発地の位置情報に対応するパノラマ
画像を表示させ、このパノラマ画像の切り出し方向を変化させることによりパン動作の画
像表示を行う

前記エリア内に存在する施設に関する施設情報が記憶された施設情報記憶部を備
え、前記主制御部は、前記ユーザの端末に対して前記施設の前記画像情報を表示するとと
もにユーザが前記施設情報を選択可能なアイコンを表示し、前記ユーザによってこのアイ
コンが選択されたことを検知すると、選択されたアイコンに対応する施設情報を前記施設
情報記憶部から取り出し、取り出された前記施設情報を前記ユーザの端末に表示するもの
である。

施設情報を選択可能なアイコンとして、画像表示領域に表示された施設に対して
付される画像用施設アイコンと、この画像用施設アイコンが表示された施設に対応して画
像表示領域外に表示されるバナー用施設アイコンとを有するものである。



ーザによってインターネット２に接続され、このインターネット２を介してナビゲーショ
ン情報サーバ１から地図情報やナビゲーション情報を取得する個人端末である。尚、公共
用端末３や個人端末４にはブラウザを表示するための表示部（図示せず）を有している。
尚、通信網とは、有線のみを指しているのではなく、無線や、有線と無線を組み合わせた
場合も指している。
【００２３】
また、図２（ａ）はこの実施の形態１におけるナビゲーション情報サーバ１の構成を示す
ブロック図である。この図において、５はインターネット２に対してデータの入出力を制
御する入出力制御部、６は接続されている各部の制御や、各部とのデータの転送、後述す
る主記憶部７に記憶されているプログラムを読み出して実行を行う主制御部、７は主制御
部６に接続されナビゲーション動作に必要な動作プログラムが記憶されている主記憶部、
８はナビゲーションを行うエリア（ナビゲーションエリア）の地図の画像データを位置情
報（経度、緯度）に対応させた地図情報が記憶されている地図情報記憶部、９は地図情報
とともに表示される各種アイコンの画像情報としてのアイコン情報が記憶されているアイ
コン情報記憶部であり、後述される各種のアイコンはこのアイコン情報記憶部９に記憶さ
れている。
【００２４】
１０はナビゲーションエリア内の道路や建物を予め撮影された各種の画像としてのナビゲ
ーション情報が記憶されているナビゲーション情報記憶部、１１はナビゲーション動作に
おいて地図情報とともに表示される施設に関する施設情報が記憶されている施設情報記憶
部である。この施設情報記憶部１１には、更に記憶されている施設名の一覧が施設名テー
ブルとして記憶されている。尚、施設情報とは、地図上における施設の位置を示す位置情
報、この位置情報に基づいて地図上に表示され施設の位置を示す施設アイコン、この施設
の内容に関する内容情報を意味する。尚、施設とは、お店、映画館、ホテル等の商業を行
っている店舗が主であるが、美術館や博物館のような公共的な施設、役所、郵便局や警察
署のような公共施設、駅の入り口やバス停などの交通機関、企業の事業所等も含まれる。
また、施設アイコンはジャンル毎に視覚的な違いをつけている。尚、施設名テーブルには
、施設名に、更にこの施設名の分類されるジャンルが対応付けられている。
【００２５】
また、図２（ｂ）はこの実施の形態１におけるナビゲーション情報記憶部１０の構成を示
すブロック図である。この図において、１２はナビゲーション情報のうち道路に関する情
報を記憶している道路用ナビゲーション情報記憶部であり、動画像を記憶している動画像
記憶部１２ａ、パノラマ画像を記憶しているパノラマ画像記憶部１２ｂ、静止画像を記憶
している静止画像記憶部１２ｃ、固定カメラ（図示せず）が接続され、この固定カメラで
随時映像を撮影されたリアルタイム画像を取り込み記憶しているリアルタイム画像記憶部
１２ｄから構成されている。
【００２６】
ここで、先に述べた動画像、パノラマ画像、静止画像、リアルタイム画像について説明す
る。
【００２７】
まず、動画像とは、ナビゲーションエリア内の道路や店舗内の通路における実空間を、起
点となる分岐点から終点となる分岐点までの間の道路や通路に沿って実際にビデオカメラ
等の撮影装置によって移動しながら撮影された画像情報のことである。動画像の作成の仕
方としては、先の出願（特開２００１－２９０８２０号）に記載されている通りである。
即ち、撮影の際には、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）
用人工衛星から送られる情報を受信するＧＰＳ受信機、及び、地球の地磁気を判断して方
位を検知する地磁気方位センサを用いて、撮影手段で撮影された画像情報にＧＰＳ受信機
で取得された位置情報（経度、緯度）と撮影された方向情報（方角）が一定の時間間隔、
例えば１秒ずつの間で対応付けられている。即ち、動画像記憶部１２ａには動画像と位置
情報と方向情報が対応つけて記録されている。
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尚、上述の方向情報は、地磁気方位センサを用いずに、ＧＰＳ受信機で得られた過去数秒
間の緯度・経度の差分をとることでも取得できる。
尚、前述した実空間を撮影して作成した画像を仮想立体空間に配置し、その一部を切出し
て画像として表示した画像としても構わない。
尚、分岐点とは、ナビゲーションエリア内における道路の交差点が主であるが、後述する
ように、施設内の通路の交差点や施設内外への出入り口等も含まれる。
【００２８】
他の撮影方法としては、撮影装置の移動速度を一定にしておき、また、カメラに備えられ
ているテープカウンタやタイマカウンタを利用して、撮影者が自分で撮影地点とそのカウ
ント値とを対応付けて記憶しておき、再生時に移動速度と最盛時間から移動距離を求め、
記憶した記録データとを参考にして、動画像と位置情報と方向情報が対応つけて記録して
も良い。また、動画像と位置情報と方向情報が対応つけて記録されていれば、上述の方法
に限定されるものではない。
【００２９】
また、動画像とは、ユーザが動画として認識できれば、動画でなくても良い。即ち、静止
画を複数枚集めて、アニメーションのようにして、疑似的な動画像としても良い。
【００３０】
また、図３は動画像の他の一例を説明する図であり、図３に示すように、所定の間隔で撮
影された静止画を拡大させることにより擬似的に動画としても良い。以下に、その説明を
する。図３に示すように、所定の間隔で静止画α、β、γを道なりに沿って撮影しておく
。次に、表示するときに、まず、静止画αを表示する。次に、静止画αを領域αまで拡大
しながら表示する。ここで、領域αは静止画βと同じ範囲が撮影されているとする。画面
に領域αが表示されると、次に、静止画βに切り替える。領域αと静止画βは同じ範囲が
撮影されているので、切り替えても違和感が無い。同様にして、静止画γと同じ範囲が撮
影されている領域βが表示されるまで静止画βを拡大して、静止画γに切り替える。この
動作を繰り返すことにより、所定の間隔で撮影した静止画を動画のように表示することが
できる。このようにすることで、動画像に使用する記憶容量を抑えることができる。
【００３１】
次に、パノラマ画像とは、実空間を撮影して作成した画像、ないし、実空間を撮影して作
成した画像を仮想立体空間に配置し、その一部を切出して画像として表示した画像で、且
つ通常よりも水平方向に長い画像のことである。例えば、垂直な軸を中心に水平に３６０
度連続して撮影された一枚の横長の画像であり、図４はその概念を示した図であり、図に
おいて１３はパノラマ画像である。この画像は、全方位型のカメラで撮影して画像処理す
ることにより作成したり、カメラを垂直方向の回転軸を中心に一回転パン動作させて撮影
することにより作成したりする。もちろん、複数枚の写真を合成して作成しても構わない
。また、３６０度全ての方角を撮影しなくても必要に応じて、角度を変更してもよい。即
ち、パノラマ画像１３とは、作成された結果が繋ぎめが無く水平方向に長い画像であって
、ユーザの視点の向きに対応してシームレスに見える画像であればよい。尚、パノラマ画
像１３の長手方向が水平方向に対応している。
また、パノラマ画像記憶部１２ｂにはパノラマ画像１３とその時撮影された垂直な軸の位
置情報が対応つけて記録されている。
【００３２】
後述するが、このパノラマ画像は、主にナビゲーションエリア内の道路や施設内の通路の
分岐点で使用されるが、ユーザに対して進行方向を選択させる地点、ユーザに対してゆっ
くりと周囲を見渡してもらいたい地点、例えば、施設前や出発地等でも構わない。
【００３３】
次に、静止画像とはナビゲーション動作には直接関係せず、ユーザに対してピンポイント
に提供したい画像のことである。例えば、ナビゲーション動作が終了して目的の店舗に到
着した際に、その店舗の正面入り口の画像やお勧め商品の画像としての情報を画像として
提供する場合などである。
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【００３４】
次に、リアルタイム画像とは、ライブ放送や、店舗の前に固定された固定カメラ（図示せ
ず）で随時撮影され、リアルタイムで通信される画像のことである。尚、後述する動作の
説明において、リアルタイム画像は、パノラマ画像や静止画像に置き換えることができる
。
【００３５】
次に、動作の一例について説明する。
図５はナビゲーション情報サーバ１の動作を示すフローチャートであり、更に、図６は出
発地入力時の動作を示すフローチャート、図７は目的地入力時の動作を示すフローチャー
ト、図８は最適ルート検索時の動作を示すフローチャート、図９はナビゲーション動作時
の動作を示すフローチャートである。
【００３６】
また、図１０はナビゲーション開始時のユーザ端末の表示部における画面を示す図、図１
１は出発地入力時のユーザ端末の表示部における画面を示す図、図１２は目的地入力の仕
方をユーザに選択させる時のユーザ端末の表示部における画面を示す図、図１３は５０音
に基づき目的地入力時のユーザ端末の表示部における画面を示す図、図１４はジャンルに
基づき目的地入力時のユーザ端末の表示部における画面を示す図、図１５はナビゲーショ
ン開始時のユーザ端末の表示部における画面を示す図、図１６は動画像によるナビゲーシ
ョン動作時のユーザ端末の表示部における画面を示す図、図１７はパノラマ画像によるナ
ビゲーション動作時のユーザ端末の表示部における画面を示す図、図１８は目的地でのナ
ビゲーション動作時のユーザ端末の表示部における画面を示す図、図１９はパノラマ画像
による目的地の施設内の情報提供時のユーザ端末の表示部における画面を示す図、図２０
は静止画像による目的地の施設内の情報提供時のユーザ端末の表示部における画面を示す
図、図２１はパノラマ画像から画像の切り出しについての説明図である。
【００３７】
各図において、１４はナビゲーション動作の開始を意味する開始アイコン、１５はユーザ
に対して出発地の入力を促す出発地入力画面、１６はナビゲーションエリアの全体地図、
１７は出発地として選択可能な出発地アイコン、１８はユーザに対して出発地の入力を促
す目的地入力画面、１９は目的地の入力方法をユーザに選択させるための目的地入力アイ
コン、２０はユーザによって施設名が入力される入力欄、２１は入力欄２０への入力を補
助をする文字アイコン、２２は目的地として選択可能な施設アイコン、２３は施設アイコ
ン２２のジャンルをユーザに認識させるための凡例、２４はナビゲーション動作時の動画
像の表示をしているナビゲーション動作画面、２５はユーザの表示部おいて地図を表示す
る地図表示領域、２６はユーザの表示部おいて画像を表示する画像表示領域、２７は画像
表示領域２６に表示されている画像の撮影地点を示す点２７ａと撮影方向を示す矢印２７
ｂから構成され、地図表示領域２５に表示されている地図上に表示される現在位置アイコ
ン、２８は出発地と目的地とから検索されて地図上に表示される最適ルート、２９はナビ
ゲーション動作時のパノラマ画像の表示をしているナビゲーション動作画面、３０はナビ
ゲーション動作時のパ目的地の表示をしているナビゲーション動作画面（目的地）、３１
は内容情報を表示させるための内容情報アイコン、３２はパノラマ画像のうち画像表示領
域２６で表示される範囲を示す表示枠である。
【００３８】
尚、公共用端末３や個人端末４（以下、「ユーザ端末」と称す）からインターネット２を
介してナビゲーション情報サーバ１に接続されて、双方で通信が行われる状態にあるとし
ている。
【００３９】
（１）開始：
まず、ナビゲーション情報サーバ１の主制御部６は、ユーザ端末からアクセスされると、
ユーザ端末の表示部に対して図１０に示すようにメイン画面を表示させる。メイン画面に
はナビゲーション動作の開始を意味する開始アイコン１４を表示させておき、ユーザ端末
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を使用しているユーザに対してナビゲーション動作の開始を促す。
【００４０】
ここで、ユーザは、ポインタをマウスで操作して開始アイコン１４の位置にあわせた後、
クリック操作を行うことによりナビゲーション動作の開始を選択する。このようなユーザ
による画面上のアイコンを選択する仕方は、以後、ユーザによって画面上のアイコンを選
択する場合も適用される。尚、上述のマウスはポインティングデバイスの一例としてあげ
たにすぎず、タッチパネルのような、他のポインティングデバイスでも構わない。
次に、主制御部６はユーザによって開始アイコン１４が選択されたことを検知する。
【００４１】
（２）出発地入力（Ｓ１）：
主制御部６は、開始アイコン１４の検知後、ユーザ端末の表示部に対して出発地入力画面
１５を表示させる。出発地入力画面１５には、ナビゲーションエリアの全体地図１６を表
示し、更に、この地図上に出発地として選択可能な地点の候補が出発地アイコン１７とし
て表示されており、この画面によりユーザに対していずれかの出発地を選択するように促
される（Ｓ１１）。出発地としては、例えば、「心斎橋７番出口付近」、「三角公園付近
」、「四ツ橋５番出口付近」と表示させる。この出発地は公共端末が設置されてある地点
や、ナビゲーションエリア内外への人の出入りが多い地点（駅、バス停、駐車場等）が適
している。ここで、ユーザは、所望の出発地を選択する。
【００４２】
次に、主制御部６はユーザによって所望の出発地アイコン１７が選択されたことを検知す
る（Ｓ１２）。
【００４３】
（３）目的地入力（Ｓ２）：
主制御部６は、出発地アイコン１７の検知後、ユーザ端末の表示部に対して目的地入力画
面１８を表示させる。目的地入力画面１８には、目的地として選択可能な地点の候補を施
設アイコン２２として表示されており、この画面によりユーザに対していずれかの目的地
を選択するように促される（Ｓ２０１）。ここでは、よりユーザに対して、選択を容易に
するために「５０音で施設を探す」、「ジャンルで施設を探す」の目的地入力アイコン１
９を表示させる。ここで、ユーザは、所望の目的地を選択する。
【００４４】
次に、主制御部６はユーザによって所望の施設アイコン２２が選択されたことを検知する
と（Ｓ２０２）、選択された施設アイコン２２に対応する検索画面をユーザ端末の表示部
に対して目的地入力画面１８を表示させる。
【００４５】
もし、「５０音で施設を探す」のアイコンが選択されると（Ｓ２０３）、施設名を入力さ
せる入力欄２０と、入力欄２０への文字の入力を補助する文字アイコン２１を表示させる
（Ｓ２０４）。ユーザは入力画面に従って入力欄２０に施設名を入力するが、ユーザ端末
に付随するキーボード（図示せず）によって入力欄２０に直接入力しても構わないし、文
字アイコン２１をポインタで選択して１文字ずつ入力しても構わない。ユーザは入力欄２
０に施設名を入力し終わると、入力の終了と入力の決定を意味する「決定」のアイコンを
選択する。
【００４６】
次に、主制御部６は入力された施設名を検知すると（Ｓ２０５）、施設情報記憶部１１内
の施設名テーブルを参照して、検知された施設名が施設情報記憶部１１内に記憶されてい
るか確認する（Ｓ２０６）。もし、入力された施設名が施設名テーブル内になければ、そ
の旨をユーザ端末の画面に表示し、再度、入力画面を表示させユーザに対して施設名を入
力するように促し、あれば目的地を決定する（Ｓ２０７）。
【００４７】
一方、「ジャンルで施設を探す」のアイコンが選択されると（Ｓ２０３）、主制御部６は
地図情報記憶部８からナビゲーションエリアの地図情報を呼び出すとともに呼び出した地
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図の範囲内の位置にある施設情報を呼び出し、地図情報の位置情報に施設情報の位置情報
を対比させて地図情報の画像データに施設アイコン２２を合成して、合成した地図情報の
画像データをユーザ端末の表示部に表示させる（Ｓ２０８）。また、ユーザに対して表示
部に表示された種々の施設アイコン２２が意味するジャンルが分かるように、施設アイコ
ン２２の凡例２３についても同時に表示させる（Ｓ２０８）。
【００４８】
ここで、ユーザは地図上の施設アイコン２２の凡例２３の中から目的地として所望する施
設アイコン２２をポインタで選択する。一方、主制御部６は選択された施設名を検知する
と（Ｓ２０９）、施設の施設情報の位置情報と施設名を目的地の位置情報と目的地名とし
て記憶する。一方、主制御部６は選択された施設名を検知すると、目的地を決定し（Ｓ２
０７）、施設の施設情報の位置情報と施設名を目的地の位置情報と目的地名として記憶す
る。
【００４９】
尚、例えば施設アイコン２２が多い場合には、施設アイコン２２を地図上に表示させる前
に、ユーザにジャンルを選択させても構わない。即ち、まず、地図と凡例２３とを表示さ
せ、ユーザに地図上の施設アイコン２２の凡例２３の中から目的地として所望するジャン
ルをポインタで選択させる。次に、主制御部６は、選択されたジャンルを検知した後に、
検知したジャンルに該当する施設名を施設名テーブルから取り出し、更に、取り出された
施設名に対応する施設情報内の位置情報と施設アイコン２２とを取り出す。次に、取り出
された施設アイコン２２を対応する位置情報に基づき地図情報の画像データに施設アイコ
ン２２を合成して、合成した地図情報の画像データをユーザ端末の表示部に表示させる。
【００５０】
このようにすることにより、施設アイコン２２の表示させる個数を削減でき、ユーザにと
って施設アイコン２２が見やすく、且つ選択しやすくなる。
【００５１】
（４）最適ルート検索（Ｓ３）：
主制御部６は、ユーザによって選択、あるいは入力された出発地と目的地とを、画面上に
表示して、ユーザに対して確認を促す（Ｓ３０１）。ユーザは間違えが無ければ、「ＯＫ
」のアイコンを選択する。
【００５２】
次に、主制御部６は、ユーザによって「ＯＫ」のアイコンが押されたことを検知すると、
出発地と目的地に基づき最適ルート２８を検索する（Ｓ３０２）。検索が終了すると、検
索された最適ルート２８を画像データに変換し、この最適ルート２８の画像データを地図
情報の画像データに合成させる（Ｓ３０３）。
【００５３】
尚、最適ルート２８とは、通常は最短ルートのことを指すが、これに限定されるものでは
ない。例えば、ナビゲーションを対象としているユーザは徒歩を前提としているので、最
短ルートでは車の交通量が多い道を通ることになる場合は、その道を避けて、多少遠回り
になっても、車の交通量が少ない歩行者にとって歩きやすい道を選択しても構わない。ま
た、他の一例として、ユーザの趣向に基づき、趣向にそった施設の前を通るように道を選
択しても構わない。
【００５４】
（５）ナビゲーション動作（Ｓ４）：
主制御部６は、ユーザ端末に開始アイコン１４を表示させて、ユーザ端末を使用している
ユーザに対してナビゲーション動作の開始を促し、ユーザによって開始アイコン１４が選
択されたことを検知すると、ナビゲーション画面を表示させる。ナビゲーション画面は、
ナビゲーションエリアの地図を表示する地図表示領域２５とナビゲーション動作の際に画
像が表示される画像表示領域２６から構成されている。また、地図上には画像表示領域２
６に表示されている画像を撮影された場所（位置情報）と撮影された方角（方向情報）が
現在位置アイコン２７として表示されている。例えば、現在位置アイコン２７として、位
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置情報を点２７ａで表し、この点２７ａを始点とする矢印２７ｂで方向情報を表す。この
現在位置アイコン２７は常に画像表示領域２６に表示されている画像と対応しており、こ
の画像が変更されると現在位置アイコン２７も変更される。即ち、表示されている画像の
撮影位置の軌跡が現在位置アイコン２７で表示されることになる。
【００５５】
（５－１）出発地周辺：
まず、上述したように、出発地は駅となるころが多く、駅周辺はバスターミナルやロータ
リ等があるため、複雑であることが多く、ユーザが迷いやすい場所である。その為、ユー
ザのうち、特に、ナビゲーションエリアに詳しくない人、はじめて訪れる人にとっては、
十分に出発地周辺の雰囲気を把握させる必要がある。
【００５６】
主制御部６は、出発地に対するパノラマ画像をパノラマ画像記憶部１２ｂと、このパノラ
マ画像に対応する位置情報を取り出す（Ｓ４０１）。また、主制御部６は、アイコン情報
記憶部９から現在位置アイコン２７を取り出す。
【００５７】
次に、主制御部６は、取り出したパノラマ画像をユーザ端末の表示部に表示させる（Ｓ４
０２）。このとき、まずパノラマ画像のうち表示枠３２に該当する箇所の画像（Ａ画像）
のみ切り出してＡ画像をユーザ端末の表示部に表示させる。その後、表示枠３２を左方向
（あるいは、右方向）に若干移動させて、移動後の表示枠３２内に該当する画像（Ｂ画像
）を切り出して、ユーザ端末の表示部に表示されているＡ画像の代わりにＢ画像を表示さ
せる。この動作を繰り返しを行うことにより、ユーザ端末の表示部にはカメラの水平方向
のパン動作に該当する画像が見かけの動画像として表示されることになる。
【００５８】
この時、同時に、主制御部６は、取り出した位置情報に基づき、地図上に現在位置アイコ
ンの点２７ａを表示させる。更に、パノラマ画像のうち、表示部に表示されている画像に
対応する方角を演算し、現在位置アイコンの矢印２７ｂを表示させる。尚、この現在位置
アイコンの点２７ａ及び矢印２７ｂは、表示部に表示されている画像の変更に伴い、随時
、更新される。
【００５９】
上述のように、ユーザ端末の表示部にカメラのパン動作の画像の表示を行わせることによ
り、ユーザに対して、出発地の周囲の雰囲気を認識させることができる。その為、ユーザ
が実際にナビゲーションエリア内に訪れて目的地へ向かうとき、戸惑いや不安をなくすこ
とができる。
【００６０】
次に、最適ルート２８である道が画像表示領域２６の中心に表示されるように、再度、カ
メラのパン動作の表示を行い、所望の道が画像表示領域２６の中心に表示されるとパノラ
マ画像の表示を終了させる。
【００６１】
（５－２）出発地～目的地：
主制御部６は、次に、出発地から目的地までのナビゲーションを行う。
【００６２】
まず、所望の道における、出発地（起点）から最初の分岐点（終点）までの区間（Ａ区間
）についてナビゲーションを行う。主制御部６はＡ区間に対応する動画像、この動画像に
対応する位置情報と方向情報を動画像記憶部１２ａから取り出す（Ｓ４０３）。
【００６３】
次に、出発地のパノラマ画像の表示を終了させるとともに、動画像を起点から表示する（
Ｓ４０４）。
尚、パノラマ画像から動画像に切り替える際に、パノラマ画像の被写体の大きさと動画像
の被写体の大きさとを合わせておく。このようにすることにより、パノラマ画像から動画
像への切り替え時に、画像表示領域２６に表示されている被写体が大きくなったり、小さ
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くなったりすることが無いので、ユーザにとって違和感が無い。
【００６４】
上述したように、動画には一定の時間間隔で位置情報と方向情報が対応付けられているの
で、主制御部６は、動画の表示の際に位置情報及び方向情報に基づいて地図上に表示され
ている現在位置アイコン２７を変更して表示し直す。即ち、表示されている動画像の撮影
された位置と撮影された方角が現在位置アイコンの点２７ａと矢印２７ｂで表示されるこ
とになる。ユーザにとっては、あたかも現在位置アイコン２７の位置から矢印２７ｂの方
角に向かって眺めているような仮想的な体験をすることができる。
【００６５】
このように動作させることにより、地図表示領域２５に表示されている地図上の現在位置
アイコン２７の移動と画像表示領域２６に表示されている動画像とが連動されることとな
る。
【００６６】
ここで、主制御部６はナビゲーション動作を行っている間は、常に現在位置アイコン２７
の位置情報と目的地の位置情報とを比較し、現在位置アイコン２７の位置情報と目的地の
位置情報と差が同じ、あるいは、所定の範囲内に入るまで、ナビゲーション動作を続ける
（Ｓ４０５）。
【００６７】
もし、現在位置アイコン２７の位置情報と目的地の位置情報と差が同じ、あるいは、所定
の範囲内に入ると主制御部６は目的地に到着と判断して動画像の表示を終了させ、所定の
範囲内に入らなければ動画像の表示を続ける。
【００６８】
次に、主制御部６は、動画を最初の分起点（終点）まで表示させたことを検知すると（Ｓ
４０６）、終点であるこの最初の分岐点に対応するパノラマ画像、即ち、最初の分岐点の
位置情報と同じ位置情報に対応するパノラマ画像をパノラマ画像記憶部１２ｂから取得す
る（Ｓ４０７）。
【００６９】
更に、主制御部６は、ユーザ端末の表示部の画像表示領域２６に表示されている動画像を
取得してきたパノラマ画像に取り替える（Ｓ４０８）。パノラマ画像の表示の仕方は、上
述した「（５－１）出発地周辺」の場合と同様であるので説明は省略する。但し、動画像
の終点において表示されている画像の方角と、パノラマ画像のから切り出した画像の方角
とを揃えておく必要がある。その為、パノラマ画像から表示する画像を切り出す際には、
終点時の動画像に対応する方向情報を読み出し、この方向情報に基づいて方角を計算し、
計算された方角が中心となるようにパノラマ画像を上述した方法によって切り出す。
【００７０】
次に、主制御部６はパノラマ画像に切り替えた後、最適ルート２８のある道が中心に表示
されるようにパノラマ画像を上述したようなカメラのパン動作の表示をさせる。所望の道
が中心に表示されたらカメラのパン動作の表示を終了させる。
【００７１】
次に、所望の道に関して、次の分岐点までの区間についてナビゲーションを行う。この区
間のナビゲーション動作はＡ区間と同様にして行う。
以後、分岐点の無い区間に関しては動画像を表示させ、分岐点に関してはパノラマ画像を
表示させることを繰り返すことにより、ユーザに対してナビゲーション動作を行う。
【００７２】
（５－３）目的地：
主制御部６は、地図表示領域２５の表示を中止し、空いたスペースに画像表示領域２６の
領域を拡大する。次に、目的地のパノラマ画像をパノラマ画像記憶部１２ｂから取り出し
（Ｓ４０９）、このパノラマ画像によりカメラのパン動作の拡大された画像表示領域２６
に表示させ（Ｓ４１０）、ユーザに目的地周辺の雰囲気を伝え、目的地の施設が正面に表
示されるようにしてカメラのパン動作の表示を終了させる。尚、上述したように、パノラ
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マ画像をリアルタイム画像に置き換えてもよい。特に、施設のパノラマ画像は、施設の宣
伝の効果もあるので、タイムリーな情報をユーザに提供するのが良く、リアルタイム画像
に置き換えることが良い。また、施設は私有であるため、固定カメラを設置しやすいとい
う面においても有効である。
【００７３】
次に、主制御部６は、目的地の施設の施設情報に内容情報があるか否かを判断する。もし
、内容情報が無ければ、ナビゲーション動作を終了させる。一方、内容情報があれば、主
制御部６は、内容情報アイコン３１をアイコン情報記憶部９から取り出し、内容情報アイ
コン３１を画像表示領域２６に表示させ、ユーザに対してこのアイコンを選択するように
促す。
【００７４】
主制御部６は、ユーザによって内容情報アイコン３１が選択されたことを検知すると、施
設情報記憶部１１から内容情報を取り出す。ここで、内容情報は施設内のパノラマ画像で
ある。
【００７５】
主制御部６は、画像表示領域２６にパノラマ画像をカメラのパン動作の表示をさせる。ユ
ーザは画像を見ることにより施設内の様子を把握することができる。次に、主制御部６は
、更に、施設情報を確認し、内容情報アイコン３１を表示させる。以後は、上述の動作を
繰り返すため、説明は省略する。
【００７６】
このように、内容情報をパノラマ画像として、適宜、内容情報から別の内容情報へリンク
させる構成としているので、特に、テナントビルのような、複数の店舗が入っている場合
に有効である。即ち、テナントビルまではナビゲーション動作によってナビゲーションを
行い、テナントビル内は、まず、各テナントが見渡せるような位置から撮影されたパノラ
マ画像をカメラのパン動作表示をさせ、更に、各テナントに対して、内容情報アイコン３
１を表示させ、ユーザが所望するテナントの内容情報アイコン３１を選択すると、更に、
所望のテナントに対する内容情報が表示される。勿論、複数階のテナントビルの場合は各
階毎に上述の動作を行えば良い。その場合は、各階に移行する為のアイコンを表示させて
おく必要がある。
【００７７】
尚、施設内はパノラマ画像を、適宜、階層状に表示していくことにより施設内の内容情報
をユーザに提供してきた。しかし、内容情報はパノラマ画像に限らず、静止画像でも構わ
ない。即ち、パノラマ画像にするまでも無い情報に関しては静止画像で置き換えても構わ
ない。例えば、施設内のまずパノラマ画像で様子をユーザに伝えた後、ユーザに対して特
に伝えたい情報、商品（飲食店であればメニューなどであり、ブティックであれば洋服な
ど）は静止画像で撮影しておき、内容情報アイコン３１が選択されると、主制御部６は静
止画像記憶部３３ｃから対応する静止画像を取り出し、ユーザ端末の表示部の画像表示領
域２６に表示させる。
また、内容情報は、上述のようにパノラマ画像や静止画像のみに限定されるものではなく
、例えば、パノラマ画像、静止画像の画像情報に加えて、動画、ＣＧ、アニメーションの
ようの画像情報でも構わない。また、画像情報以外として、人の声、音声合成による声や
音楽のような音情報、文章による文字情報でも構わない。一例としては、ファッションの
お店におけるファッションショーを撮影した動画、ゲームソフトの販売店におけるゲーム
ソフトのＣＧなどである。勿論、上述した内容情報のうちから、例えば、動画と音声、パ
ノラマ画像とアニメーションのように２つ以上から構成してもよい。
即ち、内容情報とは、施設に固有の情報であって、ユーザの視聴覚にうったえる情報のこ
とであり、固有の情報は主に施設の広告に関するものである。
【００７８】
尚、上述では、施設内はパノラマ画像、静止画像をユーザ端末の表示部に表示させていた
。しかしながら、施設内が非常に広くパノラマ画像だけでは全てを映し出すことが不可能
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な場合は、施設内を上述したナビゲーションエリアと見立てて、再度、施設内を上述のナ
ビゲーション動作を行えば良い。図２２はこの場合に用いられるナビゲーション情報記憶
部１０のブロック図であり、図において３３はナビゲーション情報のうち店舗に関する情
報を記憶している施設内用ナビゲーション情報記憶部３３であり、動画像を記憶している
動画像記憶部３３ａ、パノラマ画像と記憶しているパノラマ画像記憶部３３ｂ、静止画像
を記憶している静止画像記憶部３３ｃ、固定カメラ（図示せず）が接続され、この固定カ
メラで随時映像を撮影されたリアルタイム画像を取り込み記憶しているリアルタイム画像
記憶部３３ｄから構成されている。
【００７９】
この際は、施設内がナビゲーションエリアであるので、図２２に示すように、予め動画像
、パノラマ画像、静止画像、リアルタイム画像を撮影しそれぞれ、動画像記憶部３３ａ、
パノラマ画像記憶部３３ｂ、静止画像記憶部３３ｃ、リアルタイム画像記憶部３３ｄに記
憶させておく。
【００８０】
即ち、施設の出入り口を出発地、所望のテナントを目的地としてナビゲーション動作を行
う。このとき、施設内に入った段階で、上述のナビゲーション動作をはじめからやり直す
。
【００８１】
一方、施設に入った段階は、単に上述の分岐点の一つと見なすことも可能である。この場
合、目的地を入れる段階で、施設内のテナントを選択可能にしておくことが必要である。
【００８２】
次に、ユーザがこのテナントを選択した場合、まず、主制御部６は、テナントが入ってい
る施設まで上述のナビゲーションを行う。次に、施設の前までナビゲーション動作が終了
すると、施設の前を分岐点の一種と見なし、上述の分岐点のパノラマ画像をカメラのパン
動作の表示を行うことにより、施設の出入り口が画像の中心に来るようにする。次に、施
設の出入り口が最適ルート２８の道であるので、画像を施設の出入り口の内部に変更させ
る。
施設内のナビゲーション動作は、通路（道）と分岐点との組み合わせであるので、上述の
ナビゲーション動作と同様に進めて行くことができる。
【００８３】
尚、本実施の形態では、現在位置アイコン２７は、表示部に表示されている画像の変更に
伴い随時更新していたが、分岐点と分岐点との区間で動画像を表示しているときには道な
りにしか進行しないため、ユーザには動画像を表示している区間のみを知らせるだけで十
分である。即ち、表示されている画像に対応する区間を塗りつぶすなどの視覚的な差異を
つけて現在位置アイコン２７の代わりとして用いても良い。即ち、表示されている画像の
撮影位置の軌跡を分岐点間毎に表示させることである。
【００８４】
このように、本実施の形態では、２次元の地図上の現在位置アイコン２７の位置と方角に
対応づけられた画像をユーザ端末の表示部に表示させて、２次元の地図上で最適ルート２
８が現在位置アイコン２７が辿っていくとともに、現在位置アイコン２７に対応づけられ
た画像を変更していくことにより、出発地から目的地までナビゲーションを行うので、ユ
ーザにとって出発地から目的地まで一連の映像として見ることができ、最適ルート２８を
把握しやすいという効果がある。
【００８５】
また、ユーザがみる画像は実際に撮影された映像であるので、ユーザが始めて訪れるにも
かかわらず、初めての道を見覚えのある道にすることができ、ユーザが道に迷う可能性を
抑えることができる。
【００８６】
このように、施設の前を分岐点の１つと見なすことにより、出発地から施設内の目的地ま
で一貫したナビゲーションを行うことができる。

10

20

30

40

50

(13) JP 3982273 B2 2007.9.26



【００８７】
実施の形態２．
本実施の形態において、実施の形態１と同一の符号を付した箇所は同一または相当部分を
示す。
【００８８】
図２３は、実施の形態２におけるユーザ端末の表示部の表示内容（動画像によるナビゲー
ション動作時）を示す図である。図において、３４は画像表示領域２６に表示された所望
の施設に対して付される画像用施設アイコン、３５は画像用施設アイコン３４が表示され
た施設に対応して画像表示領域２６の下部に表示されるバナー用施設アイコンである。
【００８９】
実施の形態１では、ユーザによって入力された出発地と目的地とから最適ルート２８を検
索し、この最適ルート２８を出発地から目的地まで軌跡を辿っていくことにより、ユーザ
に対してナビゲーション動作を行っていた。即ち、ユーザが出発地と目的地とを入力する
と、後はすべてナビゲーション提供装置が主体となってナビゲーション動作を行っていた
。その為、ユーザには目的地のみの施設情報しか提供することができなかった。
【００９０】
本実施の形態では、目的地以外の施設情報についてもユーザが得ることのできるナビゲー
ション装置を説明する。
【００９１】
尚、この発明の実施の形態２に示すナビゲーション装置の構成を示すブロック図は、図１
と同様である。
【００９２】
但し、施設情報記憶部１１に記憶されている施設情報は、地図上における施設の位置を示
す位置情報、この位置情報に基づいて地図上に表示され施設の位置を示す施設アイコン２
２、この施設の内容に関する内容情報の他に、この実施の形態では、画像上に施設を特定
する画像用位置情報、この画像位置情報に基づいて画像上に表示され施設を特定する画像
用施設アイコン３４から構成されている。
【００９３】
次に、動作の一例について説明する。
主制御部６が、実施の形態１におけるナビゲーション動作を行っているとする。即ち、主
制御部６は、ユーザ端末の表示部の地図表示領域２５に地図及び現在位置アイコン２７を
表示させ、画像表示領域２６に動画像あるいはパノラマ画像を表示させている。
【００９４】
ここで、主制御部６はナビゲーション動作を行っている間は、常に現在位置アイコン２７
の位置情報と目的地の位置情報とを比較しているが、目的地の位置情報以外のナビゲーシ
ョンエリア内の登録されている施設の位置情報についても常に比較している。
【００９５】
もし、ナビゲーション動作中に、進行方向で所定の範囲内に、施設の位置情報が入ったと
する。
【００９６】
主制御部６は、このことを検知し、次に、この施設の画像用位置情報に基づき、現在表示
されている画像内に、この施設が表示されているか否かを判定する。もし、表示されてい
なければ、ナビゲーション動作を続行する。
【００９７】
一方、表示されていると判定すると、主制御部６は、判定された施設の画像用施設アイコ
ン３４とバナー用施設アイコン３５を取り出す。画像用施設アイコン３４は、画像用位置
情報に基づいて該当する箇所、即ち、表示されている画像のうち、施設が表示されている
箇所に画像用施設アイコン３４が表示される。勿論、前記の条件に当てはまる施設が複数
個存在する場合は、複数個の画像用施設アイコン３４が画像上に表示される。一方、バナ
ー用施設アイコン３５は、画像表示領域２６の下部に表示される。尚、この画像用施設ア
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イコン３４とバナー用施設アイコン３５とはユーザによって選択可能になっている。
【００９８】
ユーザが、ナビゲーション動作中に、ある画像用施設アイコン３４或いはバナー用施設ア
イコン３５を選択したとする。主制御部６は、ユーザが画像用施設アイコン３４或いはバ
ナー用施設アイコン３５を選択したことを検知すると、現在位置アイコン２７の位置情報
と方向情報を記憶し、ナビゲーション動作を一時中断する。
次に、選択された画像用施設アイコン３４或いはバナー用施設アイコン３５から、施設を
特定し、特定された施設の内容情報を施設情報記憶部１１から取り出し、ユーザ端末の画
像表示領域２６に表示させる。尚、内容情報の表示の動作は、実施の形態１の「（５－３
）目的地」の目的地における内容情報の表示と同様であるので説明は省略する。
【００９９】
次に、主制御部６は、一通り内容情報の表示が終了すると、記憶していた位置情報及び方
向情報に基づき中断前のナビゲーション動作の状態を再現し、再びナビゲーション動作を
再開する。
【０１００】
尚、画像用施設アイコン３４やバナー用施設アイコン３５はパノラマ画像の表示時にも適
用することができる。
【０１０１】
このように、本実施の形態のおけるナビゲーション装置は、ナビゲーション動作の途中、
ユーザ端末の表示部に表示されている画像内に表示されている施設に関する画像用施設ア
イコン３４或いはバナー用施設アイコン３５も表示し、この画像施設用アイコンをユーザ
が選択可能としたので、実施の形態１の効果に加えて、ユーザは目的地までのナビゲーシ
ョンの途中に興味のある施設に立ち寄ることが可能である。その為、目的地の施設の施設
情報以外にも最適ルート２８の途中に存在する施設の施設情報をも得ることが可能となる
。
【０１０２】
また、目的地に選択されなかった施設も、ユーザに対して情報を提供できる可能性がある
。
【０１０３】
実施の形態３．
本実施の形態において、実施の形態１と同一の符号を付した箇所は同一または相当部分を
示す。
【０１０４】
図２４は実施の形態３におけるパノラマ画像によるナビゲーション動作時のユーザ端末の
表示部における画面を示す図、図２５はナビゲーション動作時の動作を示すフローチャー
トである。図において、３６はパノラマ画像の表示を操作するための画像操作アイコン、
３７はパノラマ画像に表示されている道をルートとして決定するための進路決定アイコン
、３８はパノラマ画像の表示時にパノラマ画像上に表示され最適ルート２８の道をユーザ
に知らせるための最適ルートアイコン、３９はナビゲーションエリア内の施設うち主とな
る施設の方角を示す主施設アイコンである。尚、施設情報記憶部１１に主となる施設を決
めておく。
【０１０５】
実施の形態１及び実施の形態２では、ユーザによって入力された出発地と目的地とから最
適ルート２８を検索し、この最適ルート２８を出発地から目的地まで軌跡を辿っていくこ
とにより、ユーザに対してナビゲーション動作を行っていた。即ち、ユーザが出発地と目
的地とを入力すると、最適ルート２８に沿ってナビゲーション動作が行われていた。その
為、ユーザには最適ルート２８以外の道路については画像を見ることができなかった。本
実施の形態では、最適ルート２８以外のルートについてもユーザが選択できるナビゲーシ
ョン装置を説明する。
【０１０６】
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尚、この発明の実施の形態３に示すナビゲーション装置の構成を示すブロック図は、図１
はと同様である。
【０１０７】
次に、動作の一例について説明する。
主制御部６が、実施の形態１におけるナビゲーション動作を行っているとする。即ち、主
制御部６は、ユーザ端末の表示部の地図表示領域２５に地図及び現在位置アイコン２７と
表示させ、画像表示領域２６に動画像あるいはパノラマ画像を表示させている。
【０１０８】
ここで、ナビゲーション動作中に、出発地から出発する、あるいは分岐点に到着したとす
る。
このとき、実施の形態１においては、主制御部６によってこの分岐点に対応するパノラマ
画像をカメラのパン動作の表示により最適ルート２８のルートを中央に来るようにして、
更に、このルートの動画像に切り替えナビゲーションを続行していた。
【０１０９】
本実施の形態においては、分岐点に到着すると、分岐点に対応するパノラマ画像を同様に
表示するが、カメラのパン動作は行わない。
【０１１０】
ここで、主制御部６は画像操作アイコン３６と、進路決定アイコン３７をアイコン情報記
憶部９から取り出し、ユーザの表示部に表示させる。この画像操作アイコン３６は、例え
ば、「左を見る」、「右を見る」のようなアイコンであり、進路決定アイコン３７は「前
に進む」のようなアイコンである。
【０１１１】
同時に、主制御部６は主となる施設の位置情報を取り出しと現在位置アイコン２７の位置
情報とを比較し、現在位置アイコン２７からみた主となる施設の方角を算出し、パノラマ
画像の表示の際に、パノラマ画像の表示の方角と主となる施設の方角が一致した場合には
パノラマ画像の画面上に主施設アイコン３９を表示させる。
【０１１２】
ユーザは、この画像操作アイコン３６を選択することにより、パノラマ画像を左方向や右
方向に移動させることができる。即ち、主制御部６は、ユーザが画像操作アイコン３６を
選択したことを検知すると、選択された方向にパノラマ画像をカメラのパン動作の表示を
させる。
【０１１３】
これにより、ユーザはあたかも自分で画像を動かしているように感じる。ユーザは、分岐
点で画像を左右に動かして、自分の行きたいルートを画像の中心に持ってきて進路決定ア
イコン３７を選択する。尚、ユーザは主施設アイコン３９が画面に表示されているので、
ルートを決定する際に参考にすることができる。
【０１１４】
一方、主制御部６は、進路決定アイコン３７がユーザによって選択されたことを検知する
と、現在表示させている画像から、中心付近に映し出されているルートを判断する。次に
進むべきルートが判断されたら、判断されたルートが最適ルート２８から進路変更された
か否かを判断する（Ｓ４１１、Ｓ４１２）。もし、進路変更されたと判断されると、この
道を含みかつ目的地までの最適ルート２８を再度検索し（Ｓ４１３）、検索されたら地図
表示領域２５に表示されている最適ルート２８を表示し直す。一方、進路変更されていな
いと判断されたら、最適ルート２８の変更は再検索は行わない。
【０１１５】
次に、ユーザによって選択された道に対する動画像を動画像記憶部１２ａ、３３ａから取
り出し、パノラマ画像の表示から動画像の表示へと変更する。
これ以降は、実施の形態１で説明したナビゲーション動作と同じである。
【０１１６】
尚、パノラマ画像の画像操作アイコン３６による操作は、図１９に示すような施設内のパ
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ノラマ画像による表示にも使用することができ、ユーザの意志により自由に施設内を見る
ことができる。
【０１１７】
尚、本実施の形態では、パノラマ画像を表示する際、画像の向きの変化に伴い現在位置ア
イコンの矢印２７ｂを変更しているので、地図表示領域２５に映し出された地図と最適ル
ート２８と現在位置アイコンの矢印２７ｂとでパノラマ画像に表示されている道のうちど
の道が最適ルート２８の道であるかを知ることができるが、その為にはユーザが地図表示
領域２５と画像表示領域２６の双方を見なくてはならず、容易に把握できない。その為、
パノラマ画像をカメラのパン動作で表示している際に、主制御部６は、画面に最適ルート
２８が表示されているか否かを判断し、表示されていると判断すると、画面上の道に、例
えば「最適ルート」のような最適ルートアイコン３８を表示させる。
【０１１８】
また、本実施の形態で説明した、最適ルートアイコン３８は、実施の形態１及び２にも適
応できる。実施の形態１及び２では、「出発地」、「目的地」を入力する（選択する）と
、後は、自動的にナビゲーション動作が進行する。その為、分岐点において、ユーザにと
って、パノラマ画像を見ているだけでは、次にどの道を進んでいくのかが分からない。つ
まり、パノラマ画像のパン動作の表示がされている際に、突然動画像へと切り替わってナ
ビゲーション動作が進行するということになり、切り替わる際に、ユーザが現状を把握で
きなくなり、進行方向の認識ができなくなる可能性がある。
【０１１９】
その為、パノラマ画像の表示中に、次に進む道、即ち最適ルート２８が画像表示領域２６
に表示されてると最適ルートアイコン３８を同時に表示することにより、ユーザに予め次
にどの道に進むのか知らせることにより、分岐点において、ユーザは進行方向を十分認識
することができる。
【０１２０】
このように、ナビゲーション動作中の分岐点において、ユーザに進むべき道を選択させる
構成をしたので、最適ルート２８以外の道も選択することができる。ユーザはナビゲーシ
ョン動作中に表示される画像をみて、最適ルート２８以外の道に興味が湧いた場合などに
、その道に切り替えることが可能となる。
【０１２１】
また、変更した道を含む最適ルート２８を再度検索して、ユーザ端末の表示部に表示する
ので、最適ルート２８から外れても、道に迷うことが無い。
【０１２２】
また、ユーザが分岐点において、パノラマ画像を操作している際に、最適ルート２８の道
が表示されると、画面上に最適ルート２８である旨のアイコンを表示させるので、ユーザ
にとってどの道が最適ルート２８であるのかを容易に把握することができる。
【０１２３】
実施の形態４．
実施の形態３のナビゲーション装置では、分岐点においてユーザがパノラマ画像を画像操
作アイコン３６によって移動させて、ユーザが希望する道を選択することについて説明し
た。しかしながら、あくまでもナビゲーション動作をはじめるにあたり、出発地と目的地
を入力する必要があった。そのため、なんとなくナビゲーションエリアを散策することが
できなかった。特に、ナビゲーションエリアについて詳しい人は、あえて目的地を入力し
てナビゲーション動作をしてもらう必要がなかった。
【０１２４】
本実施の形態は、目的地を入力することなくナビゲーション動作を行うナビゲーション装
置について説明する。
【０１２５】
まず、実施の形態１と同様にして、ユーザに対して出発地を入力させる。
次に、出発地のパノラマ画像をカメラのパン動作のように表示するが、このとき、実施の
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形態３で説明した分岐点での動作と同様に表示する。即ち、ユーザに出発地から道を選択
させる。ユーザは、画像操作アイコン３６と進路決定アイコン３７とによって、ユーザが
希望する道を選択する。
【０１２６】
一方、主制御部６は、進路決定アイコン３７がユーザによって選択されたことを検知する
と、現在表示させている画像から、中心付近に映し出されている道を判断する。次に進む
べき道が判断されたら、選択された道に対する動画像を動画像記憶部動画像記憶部１２ａ
、３３ａから取り出し、パノラマ画像の表示から動画像の表示へと変更する。
次に、主制御部６は、次の分岐点まで動画像を表示させる。次の分岐点に到着すると、こ
の分岐点に対応するパノラマ画像を上述のようにユーザによって操作可能なようにカメラ
のパン動作の表示をさせる。
【０１２７】
これ以降は、分岐点における道の選択、分岐点間の道の動画像の表示を繰り返すことによ
りユーザはナビゲーションエリア内を自由に散策することができる。尚、実施の形態２で
説明したナビゲーション動作、即ち、ユーザ端末の表示部に表示されている画像内に表示
されている施設に関する画像用施設アイコン３４或いはバナー用施設アイコン３５も表示
し、この画像施設用アイコンをユーザが選択可能とし、ユーザが画像施設用アイコンを選
択した際に、選択した施設の内容情報の表示する構成を本実施の形態のナビゲーション装
置に適用することにより、ユーザはナビゲーションエリア内を自由に散策しながら、興味
のある施設に立ち寄っていることが可能である。その為、ナビゲーションエリアを十分知
っている人にとっても、ナビゲーションエリア内にある施設の内容情報を収集する目的で
使用することができる。また、特に行き先が決まっていない人にとっても、目的地を見つ
けるためにナビゲーションエリア内を散策することができる。
【０１２８】
このように、目的地を必要とせず、単にナビゲーションエリア内を散策する構成としたの
で、ナビゲーションを目的としないユーザにとっても有用である。
また、ナビゲーションエリア内の施設に対して、これらの施設が画像に表示された際に、
ユーザに選択することのできる画像用施設アイコン３４或いはバナー用施設アイコン３５
を表示し、ユーザが選択した際に、この施設に関する内容情報を表示する構成としたので
、ナビゲーションエリア内を施設の情報を収集するだけの目的でも使用することができる
。
【０１２９】
実施の形態５．
本実施の形態において、実施の形態１と同一の符号を付した箇所は同一または相当部分を
示す。この実施の形態に示すナビゲーション装置の構成を示すブロック図は、図１と同様
であり、説明は省略する。
【０１３０】
実施の形態４では、ユーザに目的地を入力させずに、ユーザに自由に散策することができ
るナビゲーション装置について説明した。しかしながら、ただ目的も無く自由に散策する
だけでは、ユーザーにとってあまりにも漠然であり、使い勝手が悪い場合がある。
【０１３１】
本実施の形態では、ナビゲーション情報サーバ１からユーザに対してお勧めルートを提供
するナビゲーション装置について説明する。
図１２に示す目的地入力の仕方をユーザに選択させる時のユーザ端末の表示部における画
面に「５０音で施設を探す」、「ジャンルで施設を探す」のアイコンの他に「お勧めコー
ス」のアイコンを追加する。尚、お勧めコースとは、予め主記憶部７に記憶されたナビゲ
ーションエリア内を通る幾つかのコースのことである。例えば、「和食グルメコース」の
ように、ナビゲーションエリア内に登録された和食の施設のみを通るコースや、「史跡コ
ース」のように、ナビゲーションエリア内に登録されている史跡、博物館などを回るコー
スなどであり、即ち、決められたテーマに添った施設を通るように設定されたコースのこ
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とである。
【０１３２】
もし、ユーザが「お勧めコース」のアイコンを選択すると、主制御部６はそれを検知し、
主記憶部７から予め登録されているお勧めコースの一覧を取得し、それをユーザ端末の表
示部に表示させる。
ユーザが一覧から所望のコースを選択すると、主制御部６は、選択されたお勧めコースに
基づきナビゲーション動作を開始する。これ以降の動作は、上述の実施の形態において、
最適ルート２８が選択されたお勧めコースに置き換えた場合に等しい。即ち、上述の実施
の形態を、本実施の形態の違いは、目的地を入力させ最適ルート２８を検索するか、お勧
めコースを表示して選択させるかの違いであり、他の動作について同様である。
【０１３３】
【発明の効果】
　この発明のナビゲーション装置は、通信網を介してアクセスするユーザに対して、エリ
ア内における所定のルートを提供するナビゲーション装置であって、前記エリアの地図の
地図情報が記憶された地図情報記憶部と、前記エリア内を予め撮影した画像の画像情報、
この画像情報が撮影された位置の位置情報、前記画像が撮影された方角の方向情報が記憶
されたナビゲーション情報記憶部と、このナビゲーション情報記憶部から各情報を取り出
し、前記通信網を介して前記ユーザの端末に情報を提供する主制御部と、前記画像の撮影
された位置及び方角を前記地図上であらわすための現在位置アイコンを記憶するアイコン
情報記憶部とを備え、 前記主制
御部は、前記ルートを前記地図と合成して前記ユーザの端末に表示させ、前記アイコン情
報記憶部から現在位置アイコンを取得し、表示させた前記地図上にこの現在位置アイコン
を前記所定のルートに沿って軌跡を移動させるとともに

表示させるも
のなので、ユーザにとってルートを一連の映像として見ることができ、ルートを把握しや
すいという効果がある。
【０１３４】
　また、

【０１３５】
　また、

【０１３６】
　また、

【０１３７】
　また、

ものであるので、ユーザにとってルートを一連の映像として見ることができ
、ルートを把握しやすい

【０１３９】
また、前記エリア内に存在する施設に関する施設情報が記憶された施設情報記憶部を備え
、前記主制御部は、前記ユーザの端末に対して前記施設の前記画像情報を表示するととも
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前記画像情報は、動画像とパノラマ画像とから構成され、

、前記地図における前記ルートの
分岐点と分岐点との間においては現在位置アイコンの示す位置情報及び方向情報に対応し
た前記動画像を表示させ、前記地図における前記ルートの分岐点においてはこの分岐点に
おける動画像に対応する方向情報に基づいて切り出した前記パノラマ画像を

前記所定のルートが、予め登録され、決められたテーマに添ってエリア内を通過
するルートであるものなので、目的地が無くてもエリア内を散策することができる。

前記所定のルートが、前記地図における前記ルートの分岐点毎に前記ユーザが決
定するルートであるので、ユーザにとってルートを一連の映像として見ることができ、ル
ートを把握しやすいとともに、ユーザにとってナビゲーションエリア内を自由に散策する
ことができる。

前記画像情報が、前記エリアを示す実空間または仮想立体空間を予め撮影したも
のであるものなので、ユーザにとって出発地から目的地まで一連の映像として見ることが
でき、ルートを把握しやすいという効果がある。

前記所定のルートの出発地において、この出発地の位置情報に対応するパノラマ
画像を表示させ、このパノラマ画像の切り出し方向を変化させることによりパン動作の画
像表示を行う

とともに、出発地の周囲の雰囲気を認識させることができ、ユー
ザが実際にナビゲーションエリア内に訪れて目的地へ向かうとき、戸惑いや不安をなくす
ことができる。



にユーザが前記施設情報を選択可能なアイコンを表示し、前記ユーザによってこのアイコ
ンが選択されたことを検知すると、選択されたアイコンに対応する施設情報を前記施設情
報記憶部から取り出し、取り出された前記施設情報を前記ユーザの端末に表示するものな
ので、ルート添った施設に関しても情報を得ることができる。
【０１４０】
また、前記施設情報が、施設に固有の情報であって、画像情報、音声情報、文字情報の少
なくとも１つの情報より構成されているものなので、ユーザにとって施設の内容を把握す
ることができる。
【０１４１】
また、前記分岐点が、前記エリア内における道路の交差点、施設内の通路の交差点、及び
施設内外への出入り口のすくなくともいずれかから構成される内容情報を有するものなの
で、ユーザにとって出発地から目的地まで、特に施設内外問わず一連の映像として見るこ
とができ、ルートを把握しやすいという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１に示すナビゲーション装置を示すブロック図である。
【図２】　（ａ）は実施の形態１におけるナビゲーション情報サーバの構成を示すブロッ
ク図であり、（ｂ）はナビゲーション情報サーバのナビゲーション情報記憶部の内部のブ
ロック図である。
【図３】　実施の形態１における動画像としての一例の説明図である。
【図４】　実施の形態１におけるパノラマ画像の説明図である。
【図５】　実施の形態１におけるナビゲーション情報サーバの動作を示すフローチャート
である。
【図６】　実施の形態１におけるナビゲーション情報サーバのユーザに出発地を入力させ
る動作を示すフローチャートである。
【図７】　実施の形態１におけるナビゲーション情報サーバのユーザに目的地を入力させ
る動作を示すフローチャートである。
【図８】　実施の形態１におけるナビゲーション情報サーバの最適ルートを検索する動作
を示すフローチャートである。
【図９】　実施の形態１におけるナビゲーション情報サーバのナビゲーション動作を示す
フローチャートである。
【図１０】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（ナビゲーション開始
時）を示す図である。
【図１１】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（出発地入力時）を示
す図である。
【図１２】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（目的地入力時）を示
す図である。
【図１３】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（目的地入力時）を示
す図である。
【図１４】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（目的地入力時）を示
す図である。
【図１５】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（ナビゲーション開始
時）を示す図である。
【図１６】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（動画像によるナビゲ
ーション動作時）を示す図である。
【図１７】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（パノラマ画像による
ナビゲーション動作時）を示す図である。
【図１８】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（目的地でのナビゲー
ション動作時）を示す図である。
【図１９】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（パノラマ画像による
目的地の施設内の情報提供時）を示す図である。
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【図２０】　実施の形態１におけるユーザ端末の表示部の表示内容（静止画像による目的
地の施設内の情報提供時）を示す図である。
【図２１】　パノラマ画像の表示の仕方を説明した図である。
【図２２】　実施の形態１におけるナビゲーション情報サーバのナビゲーション情報記憶
部の内部のブロック図である。
【図２３】　実施の形態２におけるユーザ端末の表示部の表示内容（動画像によるナビゲ
ーション動作時）を示す図である。
【図２４】　実施の形態３におけるユーザ端末の表示部の表示内容（パノラマ画像による
ナビゲーション動作時）を示す図である。
【図２５】　実施の形態３におけるナビゲーション情報サーバのナビゲーション動作を示
すフローチャートである。
【符号の説明】
１　ナビゲーション情報サーバ、２　インターネット、３　公共用端末、４　個人端末、
５　入出力制御部、６　主制御部、７　主記憶部、８　地図情報記憶部、９　アイコン情
報記憶部、１０　ナビゲーション情報記憶部、１１　施設情報記憶部、１２　道路用ナビ
ゲーション情報記憶部、１２ａ　動画像記憶部、１２ｂ　パノラマ画像記憶部、１２ｃ　
静止画像記憶部、１２ｄ　リアルタイム画像記憶部、１３　パノラマ画像、１４　開始ア
イコン、１５　出発地入力画面、１６　ナビゲーションエリアの全体地図、１７　出発地
アイコン、１８　目的地入力画面、１９　目的地入力アイコン、２０　入力欄、２１　文
字アイコン、２２施設アイコン（目的地アイコン）、２３　凡例、２４　ナビゲーション
動作画面（動画像）、２５　地図表示領域、２６　画像表示領域、２７　現在位置アイコ
ン、２７ａ　現在位置アイコンの点、２７ｂ　現在位置アイコンの矢印、２８最適ルート
、２９　ナビゲーション動作画面（パノラマ画像）、３０　ナビゲーション動作画面（目
的地）、３１　内容情報アイコン、３２　表示枠、３３　施設内用ナビゲーション情報記
憶部、３３ａ　動画像記憶部、３３ｂ　パノラマ画像記憶部、３３ｃ　静止画像記憶部、
３３ｄ　リアルタイム画像記憶部、３４画像用施設アイコン、３５　バナー用施設アイコ
ン、３６　画像操作アイコン、３７　進路決定アイコン、３８　最適ルートアイコン、３
９　主施設アイコン。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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