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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
渋滞の程度を表す渋滞線を地図画像上の道路脇に表示するナビゲーション装置であって、
　道路の渋滞情報を取得する渋滞情報取得部と、
　画面表示されている道路の中に、所定の道路種別に属し、かつ、互いに所定距離以内に
接近または接続している複数の道路が存在するか否かについて判定する道路条件判定部と
、
　前記道路条件判定部により接近または接続している複数の道路が存在すると判定された
場合、前記渋滞情報取得部により取得された前記渋滞情報に基づいて、当該複数の道路の
うち少なくとも１つの道路が渋滞しているか否かについて判定する渋滞判定部と、
　前記渋滞判定部により渋滞していると判定された場合、前記道路条件判定部により接近
または接続していると判定された前記複数の道路を簡易道路図形として表した簡易道路図
形画面を表示するように制御する簡易道路図形画面表示制御部とを備え、
　前記簡易道路図形画面表示制御部は、前記簡易道路図形画面において前記複数の道路の
中から選択された道路およびその渋滞線の組をその他の組より強調して表示するように制
御することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　前記複数の道路の少なくとも１つが現在走行中の道路の進行方向前方に繋がる道路であ
るか否かについて判定する道路判定部を更に備え、
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　前記簡易道路図形画面表示制御部は、前記道路判定部により進行方向前方に繋がる道路
であると判定された場合に限り、前記簡易道路図形画面において前記複数の道路の中から
選択された道路およびその渋滞線の組をその他の組より強調して表示するように制御する
ことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項３】
請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　前記簡易道路図形画面表示制御部は、前記選択された道路とその他の道路との色を異な
らせて表示するとともに、当該選択された道路に対応する渋滞線のみを表示するように制
御することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項４】
請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　前記簡易道路図形画面表示制御部は、前記選択された道路の道路幅およびその渋滞線の
幅をその他の道路の道路幅および当該その他の道路の渋滞線の幅より太く表示するように
制御することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項５】
請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　前記簡易道路図形画面表示制御部は、前記選択された道路およびその渋滞線の組をハイ
ライト表示するように制御することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項６】
請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　前記簡易道路図形画面表示制御部は、前記選択された道路およびその渋滞線の組のみを
表示するように制御することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項７】
請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　前記道路条件判定部により接近または接続していると判定された前記複数の道路脇に、
前記簡易道路図形画面の表示を指示するためのアイコンを表示するように制御するアイコ
ン表示制御部と、
　前記アイコン表示制御部により表示制御された前記アイコンが選択されたか否かについ
て判定する選択判定部とを更に備え、
　前記簡易道路図形画面表示制御部は、前記選択判定部により前記アイコンが選択された
と判定された場合、前記簡易道路図形画面を表示するように制御することを特徴とするナ
ビゲーション装置。
【請求項８】
渋滞の程度を表す渋滞線を地図画像上の道路脇に表示するナビゲーション装置であって、
　道路の渋滞情報を取得する渋滞情報取得部と、
　画面表示されている道路の中に、所定の道路種別に属し、かつ、互いに所定距離以内に
接近または接続している複数の道路が存在するか否かについて判定する道路条件判定部と
、
　前記道路条件判定部により接近または接続している複数の道路が存在すると判定された
場合、前記渋滞情報取得部により取得された前記渋滞情報に基づいて、当該複数の道路の
うち少なくとも１つの道路が渋滞しているか否かについて判定する渋滞判定部と、
　前記渋滞判定部により渋滞していると判定された場合、前記道路条件判定部により接近
または接続していると判定された前記複数の道路の脇に、前記地図画像の表示縮尺の拡大
を指示するためのアイコンを表示するように制御するアイコン表示制御部と、
　前記アイコン表示制御部により表示制御された前記アイコンが選択されたか否かについ
て判定する選択判定部と、
　前記選択判定部により前記アイコンが選択されたと判定された場合、表示中の前記地図
画像の表示縮尺よりも表示縮尺を小さく変更して前記地図画像を拡大表示するように制御
する分離表示制御部とを備えたことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項９】
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請求項８に記載のナビゲーション装置において、
　前記分離表示制御部は、表示縮尺を所定の表示縮尺に変更して前記地図画像を拡大表示
するように制御することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項１０】
請求項８に記載のナビゲーション装置において、
　前記道路条件判定部により接近または接続していると判定された前記複数の道路の本数
に応じて表示縮尺を設定する表示縮尺設定部を更に備え、
　前記分離表示制御部は、表示縮尺を前記表示縮尺設定部により設定された表示縮尺に変
更して前記地図画像を拡大表示するように制御することを特徴とするナビゲーション装置
。
【請求項１１】
渋滞の程度を表す渋滞線を地図画像上の道路脇に表示するナビゲーション装置における渋
滞線表示方法であって、
　前記ナビゲーション装置の渋滞情報取得部が、道路の渋滞情報を取得する第１のステッ
プと、
　前記ナビゲーション装置の道路条件判定部が、画面表示されている道路の中に、所定の
道路種別に属し、かつ、互いに所定距離以内に接近または接続している複数の道路が存在
するか否かについて判定する第２のステップと、
　前記ナビゲーション装置の渋滞判定部が、前記第２のステップにより接近または接続し
ている複数の道路が存在すると判定された場合、前記第１のステップにより取得された前
記渋滞情報に基づいて、当該複数の道路のうち少なくとも１つの道路が渋滞しているか否
かについて判定する第３のステップと、
　前記ナビゲーション装置の簡易道路図形画面表示制御部が、前記第３のステップにより
渋滞していると判定された場合、前記第２のステップにより接近または接続していると判
定された前記複数の道路を簡易道路図形として表した簡易道路図形画面を表示させ、前記
簡易道路図形画面において前記複数の道路の中から選択された道路およびその渋滞線の組
をその他の組より強調して表示するように制御する第４のステップとを有することを特徴
とする渋滞線表示方法。
【請求項１２】
渋滞の程度を表す渋滞線を地図画像上の道路脇に表示するナビゲーション装置における渋
滞線表示方法であって、
　前記ナビゲーション装置の渋滞情報取得部が、道路の渋滞情報を取得する第１のステッ
プと、
　前記ナビゲーション装置の道路条件判定部が、画面表示されている道路の中に、所定の
道路種別に属し、かつ、互いに所定距離以内に接近または接続している複数の道路が存在
するか否かについて判定する第２のステップと、
　前記ナビゲーション装置の渋滞判定部が、前記第２のステップにより接近または接続し
ている複数の道路が存在すると判定された場合、前記第１のステップにより取得された前
記渋滞情報に基づいて、当該複数の道路のうち少なくとも１つの道路が渋滞しているか否
かについて判定する第３のステップと、
　前記ナビゲーション装置のアイコン表示制御部が、前記第３のステップにより渋滞して
いると判定された場合、前記第２のステップにより接近または接続していると判定された
前記複数の道路の脇に、前記地図画像の表示縮尺の拡大を指示するためのアイコンを表示
するように制御する第４のステップと、
　前記ナビゲーション装置の選択判定部が、前記第４のステップにより表示制御された前
記アイコンが選択されたか否かについて判定する第５のステップと、
　前記ナビゲーション装置の分離表示制御部が、前記第５のステップにより前記アイコン
が選択されたと判定された場合、表示中の前記地図画像の表示縮尺よりも表示縮尺を小さ
く変更して前記地図画像を拡大表示するように制御する第６のステップとを有することを
特徴とする渋滞線表示方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーション装置および渋滞線表示方法に関し、特に、渋滞の程度を表す
渋滞線を地図画像の道路脇に表示する機能を有するナビゲーション装置に用いて好適なも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ナビゲーション装置では、自立航法センサやＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉ
ｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機等を用いて車両の現在位置を検出し、その近傍の
地図データを記録媒体から読み出して画面上に表示する。そして、画面上の所定箇所に自
車位置を示す車両位置マークを重ね合わせて表示することにより、車両が現在どこを走行
しているのかを一目で分かるようにしている。
【０００３】
　最近のナビゲーション装置は、道路交通情報センタ（ＶＩＣＳセンタ：ＶＩＣＳは登録
商標）から送られてくる道路交通情報を受信して、刻々と変化する道路状況をナビゲーシ
ョン画面上に表示できるようになっているものが多い。道路交通情報は、主に一般道に設
置された光ビーコン、主に高速道路上に設置された電波ビーコン、ＦＭ放送電波を利用し
たＦＭ多重放送から取得することが可能である。
【０００４】
　この種のナビゲーション装置では、道路交通情報を利用することにより、道路上の渋滞
状況（どの区間がどの程度渋滞しているか）を画面上に表示して運転者に知らせることが
できるようになっている。道路交通情報には、レベル１（文字表示型）、レベル２（簡易
図形表示型）、レベル３（地図表示型）の３種類の情報がある。
【０００５】
　レベル１の道路交通情報は、渋滞情報や所定地点までの所要時間などを文字によって知
らせる文字情報である。レベル２の道路交通情報は、渋滞情報や所定地点までの所要時間
などを簡易図形によって知らせる簡易図形情報（ビットマップ等による画像データ）であ
る。この簡易図形情報では、ＶＩＣＳセンタであらかじめ用意されたデフォルトの道路画
像上に、渋滞箇所（赤）や混雑箇所（オレンジ）が表示される。
【０００６】
　レベル３の道路交通情報は、渋滞情報を地図上の色付き矢印によって知らせる地図情報
である。この地図情報では、ＶＩＣＳセンタから送られてくる各リンク（道路や車線を細
かく分割して表した個々のベクトル）の渋滞情報（渋滞／混雑／順調の何れか）に基づい
て、各リンクに対応する道路の脇に渋滞箇所を示す赤の渋滞線や混雑箇所を示すオレンジ
の渋滞線が明滅表示される。また、順調に車が流れている道路の脇には青の渋滞線が表示
される。
【０００７】
　なお、画面に表示された道路交通情報の位置に割り当てられたタッチキーの領域を指で
タッチするだけで、渋滞情報、規制情報、駐車場情報など複数の道路交通情報が混在する
場合でも所望の道路交通情報を簡単に選択することを可能にする道路交通情報表示装置が
提案されている（例えば、特許文献１を参照）。また、地図情報の表示領域が所定縮尺以
上の広域表示になった場合においても、表示が省略された道路の位置にある渋滞情報を当
該表示が省略された道路に沿った形で表示することを可能にする装置も提案されている（
例えば、特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平９－２３６４３９号公報
【特許文献２】特開２００７－２３２４２７号公報



(5) JP 5464875 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、高速道路においては、ランプ（複数の高速道路を相互に連絡するための連結
路）が混雑している場合がある。この傾向は、交通量が多い都市間高速道路においては顕
著である。しかしながら、従来の技術では、複数の高速道路が密集するランプ付近で渋滞
線を各高速道路の脇に表示すると、ある渋滞線がそれに対応する高速道路以外の高速道路
の裏に隠れてしまったり、複数の渋滞線が混じり合って表示されたりすることによって、
どの渋滞線がどの高速道路に対してのものなのか分からなくなってしまうことがあるとい
う問題があった。例えば、複数の高速道路が立体交差している場所では、下層に位置する
高速道路の渋滞線の少なくとも一部が上層に位置する高速道路の渋滞線で上書きされてし
まうことで、２つの渋滞線が意味の持たない混合色の固まりに見えてしまい、どちらの渋
滞線がどの高速道路に対してのものなのか分からなくなってしまう。
【００１０】
　また、高速道路以外の国道、都道府県道等の道路においても、複数の道路が密集する場
所では、どの渋滞線がどの道路に対してのものなのか分からなくなってしまうことがある
。
【００１１】
　本発明は、このような問題を解決するために成されたものであり、互いに接近又は接続
されて密集している道路について渋滞線を表示する際に、どの渋滞線がどの道路に対する
ものなのかをユーザが確実に把握できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記した課題を解決するために、本発明では、画面表示されている道路の中に、所定の
道路種別に属し、かつ、互いに所定距離以内に接近または接続している複数の道路が存在
する場合、当該複数の道路のうち少なくとも１つの道路が渋滞しているとき、接近または
接続していると判定された複数の道路を簡易道路図形として表した簡易道路図形画面を表
示させ、当該簡易道路図形画面において複数の道路の中から選択された道路およびその渋
滞線の組をその他の組より強調して表示するように制御している。あるいは、接近または
接続していると判定された複数の道路の脇に、地図画像の表示縮尺の拡大を指示するため
のアイコンを表示させ、当該アイコンが選択された場合に、表示中の地図画像の表示縮尺
よりも表示縮尺を小さく変更して地図画像を拡大表示するように制御している。
【発明の効果】
【００１３】
　上記のように構成した本発明によれば、ユーザは、互いに所定距離以内に接近または接
続している複数の道路およびそれに対応する渋滞線のそれぞれを明確に識別することが可
能になるため、密集している道路について表示されている渋滞線がどの道路に対するもの
なのかを確実に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施形態によるナビゲーション装置の全体構成例を示すブロック図である
。
【図２】第１の実施形態によるナビゲーション装置の画面表示例を示す図である。
【図３】第１の実施形態によるナビゲーション装置の動作例を示すフローチャートである
。
【図４】第２の実施形態によるナビゲーション装置の全体構成例を示すブロック図である
。
【図５】第２の実施形態によるナビゲーション装置の画面表示例を示す図である。
【図６】第２の実施形態によるナビゲーション装置の動作例を示すフローチャートである
。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の第１の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、第１の実施形態に
よるナビゲーション装置１００の構成例を示すブロック図である。図１において、１０は
ＤＶＤ－ＲＯＭ等の記録媒体であり、地図表示に必要な各種の地図データを記憶している
。ＤＶＤ－ＲＯＭ１０に記録された地図データは、広い地域を一望するための上位レベル
の地図（縮尺の小さい地図）から、狭い地域を詳細に記述した下位レベルの地図（縮尺の
大きい地図）まで、レベルと呼ばれる単位に階層化して管理されている。
【００１６】
　各レベルの地図データには、マップマッチングや経路探索、経路案内等の各種の処理に
必要なデータから成る道路ユニットが含まれている。道路ユニットは、道路や車線を細か
く分割して表した個々のベクトルである道路リンクに関する情報と、各道路リンクの両端
の点（交差点や分岐など複数の道路が交わる点を含む）に対応するノードに関する情報と
を含んでいる。なお、ここでは地図データを記憶する記録媒体としてＤＶＤ－ＲＯＭ１０
を用いているが、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードディスク、半導体メモリ等の他の記録媒体を用い
ても良い。
【００１７】
　１１は車両の現在位置を所定間隔毎に検出する車両位置検出部であり、自立航法センサ
、ＧＰＳ受信機、位置計算用ＣＰＵ等で構成されている。自立航法センサは、所定走行距
離毎に１個のパルスを出力して車両の移動距離を検出する車速センサ（距離センサ）と、
車両の回転角度（移動方位）を検出する振動ジャイロ等の角速度センサ（相対方位センサ
）とを含む。自立航法センサは、これらの車速センサおよび角速度センサによって車両の
相対位置および方位を検出する。
【００１８】
　位置計算用ＣＰＵは、自立航法センサから出力される自車両の相対的な位置および方位
のデータに基づいて、絶対的な自車装置（推定車両位置）および車両方位を計算する。ま
た、ＧＰＳ受信機は、複数のＧＰＳ衛星から送られてくる電波をＧＰＳアンテナで受信し
て、３次元測位処理あるいは２次元測位処理を行って車両の絶対位置および方位を計算す
る（車両方位は、現時点における自車位置と１サンプリング時間ΔＴ前の自車位置とに基
づいて計算する）。
【００１９】
　１２は地図情報記憶部であり、ＤＶＤ－ＲＯＭ制御部１３の制御によってＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ１０から読み出された地図データを一時的に格納する。ＤＶＤ－ＲＯＭ制御部１３は、
ＤＶＤ－ＲＯＭ１０からの地図データの読み出しを制御する。すなわち、ＤＶＤ－ＲＯＭ
制御部１３は、車両位置検出部１１から車両現在位置の情報を入力し、その車両現在位置
を含む所定範囲の地図データの読み出し指示を出力することにより、地図表示に必要な地
図データをＤＶＤ－ＲＯＭ１０から読み出して地図情報記憶部１２に格納する。
【００２０】
　１４はリモートコントローラ（リモコン）等の操作部であり、ユーザがナビゲーション
装置１００に対して各種の情報（例えば、経路誘導の目的地や経由地）を設定したり、各
種の操作（例えば、メニューやアイコン、ボタン等の選択操作、手動地図スクロール、文
字入力等）を行ったりするための各種操作子（ボタンやジョイスティック等）を備えてい
る。なお、ここではリモコン１４を用いる例について説明しているが、タッチパネルを用
いても良い。
【００２１】
　操作部１４を通じて地図スクロールが行われた場合、ＤＶＤ－ＲＯＭ制御部１３は、カ
ーソル位置を含む所定範囲の地図データの読み出し指示をＤＶＤ－ＲＯＭ１０に出力する
ことにより、カーソル位置を中心とする所定範囲の地図表示に必要な地図データをＤＶＤ
－ＲＯＭ１０から読み出して地図情報記憶部１２に格納する。
【００２２】
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　１５はビーコン送受信機であり（本発明の渋滞情報取得部に対応）、主に高速道路上に
設置された電波ビーコン送受信機との間で電波を介して双方向通信を行うとともに、主に
一般道路上に設置された光ビーコン送受信機との間で光を介して双方向通信を行うことに
より、図示しない道路交通情報センタから送られてくるＶＩＣＳ情報（渋滞情報）を受信
する。ビーコン送受信機１５は、道路交通情報センタから受信した渋滞情報を渋滞情報メ
モリ１６に順次格納する。
【００２３】
　この渋滞情報は、あるＶＩＣＳリンク（渋滞情報を受信可能なリンク）の特定箇所にお
ける混雑の度合いを示すものであり、ＶＩＣＳリンクＩＤ、渋滞の長さ、混雑の度合い等
の情報を含んでいる。ＶＩＣＳリンクＩＤは、その道路に対応したリンク番号を示す。渋
滞の長さは、渋滞の開始点（ＶＩＣＳリンクの一方端）からの距離を示す。混雑の度合い
は、例えば車両が順調に走行できる「順調」と、車両が一定の速度以下になる「混雑」と
、ほとんど車両が動かなくなる「渋滞」との３種類の状態を特定する。
【００２４】
　１７は地図表示制御部であり、地図情報記憶部１２に格納された地図データに基づいて
、ディスプレイ１８に対する自車位置周辺の地図の表示を制御する。このとき地図表示制
御部１７は、地図データに基づき地図画像データを生成するとともに、渋滞情報メモリ１
６に格納される渋滞情報に基づき道路の渋滞状況を表す渋滞線画像データを生成する。そ
して、生成した地図画像データおよび渋滞線画像データを用いて、各リンクに対応する道
路の脇に渋滞箇所を示す赤の渋滞線や混雑箇所を示すオレンジの渋滞線を明滅表示し、空
いている道路の脇には青の渋滞線を表示する。
【００２５】
　１９は道路条件判定部であり、地図情報記憶部１２に格納された地図データに基づいて
、ディスプレイ１８に表示される道路の中に、所定の道路種別に属し、かつ、互いに所定
距離（例えば、数十[ｍ]）以内に接近または接続している複数の道路（以下、単に接近接
続道路と称する）が存在するか否かについて判定する。本実施形態では、所定の道路種別
は、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道など一定ランク以上の道路種別を指してい
る。ここで、複数の道路が互いに所定距離以内に接近するとは、複数の道路が所定距離以
内の間隔を保ちながら平行に伸びている場合や、複数の道路が大きくカーブした円弧部分
をそれぞれ有し、当該円弧同士が互いに所定距離以内に接近している場合等を言う。また
、複数の道路が互いに接続するとは、高速自動車国道や都市高速道路（以下、これらをま
とめて高速道路という）のランプ等の連結路によって複数の高速道路が互いに接続してい
る場合等を言う。道路条件判定部１９は、複数の接近接続道路が存在すると判定した場合
、その旨を渋滞判定部２０に通知する。
【００２６】
　渋滞判定部２０は、道路条件判定部１９から複数の接近接続道路が存在する旨の通知を
受けた場合、渋滞情報メモリ１６に格納された渋滞情報に基づいて、複数の接近接続道路
のうち少なくとも１つの道路が渋滞しているか（すなわち、混雑の度合いが「混雑」又は
「渋滞」であるか）否かについて判定する。渋滞判定部２０は、複数の接近接続道路のう
ち少なくとも１つの道路が渋滞していると判定した場合、その旨をアイコン表示制御部２
１に通知する。
【００２７】
　アイコン表示制御部２１は、渋滞判定部２０から複数の接近接続道路のうち少なくとも
１つの道路が渋滞している旨の通知を受けた場合、当該複数の接近接続道路の脇に後述す
る簡易道路図形画面の表示を指示するためのアイコンを表示する。そして、アイコン表示
制御部２１は、アイコンを表示した旨を選択判定部２２に通知する。
【００２８】
　図２（ａ）は、第１の実施形態のナビゲーション装置１００によるアイコンの画面表示
例を示す図である。なお、図２（ａ）に示す画面は、車両の走行に伴い表示された自車位
置周辺の地図画像を表す画面であっても良いし、地図スクロールによって表示されたカー
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ソル位置周辺の地図画像を表す画面であっても良い。図２（ａ）に示す例では、領域２０
０内において、所定の道路種別（高速道路）に属し、かつ、互いに接続している複数の接
近接続道路（ランプ）が存在している。このとき、アイコン表示制御部２１は、渋滞判定
部２０から複数の接近接続道路のうち少なくとも１つの道路が渋滞している旨の通知を受
けて、当該複数の接近接続道路の脇に簡易道路図形画面の表示を指示するためのアイコン
２１０を表示する。
【００２９】
　２２は選択判定部であり、アイコン表示制御部２１からの通知を受けた後に、アイコン
表示制御部２１により表示されたアイコンが操作部１４に対するユーザ操作を介して所定
時間以内に選択されたか否かについて判定する。選択判定部２２は、アイコンが所定時間
以内に選択されたと判定した場合、その旨を簡易道路図形画面表示制御部２３に通知する
。簡易道路図形画面表示制御部２３は、選択判定部２２からアイコンが所定時間以内に選
択された旨の通知を受けた場合、地図表示制御部１７により表示された地図画像に代えて
、簡易道路図形画面をディスプレイ１８に表示する。
【００３０】
　図２（ｂ）、（ｃ）は、第１の実施形態のナビゲーション装置１００による簡易道路図
形画面の表示例を示す図である。図２（ａ）の画面でアイコン２１０が選択されると、図
２（ｂ）に示すように、領域２００内に含まれる複数の接近接続道路が簡易道路図形とし
てデフォルメ表示される。図２（ｂ）において、２２０は図２（ａ）の領域２００の外枠
に対応する外枠マークである。２３０ａ，２３０ｂ，２３０ｃ，２３０ｄ，２３０ｅ，２
３０ｆ，２３０ｇ，２３０ｈは、外枠マーク２２０と複数の接近接続道路の画像の各々と
が交わる点を表す交点マークである。ユーザは、操作部１４を用いて何れかの交点マーク
を選択する操作（本実施形態では、図示しないジョイスティックの傾倒操作）を行うこと
により、複数の接近接続道路の中から所望の接近接続道路を簡易に選択することができる
。
【００３１】
　図２（ｂ）は、１つの交点マーク２３０ａがデフォルトとして選択された状態を示す。
選択されている交点マーク２３０ａは、選択されていないその他の交点マーク２３０ｂ～
２３０ｈと表示態様が異なっている。ここで、デフォルトで選択される交点マーク２３０
ａは、例えば、現在走行中の道路上で自車位置から最も近い交点に対応するものである。
これによれば、ユーザが渋滞状況を知りたい接近接続道路として最も関心のある可能性が
高い現在走行中の道路上の交点マークをわざわざ選択する必要をなくすことができ、便利
である。
【００３２】
　交点マーク２３０ａの選択によって、簡易道路図形画面表示制御部２３は、交点マーク
２３０ａから延びる複数の接近接続道路２４０ａ，２４０ｂ，２４０ｃをそれ以外の接近
接続道路と表示色を変えて強調表示する。また、簡易道路図形画面表示制御部２３は、複
数の接近接続道路２４０ａ，２４０ｂ，２４０ｃに対応する渋滞線２５０ａ，２５０ｂ，
２５０ｃのみを複数の接近接続道路２４０ａ，２４０ｂ，２４０ｃの脇にそれぞれ表示す
る。この状態で、ユーザは、操作部１４に対する操作により、現在選択されている交点マ
ーク２３０ａに代えて、他の交点マークを選択することが可能である。
【００３３】
　２４は選択受付部であり、操作部１４に対するユーザ操作を介して、簡易道路図形画面
表示制御部２３により表示された簡易道路図形画面上の複数の接近接続道路（図２（ｂ）
では、外枠マーク２２０と交わる交点マーク）のうち何れか１つの選択を受け付ける。選
択受付部２４は、複数の接近接続道路のうち何れか１つの選択を受け付けた場合、その旨
を簡易道路図形画面表示制御部２３に通知する。この通知を受けて、簡易道路図形画面表
示制御部２３は、選択受付部２４により選択が受け付けられた接近接続道路とその他の接
近接続道路との色を異ならせて表示するとともに、当該選択が受け付けられた接近接続道
路に対応する渋滞線のみを表示する。
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【００３４】
　例えば、図２（ｂ）の状態において、簡易道路図形画面上での接近接続道路の選択とし
て交点マーク２３０ｃの選択が選択受付部２４により受け付けられた場合、簡易道路図形
画面表示制御部２３は、図２（ｃ）に示すように、選択された交点マーク２３０ｃから延
びる複数の接近接続道路２７０ａ，２７０ｂ，２７０ｃをそれ以外の接近接続道路に対し
て表示色を変えて強調表示する。また、簡易道路図形画面表示制御部２３は、接近接続道
路２７０ｂに対応する渋滞線２８０のみを接近接続道路２７０ｂの脇に表示する。
【００３５】
　本実施形態では、簡易道路図形画面において、混雑の度合いが「順調」の接近接続道路
については、その脇に青の渋滞線を表示しない。図２（ｃ）の例では、接近接続道路２７
０ａ，２７０ｃの混雑の度合いは「順調」であるため、接近接続道路２７０ａ，２７０ｃ
の脇に渋滞線を表示していない。これにより、ユーザは、渋滞が発生している接近接続道
路の渋滞状況をより着目しやすくなり、どの渋滞線がどの接近接続道路に対するものなの
かをより明瞭に把握することができる。
【００３６】
　なお、簡易道路図形画面において他の交点マークの選択が選択受付部２４により受け付
けられた場合も、簡易道路図形画面表示制御部２３は、図２（ｂ）、（ｃ）を用いて説明
した動作と同様の表示制御を行う。
【００３７】
　次に、第１の実施形態におけるナビゲーション装置１００の動作の詳細について説明す
る。図３は、第１の実施形態におけるナビゲーション装置１００の動作例を示すフローチ
ャートである。図３におけるステップＳ１００の処理は、例えば、ナビゲーション装置１
００が起動することによって開始する。
【００３８】
　まず、地図表示制御部１７は、地図情報記憶部１２に格納された地図データに基づいて
、ディスプレイ１８への地図表示に必要な地図画像データを生成する（ステップＳ１００
）。ここで地図表示制御部１７が生成する地図画像データは、自車位置周辺の地図画像を
表す地図画像データまたは手動地図スクロール中でのカーソル位置周辺の地図画像を表す
地図画像データである。次に、ビーコン送受信機１５は、道路交通情報センタから送られ
てくる渋滞情報を受信する（ステップＳ１２０）。そして、ビーコン送受信機１５は、受
信した渋滞情報を渋滞情報メモリ１６に記憶する。
【００３９】
　次に、地図表示制御部１７は、ステップＳ１００にて生成した地図画像データをディス
プレイ１８に出力することにより地図画像を表示するとともに、渋滞情報メモリ１６に格
納された渋滞情報に基づき道路の渋滞状況を表す渋滞線画像データを生成し、当該生成し
た渋滞線画像データをディスプレイ１８に出力することにより、各リンクに対応する道路
の脇に渋滞線を表示する（ステップＳ１４０）。
【００４０】
　次に、道路条件判定部１９は、地図情報記憶部１２に格納された地図データに基づいて
、ディスプレイ１８に表示されている道路の中に複数の接近接続道路が存在するか否かに
ついて判定する（ステップＳ１６０）。もし、複数の接近接続道路が存在しないと道路条
件判定部１９にて判定した場合（ステップＳ１６０にてＮＯ）、処理はステップＳ３２０
に遷移する。
【００４１】
　一方、複数の接近接続道路が存在すると道路条件判定部１９にて判定した場合（ステッ
プＳ１６０にてＹＥＳ）、渋滞判定部２０は、渋滞情報メモリ１６に格納された渋滞情報
に基づいて、複数の接近接続道路のうち少なくとも１つの道路が渋滞しているか（すなわ
ち、混雑の度合いが「混雑」又は「渋滞」であるか）否かについて判定する（ステップＳ
１８０）。もし、複数の接近接続道路の全てが渋滞していないと渋滞判定部２０にて判定
した場合（ステップＳ１８０にてＮＯ）、処理はステップＳ３２０に遷移する。
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【００４２】
　一方、複数の接近接続道路のうち少なくとも１つの道路が渋滞していると渋滞判定部２
０にて判定した場合（ステップＳ１８０にてＹＥＳ）、アイコン表示制御部２１は、当該
複数の接近接続道路の脇に、簡易道路図形画面の表示を指示するためのアイコンを表示す
る（ステップＳ２００）。
【００４３】
　次に、選択判定部２２は、アイコン表示制御部２１により表示されたアイコンが操作部
１４に対するユーザ操作を介して所定時間以内に選択されたか否かについて判定する（ス
テップＳ２２０）。もし、アイコンが所定時間以内に選択されていないと選択判定部２２
にて判定した場合（ステップＳ２２０にてＮＯ）、処理はステップＳ３２０に遷移する。
【００４４】
　一方、アイコンが所定時間以内に選択されたと選択判定部２２にて判定した場合（ステ
ップＳ２２０にてＹＥＳ）、簡易道路図形画面表示制御部２３は、地図表示制御部１７に
より表示された地図画像に代えて、簡易道路図形画面をディスプレイ１８に表示する（ス
テップＳ２４０）。このとき簡易道路図形画面表示制御部２３は、デフォルトで選択され
た接近接続道路の色をその他の接近接続道路の色と異ならせて表示するとともに、当該選
択された接近接続道路に対応する渋滞線のみを表示する。
【００４５】
　次に、選択受付部２４は、操作部１４に対するユーザ操作を介して、簡易道路図形画面
表示制御部２３により表示された簡易道路図形画面において複数の接近接続道路のうち何
れか１つの選択を受け付けたか否かについて判定する（ステップＳ２６０）。もし、接近
接続道路の選択を受け付けていないと選択受付部２４にて判定した場合（ステップＳ２６
０にてＮＯ）、処理はステップＳ３００に遷移する。
【００４６】
　一方、接近接続道路の選択を受け付けたと選択受付部２４にて判定した場合（ステップ
Ｓ２６０にてＹＥＳ）、簡易道路図形画面表示制御部２３は、選択受付部２４により選択
が受け付けられた接近接続道路の色をその他の接近接続道路の色と異ならせて表示すると
ともに、当該選択が受け付けられた接近接続道路に対応する渋滞線のみを表示する（ステ
ップＳ２８０）。次に、ナビゲーション装置１００は、図示しないタイマを参照して所定
時間が経過したか否かについて判定する（ステップＳ３００）。
【００４７】
　もし、所定時間が経過していないとナビゲーション装置１００にて判定した場合（ステ
ップＳ３００にてＮＯ）、処理はステップＳ２６０に遷移する。一方、所定時間が経過し
たとナビゲーション装置１００にて判定した場合（ステップＳ３００にてＹＥＳ）、ナビ
ゲーション装置１００は、主電源がＯＦＦにされたか否かについて判定する（ステップＳ
３２０）。
【００４８】
　もし、主電源がＯＦＦにされていないとナビゲーション装置１００にて判定した場合（
ステップＳ３２０にてＮＯ）、処理はステップＳ１００に遷移する。一方、主電源がＯＦ
Ｆにされたとナビゲーション装置１００にて判定した場合（ステップＳ３２０にてＹＥＳ
）、ナビゲーション装置１００は図３における処理を終了する。
【００４９】
　以上詳しく説明したように、第１の実施形態では、簡易道路図形画面において選択され
た接近接続道路とその他の接近接続道路との色を異ならせて表示するとともに、当該選択
された接近接続道路に対応する渋滞線のみを表示するように制御している。このように、
第１の実施形態によれば、ユーザは、簡易道路図形画面において複数の接近接続道路の相
対位置関係を把握しつつ、選択された接近接続道路とその他の接近接続道路とを表示色の
違いで区別し、複数の接近接続道路に対応する渋滞線のそれぞれを表示の有無で区別して
視認することができる。このためユーザは、密集している複数の接近接続道路について表
示された渋滞線がどの接近接続道路に対するものなのかを確実に把握することができる。
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【００５０】
　また、第１の実施形態では、所定の道路種別に属する道路（所定ランク以上の道路）に
限定して、当該道路の中に複数の接近接続道路が存在するか否かを判定するようにしてい
る。これによれば、地図画像内のいたる箇所における複数の接近接続道路の存在によって
不必要に表示されるアイコンの数が減り、ユーザにとって地図表示を見やすくすることが
できる。
【００５１】
　なお、上記第１の実施形態では、選択された接近接続道路およびその渋滞線の組をその
他の組より強調して表示する一態様として、選択された接近接続道路とその他の接近接続
道路との色を異ならせて表示するとともに、当該選択された接近接続道路に対応する渋滞
線のみを表示する例について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、簡易道
路図形画面表示制御部２３は、選択された接近接続道路およびその渋滞線の組のみを表示
するようにしても良い。この表示態様によれば、ユーザは、選択された接近接続道路に対
する渋滞線がどれなのかをより確実に把握することができる。なお、簡易道路図形画面上
では複数の接近接続道路間の相対位置関係を把握できないが、簡易道路図形画面を表示す
る前の地図画像の表示によって相対位置関係を概ね把握しておくことが可能である。
【００５２】
　また、簡易道路図形画面表示制御部２３は、選択された接近接続道路の道路幅およびそ
の渋滞線の幅をその他の接近接続道路の道路幅および当該その他の接近接続道路の渋滞線
の幅より太く表示するようにしても良い。また、簡易道路図形画面表示制御部２３は、選
択された接近接続道路およびその渋滞線の組をハイライト表示するようにしても良い。
【００５３】
　また、上記第１の実施形態では、簡易道路図形画面の表示を指示するためのアイコンが
選択された場合に当該簡易道路図形画面を表示する例について説明したが、本発明はこれ
に限定されない。例えば、画面表示されている道路の中に、所定の道路種別に属する複数
の接近接続道路が存在し、かつ、当該複数の接近接続道路のうち少なくとも１つの道路が
渋滞しているとき、そのまま簡易道路図形画面を表示するようにしても良い。ただし、操
作部１４に対するユーザ操作によるアイコンの選択を介して簡易道路図形画面を表示する
方が、ユーザの意図に反して不必要に簡易道路図形画面が表示されるのを回避することが
できる点で好ましい。
【００５４】
　また、上記第１の実施形態では、ジョイスティックの傾倒操作により複数の交点マーク
の何れかを選択することによって所望の接近接続道路を選択する例について説明したが、
本発明はこれに限定されない。例えば、簡易道路図形画面において複数の交点マークの何
れかをタッチすることにより所望の接近接続道路を選択するようにしても良い。また、簡
易道路図形画面において交点マークは表示せず、何れかの接近接続道路を直接タッチする
ことにより所望の接近接続道路を選択するようにしても良い。なお、簡易道路図形といっ
ても、複数の接近接続道路が互いに近接あるいは交差して表示されているので、所望の接
近接続道路を正確にタッチするのは難しい。そのため、交点マークを表示し、交点マーク
のタッチ操作により所望の接近接続道路を選択する方が好ましい。
【００５５】
　次に、本発明の第２の実施形態を図面に基づいて説明する。図４は、第２の実施形態に
よるナビゲーション装置１００′の構成例を示すブロック図である。なお、この図４にお
いて、図１に示した符号と同一の符号を付したものは同一の機能を有するものであるので
、ここでは重複する説明を省略する。第２の実施形態において、ナビゲーション装置１０
０′は、図１の地図表示制御部１７およびアイコン表示制御部２１の代わりに地図表示制
御部１７′およびアイコン表示制御部２１′を備えている。また、ナビゲーション装置１
００′は、図１の簡易道路図形画面表示制御部２３および選択受付部２４を備えていない
。
【００５６】
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　アイコン表示制御部２１′は、表示中の地図画像の表示縮尺が、当該地図画像の拡大表
示用にあらかじめ設定された表示縮尺である拡大表示用縮尺（本実施形態では、１[ｍｉ
ｌｅ]スケール）より大きいか否かについて判定する。もし、表示中の地図画像の表示縮
尺が拡大表示用縮尺より大きいとアイコン表示制御部２１′にて判定した場合、アイコン
表示制御部２１′は、複数の接近接続道路の脇に簡易道路図形画面の表示を指示するため
のアイコンを表示する。
【００５７】
　地図表示制御部１７′（本発明の分離表示制御部に対応）は、地図画像上に表示されて
いるアイコンが選択されたと選択判定部２２により判定された場合、表示中の地図画像を
当該拡大用表示縮尺で拡大表示するための地図画像データを生成するとともに、渋滞情報
メモリ１６に格納された渋滞情報に基づき道路の渋滞状況を表す渋滞線画像データを生成
する。そして、地図表示制御部１７′は、これらの地図画像データおよび渋滞線画像デー
タをディスプレイ１８に出力することにより、地図画像を拡大して表示するとともに、当
該拡大表示された地図画像に含まれる各リンクに対応する道路の脇に渋滞箇所を示す赤の
渋滞線や混雑箇所を示すオレンジの渋滞線を明滅表示し、空いている道路の脇には青の渋
滞線を表示する。
【００５８】
　図５は、第２の実施形態のナビゲーション装置１００′による画面表示例を示す図であ
る。図５（ａ）の表示画面は、車両の走行に伴い表示された自車位置周辺の地図画像、あ
るいは、地図スクロールによって表示されたカーソル位置周辺の地図画像を表す画面であ
る。なお、図５（ａ）に示す地図画像の表示縮尺は、ユーザによって事前に選択された表
示縮尺（図示しないユーザメモリに設定された表示縮尺）の１／２[ｍｉｌｅ]スケールで
ある。
【００５９】
　図５（ａ）に示すようにディスプレイ１８に表示されている地図画像上において、３１
０は所定の道路種別（高速道路）の道路、３２０は当該高速道路３１０の脇に表示された
渋滞線である。この地図画像のうち領域３００内において、複数の高速道路３１０が互い
に接続している。つまり、領域３００内における複数の高速道路３１０は、複数の接近接
続道路３３０を形成している。
【００６０】
　このとき、アイコン表示制御部２１′は、渋滞判定部２０から複数の接近接続道路３３
０のうち少なくとも１つの道路が渋滞している旨の通知を受けて、表示中の地図画像の表
示縮尺（１／２[ｍｉｌｅ]スケール）が拡大表示用縮尺（１[ｍｉｌｅ]スケール）より大
きいか否かについて判定する。ここでは、表示中の地図画像の表示縮尺が拡大表示用縮尺
より大きいので、当該複数の接近接続道路３３０の脇に簡易道路図形画面の表示を指示す
るためのアイコン３４０を表示する。
【００６１】
　そして、操作部１４の操作を通じてアイコン３４０が選択されると、地図表示制御部１
７′は、領域３００の周辺地図を拡大用表示縮尺で拡大表示するための地図画像データを
生成するとともに、渋滞情報メモリ１６に格納された渋滞情報に基づき道路の渋滞状況を
表す渋滞線画像データを生成する。そして、地図表示制御部１７′は、これらの地図画像
データおよび渋滞線画像データをディスプレイ１８に出力することにより、地図画像を拡
大して表示するとともに、当該拡大表示された地図画像に含まれる各リンクに対応する道
路の脇に渋滞箇所を示す赤の渋滞線や混雑箇所を示すオレンジの渋滞線を明滅表示し、空
いている道路の脇には青の渋滞線を表示する。
【００６２】
　図５（ｂ）は、地図表示制御部１７′により領域３００の周辺地図が拡大用表示縮尺で
拡大表示された場合の画面表示例を示す図である。図５（ｂ）に示すように、領域３００
内に存在する複数の接近接続道路３３０同士および当該複数の接近接続道路３３０の各々
に対応する渋滞線３２０同士の地図画像上の表示位置の距離が開くため、ディスプレイ１
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８の画面表示を見たユーザは、複数の接近接続道路３３０およびそれに対応する渋滞線３
２０の組のそれぞれを明確に区別して視認することができる。
【００６３】
　なお、図５（ａ）に示す地図画像の表示縮尺は１／２[ｍｉｌｅ]スケールと比較的小さ
い縮尺であるが、これよりもっと大きな表示縮尺で地図画像が表示されている場合、領域
３００内に存在する複数の接近接続道路３３０同士および複数の渋滞線３２０同士は更に
密集して識別しにくい。このような場合に、図５（ｂ）のように地図画像を拡大して表示
すれば、複数の接近接続道路３３０同士および複数の渋滞線３２０同士を明瞭に区別して
識別することができる。
【００６４】
　次に、第２の実施形態におけるナビゲーション装置１００′の動作について説明する。
図６は、第２の実施形態におけるナビゲーション装置１００′の動作例を示すフローチャ
ートである。図６におけるステップＳ４００の処理は、例えば、ナビゲーション装置１０
０′が起動することによって開始する。なお、この図６において、ステップＳ４００～Ｓ
４８０およびＳ６６０は、図３のステップＳ１００～Ｓ１８０およびＳ３２０とそれぞれ
同一の処理であるので、ここでは重複する説明を省略する。
【００６５】
　表示中の地図画像に含まれる複数の接近接続道路のうち少なくとも１つの道路が渋滞し
ていると渋滞判定部２０にて判定した場合（ステップＳ４８０にてＹＥＳ）、アイコン表
示制御部２１′は、表示中の地図画像の表示縮尺が拡大表示用縮尺より大きいか否かにつ
いて判定する（ステップＳ５００）。もし、表示中の地図画像の表示縮尺が拡大表示用縮
尺より大きくないとアイコン表示制御部２１′にて判定した場合（ステップＳ４８０にて
ＮＯ）、処理はステップＳ６６０に遷移する。
【００６６】
　一方、表示中の地図画像の表示縮尺が拡大表示用縮尺より大きいとアイコン表示制御部
２１′にて判定した場合（ステップＳ４８０にてＹＥＳ）、アイコン表示制御部２１′は
、当該複数の接近接続道路の脇に、簡易道路図形画面の表示を指示するためのアイコンを
表示する（ステップＳ５２０）。次に、選択判定部２２は、アイコン表示制御部２１′に
より表示されたアイコンが操作部１４に対するユーザ操作を介して所定時間以内に選択さ
れたか否かについて判定する（ステップＳ５４０）。もし、アイコンが所定時間以内に選
択されていないと選択判定部２２にて判定した場合（ステップＳ５４０にてＮＯ）、処理
はステップＳ６６０に遷移する。
【００６７】
　一方、アイコンが所定時間以内に選択されたと選択判定部２２にて判定した場合（ステ
ップＳ５４０にてＹＥＳ）、地図表示制御部１７′は、表示中の地図画像の表示縮尺を拡
大表示用縮尺に設定変更する（ステップＳ５６０）。そして、地図表示制御部１７′は、
自車位置の周辺地図を拡大用表示縮尺で表示するための地図画像データを生成するととも
に、渋滞情報メモリ１６に格納された渋滞情報に基づき道路の渋滞状況を表す渋滞線画像
データを生成する（ステップＳ５８０）。
【００６８】
　次に、地図表示制御部１７′は、生成した地図画像データをディスプレイ１８に出力す
ることにより地図画像を表示するとともに、生成した渋滞線画像データをディスプレイ１
８に出力することにより各リンクに対応する道路の脇に渋滞線を表示する（ステップＳ６
００）。
【００６９】
　次に、ナビゲーション装置１００′は、図示しないタイマを参照して所定時間が経過し
たか否かについて判定する（ステップＳ６２０）。もし、所定時間が経過していないとナ
ビゲーション装置１００′にて判定した場合（ステップＳ６２０にてＮＯ）、処理はステ
ップＳ６２０に遷移する。一方、所定時間が経過したとナビゲーション装置１００′にて
判定した場合（ステップＳ６２０にてＹＥＳ）、地図表示制御部１７′は、表示中の地図
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画像の表示縮尺をステップＳ５６０にて変更される前の表示縮尺に設定変更する（ステッ
プＳ６４０）。その後、処理はステップＳ６６０に遷移する。
【００７０】
　以上詳しく説明したように、第２の実施形態では、画面表示されている道路の中に複数
の接近接続道路が存在する場合にアイコンを表示し、そのアイコンが選択された場合、表
示縮尺を拡大用表示縮尺に変更して地図画像を拡大表示するようにしている。このように
構成した第２の実施形態によれば、ユーザは、互いに所定距離以内に接近または接続して
いる複数の接近接続道路およびそれに対応する渋滞線のそれぞれを地図画像上の表示位置
の距離が開いた状態で区別して視認することが可能になる。このためユーザは、密集して
いる複数の接近接続道路について表示された渋滞線がどの接近接続道路に対するものなの
かを確実に把握することができる。
【００７１】
　なお、上記第２の実施形態では、アイコン３４０が選択された場合、表示縮尺を固定の
拡大用表示縮尺に変更して地図画像を拡大表示する例について説明したが、本発明はこれ
に限定されない。例えば、道路条件判定部１９により接近または接続していると判定され
た複数の接近接続道路の本数に応じて表示縮尺を設定する表示縮尺設定部を更に備え、地
図表示制御部１７′が、地図画像の表示縮尺を表示縮尺設定部により設定された表示縮尺
に変更して地図画像を拡大表示するようにしても良い。例えば、複数の接近接続道路の本
数が多ければ多いほど、地図画像をより小さい表示縮尺にして拡大表示する。このように
すれば、複数の接近接続道路の本数に応じた適度な大きさで地図表示ができるため、ユー
ザが画面表示を見る際の視認性を向上させることができる。
【００７２】
　また、上記第１および第２の実施形態において、複数の接近接続道路の少なくとも１つ
が現在走行中の道路の進行方向前方に繋がる道路であるか否かについて判定する道路判定
部を更に備え、表示制御部１７（１７′）が、道路判定部により進行方向前方に繋がる道
路であると判定された場合に限り、簡易道路図形画面の表示または地図画像の拡大表示を
指示するためのアイコンを表示するようにしても良い。このようにすれば、ユーザが通行
する可能性の低い接近接続道路についてまで不必要にアイコンが表示されることを防止す
ることができ、ユーザが画面表示を見る際に不必要なアイコンが多く出過ぎるという煩わ
しさを抑制することができる。
【００７３】
　または、複数の接近接続道路の少なくとも１つが現在走行中の道路の進行方向前方に繋
がる道路であり、かつ、その道路上で渋滞が発生している場合に限り、簡易道路図形画面
の表示または地図画像の拡大表示を指示するためのアイコンを表示するようにしても良い
。このようにすれば、ユーザが通行する可能性の低い接近接続道路で渋滞が発生している
ときまで、不必要にアイコンが表示されることを防止することができ、ユーザが画面表示
を見る際に不必要なアイコンが多く出過ぎるという煩わしさを更に効果的に抑制すること
ができる。
【００７４】
　また、上記第１および第２の実施形態では、所定の道路種別が、高速自動車国道、都市
高速道路、一般国道など一定ランク以上の道路種別である例について説明したが、本発明
はこれに限定されない。例えば、所定の道路種別は、高速自動車国道、都市高速道路、一
般国道の他に主要地方道や一般都道府県道まで含めたものであっても良い。ただし、所定
の道路種別を一定ランク以上の道路種別に限定した方が、不必要に表示されるアイコンが
減り、ユーザにとって地図表示を見やすくすることができる点で好ましい。
【００７５】
　その他、上記第１および第２の実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体
化の一例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈され
てはならないものである。すなわち、本発明はその精神、またはその主要な特徴から逸脱
することなく、様々な形で実施することができる。
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【符号の説明】
【００７６】
　１００，１００′　ナビゲーション装置
　１５　ビーコン送受信機
　１７，１７′　地図表示制御部
　１９　道路条件判定部
　２０　渋滞判定部
　２１，２１′　アイコン表示制御部
　２２　選択判定部
　２３　簡易道路図形画面表示制御部
　２４　選択受付部

【図２】 【図５】



(16) JP 5464875 B2 2014.4.9

【図１】



(17) JP 5464875 B2 2014.4.9

【図３】



(18) JP 5464875 B2 2014.4.9

【図４】



(19) JP 5464875 B2 2014.4.9

【図６】



(20) JP 5464875 B2 2014.4.9

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｃ　　２１／２６　　　　
              Ｇ０９Ｂ　　２９／００　　　　
              Ｇ０９Ｂ　　２９／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

