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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図を記憶する地図データ記憶部と、前記地図のノード及び経路区分における各種施設
に関連した映像情報、音声情報及び音楽情報を前記ノード及び前記各区分に関連づけて記
憶するデータベースと、前記地図のうち利用者の現在位置周辺の地図を前記地図データ記
憶部から読み出して表示する表示装置と、前記音声情報と音楽情報を再生する再生装置と
、利用者による指定に応じて経路設定を行うことが出来る設定手段と、利用者の現在位置
に対応して前記設定した経路上のノード及び経路区分に関連した前記映像情報、音声情報
及び音楽情報を前記表示装置並びに前記再生装置により表示及び／又は再生させる手段と
を含む携帯歩行ナビ装置であって、
　前記地図のノード及び経路区分における各種施設に関連した映像情報、音声情報及び音
楽情報を前記ノード及び前記各区分に関連づけて記憶するデータベースは、前記多数のノ
ード及び経路区分のそれぞれに対する文学、詩、紀行文、絵画、彫刻及び建築の一以上に
関連した創作的な記述を記憶した感性情報部データメモリ（１４）と、多数のノード及び
経路区分のそれぞれに対する科学、技術、歴史、地理、施設、店を含む客観的な記述を記
憶した知識情報部データメモリ（１６）とよりなり、感性情報部データメモリおよび知識
情報部データメモリの前記記述は音声情報と映像情報と音楽情報を含んでおり、さらに、
前記表示装置並びに前記再生装置により表示及び／又は再生させる手段は、前記利用者の
現在位置に対応して、前記設定した経路上のノード及び経路区分に関連した知識情報及び
感情情報の内容を表示する手段を有し、当該内容から特定内容の利用者による選択に応じ
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又はデフォルトに応じて当該ノード及び経路区分の映像情報、音声情報及び／又は音楽情
報を再生するようにした、携帯歩行ナビ装置。
【請求項２】
　設定手段は、前記表示装置に表示された地図上で所望の複数個所を選択するように構成
されている請求項１の携帯歩行ナビ装置。
【請求項３】
利用者の現在位置が設定した経路上にあるかどうかをチェックする手段を有し、もしなけ
れば前記経路設定手段は現在のノード又は経路区分を始点として経路設定をやり直すよう
にした、請求項１又は２の携帯歩行ナビ装置。
【請求項４】
　更に、前記映像情報及び音声情報は分類されており、利用者が前記データベースから特
定の分類を任意に選択してその選択した分類に属する情報を再生させる選択手段を有する
請求項１～３のいずれかの携帯歩行ナビ装置。
【請求項５】
　前記地図データ記憶部の地図、及び／又は前記データベースはホストサーバからダウン
ロード可能である請求項１～４のいずれかの携帯歩行ナビ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は歩行者が携帯できるナビゲーション装置（歩行ナビ装置）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、持ち運びできるＰＤＡや携帯電話などで地図を画面に表示させ、目的地までの経路
を表示したり、又美術館や屋外の特定の地区などで場所毎に表示された番号をインプット
し音声ガイド、音声を聞くことができる装置などが実用化されている。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１１－３２８２１７号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
これらのうち前者では、実用化されているカーナビの原理に従って、入力した目的地への
最短距離に沿って利用者の自己位置を中心とした地図が任意の倍率で表示できるようにす
ることができるので便利となることは明らかであるが、個人のニーズに応じ選定された経
路に沿って種々の情報やシナリオが表示されるわけではなく、あくまで経路誘導に限られ
る。
後者では利用者が各々定められた場所で番号表示などを見てインプットボタンから所定の
番号を入力するなどの操作が必要で使い勝手が悪く、自由なウォーキング、町歩き、自然
探索等の楽しみを満足させることができない。
【０００５】
また、特定経路に沿ったいくつかの点で予め定められた画面や説明等が次々に提供される
システムが実現されたにしても（例えば、現在のカーナビで通過する近くの施設を自動的
に表示する機種がある。）経路に沿うのみの画一的な情報提供のみでは単調になり魅力を
感じられないことになる。
【０００６】
従って、本発明の目的は、普通に景観を観察し、歩行しつつ自然に使用することができる
、より価値の高い歩行ナビ装置を提供することにある。本発明は、自由なウォーキング、
町歩き、自然探索等の楽しみに適した歩行ナビ装置であって、推奨する地点を結びつけ空
間移動に基づくシナリオをベースに動作する。すなわちシナリオによるルートの提供に加
え、任意の経路の自由な選択、又は専門家の推奨するルートの選択が可能で、観察・鑑賞
の目的に応じた情報を利用者の趣味・趣向に合わせて現在の利用者の位置（座標）と時間
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・タイミングに合わせ、又演出も加えた音声や音楽と共に画面情報を表示できる歩行ナビ
装置を提供することを目的とする。
【０００７】
本発明の他の目的は、利用者の求めに応じそのルートや地点又は施設についてより具体的
な情報（施設の内容、商品、サービス、ルートや地点の背景や歴史などを深く掘り下げた
音声・画面情報）をタイムリーに提供することを目的とする。
本発明の更に他の目的は、ルートや地点に関し、興味を有する多数の人々にデータの作成
の機会を提供し、又これを利用した歩行ナビ装置を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、地図を記憶する地図データ記憶部と、前記地図のノード及び経路区分におけ
る各種施設に関連した映像情報、音声情報及び音楽情報を前記ノード及び前記各区分に関
連づけて記憶するデータベースと、前記地図のうち利用者の現在位置周辺の地図を前記地
図データ記憶部から読み出して表示する表示装置と、前記音声情報と音楽情報を再生する
再生装置と、利用者による指定に応じて経路設定を行うことが出来る設定手段と、利用者
の現在位置に対応して前記設定した経路上のノード及び経路区分に関連した前記映像情報
、音声情報及び音楽情報を前記表示装置並びに前記再生装置により表示及び／又は再生さ
せる手段とを含む携帯歩行ナビ装置であって、
　前記地図のノード及び経路区分における各種施設に関連した映像情報、音声情報及び音
楽情報を前記ノード及び前記各区分に関連づけて記憶するデータベースは、前記多数のノ
ード及び経路区分のそれぞれに対する文学、詩、紀行文、絵画、彫刻及び建築の一以上に
関連した創作的な記述を記憶した感性情報部データメモリ（１４）と、多数のノード及び
経路区分のそれぞれに対する科学、技術、歴史、地理、施設、店を含む客観的な記述を記
憶した知識情報部データメモリ（１６）とよりなり、感性情報部データメモリおよび知識
情報部データメモリの前記記述は音声情報と映像情報と音楽情報を含んでおり、さらに、
前記表示装置並びに前記再生装置により情報を表示及び／又は再生させる手段は、前記利
用者の現在位置に対応して、前記設定した経路上のノード及び経路区分に関連した知識情
報及び感情情報の内容を表示する手段を有し、利用者による当該内容からの特定内容の選
択に応じ又はデフォルトに応じて当該ノード及び経路区分の映像情報、音声情報及び／又
は音楽情報を再生するようにした、携帯歩行ナビ装置を提供する。
　なお、感情情報部データベースには、以下で説明するシナリオを記憶することできる。
【０００９】
好ましくは、設定手段は、前記表示装置に表示された地図上で所望の複数個所を選択する
ように構成されている。
好ましくは、利用者の現在位置が設定した経路上にあるかどうかをチェックする手段を有
し、もしなければ前記経路設定手段は現在のノード又は経路区分を始点として経路設定を
やり直すように構成する。これにより利用者は最初の設定経路ないしは設定したシナリオ
経路を気にすることなく遊歩し、複数のシナリオを経路を組み合わせるなどして必要な情
報を得ることも可能となる。
【００１０】
更に、前記映像情報及び音声情報は分類されており、利用者が前記データベースから特定
の分類を任意に選択してその選択した分類に属する情報を再生させる選択手段を有するこ
とが好ましい。後で述べるように、ノード及び経路周辺の施設及び史跡の体系的な説明、
文学的その他創作的な解説等を分類しておき、利用者がそれらの分類を指定することによ
り、例えば歴史空間散歩、文学散歩情報、特別なショッピング情報等の特化した情報を得
ることが可能となる。
【００１１】
なお、前記地図データ記憶部の地図、及び／又は前記データベースはホストサーバからダ
ウンロード可能にすることにより、情報の更新を可能にすることが望ましい。
さらに、前記シナリオには複数の特定経路に沿った既定シナリオが含まれ、利用者による
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指定に応じて経路設定を行うことが出来る設定手段は、前記既定シナリオに対応した経路
設定を行う機能を含むことが出来る。
【００１２】
【作用】
本発明によると、史跡散策、街路散歩、建築・芸術散歩、買い物、その他の目的で、液晶
表示装置に先ず地図情報を表示し、使用者端末からの地域とシナリオを選択して入力する
ことにより、そのシナリオに基づく経路が設定され、地図上に表示され、又はその他の方
法で表示された所望の地図を利用して、所望の歩行経路、所望の歩行始点及び終点、又は
歩行経路に含ませるべき所望の３点以上の入力により、経路を設定すると、設定された経
路に沿った経路区分又は地点ごとに予め関連づけて記憶されている施設、史跡、土地に関
する音声説明、歌、音楽、映像等を、経路に沿って合成し、ＧＰＳ等からの現在位置情報
に従って、上記の合成された音声等の情報を映像表示装置及び音声再生装置により順次再
生する。
【００１３】
この場合に表示及び／又は再生すべき情報の種類（分類されたもの）と表示方法の種類を
利用者が任意に選択可能にすることも可能である。例えば蓄積情報を数種類に分類し、そ
のうちの１つ以上を任意に選択可能にし、映像の表示と音声の表示を選択可能にすれば、
好みの組合せによる利用態様が可能になる。例えばある時代の史跡関連の映像と説明に限
る利用形態等は勿論、これとは別に史跡と文学、建築等を組合せ案内することも可能にな
る。
このように、本発明によれば、任意の経路に沿った付加価値型の歩行者ナビが可能になる
。
【００１４】
前記の「シナリオ」とは経路区分に沿って移動するとき、移動すなわち「移動位置座標の
変化及び／又は時間経過」に対応して当該経路区分の施設や地点又は経路に関し、歴史や
景観を考慮し作家（創作者）が利用者を想定して演出的又は客観的な表現をすることであ
る。この表現は音声、音楽、音を主体とし、必要に応じて映像を加えて行われる。シナリ
オはこれを利用する利用者が現にいる場所やそこから見える景観や雰囲気と共に利用者に
認知・認識されるため、利用者の頭脳内でその有する知識と結びつき理解が深まると共に
、一方で現地ならではの雰囲気と協調し新たな情緒の形成が生ずるなど、より高いレベル
の人の移動を総合的に構成することを支援する。こうしたシナリオは創作者が音声入力手
段及び／又は写真／又はビデオ撮影手段で入力し、位置、経路、時間と組み合わせて作成
する。それを通信系を利用してデータベースに送り他の利用者の利用に供することができ
る。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の携帯歩行者ナビ装置の基本構成を示す。但し図１中、２５は作成したガイ
ドモデルを示すものである。
図において無線又は有線通信系１を介して本発明の歩行ナビ装置は必要な情報をダウンロ
ードすることができる。このような情報には地図情報と地図情報に含まれる経路に関連づ
けられた施設、史跡等に関連する説明、音楽等の音声情報及び映像情報が含まれる。
【００１６】
更に、現在位置を検出するためＧＰＳ等の位置検出器３及び歩行ナビ装置の向きを検出す
る方位検出器５が含まれる。カーナビにおいて周知のように、自動車の現在位置並びに自
動車の方位は位置測定衛星（ＧＰＳ）及びジャイロスコープなどを利用した位置検出装置
等により常時検出可能である。同様に道路沿いに多数の発信アンテナが張り巡らされるよ
うにして無線ＬＡＮを形成したり、赤外線通信やブルートウースになどにより携帯電話機
などに位置情報を知らせることも可能である。従って、本発明の携帯歩行ナビ装置（液晶
表示装置及び音声再生装置付きの携帯端末ＰＤＡ、携帯電話等）においてはこれらの技術
を利用するものであり、その詳細は省く。なお歩行ナビ装置の位置検出に一例としてＧＰ
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Ｓと、歩行方向の検出に時間経過付きマップマッチング（通過した２点間の前後関係）と
が併せて使用される。
【００１７】
システム制御・合成・出力編成部９は中央処理装置（以下ＣＰＵと称する）であり、本発
明に必要な全ての制御並びにその他の制御を行う。ＣＰＵ９は無線ＬＡＮなどを利用した
通信系１（例えば無線ＬＡＮでＰＨＳアンテナ等を利用する）を介してホストプロバイダ
ーの地図データベースにアクセスし、必要な更新地図データをダウンロードし、地図上の
あらゆる経路に沿った経路区分に関連する感性情報部データベース、知識情報部データベ
ースにアクセスして必要な音声（音楽を含む）及び映像の更新情報をダウンロードし、そ
れらを地図データ部メモリ１２、感性情報部データメモリ１４、及び知識情報部データメ
モリ１６にそれぞれ記憶させる。なお感性情報部データメモリ１４、及び知識情報部デー
タメモリ１６の音声と音楽を別扱いにしたが、後者に音声を含めることもできる。
【００１８】
地図データ部メモリ１２は地図で表示したが実際にはデジタル情報であり、データ間の関
連を見やすくするために地図を表示して示した。この地図情報はカーナビと同様な方法で
任意の地図を選択して任意の縮尺度で任意の俯瞰角度で透視図として表示することが可能
である。同時に音声によるルートガイドのための情報を提供する。この手段は周知である
。
【００１９】
感性情報部データメモリ１４は多数のノード及び経路区分のそれぞれに対する文学、詩、
紀行文、絵画、彫刻、建築等に関連した個人的な感情の表白などの創作的な情報を記憶す
るものであり、特に、歩行ナビのシナリオや個別の紹介にふさわしい比較的長い時間長の
もの或いは短い時間長のもの或いは簡単な映像等が記憶されている。長時間に及ぶ歩行シ
ナリオでは経路に沿って一貫した音声や音楽を起承転結を伴った演出により提供すること
もできる。この情報は専門家やアマチュアその他一般人がホストプロバイダのデータベー
スに自由にアクセスして自己の創作的情報（例えば特定の歴史施設や風景や絵画に対する
独創的な説明や自己流の解説等）を地点や経路に沿って系統的に入力することにより蓄積
し、自由に取り出せるようにすることが好ましい。
【００２０】
知識情報部データメモリ１６は、多数のノード及び経路区分のそれぞれに対する科学、技
術、歴史、地理、施設、店、その他の主に客観的な情報を体系的に記述したものを記憶す
るものであり、比較的短い時間長のもの或いは簡単な映像等が記憶されている。この情報
は施設や観光協会等がホストプロバイダからコンテンツサーバーなどのデータベースに自
由にアクセスして体系的な情報（例えば商業施設や観光施設に対応する最新のサービス内
容の説明等）を蓄積し、自由に取り出せるようにすることが好ましい。体系的な記述とは
階層構造により所望の具体的な知識を得るようにすることである。例えば、ノード又はル
ートに関連する店の場合階層構造は、店＞デパートや有名店の店名＞それぞれの店におけ
る商品大分類＞各分類における商品＞など、歩行ナビのサーチ機能を利用して次第に深い
（より詳細又は具体的な）階層を探索し、深部のメモリにアクセスできるようにする。こ
のような技術は特開平１１－３２８２１７号に記載されている。
【００２１】
なお、これらのメモリ１４、１６は分類された情報の選択に便利であり、更に他の種類の
ための同様なデータメモリを有しても良いし、或いはそれぞれが下位階層の分類を有して
も良い。例えば知識情報部データメモリ１６は科学技術・歴史・地理・買い物などの副分
類を有し、利用者はこれから例えば副分類「買い物」を蓄積及び選択することが出来る。
【００２２】
本発明に従って、感性情報部データメモリ１４は経路区分１、２、．．．ｎに対応してそ
れぞれ音声▲２▼Ａ１、Ａ２、．．．Ａｎ（それぞれに一種以上の音声情報を含む）、映
像▲２▼Ｉ１、Ｉ２、．．．Ｉｎ（それぞれに一種以上の映像情報を含む）、音楽▲２▼
Ｍ１、Ｍ２、．．．Ｍｎ（それぞれに一種以上の音楽情報を含む）に分けられている。シ
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ナリオは各シナリオについて下位分類を持たず、各シナリオは各経路区分に対応する部分
は単一である。
【００２３】
同様に知識情報部データメモリ１６は経路区分１、２、．．．ｎに対応してそれぞれ音声
▲３▼Ａ１、Ａ２、．．．Ａｎ（それぞれに一種以上の音声情報を含む）、映像▲３▼Ｉ
１、Ｉ２、．．．Ｉｎ（それぞれに一種以上の映像情報を含む）、音楽▲３▼Ｍ１、Ｍ２
、．．．Ｍｎ（それぞれに一種以上の音楽情報を含む）に分けられている。そしてこれら
は各々細部へと体系化され音声▲３▼Ａ１－１、１－２、１－３、．．．、などと任意の
深度に階層化されている。こうした階層化は公知である（特開平１１－３２８２１７号）
。
【００２４】
地図経路案内部１１は地図データ部メモリ１２への記憶読み出しを制御し、その他の案内
ナビゲーションに必要な各種機能を有する。例えば本発明の経路探索に限らず最短距離探
索、最短時間探索等のカーナビで行われている経路探索及び表示制御機能や音声によるル
ートガイド機能を有することができる。
【００２５】
システム制御・合成・出力編成部（ＣＰＵ）９は、本発明の装置の動作を制御する。第１
に通信系１からの情報をダウンロードして回路１１、１３、１５を経てそれぞれメモリ１
２、１４、１６に振り分けデータの更新を行う。歩行ナビ装置が最新の情報を有する場合
には通信系１は利用しなくて良い。
【００２６】
ＣＰＵ９はＧＰＳを利用した位置検出器３及び方位検出器５から現在位置を決定し、それ
に基づいてその周辺の地図を映像出力部１９に表示する。
ＣＰＵ９は利用者入力部７から入力される経路設定条件、例えば利用者が希望する経路案
内専門家による歴史ガイドシナリオを選ぶか、又は探索始点と終点、又はそれらの１以上
の中間点の入力により、これらの点を経由する経路を設定し、映像出力部１９に表示され
た地図画面を利用して経路を記入する。この設定経路は予め適宜に定められた複数のノー
ド（交差点）と経路区分より構成されており、且つ前述のようにメモリ１４、１６の内容
は予めノード及び経路区分に割り当てられた状態で記憶されている。なお２１は環境入力
部であり、後述のシナリオ入力の際に周囲の映像を感知し入力するのに利用することが出
来る。他の例としては、施設の入口に表示してあるバーコードからその施設の地図座標、
内部構造、展示の概要などを読み取るセンサを介して取込むようにする。
【００２７】
一旦設定された経路は固定であるが、自由な散策を希望する場合には現在位置を刻々と検
出し、設定経路を外れている場合には検出地点を出発点として目的地までの経路設定をや
り直したり、シナリオで規定された経路に復帰させることも可能である。
【００２８】
ＣＰＵ９は利用者が入力部７から案内開始を選択したとき現在位置が経路内にあるかどう
かを決定し、経路内に無ければその旨を映像出力部１９に表示する。一方経路内にあれば
経路区分のどれかが現在位置から直ちに分かるので、その部分を表示装置１９上に表示す
る。同時に感性情報部１３及び知識情報部１５から情報を呼び出してその見出しをメニュ
ー形式で映像出力部（表示装置）１９に表示する。利用者が入力部７から見出しの選択を
行えば（無選択では表示順を決めておくことが出来る）、それに対応する情報を感性情報
部１３及び／又は知識情報部１５から呼び出して音声出力部１７及び／又は映像出力部１
９に表示させる。経路に沿って順次同様な操作が行われ、図１に２５（装置の一部ではな
く情報のフローを表す）で示した情報表示・再生フローが時系列で表示されて行く。この
時系列は経路順であるが必ずしも一部逆順も可能であることは経路区分単位で情報が整理
されていることから明らかである。
【００２９】
情報の再生を歩行している利用者に密着して行うには、情報の再生を経路方向に順に行う



(7) JP 4050983 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

必要がある。現在位置と移動方向とを検出して、直近のノード又は経路区分に関連した情
報から順に移動方向の経路区分へと情報を再生して行く。
【００３０】
図２～３は本発明の装置の利用方法の例を示すものであるが、本発明の範囲内で他の使用
方法を排除するものではない。
【００３１】
実施例１
先ず本発明の携帯歩行ナビ装置のメニュー画面から図２の実線フロー、図２の点線フロー
、図３のフローのいずれかの一つを選択して動作を開始する。図３は実施例２の場合を示
す。
【００３２】
図２において、まず、利用者は入力部７から地名又は施設名、史跡名等を入力することに
より（Ｓ１）目的地周辺の地図を表示装置に表示させるか（Ｓ２）、又は点線で示したよ
うに、利用者が目的地にいるならば自動的に自己位置を検出して、その周辺の地図を表示
装置に表示させる（Ｓ１０）。利用者は地図上の所望の始点及び終点、又は更に１以上の
中間点の地名を入力するか、映像出力部（表示装置）１９上にポインタを合わせる等によ
り入力する（Ｓ３）。２点又は３点等を指定した場合には、複数の経路が存在しうるが、
経路区分に関連した感性及び知識のデータベースの情報量が多い経路、又は最も有名な経
路等を自動的に選択する優先選択回路を利用することができる。こうしてＣＰＵ９は経路
区分を１、２、．．．ｎとすると経路はこれらを順位接続したものを生成する（Ｓ４）。
この設定された経路は図１の２５に示されているように経路にノードと経路区分を順に並
べただけのものであり情報はこれらにぶら下がっているので、現在位置に属する区分に関
連した情報をデータベース１２、１４、１６から読み出して表示すれば足りるものである
ので、データを予め合成しておく必要はない。
【００３３】
使用者が実際に設定した経路の始点又は任意の地点に立つと、ＧＰＳ等を利用した位置検
出回路３及び方位検出回路５により現在位置が刻々と検出される（Ｓ５）。現在位置が設
定したルートから外れることがあるので、検出された現在位置と設定経路の一致をチェッ
クする（Ｓ９）。もしも一致すれば（ＹＥＳ）、現在位置は設定した経路の特定の経路区
分に対応するからＣＰＵ９はノード及び経路区分に対応する情報をデータベースメモリ１
４、１６が指定されたことになり、ＣＰＵはその各内容の見出しを表示装置１９に表示す
る（Ｓ６）。利用者はその中から希望のものを選択するか（知識情報の場合にはツリー構
造の階層を順次クリックして所望階層まで選択）又は何もしない（デフォルト）（Ｓ７）
。利用者の選択（情報の分類メニューの選択と再生モードの選択）に応じて音声出力部１
７、映像出力部１９により説明や音楽が再生され、また映像が表示される（Ｓ８）。
【００３４】
一方もしもチェック（Ｓ９）の結果、現在位置が設定経路から外れていて、設定経路が固
定でなければ、現在位置から経路区分順路の合成を行って経路を再設定する（Ｓ４）。図
２のこのループ（Ｓ９の部分）は自由散策のためのオプションである。
【００３５】
このほかにオプションとして、既に説明したように利用者がシナリオの作者となってシナ
リオを入力する。これは図２の経路設定Ｓ７が表示されたとき、状態Ｓ８に移る代わりに
音声及び／又は映像入力モードにし、或いは映像を表示しながら音声のみのシナリオ入力
モードに切り替え、制作者がシナリオを入力するものである（Ｓ１１）。
【００３６】
実施例２
この例は既定シナリオにより歩行ナビゲーションを実現する例である。シナリオは専門の
作家により予め作られデータベースに蓄積されている多数の既定シナリオから特定のシナ
リオを選択して利用する。例えば特定の作家により創作される特定経路に沿った歴史案内
などである。従って、この例ではシナリオと経路は対応関係にあるから、経路を指定する
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【００３７】
図３において、開始時の利用者による選択でシナリオ選択画面が表示装置１９に表示され
る。この画面にはシナリオのリストが示されるので、利用者は入力部７から特定の既定シ
ナリオ名を選択することにより（Ｓ１２）、そのシナリオに関連した土地の地図を表示装
置に表示させる（Ｓ１３）。シナリオの選択はそれに対応した既定経路を有するので、Ｃ
ＰＵ９は経路区分を１、２、．．．ｎとすると経路はこれらを順位接続したものを生成す
る（Ｓ１４）。この設定された経路は図１の２５に示されているように経路にノードと経
路区分を順に並べただけのものでありシナリオはこれらにぶら下がっており、現在位置に
属する区分に関連した地図情報を地図データ部メモリ１２から読み出して表示すれば足り
るものである。
【００３８】
使用者が実際に設定した経路の始点又は任意の地点に立つと、ＧＰＳ等を利用した位置検
出回路３及び方位検出回路５により現在位置が刻々と検出される（Ｓ１５）。現在位置は
設定した経路の特定の経路区分に対応するからＣＰＵ９はノード及び経路区分に対応する
特定の既定シナリオを感性情報部データメモリ１４から読み出して、音声出力部１７、映
像出力部１９によりシナリオや音楽を再生し、また映像を表示する（Ｓ１６）。
【００３９】
【発明の効果】
以上のように本発明の歩行ナビ装置によると、歴史散策、史跡探索、都市街路散策、リゾ
ートの自然環境探索等を自己の選択に応じて任意に設定した経路の順路に従って解説或い
は映像付きで自由に楽しめ、多数の選択肢が可能なので自己に興味のある知識、感性等の
涵養も可能となるなどの優れた作用効果が得られる。さらにシナリオを作成する新たな作
家や業界の形成に資することも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の歩行ナビ装置の実施例の概略図である。
【図２】本発明の歩行ナビ装置の動作例を示すフロー図である。
【図３】本発明の歩行ナビ装置の他の動作例を示すフロー図である。
【符号の説明】
１　通信系
３　位置検出器
５　方位検出器
７　利用者条件入力部
９　システム制御及び合成・出力編成部
１１　地図経路案内部
１２　地図データ部メモリ
１３　感性情報部
１４　感性情報部データメモリ
１５　知識情報部
１６　知識情報部データメモリ
１７　音声出力部
１９　映像出力部
２１　環境入力部
２５　情報表示・再生フロー
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