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明 細 苫

ナビゲーション装置および画像管理方法

技術分野

０００1 本発明は、画像を表示するナビゲーション装置に関し、特に、交差点を曲がった先

の実写画像を記憶して、交差点を曲がる前に当該実写画像を表示する、ナビゲーシ

ョン装置に関する。

背景技術

０００2 従来から、移動体に標準装備のナビゲーション装置、携帯可能で任意の移動体に

ぉいて、また歩行者も使用可能な、ポータブルナビゲーション装置が市販されてレ巧

。また、ナビゲーション機能を搭載した携帯電話も市販されている。

０００3 これらのナビゲーション装置は、種々の方法で交差点にぉいて進行方向を案内す

る。一般的な方法は、現在位置から目的地までの経路を予め設定し、曲がるべき交

差点に所定距離近づいたときに、例えば、交差点を拡大表示すると共に「約5０ 先

の交差点を右折します。」と音声で通知する。

０００4 他の方法として、特許文献 には、キ一操作に基づいて前方の交差点を撮像して、

交差点の座標と共に記憶し、次にその交差点が近づいたら撮影画像を表示すること

が開示されている。また、他の方法として、特許文献2には、キ一操作ではなく、方向

指示器の動作に基づいて前方の交差点を撮像し、次にその交差点が近づいたら撮

影画像を表示することが開示されている。

特許文献1:特開平9 4976号公報

特許文献2 :特開2００6 362号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 しかしながら、交差点近傍の見通しが悪いときは、曲折する前に曲折後の光景を確

認することができない。例えば、行きたい間の住所や電話番号がわからないので目

的地の設定ができない場合や、次の交差点の左右どちらかにその店があるが、どち

らか忘れたといぅ場合には、右折または左折を実行して見なければわからなかった。



また、甘、通ったことがあるこの交差点は、曲がって光景を見れば思い出すだろぅが、

左折右折どちらをすべきか覚えていない、れ、ぅ場合にも右折か左折を実行してみな

ければわからなかった。このために、曲折する前に曲折後の光景を知りたい、れづ

要望があった。

０００6 本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、交差点を曲がる前に曲がっ
た先の光景を表示する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。

課題を解決するための手段

０００7 前記課題を解決するために、本発明の第 の態様に係るナビゲーション装置は、地

図を記憶する第 記憶ュニットと 表示ュニットと 前記地図を前記表示ュニットに表

示する制御ュニットと、を有し、交差点を曲がった先の実写画像を記憶する第2記憶

ュニットを備え、前記制御ュニットは、移動体が前記交差点に到達する前に前記第2

記憶ュニットに記憶された実写画像を、前記表示ュニットに表示することを特徴とす

る。

０００8 本発明の第2の態様に係るナビゲーション装置は、上記第 の態様のナビゲーショ

ン装置において、前記移動体の進行方向前方を撮像する第 撮像ュニットを備え、

前記制御ュニットは、前記交差点を曲がった場合に、前記第 撮像ュニットにより前

記交差点を曲がった先の進行方向前方の実写画像を撮像し、前記第 撮像ュニット

によって撮像された実写画像を前記第2記憶ュニットに記憶することを特徴とする。

０００9 本発明の第3の態様に係るナビゲーション装置は、上記第2の態様のナビゲーショ

ン装置において、前記移動体の進行方位を検出する方位センザを備え、前記制御

ュニットは、前記方位センザの検出結果に某づいて前記交差点を曲がった先の進行

方向前方の撮像タイミングを検出することを特徴とする。

００1０ 本発明の第4の態様に係るナビゲーション装置は、上記第 乃至第3の態様の何れ

かのナビゲーション装置において、前記移動体の進行方向後方を撮像する第2撮像、

ュニットを備え、

前記制御ュニットは、前記第2撮像ュニットにより前記交差点に到達する前の進行

方向後方の実写画像を撮像し、前記第2撮像ュニットによって撮像された実写画像

を前記第2記憶ュニットに記憶することを特徴とする。



００11 本発明の第5の態様に係るナビゲーション装置は、上記第4の態様のナビゲーショ

ン装置において、移動体に設けられた方向指示器のO O を検出する検出ュ
ニットを備え、

前記制御ュニットは、前記検出ュニットの検出結果に某づいて前記交差点に到達

する前の進行方向後方の撮像タイミングを検出することを特徴とする。

００12 本発明の第6の態様に係るナビゲーション装置は、上記第4または第5の態様のナ

ビゲーション装置において、前記制御ュニットは、前記交差点を曲がらずに直進した

場合に、前記第2撮像ュニットによって撮像されて前記第2記憶ュニットに記憶された

当該交差点に到達する前の進行方向後方の実写画像を消去することを特徴とする。

００13 本発明の第7の態様に係るナビゲーション装置は、上記第4乃至第6の態様の何れ

かのナビゲーション装置において、前記制御ュニットは、前記第2撮像ュニットによる

撮像を有効あるいは無効とするためのO O モードの切替えを了 、刊 、O モード

のときに後方を撮像することを特徴とする。

００14 本発明の第8の態様に係るナビゲーション装置は、上記第 乃至第7の態様の何れ

かのナビゲーション装置において、前記制御ュニットは、前記交差点を曲がった場合

に、前記第2記憶ュニットに記憶された実写画像の表示を当該交差点を曲がってか
ら所定のボイントまで継続することを特徴とする。

００15 本発明の第9の態様に係るナビゲーション装置は、上記第 乃至第8の態様の何れ

かのナビゲーション装置において、再生キ一を備え、前記制御ュニットは、前記再生

キ一が操作されると前記第2記憶ュニットに記憶された交差点の実写画像を表示す

ることを特徴とする。

００16 本発明の第 ０の態様に係るナビゲーション装置は、上記第2または第3の態様の

ナビゲーション装置において、前記制御ュニットは、前記交差点を曲がった場合に、

前記実写画像と関連付けて当該交差点を曲がった際の進行方向を前記第2の記憶

ュニットに記憶し、前記実写画像を表示するときに当該交差点を曲がった際の進行

方向を前記表示ュニットに表示することを特徴とする。

００17 本発明の第 の態様に係るナビゲーション装置は、上記第4乃至第7の態様の何

れかのナビゲーション装置において、前記制御ュニットは、前記交差点を曲がった場



合に、前記実写画像と関連付けて当該交差点を曲がった際の進行方向とは正反対

の方向を前記第2の記憶ュニットに記憶し、前記実写画像を表示するときに当該交

差点を曲がった際の進行方向とは正反対の方向を前記表示ュニットに表示すること

を特徴とする。

００18 本発明の第 2の態様に係るナビゲーション装置は、現在位置を検出する現在位置

検出ュニットと 撮影ュニットと 該撮影ュニットが撮影した画像データを記憶する画

像ファイル記憶ュニットと 地図情報を記憶する地図記憶ュニットと 地図画像を表示

する表示ュニットと、を備え、移動体が走行中か停止中かを検出する移動状態検出

ュニットと 前記地図情報から、現在位置または現在位置周辺の、地名、施設名、道

路名及び交差点名の少なくとも一つの文字列を抽出する文字列抽出ュニットと 前記

撮影ュニットが撮影した画像データのファイル名を決定するファイル名決定ュニットと

、をさらに備え、前記撮影ュニットにより画像が撮影された際、前記移動状態検出ュ
ニットが検出した移動状態と、前記文字列抽出ュニットが抽出した文字タ と、前記フ

ァイル名決定ュニットが予め有する定型文字列を細み合わせて、前記画像データの

ファイル名を決定することを特徴とする。

００19 本発明の第 3の態様に係るナビゲーション装置は、上記第 2の態様のナビゲー

ション装置において、前記定型文字タ は、移動体が停止中であることを表す文字列

、または、移動体が走行中であることを表す文字タ とを含むことを特徴とする。

００2０ 本発明の第 4の態様に係るナビゲーション装置は、上記第 3の態様のナビゲー

ション装置において、前記定型文字タ は、前記文字列抽出ュニットが抽出した文字

列が現在位置の周辺の所定のェリアから抽出した文字列であることを示す定型文字

列を含むことを特徴とする。

００2 1 本発明の第 5の態様に係るナビゲーション装置は、撮影ュニットで移動体周辺の

実写画像を作成するステップと 移動体が走行中であるか停止中であるかの、移動状

態を検出するステップと 地図情報から、現在位置または現在位置周辺の、地名、施

設名、道路名及び交差点名の少なくとも一つの文字列を抽出して、現在位置情報を

取得するステップと 予め用意した定型文字タ と、前記移動状態と、前記現在位置情

報を組合せて、前記画像の名称を決定するステップと、を含むことを特徴とする。



発明の効果

００22 本発明の第 の態様に係るナビゲーション装置によれば、使用者は交差点を曲が

る前に、交差点を曲がった後の進行方向前方の実写画像を確認することができ、交

差点で間違った方向に曲がることを回避することができる。また、信号待ちのときはそ

の時間に実写画像を確認することができる。

００23 本発明の第2の態様に係るナビゲーション装置によれば、交差点を曲がった後の進

行方向前方の実写画像のデータベースを、白装置で作成することができる。

００24 本発明の第3の態様に係るナビゲーション装置によれば、間欠受信のG sよりも高

い精度で、交差点を曲がったことを検出することができる。

００25 本発明の第4の態様に係るナビゲーション装置によれば、往路で交差点に到達す

る前の進行方向後方の実写画像を撮像し、復路でその撮像された実写画像を表示

することができる。

００26 移動体の進行方向前方ではなく、移動体の進行方向後方を撮像するときは、曲が

るべき交差点を事前に特定することができないので、全ての交差点に到達する前に

撮影画像を撮像することになるが、本発明の第5の態様に係るナビゲーション装置に

よれば、不要な画像の撮影を防止することができる。

００27 本発明の第6の態様に係るナビゲーション装置によれば、曲がらずに直進した交差

点に対して、不要な撮影画像の保存を防止することができる。

００28 移動体の進行方向前方でなく、移動体の進行方向後方を撮像するときは、曲がる

べき交差点を事前に特定することができないので、全ての交差点に到達する前に撮

影画像を撮像することになるが、本発明の第7の態様に係るナビゲーション装置によ

れば、後方を撮像する交差点を使用者が指定することができ、不要な撮影画像の保

存を防止することができる。

００29 本発明の第8の態様に係るナビゲーション装置によれば、記憶された実写画像と現

状の光景を比較することができる。

００3０ 本発明の第9の態様に係るナビゲーション装置によれば、使用者は第2記憶ュニッ
トに記憶された交差点の実写画像が、以前その交差点を曲がったときに目にした光

景であることを知ることができる。特に、使用者が以前と同じ方向に曲がりたいとき、表



示される実写画像が つのみであるときは、表示されている実写画像が実際に見える

方向に曲がればよい。

００3 1 本発明の第 ０の態様に係るナビゲーション装置によれば、使用者は交差点を曲が

る前に、交差点を曲がった後の進行方向前方の実写画像とともに当該実写画像が実

際に見えるので、当該交差点をどちらの方向に曲がるべきかを示す方向を確認する

ことができる。

００32 本発明の第 の態様に係るナビゲーション装置によれば、使用者は交差点を曲が

る前に、交差点を曲がった後の進行方向前方の実写画像とともに当該実写画像が実

際に見えるために当該交差点をどちらの方向に曲がるべきかを示す方向を確認する

ことができる。

００33 本発明の第 2の態様に係るナビゲーション装置によれば、撮影した画像データの

ファイル名が撮影地点の地点名、交差点名や道路名、あるいは撮影地点周辺の地

名や施設名などの文字列と定型文字列を細み合わせて決定され、定型文字列は移

動体が停止中か走行中か、また、地点名、交差点名や道路名、あるいは撮影地点周

辺の地名や施設名などの文字列に応じて予め設定したものであるから、ファイル名を

撮影地点の地名や名称を示す文字列と移動体の状態により選択した定型の文字列

を細み合わせて決定することにより、後 日に大呈の画像データを整理したり、所望の

画像データを選択したりする場合に、容易に作業することができるよぅになる。

００34 本発明の第 3の態様に係るナビゲーション装置によるナビゲーション装置によれ

ば、ファイル名から、撮影場所と移動体の状態が推測でき、後 日に大呈の画像デー

タを整理したり、所望の画像データを選択したりする場合に、容易に作業することが

できるよぅになる。

００35 本発明の第 5の態様に係るナビゲーション装置による画像管理方法によれば、上

記第 2の態様によるナビゲーション装置における、画像データ管理方法を提供する

ことができ、ファイル名を、撮影地点の地名や名称を示す文字列と、移動体の状態に

より選択した定型の文字列を細み合わせて決定することにより、後 日に大呈の画像デ

ータを整理したり、所望の画像データを選択したりする場合に、容易に作業すること

ができるよぅになる。



図面の簡単な説明

００36 図 本発明の実施形態 の、ナビゲーション装置の要部を示す、ブロック図である。

図2 実施形態 のナビゲーション装置の、制御回路の動作を示す、フローチャートで

ある。

図3 記憶される画像のメモりマップを示す、図である。

図4 光景の表示例を示す、図である。

図5 本発明の実施形態2の、ナビゲーション装置の要部を示す、ブロック図である。

図6 実施形態2のナビゲーション装置の、制御回路の動作を示す、フローチャートで

ある。

図7 本発明の実施形態3の、撮影ュニットを備えた移動体用ナビゲーション装置の

構成を示す、ブロック図である。

図8 移動体の移動状態に応じて、撮影地点に関連して抽出した文字列と定型文字

列の細み合わせの一例を示す、図である。

図9 実施形態3の、撮影ュニットを備えた移動体用ナビゲーション装置における、画

像データの管理手順を示す、フローチャートである。

符号の説明

００37 ‥‥ナビゲーション装置

０‥・制御回路

‥・G s測位ュニット

2‥・方位センザ

3‥・亜速センザ

4‥・ 記録再生ュニット

5‥・前方カメラ

6‥・後方カメラ

7‥・音声合成回路

8‥・表示部

9‥・スピーカ

2０‥・操作部



2０ ‥撮像キー

2０2‥再生キ一
‥現在位置検出ュニット

2‥地図記憶ュニット

3‥経路探索ュニット

4‥撮影ュニット

5‥文字列抽出ュニット

6‥入カュニット

7‥表示ュニット

8‥画像ファイル記憶ユニット

9‥移動状態検出ュニット

2０‥ファイル名決定ュニット

発明を実施するための最良の形態

００38 本発明の実施の形態を、ナビゲーション装置を例に、図面に某づき説明する。但し

、以下に示す実施形態は、本発明の技術思想を具体化するためのナビゲーション装

置を例示するものであって、本発明をこの実施形態のナビゲーション装置に特定す

ることを意図するものではなく、本発明は特許請求の範囲に含まれるその他の実施

形態のものにも等しく適応し得る。

実施形態

００39 図 は実施形態 のナビゲーション装置 の要部の構成を示すブロック図である。

００4０ PS G oba os o S s e )測位ュニット は複数のGPS衛星からの

位置情報の電波を受信して現在位置を演算し、演算した現在位置のデータを後述

の制御回路 ０に出力する。方位センザ 2は地磁気によって方位を検出し、制御回

路 ０に出力する。亜速センザは回伝や加速度により移動速度を検出して、制御回路

０に出力する。 記録再生ュニット 4は (ハードディスクドライブ)を有し、

地図情報 4 や撮影画像 (実写画像 ) 4 2の記録・再生を行ぅ。地図情報は、道路や

交差点などの地図データの他、ガソリンスタンドや名所 日跡などのデータも含んでい
る。



００4 1 前方ヵメラ 5は、移動体の前方を撮像して制御回路 ０に出力する。後方ヵメラ 6

は、移動体の後方を撮像して制御回路 ０に出力する。前方ヵメラ 5及ひ後方ヵメラ

6はいすれも光景を静止画の実写画像て撮像するか、動画を撮像する機能も備え

ていてもよい。音声合成回路 7は制御回路 ０か指定する文字の音声を生成して、

制御回路 ０に出力する。表示部 8 は現在位置を重畳した、地図や撮像を表示する

００4 2 スピーヵ 9は、制御回路 ０の制御により音声合成回路 7か生成した音声を出力

する。操作部2０は、撮像モートのO O を操作する撮像キー2０ の他、ナヒケ

ーションの操作を行ぅ種々のキ一 (図示せす) を備える。制御回路 ０は、 O 2 に

記惜されるプロクラムを用いて各部を制御する。R 22は、制御回路 ０の動作に

必要な清報を記惜する。

００4 3 吹に、制御回路 ０による、現在位置検出について脱明する。移動体のイクニノショ

ンスイノチ (図示せす) のO により、ナヒケーション装置か起動すると、制御回路 ０

は 記録再生ュニノト 3に記惜された地図を呼ひ出して、表示部 8 に表示する

。そして、GPS 側位ュニノト より現在位置のテータを受信する。現在位置のテータ

を受信してから現在位置を表示するまての時間は、最初は数秒かかるか、以降は

秒毎に現在位置を更新する。

００4 4 制御回路 ０は、受信した現在位置を地図に重畳して表示する。現在位置を地図

に重畳するときは、GPS 側位ュニノト から受信した現在位置か、 記録再生ュ
ニノト 4から読み出した地図の最も近い道路上になるよぅに、現在位置を道路上に

表示する。これをマノプマノチンクといぅ。

００4 5 現在位置は 秒毎の間欠受信をするのて、現在位置を受信しない間は、方位セン

ザ 2と亜速センザ 3て現在位置を補間する。特に、移動体か曲折する (交差点なと

を右方向や左方向なとに曲かる) ときの位置移動は、方位センザの動作に某ついて

表示される。

００4 6 吹に、経路案内について脱明する。経路案内を行ぅにはます、目的地か設定され

なけれはならない。最も一般的な目的地の設定方怯ては、操作部2０を介して地図を

拡大、縮小、スクロールして、目的地となる地点にヵ一ソルを合わせ、これを目的地と



して登録する。他の方法として、目的地の名称 (例えば、富上山) がわかっている場

合、あるいは目的地の種別 (例えば、レストラン) がわかっている場合は、キーワード

や種別による検索で目的地を設定することができる。また、住所や電話番号がわかっ
ている場合は、それから目的地を設定することができる。

００47 日的地が設定されると、制御回路 ０は、所定の条件に基づいて現在位置から目的

地までの最適な経路を求める。その条件は使用者が設定するものであり、最短距離

や、最短時間や、有料道路を除くなど、種々の条件がある。

００48 経路が設定されると、制御回路 ０は経路案内を開始する。例えば、制御回路 ０は

、経路を他と区別できる色で表示し、目的地までの距離と到達予測時間を表示し、曲

がるべき交差点の所定距離まで近付くと、音声合成回路 7が生成した音声、例えば

、「約 5０ 先交差点を右に曲がります」を、スピーヵ 9から出力する。

００49 図2は、実施形態 の制御回路 ０の、撮像・表示処理を示すフローチャートである。

制御回路 ０は、制御回路 ０内部のレ、ジスタに変数 を記憶する。 二０のときは撮

像モードがO であり、 二 のときは撮像モードがO である。初期は、変数 を０(

撮像モードO )にする (ステップ )。制御回路 ０は、撮像キー2０ が押下される

度に (ステップS 2の ) 、変数 を順次切り替える (ステッ ～S5) ことにより、撮像

モードのO O を切り替える。

００5０ 制御回路 ０は経路案内のとき (ステッ の es) 、経路の曲折となる交差点の

０ 手前になると(ステップS 7の es) 、後方ヵメラ 6によって後方の光景を静止画像

(実写画像 )で撮像し、撮像した画像を、後述する画像管理方法により 記録再

生ュニット 4に記憶する (ステップ58) 。撮像された後方の光景は、現在の走行方向

とは逆向きの走行のときに表示される。

００5 1 進入方向と退出方向は、画像を表示するときの方向であるので、後方を撮像した場

合は、進入方向と退出方向が逆になる。例えば、ある交差点を、南から束へ右折した

ときに撮像した後方の光景は、進入方向が束で退出方向が南の左折の場合の前方

の光景になる。また、撮像を記憶するときに、交差点の位置情報、進入方向と退出方

向が同じであれば同じ地点の画像が得られるので、撮像 日時の古い画像は新しい画

像に菩き替えられる。



００5 2 制御回路 ０は経路案内のとき (ステッ の es) 、経路の曲折となる交差点の曲

折を終了すると(ステップS gの es)、前方カメラ 5によって前方の光景を静止画像

で撮像し、撮像した画像をその交差点の位置情報と関連付けて 記録再生ュニ

ット 4に記憶する (ステップS ０) 。このときナビゲーション装置 は、方位センザ 2の

検出により、交差点を曲折し撮像ボイントに到達したと判定する。撮像された前方の

光景は、次回その交差点を走行するときに表示される。画像の記憶は、図3に示す如

く、交差点の位置情報と関連付けて、光景の画像情報、撮像 日時、進入方向、退出

方向を記憶する。

００5 3 GPS測位ュニット による現在位置の検出を、方位センザ 2と亜速センザ 3で補

間した現在位置に基づいて曲折の終了を判断するが、交差点に入ってからの進行

方向の変位を方位センザ 2で検出することにより、曲折の終了を判断してもよい。こ

れにより、間欠受信のGPS よりも高い精度で曲折を検出することができる。

００5 4 制御回路 ０は、経路案内でない場合も (ステッ の o)、変数 が であれば (

ステップ の es) 、走行中の次の交差点 ０ 手前になると(ステップS 2の es)

、後方を撮像し、撮像した画像を交差点の位置情報と関連付けてR 22に一次的

に記憶する (ステップS 3)。そして、後方を撮像した交差点を曲折することなく直進

すると(ステッ 4の es)、一次的に記憶した後方の画像を 記録再生ュニッ
ト 4に記憶することなく消去する (ステップ 5)。これにより、不要な記憶の保存を阻

止することができる。

００5 5 ステップS 3で、後方を撮像した交差点の曲折を終了すると(ステップS 6の es)

、後方の撮像を後述する管理方法により 記録再生ュニット 4に記憶する (ステ

ッ ) 。また、前方カメラ 5によって前方の光景を静止画像で撮像し、撮像した画

像を後述する管理方法により記憶する (ステップS 8 )。そして、変数 を に戻して (

ステップS g)撮像モードをO にし、使用者が再び撮像したい交差点を指定するこ

とができるよぅにする。

００5 6 制御回路 ０は、 記録再生ュニット 4に記憶された光景を撮像した交差点の

3０ 手前からその交差点に到るまで、当該の画像を表示する (ステップS 2０～S 23



００5 7 図4は光景の表示例を示す。現在位置が、 記録再生ュニット 4に画像が記

憶されている交差点の3０ 手前になると、当該画像が表示される。

００58 その光景は左右2つあり、左折したときの画像が文字「左折」を重畳して左上に表示

され、右折したときの画像が文字「右折」を重畳して右上に表示される。例えば、左折

の画像しか記録されていないときは、左折方向は以前走行したことがある方向である

れぢことを知ることができる。この作用効果を得るには、曲折方向を示せばよく、例え

ば、左右の文字を表示しなくても、右折は画面の右側に表示し、左折は画面の左側

に表示すればよい。さらに、音声で左右の別を報知してもよい。

００59 尚、曲折方向を全く示さなくても、曲折前に曲折後の光景の一部を使用者が見るこ

とができれば、使用者はどちらの方向に曲折すれば表示されている光景になるのか

を判断することができる。

００6０ このよぅに、本発明は交差点を曲折する前は後方の光景を撮像して記憶し(ステッ

プS 8 ステップS 2 、ステップS 7 ステップS 2 ) 、交差点を曲折した後は前方の

光景を撮像して記憶する (ステップS ０ ステップS 2 、ステップS 8 ステップS 2

)。そして、この記憶した光景 (交差点付近の実写画像 )を、次にその交差点を曲折す

る前に表示する。

００6 1 これにより、使用者は交差点を曲折する前に、曲折後の光景を確認することができ

、間違った方向に曲折することを回避することができる。また、信号待ちのときは、そ

の間に表示により曲折後の光景を確認することができる。尚、本発明に用いる交差点、

付近の実写画像は、 山女 などを用いて、第三者が作成した画像を使用する

こともできるが、実施形態 の丸く、前方カメラ 5、後方カメラ 6を備えることで、光景

のデータベースを当該移動体の使用者が作成すれば、使用者により通した光景 (実

写画像 )を記憶することができる。

００62 また、本発明は交差点を曲折する前に後方の光景を記憶し(ステップ58 ステップ

S 2 、ステッ S 7 ステップS 2 ) 、この記憶した光景をその交差点を曲折する前

に前記交差点を曲折後の光景を表示するために使用することができる。このよぅに、

前方の光景でなく、後方の光景も撮像することにより、復路でその画像を利用するこ

とができる。



００63 前方でなく後方を撮像するときは、曲折の開始の前に撮像しなければならないので

、その交差点で曲折するかどぅか事前に特定することができないため、全ての交差点、

について撮像することになる。しかしながら、本発明では、撮像キー2０ による撮像の

O O モードを設けて、O モードのとき (ステップ の es)にのみ後方を撮

像する。これにより、後方を撮像する交差点を使用者が指定することができ、不要な

撮像を禁止することができる。

００64 また、本発明は、ステッ の esで示す如く、経路案内での曲折交差点につい

て前記後方の撮像を行ぅ。これにより、次回の経路案内で付加情報として、曲折後の

光景を使用者に提示するできことができる。

実施形態 2

００65 図5は、実施形態2のブロック図を示す。実施形態 の図 と同様な構成については

同一番号を付し、説明を省略する。実施形態2の図5は、実施形態 の図 に、方向

指示検出ュニット3０を迫加し、また、操作部2０に再生キー2０2を迫加したものである

。方向指示検出ュニット3０は、方向指示器の左折右折の操作を検出して制御回路

0に出力する。再生キー2０2は、使用者が所望するときに次の交差点の曲折後の光

景を表示するためのキ一である。

００66 図6は、実施形態2の制御回路 ０の撮像・表示処理を示すフローチャートである。

図6のステッ ～S 4は、実施形態 の図2と同一処理であり、説明を省略する。

００67 制御回路 ０は、経路案内であるとき (ステップS 3 の es)あるいは変数 が (撮

像モードO )であるとき (ステッ S 32の es)に、方向指示器がO からO にされ

れば (ステッ S 33の es)、後方ヵメラ 6によって後方の光景を静止画像 (実写画

像 )で撮像し、撮像した画像を後述する管理方法により 記録再生ュニット 4に

記憶する (ステップS 34) 。このとき、左右のいずれに曲折するのかは、GPS測位ュニ

ット や方位センザ 2でなく、方向指示器に某づいて判定することもできる。

００68 制御回路 ０は、経路案内であるとき (ステップS 3 の es)、あるいは変数 が (撮

像モードO )であるとき (ステッ S 32の es)に、方向指示器がO からO にな

れば (ステップS 35の es)、前方ヵメラ 6によって前方の光景を静止画像で撮像し、

撮像した画像を後述する管理方法により 記録再生ュニット 4に記憶する (ステ



ップS 36) 。このとき、左右のいずれに曲折したのかは、GPS 測位ュニット や方位

センザ 2でなく方向指示器に基づいて判定することもできる。そして、変数 が であ

ったときは (ステップS 3 7の es)、変数 を に戻して (ステップS 38) 撮像モードを

にし、使用者が再び撮像したい交差点を指定することができるよぅにする。

００6 9 制御回路 ０は、 記録再生ュニット 4 に記憶された光景を撮像した交差点の

3０ 手前からその交差点の曲折後 2０ に到るまで、当該の画像を表示する (ステ

ップ539 ～542) 。このとき、その光景が右折か左折かを表示する。また、再生キー2

０2が操作されれば (ステップS 4 3の 。s ) 、操作されたときから曲折する交差点の山

折後 2０ まで表示する (ステップ539 ～542) 。このときも、その光景が右折か左折か

を表示する。

００7０ このよぅに本発明は、方向指示器のO O を検出する方向指示検出ュニット3

0を備え、方向指示検出ユニット3０に基づいて、交差点の曲折前の後方撮像タイミン

グを検出する (ステッ S33)
００7 1 実施形態 のナビゲーション装置で、前方でなく後方を撮像するときは、曲折の開

始の前に撮像しなければならないので、その交差点で曲折するかどぅか事前に特定

することができないため、企ての交差点について撮像することになる。しかしながら、

実施形態2のナビゲーション装置では、方向指示器の動作を検出することにより、不

要な撮像を禁止することができる。

実施形態 3

００7 2 以下に本発明の画像データ管理方法について説明する。図7は、本発明の実施形

態 3にかかる撮影ュニットを備えた、移動体用ナビゲーション装置 の構成を示すブ

ロック図である。ナビゲーション装置 は、制御ュニット ０、現在位置検出ュニット

、地図記憶ュニット 2、経路探索ュニット 3 CC ヵメラなどからなる撮影ュニ

ット 4 、文字列抽出ュニット 5、入力ュニット 6 、表示ュニット 7、画像ファイ

ル記憶ュニット 8 、移動状態検出ュニット 9、ファイル名決定ュニット 2０を備え

る。

００7 3 制御ュニット ０は、CP R O からなるプロセッザで構成され、 O に

記録された制御プログラムに従ってナビゲーション装置 の各部の動作を制御する。



現在位置検出ュニット は、例えばGPS受信機等で構成され、地球上空を周回し

ている複数のGPS衛星からの時刻情報を含む電波を受信し、それをもとに現在位置

情報を算出する。

００74 さらに、現在位置検出ュニット は距離センザや方位センザを使用するよぅにし

てもよい。この場合、移動体の走行距離と走行方位とをそれぞれ検出し、これらの値

を基準位置に対して積算することによって現在位置を求める。この現在位置検出方

法は、GPS受信と組み合わせることで、GPS電波を受信できないトンネル内や、誤差

が生じやすい高層ビル街において効果を発揮する。

００75 地図記憶ュニット 2は、各道路の交差点や分岐点などの結節点をノードとし、そ

れぞれのノード間を結ぶ経路をリンクとした、道路ノードデータと道路リンクデータを

含む道路データを記憶する。道路ノードデータには、道路ノードの番号、位置座標、

接続リンク本数、交差点名などが含まれる。また、道路リンクデータには起点および終

点となる道路ノードの番号、道路種別、リンク長 (リンクコスト) 、所要時間、亜線数、亜

道幅などが含まれる。道路リンクデータにはさらに、リンク属性として橋、トンネル、踏

切、料金所などのデータが付与される。道路種別は、高速道路や有料道路の別およ

び回道や都道府県道などの別を含む情報である。

００76 地図記憶ュニット 2は、さらに海岸線、湖沼、f町 形状などの水系データ、行政

境界データ、施設の位置、形状、名称を含む施設データからなる背景データを記憶

している。

００77 また、地図記憶ュニット 2には、道路データや背景データの他、地図画像を見や

すく表示するためにべクター形式で記憶された地図画像データを含んでいてもよい。

これらの道路データと背景データおよび地図画像データは、ナビゲーション装置 を

使用する際に、ナビゲーション装置 の現在位置を含か所定範囲の地図が地図記憶

ュニット 2から抽出され、現在位置を示す現在位置マークや案内経路の画像が重

ね合わされて表示ュニット 7に表示される。

００78 経路探索ュニット 3は、ュ一ザによって出発地や目的地が指定されると、地図記

憶ュニット 2に記憶されている道路データを参照し、出発地から目的地に至る最適

経路を探索する。この最適経路の探索は、現在位置またはュ一ザによって指定され



た出発地に対応する道路ノードからュ一ザによって指定された目的地に対応する道

路ノードまでに至るリンクとノードをダイクストラ法などの各種の手法によって探索し、リ

ンク長 (リンクコスト)や所要時間などを累積し、総リンク長または総所要時間などが最

短となる経路を案内経路とし、当該経路に属する道路ノードやリンクを案内経路デー

タとして提供する。

００79 撮影ュニット 4は、CC ヵメラなどから構成され、入カュニット 6に含まれる撮

影ボタンを操作することによって周辺の画像など所望の画像を撮影する。撮影された

画像データはファイル名決定ュニット 2０によりファイル名が決定され、画像ファイル

記憶ュニット 8に記憶され、ュ一ザは画像ファイル記憶ュニット 8から所望の画

像ファイルを取り出して、可搬型記憶媒体に伝送し、その後可搬型記憶媒体を Cや

印刷装置に接続して加工したり出力したりすることができる。

００8０ ファイル名決定ュニット 2０は撮影ュニット 4により撮影された画像データに付す

ファイル名を決定し、ファイル名を付された画像データは、画像ファイル記憶ュニット

8に記憶される。ファイル名決定ュニット 2０はデフオルト値では撮影ュニット 4

により撮影した撮影 日時を画像データのファイル名として決定する。撮影 日時の他に

撮影順を示すシリアル番号を付すよぅにしてもよい。シリアル番号は撮影 日ごとにリセ

ットして順次ヵウントして決定する。

００8 1 移動状態検出ュニット 9は、移動体に設けられた加速度センザや舵角センザあ

るレソまイグニッションセンザなどの出力から、移動状態、すなわち、移動体が走行して

いる状態か、停止している状態かを検出する。

００82 文字列抽出ュニット 5は現在位置検出ュニット が検出した現在位置と、地図

データに某づいて、移動体の現在位置周辺の地名や道路名、交差点名、施設名称

など、移動体の位置する地点あるいはその周辺、例えば、半径 ００ のェリアを特定

する文字列を地図データから抽出する。

００83 本発明のナビゲーション装置 において、撮影ュニット 4により撮影した画像デー

タには、移動状態検出ュニット 9が検出した移動体の状態と、文字列抽出ュニット

5が抽出する地名や道路名などの文字列を用いて、撮影場所と移動状態に応じ

たファイル名を付すことができる。このため撮影ュニット 4により画像の撮影が行わ



れると、ファイル名決定ュニット 2０には移動状態検出ュニット 9が検出した移動

体の状態と、文字列抽出ュニット 5が抽出した地名や道路名などの文字列のデー

タが送られる。

００84 ファイル名決定ュニット 2０は、移動状態検出ュニット 9が検出した移動体の状

態と、文字列抽出ュニット 5が抽出した地名や道路名などの文字列のデータに某

づいて、以下のよぅに画像データのファイル名を決定し、画像ファイル記憶ュニット

8に画像データを記憶する。

００85 ファイル名の決定にあたり、ファイル名決定ュニット 2０は移動体が走行中か停止

中かによってファイル名称の末尾の文字列を予め定めた定型の文字列とする。例え

ば、移動体が停止中の場合は「‥・にて」あるいは「‥・付近にて」などの文字列とし、

「‥・にて」の文字タ は、文字列抽出ュニット 5により移動体が停止中の地点を特

定する施設名が抽出された場合に用いられ、「‥・付近にて」の文字タ は、文字タ 由

出ュニット 5により移動体が停止中の地点の周辺の地名や施設名が抽出された場

合に用いられる。

００86 また、移動体が走行中の場合は「‥・を走行中」あるいは「‥・付近を移動中」などの

文字列とする。「‥・を走行中」の文字タ は、文字列抽出ュニット 5により移動体が

走行中の道路名が抽出された場合に用いられ、「‥・付近を移動中」の文字タ は、文

字列抽出ュニット 5により移動体が走行中の周辺の地名や施設名が抽出された場

合に用いられる。

００87 このよぅに、撮影ュニット 4により撮影された画像データのファイル名を、撮影地

点の地名や名称を示す文字列と、移動体の状態により選択した定型の文字列を細

み合わせて決定することにより、後 日に大呈の画像データを整理したり、所望の画像

データを選択したりする場合に、旅行の記憶などをたよりに容易に作業することがで

きるよぅになる。

００88 図7は、移動体の状態と文字列抽出結果とに某づくファイル名の決定において、付

加される定型文字列の関係を示す図である。先に述べたよぅに定型文字タ は、移動

体の状態 (停止中、走行中) と文字列抽出ュニット 5が抽出した撮影地点を特定す

る地名、施設名、道路名、交差点名あるレソま、撮影地点の周辺の地名、施設名など



により、図7に示すよぅに細み合わされる。ファイル名決定ユニット 2０は、図7に示す

文字列と定型文字列との組み合わせを決定し、撮影した画像データのファイル名称

とする。

００89 文字列抽出ユニット 5が地図データから地名、施設名、交差点名、道路名などの

文字列を抽出できなかった場合、ファイル名決定ユニット 2０はデフオルト値である

撮影 日時に、現在位置の情報 (緯度、経度 ) を加え、ファイル名称として決定する。な

お、文字列が抽出できた場合のファイル名称にも、上記の文字列と定型文字列に加

え、デフオルト値の撮影 日時やシリアル番号を付加することもできる。

００9０ 図9は、以上説明した本発明の実施形態にかかる、ナビゲーション装置 における

画像データの管理手順を示すフローチャートである。制御ユニット ０は、撮影ユニ

ット 4であるヵメラの起動を検出し(ステップS ０ ) 、ステップS ０2でシャッタ一や

フラッシュあるいは撮影ボタン(入カユニット 6 ) の作動を検出して撮影が行われた

か否かを監視する。撮影が行われた (ステップS ０2の S)場合、撮影された画像

データは山女 などの一時記憶ユニット(図示せず) に記憶される (ステップS ０3)

００9 1 そして、ステップS ０4で移動状態検出ユニット 9により、移動体が走行中か停止

中かを判定する。移動体が停止中である場合、ステップS ０5の処理に進み、現在

位置検出ユニット が検出した現在位置の情報を取得し、移動体の状態が停止中

でない場合、すなわち、走行中である場合、ステップS ０9の処理に進み、現在位置

検出ユニット が検出した現在位置の情報を取得する。

００9 2 ステップS ０5の処理で現在位置を取得すると、文字列抽出ユニット 5は現在位

置を含れ地図データを参照して、移動体の現在位置、すなわち、撮影ユニット 4に

より画像が撮影された位置における、地名、施設名、交差点名、道路名などの文字

列を抽出し、ファイル名決定ユニット 2０に送る。また、文字列抽出ユニット 5は、

現在位置における地名、施設名、交差点名、道路名などの文字列が抽出できない場

合、現在位置を中心に所定の距離範囲のエリアにおける地名、施設名、交差点名、

道路名などの文字列を抽出し、ファイル名決定ユニット 2０に送る。

００93 そして、ステップS 6の処理でほ、前述の文字列抽出ユニット 5による文字列の

抽出の有無を判別する。文字列が抽出できなかった場合は抽出できなかった旨をフ



ァイル名決定ュニット 2０に送り、ファイル名決定ユニット 2０は、ステップS ０3で一

時記憶した画像データのファイル名として、デフオルト値に従って、撮影 日時 (シリア

ル番号を付加してもよい) と現在位置の情報を用いてファイル名を決定し、その画像

データを画像ファイル記憶ュニット 8に保存する (ステップS ０7)

００94 ステップ5 ０6の判定において文字列が抽出されたと判定された場合、ファイル名

決定ュニット 2０は、ステップS ０3で一時記憶した画像データのファイル名として、

文字列抽出ュニット 5が抽出した文字列に応じて、図7に示す定型文字列の「にて

」または「付近にて」を付加した文字列の細み合わせでファイル名を決定し、その画像

データを画像ファイル記憶ュニット 8に保存する (ステップS ０8)

００95 移動体の状態が走行中で現在位置を取得すると(ステップ5 ０9) 、文字列抽出ュ
ニット 5は現在位置を含れ地図データを参照して移動体の現在位置、すなわち、

撮影ュニット 4により画像が撮影された位置 (現在位置) を特定する道路名などの

文字列を抽出し、ファイル名決定ュニット 2０に送る。また、文字列抽出ュニット 5

は、道路名、現在位置における地名、施設名、交差点名、道路名などの文字列が抽

出できない場合、現在位置を中心に所定の距離範囲のェリア (周辺 ) における周辺

の地名、施設名、交差点名、道路名などの文字列を抽出し、ファイル名決定ュニット

2０に送る。

００96 そして、ステップS ０の処理では、前述の文字列抽出ュニット 5により文字タ 由

出ュニット 5が抽出した文字列が周辺の地名、施設名などの文字列であるかを判

別する。周辺の文字列が抽出された場合、ステップ の処理に進み、ファイル名

決定ュニット 2０は、文字列抽出ュニット 5が抽出した地名などの文字列に、図7

に示す定型文字列の「付近を移動中」を付加して画像データのファイル名として決定

し、画像ファイル記憶ュニット 8に記憶 (保存 )する。

００97 ステップS ０の判定処理において、周辺の文字列が抽出されなかった場合、ステ

、ソプS 2の判定処理に進む。ステップS 2の判定処理では道路名が抽出された

か否かを判定する。道路名が抽出されていた場合、ステップS 3の処理に進み、フ

ァイル名決定ュニット 2０は、文字列抽出ュニット 5が抽出した道路名の文字列に

、図7に示す定型文字列の「を走行中」を付加して画像データのファイル名として決



定し、画像ファイル記憶ュニット 8に記憶 (保存 )する。

００98 ステップS 2の判定処理において、道路名の文字列が抽出されなかった場合、ス

テップS ０7の処理に進み、ファイル名決定ュニット 2０は、ステップS ０3で一時記

憶した画像データのファイル名として、デフオルト値に従って、撮影 日時 (シリアル番

号を付加してもよい) と現在位置の情報を用いてファイル名を決定し、その画像デー

タを画像ファイル記憶ュニット 8に保存し、処理を終了する。

００99 以上、詳細に説明したよぅに本発明の実施形態にかかるナビゲーション装置 によ

れば、撮影ュニット 4で撮影した画像データに、移動体の状態と文字列抽出ュニット

5が現在位置に基づいて地図データから抽出した文字列に応じて定型の文字列を

細み合わせたファイル名を付けて記憶するため、後 日に大呈の画像データを整理し

たり、所望の画像データを選択したりする場合に旅行の記憶などをたよりに容易に作

業することができるよぅになる。

０1００ 本発明は、記憶された光景の表示を交差点曲折後所定のポイントまで継続させる。

これにより、記憶された光景と現状の光景を比較することができる。

０1０1 また本発明は、再生キー3 を備え、再生キー3 が操作されると光景が記憶され

た交差点の光景を表示する。これにより、使用者が希望する曲折前のタイミングに曲

折後の光景を表示することができる。

０1０2 尚、上述の実施形態の撮像は静止画であったが、本発明は動画にも適用すること

ができる。このときの後方の撮像を再生するときは、逆送りにすればよい。

０1０3 また、携帯電話装置はカメラとナビゲーションを備えたものが市販されており、本発

明はこの携帯電話にも適用することができる。

産業上の禾 用可肯巨，吐

０1０4 本発明は、カメラを有する移動体用、携帯用のナビゲーション装置、また、ナビゲー

ション機能とカメラ機能を備えた携帯電話装置に適用することができる。



請求の範囲

地図を記憶する第 記憶ュニットと

表示ュニットと

前記地図を前記表示ュニットに表示する制御ュニットと、

を有するナビゲーション装置において、

交差点を曲がった先の実写画像を記憶する第2記憶ュニットを備え、

前記制御ュニットは、移動体が前記交差点に到達する前に前記第2記憶ュニットに

記憶された実写画像を、前記表示ュニットに表示することを特徴とするナビゲーショ

ン装置。

2 前記ナビゲーション装置は、前記移動体の進行方向前方を撮像する第 撮像ュニ

ットを備え、

前記制御ュニットは、前記交差点を曲がった場合に、前記第 撮像ュニットにより前

記交差点を曲がった先の進行方向前方の実写画像を撮像し、前記第 撮像ュニット

によって撮像された実写画像を前記第2記憶ュニットに記憶することを特徴とする、

請求項 に記載のナビゲーション装置。

3 前記ナビゲーション装置は、前記移動体の進行方位を検出する方位センザを備え

前記制御ュニットは、前記方位センザの検出結果に某づいて、前記撮像のタイミン

グを検出することを特徴とする、請求項2に記載のナビゲーション装置。

4 前記ナビゲーション装置は、前記移動体の進行方向後方を撮像する第2撮像ュニ

ットを備え、

前記制御ュニットは、前記第2撮像ュニットにより前記交差点に到達する前の進行

方向後方の実写画像を撮像し、前記第2撮像ュニットによって撮像された実写画像

を前記第2記憶ュニットに記憶することを特徴とする、請求項 に記載のナビゲーショ

ン装置。

5 前記ナビゲーション装置は、移動体に設けられた方向指示器のO O を検出

する検出ュニットを備え、

前記制御ュニットは、前記検出ュニットの検出結果に某づいて、前記交差点に到



達する前の進行方向後方の撮像タイミングを検出することを特徴とする、請求項4に

記載のナビゲーション装置。

6 前記制御ュニットは、前記交差点を曲がらずに直進した場合に、前記第2撮像ュニ

ットによって撮像されて前記第2記憶ュニットに記憶された、前記進行方向後方の実

写画像を消去することを特徴とする請求項4記載のナビゲーション装置。

7 前記制御ュニットは、前記第2撮像ュニットによる撮像を有効あるいは無効とするた

めの、O O モードの切替えを了 、刊 、O モードのときに後方を撮像することを

特徴とする、請求項4に記載のナビゲーション装置。

8 前記制御ュニットは、前記交差点を曲がった場合に、前記第2記憶ュニットに記憶

された実写画像の表示を当該交差点を曲がってから所定のボイントまで継続すること

を特徴とする、請求項 記載のナビゲーション装置。

9 前記ナビゲーション装置は、再生キ一を備え、

前記制御ュニットは、前記再生キ一が操作されると前記第2記憶ュニットに記憶さ

れた交差点の実写画像を表示することを特徴とする、請求項 に記載のナビゲーショ

ン装置。

０ 前記制御ュニットは、前記交差点を曲がった場合に、前記実写画像と関連付けて

当該交差点を曲がった方向を前記第2の記憶ュニットに記憶し、前記実写画像を表

示するときに当該交差点を曲がった方向を前記表示ュニットに表示することを特徴と

する請求項2に記載のナビゲーション装置。

前記制御ュニットは、前記交差点を曲がった場合に、前記実写画像と関連付けて、

当該交差点を曲がった際の進行方向とは正反対の方向を前記第2の記憶ュニットに

記憶し、前記実写画像を表示するときに、当該交差点を曲がった際の進行方向とは

正反対の方向を前記表示ュニットに表示することを特徴とする、請求項4に記載のナ

ビゲーション装置。

2 現在位置を検出する現在位置検出ュニットと

撮影ュニットと

該撮影ュニットが撮影した画像データを記憶する画像ファイル記憶ュニットと

地図情報を記憶する地図記憶ュニットと



地図画像を表示する表示ュニットと、

を備えた移動体用ナビゲーション装置において、

移動体が走行中か停止中かを検出する移動状態検出ュニットと

前記地図情報から、現在位置または現在位置周辺の、地名、施設名、道路名及び

交差点名の少なくとも一つの文字列を抽出する文字列抽出ュニットと

前記撮影ュニットが撮影した画像データのファイル名を決定するファイル名決定ュニ

ットと、をさらに備え、

前記撮影ュニットにより画像が撮影された際、前記移動状態検出ュニットが検出し

た移動状態と、前記文字列抽出ュニットが抽出した文字タ と、前記ファイル名決定ュ
ニットが予め有する定型文字列を細み合わせて、前記画像データのファイル名を決

定することを特徴とする、ナビゲーション装置。

3 前記定型文字タ は、移動体が停止中であることを表す文字列、または、移動体が

走行中であることを表す文字タ とを含むことを特徴とする、請求項 に記載のナビゲ

ーション装置。

4 前記定型文字タ は、前記文字列抽出ュニットが抽出した文字列が、現在位置の周

辺の所定のェリアから抽出した文字列であることを示す定型文字列を含むことを特徴

とする請求項2に記載のナビゲーション装置。

5 撮影ュニットで移動体周辺の実写画像を作成するステップと

移動体が走行中であるか停止中であるかの、移動状態を検出するステップと

地図情報から、現在位置または現在位置周辺の、地名、施設名、道路名及び交差

点名の少なくとも一つの文字列を抽出して、現在位置情報を取得するステップと

予め用意した定型文字タ と、前記移動状態と、前記現在位置情報を組合せて、前記

画像の名称を決定するステップと、

を含む、画像管理方法。
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国際調査報告 国際出願番号 ノ

第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 第 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ r 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をすることを要 しな 対象に係 るものてある。
ま り、

・ ビ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま り、

3・ r 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る ときの意見 第 の の続き

次に述 るょ にこの国際出願に二以上の発明かぁる とこの国際調査機 ま詔 た。
請求の範囲 に係 る発明は 交差点を曲が た先の実写画像を記憶する第 記憶 ットを
備え、前記制御 ットは、移動体が前記交差点に到達する前に前記第 記憶 ットに記
憶 された実写画像を、前記表示 ットに表示するこ t を特徴 t するナビゲ ョ 装置
に関するものである。
請求の範囲 1 2 に係 る発明は 移動体が走行中 停止中 を検出する移動状態検出 ット

;前記地図情報 ら、現在位置または現在位置周辺の、地名、施設名、道路名及び交差点、
名の少な < t も一 の文字列を抽出する文字列抽出 ット 前記撮影 ットが撮影 し
た画像デ タの ァイ 名を決定する 7 ァイ 名決定 ット 、をさ らに備え、前記撮影

ットによ り画像が撮影 された際、前記移動状態検出 ットが検出した移動状態 、前
記文字列抽出 ットが抽出した文字列 、前記 ァイ 名決定 ットが予め有する定型

・ 汗 出願人か必要な追加調査手 す て期間内 寸したのて、 この国際調査 告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て 成した。

2・ r 追加調査手 要求するまてもな <、す ての調査可
，
な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追

加調査手 の 寸を求めな た。

・デ 出願人か必要な追加調査手数 を—部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査 告は、手数 の納
付のぁ た次の請求の範囲のみに て 成した。

4 ・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
デ 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。

洋 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 l の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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