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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体装置と前記本体装置と接続可能な操作装置を有する地図表示装置であって、前記本体
装置は、複数の領域の地図情報を記憶した地図情報供給メディア手段を備え、前記操作装
置は、操作手段と、前記地図情報供給メディア手段から前記操作手段で指定された地図情
報又は自動的に地図情報を記憶する記憶メディア手段と、前記記憶メディア手段に記憶さ
れた地図情報を表示する表示手段と、前記記憶メディア手段に記憶された複数の領域の地
図情報のタイトルのみをリストとして表示させ、前記操作手段からの入力により選択され
たタイトルに対応する地図情報を前記表示手段に表示させるよう制御する制御手段を備え
たことを特徴とする地図表示装置。
【請求項２】
前記記憶メディア手段に記憶された地図情報は図データと文字データと地図座標データを
含み、各地図情報に含まれる文字データを前記制御手段がタイトルとして表示させること
を特徴とする請求項１記載の地図表示装置。
【請求項３】
前記タイトルとされる文字データは各地図の領域の略中心付近に位置する文字データであ
ることを特徴とする請求項２記載の地図表示装置。
【請求項４】
本体装置と前記本体装置と接続可能な操作装置を有する地図表示装置であって、前記本体
装置は、複数の領域の地図情報を記憶した地図情報供給メディア手段を備え、前記操作装
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置は、操作手段と、前記地図情報供給メディア手段から前記操作手段で指定された地図情
報又は自動的に地図情報を記憶する記憶メディア手段と、前記記憶メディア手段に記憶さ
れた地図情報を表示する表示手段と、現在位置を測位する現在位置測位手段と、前記現在
位置測位手段で測位された現在位置と前記記憶メディア手段に記憶された複数の地図情報
の領域から現在位置が含まれる領域の地図情報を判別しその地図情報のタイトルが識別可
能になるように前記表示手段に地図情報のタイトルのみをリストとして表示させるよう制
御する制御手段を備えたことを特徴とする地図表示装置。
【請求項５】
本体装置と前記本体装置と接続可能な操作装置を有する地図表示装置であって、前記本体
装置は、複数の領域の地図情報を記憶した地図情報供給メディア手段を備え、前記操作装
置は、操作手段と、前記地図情報供給メディア手段から前記操作手段で指定された地図情
報又は自動的に地図情報を記憶する記憶メディア手段と、前記記憶メディア手段に記憶さ
れた地図情報を表示する表示手段と、現在位置を測位する現在位置測位手段と、前記現在
位置測位手段で測位された現在位置と前記記憶メディア手段に記憶された複数の地図情報
の領域から現在位置が含まれる領域の地図情報を判別しその地図情報のタイトルが識別可
能になるようにタイトルのみをリストとして表示させ、前記操作手段から
の入力により選択されたタイトルに対応する地図情報を現在位置を示すマークと共に前記
表示手段に表示させるよう制御する制御手段を備えたことを特徴とする地図表示装置。
【請求項６】
前記現在位置を示すマークを前記表示手段の略中央位置に表示するよう前記表示手段を制
御することを特徴とする請求項５記載の地図表示装置。
【請求項７】
地図情報供給メディア手段や電源手段を含む本体装置と前記地図情報供給メディア手段か
ら複数の領域の地図情報を手動又は自動的に記憶する記憶メディア手段や制御手段や操作
手段、表示手段、二次電池部とを含み前記本体装置に接続コネクタを介して接続可能な操
作装置とを有する地図表示装置であって、
　前記記憶メディア手段に記憶された複数の領域の地図情報のタイトルを前記表示手段に
タイトルのみをリストとして表示させ、前記操作手段からの入力により選択されたタイト
ルに対応する地図情報を前記表示手段に表示させるよう前記制御手段が制御することを特
徴とする地図表示装置。
【請求項８】
前記記憶メディア手段に記憶された地図情報は図データと文字データと地図座標データを
含み、各地図情報に含まれる文字データを前記制御手段がタイトルとして表示させること
を特徴とする請求項７記載の地図表示装置。
【請求項９】
前記タイトルとされる文字データは各地図の領域の略中心付近に位置する文字データであ
ることを特徴とする請求項８記載の地図表示装置。
【請求項１０】
地図情報供給メディア手段や電源手段を含む本体装置と前記地図情報供給メディア手段か
ら複数の領域の地図情報を手動又は自動的に記憶する記憶メディア手段や現在位置測位手
段や制御手段や操作手段、表示手段、二次電池部とを含み前記本体装置に接続コネクタを
介して接続可能な操作装置とを有する地図表示装置であって、
　前記現在位置測位手段で測位された現在位置と前記記憶メディア手段に記憶された複数
の地図情報の領域から現在位置が含まれる領域の地図情報を判別し、その地図情報のタイ
トルが識別可能になるように前記表示手段に地図情報のタイトルのみをリストとして表示
させるよう前記制御手段が制御することを特徴とする地図表示装置。
【請求項１１】
地図情報供給メディア手段や電源手段を含む本体装置と前記地図情報供給メディア手段か
ら複数の領域の地図情報を手動又は自動的に記憶する記憶メディア手段や現在位置測位手
段や制御手段や操作手段、表示手段、二次電池部とを含み前記本体装置に接続コネクタを
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介して接続可能な操作装置とを有する地図表示装置であって、
　前記現在位置測位手段で測位された現在位置と前記記憶メディア手段に記憶された複数
の地図情報の領域から現在位置が含まれる領域の地図情報を判別し、その地図情報のタイ
トルが識別可能になるように地図情報のタイトルのみをリストとして前記表示手段に表示
させ、前記操作手段からの入力により選択されたタイトルに対応する地図情報を現在位置
を示すマークと共に前記表示手段に表示させるよう前記制御手段が制御することを特徴と
する地図表示装置。
【請求項１２】
前記現在位置を示すマークを前記表示手段の略中央位置に表示するよう前記表示手段を前
記制御手段が制御することを特徴とする請求項１１記載の地図表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、地図情報供給メディア部や電源部を含む本体装置と中央処理装置や画面操作部
、表示部、二次電池部を含む操作装置とを有し、目的地や現在位置を表示部に表示する地
図表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
地図表示装置は、自動車に搭載されて、目的地（走行先や中継地）と自動車の現在位置と
を表示するものであるが、このように目的地と現在位置とを表示する地図表示装置を自動
車以外の用途、たとえば歩行中にも使用できれば便利である。
【０００３】
図８は従来の地図表示装置を示すブロック図である。
【０００４】
図８において、Ａは操作装置、Ｂは本体装置、Ｃは放送部である。操作装置Ａにおいて、
１は各操作を行うためのキーを有する操作入力部、２は後述の中央処理装置４により処理
された画像データを随時表示する表示部、４は全体の動作を制御する中央処理装置（ＣＰ
Ｕ）、５は現在位置を示す位置情報をアンテナより随時入力する操作装置Ａ用のＧＰＳ部
、６は通信関係の操作コマンドをまとめたメニュー画面やプログラム、各種設定値、画面
表示キャラクタなどを格納するＲＯＭ、７は操作入力部１から入力した通信相手の電話番
号などの一覧表や各種ユーザ設定値、外部（例えばインターネットのサイト）からの入力
情報などのデータを格納し、格納したデータを必要に応じて消去するＲＡＭ、８は充電池
・充電器を内蔵する二次電池部、９はＰＨＳ、デジタル携帯電話機等の携帯型電話機、１
０は携帯型電話機９の接続用インタフェース部としての通信インタフェース部（通信Ｉ／
Ｆ部）、ＡＴ１は操作装置Ａ１に内蔵可能なＧＰＳアンテナ、ＡＴ２は携帯型電話機９の
アンテナである。
【０００５】
また、放送部Ｃにおいて、１２はテレビチューナ部（ＴＶ部）、１３はＦＭ多重放送やＦ
Ｍラジオ放送などの受信機の機能を有するＦＭ受信部（ＦＭ部）である。
【０００６】
さらに、本体装置Ｂにおいて、１６は入力した音声信号を増幅してスピーカ１６ａに出力
する音声出力部、１７は現在位置を示す位置情報をアンテナより随時入力する本体装置Ｂ
用のＧＰＳ部、１８は本体装置Ｂと共に操作装置Ａおよび放送部Ｃに電力を供給する電源
部、１９はＤＶＤやＣＤ－ＲＯＭなどを有し、全国の地図情報や各種ドライブ情報などを
記憶する地図情報供給メディア部、２０は加速度センサとしてのジャイロ、２６は自動車
からのパーキングブレーキ信号ａを検出するパーキングブレーキセンサ部、ＡＴ３は自動
車のボディ等の外部に取り付けられるＧＰＳアンテナである。
【０００７】
図８において、携帯型電話機９は、中央処理装置４の指示により、ＲＡＭ７に記憶された
通信接続先へ接続を行い、データ通信を行い、位置情報、文字情報、画像、音声などを送
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受信する。通信インタフェース部１０は、携帯型電話機９の接続の有無や接続された携帯
型電話機９の種別などを検知すると共に送受信したデータの通信結果を監視し、その通信
結果を中央処理装置４へ通知する。また、パーキングブレーキ信号ａはロック状態では「
Ｈ」、解放状態では「Ｌ」である。
【０００８】
このように構成された地図表示装置を歩行時に用いる場合には、操作装置Ａ、本体装置Ｂ
、放送部Ｃの全てを携行する必要がある。このように、歩行時においても、現在位置とそ
の所定範囲の地図を表示することができ、歩行時における案内情報として使用することが
できる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の地図表示装置では、歩行時においても本体装置Ｂや放送部Ｃを接続
したまま携行しなければならず、特に本体装置Ｂは地図情報供給メディア部を含むことか
ら重く、少し長い距離になった場合の携行が困難であるという問題点を有していた。した
がって、歩行時に軽量化するため操作装置Ａを本体装置Ｂから分離可能とした場合、操作
装置Ａにメモリーカードなどの記憶メディア部を設け地図情報供給メディア部から地図情
報を取り込むことが望ましい。しかしながら、記憶メディア部はＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－
ＲＯＭ等と比べると小容量であり、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭに記憶された地図情報
の一部のみを取り込むことになるが、取り込んだ地図がどの領域の地図であるか地図その
ものを表示しなければわからないという課題を有することになる。
【００１０】
本発明は、この課題を解決するために、取り込んだ地図のタイトルのみをリストとして表
示することにより取り込んだ地図の地域を一目で認識可能とする地図表示装置を提供する
ことを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　この課題を解決するために本発明の地図表示装置は、本体装置と前記本体装置と接続可
能な操作装置を有する地図表示装置であって、前記本体装置は、複数の領域の地図情報を
記憶した地図情報供給メディア手段を備え、前記操作装置は、操作手段と、前記地図情報
供給メディア手段から前記操作手段で指定された地図情報又は自動的に地図情報を記憶す
る記憶メディア手段と、前記記憶メディア手段に記憶された地図情報を表示する表示手段
と、前記記憶メディア手段に記憶された複数の領域の地図情報のタイトルのみをリストと
して表示させ、前記操作手段からの入力により選択されたタイトルに対応する地図情報を
前記表示手段に表示させるよう制御する制御手段を備えた構成となっている。
【００１２】
これにより、記憶メディア手段に記憶された地図情報のタイトルをリスト表示し、取り込
んだ地図の地域を一目で認識可能とする地図表示装置が得られる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の地図表示装置は、本体装置と前記本体装置と接続可能な操作
装置を有する地図表示装置であって、前記本体装置は、複数の領域の地図情報を記憶した
地図情報供給メディア手段を備え、前記操作装置は、操作手段と、前記地図情報供給メデ
ィア手段から前記操作手段で指定された地図情報又は自動的に地図情報を記憶する記憶メ
ディア手段と、前記記憶メディア手段に記憶された地図情報を表示する表示手段と、前記
記憶メディア手段に記憶された複数の領域の地図情報のタイトルのみをリストとして表示
させ、前記操作手段からの入力により選択されたタイトルに対応する地図情報を前記表示
手段に表示させるよう制御する制御手段を備えた構成としたものである。
【００１４】
この構成により、記憶メディア部に取り込んだ地図情報のタイトルを一覧表示することが
できるので、一目でどの地域の地図情報を取り込んだか認識できるという作用を有する。
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【００１５】
本発明の請求項２に記載の地図表示装置は、請求項１記載の地図表示装置において記憶メ
ディア手段に記憶された地図情報は図データと文字データと地図座標データを含み、各地
図情報に含まれる文字データを制御手段がタイトルとして表示させる構成としたものであ
る。
【００１６】
この構成により、地図情報の領域に含まれる地名などの文字情報がタイトルとして表示さ
れるので、一目でどの地域の地図情報を取り込んだか認識できるという作用を有する。
【００１７】
本発明の請求項３に記載の地図表示装置は、請求項２記載の地図表示装置において、タイ
トルとされる文字データは各地図の領域の略中心付近に位置する文字データである構成と
したものである。
【００１８】
この構成により、地図情報の領域の中心付近の地名などの文字情報をタイトルとしている
ので、タイトルを見ただけでおおよその地図の収録範囲を認識できるという作用を有する
。
【００１９】
　本発明の請求項４に記載の地図表示装置は、本体装置と前記本体装置と接続可能な操作
装置を有する地図表示装置であって、前記本体装置は、複数の領域の地図情報を記憶した
地図情報供給メディア手段を備え、前記操作装置は、操作手段と、前記地図情報供給メデ
ィア手段から前記操作手段で指定された地図情報又は自動的に地図情報を記憶する記憶メ
ディア手段と、前記記憶メディア手段に記憶された地図情報を表示する表示手段と、現在
位置を測位する現在位置測位手段と、前記現在位置測位手段で測位された現在位置と前記
記憶メディア手段に記憶された複数の地図情報の領域から現在位置が含まれる領域の地図
情報を判別しその地図情報のタイトルが識別可能になるように前記表示手段に地図情報の
タイトルのみをリストとして表示させるよう制御する制御手段を備えた構成としたもので
ある。
【００２０】
この構成により、現在位置が表示可能な地図情報のタイトルが識別可能に表示されるので
、現在位置が表示可能な地図を容易に選択できるという作用を有する。
【００２１】
　本発明の請求項５に記載の地図表示装置は、本体装置と前記本体装置と接続可能な操作
装置を有する地図表示装置であって、前記本体装置は、複数の領域の地図情報を記憶した
地図情報供給メディア手段を備え、前記操作装置は、操作手段と、前記地図情報供給メデ
ィア手段から前記操作手段で指定された地図情報又は自動的に地図情報を記憶する記憶メ
ディア手段と、前記記憶メディア手段に記憶された地図情報を表示する表示手段と、現在
位置を測位する現在位置測位手段と、前記現在位置測位手段で測位された現在位置と前記
記憶メディア手段に記憶された複数の地図情報の領域から現在位置が含まれる領域の地図
情報を判別しその地図情報のタイトルが識別可能になるようにタイトルのみをリストとし
て表示させ、前記操作手段からの入力により選択されたタイトルに対応する地図情報を現
在位置を示すマークと共に前記表示手段に表示させるよう制御する制御手段を備えた構成
としたものである。
【００２２】
この構成により、現在地が表示可能な地図を選択すると、地図情報上に現在位置を示すマ
ークが重畳されて表示されるので、現在位置がすぐに認識できるという作用を有する。
【００２３】
本発明の請求項６に記載の地図表示装置は、請求項５記載の地図表示装置において、現在
位置を示すマークを表示手段の略中央位置に表示するよう表示手段を制御する構成とした
ものである。
【００２４】
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この構成により、現在位置が表示手段の略中央位置に表示されるので、現在位置から東西
南北各方向の地図をすぐに把握できるという作用を有する。
【００２５】
　本発明の請求項７に記載の地図表示装置は、地図情報供給メディア手段や電源手段を含
む本体装置と前記地図情報供給メディア手段から複数の領域の地図情報を手動又は自動的
に記憶する記憶メディア手段や制御手段や操作手段、表示手段、二次電池部とを含み前記
本体装置に接続コネクタを介して接続可能な操作装置とを有する地図表示装置であって、
前記記憶メディア手段に記憶された複数の領域の地図情報のタイトルを前記表示手段にタ
イトルのみをリストとして表示させ、前記操作手段からの入力により選択されたタイトル
に対応する地図情報を前記表示手段に表示させるよう前記制御手段が制御する構成とした
ものである。
【００２６】
この構成により、本体装置から操作装置を分離可能なカーナビにおいて、記憶メディア部
に取り込んだ地図情報のタイトルを一覧表示することができるので、一目でどの地域の地
図情報を取り込んだか認識できるという作用を有する。
【００２７】
本発明の請求項８に記載の地図表示装置は、請求項７記載の地図表示装置において、記憶
メディア手段に記憶された地図情報は図データと文字データと地図座標データを含み、各
地図情報に含まれる文字データを制御手段がタイトルとして表示させる構成としたもので
ある。
【００２８】
この構成により、本体装置から操作装置を分離可能なカーナビにおいて、地図情報の領域
に含まれる地名などの文字情報がタイトルとして表示されるので、一目でどの地域の地図
情報を取り込んだか認識できるという作用を有する。
【００２９】
本発明の請求項９に記載の地図表示装置は、請求項８記載の地図表示装置において、タイ
トルとされる文字データは各地図の領域の略中心付近に位置する文字データである構成と
したものである。
【００３０】
この構成により、本体装置から操作装置を分離可能なカーナビにおいて、地図情報の領域
の中心付近の地名などの文字情報をタイトルとしているので、タイトルを見ただけでおお
よその地図の収録範囲を認識できるという作用を有する。
【００３１】
　本発明の請求項１０に記載の地図表示装置は、地図情報供給メディア手段や電源手段を
含む本体装置と前記地図情報供給メディア手段から複数の領域の地図情報を手動又は自動
的に記憶する記憶メディア手段や現在位置測位手段や制御手段や操作手段、表示手段、二
次電池部とを含み前記本体装置に接続コネクタを介して接続可能な操作装置とを有する地
図表示装置であって、　前記現在位置測位手段で測位された現在位置と前記記憶メディア
手段に記憶された複数の地図情報の領域から現在位置が含まれる領域の地図情報を判別し
、その地図情報のタイトルが識別可能になるように前記表示手段に地図情報のタイトルの
みをリストとして表示させるよう前記制御手段が制御する構成としたものである。
【００３２】
この構成により、本体装置から操作装置を分離可能なカーナビにおいて、現在位置が表示
可能な地図情報のタイトルが識別可能に表示されるので、現在位置が表示可能な地図を容
易に選択できるという作用を有する。
【００３３】
　本発明の請求項１１に記載の地図表示装置は、地図情報供給メディア手段や電源手段を
含む本体装置と前記地図情報供給メディア手段から複数の領域の地図情報を手動又は自動
的に記憶する記憶メディア手段や現在位置測位手段や制御手段や操作手段、表示手段、二
次電池部とを含み前記本体装置に接続コネクタを介して接続可能な操作装置とを有する地
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図表示装置であって、前記現在位置測位手段で測位された現在位置と前記記憶メディア手
段に記憶された複数の地図情報の領域から現在位置が含まれる領域の地図情報を判別し、
その地図情報のタイトルが識別可能になるように地図情報のタイトルのみをリストとして
前記表示手段に表示させ、前記操作手段からの入力により選択されたタイトルに対応する
地図情報を現在位置を示すマークと共に前記表示手段に表示させるよう前記制御手段が制
御する構成としたものである。
【００３４】
この構成により、本体装置から操作装置を分離可能なカーナビにおいて、現在地が表示可
能な地図を選択すると、地図情報上に現在位置を示すマークが重畳されて表示されるので
、現在位置がすぐに認識できるという作用を有する。
【００３５】
本発明の請求項１２に記載の地図表示装置は、請求項１１記載の地図表示装置において、
現在位置を示すマークを表示手段の略中央位置に表示するよう表示手段を制御手段が制御
する構成としたものである。
【００３６】
この構成により、本体装置から操作装置を分離可能なカーナビにおいて、現在位置が表示
手段の略中央位置に表示されるので、現在位置から東西南北各方向の地図をすぐに把握で
きるという作用を有する。
【００３７】
以下、本発明の実施の形態について、図１～図７を用いて説明する。
【００３８】
（実施の形態１）
図１は本発明の実施の形態１による地図表示装置を示すブロック図である。
【００３９】
図１において、操作入力部１、表示部２、中央処理装置４、ＧＰＳ部５、ＲＯＭ６、ＲＡ
Ｍ７、二次電池部８、携帯型電話機９、通信インタフェース部１０、ＴＶ部１２、ＦＭ部
１３、音声出力部１６、スピーカ１６ａ、ＧＰＳ部１７、電源部１８、地図情報供給メデ
ィア部１９、ジャイロ２０、パーキングブレーキセンサ部２６、ＧＰＳアンテナＡＴ１、
ＡＴ３、アンテナＡＴ２は図８と同様のものなので、同一符号を付し、説明は省略する。
Ａ１は操作装置、Ｂ１は本体装置、Ｃ１は放送部、３は表示部２の画面の表面に実装され
、表示された画面上の所定の場所を触れることで入力装置としても動作する画面操作部、
１１は地図データ等の各種データを格納、読出しすることが可能で他の同様な機器とのデ
ータの受け渡しが可能な外部記憶メディア部、１４は入力した音声信号を増幅してスピー
カ１５ａやヘッドセット１５ｂに出力する音声出力部、２１～２４は接続コネクタ、２５
は後述のリモコン２８から送出される赤外線等の光を受光する受光部である。
【００４０】
図１において、ＧＰＳ部５は、歩行使用時などに現在位置を示す位置情報を中央処理装置
４に入力し、中央処理装置４は、入力した位置情報を外部記憶メディア部１１の地図情報
と照合し、対応する緯度・経度上の地図画面に現在位置をアイコンなどにより表示する。
ＧＰＳ部１７は、カーナビモードにおいて現在位置を示す位置情報を中央処理装置４に入
力し、中央処理装置４は、ＧＰＳ部５の場合と同様、入力した位置情報を地図情報供給メ
ディア部１９の地図情報と照合し、対応する緯度・経度上の地図画面に現在位置をアイコ
ンなどにより表示する。また、地図情報供給メディア部１９には全国の地図情報や各種ド
ライブ情報などが収納される。地図情報供給メディア部１９の地図情報は道路、河川、ビ
ルなどの図データ（以下地図データと称す）と地図データ上に各地名や交差点名を重畳し
て表示するための文字データから構成されている。地図データは緯度経度に対応した地図
座標データを有しており、また文字データは地図データ上の表示位置を決定する座標デー
タを有しているので地図データの決められた位置に表示される。操作装置Ａ１が分離され
る場合は事前に、上記地図情報の中から目的地に到達したことを認識したり、ユーザがエ
リアを指定したりして、現在位置の地図情報（現在位置とその周辺の地図情報）もしくは
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所定の場所（例えば目的地）の地図情報を自動的もしくは手動的にＲＡＭ７や外部記憶メ
ディア部１１に取り込む。この際、取り込むことが可能な地図の容量は４．８ＭＢであり
、したがって外部記憶メディアの容量によっては複数の地図を取り込むことができる。な
お、図１においては、接続コネクタ２３、２４を介して放送部Ｃ１を操作装置Ａ１に電気
的に接続するようにしたが、操作装置Ａ１にＣＣＤカメラを接続するようにしてもよい。
また、操作装置Ａ１と本体装置Ｂ１のそれぞれにＧＰＳアンテナが接続され、もしくはそ
れぞれが接続されるコネクタを有し、本体装置Ｂ１のアンテナは本体装置Ｂ１から分離可
能に接続され、操作装置Ａ１のアンテナは操作装置Ａ１に固定的かつ収納可能に接続され
ている。
【００４１】
本体装置Ｂ１に操作装置Ａ１が結合している結合状態では、ＣＰＵ４は、受光部２５から
出力される後述のリモコン３０の指示内容を有効とし、後述のタッチペン２７が画面操作
部（タッチパネル）３をタッチすることによりタッチパネル３から表示部２を介して入力
される指示内容を無効とする。本体装置Ｂ１から操作装置Ａ１が分離している分離状態で
は、ＣＰＵ４は、受光部２５から出力されるリモコン３０の指示内容とタッチパネル３か
ら入力される指示内容とを共に有効とする。
【００４２】
図２（ａ）は図１の地図表示装置の概略形状を示す正面図、図２（ｂ）は図１の地図表示
装置の概略形状を示す側面図である。
【００４３】
図２において、操作装置（分離部）Ａ１、本体装置（ステーション部）Ｂ１、放送部Ｃ１
、表示部２、画面操作部３、二次電池部８、スピーカ１６ａ、地図情報供給メディア部（
例えばＣＤ）１９、受光部２５、ＧＰＳアンテナＡＴ１、ＡＴ３、アンテナＡＴ２は図１
と同様のものなので、同一符号を付し、説明は省略する。２７は分離状態において画面操
作部３を操作するためのタッチペン、２８はリモートコントロールを行うためのリモコン
である。
【００４４】
図２において、本体装置Ｂ１は自動車の例えばダッシュボードに取り付けられ、操作装置
Ａ１は本体装置Ｂ１に、接続コネクタ２１、２２により取り付けられる。分離状態におい
ては、操作装置Ａ１は本体装置Ｂ１から取り外され、また放送部Ｃ１は操作装置Ａ１から
取り外すこともできる。
【００４５】
このように構成された地図表示装置について、その動作を図３、図４を用いて説明する。
図３は地図の取り込み動作を示すフローチャートであり、図４は地図の表示動作を示すフ
ローチャートである。
【００４６】
まず、操作装置Ａ１と本体装置Ｂ１を合体している時の地図情報の取り込み動作について
説明する。
【００４７】
図３において、まず、使用者はリモコンを操作して取り込む地図情報の中心位置と縮尺を
設定すると、中央処理装置４は取り込む地図の中心位置と縮尺を設定する（Ｓ１）。次に
中央処理装置４は中心位置を中心に４．８ＭＢの容量で記憶可能な地図の範囲を決定し（
Ｓ２）、決定された地図の範囲を設定された縮尺の地図情報を読み込む（Ｓ３）。また、
読み込みの際、地図情報の中心位置に最も近い文字データを地図情報のタイトルとして読
み込む（Ｓ４）。中央処理装置４は地図情報供給メディア部１９から読み込んだ地図情報
をタイトルと共に外部記憶メディア部１１に保存する（Ｓ５）。
【００４８】
外部記憶メディア部１１の容量に余裕が有れば更に他の領域の地図情報も記憶することが
できる。本実施の形態では、３２ＭＢの外部記憶メディアを使用し、上記の取り込み動作
により５件の地図情報を記憶したものとする。
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【００４９】
次に図４を用いて操作装置Ａ１を本体装置Ｂ１から分離後に取り込んだ地図を表示する動
作について説明する。
【００５０】
まず使用者は、タッチペン２７で画面操作部３を使用して取り込んだ地図の一覧表示を指
示する（Ｓ１１）。この指示を受信した中央処理装置４は、地図情報の取り込みの際、地
図情報のタイトルとして取り込んだ文字情報と各地図情報の領域を表す地図座標を読み込
む（Ｓ１２）。次に中央処理装置４は予め測位した現在位置情報と各地図の領域を表す地
図座標とを照合し（Ｓ１３）、現在位置を含む地図にはフラグを立てる（Ｓ１４）。そし
て、フラグを参照し、現在位置を含む地図にはマークを付して表示部２に各地図のタイト
ルをリスト表示させる（Ｓ１５）。図５はこの時の表示画面を表すものであり、各地図の
タイトル、縮尺、現在地が含まれる地図のマーク４１、４２が表示されている。
【００５１】
次に使用者が画面操作部３を介していずれか１つを選択すると（Ｓ１６、ここではパロス
リバーコート博多販売セを選択したものとする。）、中央処理装置４は、フラグを参照し
てこの地図の領域に現在地が含まれるか否か判定する（Ｓ１７）。パロスリバーコート博
多販売セをタイトルとする地図は現在地を含んでいる地図であるので、図６に示すように
現在地が画面の略中央位置になるように現在地を表すマークを重畳して表示する。図６に
おいて４３が現在地を表すマークである。ステップ１７で現在地が含まれない地図を選択
すると、図７に示すように地図のみが表示され現在地は表示されない。
【００５２】
以上のように本実施の形態によれば、複数の領域の地図情報を記憶した外部記憶メディア
部１１と、外部記憶メディア部１１に記憶された地図情報を表示する表示部２と、画面操
作部３と、外部記憶メディア部１１に記憶された複数の領域の地図情報のタイトルをリス
ト表示させ、画面操作部３からの入力により選択されたタイトルに対応する地図情報を表
示部２に表示させるよう制御する中央処理装置４を備えたことにより、記憶メディア部１
１に取り込んだ地図情報のタイトルを一覧表示することができるので、一目でどの地域の
地図情報を取り込んだか認識できる事ができる。
【００５３】
また、地図情報に含まれる文字データを中央処理装置４がタイトルとしてリスト表示させ
ることにより、一目でどの地域の地図情報を取り込んだか認識できる。
【００５４】
また、タイトルとされる文字データは各地図の領域の略中心付近に位置する文字データで
あることにより、リストを見ただけでおおよその収録範囲を認識できる。
【００５５】
また、複数の領域の地図情報を記憶した外部記憶メディア部１１と、外部記憶メディア部
１１に記憶された地図情報を表示する表示部２と、画面操作部３と、現在位置を測位する
ＧＰＳ部５と、ＧＰＳ部５で測位された現在位置と外部記憶メディア部１１に記憶された
複数の地図情報の領域から現在位置が含まれる領域の地図情報を判断しその地図情報のタ
イトルが識別可能にリスト表示させることにより、現在位置が表示可能な地図情報のタイ
トルが識別可能に表示されるので、現在位置が表示可能な地図を容易に選択できる。
【００５６】
また、複数の領域の地図情報を記憶した外部記憶メディア部１１と、外部記憶メディア部
に記憶された地図情報を表示する表示部２と、画面操作部３と、現在位置を測位するＧＰ
Ｓ部と、ＧＰＳ部で測位された現在位置と外部記憶メディア部１１に記憶された複数の地
図情報の領域から現在位置が含まれる領域の地図情報を判断しその地図情報のタイトルが
識別可能にリスト表示させ、画面操作部３からの入力により選択されたタイトルに対応す
る地図情報を現在位置を示すマークと共に前記表示手段に表示させることにより、現在地
が表示可能な地図を選択すると、地図情報上に現在位置が重畳されて表示されるので、現
在位置がすぐに認識できる。
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【００５７】
また、現在位置を示すマークが表示部２の略中央位置に表示することにより、現在位置か
ら東西南北各方向の地図をすぐに把握できる。
【００５８】
なお、本実施の形態では、地図情報に含まれる文字データを地図のタイトルとしたが、こ
れは後から文字入力することにより使用者が好みのタイトルにすることもできる。この場
合、使用者はタイトルが表す地図情報をより簡単に認識できるという効果を有する。
【００５９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の請求項１に記載の地図表示装置によれば、複数の領域の地図
情報を記憶した記憶メディア手段と、前記記憶メディア手段に記憶された地図情報を表示
する表示手段と、操作手段と、前記記憶メディア手段に記憶された複数の領域の地図情報
のタイトルを表示させ、前記操作手段からの入力により選択されたタイトルに対応する地
図情報を前記表示手段に表示させるよう制御する制御手段を備えたことにより、記憶メデ
ィア部に取り込んだ地図情報のタイトルを一覧表示することができるので、一目でどの地
域の地図情報を取り込んだか認識できるという有利な効果が得られる。
【００６０】
本発明の請求項２に記載の地図表示装置によれば、請求項１記載の地図表示装置において
前記記憶メディア手段に記憶された地図情報は図データと文字データと地図座標データを
含み、各地図情報に含まれる文字データを前記制御手段がタイトルとして表示させること
により、地図情報の領域に含まれる地名などの文字情報がリストのタイトルとして表示さ
れるので、一目でどの地域の地図情報を取り込んだか認識できるという有利な効果が得ら
れる。
【００６１】
本発明の請求項３に記載の地図表示装置によれば、請求項２記載の地図表示装置において
、前記タイトルとされる文字データは各地図の領域の略中心付近に位置する文字データで
あることにより、地図情報の領域の中心付近の地名などの文字情報をタイトルとしている
ので、タイトルを見ただけでおおよその収録範囲を認識できるという有利な効果が得られ
る。
【００６２】
本発明の請求項４に記載の地図表示装置によれば、複数の領域の地図情報を記憶した記憶
メディア手段と、前記記憶メディア手段に記憶された地図情報を表示する表示手段と、操
作手段と、現在位置を測位する現在位置測位手段と、前記現在位置測位手段で測位された
現在位置と前記記憶メディア手段に記憶された複数の地図情報の領域から現在位置が含ま
れる領域の地図情報を判別しその地図情報のタイトルが識別可能になるように前記表示手
段に地図情報のタイトルを表示させるよう制御する制御手段を備えたことにより、現在位
置が表示可能な地図情報のタイトルが識別可能に表示されるので、現在位置が表示可能な
地図を容易に選択できるという有利な効果を有する。
【００６３】
本発明の請求項５に記載の地図表示装置によれば、複数の領域の地図情報を記憶した記憶
メディア手段と、前記記憶メディア手段に記憶された地図情報を表示する表示手段と、操
作手段と、現在位置を測位する現在位置測位手段と、前記現在位置測位手段で測位された
現在位置と前記記憶メディア手段に記憶された複数の地図情報の領域から現在位置が含ま
れる領域の地図情報を判別しその地図情報のタイトルが識別可能になるようにリスト表示
させ、前記操作手段からの入力により選択されたタイトルに対応する地図情報を現在位置
を示すマークと共に前記表示手段に表示させるよう制御する制御手段を備えたことにより
、現在地が表示可能な地図を選択すると、地図情報上に現在位置を示すマークが重畳され
て表示されるので、現在位置がすぐに認識できるという有利な効果を有する。
【００６４】
本発明の請求項６に記載の地図表示装置によれば、請求項５記載の地図表示装置において
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、前記現在位置を示すマークを前記表示手段の略中央位置に表示するよう前記表示手段を
制御する構成としたことにより、現在位置が表示手段の略中央位置に表示されるので、現
在位置から東西南北各方向の地図をすぐに把握できるという有利な効果を有する。
【００６５】
本発明の請求項７に記載の地図表示装置によれば、地図情報供給メディア手段や電源手段
を含む本体装置と前記地図情報供給メディア手段から複数の領域の地図情報を記憶する記
憶メディア手段や制御手段や操作手段、表示手段、二次電池部とを含み前記本体装置に接
続コネクタを介して接続可能な操作装置とを有する地図表示装置であって、前記記憶メデ
ィア手段に記憶された複数の領域の地図情報のタイトルを前記表示手段に表示させ、前記
操作手段からの入力により選択されたタイトルに対応する地図情報を前記表示手段に表示
させるよう前記制御手段が制御する構成としたことにより、本体装置から操作装置を分離
した場合においても記憶メディア部に取り込んだ地図情報のタイトルを一覧表示すること
ができるので、一目でどの地域の地図情報を取り込んだか認識できるという有利な効果を
有する。
【００６６】
本発明の請求項８に記載の地図表示装置によれば、請求項７記載の地図表示装置において
、前記記憶メディア手段に記憶された地図情報は図データと文字データと地図座標データ
を含み、各地図情報に含まれる文字データを前記制御手段がタイトルとして表示させる構
成としたことにより、本体装置から操作装置を分離した場合にカーナビにおいても、地図
情報の領域に含まれる地名などの文字情報がタイトルとして表示されるので、一目でどの
地域の地図情報を取り込んだか認識できるという有利な効果が得られる。
【００６７】
本発明の請求項９に記載の地図表示装置によれば、請求項８記載の地図表示装置において
、前記タイトルとされる文字データは各地図の領域の略中心付近に位置する文字データで
ある構成としたことにより、本体装置から操作装置を分離した場合においても、地図情報
の領域の中心付近の地名などの文字情報をタイトルとしているので、タイトルを見ただけ
でおおよその地図の収録範囲を認識できるという有利な効果を有する。
【００６８】
本発明の請求項１０に記載の地図表示装置によれば、地図情報供給メディア手段や電源手
段を含む本体装置と前記地図情報供給メディア手段から複数の領域の地図情報を記憶する
記憶メディア手段や現在位置測位手段や制御手段や操作手段、表示手段、二次電池部とを
含み前記本体装置に接続コネクタを介して接続可能な操作装置とを有する地図表示装置で
あって、前記現在位置測位手段で測位された現在位置と前記記憶メディア手段に記憶され
た複数の地図情報の領域から現在位置が含まれる領域の地図情報を判別し、その地図情報
のタイトルが識別可能になるように前記表示手段にリスト表示させるよう前記制御手段が
制御する構成としたことにより、本体装置から操作装置を分離した場合においても、現在
位置が表示可能な地図情報のタイトルが識別可能に表示されるので、現在位置が表示可能
な地図を容易に選択できる有利な効果を有する。
【００６９】
本発明の請求項１１に記載の地図表示装置によれば、地図情報供給メディア手段や電源手
段を含む本体装置と前記地図情報供給メディア手段から複数の領域の地図情報を記憶する
記憶メディア手段や現在位置測位手段や制御手段や操作手段、表示手段、二次電池部とを
含み前記本体装置に接続コネクタを介して接続可能な操作装置とを有する地図表示装置で
あって、前記現在位置測位手段で測位された現在位置と前記記憶メディア手段に記憶され
た複数の地図情報の領域から現在位置が含まれる領域の地図情報を判別し、その地図情報
のタイトルが識別可能になるように前記表示手段に表示させ、前記操作手段からの入力に
より選択されたタイトルに対応する地図情報を現在位置を示すマークと共に前記表示手段
に表示させるよう前記制御手段が制御する構成としたことにより、本体装置から操作装置
を分離した場合においても、現在地が表示可能な地図を選択すると、地図情報上に現在位
置が重畳されて表示されるので、現在位置がすぐに認識できるという有利な効果を有する
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【００７０】
本発明の請求項１２に記載の地図表示装置によれば、請求項１１記載の地図表示装置にお
いて、前記現在位置を示すマークを前記表示手段の略中央位置に表示するよう前記表示手
段を前記制御手段が制御する構成としたことにより、本体装置から操作装置を分離した場
合においても、現在位置が表示手段の略中央位置に表示されるので、現在位置から東西南
北各方向の地図をすぐに把握できるという有利な効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１による地図表示装置を示すブロック図
【図２】（ａ）図１の地図表示装置の概略形状を示す正面図
（ｂ）図１の地図表示装置の概略形状を示す側面図
【図３】地図の取込み動作を示すフローチャート
【図４】地図の表示動作を示すフローチャート
【図５】地図表示装置の表示画面を表す図
【図６】地図表示装置の表示画面を表す図
【図７】地図表示装置の表示画面を表す図
【図８】従来の地図表示装置を示すブロック図
【符号の説明】
１　操作入力部
２　表示部
３　画面操作部（タッチパネル）
４　中央処理装置（ＣＰＵ）
５、１７　ＧＰＳ部
６　ＲＯＭ
７　ＲＡＭ
８　二次電池部
９　携帯型電話機
１０　通信インタフェース部（通信Ｉ／Ｆ部）
１１　外部記憶メディア部
１２　テレビチューナ部（ＴＶ部）
１３　ＦＭ受信部（ＦＭ部）
１４、１６　音声出力部
１５ａ、１６ａ　スピーカ
１５ｂ　ハンドセット
１８　電源部
１９　地図情報供給メディア部
２０　ジャイロ
２１、２２、２３、２４　接続コネクタ
２５　受光部
２６　パーキングブレーキセンサ部
２７　タッチペン
２８　リモコン（リモートコントローラ）
４１、４２　現在位置が含まれることを示すマーク
４３　現在位置を示すマーク
Ａ１　操作装置（分離部）
Ｂ１　本体装置（ステーション部）
Ｃ１　放送部
ＡＴ１、ＡＴ３　ＧＰＳアンテ
ＡＴ２　アンテナ
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