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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路のネットワーク構造を含む道路地図データを予め記憶した記憶手段と、
　目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付ける手段と、
　前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ位置に設定された場合の経由地であり、前記
立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地を目的地として設定する手段と、
　指定された前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経路について、前記道路
地図データに基く経路探索及び設定を行う手段と、
　設定された前記経路に沿った経路案内を行う手段と、
　自車の位置を逐次検出する手段と、
　前記経路において、自車が前記立ち寄り先を通過したかを判定する立ち寄り先通過判定
手段と、
　自車が前記立ち寄り先を通過した後に、自車が前記目的地に到着したかを判定する目的
地到着判定手段と、
　前記目的地到着判定手段が自車が目的地に到着したと判定した際に、前記経路案内を終
了させる手段と、
をコンピュータによる制御実行が実現することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記立ち寄り先の通過前は、前記目的地に到着したかの判定を禁止し、
　前記立ち寄り先の通過後は、経由地を通過したか否かを問わず前記目的地に到着したか
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の判定を行うことを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
　道路のネットワーク構造を含む道路地図データを予め記憶した記憶手段と、
　目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付ける手段と、
　前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ位置に設定された場合の経由地であり、前記
立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地を目的地として設定する手段と、
　指定された前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経路について、前記道路
地図データに基く経路探索及び設定を行う手段と、
　設定された前記経路に沿った経路案内を行う手段と、
　自車の位置を逐次検出する手段と、
　前記経路において、自車が前記立ち寄り先を通過したかを判定する立ち寄り先通過判定
手段と、
　自車が前記目的地に到着したかを判定する目的地到着判定手段と、
　前記目的地到着判定手段が自車が目的地に到着したと判定した際に、前記経路案内を終
了させる手段と、
　出発地から所定距離走行するまでは、前記目的地に到着したかの判定を禁止する手段と
、
をコンピュータによる制御実行が実現することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項４】
　コンピュータが、
　道路のネットワーク構造を含む道路地図データを予め記憶しておき、
　目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付け、
　前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ位置に設定された場合の経由地であり、前記
立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地を目的地として設定し、
　指定された前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経路について、前記道路
地図データに基く経路探索及び設定を行い、
　設定された前記経路に沿った経路案内を行い、
　自車の位置を逐次検出し、
　前記経路において、自車が前記立ち寄り先を通過したかを判定し、
　自車が前記立ち寄り先を通過した後に、自車が前記目的地に到着したかを判定し、自車
が目的地に到着したと判定した際に、前記経路案内を終了させることを特徴とするナビゲ
ーション方法。
【請求項５】
　前記立ち寄り先の通過前は、前記目的地に到着したかの判定を禁止し、
　前記立ち寄り先の通過後は、経由地を通過したか否かを問わず前記目的地に到着したか
の判定を行うことを特徴とする請求項４記載のナビゲーション方法。
【請求項６】
　コンピュータが、
　道路のネットワーク構造を含む道路地図データを予め記憶しておき、
　目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付け、
　前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ位置に設定された場合の経由地であり、前記
立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地を目的地として設定し、
　指定された前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経路について、前記道路
地図データに基く経路探索及び設定を行い、
　設定された前記経路に沿った経路案内を行い、
　自車の位置を逐次検出し、
　前記経路において、自車が前記立ち寄り先を通過したかを判定し、
　自車が前記目的地に到着したかを判定し、自車が目的地に到着したと判定した際に、前
記経路案内を終了させ、
　出発地から所定距離走行するまでは、前記目的地に到着したかの判定を禁止することを
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特徴とするナビゲーション方法。
【請求項７】
　道路のネットワーク構造を含む道路地図データを予め記憶したコンピュータを制御する
ことにより、
　目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付けさせ、
　前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ位置に設定された場合の経由地であり、前記
立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地を目的地としてして設定させ、
　指定された前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経路について、前記道路
地図データに基く経路探索及び設定を行わせ、
　設定された前記経路に沿った経路案内を行わせ、
　自車の位置を逐次検出させ、
　前記経路において、自車が前記立ち寄り先を通過したかを判定させ、
　自車が前記立ち寄り先を通過した後に、自車が前記目的地に到着したかを判定させ、自
車が目的地に到着したと判定した際に、前記経路案内を終了させることを特徴とするナビ
ゲーションプログラム。
【請求項８】
　前記プログラムは前記コンピュータに、
　前記立ち寄り先の通過前は、前記目的地に到着したかの判定を禁止し、
　前記立ち寄り先の通過後は、経由地を通過したか否かを問わず前記目的地に到着したか
の判定を行わせることを特徴とする請求項７記載のナビゲーションプログラム。
【請求項９】
　道路のネットワーク構造を含む道路地図データを予め記憶したコンピュータを制御する
ことにより、
　目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付けさせ、
　前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ位置に設定された場合の経由地であり、前記
立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地を目的地として設定させ、
　指定された前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経路について、前記道路
地図データに基く経路探索及び設定を行わせ、
　設定された前記経路に沿った経路案内を行わせ、
　自車の位置を逐次検出させ、
　前記経路において、自車が前記立ち寄り先を通過したかを判定させ、
　自車が前記目的地に到着したかを判定させ、自車が目的地に到着したと判定した際に、
前記経路案内を終了させ、
　出発地から所定距離走行するまでは、前記目的地に到着したかの判定を禁止させること
を特徴とするナビゲーションプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、与えられる立ち寄り先を経て出発地すなわち現在地等へ戻るルートを探索及び
ガイドするナビゲーション装置、方法及びプログラムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、自動車の普及と情報処理技術の進展に伴い、ナビゲーション装置に関する技術が急
速に進歩しつつある。ナビゲーション装置は、自動車等の移動体に関する経路誘導（単に
「誘導」や「ガイド」、「ルートガイド」などとも呼ぶ）を行うもので、道路のネットワ
ーク構造や周辺施設等を表す道路地図データを予め用意し、指定された目的地までの最適
な経路（ルートとも呼ぶ）を前記データに基いて計算して誘導経路として設定（ルート設
定とも呼ぶ）し、ＧＰＳ等によりリアルタイムに判断する自車位置とその周辺地図を画面
表示しながら、右左折などの誘導案内を合成音声や画面表示で出力するものである。
【０００３】
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上記のような従来技術で目的地を指定するには、例えば、画面表示中の地図をスクロール
させてカーソルで指定したり、店舗等の施設を住所・名称・電話番号・名称等で絞込み検
索した候補から指定する。また、このように指定された目的地の所定距離以内まで自車位
置が接近すると、それをもって目的地到着判定が行われ、目的地に到着したことを音声や
画面表示でユーザに伝え、ルートガイドを終了する。
【０００４】
すなわち、このように目的地が近い場合は、ルート設定をしてもすぐにルートガイドが終
了することになって実益が乏しいため、従来では、ルート探索する際に画面表示によりそ
の旨のメッセージを出した上で、ルート探索自体を行わないようにしていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、実際の自動車利用の場面では、現在地からある程度離れた立ち寄り先にいった
ん立ち寄り、そのうえで再度、現在地やその近くに戻りたい場合も考えられる。しかしな
がら、このように指定された目的地が現在地から所定以内の近距離の場合や、例えば現在
地と同一地点の場合、上記のように従来技術では、目的地到着判定により目的地に到着し
た事を音声または画面表示によりユーザに伝え、ルートガイド終了となってしまう。
【０００６】
このため、従来技術では、立ち寄り先に基いたナビゲーションの利用が困難という問題が
あった。特に、どうしてもどこかに寄り道をしてまた現在地に戻りたい場合、まず立ち寄
り先を目的地にしていったんルート探索をさせてルートガイドを利用し、その後で、その
立ち寄り先から戻りたい位置を目的地にして再度ルート探索を行わねばならず、その操作
も煩雑であった。
【０００７】
本発明は、上記のような従来技術の問題点を解決するために提案されたもので、その目的
は、与えられる立ち寄り先を経て出発地すなわち現在地等へ戻るルートを探索及びガイド
するナビゲーション装置、方法及びプログラムを提供することである。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　上記の目的を達成するため、請求項１の発明は、道路のネットワーク構造を含む道路地
図データを予め記憶した記憶手段と、目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付ける手段と
、前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ位置に設定された場合の経由地であり、前記
立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地を目的地として設定する手段と、指定された
前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経路について、前記道路地図データに
基く経路探索及び設定を行う手段と、設定された前記経路に沿った経路案内を行う手段と
、自車の位置を逐次検出する手段と、前記経路において、自車が前記立ち寄り先を通過し
たかを判定する立ち寄り先通過判定手段と、自車が前記立ち寄り先を通過した後に、自車
が前記目的地に到着したかを判定する目的地到着判定手段と、前記目的地到着判定手段が
自車が目的地に到着したと判定した際に、前記経路案内を終了させる手段と、をコンピュ
ータによる制御実行が実現することを特徴とする。
【０００９】
　請求項４のナビゲーション方法は、請求項１の発明を方法という見方からとらえたもの
で、コンピュータが、道路のネットワーク構造を含む道路地図データを予め記憶しておき
、目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付け、前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ
位置に設定された場合の経由地であり、前記立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地
を目的地として設定し、指定された前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経
路について、前記道路地図データに基く経路探索及び設定を行い、設定された前記経路に
沿った経路案内を行い、自車の位置を逐次検出し、前記経路において、自車が前記立ち寄
り先を通過したかを判定し、自車が前記立ち寄り先を通過した後に、自車が前記目的地に
到着したかを判定し、自車が目的地に到着したと判定した際に、前記経路案内を終了させ
ることを特徴とする。
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【００１０】
　請求項７のナビゲーションプログラムは、請求項１，４の発明をコンピュータプログラ
ムという見方から捉えたもので、道路のネットワーク構造を含む道路地図データを予め記
憶したコンピュータを制御することにより、目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付けさ
せ、前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ位置に設定された場合の経由地であり、前
記立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地を目的地としてして設定させ、指定された
前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経路について、前記道路地図データに
基く経路探索及び設定を行わせ、設定された前記経路に沿った経路案内を行わせ、自車の
位置を逐次検出させ、前記経路において、自車が前記立ち寄り先を通過したかを判定させ
、自車が前記立ち寄り先を通過した後に、自車が前記目的地に到着したかを判定させ、自
車が目的地に到着したと判定した際に、前記経路案内を終了させることを特徴とする。
【００１１】
これらの態様では、所望の立ち寄り先を設定するだけで、現在地から立ち寄り先を経由し
、ふたたび現在地やその付近に戻るルートについて探索、案内を受けられ、経路探索が行
われなかったり、経路案内が開始後直ちに終了するなどの不都合が回避されるので、立ち
寄り先から戻るルートを改めて別途探索するなどの手間を省きユーザの負担を軽減するこ
とができる。
【００１２】
請求項２の発明は、請求項１記載のナビゲーション装置において、前記立ち寄り先の通過
前は、前記目的地に到着したかの判定を禁止し、前記立ち寄り先の通過後は、経由地を通
過したか否かを問わず前記目的地に到着したかの判定を行うことを特徴とする。
【００１３】
請求項５の発明は、請求項４記載のナビゲーション方法において、前記立ち寄り先の通過
前は、前記目的地に到着したかの判定を禁止し、前記立ち寄り先の通過後は、経由地を通
過したか否かを問わず前記目的地に到着したかの判定を行うことを特徴とする。
【００１４】
請求項８の発明は、請求項７記載のナビゲーションプログラムにおいて、前記プログラム
は前記コンピュータに、前記立ち寄り先の通過前は、前記目的地に到着したかの判定を禁
止し、前記立ち寄り先の通過後は、経由地を通過したか否かを問わず前記目的地に到着し
たかの判定を行わせることを特徴とする。
【００１５】
これらの態様では、立ち寄り先通過までは目的地到着判定を行わず、立ち寄り先通過後は
、経由地を通過したか否かを問わず目的地到着判定を行う。このため、経路探索が行われ
なかったり、経路案内が開始後直ちに終了するなどの不都合が回避され、立ち寄り先の前
と後を分けて経路探索するといったユーザの操作回数を減らし、負担を軽減することがで
きることに加え、通過必須の立ち寄り先とそうでない経由地との種類に応じたナビゲーシ
ョン処理が実現される。
【００１６】
　請求項３のナビゲーション装置は、道路のネットワーク構造を含む道路地図データを予
め記憶した記憶手段と、目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付ける手段と、前記立ち寄
り先は、目的地が現在地と同じ位置に設定された場合の経由地であり、前記立ち寄り先の
指定を受け付けた場合、現在地を目的地として設定する手段と、指定された前記立ち寄り
先を経て指定された前記目的地へ至る経路について、前記道路地図データに基く経路探索
及び設定を行う手段と、設定された前記経路に沿った経路案内を行う手段と、自車の位置
を逐次検出する手段と、前記経路において、自車が前記立ち寄り先を通過したかを判定す
る立ち寄り先通過判定手段と、自車が前記目的地に到着したかを判定する目的地到着判定
手段と、前記目的地到着判定手段が自車が目的地に到着したと判定した際に、前記経路案
内を終了させる手段と、出発地から所定距離走行するまでは、前記目的地に到着したかの
判定を禁止する手段と、をコンピュータによる制御実行が実現することを特徴とする。
【００１７】
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　請求項６のナビゲーション方法は、請求項３の発明を方法という見方から捉えたもので
、コンピュータが、道路のネットワーク構造を含む道路地図データを予め記憶しておき、
目的地並びに立ち寄り先の指定を受け付け、前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ位
置に設定された場合の経由地であり、前記立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地を
目的地として設定し、指定された前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経路
について、前記道路地図データに基く経路探索及び設定を行い、設定された前記経路に沿
った経路案内を行い、自車の位置を逐次検出し、前記経路において、自車が前記立ち寄り
先を通過したかを判定し、自車が前記目的地に到着したかを判定し、自車が目的地に到着
したと判定した際に、前記経路案内を終了させ、出発地から所定距離走行するまでは、前
記目的地に到着したかの判定を禁止することを特徴とする。
【００１８】
　請求項９のナビゲーションプログラムは、道路のネットワーク構造を含む道路地図デー
タを予め記憶したコンピュータを制御することにより、目的地並びに立ち寄り先の指定を
受け付けさせ、前記立ち寄り先は、目的地が現在地と同じ位置に設定された場合の経由地
であり、前記立ち寄り先の指定を受け付けた場合、現在地を目的地としてして設定させ、
指定された前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る経路について、前記道路地
図データに基く経路探索及び設定を行わせ、設定された前記経路に沿った経路案内を行わ
せ、自車の位置を逐次検出させ、前記経路において、自車が前記立ち寄り先を通過したか
を判定させ、自車が前記立ち寄り先を通過した後に、自車が前記目的地に到着したかを判
定させ、自車が目的地に到着したと判定した際に、前記経路案内を終了させることを特徴
とする。
【００１９】
これらの態様では、出発地から所定距離走行するまでは、前記目的地に到着したかの判定
を行なわないので、立ち寄り先を通過したかを判定しなくても、経路探索が行われなかっ
たり、経路案内が開始後直ちに終了するなどの不都合が回避され、立ち寄り先の前と後を
分けて経路探索するといったユーザの操作回数を減らし、負担を軽減することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態（以下「実施形態」と呼ぶ）について図面を参照して具体的に
説明する。なお、本実施形態は、周辺装置を備えたコンピュータをプログラムで制御する
ことで実現できるが、この場合のハードウェアやプログラムの実現態様は各種変更可能で
あるから、以下の説明では、本発明及び本実施形態の各機能を実現する仮想的回路ブロッ
クを用いる。
【００２１】
〔１．構成〕
本実施形態は、本発明のナビゲーション装置（以下「本装置」と呼ぶ）であるが、本発明
のナビゲーション方法及び（コンピュータ）プログラム、並びにそのようなコンピュータ
プログラムや、道路地図データを記録した記録媒体のカテゴリーでも把握可能であり、例
えばそのようなプログラムや、道路地図データをインターネットや携帯電話網などの通信
ネットワーク経由で各車両のナビゲーション装置にダウンロードして実行させることも本
発明の一態様である。
【００２２】
〔１－１．全体構成〕
まず、本装置は、図１の機能ブロック図に示す下記の各要素を備えている。すなわち、絶
対位置・方位検出部１は、本装置が搭載された自動車（自車と呼ぶ）の現在位置すなわち
自車位置について、地表での絶対的な位置座標や方位を逐次検出すなわち計算するために
、例えば、ＧＰＳ衛星から送られてくるＧＰＳ電波をアンテナやレシーバなどで受信する
ための部分である。また、相対方位検出部２は、ジャイロなどを使って自車の相対的な方
位を検出するための部分である。また、車速検出部３は、自動車より得られる車速パルス
を処理することで自車の速度を計算する部分である。
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【００２３】
また、メインＣＰＵ及びその周辺回路４は、本装置全体を制御する制御回路の役割を果た
す部分である。また、メモリ群Ｍは、本装置の動作に必要な各種のメモリで、例えば、プ
ログラム格納用のＲＯＭ５は本装置の起動時にメインＣＰＵによりアクセスされる。また
、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）６は、メインプログラムのロード領域や、データ処理
用のワークエリア提供などに用いられる。また、ＳＲＡＭ（スタティックＲＡＭ）７は、
メイン電源がオフの間もバッテリーバックアップにより設定などの情報を保持し、再びオ
ンになったときにメモリ内容を提供する。また、表示用のＶＲＡＭ（ビデオＲＡＭ）８は
表示部１０に表示すべき画像のビットマップデータを格納する。
【００２４】
また、表示部１０は、地図や操作メニューなど各種の情報を、図示しない液晶表示画面や
音声合成などで出力する部分である。また、入力部１１は、ユーザがスイッチなどから命
令などいろいろな情報を入力するための部分であり、タッチセンサ機能、リモコンユニッ
ト、赤外線送受信ユニットなどを備える。また、ユーザインタフェース部９は、Ｉ／Ｏ制
御回路やデバイスドライバなどを使って、表示部１０及び入力部１１と、メインＣＰＵ及
びその周辺回路４とを結ぶユーザインタフェースである。
【００２５】
また、ＣＤ／ＤＶＤ－ＲＯＭ制御部１２は、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭに記録された
道路地図データなど各種データをデータベースから読み出す手段であり、道路のネットワ
ーク構造や、施設等の情報を含む道路地図データを予め記憶した記憶手段である。
【００２６】
〔１－２．メインＣＰＵ及びその周辺回路の役割〕
さらに、メインＣＰＵ及びその周辺回路４は、上記のようなプログラムの作用によって、
図１に示す下記の各部分としての役割を果たすように構成されている。すなわち、現在位
置検出部４０は、自車の現在位置すなわち自車位置を計算するための手段であり、具体的
には、ＧＰＳ航法測位と自律航法測位とを組み合わせることで自車位置を計算するように
構成される。
【００２７】
ここで、ＧＰＳ航法測位は、人工衛星からの電波に基づいて絶対位置・方位検出部１から
得られる情報を使って現在位置を計算するものである。また、自律航法測位は、地磁気及
び自車の速度に基づいて相対方位検出部２及び車速検出部３から得られる情報を使って現
在位置を計算するものである。
【００２８】
また、目的地等指定部４１は、前記道路地図データに基いて表示される地図上からカーソ
ルで指定したり、前記道路地図データに含まれる施設等からの選択などにより、目的地並
びに立ち寄り先を指定する指定手段であり、立ち寄り先だけを指定した場合は現在地が自
動的に目的地とみなされるようにしてもよい。
【００２９】
また、経路設定部４２は、指定された前記立ち寄り先を経て指定された前記目的地へ至る
経路について、前記道路地図データに基く経路探索及び設定を行う手段である。また、地
図表示部４３は、前記道路地図データに基く現在位置周辺の地図上に、検出された現在位
置を重ねて表示する手段であり、案内部４４は、設定された前記経路に沿って画面表示や
合成音声などにより経路案内を行う手段である。
【００３０】
また、立ち寄り先通過判定部４５は、設定された前記経路において、自車が前記立ち寄り
先を通過したかを判定する立ち寄り先通過判定手段であり、目的地到着判定部４６は、自
車が前記立ち寄り先を通過した後に、自車が前記目的地に到着したかを判定する目的地到
着判定手段である。この目的地到着判定部４６は、前記立ち寄り先の通過前は、前記目的
地に到着したかの判定を行わない。また、制御部４７は、目的地到着判定部４６が自車が
目的地に到着したと判定した際に、案内部４４による前記経路案内を終了させる手段であ



(8) JP 4375658 B2 2009.12.2

10

20

30

40

50

る。
【００３１】
〔２．作用〕
上記のように構成された本実施形態は以下のように作用する。
〔２－１．概略〕
ユーザは、ドライブの開始にあたり、まず、目的地等指定部４１において、道路地図デー
タに基いて表示される地図上からカーソルで指定したり、道路地図データに含まれる施設
等からの選択などにより、目的地並びに立ち寄り先を指定する。この際、例えば、立ち寄
り先だけを指定した場合は現在地が自動的に目的地とみなされる。
【００３２】
このように立ち寄り先と目的地が指定されると、経路設定部４２は、指定された立ち寄り
先を経て指定された目的地へ至る経路について、道路地図データに基く経路の探索及び設
定を行う。その後、地図表示部４３は、道路地図データに基く現在位置周辺の地図上に、
検出された現在位置を重ねて表示する処理を開始し、案内部４４は、設定された経路に沿
って画面表示や合成音声などにより経路案内を行う。
【００３３】
また、立ち寄り先通過判定部４５は、設定された経路において、自車が立ち寄り先を通過
したかを逐次判定し、目的地到着判定部４６は、自車が立ち寄り先を通過した後に、自車
が目的地に到着したかを逐次判定する。ただし、この目的地到着判定部４６は、立ち寄り
先の通過前は、目的地に到着したかの判定を行わない。また、制御部４７は、目的地到着
判定部４６が自車が目的地に到着したと判定した際に、案内部４４による前記経路案内を
終了させる。
【００３４】
〔２－２．プログラムの例〕
次に、上記のような本実施形態において、ＲＯＭ５に格納されるプログラムの構成例を図
２の概念図に示す。このなかで、キー入力処理（Ｓ５１）は、ユーザの操作による入力部
１１からのキー入力を処理するもので、例えば、キー押下などの情報を検索処理（Ｓ５２
）あるいはスクロール処理（Ｓ５３）へ出力する。
【００３５】
検索処理（Ｓ５２）は、ＣＤ／ＤＶＤ－ＲＯＭ制御部１２からデータベースを読み取り、
住所、業種名、電話番号等からの施設検索など必要な検索を行うものであり、スクロール
処理（Ｓ５３）は、スクロール操作に応じて地図やカーソルの移動を行う処理である。こ
れら検索処理（Ｓ５２）とスクロール処理（Ｓ５３）は、検索あるいはスクロールにより
得られた目的地・立ち寄り先に関する経度緯度などの情報を、ルート探索処理（Ｓ５６）
へ出力する。
【００３６】
ルート探索処理（Ｓ５６）は、このように情報を受け取ると、走行位置検出処理（Ｓ５５
）から現在の走行位置（現在位置や自車位置とも呼ぶ）を受け取り、現在位置から目的地
へ到達するためのルートを探索する。ここで、走行位置検出処理（Ｓ５５）は、所定時間
経過または所定距離移動ごとに、絶対位置・方位検出部１、相対方位検出部２及び車速検
出部３からの出力をもとに現在の走行位置を計算するものである。そして、ルート探索処
理（Ｓ５６）は、ルートを探索し終えると、表示処理（Ｓ５４）とルートガイド処理（Ｓ
５７）へルート情報を出力する。
【００３７】
このうちルートガイド処理（Ｓ５７）は、交差点での右左折等を含むガイド情報を作成し
、表示処理（Ｓ５４）へ出力する。この表示処理（Ｓ５４）は、ルート探索処理（Ｓ５６
）から出力されたルートの道路形状等を含むルート情報と、ルートガイド処理（Ｓ５７）
から出力されたガイド情報について、表示部１０へ表示する処理である。
【００３８】
〔２－３．立ち寄り先の設定例〕
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次に、図３は、立ち寄り先の設定方法を説明する概念図である。すなわち、ユーザは入力
部１１を操作することで、目的地等指定部４１の作用により、立ち寄る先をＣＤ／ＤＶＤ
－ＲＯＭに格納されたデータベースから、検索（図３（ａ））又は地図スクロール（図３
（ｂ））により探す。この際、それぞれに応じて、プログラムでは（図２）、検索処理（
Ｓ５２）又はスクロール処理（Ｓ５３）が実行される。このうち、検索の場合は（図３（
ａ））、施設を選択すると、検索結果としてその施設を含む地図が表示処理（Ｓ５４）に
よって処理されることにより、表示部１０に表示され、施設をカーソル（図中の十字点線
）が指し示す状態となる（図３（ｃ））。
【００３９】
ここで入力部１１に備えられた実行キーを押下すると、検索処理（Ｓ５２）により作成さ
れたメニューが表示部１０に現れる（図３（ｄ））。このメニューによりユーザは、カー
ソルが指し示している地点を経由地にするか、目的地にするか、立ち寄り先にするかを、
入力部を操作することにより選ぶことができる。
【００４０】
ここで、「経由地」は、経路計算（ルート探索）の条件としてユーザが指定するもので、
立ち寄り先と違って、経由地から所定距離内を車両が通過しなくても車両が目的地付近に
接近すると、目的地への案内に移行する。一方、「立ち寄り先」（立ち寄り地）は、通過
が必須であり、立ち寄り先を通過しないと次の経由地または目的地案内に移行しない。
【００４１】
図３（ｄ）に例示したような画面で「目的地」を選ぶと、従来と同様に目的地としてルー
ト探索処理（Ｓ５６）に渡される。一方、「立ち寄り先」を選ぶと、その地点が立ち寄り
先として設定される。また、「経由地」を選択した場合は、その地点が経由地として設定
される。つまり、地点を地図スクロールで指定する場合は、実行キーが押下されたときの
カーソルが示す位置について、図３（ｄ）のようなメニューが現れ、その選択に応じてそ
の地点が経由地、目的地あるいは立ち寄り先となる。
【００４２】
上記のように立ち寄り先が設定されると、ＣＰＵ４によって実現される経路設定部４２は
、ルート探索処理（Ｓ５６）を開始する。その際、自動的に現在地を目的地とし、立ち寄
り先を経由地（中継点）とみなすが、他の例として、目的地を別途指定できるようにして
もよい。例えば、立ち寄り先の指定後、カーソルが自動で現在地へ移動し、そのまま確認
操作をすれば現在地が目的地となるが、カーソル移動操作で所望の位置を指定しなおせば
そこが目的地となる。
【００４３】
また、経由地を含むルート探索の基本的アルゴリズムは従来と同様でよく、例えば、経由
地までと、そこから先とについて、相互に別個独立に、双方向探索等の経路探索アルゴリ
ズムや経路ごとの区間コスト積算値比較などで探索する。ここで、図４は、立ち寄り先が
設定された場合、表示部に表示されるルート探索結果を示している。
【００４４】
このようにルート探索処理が終了したら、ＣＰＵ４によって実現される案内部４４は、ル
ートガイド処理（Ｓ５７）を開始する。このルートガイド処理については、従来と同様の
画面や音声出力による案内が可能であるが、本実施形態では、立ち寄り先通過判定部４５
及び目的地到着判定部４６の作用により、立ち寄り先（経由地）を通過するまで、目的地
到着の判定を行わない点が従来と異なる。
【００４５】
〔２－４．ルートガイド処理手順の例〕
ここで、図５に、本実施形態におけるルートガイド処理のフローチャートを示す。このル
ートガイド処理においては、まず、その初期化時に（ステップ１～３）、立ち寄り先がな
い場合は（ステップ１）立ち寄り先通過フラグをオンにするが（ステップ３）、立ち寄り
先がある場合は（ステップ１）、立ち寄り先通過フラグをオフにする（ステップ２）。
【００４６】
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このような初期化後、ループに入り、従来どおりの分岐・交差点案内を実行する（ステッ
プ４）。その後、立ち寄り先までの走行中位置からの距離を調べ（ステップ１０）、所定
値以下なら（ステップ１１）立ち寄り先通過フラグをオンにする（ステップ１２）。そし
て、このような処理を前提に、立ち寄り先通過フラグがオフの間は（ステップ５）、経由
地の通過と目的地到着の判定及び案内（ステップ１５～２３）はスキップされる。これに
より出発地が目的地と同一でも、従来のように出発地にいる間に目的地到着と判定される
ことがなく、立ち寄り先へのルートガイドが可能となる。
【００４７】
そして、立ち寄り先を通過し（ステップ１１）、立ち寄り先通過フラグがオンになると（
ステップ１２）、処理の流れに目的地への到着判定が入り（ステップ５，１９）、目的地
到着の際は（ステップ１９）をその旨を案内し（ステップ２０）、ルートガイド処理が終
了する。
【００４８】
経由地が設定されている場合、立ち寄り先通過前は（ステップ２１）、経由地（ステップ
２２）まで所定距離以下になると（ステップ２３）経由地の通過が案内され（ステップ１
４）、立ち寄り先通過後は（ステップ１５）、目的地までの距離（ステップ１６）が経由
地までの距離（ステップ１７）より小さければ（ステップ１８）すなわち目的地の方が経
由地より近ければ目的地到着の判定（ステップ１９）と案内（ステップ２０）が優先され
るが、目的地より経由地が近ければ（ステップ１８）、経由地通過の判定（ステップ２３
）と案内（ステップ１４）が優先される。
【００４９】
〔３．効果〕
以上説明したように、本実施形態では、所望の立ち寄り先を設定するだけで、現在地から
立ち寄り先を経由し、ふたたび現在地やその付近に戻るルートについて探索、案内を受け
られ、経路探索が行われなかったり、経路案内が開始後直ちに終了するなどの不都合が回
避されるので、立ち寄り先から戻るルートを改めて別途探索するなどの手間を省きユーザ
の負担を軽減することができる。
【００５０】
特に、本実施形態では、立ち寄り先通過までは目的地到着判定を行わず、立ち寄り先通過
後は、経由地を通過したか否かを問わず目的地到着判定を行う。このため、経路探索が行
われなかったり、経路案内が開始後直ちに終了するなどの不都合が回避され、立ち寄り先
の前と後を分けて経路探索するといったユーザの操作回数を減らし、負担を軽減すること
ができることに加え、通過必須の立ち寄り先とそうでない経由地との種類に応じたナビゲ
ーション処理が実現される。
【００５１】
〔４．他の実施形態〕
なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、次に例示するような他の実施形
態も含むものである。例えば、図１に示した構成、図２に示したプログラム構成、図３に
示した画面例、図４に示した実例、図５に示した処理手順の例はいずれも例示に過ぎず、
他の態様も採用可能である。
【００５２】
例えば、上記実施形態では、立ち寄り先の通過を判定後に目的地到着の判定を行うように
したが、これに代え、出発地から所定距離走行するまでは、前記目的地に到着したかの判
定を行なわないようにしてもよい。
【００５３】
このようにすれば、出発地から所定距離走行するまでは、前記目的地に到着したかの判定
を行なわないことにより、立ち寄り先を通過したかを判定しなくても、経路探索が行われ
なかったり、経路案内が開始後直ちに終了するなどの不都合が回避され、立ち寄り先の前
と後を分けて経路探索するといったユーザの操作回数を減らし、負担を軽減することがで
きる。
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【００５４】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、与えられる立ち寄り先を経て出発地すなわち現在地等
へ戻るルートを探索及びガイドするナビゲーション装置、方法及びプログラムを提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の構成を示す機能ブロック図。
【図２】本発明の実施形態におけるプログラムの構成例を示す概念図。
【図３】本発明の実施形態における「立ち寄り先」の設定例を示す概念図。
【図４】本発明の実施形態において、「立ち寄り先」を経由して戻るルートを示す概念図
。
【図５】本発明の実施形態におけるルートガイドの処理手順を例示するフローチャート。
【符号の説明】
１…絶対位置・方位検出部
２…相対方位検出部
３…車速検出部
４…メインＣＰＵ及びその周辺回路
５…ＲＯＭ
６…ＤＲＡＭ
７…ＳＲＡＭ
８…ＶＲＡＭ
９…ユーザインタフェース部
１０…表示部
１１…入力部
１２…ＣＤ／ＤＶＤ－ＲＯＭ制御部
４０…現在位置検出部
４１…目的地等指定部
４２…経路設定部
４３…地図表示部
４４…案内部
４５…立ち寄り先通過判定部
４６…目的地到着判定部
４７…制御部
Ｍ…メモリ群
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