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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の案内地点の位置を示す案内地点情報を取得する案内地点情報取得手段と、
　前記案内地点を含む地図を基準視点から鳥瞰した鳥瞰図を表示するとともに、当該鳥瞰
図における前記案内地点に対応する位置に当該案内地点を案内する案内アイコンを重畳し
て表示する表示手段と、
　第１の前記案内地点と第２の前記案内地点とが所定基準以上接近していない場合、第１
の前記案内地点の前記案内アイコンと第２の前記案内地点の前記案内アイコンとのうち、
前記基準視点に近い方の前記案内地点の前記案内アイコンを他方の前記案内地点の前記案
内アイコンよりも優先して表示するように設定し、
　第１の前記案内地点と第２の前記案内地点とが前記所定基準以上接近している場合、第
１の前記案内地点の前記案内アイコンと第２の前記案内地点の前記案内アイコンとのうち
、予め設定された優先規則における優先順位が高い方の前記案内地点の前記案内アイコン
を他方の前記案内地点の前記案内アイコンよりも優先して表示するように設定する優先設
定手段と、
を備え、
　前記優先設定手段は、実空間内における第１の前記案内地点と第２の前記案内地点との
水平距離が閾値よりも大きい場合に、第１の前記案内地点と第２の前記案内地点とが前記
所定基準以上接近していないと判定する、
地点表示システム。
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【請求項２】
　前記優先設定手段は、
　　第１の前記案内地点の前記案内アイコンと第２の前記案内地点の前記案内アイコンと
が前記鳥瞰図上にて重複する場合に、第１の前記案内地点の前記案内アイコンと第２の前
記案内地点の前記案内アイコンとのうち、一方を他方よりも優先して表示するように設定
する、
請求項１に記載の地点表示システム。
【請求項３】
　前記表示手段は、第１の前記案内地点の前記案内アイコンと第２の前記案内地点の前記
案内アイコンとのうち、優先する方の前記案内地点の前記案内アイコンを表示し、他方の
前記案内地点の前記案内アイコンを表示しない、
請求項１または請求項２のいずれかに記載の地点表示システム。
【請求項４】
　案内地点情報取得手段が、複数の案内地点の位置を示す案内地点情報を取得する案内地
点情報取得工程と、
　表示手段が、前記案内地点を含む地図を基準視点から鳥瞰した鳥瞰図を表示するととも
に、当該鳥瞰図における前記案内地点に対応する位置に当該案内地点を案内する案内アイ
コンを重畳して表示する表示工程と、
　優先設定手段が、第１の前記案内地点と第２の前記案内地点とが所定基準以上接近して
いない場合、第１の前記案内地点の前記案内アイコンと第２の前記案内地点の前記案内ア
イコンとのうち、前記基準視点に近い方の前記案内地点の前記案内アイコンを他方の前記
案内地点の前記案内アイコンよりも優先して表示するように設定し、
　第１の前記案内地点と第２の前記案内地点とが前記所定基準以上接近している場合、第
１の前記案内地点の前記案内アイコンと第２の前記案内地点の前記案内アイコンとのうち
、予め設定された優先規則における優先順位が高い方の前記案内地点の前記案内アイコン
を他方の前記案内地点の前記案内アイコンよりも優先して表示するように設定する優先設
定工程と、
を含み、
　前記優先設定手段は、実空間内における第１の前記案内地点と第２の前記案内地点との
水平距離が閾値よりも大きい場合に、第１の前記案内地点と第２の前記案内地点とが前記
所定基準以上接近していないと判定する、
地点表示方法。
【請求項５】
　コンピュータを、
　複数の案内地点の位置を示す案内地点情報を取得する案内地点情報取得手段、
　前記案内地点を含む地図を基準視点から鳥瞰した鳥瞰図を表示するとともに、当該鳥瞰
図における前記案内地点に対応する位置に当該案内地点を案内する案内アイコンを重畳し
て表示する表示手段、
　第１の前記案内地点と第２の前記案内地点とが所定基準以上接近していない場合、第１
の前記案内地点の前記案内アイコンと第２の前記案内地点の前記案内アイコンとのうち、
前記基準視点に近い方の前記案内地点の前記案内アイコンを他方の前記案内地点の前記案
内アイコンよりも優先して表示するように設定し、
　第１の前記案内地点と第２の前記案内地点とが前記所定基準以上接近している場合、第
１の前記案内地点の前記案内アイコンと第２の前記案内地点の前記案内アイコンとのうち
、予め設定された優先規則における優先順位が高い方の前記案内地点の前記案内アイコン
を他方の前記案内地点の前記案内アイコンよりも優先して表示するように設定する優先設
定手段、
として機能させ、
　前記優先設定手段は、実空間内における第１の前記案内地点と第２の前記案内地点との
水平距離が閾値よりも大きい場合に、第１の前記案内地点と第２の前記案内地点とが前記
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所定基準以上接近していないと判定する、
地点表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地点についての案内を表示する地点表示システム、方法およびプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　視点から遠い順に複数のＰＯＩをソートし、視点から遠い順にＰＯＩアイコンを地図画
像上にて描画する技術が知られている（特許文献１、参照）。特許文献１において、地図
画像上において視点から遠いＰＯＩアイコンは、後から描画されるＰＯＩアイコン（視点
から近いＰＯＩアイコン）によって上書きされるため、視点に近いＰＯＩアイコンが手前
側に存在するように認識させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１３９９３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１において、車両の位置や使用者のスクロール操作に応じて視点の位置が変化
すると、視点に近いＰＯＩが切り替わる場合があった。すなわち、あるタイミングでは第
１のＰＯＩが第２のＰＯＩよりも視点に近かったとしても、別のタイミングでは第２のＰ
ＯＩが第１のＰＯＩよりも視点に近くなる場合が生じ得る。この場合、第１のＰＯＩのＰ
ＯＩアイコンが第２のＰＯＩのＰＯＩアイコンに上書きされる状態と、第２のＰＯＩのＰ
ＯＩアイコンが第１のＰＯＩのＰＯＩアイコンに上書きされる状態とが切り替わることと
なる。従って、手前側に存在するＰＯＩアイコンが切り替わり、ユーザが違和感を覚える
という問題があった。
【０００５】
　本発明は、前記課題にかんがみてなされたもので、視点の位置が変化しても、優先して
表示されるアイコンが切り替わらないようする技術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】
【０００６】
　前記の目的を達成するため、本発明の地点表示システムは、複数の案内地点の位置を示
す案内地点情報を取得する案内地点情報取得手段と、案内地点を含む地図を基準視点から
鳥瞰した鳥瞰図を表示するとともに、当該鳥瞰図における案内地点に対応する位置に当該
案内地点を案内する案内アイコンを重畳して表示する表示手段と、第１の案内地点と第２
の案内地点とのうち、一方の案内地点の案内アイコンを他方の案内地点の案内アイコンよ
りも優先して表示するように設定する優先設定手段と、を含む。優先設定手段は、第１の
案内地点と第２の案内地点とが所定基準以上接近していない場合、第１の案内地点の案内
アイコンと第２の案内地点の案内アイコンとのうち、基準視点に近い方の案内地点の案内
アイコンを他方の案内地点の案内アイコンよりも優先して表示するように設定する。一方
、優先設定手段は、第１の案内地点と第２の案内地点とが所定基準以上接近している場合
、第１の案内地点の案内アイコンと第２の案内地点の案内アイコンとのうち、予め設定さ
れた優先規則における優先順位が高い方の案内地点の案内アイコンを他方の案内地点の案
内アイコンよりも優先して表示するように設定する。
【０００７】
　前記の構成において、第１の案内地点の案内アイコンと第２の案内地点の案内アイコン
とが所定基準以上接近していない場合には、基準視点に近い方の案内地点の案内アイコン
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を他方の案内地点の案内アイコンよりも優先して表示する。これにより、基準視点の位置
に近い案内地点の案内アイコンを優先的に表示できる。例えば、車両の位置やユーザのス
クロール操作に応じて基準視点の位置を設定する場合、車両に近い案内地点やユーザがス
クロールさせた位置に近い案内地点ほど優先して案内アイコンを表示できる。第１の案内
地点の案内アイコンと第２の案内地点の案内アイコンとが所定基準以上接近していない場
合には、第１の案内地点の案内アイコンと第２の案内地点の案内アイコンとが鳥瞰図上に
おける遠い位置に表示されることとなる。従って、第１の案内地点と第２の案内地点とで
基準視点に近い方の案内地点が切り替わったとしても、優先して表示される案内アイコン
が互いに遠い位置にて切り替わるに過ぎないため、ユーザが違和感を覚えることを防止で
きる。
【０００８】
　一方、第１の案内地点の案内アイコンと第２の案内地点の案内アイコンとが所定基準以
上接近している場合には、予め設定された優先規則に基づいて優先される方の案内地点の
案内アイコンを他方の案内地点の案内アイコンよりも優先して表示する。これにより、第
１の案内地点と第２の案内地点とで基準視点に近い方の案内地点が切り替わったとしても
、優先して表示される案内アイコンが切り替わることを防止できる。第１の案内地点の案
内アイコンと第２の案内地点の案内アイコンとが所定基準以上接近している場合には、第
１の案内地点の案内アイコンと第２の案内地点の案内アイコンとが鳥瞰図上における近い
位置に表示されることとなるが、優先して表示される案内アイコンが互いに近い位置にて
切り替わることを防止できる。従って、ユーザが違和感を覚えることを防止できる。
【０００９】
　ここで、案内地点とは、案内アイコンが対応付けられた地図上の地点であり、案内アイ
コンは案内地点の案内内容を表す画像であればよい。例えば、案内地点は、各種施設が設
けられた地点であり、案内アイコンは各種施設についての情報を表す画像であってもよい
。鳥瞰図とは、案内地点を含む地図を基準視点から鳥瞰した図であればよく、地図情報に
基づいて描画された地図を鳥瞰した図であってもよい。また、鳥瞰図は、案内地点を含む
地域を上空から撮影した写真であってもよい。なお、鳥瞰図であるため、基準視点の高さ
は地表よりも高い位置に設定される。鳥瞰図における案内地点に対応する位置とは、案内
地点に存在する物体が鳥瞰図において投影される位置である。
【００１０】
　案内アイコンを優先して表示するとは、優先しない方の案内アイコンよりも、優先する
方の案内アイコンを認識しやすく表示することを意味する。例えば、優先しない方の案内
アイコン上に、優先する方の案内アイコンを重畳することにより、優先する方の案内アイ
コンが手前に見えるようにしてもよい。さらに、優先しない方の案内アイコンよりも、優
先する方の案内アイコンの大きさ、彩度、コントラスト、非透明度等を大きくしてもよい
。第１の案内地点と第２の案内地点とが所定基準以上接近している場合とは、例えば案内
アイコン同士が鳥瞰図上において所定距離以内に表示される場合であってもよい。これに
より、鳥瞰図上における所定距離以内の範囲において、優先して表示される案内アイコン
が切り替わることを防止できる。予め設定された優先規則とは、基準視点の位置に非依存
の規則であればよく、例えばユーザやメーカによって設定された規則であってもよい。
【００１１】
　また、優先設定手段は、第１の案内地点と第２の案内地点との水平距離が閾値よりも大
きい場合に、第１の案内地点と第２の案内地点とが所定基準以上接近していないと判定し
てもよい。第１の案内地点と第２の案内地点とのうち、基準視点に近い案内地点が切り替
わるタイミングは、基準視点から延びる視線方向の直線が、第１の案内地点と第２の案内
地点とを結ぶ線分を垂直に二等分するタイミングである。このタイミングにおける鳥瞰図
上の案内アイコン間の距離は、第１の案内地点と第２の案内地点との水平距離（直線距離
）に対応する。すなわち、第１の案内地点と第２の案内地点との水平距離が十分に大きけ
れば、基準視点に近い案内地点が切り替わるタイミングにおいて、案内アイコン間の距離
が鳥瞰図において十分に大きく確保されると考えることができる。優先して表示する案内
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アイコンが切り替わる際に、鳥瞰図における案内アイコン間の距離が十分に大きければ、
ユーザの違和感を覚えることはない。従って、第１の案内地点と第２の案内地点との水平
距離が閾値よりも大きい場合に、基準視点に近い案内地点の案内アイコンを優先して表示
することにより、仮に基準視点に近い案内地点が切り替わったとしても、ユーザが違和感
を覚えることを防止できる。閾値とは、案内アイコンの大きさに基づいて設定されてもよ
く、例えば案内アイコン同士が鳥瞰図上にて重複しない水平距離の下限値であってもよい
。これにより、案内アイコン同士が鳥瞰図上にて重複する状態で優先して表示する案内ア
イコンが切り替わることを防止できる。
【００１２】
　さらに、優先設定手段は、第１の案内地点の案内アイコンと第２の案内地点の案内アイ
コンとが鳥瞰図上にて重複する場合に、第１の案内地点の案内アイコンと第２の案内地点
の案内アイコンとのうち、一方を他方よりも優先して表示するように設定してもよい。
これにより、第１の案内地点の案内アイコンと第２の案内地点の案内アイコンとの一方が
他方によって遮蔽される場合において、基準視点に近い方の案内地点の案内アイコン、ま
たは、優先規則における優先順位が高い方の案内地点の案内アイコンを、他方の案内地点
の案内アイコンよりも優先して表示できる。
【００１３】
　さらに、表示手段は、第１の案内地点の案内アイコンと第２の案内地点の案内アイコン
とのうち、優先する方の案内地点の案内アイコンを表示し、他方の案内地点の案内アイコ
ンを表示しないようにしてもよい。すなわち、表示手段は、優先しない方の案内地点の案
内アイコンを表示しないようにすることにより、優先する方の案内地点の案内アイコンを
優先して表示してもよい。この場合、表示されていなかった案内アイコンが急に表示され
たり、表示されていた案内アイコンが急に表示されなくなったりすることを防止できる。
【００１４】
　さらに、本発明のように案内アイコンを表示する手法は、プログラムや方法としても適
用可能である。また、以上のようなシステム、プログラム、方法は、単独の装置として実
現される場合や、複数の装置によって実現される場合、車両に備えられる各部と共有の部
品を利用して実現される場合が想定可能であり、各種の態様を含むものである。例えば、
以上のような装置を備えたナビゲーションシステムや方法、プログラムを提供することが
可能である。また、一部がソフトウェアであり一部がハードウェアであったりするなど、
適宜、変更可能である。さらに、システムを制御するプログラムの記録媒体としても発明
は成立する。むろん、そのソフトウェアの記録媒体は、磁気記録媒体であってもよいし光
磁気記録媒体であってもよいし、今後開発されるいかなる記録媒体においても全く同様に
考えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ナビゲーション装置のブロック図である。
【図２】図２Ａは投影領域を説明する図、図２Ｂは基準視点を説明する図、図２Ｃは鳥瞰
図である。
【図３】地点表示処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　ここでは、下記の順序に従って本発明の実施の形態について説明する。
（１）ナビゲーション装置の構成：
（２）地点表示処理：
（３）他の実施形態：
【００１７】
　（１）ナビゲーション装置の構成：
　図１は、本発明の一実施形態にかかる地点表示システムとしてのナビゲーション装置１
０の構成を示すブロック図である。ナビゲーション装置１０は、車両Ｖに備えられている
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。ナビゲーション装置１０は、制御部２０と記録媒体３０とを備えている。制御部２０は
、ＣＰＵとＲＡＭとＲＯＭ等を備え、記録媒体３０やＲＯＭに記憶されたプログラムを実
行する。記録媒体３０は、地図情報３０ａと案内地点情報３０ｂとアイコンデータ３０ｃ
と優先規則データ３０ｄと位置変換テーブル３０ｅとを記録する。地図情報３０ａは、道
路の端点に対応するノードの位置を特定するためのノードデータと、ノード間の道路を示
すリンクデータと、ノード間の道路の形状を特定するための形状補間点データ等を含んで
いる。また、地図情報３０ａは、地上に存在する道路等の形状や地面の形状を表すポリゴ
ンデータを含んでいる。制御部２０は、ポリゴンデータに基づいて、地面や道路等の３次
元形状で構成される地図を生成し、当該地図を所定の基準視点から鳥瞰した鳥瞰図を描画
する。
【００１８】
　案内地点情報３０ｂは、複数の案内地点Ｇの位置を示すデータである。案内地点情報３
０ｂにおいて、案内地点Ｇのそれぞれについて、案内地点Ｇの位置と案内アイコンの識別
符号と案内地点Ｇの属性とが記録されている。案内地点Ｇの位置は、地図座標系で表され
、緯度と経度と標高との組み合わせによって表される。案内アイコンの識別符号とは、ア
イコンデータ３０ｃに画像データとして記録されている案内アイコンを識別するための符
号である。従って、制御部２０は、案内地点Ｇの識別符号に基づいて、当該案内地点Ｇに
対応する案内アイコンをアイコンデータ３０ｃから取得できる。案内地点Ｇの属性とは、
案内地点Ｇに設けられている施設の属性であり、例えば給油施設、駐車施設、店舗施設、
娯楽施設、教育施設、駅等の交通施設等を区別する情報である。本実施形態において、案
内地点Ｇとは、各種施設が設けられた地点である。案内アイコンは、各種施設の属性や各
種施設の詳細な施設情報（例えば給油施設のブランド名）ごとに用意され、案内アイコン
の種類ごとに固有の識別符号が対応付けられている。
【００１９】
　優先規則データ３０ｄは、予め設定された優先規則を示すデータであり、優先規則は案
内アイコンを優先して表示する優先順位を案内地点Ｇの属性ごとに規定する規則である。
例えば、優先規則データ３０ｄにおいて、給油施設、駐車施設、店舗施設、娯楽施設、教
育施設、交通施設の属性の順に優先順位が規定されてもよい。本実施形態において、案内
地点情報３０ｂを作成する際に、優先規則データ３０ｄも合わせて作成されていることと
する。むろん、優先規則データ３０ｄが示す優先規則をユーザが設定するための操作をナ
ビゲーション装置１０が受け付けてもよい。
【００２０】
　位置変換テーブル３０ｅは、車両Ｖの現在位置と進行方位とを基準とした車両座標系の
位置と、鳥瞰図における位置との対応関係を規定したテーブルである。図２Ａは、車両座
標系を説明する平面図である。車両座標系とは、車両Ｖの現在位置を原点とし、当該原点
にて車長軸と車幅軸と標高軸とが直交する座標系である。車長軸は、車両Ｖの進行方位Ｆ
（車長方向）における車両Ｖの現在位置に対する相対位置（水平方向）を表す軸である。
車幅軸は、車両Ｖの進行方位Ｆの直交方向（車幅方向）における車両Ｖの現在位置に対す
る相対位置（水平方向）を表す軸である。標高軸（不図示）は、車両Ｖの現在位置の標高
に対する相対的な高さ（鉛直方向）を表す軸である。
【００２１】
　鳥瞰図とは、水平方向の位置が車両Ｖの現在位置と一致し、かつ、鉛直方向の位置が車
両Ｖの現在位置の標高から所定高さＨだけ高い位置に設定された基準視点Ｓから、進行方
位Ｆにおいて所定の俯角Ａ（中央光軸の角度）で地面を鳥瞰した図である。図２Ｂは、基
準視点Ｓを説明する模式図である。制御部２０は、予め設定された中央光軸を基準とする
視野角Ｂ（水平方向，垂直方向）および俯角Ａと、基準視点Ｓの位置（車両Ｖの現在位置
，高さＨ）と、車両の進行方位Ｆとに基づいて、鳥瞰図に像が投影される投影領域Ｔを特
定する。視野角Ｂと俯角Ａとは記録媒体３０に記録されている。なお、制御部２０は、ユ
ーザの操作に基づいて視野角Ｂと俯角Ａと高さＨとを設定してもよい。さらに、制御部２
０は、ユーザによるスクロール操作を受け付け、当該スクロール操作に応じて基準視点Ｓ
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の水平位置を設定してもよい。
【００２２】
　本実施形態において、鳥瞰図は矩形状の画像であり、地面が水平面である場合、図２Ａ
に示すように投影領域Ｔは水平方向において台形状をなす。投影領域Ｔは、車両の進行方
位Ｆに延びる直線に関して対称であり、車両Ｖの進行方位Ｆに直交する車幅軸方向の２本
の辺（車両Ｖ側が短い）を有する。制御部２０は、投影領域Ｔ内の地面や道路等の３次元
形状で構成される地図を地図情報３０ａのポリゴンデータに基づいて生成し、当該地図を
基準視点Ｓから鳥瞰した鳥瞰図を描画する。
【００２３】
　車両Ｖは、ＧＰＳ受信部４１と車速センサ４２とジャイロセンサ４３とディスプレイ４
５とを備えている。ＧＰＳ受信部４１は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信し、図示しないイ
ンタフェースを介して車両Ｖの現在位置を算出するための信号を制御部２０に出力する。
車速センサ４２は、車両Ｖが備える車輪の回転速度に対応した信号を制御部２０に出力す
る。ジャイロセンサ４３は、車両Ｖに作用する角加速度に対応した信号を制御部２０に出
力する。そして、制御部２０は、車速センサ４２およびジャイロセンサ４３から出力され
た信号に基づく自立航法情報と地図情報３０ａとに基づいて車両Ｖが存在し得る比較対象
道路を複数設定し、ＧＰＳ受信部４１にて取得されたＧＰＳ信号の誤差円に基づいて比較
対象道路を絞り込む。そして、制御部２０は、絞り込まれた比較対象道路のうち、自立航
法軌跡と形状が最も類似する道路を車両Ｖが走行している道路である走行道路として特定
するマップマッチング処理を行い、当該マップマッチング処理によって特定された走行道
路上において車両Ｖの現在位置を地図座標系にて特定する。さらに、制御部２０は、ジャ
イロセンサ４３の信号や現在位置の軌跡等に基づいて車両Ｖの現在の進行方位Ｆを特定す
る。ディスプレイ４５は、鳥瞰図および他のナビゲーション画像を表示する表示装置であ
る。
【００２４】
　制御部２０は、地点表示プログラム２１を実行する。地点表示プログラム２１は、案内
地点情報取得部２１ａと表示部２１ｂと優先設定部２１ｃとを含む。
　案内地点情報取得部２１ａは、複数の案内地点Ｇの位置を示す案内地点情報３０ｂを取
得する機能を制御部２０に実行させるモジュールである。案内地点情報取得部２１ａの機
能により制御部２０は、記録媒体３０から案内地点情報３０ｂを取得する。また、案内地
点情報取得部２１ａの機能により制御部２０は、予め設定された視野角Ｂと、基準視点Ｓ
の位置（車両Ｖの現在位置，高さＨ）と、車両の進行方位Ｆと、俯角Ａとに基づいて、鳥
瞰図に像が投影される投影領域Ｔを特定する。そして、制御部２０は、水平方向において
投影領域Ｔ内に存在する案内地点Ｇを案内地点情報３０ｂから抽出する。
【００２５】
　表示部２１ｂは、案内地点Ｇを含む地図を基準視点Ｓから鳥瞰した鳥瞰図を表示すると
ともに、当該鳥瞰図における案内地点Ｇに対応する位置に当該案内地点Ｇを案内する案内
アイコンＩを重畳して表示する機能を制御部２０に実行させるモジュールである。表示部
２１ｂの機能により制御部２０は、投影領域Ｔ内の地面や道路等の３次元形状で構成され
る地図を地図情報３０ａのポリゴンデータに基づいて生成し、当該地図を基準視点Ｓから
鳥瞰した鳥瞰図を描画する。図２Ｃは鳥瞰図を示す図である。
【００２６】
　表示部２１ｂの機能により制御部２０は、地図座標系における案内地点Ｇの位置を、車
両Ｖの現在位置と進行方位Ｆとを基準とした車両座標系の位置に変換する。そして、制御
部２０は、車両座標系で表された案内地点Ｇの位置を位置変換テーブル３０ｅによって変
換することにより、案内地点Ｇの位置に対応する鳥瞰図内の位置を取得する。また、表示
部２１ｂの機能により制御部２０は、投影領域Ｔ内に存在する案内地点Ｇの識別符号に対
応する案内アイコンＩをアイコンデータ３０ｃから取得する。そして、制御部２０は、案
内地点Ｇの位置に対応する鳥瞰図内の位置に、案内アイコンＩの下辺の中点が重畳される
ように、案内アイコンＩを鳥瞰図に重畳する。制御部２０は、投影領域Ｔ内に存在する案
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内地点Ｇのそれぞれについて、案内アイコンＩを鳥瞰図に重畳する。そして、表示部２１
ｂの機能により制御部２０は、案内アイコンＩが重畳された鳥瞰図をディスプレイ４５に
表示させる。本実施形態では、矩形状の案内アイコンＩの外形は案内地点Ｇに拘わらず一
定であるとともに、案内アイコンＩの大きさは基準視点Ｓから案内地点Ｇまでの距離に拘
わらず一定であることとする。図２Ｃに示すように、本実施形態では、矩形状の案内アイ
コンＩを表示するため、案内アイコンＩは車両Ｖに対して正面を向いている矩形状の平面
を表すこととなる。なお、制御部２０は、案内地点Ｇの位置に対応する鳥瞰図内の位置に
案内アイコンＩ内のいずれかの位置が重畳されればよく、案内地点Ｇの位置に対応する鳥
瞰図内の位置に案内アイコンＩの重心が重畳されるように案内アイコンＩを鳥瞰図に重畳
してもよい。
【００２７】
　優先設定部２１ｃは、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2とのうち、一方の案内地
点Ｇの案内アイコンＩを他方の案内地点Ｇの案内アイコンＩよりも優先して表示するよう
に設定する機能を制御部２０に実行させるモジュールである。具体的に、優先設定部２１
ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2

の案内アイコンＩとが鳥瞰図上にて重複する場合に、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコン
Ｉと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとのうち、一方を他方よりも優先して表示する
ように設定する。すなわち、制御部２０は、投影領域Ｔ内に存在する案内地点Ｇのうち、
案内アイコンＩ同士が鳥瞰図上にて重複する位置関係にある案内地点Ｇを、第１の案内地
点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2として抽出し、これらのうち一方の案内アイコンＩを他方の案
内アイコンＩよりも優先して表示するように設定する。
【００２８】
　優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、投影領域Ｔ内に存在する各案内地点Ｇの
位置に対応する鳥瞰図内の位置を取得し、当該位置が下辺の中点の位置と一致するように
案内アイコンＩを鳥瞰図に重畳した場合の案内アイコンＩの重畳領域を特定する。そして
、制御部２０は、案内アイコンＩの重畳領域同士が重複する場合に、当該重畳領域同士が
重複する２個の案内アイコンＩのそれぞれに対応する案内地点Ｇを第１の案内地点Ｇ1と
第２の案内地点Ｇ2として選択する。案内アイコンＩの重畳領域同士が重複するとは、案
内アイコンＩの重畳領域の少なくとも一部が、他の案内アイコンＩの重畳領域の少なくと
も一部と重複することを意味する。なお、制御部２０は、案内アイコンＩの重畳領域のう
ち、外縁から所定距離内側の領域同士が重複する場合に、当該内側の領域同士が重複する
２個の案内アイコンＩに対応する案内地点Ｇを第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2と
して選択してもよい。
【００２９】
　優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2

が所定基準以上接近していない場合、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内
地点Ｇ2の案内アイコンＩとのうち、基準視点Ｓに近い方の案内地点Ｇの案内アイコンＩ
を他方の案内地点Ｇの案内アイコンＩよりも優先して表示するように設定する。具体的に
、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2

との水平距離Ｌが閾値ＬTよりも大きい場合に、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2

とが所定基準以上接近していないと判定する。制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1の位置
と第２の案内地点Ｇ2の位置とを案内地点情報３０ｂから取得し、これらの位置の水平方
向におけるユークリッド距離が閾値ＬTよりも大きいか否かを判定する。閾値ＬTは記録媒
体３０に記録されており、案内アイコンＩの横方向の幅に対応する実空間内の距離に設定
されている。案内アイコンＩの横方向の幅に対応する実空間内の距離の大きさは、鳥瞰図
における案内アイコンＩの位置に依存する（鳥瞰図の上方の案内アイコンＩの方が実空間
において幅が大きい）が、本実施形態では、鳥瞰図の重心に重畳された案内アイコンＩの
横方向の幅に対応する実空間内の距離を閾値ＬTとする。車両Ｖの現在位置に対する第１
の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2の水平距離が大きいほど案内アイコンＩの幅に対応す
る実空間内の距離が大きくなるため、制御部２０は、当該水平距離が大きいほど閾値ＬT
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を大きく設定してもよい。
【００３０】
　優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1の位置と車両Ｖの現
在位置との水平方向におけるユークリッド距離と、第２の案内地点Ｇ2の位置と車両Ｖの
現在位置との水平方向におけるユークリッド距離とを算出し、当該ユークリッド距離が小
さい方の案内地点Ｇを優先して表示するように設定する。具体的に、優先設定部２１ｃの
機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2の案
内アイコンＩとのうち、優先する方の案内地点Ｇの案内アイコンＩを表示し、他方の案内
地点Ｇの案内アイコンＩを表示しないように設定する。従って、案内アイコンＩ同士が重
複する関係にある場合、重複する関係にある案内アイコンＩのうち、１個のみが表示され
ることとなる。
【００３１】
　一方、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内
地点Ｇ2が所定基準以上接近している場合、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の
案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとのうち、予め設定された優先規則における優先順位が高
い方の案内地点Ｇの案内アイコンＩを他方の案内地点Ｇの案内アイコンＩよりも優先して
表示するように設定する。本実施形態では、優先規則データ３０ｄにおいて、給油施設、
駐車施設、店舗施設、娯楽施設、教育施設、交通施設の属性の順に優先順位が規定されて
おり、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、当該優先順位が高い属性の案内地点
Ｇの案内アイコンＩを優先して表示するように設定する。なお、第１の案内地点Ｇ1の属
性と第２の案内地点Ｇ2の属性とが同じである場合、制御部２０は、車両Ｖの位置に非依
存の他の規則に基づいて、優先する案内地点Ｇを設定すればよい。例えば、制御部２０は
、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2とのうち、登録時期が新しい案内地点Ｇや、経
路探索において目的地として設定される頻度が高い属性の案内地点Ｇ等を優先して表示す
るように設定してもよい。
【００３２】
　以上説明した本実施形態の構成において、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２
の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとが所定基準以上接近していない場合には、基準視点Ｓ
に近い方の案内地点Ｇの案内アイコンＩを他方の案内地点Ｇの案内アイコンＩよりも優先
して表示する。これにより、基準視点Ｓの位置に近い案内地点Ｇの案内アイコンＩを優先
的に表示できる。従って、車両Ｖの現在位置に近い案内地点Ｇほど優先して案内アイコン
Ｉを表示できる。第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコ
ンＩとが所定基準以上接近していない場合には、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと
第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとが鳥瞰図上における互いに遠い位置に表示される
こととなる。従って、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2とで基準視点Ｓに近い方の
案内地点が切り替わったとしても、優先して表示される案内アイコンＩが互いに遠い位置
にて切り替わるに過ぎないため、ユーザが違和感を覚えることを防止できる。例えば、図
２Ｃ（一点鎖線枠Ｗ１内）において、第１の案内地点Ｇ1Aの案内アイコンＩ（実線）と第
２の案内地点Ｇ2Aの案内アイコンＩ（破線）とのうち、車両Ｖに近い方の第１の案内地点
Ｇ1Aの案内アイコンＩが表示され、他方の第２の案内地点Ｇ2Aの案内アイコンＩが表示さ
れていない。
【００３３】
　一方、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとが
所定基準以上接近している場合には、予め設定された優先規則に基づいて優先される方の
案内地点Ｇの案内アイコンＩを他方の案内地点Ｇの案内アイコンＩよりも優先して表示す
る。これにより、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2とで基準視点Ｓに近い方の案内
地点Ｇが切り替わったとしても、優先して表示される案内アイコンＩが切り替わることを
防止できる。第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩ
とが所定基準以上接近している場合には、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の
案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとが鳥瞰図上における互いに近い位置に表示されることと
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なるが、優先して表示される案内アイコンＩが互いに近い位置にて切り替わることを防止
できる。従って、ユーザが違和感を覚えることを防止できる。例えば、図２Ｃ（二点鎖線
枠Ｗ２内）において、属性が店舗施設である第１の案内地点Ｇ1Bの案内アイコンＩ（破線
）と、属性が給油施設である第２の案内地点Ｇ2Bの案内アイコンＩ（実線）とのうち、属
性の優先順位が高い方の第２の案内地点Ｇ2Bの案内アイコンＩが表示され、他方の第１の
案内地点Ｇ1Bの案内アイコンＩが表示されていない。
【００３４】
　ここで、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2とのうち、基準視点Ｓに近い案内地点
Ｇが切り替わるタイミングは、基準視点Ｓから延びる視線方向（進行方位Ｆ）の直線が、
第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2とを結ぶ線分を垂直に二等分するタイミングであ
る。このタイミングにおける鳥瞰図上の案内アイコンＩ間の距離は、第１の案内地点Ｇ1

と第２の案内地点Ｇ2との水平距離Ｌに対応する。図２Ａに示すように、投影領域Ｔにお
いて、車両Ｖの進行方位Ｆに対応する車長軸が、第１の案内地点Ｇ1（白丸）と第２の案
内地点Ｇ2（白丸）とを結ぶ線分（太線）の垂直二等分線を構成するタイミングにおいて
、車両Ｖの現在位置（基準視点Ｓの位置）に近い案内地点Ｇが切り替わることとなる。従
って、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2との水平距離Ｌが十分に大きければ、基準
視点Ｓに近い案内地点が切り替わるタイミングにおいて案内アイコンＩ（破線）間の距離
（双方とも表示するとした場合）が鳥瞰図において十分に大きく確保されると考えること
ができる。優先して表示する案内アイコンＩが切り替わる際に、鳥瞰図における案内アイ
コンＩ間の距離が十分に大きければ、ユーザが違和感を覚えることはない。従って、第１
の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2との水平距離Ｌが閾値ＬTよりも大きい場合に、基準
視点Ｓに近い案内地点Ｇの案内アイコンＩを優先して表示することにより、仮に基準視点
Ｓに近い案内地点Ｇが切り替わったとしても、ユーザが違和感を覚えることを防止できる
。
【００３５】
　本実施形態において、閾値ＬTは、案内アイコンＩの横方向の幅に対応するため、案内
アイコンＩ同士が鳥瞰図上にて重複しない水平距離Ｌの下限値に相当する。これにより、
案内アイコンＩ同士が鳥瞰図上にて重複する状態で優先して表示する案内アイコンＩが切
り替わることを防止できる。第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2との水平距離Ｌが閾
値ＬT以下であることは、図２Ａに示すように基準視点Ｓに近い案内地点Ｇが切り替わる
タイミングにおいて、案内アイコンＩ同士が鳥瞰図上にて重複することを意味する。しか
し、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2との水平距離Ｌが閾値ＬT以下である場合に
は、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2とのうち、優先順位が高い方の案内アイコン
Ｉが常に優先して表示されるため、案内アイコンＩ同士が鳥瞰図上にて重複する状態で、
優先して表示される案内アイコンＩが切り替わることを防止できる。例えば、図２Ｃ（二
点鎖線枠Ｗ２内）の第２の案内地点Ｇ2Bと第１の案内地点Ｇ1Bと基準視点Ｓとが図２Ａに
示す位置関係になるように車両Ｖが移動したとしても、第２の案内地点Ｇ2Bの案内アイコ
ンＩ（実線）を優先して表示し続けることができる。ただし、閾値ＬTは、案内アイコン
Ｉ間の距離が鳥瞰図において十分に大きく確保される距離であればよく、案内アイコンＩ
の横方向の幅に対応する実空間内の距離の２倍等の距離であってもよい。
【００３６】
　さらに、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1の案内アイ
コンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとが鳥瞰図上にて重複する場合に、第１の
案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとのうち、一方を他
方よりも優先して表示するように設定する。これにより、第１の案内地点Ｇ1の案内アイ
コンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとの一方が他方によって遮蔽される場合に
おいて、一方の案内地点Ｇの案内アイコンＩを他方の案内地点Ｇの案内アイコンＩよりも
優先して表示できる。上述のように、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2との水平距
離Ｌが閾値ＬT以下であることは、図２Ａに示すように基準視点Ｓに近い案内地点Ｇが切
り替わるタイミングにおいて、案内アイコンＩ同士が鳥瞰図上にて重複することを意味す
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る。従って、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩ
とが鳥瞰図上にて重複した状態を保ったまま基準視点Ｓに近い案内地点Ｇが切り替わる場
合に、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2とのうち、優先順位が高い方の案内アイコ
ンＩが常に優先して表示されることとなる。図２Ｃ（一点鎖線枠Ｗ１内）の第２の案内地
点Ｇ2Aと第１の案内地点Ｇ1Aと基準視点Ｓとが図２Ａに示す位置関係になるように車両Ｖ
が移動したタイミングでは、第１の案内地点Ｇ1Aの案内アイコンＩ（実線）と第２の案内
地点Ｇ2Aの案内アイコンＩ（破線）とが鳥瞰図上にて重複しなくなる。従って、第１の案
内地点Ｇ1Aの案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2Aの案内アイコンＩとのうち、車両Ｖに
近い方の案内地点Ｇの案内アイコンＩを優先して表示するように切り替えても、ユーザが
違和感を覚えることを防止できる。
【００３７】
　さらに、本実施形態では、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、優先しない方
の案内地点Ｇの案内アイコンＩを表示しない構成を採用するため、表示されていなかった
案内アイコンＩが急に表示されたり、表示されていた案内アイコンＩが急に表示されなく
なったりすることを防止できる。
【００３８】
　（２）地点表示処理：
　図３は、地点表示処理のフローチャートである。地点表示処理は、所定の時間周期また
は走行距離周期ごとに実行される処理である。まず、案内地点情報取得部２１ａの機能に
より制御部２０は、車両Ｖの現在位置と進行方位Ｆと案内地点情報３０ｂとを取得する（
ステップＳ１００）。次に、案内地点情報取得部２１ａの機能により制御部２０は、投影
領域Ｔ内の案内地点Ｇを抽出し、当該抽出した案内地点Ｇを車両Ｖから近い順にソートす
る（ステップＳ１０５）。具体的に、制御部２０は、予め設定された視野角Ｂと、基準視
点Ｓの位置（車両Ｖの現在位置，高さＨ）と、車両の進行方位Ｆと、俯角Ａとに基づいて
、鳥瞰図に像が投影される投影領域Ｔを特定する。そして、制御部２０は、各案内地点Ｇ
の位置を車両座標系の位置に変換するとともに、水平方向において投影領域Ｔ内に存在す
る案内地点Ｇを案内地点情報３０ｂから抽出する。さらに、車両Ｖの現在位置と各案内地
点Ｇとの間における水平方向のユークリッド距離を算出し、当該ユークリッド距離が小さ
い順に案内地点Ｇをソートすることにより、案内地点Ｇのリスト（不図示）を作成する。
【００３９】
　次に、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、車両Ｖから近い順に案内地点Ｇを
第１の案内地点Ｇ1として選択する（ステップＳ１１０）。すなわち、制御部２０は、ス
テップＳ１０５において上位にソートされた順に案内地点Ｇを１個選択し、当該選択した
案内地点Ｇを第１の案内地点Ｇ1とする。さらに、優先設定部２１ｃの機能により制御部
２０は、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと案内アイコンＩが鳥瞰図上にて重複する
他の案内地点Ｇが存在するか否かを判定する（ステップＳ１１５）。すなわち、制御部２
０は、投影領域Ｔ内の各案内地点Ｇの位置に対応する鳥瞰図内の位置を取得し、当該位置
が下辺の中点の位置と一致するように案内アイコンＩを鳥瞰図に重畳した場合の案内アイ
コンＩの重畳領域を特定する。そして、制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1として選択さ
れた案内地点Ｇの案内アイコンＩの重畳領域と案内アイコンＩの重畳領域が重複する他の
案内地点Ｇが存在するか否かを判定する。
【００４０】
　第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと案内アイコンＩが鳥瞰図上にて重複する他の案
内地点Ｇが存在すると判定した場合（ステップＳ１１５：Ｙ）、第１の案内地点Ｇ1の案
内アイコンＩと案内アイコンＩが鳥瞰図上にて重複する他の案内地点Ｇのうち、車両Ｖ（
基準視点Ｓ）に最も近い案内地点Ｇを第２の案内地点Ｇ2として選択する（ステップＳ１
２０）。すなわち、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、案内アイコンＩ同士が
鳥瞰図上にて重複することとなる一対の案内地点Ｇを、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内
地点Ｇ2として選択する。
【００４１】
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　次に、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内
地点Ｇ2が所定基準以上接近しているか否かを判定する（ステップＳ１２５）。具体的に
、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2

との水平距離Ｌが閾値ＬTよりも大きい場合に、第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2

とが所定基準以上接近していないと判定する。第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2が
所定基準以上接近していると判定しなかった場合（ステップＳ１２５：Ｎ）、優先設定部
２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地
点Ｇ2の案内アイコンＩとのうち、基準視点Ｓに近い方の案内地点Ｇの案内アイコンＩを
他方の案内地点Ｇの案内アイコンＩよりも優先して表示するように設定する。
【００４２】
　具体的に、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1と第２の
案内地点Ｇ2とのうち、水平方向における車両Ｖの現在位置とのユークリッド距離が小さ
い方の案内地点Ｇを優先して表示するように設定する。より具体的に、優先設定部２１ｃ
の機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2の
案内アイコンＩとのうち、優先しない方の案内地点Ｇの案内アイコンＩを表示しないよう
に、当該案内地点Ｇを案内地点Ｇのリストから削除する。一方、制御部２０は、優先する
方の案内地点Ｇの案内アイコンＩを表示するように、当該案内地点Ｇを案内地点Ｇのリス
トから削除しない。
【００４３】
　第１の案内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2が所定基準以上接近していると判定した場合（
ステップＳ１２５：Ｙ）、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点
Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとのうち、予め設定された優
先規則における優先順位が高い方の案内地点Ｇの案内アイコンＩを他方の案内地点Ｇの案
内アイコンＩよりも優先して表示するように設定する（ステップＳ１３５）。本実施形態
では、優先規則データ３０ｄにおいて、給油施設、店舗施設、娯楽施設、教育施設、交通
施設の属性の順に優先順位が規定されており、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０
は、当該優先順位が高い属性の案内アイコンＩを優先して表示するように設定する。ステ
ップＳ１３０と同様に、制御部２０は、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案
内地点Ｇ2の案内アイコンＩとのうち、優先しない方の案内地点Ｇを案内地点Ｇのリスト
から削除し、優先する方の案内地点Ｇを案内地点Ｇのリストから削除しない。
【００４４】
　以上のように、ステップＳ１３０，Ｓ１３５において、第１の案内地点Ｇ1または第２
の案内地点Ｇ2を案内地点Ｇのリストから削除すると、制御部２０は、ステップＳ１４０
を実行する。すなわち、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、第１の案内地点Ｇ

1を案内地点Ｇのリストから削除したか否かを判定する（ステップＳ１４０）。第１の案
内地点Ｇ1を案内地点Ｇのリストから削除したと判定しなかった場合（ステップＳ１４０
：Ｎ）、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、ステップＳ１１５に戻り、現在の
第１の案内地点Ｇ1についての処理を継続する。
【００４５】
　一方、第１の案内地点Ｇ1を案内地点Ｇのリストから削除したと判定した場合（ステッ
プＳ１４０：Ｙ）、優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、案内地点Ｇのリストに
おいて削除されていない案内地点Ｇのすべてを第１の案内地点Ｇ1として選択したか否か
を判定する（ステップＳ１４５）。そして、案内地点Ｇのリストにおいて削除されていな
い案内地点Ｇのすべてを第１の案内地点Ｇ1として選択したと判定しなかった場合（ステ
ップＳ１４５：Ｎ）、制御部２０は、ステップＳ１１０に戻り、次に車両Ｖに近い案内地
点Ｇを第１の案内地点Ｇ1として選択する。
【００４６】
　案内地点Ｇのリストにおいて削除されていない案内地点Ｇのすべてを第１の案内地点Ｇ

1として選択したと判定した場合、表示部２１ｂの機能により制御部２０は、鳥瞰図を描
画し、案内地点Ｇのリストにおいて削除されていない案内地点Ｇの案内アイコンＩを鳥瞰
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Ｔを基準視点Ｓから鳥瞰した場合の鳥瞰図を地図情報３０ａのポリゴンデータに基づいて
描画し、案内地点Ｇのリストにおいて削除されていない案内地点Ｇの位置に対応する鳥瞰
図内の位置を特定する。また、表示部２１ｂの機能により制御部２０は、投影領域Ｔ内に
存在する案内地点Ｇに対応付けられている識別符号に対応する案内アイコンＩをアイコン
データ３０ｃから取得する。そして、制御部２０は、案内地点Ｇのリストにおいて削除さ
れていない案内地点Ｇの位置に対応する鳥瞰図内の位置に、案内アイコンＩの下辺の中点
が重畳されるように、案内アイコンＩを鳥瞰図に重畳する。以上のようにして、案内アイ
コンＩを鳥瞰図に重畳すると、表示部２１ｂの機能により制御部２０は、鳥瞰図をディス
プレイ４５に表示させる（ステップＳ１５５）。
【００４７】
　（３）他の実施形態：
　案内地点Ｇとは、案内アイコンＩが対応付けられた地図上の地点であればよく、案内ア
イコンＩは案内地点Ｇの案内内容を表す画像であればよい。例えば、案内地点Ｇは、道路
上において交通規制が設けられた地点や渋滞が存在する地点であってもよく、案内アイコ
ンＩは交通規制の内容や渋滞度を示す画像であってもよい。鳥瞰図とは、案内地点Ｇを含
む地図を基準視点Ｓから鳥瞰した図であればよく、案内地点Ｇを含む地域を上空から撮影
した写真であってもよい。
【００４８】
　ここで、案内アイコンＩを優先して表示するとは、優先しない方の案内アイコンＩより
も、優先する方の案内アイコンＩを認識しやすく表示することを意味する。例えば、優先
しない方の案内アイコンＩ上に、優先する方の案内アイコンＩを重畳することにより、優
先する方の案内アイコンＩが手前に見えるようにしてもよい。さらに、優先しない方の案
内アイコンＩよりも、優先する方の案内アイコンＩの大きさ、彩度、コントラスト、非透
明度等を大きくしてもよい。予め設定された優先規則とは、基準視点Ｓの位置に非依存の
規則であればよく、例えばユーザによって設定された規則であってもよい。
【００４９】
　優先設定部２１ｃの機能により制御部２０は、必ずしも第１の案内地点Ｇ1の案内アイ
コンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとが鳥瞰図上にて重複する場合に、第１の
案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩとのうち、一方を他
方よりも優先して表示するように設定しなくてもよい。例えば、制御部２０は、第１の案
内地点Ｇ1と第２の案内地点Ｇ2とが類似する場合（例えば、同一属性の施設に対応する場
合等）に、第１の案内地点Ｇ1の案内アイコンＩと第２の案内地点Ｇ2の案内アイコンＩと
のうち、一方を他方よりも優先して表示するように設定してもよい。これにより、類似す
る案内内容を示す案内アイコンＩが重複して表示されることを防止できる。
【００５０】
　前記実施形態では、車両Ｖの現在位置に応じて基準視点Ｓが設定される場合を例に挙げ
て本発明の処理を説明したが、ユーザのスクロール操作に応じて基準視点Ｓが設定される
場合においても同様に本発明の処理を実行できる。むろん、予め探索された走行予定経路
上を基準視点Ｓが移動する場合においても同様に本発明の処理を実行できる。
【符号の説明】
【００５１】
　１０…ナビゲーション装置、２０…制御部、２１…地点表示プログラム、２１ａ…案内
地点情報取得部、２１ｂ…表示部、２１ｃ…優先設定部、３０…記録媒体、３０ａ…地図
情報、３０ｂ…案内地点情報、３０ｃ…アイコンデータ、３０ｄ…優先規則データ、３０
ｅ…位置変換テーブル、４１…ＧＰＳ受信部、４２…車速センサ、４３…ジャイロセンサ
、４５…ディスプレイ、Ａ…俯角、Ｆ…進行方位、Ｇ…案内地点、Ｉ…案内アイコン、Ｌ
…水平距離、ＬT…閾値、Ｓ…基準視点、Ｔ…投影領域、Ｖ…車両。
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