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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フリーウェイの道路種ごとのアイコンであって、実際の案内看板と同じマークで表したア
イコンをディスプレイに画面表示してユーザにアイコンの選択を促すアイコン表示部と、
　上記アイコン表示部により画面表示されたアイコンの中から操作部のユーザ操作により
選択されたアイコンに対応する道路種を特定し、特定した道路種のフリーウェイ名称をフ
リーウェイ検索の検索キーとして設定する検索キー設定部とを備えたことを特徴とするナ
ビゲーション装置。
【請求項２】
上記道路種ごとのアイコンと道路種情報とを関連付けて記憶した情報記憶部を更に備え、
　上記検索キー設定部は、上記アイコン表示部により画面表示されたアイコンの中から上
記操作部のユーザ操作により選択されたアイコンに対応する道路種情報を上記情報記憶部
を参照して特定する道路種特定部と、上記道路種特定部により特定された道路種情報に基
づいて、当該道路種に該当する１以上のフリーウェイを地図データより得てディスプレイ
に一覧表示し、ユーザにフリーウェイの選択を促す一覧表示部とを含み、上記操作部のユ
ーザ操作により上記一覧表示の中から選択されたフリーウェイの名称を上記検索キーとし
て設定するように成されていることを特徴とする請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
上記検索キー設定部は、上記１以上のフリーウェイの名称を、当該フリーウェイの道路種
に該当するアイコンと共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
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置。
【請求項４】
上記道路種ごとのアイコンと道路種情報とを関連付けて記憶した情報記憶部を更に備え、
　上記検索キー設定部は、上記アイコン表示部により画面表示されたアイコンの中から上
記操作部のユーザ操作により何れかのアイコンが選択されたときに、当該選択されたアイ
コンに対応する道路種情報を上記情報記憶部を参照して特定する道路種特定部と、上記道
路種特定部により特定された道路種情報に基づいて、当該道路種に該当するフリーウェイ
名称の接頭語を画面表示して続きの路線番号の入力をユーザに促す接頭語表示部とを含み
、上記操作部のユーザ操作を通じた上記路線番号の入力により完成されたフリーウェイ名
称を上記検索キーとして設定するように成されていることを特徴とする請求項１に記載の
ナビゲーション装置。
【請求項５】
上記アイコン表示部は、上記道路種ごとのアイコンをディスプレイに一覧表示することを
特徴とする請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
操作部のユーザ操作によるフリーウェイ検索モードの設定を受け付けるモード設定部を更
に備え、
　上記アイコン表示部は、上記モード設定部により上記フリーウェイ検索モードが設定さ
れたときに、上記道路種ごとのアイコンを画面表示することを特徴とする請求項５に記載
のナビゲーション装置。
【請求項７】
上記アイコン表示部は、上記道路種ごとのアイコンをディスプレイに画面表示された地図
の道路上に表示することを特徴とする請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項８】
操作部のユーザ操作によりフリーウェイの路線番号の入力を受け付ける路線番号入力部と
、
　上記路線番号入力部により入力された路線番号を有する１以上のフリーウェイを地図デ
ータより得て当該フリーウェイの道路種を特定し、特定した道路種に該当するアイコンを
ディスプレイに画面表示してユーザにアイコンの選択を促すアイコン表示部と、
　上記アイコン表示部により画面表示されたアイコンの中から上記操作部のユーザ操作に
より選択されたアイコンに対応するフリーウェイ名称をフリーウェイ検索の検索キーとし
て設定する検索キー設定部とを備えたことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項９】
上記アイコン表示部は、上記路線番号を有するフリーウェイの道路種に該当するアイコン
を、上記路線番号の前に上記フリーウェイの道路種に該当する接頭語を付加して生成した
フリーウェイ名称と共に表示することを特徴とする請求項８に記載のナビゲーション装置
。
【請求項１０】
フリーウェイの道路種ごとのアイコンであって、実際の案内看板と同じマークで表したア
イコンをディスプレイに画面表示してユーザにアイコンの選択を促す第１のステップと、
　上記画面表示されたアイコンの中から操作部のユーザ操作により選択されたアイコンに
対応する道路種情報を、上記道路種ごとのアイコンと道路種情報とを関連付けて記憶した
情報記憶部を参照して特定する第２のステップと、
　上記特定された道路種情報に基づいて、当該道路種に該当する１以上のフリーウェイを
地図データより得てディスプレイに一覧表示し、ユーザにフリーウェイの選択を促す第３
のステップと、
　上記操作部のユーザ操作により上記一覧表示の中から選択されたフリーウェイの名称を
フリーウェイ検索の検索キーとして設定する第４のステップと、
　上記検索キーとして設定されたフリーウェイ名称に該当するフリーウェイを検索する第
５のステップとを有するフリーウェイ検索方法。
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【請求項１１】
上記第３のステップでは、上記１以上のフリーウェイの名称を、当該フリーウェイの道路
種に該当するアイコンと共に表示することを特徴とする請求項１０に記載のフリーウェイ
検索方法。
【請求項１２】
フリーウェイの道路種ごとのアイコンであって、実際の案内看板と同じマークで表したア
イコンをディスプレイに画面表示してユーザにアイコンの選択を促す第１のステップと、
　上記画面表示されたアイコンの中から操作部のユーザ操作により何れかのアイコンが選
択されたときに、当該選択されたアイコンに対応する道路種情報を、上記道路種ごとのア
イコンと道路種情報とを関連付けて記憶した情報記憶部を参照して特定する第２のステッ
プと、
　上記特定された道路種情報に基づいて、当該道路種に該当するフリーウェイ名称の接頭
語を画面表示して続きの路線番号の入力をユーザに促す第３のステップと、
　上記操作部のユーザ操作を通じた上記路線番号の入力により完成されたフリーウェイ名
称をフリーウェイ検索の検索キーとして設定する第４のステップと、
　上記検索キーとして設定されたフリーウェイ名称に該当するフリーウェイを検索する第
５のステップとを有するフリーウェイ検索方法。
【請求項１３】
操作部のユーザ操作によりフリーウェイの路線番号の入力を受け付ける第１のステップと
、
　上記入力された路線番号を有する１以上のフリーウェイを地図データより得て当該フリ
ーウェイの道路種を特定し、特定した道路種に該当するアイコンであって、実際の案内看
板と同じマークで表したアイコンをディスプレイに画面表示してユーザにアイコンの選択
を促す第２のステップと、
　上記画面表示されたアイコンの中から上記操作部のユーザ操作により選択されたアイコ
ンに対応するフリーウェイ名称をフリーウェイ検索の検索キーとして設定する第３のステ
ップと、
　上記検索キーとして設定されたフリーウェイ名称に該当するフリーウェイを検索する第
４のステップとを有するフリーウェイ検索方法。
【請求項１４】
上記第２のステップでは、上記路線番号を有するフリーウェイの道路種に該当するアイコ
ンを、上記路線番号の前に上記フリーウェイの道路種に該当する接頭語を付加して生成し
たフリーウェイ名称と共に表示することを特徴とする請求項１３に記載のフリーウェイ検
索方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーション装置およびフリーウェイ検索方法に関し、特に、道路名称を
入力して誘導経路の目的地や経由地を検索する機能を備えたナビゲーション装置に用いて
好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、車載用のナビゲーション装置では、自立航法センサやＧＰＳ（Global Positio
ning System）受信機などを用いて車両の現在位置を検出し、その近傍の地図データを記
録媒体から読み出して画面上に表示する。そして、画面上の所定箇所に自車位置を示す自
車位置マークを重ね合わせて表示することにより、車両が現在どこを走行しているのかを
一目で分かるようにしている。
【０００３】
　また、ナビゲーション装置の殆どには経路誘導機能が搭載されている。この経路誘導機
能では、地図データを用いて現在地から目的地までを結ぶ最もコストが小さな経路を自動
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探索し、その探索した経路を誘導経路として地図画面上で他の道路とは色を変えて太く描
画する。また、車両が誘導経路上の案内交差点に一定距離内に近づいたときに交差点拡大
図を表示して交差点案内を行うことにより、運転者を目的地まで案内するようになってい
る。
【０００４】
　この種のナビゲーション装置では、通常、目的地（経由地を含む）の設定方法がいくつ
か用意されている。例えば、施設名や地点名の５０音入力、住所入力、電話番号入力、郵
便番号入力、緯度・経度入力などにより、特定の地点を検索するようにしたものが知られ
ている。また、特定の地点を施設ジャンルから探したり、過去に検索した地点やユーザ登
録した地点の中から探したりする機能も知られている。
【０００５】
　さらに、ストリート名称を入力して目的地を特定する技術も提案されている（例えば、
特許文献１参照）。この特許文献１では、都市の名称とその都市を通るストリートの名称
とが入力されたとき、そのストリートが都市内の複数の地区を通過するか否か調べ、スト
リートが複数の地区を通過する場合には当該複数の地区をディスプレイ画面に表示し、入
力された都市名、ストリート名、地区名により目的地を特定するように成されている。
【特許文献１】特開２００２－１１６０４２号公報
【０００６】
　また、２本の道路の名称を入力することにより、当該２本の道路が交差する地点を目的
地として特定する方法も提供されている。例えば米国においては、２本の道路の名称を入
力して各道路を検索し、検出された各道路のクロスポイントを目的地として特定すること
が行われている。
【０００７】
　ところで、米国のフリーウェイには州間幹線道とか米国ハイウェイ、州道などの種類が
あり、それぞれの道路種に対して特定の記号が割り当てられている。そのため、ナビゲー
ション装置でフリーウェイ名称を入力する際には、“Ｉ－”、“ＵＳ－”、“ＣＡ－”な
ど道路毎に決まった接頭語を使って文字を入力する必要がある。例えば、州間幹線道の１
０号線を検索するには“Ｉ－１０”、米国ハイウェイの１０１号線を検索するには“ＵＳ
－１０１”、カリフォルニア州道の１１０号線を検索するには“ＣＡ－１１０”と文字入
力する必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、現実世界のフリーウェイ（紙地図や道路上の案内看板）では、道路種が
路線別のアイコンマークにて表示されているだけなので、どのアイコンマークがどの道路
種であるかを知らないユーザにとって、ナビゲーション装置で検索したいフリーウェイが
州間幹線道、米国ハイウェイ、州道のどれに該当するものかが分かりにくい。また、アイ
コンマークの意味をよく知っているユーザでも、道路種に該当する接頭語が分からないこ
ともある。このため、目的のフリーウェイをどのように文字入力して検索したらよいのか
（すなわち、どの接頭語を使えば良いのか）が分からない場合が多いという問題があった
。
【０００９】
　本発明は、このような問題を解決するために成されたものであり、ユーザがフリーウェ
イの名称を正確に知っていなくても、道路種ごとのアイコンを使って簡単にフリーウェイ
の検索ができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記した課題を解決するために、本発明では、フリーウェイの道路種ごとに用意したア
イコンをディスプレイに画面表示し、ユーザに所望のアイコンを選択させることで、選択
されたアイコンに対応する道路種のフリーウェイ名称をフリーウェイ検索の検索キーとし
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て設定するようにしている。アイコンは、紙地図や道路上の案内看板などで実際に使われ
ているマークと同様のマークで構成するのが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　上記のように構成した本発明によれば、ユーザがフリーウェイ名称を正確に知っていな
くても、現実世界と同様のマークで構成されたアイコンを頼りにフリーウェイ名称を検索
キーとして設定することができる。したがって、検索対象とするフリーウェイのアイコン
と路線番号さえ分かっていれば、フリーウェイの道路種としてどのような接頭語を使えば
よいかを正確に知っていなくても、目的のフリーウェイを簡単に検索することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
（第１の実施形態）
　以下、本発明による第１の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、第１の実施形
態によるナビゲーション装置の全体構成例を示すブロック図である。
【００１３】
　図１において、１１はＤＶＤ－ＲＯＭ（Digital Versatile Disk - Read Only Memory
）等の地図記録媒体であり、地図表示や経路探索などに必要な各種の地図データを記憶し
ている。なお、ここでは地図データを記憶する記録媒体としてＤＶＤ－ＲＯＭ１１を用い
ているが、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードディスク、半導体メモリなどの他の記録媒体を用いても
良い。１２はＤＶＤ－ＲＯＭ制御部であり、ＤＶＤ－ＲＯＭ１１からの地図データの読み
取りを制御する。
【００１４】
　ＤＶＤ－ＲＯＭ１１に記録された地図データには、地図表示に必要な各種のデータから
成る描画ユニットと、マップマッチングや経路探索、経路案内等の各種の処理に必要なデ
ータから成る道路ユニットとが含まれている。描画ユニットには、建物や河川等を表示す
るために必要な背景レイヤのデータと、市町村名や道路名等を表示するために必要な文字
レイヤのデータとが含まれている。
【００１５】
　描画ユニットには更に、ガソリンスタンドやコンビニエンスストア等を識別する各種ラ
ンドマーク、道路の種別を識別する各種看板マークなどのアイコンを表示するために必要
なアイコンレイヤのデータも含まれている。ここで、フリーウェイのアイコン（看板マー
ク）は、例えば州間幹線道、米国ハイウェイ、州道などの道路種ごとに用意されている。
この道路種ごとのアイコンのデータは、道路種を表す道路種情報と関連付けて記憶されて
いる。
【００１６】
　道路ユニットは、交差点や分岐など、複数の道路が交わる点に対応するノードに関する
データと、道路上のあるノードとこれに隣接する他のノードとの間を接続する、道路や車
線等に対応するリンクに関するデータとを含んでいる。具体的には、道路ユニットには、
全ノードの詳細データを納めた接続ノードテーブルと、隣接する２つのノードによって特
定されるリンクの詳細データを納めたリンクテーブルとが含まれている。
【００１７】
　接続ノードテーブルには、存在するノードのそれぞれ毎に、ノードの正規化経度・緯度
、ノードの属性フラグ、接続ノードレコード等の情報が含まれている。ノードの属性フラ
グは、そのノードが交差点ノードであるか否かを示す交差点ノードフラグなどを含んでい
る。接続ノードレコードは、そのノードが一方端となっている各リンクのリンク番号を、
リンク本数分だけ示す。
【００１８】
　リンクテーブルには、リンクＩＤ、ノード番号、リンクの距離、リンクのコスト、道路
属性フラグ、道路種別フラグ、路線番号等の情報が含まれている。リンクＩＤは、主に探
索経路表示用に各リンクに付されたコードを示す。ノード番号は、リンクの両端に位置す
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る２つのノードを特定する番号を示す。リンクの距離は、当該リンクに対応した実際の道
路の実距離を示す。
【００１９】
　リンクのコストは、例えば距離をもとに、道路幅、道路種別、右左折、交通規制などに
応じた所定の定数を乗じた値であり、誘導経路として適正の程度を数値化したものである
。道路属性フラグは、そのリンクに関する各種の属性を示す。道路種別フラグは、そのリ
ンクに対応した実際の道路が一般道であるかフリーウェイであるかといった種別、フリー
ウェイの場合は更にそれが州間幹線道、米国ハイウェイ、州道のどれに該当するかといっ
た種別を示す。路線番号は、そのリンクに対応した実際の道路に付された番号を示す。
【００２０】
　１３は車両の現在位置を測定する位置測定部であり、自立航法センサ、ＧＰＳ受信機、
位置計算用ＣＰＵ等で構成されている。自立航法センサは、所定走行距離毎に１個のパル
スを出力して車両の移動距離を検出する車速センサ（距離センサ）と、車両の回転角度（
移動方位）を検出する振動ジャイロ等の角速度センサ（相対方位センサ）とを含む。自立
航法センサは、これらの車速センサ及び角速度センサによって車両の相対位置及び方位を
検出する。
【００２１】
　位置計算用ＣＰＵは、自立航法センサから出力される自車の相対的な位置及び方位のデ
ータに基づいて、絶対的な自車位置（推定車両位置）及び車両方位を計算する。また、Ｇ
ＰＳ受信機は、複数のＧＰＳ衛星から送られてくる電波をＧＰＳアンテナで受信して、３
次元測位処理あるいは２次元測位処理を行って車両の絶対位置及び方位を計算する（車両
方位は、現時点における自車位置と１サンプリング時間ΔＴ前の自車位置とに基づいて計
算する）。
【００２２】
　１４は地図情報メモリであり、ＤＶＤ－ＲＯＭ制御部１２の制御によってＤＶＤ－ＲＯ
Ｍ１１から読み出された地図データを一時的に格納する。すなわち、ＤＶＤ－ＲＯＭ制御
部１２は、位置測定部１３から車両現在位置の情報を入力し、その車両現在位置を含む所
定範囲の地図データの読み出し指示を出力することにより、地図表示や誘導経路の探索に
必要な地図データをＤＶＤ－ＲＯＭ１１から読み出して地図情報メモリ１４に格納する。
この地図情報メモリ１４に格納される地図データには、上述した道路種ごとのアイコンお
よびそれに関連付けられた道路種情報も含まれる。このように、地図情報メモリ１４は、
本発明の情報記憶部に相当する。
【００２３】
　１５はリモートコントローラ（リモコン）であり（特許請求の範囲の操作部に相当する
）、ユーザがナビゲーション装置に対して各種の情報（例えば、経路誘導の目的地や経由
地）を設定したり、各種の操作（例えば、メニュー選択操作、拡大／縮小操作、手動地図
スクロール、文字入力等）を行ったりするための各種操作子（ボタンやジョイスティック
、テンキー等）を備えている。１６はリモコンインタフェースであり、リモコン１５から
その操作状態に応じた赤外線信号を受信する。
【００２４】
　１７はプロセッサ（ＣＰＵ）であり、ナビゲーション装置の全体を制御する。１８はＲ
ＯＭであり、各種プログラム（フリーウェイ検索プログラムや誘導経路探索処理プログラ
ム等）を記憶する。１９はＲＡＭであり、各種処理の過程で得られるデータや、各種処理
の結果得られるデータを一時的に格納する。なお、ＣＰＵ１７とＲＯＭ１８とＲＡＭ１９
とによって本発明の検索キー設定部およびモード設定部（これらについての詳細は後述す
る）が構成される。
【００２５】
　ＣＰＵ１７は、ＲＯＭ１８に記憶されているフリーウェイ検索プログラムに従って、誘
導経路の目的地（経由地を含む）を設定する際におけるフリーウェイの検索処理を実行す
る。また、ＣＰＵ１７は、ＲＯＭ１８に記憶されている誘導経路探索処理プログラムに従
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って、地図情報メモリ１４に格納された地図データを用いて、現在地から目的地までを結
ぶ最もコストが小さな誘導経路を探索する処理を実行する。ここでの目的地は、上述した
フリーウェイ検索プログラムの処理結果により抽出される２本の道路の交差点を設定する
ことが可能である。
【００２６】
　２０は誘導経路メモリであり、ＣＰＵ１７が探索した誘導経路のデータを記憶する。誘
導経路のデータは、現在地から目的地までの各ノードに対応させて、各ノードの位置と、
各ノードが交差点か否かを表す交差点識別フラグとを記憶したものである。
【００２７】
　２１はディスプレイコントローラであり、地図情報メモリ１４に格納された地図データ
に基づいて、表示装置２７への表示に必要な地図画像データを生成する。２２はビデオＲ
ＡＭであり、ディスプレイコントローラ２１によって生成された地図画像データを一時的
に格納する。すなわち、ディスプレイコントローラ２１によって生成された地図画像デー
タはビデオＲＡＭ２２に一時的に格納され、１画面分の地図画像データが読み出されて画
像合成部２６に出力される。
【００２８】
　２３はメニュー発生部であり、リモコン１５を用いて各種の操作や入力を行う際に必要
なメニュー画像を発生して出力する。メニュー発生部２３が発生するメニュー画像には、
フリーウェイを検索する際に使用するメニュー画像も含まれている。フリーウェイ検索用
のメニュー画像の中には、フリーウェイの道路種ごとに用意したアイコンが存在する。な
お、ＣＰＵ１７とＲＯＭ１８とＲＡＭ１９とによって本発明のアイコン表示部が構成され
る。メニュー発生部２３は、このアイコン表示部からの指示を受けて、上述のアイコンを
含むメニュー画像を発生する。
【００２９】
　２４は誘導経路発生部であり、誘導経路メモリ２０に記憶された誘導経路探索処理プロ
グラムの処理結果を使用して、誘導経路の描画データを発生する。すなわち、誘導経路メ
モリ２０に記憶された誘導経路データの中から、その時点でビデオＲＡＭ２２に描画され
た地図エリアに含まれるものを選択的に読み出し、地図画像に重ねて所定色で太く強調し
た誘導経路を描画する。また、自車が誘導経路前方にある案内交差点から所定距離内に接
近したときに、接近中の案内交差点の案内図画像を生成して出力する。
【００３０】
　２５はマーク発生部であり、マップマッチング処理された後の自車位置に表示する車両
位置マークや、ガソリンスタンドやコンビニエンスストア等を表示する各種ランドマーク
、地図の道路上に表示する看板マーク等を発生して出力する。なお、マップマッチング処
理とは、地図情報メモリ１４に読み出されている地図データと、位置測定部１３により測
定されたＧＰＳ受信機による自車位置および車両方位のデータと、自立航法センサによる
推定車両位置および車両方位のデータとを用いて、自車の走行位置を地図データの道路上
に位置修正する処理のことをいう。
【００３１】
　上述の画像合成部２６は、各種画像を合成して出力する。すなわち、ディスプレイコン
トローラ２１によって読み出された地図画像データに、メニュー発生部２３、誘導経路発
生部２４、マーク発生部２５のそれぞれから出力される各画像データを重ねて画像合成を
行い、表示装置２７に出力する。これにより、表示装置２７の画面上には、自車周辺の地
図情報が車両位置マークや各種ランドマーク、看板マーク等と共に表示される。また、こ
の地図上に誘導経路が表示されると共に、車両の位置が交差点近傍に近づいたときに交差
点拡大図が表示される。
【００３２】
　図２は、第１の実施形態によるナビゲーション装置のフリーウェイ検索に係る機能構成
例を示すブロック図である。なお、この図２において、図１に示した構成要素と同一の機
能を有する構成要素には同一の符号を付している。図２において、モード設定部３０は、
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リモコン１５のユーザ操作による検索モードの設定を受け付ける。
【００３３】
　すなわち、本実施形態のナビゲーション装置では、誘導経路の目的地を検索するための
モードとして、５０音入力検索、住所入力検索、電話番号入力検索、郵便番号入力検索、
緯度・経度入力検索、施設ジャンル検索、道路検索などの複数のモードが用意されている
。道路検索モードには、フリーウェイ検索モードとストリート検索モードとの２つが存在
する。フリーウェイ検索モードは、フリーウェイのアイコンを使用して目的のフリーウェ
イを検索するモードである。一方、ストリート検索モードは、道路名称をダイレクトに入
力して目的の道路を検索するモードである。モード設定部３０は、リモコン１５のユーザ
操作によって指定された何れかの検索モードの設定を受け付ける。
【００３４】
　なお、道路検索モードが設定されたときは、２本の道路の名称を検索キーとして入力し
て各道路を検索することにより、検出された２本の道路が交差する地点を目的地として特
定する。
【００３５】
　アイコン表示部３１は、メニュー発生部２３を制御してフリーウェイの道路種ごとのア
イコンを含んだメニュー画像を発生し、これを表示装置２７に画面表示することでユーザ
にアイコンの選択を促す処理を実行する。本実施形態では、アイコン表示部３１は、モー
ド設定部３０によりフリーウェイ検索モードが設定されたときに、道路種ごとのアイコン
を表示装置２７の画面上に一覧表示する。
【００３６】
　検索キー設定部３２は、フリーウェイ検索モードが設定されているとき、アイコン表示
部３１により画面表示されたアイコンの中からリモコン１５のユーザ操作により選択され
たアイコンに対応する道路種のフリーウェイ名称をフリーウェイ検索の検索キーとして設
定する。また、検索キー設定部３２は、ストリート検索モードが設定されているとき、リ
モコン１５のユーザ操作により直接入力された道路名称を検索キーとして設定する。
【００３７】
　具体的には、検索キー設定部３２は、道路種特定部３２ａと、一覧表示部３２ｂと、検
索文字設定部３２ｃとを備えている。道路種特定部３２ａは、アイコン表示部３１により
表示装置２７に画面表示されたアイコンの中からリモコン１５のユーザ操作により選択さ
れたアイコンに対応する道路種情報を、地図情報メモリ１４（情報記憶部）に記憶されて
いる地図データに含まれているアイコンレイヤのデータを参照して特定する。すなわち、
例えば州間幹線道を表すアイコンが選択されたときには“州間幹線道”という道路種情報
を特定する。また、米国ハイウェイを表すアイコンが選択されたときには“米国ハイウェ
イ”という道路種情報を特定する。
【００３８】
　一覧表示部３２ｂは、道路種特定部３２ａにより特定された道路種情報に基づいて、当
該道路種に該当する１以上のフリーウェイ名称を地図情報メモリ１４内の地図データより
得て、これを表示装置２７に一覧表示することによってユーザにフリーウェイ名称の選択
を促す。
【００３９】
　上述のように、地図データのリンクテーブルには、道路種別を表す道路種別フラグと、
道路の路線番号情報とが含まれている。道路種特定部３２ａにより特定された道路種に該
当するリンクは、道路種別フラグを参照することによって把握することができる。また、
フリーウェイ名称は、道路種別フラグから把握した該当リンクが有している路線番号情報
を用いて、道路種に対応する接頭語に続けて路線番号を付加することによって得ることが
できる。
【００４０】
　すなわち、道路種特定部３２ａにより特定された道路種に該当するリンクは地図データ
中に１以上存在し、それぞれのリンクに対して路線番号情報が付加されている。これによ
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り、一覧表示部３２ｂは、地図データ中に存在する多数のフリーウェイの中から、道路種
特定部３２ａにより特定された道路種に該当する１以上のフリーウェイを抽出し、そのフ
リーウェイ名称を得ることができる。そして、一覧表示部３２ｂは、メニュー発生部２３
を制御して、抽出した１以上のフリーウェイ名称をメニュー画面上にて一覧表示する。
【００４１】
　検索文字設定部３２ｃは、フリーウェイ検索モードのときに、リモコン１５のユーザ操
作によりフリーウェイ名称の一覧表示の中から選択された何れか１つのフリーウェイ名称
を検索キーとして設定する。また、検索文字設定部３２ｃは、ストリート検索モードのと
きに、リモコン１５のユーザ操作により直接入力された道路名称を検索キーとして設定す
る。
【００４２】
　ストリート検索部３３は、地図情報メモリ１４に格納されている地図データを対象とし
て、検索キー設定部３２により検索キーとして設定されたストリート名称（フリーウェイ
の名称または一般道の名称）に該当するストリートを検索する。例えば、２本のフリーウ
ェイを検索することにより、当該２本のフリーウェイが交差する地点を誘導経路の目的地
として設定することが可能である。
【００４３】
　次に、上記のように構成したナビゲーション装置によるフリーウェイ検索時の動作、す
なわち、フリーウェイ検索方法の処理手順について説明する。図３は、第１の実施形態に
よるフリーウェイ検索方法の処理手順を示すフローチャートである。図４は、第１の実施
形態によるフリーウェイ検索時に表示装置２７に表示される画面の遷移例を示す図である
。
【００４４】
　図３において、モード設定部３０は、リモコン１５のユーザ操作により道路検索モード
が設定されたか否かを判定する（ステップＳ１）。ここで、道路検索モードが設定されて
いない、すなわち、他の検索モードが設定されたとモード設定部３０にて判断した場合は
、当該設定された他の検索モードに従って地点の検索を実行する（ステップＳ１５）。
【００４５】
　一方、道路検索モードが設定されたとモード設定部３０にて判断した場合、メニュー発
生部２３は、モード設定部３０から道路検索モード設定の通知を受けて、図４（ａ）に示
すようなフリーウェイ検索モードとストリート検索モードとの選択画面を表示装置２７に
表示する（ステップＳ２）。続いてモード設定部３０は、この選択画面に対するリモコン
１５のユーザ操作を通じてフリーウェイ検索モードが設定されたかどうかを判定する（ス
テップＳ３）。
【００４６】
　ここで、フリーウェイ検索モードが設定されたとモード設定部３０にて判断した場合、
アイコン表示部３１は、モード設定部３０からフリーウェイ検索モード設定の通知を受け
て、メニュー発生部２３を制御して図４（ｂ）に示すようなアイコンの選択画面を表示装
置２７に表示する（ステップＳ４）。このアイコン選択画面は、フリーウェイの道路種ご
とに用意された複数のアイコンを一覧表示したものである。
【００４７】
　続いて、道路種特定部３２ａは、アイコン表示部３１により表示装置２７に画面表示さ
れたアイコンの中から、リモコン１５のユーザ操作により何れかのアイコンが選択された
かどうかを判定する（ステップＳ５）。何れかのアイコンが選択された場合、道路種特定
部３２ａは、その選択されたアイコンに対応する道路種情報を、地図情報メモリ１４に記
憶されている地図データに含まれているアイコンレイヤのデータを参照して特定する（ス
テップＳ６）。
【００４８】
　道路種が特定されたら、一覧表示部３２ｂは、当該特定された道路種に該当する１以上
のフリーウェイ名称を地図情報メモリ１４内の地図データより得て、メニュー発生部２３



(10) JP 4789827 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

を制御してフリーウェイ名称の一覧（フリーウェイの選択画面）を表示装置２７に表示す
る（ステップＳ７）。フリーウェイ名称の一覧表示は、図４（ｃ）に示すように、抽出し
た１以上のフリーウェイ名称を、当該フリーウェイの道路種に該当するアイコンと共に表
示するようにしても良い。この場合に表示する各路線番号のフリーウェイに対応する１以
上のアイコン（看板マークの形状に路線番号が記載されたもの）は、地図データ中にあら
かじめ用意しておいても良いし、図４（ｂ）に示すような形状のみのアイコンに対して路
線番号の数字を合成して生成するようにしても良い。
【００４９】
　次に、検索文字設定部３２ｃは、一覧表示部３２ｂにより表示装置２７に一覧表示され
たフリーウェイ名称の中から、リモコン１５のユーザ操作により何れかのフリーウェイ名
称が選択されたかどうかを判定する（ステップＳ８）。ここで何れかのフリーウェイ名称
が選択された場合、検索文字設定部３２ｃは、その選択されたフリーウェイ名称を検索キ
ーとして設定する（ステップＳ９）。そして、ストリート検索部３３は、地図情報メモリ
１４に格納されている地図データを対象として、検索文字設定部３２ｃにより検索キーと
して設定されたフリーウェイ名称に該当するフリーウェイを検索する（ステップＳ１０）
。
【００５０】
　上記ステップＳ３において、フリーウェイ検索モードが設定されていない、すなわち、
ストリート検索モードが設定されたとモード設定部３０にて判断した場合、メニュー発生
部２３は、モード設定部３０からストリート検索モード設定の通知を受けて、図４（ｄ）
に示すようなストリート名称の入力画面を表示装置２７に表示する（ステップＳ１１）。
【００５１】
　続いて、検索文字設定部３２ｃは、リモコン１５のユーザ操作により何らかのストリー
ト名称（フリーウェイの名称でも一般道の名称でも良い）が入力されたかどうかを判定す
る（ステップＳ１２）。ここで何らかのストリート名称が入力された場合、検索文字設定
部３２ｃは、その入力されたストリート名称を検索キーとして設定する（ステップＳ１３
）。
【００５２】
　そして、ストリート検索部３３は、地図情報メモリ１４に格納されている地図データを
対象として、検索文字設定部３２ｃにより検索キーとして設定されたストリート名称に該
当するストリートを検索する（ステップＳ１４）。このように、ユーザがストリート名称
を明確に把握しているような場合には、そのストリート名称を直接入力して検索すること
も可能である。
【００５３】
　以上詳しく説明したように、第１の実施形態では、フリーウェイの道路種ごとに看板マ
ークと同様のアイコンを用意して図４（ｂ）のように一覧表示し、この中から所望のアイ
コンをユーザに選択させる。そして、選択されたアイコンに対応する道路種のフリーウェ
イ名称を図４（ｃ）のように一覧表示し、この中から所望のフリーウェイ名称をユーザに
選択させ、選択されたフリーウェイ名称を検索キーに設定するようにしている。
【００５４】
　このように構成した第１の実施形態によれば、ユーザがフリーウェイ名称を正確に知っ
ていなくても、フリーウェイの看板マークと同様に構成されたアイコンを頼りにフリーウ
ェイ名称を特定することができる。したがって、検索対象とするフリーウェイのアイコン
と路線番号さえ分かっていれば、フリーウェイの道路種としてどのような接頭語を使えば
よいかを正確に知っていなくても、目的のフリーウェイを簡単に検索することができる。
【００５５】
（第２の実施形態）
　次に、本発明による第２の実施形態を図面に基づいて説明する。第２の実施形態による
ナビゲーション装置の全体構成は、図１に示したブロック図と同様である。図５は、第２
の実施形態によるナビゲーション装置のフリーウェイ検索に係る機能構成例を示すブロッ
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ク図である。なお、この図５において、図２に示した符号と同一の符号を付したものは同
一の機能を有するものであるので、ここでは重複する説明を省略する。図６は、第２の実
施形態によるフリーウェイ検索時に表示装置２７に表示される画面の遷移例を示す図であ
る。
【００５６】
　第２の実施形態によるナビゲーション装置では、誘導経路の目的地を検索するためのモ
ードとして、５０音入力検索、住所入力検索、電話番号入力検索、郵便番号入力検索、緯
度・経度入力検索、施設ジャンル検索、道路検索などの複数のモードが用意されている。
これは第１の実施形態と同様である。ただし、第１の実施形態では、道路検索モードとし
てフリーウェイ検索モードとストリート検索モードとの２つが存在したが、第２の実施形
態ではこの２つの検索モードは存在しない。
【００５７】
　第２の実施形態では、道路検索モードが設定されると、アイコン表示部３１がメニュー
発生部２３を制御することで、図６（ａ）のようなメニュー画面が表示される。図６（ａ
）のメニュー画面は、図４（ｂ）に示したアイコン選択画面と図４（ｄ）に示したストリ
ート名称入力画面とが一緒になったものである。ユーザは、図６（ａ）のメニュー画面に
おいて、ストリート名称を直接入力するか、フリーウェイのアイコンを選択するか、何れ
か任意の方法でフリーウェイの検索を行うことが可能である。
【００５８】
　道路種特定部３２ａは、アイコン表示部３１により図６（ａ）のように画面表示された
アイコンの中からリモコン１５のユーザ操作により何れかのアイコンが選択されたときに
、当該選択されたアイコンに対応する道路種情報を、地図情報メモリ１４（情報記憶部）
を参照して特定する。
【００５９】
　図５に示すように、第２の実施形態では、第１の実施形態で説明した一覧表示部３２ｂ
の代わりに接頭語表示部４２ｂを用いている。接頭語表示部４２ｂは、道路種特定部３２
ａにより特定された道路種情報に基づいて、当該道路種に該当するフリーウェイ名称の接
頭語を画面表示して続きの路線番号の入力を促す。すなわち、図６（ａ）のメニュー画面
でリモコン１５のユーザ操作により何れかのアイコンが選択されると、接頭語表示部４２
ｂはメニュー発生部２３を制御して、図６（ｂ）～（ｄ）のように、選択されたアイコン
に該当する道路種の接頭語をフリーウェイ名称入力欄に入力して表示する。
【００６０】
　ユーザは、リモコン１５を操作して、接頭語に続いてフリーウェイの路線番号を入力す
ることにより、フリーウェイ名称を完成させることができる。検索文字設定部３２ｃは、
リモコン１５のユーザ操作を通じた路線番号の入力により完成されたフリーウェイ名称を
、フリーウェイ検索の検索キーとして設定する。なお、目的のフリーウェイ名称が最初か
ら正確に分かっているユーザは、フリーウェイ名称入力欄にフリーウェイ名称を直接入力
することができる。この場合に検索文字設定部３２ｃは、リモコン１５のユーザ操作によ
り入力されたフリーウェイ名称を検索キーとして設定する。
【００６１】
　次に、上記のように構成したナビゲーション装置によるフリーウェイ検索時の動作、す
なわち、フリーウェイ検索方法の処理手順について説明する。図７は、第２の実施形態に
よるフリーウェイ検索方法の処理手順を示すフローチャートである。
【００６２】
　図７において、モード設定部３０は、リモコン１５のユーザ操作により道路検索モード
が設定されたか否かを判定する（ステップＳ２１）。ここで、道路検索モードが設定され
ていない、すなわち、他の検索モードが設定されたとモード設定部３０にて判断した場合
は、当該設定された他の検索モードに従って地点の検索を実行する（ステップＳ３２）。
【００６３】
　一方、道路検索モードが設定されたとモード設定部３０にて判断した場合、メニュー発
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生部２３は、モード設定部３０から道路検索モード設定の通知を受けて、図６（ａ）に示
すようなメニュー画面を表示装置２７に表示する（ステップＳ２２）。続いて道路種特定
部３２ａは、このメニュー画面に対するリモコン１５のユーザ操作を通じてフリーウェイ
の何れかのアイコンが選択されたかどうかを判定する（ステップＳ２３）。
【００６４】
　ここで、何れかのアイコンが選択された場合、道路種特定部３２ａは、その選択された
アイコンに対応する道路種情報を、地図情報メモリ１４に記憶されている地図データに含
まれているアイコンレイヤのデータを参照して特定する（ステップＳ２４）。道路種が特
定されたら、接頭語表示部４２ｂは、図６（ｂ）～（ｄ）のように、特定された道路種に
該当するフリーウェイ名称の接頭語を画面表示して続きの路線番号の入力をユーザに促す
（ステップＳ２５）。
【００６５】
　次に、検索文字設定部３２ｃは、リモコン１５のユーザ操作により、接頭語に続けて路
線番号が入力されたかどうかを判定する（ステップＳ２６）。ここで何れかの路線番号が
入力された場合、検索文字設定部３２ｃは、路線番号の入力により完成されたフリーウェ
イ名称を、フリーウェイ検索の検索キーとして設定する（ステップＳ２７）。そして、ス
トリート検索部３３は、地図情報メモリ１４に格納されている地図データを対象として、
検索文字設定部３２ｃにより検索キーとして設定されたフリーウェイ名称に該当するフリ
ーウェイを検索する（ステップＳ２８）。
【００６６】
　上記ステップＳ２３において、フリーウェイのアイコンが選択されていないと道路種特
定部３２ａにて判断した場合、検索文字設定部３２ｃは、リモコン１５のユーザ操作によ
り何らかのストリート名称（フリーウェイの名称でも一般道の名称でも良い）が入力され
たかどうかを判定する（ステップＳ２９）。ここで何らかのストリート名称が入力された
場合、検索文字設定部３２ｃは、その入力されたストリート名称を検索キーとして設定す
る（ステップＳ３０）。
【００６７】
　そして、ストリート検索部３３は、地図情報メモリ１４に格納されている地図データを
対象として、検索文字設定部３２ｃにより検索キーとして設定されたストリート名称に該
当するストリートを検索する（ステップＳ３１）。このように、ユーザがストリート名称
を明確に把握しているような場合には、そのストリート名称を直接入力して検索すること
も可能である。
【００６８】
　以上詳しく説明したように、第２の実施形態では、フリーウェイ検索モードとストリー
ト検索モードとの２つを設けてフリーウェイとそれ以外の道路とを区別して検索するよう
にした第１の実施形態とは異なり、フリーウェイのアイコンを道路種に対応した接頭語を
入力するためのショートカットキーとして用いるようにしている。
【００６９】
　すなわち、第２の実施形態では、フリーウェイの道路種ごとに看板マークと同様のアイ
コンを用意して図６（ａ）のように一覧表示し、この中から所望のアイコンをユーザに選
択させる。そして、選択されたアイコンに対応する道路種の接頭語を画面表示し、それに
続く路線番号をユーザに入力させることによって所望のフリーウェイ名称を完成させて、
完成したフリーウェイ名称を検索キーに設定するようにしている。
【００７０】
　このように構成した第２の実施形態においても、ユーザは検索対象とするフリーウェイ
のアイコンと路線番号さえ分かっていれば、フリーウェイの道路種としてどのような接頭
語を使えばよいかを正確に知っていなくても、目的のフリーウェイを簡単に検索すること
ができる。また、第２の実施形態では、図４（ｃ）のように一覧表示された複数のフリー
ウェイ名称の中から所望のフリーウェイ名称を探し出す必要がなく、ユーザが元々認識し
ている路線番号をダイレクトに入力することによって、検索キーとしてのフリーウェイ名
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称をより簡単に設定することができる。
【００７１】
（第３の実施形態）
　次に、本発明による第３の実施形態を図面に基づいて説明する。第３の実施形態による
ナビゲーション装置の全体構成は、図１に示したブロック図と同様である。図８は、第３
の実施形態によるナビゲーション装置のフリーウェイ検索に係る機能構成例を示すブロッ
ク図である。図９は、第３の実施形態によるフリーウェイ検索時に表示装置２７に表示さ
れる画面の遷移例を示す図である。
【００７２】
　第３の実施形態において、ナビゲーション装置が有する検索モードは、第２の実施形態
と同様である。第３の実施形態において、道路検索モードが設定されると、メニュー発生
部２３は、モード設定部３０から道路検索モード設定の通知を受けて、図９（ａ）のよう
なメニュー画面を表示装置２７に表示する。図９（ａ）のメニュー画面は、図４（ｄ）に
示したストリート名称入力画面と同様のものである。ユーザは、図９（ａ）のメニュー画
面において、ストリート名称を直接入力するか、フリーウェイの路線番号のみを入力する
か、何れか任意の方法で文字入力をすることが可能である。
【００７３】
　図８において、路線番号入力部５１は、リモコン１５のユーザ操作により、図９（ａ）
に示すメニュー画面を通じてフリーウェイの路線番号の入力を受け付ける。この路線番号
入力部５１は、実際には図１のＣＰＵ１７、ＲＯＭ１８およびＲＡＭ１９によって構成さ
れている。
【００７４】
　アイコン表示部５２は、路線番号入力部５１により入力された路線番号を有するフリー
ウェイを、地図情報メモリ１４またはＤＶＤ－ＲＯＭ１１に格納されている地図データよ
り特定する。そして、アイコン表示部５２はメニュー発生部２３を制御して、特定したフ
リーウェイの道路種に該当するアイコンを画面表示して、ユーザにアイコンの選択を促す
。
【００７５】
　上述のように、地図データのリンクテーブルには、道路種別を表す道路種別フラグと、
道路の路線番号情報とが含まれている。路線番号入力部５１により入力された路線番号に
該当するフリーウェイは、各リンクの路線番号情報を参照することによって特定すること
ができる。また、こうして特定したフリーウェイの道路種については、道路種別フラグを
参照することにより把握することができる。これにより、特定したフリーウェイの道路種
に該当するアイコンを特定でき、これを表示装置２７に表示することができる。
【００７６】
　すなわち、路線番号入力部５１により入力された路線番号に該当するフリーウェイは地
図データ中に１以上存在し、該当する各フリーウェイのリンクに対して路線番号情報や道
路種別フラグが付加されている。これにより、アイコン表示部５２は、地図データ中に存
在する多数のフリーウェイの中から、路線番号入力部５１により特定された路線番号に該
当する１以上のフリーウェイを抽出し、その道路種に該当するアイコンを図９（ｂ）のよ
うなメニュー画面上にて表示する。この場合に表示するアイコン（看板マークの形状に路
線番号が記載されたもの）は、地図データ中にあらかじめ用意しておいても良いし、形状
のみのアイコンに対して路線番号の数字を合成して生成するようにしても良い。
【００７７】
　なお、アイコン表示部５２は、図９（ｂ）に示すように、入力された路線番号を有する
フリーウェイの道路種に該当するアイコンを、当該路線番号の前にフリーウェイの道路種
に該当する接頭語を付加して生成したフリーウェイ名称と共に表示するようにしても良い
。また、入力された路線番号を有する道路はフリーウェイだけとは限らず、一般道にも該
当するものが存在するかもしれない。一般道にも該当するものが存在する場合は、図９（
ｂ）に示すように、一般道のストリート名称も一緒に表示するようにしても良い。



(14) JP 4789827 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

【００７８】
　検索キー設定部５３は、アイコン表示部５２により画面表示されたアイコンの中からリ
モコン１５のユーザ操作により選択されたアイコンに対応するフリーウェイ名称を検索キ
ーとして設定する。この場合のフリーウェイ名称は、路線番号入力部５１により入力され
た路線番号の前に、フリーウェイの道路種に該当する接頭語を付加することによって生成
したものである。なお、目的のフリーウェイ名称が最初から正確に分かっているユーザは
、リモコン１５のユーザ操作によりフリーウェイ名称を直接入力することができる。この
場合に検索キー設定部５３は、ユーザ操作により入力されたフリーウェイ名称を検索キー
として設定する。
【００７９】
　次に、上記のように構成したナビゲーション装置によるフリーウェイ検索時の動作、す
なわち、フリーウェイ検索方法の処理手順について説明する。図１０は、第３の実施形態
によるフリーウェイ検索方法の処理手順を示すフローチャートである。
【００８０】
　図１０において、モード設定部３０は、リモコン１５のユーザ操作により道路検索モー
ドが設定されたか否かを判定する（ステップＳ４１）。ここで、道路検索モードが設定さ
れていない、すなわち、他の検索モードが設定されたとモード設定部３０にて判断した場
合は、当該設定された他の検索モードに従って地点の検索を実行する（ステップＳ５１）
。
【００８１】
　一方、道路検索モードが設定されたとモード設定部３０にて判断した場合、メニュー発
生部２３は、モード設定部３０から道路検索モード設定の通知を受けて、図９（ａ）に示
すようなメニュー画面を表示装置２７に表示する（ステップＳ４２）。続いて路線番号入
力部５１は、このメニュー画面に対するリモコン１５のユーザ操作を通じてフリーウェイ
の路線番号が入力されたかどうかを判定する（ステップＳ４３）。
【００８２】
　ここで、路線番号入力部５１により路線番号が入力された場合、アイコン表示部５２は
、図９（ｂ）のように、入力された路線番号に該当するフリーウェイのアイコンを画面表
示して、何れかの選択をユーザに促す（ステップＳ４４）。図９（ｂ）の例では、フリー
ウェイの各種アイコンに加えて、一般道のストリート名称も一緒に画面表示して、フリー
ウェイと一般道との何れかを任意に選択できるようにしている。
【００８３】
　次に、検索キー設定部５３は、リモコン１５のユーザ操作により何れかのアイコンが選
択されたかどうかを判定する（ステップＳ４５）。ここで何れかのアイコンが選択された
場合、検索キー設定部５３は、選択されたアイコンに該当するフリーウェイ名称を、フリ
ーウェイ検索の検索キーとして設定する（ステップＳ４６）。そして、ストリート検索部
３３は、地図情報メモリ１４に格納されている地図データを対象として、検索キー設定部
５３により検索キーとして設定されたフリーウェイ名称に該当するフリーウェイを検索す
る（ステップＳ４７）。
【００８４】
　上記ステップＳ４３において、フリーウェイの路線番号が入力されていないと判断した
場合、検索キー設定部５３は、リモコン１５のユーザ操作により何らかのストリート名称
（フリーウェイの名称でも一般道の名称でも良い）が入力されたかどうかを判定する（ス
テップＳ４８）。ここで何らかのストリート名称が入力された場合、検索キー設定部５３
は、その入力されたストリート名称を検索キーとして設定する（ステップＳ４９）。
【００８５】
　また、上記ステップＳ４５において、図９（ｂ）のメニュー画面において何れかのアイ
コンが選択されなかったと検索キー設定部５３にて判断した場合、すなわち、一般道のス
トリート名称が選択されたと判断した場合、検索キー設定部５３は、その選択されたスト
リート名称を検索キーとして設定する（ステップＳ４９）。そして、ストリート検索部３
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３は、地図情報メモリ１４に格納されている地図データを対象として、検索キー設定部５
３により検索キーとして設定されたストリート名称に該当するストリートを検索する（ス
テップＳ５０）。
【００８６】
　以上詳しく説明したように、第３の実施形態では、フリーウェイのアイコンを先に選択
するようにした第２の実施形態とは異なり、フリーウェイの路線番号を先に入力して、そ
の後でフリーウェイのアイコンを表示してユーザに選択させるようにしている。
【００８７】
　このように構成した第３の実施形態においても、ユーザは検索対象とするフリーウェイ
のアイコンと路線番号さえ分かっていれば、フリーウェイの道路種としてどのような接頭
語を使えばよいかを正確に知っていなくても、目的のフリーウェイを簡単に検索すること
ができる。また、第３の実施形態では、路線番号を最初に入力し、その路線番号に該当す
るフリーウェイと共に一般道も一覧表示するので、フリーウェイだけでなく一般道につい
ても検索キーとしてのストリート名称をより簡単に設定することができる。
【００８８】
（第４の実施形態）
　次に、本発明による第４の実施形態を図面に基づいて説明する。第４の実施形態による
ナビゲーション装置の全体構成は、図１に示したブロック図と同様である。上述した第１
～第３の実施形態では、フリーウェイの道路種ごとのアイコンを表示装置２７に一覧表示
するようにしたが（図４（ｂ）、図６（ａ）、図９（ｂ）参照）、第４の実施形態では、
道路種ごとのアイコンを表示装置２７に画面表示された地図の道路上に表示する。
【００８９】
　図１１は、第４の実施形態によるフリーウェイ検索時に表示装置２７に表示される画面
の遷移例を示す図である。図１１（ａ）に示すように、表示装置２７の地図画面において
道路種ごとのアイコンが道路上に表示されている。第４の実施形態において表示装置２７
はタッチパネル構造を有しており、道路上のアイコンをユーザがタッチして選択すると、
第１の実施形態と同様に、道路種特定部３２ａは、選択されたアイコンに対応する道路種
情報を特定する。そして、一覧表示部３２ｂは、当該特定された道路種に該当する１以上
のフリーウェイ名称を地図データより得て、これを例えば図１１（ｂ）～（ｄ）のように
一覧表示することにより、ユーザにフリーウェイ名称の選択を促す。
【００９０】
　このように構成した第４の実施形態においても、ユーザは検索対象とするフリーウェイ
のアイコンと路線番号さえ分かっていれば、フリーウェイの道路種としてどのような接頭
語を使えばよいかを正確に知っていなくても、目的のフリーウェイを簡単に検索すること
ができる。また、第４の実施形態では、地図画面の道路上に最初からフリーウェイのアイ
コンが表示されているので、アイコン一覧を表示する処理ステップを省略することができ
、より少ないステップ数で所望のフリーウェイ名称を設定することができる。
【００９１】
　なお、上記第１～第４の実施形態では、操作部としてリモコン１５を用いる例について
説明したが、表示装置２７に設けたタッチパネルにより操作部を構成しても良い。
【００９２】
　また、第１の実施形態においてのみフリーウェイ検索モードとストリート検索モードと
の２種類を用意する例について説明したが、第２～第４の実施形態でもこの２つのモード
を用意し、フリーウェイ検索モードが指定されたときにのみ、フリーウェイの道路種ごと
のアイコンを表示するようにしても良い。
【００９３】
　また、上記第１の実施形態および第４の実施形態では、フリーウェイ名称の一覧と共に
アイコンを表示する例について説明したが、フリーウェイ名称の一覧だけ表示するように
しても良い。逆に、フリーウェイのアイコン（路線番号付きのもの）だけ表示するように
しても良い。また、第３の実施形態では、フリーウェイのアイコン（路線番号付きのもの
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）と共にフリーウェイ名称を表示する例について説明したが、アイコンだけ表示するよう
にしても良い。
【００９４】
　また、上記第１～第４の実施形態では、道路種ごとのアイコンと道路種情報とを関連付
けて地図情報メモリ１４に記憶する例について説明したが、これに限定されない。例えば
、道路種ごとのアイコンと道路種情報とを別の記憶部に記憶させ、アイコンと道路種情報
との関連情報を更に記憶するようにしても良い。
【００９５】
　その他、上記第１～第４の実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の
一例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されては
ならないものである。すなわち、本発明はその精神、またはその主要な特徴から逸脱する
ことなく、様々な形で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】第１～第４の実施形態によるナビゲーション装置の全体構成例を示すブロック図
である。
【図２】第１の実施形態によるナビゲーション装置のフリーウェイ検索に係る機能構成例
を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態によるフリーウェイ検索方法の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図４】第１の実施形態によるフリーウェイ検索時に表示装置に表示される画面の遷移例
を示す図である。
【図５】第２の実施形態によるナビゲーション装置のフリーウェイ検索に係る機能構成例
を示すブロック図である。
【図６】第２の実施形態によるフリーウェイ検索時に表示装置に表示される画面の遷移例
を示す図である。
【図７】第２の実施形態によるフリーウェイ検索方法の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図８】第３の実施形態によるナビゲーション装置のフリーウェイ検索に係る機能構成例
を示すブロック図である。
【図９】第３の実施形態によるフリーウェイ検索時に表示装置に表示される画面の遷移例
を示す図である。
【図１０】第３の実施形態によるフリーウェイ検索方法の処理手順を示すフローチャート
である。
【図１１】第４の実施形態によるフリーウェイ検索時に表示装置に表示される画面の遷移
例を示す図である。
【符号の説明】
【００９７】
　１４　地図情報メモリ（情報記憶部）
　１５　リモコン（操作部）
　１７　ＣＰＵ
　１８　ＲＯＭ
　１９　ＲＡＭ
　２３　メニュー発生部
　２７　表示装置
　３０　モード設定部
　３１　アイコン表示部
　３２　検索キー設定部
　３２ａ　道路種特定部
　３２ｂ　一覧表示部
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　３２ｃ　検索文字設定部
　３３　ストリート検索部
　４２ｂ　接頭語表示部
　５１　路線番号入力部
　５２　アイコン表示部
　５３　検索キー設定部
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【図１】
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【図１０】
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