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明 細 苫

ナビゲーション装置、および、ナビゲーシ弍ノ装置の制御方法

技術分野

０００1 本発明は、経路案内を行ぅナビゲーション装置、ぉょび、ナビゲーション装置の制

御方法に関する。

背景技術

０００2 従来、店舗や施設の情報を案内する機能を備えたナビゲーション装置が広く普及

し、極めて多数の店や施設に関する情報が提供されるょぅになっている。ュ一ザは、

極めて多くの店や施設の中から自分が望れ店や施設を選ぶことができるが、その一

方で、例えば大規模な商業地については、ナビゲーション装置があまりに多くの店や

施設に関する情報を保持しているため、その中から自分が望れ店や施設を選ぶこと

は非常に離しくなっている。そこで、ュ一ザの操作に某づいて、ュ一ザの嗜好を自動

的に分析し、分析された嗜好に合致した店や店舗を自動的に選択するナビゲーショ

ン装置が提案された ( 例えば、特許文献 参照。) 。特許文献 に開示されたナビゲー

ション装置は、ュ一ザが店舗や施設を選択する操作を行った履歴に某づき、ュ一ザ

の嗜好を検出し、この嗜好に合った店や施設に関する情報を選択する。このょぅなナ

ビゲーション装置にょれば、ュ一ザが通常通りにナビゲーション装置を使用すること

で、ュ一ザの嗜好に沿ぅょぅにナビゲーション装置が動作するょぅになる。

特許文献 1 : 特開平2 ００4 37292号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 しかしながら、特許文献 に開示されたナビゲーション装置を含め、ュ一ザの嗜好を

ュ一ザ 自身の意志とは無関係に分析する装置を用いた場合、ュ一ザが 自覚してい

ない嗜好が装置の動作に反映されるため、ュ一ザが違和感を覚えたり、ュ一ザの意

図に沿わなかったりする可能性がある。また、ュ一ザが、自分のいつもの嗜好や自分

の個性とは典なった傾向の店や施設を選はぅとしても、ュ一ザの意志に反して、通常

時のュ一ザの嗜好が優先されてし 、刊 、意外性や目新しさといったュ一ザの興趣が



削がれるおそれがある。このよぅに、自動的に分析したュ一ザの嗜好に沿って動作を

決めてしまぅと、ュ一ザ 自身が望まない動作が実現される可能性が否定できない。

その一方で、ナビゲーション装置を操作するにあたって、ュ一ザが 自分の嗜好や性

格を自己分析して自分で入力する作業は繁雑で面倒であり、ナビゲーション装置の

操作性が損なわれてしまぅ。

このよぅに、極めて多数の店や施設の情報から、ュ一ザの好みや意志に沿った情

報を選択することは、非常に困難であった。

０００4 そこで本発明は、極めて多数の店や施設の情報から、ュ一ザの好みや意志に沿っ
た情報を、ュ一ザの操作の負担を増すことなく容易に選択することが可能なナビゲー

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

０００5 上記課題を解決するため、本発明は、移動体の経路案内を行ぅナビゲーション装

置において、観光情報を記憶した観光情報記憶手段と、それぞれ個性が特徴づけら

れた複数のシンボルを表示画面に表示させる表示制御手段と、前記表示画面に表

示された複数の前記シンボルのいずれかが選択された場合に、選択されたシンボル

の個性に関連する観光情報を前記観光情報記憶手段から選択する観光情報選択

手段と、前記観光情報選択手段により選択された観光情報を前記表示画面に表示さ

せる情報表示制御手段と、を備えることを特徴とするナビゲーション装置を提供する。

この構成によれば、個性が特徴づけられた複数のシンボルが表示画面に表示され

、これら複数のシンボルのいずれかがュ一ザによって選択されると、選択されたシン

ボルの個性に関連する観光情報が選択され、表示される。すなわち、数多くの観光

情報から、ュ一ザ 自身が選択したシンボルの個性を基準として観光情報を選択する

ので、ュ一ザの意志に従って観光情報を速やかに選び出すことができる。ここで、観

光情報の選択を、シンボルの個性に関連するとレぢ漠然とした基準に従って行ぅため

、ジャンル、店名、価格等の明確で画一的な基準を必要としないので、ュ一ザ 自身が

明確な基準を指定する必要がない。これにより、ュ一ザが表示画面のシンボルを直

観的に選ぶといぅ簡単な操作により、ュ一ザの意志を反映して観光情報が選択され

るとぅいぅ利点がある。



また、シンボルに特徴づけられた個性に複雑性・多面性を持たせることで、ュ一ザ

がシンボルを選んだ際に期待する個性とは別の特徴が発揮され、結果として、ュ一

ザが意図しない観光情報を選択させることも可能であり、この場合、意外性のある選

択を行って興趣性を演出することもできる。

０００6 上記構成において、前記表示制御手段は、複数の前記シンボルを、前記表示画面

に同時に表示させ、或いほ、前記表示画面において切り替えて表示させるものとして

もよい。

この場合、ュ一ザに、一つの画面に同時に表示された複数のシンボルから所望の

シンボルを選択させるだけでなく、画面とともに表示するシンボルを切り替える構成に

おいて、シンボルを選択させることもできる。従って、一覧性を重視してシンプルな画

面構成を採用することも、画面構成に趣向を凝らして興趣性を増すことも可能となり、

デザイン上の自由良が高まるといぅ利点がある。

０００7 また、上記構成において、前記シンボルは、そのシンボルに特徴づけられた個性を

想起させる色または形状もしくは色と形状との組み合わせを有する態様で、前記表示

画面に表示されるものとしてもよい。

この場合、表示画面に表示されるシンボルの色、形状または色と形状の組み合わ

せから、そのシンボルに特徴づけられた個性が想起される。このため、ュ一ザは、各

シンボルの個性に関する説明等を受けなくても、直観的に、自分の趣向や気分に合

ぅシンボルを選ぶことができる。

０００8 また、上記構成において、前記表示制御手段は、前記シンボルに特徴づけられた

個性を説明する説明情報を、前記シンボルとともに前記表示画面に表示するものとし

てもよい。

この場合、ュ一ザは、シンボルの個性を説明する説明情報を見て、シンボルの個性

を知った上で、容易に所望のシンボルを選ぶことができる。このため、十分な情報を

欲するュ一ザに対して適切に情報を提供することで、シンボルを選ぶ場合のュ一ザ

の判断を補助し、快適な操作を実現できる。

０００9 さらに、上記構成において、前記観光情報記憶手段は、観光情報を種別毎に記憶

しており、前記観光情報選択手段は、選択されたシンボルの個性に関連する観光情



報を前記観光情報記憶手段から選択するとともに、選択した観光情報から指定され

た種別の観光情報をさらに選択するものとしてもよい。

この場合、ュ一ザが選択したシンボルの個性と、ュ一ザが指定した種別との両方を

某準として観光情報が選択されるので、よりュ一ザの好みや意志を反映して、観光情

報を選択できるといぅ利点がある。

００1０ また、上記構成において、前記観光情報記憶手段は、予め、前記観光情報毎に関

連する前記シンボルを示すシンボル関連情報を記憶しており、前記観光情報選択手

段は、前記観光情報記憶手段に記憶されたシンボル関連情報に某づいて、選択さ

れたシンボルの個性に関連する観光情報を前記観光情報記憶手段から選択するも

この場合、予め観光情報毎に記憶されたシンボル関連情報に基づいて、ュ一ザが

選択したシンボルの個性に関連する観光情報を、高速かつ確実に選択することがで

きる。

００11 また、本発明は、上記課題を解決するため、移動体の経路案内を行ぅナビゲーショ

ン装置の制御方法であって、表示画面と、観光情報を記憶する観光情報記憶手段と

、を備えたナビゲーション装置を制御して、それぞれ個性が特徴づけられた複数のシ

ンボルを表示画面に表示させ、前記表示画面に表示された複数の前記シンボルの

いずれかが選択された場合に、選択されたシンボルの個性に関連する観光情報を前

記観光情報記憶手段から選択し、選択された観光情報を前記表示画面に表示させ

ること、を特徴とするナビゲーション装置の制御方法を提供する。

この方法によれば、個性が特徴づけられた複数のシンボルが表示画面に表示され

、これら複数のシンボルのいずれかがュ一ザによって選択されると、選択されたシン

ボルの個性に関連する観光情報が選択され、表示される。すなわち、数多くの観光

情報から、ュ一ザ 自身が選択したシンボルの個性を基準として観光情報を選択する

ので、ュ一ザの意志に従って観光情報を速やかに選び出すことができる。ここで、観

光情報の選択を、シンボルの個性に関連するとレぢ漠然とした基準に従って行ぅため

、ジャンル、店名、価格等の明確で画一的な基準を必要としないので、ュ一ザ 自身が

明確な基準を指定する必要がない。これにより、ュ一ザが表示画面のシンボルを直



観的に選ぶといぅ簡単な操作により、ュ一ザの意志を反映して観光情報が選択され

るとぅいぅ利点がある。また、シンボルに特徴づけられた個性に複雑性・多面性を持た

せることで、ュ一ザがシンボルを選んだ際に期待する個性とは別の特徴が発揮され、

結果として、ュ一ザが意図しない観光情報を選択させることも可能であり、この場合、

意外性のある選択を行って興趣性を演出することもできる。

発明の効果

００12 本発明によれば、シンボルを選ぶ操作に某づいて、シンボルに特徴づけられた個

性を某準として観光情報を選択するので、数多くの観光情報の中から、ュ一ザの意

志に従って観光情報を速やかに選び出すことができる。

図面の簡単な説明

００13 図 本発明を適用した実施形態に係るカーナビゲーション装置の構成を示す図で

ある。

図2 カーナビゲーション装置の機能的構成を示すブロック図である。

図3 観光施設データベースの構成を模式的に示す図である。

図4 キャラクタデータベースの構成を模式的に示す図である。

図5 表示パネルに表示されるキャラクタ選択画面の構成例を示す図である。

図6 表示パネルに表示されるキャラクタ説明表示画面の構成例を示す図である。

図7 表示パネルに表示されるキャラクタ選択画面の別の例を示す図である。

図8 表示パネルに表示されるキャラクタ選択画面の別の例を示す図である。

図9 表示パネルに表示される情報表示画面の構成例を示す図である。

図1０表示パネルに表示される詳細情報表示画面の構成例を示す図である。

図11 カーナビゲーション装置の動作を示すフローチャートである。

符号の説明

００14 カーナビゲーション装置 (ナビゲーション装置)

2 表示パネル (表示画面)

3 操作ボタン

4 地図

０ 制御部 (表示制御手段、観光情報選択手段、情報表示制御手段 )



GPSュニット

2 表示部

3 操作部

4 記憶部

2０ CP

24 タッチパネル

3０ 経路案内データベース

3 観光施設データベース (観光情報記憶手段 )

32 キャラクタデータベース

6 キャラクタアイコン

6 2 キャラクタ説明情報

6 3 キャラクタザイト

64 パス

6 5 移動指示アイコン

6 6 メッセージ表示

発明を実施するための最良の形態

００15 以下、図面を参照して木発明の実施形態を詳述する。なお、以下の説明では、ナ

ビゲーション装置の一態様として、移動体としての車両に搭載されるカーナビゲーシ

ョン装置を例示する。

００16 図 は、本実施形態に係るカーナビゲーション装置 の外観を示す正面図である。

カーナビゲーション装置 は、亜両に取り付けられる装置本体 と、この装置本体

の正面に嵌め込まれた表示画面としての表示パネル2と、この表示パネル2の周

囲に配設された複数の操作ボタン3とを有している。

表示パネル2には、カーナビゲーション装置 を搭載した亜両の現在位置周辺の地

図4と、この車両の現在位置を示す現在地マーク5とが重ねて表示され、さらに、地図

4には、各種の施設を図形や記号、絵柄で示すランドマーク6が重ねて表示されてい
る。この種のランドマーク6には、例えば都道府県庁、役所、警察署、消防署、学校、

公園、美術館、博物館等の公共施設、ホテルなどの宿泊施設、駅、空港、港、インタ



一チェンジ、信号機或いほトンネル等の交通設備、ガソリンスタンド、コンビニ

トア、ファーストフード店或いはゴルフ場等の民間施設といったものがある。なお、こ

れらのランドマーク6を名称によって地図4の上に示しても良いことは勿論である。

００17 さらに、カーナビゲーション装置 に対して、目的地が入力指定されている場合には

、上記の地図4 には、現在位置から目的地に至る経路が強調表示され経路案内が行

われる。この経路案内中には、地図4 による経路の表示と共に、音声による進行方向

の案内も行われる。

００18 また、図5 に示すよぅに、カーナビゲーション装置 は、経路案内動作 (ナビゲーショ

ン動作 ) に先立って、シンボルとしての複数のキヤラクタアイコン6 を表示パネル2に

表示する。各々のキヤラクタアイコン6 は仮想のキヤラクタを象徴しており、各キヤラク

タには、それぞれ個ャ生 (特性、性格或いは特徴と表現されるものであってもよい) が特

徴づけられている。

表示パネル2に表示された複数のキヤラクタアイコン6 の中から、ュ一ザが一つの

キヤラクタアイコン6 を選択すると、カーナビゲーション装置 は、選択されたキヤラク

タアイコン6 をナビゲーション動作中の案内役として表示パネル2に表示する。さら

に、カーナビゲーション装置 は、選択されたキヤラクタアイコン6 の個性に従って観

光施設等を選択して表示する等の動作を実現する。

以下、カーナビゲーション装置 の構成および動作について詳細に説明する。

００19 図2は、カーナビゲーション装置 の機能的構成を示すブロック図である。

カーナビゲーション装置 は、各部を中枢的に制御する制御部 ０と、亜両の現在

位置を検出するGPS (G oba os on ng s em)ュニット と、上記表示パネル2を

備えた表示部 2と、上記複数の操作ボタン3を備えた操作部 3と、各種プログラム

やデータを記憶する記憶部 4 と、ネットワーク 5を介して外部ザーバ 6 と通信する

無線通信部 7とを有している。

００2０ 制御部 ０は、プログラムに従って演算処理する P 2０や各種プログラム及びデ

ータを格納する 2 、上記 P 2０のワークエリアとして機能するR 22を有し

て構成され、さらに、この制御部 、クロック回路を内蔵し日時をカウントする日時



また、制御部 ０は、後述するよぅに記憶部 4 内の観光施設データベース3 、キヤ

ラクタデータベース3 2 に格納された情報を用いて、キヤラクタに関する各種の処理を

実行する。この処理において、制御部 ０は、表示制御手段、観光情報選択手段、お

よび情報表示制御手段に対応する。

００2 1 GPS ュニット は、GPS アンテナ を介してGPS 衛星からのGPS 電波を受信し

GPS 電波に重畳されたGPS 号から、亜両の現在位置の経度及び緯度を示す現

在地情報を演算により取得し制御部 ０に出力する。

なお、GPS ュニット に加えて、例えばジヤイロセンザや亜速パルスセンザ、加速

度センザを力一ナビゲーション装置 に設けて自立航法可能に構成しても良い。

００2 2 表示部 2は、制御部 ０の制御の下、上記地図4や、亜両の現在位置を示す現在

地マーク5 、目的地までの経路、各種のランドマーク6 といった経路案内のための情

報を表示する。なお、 多重放送受信機や光 電波ビーコン受信機を力一ナビゲ

ーション装置 に設けて C S (Veh c e n 6O ma on a nd Comm un ca on s em ) 情

報を受信可能に構成し、この S 情報を表示部 2 に表示するよぅにしても良い。

００2 3 操作部 3は、複数の上記操作ボタン3 に加え、さらに、上記表示部 2の表示パネ

ル2 に重ねて配設されたタッチパネル2 4を有し、ュ一ザが表示パネル2を指などで触

れた場合、触れた箇所を示す信号が制御部 ０に入力される。制御部 ０は、かかる

信号が入力されると、表示パネル2 に表示されている各種ボタンの位置と対比して、

どのボタンがタッチ操作されたかを特定する。また、制御部 ０は、タッチ操作された

箇所にボタンではなくランドマーク6 が表示されている場合、タッチ操作によって当該

ランドマーク6 が選択されたとものと解釈する。

００2 4 無線通信部 7 は、例えばインターネット等のネットワーク 5 に接続され、ネットワー

ク 5を介して外部ザーバ 6 との間で各種のデータ通信を送受信する。無線通信部

7 は、例えば、外部ザーバ 6から、更新された地図データや、後述する経路案内デ

ータベース3０、観光施設データベース3 、キヤラクタデータベース3 2 に記憶される

データの更新データ等を受信する。

００2 5 記憶部 、比較的大きなデータ格納領域を有する磁気的・光学的記録媒体また

は半導体記憶素子を用いて情報を記憶するものであり、具体的には、ハードディスク



ドライブ装置、C ドライブ装置等を有して構成される。

記憶部 4には、経路案内のための制御プログラムを含かカーナビゲーション装置

用の各種プログラム、および、これらのプログラムに係るデータ等が記憶される。

また、記憶部 4は、上記の地図4やランドマーク6といった経路案内に供される各

種データを格納した経路案内データベース3０を有している。この経路案内データベ

ース3０には、上記ランドマーク6が示す施設の経度、緯度を示す位置情報も含まれ

ている。さらに、記憶部 4は、上記経路案内データベース3０に加え、観光情報記憶

手段としての観光施設データベース3 、及び、キヤラクタデータベース32を備えてい
る。

００26 観光施設データベース3 は、主として観光や行楽、見物を主目的として人が訪れ

る施設や場所 (以下、これらを「観光施設」と吉ぅ)をデータベース化して記憶するもの

である。この観光施設の例としては、例えば、歴史的建造物、著名建造物、美術館、

遊園地や動物園等の娯楽施設、景観スポット、観光地が該当し、さらに、これらの施

設や景観スポットの周辺、或いは、観光地に存在するレストランが観光施設に含まれ

ている。なお、観光施設の中に、ランドマーク6の施設と重複するものであっても良い

事は勿論である。また、本実施形態の観光施設データベース3 に記憶される観光施

設には、上述した観光や行楽、見物を主目的とする施設以外に、飲食を主たる目的

として人が訪れる飲食店を含む。この飲食店は、観光施設や景観スポットの周辺、或

いは、観光地とは無関係な場所に存在していても、独立した観光施設として観光施

設データベース3 に記憶されている。

００27 図3は、観光施設データベース3 の構成を模式的に示す図である。

この図3に示すよぅに、観光施設データベース3 には、一つの観光施設について

一件のレコードが格納され、各レコードは上述した観光情報に対応する。観光施設

データベース3 の各々のレコードには、施設フィールド4０と、位置フィールド4 と、

アイコンフィールド4 2と、関連キヤラクタフィールド4 3と、施設種別フィールド44と、画

像フィールド4 5と、詳細情報フィールド4 6とが含まれている。

００28 施設フィールド4０は、観光施設を一意に特定するための名称や通称、或いは識別

記号を格納する。



位置フィールド4 は、観光施設の位置を緯度・経度によって示す位置データを格

納する。

アイコンフィールド4 2は、観光施設を抽象化した図形や記号、絵柄で示すアイコン

データを格納し、或いは、記憶部 4におけるアイコンデータの格納場所を示すリンク

情報を格納する。このアイコンデータは、地図4に観光施設を表示する際に用いられ

る。

なお、このアイコンデータは、上記ランドマーク6のデータと実質的に同じものである

が、観光施設を示す図形や記号、絵柄を、上記ランドマーク6と区別するために、「ア

イコン」と称することにする。また、観光施設と、ランドマーク6の施設が同じ場合には、

この施設に対しては、ランドマーク6のデータがアイコンデータとして用いられる。

００29 関連キヤラクタフィールド4 3は、観光施設毎に、関連するキヤラクタを格納する。カ

ーナビゲーション装置 においては、後述するように、様々な個性を持つキヤラクタを

選択可能であり、選択したキヤラクタの個性に基づいて、観光施設を選択できるように

なっている。関連キヤラクタフィールド4 3は、キヤラクタの個性に基づいて観光施設を

選択する際に参照される。例えば、制御部 ０は、ユーザによりキヤラクタ が選択さ

れた場合に、キヤラクタ の個性に関連する観光施設を選択する。この処理で、制御

部 ０は、観光施設データベース3 の各レコードの関連キヤラクタフィールド4 3を参

照し、このレコードが 「キヤラクタ 」となっている観光施設を選択すれば、キヤラクタに

関連する観光施設を選択・抽出できる。

関連キヤラクタフィールド4 3に格納されるキヤラクタは一つに限定されず、複数のキ

ヤラクタとしてもよい。この場合、一つの観光施設が複数のキヤラクタに関連することに

なるが、キヤラクタと観光施設との関連は一対一に限定されないので、一つの観光施

設が複数のキヤラクタに関連していてもよい。

関連キヤラクタフィールド4 3の情報は、上述したシンボル関連情報に対応する。

００3０ 施設種別フィールド44は、観光施設が属するジヤンル (カテゴリー)を格納する。本

実施形態では、美術館、動物園、景観スポットと吉った遊覧や観覧に適した観光施

設を「見る」のカテゴリーに、遊園地や牧場、ゴルフ場等のアミューズメント施設やスポ

ーツ施設を「遊ぶ」のカテゴリーに、また、レストラン等の食事や休憩、に適した飲食店



等の施設を「食べる」のカテゴリーにそれぞれ分類している。そして、観光施設に対応

するジヤンル (カテゴリー) が施設種別フィールド44に格納される。

００3 1 画像フィールド4 5は、その観光施設を紹介する写真等の画像を格納する。例えば

観光施設が建物である場合には建物の外観写真が格納され、景観スポットである場

合には風景写真が可能され、また、レストランである場合には外観写真や料理の写

真が格納される。なお、写真以外でも、シンボルマーク等の画像であっても良い。

詳細情報フィールド4 6は、観光施設の名称や住所、連絡先といった主として文字

べ一スの情報を格納する。なお、入場料等の施設利用に要する料金が既定の場合

には、その料金を詳細情報に格納しても良い。

００32 観光施設データベース3 内の情報は、コンテンソ配信業者が管理する上記外部

ザーバ 6に一括して蓄積・管理され、ネットワーク 5を介してカーナビゲーション装

置 に送信されるものとしてもよい。この場合、外部ザーバ 6がカーナビゲーション装

置 に対して情報をプッシュ配信する構成ではなく、カーナビゲーション装置 からの

情報配信要求に応答して情報をブル配信する構成が用いられている。これにより、不

要な情報がカーナビゲーション装置 に対して送信されるのを防止し、また、トラフィッ

クの低減や、通信時間の短縮が図られている。

００33 図4は、キヤラクタデータベース32の構成を模式的に示す図である。

この図4に示すよぅに、キヤラクタデータベース32には、一つのキヤラクタにつき一

件のレコードが格納されている。キヤラクタデータベース32の各々のレコードには、キ

ヤラクタ整理コードフィールド5 と、名前フィールド52と、タイプフィールド53と、コメン

トフィールド54 と、自己紹介フィールド5 5とが含まれている。

キヤラクタ整理コードフィールド5 は、各々のキヤラクタに付与される番号等、各キヤ

ラクタを識別するとともにソ一トして処理するためのコードを格納する。本実施形態で

は、各キヤラクタにはアルファベットがコードとして付されている。

名前フィールド5 2は、キヤラクタの名前を格納するフィールドである。名前フィール

ド52に格納される名前はキヤラクタの愛称であって、制御部 ０が実行する処理にお

いてキヤラクタを識別する目的には、上述したキヤラクタ整理コードフィールド5 に格

納されるコードが用いられる。



００34 タイプフィールド53は、キヤラクタのタイプを格納するフィールドである。例えば、キ

ヤラクタ のタイプは「文化系」とされているが、他にも、「体育会系」、「癒し系」、「ギヤ

ル系」、「萌え系」等のタイプが各キヤラクタのレコードに格納される。

コメントフィールド54 は、各キヤラクタの個性を簡単に説明する文または文字列を格

納する。自己紹介フィールド5 5は、各キヤラクタ自身の台詞として出力される文また

は文章を格納する。この自己紹介フィールド5 5に格納された文または文章は、各キ

なお、図示はしないが、キヤラクタデータベース32には、キヤラクタアイコン6 を表

示パネル2に表示するための画像データ (表示情報 ) が記憶され、これらの画像デー

タは、各キヤラクタに対応づけられている。ここで、キヤラクタデータベース32の各レコ

ードに、各キヤラクタに対応する画像データのファイル名やパスなど、画像データを

指定する情報を格納するフィールドを設けてもよい。

キヤラクタデータベース32の各レコードに含まれる名前フィールド52、タイプフィー

ルド53、コメントフィールド54 、および自己紹介フィールド5 5に格納された情報は、キ

ヤラクタを説明する説明情報として利用される。

００35 図5は、カーナビゲーション装置 の表示パネル2に表示されるキヤラクタ選択画面

の構成例を示す図である。

キヤラクタ選択画面2 は、例えば、カーナビゲーション装置 の電源が投入される

と、ナビゲーション動作の開始前に、制御部 ０の制御によって表示パネル2に表示さ

れる。

キヤラクタ選択画面2 には、選択可能な複数のキヤラクタアイコン6 が表示される

。キヤラクタアイコン6 は、動物や植物を模した絵柄、記号、各種図形 (円や多角形

等の幾何学図形と、そぅでない図形を含む)からなる所定色のシンボルであり、文字

や文字列を含んでいてもよい。また、キヤラクタアイコン6 は、背景色と同色にされ、

色が透明であるよぅに見えるものであってもよい。

各々のキヤラクタアイコン6 が示すキヤラクタには個性 (特性、性格或いは特徴と表

現されるものであってもよい) が設定されており、キヤラクタアイコン6 は、各キヤラクタ



００36 図5に例示するキヤラクタ選択画面2 には、それぞれ、ウザギ、ペンギン、犬、フク

ロウ、ロボットを模したキヤラクタアイコン6 が表示されている。これらのキヤラクタアイ

コン6 には、ウザギ、ペンギン、犬、フクロウ、ロボットの形状から想起されるような個

性が設定されている。

キヤラクタ選択画面2 に表示されたいずれかのキヤラクタアイコン6 に、ユーザが

接触操作することで、一つのキヤラクタアイコン6 が選択される。この選択操作の後

は、カーナビゲーション装置 によるナビゲーション動作において、選択されたキヤラ

クタアイコン6 がユーザを案内するガイド役となって、ユーザに対して種々の情報を

提案し、ユーザの行動を補助する役割を果たす。

００37 図5のキヤラクタ選択画面2 に例示した各々のキヤラクタアイコン6 のうち、ウザギ

を模したキヤラクタアイコン6 は、「可愛い」、「小さい」、「愛くるしい」という個性が特

徴づけられたキヤラクタのアイコンであり、「可愛い」、「小さい」、「愛くるしい」といった

個，性を想起させるように、ウザギの形となっている。同様に、フクロウを模したキヤラク

タアイコン6 は、「知性的」、「博識」といった個性が特徴づけられたキヤラクタのアイコ

ンであるため、この個性を想起させるフクロウの形を模している。

この図5のキヤラクタ選択画面2 に例示した以外にも、例えば、色だけで個性を想、

起させるキヤラクタアイコンを用いることも可能である。例えば、全てのキヤラクタアイコ

ンの形状を長方形とした場合に、「情熱的」、「活発」という個性が特徴づけられたキヤ

ラクタは赤色の長方形として表し、「知的」という個性が特徴づけられたキヤラクタを肯

色の長方形として表し、「平穏 」、「自然」という個性が特徴づけられたキヤラクタを緑

色の長方形として表してもよい。

このように、キヤラクタアイコン6 は、各々のキヤラクタの個性を想起させるような、例

えば大多数の人が上記のキヤラクタの個性をイメージするような、色、形状、色と形状

との組み合わせを有する態様で表示パネル2に表示される。また、キヤラクタアイコン

6 は、その個性を想起させる文字または文字列を含むものであってもよい。

００38 図5に例示するキヤラクタ選択画面2 が表示された状態で、ユーザがキヤラクタア

イコン6 を選択する際には、各々のキヤラクタアイコン6 の個性を知っておくと便利

である。このため、カーナビゲーション装置 は、各キヤラクタアイコン6 の個性を表



示することも可能である。

図6は、カーナビゲーション装置 の表示パネル2に表示されるキヤラクタ説明表示

画面の構成例を示す図である。

このキヤラクタ説明表示画面2 は、例えば、キヤラクタ選択画面2 (図5) において

キヤラクタアイコン6 を選択することで表示される。キヤラクタ説明表示画面2 では、

キヤラクタアイコン6 とともに、キヤラクタアイコン6 の個性に関するキヤラクタ説明情

報6 2が表示される。キヤラクタ説明情報6 2は、キヤラクタアイコン6 の名前や性格傾

向、自己紹介の台詞など、キヤラクタアイコン6 の個性を説明するための情報を含む

００39 ユーザは、キヤラクタ選択画面2 に表示されるキヤラクタアイコン6 の形や色、或

いは、キヤラクタ説明表示画面2 に表示されるキヤラクタ説明情報6 2等をもとに、好

みのキヤラクタアイコン6 を選択すればよい。ここで、ユーザは、必ずしも自分の性格

や個性に近いキヤラクタアイコン6 を選ぶ必要はなく、ユーザ 自身とは若しく典なる

の選択にあたって何ら制限を受けることはない。

００4０ 図7および図8は、ユーザがキヤラクタを選択する際に表示パネル2に表示されるキ

ヤラクタ選択画面の別の例を示す図である。

キヤラクタ選択画面2Cは、画面に一度に表示できるザイズの数倍に相当する仮想、

的な表示エリアで構成され、この仮想的な表示エリアの一部が表示パネル2に表示さ

れる形態となっている。この仮想的な表示エリアには、キヤラクタアイコン6 の定位置

として複数のキヤラクタザイト6 3が設けられ、各々のキヤラクタザイト6 3には一つのキ

ヤラクタアイコン6 が位置している。また、上記の仮想的な表示エリアには、キヤラクタ

ザイト6 3を結ぶ道を模したパス64が表示される。

００4 1 そして、上記の仮想的な表示エリアの一部がキヤラクタ選択画面2Cとして表示パネ

ル2に表示される。一つのキヤラクタ選択画面2Cには、必ず一つのキヤラクタザイト6

3と、このキヤラクタザイト6 3に位置するキヤラクタアイコン6 とが表示され、さらに、画

面の切替方向を案内する矢印形状の移動指示アイコン6 5が表示される。ユーザが

移動指示アイコン6 5に接触操作すると、タッチパネル24がこの接触操作を検出して



、表示パネル2に表示される画面が切り替えられる。画面が切り替わると、例えば図7

に示す態様から図8に示す態様へ画面が遷移して、表示パネル2に、別のキヤラクタ

アイコン6 が表示されるようになる。つまり、ユーザは、キヤラクタ選択画面2Cが表示

された状態で移動指示アイコン6 5を操作して画面を切り替えさせることにより、キヤラ

クタアイコン6 を切り替えて表示させることができる。そして、ユーザは、所望のキヤラ

クタアイコン6 が表示された状態で、このキヤラクタアイコン6 に接触操作することで

、所望のキヤラクタを選択できる。

００42 キヤラクタアイコン6 には、台詞を表示する吹き出しの形状で、メッセージ表示6 6

が表示される。メッセージ表示6 6には、キヤラクタ自身が話す吉菓として、様々なメッ

セージが表示され、例えば、キヤラクタデータベース32の各レコードに格納された説

明情報をメッセージ表示6 6内に表示してもよい。この場合、ユーザは、メッセージ表

示6 6内の文字列を見てキヤラクタの個性を推測し、キヤラクタを選べばよい。

また、図7、図8に例示するキヤラクタ選択画面2Cでキヤラクタアイコン6 が操作さ

れた場合に、そのキヤラクタアイコン6 のキヤラクタに関する説明情報を表示してもよ

い０

００43 図9は、キヤラクタ選択画面においてキヤラクタを選択した後に表示される情報表示

画面の構成例を示す図である。

図9に示す情報表示画面2 は、ユーザが選択したキヤラクタがガイド役となって、

観光施設に関する情報を提案する画面である。情報表示画面2 には、キヤラクタア

イコン6 と、キヤラクタからユーザへのメッセージを表示するメッセージ表示6 6が配置

されている。図9の例では、メッセージ表示6 6の中に「何する ? 」とのメッセージが表

示されており、ドライブの日的を決める画面であることがわかる。そして、情報表示画

面2 には、目的地となる観光施設の種別を指定するためのボタン7 72 73が配

置されている。ボタン7 は「見る」のジヤンルに属する観光施設を指定するボタンであ

り、ボタン72は、「食べる」のジヤンルに属する観光施設を指定するボタンであり、ボタ

ン73は「遊ぶ」ののジヤンルに属する観光施設を指定するボタンである。また、吉辛は

表示画面2 には、前に表示していた画面に戻るよう指示するための戻るボタン74が

配置されている。



００44 情報表示画面2 には、「フク朗のお薦めコース」とのタイトルが表示されている。こ

のタイトルの通り、ボタン7 72 73のいずれかが操作されると、カーナビゲーション

装置 は、ュ一ザが選択したキヤラクタの個性に関連する観光施設の中から「見る」、

「食べる」、或いは「遊ぶ」の種別に対応する観光施設を選択し、選択した観光施設

の情報を表示する。

図9の例で選択されているキヤラクタは「フク朗」である。図4や図6にも例示したよぅ

に、キヤラクタ「フク朗」の個性は、「文化系」、「知的文化のぅんちく王」と特徴づけられ

ている。このため、情報表示画面2 でボタン7 72 73のいずれかが操作されると

、「文化系」で「知的文化のぅんちく王」の個性に関連する観光施設の情報のぅち、操

作されたボタンに応じて「見る」、「食べる」または「遊ぶ」の種別に属する観光施設の

情報が選択され、画面に表示される。

００45 図 ０は、詳細情報表示画面の構成例を示す図である。この図 ０に例示する詳細

情報表示画面2 は、例えば、図9の情報表示画面2 においてボタン7 72 73の

いずれかが操作された後に表示される。

詳細情報表示画面2 には、一つの観光施設について、名称、場所 (住所 ) 、電話

番号、営業 (運営) 時間、料金等に関する情報、観光施設の画像等を表示する詳細

情報表示7 5が表示される。この観光施設は、ュ一ザが選択したキヤラクタの個性に

関連する観光施設の中から選ばれたものである。ここで、キヤラクタの個性に関連す

る観光施設の中から一つの観光施設を選択する方法としては、ランダムに選択する

方法、GPSュニット により検出された現在位置にもっとも近い観光施設を選択する

方法等が挙げられる。

００46 つまり、カーナビゲーション装置 は、キヤラクタアイコン6 が選択され、その後に観

光施設の種別が指定されると、選択されたキヤラクタの個性に関連し、かつ、指定さ

れた種別に属する観光施設の中から、所定の某準に従って予め設定された数にこ

では一つ の観光施設の情報を、詳細情報表示画面2 に表示する。

この詳細情報表示画面2 において、詳細情報表示7 5に表示される観光情報は、

ュ一ザが選択したキヤラクタが 「お薦め」する観光情報である。

この場合、ュ一ザがキヤラクタアイコン6 と種別を選ぶだけで、予め設定された数



の観光施設の情報のみが選択されるため、ュ一ザの手間を大幅に省くことができる。

００47 詳細情報表示7 5には、観光施設の名称等とともに、ュ一ザが選択したキヤラクタ「

フク朗」が観光施設を紹介するメッセージにこでは、「インテリの 心動かす 国宝美

術。」が、合わせて表示される。このメッセージは、観光施設データベース3 の観光

施設毎のレコードに含まれていてもよいが、記憶部 4に、キヤラクタ毎のメッセージを

格納したメッセージデータベースを設けて、このメッセージデータベースから適切なメ

ッセージが選択されて詳細情報表示7 5に表示してもよい。

また、詳細情報表示画面2 にも、前に表示していた画面に戻るよぅ指示するため

の戻るボタン74が配置されている。

００48 そして、詳細情報表示画面2 には、目的地設定指示ボタン7 7、登録指示ボタン7

8、および、キヤンセル指示ボタン79が配置されている。

目的地設定指示ボタン7 7は、詳細情報表示7 5に表示されている観光施設を、ナ

ビゲーション動作の目的地として設定するよぅ指示するボタンである。詳細情報表示7

5が操作されると、カーナビゲーション装置 は、目的地として詳細情報表示7 5に表

示中の観光施設を設定し、この目的地までのナビゲーション動作を開始する。

登録指示ボタン78は、詳細情報表示7 5に表示されている観光施設を、経由地や

目的地として後で設定できるよぅに、地点登録するよぅ指示するためのボタンである。

登録指示ボタン78が操作されると、カーナビゲーション装置 は、登録地点として詳

細情報表示7 5に表示中の観光施設を設定する。この登録地点は、例えば、ナビゲ

ーション動作中に地図上にアイコンで表示され、目的地や経由地を設定する場合等

に速やかに呼び出すことができる。

００49 キヤンセル指示ボタン79は、いま詳細情報表示7 5に表示されている施設以外の、

他の施設の情報を表示するよぅ指示するためのボタンである。キヤンセル指示ボタン

79が操作されると、別の観光施設が選択され、新たに選択された観光施設の情報が

詳細情報表示7 5に表示される。

００5０ なお、上記の例に限らず、例えば、情報表示画面2 の表示中におけるボタン7

72 73の操作に応じて、表示パネル2に複数の観光施設の情報が並べて表示され

、この観光施設のぅちいずれか一つの観光施設が選択された場合に、詳細情報表示



画面2 が表示される構成としてもよい。

００5 1 図 は、カーナビゲーション装置 の動作を示すフローチヤートである。

この図 には、特に、ナビゲーション動作を開始する前のキヤラクタの選択に関す

る一連の動作を示す。

カーナビゲーション装置 の電源がO になってカーナビゲーション装置 が動作を

開始すると(ステップ ) 、市 部 ０は、表示パネル2にキヤラクタアイコン6 を表

示する (ステップS 2)。このステップS 2では、例えば、図5に例示したキヤラクタ選

択画面2 や図7、8に例示したキヤラクタ選択画面2 が表示される。

００5 2 ここで、ユーザの操作によっていずれかのキヤラクタアイコン6 を選択指定する操

作が行われると(ステップS 3) 、制御部 ０は、この操作をタッチパネル24によって検

出し、選択されたキヤラクタアイコン6 に対応するキヤラクタを選択基準として設定す

続いて、ュ一ザにより、目的地の設定を指示する操作が行われると(ステップS 5)

、この操作に応じて、制御部 ０は、目的地の設定を開始する (ステップS 6)。日的

地の設定に際しては、制御部 ０は、例えば図9に例示した情報表示画面2 のよぅ

に目的地の種別を指定するための画面を表示する。

そして、目的地の種別を指定する操作が行われると(ステップS 7) 、制御部 ０は、

選択基準として設定したキヤラクタに関連する観光施設の情報を観光施設データベ

ース3 から抽出し、この抽出した情報のぅち、ステップS 7で指定された種別の情報

を抽出して (ステップS 8) 、表示パネル2に表示する (ステップS g)

００5 3 ステッ 8において、制御部 ０が、選択基準として設定したキヤラクタに関連す

る観光施設の情報を観光施設データベース3 から抽出する処理は、例えば、図3に

例示したよぅに関連キヤラクタフィールド4 3の情報を参照して該当するレコードを観光

施設データベース3 から抽出することで行われる。この処理は、例えば、キヤラクタ

データベース32の一つのレコードのタイプフィールド53、コメントフィールド54および

自己紹介フィールド5 5に格納された情報と、観光施設データベース3 の詳細情報

フィールド4 6の情報とについて、文言解析を行って関連度を算出し、関連度が所定

のしきい値を超えた観光施設のレコードを抽出する処理であってもよい。



００5 4 その後、ュ一ザによって、制御部 ０が抽出した観光施設の情報が選択され、目的

地として設定する旨の指示がなされると(ステップS 2０) 、制御部 ０は、この指示に応

答して、選択された観光施設を目的地として設定し(ステップS 2 ) 、ナビゲーション

動作を開始する (ステッ S22)
００5 5 このよぅに、カーナビゲーション装置 においては、個性が特徴づけられたキヤラクタ

の中から、ュ一ザが気に入ったキヤラクタを選択すると、選択されたキヤラクタの個性

に従ってナビゲーシゴン動作が行われる。具体的にほ、選択されたキヤラクタの個性

に関連する観光施設の情報が選択され、目的地の設定時等に候補として表示パネ

ル2 に表示される。また、選択されたキヤラクタアイコン6 をナビゲーション動作中に

表示し、さらに、キヤラクタのメッセージを、ナビゲーション動作中に表示パネル2 に表

示することも可能である。また、ナビゲーション動作中に経由地を設定する場合や、

目的地を変更する場合等にも、キヤラクタアイコン6 や、キヤラクタのメッセージを表

示することもできる。また、キヤラクタアイコン6 とともにメッセージ表示6 6 等により表

示されるメッセージは、キヤラクタの個性に対応した吉菓遣いにしてもよい。

００5 6 以上のよぅに、本発明を適用した実施形態に係るカーナビゲーション装置 によれ

ば、予め個性が特徴づけられた複数のキヤラクタが設定され、各キヤラクタに対応す

るキヤラクタアイコン6 が表示パネル2に表示される。そして、表示パネル2 に表示さ

れた複数のキヤラクタアイコン6 のいずれかがュ一ザによって選択されると、選択さ

れたキヤラクタアイコン6 の個性に関連する観光情報が選択され、表示される。すな

わち、数多くの観光施設に関する情報から、ュ一ザ 自身が選択したキヤラクタの個性

を基準として情報を選択するので、ュ一ザの意志に従って観光施設を速やかに選び

出すことができる。

００5 7 ここで、カーナビゲーション装置 は、観光施設の選択を、キヤラクタの個性に関連

するといぅ漠然とした基準に従って行ぅため、ジヤンル、店名、価格等の明確で画一

的な基準を必要としないので、ュ一ザ 自身が明確な基準を指定する必要がない。こ

れにより、ュ一ザが表示パネル2のキヤラクタアイコン6 を直観的に選ぶといぅ簡単な

操作により、ュ一ザの意志を反映して観光施設の情報が選択されると㍉ぢ利点があ

る。また、キヤラクタに特徴づけられた個性に複雑性・多面性を持たせれば、ュ一ザ



がキヤラクタアイコン6 を選んだ際に期待する個性とは別の特徴が発揮され、結果と

して、ユーザが意図しない観光施設を選択して表示することも可能であり、この場合、

意外性のある選択を行って興趣性を演出することもできる。

００58 また、カーナビゲーション装置 は、図5のキヤラクタ選択画面2 のように複数のキ

ヤラクタアイコン6 を同じ画面に表示することも、図7および図8のキヤラクタ選択画面

2Cのように、典なる画面にそれぞれ別のキヤラクタアイコン6 を表示することも可能

である。従って、一覧性を重視してシンプルな画面構成を採用することも、画面構成

に趣向を凝らして興趣性を増すことも可能となり、デザイン上の自由良が高まるとレぢ

利点がある。

００59 また、キヤラクタアイコン6 は、そのキヤラクタに特徴づけられた個性を想起させる

色または形状もしくは色と形状との組み合わせを有する態様で、表示パネル2に表示

されるので、ユーザは、各キヤラクタの個性に関する説明等を受けなくても、直観的に

、自分の趣向や気分に合うキヤラクタアイコン6 を選ぶことができる。

００6０ さらに、カーナビゲーション装置 は、図6のキヤラクタ説明表示画面2 のように、表

示パネル2には、キヤラクタアイコン6 とともに、キヤラクタの個性を説明する情報を表

示することもできる。このキヤラクタ説明表示画面2 を見て、ユーザは、キヤラクタの

個性を知った上で、容易に所望のキヤラクタアイコン6 を選ぶことができる。このため

、十分な情報を欲するユーザに対して適切に情報を提供することで、キヤラクタアイコ

ン6 を選ぶ場合のユーザの判断を補助し、快適な操作を実現できる。

００6 1 さらに、カーナビゲーション装置 において、観光施設データベース3 の各レコー

ドは、観光施設の種別を示す情報を施設種別フィールド44に格納し、この施設種男

フィールド44の情報に墓づいて種別毎に観光施設を分類できる。このため、ユーザ

がキヤラクタアイコン6 を選択し、例えば図9の情報表示画面2 で種別を指定する

と、カーナビゲーション装置 は、選択されたキヤラクタの個性に関連する観光施設を

選択するとともに、選択した観光施設から指定された種別の観光施設をさらに選択す

る。これにより、ユーザが選択したキヤラクタの個性と、ユーザが指定した種別との両

方を基準として観光施設が選択されるので、よりユーザの好みや意志を反映して、観

光施設を選択できるとレぢ利点がある。



００62 また、観光施設データベース3 の各レコードには、関連するキヤラクタを示す関連

キヤラクタフィールド4 3が含まれているので、この関連キヤラクタフィールド4 3に格納

された情報に基づいて、ユーザが選択したキヤラクタの個性に関連する観光施設を、

高速かつ確実に選択することができる。

００63 なお、上記実施形態においては、キヤラクタアイコン6 として動物を模した図形を

用いたが、本発明はこれに限定されるものではなく、円や多角形等の単純な図形、

象形文字を含む各種言語の文字等を用いることも可能であるし、全てのキヤラクタア

イコン6 を同じ形状の図形として、各々のキヤラクタアイコン6 にキヤラクタの個性を

想起させる色を与えることで、各キヤラクタアイコン6 を区別できるようにしてもよい。

また、上記実施形態では、キヤラクタ選択画面2 2Cにおいて一つのキヤラクタア

イコン6 を選択するものとして説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、

例えば、どのキヤラクタアイコン6 も選ばないことを指示する操作が行われた場合に

、キヤラクタアイコン6 を用いず、通常のナビゲーション動作を実行するものとしても

よい。

００64 また、上記実施形態においては、ナビゲーション動作の開始前にキヤラクタアイコン

6 が表示されて、キヤラクタを選択できるようにしたが、本発明はこれに限定されるも

のではなく、ナビゲーション動作中にキヤラクタアイコン6 を選択する画面を呼び出

すことが可能な構成としてもよいし、力一ナビゲーション装置 の通常の日的地設定

動作等において、ある観光施設を選択した際に、この観光施設と関連する個性を有

するキヤラクタのキヤラクタアイコン6 が、表示パネル2に表示されるようにしてもよい

。また、個性が特徴づけられたキヤラクタについては、キヤラクタアイコン6 だけでなく

、音声を対応づけてキヤラクタデータベース32に記憶してもよく、この場合、キヤラク

タアイコン6 の表示時や選択時に、対応する音声が力一ナビゲーション装置 から

出力されるようにしてもよい。また、上記実施形態では所定の画面構成に様々なキヤ

ラクタアイコン6 が表示される例について説明したが、例えば、キヤラクタアイコン6

毎に、画面のデザインを変化させてもよい。この場合、キヤラクタアイコン6 の画像デ

ータとともに、画面構成を規定する情報を、キヤラクタデータベース32に記憶させて

おき、制御部 ０がキヤラクタアイコン6 の画像データを読み出す際に、合わせて画



面構成を規定する情報を取得して処理すればよい。

さらに、上記の実施形態では、車両に搭裁されて車両の経路案内を行ぅカーナビゲ

ーション装置 に本発明を適用した例について説明したが、本発明はこれに限定さ

れるものではなく、例えば、人が持ち歩くハンディ型のポータブルナビゲーション装置

に本発明を適用することも可能であるし、GPS等による自位置検出を行ぅことでナビ

ゲーション機能を実現する携帯電話機やP 等も一種のナビゲーション装置である

から、本発明の適用は妨げられない。その他、カーナビゲーション装置 のハードウェ
ア的な細部構成等についても、任意に変更可能である。



請求の範囲

移動体の経路案内を行ぅナビゲーション装置において、

観光情報を記憶した観光情報記憶手段と、

それぞれ個性が特徴づけられた複数のシンボルを表示画面に表示させる表示制

御手段と、

前記表示画面に表示された複数の前記シンボルのいずれかが選択された場合に、

選択されたシンボルの個性に関連する観光情報を前記観光情報記憶手段から選択

する観光情報選択手段と、

前記観光情報選択手段により選択された観光情報を前記表示画面に表示させる

情報表示制御手段と、

を備えることを特徴とするナビゲーション装置。

2 前記表示制御手段は、複数の前記シンボルを、前記表示画面に同時に表示させ、

或いは、前記表示画面において切り替えて表示させること、

を特徴とする請求項 記載のナビゲーション装置。

3 前記シンボルは、そのシンボルに特徴づけられた個性を想起させる色または形状も

しくは色と形状との細み合わせを有する態様で、前記表示画面に表示されること、

を特徴とする請求項 記載のナビゲーション装置。

4 前記表示制御手段は、前記シンボルに特徴づけられた個性を説明する説明情報

を、前記シンボルとともに前記表示画面に表示すること、

を特徴とする請求項 記載のナビゲーション装置。

5 前記観光情報記憶手段は、観光情報を種別毎に記憶しており、

前記観光情報選択手段は、選択されたシンボルの個性に関連する観光情報を前

記観光情報記憶手段から選択するとともに、選択した観光情報から指定された種別

の観光情報をさらに選択すること、

を特徴とする請求項 記載のナビゲーション装置。

6 前記観光情報記憶手段は、予め、前記観光情報毎に関連する前記シンボルを示

すシンボル関連情報を記憶しており、

前記観光情報選択手段は、前記観光情報記憶手段に記憶されたシンボル関連情



報に基づいて、選択されたシンボルの個性に関連する観光情報を前記観光情報記

憶手段から選択すること、

を特徴とする請求項 記載のナビゲーション装置。

7 移動体の経路案内を行ぅナビゲーション装置の制御方法であって、

表示画面と、観光情報を記憶する観光情報記憶手段と、を備えたナビゲーション装

置を制御して、

それぞれ個性が特徴づけられた複数のシンボルを表示画面に表示させ、

前記表示画面に表示された複数の前記シンボルのいずれかが選択された場合に、

選択されたシンボルの個性に関連する観光情報を前記観光情報記憶手段から選択

し、

選択された観光情報を前記表示画面に表示させること、

を特徴とするナビゲーション装置の制御方法。
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