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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の現在位置を含む地図を表示画面に表示する地図表示装置であって、
　所定の地図の向きが登録された登録エリアを車両が走行している状況であるか否かの判
定と、登録されている蛇行区間を車両が走行している状況であるか否かの判定と、前記表
示画面に表示されている地図において車両の現在位置が道路にマップマッチングされてい
る状況であるか否かの判定と、車両の角速度の判定とが可能な状況判定手段と、
　直進走行での移動距離が予め定められた距離に達した際の車両の進行方向を記憶する直
進方向記憶手段と、
　前記状況判定手段により車両の走行状況が特定の走行状況であると判定されていること
を条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを特定の向きに変更する地図表示制御
手段と、
　を備え、
　前記地図表示制御手段は、
　前記状況判定手段により前記登録エリアを車両が走行している状況であると判定されて
いることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きをその登録エリアの所定の地
図の向きに変更し、
　前記状況判定手段により前記蛇行区間を車両が走行している状況であると判定されてい
ることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを前記蛇行区間の概略的な進行
方向を上向きとする地図の向きに変更し、
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　前記状況判定手段により車両の現在位置が道路にマップマッチングされている状況でな
いと判定されており、かつ、前記状況判定手段により判定された角速度及びその角速度の
変化量のうち少なくとも一方が所定のしきい値以上であることを条件として、前記表示画
面に表示する地図の向きを、前記直進方向記憶手段に記憶されている進行方向を上向きと
する地図の向きに変更すること、
　を特徴とする地図表示装置。
【請求項２】
　車両の現在位置を含む地図を表示画面に表示する地図表示装置であって、
　所定の地図の向きが登録された登録エリアを車両が走行している状況であるか否かの判
定と、登録されている蛇行区間を車両が走行している状況であるか否かの判定と、前記表
示画面に表示されている地図において車両の現在位置が道路にマップマッチングされてい
る状況であるか否かの判定とが可能な状況判定手段と、
　マップマッチングがされないエリアに車両が進入した際のその進入時点での進行方向を
記憶する進行方向記憶手段と、
　前記状況判定手段により車両の走行状況が特定の走行状況であると判定されていること
を条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを特定の向きに変更する地図表示制御
手段と、
　を備え、
　前記地図表示制御手段は、
　前記状況判定手段により前記登録エリアを車両が走行している状況であると判定されて
いることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きをその登録エリアの所定の地
図の向きに変更し、
　前記状況判定手段により前記蛇行区間を車両が走行している状況であると判定されてい
ることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを前記蛇行区間の概略的な進行
方向を上向きとする地図の向きに変更し、
　前記状況判定手段により車両の現在位置が道路にマップマッチングされている状況でな
いと判定されていることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを、前記進行
方向記憶手段に記憶されている進行方向を上向きとする向きに変更すること、
　を特徴とする地図表示装置。
【請求項３】
　前記地図表示制御手段は、前記蛇行区間における前記表示画面に表示されている部分に
基づき前記概略的な進行方向を算出すること
　を特徴とする請求項１または請求項２に記載の地図表示装置。
【請求項４】
　車両の現在位置を含む地図を表示画面に表示する地図表示装置としてコンピュータを機
能させるためのプログラムであって、
　所定の地図の向きが登録された登録エリアを車両が走行している状況であるか否かの判
定と、登録されている蛇行区間を車両が走行している状況であるか否かの判定と、前記表
示画面に表示されている地図において車両の現在位置が道路にマップマッチングされてい
る状況であるか否かの判定と、車両の角速度の判定とが可能な状況判定手段と、
　直進走行の移動距離が予め定められた距離に達した際の車両の進行方向を記憶手段に記
憶させる直進方向記憶制御手段と、
　前記状況判定手段により車両の走行状況が特定の走行状況であると判定されていること
を条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを特定の向きに変更する地図表示制御
手段としてコンピュータを機能させ、
　前記地図表示制御手段は、
　前記状況判定手段により前記登録エリアを車両が走行している状況であると判定されて
いることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きをその登録エリアの所定の地
図の向きに変更し、
　前記状況判定手段により前記蛇行区間を車両が走行している状況であると判定されてい
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ることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを前記蛇行区間の概略的な進行
方向を上向きとする地図の向きに変更し、
　前記状況判定手段により車両の現在位置が道路にマップマッチングされている状況でな
いと判定されており、かつ、前記状況判定手段により判定された角速度及びその角速度の
変化量のうち少なくとも一方が所定のしきい値以上であることを条件として、前記表示画
面に表示する地図の向きを、前記記憶手段に記憶されている進行方向を上向きとする地図
の向きに変更すること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項５】
　車両の現在位置を含む地図を表示画面に表示する地図表示装置としてコンピュータを機
能させるためのプログラムであって、
　所定の地図の向きが登録された登録エリアを車両が走行している状況であるか否かの判
定と、登録されている蛇行区間を車両が走行している状況であるか否かの判定と、前記表
示画面に表示されている地図において車両の現在位置が道路にマップマッチングされてい
る状況であるか否かの判定とが可能な状況判定手段と、
　マップマッチングがされないエリアに車両が進入した際のその進入時点での進行方向を
記憶手段に記憶させる進行方向記憶制御手段と、
　前記状況判定手段により車両の走行状況が特定の走行状況であると判定されていること
を条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを特定の向きに変更する地図表示制御
手段としてコンピュータを機能させ、
　前記地図表示制御手段は、
　前記状況判定手段により前記登録エリアを車両が走行している状況であると判定されて
いることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きをその登録エリアの所定の地
図の向きに変更し、
　前記状況判定手段により前記蛇行区間を車両が走行している状況であると判定されてい
ることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを前記蛇行区間の概略的な進行
方向を上向きとする地図の向きに変更し、
　前記状況判定手段により車両の現在位置が道路にマップマッチングされている状況でな
いと判定されていることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを、前記記憶
手段に記憶されている進行方向を上向きとする向きに変更すること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項６】
　車両の現在位置を含む地図を表示画面に表示する地図表示装置であって、
　前記表示画面に表示されている地図において車両の現在位置が道路にマップマッチング
されている状況であるか否かの判定と、車両の角速度の判定とが可能な状況判定手段と、
　直進走行での移動距離が予め定められた距離に達した際の車両の進行方向を記憶する直
進方向記憶手段と、
　前記状況判定手段により車両の現在位置が道路にマップマッチングされている状況でな
いと判定されており、かつ、前記状況判定手段により判定された角速度及びその角速度の
変化量のうち少なくとも一方が所定のしきい値以上であることを条件として、前記表示画
面に表示する地図の向きを、前記直進方向記憶手段に記憶されている進行方向を上向きと
する地図の向きに変更する地図表示制御手段と
　を備えることを特徴とする地図表示装置。
【請求項７】
　車両の現在位置を含む地図を表示画面に表示する地図表示装置であって、
　前記表示画面に表示されている地図において車両の現在位置が道路にマップマッチング
されている状況であるか否かを判定可能な状況判定手段と、
　マップマッチングがされないエリアに車両が進入した際のその進入時点での進行方向を
記憶する進行方向記憶手段と、
　前記状況判定手段により車両の現在位置が道路にマップマッチングされている状況でな
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いと判定されていることを条件として、前記表示画面に表示する地図の向きを、前記進行
方向記憶手段に記憶されている進行方向を上向きとする向きに変更する地図表示制御手段
と、
　を備えることを特徴とする地図表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の現在位置を含む地図を表示画面に表示する地図表示装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ナビゲーション装置等の地図表示装置が表示画面に表示する地図の向きとしては
、北が上になるように地図を固定する表示態様（いわゆるノースアップ表示）と、車両の
進行方向が上になるように地図を回転する表示態様（ヘディングアップ表示）とが知られ
ている。このうち、ヘディングアップ表示は、地図上の車両が常に上方へ向かうように地
図の向きが調整されるため、ノースアップ表示に比べ、車両の走行中における現在位置と
地図との関係が直感的に分かりやすい。
【０００３】
　なお、特許文献１には、表示画面を２つに分割し、一方でノースアップ表示を行い、他
方でヘディングアップ表示を行う構成が提案されている。
【特許文献１】特開平１０－１１６０２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述したように、ヘディングアップ表示は車両の走行中における現在位置と地図との関
係が直感的に分かりやすいという利点があるものの、あらゆる走行状況において分かりや
すい表示であるとは言い難い。つまり、走行状況によっては、ヘディングアップ表示のよ
うに進行方向に追従した地図の回転表示が却って分かりにくくしてしまうケースも考えら
れる。
【０００５】
　本発明は、こうした問題にかんがみてなされたものであり、車両の走行状況に応じて地
図を分かりやすく表示することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた本発明の請求項１に記載の地図表示装置は、車両の
現在位置を含む地図を表示画面に表示するものである。そして、この地図表示装置は、所
定の地図の向きが登録された登録エリアを車両が走行している状況であるか否かの判定と
、登録されている蛇行区間を車両が走行している状況であるか否かの判定と、表示画面に
表示されている地図において車両の現在位置が道路にマップマッチングされている状況で
あるか否かの判定と、車両の角速度の判定とが可能な状況判定手段と、直進走行での移動
距離が予め定められた距離に達した際の車両の進行方向を記憶する直進方向記憶手段と、
状況判定手段により車両の走行状況が特定の走行状況であると判定されていることを条件
として、表示画面に表示する地図の向きを特定の向きに変更する地図表示制御手段と、を
備える。そして、地図表示制御手段は、状況判定手段により登録エリアを車両が走行して
いる状況であると判定されていることを条件として、表示画面に表示する地図の向きをそ
の登録エリアの所定の地図の向きに変更すると共に、状況判定手段により蛇行区間を車両
が走行している状況であると判定されていることを条件として、表示画面に表示する地図
の向きを蛇行区間の概略的な進行方向を上向きとする地図の向きに変更する。また、地図
表示制御手段は、状況判定手段により車両の現在位置が道路にマップマッチングされてい
る状況でないと判定されており、かつ、状況判定手段により判定された角速度及びその角
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速度の変化量のうち少なくとも一方が所定のしきい値以上であることを条件として、表示
画面に表示する地図の向きを、直進方向記憶手段に記憶されている進行方向を上向きとす
る地図の向きに変更する。
【０００７】
　このような地図表示装置によれば、表示画面に表示する地図の向きを、車両の走行状況
に関係なく画一的に表示する場合に比べ、地図を分かりやすく表示することができる。
　また、このような地図表示装置によれば、所定の地図の向きが登録された登録エリアに
おいて、地図を分かりやすく表示することができる。
　また、このような地図表示装置によれば、通常のヘディングアップ表示に比べ、地図の
回転度合いを抑えることが可能となり、地図を分かりやすく表示することができる。
　また、このような地図表示装置によれば、車両の旋回時において表示画面に表示されて
いる地図が不要に回転することを防ぐことができる。
【０００８】
　また、請求項２に記載の地図表示装置は、所定の地図の向きが登録された登録エリアを
車両が走行している状況であるか否かの判定と、登録されている蛇行区間を車両が走行し
ている状況であるか否かの判定と、表示画面に表示されている地図において車両の現在位
置が道路にマップマッチングされている状況であるか否かの判定とが可能な状況判定手段
と、マップマッチングがされないエリアに車両が進入した際のその進入時点での進行方向
を記憶する進行方向記憶手段と、状況判定手段により車両の走行状況が特定の走行状況で
あると判定されていることを条件として、表示画面に表示する地図の向きを特定の向きに
変更する地図表示制御手段と、を備える。そして、地図表示制御手段は、状況判定手段に
より登録エリアを車両が走行している状況であると判定されていることを条件として、表
示画面に表示する地図の向きをその登録エリアの所定の地図の向きに変更すると共に、状
況判定手段により蛇行区間を車両が走行している状況であると判定されていることを条件
として、表示画面に表示する地図の向きを蛇行区間の概略的な進行方向を上向きとする地
図の向きに変更する。また、地図表示制御手段は、状況判定手段により車両の現在位置が
道路にマップマッチングされている状況でないと判定されていることを条件として、表示
画面に表示する地図の向きを、進行方向記憶手段に記憶されている進行方向を上向きとす
る向きに変更する。
　このような地図表示装置によれば、表示画面に表示する地図の向きを、車両の走行状況
に関係なく画一的に表示する場合に比べ、地図を分かりやすく表示することができる。
　また、このような地図表示装置によれば、所定の地図の向きが登録された登録エリアに
おいて、地図を分かりやすく表示することができる。
　また、このような地図表示装置によれば、通常のヘディングアップ表示に比べ、地図の
回転度合いを抑えることが可能となり、地図を分かりやすく表示することができる。
　このような地図表示装置によれば、車両の現在位置が道路にマップマッチングされてい
ない状態（換言すれば、車両の進路を予測できない状態）においても、適切な方向を上向
きとして地図を表示することが可能となる。
【０００９】
　また、例えば請求項３に記載のように、地図表示制御手段が、蛇行区間における表示画
面に表示されている部分に基づき概略的な進行方向を算出するようにすれば、表示画面に
表示されている範囲を広く（広域に）するほど地図の回転度合いを抑えることができる。
この結果、地図をより分かりやすく表示することができる。
【００１０】
　また、請求項４に記載のプログラムは、車両の現在位置を含む地図を表示画面に表示す
る地図表示装置としてコンピュータを機能させるためのものである。このプログラムは、
所定の地図の向きが登録された登録エリアを車両が走行している状況であるか否かの判定
と、登録されている蛇行区間を車両が走行している状況であるか否かの判定と、表示画面
に表示されている地図において車両の現在位置が道路にマップマッチングされている状況
であるか否かの判定と、車両の角速度の判定とが可能な状況判定手段と、直進走行の移動
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距離が予め定められた距離に達した際の車両の進行方向を記憶手段に記憶させる直進方向
記憶制御手段と、状況判定手段により車両の走行状況が特定の走行状況であると判定され
ていることを条件として、表示画面に表示する地図の向きを特定の向きに変更する地図表
示制御手段としてコンピュータを機能させる。そして、地図表示制御手段は、状況判定手
段により登録エリアを車両が走行している状況であると判定されていることを条件として
、表示画面に表示する地図の向きをその登録エリアの所定の地図の向きに変更すると共に
、状況判定手段により蛇行区間を車両が走行している状況であると判定されていることを
条件として、表示画面に表示する地図の向きを蛇行区間の概略的な進行方向を上向きとす
る地図の向きに変更する。また、地図表示制御手段は、状況判定手段により車両の現在位
置が道路にマップマッチングされている状況でないと判定されており、かつ、状況判定手
段により判定された角速度及びその角速度の変化量のうち少なくとも一方が所定のしきい
値以上であることを条件として、表示画面に表示する地図の向きを、記憶手段に記憶され
ている進行方向を上向きとする地図の向きに変更する。
　このようなプログラムによれば、請求項１の地図表示装置としてコンピュータを機能さ
せることができ、これにより前述した効果を得ることができる。
【００１１】
　また、請求項５に記載のプログラムは、車両の現在位置を含む地図を表示画面に表示す
る地図表示装置としてコンピュータを機能させるためのものである。このプログラムは、
所定の地図の向きが登録された登録エリアを車両が走行している状況であるか否かの判定
と、登録されている蛇行区間を車両が走行している状況であるか否かの判定と、表示画面
に表示されている地図において車両の現在位置が道路にマップマッチングされている状況
であるか否かの判定とが可能な状況判定手段と、マップマッチングがされないエリアに車
両が進入した際のその進入時点での進行方向を記憶手段に記憶させる進行方向記憶制御手
段と、状況判定手段により車両の走行状況が特定の走行状況であると判定されていること
を条件として、表示画面に表示する地図の向きを特定の向きに変更する地図表示制御手段
としてコンピュータを機能させる。そして、地図表示制御手段は、状況判定手段により登
録エリアを車両が走行している状況であると判定されていることを条件として、表示画面
に表示する地図の向きをその登録エリアの所定の地図の向きに変更すると共に、状況判定
手段により蛇行区間を車両が走行している状況であると判定されていることを条件として
、表示画面に表示する地図の向きを蛇行区間の概略的な進行方向を上向きとする地図の向
きに変更する。また、地図表示制御手段は、状況判定手段により車両の現在位置が道路に
マップマッチングされている状況でないと判定されていることを条件として、表示画面に
表示する地図の向きを、記憶手段に記憶されている進行方向を上向きとする向きに変更す
る。
　このようなプログラムによれば、請求項２の地図表示装置としてコンピュータを機能さ
せることができ、これにより前述した効果を得ることができる。
【００１２】
　また、請求項６に記載の地図表示装置は、表示画面に表示されている地図において車両
の現在位置が道路にマップマッチングされている状況であるか否かの判定と、車両の角速
度の判定とが可能な状況判定手段と、直進走行での移動距離が予め定められた距離に達し
た際の車両の進行方向を記憶する直進方向記憶手段と、状況判定手段により車両の現在位
置が道路にマップマッチングされている状況でないと判定されており、かつ、状況判定手
段により判定された角速度及びその角速度の変化量のうち少なくとも一方が所定のしきい
値以上であることを条件として、表示画面に表示する地図の向きを、直進方向記憶手段に
記憶されている進行方向を上向きとする地図の向きに変更する地図表示制御手段と、を備
える。
　このような地図表示装置によれば、車両の旋回時において表示画面に表示されている地
図が不要に回転することを防ぐことができる。
【００１３】
　また、請求項７に記載の地図表示装置は、表示画面に表示されている地図において車両
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の現在位置が道路にマップマッチングされている状況であるか否かを判定可能な状況判定
手段と、マップマッチングがされないエリアに車両が進入した際のその進入時点での進行
方向を記憶する進行方向記憶手段と、状況判定手段により車両の現在位置が道路にマップ
マッチングされている状況でないと判定されていることを条件として、表示画面に表示す
る地図の向きを、進行方向記憶手段に記憶されている進行方向を上向きとする向きに変更
する地図表示制御手段と、を備える。
　このような地図表示装置によれば、車両の現在位置が道路にマップマッチングされてい
ない状態（換言すれば、車両の進路を予測できない状態）においても、適切な方向を上向
きとして地図を表示することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明が適用された実施形態について、図面を用いて説明する。
　［１．全体構成］
　図１は、実施形態の地図表示装置としてのナビゲーション装置１０の概略構成を示すブ
ロック図である。
【００１６】
　このナビゲーション装置１０は、車両に搭載されて用いられるものであり、制御部２０
と、位置検出器３０と、操作部４０と、地図データ入力部５０とを備えている。
　制御部２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏなどからなるマイクロコンピュータを
中心に構成されており、ＲＯＭに記憶されているプログラムに基づいて各種処理を実行す
る。具体的には、例えば、当該ナビゲーション装置１０の搭載された車両（以下、単に「
車両」という。）の現在位置を、位置検出器３０からの各検出信号に基づき座標及び進行
方向の組として算出し、地図データ入力部５０を介して読み込んだ現在位置を含む地図と
ともに、車両に搭載されている表示装置６１の表示画面に表示する現在位置表示処理を行
う。その他、地図データ入力部５０に格納された地図データと、操作部４０の操作に従っ
て設定された目的地とに基づいて現在位置から目的地までの最適な経路を算出する経路算
出処理や、その算出した経路を表示装置６１の表示画面に表示させることにより経路を案
内する経路案内処理等を行う。
【００１７】
　また、制御部２０には、車両に搭載されている車輪速センサ６２やステアリングセンサ
６３からの検出信号が入力される。ここで、車輪速センサ６２は、車両の各車輪の回転速
度を検出するためのものであり、その検出値に基づき車速が算出される。また、ステアリ
ングセンサ６３は、車両のステアリングホイールの操作量に応じた検出信号を出力するも
のであり、その検出値及び車速に基づき車両の角速度が算出される。
【００１８】
　位置検出器３０は、車両の現在位置を検出するためのものであり、ＧＰＳ受信機３１と
、ジャイロスコープ３２と、距離センサ３３とを備えている。
　ＧＰＳ受信機３１は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ
）用の人工衛星からの電波を受信してその受信信号を出力する。
【００１９】
　ジャイロスコープ３２は、車両に加えられる回転運動の大きさを検出する。なお、ジャ
イロスコープ３２の検出値に基づき車両の角速度を算出するようにしてもよい。
　距離センサ３３は、車両の前後方向の加速度等から走行した距離を検出する。
【００２０】
　そして、制御部２０は、これら各センサ等３１～３３からの出力信号に基づいて、車両
の位置（緯度、経度及び高度）、方位、速度等を算出する。
　操作部４０は、利用者からの各種指示を入力するためのものであり、メカニカルなキー
スイッチ等から構成される。そして、制御部２０は、操作部４０を介して入力される利用
者からの指示に従い、表示装置６１の表示画面に表示させる地図の表示態様を変更する。
【００２１】
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　例えば、制御部２０は、地図の縮尺を変更する指示（広域指示又は詳細指示）を入力し
た場合には、その指示に従い、表示装置６１の表示画面に表示させる地図の縮尺を変更す
る。
【００２２】
　また、制御部２０は、地図の表示モード（地図の向きを決定する条件）を変更する指示
を入力した場合には、その指示に従い表示モードを変更する。本実施形態のナビゲーショ
ン装置１０では、地図の表示モードとして、ヘディングアップモード、ノースアップモー
ド及び自動変更モードの３種類の中から１つを選択するようになっている。ここで、ヘデ
ィングアップモードとは、常にヘディングアップ表示を行う動作モードであり、ノースア
ップモードとは、常にノースアップ表示を行う動作モードである。一方、自動変更モード
とは、ヘディングアップ表示をベースとしつつ、特定の走行状況となった場合に自動的に
その走行状況に応じた表示態様に変更する動作モードである。
【００２３】
　地図データ入力部５０は、図示しない地図データ記憶媒体（例えばハードディスクやＤ
ＶＤ－ＲＯＭ等）に記憶された各種データを入力するための装置である。地図データ記憶
媒体には、地図データ（ノードデータ、リンクデータ、背景データ、道路データ、名称デ
ータ、交差点データ等）や、案内用の音声データ等が記憶されている。
【００２４】
　また、地図データ記憶媒体には、特定の施設（アミューズメントパークや大型ショッピ
ングセンターの一部）について、その施設が存在するエリアの情報とともに、その施設の
ガイド情報が記憶されている。ここで、ガイド情報とは、その施設に関する情報であり、
その施設で配布されている地図の向きの情報が含まれている。すなわち、大型の施設では
駐車場等を示したオリジナルの地図を配布していることが多く、こうしたオリジナルの地
図では北以外の方角を所定の地図の向きとして定めていることがあるから、その所定の地
図の向きをその施設についてのガイド情報として記憶している。
【００２５】
　さらに、地図データ記憶媒体には、山道などのカーブの多い特定の道路が蛇行区間とし
てあらかじめ記憶（登録）されている。
　［２．ナビゲーション装置が実行する処理］
　次に、本実施形態のナビゲーション装置１０が実行する処理について説明する。
【００２６】
　本実施形態のナビゲーション装置１０は、ヘディングアップ表示の利点を享受しつつ、
ヘディングアップ表示の問題点を解消するような地図表示を行うことを特徴としている。
すなわち、ヘディングアップ表示では、地図の上方向と車両の進行方向とが常に一致する
ように地図が自動的に回転するため、車両の走行中における現在位置と地図との関係が直
感的に分かりやすいという利点がある。しかしながら、例えば以下に例示したような車両
の走行状況（事例１～３）においては、ヘディングアップ表示のように進行方向に追従し
た地図の回転表示が好ましくないケースも考えられる。
【００２７】
　（１）事例１：山道の走行中における地図の回転表示
　このような走行状況において、ユーザは、詳細地図を見て運転しているような場合には
、リアルタイムで地図が回転表示することを望むとしても、広域地図を見て運転している
ような場合には、地図がこまめに回転表示することを望まないことが多いと考えられる。
広域地図を見ている場合には、走行中の道路における細かなカーブの向き等を確認してい
るのではなく、概略的な進行方向を確認していることが多いからである。
【００２８】
　（２）事例２：駐車場（特に立体駐車場）における地図の回転表示
　例えば、立体駐車場等においてらせん状の通路を走行しているような場合に、狭い駐車
場で地図がぐるぐる回転しても、ユーザにはメリットがなく、却ってどこにいるのかが分
からなくなる。
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【００２９】
　（３）事例３：施設のエリアにおける地図の回転表示
　例えばアミューズメントパークや大型ショッピングセンターといった大型施設では、そ
の施設専用のオリジナルの地図が出回っている。このような地図では、北を上向きとする
ことよりも見た目の分かりやすさを重視して地図の向きが決められることが多く、ユーザ
も、オリジナルの地図の向きに慣れていることが多い。したがって、このような施設のエ
リアでは、オリジナルの地図に合わせた方位で車両の現在位置を表示する方が分かりやす
い。
【００３０】
　以上、事例１～３として例示したように、走行状況によってはヘディングアップ表示で
は却って分かりにくくなることが生じ得る。そこで、本実施形態のナビゲーション装置１
０では、地図の表示モードとして、ヘディングアップ表示をベースとしつつ、特定の走行
状況となった場合に自動的にその走行状況に応じた表示態様に変更する自動変更モードを
用意している。
【００３１】
　ここで、地図の表示モードとして自動変更モードが選択されている状態において、ナビ
ゲーション装置１０の制御部２０が実行する具体的な処理内容について説明する。図２は
、一定時間ごと（例えば１００ｍｓごと）に制御部２０が実行する表示態様決定処理のフ
ローチャートである。なお、この表示態様決定処理は、制御部２０のＲＯＭ（あくまでも
一例であり、これ以外の記憶手段であってもよい）に記憶されているプログラムに従い、
制御部２０のＣＰＵが実行するものである。
【００３２】
　制御部２０は、表示態様決定処理を開始すると、まず、Ｓ１０１で、車両の現在位置が
ガイド情報の記憶されている施設のエリア内であるか否かを判定する。つまり、ガイド情
報の記憶されている施設のエリア内を車両が走行している状況であるか否かを判定する。
【００３３】
　そして、Ｓ１０１で、車両の現在位置がガイド情報の記憶されている施設のエリア内で
あると判定した場合には、Ｓ１０２へ移行し、表示装置６１の表示画面に表示する地図の
向きを、ガイド情報と同一の向きに決定した後、本表示態様決定処理を終了する。つまり
、ガイド情報の記憶されている施設のエリア内を車両が走行している間は、その施設で配
布されている地図の向きと同一の向きで表示装置６１に地図を表示する。
【００３４】
　一方、Ｓ１０１で、車両の現在位置がガイド情報の記憶されている施設のエリア内でな
いと判定した場合には、Ｓ１０３へ移行し、表示装置６１の表示画面に表示されている地
図において、車両の現在位置が地図上の道路にマップマッチングされている状態であるか
否かを判定する。つまり、車両が道路を走行中であるか否かを判定する。
【００３５】
　そして、Ｓ１０３で、車両の現在位置が地図上の道路にマップマッチングされている状
態であると判定した場合には、Ｓ１０４へ移行し、車両の現在位置が蛇行区間内であるか
否かを判定する。つまり、地図データ記憶媒体にあらかじめ記憶されている蛇行区間を車
両が走行している状況であるか否かを判定する。
【００３６】
　そして、Ｓ１０４で、車両の現在位置が蛇行区間内でないと判定した場合には、Ｓ１０
５へ移行し、表示装置６１の表示画面に表示する地図の向きを、進行方向が上となる向き
に決定した後、本表示態様決定処理を終了する。つまり、車両が蛇行区間以外の道路を走
行している間（通常走行中）は、ヘディングアップ表示とする。
【００３７】
　一方、Ｓ１０４で、車両の現在位置が蛇行区間内であると判定した場合には、Ｓ１０６
へ移行し、図３に示すように、その蛇行区間の概略的な進行方向を概略方位として算出す
る。具体的には、蛇行区間のうち表示装置６１の表示画面に表示されている部分のみに基
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づき概略方位を算出する。したがって、概略方位は、蛇行区間内での車両の走行に伴い表
示装置６１の表示画面に表示されている地図がスクロールすることにより変化し、表示装
置６１の表示画面に表示されている地図の縮尺が小さいほど（縮小率が大きいほど)変化
が小さくなる。つまり、地図を広域表示にするほど、通常のヘディングアップ表示に比べ
て地図の回転が緩やかになる。なお、概略方位は、例えば、表示画面に表示されている部
分における最も手前のポイントを始点とし最も先のポイントを終点とするベクトルの方向
としてもよく、また、蛇行する道路を一本の直線に近似した場合の方向としてもよい。
【００３８】
　続いて、Ｓ１０７では、表示装置６１の表示画面に表示する地図の向きを、Ｓ１０６で
算出した概略方位が上となる向きに決定した後、本表示態様決定処理を終了する。つまり
、車両が蛇行区間を走行している間は、概略方位を上向きとするように地図が表示される
。
【００３９】
　一方、Ｓ１０３で、車両の現在位置が地図上の道路にマップマッチングされている状態
でないと判定した場合には、Ｓ１０８へ移行し、車両が回転している状態であるか否かを
判定する。具体的には、図４（ａ）に示すように車両の角速度（絶対値）が所定の判定基
準角速度以上である場合、又は、図４（ｂ）に示すように車両の角速度の変化量（絶対値
）が所定の判定基準変化量以上である場合に、車両が回転している状態であると判定する
。例えば、立体駐車場等においてらせん状の通路を走行しているような場合（比較的急な
カーブを走行している場合）に、車両が回転している状態であると判定するようにしてい
る。
【００４０】
　そして、Ｓ１０８で、車両が回転している状態でないと判定した場合には、Ｓ１０５へ
移行し、表示装置６１の表示画面に表示する地図の向きを、進行方向が上となる向きに決
定した後、本表示態様決定処理を終了する。つまり、車両が地図上の道路以外のエリアを
走行している場合であっても、急なカーブを走行している状態でなければ、ヘディングア
ップ表示とする。
【００４１】
　一方、Ｓ１０８で、車両が回転している状態であると判定した場合には、Ｓ１０９へ移
行し、表示装置６１の表示画面に表示する地図の向きを、過去の走行において直進走行の
移動距離が長かった状態における進行方向を上とする向きに決定した後、本表示態様決定
処理を終了する。具体的には、図４（ｃ）に示すように、直進走行の移動距離が所定値以
上となった場合にはその時点での進行方向を記憶しておく（以前に記憶した情報がある場
合には、その情報に代えて新たに記憶する）。そして、車両が回転している状態となって
いる間は、記憶している進行方向（直進走行の安定区間での進行方向）が上となる向きに
地図の向きがロックされる（車両の回転に伴い、記憶している進行方向と一致した時点で
ロックされる）。なお、地図の向きのロック状態は、ロック状態とする条件を満たさなく
なった時点で解除されるが、これに限定されるものではなく、ロック解除の条件を別途設
定してもよい。例えば、所定距離以上の直進走行が検出された時点でロックを解除すると
いったことが可能である。
【００４２】
　［３．効果］
　以上説明したように、本実施形態のナビゲーション装置１０は、地図の表示モードとし
て自動変更モードが選択されている状態において、特定の走行状況であると判定されてい
る間、表示装置６１の表示画面に表示する地図の向きをヘディングアップ表示から特定の
向きに変更する。このため、車両の走行状況に関係なく常にヘディングアップ表示で地図
を表示する場合に比べ、地図を分かりやすく表示することができる。
【００４３】
　具体的には、ガイド情報の記憶されている施設のエリア内を車両が走行している間は（
Ｓ１０１：ＹＥＳ）、その施設で配布されている地図の向きと同一の向きで地図を表示す
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る（Ｓ１０２）。このため、ヘディングアップ表示に比べ、施設のエリア内における車両
の位置を直感的に把握しやすくすることができる。
【００４４】
　また、あらかじめ登録されている蛇行区間を車両が走行している間は（Ｓ１０３：ＹＥ
Ｓ，Ｓ１０４：ＹＥＳ）、概略方位を上向きとするように地図を表示する（Ｓ１０６，Ｓ
１０７）。このため、ヘディングアップ表示に比べて地図の回転度合いを抑える（不要な
回転を減らす）ことが可能となり、地図を分かりやすく表示することができる。特に、蛇
行区間における表示画面に表示されている部分のみに基づき概略方位を算出するようにし
ているため、地図表示を広域にするほど地図の回転度合いが抑えられる。
【００４５】
　また、車両が駐車場等の道路以外のエリアを走行している間は（Ｓ１０３：ＮＯ）、車
両が回転している状態であることを条件として（Ｓ１０８：ＹＥＳ）、直進走行の安定区
間での進行方向が上となる向きに地図を表示する（Ｓ１０９）。このため、立体駐車場等
において、車両の旋回時に地図が不要に回転することを防ぐことができる。
【００４６】
　［４．特許請求の範囲との対応］
　なお、本実施形態のナビゲーション装置１０では、表示態様決定処理（図２）における
Ｓ１０１，Ｓ１０３，Ｓ１０４，Ｓ１０８の処理を実行する制御部２０が、状況判定手段
に相当し、Ｓ１０２，Ｓ１０５～Ｓ１０７，Ｓ１０９の処理を実行する制御部２０が、地
図表示制御手段に相当する。
【００４７】
　［５．他の形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、種々の形態を採り得ること
は言うまでもない。
【００４８】
　例えば、上記実施形態では、あらかじめ登録されている蛇行区間を車両が走行している
間は、概略方位が上となる向きに地図を表示するようにしているが、これに限定されるも
のではなく、蛇行区間以外の道路であっても、ユーザからの指示に応じて、概略方位が上
となる向きに地図を表示するようにしてもよい。
【００４９】
　また、上記実施形態では、車両の現在位置が地図上の道路にマップマッチングされてい
る状態でなく、かつ、車両が回転している状態である場合には、直進走行の安定区間での
進行方向が上となる向きに地図を表示するようにしているが、これに限定されるものでは
ない。例えば、走行中のエリア（例えば駐車場）に進入した時点での方向が上となる向き
に地図を表示するようにしてもよい。具体的には、マップマッチングがされないエリアに
進入した際にその進入時点での進行方向を記憶し、急なカーブの走行中には地図の向きを
エリア進入時の方向にロックする。なお、立体駐車場等のエリアへの進入は、例えば、地
図上でそのエリアを表示するためのポリゴンに基づき検出することが可能である。
【００５０】
　さらに、上記実施形態では、車両の角速度が所定の判定基準角速度以上である場合、又
は、車両の角速度の変化量が所定の判定基準変化量以上である場合に、車両が回転してい
る状態であると判定するようにしているが、これに限定されるものではない。例えば、ス
テアリングホイールの操作量が所定の判定基準操作量以上である場合に、車両が回転して
いる状態であると判定するようにしてもよい。
【００５１】
　一方、上記実施形態では、ヘディングアップ表示をベースとしつつ、特定の走行状況と
なった場合に自動的にその走行状況に応じた表示態様に変更する自動変更モードを例示し
たが、これに限定されるものではなく、ノースアップ表示をベースとしてもよい。また、
ベースとする表示態様をユーザが変更できるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００５２】
【図１】実施形態のナビゲーション装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】表示態様決定処理のフローチャートである。
【図３】概略方位の説明図である。
【図４】車両が回転している状態の判定方法の説明図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１０…ナビゲーション装置、２０…制御部、３０…位置検出器、３１…ＧＰＳ受信機、
３２…ジャイロスコープ、３３…距離センサ、４０…操作部、５０…地図データ入力部、
６１…表示装置、６２…車輪速センサ、６３…ステアリングセンサ

【図１】 【図２】
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【図３】
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