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(57)【要約】
【課題】目的地までの走行途中で車両を駐車又は停車し
てＡＣＣをオフ状態にした後、再びＡＣＣをオン状態に
する際に、誘導経路の全体表示を含む走行状況を提示す
ることが可能な「車載用ナビゲーション装置及び地図表
示方法」を提供すること。
【解決手段】目的地までの誘導経路を探索し、誘導経路
に沿って車両を誘導する機能を備えた車載用ナビゲーシ
ョン装置は、表示手段と、地図データが格納された記憶
手段と、自車位置検出手段と、走行途中でＡＣＣがオフ
状態になった後、再びＡＣＣがオン状態になったことを
検出したときから所定の期間、出発地から目的地までの
誘導経路全体を含む地図画像を表示手段の画面に表示さ
せる制御手段とを有する。制御手段は、地図を表示する
際に、運転状況の評価を基に作成したエコドライブ情報
案内若しくは運転警告地点情報案内、又は、現在位置情
報を基に作成した走行情報案内を表示するようにしても
よい。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的地までの誘導経路を探索し、当該誘導経路に沿って車両を誘導する機能を備えた車
載用ナビゲーション装置であって、
　表示手段と、
　地図データが格納された記憶手段と、
　自車両の現在位置を検出する自車位置検出手段と、
　誘導経路の案内に従った走行途中でＡＣＣがオフ状態になった後、再びＡＣＣがオン状
態になったことを検出したときから所定の期間、前記自車両の現在位置とともに前記地図
データを基に作成した前記誘導経路の出発地から目的地までの誘導経路全体を含む地図画
像を前記表示手段の画面に表示させる制御手段と、
　を有することを特徴とする車載用ナビゲーション装置。
【請求項２】
　更に、ユーザの指示を入力する入力手段を備え、
　前記制御手段は、車両の走行中に誘導経路全体を表示する旨の指示を検出したとき、前
記誘導経路全体を含む地図画像を前記表示手段の画面に表示させることを特徴とする請求
項１に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記誘導経路全体を含む地図を表示する際に、前記出発地から現在位
置までの車両の運転状況の評価を基に作成したエコドライブ情報案内若しくは運転警告地
点情報案内、又は、前記誘導経路全行程に対する現在位置の情報を基に作成した走行情報
案内を合わせて表示することを特徴とする請求項１又は２に記載の車載用ナビゲーション
装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記所定の期間が経過したとき、現在の自車位置から目的地までの誘
導経路をＡＣＣがオンの状態になる前に指定された縮尺で前記表示手段の画面に表示する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、出発地から現在位置までの走行距離、出発地から現在位置までの走行
時間、現在位置から目的地までの残距離、及び目的地までの到着予想時刻を算出して、前
記走行情報案内に表示することを特徴とする請求項３に記載の車載用ナビゲーション装置
。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記走行情報案内が表示されている状態で、ユーザの指示に応じて、
目的地周辺の地図を表示するか、誘導経路の工程ガイドを表示するか、経由地を追加する
か、又は、周辺施設の検索をすることを特徴とする請求項３に記載の車載用ナビゲーショ
ン装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記地図表示画面において、ユーザの指示により前記走行情報案内、
エコドライブ情報案内、又は運転警告地点情報案内を表示することを特徴とする請求項３
に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、出発地から現在地点までのうちのＡＣＣがオフされた地点間の燃費を
算出して、前記エコドライブ情報案内に表示することを特徴とする請求項３に記載の車載
用ナビゲーション装置。
【請求項９】
　更に、車両の加速度を検出する加速度センサを備え、
　前記制御手段は、出発地から現在地点までの走行中に記録した車両の加速度を基に算出
したエコドライブ評価を前記エコドライブ情報案内に表示することを特徴とする請求項３
に記載の車載用ナビゲーション装置。
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【請求項１０】
　前記エコドライブ評価は、車両の加速度の値により予め決められた点数を所定の基準点
から減点した所定区間毎の点数を基にグラフ表示されることを特徴とする請求項９に記載
の車載用ナビゲーション装置。
【請求項１１】
　更に、車両の加速度を検出する加速度センサと、
　操舵角を検出する操舵角センサを備え、
　前記制御手段は、所定の加速度を超える加速度、又は所定の操舵角を超える操舵角を検
出したときに危険運転と判断し、当該危険運転と判断した地点を記録し、当該地点を前記
地図上に表示するとともに、当該危険運転の内容を前記運転警告地点情報案内に表示する
ことを特徴とする請求項３に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記出発地から前記自車位置までの走行経路と前記自車位置から前記
目的地までの誘導経路とを異なる態様で表示することを特徴とする請求項１又は２に記載
の車載用ナビゲーション装置。
【請求項１３】
　目的地までの誘導経路を探索し、当該誘導経路に沿って車両を誘導する機能を備えた車
載用ナビゲーション装置において実施される地図表示方法であって、
　自車両の現在位置を検出するステップと、
　ＡＣＣがオフの状態から再びＡＣＣがオンの状態になったことを検出するステップと、
　誘導経路の全行程を取得するステップと、
　前記誘導経路の全行程を含む地図画像を作成するステップと、
　前記ＡＣＣがオンの状態になったことを検出した後、前記自車両の現在位置とともに前
記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段の画面に表示するステップと、
　前記ＡＣＣがオンの状態になってから所定の期間が経過した後、前記表示手段の画面を
前記ＡＣＣがオンの状態の前の縮尺で前記現在位置から目的地までの誘導経路を前記表示
手段の画面に表示するステップと、
　を有することを特徴とする地図表示方法。
【請求項１４】
　前記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段の画面に表示するステップの前に、
　出発地から現在位置までの車両の運転状況を評価するステップと、
　前記評価の結果に基づいて、エコドライブ情報案内及び運転警告地点情報案内を作成す
るステップと、
　を有し、
　前記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段の画面に表示するステップは、
　前記エコドライブ情報案内又は運転警告地点情報案内の表示を含むことを特徴とする請
求項１３に記載の地図表示方法。
【請求項１５】
　前記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段の画面に表示するステップの前に、
　出発地から現在位置までの走行距離を検出するステップと、
　出発地から現在位置までの走行時間を検出するステップと、
　現在位置から目的地までの残距離を算出するステップと、
　目的地までの到着予想時刻を算出するステップと、
　前記走行距離、走行時間、残距離、及び到着予想時刻を含む走行情報案内を作成するス
テップと、
　を有し、
　前記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段の画面に表示するステップは、
　前記走行情報案内画面の表示を含むことを特徴とする請求項１３に記載の地図表示方法
。
【請求項１６】
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　前記エコドライブ案内情報及び運転警告地点案内情報を作成するステップは、
　出発地から現在地点までのうちのＡＣＣがオフになった地点間の平均燃費を算出するス
テップと、
　出発地から現在地点までのうちの各ＡＣＣがオフになった地点までの平均燃費を算出す
るステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１４に記載の地図表示方法。
【請求項１７】
　前記エコドライブ案内情報及び運転警告地点案内情報を作成するステップは、
　出発地から現在地点までの走行中に記録されている車両の加速度を基に、車両の加速度
の値により予め決められた点数を所定の基準点から減点した所定区間毎の点数を算出する
ステップと、
　前記所定区間毎に算出した前記評価点数を基にして評価グラフを作成するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１４に記載の地図表示方法。
【請求項１８】
　前記エコドライブ案内情報及び運転警告地点案内情報を作成するステップは、
　所定の加速度を超える加速度、又は所定の操舵角を超える操舵角を検出した地点を抽出
するステップと、
　当該地点における運転評価を作成するステップと、
　を含み、
　前記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段の画面に表示するステップは、当該地
点を表示するステップを含むことを特徴とする請求項１４に記載の地図表示方法。
【請求項１９】
　前記誘導経路の全行程を含む地図画像を作成するステップは、
　出発地から自車位置までの走行経路と自車位置から目的地までの走行経路とを異なる態
様にするステップを含むことを特徴とする請求項１３に記載の地図表示方法。
【請求項２０】
　前記走行情報案内を作成するステップは、
　目的地周辺の地図を表示するか、誘導経路の工程ガイドを表示するか、経由地を追加す
るか、又は、周辺施設の検索を選択する選択キーの作成を含むことを特徴とする請求項１
５に記載の地図表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、誘導経路に従って車両を目的地まで案内する車載用ナビゲーション装置及び
地図表示方法に関し、特に、目的地に到達する前に再出発する際に、有益な走行情報を表
示するように適応された車載用ナビゲーション装置及び地図表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の典型的な車載用ナビゲーション装置は、ナビゲーションに係る一切の処理を制御
するＣＰＵ等の制御装置、地図データを予め記憶させたＤＶＤ(Digital Versatile Disk)
－ＲＯＭやＩＣメモリカード等の記憶装置、表示装置、ＧＰＳ(Global Positioning Syst
em)受信機、ジャイロや車速センサ等の車両の現在位置及び現在方位を検出する検出装置
等を有している。そして、制御装置により、車両の現在位置を含む地図データを記憶装置
から読み出し、該地図データに基づいて車両位置の周囲の地図画像を表示装置の画面に表
示すると共に、自車の現在位置を指示する車両位置マークを地図画像に重ね合わせて表示
し、車両の移動に応じて地図画像をスクロール表示したり、地図画像を画面に固定し車両
位置マークを移動させたりして、車両が現在どこを走行しているのかを一目で判るように
している。
【０００３】
　また、車載用ナビゲーション装置には、通常、ユーザが目的地に向けて道路を間違うこ
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となく容易に走行できるように案内する機能（経路案内機能）が搭載されている。この経
路案内機能によれば、ＣＰＵにより、地図データを用いて出発地（典型的には自車の現在
位置）から目的地までを結ぶ最適な経路を、横型探索法やダイクストラ法等のシミュレー
ション計算を行って探索し、その探索した経路を誘導経路として記憶しておき、走行中、
地図画像上にその誘導経路を他の道路とは識別可能に（例えば、色を変えたり、線幅を太
くして）表示したり、また、自車が案内経路上で進路を変更すべき交差点まで所定距離に
近づいたときに地図画像上にその交差点の案内図（交差点拡大図、該交差点での進行方向
を示す矢印、該交差点までの距離、交差点名など）を表示したりすることで、いずれの道
路を走行すればよいか、また、交差点でどの方向に進んだらよいかをユーザが把握できる
ようになっている。
【０００４】
　このようなナビゲーション装置において、指定された縮尺で自車両の現在位置の周辺の
地図とともに誘導経路が表示されている。そのため、経路案内中は自車両の周辺が分かり
やすく表示されるものの、この状態では全体の誘導経路に対して現在地がどのあたりかを
把握することができない。
【０００５】
　これに対し、出発地と目的地等の地点を指定し、それらの地点を含む地図を表示する技
術が検討され実用化されている。
【０００６】
　これに関する技術として、特許文献１では、設定された経路を表示するのに必要となる
領域を基本描画地図データと基本描画地図データを分割した複数領域の拡大描画地図デー
タから選択し、設定された経路をはみ出すことなく地図上に表示するナビゲーション装置
が記載されている。
【０００７】
　また、特許文献２では、記述が最も詳細な地図の縮尺により目的地と自車位置とを一画
面内に表示可能とする地図表示方法が記載されている。
【特許文献１】特許第２９０５４９１号公報
【特許文献２】特開平０２－１４０７８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述したように、自車位置と目的地とを含んだ地図表示を最適な縮尺により表示するこ
とが可能となる。また、誘導経路を設定した時点で目的地を指定すれば、出発地と目的地
とを含む誘導経路の全体を表示することが可能である。
【０００９】
　しかし、車両が走行を開始した後では、通常は自車位置周辺の拡大地図を表示して経路
案内を行い、目的地を含む地図を表示させるためには所定の操作を行うことが必要となる
。さらに、誘導経路が探索されて、誘導経路に従って走行しているときに、誘導経路の出
発地から目的地までの全体を表示させるためには、表示させたい地点を指定したり、誘導
経路の全体を表示するための操作ボタンを操作することが必要となり、ユーザにとって面
倒であり、安全走行に支障をきたすおそれがある。
【００１０】
　本発明は、かかる従来技術の課題に鑑みなされたものであり、目的地までの走行途中で
車両を駐車又は停車してＡＣＣをオフ状態にした後、再びＡＣＣをオン状態にする際に、
誘導経路の全体表示を含む走行状況を提示することが可能な車載用ナビゲーション装置及
び地図表示方法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】
【００１１】
　上述した従来技術の課題を解決するため、本発明の基本形態によれば、目的地までの誘
導経路を探索し、当該誘導経路に沿って車両を誘導する機能を備えた車載用ナビゲーショ



(6) JP 2010-101639 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

ン装置であって、表示手段と、地図データが格納された記憶手段と、自車両の現在位置を
検出する自車位置検出手段と、誘導経路の案内に沿った走行途中でＡＣＣがオフ状態にな
った後、再びＡＣＣがオン状態になったことを検出したときから所定の期間、前記自車両
の現在位置とともに前記地図データを基に作成した前記誘導経路の出発地から目的地まで
の誘導経路全体を含む地図画像を前記表示手段の画面に表示させる制御手段と、を有する
ことを特徴とする車載用ナビゲーション装置が提供される。
【００１２】
　この形態に係る車載用ナビゲーション装置において、前記制御手段は、前記誘導経路全
体を含む地図を表示する際に、前記出発地から現在位置までの車両の運転状況の評価を基
に作成したエコドライブ情報案内若しくは運転警告地点情報案内、又は、前記誘導経路全
行程に対する現在位置の情報を基に作成した走行情報案内を合わせて表示するようにして
もよく、前記制御手段は、前記所定の期間が経過したとき、現在の自車位置から目的地ま
での誘導経路をＡＣＣがオンの状態になる前に指定された縮尺で前記表示手段の画面に表
示するようにしてもよい。
【００１３】
　また、この形態に係る車載用ナビゲーション装置において、前記制御手段は、出発地か
ら現在位置までの走行距離、出発地から現在位置までの走行時間、現在位置から目的地ま
での残距離、及び目的地までの到着予想時刻を算出して、前記走行情報案内に表示するよ
うにしてもよく、前記制御手段は、前記走行情報案内が表示されている状態で、ユーザの
指示に応じて、目的地周辺の地図を表示するか、誘導経路の工程ガイドを表示するか、経
由地を追加するか、又は、周辺施設の検索をするようにしてもよい。
【００１４】
　さらに、この形態に係る車載用ナビゲーション装置において、前記制御手段は、出発地
から現在地点までのうちのＡＣＣがオフされた地点間の燃費を算出して、前記エコドライ
ブ情報案内に表示するようにしてもよく、更に、車両の加速度を検出する加速度センサを
備え、前記制御手段は、出発地から現在地点までの走行中に記録した車両の加速度を基に
算出したエコドライブ評価を前記エコドライブ情報案内に表示するようにしてもよく、前
記エコドライブ評価は、車両の加速度の値により予め決められた点数を所定の基準点から
減点した所定区間毎の点数を基にグラフ表示されるようにしてもよく、更に、操舵角を検
出する操舵角センサを備え、前記制御手段は、所定の加速度を超える加速度、又は所定の
操舵角を超える操舵角を検出したときに危険運転と判断し、当該危険運転と判断した地点
を記録し、当該地点を前記地図上に表示するとともに、当該危険運転の内容を表示するよ
うにしてもよい。
【００１５】
　本発明の車載用ナビゲーション装置によれば、誘導経路が設定され、その誘導経路の案
内に従って走行している途中でＡＣＣがオフになり、ＡＣＣがオフの状態からＡＣＣをオ
ンにしたときに、誘導経路の出発地及び目的地を含む誘導経路の全体が表示される縮尺に
調整して地図画像を表示している。この誘導経路上に自車位置を表示するとともに、出発
地から自車位置までの経路と自車位置から目的地までの経路とを異なる態様で表示するよ
うにしている。これにより、自車が目的地までの経路のうちのどの程度まで走行したかが
一目で分かるようになり、運転者にとって有益である。また、運転者が出発時に誘導経路
の全体を表示させる操作を省くことができ、安全走行に寄与することが可能になる。
【００１６】
　また、本発明の他の形態によれば、上記の形態に係る車載用ナビゲーション装置におい
て実施される地図表示方法が提供される。その一形態に係る地図表示方法は、目的地まで
の誘導経路を探索し、当該誘導経路に沿って車両を誘導する機能を備えた車載用ナビゲー
ション装置において実施される地図表示方法であって、自車両の現在位置を検出するステ
ップと、ＡＣＣがオフの状態から再びＡＣＣがオンの状態になったことを検出するステッ
プと、誘導経路の全行程を取得するステップと、前記誘導経路の全行程を含む地図画像を
作成するステップと、前記ＡＣＣがオンの状態になったことを検出した後、前記自車両の
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現在位置とともに前記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段の画面に表示するステ
ップと、前記ＡＣＣがオンの状態になってから所定の期間が経過した後、前記表示手段の
画面を前記ＡＣＣがオンの状態の前の縮尺で前記現在位置から目的地までの誘導経路を前
記表示手段の画面に表示するステップと、を有することを特徴とする。
【００１７】
　この形態にかかる地図表示方法において、前記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示
手段の画面に表示するステップの前に、出発地から現在位置までの車両の運転状況を評価
するステップと、前記評価の結果に基づいて、エコドライブ情報案内及び運転警告地点情
報案内を作成するステップと、を有し、前記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段
の画面に表示するステップは、前記エコドライブ情報案内又は運転警告地点情報案内の表
示を含むようにしてもよく、前記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段の画面に表
示するステップの前に、出発地から現在位置までの走行距離を検出するステップと、出発
地から現在位置までの走行時間を検出するステップと、現在位置から目的地までの残距離
を算出するステップと、目的地までの到着予想時刻を算出するステップと、前記走行距離
、走行時間、残距離、及び到着予想時刻を含む走行情報案内を作成するステップと、を有
し、前記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段の画面に表示するステップは、前記
走行情報案内画面の表示を含むようにしてもよい。
【００１８】
　また、この形態に係る地図表示方法において、前記エコドライブ案内情報及び運転警告
地点案内情報を作成するステップは、出発地から現在地点までのうちのＡＣＣがオフにな
った地点間の平均燃費を算出するステップと、出発地から現在地点までのうちの各ＡＣＣ
がオフになった地点までの平均燃費を算出するステップと、を含むようにしてもよく、前
記エコドライブ案内情報及び運転警告地点案内情報を作成するステップは、出発地から現
在地点までの走行中に記録されている車両の加速度を基に、車両の加速度の値により予め
決められた点数を所定の基準点から減点した所定区間毎の点数を算出するステップと、前
記所定区間毎に算出した前記評価点数を基にして評価グラフを作成するステップと、を含
むようにしてもよく、前記エコドライブ案内情報及び運転警告地点案内情報を作成するス
テップは、所定の加速度を超える加速度、又は所定の操舵角を超える操舵角を検出した地
点を抽出するステップと、当該地点における運転評価を作成するステップと、を含み、前
記誘導経路の全行程を含む地図画像を表示手段の画面に表示するステップは、当該地点を
表示するステップを含むようにしてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００２０】
　（車載用ナビゲーション装置の構成）
　図１は本発明の実施形態に係る車載用ナビゲーション装置の構成を示すブロック図であ
る。
【００２１】
　図中、１はＤＶＤ－ＲＯＭドライブであり、１ａは地図データその他の案内データが記
憶されている記憶媒体である。本実施形態では、このようなデータを記憶する記憶媒体と
してＤＶＤ－ＲＯＭ１ａを使用しているが、ハードディスク又はその他の記憶媒体を使用
してもよい。ここに格納されている地図は、１／１２５００、１／２５０００、１／５０
０００、１／１０００００等の各縮尺レベルに応じて適当な大きさの経度幅及び緯度幅に
区切られており、この地図に含まれる道路、建築物、施設その他の各種物件は、経度及び
緯度で表現された点（ノード）の座標集合として記憶されている。地図データは、（１）
道路リスト、ノードテーブル、交差点構成ノードリスト等からなる道路レイヤ、（２）地
図画像上に道路、建築物、公園、河川等を表示するための背景レイヤ、（３）市町村名な
どの行政区画名、道路名、交差点名などを指示する文字や地図記号等を表示するための文
字・記号レイヤなどから構成されている。
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【００２２】
　また、ＤＶＤ‐ＲＯＭ１ａには、マップマッチングで使用される道路の形状を表現した
道路データが記憶されている。この道路データは道路の形状に応じてノード間の距離が異
なるシェープノードとシェープノード間のリンクで構成されている。
【００２３】
　また、２はナビゲーション装置本体１０を操作するための操作ボタン等が設けられた操
作部である。本実施形態では、操作部２にリモコン送信機が含まれており、ユーザは手元
のリモコン送信機でナビゲーション装置本体１０を操作することもできる。
【００２４】
　また、３は複数のＧＰＳ衛星から送られてくるＧＰＳ信号を受信して車両の現在位置の
経度、緯度、ＰＤＯＰ(Position DOP)値及びＨＤＯＰ(Horizontal DOP)値等のＧＰＳデー
タを生成して出力するＧＰＳ受信機を示す。
【００２５】
　４は各種センサであり、自立航法センサ、加速度センサ、操舵角センサが含まれる。自
立航法センサは、車両回転角度を検出するジャイロ等の角度センサと、一定の走行距離毎
にパルスを発生する走行距離センサとにより構成されている。加速度センサは、ブレーキ
の操作状態を検出するセンサであり、操舵角センサはハンドルの操作状態を検出するセン
サである。
【００２６】
　また、５は各種のサービスセンタと通信するための車載電話機等の通信機、６は電波ビ
ーコン又は光ビーコンから送られてくるＶＩＣＳ（道路交通情報通信システム）情報を受
信するＶＩＣＳ受信機を示す。これらのビーコンは路側に設置され、警察署、道路管理者
及び統合センターに接続され、周辺の渋滞情報等を提供する。
【００２７】
　また、７は液晶パネル等の表示部であり、ナビゲーション装置本体１０は、この表示部
７に車両の現在位置の周囲の地図を表示したり、出発地から目的地までの誘導経路や車両
マーク及びその他の案内情報を表示する。表示部７はその画面上にタッチパネルが設けら
れ、表示画面の表示内容と対になった各種のボタンが構成される。また、タッチパネルは
これら各種のボタンで示されるメニュー等を選択するための入力装置となる。８は音声に
よりユーザに案内情報を提供するためのスピーカーである。
【００２８】
　ナビゲーション装置本体１０は以下のものから構成されている。１１はＤＶＤ－ＲＯＭ
ドライブ１を介してＤＶＤ－ＲＯＭ１ａから読み出された地図データを一時的に格納する
バッファメモリを示す。
【００２９】
　１２はマイクロコンピュータにより構成される制御部を示す。制御部１２は、ナビゲー
ション用のプログラムを内蔵しており、このプログラムに従い、ＧＰＳ受信機３から出力
される信号や、自立航法センサ４から出力される信号に基づいて自車の現在位置を算出し
たり、表示させたい地図のデータをＤＶＤ－ＲＯＭドライブ１を介してＤＶＤ－ＲＯＭ１
ａからバッファメモリ１１に読み出したり、バッファメモリ１１に読み出された地図デー
タを用いて設定された探索条件で出発地から目的地までの誘導径路を探索するなど、種々
の処理を実行する。また、後述するように、車両が駐停車するなどによりＡＣＣがオフに
なった地点を記録したり、車両の加速度の値等の運転状況を走行中監視して記録したり、
ＡＣＣがオフの後にＡＣＣがオンになったことを判定し、その際に誘導経路全体を含む地
図を表示させる処理を行う。
【００３０】
　１３はバッファメモリ１１に読み出された地図データを用いて地図画像を生成する地図
描画部、１４は動作状況に応じた各種メニュー画面（操作画面）や車両位置マーク及びカ
ーソル等の各種マークを生成する操作画面・マーク発生部である。
【００３１】
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　１５は制御部１２で探索した誘導経路を記憶する誘導経路記憶部、１６は誘導経路を描
画する誘導経路描画部を示す。誘導経路記憶部１５には、制御部１２によって探索された
誘導経路の全ノードが出発地から目的地まで記憶される。誘導経路描画部１６は、地図を
表示する際に、誘導経路記憶部１５から誘導経路情報を読み出して、誘導経路を他の道路
とは異なる色及び線幅で描画する。
【００３２】
　１７はハードディスク等で構成される記憶部を示し、車両の運転状況や車両のＡＣＣが
オフされた地点の情報が記憶される。また、車両が実際に走行した経路情報が記憶される
。
【００３３】
　１８は音声出力部を示し、制御部１２からの信号に基づいて音声信号をスピーカー８に
供給する。１９は画像合成部を示し、地図描画部１３で描画された地図画像に、操作画面
・マーク発生部１４で生成した各種マークや操作画面、誘導経路描画部２２で描画した誘
導経路などを重ね合わせて表示部７に表示させる。
【００３４】
　このように構成された車載用ナビゲーション装置１００において、ＡＣＣがオフの状態
からＡＣＣをオンにしたときの走行案内表示について、図２から図６を参照しながら説明
する。図２から図６は、表示部７の画面に表示される案内画面を示している。図２は、誘
導経路を含む地図画像２１上に、走行情報が重ねて表示されている「走行情報案内画面」
２０であり、図３は、誘導経路を含む地図画像３１上に、エコドライブ情報が重ねて表示
されている「エコドライブ情報案内画面」３０であり、図４は、誘導経路を含む地図画像
４１上に、運転注意点情報が重ねて表示されている「運転注意情報案内画面」４０である
。
【００３５】
　誘導経路が設定され、誘導経路の案内に従って走行中にＡＣＣをオフにし、その後ＡＣ
Ｃがオフの状態からＡＣＣをオンにすると、図２の走行情報案内画面２０が表示される。
また、図２から図４の案内画面は、相互に切り替えが可能である。
【００３６】
　車載用ナビゲーション装置１００の制御部１２は、自車両のＡＣＣがオンになり、再び
車両を出発させる際、ＡＣＣがオフされる直前に表示されていた経路案内画像の縮尺で地
図画像を表示させずに、誘導経路の出発地と目的地の両地点が含まれる誘導経路の全体が
表示されるような縮尺に調整して表示する。
【００３７】
　図２は、誘導経路の出発地Ｓと目的地Ｄとを設定した後、誘導経路の案内に従って走行
し、途中休憩等で車両エンジンを停止させた後、再び地点ＸでＡＣＣをオンにしたときに
表示される走行情報案内画面２０を示している。この走行情報案内画面２０は地図画像２
１と地図画面２１上に重ねて走行情報画像２２が表示されている。地図画像２１には誘導
経路（２８，２９）が表示され、誘導経路（２８，２９）上に自車両の現在位置を示す自
車位置マークＣＭが表示されている。誘導経路は出発地Ｓから目的地Ｄまでの全体の経路
が表示され、出発地Ｓから自車位置マークＣＭまでの経路２８と、自車位置マークＣＭか
ら目的地までの経路２９とは異なる態様（例えば、異なる色）で表示されている。誘導経
路の案内に従って走行している場合は、走行経路が誘導経路と同一であるが、誘導経路と
異なった経路を走行した場合は、実際に走行した経路を表示する。
【００３８】
　走行情報画像２２は、出発地Ｓから現在地点Ｘまでの走行結果を基に、目的地Ｄまでの
走行情報内容が表示される。走行情報としては、目的地２４ａ、走行距離２４ｂ、走行時
間２４ｃ、残距離２４ｄ、到着予想時刻２４ｅ、及び、走行概要２４ｆが含まれている。
このうち、目的地２４ａは誘導経路記憶部１５から抽出し、走行距離２４ｂは出発地Ｓか
ら自車位置マークＣＭの地点までの距離であり地図データを基に算出する。また、自車位
置マークＣＭの地点から目的地Ｄまでの距離（残距離２４ｄ）と走行速度から到着予想時
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刻２４ｅを算出する。走行概要２４ｆは、走行距離２４ｂと残距離２４ｄから、誘導経路
全体に対してどの程度まで走行したかを示す表示や、走行途中でエンジンを停止させた回
数を記録しておき、エンジン停止回数を休憩回数とみなして表示したりする。
【００３９】
　また、走行情報画像２２には、経路に関連した種々の情報を取得するための関連メニュ
ーが選択できるようになっている。関連メニュー項目としては、目的地周辺の地図を表示
するための「目的地表示」２５ａ、誘導経路の工程ガイドを表示するための「ルート詳細
」２５ｂ、目的地Ｄまでの間に、別の地点に立ち寄ることを指定するための「経由地設定
」２５ｃ、及び、自車位置の周辺の施設を探すための「周辺検索」２５ｄが用意されてい
る。
【００４０】
　走行情報案内画面２０上には、表示切替ボタン２３ａ，２３ｂが設けられており、この
ボタンを選択することにより別の案内画面に移行できる。
【００４１】
　図３は、ＡＣＣがオンされたときに表示される案内画面であり、図２とは別の「エコド
ライブ情報案内画面」３０を示している。エコドライブ情報案内画面３０は、地図画像３
１と、地図画像上に重ねて表示されるエコドライブ情報画像３２とで構成されている。地
図画像３１は、図２の地図画像２１と同様に、誘導経路の出発地Ｓ及び目的地Ｄを含めて
誘導経路の全体が表示されている。エコドライブ情報案内画面３０における地図画像３１
では、誘導経路が走行済みの経路（３７，３８）と未走行の経路２９とを異なる態様で表
示すると共に、走行済みの経路（３７，３８）において休憩地点が存在すれば、その休憩
地点（３５，３６）を表示している。図３では、１回目の休憩地点３５及び２回目の休憩
地点３６が表示されている。これらの休憩地点は、ＡＣＣがオフされてエンジンが停止さ
れた地点としている。
【００４２】
　エコドライブ情報画像３２には、出発地Ｓから各休憩地点（３５，３６）までの平均燃
費（３３ａ，３３ｂ）、休憩地点の区間の平均燃費３３ｃ、エコドライブポイント３４、
及びエコドライブに関係するコメント３９が含まれている。
【００４３】
　このうち、エコドライブポイント３４は、アクセル操作やブレーキ操作等の燃費に関係
する運転技術を点数化したものであり、図３のエコドライブ情報画像３２には、エコドラ
イブポイント３４をグラフにして表示している。
【００４４】
　図３のエコドライブポイント３４は、出発地Ｓから２回目の休憩地点３６までの走行に
対する評価がグラフ化されている。このように走行済みの全区間を一度に表示する代わり
に、所定の区間を表示して、その前後をスクロールするように表示してもよい。
【００４５】
　ここで、エコドライブの点数計算方法について説明する。エコドライブがどの程度でき
ているか、すなわち燃費向上にどれだけ貢献できる運転ができているか否かを、所定の基
準点数から燃費向上に反する運転の度合に対応する点数を減点するようにして算出してい
る。この点数は、所定の走行距離の区間ごとに算出される。つまり、所定の区間でエコド
ライブができていれば点数は所定の基準点数（例えば１００点）である。
【００４６】
　急ブレーキや急発進のない走行であれば、危険度も小さく、環境にも優しい走行がされ
ていると判定される。この判定の一方法として、車両の所定の速度における加速度又は減
速度の値によって減点数を定義し、区間内において所定の時間毎に測定した減点数を基に
区間内の評価点数を算出する。区間毎の点数を基にしてグラフ化する。
【００４７】
　例えば、速度が４０～６０ｋｍ／ｈにおいて、加速度αのときの減点数を１００×α2

とし、０．１Ｇで減点数が「１」となるようにする。また、速度が６０～８０ｋｍ／ｈに
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おいて、加速度αのときの減点数を（１６００／９）×α2とし、０．０７５Ｇで減点数
が「１」となるようにする。その他の速度範囲も規定し、それぞれの速度範囲においても
同様な減点数算出式を定義して、速度に応じて減点数を算出するようにする。
【００４８】
　エコドライブ情報案内画面３０上にも、表示切替ボタン２３ａ，２３ｂが設けられてお
り、このボタンを選択することにより別の案内画面に移行できる。
【００４９】
　図４は、ＡＣＣがオンされたときに表示される案内画面であり、図２又は図３とは別の
「運転警告地点案内画面」４０を示している。運転警告地点案内画面４０は、地図画像４
１と、地図画像上に重ねて表示される運転警告地点情報画像４２とで構成されている。地
図画像４１は、図２又は図３の地図画像と同様に、誘導経路の出発地Ｓ及び目的地Ｄを含
めて誘導経路の全体が表示されている。運転警告地点案内画面４０における地図画像４１
では、誘導経路が走行済みの経路と未走行の経路とを異なる態様で表示すると共に、走行
済みの経路において休憩地点が存在すれば、その休憩地点間の表示態様も異なるようにし
て表示している。さらに、運転操作が危険であると判定された地点（運転警告地点）がど
こかを示すマークを表示している。図４では、３ヵ所の運転警告地点（４６ａ，４６ｂ，
４６ｃ）が表示されている。
【００５０】
　運転警告地点情報画像４２には、運転警告地点（４３ａ，４３ｂ，４３ｃ）とともに、
それぞれの地点における運転評価が含まれている。図４の運転警告地点情報画像４２では
、運転警告地点４３ａに対して、「○○地点、アクセル操作が雑です」という運転評価４
４ａが表示され、運転警告地点４３ｂに対して、「○×地点、ハンドル操作が雑です」と
いう運転評価４４ｂが表示されている。また、運転警告地点４３ｃに対して、「△△地点
、急ブレーキが発生しました」という運転評価４４ｃが表示されている。さらに、それぞ
れの運転警告地点に対して「詳細」ボタン４５ａ～４５ｃが用意され、運転警告地点に対
する詳細情報を表示するようになっている。
【００５１】
　この運転警告地点情報案内画面４０上にも、切替ボタン２３ａ，２３ｂが用意されてお
り、この切替ボタンを選択することにより図２の「走行情報案内画面」２０又は図３の「
エコドライブ情報案内画面」３０に移行することができる。
【００５２】
　図４では、運転警告地点が３地点の場合を示しているが、その地点が多数ある場合、運
転警告地点情報画像にスクロールボタンを表示し、スクロールボタンを選択することによ
り運転警告地点情報画像に表示されていない他の地点を参照するようにしてもよい。この
地点は地図画像上にも連動して運転警告地点を示すように運転警告地点マークが表示され
る。
【００５３】
　なお、図４の運転警告地点案内画像においては、運転警告地点として判定される評価基
準の値をより危険度の高い値に設定するようにしてもよい。この場合は、表示される運転
警告地点の数が少なくなり、煩雑さを解消して広域の地図表示上に運転警告地点を表示す
ることができる。
【００５４】
　図５は、図４の「運転警告地点情報案内画面」４０に対して地図の縮尺を変更する指定
をし、地図表示を詳細にした運転警告地点情報案内画面５０を示している。この「運転警
告地点情報案内画面」５０も図４と同様に地図画像５１と、地図画像上に重ねて表示され
る運転警告地点情報画像５２とで構成されている。地図画像５１は、図２から図４の地図
画像とは異なり、誘導経路の一部が表示されている。また、図５では、運転警告地点を示
すマークが４ヵ所（５７ａ，５７ｂ，５７ｃ，５７ｄ）に表示されている。
【００５５】
　運転警告地点情報画像５２には、運転警告地点（５３ａ，５３ｂ，５３ｃ，５３ｄ）と
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ともに、それぞれの地点における運転評価が含まれている。例えば、図５の運転警告地点
情報画像５２では、運転警告地点５３ｃに対して、「△△地点、急ブレーキが発生しまし
た」という運転評価が表示されている。さらに、それぞれの運転警告地点に対して「詳細
」ボタンが用意され、運転警告地点に対する詳細情報を表示するようになっている。
【００５６】
　図５の運転警告地点情報案内５０上にも切替ボタン５８ａ，５８ｂが用意されている。
この切替ボタンを選択することにより図２の「走行情報案内画面」２０又は図３の「エコ
ドライブ情報案内画面」３０に移行することができる。
【００５７】
　図５の運転警告地点情報画像においてもスクロールボタン（５６ａ，５６ｂ）が用意さ
れており、スクロールさせることにより、表示されている地図の範囲外のその他の運転警
告地点を表示することができる。この運転警告地点の表示変更に連動して、運転警告地点
画像に表示されている運転警告地点が表示されるように地図画像も移動して表示される。
【００５８】
　なお、図５のように狭い範囲の地図表示の場合には、評価基準値を危険度の高い値に設
定すると、該当する地点が全く表示されないこともあるため、図４の広域の地図表示の場
合よりも評価基準の値を危険度が低い値にするようにしてもよい。
【００５９】
　図６は、図４又は図５の運転警告地点案内画像において、運転警告地点の「詳細」ボタ
ンが選択されたときに表示される詳細表示画像を示している。図６は、図５の運転警告地
点情報画像５２において警告地点５３ｃの詳細ボタンが選択された場合の詳細表示画面で
ある。この詳細表示画面では、地図画像６１は図５の地図画像５１と同様であり、その地
図画像６１上に詳細情報画像６２が表示されている。詳細情報画像６２は、選択された運
転警告地点６３と、運転警告地点内容６４、及び、詳細情報６５が表示されている。また
、「休憩」ボタン６７と「戻る」ボタン６６とが用意されている。
【００６０】
　詳細情報６５は、運転警告地点の詳細情報、及び、その地点における運転状況と運転に
対するアドバイスが表示される。また、「休憩」ボタン６７は図６の詳細情報画面６０が
表示されている時点における自車位置周辺の施設を探索するためのボタンである。図２に
おける「周辺検索」と同様の機能を有しているが、運転に関する注意が表示されて休憩が
必要と感じた時に即座に施設検索を可能にする。
【００６１】
　また、詳細情報画面６０上には切替ボタン６９ａ，６９ｂが用意されている。この切替
ボタンを選択することにより他の運転警告地点に関する詳細情報画面に移行することがで
きる。
【００６２】
　以上、図２から図６を用いて説明したように、本実施形態の車載用ナビゲーション装置
では、誘導経路が設定され、その誘導経路の案内に従って走行している途中でＡＣＣがオ
フになり、ＡＣＣがオフの状態からＡＣＣをオンにしたときに、誘導経路の出発地及び目
的地を含む誘導経路の全体が表示される縮尺に調整して地図画像を表示している。この誘
導経路上に自車位置を表示するとともに、出発地から自車位置までの経路と自車位置から
目的地までの経路とを異なる態様で表示するようにしている。これにより、自車が目的地
までの経路のうちのどの程度まで走行したかが一目で分かるようになり、運転者にとって
有益である。また、運転者が出発時に誘導経路の全体を表示させる操作を省くことができ
、安全走行に寄与することが可能になる。
【００６３】
　なお、誘導経路の出発地と目的地を含む誘導経路全体の表示はＡＣＣがオフからオンに
なったときに表示するだけでなく、車両走行中であっても操作手段を介したユーザの指示
によっても図２に示すような誘導経路全体の地図表示を行うようにしてもよい。
【００６４】
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　次に、本実施形態に係る車載用ナビゲーション装置１００において行う地図表示方法に
ついて説明する。地図表示方法におけるＡＣＣオン時の案内表示処理を図７から図１０の
フローチャートを参照しながら詳細に説明する。
【００６５】
　図７は誘導経路に沿って走行中、途中ある地点に停車し、再び車両を出発させるときの
再出発時案内処理の一例を示すフローチャートである。また、図８は、走行案内生成処理
の一例を示すフローチャート、図９は、エコガイド生成処理の一例を示すフローチャート
、図１０は、運転警告地点案内生成処理の一例を示すフローチャートである。
【００６６】
　なお、再出発時案内処理において、目的地までの誘導経路のルート探索が行われ、出発
地や目的地を含む誘導経路に関するデータは誘導経路記憶部１５に格納され、設定された
誘導経路の案内に従って車両走行中であるものとする。また、制御部１２は車両が走行中
の運転状況を常に監視し、急加速等を検出してその走行データを記憶部１７に格納してい
るものとする。
【００６７】
　まず、図７のステップＳ１１において、車両のＡＣＣがオフされたか否かを検出する。
誘導経路案内に従って走行中、途中休憩等で車両を駐車させたとき等が該当する。ＡＣＣ
のオフが検出されるとステップＳ１２に移行する。
【００６８】
　次のステップＳ１２において、ＡＣＣがオフされた地点を検出してその情報を記憶部１
７に格納するとともに、出発地からＡＣＣがオフされた地点までに走行した運転状況を示
す走行データを格納する。運転状況を示す走行データとしては、車両が所定の加速度以上
の急ブレーキ又は急発進をして地点及びその値や、所定の値以上の操舵角を検出した地点
及びその値がある。
【００６９】
　次のステップＳ１３において、ＡＣＣが再びオンされたか否かを検出する。ＡＣＣがオ
ンされたときはステップＳ１４に移行する。
【００７０】
　次のステップＳ１４において、出発地から目的地までの誘導経路全体を含む地図画像を
生成する。誘導経路を探索した時点で出発地及び目的地を含んで表示される縮尺の地図画
像を保存しておき、この地図画像を利用するようにしてもよい。また、出発地から誘導経
路を外れて走行した場合は、実際に走行した経路データを記憶部１７から抽出し、この経
路及びＡＣＣがオンした地点から目的地までの誘導経路とが表示される縮尺に調整して地
図画像を生成する。
【００７１】
　この地図画像に対して、ＡＣＣが再びオンされた地点（再出発地点）を検出して、出発
地から再出発地点までの経路と、再出発地点から目的地までの経路とを異なる表示態様と
する。
【００７２】
　次のステップＳ１５において、記憶部１７に格納されているＡＣＣオフの地点までの走
行データを抽出し、この走行データを基にして、走行案内、エコガイド、運転警告地点案
内の各種案内を作成する。各種案内の作成処理については後述する。
【００７３】
　次のステップＳ１６において、ステップＳ１４で生成された地図画像上にステップＳ１
５で作成された走行案内のいずれか一つ（例えば走行情報案内）を合成して表示画面に表
示する。
【００７４】
　次のステップＳ１７において、ＡＣＣがオンになってから所定時間が経過したか否かを
判定する。所定時間は例えば５秒程度としてもよいし、車両が走行するまでとしてもよい
。所定時間が経過したときはステップＳ２１に移行し、所定時間が経過していないときは
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、ステップＳ１８に移行する。
【００７５】
　次のステップＳ１８において、画面表示の切り替えの指示が有ったか否かを判定する。
画面表示の切り替えは、例えば図２から図４の案内画面における表示切替ボタン（２３ａ
，２３ｂ）が選択された場合である。このような切替指示が有ったときはステップＳ２２
に移行し、切替指示がないときはステップＳ１９に移行する。
【００７６】
　次のステップＳ１９において、走行案内画面のメニュー選択が有ったか否かを判定する
。走行案内画面のメニューは、例えば図２の走行情報画像２２における関連メニューや、
図４や図５の運転警告地点情報画像における詳細ボタンの選択が該当する。これらのメニ
ュー選択があったときはステップＳ２０に移行し、メニュー選択がないときはステップＳ
１７に移行して所定時間の経過を監視する。
【００７７】
　次のステップＳ２０において、ステップＳ１９で選択されたメニューに従った画面を表
示して本処理は終了する。
【００７８】
　一方、ステップＳ１８において画面表示の切替指示があったときはその指示に従って案
内画面を切り換えて表示し、ステップＳ１７に移行して所定時間の経過を監視する。
【００７９】
　また、ステップＳ１７において所定時間が経過したときは、ステップＳ２１に移行し、
ＡＣＣがオフしたときの縮尺で自車両周辺の地図とともに現在地からの誘導経路を表示し
て、通常の経路案内を継続して本処理は終了する。
【００８０】
　次に、ステップＳ１５における走行案内の作成処理について、図８から図１０のフロー
チャートを参照しながら説明する。図８は、走行案内情報生成処理の一例を示すフローチ
ャートであり、図９は、エコガイド情報生成処理の一例を示すフローチャートである。又
、図１０は、運転警告地点情報生成処理の一例を示すフローチャートである。
【００８１】
　まず、図８のステップＳ３１において、ＡＣＣオフの地点を記憶部１７から取得する。
【００８２】
　次のステップＳ３２において、誘導経路の設定時の出発地を誘導経路記憶部１５から取
得し、その出発地からＡＣＣオフの地点までの走行距離を算出する。車両の走行が誘導経
路に沿って走行していれば誘導経路記憶部に格納されている経路情報からＡＣＣオフの地
点までの距離を算出するようにしてもよい。また、誘導経路から外れて走行している場合
には、走行情報を記録して格納された記憶部から実際に走行した距離を算出するようにす
る。
【００８３】
　次のステップＳ３３において、誘導経路の設定時の出発地からＡＣＣオフの地点までの
走行時間を算出する。この走行時間は、出発地における出発時間とＡＣＣオフの時点の時
間から算出する。
【００８４】
　次のステップＳ３４において、目的地までの残距離、及び目的地への到着予想時刻を算
出する。目的地までの残距離は、誘導経路記憶部１５に格納されている経路情報を参照し
て、ＡＣＣオフの地点から目的地までの距離を算出する。また、目的地の到着予想時刻は
、例えば、誘導経路の制限速度及び残距離を基にして算出する。
【００８５】
　次のステップＳ３５において、ＡＣＣオフの地点までに休憩した回数を検出する。誘導
経路の出発地から走行開始した後、車両を停車させるなどでＡＣＣをオフにした地点の記
録を記憶部１７から抽出して、その回数を検出する。
【００８６】
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　次のステップＳ３６において、上記の各データ（走行距離、走行時間、残距離、到着予
想時刻、休憩回数）を含む走行案内画像を作成して、本処理は終了する。
【００８７】
　次に図９のフローチャートを参照して、エコガイド情報生成処理を説明する。
【００８８】
　まず図９のステップＳ４１において、ＡＣＣオフの各地点を記憶部１７から取得する。
【００８９】
　次のステップＳ４２において、誘導経路設定時の出発地からＡＣＣがオフされた各地点
までの平均燃費を算出する。
【００９０】
　次のステップＳ４３において、ＡＣＣがオフされた地点間における平均燃費を算出する
。
【００９１】
　次のステップＳ４４において、エコドライブ評価グラフを作成する。記憶部１７に記録
されている車両の加速度等の値を基にして、所定区間毎にエコドライブの点数を算出し、
その点数をグラフ化してエコドライブ評価グラフとする。なお、区間毎のエコドライブの
点数は、所定の速度で走行しているときの加速度に応じた減点数を予め定めておき、基準
となる点数から加速度に応じた点数を減点することによって算出している。
【００９２】
　次のステップＳ４５において、上記の各ステップで算出した平均燃費、エコドライブ評
価グラフを含むエコドライブ情報画像を生成して本処理は終了する。
【００９３】
　次に図１０のフローチャートを参照して、運転警告地点情報生成処理を説明する。
【００９４】
　まず図１０のステップＳ５１において、エコドライブ評価点数の低い地点（運転警告地
点）を抽出する。この運転警告地点は、急ブレーキや急発進または、急ハンドルが検出さ
れた地点が該当する。走行データとして記憶部１７に記録されている加速度、減速度、又
は操舵角度に対して、危険度を示す加速度、減速度、又は操舵角度の閾値を超えている値
、及びその地点を抽出する。
【００９５】
　次のステップＳ５２において、運転警告地点における運転評価を作成する。例えば、減
速度が所定の閾値を超える場合、「急ブレーキが発生しました。」のような運転状況を作
成する。
【００９６】
　次のステップＳ５３において、運転警告地点、及び運転評価を含む運転警告地点情報画
像を生成して本処理は終了する。
【００９７】
　以上説明したように、本実施形態の地図表示方法によれば、誘導経路が設定され、その
誘導経路の案内に従って走行している途中でＡＣＣがオフになり、ＡＣＣがオフの状態か
らＡＣＣをオンにしたときに、誘導経路の出発地及び目的地を含む誘導経路の全体が表示
される縮尺に調整して地図画像を表示している。この誘導経路上に自車位置を表示すると
ともに、出発地から自車位置までの経路と自車位置から目的地までの経路とを異なる態様
で表示するようにしている。これにより、自車が目的地までの経路のうちのどの程度まで
走行したかが一目で分かるようになり、運転者にとって有益である。
【００９８】
　さらに、ＡＣＣを再びオンにした地点までに発生した急ブレーキや急発進等の運転に関
するデータを基に、エコドライブができているか、危険な運転操作をした地点がどこか等
を示す案内画像を作成して地図画像とともに表示するようにしている。これにより、目的
地までの残りの行程において、危険な運転を控えて環境にやさしい運転をするように促す
ことが可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の一実施形態に係る車載用ナビゲーション装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】図１に係る車載用ナビゲーション装置において、ＡＣＣをオフした後でＡＣＣを
オンにしたときに表示される案内画面（走行情報案内画面）の一例を示す図である。
【図３】図１に係る車載用ナビゲーション装置において、ＡＣＣをオフした後でＡＣＣを
オンにしたときに表示される案内画面（エコドライブ情報案内画面）の一例を示す図であ
る。
【図４】図１に係る車載用ナビゲーション装置において、ＡＣＣをオフした後でＡＣＣを
オンにしたときに表示される案内画面（運転警告案内画面）の一例を示す図である。
【図５】図４の運転警告案内画面の地図画像を詳細表示にしたときの一例を示す図である
。
【図６】図４又は図５の運転警告案内画面にいて運転警告地点の詳細情報を示す画面の一
例を示す図である。
【図７】図１に係る車載用ナビゲーション装置における再出発時案内処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図８】走行案内情報生成処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】エコガイド情報生成処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】運転警告地点情報生成処理の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１００】
１００…車載用ナビゲーション装置、
１ａ…ＤＶＤ－ＲＯＭ（記憶手段）、
２…操作部（入力手段）、
３…ＧＰＳ受信機（自車位置検出手段）、
７…表示部（表示手段）、
１０…ナビゲーション装置本体、
１１…バッファメモリ、
１２…制御部（制御手段）、
１５…誘導経路記憶部（記憶手段）、
１７…記憶部（記憶手段）、
２０，３０，４０，５０，６０…案内画面、
２１，３１，４１，５１，６１…地図画像、
２２…走行情報画像、
２８，２９…誘導経路、
３２…エコドライブ情報画像、
４２…運転警告地点情報画像。
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【図７】 【図８】
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