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(57)【要約】
【課題】設定ルートから外れた時点でリルートを迅速に
行うこと。
【解決手段】道路及び道路の交差点の情報を含む地図情
報に基づいて、測位された測位位置がマップマッチング
処理されて表示される。また、測位された測位位置が、
交差点を含む当該交差点の近傍所定領域として定められ
た分岐エリア内に位置するか否かが判定され、分岐エリ
ア内に位置すると判定された場合は、測位時間間隔及び
リルート閾値距離が短縮される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路及び道路の分岐場所の情報を含む地図情報を記憶した記憶部と、
　所与の測位時間間隔で現在位置を測位する測位部と、
　前記記憶部に記憶された地図情報に基づいて、前記測位部により測位された測位位置を
マップマッチング処理するマップマッチング処理部と、
　前記マップマッチング処理の結果位置を表示出力する位置表示制御部と、
　前記測位部により測位された測位位置が前記分岐場所を含む当該分岐場所の近傍所定領
域内に位置するか否かを判定する判定部と、
　前記判定部の判定結果に応じて前記測位時間間隔を可変する測位間隔可変部と、
　を備えたナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記測位間隔可変部は、前記判定部により前記所定領域内に位置すると判定された場合
の測位時間間隔を、位置しないと判定された場合の測位時間間隔より短くする請求項１に
記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
　ユーザ操作に従って設定された目的地までのルートを設定するルート設定部と、
　前記測位部により測位された測位位置と前記設定されたルートとの位置関係の条件を少
なくとも含む所定のルート再設定条件を満たしたことを検知する再設定条件満足検知部と
、
　を備え、
　前記ルート設定部が、前記検知に応じて、前記測位部により測位された測位位置に基づ
いて前記目的地までのルートを再設定し、
　更に、
　前記判定部の判定結果に応じて前記ルート再設定条件に含まれる前記位置関係の条件を
可変する位置関係条件可変部と、
　を備えた請求項１又は２に記載のナビゲーション装置。
【請求項４】
　前記位置関係の条件は、現在設定されているルートと測位位置間の距離が所与の閾値距
離に達したか否かの条件であり、
　前記位置関係条件可変部は、前記判定部により前記所定領域内に位置すると判定された
場合の閾値距離を、位置しないと判定された場合の閾値距離よりも短くすることで前記位
置関係の条件を可変する、
　請求項３に記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
　現在設定されているルートと前記地図情報に含まれる分岐場所の情報とに基づき、当該
分岐場所の各分岐路のうちの進入路を判定する進入路判定部と、
　分岐場所を基準として前記進入路判定部により判定された進入路側が短く、他の分岐路
側が長い領域を当該分岐場所の前記所定領域として設定する所定領域設定部と、
　を備え、
　前記判定部は、前記測位部により測位された測位位置が前記所定領域設定部により設定
された所定領域内に位置するか否かを判定する、
　請求項３又は４に記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
　現在設定されているルートと前記地図情報に含まれる分岐場所の情報とに基づき、当該
分岐場所の各分岐路のうちの進入路とルート設定されている分岐先路とを判定する分岐判
定部と、
　分岐場所を基準として前記分岐判定部により判定された進入路側及び分岐先路側が短く
、他の分岐路側が長い領域を当該分岐場所の前記所定領域として設定する所定領域設定部
と、
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　を備え、
　前記判定部は、前記測位部により測位された測位位置が前記所定領域設定部により設定
された所定領域内に位置するか否かを判定する、
　請求項３又は４に記載のナビゲーション装置。
【請求項７】
　所与の測位時間間隔で現在位置を測位する測位ステップと、
　道路及び道路の分岐場所の情報を含む地図情報を記憶した記憶部に記憶された地図情報
に基づいて、前記測位ステップにおいて測位された測位位置をマップマッチング処理する
マップマッチング処理ステップと、
　前記マップマッチング処理の結果位置を表示出力する位置表示ステップと、
　前記測位ステップにおいて測位された測位位置が前記分岐場所を含む当該分岐場所の近
傍所定領域内に位置するか否かを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにおける判定結果に応じて前記測位時間間隔を可変する測位間隔可変
ステップと、
　を含むナビゲーション方法。
【請求項８】
　前記測位間隔可変ステップは、前記判定ステップにおいて前記所定領域内に位置すると
判定された場合の測位時間間隔を、位置しないと判定された場合の測位時間間隔より短く
するステップである請求項７に記載のナビゲーション方法。
【請求項９】
　ユーザ操作に従って設定された目的地までのルートを設定するルート設定ステップと、
　前記測位ステップにおいて測位された測位位置と前記設定されたルートとの位置関係の
条件を少なくとも含む所定のルート再設定条件を満たしたことを検知する再設定条件満足
検知ステップと、
　前記検知に応じて、前記測位ステップにおいて測位された測位位置に基づいて前記目的
地までのルートを再設定するルート再設定ステップと、
　前記判定ステップでの判定結果に応じて前記ルート再設定条件に含まれる前記位置関係
の条件を可変する位置関係条件可変ステップと、
　を含む請求項７又は８に記載のナビゲーション方法。
【請求項１０】
　前記位置関係の条件は、現在設定されているルートと測位位置間の距離が所与の閾値距
離に達したか否かの条件であり、
　前記位置関係条件可変ステップは、前記判定ステップにおいて前記所定領域内に位置す
ると判定された場合の閾値距離を、位置しないと判定された場合の閾値距離よりも短くす
ることで前記位置関係の条件を可変するステップである請求項９に記載のナビゲーション
方法。
【請求項１１】
　現在設定されているルートと前記地図情報に含まれる分岐場所の情報とに基づき、当該
分岐場所の各分岐路のうちの進入路を判定する進入路判定ステップと、
　分岐場所を基準として前記進入路判定ステップにおいて判定された進入路側が短く、他
の分岐路側が長い領域を当該分岐場所の前記所定領域として設定する所定領域設定ステッ
プと、
　を含み、
　前記判定ステップは、前記測位ステップにおいて測位された測位位置が前記所定領域設
定ステップにおいて設定された所定領域内に位置するか否かを判定するステップである、
　請求項９又は１０に記載のナビゲーション方法。
【請求項１２】
　現在設定されているルートと前記地図情報に含まれる分岐場所の情報とに基づき、当該
分岐場所の各分岐路のうちの進入路とルート設定されている分岐先路とを判定する分岐判
定ステップと、
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　分岐場所を基準として前記分岐判定ステップにおいて判定された進入路側及び分岐先路
側が短く、他の分岐路側が長い領域を当該分岐場所の前記所定領域として設定する所定領
域設定ステップと、
　を含み、
　前記判定ステップは、前記測位ステップにおいて測位された測位位置が前記所定領域設
定ステップにおいて設定された所定領域内に位置するか否かを判定するステップである、
　請求項９又は１０に記載のナビゲーション方法。
【請求項１３】
　請求項７～１２に記載のナビゲーション方法をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム。
【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、ナビゲーション方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、人工衛星を利用した測位システムとしてはＧＰＳ（Global Positioning Sys
tem）が有名であり、ナビゲーション装置等に利用されている。ナビゲーション装置では
、所与の出発地点と目的地点を指示入力すると、最短のルートが設定される。
【０００３】
　また、最近のナビゲーション装置は、リルート機能が備えられている（例えば特許文献
１）。リルート機能とは、ナビゲーション装置の位置が設定ルートから外れた場合に、新
たに別のルートを検索・設定する機能のことである。
【特許文献１】特開２００３－２３２６４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　より具体的に説明すると、従来のナビゲーション装置のリルート機能は、ＧＰＳによっ
て自機の現在位置を測位する毎に、当該測位位置と設定ルート間の距離が所定の閾値距離
（例えば「１００ｍ」）に達したか否かを判定し、達したと判定した場合に、新たなルー
トを検索・設定する（以下、適宜「リルートを行う」と表現する。）ものである。
【０００５】
　しかし、閾値距離内か否かの判定を測位時間間隔毎に行っている都合上、次の測位時刻
に至る前に、自機の実在位置が設定ルートから閾値距離以上離れたとしても、その時点で
はリルートが行われず、次の測位時刻になって初めてリルートが行われる。従って、リル
ートが行われるまでの間に、相当距離進んでしまっている事態が往々にして起こる。
【０００６】
　これは、特に歩行用のナビゲーション装置で問題になる。人間は車に比べて通行可能な
道路の選択肢が多い。このため、歩行用のナビゲーション装置のユーザは誤った道路を進
行してしまう可能性が高い。すなわち、リルートの是非を決定する閾値距離の問題や測位
時間間隔の問題で、設定ルートから外れても閾値距離以上離れなければリルートが行われ
ず、更には閾値距離以上離れたとしても、次の測位時刻までの間はリルートが行われない
。しかもこの間は、表示画面には、設定ルート上を正しく進行しているかのような表示が
なされる。
【０００７】
　このため、設定ルートを外れて歩行している場合であっても、ユーザは正しいルートだ
と思いこんだ道を進行してしまう。そして、設定ルートからの距離が閾値距離以上になっ
た次の測位時刻のタイミングになって初めてリルートが行われ、ユーザは、設定ルートか
ら外れていることに気付くことになる。その時点では、ユーザは相当の距離を進行してお
り、元の道に戻るにしても、リルートされて新たに設定されたルートに沿って進行するに
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しても、結果的に余計な距離を歩くことになってしまい、実用的ではない。
【０００８】
　本発明は、上述した課題に鑑みて為されたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以上の課題を解決するための第１の発明は、道路及び道路の分岐場所の情報を含む地図
情報を記憶した記憶部と、所与の測位時間間隔で現在位置を測位する測位部と、前記記憶
部に記憶された地図情報に基づいて、前記測位部により測位された測位位置をマップマッ
チング処理するマップマッチング処理部と、前記マップマッチング処理の結果位置を表示
出力する位置表示制御部と、前記測位部により測位された測位位置が前記分岐場所を含む
当該分岐場所の近傍所定領域内に位置するか否かを判定する判定部と、前記判定部の判定
結果に応じて前記測位時間間隔を可変する測位間隔可変部とを備えたナビゲーション装置
である。
【００１０】
　また、第７の発明として、所与の測位時間間隔で現在位置を測位する測位ステップと、
道路及び道路の分岐場所の情報を含む地図情報を記憶した記憶部に記憶された地図情報に
基づいて、前記測位ステップにおいて測位された測位位置をマップマッチング処理するマ
ップマッチング処理ステップと、前記マップマッチング処理の結果位置を表示出力する位
置表示ステップと、前記測位ステップにおいて測位された測位位置が前記分岐場所を含む
当該分岐場所の近傍所定領域内に位置するか否かを判定する判定ステップと、前記判定ス
テップにおける判定結果に応じて前記測位時間間隔を可変する測位間隔可変ステップとを
含むナビゲーション方法を構成してもよい。
【００１１】
　この第１の発明等によれば、道路及び道路の分岐場所の情報を含む地図情報に基づいて
、測位された測位位置がマップマッチング処理されて表示される。また、測位された測位
位置が、分岐場所を含む当該分岐場所の近傍所定領域内に位置するか否かが判定され、そ
の判定結果に応じて測位時間間隔が可変される。従って、分岐場所近傍においては、例え
ば測位時間間隔を短縮させ、リルートの判定を行う頻度を高くすることにより、設定ルー
トから外れたことを敏感に検知して、リルートを迅速に行うことが可能となる。
【００１２】
　第２の発明は、第１の発明のナビゲーション装置における前記測位間隔可変部が、前記
判定部により前記所定領域内に位置すると判定された場合の測位時間間隔を、位置しない
と判定された場合の測位時間間隔より短くするナビゲーション装置である。
【００１３】
　また、第８の発明として、第７の発明のナビゲーション方法における前記測位間隔可変
ステップが、前記判定ステップにおいて前記所定領域内に位置すると判定された場合の測
位時間間隔を、位置しないと判定された場合の測位時間間隔より短くするステップである
ナビゲーション方法を構成してもよい。
【００１４】
　この第２の発明等によれば、測位位置が分岐場所近傍の所定領域内に位置すると判定さ
れた場合は、位置しないと判定された場合よりも測位時間間隔が短縮される。
【００１５】
　第３の発明は、第１又は第２の発明のナビゲーション装置であって、ユーザ操作に従っ
て設定された目的地までのルートを設定するルート設定部と、前記測位部により測位され
た測位位置と前記設定されたルートとの位置関係の条件を少なくとも含む所定のルート再
設定条件を満たしたことを検知する再設定条件満足検知部とを備え、前記ルート設定部が
、前記検知に応じて、前記測位部により測位された測位位置に基づいて前記目的地までの
ルートを再設定し、更に、前記判定部の判定結果に応じて前記ルート再設定条件に含まれ
る前記位置関係の条件を可変する位置関係条件可変部とを備えたナビゲーション装置であ
る。
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【００１６】
　また、第９の発明として、第７又は第８の発明のナビゲーション方法であって、ユーザ
操作に従って設定された目的地までのルートを設定するルート設定ステップと、前記測位
ステップにおいて測位された測位位置と前記設定されたルートとの位置関係の条件を少な
くとも含む所定のルート再設定条件を満たしたことを検知する再設定条件満足検知ステッ
プと、前記検知に応じて、前記測位ステップにおいて測位された測位位置に基づいて前記
目的地までのルートを再設定するルート再設定ステップと、前記判定ステップでの判定結
果に応じて前記ルート再設定条件に含まれる前記位置関係の条件を可変する位置関係条件
可変ステップとを含むナビゲーション方法を構成してもよい。
【００１７】
　この第３の発明等によれば、ユーザ操作に従って目的地までのルートが設定され、測位
位置と設定されたルートとの位置関係の条件を少なくとも含む所定のルート再設定条件を
満たしたことが検知された場合に、測位位置に基づいて目的地までのルートが再設定され
る。また、測位位置が分岐場所近傍の所定領域内に位置するか否かの判定結果に応じて、
ルート再設定条件に含まれる位置関係の条件が可変される。
【００１８】
　第４の発明は、第３の発明のナビゲーション装置における前記位置関係の条件は、現在
設定されているルートと測位位置間の距離が所与の閾値距離に達したか否かの条件であり
、前記位置関係条件可変部は、前記判定部により前記所定領域内に位置すると判定された
場合の閾値距離を、位置しないと判定された場合の閾値距離よりも短くすることで前記位
置関係の条件を可変するナビゲーション装置である。
【００１９】
　また、第１０の発明として、第９の発明のナビゲーション方法における前記位置関係の
条件は、現在設定されているルートと測位位置間の距離が所与の閾値距離に達したか否か
の条件であり、前記位置関係条件可変ステップは、前記判定ステップにおいて前記所定領
域内に位置すると判定された場合の閾値距離を、位置しないと判定された場合の閾値距離
よりも短くすることで前記位置関係の条件を可変するステップであるナビゲーション方法
を構成してもよい。
【００２０】
　この第４の発明等によれば、測位位置が分岐場所近傍の所定領域内に位置すると判定さ
れた場合は、位置しないと判定された場合よりも、位置関係の条件を構成する閾値距離が
短くされる。従って、分岐場所近傍では、リルートを行う場合の距離の条件が厳しくされ
ることになり、上述した発明と相まって、設定ルートから外れた場合にリルートが迅速に
行われるようになる。
【００２１】
　第５の発明は、第３又は第４の発明のナビゲーション装置であって、現在設定されてい
るルートと前記地図情報に含まれる分岐場所の情報とに基づき、当該分岐場所の各分岐路
のうちの進入路を判定する進入路判定部と、分岐場所を基準として前記進入路判定部によ
り判定された進入路側が短く、他の分岐路側が長い領域を当該分岐場所の前記所定領域と
して設定する所定領域設定部とを備え、前記判定部は、前記測位部により測位された測位
位置が前記所定領域設定部により設定された所定領域内に位置するか否かを判定するナビ
ゲーション装置である。
【００２２】
　また、第１１の発明として、第９又は第１０の発明のナビゲーション方法であって、現
在設定されているルートと前記地図情報に含まれる分岐場所の情報とに基づき、当該分岐
場所の各分岐路のうちの進入路を判定する進入路判定ステップと、分岐場所を基準として
前記進入路判定ステップにおいて判定された進入路側が短く、他の分岐路側が長い領域を
当該分岐場所の前記所定領域として設定する所定領域設定ステップとを含み、前記判定ス
テップは、前記測位ステップにおいて測位された測位位置が前記所定領域設定ステップに
おいて設定された所定領域内に位置するか否かを判定するステップであるナビゲーション
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方法を構成してもよい。
【００２３】
　分岐場所では、ユーザは進入してきた進入路から他の分岐路に進行する。従って、分岐
場所までは確実に進入路に沿って進行することが予期される。一方、分岐場所に到達した
後は、進入路以外の他の分岐路のうち、何れの分岐路を選択して進行するかがリルート上
問題となる。
【００２４】
　そこで、第５の発明等では、現在設定されているルートと分岐場所の情報とに基づいて
、当該分岐場所の各分岐路のうちの進入路が判定され、分岐場所を基準として進入路側が
短く、他の分岐路側が長い領域が、当該分岐場所の所定領域として設定されるようにして
いる。分岐場所に進入する際には、分岐場所から進出する場合に比べて、測位時間間隔及
び位置関係の条件を変更する必要性が少ないためである。
【００２５】
　第６の発明は、第３又は第４の発明のナビゲーション装置であって、現在設定されてい
るルートと前記地図情報に含まれる分岐場所の情報とに基づき、当該分岐場所の各分岐路
のうちの進入路とルート設定されている分岐先路とを判定する分岐判定部と、分岐場所を
基準として前記分岐判定部により判定された進入路側及び分岐先路側が短く、他の分岐路
側が長い領域を当該分岐場所の前記所定領域として設定する所定領域設定部とを備え、前
記判定部は、前記測位部により測位された測位位置が前記所定領域設定部により設定され
た所定領域内に位置するか否かを判定するナビゲーション装置である。
【００２６】
　また、第１２の発明として、第９又は第１０の発明のナビゲーション方法であって、現
在設定されているルートと前記地図情報に含まれる分岐場所の情報とに基づき、当該分岐
場所の各分岐路のうちの進入路とルート設定されている分岐先路とを判定する分岐判定ス
テップと、分岐場所を基準として前記分岐判定ステップにおいて判定された進入路側及び
分岐先路側が短く、他の分岐路側が長い領域を当該分岐場所の前記所定領域として設定す
る所定領域設定ステップとを含み、前記判定ステップは、前記測位ステップにおいて測位
された測位位置が前記所定領域設定ステップにおいて設定された所定領域内に位置するか
否かを判定するステップであるナビゲーション方法を構成してもよい。
【００２７】
　分岐場所へは、進入路に沿ってそのまま進入することが予期される。また、分岐場所に
到達した後は、ルート設定されている分岐先路に沿って進出する可能性が高い。換言する
と、リルートに当たっては、進入路及びルート設定されている分岐先路への進行を監視す
るよりも、ルート設定されていない分岐先路への進行を監視する方が重要と言える。
【００２８】
　そこで、第６の発明等では、現在設定されているルートと分岐場所の情報とに基づいて
、当該分岐場所の各分岐路のうちの進入路とルート設定されている分岐先路とが判定され
、分岐場所を基準として判定された進入路側及び分岐先路側が短く、他の分岐路側が長い
領域が、当該分岐場所の所定領域として設定されるようにしている。これにより、分岐場
所に進入する際には、分岐場所近くまで測位時間間隔及び位置関係の条件を変更せず、分
岐場所からルート設定されている分岐先路に進出する際には、分岐場所から離れた時点で
即座に測位時間間隔及び位置関係の条件を元に戻すといったことが可能となる。
【００２９】
　また、第１３の発明として、第７～第１２の何れかの発明のナビゲーション方法をコン
ピュータに実行させるためのプログラムを構成してもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、図面を参照して、ナビゲーション装置の一種である携帯型電話機１に本発明を適
用した場合の実施形態について説明する。但し、本発明を適用可能な実施形態がこれに限
定されるわけではない。
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【００３１】
　１．原理
　携帯型電話機１は、測位用衛星であるＧＰＳ衛星から発信（送出）される測位用信号と
してのＧＰＳ衛星信号を受信し、受信したＧＰＳ衛星信号に重畳されているＧＰＳ衛星の
軌道情報（エフェメリスデータやアルマナックデータ）等の航法メッセージに基づいて、
ＧＰＳ衛星の位置、移動方向、速度等の衛星情報を算出する。
【００３２】
　尚、ＧＰＳ衛星は、６つの地球周回軌道面それぞれに４機ずつ配置され、原則、地球上
のどこからでも常時４機以上の衛星が幾何学的配置のもとで観測できるように運用されて
いる。以下では、受信（捕捉）したＧＰＳ衛星信号を送信したＧＰＳ衛星を、他のＧＰＳ
衛星と区別するために「捕捉衛星」と称する。
【００３３】
　また、携帯型電話機１は、内蔵している水晶時計により特定されるＧＰＳ衛星信号の受
信時刻と、当該受信したＧＰＳ衛星信号のＧＰＳ衛星からの送信時刻とに基づいて、捕捉
衛星から自機までの電波伝搬時間を計算する。そして、計算した電波伝搬時間に光速度を
乗算することで、捕捉衛星から自機までの距離（疑似距離）を計算する。
【００３４】
　携帯型電話機１は、所与の測位時間間隔で、自機の位置を示す３次元の座標値と、時計
誤差との４つのパラメータの値を、複数の捕捉衛星の衛星情報や各捕捉衛星から自機まで
の距離（擬似距離）等の情報に基づいて算出する測位演算を行うことで、自機の現在位置
を測位する。また、携帯型電話機１は、測位機能の他にナビゲーション機能を備えており
、所与の出発地から目的地に至る最短のルートを検索・設定して画面に表示することで、
目的地までの経路案内を行う。
【００３５】
　尚、本実施形態では、携帯型電話機１のユーザにより出発地及び目的地が指示されるも
のとして説明するが、測位演算により求めた現在位置（以下、「現在測位位置」と称す。
）を出発地に自動設定することで、目的地のみがユーザにより指示される構成としてもよ
い。また、優先して通行したい道路、途中で通過したい地点等の付加条件（オプション）
をユーザが指定することを可能とし、指定された付加条件に従ってルートの検索・設定を
行うことにしてもよい。
【００３６】
　図１は、本実施形態におけるナビゲーションの概要を説明するための図である。ここで
は、携帯型電話機１を携行したユーザが、ある出発地から目的地を目指して徒歩で移動す
る場合を例に挙げて説明する。
【００３７】
　最初に、ユーザにより出発地及び目的地が指示されると、携帯型電話機１は、当該出発
地から当該目的地までの最短のルートを検索し、検索したルートを当初のルートとして設
定して（以下、「当初設定ルート」と称す。）、画面に表示する。
【００３８】
　ユーザは、画面に表示された当初設定ルートに従って道路を進んでいくが、例えば、当
初設定ルート上の最初の交差点Ｃ１において、本来であれば右斜め前方の道路に進むべき
であったところ、誤って右折してしまったとする。この場合、携帯型電話機１は、現在測
位位置と当初設定ルートとの位置関係が所定のリルート発動条件を満たしたことを検知し
た場合に、ルートの再設定（リルート）を行う。
【００３９】
　具体的には、携帯型電話機１は、現在測位位置と設定ルート間の距離が所与の閾値距離
（本実施形態では、「リルート閾値距離」と称する。）に達した場合に、現在測位位置を
出発地として、目的地までの最短のルートを再検索する。そして、再検索したルートを新
たなルートに設定して（以下、「再設定ルート」と称す。）、画面に表示する。
【００４０】
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　図２は、リルートの原理を説明するための図であり、図２（Ａ）が、従来におけるリル
ートの原理を、図２（Ｂ）が、本実施形態におけるリルートの原理を説明するための図で
ある。同図は、図１の交差点Ｃ１近傍の拡大図であり、本実施形態の特徴を明確にするた
めに、従来技術と対比して説明する。
【００４１】
　従来技術では、携帯型電話機１は、所与の測位時間間隔「Δｔ」（例えば「２秒」）で
自機の現在位置を測位する。そして、測位を行った後、当該現在測位位置と当初設定ルー
ト間の距離「ｄ」を算出し、算出した距離「ｄ」が所定のリルート閾値距離「θ」（例え
ば「３０ｍ」）以上であるか否かを判定する。
【００４２】
　そして、距離「ｄ」がリルート閾値距離「θ」未満であると判定した場合は（ｄ＜θ）
、携帯型電話機１は、現在測位位置に対してマップマッチング処理を行い、マップマッチ
ング処理の結果として得られた位置（以下、「マップマッチング結果位置」と称す。）を
、アイコン等によって画面に表示する。
【００４３】
　ここで、マップマッチング処理とは、地図情報に基づいて、現在測位位置を地図上の妥
当な位置に補正する処理のことをいう。例えば、現在測位位置が海上となった場合は、最
近接する海岸道路上に現在測位位置を補正する。尚、マップマッチングに係る処理は公知
であるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【００４４】
　一方、現在測位位置と当初設定ルート間の距離「ｄ」がリルート閾値距離「θ」以上で
あると判定した場合は（ｄ≧θ）、携帯型電話機１は、新たなルートを検索し、再設定ル
ートとして設定する。そして、マップマッチング処理を同様に行い、当該マップマッチン
グ結果位置を画面に表示する。
【００４５】
　例えば、図２（Ａ）において、測位時刻「ｔ１」，「ｔ２」，「ｔ３」及び「ｔ４」で
は、現在測位位置と当初設定ルート間の距離「ｄ１」，「ｄ２」，「ｄ３」及び「ｄ４」
が、それぞれリルート閾値距離「θ」未満であったため（ｄ１＜θ，ｄ２＜θ，ｄ３＜θ
，ｄ４＜θ）、リルートが行われることはなく、マップマッチング処理によって、現在測
位位置が当初設定ルート上にそれぞれマップマッチングされている。
【００４６】
　一方、測位時刻「ｔ５」では、現在測位位置と当初設定ルート間の距離「ｄ５」がリル
ート閾値距離「θ」よりも大きかったため（ｄ５＞θ）、リルート機能によって新たなル
ート（再設定ルート）が設定されている。そして、マップマッチング処理により、現在測
位位置が再設定ルート上にマップマッチングされている。
【００４７】
　この従来技術では、リルートを行うか否かの判定を所与の測位時間間隔毎に行い、且つ
、リルート閾値距離が一定である都合上、携帯型電話機１の実在位置が設定ルートからリ
ルート閾値距離以上離れたとしても、その時点ではリルートが行われず、次の測位時刻に
なって初めてリルートが行われる。このため、例えば図２（Ａ）では、測位時刻「ｔ４」
から「ｔ５」までの間にユーザが交差点Ｃ２を通り過ぎてしまい、道路Ｌ２が再設定ルー
トに含まれない上、ユーザが目的地まで遠回りを余儀なくされるという問題がある。
【００４８】
　そこで、本実施形態では、道路の各交差点について、当該交差点を含む近傍所定領域を
「分岐エリア」とし、携帯型電話機１の現在測位位置が分岐エリア内に位置している場合
は、測位時間間隔を「ΔｔC（＜Δｔ）」（例えば「１秒」）に短縮し、それに併せて、
リルート閾値距離も「θC（＜θ）」（例えば「１０ｍ」）に短縮する。
【００４９】
　この場合、例えば図２（Ｂ）では、現在測位位置が分岐エリア内に位置することになっ
た測位時刻「ｔ３」以降、測位時間間隔が「ΔｔC」に短縮されたことで、ユーザが交差
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点Ｃ２に到達するまでの間に、測位時刻「ｔ６」及び「ｔ７」において２度のリルートの
判定が行われている。
【００５０】
　また、測位時間間隔と併せてリルート閾値距離が「θC」に短縮されるため、測位時刻
「ｔ６」及び「ｔ７」におけるリルートの判定では、リルートを行うための距離の条件が
厳しくされている。その結果、測位時刻「ｔ６」では、現在測位位置と当初設定ルート間
の距離「ｄ７」がリルート閾値距離「θC」に満たなかったものの（ｄ６＜θC）、その次
の測位時刻「ｔ７」では、距離「ｄ７」がリルート閾値距離「θC」に達したことで（ｄ
７≧θC）、リルートが行われ、道路Ｌ２を選択肢に含むルートが新たに設定されている
。
【００５１】
　図３は、分岐エリアの形状の一例を示す図である。例えば、交差点を中心とする円（例
えば半径が「２０ｍ」）を考え、その円の内部の領域を分岐エリアとすることが考えられ
る（図３（Ａ））。また、交差点を中心とする矩形（例えば一辺の長さが「４０ｍ」）を
考え、その矩形の内部の領域を分岐エリアとしてもよい（図３（Ｂ））。
【００５２】
　２．構成
　図４は、携帯型電話機１の機能構成を示すブロック図である。
　携帯型電話機１は、ＧＰＳアンテナ５と、ＧＰＳ受信部１０と、ＴＣＸＯ（Temperatur
e Compensated Crystal Oscillator）２０と、ホストＣＰＵ３０と、操作部４０と、表示
部５０と、携帯電話用アンテナ６０と、携帯電話用無線通信回路部７０と、ＲＯＭ（Read
 Only Memory）８０と、ＲＡＭ（Random Access Memory）９０とを備えて構成される。
【００５３】
　ＧＰＳアンテナ５は、測位用衛星であるＧＰＳ衛星から発信（送出）されたＧＰＳ衛星
信号を含むＲＦ信号を受信するアンテナであり、受信した信号をＧＰＳ受信部１０に出力
する。尚、ＧＰＳ衛星信号は、Ｃ／Ａ（Coarse and Acquisition）コードと呼ばれるスペ
クトラム拡散変調された信号であり、１．５７５４２［ＧＨｚ］を搬送波周波数とするＬ
１帯の搬送波に重畳されている。
【００５４】
　ＧＰＳ受信部１０は、ＧＰＳアンテナ５から出力された信号に基づいて携帯型電話機１
の現在位置を測位する測位部であり、いわゆるＧＰＳ受信機に相当する機能ブロックであ
る。ＧＰＳ受信部１０は、ＲＦ（Radio Frequency）受信回路部１１と、ベースバンド処
理回路部１３とを備えて構成される。尚、ＲＦ受信回路部１１と、ベースバンド処理回路
部１３とは、それぞれ別のＬＳＩ（Large Scale Integration）として製造することも、
１チップとして製造することも可能である。
【００５５】
　ＲＦ受信回路部１１は、高周波信号（ＲＦ信号）の回路ブロックであり、ＴＣＸＯ２０
により生成された発振信号を分周或いは逓倍することで、ＲＦ信号乗算用の発振信号を生
成する。そして、生成した発振信号を、ＧＰＳアンテナ５から出力されたＲＦ信号に乗算
することで、該ＲＦ信号を中間周波数の信号（以下、「ＩＦ（Intermediate Frequency）
信号」と称す。）にダウンコンバートし、ＩＦ信号を増幅等した後、Ａ／Ｄ変換器でデジ
タル信号に変換して、ベースバンド処理回路部１３に出力する。
【００５６】
　ベースバンド処理回路部１３は、ＲＦ受信回路部１１から出力されたＩＦ信号に対して
相関処理等を行ってＧＰＳ衛星信号を捕捉・抽出し、データを復号して航法メッセージや
時刻情報等を取り出し、疑似距離の演算や測位演算等を行う回路部である。ベースバンド
処理回路部１３は、相関処理を行う回路や相関処理用の拡散符号を発生させる回路、デー
タを復号する回路等を備えて構成される。
【００５７】
　ＴＣＸＯ２０は、所定の発振周波数を有する発振信号を生成する温度補償型水晶発振器



(11) JP 2008-197064 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

であり、生成した発振信号をＲＦ受信回路部１１及びベースバンド処理回路部１３に出力
する。
【００５８】
　ホストＣＰＵ３０は、ＲＯＭ８０に記憶されているシステムプログラム等の各種プログ
ラムに従って携帯型電話機１の各部を統括的に制御するプロセッサである。特に、ホスト
ＣＰＵ３０は、ＲＯＭ８０に記憶されているナビゲーションプログラム８１に従って、ナ
ビゲーション処理を行う。
【００５９】
　操作部４０は、例えばタッチパネルやボタンスイッチ等により構成される入力装置であ
り、押下されたキーやボタンの信号をホストＣＰＵ３０に出力する。この操作部４０の操
作により、出発地点や目的地点の指定等の各種指示入力がなされる。
【００６０】
　表示部５０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等により構成され、ホストＣＰＵ３
０から入力される表示信号に基づいた各種表示を行う表示装置である。表示部５０には、
ナビゲーション画面等が表示される。
【００６１】
　携帯電話用アンテナ６０は、携帯型電話機１の通信サービス事業者が設置した無線基地
局との間で携帯電話用無線信号の送受信を行うアンテナである。
【００６２】
　携帯電話用無線通信回路部７０は、ＲＦ変換回路、ベースバンド処理回路等によって構
成される携帯電話の通信回路部であり、携帯電話用無線信号の変調・復調等を行うことで
、通話やメールの送受信等を実現する。
【００６３】
　ＲＯＭ８０は、読み出し専用の記憶装置であり、携帯型電話機１を制御するためのシス
テムプログラムや、ナビゲーション機能を実現するための各種プログラムやデータ等を記
憶している。
【００６４】
　ＲＡＭ９０は、読み書き可能な記憶装置であり、ホストＣＰＵ３０により実行されるシ
ステムプログラム、各種処理プログラム、各種処理の処理中データ、処理結果などを一時
的に記憶するワークエリアを形成している。
【００６５】
　図５（Ａ）、図５（Ｂ）は、ＲＯＭ８０及びＲＡＭ９０に格納されたデータの一例を示
す図である。ＲＯＭ８０には、ホストＣＰＵ３０により読み出され、ナビゲーション処理
（図６参照）として実行されるナビゲーションプログラム８１と、地図データ８３とが記
憶されている。
【００６６】
　ナビゲーション処理とは、ホストＣＰＵ３０が、携帯型電話機１の現在測位位置と設定
ルート間の距離に基づいて、ベースバンド処理回路部１３が測位を行う測位時間間隔及び
リルート閾値距離を可変に設定しながら、指示された目的地までの経路案内を行う処理で
ある。ナビゲーション処理については、フローチャートを用いて詳細に後述する。
【００６７】
　地図データ８３は、道路情報や建物情報を含む地図情報が記憶されたデータであり、特
に、交差点の情報である交差点データ８３１がこれに含まれる。ナビゲーション処理にお
いて、ホストＣＰＵ３０は、交差点データ８３１に基づいて、現在測位位置が分岐エリア
内に位置するか否かを判定する。
【００６８】
　ＲＡＭ９０には、設定ルートデータ９１と、測位データ９３と、マップマッチングデー
タ９５とが記憶される。
【００６９】
　設定ルートデータ９１には、現在設定されているルートの情報として、出発地及び目的
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地の情報と、出発地から目的地に至るまでの道路及び交差点の情報とが記憶される。ナビ
ゲーション処理において、ホストＣＰＵ３０は、ルート検索処理を行った後、得られたル
ートの情報を設定ルートデータ９１に記憶させる。
【００７０】
　測位データ９３には、３次元の座標値で表される現在測位位置が記憶される。ナビゲー
ション処理において、ホストＣＰＵ３０は、ベースバンド処理回路部１３から測位演算に
よって求められた測位位置を取り込み、当該測位位置を現在測位位置として測位データ９
３に記憶させる。
【００７１】
　マップマッチングデータ９５には、３次元の座標値で表されるマップマッチング結果位
置が記憶される。ナビゲーション処理において、ホストＣＰＵ３０は、測位データ９３に
記憶されている現在測位位置に対してマップマッチング処理を行い、得られたマップマッ
チング結果位置をマップマッチングデータ９５に記憶させる。
【００７２】
　３．処理の流れ
　図６は、ホストＣＰＵ３０によりＲＯＭ８０に記憶されているナビゲーションプログラ
ム８１が読み出されて実行されることで、携帯型電話機１において実行されるナビゲーシ
ョン処理の流れを示すフローチャートである。尚、ナビゲーション処理に先立ち、ＧＰＳ
アンテナ５によるＲＦ信号の受信や、ＧＰＳ受信部１０による測位演算等が随時なされる
状態にあるものとする。
【００７３】
　最初に、ホストＣＰＵ３０は、初期設定として、ベースバンド処理回路部１３の測位時
間間隔を「２秒」に設定するとともに、リルート閾値距離を「３０ｍ」に設定する（ステ
ップＡ１）。
【００７４】
　次いで、ホストＣＰＵ３０は、操作部４０を介して指示された出発地及び目的地を設定
し（ステップＡ３）、ルート検索処理を行う（ステップＡ５）。具体的には、ＲＯＭ８０
に記憶されている地図データ８３を参照して、ステップＡ３において設定した出発地から
目的地までの最短ルートを検索する。尚、ルート検索のアルゴリズムについては公知であ
るため、詳細な説明を省略する。
【００７５】
　ルート検索処理を行った後（ステップＡ５）、ホストＣＰＵ３０は、得られたルートの
情報でＲＡＭ９０の設定ルートデータ９１を更新することでルートの設定を行い、当該設
定ルートを表示部５０に表示させる（ステップＡ７）。
【００７６】
　そして、ホストＣＰＵ３０は、ベースバンド処理回路部１３から測位演算により求めら
れた測位位置を取り込み、当該測位位置を現在測位位置として、ＲＡＭ９０の測位データ
９３に記憶させる（ステップＡ９）。
【００７７】
　次いで、ホストＣＰＵ３０は、地図データ８３に含まれる交差点データ８３１を参照し
て、ＲＡＭ９０の測位データ９３に記憶されている現在測位位置が分岐エリア内に位置す
るか否かを判定する（ステップＡ１１）。具体的には、現在測位位置の直近の交差点（以
下、「直近交差点」と称す。）を特定し、図３を参照して説明した当該直近交差点を中心
とする近傍所定範囲の領域に現在測位位置が含まれるか否かを判定する。
【００７８】
　そして、分岐エリア内に位置すると判定した場合は（ステップＡ１１；Ｙｅｓ）、ホス
トＣＰＵ３０は、ベースバンド処理回路部１３の測位時間間隔を「１秒」に設定するとと
もに、リルート閾値距離を「１０ｍ」に設定する（ステップＡ１３）。また、現在測位位
置が分岐エリア内に位置しないと判定した場合は（ステップＡ１１；Ｎｏ）、ベースバン
ド処理回路部１３の測位時間間隔を「２秒」に設定するとともに、リルート閾値距離を「
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３０ｍ」に設定する（ステップＡ１５）。
【００７９】
　測位時間間隔及びリルート閾値距離の設定を行った後（ステップＡ１３又はＡ１５）、
ホストＣＰＵ３０は、ユーザが目的地に到達したか否かを判定する（ステップＡ１７）。
具体的には、ＲＡＭ９０の測位データ９３に記憶されている現在測位位置が、目的地の位
置座標から所定距離以内であるか否かを判定することで、目的地への到達を判定する。
【００８０】
　そして、まだ目的地に到達していないと判定した場合は（ステップＡ１７；Ｎｏ）、ホ
ストＣＰＵ３０は、ＲＡＭ９０の測位データ９３に記憶されている現在測位位置と、設定
ルートデータ９１に記憶されている設定ルート間の距離が、現在設定されているリルート
閾値距離以上であるか否かを判定する（ステップＡ１９）。
【００８１】
　そして、リルート閾値距離未満であると判定した場合は（ステップＡ１９；Ｎｏ）、ホ
ストＣＰＵ３０は、ステップＡ２５へと処理を移行し、リルート閾値距離以上であると判
定した場合は（ステップＡ１９；Ｙｅｓ）、ルート検索処理を行い、現在測位位置を出発
地として、目的地までの最短ルートを検索する（ステップＡ２１）。
【００８２】
　ルート検索処理を行った後（ステップＡ２１）、ホストＣＰＵ３０は、得られたルート
の情報でＲＡＭ９０の設定ルートデータ９１を更新することでルートの設定を行い、当該
設定ルートを表示部５０に表示させる（ステップＡ２３）。
【００８３】
　次いで、ホストＣＰＵ３０は、現在測位位置を道路上に補正するマップマッチング処理
を行い（ステップＡ２５）、得られたマップマッチング結果位置で、ＲＡＭ９０のマップ
マッチングデータ９５を更新する。そして、ホストＣＰＵ３０は、当該マップマッチング
結果位置を表示部５０に表示させる（ステップＡ２７）。
【００８４】
　その後、ホストＣＰＵ３０は、ナビゲーションを終了するか否かを判定する（ステップ
Ａ２９）。具体的には、操作部４０を介してナビゲーション機能を「ＯＦＦ」にする指示
操作がなされた場合や、携帯型電話機１の電源を「ＯＦＦ」にする指示操作がなされた場
合に、ナビゲーションを終了するものと判定する。
【００８５】
　そして、まだナビゲーションを終了しないと判定した場合は（ステップＡ２９；Ｎｏ）
、ホストＣＰＵ３０は、ステップＡ９に戻り、ナビゲーションを終了すると判定した場合
は（ステップＡ２９；Ｙｅｓ）、ナビゲーション処理を終了する。
【００８６】
　一方、ステップＡ１７において、ユーザが目的地に到達したと判定した場合は（ステッ
プＡ１７；Ｙｅｓ）、ホストＣＰＵ３０は、ステップＡ２９と同様にナビゲーションの終
了判定を行う（ステップＡ３１）。そして、まだナビゲーションを終了しないと判定した
場合は（ステップＡ３１；Ｎｏ）、ホストＣＰＵ３０は、ステップＡ３に戻り、ナビゲー
ションを終了すると判定した場合は（ステップＡ３１；Ｙｅｓ）、ナビゲーション処理を
終了する。
【００８７】
　４．作用効果
　本実施形態によれば、道路及び道路の交差点の情報を含む地図情報に基づいて、測位さ
れた測位位置がマップマッチング処理されて表示される。また、測位された測位位置が、
交差点を含む当該交差点の近傍所定領域として定められた分岐エリア内に位置するか否か
が判定され、分岐エリア内に位置すると判定された場合は、測位時間間隔及びリルート閾
値距離が短縮される。従って、交差点近傍では、リルートの判定が行われる頻度が高くな
るのと同時に、リルートを行うために満たされるべき距離の条件が厳しくされる。このた
め、設定ルートから外れたことを敏感に検知して、リルートを迅速に行うことが可能とな
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る。
【００８８】
　５．変形例
　５－１．電子機器
　本発明は、携帯型電話機の他、携帯型のナビゲーション装置や車載用のナビゲーション
装置、腕時計等の電子機器に適用することが可能である。
【００８９】
　５－２．分岐エリアの設定
　分岐エリアを全ての交差点について固定的なものとするのではなく、現在設定されてい
るルートに基づいて設定することとしてもよい。以下では、交差点の各分岐路のうち、現
在設定されているルートに沿って当該交差点に進入してくる分岐路を「進入路」、進入路
以外の分岐路を「分岐先路」と述べる。また、分岐先路のうち、ルート設定されている分
岐先路を「ルート設定分岐先路」、ルート設定されていない分岐先路を「非ルート設定分
岐先路」と述べる。
【００９０】
　通常、ユーザが一旦交差点に進入してきた後に、再び進入路を引き返すような状況は稀
であるから、進入路側については、測位時間間隔及びリルート閾値距離を短縮する必要性
は低いといえる。そこで、進入路側が短く、他の分岐路側が長い領域を分岐エリアとして
設定することが考えられる。
【００９１】
　図７は、この場合における分岐エリアの形状の一例を示す図である。図７（Ａ）は、図
３（Ａ）の円形の分岐エリアを一部変形することで得られる分岐エリアを示しており、図
７（Ｂ）は、図３（Ｂ）の矩形の分岐エリアを一部変形することで得られる分岐エリアを
示している。何れの分岐エリアにおいても、分岐先路側に比べて進入路側が短くなってい
ることがわかる。
【００９２】
　また、リルートを行うのは、携帯型電話機１の現在測位位置が設定ルートからリルート
閾値距離以上離れた場合であるが、これは通常、ユーザが交差点において非ルート設定分
岐先路に進行した場合であると考えられる。つまり、ユーザが交差点においてルート設定
分岐先路に進行した場合は、リルートが行われる可能性は低いのであるから、ルート設定
分岐先路側についても、測位時間間隔及びリルート閾値距離を短縮する必要性は乏しい。
そこで、進入路側及びルート設定分岐先路側が短く、非ルート設定分岐先路側が長い領域
を分岐エリアとして設定することにしてもよい。
【００９３】
　図８は、この場合における分岐エリアの形状の一例を示す図である。図８（Ａ）は、図
３（Ａ）の円形の分岐エリアを一部変形することで得られる分岐エリアを示しており、図
８（Ｂ）は、図３（Ｂ）の矩形の分岐エリアを一部変形することで得られる分岐エリアを
示している。何れの分岐エリアにおいても、非ルート設定分岐先路側に比べて、進入路側
及びルート設定分岐先路側が狭くなっていることがわかる。
【００９４】
　この場合の具体的な構成としては、ＲＯＭ８０に、ナビゲーションプログラム８１のサ
ブルーチンとして分岐エリア設定プログラムを格納しておく。そして、ホストＣＰＵ３０
は、図６のナビゲーション処理のステップＡ２５又はＡ２７と、Ａ２９との間で、分岐エ
リア設定プログラムを読み出して実行することで、分岐エリア設定処理を行う。
【００９５】
　図９は、分岐エリア設定処理の流れを示すフローチャートである。尚、図９に示す分岐
エリア設定処理は、図８に例示した分岐エリアを設定するための処理である。
　先ず、ホストＣＰＵ３０は、ＲＡＭ９０の設定ルートデータ９１に記憶されている設定
ルートと、ＲＯＭ８０の地図データ８３に含まれる交差点データ８１に記憶されている交
差点の情報とに基づいて、設定ルートに沿ったマップマッチング結果位置からの直近交差
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点を特定する（ステップＢ１）。
【００９６】
　次いで、ホストＣＰＵ３０は、設定ルートと当該直近交差点の情報とに基づいて、当該
直近交差点の進入路及びルート設定分岐先路を判定する（ステップＢ３）。そして、ホス
トＣＰＵ３０は、例えば進入路側を「２０ｍ」、ルート設定分岐先路側を「２０ｍ」、非
ルート設定分岐先路側を「４０ｍ」とする分岐エリアを算出・生成し（ステップＢ５）、
算出した分岐エリアを当該直近分岐点の分岐エリアとして設定した後（ステップＢ７）、
分岐エリア設定処理を終了する。
【００９７】
　このように、現在設定されているルートに基づいて分岐エリアを設定することで、交差
点に進入してくる場合は、交差点近くまで測位時間間隔を短縮せずに通常の測位時間間隔
で測位を行い、交差点から設定ルートに沿って進出していく場合は、短縮した測位時間間
隔を早い段階で通常の測位時間間隔に戻して測位を行うことが可能となるため、処理負荷
を軽減することができる。
【００９８】
　５－３．分岐エリアの分割
　また、分岐エリアを２以上の領域に分割し、分割した各領域について、測位時間間隔及
びリルート閾値距離をそれぞれ個別に設定してもよい。
【００９９】
　図１０は、この場合における分岐エリアの一例を示す図である。図１０（Ａ）は、図３
（Ａ）の円形の分岐エリアを分割することで得られる分岐エリアを示しており、図１０（
Ｂ）は、図３（Ｂ）の矩形の分岐エリアを分割することで得られる分岐エリアを示してい
る。ここでは、分岐エリアを「Ｒ１」及び「Ｒ２」の２つの領域に分割している。尚、領
域Ｒ１は、図８に示した分岐エリアと同一形状の領域である。
【０１００】
　この場合、前述したように、領域Ｒ１では測位時間間隔及びリルート閾値距離を短縮す
る必要性が高く、領域Ｒ２では短縮する必要性が低い。そこで、現在測位位置が領域Ｒ１
内に位置している場合は、例えば測位時間間隔を「１秒」、リルート閾値距離を「１０ｍ
」にそれぞれ設定し、領域Ｒ２内に位置している場合は、例えば測位時間間隔を「２秒」
、リルート閾値距離を「３０ｍ」にそれぞれ設定する。また、現在測位位置が分岐エリア
外の領域に位置している場合は、例えば測位時間間隔を「３秒」、リルート閾値距離を「
５０ｍ」にそれぞれ設定する。
【０１０１】
　５－４．可変項目
　上述した実施形態では、携帯型電話機１の現在測位位置が分岐エリア内に位置している
か否かに応じて測位時間間隔及びリルート閾値距離を可変するものとして説明したが、測
位時間間隔のみを可変することにしてもよいし、リルート閾値距離のみを可変することに
してもよい。
【０１０２】
　５－５．測位処理
　ベースバンド処理回路部１３が行う測位演算を、ホストＣＰＵ３０が行うこととしても
よい。具体的には、ベースバンド処理回路部１３は、ＧＰＳ衛星信号の捕捉・追尾を行う
ものとし、ホストＣＰＵ３０は、ベースバンド処理回路部１３により捕捉・追尾されたＧ
ＰＳ衛星信号から航法メッセージ、時刻情報等を取り出して、擬似距離の算出や測位演算
等を行うようにする。
【０１０３】
　５－６．記憶媒体
　ＲＯＭ８０に記憶されているナビゲーションプログラム８１を、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ
－ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の記憶媒体に記憶させておき、ホストＣＰＵ３０が、記憶
媒体からプログラムを読み出して実行する構成としてもよい。この場合、さらに地図デー
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タ８３を記憶媒体に記憶させておいてもよいことは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】ナビゲーションの概要を説明するための図。
【図２】（Ａ）従来のリルートの説明図。（Ｂ）実施形態におけるリルートの説明図。
【図３】（Ａ）分岐エリアの一例を示す図。（Ｂ）分岐エリアの一例を示す図。
【図４】携帯型電話機の構成を示すブロック図。
【図５】（Ａ）ＲＯＭの構成例を示す図。（Ｂ）ＲＡＭの構成例を示す図。
【図６】ナビゲーション処理の流れを示すフローチャート。
【図７】（Ａ）分岐エリアの変形例を示す図。（Ｂ）分岐エリアの変形例を示す図。
【図８】（Ａ）分岐エリアの変形例を示す図。（Ｂ）分岐エリアの変形例を示す図。
【図９】分岐エリア設定処理の流れを示すフローチャート。
【図１０】（Ａ）分岐エリアの変形例を示す図。（Ｂ）分岐エリアの変形例を示す図。
【符号の説明】
【０１０５】
１　携帯型電話機、　５　ＧＰＳアンテナ、　１０　ＧＰＳ受信部、　１１　ＲＦ受信回
路部、　１３　ベースバンド処理回路部、　２０　ＴＣＸＯ、　３０　ホストＣＰＵ、　
４０　操作部、　５０　表示部、　６０　携帯電話用アンテナ、　７０　携帯電話用無線
通信回路部、　８０　ＲＯＭ、　９０　ＲＡＭ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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