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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図画像を車両位置マークと共に画面上に表示する地図表示手段と、
　ユーザがスクロール方向を指示するための操作手段と、
　誘導時／非誘導時にかかわらず、上記操作手段により指示されたスクロール方向に、上
記車両位置マークが乗っている道路に沿って主要道路との交差点まで上記地図画像をスク
ロールさせるスクロール手段と、
　上記スクロール手段によるスクロールによって到達した交差点に接続する主要道路の名
称を画面上に表示する交差点名表示手段とを備え、
　上記スクロール手段は、上記操作手段によりスクロール方向が指示された場合に、誘導
経路が設定されていないときは、上記車両位置マークが乗っている道路上の上記スクロー
ル方向における主要道路との交差点まで、上記車両位置マークが乗っている道路に沿って
上記地図画像をスクロールさせるとともに、誘導経路が設定されているときも、上記車両
位置マークが乗っている道路上の上記スクロール方向における主要道路との交差点が上記
誘導経路上に存在するか否かにかかわらず、上記車両位置マークが乗っている道路上の上
記スクロール方向における主要道路との交差点まで、上記車両位置マークが乗っている道
路に沿って上記地図画像をスクロールさせることを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　上記主要道路は、主要地方道以上であ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。
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【請求項３】
　上記操作手段はジョイステックであり、該ジョイステックを所望の方向に１回倒すだけ
で、上記自車位置マークが乗っている道路に沿って地図画像がスクロールし、次の主要道
路との交差点で自動的に止ま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４】
　上記主要道路との交差点で、ユーザがスクロール方向の指示を繰り返すと、地図画像は
上記主要道路との交差点から指示された方向に延びる道路に沿ってスクロールし、次の主
要道路との交差点で再度自動的に止まることを特徴とする請求項３に記載のナビゲーショ
ン装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両の走行案内を行って運転者が所望の目的地に容易に到達できるようにした
車載用のナビゲーション装置に関し、特に、ユーザ操作によって地図画像をスクロールす
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。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、車両の走行案内を行うナビゲーション装置においては、自立航法センサやＧＰＳ
（Global Positioning System）受信機などを用いて車両の現在位置を検出する。そして
、検出した現在位置周辺の地図データをＤＶＤ等の記録媒体から読み出し、地図画像をデ
ィスプレイ装置に描画するとともに、その地図画像の所定位置に車両位置マークを重ねて
描画する。そして、車両の移動により現在位置が変化するに従って、画面上で車両位置マ
ークを移動したり、車両位置マークは画面上の所定箇所に固定してその近傍の地図画像を
スクロールしたりすることにより、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、最近のナビゲーション装置の殆どには、運転者が所望の目的地に向かって道路を間
違うことなく容易に走行できるようにした経路誘導機能が搭載されている。この経路誘導
機能によれば、地図データを用いて出発地から目的地までを結ぶ最もコストが小さな経路
を、幅優先探索（ＢＦＳ）法あるいはダイクストラ法などのシミュレーションを行って自
動探索し、その探索した誘導経路を車両の走行中に地図画面上で他の道路と色を変えて太
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、進行
方向を音声で案内したり、交差点の案内画像を拡大表示して進行方向を示す矢印を表示し
たりするなどの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、ユーザがタッチパネルやリモートコントローラ（リモ
コン）等の操作部を操作することにより、ナビゲーション画面上にカーソルを表示させ、
画面表示されている地図を任意の方向にスクロールさせることができるようになっている
。すなわち、カーソルが画面上の所定箇所に固定して表示され、操作部を操作してカーソ
ル移動を指示すると、その指示に従って地図画面がスクロールされる。
【０００５】
このようなカーソルを用いた画面スクロールは、例えば、カーソルが示している地点を種
々の機能利用（経路探索の目的地や経由地の設定、現在位置の指示等）のためにナビゲー
ション装置本体に指示したり、所望の施設を地図画面上で探したりする際などに行われる
。また、この画面スクロールは、車両の走行中に先の道路を事前に確認しようとする際に
も行われることが多い。
【０００６】
ところが、このような画面スクロールを走行中に行うと、地図画面を凝視しながらの操作
となり、運転に対する注意力が削がれて好ましくない。そのための解決策の１つとして、
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設定した誘導経路に沿って画面を自動的にスクロールさせる機能が一般化されている。ま
た、道路スクロールモードを選択してジョイスティックを操作することにより、煩わしい
操作を行わなくても道路に沿って地図をスクロールできるようにした機能も提案されてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
【特許文献１】
特開平８－１９０３４３号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
一般に、ユーザが運転をするときには、主要道路のロケーションを目安にすることが多い
。例えば、「この先に○○通りがあるからそこを右折しよう」といったように、運転者は
周囲の主要道路を目安にして走行することが多い。そのため、車両の走行中でも画面スク
ロールによって主要道路の交差点を安全かつ確実に見つけられるようにすることが非常に
重要となる。
【０００９】
しかしながら、誘導経路沿いに画面をスクロールさせる従来の機能は、誘導経路を設定し
ていない非誘導時には利用することができないという問題があった。また、誘導時であっ
ても、設定した誘導経路に沿って画面が自動的にスクロールするため、誘導経路から外れ
た他の主要道路を確認することができないという問題があった。
【００１０】
また、特許文献１に記載の従来技術では、画面が道路に沿ってスクロールするため、道路
が曲がっているような場合にユーザのカーソル操作が比較的簡単になる。しかしながら、
所望の主要道路を確認するためには、やはり地図画面を凝視しながらスクロール操作せざ
るを得ず、運転への注意力が散漫になるという不都合を拭いきれない問題があった。
【００１１】
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、誘導時／非誘導時にか
かわらず、車両の走行中でも画面スクロールによって任意の分岐点を安全かつ確実に確認
できるようにすることを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記した課題を解決するために、本発明のナビゲーション装置では、ユーザが操作手段に
よりスクロールの方向を指示したときに、当該ユーザにより指示された方向に、車両位置
マークが乗っている道路に沿って所定の位置（例えば、主要道路との交差点、高速道路の
入口／出口／ジャンクション等）まで地図画像をスクロールさせて停止するようにしてい
る。
【００１３】
このように構成した本発明によれば、ユーザによる１回の方向指示操作だけで、車両位置
マークが存在する道路に沿って次の交差点等まで自動的に地図画像のスクロールが行われ
、そこで画面が止まる。更に続けて方向指示操作をすれば、そこから次の交差点等まで道
路に沿って地図画像のスクロールが行われ、そこで画面が再び止まる。これにより、自車
位置を基準として周囲の交差点等を簡単な操作のみで順次確認していくことが可能となる
。また、ユーザが確認を希望する交差点等においてスクロールが自動的に止まるので、方
向指示を出してからずっと画面を凝視している必要がなくなる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態に係るナビゲ
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は、本実施形態によるナビゲー
ション画面のスクロールの様子を示す図である。まず、図２を用いて本実施形態の特徴を
説明する。
【００１５】
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図２（ａ）は、ナビゲーション装置が備える地図データの一部をイメージ的に示したもの
である。一般に、ナビゲーション装置では、膨大な地図データの中から所定の大きさで区
切られた矩形領域を切り取って画面表示している。例えば、走行中のある時点において、
車両の現在位置に対応して位置１の矩形領域５０が切り取られ、図２（ｂ）に示す画面１
のように表示されていたとする。
【００１６】
このときユーザが、例えばジョイスティックを１回上に倒して上方への画面スクロールを
指示すると、当該ユーザにより指示された方向に、車両位置マーク６１が乗っている道路
６２に沿って次の主要道路との交差点（以下、主要交差点）６３まで地図画像が徐々にス
クロールする。そして、当該主要交差点６３がほぼ画面中央にくる位置でスクロールが停
止する。このとき地図データ上で切り取られている位置２が図２（ａ）中の矩形領域５１
で示され、それに対応する画面２が図２（ｃ）に示されている。
【００１７】
図２（ｃ）に示すスクロール後の画面では、車両位置マーク６１の代わりに所定の形状を
したスクロールマーク６４が主要交差点６３の上に表示されている。また、その主要交差
点６３を起点にして次に進行可能な方向が複数の矢印６５で示されるとともに、この主要
交差点６３に対して各進行方向に接続する道路上にある次の主要交差点の名称６６が画面
上に表示されている。
【００１８】
この主要交差点６３上でさらにユーザがジョイスティックを操作してスクロール方向を指
示すれば、そこから道路に沿って地図画像のスクロールが行われ、次の主要交差点で画面
が再び止まる。すなわち、スクロールマーク６４が表示されている状態で、ジョイスティ
ックを左に倒すと図２（ａ）の位置３へ、上に倒すと位置４へ、右に倒すと位置５へと、
それぞれ主要交差点まで道路に沿ってスクロールする。なお、図２（ｃ）の状態でジョイ
スティックを下方に倒した場合には、図２（ｂ）のように元の現在地に関する地図表示に
戻る。
【００１９】
画面スクロールは、そのとき選択されている表示モードに従って行う。すなわち、常に北
を上にして表示するノースアップモードが選択されているときは、スクロール中およびス
クロール後の地図画像もノースアップで表示する。また、進行方向を常に上にして表示す
るヘディングアップモードが選択されているときは、スクロール中およびスクロール後の
地図画像もヘディングアップで表示する。以下では、上述のように自車位置が乗っている
道路に沿って次の主要交差点までスクロールする本実施形態特有の機能を「交差点スクロ
ール機能」と呼ぶ。
【００２０】
ここで、主要道路とは、道路区分で所定ランク以上の道路を言うものとする。例えば、日
本の道路区分では、上位ランクから順に(1)高速自動車国道、(2)都市高速道路、(3)一般
国道、(4)主要地方道、(5)主要地方道（指定市道）、(6)一般都道府県道、(7)主要一般道
、(8)一般道、(9)細道路、(10)フェリー航路（経路）、(11)カートレイン、(12)その他、
のように区分されている。本実施形態においては、このうち例えば(4)主要地方道以上を
主要道路と定義する。
【００２１】
また、アメリカにおいては、ナビゲーションテクノロジー社（Navigation Technologies
社）の道路ネットワークはＦＣ１～ＦＣ５の５つのファンクションクラスに分類されてい
る。ＦＣ１はスーパーハイウェイ（Super Highways）、ＦＣ２はハイウェイ（Highways）
、ＦＣ３は補助幹線道路（Collector Roads）、ＦＣ４は支線道路（Feeder Roads）、Ｆ
Ｃ５はローカル道路（Local Streets）である。このうち、例えばＦＣ３の補助幹線道路
以上を主要道路と定義する。
【００２２】
次に、図１を用いて本実施形態によるナビゲーション装置の構成を説明する。図１におい
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て、１１はＤＶＤ－ＲＯＭ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Ｄ
ＶＤ－ＲＯＭ１１を用いているが、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードディスク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。
【００２３】
ＤＶＤ－ＲＯＭ１１に記録された地図データは、広い地域を一望するための上位レベルの
地図から、狭い地域を詳細に記述した下位レベルの地図まで、レベルと呼ばれる単位に階
層化して管理されている。各レベルは、所定の経度および緯度で区切られた区画と呼ばれ
る矩形領域を単位として分割されている。各区画の地図データは、区画番号を指定するこ
とにより特定され、読み出すことが可能となる。
【００２４】
区画ごとの地図データには、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、交差点の詳細データから成る交差点ユニットとが含まれている。このうち描画ユニ
ットには、建物あるいは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。
【００２５】
また、道路ユニットには、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の
詳細データを納めた接続ノードテーブルと、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。
【００２６】
後者のリンクテーブルには、存在するリンクのそれぞれ毎に、リンク方位や道路種別等の
情報が記録されている。リンク方位は、真北を０として時計回りに２５６分割で表現した
角度を示す。道路種別は、そのリンクに対応した実際の道路がどの道路区分に該当するか
といった種別を示す。よって、このリンク方位を見ることによって、道路に沿った方向に
スクロールすることが可能である。また、道路種別を見ることによって、交差する道路が
主要道路か否かを識別することが可能である。
【００２７】
１３は車両の現在位置を測定する位置測定装置であり、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および角速度センサによって車両の相対位置および方
位を検出する。
【００２８】
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および方位のデ
ータに基づいて、絶対的な自車位置（推定車両位置）および車両方位を計算する。また、
ＧＰＳ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および方位を計算する（
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）。
【００２９】
１４はリモコン等の操作部であり、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、交差点スクロール機能のＯＮ／ＯＦＦ）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、数値入力など
）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等）を備えている。１５
はリモコンインタフェースであり、リモコン１４からその操作状態に応じた赤外線信号を
受信する。
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【００３０】
１６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－ＲＯＭ
１１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、位置測定装置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。これにより、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１６に格納す
る。
【００３１】
また、ＤＶＤ－ＲＯＭ制御部１２は、リモコン１４の操作によって地図画像のスクロール
が指示されたときには、リモコン１４の操作情報を入力したプロセッサ（ＣＰＵ）１７か
らの命令に応じて、図２にて説明したスクロール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。これにより、当該スクロールに応じた地図表示に必要な地図データ
をＤＶＤ－ＲＯＭ１１から適宜読み出して、地図情報メモリ１６に格納する。
【００３２】
上述のＣＰＵ１７は、ナビゲーション装置の全体を制御するものである。１８はＲＯＭで
あり、各種プログラム（誘導経路探索処理プログラム、交差点スクロールプログラム等）
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。上述の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って、地図情報メモリ１６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などを行
う。
【００３３】
このＣＰＵ１７はまた、ＲＯＭ１８に記憶されている交差点スクロールプログラムに従っ
て、地図画像の画面スクロール制御も行う。すなわち、交差点スクロール機能がＯＮに設
定されているときに、リモコン１４からスクロール方向の指示が出された場合に、当該指
示された方向に向かって、自車が乗っている道路に沿って次の主要交差点まで地図画像を
スクロールさせる。このとき、スクロールの方向は、地図情報メモリ１６に格納されてい
る地図データ中に含まれるリンク方位情報に従って判断し、次の主要交差点かどうかは道
路種別情報に従って判断する。
【００３４】
なお、画面スクロールに伴って、スクロール先の地図データとして必要な情報が地図情報
メモリ１６に不足した場合には、ＣＰＵ１７は適宜ＤＶＤ－ＲＯＭ制御部１２に指示を出
して、スクロール先の地図表示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１６に格納する。
【００３５】
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、出発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。
【００３６】
２１は交差点拡大図メモリであり、誘導経路中にある全誘導対象交差点の拡大図のデータ
（目的地に向けて車両を案内するための交差点拡大図、行先、進行方向矢印の画像）を一
時的に格納する。この交差点拡大図のデータも、ＤＶＤ－ＲＯＭ制御部１２の制御によっ
てＤＶＤ－ＲＯＭ１１から適宜読み出される。
【００３７】
２２はディスプレイコントローラであり、ＣＰＵ１７からの命令を受けて、地図情報メモ
リ１６に格納された地図データに基づいて、表示装置２８への表示に必要な地図画像デー
タを生成する。２３はビデオＲＡＭであり、ディスプレイコントローラ２２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２２に
よって生成された地図画像データはビデオＲＡＭ２３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２７に出力される。
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【００３８】
２４はメニュー発生部であり、リモコン１４を用いて各種の操作を行う際に必要なメニュ
ー画像を発生して出力する。２５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ＲＡＭ２３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、交差点拡大図メモリ２１に格納された交差点拡
大図データに基づいて、接近中である交差点の案内図の画像を生成して出力する。
【００３９】
２６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等
を発生して出力する。図２（ｃ）に示したスクロールマーク６４、進行可能方向を表す矢
印６５、次の主要交差点の名称６６などもこのマーク発生部２６が発生する。
【００４０】
なお、マップマッチング処理とは、地図情報メモリ１６に読み出されている地図データと
、位置測定装置１３によって測定された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言う。
【００４１】
２７は画像合成部であり、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２２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２４、誘導経路描画
部２５、マーク発生部２６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２８に出力する。
【００４２】
これにより、表示装置２８のナビゲーション画面上には、図２（ｂ）のように自車周辺の
地図画像が車両位置マーク６１や各種ランドマーク等と共に表示される。また、図２（ｃ
）のようにスクロール中およびスクロール後の地図情報がスクロールマーク６４、矢印６
５、交差点名６６等と共に表示される。
【００４３】
２９は音声発生部であり、交差点案内の音声や、各種操作案内の音声などを発声する。３
０はスピーカであり、音声発生部２９により発生された音声を外部に出力する。３１はバ
スであり、上述した各種の機能構成どうしで互いにデータの授受を行うために使用される
。
【００４４】
次に、上記のように構成した本実施形態のナビゲーション装置による画面スクロールの動
作について説明する。図３は、画面スクロール処理の全体の流れを示すフローチャートで
ある。
【００４５】
図３において、ユーザがリモコン１４のジョイスティックを操作すると（ステップＳ１）
、ＣＰＵ１７は、交差点スクロール機能がＯＮに設定されているか否かを判断する（ステ
ップＳ２）。この機能がＯＮに設定されている場合、ＣＰＵ１７は、ジョイスティックの
操作により指示された方向に、自車が乗っている道路に沿って次の主要交差点まで地図画
像を徐々にスクロールさせる（ステップＳ３）。このときディスプレイコントローラ２２
は、ＣＰＵ１７からの指示に従って、地図情報メモリ１６に格納されている地図データを
用いてスクロール中の地図画像データを順次生成し、ビデオＲＡＭ２３に出力する。
【００４６】
次の主要交差点までスクロールが完了すると、ＣＰＵ１７はマーク発生部２６に指示を出
して、スクロールマーク６４や矢印６５、次主要交差点名６６などを画面上に表示させる
（ステップＳ４）。この状態でＣＰＵ１７は、ユーザがリモコン１４のジョイスティック
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を更に操作したかどうかについて判断する（ステップＳ５）。ここで、何れかの方向にジ
ョイスティックが操作された場合は、ステップＳ３に戻って上述と同様の動作を実行する
。
【００４７】
一方、ジョイスティックが操作されていない場合、ＣＰＵ１７は、スクロール動作を終了
するための操作が行われたかどうかを判断する（ステップＳ６）。スクロール動作の終了
とは、リモコン１４の現在地ボタンを押す等してスクロール動作を止めることを言う。
【００４８】
スクロール動作の終了操作が行われていなければ、ステップＳ５に戻り、ジョイスティッ
ク操作あるいはスクロール終了操作の待機状態を続ける。また、スクロール終了操作が行
われると、地図画像上からスクロールマーク６４等の表示を消して現在地の地図画像を表
示し（ステップＳ７）、ステップＳ１に戻る。
【００４９】
上記ステップＳ２で、交差点スクロール機能がＯＦＦに設定されていると判断した場合、
ＣＰＵ１７は、マーク発生部２６を制御してナビゲーション画面の地図上にカーソルを表
示する（ステップＳ８）。そして、ジョイスティックの操作された方向に対してその操作
量の分だけ地図画像をスクロールする通常の処理を行う（ステップＳ９）。
【００５０】
その後ＣＰＵ１７は、スクロール終了操作が行われたかどうかを判断する（ステップＳ１
０）。ここでのスクロール終了操作とは、カーソル位置を経路探索の目的地や経由地に設
定する処理などを含む種々の設定処理が完了すること、あるいはリモコン１４の現在地ボ
タンを押す等してこれらの設定処理を途中でリセットすることなどを言う。
【００５１】
ここで、スクロール終了操作が行われていなければ、ステップＳ９に戻り、カーソルを用
いたスクロール動作を継続する。また、スクロール終了操作が行われると、地図画像上か
らカーソルの表示を消してステップＳ１に戻る。
【００５２】
以上詳しく説明したように、本実施形態によれば、ユーザがリモコン１４のジョイスティ
ックを所望の方向に１回倒すだけで、自車位置が乗っている道路に沿って地図画像がスク
ロールし、次の主要交差点で画面が自動的に止まるようになる。
【００５３】
これにより、誘導経路が設定されていない非誘導時であっても道路沿いにスクロールを行
うことができ、しかも、自車位置を基準として周囲の主要交差点を簡単な操作のみで順次
確認していくことが可能となる。また、主要交差点においてスクロールが自動的に止まる
ので、スクロールが止まった後でその画面を確認すれば十分であり、所望の交差点でスク
ロールを停止するためにずっと画面を凝視している必要がなくなる。したがって、車両の
走行中でも、画面スクロールによって任意の主要交差点を安全かつ確実に確認することが
できるようになる。
【００５４】
また、本実施形態では、スクロールによって到達した交差点に接続する各道路上にある次
の主要交差点の名称も画面上に表示するようにしているので、次にスクロールして確認し
たい主要交差点の方向をあらかじめ把握することができ、希望する交差点も順次の画面ス
クロールによって簡単に見つけることができる。
【００５５】
また、本実施形態の交差点スクロール機能は、誘導経路に従って走行している誘導時にも
利用することが可能である。例えば、誘導経路では非主要道路の交差点で右左折するルー
トが設定されていても、本実施形態の交差点スクロール機能を使えば、その誘導経路上の
右左折する交差点を直進して次の主要交差点まで地図画像をスクロールすることができる
。これにより、誘導経路から外れた他の主要道路を容易に確認することができるというメ
リットも有する。なお、誘導経路が設定されている場合、右左折する交差点が主要交差点
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でなくても、そこで一旦スクロールを停止するようにしても良い。
【００５６】
なお、上記実施形態では、非主導道路との交差点は直進して次の主要交差点までスクロー
ルを行うようにしたが、交差点毎にスクロールを停止するようにしても良い。ただし、そ
もそもナビゲーション装置を利用しているユーザは、地理に不案内なため、できるだけ分
かりやすい主要道路を通ろうとする傾向が強い。また、走行中に細かい道路の交差点まで
ケアすることとすると、却ってユーザが混乱する可能性がある。そのため、走行中はユー
ザの操作をなるべく少なくするために、主要道路に限ってスクロールを停止する方が好ま
しい。なお、主要道路については如何様にも定義することが可能である。
【００５７】
また、上記実施形態では、スクロールが止まる場所として交差点を例に挙げたが、これに
限定されるものではない。例えば、高速道路やフリーウェイの入口／出口／ジャンクショ
ンにてスクロールが止まるようにしても良い。すなわち、高速道路の出入口やジャンクシ
ョンでどのように一般道と接続しているかを事前に確認したい場合も多い。そこで、これ
らの場所でもスクロールを停止できるようにすれば、非常に便利である。この他、スクロ
ールを停止させる位置は任意に決めることが可能である。
【００５８】
また、上記実施形態では、次の主要交差点名を画面表示する例について説明したが、これ
に限定されるものではない。例えば、現在の主要交差点の先に接続する次の主要道路の名
称を表示するようにしても良い。また、現在の主要交差点に接続する道路の行き先を表示
するようにしても良い。
【００５９】
その他、上記実施形態は、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。
【００６０】
【発明の効果】
本発明は上述したように、ユーザからのスクロール方向の指示に応じて、当該ユーザによ
り指示された方向に、自車位置が乗っている道路に沿って所定の位置まで地図画像をスク
ロールさせるようにしたので、誘導時／非誘導時にかかわらず、自車位置を基準として周
囲の交差点等を簡単な操作のみで順次確認していくことができ、車両の走行中でも画面ス
クロールによって任意の交差点等を安全かつ確実に確認することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態によるナビゲーション装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本実施形態による画面スクロールの例を示す図である。
【図３】本実施形態による画面スクロールの動作例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１６　地図情報メモリ
１７　ＣＰＵ
１８　ＲＯＭ
２２　ディスプレイコントローラ
２３　ビデオＲＡＭ
２６　マーク発生部
２７　画像合成部
２８　表示装置
６３　主要交差点
６４　スクロールマーク
６５　進行可能方向の矢印
６６　次の主要交差点名
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