
JP 2008-224607 A 2008.9.25

10

(57)【要約】
【課題】消費電力を抑えることができるナビゲーション
装置及び電子機器において、ユーザの好みを考慮できて
使い勝手がよいものとする。
【解決手段】ナビゲーション装置１の動作モードには、
通常動作モードと、通常動作モードよりも消費電力の少
ない省電力動作モードと、があり、ユーザが、通常動作
モードから省電力動作モードに切り替える切替タイミン
グを含む省電力動作モードの内容を設定するための操作
部１４と、ユーザによる操作部１４の操作により設定さ
れた切替タイミングになったか否かを判定する判定プロ
グラム１６３ｆを実行したＣＰＵ１６１と、判定プログ
ラム１６３ｆを実行したＣＰＵ１６１により切替タイミ
ングになったと判定されると、ナビゲーション装置１の
動作モードを、通常動作モードから省電力動作モードに
切り替える切替プログラム１６３ｇを実行したＣＰＵ１
６１と、を備えるよう構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現在位置を測位する測位手段を備え、当該測位手段により測位された現在位置を表示部
に表示する携帯可能なナビゲーション装置において、
　当該ナビゲーション装置の動作モードには、第１動作モードと、当該第１動作モードよ
りも消費電力の少ない第２動作モードと、があり、
　所与の音声出力処理を行う音声出力部と、
　前記測位手段により測位された現在位置に関する位置情報に基づいて、当該ナビゲーシ
ョン装置の移動速度を算出する算出手段と、
　ユーザが、前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替える切替タイミングを
含む前記第２動作モードの内容を設定するための設定手段と、
　前記設定手段により設定された切替タイミングになったか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記切替タイミングになったと判定されると、前記第１動作モード
から前記第２動作モードに切り替える切替手段と、
　前記切替手段により前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替えられた時点
からの時間を計時する計時手段と、を備え、
　前記設定手段は、前記切替タイミングとして、前記算出手段により算出された移動速度
が予め設定されたユーザの平均歩行速度以上になった時と、前記算出手段により算出され
た移動速度が当該予め設定されたユーザの平均歩行速度以下になった時と、の何れかを設
定可能に構成されており、
　前記第１動作モード時は、前記ナビゲーション装置の電源がＯＮされており、
　前記設定手段は、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記ナ
ビゲーション装置が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定可能であり、
　前記所定の電源ＯＦＦ状態時は、前記切替手段及び前記計時手段への通電がＯＮされて
おり、
　前記切替手段は、前記設定手段により前記第２動作モードの内容として当該第２動作モ
ード時に前記ナビゲーション装置が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されている場合
、前記計時手段により計時された時間が予め設定された自動復帰時間を上回ると、前記第
２動作モードから前記第１動作モードに復帰させ、
　前記第１動作モード時は、前記測位手段による現在位置の測位が第１周期で実行されて
おり、
　前記設定手段は、当該設定手段により前記第２動作モードの内容として当該第２動作モ
ード時に前記ナビゲーション装置が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されていない場
合に、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記表示部への通電
をＯＦＦする設定、当該第２動作モード時に、前記音声出力部への通電をＯＦＦする設定
、及び当該第２動作モード時に、前記測位手段による現在位置の測位を前記第１周期より
も長い第２周期で実行させる設定が可能であり、
　前記測位手段は、前記設定手段により前記第２動作モードの内容として当該第２動作モ
ード時に当該測位手段による現在位置の測位が前記第２周期で実行されるよう設定されて
いる場合に、前記計時手段により計時された時間が増加するにつれて、当該第２周期を延
長していくことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　現在位置を測位する測位手段を備え、当該測位手段により測位された現在位置を表示部
に表示する携帯可能な電子機器において、
　当該電子機器の動作モードには、第１動作モードと、当該第１動作モードよりも消費電
力の少ない第２動作モードと、があり、
　ユーザが、前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替える切替タイミングを
含む前記第２動作モードの内容を設定するための設定手段と、
　前記設定手段により設定された切替タイミングになったか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記切替タイミングになったと判定されると、前記第１動作モード
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から前記第２動作モードに切り替える切替手段と、
　を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器において、
　前記測位手段により測位された現在位置に関する位置情報に基づいて、当該電子機器の
移動速度を算出する算出手段を備え、
　前記設定手段は、前記切替タイミングとして、前記算出手段により算出された移動速度
が予め設定された第１速度以上になった時と、前記算出手段により算出された移動速度が
予め設定された第２速度以下になった時と、の何れかを設定可能に構成されていることを
特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項３に記載の電子機器において、
　前記第１速度及び前記第２速度は、ユーザの平均歩行速度であることを特徴とする電子
機器。
【請求項５】
　請求項２～４の何れか一項に記載の電子機器において、
　前記第１動作モード時は、前記表示部への通電がＯＮされており、
　前記設定手段は、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記表
示部への通電をＯＦＦするよう設定可能であることを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　請求項２～５の何れか一項に記載の電子機器において、
　前記第１動作モード時は、前記測位手段による現在位置の測位が第１周期で実行されて
おり、
　前記設定手段は、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記測
位手段による現在位置の測位が前記第１周期よりも長い第２周期で実行されるよう設定可
能であることを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　請求項６に記載の電子機器において、
　前記測位手段は、前記設定手段により前記第２動作モードの内容として当該第２動作モ
ード時に当該測位手段による現在位置の測位が前記第２周期で実行されるよう設定されて
いる場合に、前記切替手段により前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替え
られた時点からの時間が増加するにつれて、当該第２周期を延長していくことを特徴とす
る電子機器。
【請求項８】
　請求項２～７の何れか一項に記載の電子機器において、
　所与の音声出力処理を行う音声出力部を備え、
　前記第１動作モード時は、前記音声出力部への通電がＯＮされており、
　前記設定手段は、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記音
声出力部への通電をＯＦＦするよう設定可能であることを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　請求項２～８の何れか一項に記載の電子機器において、
　前記第１動作モード時は、前記電子機器の電源がＯＮされており、
　前記設定手段は、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記電
子機器が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定可能であることを特徴とする電子機器。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電子機器において、
　前記切替手段により前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替えられた時点
からの時間を計時する計時手段を備え、
　前記所定の電源ＯＦＦ状態時は、前記切替手段及び前記計時手段への通電がＯＮされて
おり、
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　前記切替手段は、前記設定手段により前記第２動作モードの内容として当該第２動作モ
ード時に前記電子機器が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されている場合、前記計時
手段により計時された時間が予め設定された自動復帰時間を上回ると、前記第２動作モー
ドから前記第１動作モードに復帰させることを特徴とする電子機器。
【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及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＧＰＳ（Global Positioning System：全地球測位システム）を利用して現在位
置を測位し、その測位した現在位置を地図情報とともに表示画面上に表示するナビゲーシ
ョン装置が知られている。
　ところで、従来から、ナビゲーション装置の消費電力を抑えるために様々な技術が提案
されている。
【０００３】
　具体的には、例えば、測位精度を高めるために、ＧＰＳ信号に基づいて測位する電波利
用測位手段と、歩数をカウントするセンサ及び進行方向を検出するセンサにより得られた
検出結果に基づいて測位する自律測位手段と、の２種類の測位手段を備えたナビゲーショ
ン装置において、例えば、乗り物に乗車していると判定した場合は、少なくとも自律測位
手段の動作が停止されることによって、消費電力を抑えることができるナビゲーション装
置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、例えば、第１の表示モードと、第１の表示モードよりも消費電力が小さい第２表
示モードと、の２種類の表示モードを備えたナビゲーション装置において、例えば、ユー
ザが表示内容を見る必要がある状態や振動状態になると、第１表示モードに切り替え、ユ
ーザが表示内容を見る必要がない状態や静止状態になると、第２表示モードに切り替える
ことによって、消費電力を抑えることができるナビゲーション装置が提案されている（例
えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　また、ＧＰＳ信号から得た位置情報に基づいて移動速度を算出できるナビゲーション装
置において、例えば、当該算出された移動速度が遅くなるにつれて、ＧＰＳ信号の受信或
いは復調動作を中断する中断時間を長くすることによって、消費電力を抑えることができ
るナビゲーション装置が提案されている（例えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００６－２４２５７８号公報
【特許文献２】特開２００６－１７１３１１号公報
【特許文献３】特開２００２－２７７５２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された技術は、２種類の測位手段を備えておく必要が
あり、例えば、ＧＰＳ信号に基づいて測位する電波利用測位手段のみを備えるナビゲーシ
ョン装置には適用できない。
【０００７】
　また、特許文献２に記載された技術では、ユーザが表示内容を見る必要がない状態と、
ユーザが表示内容を見る必要がある状態と、を判別しなければならないが、その判別条件
はユーザ毎に異なるため、画一的に設定されたタイミングで消費電力を抑えるモードに切
り替わると、ユーザによっては使い勝手が悪い場合もある。
　また、特許文献２に記載された技術では、例えば、“振動状態（例えば、ユーザが歩い
ている状態）のときは表示内容を表示して、静止状態（例えば、ユーザが立ち止まってい
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る状態）のときは表示内容を表示しない”というように、表示内容を表示する／しないの
条件が画一的に設定されているが、立ち止まっているときに現在位置を確認したいユーザ
や、急いで歩いているときは現在位置を確認しながら歩くのは難しいため現在位置を確認
しないユーザもおり、画一的に設定されたタイミングで消費電力を抑えるモードに切り替
わると、ユーザによっては使い勝手が悪い場合もある。
【０００８】
　また、特許文献３に記載された技術では、例えば、“移動速度が遅いほど中断時間を長
くする”というように、中断時間を長くする条件が画一的に設定されているが、立ち止ま
っているとき或いはゆっくり歩いているときに正確な現在位置を確認したいユーザや、急
いで歩いているときは現在位置を確認しながら歩くのは難しいため現在位置を確認しない
ユーザもおり、画一的に設定されたタイミングで消費電力を抑えるモードに切り替わると
、ユーザによっては使い勝手が悪い場合もある。
【０００９】
　本発明の課題は、消費電力を抑えることができるナビゲーション装置及び電子機器にお
いて、ユーザの好みを考慮できて使い勝手がよいものとすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、
　現在位置を測位する測位手段を備え、当該測位手段により測位された現在位置を表示部
に表示する携帯可能なナビゲーション装置において、
　当該ナビゲーション装置の動作モードには、第１動作モードと、当該第１動作モードよ
りも消費電力の少ない第２動作モードと、があり、
　所与の音声出力処理を行う音声出力部と、
　前記測位手段により測位された現在位置に関する位置情報に基づいて、当該ナビゲーシ
ョン装置の移動速度を算出する算出手段と、
　ユーザが、前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替える切替タイミングを
含む前記第２動作モードの内容を設定するための設定手段と、
　前記設定手段により設定された切替タイミングになったか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記切替タイミングになったと判定されると、前記第１動作モード
から前記第２動作モードに切り替える切替手段と、
　前記切替手段により前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替えられた時点
からの時間を計時する計時手段と、を備え、
　前記設定手段は、前記切替タイミングとして、前記算出手段により算出された移動速度
が予め設定されたユーザの平均歩行速度以上になった時と、前記算出手段により算出され
た移動速度が当該予め設定されたユーザの平均歩行速度以下になった時と、の何れかを設
定可能に構成されており、
　前記第１動作モード時は、前記ナビゲーション装置の電源がＯＮされており、
　前記設定手段は、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記ナ
ビゲーション装置が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定可能であり、
　前記所定の電源ＯＦＦ状態時は、前記切替手段及び前記計時手段への通電がＯＮされて
おり、
　前記切替手段は、前記設定手段により前記第２動作モードの内容として当該第２動作モ
ード時に前記ナビゲーション装置が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されている場合
、前記計時手段により計時された時間が予め設定された自動復帰時間を上回ると、前記第
２動作モードから前記第１動作モードに復帰させ、
　前記第１動作モード時は、前記測位手段による現在位置の測位が第１周期で実行されて
おり、
　前記設定手段は、当該設定手段により前記第２動作モードの内容として当該第２動作モ
ード時に前記ナビゲーション装置が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されていない場
合に、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記表示部への通電
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をＯＦＦする設定、当該第２動作モード時に、前記音声出力部への通電をＯＦＦする設定
、及び当該第２動作モード時に、前記測位手段による現在位置の測位を前記第１周期より
も長い第２周期で実行させる設定が可能であり、
　前記測位手段は、前記設定手段により前記第２動作モードの内容として当該第２動作モ
ード時に当該測位手段による現在位置の測位が前記第２周期で実行されるよう設定されて
いる場合に、前記計時手段により計時された時間が増加するにつれて、当該第２周期を延
長していくことを特徴とする。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、
　現在位置を測位する測位手段を備え、当該測位手段により測位された現在位置を表示部
に表示する携帯可能な電子機器において、
　当該電子機器の動作モードには、第１動作モードと、当該第１動作モードよりも消費電
力の少ない第２動作モードと、があり、
　ユーザが、前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替える切替タイミングを
含む前記第２動作モードの内容を設定するための設定手段と、
　前記設定手段により設定された切替タイミングになったか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記切替タイミングになったと判定されると、前記第１動作モード
から前記第２動作モードに切り替える切替手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、
　請求項２に記載の電子機器において、
　前記測位手段により測位された現在位置に関する位置情報に基づいて、当該電子機器の
移動速度を算出する算出手段を備え、
　前記設定手段は、前記切替タイミングとして、前記算出手段により算出された移動速度
が予め設定された第１速度以上になった時と、前記算出手段により算出された移動速度が
予め設定された第２速度以下になった時と、の何れかを設定可能に構成されていることを
特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、
　請求項３に記載の電子機器において、
　前記第１速度及び前記第２速度は、ユーザの平均歩行速度であることを特徴とする。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、
　請求項２～４の何れか一項に記載の電子機器において、
　前記第１動作モード時は、前記表示部への通電がＯＮされており、
　前記設定手段は、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記表
示部への通電をＯＦＦするよう設定可能であることを特徴とする。
【００１５】
　請求項６に記載の発明は、
　請求項２～５の何れか一項に記載の電子機器において、
　前記第１動作モード時は、前記測位手段による現在位置の測位が第１周期で実行されて
おり、
　前記設定手段は、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記測
位手段による現在位置の測位が前記第１周期よりも長い第２周期で実行されるよう設定可
能であることを特徴とする。
【００１６】
　請求項７に記載の発明は、
　請求項６に記載の電子機器において、
　前記測位手段は、前記設定手段により前記第２動作モードの内容として当該第２動作モ
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ード時に当該測位手段による現在位置の測位が前記第２周期で実行されるよう設定されて
いる場合に、前記切替手段により前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替え
られた時点からの時間が増加するにつれて、当該第２周期を延長していくことを特徴とす
る。
【００１７】
　請求項８に記載の発明は、
　請求項２～７の何れか一項に記載の電子機器において、
　所与の音声出力処理を行う音声出力部を備え、
　前記第１動作モード時は、前記音声出力部への通電がＯＮされており、
　前記設定手段は、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記音
声出力部への通電をＯＦＦするよう設定可能であることを特徴とする。
【００１８】
　請求項９に記載の発明は、
　請求項２～８の何れか一項に記載の電子機器において、
　前記第１動作モード時は、前記電子機器の電源がＯＮされており、
　前記設定手段は、前記第２動作モードの内容として、当該第２動作モード時に、前記電
子機器が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定可能であることを特徴とする。
【００１９】
　請求項１０に記載の発明は、
　請求項９に記載の電子機器において、
　前記切替手段により前記第１動作モードから前記第２動作モードに切り替えられた時点
からの時間を計時する計時手段を備え、
　前記所定の電源ＯＦＦ状態時は、前記切替手段及び前記計時手段への通電がＯＮされて
おり、
　前記切替手段は、前記設定手段により前記第２動作モードの内容として当該第２動作モ
ード時に前記電子機器が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されている場合、前記計時
手段により計時された時間が予め設定された自動復帰時間を上回ると、前記第２動作モー
ドから前記第１動作モードに復帰させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１に記載の発明によれば、設定手段によって、ユーザは、第１動作モードから第
２動作モードに切り替える切替タイミングを含む第２動作モードの内容を設定することが
でき、切替手段によって、判定手段により切替タイミングになったと判定されると、第１
動作モードから第２動作モードに切り替えることができる。
　したがって、ユーザにより設定されたタイミングで消費電力を抑える動作モードとして
の第２動作モードに切り替わるため、ユーザの好みを考慮できて使い勝手がよい。
【００２１】
　また、設定手段によって、ユーザは、切替タイミングとして、算出手段により算出され
た移動速度が予め設定されたユーザの平均歩行速度以上になった時と、算出手段により算
出された移動速度が当該予め設定されたユーザの平均歩行速度以下になった時と、の何れ
かを設定することができる。
　したがって、例えば、立ち止まっているとき或いはゆっくり歩いているときに正確な現
在位置を確認したいユーザや、急いで歩いているときは現在位置を確認しないユーザは、
切替タイミングとして、ナビゲーション装置の移動速度が予め設定されたユーザの平均歩
行速度以上になった時を設定することができ、例えば、急いで歩いているときに正確な現
在位置を確認したいユーザや、立ち止まっているとき或いはゆっくり歩いているときは現
在位置を確認しないユーザは、切替タイミングとして、ナビゲーション装置の移動速度が
予め設定されたユーザの平均歩行速度以下になった時を設定することができるため、ユー
ザの好みを考慮できて使い勝手がよい。
【００２２】
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　また、設定手段によって、ユーザは、第２動作モードの内容として、当該第２動作モー
ド時に、ナビゲーション装置が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定可能である。
　すなわち、ユーザは、第２動作モード時に、ナビゲーション装置の電源をＯＮするか、
或いは、ナビゲーション装置を所定の電源ＯＦＦ状態にするかを選択することによって、
第２動作モードをカスタマイズすることができる。
【００２３】
　また、切替手段は、設定手段により第２動作モードの内容として当該第２動作モード時
にナビゲーション装置が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されている場合、計時手段
により計時された時間が予め設定された自動復帰時間を上回ると、第２動作モードから第
１動作モードに復帰させることができる。
　すなわち、自動復帰時間を上回ると、正確な現在位置が表示部に表示されることになる
ため、所定の電源ＯＦＦ状態になった後、ユーザは、自らナビゲーション装置の電源をＯ
Ｎして、現在位置が測位されてその測位された現在位置が表示されるのを待つことなく、
正確な現在位置を知ることができる。
【００２４】
　また、設定手段によって、ユーザは、第２動作モードの内容として、当該第２動作モー
ド時に、表示部への通電をＯＦＦするよう設定可能である。
　すなわち、ユーザは、第２動作モード時に、表示部への通電をＯＮするかＯＦＦするか
を選択することによって、第２動作モードをカスタマイズすることができる。
【００２５】
　また、設定手段によって、ユーザは、第２動作モードの内容として、当該第２動作モー
ド時に、音声出力部への通電をＯＦＦするよう設定可能である。
　すなわち、ユーザは、第２動作モード時に、音声出力部への通電をＯＮするかＯＦＦす
るかを選択することによって、第２動作モードをカスタマイズすることができる。
【００２６】
　また、設定手段によって、ユーザは、第２動作モードの内容として、当該第２動作モー
ド時に、測位手段による現在位置の測位が第１周期よりも長い第２周期で実行されるよう
設定可能である。
　すなわち、ユーザは、第２動作モード時に、現在位置の測位を第１周期で実行するか第
２周期で実行するかを選択することによって、第２動作モードをカスタマイズすることが
できる。
【００２７】
　また、測位手段は、設定手段により第２動作モードの内容として当該第２動作モード時
に当該測位手段による現在位置の測位が第２周期で実行されるよう設定されている場合に
、切替手段により第１動作モードから第２動作モードに切り替えられた時点からの時間が
増加するにつれて、当該第２周期を延長していくことができる。
　すなわち、第２動作モードに切り替わっている間の時間が長くなるにつれて、現在位置
を測位する周期が延長されるため、消費電力をより抑えることができる。
【００２８】
　請求項２に記載の発明によれば、設定手段によって、ユーザは、第１動作モードから第
２動作モードに切り替える切替タイミングを含む第２動作モードの内容を設定することが
でき、切替手段によって、判定手段により切替タイミングになったと判定されると、第１
動作モードから第２動作モードに切り替えることができる。
　したがって、ユーザにより設定されたタイミングで消費電力を抑える動作モードとして
の第２動作モードに切り替わるため、ユーザの好みを考慮できて使い勝手がよい。
【００２９】
　請求項３に記載の発明によれば、請求項２に記載の発明と同様の効果が得られることは
無論のこと、設定手段によって、ユーザは、切替タイミングとして、算出手段により算出
された移動速度が予め設定された第１速度以上になった時と、算出手段により算出された
移動速度が予め設定された第２速度以下になった時と、の何れかを設定することができる
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。
　したがって、ユーザにより設定された電子機器の移動速度に基づくタイミングで消費電
力を抑える第２動作モードに切り替わるため、ユーザの好みを考慮できて使い勝手がよい
。
【００３０】
　請求項４に記載の発明によれば、請求項３に記載の発明と同様の効果が得られることは
無論のこと、第１速度及び第２速度は、ユーザの平均歩行速度である。
　したがって、例えば、立ち止まっているとき或いはゆっくり歩いているときに正確な現
在位置を確認したいユーザや、急いで歩いているときは現在位置を確認しないユーザは、
切替タイミングとして、電子機器の移動速度が予め設定されたユーザの歩行速度以上にな
った時を設定することができ、例えば、急いで歩いているときに正確な現在位置を確認し
たいユーザや、立ち止まっているとき或いはゆっくり歩いているときは現在位置を確認し
ないユーザは、切替タイミングとして、電子機器の移動速度が予め設定されたユーザの歩
行速度以下になった時を設定することができるため、ユーザの好みを考慮できて使い勝手
がよい。
【００３１】
　請求項５に記載の発明によれば、請求項２～４の何れか一項に記載の発明と同様の効果
が得られることは無論のこと、設定手段によって、ユーザは、第２動作モードの内容とし
て、当該第２動作モード時に、表示部への通電をＯＦＦするよう設定可能である。
　すなわち、ユーザは、第２動作モード時に、表示部への通電をＯＮするかＯＦＦするか
を選択することによって、第２動作モードをカスタマイズすることができる。
【００３２】
　請求項６に記載の発明によれば、請求項２～５の何れか一項に記載の発明と同様の効果
が得られることは無論のこと、設定手段によって、ユーザは、第２動作モードの内容とし
て、当該第２動作モード時に、測位手段による現在位置の測位が第１周期よりも長い第２
周期で実行されるよう設定可能である。
　すなわち、ユーザは、第２動作モード時に、現在位置の測位を第１周期で実行するか第
２周期で実行するかを選択することによって、第２動作モードをカスタマイズすることが
できる。
【００３３】
　請求項７に記載の発明によれば、請求項６の何れか一項に記載の発明と同様の効果が得
られることは無論のこと、測位手段は、設定手段により第２動作モードの内容として当該
第２動作モード時に当該測位手段による現在位置の測位が第２周期で実行されるよう設定
されている場合に、切替手段により第１動作モードから第２動作モードに切り替えられた
時点からの時間が増加するにつれて、当該第２周期を延長していくことができる。
　すなわち、第２動作モードに切り替わっている間の時間が長くなるにつれて、現在位置
を測位する周期が延長されるため、消費電力をより抑えることができる。
【００３４】
　請求項８に記載の発明によれば、請求項２～７の何れか一項に記載の発明と同様の効果
が得られることは無論のこと、設定手段によって、ユーザは、第２動作モードの内容とし
て、当該第２動作モード時に、音声出力部への通電をＯＦＦするよう設定可能である。
　すなわち、ユーザは、第２動作モード時に、音声出力部への通電をＯＮするかＯＦＦす
るかを選択することによって、第２動作モードをカスタマイズすることができる。
【００３５】
　請求項９に記載の発明によれば、請求項２～８の何れか一項に記載の発明と同様の効果
が得られることは無論のこと、設定手段によって、ユーザは、第２動作モードの内容とし
て、当該第２動作モード時に、電子機器が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定可能であ
る。
　すなわち、ユーザは、第２動作モード時に、電子機器の電源をＯＮするか、或いは、電
子機器を所定の電源ＯＦＦ状態にするかを選択することによって、第２動作モードをカス
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タマイズすることができる。
【００３６】
　請求項１０に記載の発明によれば、請求項９に記載の発明と同様の効果が得られること
は無論のこと、切替手段は、設定手段により第２動作モードの内容として当該第２動作モ
ード時に電子機器が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されている場合、計時手段によ
り計時された時間が予め設定された自動復帰時間を上回ると、第２動作モードから第１動
作モードに復帰させることができる。
　すなわち、自動復帰時間を上回ると、正確な現在位置が表示部に表示されることになる
ため、所定の電源ＯＦＦ状態になった後、ユーザは、自ら電子機器の電源をＯＮして、現
在位置が測位されてその測位された現在位置が表示されるのを待つことなく、正確な現在
位置を知ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、図を参照して、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。なお、発
明の範囲は図示例に限定されない。
【００３８】
＜ナビゲーション装置の構成＞
　まず、ナビゲーション装置１の構成について説明する。
　ナビゲーション装置１は、例えば、携帯可能な大きさに構成されており、ＧＰＳを利用
して現在位置を測位し、その測位した現在位置を歩行案内表示等とともに、表示部１２の
表示画面上の地図に表示する電子機器である。
【００３９】
　ナビゲーション装置１の動作モードには、例えば、第１動作モードとしての通常動作モ
ードと、この通常動作モードよりも消費電力の少ない第２動作モードとしての省電力動作
モードと、がある。
　具体的には、通常動作モード時は、例えば、ナビゲーション装置１の電源がＯＮされて
おり、表示部１２への通電がＯＮされており、音声出力部１３への通電がＯＮされており
、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１による現在位置の測位が第１周期（例
えば、１秒周期）で実行されている。
【００４０】
　ナビゲーション装置１は、例えば、図１に示すように、ＧＰＳアンテナ１１と、表示部
１２と、音声出力部１３と、操作部１４と、計時部１５と、制御部１６と、電源部１７と
、などを備えて構成される。
【００４１】
　ＧＰＳアンテナ１１は、例えば、制御部１６から入力される制御信号に従って、ＧＰＳ
衛星から送信されるＧＰＳ信号を受信して、制御部１６に出力する。
【００４２】
　表示部１２は、例えば、液晶表示機器等から構成され、制御部１６から入力される制御
信号に従って、所与の表示処理を行う。
【００４３】
　音声出力部１３は、例えば、スピーカ機器等から構成され、制御部１６から入力される
制御信号に従って、所与の音声出力処理を行う。
【００４４】
　操作部１４は、例えば、文字／数字キーや各種機能キーなどから構成され、ユーザによ
り操作されると、当該操作に伴う押下信号を制御部１６に出力する。
　なお、操作部１４は、例えば、表示部１２の表示画面と一体的に構成されたタッチパネ
ル等を備える構成であってもよい。
【００４５】
　具体的には、操作部１４は、例えば、設定手段として、ユーザが、通常動作モードから
省電力動作モードに切り替える切替タイミングを含む省電力動作モードの内容を設定する
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際に操作される。
【００４６】
　より具体的には、ユーザは、例えば、表示部１２に表示された「切替タイミング設定画
面」（例えば、図２）において、操作部１４を操作して、例えば、切替タイミングとして
、算出プログラム１６３ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置
１の移動速度が予め設定された第１速度以上になった時と、算出プログラム１６３ｅを実
行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度が予め設定された
第２速度以下になった時と、の何れかを設定できるようになっている。
　ここで、第１速度及び第２速度は、例えば、ユーザの平均歩行速度であるとする。
　なお、図２に示す「切替タイミング設定画面」においては、“移動速度が平均歩行速度
以上になった時”が選択されているため、切替タイミングとして、“ナビゲーション装置
１の移動速度が予め設定されたユーザの平均歩行速度以上になった時”が設定されること
になる。
【００４７】
　また、ユーザは、例えば、表示部１２に表示された「省電力動作モードの内容の設定（
その１）画面」（例えば、図３）において、操作部１４を操作して、例えば、省電力動作
モードの内容として、省電力動作モード時に、ナビゲーション装置１を所定の電源ＯＦＦ
状態にするか否かを設定できるようになっている。
　なお、図３に示す「省電力動作モードの内容の設定（その１）画面」においては、“Ｎ
ｏ”が選択されているため、省電力動作モードの内容として、“ナビゲーション装置１を
所定の電源ＯＦＦ状態にしない”が設定されることになる。
【００４８】
　また、ユーザは、例えば、表示部１２に表示された「省電力動作モードの内容の設定（
その２）画面」（例えば、図４）において、操作部１４を操作して、例えば、ユーザによ
る操作部１４の操作により省電力動作モードの内容として省電力動作モード時にナビゲー
ション装置１が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されていない場合に、省電力動作モ
ードの内容として、省電力動作モード時に、画面の表示をＯＦＦするか否かを、すなわち
、表示部１２への通電をＯＦＦするか否かを設定できるようになっている。
　なお、図４に示す「省電力動作モードの内容の設定（その２）画面」においては、“Ｙ
ｅｓ”が選択されているため、省電力動作モードの内容として、“画面の表示をＯＦＦす
る”、すなわち、“表示部１２への通電をＯＦＦする”が設定されることになる。
【００４９】
　また、ユーザは、例えば、表示部１２に表示された「省電力動作モードの内容の設定（
その３）画面」（例えば、図５）において、操作部１４を操作して、例えば、ユーザによ
る操作部１４の操作により省電力動作モードの内容として省電力動作モード時にナビゲー
ション装置１が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されていない場合に、省電力動作モ
ードの内容として、省電力動作モード時に、音声の出力をＯＦＦするか否かを、すなわち
、音声出力部１３への通電をＯＦＦするか否かを設定できるようになっている。
　なお、図５に示す「省電力動作モードの内容の設定（その３）画面」においては、“Ｙ
ｅｓ”が選択されているため、省電力動作モードの内容として、“音声の出力をＯＦＦす
る”、すなわち、“音声出力部１３への通電をＯＦＦする”が設定されることになる。
【００５０】
　また、ユーザは、例えば、表示部１２に表示された「省電力動作モードの内容の設定（
その４）画面」（例えば、図６）において、操作部１４を操作して、例えば、ユーザによ
る操作部１４の操作により省電力動作モードの内容として省電力動作モード時にナビゲー
ション装置１が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されていない場合に、省電力動作モ
ードの内容として、省電力動作モード時に、現在位置の測位の周期を通常動作モード時よ
りも長くするか否かを、すなわち、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１によ
る現在位置の測位が第１周期（例えば、１秒周期）よりも長い第２周期（例えば、２秒周
期）で実行されるようにするか否かを設定できるようになっている。
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　なお、図６に示す「省電力動作モードの内容の設定（その４）画面」においては、“Ｙ
ｅｓ”が選択されているため、省電力動作モードの内容として、“現在位置の測位の周期
を通常動作モード時よりも長くする”、すなわち、“現在位置の測位が第２周期で実行さ
れるようにする”が設定されることになる。
【００５１】
　計時部１５は、例えば、制御部１６から入力される制御信号に従って、所与の計時処理
を行う。
　具体的には、計時部１５は、例えば、計時手段として、切替プログラム１６３ｇを実行
したＣＰＵ１６１により通常動作モードから省電力動作モードに切り替えられた時点から
の時間を計時する。
【００５２】
　電源部１７は、例えば、蓄電池などを備え、制御部１６からの制御信号に従って、ナビ
ゲーション装置１を構成する各部に通電を行う。
【００５３】
　制御部１６は、例えば、図１に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１６
１と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１６２と、記憶部１６３と、などを備えて構成さ
れる。
【００５４】
　ＣＰＵ１６１は、例えば、記憶部１６３に記憶されたナビゲーション装置１用の各種処
理プログラムに従って各種の制御動作を行う。
【００５５】
　ＲＡＭ１６２は、例えば、ＣＰＵ１６１によって実行される処理プログラムなどを展開
するためのプログラム格納領域や、入力データや上記処理プログラムが実行される際に生
じる処理結果などを格納するデータ格納領域などを備える。
【００５６】
　記憶部１６３は、例えば、ナビゲーション装置１で実行可能なシステムプログラム、当
該システムプログラムで実行可能な各種処理プログラム、これら各種処理プログラムを実
行する際に使用されるデータ、ＣＰＵ１６１によって演算処理された処理結果のデータな
どを記憶する。なお、プログラムは、コンピュータが読み取り可能なプログラムコードの
形で記憶部１６３に記憶されている。
【００５７】
　具体的には、記憶部１６３は、例えば、図１に示すように、地図情報データベース１６
３ａと、測位プログラム１６３ｂと、表示制御プログラム１６３ｃと、音声出力制御プロ
グラム１６３ｄと、算出プログラム１６３ｅと、判定プログラム１６３ｆと、切替プログ
ラム１６３ｇと、などを記憶している。
【００５８】
　地図情報データベース１６３ａは、例えば、所定の地域内（例えば、日本全土）を表現
したナビゲーション用の地図に関する地図情報を記憶する。
【００５９】
　測位プログラム１６３ｂは、例えば、ＧＰＳアンテナ１１により入力されたＧＰＳ信号
に基づいてナビゲーション装置１の絶対的な２次元の現在位置（緯度、経度）或いは３次
元の現在位置（緯度、経度、高度）を測位する機能を、ＣＰＵ１６１に実現させる。
【００６０】
　ここで、ＣＰＵ１６１は、例えば、ユーザによる操作部１４の操作により省電力動作モ
ードの内容として省電力動作モード時に測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１
による現在位置の測位が第２周期（例えば、２秒周期）で実行されるよう設定されている
場合に、計時部１５により計時された通常動作モードから省電力動作モードに切り替えら
れた時点からの時間が増加するにつれて、第２周期を延長していくようになっている。
　具体的には、ＣＰＵ１６１は、例えば、通常動作モードから省電力動作モードに切り替
えられた時点からの時間が予め設定された延長タイミングになる度に、第２周期を、現時
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点での第２周期のｎ倍（ｎ＞１）に設定することによって、延長していく。
　ここで、延長タイミングを、例えば、１０分毎とし、ｎ倍を、例えば、２倍とすると、
ＣＰＵ１６１は、例えば、通常動作モードから省電力動作モードに切り替えられた時点か
らの時間が１０分，２０分，３０分，４０分，…となる度に、第２周期を、４秒周期，８
秒周期，１６秒周期，３２秒周期，…と設定することによって、延長していく。
　ＣＰＵ１６１は、かかる測位プログラム１６３ｂを実行することによって、測位手段と
して機能する。
【００６１】
　表示制御プログラム１６３ｃは、例えば、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１
６１により測位された現在位置を、地図情報データベース１６３ａに記憶された地図情報
とともに表示部１２に表示させる機能を、ＣＰＵ１６１に実現させる。
　さらに、表示制御プログラム１６３ｃは、例えば、ユーザによる操作部１４の操作によ
ってユーザ所望の目的地が設定された場合には、現在位置から目的地までの歩行案内表示
等を表示部１２に表示させる機能を、ＣＰＵ１６１に実現させる。
【００６２】
　音声出力制御プログラム１６３ｄは、例えば、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰ
Ｕ１６１により測位された現在位置等に関する音声情報を音声出力部１３に出力させる機
能を、ＣＰＵ１６１に実現させる。
　さらに、音声出力制御プログラム１６３ｄは、例えば、ユーザによる操作部１４の操作
によってユーザ所望の目的地が設定された場合には、現在位置から目的地までの歩行案内
等に関する音声情報を音声出力部１３に出力させる機能を、ＣＰＵ１６１に実現させる。
【００６３】
　算出プログラム１６３ｅは、例えば、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１
により測位された現在位置に関する位置情報に基づいて、ナビゲーション装置１の移動速
度を算出する機能を、ＣＰＵ１６１に実現させる。
　具体的には、位置情報は、例えば、前回測位された現在位置から今回測位された現在位
置までの距離であり、ＣＰＵ１６１は、例えば、この位置情報を、前回の測位から今回の
測位までの所要時間で除算することによって、ナビゲーション装置１の移動速度を算出す
る。
　ＣＰＵ１６１は、かかる算出プログラム１６３ｅを実行することによって、算出手段と
して機能する。
【００６４】
　判定プログラム１６３ｆは、例えば、ユーザによる操作部１４の操作により設定された
切替タイミングになったか否かを判定する機能を、ＣＰＵ１６１に実現させる。
【００６５】
　具体的には、ユーザによる操作部１４の操作によって、切替タイミングとして、算出プ
ログラム１６３ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動
速度が予め設定されたユーザの平均歩行速度以上になった時と設定された場合は、ＣＰＵ
１６１は、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度以上になったか否か
判定し、そして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度以上になった
と判定した場合に、切替タイミングになったと判定する。
　一方、ユーザによる操作部１４の操作によって、切替タイミングとして、算出プログラ
ム１６３ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度が
予め設定されたユーザの平均歩行速度以下になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１
は、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度以下になったか否か判定し
、そして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度以下になったと判定
した場合に、切替タイミングになったと判定する。
【００６６】
　さらに、判定プログラム１６３ｆは、例えば、ユーザによる操作部１４の操作により設
定された切替タイミングに対応した復帰タイミングになったか否かを判定する機能を、Ｃ
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ＰＵ１６１に実現させる。
【００６７】
　具体的には、ユーザによる操作部１４の操作によって、切替タイミングとして、算出プ
ログラム１６３ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動
速度が予め設定されたユーザの平均歩行速度以上になった時と設定された場合は、ＣＰＵ
１６１は、切替タイミングになったと判定した後に、ナビゲーション装置１の移動速度が
ユーザの平均歩行速度よりも小さくなったか否か判定し、そして、ナビゲーション装置１
の移動速度がユーザの平均歩行速度よりも小さくなったと判定した場合に、復帰タイミン
グになったと判定する。
　一方、ユーザによる操作部１４の操作によって、切替タイミングとして、算出プログラ
ム１６３ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度が
予め設定されたユーザの平均歩行速度以下になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１
は、切替タイミングになったと判定した後、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの
平均歩行速度よりも大きくなったか否か判定し、そして、ナビゲーション装置１の移動速
度がユーザの平均歩行速度よりも大きくなったと判定した場合に、復帰タイミングになっ
たと判定する。
【００６８】
　ここで、ユーザの平均歩行速度は、例えば、ナビゲーション装置１のメーカによって画
一的に設定されていてもよいし、ユーザによる操作部１４の操作によって設定されてもよ
いし、算出プログラム１６３ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション
装置１の移動速度の平均が設定されてもよい。
　ＣＰＵ１６１は、かかる判定プログラム１６３ｆを実行することによって、判定手段と
して機能する。
【００６９】
　切替プログラム１６３ｇは、例えば、判定プログラム１６３ｆを実行したＣＰＵ１６１
により切替タイミングになったと判定されると、ナビゲーション装置１の動作モードを通
常動作モードから省電力動作モードに切り替える機能を、ＣＰＵ１６１に実現させる。
【００７０】
　具体的には、ＣＰＵ１６１は、例えば、省電力動作モードの内容として、省電力動作モ
ード時に、表示部１２への通電をＯＦＦするよう設定されている場合は、ナビゲーション
装置１の動作モードを省電力動作モードに切り替えて、表示部１２への電源部１７からの
通電をＯＦＦする。
【００７１】
　また、ＣＰＵ１６１は、例えば、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時
に、音声出力部１３への通電をＯＦＦするよう設定されている場合は、ナビゲーション装
置１の動作モードを省電力動作モードに切り替えて、音声出力部１３への電源部１７から
の通電をＯＦＦする。
【００７２】
　また、ＣＰＵ１６１は、例えば、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時
に、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１による現在位置の測位が第１周期よ
りも長い第２周期で実行されるよう設定されている場合には、ナビゲーション装置１の動
作モードを省電力動作モードに切り替えて、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１
６１による現在位置の測位を第２周期で実行させる。
【００７３】
　また、ＣＰＵ１６１は、例えば、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時
に、ナビゲーション装置１が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されている場合は、ナ
ビゲーション装置１の動作モードを省電力動作モードに切り替えて、ナビゲーション装置
１を構成する各部のうちの計時部１５及び制御部１６以外の各部への電源部１７からの通
電をＯＦＦする。すなわち、所定の電源ＯＦＦ状態時は、計時部及び制御部１６への電源
部１７からの通電はＯＮされている。
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【００７４】
　さらに、切替プログラム１６３ｇは、例えば、ユーザによる操作部１４の操作により省
電力動作モードの内容として省電力動作モード時にナビゲーション装置１が所定の電源Ｏ
ＦＦ状態になるよう設定されている場合、ナビゲーション装置１の動作モードを省電力動
作モードに切り替えた後、計時部１５により計時された通常動作モードから省電力モード
に切り替えられた時点からの時間が予め設定された自動復帰時間を上回ると、ナビゲーシ
ョン装置１の動作モードを、省電力動作モードから通常動作モードに復帰させる機能を、
ＣＰＵ１６１に実現させる。
　ここで、自動復帰時間は、例えば、ユーザによる操作部１４の操作により設定された現
在位置確認時間に応じた時間である。
　具体的には、ナビゲーション装置１においては、操作部１４を操作して、任意の時間（
例えば、ユーザが次に現在位置を確認する時間）を現在位置確認時間として設定できるよ
うになっており、そして、自動復帰時間は、その現在位置確認時間までには正確な現在位
置が表示されるよう、ナビゲーション装置１を構成する各部に対して電源部１７からの通
電を開始する時間である。
　すなわち、例えば、現在位置確認時間として“３０分後”が設定され、ナビゲーション
装置１を構成する各部に対する通電が開始されて現在位置を測位して表示部１２に表示す
るまでの所要時間が“３分”である場合、自動復帰時間は“２７分”になる。
【００７５】
　また、切替プログラム１６３ｇは、例えば、ユーザによる操作部１４の操作により省電
力動作モードの内容として省電力動作モード時にナビゲーション装置１が所定の電源ＯＦ
Ｆ状態になるよう設定されていない場合、ナビゲーション装置１の動作モードを省電力モ
ードに切り替えた後、判定プログラム１６３ｆを実行したＣＰＵ１６１により復帰タイミ
ングになったと判定されると、ナビゲーション装置１の動作モードを省電力動作モードか
ら通常動作モードに切り替える機能を、ＣＰＵ１６１に実現させる。
　ＣＰＵ１６１は、かかる切替プログラム１６３ｇを実行することによって、切替手段と
して機能する。
【００７６】
＜動作モード切替処理＞
　次に、ナビゲーション装置１による動作モードの切り替えに関する処理について、図７
のフローチャートを参照して説明する。
【００７７】
　ユーザにより操作された操作部１４からの指示に従って、ナビゲーション装置１の電源
をＯＮすると（ステップＳ１）、ＣＰＵ４６１は、ナビゲーション装置１の動作モードを
通常動作モードにして、ナビゲーション装置１を構成する各部への通電をＯＮする。
【００７８】
　次いで、ＣＰＵ４６１は、計時部１５による計時を開始させて（ステップＳ２）、ステ
ップＳ２からの時間（計時時間）が所定時間（例えば、１５分）を上回ったか否かを判断
する（ステップＳ３）。
【００７９】
　ステップＳ３で、計時時間が所定時間を上回っていないと判断すると（ステップＳ３；
Ｎｏ）、ＣＰＵ１６１は、ステップＳ３の処理を繰り返して行う。
【００８０】
　一方、ステップＳ３で、計時時間が所定時間を上回ったと判断すると（ステップＳ３；
Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１６１は、ステップＳ２で開始させた計時部１５による計時を終了させ
て（ステップＳ４）、判定プログラム１６３ｆを実行して、ユーザによる操作部１４の操
作により設定された切替タイミングになったか否かを判定する（ステップＳ５）。
　具体的には、切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均
歩行速度以上になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１は、算出プログラム１６３ｅ
を実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平
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均歩行速度以上になったか否か判定する。一方、切替タイミングとして、ナビゲーション
装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度以下になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１
６１は、算出プログラム１６３ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーショ
ン装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度以下になったか否か判定する。
【００８１】
　ステップＳ５で、切替タイミングになっていないと判定すると（ステップＳ５；Ｎｏ）
、ＣＰＵ１６１は、ステップＳ５の処理を繰り返して行う。
　具体的には、切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均
歩行速度以上になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１は、算出プログラム１６３ｅ
を実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平
均歩行速度以上になっていないと判定した場合に、切替タイミングになっていないと判定
する。一方、切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均歩
行速度以下になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１は、算出プログラム１６３ｅを
実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均
歩行速度以下になっていないと判定した場合に、切替タイミングになっていないと判定す
る。
【００８２】
　一方、ステップＳ５で、切替タイミングになったと判定すると（ステップＳ５；Ｙｅｓ
）、ＣＰＵ１６１は、切替プログラム１６３ｇを実行して、ナビゲーション装置１の動作
モードを通常動作モードから省電力動作モードに切り替える（ステップＳ６）。
　具体的には、切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均
歩行速度以上になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１は、算出プログラム１６３ｅ
を実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平
均歩行速度以上になったと判定した場合に、切替タイミングになったと判定する。一方、
切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度以下に
なった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１は、算出プログラム１６３ｅを実行したＣＰ
Ｕ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度以下
になったと判定した場合に、切替タイミングになったと判定する。
【００８３】
　次いで、ＣＰＵ１６１は、後述する省電力動作モード時の処理（図８及び図９参照）を
行う（ステップＳ７）。そして、その省電力動作モード時の処理が終了すると、ＣＰＵ１
６１は、切替プログラム１６３ｇを実行して、ナビゲーション装置１の動作モードを省電
力動作モードから通常動作モードに復帰させて（ステップＳ８）、ナビゲーション装置１
を構成する各部への通電をＯＮし、ステップＳ２以降の処理を繰り返して行う。
【００８４】
＜省電力動作モード＞
　次に、ナビゲーション装置１による省電力動作モード時の処理について、図８及び図９
のフローチャートを参照して説明する。
【００８５】
　まず、ＣＰＵ１６１は、ユーザによる操作部１４の操作により、省電力動作モードの内
容として、省電力動作モード時に、ナビゲーション装置１が所定の電源ＯＦＦ状態になる
よう設定されているか否かを判断する（ステップＳ２１）。
【００８６】
　ステップＳ２１で、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時に、ナビゲー
ション装置１が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されていると判断すると（ステップ
Ｓ２１；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１６１は、ナビゲーション装置１を構成する各部のうちの計時
部１５及び制御部１６以外の各部への通電をＯＦＦして（ステップＳ２２）、計時部１５
による計時を開始させる（ステップＳ２３）。
【００８７】
　次いで、ＣＰＵ１６１は、ステップＳ２３からの時間（計時時間）が自動復帰時間を上
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回ったか否かを判断する（ステップＳ２４）。
【００８８】
　ステップＳ２４で、計時時間が自動復帰時間を上回ったと判断すると（ステップＳ２４
；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１６１は、ステップＳ２６の処理に移行する。
【００８９】
　一方、ステップＳ２４で、計時時間が自動復帰時間を上回っていないと判断すると（ス
テップＳ２４；Ｎｏ）、ＣＰＵ１６１は、ユーザによる操作部１４の操作によって、ナビ
ゲーション装置１の動作モードを省電力動作モードから通常動作モードに復帰するよう指
示されたか否かを判断する（ステップＳ２５）。
【００９０】
　ステップＳ２５で、ナビゲーション装置１の動作モードを省電力動作モードから通常動
作モードに復帰するよう指示されていないと判断すると（ステップＳ２５；Ｎｏ）、ＣＰ
Ｕ１６１は、ステップＳ２４以降の処理を繰り返して行う。
【００９１】
　一方、ステップＳ２５で、ナビゲーション装置１の動作モードを省電力動作モードから
通常動作モードに復帰するよう指示されたと判断すると（ステップＳ２５；Ｙｅｓ）、Ｃ
ＰＵ１６１は、ステップＳ２３で開始させた計時部１５による計時を終了させて（ステッ
プＳ２６）、本処理を終了する。
【００９２】
　また、ステップＳ２１で、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時に、ナ
ビゲーション装置１が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されていないと判断すると（
ステップＳ２１；Ｎｏ）、ＣＰＵ１６１は、ユーザによる操作部１４の操作により、省電
力動作モードの内容として、省電力動作モード時に、表示部１２への通電をＯＦＦするよ
う設定されているか否かを判断する（ステップＳ２７）。
【００９３】
　ステップＳ２７で、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時に、表示部１
２への通電をＯＦＦするよう設定されていないと判断すると（ステップＳ２７；Ｎｏ）、
ＣＰＵ１６１は、ステップＳ２９の処理に移行する。
【００９４】
　一方、ステップＳ２７で、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時に、表
示部１２への通電をＯＦＦするよう設定されていると判断すると（ステップＳ２７；Ｙｅ
ｓ）、ＣＰＵ１６１は、表示部１２への通電をＯＦＦする（ステップＳ２８）。
【００９５】
　次いで、ＣＰＵ１６１は、ユーザによる操作部１４の操作により、省電力動作モードの
内容として、省電力動作モード時に、音声出力部１３への通電をＯＦＦするよう設定され
ているか否かを判断する（ステップＳ２９）。
【００９６】
　ステップＳ２９で、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時に、音声出力
部１３への通電をＯＦＦするよう設定されていないと判断すると（ステップＳ２９；Ｎｏ
）、ＣＰＵ１６１は、ステップＳ３１の処理に移行する。
【００９７】
　一方、ステップＳ２９で、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時に、音
声出力部１３への通電をＯＦＦするよう設定されていると判断すると（ステップＳ２９；
Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１６１は、音声出力部１３への通電をＯＦＦする（ステップＳ３０）。
【００９８】
　次いで、ＣＰＵ１６１は、ユーザによる操作部１４の操作により、省電力動作モードの
内容として、省電力動作モード時に、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１に
よる現在位置の測位が第１周期よりも長い第２周期で実行されるよう設定されているか否
かを判断する（ステップＳ３１）。
【００９９】
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　ステップＳ３１で、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時に、測位プロ
グラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１による現在位置の測位が第１周期よりも長い第２
周期で実行されるよう設定されていると判断すると（ステップＳ３１；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ
１６１は、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１による現在位置の測位を第２
周期で実行させる（ステップＳ３２）。
【０１００】
　次いで、ＣＰＵ１６１は、計時部１５による計時を開始させて（ステップＳ３３）、判
定プログラム１６３ｆを実行して、ユーザによる操作部１４の操作により設定された切替
タイミングに対応した復帰タイミングになったか否かを判定する（ステップＳ３４）。
　具体的には、切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均
歩行速度以上になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１は、算出プログラム１６３ｅ
を実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平
均歩行速度よりも小さくなったか否か判定する。一方、切替タイミングとして、ナビゲー
ション装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度以下になった時と設定された場合は、Ｃ
ＰＵ１６１は、算出プログラム１６３ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲ
ーション装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度よりも大きくなったか否か判定する。
【０１０１】
　ステップＳ３４で、復帰タイミングになったと判定すると（ステップＳ３４；Ｙｅｓ）
、ＣＰＵ１６１は、ＣＰＵ１６１は、ステップＳ３３で開始させた計時部１５による計時
を終了させて（ステップＳ３５）、本処理を終了する。
　具体的には、切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均
歩行速度以上になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１は、算出プログラム１６３ｅ
を実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平
均歩行速度よりも小さくなったと判定した場合に、復帰タイミングになったと判定する。
一方、切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均歩行速度
以下になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１は、算出プログラム１６３ｅを実行し
たＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均歩行速
度よりも大きくなったと判定した場合に、復帰タイミングになったと判定する。
【０１０２】
　一方、ステップＳ３４で、復帰タイミングになっていないと判定すると（ステップＳ３
４；Ｎｏ）、ＣＰＵ１６１は、ユーザによる操作部１４の操作によって、ナビゲーション
装置１の動作モードを省電力動作モードから通常動作モードに復帰するよう指示されたか
否かを判断する（ステップＳ３６）。
　具体的には、切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平均
歩行速度以上になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１は、算出プログラム１６３ｅ
を実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度がユーザの平
均歩行速度よりも小さくなっていないと判定した場合に、復帰タイミングになっていない
と判定する。一方、切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度がユーザの
平均歩行速度以下になった時と設定された場合は、ＣＰＵ１６１は、算出プログラム１６
３ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出されたナビゲーション装置１の移動速度がユーザ
の平均歩行速度よりも大きくなっていないと判定した場合に、復帰タイミングになってい
ないと判定する。
【０１０３】
　ステップＳ３６で、通常動作モードに復帰するよう指示されたと判断すると（ステップ
Ｓ３６；Ｙｅｓ）、ステップＳ３５の処理に移行する。
【０１０４】
　一方、ステップＳ３６で、通常動作モードに復帰するよう指示されていないと判断する
と（ステップＳ３６；Ｎｏ）、ＣＰＵ１６１は、ステップＳ３３からの時間（計時時間）
が延長タイミングになったか否かを判断する（ステップＳ３７）。
【０１０５】
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　ステップＳ３７で、計時時間が延長タイミングになっていないと判断すると（ステップ
Ｓ３７；Ｎｏ）、ＣＰＵ１６１は、ステップＳ３４以降の処理を繰り返して行う。
【０１０６】
　一方、ステップＳ３７で、計時時間が延長タイミングになったと判断すると（ステップ
Ｓ３７；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１６１は、第２周期を延長して（ステップＳ３８）、ステップ
Ｓ３４以降の処理を繰り返して行う。
【０１０７】
　また、ステップＳ３１で、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時に、測
位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１による現在位置の測位が第１周期よりも長
い第２周期で実行されるよう設定されていないと判断すると（ステップＳ３１；Ｎｏ）、
ＣＰＵ１６１は、判定プログラム１６３ｆを実行して、ユーザによる操作部１４の操作に
より設定された切替タイミングに対応した復帰タイミングになったか否かを判定する（ス
テップＳ３９）。
【０１０８】
　ステップＳ３９で、復帰タイミングになったと判定すると（ステップＳ３９；Ｙｅｓ）
、ＣＰＵ１６１は、本処理を終了する。
【０１０９】
　一方、ステップＳ３９で、復帰タイミングになっていないと判定すると（ステップＳ３
９；Ｎｏ）、ＣＰＵ１６１は、ユーザによる操作部１４の操作によって、ナビゲーション
装置１の動作モードを省電力動作モードから通常動作モードに復帰するよう指示されたか
否かを判断する（ステップＳ４０）。
【０１１０】
　ステップＳ４０で、通常動作モードに復帰するよう指示されていないと判断すると（ス
テップＳ４０；Ｎｏ）、ＣＰＵ１６１は、ステップＳ３９以降の処理を繰り返して行う。
【０１１１】
　一方、ステップＳ４０で、通常動作モードに復帰するよう指示されたと判断すると（ス
テップＳ４０；Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１６１は、本処理を終了する。
【０１１２】
　以上説明した本発明のナビゲーション装置１によれば、操作部１４によって、ユーザが
、通常動作モードから省電力動作モードに切り替える切替タイミングを含む省電力動作モ
ードの内容を設定することができ、判定プログラム１６３ｆを実行したＣＰＵ１６１によ
って、ユーザによる操作部１４の操作により設定された切替タイミングになったか否かを
判定することができ、切替プログラム１６３ｇを実行したＣＰＵ１６１によって、判定プ
ログラム１６３ｆを実行したＣＰＵ１６１により切替タイミングになったと判定されると
、通常動作モードから省電力動作モードに切り替えることができる。
　したがって、ユーザにより設定されたタイミングで消費電力を抑える動作モードとして
の省電力動作モードに切り替わるため、ユーザの好みを考慮できて使い勝手がよい。
【０１１３】
　また、ナビゲーション装置１によれば、算出プログラム１６３ｅを実行したＣＰＵ１６
１によって、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１により測位された現在位置
に関する位置情報に基づいて、ナビゲーション装置１の移動速度を算出することができ、
ユーザによる操作部１４の操作によって、切替タイミングとして、算出プログラム１６３
ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出された移動速度が予め設定されたユーザの平均歩行
速度以上になった時と、算出プログラム１６３ｅを実行したＣＰＵ１６１により算出され
た移動速度が予め設定されたユーザの平均歩行速度以下になった時と、の何れかを設定で
きる。
　したがって、例えば、立ち止まっているとき或いはゆっくり歩いているときに正確な現
在位置を確認したいユーザや、急いで歩いているときは現在位置を確認しないユーザは、
切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速度が予め設定されたユーザの平均
歩行速度以上になった時を設定することができ、例えば、急いで歩いているときに正確な
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現在位置を確認したいユーザや、立ち止まっているとき或いはゆっくり歩いているときは
現在位置を確認しないユーザは、切替タイミングとして、ナビゲーション装置１の移動速
度が予め設定されたユーザの平均歩行速度以下になった時を設定することができるため、
ユーザの好みを考慮できて使い勝手がよい。
【０１１４】
　また、ナビゲーション装置１によれば、通常動作モード時は、ナビゲーション装置１の
電源がＯＮされており、そして、ユーザによる操作部１４の操作によって、省電力動作モ
ードの内容として、省電力動作モード時に、ナビゲーション装置１が所定の電源ＯＦＦ状
態になるよう設定可能である。
　すなわち、ユーザは、省電力動作モード時に、ナビゲーション装置１の電源をＯＮする
か、或いは、ナビゲーション装置１を所定の電源ＯＦＦ状態にするかを選択することによ
って、省電力動作モードをカスタマイズすることができる。
【０１１５】
　また、ナビゲーション装置１によれば、計時部１５によって、切替プログラム１６３ｇ
を実行したＣＰＵ１６１により通常動作モードから省電力動作モードに切り替えられた時
点からの時間を計時することができ、切替プログラム１６３ｇを実行したＣＰＵ１６１に
よって、ユーザによる操作部１４の操作により省電力動作モードの内容として省電力動作
モード時にナビゲーション装置１が所定の電源ＯＦＦ状態になるよう設定されている場合
、計時部１５により計時された時間が予め設定された自動復帰時間を上回ると、省電力動
作モードから通常動作モードに復帰させることができる。
　すなわち、自動復帰時間を上回ると、正確な現在位置が表示部１２に表示されることに
なるため、所定の電源ＯＦＦ状態になった後、ユーザは、自らナビゲーション装置１の電
源をＯＮして、現在位置が測位されてその測位された現在位置が表示されるのを待つこと
なく、正確な現在位置を知ることができる。
【０１１６】
　また、ナビゲーション装置１によれば、通常動作モード時は、表示部１２への通電がＯ
Ｎされており、そして、ユーザによる操作部１４の操作によって、省電力動作モードの内
容として、省電力動作モード時に、表示部１２への通電をＯＦＦするよう設定可能である
。
　すなわち、ユーザは、省電力動作モード時に、表示部１２への通電をＯＮするかＯＦＦ
するかを選択することによって、省電力動作モードをカスタマイズすることができる。
【０１１７】
　また、ナビゲーション装置１によれば、所与の音声出力処理を行う音声出力部１３を備
え、通常動作モード時は、音声出力部１３への通電がＯＮされており、そして、ユーザに
よる操作部１４の操作によって、省電力動作モードの内容として、省電力動作モード時に
、音声出力部１３への通電をＯＦＦするよう設定可能である。
　すなわち、ユーザは、省電力動作モード時に、音声出力部１３への通電をＯＮするかＯ
ＦＦするかを選択することによって、省電力動作モードをカスタマイズすることができる
。
【０１１８】
　また、ナビゲーション装置１によれば、通常動作モード時は、測位プログラム１６３ｂ
を実行したＣＰＵ１６１による現在位置の測位が第１周期で実行されており、そして、ユ
ーザによる操作部１４の操作によって、省電力動作モードの内容として、省電力動作モー
ド時に、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１による現在位置の測位が第１周
期よりも長い第２周期で実行されるよう設定可能である。
　すなわち、ユーザは、省電力動作モード時に、現在位置の測位を第１周期で実行するか
第２周期で実行するかを選択することによって、省電力動作モードをカスタマイズするこ
とができる。
【０１１９】
　また、ナビゲーション装置１によれば、測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６
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１によって、ユーザによる操作部１４の操作により省電力動作モードの内容として省電力
動作モード時に測位プログラム１６３ｂを実行したＣＰＵ１６１による現在位置の測位が
第２周期で実行されるよう設定されている場合に、切替プログラム１６３ｇを実行したＣ
ＰＵ１６１により通常動作モードから省電力動作モードに切り替えられた時点からの時間
が増加するにつれて、当該第２周期を延長していくことができる。
　すなわち、省電力動作モードに切り替わっている間の時間が長くなるにつれて、現在位
置を測位する周期が延長されるため、消費電力をより抑えることができる。
【０１２０】
　なお、本発明は、上記した実施の形態のものに限るものではなく、その要旨を逸脱しな
い範囲で適宜変更可能である。
【０１２１】
　電子機器は、ＧＰＳ信号に基づいて測位された現在位置を歩行案内表示とともに表示す
るナビゲーション装置１の限りではなく、ＧＰＳ信号に基づいて測位された現在位置を表
示することができる装置であれば任意である。
【０１２２】
　ナビゲーション装置１の移動速度の算出の仕方は、ナビゲーション装置１の移動速度を
算出することができるのであれば、任意である。
【０１２３】
　第１速度及び第２速度は、ユーザの平均歩行速度の限りではなく、任意である。また、
第１速度及び第２速度は、同一の速度である必要はなく、異なる速度であってもよい。
【０１２４】
　省電力動作モードの内容は、省電力動作モードが通常動作モードよりも消費電力の少な
いモードになるのであれば、任意である。
【０１２５】
　第２周期の延長の仕方は、通常動作モードから省電力動作モードに切り替えられた時点
からの時間が増加するにつれて、当該第２周期を延長することができるのであれば、任意
である。
【０１２６】
　所定の電源ＯＦＦ状態は、ナビゲーション装置１を構成する各部のうちの計時部１５及
び制御部１６以外の各部への電源部１７からの通電をＯＦＦする状態の限りではなく、ナ
ビゲーション装置１を構成する各部全てへの電源部１７からの通電をＯＦＦする状態であ
ってもよい。この場合、通常動作モードから省電力動作モードに切り替えられた時点から
の時間が自動復帰時間を上回っても、ナビゲーション装置１の動作モードは、省電力動作
モードから通常動作モードに復帰されない。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明にかかるナビゲーション装置の機能的構成を示す図である。
【図２】表示部に表示された「切替タイミング設定画面」を示す図である。
【図３】表示部に表示された「省電力動作モードの内容の設定（その１）画面」を示す図
である。
【図４】表示部に表示された「省電力動作モードの内容の設定（その２）画面」を示す図
である。
【図５】表示部に表示された「省電力動作モードの内容の設定（その３）画面」を示す図
である。
【図６】表示部に表示された「省電力動作モードの内容の設定（その４）画面」を示す図
である。
【図７】本発明にかかるナビゲーション装置による動作モードの切り替えに関する処理に
ついて説明するためのフローチャートである。
【図８】本発明にかかるナビゲーション装置による省電力動作モード時の処理について説
明するための第１フローチャートである。
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【図９】本発明にかかるナビゲーション装置による省電力動作モード時の処理について説
明するための第２フローチャートである。
【符号の説明】
【０１２８】
　１　ナビゲーション装置（電子機器）
　１２　表示部
　１３　音声出力部
　１４　操作部（設定手段）
　１５　計時部（計時手段）
　１６１　ＣＰＵ（測位手段、算出手段、判定手段、切替手段）
　１６３ｂ　測位プログラム（測位手段）
　１６３ｅ　算出プログラム（算出手段）
　１６３ｆ　判定プログラム（判定手段）
　１６３ｇ　切替プログラム（切替手段）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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