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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信モジュールと表示画面と回路とを備えるモバイル端末が行う方法であって、
　前記回路が、前記モバイル端末の、地理的な現在位置を推定する工程と、
　前記モバイル端末の前記推定された現在位置が、前記モバイル端末に格納されている地
理的なマップ情報の境界範囲内にあるか否かを、前記回路が判定する工程と、
　前記モバイル端末の前記現在位置が前記格納されている地理的なマップ情報の前記境界
範囲内にある場合、前記回路が、前記モバイル端末の前記現在位置を含むマップを前記表
示画面に表示する工程と、
　前記モバイル端末の前記現在位置が前記格納されている地理的なマップ情報の前記境界
範囲内にない場合、前記回路が、前記通信モジュールを用いて、前記モバイル端末の前記
現在位置を含む追加の地理的なマップ情報を取得する工程と、
　を含み、
　前記回路が、前記マップの現在の縮小率を判定する工程と、
　前記格納されているマップ情報が、前記現在の縮小率において前記表示画面を満たすの
に十分なマップ情報を含んでいるか否かを、前記回路が判定する工程と、
　前記格納されているマップ情報が、前記現在の縮小率において前記表示画面を満たすの
に十分なマップ情報を含んでいない場合、前記回路が、前記格納されているマップ情報が
前記表示画面を満たすのに十分となるまで、前記表示画面の縮小率を低くする工程と、
　をさらに含むことを特徴とする方法。
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【請求項２】
　前記回路が、前記現在の縮小率において前記表示画面を満たすのに十分な追加のマップ
情報を、前記通信モジュールを用いて取得する工程と、
　前記回路が、前記追加のマップ情報が取得された後に、前記現在の縮小率へと前記縮小
率を高くする工程と、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記回路が、前記モバイル端末の現在の速度を推定することと、前記モバイル端末の前
記現在の速度に応じて表示縮小率を選択することとによって、前記表示画面についての現
在の縮小率を決定する工程をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記回路が、前記モバイル端末の現在の移動速度及び移動方向を推定する工程と、
　前記回路が、前記モバイル端末の前記現在の移動速度及び移動方向に応じて、前記モバ
イル端末が前記格納されているマップ情報によって記述されているエリアをいつ去るのか
を推定する工程と、
　前記回路が、前記モバイル端末が向かっている地理的なエリアについての追加のマップ
情報をダウンロードするのに必要とされる時間を推定する工程と、
　前記回路が、前記格納されているマップ情報によって記述されている前記エリアから前
記モバイル端末が去る前に、前記追加のマップ情報をダウンロードする工程と、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記モバイル端末の前記現在位置を推定する前記工程は、ネットワークによって生成さ
れた位置情報に応じて、前記回路の代わりにリモートサーバによって実行され、
　前記方法は、前記モバイル端末の前記現在位置が前記格納されている地理的なマップ情
報の前記境界範囲内にない場合、前記リモートサーバが前記モバイル端末へと追加のマッ
プ情報を送信する工程をさらに含む
　ことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記モバイル端末は、開いた位置と閉じた位置との間で移動可能なフリップ部分に、第
２の表示画面をさらに備え、
　前記フリップ部分が前記閉じた位置にある時に、前記第２の表示画面は可視であり、
　前記方法は、前記フリップ部分が前記閉じた位置にある時に、前記回路が、前記第２の
表示画面上に前記モバイル端末の前記現在位置を含む前記マップを表示する工程を含む
　ことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記回路が、前記モバイル端末がアイドルモードに入ったことを判定する工程と、
　前記回路が、前記表示画面の明るさを下げること及び前記表示画面の電源を切ることの
うち、少なくとも一方を行う工程とをさらに含み、
　前記モバイル端末の地理的な現在位置を推定する前記工程と、前記モバイル端末の前記
推定された現在位置が、前記モバイル端末に格納されている地理的なマップ情報の前記境
界範囲内にあるか否かを判定する前記工程とが、前記モバイル端末が前記アイドルモード
にある間に実行されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　通信モジュールと、
　表示画面と、
　回路とを備えるモバイル端末であって、
　前記回路は、
　前記モバイル端末の現在位置を推定し、
　前記モバイル端末の前記推定された現在位置が、前記モバイル端末に格納されている地
理的なマップ情報の境界範囲内にあるか否かを判定し、
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　前記モバイル端末の前記現在位置が前記格納されている地理的なマップ情報の前記境界
範囲内にある場合、前記モバイル端末の前記現在位置を含むマップを前記表示画面に表示
し、
　前記モバイル端末の前記現在位置が前記格納されている地理的なマップ情報の前記境界
範囲内にない場合、前記通信モジュールを用いて、前記モバイル端末の前記現在位置を含
む追加の地理的なマップ情報を取得する
　ように構成され、
　前記回路は、
　前記マップの現在の縮小率を判定し、
　前記格納されているマップ情報が、前記現在の縮小率において前記表示画面を満たすの
に十分なマップ情報を含んでいるか否かを判定し、
　前記格納されているマップ情報が、前記現在の縮小率において前記表示画面を満たすの
に十分なマップ情報を含んでいない場合、前記格納されているマップ情報が前記表示画面
を満たすのに十分となるまで、前記表示画面の縮小率を低くする
　ようにさらに構成されていることを特徴とする、モバイル端末。
【請求項９】
　前記回路が、
　前記現在の縮小率において前記表示画面を満たすのに十分な追加のマップ情報を、前記
通信モジュールを用いて取得し、
　前記追加のマップ情報が取得された後に、前記小さくされた縮小率よりも高い縮小率へ
と前記縮小率を高くする
　ようにさらに構成されていることを特徴とする、請求項８に記載のモバイル端末。
【請求項１０】
　前記回路が、前記モバイル端末の現在の速度を推定することと、前記モバイル端末の前
記現在の速度に応じて表示縮小率を選択することとによって、前記表示画面についての現
在の縮小率を決定するように、さらに構成されていることを特徴とする、請求項８に記載
のモバイル端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信端末に関し、特に、マップ情報を表示するディスプレイを含む無線
通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信端末は主として、セルラ電話ネットワークを経由して無線電話サービスへアク
セスを行うために用いられる。しかし、無線通信端末の能力が上昇するにつれて、更なる
レベルのユーザ機能がこのような端末のハードウェアとソフトウェアの少なくともいずれ
かの中に含まれるようになってきた。例えば、スチルカメラとビデオカメラの少なくとも
いずれかが通信端末に設けられ、写真とビデオの少なくともいずれかをユーザが撮影し、
モバイル端末から他のモバイル端末へ送信することを可能としている場合がある。同様に
、多くの通信端末には、スケジューリング、タスク等の追跡と管理に適したパーソナル・
デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）タイプのアプリケーションが含まれている。多くの通
信端末には、電子メール（ｅメール）、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）及びマル
チメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）機能のようなメッセージ通信機能も含まれてい
る。通信端末はまた、無線ネットワークと有線ネットワークの少なくともいずれかのネッ
トワークを経由してインターネットプロトコル（ＩＰ）を用いてインターネットと接続す
る能力を備えている場合もある。
【０００３】
　また、通信端末には端末の物理的所在位置を検出する機能がますます提供されるように
なっている。例えば、多くの通信端末には、端末の所在位置を高い精度で測定することを
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可能にする全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機が含まれている。セルラ通信ネットワー
クから情報を取得するシステム、及び、慣性誘導技術によって所在位置情報を取得するシ
ステムを含む、通信端末の所在位置を検出するための他のシステムが実装されている。
【０００４】
　さらに、無線ネットワークによっては、システムに登録されている端末のおおよその位
置を検出する能力を有するものもある。このような所在位置を利用して、例えば、緊急時
に救助を求めるために端末を使用するとき、緊急センタの電話オペレータへ所在位置を提
供することが可能となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明のいくつかの実施形態に係る方法が、通信モジュールとディスプレイとを含むモ
バイル端末の現在の地理上の位置を推定するステップと、モバイル端末の推定される現在
位置が、モバイル端末に格納されている地理マップ情報の境界範囲内に存在しているかど
うかを判定するステップと、を含む。モバイル端末の現在位置が格納済みの地理マップ情
報の境界範囲内に存在していれば、モバイル端末の現在位置を含むマップが、ディスプレ
イに表示される。モバイル端末の現在位置が格納済みの地理マップ情報の境界範囲内に存
在していなければ、モバイル端末の現在位置を含む追加の地理マップ情報が通信モジュー
ルを用いてモバイル端末へ提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　これらの方法は、マップ用の現在の縮小率(scale)を決定すると共に、格納済みマップ
情報が現在の縮小率の表示画面を満たすのに十分なマップ情報を含んでいるかどうかを判
定するステップをさらに含んでもよい。格納済みマップ情報が現在の縮小率の表示画面を
満たすのに十分なマップ情報を含んでいなければ、格納済みマップ情報が低くされた縮小
率の表示画面を満たすことできるほど十分なものになるまで縮小率を低くすることができ
る。
【０００７】
　これらの方法は、現在の縮小率の表示画面を満たすのに十分な追加のマップ情報を通信
モジュールを用いて取り出し、次いで、現在の縮小率に合わせて縮小率を高くするステッ
プをさらに含んでもよい。
【０００８】
　これらの方法は、モバイル端末の現在のスピードを推定することによって表示画面用の
現在の縮小率を決定するステップと、モバイル端末の現在のスピードに基づいて表示縮小
率を選択するステップとをさらに含んでもよい。現在の縮小率を決定するステップは、モ
バイル端末のスピードがより高速であれば相対的に高い縮小率(larger scale)を選択し、
モバイル端末のスピードが低速であればより低い縮小率(smaller scale)を選択するステ
ップを含んでもよい。
【０００９】
　これらの方法は、モバイル端末の現在のスピード及び進行方向を推定するステップと、
モバイル端末の現在のスピード及び進行方向に応じて、格納済みマップ情報により記述さ
れているエリアからモバイル端末が出ることになる時点を推定するステップとをさらに含
んでもよい。
【００１０】
　これらの方法は、モバイル端末が向かっている地理上のエリア用の追加のマップ情報を
ダウンロードし、かつ、格納済みマップ情報に記述されているエリアからモバイル端末が
出る前に、追加のマップ情報をダウンロードするために必要な時間量を推定するステップ
をさらに含んでもよい。
【００１１】
　モバイル端末の現在位置を推定するステップは、ネットワークが生成した所在位置に基
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づいてリモートサーバにより実行することができる。これらの方法は、モバイル端末の現
在位置が、格納済みの地理マップ情報の境界範囲内に存在していなければ、追加のマップ
情報をリモートサーバからモバイル端末へ送信するステップをさらに含んでもよい。
【００１２】
　ディスプレイ上のモバイル端末の現在位置を含むマップをディスプレイに表示するステ
ップは、モバイル端末が使用されなくなってから或る所定時間が経過した後にマップを表
示するステップを含んでもよい。
【００１３】
　モバイル端末は、フリップ部分が閉じた位置になると第２のディスプレイを見ることが
できるように、開いた位置と閉じた位置との間で可動となる第２のディスプレイを装置の
フリップ部分にさらに備えてもよい。これらの方法は、フリップ部分が閉じた位置にある
とき、モバイル端末の現在位置を含むマップを第２のディスプレイに表示するステップを
含んでもよい。
【００１４】
　これらの方法は、モバイル端末がアイドルモードを入力したことを検出するステップと
、ディスプレイの明るさを下げるステップとディスプレイをオフにするステップとのうち
の少なくともいずれかのステップとをさらに含んでもよい。モバイル端末の現在の地理上
の位置を推定するステップと、モバイル端末の推定された現在位置がモバイル端末に格納
されている地理マップ情報の境界範囲内に存在しているかどうかを判定するステップとは
、モバイル端末がアイドルモードになっている間、実行されてもよい。さらに、通信モジ
ュールを用いて追加の地理マップ情報をモバイル端末へ提供するステップは、モバイル端
末がアイドルモードになっている間実行されてもよい。
【００１５】
　本発明のいくつかの実施形態に係るモバイル端末には通信モジュール、ディスプレイ、
及び制御回路が含まれる。この回路は、モバイル端末の現在の地理上の位置を推定して、
モバイル端末の推定される現在位置がモバイル端末内に格納されている地理マップ情報の
境界範囲内に存在しているかどうかを判定するように構成される。この回路は、モバイル
端末の現在位置が格納済みの地理マップ情報の境界範囲内に存在していれば、モバイル端
末の現在位置を含むマップをディスプレイに表示し、モバイル端末の現在位置が格納済み
の地理マップ情報の境界範囲内に存在していなければ、モバイル端末の現在位置を含む追
加の地理マップ情報を通信モジュールを用いて取り出すようにさらに構成される。
【００１６】
　上記回路は、地図についての現在の縮小率を判定し、現在の縮小率で表示画面を満たせ
るほど十分なマップ情報を格納済みマップ情報が含んでいるかどうかを判定し、次いで、
現在の縮小率で表示画面を満たせるほど十分なマップ情報を格納済みマップ情報が含んで
いなければ、格納済みマップ情報が低くした縮小率の表示画面を満たすのに十分な量にな
るまで、表示画面の縮小率を低くするようにさらに構成することができる。
【００１７】
　上記回路は、追加のマップ情報が取り出された後、通信モジュールを用いて追加のマッ
プ情報を取り出すように、かつ、低くした縮小率よりもさらに高い縮小率まで縮小率を高
くするようにさらに構成することができる。
【００１８】
　上記回路は、モバイル端末の現在のスピードを推定することによって表示画面用の現在
の縮小率を決定し、次いで、モバイル端末の現在のスピードに基づいて表示縮小率を選択
するようにさらに構成することができる。
【００１９】
　上記回路は、モバイル端末の現在のスピード及び進行方向を推定し、次いで、モバイル
端末の現在のスピード及び進行方向に応じて、格納済みマップ情報により記述されている
エリアからモバイル端末が出ることになる時点を推定するようにさらに構成することがで
きる。上記回路は、モバイル端末が向かっている地理上のエリア用の追加のマップ情報を
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ダウンロードするのに必要な時間量を推定し、かつ、モバイル端末が格納済みマップ情報
に記述されているエリアから出てしまわないうちに追加のマップ情報のダウンロードする
ようにさらに構成することができる。
【００２０】
　本発明のいくつかの実施形態に係るマップサーバは、遠方に配置されたモバイル端末と
通信を行うように構成された通信モジュールと、モバイル端末についての位置／速度情報
を推定するように構成された位置／速度判定部と、マップ情報を格納するデータベースと
、モバイル端末の推定される現在位置がモバイル端末に格納されている地理マップ情報の
境界範囲内に存在しているかどうかを判定して、モバイル端末の現在位置が格納済みの地
理マップ情報の境界範囲内に存在していなければ、通信モジュールを用いてデータベース
から、モバイル端末の現在位置を含む追加の地理マップ情報を送信するように構成された
回路と、を含む。
【００２１】
　位置／速度判定部は、モバイル端末が登録されている通信ネットワークによって提供さ
れる所在位置を用いてモバイル端末の現在位置を推定するように構成することができる。
【００２２】
　上記回路は、モバイル端末の位置／速度を用いて、モバイル端末に格納されているマッ
プ情報によって記述されているエリアからモバイル端末が出る時点を推定し、モバイル端
末が向かっている地理上のエリアについての追加のマップ情報をダウンロードするために
必要な時間量を推定し、かつ、モバイル端末に格納済みのマップ情報によって記述されて
いるエリアからモバイル端末が出る前に、追加のマップ情報をモバイル端末へ送信するよ
うにさらに構成することができる。
【００２３】
　以下では、本発明についてさらなる理解が得られるように本願の一部に含まれ、本願の
一部に組み入れられ、本願の一部を構成する添付図面によって本発明のある実施形態を例
示する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明のいくつかの実施形態に係る電子デバイスを示す。
【図２Ａ】本発明のいくつかの実施形態に係るフリップ型モバイル電話機を示す。
【図２Ｂ】本発明のいくつかの実施形態に係るフリップ型モバイル電話機を示す。
【図３】本発明のいくつかの実施形態に係る電子デバイス及びセルラ通信システムを示す
概略ブロック図である。
【図４Ａ】本発明のいくつかの実施形態に係る電子デバイスのいくつかの側面を示す概略
ブロック図である。
【図４Ｂ】本発明のいくつかの実施形態に係る電子デバイスのいくつかの側面を示す概略
ブロック図である。
【図５】本発明のいくつかの実施形態に係るマップサーバを示す概略ブロック図である。
【図６Ａ】本発明のいくつかの実施形態に従って構成された表示画面を示す例図である。
【図６Ｂ】本発明のいくつかの実施形態に従って構成された表示画面を示す例図である。
【図７Ａ】本発明のいくつかの実施形態に従って構成された表示画面を示す例図である。
【図７Ｂ】本発明のいくつかの実施形態に従って構成された表示画面を示す例図である。
【図７Ｃ】本発明のいくつかの実施形態に従って構成された表示画面を示す例図である。
【図８】本発明のいくつかの実施形態に係る電子デバイスの動作を示すフローチャート図
である。
【図９】本発明のいくつかの実施形態に係る電子デバイスの動作を示すフローチャート図
である。
【図１０】本発明のいくつかの実施形態に係る電子デバイスの動作を示すフローチャート
図である。
【図１１】本発明のいくつかの実施形態に係る電子デバイスの動作を示すフローチャート
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図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　次に、本発明の実施形態を示す添付図面を参照しながら本発明についてさらに詳細に説
明する。しかしながら、本発明は本明細書の記載に限定されると解釈されるべきではない
。むしろこれらの実施例は、本開示が完全であり完璧となり、本発明の範囲を当業者に十
分に伝えるために提供するものである。同一の番号は図面の説明を通じて同一の要素を示
すものとする。本明細書で使用されているように「を備えている（comprising）」又は「
を備える（comprises）」という用語はオープンエンドスタイルの用語であって、記述し
た１以上の要素と、ステップと、機能との少なくともいずれかを含むものであるが、１以
上の記述されていない要素と、ステップと、機能との少なくともいずれかを除外するもの
ではない。本明細書で使用されているように、「と～とのうちの少なくともいずれか（an
d/or）」という用語は、１以上の関連付けられ、リストされた項目のうちの任意の、及び
、すべての組み合わせを含むものである。
【００２６】
　方法及び通信端末を示す、ブロック図と動作説明図との少なくともいずれかを参照しな
がら本発明に係る実施形態について説明する。当然のことながら、ブロック図と動作説明
図との少なくともいずれかの個々のブロックと、ブロック図と動作説明図との少なくとも
いずれかの中のブロックの組み合わせとは、無線周波数と、アナログハードウェアとデジ
タルハードウェアとのうちの少なくともいずれかと、プログラム命令と、の少なくともい
ずれかによって実現することができる。これらのプログラム命令はコントローラに提供さ
れてもよい。当該コントローラは、１以上の汎用プロセッサと、特殊用途のプロセッサと
、ＡＳＩＣと、他のプログラム可能なデータ処理装置との少なくともいずれかを含むもの
であってもよく、それによって、上記コントローラと他のプログラマブルデータ処理装置
との少なくともいずれかを介して実行される上記プログラム命令が、ブロック図と動作ブ
ロックとの少なくともいずれかで特定される機能／動作の実施手段を創成することになる
。いくつかの実装構成では、ブロックに記されているこれらの機能／動作は動作説明図に
記されている順序とは異なる順序で実行されてもよい。例えば、連続して示される２つの
ブロックは実際にはほぼ同時に実行することも可能であるし、或いは、これらのブロック
は、関係する機能／動作に応じて逆の順序で実行されてもよい。
【００２７】
　本明細書で使用されているように、「通信端末」（又は、単に「端末」）という用語は
、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）と、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）と、デジタルケーブル
と、直接ケーブル接続と、別のデータ接続／ネットワークとの少なくともいずれかのよう
な有線接続を介して、例えば、セルラネットワークと、無線ローカルエリアネットワーク
（ＷＬＡＮ）と、ＤＶＢ－Ｈネットワークのようなデジタルテレビネットワークと、衛星
ネットワークと、ＡＭ／ＦＭ放送送信機と、他の通信端末との少なくともいずれかのよう
な無線インタフェースを介して、または双方を介して、通信信号を受信／送信するように
構成される装置を含むが、これらのみに限定されるわけではない。無線インタフェースを
通じて通信する通信端末は、「無線通信端末」か、「無線端末」か、「モバイル端末」か
の少なくともいずれかの名称で呼ぶことができる。モバイル端末の例としては、衛星又は
セルラ無線電話と；セルラ無線電話に、データ処理、ファクシミリ、及びデータ通信機能
を結合した個人通信システム（ＰＣＳ）端末と；無線電話、ポケットベル、インターネッ
ト／イントラネットアクセス、ウェブブラウザ、電子手帳、カレンダ、及び全地球測位シ
ステム（ＧＰＳ）受信機のうち少なくともいずれかを含むＰＤＡと；無線電話トランシー
バを含む従来からあるラップトップとパームトップ受信機或いは他の装置とのうち少なく
ともいずれかが含まれるが、これらのみに限定されるわけではない。
【００２８】
　電子デバイス間の無線通信は多種多様の通信媒体及び通信規格を用いて達成することが
できる。例えば、無線モバイル電話機のようなモバイル端末は、典型的には、アナログと
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デジタルの少なくともいずれかの無線周波数（ＲＦ）電話システムを介して通信を行うよ
うに構成される。このような装置はさらに、有線と無線の少なくともいずれかのローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）、ブルートゥースＲＦ通信チャネルと赤外線通信チャネル
の少なくともいずれかのチャネルのような短距離の通信チャネルと、衛星通信システムの
ような長距離通信システムとのうちの少なくともいずれかを用いて通信を行うように構成
されることができる。
【００２９】
　本発明の実施形態に係る、無線モバイル電話機のようなモバイル端末は、種々の形状、
サイズ及びハウジングタイプを有することができる。複数のタイプのモバイル電話機のハ
ウジングの例が図１～図２Ｂに示されている。例えば、いくつかの実施形態に係るモバイ
ル端末１００Ａが図１に示されている。モバイル端末１００Ａは、モバイル端末１００Ａ
の電子装置を収納し及び保護するハウジング１５を含む。モバイル端末１００ＡはＬＣＤ
ディスプレイ１８及びキーパッド１６を含む。モバイル端末１００Ａは、メニュー項目を
選択するためか、モバイル端末１００Ａへコマンドを入力するためかの少なくともいずれ
かのために用いることができる多機能制御／入力ボタン２２をさらに含む。
【００３０】
　モバイル端末１００Ａはマイクロホンポート１４及びイヤホン／スピーカ２０を含む。
ハウジング１５は、イヤホン／スピーカ２０がユーザの頭部に装着されると、ユーザの耳
に対して音響シールを形成するように設計されることができる。モバイル端末１００Ａは
、ビデオファイル又は、立体音響信号であってもよいソングファイルのようなオーディオ
ファイルを再生するように構成することができる。
【００３１】
　フリップスタイルのモバイル端末１００Ｂが図２Ａ及び図２Ｂに示されている。フリッ
プスタイルのモバイル端末１００Ｂは、図２Ａには開いた位置で、図２Ｂでは閉じた位置
で、示されている。モバイル端末１００Ｂは、ヒンジ２４によって回動可能に接続された
、下部ハウジング１５Ａと上部ハウジング又は「フリップ」部１５Ｂとを含む、ハウジン
グ１５を含む。モバイル端末１００Ｂは、フリップ１５Ｂの内側に設けられた第１のＬＣ
Ｄディスプレイ１８と、下部ハウジング１５Ａの内側に設けられたキーパッド１６とを含
む。モバイル端末１００Ｂは多機能制御／入力ボタン２２をさらに含む。
【００３２】
　モバイル端末１００Ａは下部ハウジング１５Ａに設けられたマイクロホンポート１４と
、フリップ１５Ｂの内側に設けられたイヤホン／スピーカ２０とを含む。図２Ｂに示され
ているように、第２のディスプレイ２８と、カメラのレンズ３０とはフリップ１５Ｂの外
側に配置されてもよい。
【００３３】
　図３は、マップサーバ２００Ａ、２００Ｂと通信を行うように構成されたモバイル端末
１００を含む無線通信システム１０の概略ブロック図である。例えば、モバイル端末１０
０は、直接無線通信インタフェース１０６を介するか、別の無線通信インタフェース１０
８を介して１以上のセルラ基地局１１０ａ－ｂを経由するか、別の無線通信インタフェー
ス１１２を介して無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）のアクセスポイント１１
４を経由するか、の少なくともいずれかによってマップサーバ２００Ａと通信を行うこと
ができる。直接無線通信インタフェース１０６は、ブルートゥース（登録商標）インタフ
ェースのようなＲＦ無線通信インタフェースか、又は、例えば赤外線データ協会（ＩｒＤ
Ａ）プロトコルにより規定されている赤外線通信インタフェースのような赤外線通信イン
タフェースを含んでもよい。ＩｒＤＡは、赤外線無線データ通信用の複数の規格を規定し
ている。この規格は１６Ｍｂ／秒までのデータレートの赤外線無線通信規格を含むもので
ある。モバイル端末１００はモバイル電話機、ＰＤＡ等の、携帯型無線通信端末であって
もよいことは理解できよう。
【００３４】
　図３にさらに例示されているように、モバイル端末１００はユーザインタフェース１２
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２、制御装置１２６、通信モジュール１２８、及びメモリ１２５を含んでもよい。
【００３５】
　通信モジュール１２８は、１以上の無線インタフェース１０６、１０８、１１２のうち
の少なくともいずれかの無線インタフェースを介して、マップサーバ２００Ａ、２００Ｂ
のような、遠隔地にある別の端末又は別の通信装置へのデータ通信を行うように構成され
ている。メモリ１２５は、制御装置１２６によって利用するためのプログラムとデータの
少なくともいずれかを格納するように構成される。モバイル端末１００への電源のスイッ
チが切られたときでさえデジタル情報を格納することが可能な不揮発性メモリを、メモリ
１２５は含んでもよい。
【００３６】
　上記通信モジュール１２８は、例えば、セルラ通信モジュールと、ブルートゥース（登
録商標）モジュールと、赤外線通信モジュールと、ＷＬＡＮモジュールとの少なくともい
ずれかを含んでもよい。セルラ通信モジュールを用いて、モバイル端末１００は、例えば
、アドバンスド・モバイル・フォン・サービス（ＡＭＰＳ）、ＡＮＳＩ－１３６、グロー
バル・システム・フォー・モバイル（ＧＳＭ）コミュニーション、汎用パケット無線サー
ビス（ＧＰＲＳ）、エンハンスド・データ・レート・フォー・ＧＳＭエボリューション（
ＥＤＧＥ）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、広帯域ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、及び
ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ）などの１以上
のセルラ通信プロトコルを用いて、基地局１１０ａ－ｂを経由する通信を行うことができ
る。セルラ基地局１１０ａ－ｂは、モバイル・テレホン・スイッチング・オフィス（ＭＴ
ＳＯ）１１６に接続されてもよい。一方、当該モバイル・テレホン・スイッチング・オフ
ィスは、１以上の他のネットワーク１１８（インターネットと、公衆交換電話網と、他の
ネットワークとのうちの少なくともいずれかなど）と接続されてもよい。ブルートゥース
（登録商標）又は赤外線モジュールを用いて、モバイル端末１００は、直接インタフェー
ス１０６を用いてアドホックなネットワークを経由する通信を行うことができる。ＷＬＡ
Ｎモジュールによって、モバイル端末１００は、８０２．１１ａと、８０２．１１ｂと、
８０２．１１ｅと、８０２．１１ｇと、８０２．１１ｉとの少なくともいずれか（但しこ
れらのみに限定されるわけではない）を含んでもよい通信プロトコルを用いて、ＷＬＡＮ
ルータ１１４を経由する通信を行うことができる。モバイル電話機はまた、ネットワーク
１１８を介して直接通信を行うように構成されてもよい。
【００３７】
　モバイル端末１００は、別の通信端末への／別の通信端末からのデジタルデータ信号の
送信と受信の少なくともいずれかを行うように構成されてもよい。上記別の通信端末は、
例えばＭＴＳＯ１１６と、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）のような他のネットワーク１１８
との少なくともいずれかを経由して端末１００と通信可能に接続されてもよい。しかし、
モバイル端末１００と別の端末との間のデータ通信は、ＭＴＳＯ１１６又は他のネットワ
ーク１１８を使用せずに達成し得ることは上述の説明から理解できよう。
【００３８】
　モバイル端末１００はさらに、放送用オーディオ／ビデオ信号とデータ信号の少なくと
もいずれかの信号を受信するように構成されたＡＭ／ＦＭ無線チューナ、ＵＨＦ／ＶＨＦ
チューナ、衛星無線チューナ、ＤＶＢ－Ｈ受信機とその他の受信機の少なくともいずれか
の受信機を含んでもよい。
【００３９】
　マップサーバ２００Ａは、ＷＬＡＮ通信リンク１１２と、直接無線通信リンク１０６と
、他の無線通信インタフェース１０８とのうちの少なくともいずれかのような、１以上の
セルラ基地局１１０ａ－ｂを経由する無線通信リンクを介して、モバイル端末１００と通
信を行うように構成されたスタンドアロン型サーバであってもよい。例えば、無線通信リ
ンク１０６を介して、地理上のサービスエリアの範囲内にあるモバイル端末１００のよう
なモバイル端末へマップ情報を含むデータ信号をブロードキャストするようにマップサー
バ２００Ａを構成することも可能である。すなわち、マップサーバ２００Ａは地理上のエ
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リア内のモバイル端末１００のようなモバイル端末へ、その地理上のエリアのマップをブ
ロードキャストすることも可能である。いくつかの実施形態では、無線通信リンク１０６
は一方向通信リンクであってもよく、一方向無線通信リンク１０６を介してやみくもに（
すなわち、地理上のエリア内に存在するモバイル端末１００について何の知識もなく）マ
ップをブロードキャストすることも可能である。別の実施形態では、無線通信リンク１０
６は、一方向通信リンクであってもよく、マップ情報はブロードキャストされることもで
き、または、ＷＬＡＮ通信リンク１１２とセルラ通信リンク１０８の少なくともいずれか
のリンクのような別個の通信リンクを介して受信された受信要求に応じて、要求側モバイ
ル端末１００へオン・デマンドでマップ情報が送信されることも可能である。
【００４０】
　マップサーバ２００Ｂは、モバイル・テレホン・スイッチング・オフィス（ＭＴＳＯ）
１１６の中に位置することができ、あるいはモバイル・テレホン・スイッチング・オフィ
ス（ＭＴＳＯ）１１６によって制御されることができる。その場合マップサーバ２００Ｂ
は、主として無線通信インタフェース１０８を用いて、無線電話機１００と通信を行うこ
とができる。
【００４１】
　本発明のいくつかの実施形態に係るモバイル端末１００のいくつかのさらなる側面が図
４Ａ及び図４Ｂに示されている。図示のように、モバイル端末１００は、位置／速度判定
部１４６と交通情報ユニット１４８とをさらに含んでもよい。位置／速度判定部１４６と
交通情報ユニット１４８とは、図３に示されているように制御装置１２６を介して通信モ
ジュール１２８と通信を行うことができる。上記とは別に、又は、上記に加えて、位置／
速度判定部１４６と交通情報ユニット１４８の少なくともいずれかは、例えばシステムバ
スを経由して通信モジュール１２８と直接通信を行うことが可能である。
【００４２】
　いくつかの実施形態によれば、位置／速度判定部１４６は、現在位置とモバイル端末１
００の速度との少なくともいずれかを検出するように構成されてもよい。例えば、位置／
速度判定部１４６は、位置／速度判定部１４６がモバイル端末１００の所在位置を高い精
度で確定することを可能にする全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機を含んでもよい。位
置／速度判定部１４６は、モバイル端末１００の所在位置を検出する他のシステムと機能
の少なくともいずれかを含んでもよい。例えば、位置／速度判定部１４６は、モバイル端
末１００が通信を行う通信相手のセルラ通信ネットワークからモバイル端末１００に関連
する所在位置情報を取得するように構成することができる。位置／速度判定部１４６は、
位置／速度判定部１４６が或る所定位置からの慣性移動によってモバイル端末１００の位
置／速度の検出を可能にする追加の又は代替の慣性システムを備えてもよい。
【００４３】
　交通情報ユニット１４８は、モバイル端末１００が位置している場所か、該場所の近傍
か、目的地か、目的地の近傍か、モバイル端末１００の現在の所在位置から目的地へのル
ート上の少なくともいずれかにおける、自動車と歩行者の少なくともいずれかの現在の交
通量に関する情報を取得するように構成され得る。例えば、公衆通信ネットワークと私設
通信ネットワークの少なくともいずれかのネットワークの１以上のデータサブチャネルで
モバイル端末１００によって交通情報をブロードキャストすることも可能である。例えば
、北米及びヨーロッパ中の複数の都市においてトラフィックメッセージチャネル（ＴＭＣ
）データが利用可能である。ＴＭＣデータはＦＭ無線チャネルで連続してブロードキャス
トされ、事故、道路工事、警察、又は緊急アクションについての通知を提供することがで
きる。
【００４４】
　交通情報ユニット１４８によって得られる交通情報が制御装置１２６によって利用され
てもよく、制御装置１２６が、モバイル端末１００のユーザに関連する、推定移動時間と
ルート情報の少なくともいずれかを決定することが可能となる。
【００４５】
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　モバイル端末１００は、モバイル端末１００が位置している地理上のエリアと、目的地
が位置している地理上のエリアとの少なくともいずれかに関するマップ情報を含む、マッ
プデータベース１５０をさらに含んでもよい。例えば、マップデータベース１５０は街路
／道路情報を含んでもよく、歩行者用の歩行エリアのような他のエリアについてのマップ
情報を含んでもよく、双方を含んでもよい。マップ情報は、モバイル端末１００のユーザ
の移動を制約する、ビル、フェンス、河川などのような特徴に関する情報をさらに含んで
もよい。
【００４６】
　マップデータベース１５０は端末１０２の構成要素として示されてはいるが、マップデ
ータベース１５０とマップデータベース１５０の一部との少なくとも一方は、モバイル端
末１００から遠隔地に配置してもよいことは理解できよう。例えば、遠隔地にマップデー
タベース１５０を格納し、通信モジュール１２８を介してマップデータベース１５０にア
クセスすることが可能である。マップデータベース１５０の一部が取り出され、モバイル
端末１００においてローカルに格納されてもよい。マップデータベース１５０は遠隔地に
格納することが望ましいだろう。というのは、モバイル端末１００内のメモリ格納空間は
制限を受ける可能性があると共に、マップデータベースがかなりの量のメモリを消費する
可能性もあるからである。いくつかの実施形態では、マップデータベース１５０はマップ
サーバ２００Ａ、２００Ｂに格納されてもよい。
【００４７】
　図４Ｂを参照すると、ユーザインタフェース１２２は、キーパッド１６、多機能キー２
２、キーボード、タッチパッド、ジョグダイアル、その他のユーザ入力装置のうちの少な
くともいずれかのような入力装置１３４を含んでよい。ユーザインタフェース１２２は、
クォータＶＧＡ（ＱＶＧＡ、３２０×２４０ピクセル）、コモン・インターミディエイト
・フォーマット（ＣＩＦ、３６０×２８８ピクセル）、クォータ・コモン・インターミデ
ィエイト・フォーマット（ＱＣＩＦ、１８０×１４４ピクセル）のうちの少なくとも１つ
のフォーマットのようなビデオフォーマットのビデオ信号を表示することができるＬＣＤ
ディスプレイのような第１のディスプレイ１８をさらに含んでもよい。モバイル端末１０
０は、モバイル端末１００が種々のフォーマットでビデオ信号の復号化とビデオ信号の表
示とを行うこと可能にする適切なコーデックを含んでもよい。また第２のディスプレイ２
８を設けてもよい。
【００４８】
　ユーザインタフェース１２２は、マイクへの入射音に応じてオーディオ信号を生成する
ように構成された音声プロセッサへと結合されたマイクロホン１４と、出力オーディオ信
号に応じて音を生成するスピーカ２０とを含むオーディオインタフェースユニットを含ん
でもよい。
【００４９】
　いくつかの実施形態によれば、第１のディスプレイ１８と第２のディスプレイ２８の少
なくともいずれかに、マップのようなナビゲーション補助を表示することができる。さら
に、オーディオインタフェースを介してモバイル端末１００のユーザへ警告とナビゲーシ
ョン情報の少なくともいずれかを伝えるようにしてもよい。
【００５０】
　本発明のいくつかの実施形態に係るマップサーバ２００Ａのいくつかの側面が図５に示
されている。図示のように、マップサーバ２００Ａは位置／速度判定部２４６と交通情報
ユニット２４８とを含んでもよい。位置／速度判定部２４６と交通情報ユニット２４８と
は、図５に示されているように制御装置２２６を介して通信モジュール２２８と通信を行
うことができる。上記とは別に、又は、上記に加えて、位置／速度判定部２４６と交通情
報ユニット２４８の少なくともいずれかは、例えばシステムバスを経由して通信モジュー
ル２２８と直接通信を行うことも可能である。
【００５１】
　いくつかの実施形態によれば、位置／速度判定部２４６は、現在位置と、遠方に位置し
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ているモバイル端末１００の速度との少なくともいずれかを検出するように構成されても
よい。例えば、位置／速度判定部２４６は、位置／速度判定部２４６がモバイル端末１０
０の所在位置を高い精度で確定することを可能にする全地球測位システム（ＧＰＳ）情報
をモバイル端末１００から受信することができる。位置／速度判定部２４６は、モバイル
端末１００の所在位置を検出する他のシステムと機能の少なくともいずれかを含んでもよ
い。例えば、位置／速度判定部２４６を、モバイル端末１００に関連する所在位置情報を
、モバイル端末１００が登録されているセルラ通信ネットワークから取得するように構成
することができる。
【００５２】
　交通情報ユニット２４８は、モバイル端末１００が位置している場所か、該場所の近傍
か、目的地か、目的地の近傍か、モバイル端末１００の現在の所在位置から目的地へのル
ート上かの少なくともいずれかにおける、自動車と歩行者の少なくともいずれかの現在の
交通量に関する情報を取得するように構成されてもよい。
【００５３】
　交通情報ユニット２４８によって得られる交通情報は制御装置２２６によって利用され
、モバイル端末１００のユーザに関連する推定移動時間とルート情報との少なくともいず
れかを決定することが可能となる。
【００５４】
　マップサーバ２００は、モバイル端末１００が位置することができる広い地理上のエリ
アに関するマップ情報を含むマップデータベース２５０をさらに含んでもよい。例えばマ
ップデータベース２５０は、街路／道路情報と、歩行者用歩行エリアのような他のエリア
についてのマップ情報との少なくともいずれかの情報を含んでもよい。マップ情報は、モ
バイル端末１００のユーザの移動を制約する、ビル、フェンス、河川などのような特徴に
関する情報をさらに含んでもよい。
【００５５】
　いくつかの実施形態によればモバイル端末の位置１００が決定される。いくつかの実施
形態ではモバイル電話機の位置は位置／速度判定部１４６によって決定されてもよい。別
の実施形態ではモバイル端末１００の位置はネットワーク１０内の構成要素によって決定
されてもよい（図３）。例えば、モバイル電話機の位置はマップサーバ２００Ａ又は２０
０Ｂによって決定されてもよい。
【００５６】
　次いで、モバイル端末１００と、マップサーバ２００Ａ、２００Ｂとのうちの少なくと
もいずれかは、モバイル端末１００の推定された現在位置が、モバイル端末１００に格納
されている地理マップ情報の境界範囲内、例えば（ＲＡＭキャッシュなどの）メモリ１２
５のような短期メモリ内に格納されている地理マップ情報の境界範囲内と、マップデータ
ベース１５０に格納されている地理マップ情報の境界範囲内との、少なくとも一方に存在
しているかどうかの判定を行うことができる。モバイル端末１００の現在位置が格納済み
の地理マップ情報の境界範囲内に存在していれば、モバイル端末１００はモバイル端末１
００の現在位置を含むマップをその第１のディスプレイ１８と第２のディスプレイ２８の
少なくともいずれかのディスプレイ上に表示することが可能となる。
【００５７】
　モバイル端末１００の現在位置がモバイル端末１００に格納されている地理マップ情報
の境界内に存在していなければ、モバイル端末１００の現在位置を含む地理マップ情報は
、モバイル端末１００によって取り出されてもよく、通信モジュール１２８を用いてマッ
プサーバ２００Ａ、２００Ｂからモバイル端末１００へとプッシュされてもよく、この双
方が行われてもよい。したがって、いくつかの実施形態では、モバイル端末１００が多量
のマップ情報をマップデータベース１５０にローカルに格納する必要はなくなる。代わり
に、モバイル端末１００は所定の時に表示する必要のあるマップ情報のみをダウンロード
することができる。メモリ１２５とマップデータベース１５０の少なくともいずれかの内
部などに、古いマップ情報と未使用のマップ情報の少なくともいずれかをローカルに格納
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することができるが、このマップ情報はより新しいマップ情報用の空間を提供するために
必要に応じて削除することができる。
【００５８】
　さらに、例えば第１のディスプレイ１８又は第２のディスプレイ２８上に、モバイル端
末１００の現在位置を示すマップを例えばスクリーンセーバや背景として連続的に表示し
、それによって現在のマップを表示するために、メニュー項目を選択したり、キーを押し
たり、あるいはコマンドを出したりする必要なく、ユーザがマップ情報をすぐに利用でき
るようにしてもよい。
【００５９】
　モバイル端末が外部電源に接続されていないとき、バッテリ電力を保持するために、モ
バイル端末１００はアクティブでなくなってから或る一定時間後にアイドルモードか、バ
ッテリセーブモードに入るように構成されてもよい。アイドルモード又はバッテリセーブ
モードに入る際、第１のディスプレイ１８と第２のディスプレイ２８の少なくともいずれ
かのディスプレイを薄暗くするか、バックライトをオフにするかの少なくともいずれかを
行うことは可能であるが、モバイル端末１００はその位置／速度の追跡と更新を行い続け
ることができる。いくつかの実施形態では、第１のディスプレイ１８と第２のディスプレ
イ２８の少なくともいずれかのディスプレイをオフにすることが可能であるが、モバイル
端末１００の位置／速度をそのまま計算すること、及び、必要に応じて新たなマップ情報
のダウンロードを行うことも可能である。（例えばユーザがボタンを押したときのように
）モバイル端末が「目を覚ます（wake up）」と、位置の更新と新たなマップ情報のダウ
ンロードとの少なくとも一方をユーザが待つ必要なく、簡単かつ迅速に新たな位置がディ
スプレイ上で更新されることができる。
【００６０】
　本発明の実施形態に係るサンプルの表示画像が図６Ａ～図６Ｂ及び図７Ａ～図７Ｂに示
されている。例えば、図６Ａは、モバイル端末１００の第１のディスプレイ１８と第２の
ディスプレイ２８の少なくともいずれかに表示されうるマップ画像１２０を示す図である
。モバイル端末１００の所在位置は、モバイル端末１００の位置と進行方向の両方を示す
ことができるアイコン１４０によって示される。図６Ａに例示の表示画面では、アイコン
１４０はディスプレイの中心に置かれ、該表示画面は北の方向を示すアイコン１４２と、
表示画面の単位当たりの距離を示す縮小率インジケータ１４４とをまた含む。図示の例で
は、縮小率は単位当たり１ｋｍである。他の縮小率インジケータの使用も可能である。例
えば、個々のグリッド分割が（例えば１ｋｍ、１００ｍなどの）特定の距離を表すような
グリッドパターンが、表示画面に重畳されることも可能である。
【００６１】
　マップ画像１２０を表示するために、モバイル端末１００のマップデータベース１５０
にはマップ画像１２０に表示されるエリア全体についてのマップ情報が含まれている。さ
らにマップデータベース１５０は、マップ画像１２０に表示されるエリアを取り囲むエリ
アのような、他のエリアに関連するマップ情報を含んでもよい。モバイル端末１００のマ
ップデータベース１５０に格納された追加のマップ情報であって、しかも現在表示されて
いないマップ情報が、破線で示されるエリア１３２として図６Ａに示されている。モバイ
ル端末１００が移動するにつれて、マップ画像１２０も移動して、モバイル端末１００に
対応するアイコン１４０がマップ画像１２０の中心に維持されるようにする。
【００６２】
　モバイル端末１００がマップデータベース１５０に格納されているマップ情報の端部又
は境界の近傍へと移動するとき、モバイル端末１００はマップサーバ２００Ａ、２００Ｂ
から追加のマップ情報をダウンロードすることができる。例えば、図６Ｂに示されている
ように、モバイル端末１００のマップデータベース１５０に格納されているマップ情報１
３２の端部に表示画像１２０の端部が達する程に、アイコン１４０によって示されるモバ
イル端末１００が移動している。図７Ａを参照してわかるように、追加のマップ情報１３
４は、モバイル端末１００が向かっているエリアについてのマップサーバ２００Ａ、２０
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０Ｂからダウンロードされてもよい。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、現在の縮小率で表示画像１８、２８に表示すべきマップ情報
をモバイル端末１００が使い果たしてしまうほどに、マップデータベース１５０に格納さ
れているマップ情報１３２の端部又は境界の極めて近傍にまでモバイル端末１００が移動
する前に、追加のマップ情報がモバイル端末１００へとダウンロードされることができる
。しかし、ネットワークの輻輳とマップサーバ２００Ａ、２００Ｂの利用が不可能である
ことの少なくともいずれかのような何らかの理由のために、モバイル端末１００が現在の
縮小率で全画面の表示に十分なマップ情報１３２を取り出せなければ、モバイル端末１０
０はマップの表示縮小率を変えて、格納済みマップ情報が画面に表示され続けるようにす
ることができる。例えば、図７Ｂに示されているように、モバイル端末１００が格納済み
マップ情報１３２の端部まで移動すると、縮小率は単位当たり５００ｍに低くされる。上
記とは別に、モバイル端末１００が現在の縮小率で全画面を表示するのに十分な追加のマ
ップ情報１３４を取り出せなければ、図７Ｃに示されているように、追加のマップ情報１
３４のダウンロードが完了するまで、モバイル端末１００は現在の縮小率を保持して、表
示画像１２０の中心から離れるようにモバイル端末１００を表すアイコン１４０を動かす
ようにしてもよい。
【００６４】
　したがって、本発明のいくつかの実施形態は、マップ用の現在の縮小率を決定すると共
に、格納済みマップ情報が現在の縮小率の表示画面を満たすのに十分なマップ情報を含ん
でいるかどうかを判定するステップを含んでもよい。表示画面の現在の縮小率において格
納済みマップ情報が表示画面を満たすのに十分なマップ情報を含んでいなければ、低くし
た縮小率において格納済みマップ情報が表示画面を満たすのに十分になるまでに表示画面
の縮小率を低くし、低くした縮小率でディスプレイ１８、２８にマップを表示してもよい
し、あるいは、モバイル端末１００を表すアイコン１４０をディスプレイ１２０の中心か
ら離れた方へ移動させてもよい。
【００６５】
　ひとたびマップサーバ２００Ａ、２００Ｂから追加のマップ情報がダウンロードされて
しまうと、縮小率を高くする（例えば表示縮小率を以前の縮小率に戻るように高くしても
よい）か、アイコン１４０をディスプレイの中心へと元に移動させるかの少なくともいず
れかを行うことができる。
【００６６】
　実施形態によっては、モバイル端末１００の現在のスピード及び進行方向を推定できる
ものもあれば、モバイル端末１００の現在のスピードと進行方向とに応じて、格納済みマ
ップ情報１３２により記述されているエリアからモバイル端末１００が出ることになる時
点を推定できるものもある。格納済みマップ情報１３２によって記述されているエリアか
らモバイル端末１００が出ることになる位置は、道路の所在位置と、モバイル端末１００
の現在のスピード及び方向と、混雑状況／交通状況と、その他の要素とのうちの少なくと
もいずれかに基づいて予測することができる。モバイル端末１００が向かっている地理上
のエリアに関する追加のマップ情報のダウンロードに必要な時間量を推定することも可能
であり、かつ、モバイル端末１００が格納済みマップ情報に記述されているエリアから出
てしまわないうちに追加のマップ情報をダウンロードすることも可能である。このように
して、モバイル端末１００がマップ情報を事前には持っていなかったエリアの中へ移動し
ている間、モバイル端末１００が位置するエリアのマップが連続して表示されることが可
能となる。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、モバイル端末１００のスピードに応じて縮小率をセットする
ことが可能である。例えば、低速では低い縮小率を用いることができるのに対して、高速
では高い縮小率を用いることができる。例えば、高速では、単位当たり１ｋｍ以上の縮小
率を用いることができるのに対して、低速では、単位当たり１ｋｍ未満の縮小率を用いる
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ことができる。
【００６８】
　ネットワークによって生成される所在位置に応じて、モバイル端末１００の現在位置の
推定が、モバイル端末１００と、マップサーバ２００Ａ、２００Ｂのようなリモートサー
バとの少なくとも一方によって実行されてもよい。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、モバイル端末１００が或る所定の時間の間使用されなかった
後に、第１のディスプレイ１８と第２のディスプレイ２８の少なくともいずれかのディス
プレイに、スクリーンセーバやデフォルトの画像などとして、モバイル端末１００の現在
位置を含むマップを表示するようにしてもよい。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、図２Ａ及び図２Ｂに例示のように、フリップ部分が閉じた位
置になると第２のディスプレイ２８を見ることができるように、開いた位置と閉じた位置
との間で可動するフリップ部分に、モバイル端末１００は第２のディスプレイ２８をさら
に含んでもよい。その場合、フリップ部分が閉じた位置にあるとき、モバイル端末１００
の現在位置を含むマップを第２のディスプレイに表示してもよい。
【００７１】
　図８～図１０は本発明のいくつかの実施形態に係る電子デバイスの動作を示すフローチ
ャートである。例えば、図８のフローチャートに例示のように、いくつかの実施形態によ
れば、モバイル端末１００のような装置の所在位置の推定が行われる（ブロック２０５）
。上述したように、ＧＰＳ位置検出、慣性ナビゲーション、又はその他の任意の好適な技
術を用いて、装置１００の所在位置を装置自身により推定することができる。例えば、ネ
ットワークベースの位置検出技術と、モバイル端末１００により提供される情報との少な
くとも一方を利用することにより、マップサーバ２００Ａ、２００Ｂのようなリモートサ
ーバが装置１００の所在位置を検出することも可能となる。
【００７２】
　ブロック２１０において、モバイル端末１００に、例えばモバイル端末１００のマップ
データベース１５０に、ローカルに格納されているマップ情報によって記述されているエ
リア内に、モバイル端末１００が位置するかどうかについての判定が行われる。
【００７３】
　モバイル端末１００にローカルに格納されているマップ情報によって記述されているエ
リア内に装置１００が存在していれば、マップは、第１のディスプレイ１８と第２のディ
スプレイ２８の少なくともいずれかのようなモバイル端末１００の画面に表示される（ブ
ロック２２０）。
【００７４】
　しかし、装置がローカルに格納されているマップ情報によって記述されているエリア内
に存在していなければ（すなわち装置１００がその現在位置のマップを備えていなければ
）、追加のマップ情報を取得することができる（ブロック２１５）。追加のマップ情報が
マップサーバ２００Ａ、２００Ｂのようなリモートサーバからダウンロードされてもよい
し、最初にモバイル端末１００から要求を受信することなく、マップサーバ２００Ａ、２
００Ｂのようなリモートサーバからモバイル端末１００へと追加のマップ情報がプッシュ
されてもよい。ひとたび追加マップデータがモバイル端末１００によって受信されると、
第１の画面１８と第２の画面２８の少なくともいずれかの画面のようなモバイル端末１０
０の画面に、マップを表示することが可能となる。
【００７５】
　本発明のさらなる実施形態が図９のフローチャートに例示されている。図示のように、
ブロック３０５において、モバイル端末１００の画面にマップ情報を表示するためのデフ
ォルトの縮小率が決定される。次に、モバイル端末１００に、例えばモバイル端末１００
のマップデータベース１５０に、ローカルに格納されたマップ情報が、デフォルトの縮小
率で情報を全画面表示できるほど十分であるかどうかを調べるためのチェックが行われる
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（ブロック３１０）。十分であればマップは画面に表示される（ブロック３２０）。
【００７６】
　しかし、ローカルに格納されたマップ情報が全画面表示をするために十分でなければ、
十分な量のマップ情報がローカルに格納されて、全画面表示が可能になるまで（ブロック
３１０）、表示画面の縮小率を低くすることと、モバイル端末１００を表すアイコン１４
０を表示画像１２０の中心から離して移動させることと、の少なくともいずれかを行うこ
とができる（ブロック３１５）。次いで、変更された（低くされた）縮小率でディスプレ
イにマップを表示することができる（ブロック３２０）。
【００７７】
　縮小率が低くされたかどうか、あるいは、アイコン１４０がブロック３１５において移
動されたかどうかを調べるチェックがブロック３２５において行われる。その場合、（要
求された時に、又はモバイル端末１００へとプッシュして）追加マップデータをモバイル
端末１００へダウンロードしてもよい（ブロック３３０）。次いで、例えばデフォルトの
縮小率まで表示縮小率を高くするか、アイコン１４０を元の表示画像１２０の中心まで移
動させるかの少なくともいずれかを行うようにしてもよい（ブロック３３５）。
【００７８】
　本発明のさらなる実施形態が図１０のフローチャートに例示されている。図示のように
、いくつかの実施形態では、モバイル端末１００はモバイル端末１００の所在位置を示す
マップを現在の縮小率で表示することができる（ブロック４０５）。モバイル端末１００
に、例えばマップデータベース１５０に、ローカルに格納されたマップ情報によってカバ
ーされるエリアを、モバイル端末１００が出ることになる時点を示す推定値が生成される
（ブロック４１５）。この推定値は、モバイル端末１００のスピード及び方向と、モバイ
ル端末１００のユーザの現在のルートにおける進行時間／混雑状況などに影響を与える可
能性のある道路、ブリッジ、交差点などの所在位置と、のような要素に基づく値であって
もよい。
【００７９】
　追加のマップデータのダウンロードのために用いられる時間の推定値が、求められても
よい（ブロック４２０）。モバイル端末１００が格納済みマップデータのエリアから出る
直前に、この追加マップデータがモバイル端末１００へ転送されることができる（ブロッ
ク４２５）。したがって、データが実際に必要となるまで、追加マップデータのダウンロ
ードを遅延させることが可能となる。これによって不要なマップ情報のダウンロードを潜
在的に回避することが可能となる。
【００８０】
　本発明のさらなる実施形態が図１１に示されている。図示のように、ブロック５１０に
おいて、モバイル端末１００の所在位置が更新され、例えば図８に示される処理を用いて
表示画面にこの所在位置が表示される。モバイル端末１００がアイドルモード又はバッテ
リセーブモードに入ったかどうかを調べるチェックが行われる（ブロック５２０）。入っ
ていない場合、モバイル端末１００は上記のようにその所在位置の更新と表示を行い続け
る。
【００８１】
　モバイル端末１００がアイドルモード又はバッテリセーブモードに入っていた場合、（
例えばバックライト輝度を下げたり、バックライトを完全にオフにしたりすることによっ
て）表示画面を薄暗くするか、スイッチを完全に切ることができる（ブロック５３０）。
しかし、モバイル端末１００がその所在位置を推定し（ブロック５４０）、かつ、その所
在位置が格納済みマップ情報によってカバーされるエリア内に存在するかどうかを判定し
（ブロック５５０）続けるようにしてもよい。上記所在位置がカバーエリア内に存在しな
かった場合、モバイル端末は、モバイル端末１００が位置する地理上のエリアをカバーす
る追加のマップ情報を取得することができる（ブロック５６０）。
【００８２】
　次いで、モバイル端末１００は、該端末がアイドルモード又はバッテリセーブモードか
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ル端末１００の現在位置を含むマップをディスプレイに表示する（ブロック５８０）。端
末が上記モードから出なかった場合には、処理はブロック５４０へ戻り、モバイル端末は
その所在位置を推定し続ける。
【００８３】
　本発明の諸側面に従う例示的な処理を示すフローチャート図である図８～１１を参照し
ながら本発明について部分的に説明した。図８～図１１のフローチャート図のブロックと
、フローチャート図内のブロックの組み合わせとが、モバイル端末１００のような通信端
末に含まれる電子回路を用いて実施可能であることは理解されよう。図８～図１１のフロ
ーチャート図のブロックと、フローチャート図内のブロックの組み合わせとが、図１～図
５に示す構成要素以外の構成要素を用いて実施可能であること、そして、一般に、図８～
図１１のフローチャート図のブロックと、フローチャート図内のブロックの組み合わせと
が、アナログ回路とデジタル回路との少なくともいずれかである別々の回路、集積回路、
又は１以上のアプリケーション・スペシフィック・インテグレーテッド・サーキット（Ａ
ＳＩＣ）の組み合わせのような、特定用途向けハードウェアにおいて実装可能であるのみ
ならず、コンピュータ又は他のプログラム可能なデータ処理装置において実行される命令
が、フローチャートブロック又はフローチャートブロック群で特定された機能を実行する
手段を生成するようにマシンを生成するために、コンピュータ又は他のプログラム可能な
データ処理装置にロードされることができるコンピュータプログラム命令によって、実装
可能であることが、理解されるべきである。上記コンピュータプログラム命令は、コンピ
ュータ又は他のプログラム可能な装置において一連の処理ステップを実行するために、コ
ンピュータ又は他のプログラム可能なデータ処理装置にロードされ、コンピュータ又は他
のプログラム可能な装置により実行される処理を生成することができる。そうすることで
、コンピュータ又は他のプログラム可能な装置において実行される命令が、フローチャー
トのブロック又はブロック群で特定される機能を実現するステップを提供するように、コ
ンピュータにより実装される処理を生成することになる。
【００８４】
　したがって、図８～図１１のフローチャート図のブロックは、指定された機能／動作を
実行する電子回路及び別の手段と、上記指定された機能／動作を実行するステップの組み
合わせとをサポートするものである。図８～図１１のフローチャート図の各ブロック及び
図８～図１１のフローチャート図の各ブロックの組み合わせによりサポートされたこれら
の回路及び別の手段は、特定用途向けのハードウェア、特定用途向け又は汎用向けデータ
プロセッサ上で動作するソフトウェア又はファームウェア、又はこれらの組み合わせによ
って実装されうることが、理解されよう。
【００８５】
　 図面及び明細書において本発明の実施形態を開示した。ここでは特定の用語が採用さ
れているが、それらはあくまで一般的かつ記述的な意味においてのみ使用されており、発
明を限定する意図はない。本発明の範囲は特許請求の範囲に記載されているとおりである
。
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