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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図情報を格納した地図情報データベースにアクセスして所望の地図情報を取得する地
図情報アクセス手段と、
　装置の位置を検出する位置検出手段と、
　装置が移動する際の加速度を検出する加速度センサと、
　装置の正面方向がいずれの方位にあるかを示す正面方位を算出する正面方位算出手段と
、
　装置の進行方向がいずれの方位にあるかを示す進行方位を算出する進行方位算出手段と
、
　地図をディスプレイに表示する際の地図のディスプレイに対する角度を決定する基準と
して適用する基準方位を前記正面方位および前記進行方位のいずれかに選択する適用方位
選択手段と、
　前記地図情報アクセス手段により取得した、前記位置検出手段により検出した位置を中
心とする所定の範囲の地図情報を前記選択した基準方位と地図の基準方位との差分だけ回
転変換して前記ディスプレイに表示する表示手段と
　を備え、
　前記進行方位算出手段は、前記加速度センサの出力により得られる装置の速度方向と装
置の正面方位と、により前記進行方位を算出することを特徴とする携帯型地図表示装置。
【請求項２】
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　ユーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあるか、または車内にて使用
している状態にあるかを判定する使用状態判定手段を備え、
　前記適用方位選択手段は、前記使用状態判定手段によって車内にて使用している状態に
あると判定された場合、前記基準方位として前記進行方位を選択することを特徴とする請
求項１に記載の携帯型地図表示装置。
【請求項３】
　ユーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあるか、または車内にて使用
している状態にあるかを判定する使用状態判定手段を備え、
　前記適用方位選択手段は、前記使用状態判定手段によってユーザが装置を携帯して歩行
しながら使用している状態にあると判定された場合、前記基準方位として前記正面方位を
選択することを特徴とする請求項１または２に記載の携帯型地図表示装置。
【請求項４】
　前記使用状態判定手段は、前記位置検出手段により所定の時間間隔における位置の変化
を取得して該位置の変化から移動速度を算出し、該移動速度が所定の速度を超えるときは
車内にて使用している状態にあると判定することを特徴とする請求項２または３に記載の
携帯型地図表示装置。
【請求項５】
　前記使用状態判定手段は、前記加速度センサの出力により、装置が重力と垂直な平面上
で所定の加速度よりも小さな加速度で加速および減速を繰り返しているときは車内にて使
用している状態にあると判定することを特徴とする請求項２または３に記載の携帯型地図
表示装置。
【請求項６】
　前記使用状態判定手段は、前記加速度センサの出力が、歩行時に特有な所定の周期的振
動を示すときはユーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあると判定する
ことを特徴とする請求項２ないし５のいずれかに記載の携帯型地図表示装置。
【請求項７】
　地球の磁場を検出して磁場の方向を出力する地磁気センサをさらに備え、前記正面方位
算出手段は、前記地磁気センサが出力する磁場の方向により前記正面方位を算出すること
を特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の携帯型地図表示装置。
【請求項８】
　前記進行方位算出手段は、前記加速度センサの出力を積分することにより得られた速度
方向と装置の正面方向とにより前記進行方位を算出することを特徴とする請求項１ないし
７のいずれかに記載の携帯型地図表示装置。
【請求項９】
　地図情報を格納した地図情報データベースにアクセスして所望の地図情報を取得する地
図情報アクセスステップと、
　装置の位置を検出する位置検出ステップと、
　装置が移動する際の加速度を加速度センサにより検出する加速度検出ステップと、
　装置の正面方向がいずれの方位にあるかを示す正面方位を算出する正面方位算出ステッ
プと、
　装置の進行方向がいずれの方位にあるかを示す進行方位を算出する進行方位算出ステッ
プと、
　地図をディスプレイに表示する際の地図のディスプレイに対する角度を決定する基準と
して適用する基準方位を前記正面方位および前記進行方位のいずれかに選択する適用方位
選択ステップと、
　前記地図情報アクセスステップにより取得した、前記位置検出ステップにより検出した
位置を中心とする所定の範囲の地図情報を前記選択した基準方位と地図の基準方位との差
分だけ回転変換して前記ディスプレイに表示する表示ステップと
　を備え、
　前記進行方位算出ステップは、前記加速度検出ステップの出力により得られる装置の速
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度方向と装置の正面方位と、により前記進行方位を算出することを特徴とする携帯型地図
表示装置による表示方法。
【請求項１０】
　ユーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあるか、または車内にて使用
している状態にあるかを判定する使用状態判定ステップをさらに備え、
　前記適用方位選択ステップは、前記使用状態判定ステップによって車内にて使用してい
る状態にあると判定された場合、前記基準方位として前記進行方位を選択することを特徴
とする請求項９に記載の携帯型地図表示装置による表示方法。
【請求項１１】
　ユーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあるか、または車内にて使用
している状態にあるかを判定する使用状態判定ステップをさらに備え、
　前記適用方位選択ステップは、前記使用状態判定ステップによってユーザが装置を携帯
して歩行しながら使用している状態にあると判定された場合、前記基準方位として前記正
面方位を選択することを特徴とする請求項９または１０に記載の携帯型地図表示装置によ
る表示方法。
【請求項１２】
　前記使用状態判定ステップは、前記位置検出ステップにより所定の時間間隔で位置の変
化を取得して該位置の変化から移動速度を算出し、該移動速度が所定の速度を超えるとき
は車内にて使用している状態にあると判定することを特徴とする請求項１０または１１に
記載の携帯型地図表示装置による表示方法。
【請求項１３】
　前記使用状態判定ステップは、前記加速度センサの出力により、装置が重力と垂直な平
面上で所定の加速度よりも小さな加速度で加速および減速を繰り返しているときは車内に
て使用している状態にあると判定することを特徴とする請求項１０または１１に記載の携
帯型地図表示装置による表示方法。
【請求項１４】
　前記使用状態判定ステップは、前記加速度センサの出力が、歩行時に特有な所定の周期
的振動を示すときはユーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあると判定
することを特徴とする請求項１０ないし１３のいずれかに記載の携帯型地図表示装置によ
る表示方法。
【請求項１５】
　前記正面方位算出ステップは、地球の磁場を検出して磁場の方向を出力する地磁気セン
サが出力する磁場の方向により前記正面方位を算出することを特徴とする請求項９ないし
１４のいずれかに記載の携帯型地図表示装置による表示方法。
【請求項１６】
　前記進行方位算出ステップは、装置が移動する際の加速度を検出する加速度センサの出
力を積分することにより得られた速度方向と装置の正面方向とにより前記進行方位を算出
することを特徴とする請求項９ないし１５のいずれかに記載の携帯型地図表示装置による
表示方法。
【請求項１７】
　コンピュータに携帯型地図表示方法を実行させるプログラムであって、該方法は、
　地図情報を格納した地図情報データベースにアクセスして所望の地図情報を取得する地
図情報アクセスステップと、
　コンピュータに接続されたＧＰＳからの情報に基づいて装置の位置を検出する位置検出
ステップと、
　コンピュータに接続された加速度センサからの情報に基づいて装置が移動する際の加速
度を加速度センサにより検出する加速度検出ステップと、　装置の正面方向がいずれの方
位にあるかを示す正面方位を算出する正面方位算出ステップと、
　装置の進行方向がいずれの方位にあるかを示す進行方位を算出する進行方位算出ステッ
プと、
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　地図をディスプレイに表示する際の地図のディスプレイに対する角度を決定する基準と
して適用する基準方位を前記正面方位および前記進行方位のいずれかに選択する適用方位
選択ステップと、
　前記地図情報アクセスステップにより取得した、前記位置検出ステップにより検出した
位置を中心とする所定の範囲の地図情報を前記選択した基準方位と地図の基準方位との差
分だけ回転変換して前記ディスプレイに表示する表示ステップと
　を備え、
　前記進行方位算出ステップは、前記加速度検出ステップの出力により得られる装置の速
度方向と装置の正面方位と、により前記進行方位を算出することを特徴とするプログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型地図表示装置およびその方法に関し、より詳細には特に地磁気センサ
等の方位検出部、及び加速度センサ等の加速度検出部を内蔵し歩行ナビゲーション装置と
して使用することができる携帯機器を、自動車内に持ち込んで簡易自動車ナビゲーション
装置として用いる携帯型地図表示装置およびその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話に代表されるＧＰＳ機能を備えた小型の携帯機器が盛んに開発されてい
る。これらの機器を用いて、携帯機器の現在地を知るためのＧＰＳ装置と、内部記憶装置
に保持された地図情報もしくは携帯電話網等からの配信地図情報を表示するためのアプリ
ケーションとを連動させて歩行者用のナビゲーションが行われる。
【０００３】
　歩行者用に歩行ナビゲーション機能を提供する携帯機器には、歩行者の正面方向と地図
の表示とを合わせるために、地磁気センサ等の方位検出装置が搭載されているものがある
。また、携帯機器の姿勢を検知するために加速度センサ等の加速度検出装置が合わせて搭
載されているものもある。
【０００４】
　この場合、携帯機器を水平に置いた場合の表示部の上向き方向を、使用者が正面を向い
ている向きである正面方向とみなし、携帯機器内の方位検出手段によりその正面方向の方
位を検出し、その方位が使用者の正面方位であるとして使用者の正面方位を基準に地図の
演算・描画を行う。すなわち、通常地図は北向きを表示部の上向き方向として描画される
が、例えば使用者が東を向いて画面を見る場合、９０度反時計回りに回転変換して地図を
描画する。これにより、使用者は自分の向いている向きと地図の表示される向きとが一致
して、地勢をより認識しやすくなる訳である。
【０００５】
　ここで、携帯機器が水平でないとき（通常、使用者は携帯機器を手にもって表示部を見
ており、多少傾けてみるため携帯機器が水平状態にあることはむしろ少ない）には、加速
度センサにより、携帯機器の傾斜角を知ることにより、地磁気センサより得られた地磁気
ベクトルに対し、傾斜角度補正演算を行って使用者の正面方位を知ることができる。歩行
者用のナビゲーションの場合は、後述の車載の場合と異なり進行方向ではなく、歩行者の
正面方向と一致するように地図を回転表示すると使用者にとって使いやすくなる。
【０００６】
　一方、これらの携帯機器を自動車内に持ち込み、専用保持装置に設置することにより簡
易自動車ナビゲーション装置として用いたシステムも知られている。これは、ＧＰＳから
得られる携帯機器の位置情報の時間変化から携帯機器の移動方向を求め、それを自動車の
進行方向であると推定をして推定された自動車進行方向を基準に地図の演算・描画を行っ
たり、あらかじめ設定した目的地までの進路に関して、その進路上のいくつかの目標地点
への距離や矢印などによる進行方向指示などのナビゲーション情報を画面に表示したりす
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るものである。
【０００７】
　ここで、このような車載型の使用の場合、自動車が一定以上の移動速度で移動している
ときはＧＰＳを用いて精度よく移動方向を求めることができるが、移動速度が少ないとき
、たとえば交差点で止まっているとか、交差点を曲がったとき、Ｕターンしたとき、さら
には使用者が自動車を運転し始めたときなどにはＧＰＳを用いて移動方向を推定すること
ができないか、できたとしてもその精度は高くない。したがって、このような場合、従来
は携帯機器の正面方向と、自動車の進行方向とが一致するように、専用保持装置に携帯機
器を設置する必要があった。
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－３３９４４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、携帯機器を専用の保持装置にとりつける場合、従来はたとえば保持装置
自体がＧＰＳ機能を持っているとか、高ゲインの車外アンテナへ接続するなどの場合、す
なわち携帯機器にＧＰＳ機能を内蔵しない場合が多く、近年のＧＰＳ機能を内蔵した携帯
電話、ＰＤＡなどに適合する専用保持装置がなかった。このため、市販の簡易携帯機器保
持装置を自動車内に設置して取り付け、または保持装置につけないままに車中たとえば助
手席に置いて交差点などで停止する際に、次の目標地点までの距離や直進・右左折などの
運転情報を確認するといった使い方になる。この場合、たとえば携帯機器が自動車の進行
方向に対して横を向いている、すなわち表示部の上向き方向が自動車の進行方向と一致し
ない場合もある。その場合、地図の表示については携帯機器の表示部の上向き方向の方位
を検出してそれを正面方位として地図を表示することとなり、およびナビゲーション情報
については車両の進行方向を基準に進路指示などを表示するので、携帯機器が横を向いて
いて次の交差点を直進するような指示を行う場合、携帯機器表示画面上の地図においては
あたかも左折の指示をしているかのような表示となってしまい、運転者が勘違いをしやす
い指示となる。
【００１０】
　また、携帯機器においては目印の名称やナビゲーション情報などの文字情報と地図とを
重ねて表示するが、その場合は地図の向きが自動車の進行方向を画面の上側方向になるよ
うに表示するのが自然であるが、進行方向とずれた方位に地図を合わせて表示してしまう
ため、結果として携帯機器の画面の示すナビゲーション情報が的確でない情報になってし
まうという問題がある。
【００１１】
　本発明は、上記のような問題に鑑み、携帯機器を自動車内に持ち込み簡易ナビゲーショ
ン装置として使用する場合、進行方向と携帯電話の正面方向を一致させなくても的確なナ
ビゲーション情報表示をすることを可能とする技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　このような目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、携帯型地図表示装置であっ
て、地図情報を格納した地図情報データベースにアクセスして所望の地図情報を取得する
地図情報アクセス手段と、装置の位置を検出する位置検出手段と、装置が移動する際の加
速度を検出する加速度センサと、装置の正面方向がいずれの方位にあるかを示す正面方位
を算出する正面方位算出手段と、装置の進行方向がいずれの方位にあるかを示す進行方位
を算出する進行方位算出手段と、地図をディスプレイに表示する際の地図のディスプレイ
に対する角度を決定する基準として適用する基準方位を正面方位および進行方位のいずれ
かに選択する適用方位選択手段と、地図情報アクセス手段により取得した、位置検出手段
により検出した位置を中心とする所定の範囲の地図情報を選択した基準方位と地図の基準
方位との差分だけ回転変換してディスプレイに表示する表示手段とを備え、進行方位算出
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手段は、加速度センサの出力により得られる装置の速度方向と装置の正面方位と、により
進行方位を算出することを特徴とする。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の携帯型地図表示装置において、ユーザが装
置を携帯して歩行しながら使用している状態にあるか、または車内にて使用している状態
にあるかを判定する使用状態判定手段を備え、適用方位選択手段は、使用状態判定手段に
よって車内にて使用している状態にあると判定された場合、基準方位として進行方位を選
択することを特徴とする。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の携帯型地図表示装置において、ユ
ーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあるか、または車内にて使用して
いる状態にあるかを判定する使用状態判定手段を備え、適用方位選択手段は、使用状態判
定手段によってユーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあると判定され
た場合、基準方位として正面方位を選択することを特徴とする。
【００１５】
　請求項４に記載の発明は、請求項２または３に記載の携帯型地図表示装置において、使
用状態判定手段は、位置検出手段により所定の時間間隔における位置の変化を取得して位
置の変化から移動速度を算出し、移動速度が所定の速度を超えるときは車内にて使用して
いる状態にあると判定することを特徴とする。
【００１６】
　請求項５に記載の発明は、請求項２または３に記載の携帯型地図表示装置において、使
用状態判定手段は、加速度センサの出力により、装置が重力と垂直な平面上で所定の加速
度よりも小さな加速度で加速および減速を繰り返しているときは車内にて使用している状
態にあると判定することを特徴とする。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、請求項２ないし５のいずれかに記載の携帯型地図表示装置に
おいて、使用状態判定手段は、加速度センサの出力が、歩行時に特有な所定の周期的振動
を示すときはユーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあると判定するこ
とを特徴とする。
【００１８】
　請求項７に記載の発明は、請求項１ないし６のいずれかに記載の携帯型地図表示装置に
おいて、地球の磁場を検出して磁場の方向を出力する地磁気センサをさらに備え、正面方
位算出手段は、地磁気センサが出力する磁場の方向により正面方位を算出することを特徴
とする。
【００１９】
　請求項８に記載の発明は、請求項１ないし７のいずれかに記載の携帯型地図表示装置に
おいて、進行方位算出手段は、加速度センサの出力を積分することにより得られた速度方
向と装置の正面方向とにより進行方位を算出することを特徴とする。
【００２２】
　請求項９に記載の発明は、携帯型地図表示装置による表示方法であって、地図情報を格
納した地図情報データベースにアクセスして所望の地図情報を取得する地図情報アクセス
ステップと、装置の位置を検出する位置検出ステップと、装置が移動する際の加速度を加
速度センサにより検出する加速度検出ステップと、装置の正面方向がいずれの方位にある
かを示す正面方位を算出する正面方位算出ステップと、装置の進行方向がいずれの方位に
あるかを示す進行方位を算出する進行方位算出ステップと、地図をディスプレイに表示す
る際の地図のディスプレイに対する角度を決定する基準として適用する基準方位を正面方
位および前記進行方位のいずれかに選択する適用方位選択ステップと、地図情報アクセス
ステップにより取得した、位置検出ステップにより検出した位置を中心とする所定の範囲
の地図情報を選択した基準方位と地図の基準方位との差分だけ回転変換してディスプレイ
に表示する表示ステップとを備え、進行方位算出ステップは、加速度検出ステップの出力
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により得られる装置の速度方向と装置の正面方位と、により進行方位を算出することを特
徴とする。
【００２３】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の携帯型地図表示装置による表示方法にお
いて、ユーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあるか、または車内にて
使用している状態にあるかを判定する使用状態判定ステップをさらに備え、適用方位選択
ステップは、使用状態判定ステップによって車内にて使用している状態にあると判定され
た場合、基準方位として進行方位を選択することを特徴とする。
【００２４】
　請求項１１に記載の発明は、請求項９または１０に記載の携帯型地図表示装置による表
示方法において、ユーザが装置を携帯して歩行しながら使用している状態にあるか、また
は車内にて使用している状態にあるかを判定する使用状態判定ステップをさらに備え、適
用方位選択ステップは、使用状態判定ステップによってユーザが装置を携帯して歩行しな
がら使用している状態にあると判定された場合、基準方位として正面方位を選択すること
を特徴とする。
【００２５】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１０または１１に記載の携帯型地図表示装置による
表示方法において、使用状態判定ステップは、位置検出ステップにより所定の時間間隔で
位置の変化を取得して位置の変化から移動速度を算出し、移動速度が所定の速度を超える
ときは車内にて使用している状態にあると判定することを特徴とする。
【００２６】
　請求項１３に記載の発明は、請求項１０または１１に記載の携帯型地図表示装置による
表示方法において、使用状態判定ステップは、加速度センサの出力により、装置が重力と
垂直な平面上で所定の加速度よりも小さな加速度で加速および減速を繰り返しているとき
は車内にて使用している状態にあると判定することを特徴とする。
【００２７】
　請求項１４に記載の発明は、請求項１０ないし１３のいずれかに記載の携帯型地図表示
装置による表示方法において、使用状態判定ステップは、加速度センサの出力が、歩行時
に特有な所定の周期的振動を示すときはユーザが装置を携帯して歩行しながら使用してい
る状態にあると判定することを特徴とする。
【００２８】
　請求項１５に記載の発明は、請求項９ないし１４のいずれかに記載の携帯型地図表示装
置による表示方法において、正面方位算出ステップは、地球の磁場を検出して磁場の方向
を出力する地磁気センサが出力する磁場の方向により正面方位を算出することを特徴とす
る。
【００２９】
　請求項１６に記載の発明は、請求項９ないし１５のいずれかに記載の携帯型地図表示装
置による表示方法において、進行方位算出ステップは、装置が移動する際の加速度を検出
する加速度センサの出力を積分することにより得られた速度方向と装置の正面方向とによ
り進行方位を算出することを特徴とする。
【００３０】
　請求項１７に記載の発明は、コンピュータに携帯型地図表示方法を実行させるプログラ
ムであって、方法は、地図情報を格納した地図情報データベースにアクセスして所望の地
図情報を取得する地図情報アクセスステップと、コンピュータに接続されたＧＰＳからの
情報に基づいて装置の位置を検出する位置検出ステップと、コンピュータに接続された加
速度センサからの情報に基づいて装置が移動する際の加速度を加速度センサにより検出す
る加速度検出ステップと、装置の正面方向がいずれの方位にあるかを示す正面方位を算出
する正面方位算出ステップと、装置の進行方向がいずれの方位にあるかを示す進行方位を
算出する進行方位算出ステップと、地図をディスプレイに表示する際の地図のディスプレ
イに対する角度を決定する基準として適用する基準方位を正面方位および進行方位のいず
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れかに選択する適用方位選択ステップと、地図情報アクセスステップにより取得した、位
置検出ステップにより検出した位置を中心とする所定の範囲の地図情報を選択した基準方
位と地図の基準方位との差分だけ回転変換してディスプレイに表示する表示ステップとを
備え、進行方位算出ステップは、加速度検出ステップの出力により得られる装置の速度方
向と装置の正面方位と、により進行方位を算出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３２】
　以上説明したように、本発明によれば、地図をディスプレイに表示する際の地図のディ
スプレイに対する角度を決定する基準として適用する基準方位を正面方位および進行方位
のいずれかに選択する適用方位選択手段と、地図情報アクセス手段により取得した、位置
検出手段により検出した位置を中心とする所定の範囲の地図情報を選択した基準方位と地
図の基準方位との差分だけ回転変換してディスプレイに表示する表示手段とを備え、自動
車の進行方向を検出し、その進行方向に対しての地図表示や進路指示などのナビゲーショ
ン情報を表示することができるので、専用の保持装置などがない使用者も的確なナビゲー
ション情報を得て有用に使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　（第１実施形態）
　図１は、本実施形態における携帯機器内部の装置の構成を示すブロック図である。図１
において、携帯機器は、センサ部３０、方位検知部１１、移動方向検出部１２、携帯機器
の所持者が歩行中か自動車搭乗中かなどの端末状態を検出する端末移動状態検出部１３、
方位算出部２０および表示部２９を備える。上記各検出部は、センサ部３０からのセンサ
取得情報を用いて検出処理を行うが、本実施形態においては次のようなセンサ取得情報を
用いて検出処理を行う。
【００３４】
　なお、本実施形態で用いる携帯機器の一例を図５に示す。図５は、本発明の一実施形態
の携帯機器を示すブロック図である。携帯機器５１は、通常の携帯端末が備える表示部２
９、キーパッド（図示せず）およびＣＰＵ（図示せず）の他に、本実施形態で用いる各種
センサ部、すなわち地磁気センサ３１、ＧＰＳ３３および加速度センサを備える。これら
の各センサ部からの出力に基づき、図５には示さない各種検出部、算出部は所定の処理を
行って本実施形態を実施する。
【００３５】
　（システムの構成）
　方位検出部１１では、地磁気センサ３１が取得する地磁気情報や加速度センサ３２が取
得する加速度情報をもとに、携帯端末の上面方向、すなわち表示部の上方向の地磁気方位
を算出し、携帯機器の端末方位情報とするとともに端末の姿勢の情報を取得する。移動方
向検出部１２では、加速度センサ３２が取得する携帯機器が受けた加速度の情報から携帯
機器がどちらの方向に移動したかを算出する。端末移動状態検出部１３は、加速度センサ
３２が取得する携帯機器が受けた加速度の情報から携帯機器の所持者が歩行中か、自動車
搭乗中かなどの端末状態を推定する。
【００３６】
　方位算出部２０は、正面方位算出部２１、進行方位算出部２２、選択部２３、記憶部２
４、計算部２５を備え、携帯機器の制御・演算を行なう。正面方位算出部２１は、方位検
出部１１からの端末方位情報と傾斜情報、さらには端末状況検出部１４を用いて端末の正
面方位を算出する。たとえば、携帯電話が折りたたみ式であって、地磁気センサ３１およ
び加速度センサ３２が端末画面側に設置されていた場合、端末が折りたたまれている状態
にあっても、進行方位算出部２２は、移動方向検出部１２からの携帯機器移動方向情報と
、正面方位算出部２１からの端末正面方位情報とから、携帯機器の進行方向がどの方位に
向かって進行しているのかの情報を得ることができる。
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【００３７】
　選択部２３は、端末移動状態検出部１３からの情報をもとに、携帯機器が歩行者によっ
て保持されていると判断されるときは正面方位算出部２１から得た方位情報を選択し、携
帯機器が車載状態であると判断されるときは進行方位検出部２２からの方位情報を選択し
て計算部２５に渡す。
【００３８】
　計算部２５は、記憶部２４に保存されている地図情報を読み出すとともに、選択部２３
からの表示方位情報およびセンサ部３０、特にＧＰＳ３３が取得する緯度経度情報をもと
に、図１の表示方位情報側が画面の上方向になるように地図情報を処理し、表示部２９に
送る。ここで、本実施形態では記憶部２４に地図情報が格納されているが、これに限られ
ず外部の記憶装置等に地図情報を格納しておくこともできる。この場合、別途地図情報ア
クセス部（図示せず）を設けてこれを介して地図情報を入手するよう構成することができ
る。
【００３９】
　地磁気センサ３１は地磁気方位を算出するための必要情報が入手できるものなら何でも
いいが、2軸もしくは3軸以上の磁気成分を検知できることが望ましい。また、加速度セン
サ３２は、携帯機器の傾斜や、移動方向、さらには端末状態を算出するための必要情報が
入手できるものなら何でもいいが、2軸もしくは3軸以上の加速度成分を検知できることが
望ましい。
【００４０】
　（システムの処理）
　次に、本実施形態における一連の処理を、より詳細に説明する。使用者が携帯機器を手
に持って歩いているときは、携帯機器は歩行者の正面方位を検出し、その方位と地図の方
位が一致するように地図を回転させて表示するのが自然である。すなわち、歩行者の正面
方位が南であったならば、地図を北側が携帯端末画面の手前側もしくは下側になるように
回転させるとともに、地図上の文字情報は、携帯機器画面上では回転させないようにして
正しく表示させることができる。
【００４１】
　このため、携帯機器内の地磁気センサ３１が地磁気を検出し、および加速度センサ３２
が加速度を検出し、方位検出部１１はその双方の情報から携帯機器の、たとえば頂点面の
向いている地磁気方位と、携帯端末の傾斜角度とを算出する。この情報をもとに、正面方
位算出部２１は、携帯端末の使用者の正面方位を算出する。たとえば、使用者が携帯端末
を水平状態に保持している場合は、携帯端末の頂点方向（上向き）を正面方位とし、水平
状態でなく立てて保持した場合には、底面方向（下向き）すなわち表示部とは逆側の方位
を正面方位として算出する。
【００４２】
　端末移動状態検出部１３は、加速度センサ３２の出力情報を処理することにより、歩行
時に特有の周期的な振動が検知されると、携帯機器を所持している使用者が歩行状態にあ
ると判定する。このような周期的な振動としては、例えば図６に示すような一定間隔で上
下するような振動が考えられる。選択部２３は、端末移動状態検出部１３からの情報をも
とに、正面方位算出部２１の出力する情報を表示方位情報として計算部２５に送る。計算
部２５は、ＧＰＳ３３が受信し演算した緯度経度情報をもとに、表示する地図データとそ
の表示位置を特定して記憶部２４から地図データを読み出す。すなわち、緯度経度情報で
示される地点を中心とする所定の領域を特定して、その領域の地図情報を読み出す一方、
表示方位情報に基づいて地図の表示方向を回転させ、表示すべき画像情報として表示部２
９に送る。
【００４３】
　このようにして、使用者が携帯機器を手に持って歩いているときには、歩行者の正面方
位に一致した地図が画面に表示される。
【００４４】
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　図２は、このように歩行者が携帯端末を持っている場合の画面表示を表したもので、図
２（ａ）と図２（ｂ）のように歩行者の正面方位が異なる場合、それぞれ画面に表示され
る地図も正面方位に合わせて図２（ｃ）と図２（ｄ）のように回転処理を施して表示され
る。
【００４５】
　次に、使用者が携帯機器を自動車内に持ち込み、保持装置（図示せず）に固定をした場
合の動作を説明する。この場合、携帯機器の画面に地図を表示するときは、自動車の進行
方向に合わせて画面を回転して表示するのが自然である。ここで保持装置は、携帯機器を
車内に固定的に接続できるものであればいずれの方式のものも使用することができる。携
帯機器の保持装置のなかには、図３（ａ）に示すように、携帯機器の正面方向と自動車の
正面方向が一致するように携帯機器を固定するものがあるが、このままだと運転者が画面
を見づらいために、画面が運転者側に向くように携帯機器を回転させる機能を持つ保持装
置（図示せず）を考案することもできる。
【００４６】
　携帯機器の画面を見やすく調整できる保持装置を用いた場合の概念図を図３（ｂ）に示
す。このような場合は、携帯機器の正面方向が自動車の進行方向と一致するとは限らず、
携帯機器が自らの進行方向を検出し、携帯機器の正面方位から進行方位を計算して表示す
ることとなる。すなわち、携帯機器内の地磁気センサ３１が地磁気を検出し、加速度セン
サ３２が加速度を検出し、方位検出部１１はその双方の情報から携帯機器の、たとえば携
帯電話の頂点面（表示部の上向き方向）の地磁気方位と、携帯端末の傾斜角度とを算出す
る。この情報をもとに、正面方位算出部２１は携帯端末の使用者の正面方位を算出する。
【００４７】
　端末移動状態検出部１３は、加速度センサ３２からの出力を処理し、携帯機器が重力と
は垂直な方向に滑らかな加速、減速を繰り返していることを検出すると、携帯機器が車載
状態にあると判定する。すなわち、図７に示すように所定の加速度よりも小さい加速度で
一定面を加速および減速しているときは車載状態にあると判定する。移動方向検出部１２
は、加速度センサ３２の出力情報を処理し、重力とは垂直の加速度成分を積分処理して移
動速度成分をもとめ、移動速度の大きい方向を端末移動方向として端末座標系のもとで算
出するとともに、正面方位算出部２１からの携帯機器の正面方位情報と、端末移動方向情
報とから、携帯機器進行方位情報を算出する。携帯機器は車内に固定されているので、こ
こで算出する携帯機器進行方位は、自動車の進行方位と一致する。
【００４８】
　選択部２３は、端末移動状態検出部１３からの情報をもとに、携帯機器進行方位情報を
選択して表示方位情報として計算部２５に送る。計算部２５は、ＧＰＳ３３が受信し演算
した緯度経度情報をもとに、表示する地図データとその表示位置を特定し、記憶部２４か
ら地図データを読み出す。一方、表示方位情報に基づいて表示方向を変えて地図を描画す
るように地図データの回転処理を行い、表示すべき画像情報として表示部２９に送る。
【００４９】
　以上のように、使用者が携帯機器を車内に持ち込み、図３（ａ）のように保持装置に固
定している場合、携帯機器進行方位すなわち自動車進行方位に一致した地図が画面に表示
される。この様子を図３（ｃ）に示す。ここで、図３（ｂ）に示すように携帯機器の保持
装置を運転者が操作し、画面を見やすいように運転者側に向けた場合は、画面を地磁気方
位だけで求めた正面方位を基準に演算して描画すると、図３（ｄ）のように自動車正面方
位と異なり端末の正面の方位にあった地図を表示してしまうが、進行方位を基準に演算・
描画することにより図３（ｅ）のような地図表示を得ることができる。
【００５０】
　また、本実施形態においては、加速度センサ３２からの出力に歩行時に特有の周期的な
振動が見られた場合は歩行時、携帯機器が重力とは垂直な方向に滑らかな加速、減速を繰
り返していることを検出すると車載時と判定するようにしたが、加速度センサ出力を別の
視点で解析することにより、歩行時と車載時の区別をつけることも考えられる。その場合
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も、明らかに本発明の範囲に含まれる。
【００５１】
　（第２実施形態）
　上記の第１実施形態においては、方位検出部１１における検出のため地磁気センサ３１
からの情報と加速度センサ３２からの情報とを用い、移動方向検出部１２と端末移動状態
検出部１３における検出には加速度センサ３２からの情報を用いる例を説明したが、これ
とはまったく別の方法により方位、移動、端末状態の各情報を検出することが可能である
。以下には、それら別の方法を用いた本発明の好適な第２実施形態を説明する。
【００５２】
　本実施形態においては、あえて第１実施形態と別の方法を説明するが、各検出部の構成
はこれに限定するものではない。また、第１実施形態で説明したセンサ情報と、第２実施
形態のセンサ情報とを混在させたり組み合わせたりすることも本発明の範囲を逸脱しない
ことは明白である。
【００５３】
　本実施形態では、方位検出部１１は、ジャイロセンサ（図示せず）を用いて角速度成分
を検出し、角速度成分を積分することにより角度変化分が検出できることを利用し、直前
の移動方向検出部１２が検出する端末移動方位からの相対的な方位変化を検出する。この
とき、加速度センサ３２を用いて重力と垂直な平面を求め、その平面上での角速度成分を
検出するのがよい。したがって、ジャイロセンサは、重力と垂直な平面の成分とを検出す
る１軸検出品でもよいが、固定角度によらずに重力と垂直な平面の成分を検出できる２軸
もしくは３軸のものがより好ましい。
【００５４】
　移動方向検出部１２は、ＧＰＳ３３が検出する緯度経度情報の時間変化から、端末の移
動方向を検出する。ＧＰＳ３３では移動方向の絶対方位がわかるが、短時間の変化は分か
らないので、直前の移動方向絶対方位をＧＰＳ３３で求め、ジャイロセンサからの信号で
短時間の方向変化分を求めてその組み合わせから進行方位を算出する。
【００５５】
　また、端末移動状態検出部１３は、ＧＰＳ３３による緯度経度の時間変化から移動速度
を求め、たとえば時速５ｋｍ以上で移動していることが検出された場合は自動車に設置さ
れている状態にあり、そうでなければ歩行時であると判定する。
【００５６】
　以上のようにして各部に入力される情報を用いて、第１実施形態と同様に、方位算出部
２０は画面表示情報を算出して表示させることができる。
【００５７】
　（第３実施形態）
　上記第１及び第２実施形態においては、携帯機器において地図を表示する例で説明した
が、本実施形態では進行方向を示す矢印を表示するナビゲーションの例を説明する。装置
の構成は第１実施形態にて説明したものとほぼ同じである。方位検出部１１は地磁気セン
サ３１及び加速度センサ３２の出力情報を元に端末方位を計算し、正面方位算出部２２は
その端末方位情報および端末状況検出部１４からの情報をもとに携帯機器正面方位を算出
する。
【００５８】
　端末移動状態検出部１３は、加速度センサ出力を処理し、歩行時に特有の周期的な振動
が検知されると、携帯機器を所持している使用者が歩行状態であると判定し、携帯機器が
重力とは垂直な方向に滑らかな加速、減速を繰り返している場合は、車載状態にあると判
定する。
【００５９】
　移動方向検出部１２はＧＰＳ３３が検出する緯度経度情報の時間変化から、端末の移動
方向情報を算出し、端末移動方向を端末座標系に基づいて算出する。進行方位算出部２２
は、正面方位算出部２１から送られる携帯機器の正面方位情報と端末移動方向情報とから
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、携帯機器進行方位情報を算出する。選択部２３は、端末移動状態検出部からの情報によ
り携帯機器を歩行者が所持していると判定されるときは、正面方位情報を表示方位情報と
して選択し、携帯機器が車載状態であるときは進行方位情報を表示方位情報とし選択して
計算部２５に送る。計算部２５は、ＧＰＳ３３が受信し演算した緯度経度情報をもとに、
表示する地図データとその表示位置を特定し、記憶部から地図データを呼び出し、表示方
位情報に基づいて表示方向を変化させた地図を描画するように回転処理される。一方、通
信部２６よりナビゲーション情報を受信し、受信した情報、たとえば進行方向の指示など
を地図に重ね合わせて表示すべき画像情報として表示部２９に送る。
【００６０】
　車載時に図４（ｂ）に示すように、携帯機器が助手席の上などにあり、自動車の進行方
向に対して横向きにおいてあった場合、まず画面表示方位として地磁気情報をもとにした
正面方位のみを用いたときは、以下のような処理となってしまう。すなわち、保持装置に
おいて自動車進行方位と端末正面方位とが一致しているときには、進行方位情報と地磁気
方位情報とが一致しているため、画面に表示される地図は実際の自動車進行方位となる。
したがって、ナビゲーション情報として進路指示の情報をあわせて表示しても、図４（ｃ
）に示すようにその指示内容は画面の地図の向きと矛盾しない。
【００６１】
　しかしながら、携帯機器は自動車の移動方向に対して横向きであるために、地図の描画
される方位は、携帯電話の横方向が進行方位と一致するように表示されることになる。こ
こで、ナビゲーション情報である進路指示は、画面描画の向きとは関係なく、携帯端末が
通常の姿勢であるとして表示されるので、たとえば直進の場合ならば画面にはキーパッド
側から頂点面側（画面上向き方向）に矢印が表示される。このような場合、使用者は、地
図に描画される方位とナビゲーション情報とが一致しないために混乱をきたす可能性があ
り、良好な使用感が得られない。
【００６２】
　本実施形態においては、画面表示方位は正面方位と移動方向とに基づいた進行方位を基
準にするため、携帯電話を横方向に置いた場合であっても、移動方向と地磁気方位とが（
図４に示す例では）略９０度ずれていることがわかることから、地図は地磁気方位から略
９０度さらに回転処理して進行方位と一致させて表示されることとなり、地図の方位とナ
ビゲーション情報（この場合は矢印による進路指示）とが一致して表示され、使用者が混
乱することはない。
【００６３】
　以上、本発明を実施するための好適な実施例について説明してきたが、これら実施形態
に示したようにセンサ部内の方位検出部１１、移動方向検出部１２、端末状況検出部１４
、端末移動状態検出部１３としてさまざまなものが考えられる。しかし、このようなセン
サや検出部の構成の差異や、検出に基づくセンサ信号の質・振る舞いは、本発明の本質と
は関係なく、その作用および効果はセンサ部がいずれであるかによらないのは明白である
。
【００６４】
　したがって、端末状態検出部１３は上記実施形態で説明したようにセンサ部からの出力
により状態を判定するだけでなく、単に使用者がボタンやメニュー選択などにて歩行時モ
ードと車載時モードとを選択するようにすることもできる。また、携帯機器の保持装置や
、車載用の専用表示画面などの車載時に特有な装置に接続されると車載状態にあると検出
するといった方法もある。
【００６５】
　さらに、歩行状態であることの検出方法としては、上述の歩行時特有の周期を加速度セ
ンサ信号により検出する、移動時の平均速度を算出するなどの方法以外にも、方位変化や
地磁気変化のパターンなどを検出してそれらの情報から判定するような方法を用いてもい
い。
【００６６】
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　移動方向の検出も、加速度センサ３２やＧＰＳ３３に限らず、無線信号や磁気マーキン
グなどの外部からの情報、マップマッチング、カメラによる画像入力などさまざまな方法
が可能である。同様に、方位検出部１１も地磁気やジャイロセンサ以外に、自動車の操舵
角情報を用いる方法などが考えられる。さらに、現在使われていない、または公知になっ
てはいないさまざまな方法を用いても、それが上記情報の検出に使われる限り、本発明の
範疇であることに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本実施形態における携帯機器内部の装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態の歩行者が携帯端末を持っている場合の画面表示を示す図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態の携帯端末を自動車内で使用する場合の画面表示を示す図で
ある。
【図４】本発明の一実施形態の携帯端末を自動車内で使用する場合の画面表示を示す図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態の携帯機器を示すブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態の歩行時の加速度センサの出力の一例を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態の車載時の加速度センサの出力の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００６８】
１１　方位検知部
１２　移動方向検出部
１３　端末移動状態検出部
２０　方位算出部
２１　正面方位算出部
２２　進行方位算出部
２３　選択部
２４　記憶部
２５　計算部
２９　表示部
３０　センサ部
３１　地磁気センサ
３３　ＧＰＳ
５１　携帯機器
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