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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）自車が、取付道路から本線への車線変更が可能な区間である加速車線を通って前記
本線に合流する際に、前記自車の合流支援案内を行うナビゲーションシステムにおいて、
（ｂ）前記取付道路と本線との間に設けられた導流帯の位置情報を含む地図データを格納
するデータ格納部と、
（ｃ）前記自車の現在位置を検出する現在位置検出部と、
（ｄ）前記自車が前記本線への車線変更が可能な区間である加速車線に進入したか否かを
判断する加速車線進入判断部と、
（ｅ）前記自車に設けられ、前記導流帯の位置情報を監視するとともに、前記自車が加速
車線に進入したと判断された場合に前記自車の周辺を監視する車両周辺監視部と、
（ｆ）前記地図データ及び前記自車の現在位置に基づいて、現在位置から本線に合流する
加速車線の終点までの距離を取得する加速車線残り距離取得部と、
（ｇ）前記加速車線上の自車の情報、前記車両周辺監視部によって監視され取得された前
記本線上の他車の情報、及び、前記現在位置から加速車線の終点までの距離に基づいて、
自車が前記加速車線から本線に合流することを支援する合流支援案内の種類を選択する合
流支援案内選択部と、
（ｈ）該合流支援案内選択部によって選択された合流支援案内を行う案内実行部と、
（ｉ）前記加速車線における自車の進行方向に対して上流側であって、かつ、前記取付道
路と本線との間に設けられた前記データ格納部に格納された前記導流帯の位置情報及び前
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記車両周辺監視部によって取得された前記導流帯の位置情報に基づいて自車の現在位置を
補正する位置情報補正部とを有し、
（ｊ）前記加速車線進入判断部は、前記位置情報補正部によって補正された自車の現在位
置に基づいて、本線に合流する加速車線に自車が進入したか否かを判断することを特徴と
するナビゲーションシステム。
【請求項２】
前記加速車線上の自車の情報は、自車の速度及び自車の加速度を含み、前記本線上の他車
の情報は、自車との相対距離、自車との相対速度及び自車との相対加速度を含む請求項１
に記載のナビゲーションシステム。
【請求項３】
前記合流支援案内は、停止案内、加速して本線に進入することの案内、及び、他車をやり
過ごして本線に進入することの案内を含む請求項１又は２に記載のナビゲーションシステ
ム。
【請求項４】
前記合流支援案内選択部は、自車が加速車線の終点に到達するまでの時間が所定時間以下
である場合、前記本線上の他車が自車の側方スペース内にいるか又は入ってくるときは、
停止案内を選択する請求項３に記載のナビゲーションシステム。
【請求項５】
前記案内実行部は、選択された合流支援案内が停止案内である場合、ブレーキを制御して
自車を停止させる請求項４に記載のナビゲーションシステム。
【請求項６】
前記合流支援案内選択部は、前記本線上の他車が自車の側方スペース内におらず、かつ、
入ってこないときは、加速して本線に進入することの案内を選択する請求項３に記載のナ
ビゲーションシステム。
【請求項７】
前記合流支援案内選択部は、自車が加速車線の終点に到達するまでの時間が所定時間より
長い場合、前記本線上の他車が自車の側方スペース内に入ってくるか又は出て行くときは
、他車をやり過ごして本線に進入することの案内を選択する請求項３に記載のナビゲーシ
ョンシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーションシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車等の車両に搭載されたナビゲーション装置においては、案内経路中の交差
点等に接近すると、「直進」、「右折」、「左折」等の矢印をディスプレイ画面上に表示
したり、それらの内容を音声によって出力し案内を行っている。また、高速道路等の本線
に合流する取付道路に車両が進入したときには、取付道路が本線と合流して、その先で車
線が消滅してしまう旨の案内を行う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。）。さらに、取付道路が本線に接続され、該本線に車線変更をすることが可
能になった地点から取付道路の車線が消滅してしまう地点までの区間、すなわち、加速車
線の長さを案内するナビゲーション装置も提案されている。これにより、車両の運転者は
、加速車線の長さをあらかじめ把握することができるので、安心して、かつ、安全に本線
に車線変更することができる。
【特許文献１】特開平１１－３１１５３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
  しかしながら、前記従来のナビゲーション装置においては、加速車線の長さが案内され
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るだけであり、本線上を走行する他の車両の状況が案内されないので、ナビゲーション装
置のユーザである運転者は、加速車線から本線に安全に車線変更することができるか否か
を適確に判断することができなかった。
【０００４】
　本発明は、前記従来のナビゲーション装置の問題点を解決して、本線に合流する加速車
線に自車が進入すると、自車情報と他車情報とに基づいて選択した種類の案内を行うよう
にして、ユーザが安心して、かつ、安全に本線に車線変更することができるナビゲーショ
ンシステム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】
【０００５】
  そのために、本発明のナビゲーションシステムにおいては、自車が、取付道路から本線
への車線変更が可能な区間である加速車線を通って前記本線に合流する際に、前記自車の
合流支援案内を行うナビゲーションシステムであって、前記取付道路と本線との間に設け
られた導流帯の位置情報を含む地図データを格納するデータ格納部と、前記自車の現在位
置を検出する現在位置検出部と、前記自車が前記本線への車線変更が可能な区間である加
速車線に進入したか否かを判断する加速車線進入判断部と、前記自車に設けられ、前記導
流帯の位置情報を監視するとともに、前記自車が加速車線に進入したと判断された場合に
前記自車の周辺を監視する車両周辺監視部と、前記地図データ及び前記自車の現在位置に
基づいて、現在位置から本線に合流する加速車線の終点までの距離を取得する加速車線残
り距離取得部と、前記加速車線上の自車の情報、前記車両周辺監視部によって監視され取
得された前記本線上の他車の情報、及び、前記現在位置から加速車線の終点までの距離に
基づいて、自車が前記加速車線から本線に合流することを支援する合流支援案内の種類を
選択する合流支援案内選択部と、該合流支援案内選択部によって選択された合流支援案内
を行う案内実行部と、前記加速車線における自車の進行方向に対して上流側であって、か
つ、前記取付道路と本線との間に設けられた前記データ格納部に格納された前記導流帯の
位置情報及び前記車両周辺監視部によって取得された前記導流帯の位置情報に基づいて自
車の現在位置を補正する位置情報補正部とを有し、前記加速車線進入判断部は、前記位置
情報補正部によって補正された自車の現在位置に基づいて、本線に合流する加速車線に自
車が進入したか否かを判断する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、本線に合流する加速車線に自車が進入すると、自車情報と他車情報と
に基づいて選択した種類の案内を行うようになっている。そのため、ユーザは、安心して
、かつ、安全に本線に車線変更することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【０００８】
　図１は本発明の実施の形態におけるナビゲーションシステムの構成を示す概念図、図２
は本発明の実施の形態における本線に合流する加速車線の例を示す図である。
【０００９】
　図１において、１０は本実施の形態におけるナビゲーションシステムであり、１１は車
両に搭載されたナビゲーション制御装置としてのＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）であり、ＣＰＵ、ＭＰＵ等の演算手段、半導体メモリ、磁気ディス
ク、光ディスク等の記憶手段等を備える一種のコンピュータである。ここで、前記車両は
、乗用車、トラック、バス、オートバイ等、道路を走行可能なものであればいかなる種類
のものであってもよいが、本実施の形態においては、説明の都合上、前記車両が４つの車
輪を備える乗用車である場合について説明する。また、前記車両は、ナビゲーションシス
テム１０のユーザである運転者が運転する車両であり、後述される自車４１に該当する。
【００１０】
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　そして、ナビゲーションシステム１０は、ＥＣＵ１１に接続された車両ＥＣＵ１２、Ｇ
ＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）センサ１３、ジャイロセ
ンサ１４、地図データベース１５及び車両周辺監視装置１６を有する。
【００１１】
　ここで、前記車両ＥＣＵ１２は、自車４１のエンジン、変速機、サスペンション、ブレ
ーキ、ステアリング等の各種装置の動作を制御する制御装置であり、ＣＰＵ、ＭＰＵ等の
演算手段、半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク等の記憶手段等を備える一種のコン
ピュータである。また、前記ＧＰＳセンサ１３は、ＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信号を受信す
る受信装置である。さらに、前記ジャイロセンサ１４は、ジャイロによって車体の向いて
いる方位の変化を検出する検出装置である。
【００１２】
　また、前記地図データベース１５は、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム、フラッ
シュメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、光ディスク、ＭＯ、ＩＣカード、光
カード、メモリカード等の記憶手段を備え、探索データ等を含む地図データを記憶する。
すなわち、前記地図データベース１５は、各種のデータファイルから成るデータベースを
備え、経路を探索するための探索データの他、後述される画像出力装置２２に、探索され
た経路に沿って案内図を表示したり、他の案内情報を表示したりするために、施設データ
等の各種のデータを記憶する。また、前記地図データベース１５には、所定の情報を後述
される音声出力装置２１によって音声出力するための各種のデータも記憶される。
【００１３】
　さらに、前記車両周辺監視装置１６は、自車４１の周辺を監視する装置であり、ＣＣＤ
（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ：電荷結合素子）、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐ
ｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）等の撮像
手段を備えるカメラや、超音波センサ、レーザレーダ、ミリ波レーダ等の距離測定用セン
サを有する。なお、前記カメラや距離測定用センサは、車体の前面、側面、後面等に配設
され、自車４１の前方、側方、後方等を監視する。
【００１４】
　そして、前記ＥＣＵ１１は、車両ＥＣＵ１２から受信する車速、走行距離、アクセル開
度、運転者が操作するブレーキペダルの動き、運転者が操作するウィンカスイッチの動き
、運転者が操作する変速機のシフトレバーの動き等を示す信号、ＧＰＳセンサ１３やジャ
イロセンサ１４から受信する信号等に基づき、自車４１の現在位置、車速、加速度、車体
の向いている方位等を検出する。また、前記ＥＣＵ１１は、検出した自車の現在位置、車
速、加速度、車体の向いている方位等に基づき、地図データベース１５が記憶するデータ
を参照して、設定された目的地までの経路を探索する経路探索処理、経路の走行案内処理
、地点や施設の検索を行うＰＯＩ（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）検索処理等の
ナビゲーション処理を実行する。さらに、前記ＥＣＵ１１は、車両周辺監視装置１６が取
得した情報に基づき、自車４１が高速道路等に合流する際には、ユーザが自車４１を運転
して容易に、かつ、安全に合流することができるように、合流支援処理を実行する。
【００１５】
　また、ナビゲーションシステム１０は、ＥＣＵ１１に接続された音声出力装置２１、画
像出力装置２２、電動ステアリングアクチュエータ２３及び電動ブレーキアクチュエータ
２４を有する。ここで、前記音声出力装置２１は、ラウドスピーカ、ヘッドホン等を備え
、探索された経路についての経路案内、ＰＯＩについての案内等を音声によって行う。さ
らに、前記合流支援処理の結果としての合流支援案内を音声によって行う。そして、前記
画像出力装置２２は、ＣＲＴ、液晶ディスプレイ、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎ
ｇ　Ｄｉｏｄｅ）ディスプレイ、ホログラフィ装置等の表示装置を備え、探索された経路
についての経路案内、ＰＯＩについての案内等を画像を表示することによって行う。さら
に、合流支援案内を画像を表示することによって行う。
【００１６】
　そして、前記電動ステアリングアクチュエータ２３は、サーボモータ等の電動アクチュ
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エータを備え、ステアリングの舵（だ）角を制御し、例えば、ステアリングホイールに微
小振動を与えることによって合流支援案内を行う。また、前記電動ブレーキアクチュエー
タ２４は、サーボモータ等の電動アクチュエータを備え、ブレーキの動作を制御し、例え
ば、自車４１を減速又は停止させることによって合流支援案内を行う。
【００１７】
　本実施の形態において、ナビゲーションシステム１０は、図２に示されるような取付道
路３２から接続先道路３１の本線３１ａに合流するための加速車線３４に自車４１が進入
すると、合流支援処理を実行し、合流支援案内を行うようになっている。
【００１８】
　図２に示される例において、接続先道路３１は、東名高速道路、名神高速道路等の都市
間高速道路、首都、阪神、名古屋、福岡・北九州等の地域において供用に付されている都
市高速道路、自動車専用道路、有料道路等であるが、一般道であってもよい。また、取付
道路３２は、インターチェンジ等において、接続先道路３１と該接続先道路３１以外の道
路、すなわち、下道とを接続するための道路である。なお、前記下道は、通常、一般道で
あるが、一般道以外の有料道路等であってもよい。そして、取付道路３２の途中には、通
常、料金所ゲート、ＥＴＣ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｔｏｌｌ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）ゲート等の入口ゲートが配設されているが、該入口ゲートは省略されている場
合もある。
【００１９】
　また、図２に示される例において、接続先道路３１は片側２車線の道路であり、車両の
進行方向が左方向の車線のみが表示され、車両の進行方向が右方向の車線、すなわち、対
向車線の表示が省略されている。また、取付道路３２は一方通行で１車線の道路であり、
前記接続先道路３１の左側に接続されるものとする。そのため、本実施の形態においては
、前記接続先道路３１の左側の車線のみを本線３１ａとして説明する。なお、前記接続先
道路３１が片側３車線以上の車線数の道路である場合には最左端の車線のみを本線３１ａ
とし、前記接続先道路３１が片側１車線の道路である場合には当該車線を本線３１ａとす
る。さらに、前記取付道路３２が接続先道路３１の右側に接続される場合には、接続先道
路３１の最右端の車線のみを本線３１ａとする。
【００２０】
　そして、取付道路３２は、合流区間において接続先道路３１と合流して消滅する。前記
合流区間は、車両が取付道路３２から接続先道路３１の本線３１ａへ車線変更することが
できる区間であり、ここでは、加速車線３４と称する。該加速車線３４は、「道路構造令
」において規定される変速車線のうちの自動車を加速させることを目的とする車線に該当
するものであり、加速レーンと称されることもある。なお、図２において、３４ａは、加
速車線３４の始点（図２における右端点）から終点（図２における左端点）までの範囲を
示す加速車線範囲である。
【００２１】
　また、加速車線３４の始点より車両の進行方向（図２における左方向）上流側には、本
線３１ａと取付道路３２との間に導流帯３３が存在する。該導流帯３３は、「道路標識、
区画線及び道路標示に関する命令」（通称：標識令）に規定されるものであり、一般に、
ゼブラゾーンと称される範囲である。取付道路３２が接続先道路３１の本線３１ａに接続
される地点における導流帯３３は、通常、概略三角形の形状を備える。なお、図２におい
て、３３ａは、導流帯３３の始点（図２における右端点）から終点（図２における左端点
）までの範囲を示す導流帯範囲であり、３２ａは、取付道路３２の終点（図２における左
端点）までの範囲を示す取付道路範囲である。
【００２２】
　なお、前記地図データには、道路データファイルが含まれる。該道路データファイルは
、細街路も含めたすべての道路、例えば、日本全国のすべての道路に関するデータを格納
する。そして、前記道路データファイルには、交差点データ、ノードデータ、道路データ
、交通規制データ及び経路表示データも格納されている。そして、前記交差点データには
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、データが格納されている交差点の数に加え、それぞれの交差点に関するデータが交差点
データとして、識別するための番号が付与されて格納されている。さらに、それぞれの前
記交差点データには、該当する交差点に接続する道路、すなわち、接続道路の数に加え、
それぞれの接続道路を識別するための番号が付与されて格納されている。なお、前記交差
点データには、交差点の種類、すなわち、交通信号灯器の設置されている交差点であるか
又は交通信号灯器の設置されていない交差点であるかの区別が含まれていてもよい。また
、前記ノードデータは、地図データファイルに記録されたデータにおける少なくとも道路
の位置及び形状を構成するものであり、実際の道路の分岐点（交差点、Ｔ字路等を含む）
、ノード、及び、各ノード間を連結するリンクを示すデータから成る。さらに、前記ノー
ドは、少なくとも道路の屈曲点の位置を示す。
【００２３】
　また、前記道路データファイルには、データが格納されている道路の数に加え、それぞ
れの道路に関するデータが道路データとして、識別するための番号が付与されて格納され
ている。そして、それぞれの前記道路データには、道路種別、それぞれの道路の長さとし
ての距離、それぞれの道路を走行するのに要する時間としての旅行時間等が格納されてい
る。さらに、前記道路種別には、国道、県道、主要地方道、一般道、高速道路等の行政道
路属性が含まれる。
【００２４】
　なお、前記道路データには、道路自体について、幅員、勾（こう）配、カント、高度、
バンク、路面の状態、中央分離帯があるか否か、道路の車線数、該車線数の減少する地点
、幅員の狭くなる地点等のデータが含まれることが望ましい。そして、高速道路や幹線道
路の場合、対向方向の車線のそれぞれが別個の道路データとして格納され、二条化道路と
して処理される。例えば、片側２車線以上の幹線道路の場合、二条化道路として処理され
、上り方向の車線と下り方向の車線は、それぞれ、独立した道路として道路データに格納
される。さらに、コーナについては、曲率半径、交差点、Ｔ字路、コーナの入口等のデー
タが含まれることが望ましい。また、高速道路等のインターチェンジ、該インターチェン
ジにおいて本線３１ａに接続される取付道路３２、本線３１ａに合流するための加速車線
３４、導流帯３３等の情報も、前記地図データベース１５に記憶されている。そして、前
記地図データファイルは、地図を描画するためのノード、リンク、座標、施設名称等の地
図情報を格納する。
【００２５】
　また、前記地図データは、地図を描画するためのデータを格納する地図データファイル
、ＰＯＩデータファイル等を有することが望ましい。ここで、前記地図データファイルは
、地図を描画するためのノード、リンク、座標、施設名称等のデータを格納する。また、
前記ＰＯＩデータファイルは、出発地、目的地、通過点等となる地点を検索するための施
設データ、タウンページ（Ｒ）データ、イベントデータ等を格納する。
【００２６】
　なお、本実施の形態において、前記ナビゲーションシステム１０は、機能の観点から、
地図データを格納するデータ格納部、自車４１の現在位置を検出する現在位置検出部、地
図データ及び自車４１の現在位置に基づいて、現在位置から本線３１ａに合流する加速車
線３４の終点までの距離を取得する加速車線残り距離取得部、加速車線３４上の自車４１
の情報、本線３１ａ上の他車４２の情報、及び、現在位置から加速車線３４の終点までの
距離に基づいて、自車４１が加速車線３４から本線３１ａに合流することを支援する合流
支援案内の種類を選択する合流支援案内選択部、該合流支援案内選択部によって選択され
た合流支援案内を行う案内実行部を有する。さらに、前記ナビゲーションシステム１０は
、加速車線３４が本線３１ａに合流する地点における導流帯３３の位置情報に基づいて自
車４１の現在位置を補正する位置情報補正部を有する。
【００２７】
　次に、前記構成のナビゲーションシステム１０の動作について説明する。ここでは、合
流支援処理を実行し、合流支援案内を行う全体的な動作について説明する。
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【００２８】
　図３は本発明の実施の形態におけるナビゲーションシステムの動作を示すフローチャー
トである。
【００２９】
　本実施の形態において、ナビゲーションシステム１０は、自車４１の現在位置が取付道
路３２に進入すると自動的に合流支援処理を開始する。なお、ユーザが、図示されないス
イッチを操作した場合に、合流支援処理を開始するようにしてもよい。なお、ナビゲーシ
ョンシステム１０は、ＥＣＵ１１が常に自車４１の現在位置を検出しているので、地図デ
ータベース１５に記憶されている地図データを参照することによって、自車４１の現在位
置が取付道路３２に進入したことを判断することができる。この場合、例えば、取付道路
３２の途中に配設されている入口ゲートを通過したことによって、取付道路３２に進入し
たと判断するようになっている。
【００３０】
　そして、ナビゲーションシステム１０は、合流支援処理を開始すると、合流地点情報の
取得を行う。この場合、地図データベース１５に記憶されている地図データを参照し、取
付道路３２が接続先道路３１に接続される地点、すなわち、自車４１が走行を予定してい
る合流地点を特定し、該合流地点の地形情報を取得する。ここで、取得する地形情報には
、取付道路３２が接続先道路３１に接続される方向、すなわち、合流方向が左右いずれで
あるか、加速車線範囲３４ａの長さ、導流帯範囲３３ａの長さ、導流帯３３の形状等が含
まれる。
【００３１】
　続いて、ナビゲーションシステム１０は、高精度自車位置補正を行う。本実施の形態に
おいて、ナビゲーションシステム１０は、車両周辺監視装置１６によって、路面にペイン
トされた区画線や道路標示の位置認識を行うようになっている。そして、該位置認識によ
って導流帯３３の始点又は終点と自車４１との相対距離を取得し、地図データに含まれる
導流帯３３のロケーションデータ、すなわち、導流帯３３の形状及び各頂点の絶対位置情
報と前記相対距離とに基づいて、自車４１の現在位置を補正する。なお、前記導流帯３３
の認識は、合流地点の地形情報に含まれる合流方向に基づいて車両周辺監視装置１６によ
る認識エリアを限定し、限定された認識エリア内の区画線や道路標示と登録されている導
流帯３３とのパターンマッチングによって行われることが望ましい。これにより、導流帯
３３を認識するための処理量を削減することができる。
【００３２】
　続いて、ナビゲーションシステム１０は、自車４１が加速車線３４に進入したか否かを
判断する。ここでは、高精度自車位置補正によって取得した導流帯３３の終点を通過した
か否かに基づいて判断する。そして、加速車線３４に進入するまで判断を繰り返して行い
、自車４１が導流帯３３の終点を通過して加速車線３４に進入したと判断すると、ナビゲ
ーションシステム１０は、周辺車両状況取得を行う。この場合、車両周辺監視装置１６に
よって、自車４１の前方、側方又は後方に存在する他の車両、すなわち、後述される他車
４２と自車４１との相対距離、相対速度及び相対加速度を取得する。
【００３３】
　続いて、ナビゲーションシステム１０は、本線車両が下限速度以上であるか否か、すな
わち、本線３１ａを走行する他車４２の車速があらかじめ設定された下限速度（例えば、
３０〔ｋｍ／ｈ〕）以上であるか否かを判断する。そして、下限速度以上でない場合には
処理を終了する。これは、他車４２の車速が下限速度より低い場合には、本線３１ａが渋
滞しているので、合流支援案内を行う必要がないと考えられるからである。なお、本線３
１ａ上の車速が低くても合流支援案内を行う必要があると考えられるときには、本線車両
が下限速度以上であるか否かの判断を省略することができる。
【００３４】
　続いて、ナビゲーションシステム１０は、相対速度が上限速度以上であるか否か、すな
わち、自車４１の車速が本線３１ａを走行する他車４２の車速よりもあらかじめ設定され
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た上限速度（例えば、１０〔ｋｍ／ｈ〕）以上に高いか否かを判断する。そして、上限速
度以上である場合には処理を終了する。これは、自車４１が本線３１ａ上の他車よりも十
分に高い速度で走行している場合には、容易に合流することができるので、合流支援案内
を行う必要がないと考えられるからである。なお、自車４１が本線３１ａ上の他車４２よ
りも十分に高い速度で走行していても合流支援案内を行う必要があると考えられるときに
は、相対速度が上限速度以上であるか否かの判断を省略することができる。
【００３５】
　続いて、ナビゲーションシステム１０は、加速車線残り距離取得を行う。この場合、合
流地点の地形情報として取得した加速車線範囲３４ａの長さ、高精度自車位置補正によっ
て取得した導流帯３３の終点、及び、自車４１の車速に基づいて、現時点における自車４
１の現在位置から加速車線３４の終点までの長さ、すなわち、加速車線範囲３４ａの残り
の長さを算出する。なお、自車４１の車速に代えて、走行距離、自車４１の現在位置等を
使用することもできる。
【００３６】
　続いて、ナビゲーションシステム１０は、合流支援案内を行うか否か、すなわち、案内
を出力するか否かを判断する。この場合、加速車線範囲３４ａの残りの長さ、自車４１の
車速及び自車４１の加速度に基づいて、加速車線３４の終点に到達する時間、すなわち、
残り時間があらかじめ設定された第１所定時間（例えば、４秒）以下であるか否かによっ
て判断する。そして、残り時間が第１所定時間以下であれば案内を出力するものと判断し
、残り時間が第１所定時間より長ければ案内を出力しないものと判断する。なお、残り時
間が４秒であることは、自車４１の車速が６０〔ｋｍ／ｈ〕で自車４１の加速度が１．７
〔ｍ／ｓ2 〕であると、加速車線範囲３４ａの残りの長さが８０〔ｍ〕であることを意味
する。
【００３７】
　そして、案内を出力するものと判断すると、ナビゲーションシステム１０は、案内種類
決定を実行し、合流支援案内の種類を決定する。ここで、合流支援案内の種類は、加速車
線範囲３４ａの残りの長さ、本線３１ａ上の他車４２の位置、他車４２の車速及び他車４
２の加速度に基づいて決定される。また、案内は、停止案内、加速して本線３１ａに進入
することの案内、及び、他車４２をやり過ごして本線３１ａに進入することの案内の３種
類である。なお、合流支援案内の種類を決定するアルゴリズムについては、後述する。
【００３８】
　続いて、ナビゲーションシステム１０は決定された合流支援案内の種類が停止案内であ
るか否かを判断する。そして、停止案内である場合には、停止案内を行う。この場合、電
動ステアリングアクチュエータ２３が作動し、ステアリングホイールに微小振動を与える
ことによって、運転者であるユーザに対して警告を与え、自車４１を停止させることを案
内する。また、音声出力装置２１から出力される音声によっても自車４１を停止させるこ
とを案内する。さらに、画像出力装置２２が画像を表示することによって自車４１を停止
させることを案内してもよい。一方、電動ブレーキアクチュエータ２４も作動し、自動的
にブレーキを効かせて、自車４１が停止するまで減速させる。
【００３９】
　続いて、ナビゲーションシステム１０は自車４１が停止したか否かを判断する。そして
、自車４１が停止するまで、前記停止案内と自車４１が停止したか否かの判断とを繰り返
して行い、自車４１が停止したと判断すると、処理を終了する。
【００４０】
　また、決定された合流支援案内の種類が停止案内でない場合、ナビゲーションシステム
１０は合流支援案内を出力する。そして、合流支援案内の種類が加速して本線３１ａに進
入することの案内である場合、音声出力装置２１から出力される音声によって、又は、画
像出力装置２２が画像を表示することによって、加速しながら自車４１の側方のスペース
に進入する旨を案内する。一方、案内の種類が他車４２をやり過ごして本線３１ａに進入
することの案内である場合、音声出力装置２１から出力される音声によって、又は、画像
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出力装置２２が画像を表示することによって、自車４１の側方又は後方の他車４２をやり
過ごして、その後方のスペースに進入する旨を案内する。
【００４１】
　続いて、ナビゲーションシステム１０は自車走行車線取得を行う。また、案内を出力す
るか否かを判断して案内を出力しないものと判断した場合にも、自車走行車線取得を行う
。前述のように、ナビゲーションシステム１０は、車両周辺監視装置１６によって、路面
にペイントされた区画線や道路標示の位置認識を行うようになっているので、該位置認識
された区画線や道路標示に基づいて、自車４１が走行している車線を認識する。
【００４２】
　そして、ナビゲーションシステム１０は合流が完了したか否かを判断する。ここでは、
自車走行車線取得の結果に基づき、本線３１ａと加速車線３４とを区画する区画線を自車
４１が跨（また）いだか否かを判断し、自車４１が前記区画線を跨いで本線３１ａに入っ
た場合には、合流が完了したものと判断して処理を終了する。また、合流が完了していな
い場合には、再度、周辺車両状況取得を行い、前述の動作を繰り返す。
【００４３】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ１　合流地点情報の取得を行う。
ステップＳ２　高精度自車位置補正を行う。
ステップＳ３　自車４１が加速車線３４に進入したか否かを判断する。自車４１が加速車
線３４に進入した場合はステップＳ４に進み、自車４１が加速車線３４に進入していない
場合は自車４１が加速車線３４に進入するまで判断を繰り返し行う。
ステップＳ４　周辺車両状況取得を行う。
ステップＳ５　本線車両が下限速度以上であるか否かを判断する。本線車両が下限速度以
上である場合はステップＳ６に進み、本線車両が下限速度以上でない場合は処理を終了す
る。
ステップＳ６　相対速度が上限速度以上であるか否かを判断する。相対速度が上限速度以
上である場合は処理を終了し、相対速度が上限速度以上でない場合はステップＳ７に進む
。
ステップＳ７　加速車線残り距離取得を行う。
ステップＳ８　案内を出力するか否かを判断する。案内を出力する場合はステップＳ９に
進み、案内を出力しない場合はステップＳ１４に進む。
ステップＳ９　合流支援案内の種類を決定する。
ステップＳ１０　決定された合流支援案内の種類が停止案内であるか否かを判断する。決
定された合流支援案内の種類が停止案内である場合はステップＳ１１に進み、決定された
合流支援案内の種類が停止案内でない場合はステップＳ１３に進む。
ステップＳ１１　停止案内を行う。
ステップＳ１２　自車４１が停止したか否かを判断する。自車４１が停止した場合は処理
を終了し、自車４１が停止していない場合はステップＳ１１に戻る。
ステップＳ１３　合流支援案内を出力する。
ステップＳ１４　自車走行車線取得を行う。
ステップＳ１５　合流が完了したか否かを判断する。合流が完了した場合は処理を終了し
、合流が完了していない場合はステップＳ４に戻る。
【００４４】
　次に、合流支援案内の種類を決定するアルゴリズムについて説明する。
【００４５】
　図４は本発明の実施の形態における自車と他車との位置関係を示す図、図５は本発明の
実施の形態における合流支援案内の種類を決定するアルゴリズムを示すフローチャートで
ある。
【００４６】
　まず、ナビゲーションシステム１０は、加速車線３４の終点まで所定時間としての第２
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所定時間以下であるか否かを判断する。この場合、加速車線範囲３４ａの残りの長さ、自
車４１の車速及び自車４１の加速度に基づいて、加速車線３４の終点に到達する時間、す
なわち、残り時間があらかじめ設定された第２所定時間（例えば、２秒）以下であるか否
かによって判断する。なお、第２所定時間は、自車４１を停止させることを案内するか否
かの判断基準となるものであり、前述の案内を出力するか否かを判断するための第１所定
時間よりも短く設定される。なお、残り時間が１秒であることは、自車４１の車速が６０
〔ｋｍ／ｈ〕で自車４１の加速度が１．７〔ｍ／ｓ2 〕であると、加速車線範囲３４ａの
残りの長さが３６．６〔ｍ〕であることを意味する。
【００４７】
　そして、加速車線３４の終点まで第２所定時間以下である場合、ナビゲーションシステ
ム１０は側方スペース４３内に本線車両がいるか否かを判断する。ここで、側方スペース
４３は、図４に示されるように、加速車線３４を走行する自車４１の側方の本線３１ａで
あって、自車４１の前後に一定距離４４（例えば、２〔ｍ〕）を各々加えた長さに対応す
るスペースである。そして、図４（ａ）に示されるように、前記側方スペース４３内に本
線３１ａを走行する他車４２の少なくとも一部が入っている場合には、側方スペース４３
内に本線車両がいると判断される。
【００４８】
　側方スペース４３内に本線車両がいる場合、ナビゲーションシステム１０は、合流支援
案内の種類を停止案内であるとする。すなわち、加速車線３４の終点に到達する時間が第
２所定時間以下であって、側方スペース４３内に本線３１ａを走行する他車４２が入って
いる場合、停止案内が行われる。また、側方スペース４３内に本線車両がいない場合、ナ
ビゲーションシステム１０は、側方スペース４３内に第３所定時間以内に進入する本線車
両がいるか否かを判断する。そして、図４（ｂ）に示されるように、前記側方スペース４
３内に本線３１ａを走行する他車４２があらかじめ設定された第３所定時間（例えば、２
秒）以内に進入する場合には、側方スペース４３内に第３所定時間以内に進入する本線車
両がいると判断される。なお、第３所定時間は、前記第１所定時間及び第２所定時間とは
別個に設定される。
【００４９】
　そして、側方スペース４３内に第３所定時間以内に進入する本線車両がいる場合、ナビ
ゲーションシステム１０は、合流支援案内の種類を停止案内であるとする。すなわち、加
速車線３４の終点に到達する時間が第２所定時間以下である場合、側方スペース４３内に
本線３１ａを走行する他車４２が入っていなくても、側方スペース４３内に第３所定時間
以内に他車４２が進入してくるときには、停止案内が行われる。
【００５０】
　また、側方スペース４３内に第３所定時間以内に進入する本線車両がいない場合、ナビ
ゲーションシステム１０は、合流支援案内の種類を加速して本線３１ａに進入することの
案内であるとする。すなわち、加速車線３４の終点に到達する時間が第２所定時間以下で
ある場合、側方スペース４３内に本線３１ａを走行する他車４２が入っておらず、側方ス
ペース４３内に第３所定時間以内に他車４２が進入してこないときには、加速して本線３
１ａに進入することを案内する。なお、２秒以内に側方スペース４３内に進入する他車４
２がいないということは、他車４２の車速が自車４１の車速より１０〔ｋｍ／ｈ〕高く、
自車４１の加速度が１．７〔ｍ／ｓ2 〕であると、前記他車４２は側方スペース４３の後
端より９〔ｍ〕以上離れていることを意味する。
【００５１】
　一方、加速車線３４の終点まで第２所定時間以下でない場合も、ナビゲーションシステ
ム１０は側方スペース４３内に本線車両がいるか否かを判断する。そして、側方スペース
４３内に本線車両がいる場合、本線車両の加速度が正であるか否か、すなわち、本線３１
ａを走行する他車４２の加速度が正であるか否かを判断する。
【００５２】
　ここで、本線車両の加速度が正である場合、ナビゲーションシステム１０は、合流支援
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案内の種類を他車４２をやり過ごして本線３１ａに進入することの案内であるとする。す
なわち、加速車線３４の終点に到達する時間が第２所定時間より長く、側方スペース４３
内に本線３１ａを走行する他車４２が入っていて、該他車４２が加速している場合、すな
わち、側方スペース４３から他車４２が出ていく場合には、他車４２をやり過ごして本線
３１ａに進入することを案内する。
【００５３】
　また、本線車両の加速度が正でない場合、ナビゲーションシステム１０は、相対速度が
正であるか否か、すなわち、他車４２の車速が自車４１の車速より高いか否かを判断する
。そして、相対速度が正である場合、ナビゲーションシステム１０は、合流支援案内の種
類を他車４２をやり過ごして本線３１ａに進入することの案内であるとする。すなわち、
加速車線３４の終点に到達する時間が第２所定時間より長く、側方スペース４３内に本線
３１ａを走行する他車４２が入っていて、該他車４２が減速している場合であっても、他
車４２の車速が自車４１の車速より高いときは、側方スペース４３から他車４２が出てい
くので、他車４２をやり過ごして本線３１ａに進入することを案内する。また、相対速度
が正でない場合、ナビゲーションシステム１０は、合流支援案内の種類を加速して本線３
１ａに進入することの案内であるとする。すなわち、加速車線３４の終点に到達する時間
が第２所定時間より長く、側方スペース４３内に本線３１ａを走行する他車４２が入って
いて、該他車４２が減速している場合、他車４２の車速が自車４１の車速より高くないと
きは、加速して本線３１ａに進入することを案内する。
【００５４】
　さらに、加速車線３４の終点まで第２所定時間以下でなく、側方スペース４３内に本線
車両がいない場合、ナビゲーションシステム１０は、側方スペース４３内に第３所定時間
以内に進入する本線車両がいるか否かを判断する。そして、側方スペース４３内に第３所
定時間以内に進入する本線車両がいる場合、ナビゲーションシステム１０は、合流支援案
内の種類を他車４２をやり過ごして本線３１ａに進入することの案内であるとする。すな
わち、加速車線３４の終点に到達する時間が第２所定時間より長く、側方スペース４３内
に本線３１ａを走行する他車４２が入っていない場合であっても、側方スペース４３内に
第３所定時間以内に他車４２が進入してくるときには、他車４２をやり過ごして本線３１
ａに進入することを案内する。また、側方スペース４３内に第３所定時間以内に進入する
本線車両がいない場合、ナビゲーションシステム１０は、合流支援案内の種類を加速して
本線３１ａに進入することの案内であるとする。すなわち、加速車線３４の終点に到達す
る時間が第２所定時間より長く、側方スペース４３内に本線３１ａを走行する他車４２が
入っておらず、側方スペース４３内に第３所定時間以内に他車４２が進入してこない場合
は、加速して本線３１ａに進入することを案内する。
【００５５】
　次に、フローチャートについて説明する。
ステップＳ２１　加速車線３４の終点まで第２所定時間以下であるか否かを判断する。加
速車線３４の終点まで第２所定時間以下である場合はステップＳ２２に進み、加速車線３
４の終点まで第２所定時間以下でない場合はステップＳ２４に進む。
ステップＳ２２　側方スペース４３内に本線車両がいるか否かを判断する。側方スペース
４３内に本線車両がいる場合は停止案内が行われ、側方スペース４３内に本線車両がいな
い場合はステップＳ２３に進む。
ステップＳ２３　側方スペース４３内に第３所定時間以内に進入する本線車両がいるか否
かを判断する。側方スペース４３内に第３所定時間以内に進入する本線車両がいる場合は
停止案内が行われ、側方スペース４３内に第３所定時間以内に進入する本線車両がいない
場合は加速して本線３１ａに進入することを案内する。
ステップＳ２４　側方スペース４３内に本線車両がいるか否かを判断する。側方スペース
４３内に本線車両がいる場合はステップＳ２５に進み、側方スペース４３内に本線車両が
いない場合はステップＳ２７に進む。
ステップＳ２５　本線車両の加速度が正であるか否かを判断する。本線車両の加速度が正
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である場合は他車４２をやり過ごして本線３１ａに進入することを案内し、本線車両の加
速度が正でない場合はステップＳ２６に進む。
ステップＳ２６　相対速度が正であるか否かを判断する。相対速度が正である場合は他車
４２をやり過ごして本線３１ａに進入することを案内し、相対速度が正でない場合は加速
して本線３１ａに進入することを案内する。
ステップＳ２７　側方スペース４３内に第３所定時間以内に進入する本線車両がいるか否
かを判断する。側方スペース４３内に第３所定時間以内に進入する本線車両がいる場合は
他車４２をやり過ごして本線３１ａに進入することを案内し、側方スペース４３内に第３
所定時間以内に進入する本線車両がいない場合は加速して本線３１ａに進入することを案
内する。
【００５６】
　このように、本実施の形態において、ナビゲーションシステム１０は、本線３１ａに合
流する加速車線３４に自車４１が進入すると、自車４１の位置、車速、加速度等の情報と
他車４２の位置、車速、加速度等の情報とに基づいて合流支援案内の種類を選択し、選択
された種類の案内を行うようになっている。なお、合流支援案内は、停止案内、加速して
本線３１ａに進入することの案内、及び、他車４２をやり過ごして本線３１ａに進入する
ことの案内の３種類である。そのため、ユーザは、合流支援案内に従うことによって、容
易に、かつ、安全に本線３１ａに合流することができる。
【００５７】
　また、加速車線範囲３４ａの終点を基準として合流支援案内を行うので、正確に合流支
援案内を行うことができる。この場合、加速車線範囲３４ａの残りの長さ、加速車線３４
の終点に到達する時間等を使用して判断を行うので、合流支援案内の種類を適確に選択し
、適確なタイミングで合流支援案内を行うことができる。
【００５８】
　具体的には、自車４１が加速車線３４の終点に到達するまでの時間が所定時間以下であ
る場合、本線３１ａ上の他車４２が自車の側方スペース４３内にいるか又は入ってくると
きは、停止案内を行う。なお、停止案内が行われる場合には、自動的にブレーキを効かせ
て、自車４１が停止するまで減速させるので、効果的に危険を回避することができる。ま
た、本線３１ａ上の他車４２が自車４１の側方スペース４３内におらず、かつ、入ってこ
ないときは、加速して本線３１ａに進入することを案内する。さらに、自車４１が加速車
線３４の終点に到達するまでの時間が所定時間より長い場合、本線３１ａ上の他車４２が
自車４１の側方スペース４３内に入ってくるか又は出て行くときは、他車４２をやり過ご
して本線３１ａに進入することを案内する。このように、状況に応じた内容の合流支援案
内に従うことによって、容易に、かつ、安全に本線３１ａに合流することができる。
【００５９】
　なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種
々変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施の形態におけるナビゲーションシステムの構成を示す概念図である
。
【図２】本発明の実施の形態における本線に合流する加速車線の例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるナビゲーションシステムの動作を示すフローチャー
トである。
【図４】本発明の実施の形態における自車と他車との位置関係を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における合流支援案内の種類を決定するアルゴリズムを示す
フローチャートである。
【符号の説明】
【００６１】
１０　　ナビゲーションシステム
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３１ａ　　本線
３３　　導流帯
３４　　加速車線
４１　　自車
４２　　他車

【図１】 【図２】



(14) JP 4792866 B2 2011.10.12

【図３】 【図４】

【図５】
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