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(57)【要約】
【課題】自動運転不可能な区間が含まれる場合において
車両の乗員に適した経路を選択する技術を提供する。
【解決手段】導出部８０は、第１地点と第２地点との間
の経路に対する複数の候補を導出する。選択部８２は、
導出部８０において導出した複数の候補のそれぞれにお
ける自動運転不可能区間の特性と、車両の乗員の特性と
をもとに、複数の候補から１つ以上を選択する。設定部
８８は、選択部８２において選択した１つ以上の候補の
うちの１つを経路として設定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１地点と第２地点との間の経路に対する複数の候補を導出する導出部と、
　前記導出部において導出した複数の候補のそれぞれにおける自動運転不可能区間の特性
と、車両の乗員の特性とをもとに、複数の候補から１つ以上を選択する選択部と、
　前記選択部において選択した１つ以上の候補のうちの１つを経路として設定する設定部
と、
　を備えることを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記選択部は、自動運転不可能区間の特性として、自動運転不可能区間の長さの情報、
自動運転不可能区間の道幅の情報を使用し、車両の乗員の特性として、運転可能な乗員が
含まれるか否かの情報、運転可能な乗員の運転能力の情報、運転可能な乗員の現在の状況
の情報を使用することを特徴とする請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
　前記選択部は、
　自動運転不可能区間の特性および車両の乗員の特性に含まれた複数の情報のそれぞれに
対して、運転が困難になるほど大きくなるような値を付与してから、候補毎に値の積算値
を算出する算出部と、
　前記算出部において算出した候補毎の積算値としきい値とを比較し、積算値がしきい値
よりも小さくなる１つ以上の候補を選択する比較部と、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載のナビゲーション装置。
【請求項４】
　前記選択部において選択した１つ以上の候補を乗員に提示する提示部と、
　前記提示部が提示した１つ以上の候補のうちの１つの選択の指示を乗員から受けつける
受付部とをさらに備え、
　前記設定部は、前記受付部において受けつけた指示に示された１つの候補を経路として
設定することを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
　前記選択部は、候補毎の積算値を比較して１つの候補を選択し、
　前記設定部は、前記選択部において選択した１つの候補を経路として設定することを特
徴とする請求項３に記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
　第１地点と第２地点との間の経路に対する複数の候補を導出するステップと、
　導出した複数の候補のそれぞれにおける自動運転不可能区間の特性と、車両の乗員の特
性とをもとに、複数の候補から１つ以上を選択するステップと、
　選択した１つ以上の候補のうちの１つを経路として設定するステップと、
　を備えることを特徴とするナビゲーション方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーション技術、特に車両に搭載されるナビゲーション方法およびそれ
を利用したナビゲーション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リンクデータおよびノードデータにはコストが付与されており、ナビゲーション装置は
、経路探索時に、目的地までの経路に含まれるコストの合計が小さくなるような経路を選
択する。自動走行可能な車両におけるナビゲーション装置では、自動運転可能な区間にお
けるコストを低減することによって、自動運転可能な区間を含む経路が他の経路よりも優
先して選択しやすくされる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１２５７２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　自動運転不可能な区間が含まれる経路が選択された場合、車両では、自動運転不可能な
区間において自動運転から手動運転への切替がなされる。そのような状況においてどのよ
うな経路が適しているかは、運転者の運転習熟度等の特性に依存する。
【０００５】
　本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、自動運転不可能な区間
が含まれる場合において車両の乗員に適した経路を選択する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様のナビゲーション装置は、第１地点と第
２地点との間の経路に対する複数の候補を導出する導出部と、導出部において導出した複
数の候補のそれぞれにおける自動運転不可能区間の特性と、車両の乗員の特性とをもとに
、複数の候補から１つ以上を選択する選択部と、選択部において選択した１つ以上の候補
のうちの１つを経路として設定する設定部と、を備える。
【０００７】
　本発明の別の態様は、ナビゲーション方法である。この方法は、第１地点と第２地点と
の間の経路に対する複数の候補を導出するステップと、導出した複数の候補のそれぞれに
おける自動運転不可能区間の特性と、車両の乗員の特性とをもとに、複数の候補から１つ
以上を選択するステップと、選択した１つ以上の候補のうちの１つを経路として設定する
ステップと、を備える。
【０００８】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を装置、システム、方法、プログ
ラム、プログラムを記録した記録媒体、本装置を搭載した車両などの間で変換したものも
また、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、自動運転不可能な区間が含まれる場合において車両の乗員に適した経
路を選択できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態に係る車両が走行する道路を示す図である。
【図２】図１の道路において設定される経路を示す図である。
【図３】図１の車両に搭載されるナビゲーション装置の構成を示す図である。
【図４】図３の導出部において導出される候補を示す図である。
【図５】図５（ａ）－（ｉ）は、図３の算出部に記憶されるテーブルのデータ構造を示す
図である。
【図６】図６（ａ）－（ｂ）は、図３の算出部において算出された積算値を示す図である
。
【図７】図３の表示部において表示される画像を示す図である。
【図８】図８（ａ）－（ｂ）は、図３の算出部において算出された別の積算値を示す図で
ある。
【図９】図３の表示部において表示される別の画像を示す図である。
【図１０】図３のナビゲーション装置による探索手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　本発明を具体的に説明する前に、概要を述べる。本実施の形態は、車両に搭載されるナ
ビゲーション装置に関する。ナビゲーション装置は、例えば、自動運転制御可能な車両に
搭載される。ナビゲーション装置は、出発地点から目的地点に向かう経路を探索するため
にこれらの間における複数の候補を導出し、その中から少なくとも１つを選択する。自動
運転可能な区間だけが含まれる候補が経路として設定されると、車両は、自動運転制御に
よって目的地に到着するので、自動運転制御を希望する乗員にとっては好ましい。しかし
ながら出発地点と目的地点によっては、自動運転可能な区間だけが含まれる候補が存在し
ないこともある。
【００１２】
　その際、ナビゲーション装置は、自動運転可能な区間と自動運転不可能な区間とが混在
した候補、自動運転不可能な区間だけが含まれる候補から少なくとも１つを選択しなくて
はならない。例えば、乗員は、自動運転不可能な区間において手動運転を実行する。乗員
が手動運転を実行する場合、乗員の特性、例えば運転習熟度、事故履歴に応じた経路が設
定されるべきである。本実施の形態では、このような状況においても、乗員に適した経路
を設定することを目的とする。以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細
に説明する。なお、以下に説明する各実施の形態は一例であり、本発明はこれらの実施の
形態により限定されるものではない。
【００１３】
　図１は、実施の形態に係る車両１００が走行する道路の一例を示す。車両１００は、出
発地点１０に存在しており、目的地点１２に向かうものとする。出発地点１０と目的地点
１２との間には道路の分岐点が複数配置されるので、出発地点１０から目的地点１２へは
、複数種類の経路が設定可能である。ここでは、説明を明瞭にするために、ポイントＰ１
からポイントＰ１１までの複数のポイントが道路上に定義される。このような定義のもと
、ポイントＰ９からポイントＰ１０、ポイントＰ１１を経由してポイントＰ６に至る区間
が、自動運転可能区間であるとされ、それ以外の区間が自動運転不可能区間であるとされ
る。
【００１４】
　図２は、図１における道路において設定される経路を示す。これは、実施の形態の比較
対象であり、距離が短くなるような経路を選択するという従来の基準を使用した場合を示
す。このような基準を使用した結果、第１経路２０と第２経路２２とが設定される。第１
経路２０は、ポイントＰ１からポイントＰ２、ポイントＰ３、ポイントＰ４、ポイントＰ
５、ポイントＰ６を経由してポイントＰ７に至る経路である。また、第２経路２２は、ポ
イントＰ１からポイントＰ２、ポイントＰ８、ポイントＰ６を経由してポイントＰ７に至
る経路である。つまり、このような基準によれば、自動運転可能区間が含まれた経路が設
定されない。なお、従来の基準において、仮に、自動運転可能区間が含まれた経路の距離
が、第１経路２０と第２経路２２に近ければ、自動運転可能区間が含まれた経路は優先的
に設定される。
【００１５】
　図３は、車両１００に搭載されるナビゲーション装置５０の構成を示す。ナビゲーショ
ン装置５０は、位置取得部６０、操作部６２、表示部６４、リーダ６６、乗員用センサ６
８、制御部７０、記憶部７２を含む。また、制御部７０は、導出部８０、選択部８２、提
示部８４、受付部８６、設定部８８、案内部９０を含み、選択部８２は、算出部９２、比
較部９４を含む。
【００１６】
　位置取得部６０は、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉ
ｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ（ｓ））受信機から車両１００の現在位置を取得する。現在位置は、
例えば、緯度と経度によって示される。また、位置取得部６０は、地磁気センサ、ジャイ
ロスコープ、距離センサ、あるいはそれらの組合せであってもよい。さらに、位置取得部
６０は、車両１００の移動速度、移動方向を取得してもよい。位置取得部６０は、取得し
た現在位置、移動速度、移動方向（以下、「位置情報」と総称する）を制御部７０に出力
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する。
【００１７】
　操作部６２は、乗員による操作入力を受けつけるユーザインタフェースである。例えば
操作部６２は、タッチパネル、レバー、ボタン、スイッチ、ジョイスティックやボリュー
ム等のコントローラ、非接触でジェスチャーを認識するカメラ等のセンサ、音声を認識す
るマイク等のセンサや、それらの組合せである。操作部６２は、乗員によって入力された
目的地点の設定、経路に対する候補の選択等に関する情報を受けつける。操作部６２は、
受けつけた情報を操作信号として制御部７０に出力する。
【００１８】
　表示部６４は、例えば、車内に設置されているカーナビゲーションシステム、ヘッドア
ップディスプレイ、センターディスプレイである。表示部６４は、車両１００の経路案内
に関する画像を表示する。車両１００の経路案内に関する画像とは、目的地点の設定画面
、候補の選択画面、経路案内の地図画面である。
【００１９】
　リーダ６６は、乗員の特性に関する情報が書き込まれたＩＣチップを備えたカードから
、ＩＣチップに書き込まれた情報を読み込む。リーダ６６は、接触型でもよく、非接触型
でもよい。乗員の特性に関する情報は、例えば、事故履歴、運転習熟度等である。リーダ
６６は、読み込んだ情報（以下、「乗員情報」という）を制御部７０に出力する。乗員用
センサ６８は、運転席に着席した乗員の体調を測定するためのセンサであり、例えば、体
温計である。なお、乗員用センサ６８は体温計に限定されず、運転席に着席した乗員の体
調を測定できればよい。乗員用センサ６８は、測定結果を制御部７０に出力する。
【００２０】
　記憶部７２は、経路案内のための地図情報をデジタルデータとして記憶する。ここで、
地図情報には、図１のような道路の情報が含まれる。道路の情報は、一般的に、道路上に
一定間隔で配置された複数のノードと、ノード間を結ぶリンクによって表現されるが、こ
こでは説明を明瞭にするために、それらを図１に示したポイントとする。各ポイントの位
置は、緯度と経度とによって示される。さらに、各ポイントに対して、道幅、事故発生頻
度、自動運転可能区間／自動運転不可能区間についての情報が付加される。
【００２１】
　経路案内を実行する際、車両１００の乗員は、操作部６２を操作して目的地点１２を入
力する。導出部８０は、操作部６２から目的地点１２に関する情報、具体的には、目的地
点１２の緯度と経路を受けつける。さらに、導出部８０は、位置取得部６０から現在の位
置情報を受けつけ、現在の位置情報を出発地点１０に設定する。そのため、出発地点１０
も緯度と経度によって示される。
【００２２】
　導出部８０は、記憶部７２に記憶した地図情報を参照して、出発地点１０と目的地点１
２との間の経路に対する複数の候補を導出する。導出部８０は、出発地点１０から目的地
点１２に至る候補であって、ループが生じていない候補を可能な限り生成する。図４は、
導出部８０において導出される候補を示す。ここでは、第１候補３０、第２候補３２、第
３候補３４の３種類の経路が導出される。第１候補３０は、ポイントＰ１、ポイントＰ３
、ポイントＰ４、ポイントＰ５、ポイントＰ６、ポイントＰ７を順に辿る候補である。第
２候補３２は、ポイントＰ１、ポイントＰ２、ポイントＰ８、ポイントＰ６、ポイントＰ
７を順に辿る候補である。第３候補３４は、ポイントＰ１、ポイントＰ９、ポイントＰ１
０、ポイントＰ１１、ポイントＰ６、ポイントＰ７を順に辿る経路である。図３に戻る。
導出部８０は、導出した複数の候補に関する情報を選択部８２に出力する。
【００２３】
　選択部８２の算出部９２は、導出部８０から複数の候補に関する情報を入力する。算出
部９２は、各候補に対して、自動運転不可能区間の特性をもとにリスクを付与する。図５
（ａ）－（ｉ）は、算出部９２に記憶されるテーブルのデータ構造を示す。図５（ａ）－
（ｄ）は、自動運転不可能区間の特性に対して付与すべきリスクを示す。リスクは、これ
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らのテーブルに示される点数である。具体的に説明すると、図５（ａ）は、道幅に対して
付与するリスクであり、図５（ｂ）は、手動運転の時間（以下、「手動時間」ともいう）
に対して付与するリスクであり、図５（ｃ）は、事故発生頻度に対して付与するリスクで
あり、図５（ｄ）は、追走時間に対して付与するリスクである。追走時間とは、手動運転
の他車両を自動運転によって追走する時間である。なお、自動運転不可能区間の特性はこ
れに限定されない。
【００２４】
　図５（ａ）では、道幅が狭くなるほど付与されるリスクが大きくなり、図５（ｂ）では
、手動時間が長くなるほど付与されるリスクが大きくなる。また、図５（ｃ）では、事故
発生頻度が多くなるほど付与されるリスクが大きくなり、図５（ｄ）では、追走時間が長
くなるほど付与されるリスクが大きくなる。つまり、運転が困難になるほど大きくなるよ
うなリスクが規定される。図５（ｅ）－（ｉ）については後述し、図３に戻る。
【００２５】
　算出部９２は、自動運転不可能区間のみで形成される第１候補３０に含まれた複数のポ
イントのそれぞれにおける道幅を取得し、その中から最も狭い道幅を選択する。なお、最
も狭い道幅のかわりに、平均の道幅が計算されてもよい。また、算出部９２は、図５（ａ
）を参照して、道幅からリスクを特定する。このような処理は、手動時間、事故発生頻度
、追走時間に対してもなされ、それぞれの情報に対するリスクが特定される。また、算出
部９２は、自動運転不可能区間のみで形成される第２候補３２に対しても同様の処理を実
行し、複数の情報のそれぞれに対するリスクが特定される。一方、第３候補３４には、自
動運転区間と自動運転不可能区間とが混在している。算出部９２は、自動運転不可能区間
に含まれたポイント、具体的はポイントＰ１、ポイントＰ９、ポイントＰ６、ポイントＰ
７に対して同様の処理を実行し、それぞれの情報に対するリスクを特定する。
【００２６】
　算出部９２は、リーダ６６から乗員情報を受けつけ、乗員用センサ６８から測定結果を
受けつける。算出部９２は、乗員情報および測定結果に対してもリスクを付与する。なお
、乗員情報および測定結果は、車両１００の乗員の特性と総称される。図５（ｅ）－（ｈ
）は、乗員情報に対して付与すべきリスクを示し、図５（ｉ）は、測定結果に対して付与
すべきリスクを示す。具体的に説明すると、図５（ｅ）は、免許証の有無に対して付与す
るリスクであり、図５（ｆ）は、年齢に対して付与するリスクであり、図５（ｇ）は、事
故履歴に対して付与するリスクであり、図５（ｈ）は、運転習熟度に対して付与するリス
クである。また、図５（ｉ）は、体温に対して付与するリスクである。ここで、免許証の
有無は、運転可能な乗員が含まれるか否かの情報に相当し、年齢、事故履歴、運転習熟度
は、運転可能な乗員の運転能力の情報に相当し、体温は、運転可能な乗員の現在の状況の
情報に相当する。
【００２７】
　図５（ｅ）では、免許証がなければ付与されるリスクが大きくなり、図５（ｆ）では、
年齢に応じてリスクが変わる。また、図５（ｇ）では、事故履歴が多くなるほど付与され
るリスクが大きくなり、図５（ｈ）では、運転習熟度が低くなるほど付与されるリスクが
大きくなる。つまり、ここでも、運転が困難になるほど大きくなるようなリスクが規定さ
れる。図３に戻る。
【００２８】
　算出部９２は、図５（ｅ）－（ｉ）のテーブルを参照しながら、乗員情報および測定結
果の複数の情報のそれぞれに対してリスクを付与する。さらに、算出部９２は、候補毎に
、これまで特定したリスクを加算することによって積算値を算出する。つまり、算出部９
２は、自動運転不可能区間の特性および車両１００の乗員の特性に含まれた複数の情報の
それぞれに対して、運転が困難になるほど大きくなるようなリスクを付与してから、候補
毎にリスクの積算値を算出する。ここでは、導出部８０において導出した第１候補３０か
ら第３候補３４のそれぞれに対して算出する積算値の一例を説明する。
【００２９】
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　図６（ａ）－（ｂ）は、算出部９２において算出された積算値を示す。ここでは、運転
者が、初心者あるいは高齢者であり、かつ運転が不慣れである場合を想定する。図６（ａ
）は、各候補に対する自動運転不可能区間の特性に対するリスクの付与結果を示す。図示
のごとく、第１候補３０の積算値が「８」であり、第２候補３２の積算値が「１３」であ
り、第３候補３４の積算値「４」である。また、図６（ｂ）は、車両１００の乗員の特性
に対するリスクの付与結果を示す。図示のごとく、積算値が「７」である。さらに、算出
部９２は、自動運転不可能区間の特性に対するリスクの積算値と、車両１００の乗員の特
性に対するリスクの積算値とを加算することによって、候補毎の積算値を算出する。その
結果、第１候補３０の積算値が「１５」であり、第２候補３２の積算値が「２０」であり
、第３候補３４の積算値「１１」である。図３に戻る。算出部９２は、候補毎の積算値を
比較部９４に出力する。
【００３０】
　比較部９４は、算出部９２において算出した候補毎の積算値としきい値とを比較し、積
算値がしきい値よりも小さくなる１つ以上の候補を選択する。しきい値は例えば、「１８
」と設定される。前述の例では、積算値が１８よりも小さい第１候補３０と第３候補３４
とが選択される。この第１候補３０と第３候補３４は、運転者が、初心者あるいは高齢者
であり、かつ運転が不慣れである場合に適した経路であるといえる。このように、選択部
８２は、導出部８０において導出した複数の候補のそれぞれにおける自動運転不可能区間
の特性と、車両１００の乗員の特性とをもとに、複数の候補から１つ以上を選択する。比
較部は、選択した候補を提示部８４に出力する。
【００３１】
　提示部８４は、選択部８２において選択した１つ以上の候補を乗員に提示するための画
像を生成する。提示部８４は、生成した画像を表示部６４に表示させる。図７は、表示部
６４において表示される画像を示す。画像には、地図が示されるとともに、地図に重ねら
れるように第１候補３０、第３候補３４が示される。乗員は、この画像を視認することに
よって、第１候補３０と第３候補３４との一方を経路として選択すべきことを認識する。
図３に戻る。
【００３２】
　乗員は、操作部６２を操作することによって、１つ以上の候補のうちの１つの選択の指
示を入力する。受付部８６は、操作部６２から１つの候補の選択の指示を受けつける。こ
こでは、選択の指示において、第１候補３０と第３候補３４との一方が示される。受付部
８６は、選択の指示を設定部８８に出力する。設定部８８は、受付部８６において受けつ
けた指示に示された１つの候補を経路として設定する。案内部９０は、位置取得部６０か
らの位置情報をもとに、設定部８８において設定した経路に沿った経路案内を実行する。
この経路案内には公知の技術が使用されればよいので、ここでは説明を省略する。車両１
００が自動運転を実行する場合、経路に沿った走行がなされる。
【００３３】
　以下では、図６（ａ）－（ｂ）に示された場合とは別の場合の積算値を説明する。図８
（ａ）－（ｂ）は、算出部９２において算出された別の積算値を示す。ここでは、運転可
能な乗員が不在である場合、例えば、荷物のみを運搬する場合、あるいは運転者が体調不
良である場合を想定する。図８（ａ）は、各候補に対する自動運転不可能区間の特性に対
するリスクの付与結果を示す。図示のごとく、第１候補３０の積算値が「２１」であり、
第２候補３２の積算値が「２６」であり、第３候補３４の積算値「４」である。また、図
８（ｂ）は、車両１００の乗員の特性に対するリスクの付与結果を示す。図示のごとく、
積算値が「１３」である。さらに、算出部９２は、自動運転不可能区間の特性に対するリ
スクの積算値と、車両１００の乗員の特性に対するリスクの積算値とを加算することによ
って、候補毎の積算値を算出する。その結果、第１候補３０の積算値が「３４」であり、
第２候補３２の積算値が「３９」であり、第３候補３４の積算値「１７」である。前述の
ごとく、比較部９４におけるしきい値が「１８」である場合、比較部９４は、第３候補３
４を選択する。
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【００３４】
　図９は、表示部６４において表示される別の画像を示す。画像には、地図が示されると
ともに、地図に重ねられるように第３候補３４が示される。乗員は、この画像を視認する
ことによって、第３候補３４しか経路として選択できないことを認識する。なお、第３候
補３４では、ポイントＰ１からポイントＰ９が自動運転不可能区間である。ここでは、運
転可能な乗員が不在であるので、自動運転不可能区間では、手動運転の他者を自動運転に
よって追走する。この追走には公知の技術が使用されればよいので、ここでは説明を省略
する。
【００３５】
　以上の構成によるナビゲーション装置５０の動作を説明する。図１０は、ナビゲーショ
ン装置５０による探索手順を示すフローチャートである。ナビゲーション装置５０が自動
運転制御可能な車両１００に搭載される場合（Ｓ１０のＹ）、リスクをもとにした経路の
探索が実行される（Ｓ１２）。一方、ナビゲーション装置５０が自動運転制御可能でない
車両１００に搭載される場合（Ｓ１０のＮ）、すべての区間からの経路の探索が実行され
る（Ｓ１４）。
【００３６】
　本実施の形態によれば、複数の候補のそれぞれにおける自動運転不可能区間の特性と、
車両の乗員の特性とをもとに、複数の候補から１つ以上を選択するので、自動運転不可能
な区間が含まれる場合において車両の乗員に適した経路を選択できる。また、自動運転不
可能区間の特性として、自動運転不可能区間の長さの情報、自動運転不可能区間の道幅の
情報を使用するので、乗員による運転のしやすさを評価できる。また、車両の乗員の特性
として、運転可能な乗員が含まれるか否かの情報、運転可能な乗員の運転能力の情報、運
転可能な乗員の現在の状況の情報を使用するので、乗員の運転の技量を推定できる。また
、乗員による運転のしやすさと、乗員の運転の技量とを組み合わせるので、乗員に適した
経路を正確に選択できる。また、積算値としきい値とを比較して選択を実行するので、処
理を簡易にできる。また、選択した１つ以上の候補から１つを乗員に選択させるので、乗
員に適した１つ以上の候補の中から、乗員の好みにあった１つを選択できる。
【００３７】
　以上、本発明に係る実施の形態について図面を参照して詳述してきたが、上述した装置
や各処理部の機能は、コンピュータプログラムにより実現されうる。上述した機能をプロ
グラムにより実現するコンピュータは、キーボードやマウス、タッチパッドなどの入力装
置、ディスプレイやスピーカなどの出力装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク装置やＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔ
ａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）などの記憶装置、ＤＶＤ－ＲＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔ
ｉｌｅ　Ｄｉｓｋ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＵＳＢメモリなどの記録媒体
から情報を読み取る読取装置、ネットワークを介して通信を行うネットワークカードなど
を備え、各部はバスにより接続される。
【００３８】
　また、読取装置は、上記プログラムを記録した記録媒体からそのプログラムを読み取り
、記憶装置に記憶させる。あるいは、ネットワークカードが、ネットワークに接続された
サーバ装置と通信を行い、サーバ装置からダウンロードした上記各装置の機能を実現する
ためのプログラムを記憶装置に記憶させる。また、ＣＰＵが、記憶装置に記憶されたプロ
グラムをＲＡＭにコピーし、そのプログラムに含まれる命令をＲＡＭから順次読み出して
実行することにより、上記各装置の機能が実現される。
【００３９】
　本発明の一態様の概要は、次の通りである。本発明のある態様のナビゲーション装置は
、第１地点と第２地点との間の経路に対する複数の候補を導出する導出部と、導出部にお
いて導出した複数の候補のそれぞれにおける自動運転不可能区間の特性と、車両の乗員の
特性とをもとに、複数の候補から１つ以上を選択する選択部と、選択部において選択した
１つ以上の候補のうちの１つを経路として設定する設定部と、を備える。
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【００４０】
　この態様によると、複数の候補のそれぞれにおける自動運転不可能区間の特性と、車両
の乗員の特性とをもとに、複数の候補から１つ以上を選択するので、自動運転不可能な区
間が含まれる場合において車両の乗員に適した経路を選択できる。
【００４１】
　選択部は、自動運転不可能区間の特性として、自動運転不可能区間の長さの情報、自動
運転不可能区間の道幅の情報を使用し、車両の乗員の特性として、運転可能な乗員が含ま
れるか否かの情報、運転可能な乗員の運転能力の情報、運転可能な乗員の現在の状況の情
報を使用してもよい。この場合、自動運転不可能区間の長さの情報、自動運転不可能区間
の道幅の情報、運転可能な乗員が含まれるか否かの情報、運転可能な乗員の運転能力の情
報、運転可能な乗員の現在の状況の情報を使用するので、乗員に適した経路を正確に選択
できる。
【００４２】
　選択部は、自動運転不可能区間の特性および車両の乗員の特性に含まれた複数の情報の
それぞれに対して、運転が困難になるほど大きくなるような値を付与してから、候補毎に
値の積算値を算出する算出部と、算出部において算出した候補毎の積算値としきい値とを
比較し、積算値がしきい値よりも小さくなる１つ以上の候補を選択する比較部と、を備え
てもよい。この場合、積算値としきい値とを比較して選択を実行するので、処理を簡易に
できる。
【００４３】
　選択部において選択した１つ以上の候補を乗員に提示する提示部と、提示部が提示した
１つ以上の候補のうちの１つの選択の指示を乗員から受けつける受付部とをさらに備えて
もよい。設定部は、受付部において受けつけた指示に示された１つの候補を経路として設
定してもよい。この場合、選択した１つ以上の候補から１つを乗員に選択させるので、乗
員に適した１つ以上の候補の中から、乗員の好みにあった１つを選択できる。
【００４４】
　選択部は、候補毎の積算値を比較して１つの候補を選択し、設定部は、選択部において
選択した１つの候補を経路として設定してもよい。この場合、候補を自動的に選択するの
で、処理を簡易にできる。
【００４５】
　本発明の別の態様は、ナビゲーション方法である。この方法は、第１地点と第２地点と
の間の経路に対する複数の候補を導出するステップと、導出した複数の候補のそれぞれに
おける自動運転不可能区間の特性と、車両の乗員の特性とをもとに、複数の候補から１つ
以上を選択するステップと、選択した１つ以上の候補のうちの１つを経路として設定する
ステップと、を備える。
【００４６】
　以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。これらの実施の形態は例示であり、それ
らの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうし
た変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００４７】
　本実施の形態において、提示部８４は、選択部８２において選択した１つ以上の候補を
表示し、受付部８６は、１つの候補の選択の指示を乗員から受けつける。しかしながらこ
れに限らず例えば、選択部８２は、候補毎の積算値を比較して１つの候補を選択してもよ
い。具体的には、積算値の最も小さい候補が選択される。また、設定部８８は、選択部８
２において選択した１つの候補を経路として設定してもよい。本変形例によれば、候補を
自動的に選択するので、処理を簡易にできる。
【００４８】
　本実施の形態において、算出部９２では、運転が困難になるほど大きくなるようなリス
クが規定される。しかしながらこれに限らず例えば、運転が困難になるほど小さくなるよ
うなリスクが規定されてもよい。その際、比較部９４における積算値としきい値との関係
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も逆になる。本変形例によれば、構成の自由度を向上できる。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明によれば、自動運転不可能な区間が含まれる場合において車両の乗員に適した経
路を選択できる。
【符号の説明】
【００５０】
　　５０　ナビゲーション装置、　６０　位置取得部、　６２　操作部、　６４　表示部
、　６６　リーダ、　６８　乗員用センサ、　７０　制御部、　７２　記憶部、　８０　
導出部、　８２　選択部、　８４　提示部、　８６　受付部、　８８　設定部、　９０　
案内部、　９２　算出部、　９４　比較部、　１００　車両。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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