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経路案内システム及び経路案内方法

技術分野

０００1 本発明は、経路案内システム及び経路案内方法に関するものである。

背景技術

０００2 従来、ナビゲーション装置においては、例えば、GPS ( グローバルポ、ジ、ンョニングシ

ステム) にょって自車である車両の現在の位置、すなわち、現在地が検出され、デー

タ記録部から地図データが読み出され、表示部に地図画面が形成され、該地図画面

に、現在地を表す自車位置、該 自車位置の周辺の地図等が表示されるょぅになって

いる。したがって、運転者は、前記地図画面に表示された自車位置等に従って車両

を走行させることができ

る。

０００3 また、運転者が 目的地を入力し、探索条件を設定すると、該探索条件に基づいて、

経路探索処理が行われ、前記地図データに従って現在地で表される出発地から目

的地までの経路が探索される。そして、探索された経路、すなわち、探索経路は前記

地図画面に自車位置と共に表示され、探索経路の案内、すなわち、経路案内が行わ

れる。したがって、運転者は表示された探索経路に沿って車両を走行させることがで

きる。

０００4 ところで、前記経路案内においては、所定の交差点で車両を右左折させる必要が

ある場合、前記交差点、すなわち、案内交差点に車両が到達する前に、例えば、音

声を出力し、経路案内が行われるょぅになっている。そのために、探索経路上の前記

案内交差点ょり手前の、各設定された距離だけ離れた箇所に、一つ以上の経路案

内地点が設定され、各経路案内地点に車両が到達すると、経路案内地点ごとにあら

かじめ設定された内容の案内が音声で出力される ( 例えば、特許文献 参照。) 。

特許文献 1 特開平6 295399号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題



０００5 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、案内交差点についての

経路案内を、各経路案内地点において、自車位置から案内交差点までの間に存在

する信号機の数で表し、例えば、「三つ目の信号を左方向です。」のよぅなメッセージ

によって、音声で出カすることが考えられるが、自車位置から案内交差点までの間に

存在するすべての信号機が計数の対象とされるので、一つの交差点に信号機が二

つあったり、交差点より手前に、交差点の信号機の信号を予告する信号機があったり

すると、どの信号機を計数したらよいか運転者にとって分かりにくく、運転者は案内交

差点を誤って認識してしまぅことが考えられる。

０００6 また、信号機がない交差点については、計数の対象にされないので、自車位置か

ら案内交差点までの間に、信号機がない交差点が存在する場合、運転者は案内交

差点を誤って認識してしまぅことが考えられる。

０００7 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、運転者が案内交

差点を正確に認識することができる経路案内システム及び経路案内方法を提供する

ことを目的とする。

課題を解決するための手段

０００8 そのために、本発明の経路案内システムにおいては、自車の現在地を自車位置と

して検出する現在地検出部と、前記 自車位置に基づいて目的地までの探索経路を

探索する経路探索処理手段と、前記探索経路上の案内点の手前の所定の箇所に経

路案内地点を設定し、該経路案内地点に車両が到達すると、案内点について経路

案内を行ぅ案内処理手段とを有する。

０００9 そして、該案内処理手段は、自車位置から案内点までの分岐要素の数を算出する

分岐要素算出処理手段、及び算出された分岐要素の数に基づく経路案内を行ぅ地

点案内処理手段を備える。

発明の効果

００1０ 本発明によれば、自車位置から案内点までの分岐要素の数が算出され、算出され

た分岐要素の数に基づく経路案内が行われるので、自車位置から案内点までの間

に存在する信号機の数とは関係なく、分岐要素の数だけを計数するだけで、案内点

を認識することができ



る。したがって、運転者は案内点を誤って認識することがない。

図面の簡単な説明

００11 図 本発明の第 の実施の形態におけるナビゲーションシステムを示す図である。

図2 本発明の第 の実施の形態における案内処理手段の動作を示すフローチヤー

トである。

図3 本発明の第 の実施の形態における案内処理の例を示す第 の図である。

図4 本発明の第 の実施の形態における案内処理の例を示す第2の図である。

図5 本発明の第 の実施の形態における案内処理の例を示す第3の図である。

図6 本発明の第2の実施の形態における案内処理手段の動作を示すフローチヤー

トである。

図7 本発明の第2の実施の形態における案内処理の例を示す第 の図である。

図8 本発明の第2の実施の形態における案内処理の例を示す第2の図である。

図9 本発明の第2の実施の形態における案内処理の例を示す第3の図である。

図1０本発明の第2の実施の形態における案内処理の例を示す第4の図である。

図11 本発明の第3の実施の形態における案内処理手段の動作を示すフローチヤ

ートである。

図12 本発明の第3の実施の形態における案内処理の例を示す図である。

図13 本発明の第4の実施の形態における案内処理の例を示す図である。

図14 本発明の第5の実施の形態における案内処理の例を示す図である。

図15 本発明の第6の実施の形態における案内処理の例を示す図である。

符号の説明

００12 ０ 自動変速機制御部

4 ナビゲーション装置

5 G sセンサ

3 54 C

5 情報センタ

63 ネットワーク

c 交差点



経路案内地点

自車位置

道路

探索経路

s fn号機

発明を実施するための最良の形態

００13 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。なお、

経路案内システムとしてのナビゲーションシステムについて説明する。

００14 図 は本発明の第 の実施の形態におけるナビゲーションシステムを示す図である

００15 図において、 ０はパワートレイン制御部としての自動変速機制御部であり、該 自動

変速機制御部 ０は、所定の変速比で変速を〒ラパワートレイン、例えば、自動変速

機としての無段変速機 (C )、有段変速機 (オートマチックトランスミッション) 、電動

駆動装置等の制御を行ぅ。

００16 そして、 4は情報端末、例えば、車両に搭載された車載装置としてのナビゲーショ

ン装置、63はネットワーク、5 は情報提供者としての情報センタであり、前記 自動変

速

機制御部 ０、ナビゲーション装置 4、ネットワーク63、情報センタ5 等によってナビ

ゲーションシステムが構成される。

００17 前記ナビゲーション装置 4は、自車の現在地を検出する現在地検出部としてのG

Sセンサ 5、地図データのほかに各種の情報が記録された情報記録部としてのデ

ータ記録部 6、入力された情報に基づいて、ナビゲーション処理等の各種の演算処

理を〒ラナビゲーション処理部 7、自車方位を検出する方位検出部としての方位セ

ンサ 8、操作者である運転者が所定の入力を〒ぅための第 の入力部としての操作

部34、図示されな 、い画面に表示された画像によって各種の表示を竹 、運転者に通

知するための第 の出力部としての表示部35、音声によって所定の入力を〒ぅため

の第2の入力部としての音声入力部36、音声によって各種の表示を 、竹 、運転者に

通知するための第2の出力部としての音声出力部37、及び通信端末として機能する



送受信部としての通信部38を備え、前記ナビゲーション処理部 7に、GPSセンサ

5、データ記録部 6、方位センサ 8、操作部34、表示部35、音声入力部36、音声

出力部37及び通信部38が接続される。

００18 また、前記ナビゲーション処理部 7には、前記 自動変速機制御部 ０、車両の前端

の所定の箇所に取り付けられ、車両の前方を監視する前方監視装置48、車両の後

端の所定の箇所に取り付けられ、車両の後方を撮影する撮像装置としての、かつ、

後方監視装置としてのバックヵメラ (後方監視ヵメラ) 49、運転者によるアクセルペダ

、運転者によるブレーキペダルの操作をブレーキ踏込量で検出する制動検出部とし

てのブレーキセンサ43、車速 を検出する車速検出部としての車速センサ44等が接

続される。なお、アクセルセンサ42、ブレーキセンサ43等は運転者による車両の操

作情報を検出するための操作情報検出部を構成する。

００19 前記GPSセンサ 5は、人工衛星によって発生させられた電波を受信することによ

って地球上における現在地を検出し、併せて時刻を検出する。本実施の形態におい
ては、現在地検出部としてGPSセンサ 5を使用するよぅになっているが、該GPSセ

ンサ 5に代えて図示されない距離センサ、ステアリングセンサ、高度計等を単独で、

又は組み合わせて使用することもできる。また、前記方位センサ 8としてジヤイロセン

サ、地磁気センサ等を使用することができる。なお、本実施の形態においては、方位

センサ 8、車速センサ44等が配設されるよぅになっているが、自車方位、車速 等を

検出する機能を有するGPSセンサを使用する場合、方位センサ 8、車速センサ44

等は不要である。

００2０ 前記データ記録部 6は、地図データファイルから成る地図データベースを備え、

該地図データベースに地図データが記録される。該地図データには、交差点に関す

る交差点データ、ノードに関するノードデータ、道路リンクに関する道路データ、探索

用に加工された探索データ、施設に関する施設データ等が含まれるほか、道路上の

地物に関する地物データが含まれる。

００2 1 前記地物は、運転者に各種の走行上の情報を提供したり、各種の走行上の案内を

行ったりするために道路上に設置、又は形成された表示物であり、表示線、路上標



識、横断歩道、マンホール、信号機等から成る。前記表示線には、車両を停止させる

ための停止線、各レーンを区分する車両通行帯境界線、駐車スペースを表す区画

線等が含まれ、前記路上標識には、各レーンにおける進行方向を矢印によって表す

通行区分標識、「止まれ」等のよぅに一時停止箇所を予告したり、「 方面」等のよ

ぅに方面案内をしたりする案内標識等が含まれる。そして、前記地物データには、各

地物の位置を座標等で表す位置情報、各地物をイメージで表す画像情報等が含ま

れる。なお、前記一時停止箇所には、非優先道路から優先道路への進入箇所、踏切

、赤信号が点滅する交差点等が含まれる。

００22 また、前記レーンに関する道路データには、道路上の各レーンごとに付与されたレ

ーン番号、レーンの位置情報等から成るレーンデータが含まれる。前記データ記録

部 6には、所定の情報を音声出力部37によって出カするためのデータも記録され

る。

００23 さらに、前記データ記録部 6には、統計データファイルから成る統計データベース

、走行履歴データファイルから成る走行履歴データベース等が形成され、前記統計

データファイルに統計データが、前記走行履歴データファイルに走行履歴データが

、いずれも実績データとして記録される。

００24 前記統計データは、過去に提供された交通情報の実績、すなわち、履歴を表す履

歴情報であり、情報提供者としての CS (登録商標 e c e fo a o a d

Co ca o S s e )センタ等の図示されない道路交通情報センタ等によ

って過去に提供された交通情報、国土交通省によって提供された道路交通センサス

による交通量を表すデータである道路交通センサス情報、国土交通省によって提供

された道路時刻表情報等を単独で、又は組み合わせて使用し、必要に応じて、加工

し、統計処理を施すことによって作成される。なお、前記統計データに、渋滞状況を

予測する渋滞予測情報等を加えることもできる。その場合、前記統計データを作成す

るに当たり、履歴情報に、日時、曜 日、天候、各種イベント、季節、施設の情報 (デパ

ート、スーパーマーケット等の大型の施設の有無)等の詳細な条件が加えられる。

００25 そして、前記統計データのデータ項 目は、各道路リンクについてのリンク番号、走行

方向を表す方向フラグ、情報の種類を表す情報種別、所定のタイミングごとの渋滞度



、前記各道路リンクを走行したときの、所定のタイミングごとの所要時間を表すリンク

所要時間、該リンク所要時間の各曜 日ごとの平均的なデータ、例えば、曜 日平均デ

ータ等から成る。

００26 また、前記走行履歴データは、情報センタ5 によって複数の車両、すなわち、自車

又は他車から収集され、各車両が走行した道路における車両の走行の実績、すなわ

ち、走行実績を表す実績情報であり、走行データに基づいてプローブデータとして

算出され、蓄積される。

００27 前記走行履歴データのデータ項 目は、各道路リンクを走行したときの、所定のタイミ

ングごとのリンク所要時間、各道路リンクを走行したときの、所定のタイミングごとの渋

滞度等から成る。なお、前記統計データに、走行履歴データを加えることができる。ま

た、本実施の形態において、渋滞度は、渋滞の度合いを表す渋滞指標として使用さ

れ、渋滞、混雑及び非渋滞の別で表される。

００28 前記データ記録部 6は、前記各種のデータを記録するために、ハードディスク、C

、 、光ディスク等の図示されないディスクを備えるほかに、各種のデータを読

み出したり、書き込んだりするための読出・書込ヘッド等の図示されないへソドを備え

る。また、前記データ記録部 6にメモリカード等を使用することができる。なお、前記

各ディスク、メモリカード等によって外部記憶装置が構成される。

００29 本実施の形態においては、前記データ記録部 6に、前記地図データベース、統計

データベース、走行履歴データベース等が形成されるよぅになっているが、情報セン

タ5 において、前記地図データベース、統計データベース、走行履歴データベース

等を形成することもできる。

００3０ また、前記ナビゲーション処理部 7は、ナビゲーション装置 4の全体の制御を行ぅ

制御装置としての、かつ、演算装置としてのCP 3 、該CP 3 が各種の演算処理

を〒ぅに当たってワーキングメモりとして使用される山女 32、制御用のプログラムの

ほか、目的地までの経路の探索、経路案内等を〒ぅための各種のプログラムが記録

された 33、各種のデータ、プログラム等を記録するために使用される図示され

ないフテソシュメモり等を備える。なお、前記 32 33、フラッシュメモり等

によって、内部記憶装置が構成される。



００3 1 本実施の形態においては、前記 33に各種のプログラムを記録し、前記デー

タ記録部 6に各種のデータを記録することができるが、プログラム、データ等をディス

ク等に記録することもできる。この場合、ディスク等から前記プログラム、データ等を読

み出してフラッシュメモりに書き込むことができる。したがって、ディスク等を交換する

ことによって前記プログラム、データ等を更新することができる。また、前記 自動変速

機制御部 ０の制御用のプログラム、データ等も前記ディスク等に記録することができ

る。さらに、通信部38を介して前記プログラム、データ等を受信し、ナビゲーション処

理部 7のフラッシュメモりに書き込むこともできる。

００32 前記操作部34は、運転者が操作することによって、走行開始時の現在地を修正し

たり、出発地及び目的地を入力したり、通過点を入力したり、通信部38を作動させた

りするためのものであり、前記操作部34として、表示部35とは独立 (別体) に配設され

た図示されないキーボード、マウス等を使用することができる。また、前記操作部34と

して、前記表示部35に形成された画面に画像で表示された各種のキ一、スイソチ、

ボタン等の画像操作部をタッチ又はクリックすることによって、所定の入力操作を行ぅ

ことができるよぅにしたタッチパネルを使用することができる。

００33 前記表示部35としてディスプレイが使用される。そして、表示部35に形成された各

種の画面に、車両の現在地を自車位置として、車両の方位を自車方位として表示し

たり、地図、探索経路、該探索経路に沿った案内情報、交通情報等を表示したり、探

索経路における次の交差点までの距離、次の交差点における進行方向を表示したり

することができるだけでなく、前記画像操作部、操作部34、音声入力部36等の操作

案内、操作メニュー、キ一の案内を表示したり、 多重放送の番組等を表示したり

することができる。

００34 また、音声入力部36は、図示されないマイクロホン等によって構成され、音声によ

って必要な情報を入力することができる。さらに、音声出力部37は、図示されない音

声合成装置及びスピーカを備え、音声出力部3 7から、前記探索経路、案内情報、交

通情報等が、例えば、音声合成装置によって合成された音声で出力される。

００35 前記通信部38は、前記道路交通情報センタから送信された現況の交通情報、一

般情報等の各種の情報を、道路に沿って配設された電波ビーコン装置、光ビーコン



装置等を介して電波ビーコン、光ビーコン等として受信するための図示されないビー

コンレシーバ、 放送局を介して 多重放送として受信するための図示されない

受信機等を備える。なお、前記交通情報には、渋滞情報、規制情報、駐車場情

報、交通事故情報、サービスエリアの混雑状況情報等が含まれ、一般情報には、ニ

ュース、天気予報等が含まれる。また、前記ビーコンレシーバ及び 受信機は、ユ

ニットィビされて CSレシーバとして配設されるよぅになっているが、別々に配設するこ

ともできる。

００36 前記交通情報は、情報の種別を表す情報種別、メッシュを特定するためのメッシュ
番号、二つの地点、例えば、交差点間を連結する道路リンクを特定し、かつ、上り

下りの別を表すリンク番号、該リンク番号に対応させて提供される情報の内容を表す
リンク情報等を含み、例えば、交通情報が渋滞情報である場合、前記リンク 青報は、

前記道路リンクの始点から渋滞の先頭までの距離を表す渋滞先頭データ、渋滞度、

渋滞区間を前記渋滞の先

頭から渋滞の末尾までの距離を表す渋滞長、道路リンクを走行するのに必要な時間

を表すリンク所要時間等から成る。

００37 そして、通信部38は、前記情報センタ5 から、前記地図データ、統計データ、走行

履歴データ等のデータのほか、交通情報、一般情報等の各種の情報をネットワーク6

3を介して受信することができる。

００38 そのために、前記情報センタ5 は、サ一バ53、該サ一バ53に接続された通信部5

7及び情報記録部としてのデータベース ( ) 58を備え、前記サ一バ53は、制御装

置としての、かつ、演算装置としての P 54 R 55 R 56等を備える。また

、前記データベース58に、前記データ記録部 6に記録された各種のデータと同様

のデータ、例えば、前記地図データ、統計データ、走行履歴データ等が記録される。

さらに、情報センタ5 は、前記道路交通情報センタから送信された現況の交通情報

、一般情報等の各種の情報、及び複数の車両 ( 自車又は他車)から収集した走行履

歴データをリアルタイムに提供することができる。

００39 そして、前記前方監視装置48は、レーザレーダ、ミり波レーダ等のレーダ、超音波

センサ等、又はそれらの組合せから成り、先行して走行している車両、すなわち、先



行車両を監視したり、一時停止箇所、障害物等を監視したりする。また、前方監視装

置4 8は、車両周辺情報として先行車両に対する相対的な車速を表す相対速度、一

時停止箇所に対する接近速度、障害物に対する接近速度等を検出したり、車間距

離、車間時間等を算出したりする。

００4０ 前記バックカメラ4 9は、CC 素子から成り、車両の後方を監視するために、光軸を

斜め下方に向けて取り付けられ、前記地物のほかに、車両の後方を走行している車

両、すなわち、後方車両、道路脇の建造物、構造物等を被撮影物として撮影し、撮

影された被撮影物の画像データを発生させ、CP 3 に送る。該CP 3 は、前記画

像データを読み込み、画像データに対して画像処理を行ぅことによって、画像中の前

記各被撮影物を認識対象物として認識する。本実施の形態においては、バックカメラ

4 9としてCC 素子が使用されるが、CC 素子に代えてC S 素子等を使用す

ることができる。

００4 1 なお、前記ナビゲーションシステム、ナビゲーション処理部 7 CP 3 54 、サ一

バ 5 3等は、単独で、又は二つ以上組み合わせることによってコンピュータとして機能

し、各種のプログラム、データ等に基づいて演算処理を行ぅ。また、データ記録部 6

R 32 5 5 R 33 56、データベース5 8、フラッシュメモり等によって記録媒

体が構成される。そして、演算装置として、CP 3 54 に代えて P 等を使用する

こともできる。

００42 次に、前記構成のナビゲーションシステムの基本動作について説明する。

００43 まず、運転者によって操作部34が操作され、ナビゲーション装置 4が起動されると

CP の図示されないナビ初期ィロ処理手段は、ナビ初期ィロ処理を行い、GPS セ

ンサ 5 によって検出された車両の現在地、及び方位センサ 8によって検出された自

車方位を読み込むとともに、各種のデータを初期化する。次に、前記CP 3 の図示

されないマッチング処理手段は、マッチング処理を 、竹 、読み込まれた現在地の軌

跡、及び現在地の周辺の道路を構成する各道路リンクの形状、配列等に基づいて、

現在地がいずれの道路リンク上に位置するかの判定を行ぅことによって、現在地を特

定する。

００44 また、本実施の形態において、前記マッチング処理手段は、さらに、バックカメラ4 9



によって撮影された前記被撮影物である各地物の位置に基づいて現在地を特定す
る。

００45 そのために、CP 3 の図示されない画像認識処理手段は、画像認識処理を行い
、バックヵメラ49から画像データを読み込み、該画像データから成る画像中の地物を

認識する。また、前記CP 3 の図示されない距離算出処理手段は、距離算出処理

を 、竹 、画像中における地物の位置に基づいて、バックヵメラ49から実際の地物ま

での距離を算出する。そして、前記マ、ソチング処理手段の現在地特定処理手段は、

現在地特定処理を 、竹 、前記距離を読み込むとともに、データ記録部 6から地物デ

ータを読み出して前記地物の座標を取得し、該座標及び前記距離に基づいて現在

地を特定する。

００46 また、前記CP 3 の図示されないレーン検出処理手段は、レーン検出処理を行

い、前記画像データに基づいて認識された地物とデータ記録部 6から読み出された

地物データとを照合させることによって、車両が走行しているレーン、すなわち、走行

レーンを検出する。

００47 なお、前記レーン検出処理手段は、前記地磁気センサのセンサ出力を読み込み、

該センサ出力に基づいて、道路上の所定のレーンにマンホール等の強磁性体から

成る被検出物があるかどぅかを判断し、判断結果に基づいて走行レーンを検出するこ

ともできる。さらに、高精度のGPSセンサ 5を使用し、自車の現在地を精度よく検出

し、検出結果に基づいて走行レーンを検出することができる。また、必要に応じて、表

示線の画像データに対して画像処理を行ぅのと同時に、地磁気センサのセンサ出力

、現在地等を組み合わせて、走行レーンを検出することができる。

００48 続いて、 P 3 の図示されない基本情報取得処理手段は、基本情報取得処理を

行い、前記地図データを、データ記録部 6から読み出して取得するか、又は通信部

38を介して情報センタ5 等から受信して取得する。なお、地図データを情報センタ5

等から取得する場合、前記基本情報取得処理手段は、受信した地図データをフラ

、ソシュメモりにダウンロードする。

００49 そして、前記 P 3 の図示されない表示処理手段は、表示処理をォ 、刊 、前記表

示部35に各種の画面を形成する。例えば、表示処理手段の地図表示処理手段は、



地図表示処理を 、竹 、表示部35に地図画面を形成し、該地図画面に周囲の地図を

表示するとともに、現在地を自車位置として、車両の方位を自車方位として表示する

００5０ したがって、運転者は、前記地図、自車位置及び自車方位に従って車両を走行さ

せることができる。

００5 1 また、運転者が操作部34を操作して目的地を入カすると、CP 3 の図示されない
目的地設定処理手段は、目的地設定処理を 、竹 、目的地を設定する。なお、必要に

応じて出発地を入力し、設定することもできる。また、あらかじめ所定の地点を登録し

ておき、登録された地点を目的地として設定することができる。続いて、運転者が操

作部34を操作して探索条件を入カすると、CP 3 の図示されない探索条件設定処

理手段は、探索条件設定処理を 、竹 、探索条件を設定する。

００52 このよぅにして、目的地及び探索条件が設定されると、CP 3 の図示されない経

路探索処理手段は、経路探索処理を 、竹 、前記現在地、目的地、探索条件等を読

み込むとともに、データ記録部 6から探索データ等を読み出し、現在地、目的地、探

索データ等に基づいて、現在地で表される出発地から目的地までの経路を前記探

索条件で探索し、探索経路を表す経路データを出カする。このとき、各道路リンクご

とに付与されたリンクコストの合計が最も 心い経路が探索経路とされる。

００53 また、道路に複数のレーンが形成されている場合で、かつ、走行レーンが検出され

ている場合、前記経路探索処理手段は、レーン単位の探索経路を探索する。その場

合、前記経路データには走行レーンのレーン番号等も含まれる。

００54 なお、前記情報センタ5 において経路探索処理を行ぅことができる。その場合、 P

3 は現在地、目的地、探索条件等をネットワーク63を介して情報センタ5 に送信

する。該情報センタ5 が現在地、目的地、探索条件等を受信すると、CP 54の図

示されない経路探索処理手段は、CP 3 と同様の経路探索処理を 、竹 、データベ

ース58から探索データ等を読み出し、現在地、目的地、探索データ等に基づいて、

出発地から目的地までの経路を前記探索条件で探索し、探索経路を表す経路デー

タを出カする。次に、CP 54の図示されない送信処理手段は、送信処理を 、竹 、前

記経路データをネットワーク63を介してナビゲーション装置 4に送信する。



００55 続いて、前記CP 3 の図示されない案内処理手段は、案内処理を 、竹 、経路案

内を行ぅ。そのために、前記案内処理手段の経路表示処理手段は、経路表示処理を

行い、前記経路データを読み込み、該経路データに従って前記地図画面に探索経

路を表示する。

００56 ところで、前記経路案内においては、所定の交差点で車両を右左折させる必要が

ある場合、前記交差点が案内点として、かつ、案内交差点として設定される。そのた

めに、前記案内処理手段の案内交差点設定処理手段は、案内交差点設定処理を

行い、経路データに従って、すなわち、前記探索経路に基づいて、車両を右左折さ

せる必要がある交差点があるかどぅかを判断し、車両を右左折させる必要がある交差

点がある場合、該交差点を案内交差点として設定する。

００57 また、前記レーン単位の探索経路が探索されている場合、前記案内処理手段の推

奨レーン設定処理手段は、推奨レーン設定処理を行い、走行するのが推奨されるレ

ーン、例えば、案内交差点を通過するに当たり、案内交差点に進入するのに適した

レーン、案内交差点から退出するのに適したレーン等を推奨レーンとして選択し、設

定する。そして、前記経路表示処理手段は、前記地図画面に探索経路を表示すると

ともに、地図画面の所定の領域に、車両が走行している道路の拡大図、すなわち、

道路拡大図を表示し、道路拡大図によるレーン案内を行ぅ。この場合、前記道路拡

大図に、各レーン及びそのぅちの推奨レーンが表示される。

００58 続いて、前記案内処理手段の音声出力処理手段は、音声出力処理を行い、経路

案内を音声出力部37から音声で出カする。そのために、案内処理手段の経路案内

地点設定処理手段は、経路案内地点設定処理を 、竹 、探索経路上の前記案内交

差点より手前 ( 自車側)の、あらかじめ各設定された距離だけ離れた一つ以上の箇所

に、経路案内地点を設定する。また、案内処理手段の地点案内処理手段は、地点案

内処理を 、竹 、各経路案内地点に車両が到達すると、案内交差点について、経路

案内地点ごとにあらかじめ設定された内容、例えば、自車位置から案内交差点まで

の距離、案内交差点における右左折等について経路案内を行ぅ。また、推奨レーン

が設定されている場合、前記地点案内処理手段のレーン案内処理手段は、レーン

案内処理を 、竹 、経路案内地点ごとにあらかじめ設定された内容、例えば、自車位



置から案内交差点までの各推奨レーン、案内交差点の先の推奨レーン等について

レーン案内を行ぅ。

００59 また、前記案内処理手段の交差点拡大図表示処理手段は、交差点拡大図表示処

理を 、竹 、車両が案内交差点に到達する前に、地図画面の所定の領域に案内交差

点の拡大図、すなわち、交差点拡大図を表示し、交差点拡大図による経路案内を行

ぅ。この場合、前記交差点拡大図に、案内交差点の周辺の地図、探索経路、案内交

差点において目印になる施設等の陸標が表示される。また、案内交差点に進入する

道路 (以下「進入道路」とレづ。) 、

又は案内交差点から退出する道路 (以下「退出道路」れづ。) に複数のレーンが形成

されていて、レーン案内が行われている場合、前記案内点拡大図形成処理手段は、

交差点拡大図に推奨レーンを表示する。

００6０ ところで、案内交差点についての経路案内を、各経路案内地点において、自車位

置から案内交差点までの間に存在する信号機の数で表し、例えば、「三つ目の信号

を左方向です。」のよぅなメッセージ (音声フレーズ) によって、音声で出カすることが

考えられるが、自車位置から案内交差点までの間に存在するすべての信号機が計

数の対象とされると、一つの交差点に信号機が二つあったり、交差点より手前に、交

差点の信号機を予告する信号機があったりすると、どの信号機を計数したらよいか運

転者にとって分かりにくく、運転者は案内交差点を誤って認識してしまぅことが考えら

れる。

００6 1 また、信号機がない交差点については、計数の対象にされないので、自車位置か

ら案内交差点までの間に、信号機がない交差点が存在する場合、運転者は案内交

差点を誤って認識してしまぅことが考えられる。

００62 そこで、本実施の形態においては、案内交差点についての経路案内を、信号機の

有無にかかわらず、各経路案内地点において自車位置から案内交差点までの間に

存在する交差点の数又は道路の数で表すよぅにしている。

００63 図2は本発明の第 の実施の形態における案内処理手段の動作を示すフローチャ
ート、図3は本発明の第 の実施の形態における案内処理の例を示す第 の図、図4

は本発明の第 の実施の形態における案内処理の例を示す第2の図、図5は本発明



の第 の実施の形態における案内処理の例を示す第3の図である。

００64 図において、 は自車位置、 ( 二 、2、・‥) は道路、c ( 二 、2、・‥) は所定の

二っ以上の道路が交差する交差点、s ( 二 、2、・‥) は信号機である。また、 は

探索経路、 は前記交差点c のぅちの、車両が右左折するよぅに探索経路 が設

定された交差点を表す案内交差点、 は探索経路 において案内交差点 より手

前に設定された経路案内地点である。

００65 図3において、交差点c で道路 2が交差し、前記探索経路 は、道路 を

通過して、交差点c で左折するよぅに構成され、交差点c が案内交差点 になる

００66 また、図4において、交差点c で道路 2が、交差点c 2で道路 3が、交差

点c 3で道路 4が交差し、前記探索経路 は、道路 を通過して、交差点c 3

で左折するよぅに構成され、該交差点c 3が案内交差点 になる。

００67 そして、図5において、交差点c で道路 2が、交差点c 2で道路 3が、交

差点c 3で道路 4が交差し、前記探索経路 は、道路 を通過し、交差点c 3

で左折するよぅに構成され、交差点c 3が案内交差点 になる。また、交差点c ～c

3に信号機，～，3が配設される。

００68 この場合、前記案内処理手段の地点到達判定処理手段は、地点到達判定処理を

行い、車両が案内交差点 に接近し、所定の経路案内地点 に到達したかどぅか

を判断する。車両が所定の経路案内地点 に到達した場合、前記案内処理手段の

分岐要素算出処理手段は、分岐要素算出処理を 、竹 、自車位置 から案内交差点

までの計数の対象となる分岐要素である計数対象分岐要素、本実施の形態にお

いては、交差点c の数を算出する。なお、本実施の形態においては、案内交差点。
も計数の対象となる交差点c

に含まれる。

００69 続いて、前記地点案内処理手段は前記交差点c の数に基づく経路案内を音声で

出力する。

００7０ なお、前記案内処理手段の信号機判定処理手段は、信号機判定処理を 、竹 、案

内交差点に信号機が存在するかどぅかを判断し、案内交差点に信号機が存在する



場合、前記地点案内処理手段は、前記交差点の数に基づく経路案内に信号機の有

無を加え、音声で出力する。

００7 1 例えば、図3に示される例においては、車両が経路案内地点 に到達すると、自

車位置 から案内交差点 までの間の交差点c の数が算出される。この場合、交

差点c の数は であるので、前記地点案内処理手段は、経路案内を、「次の交差点

を左方向です。」等のメッセージによって音声で出力する。

００72 また、図4に示される例においては、車両が経路案内地点 に到達すると、自車位

置 から案内交差点 までの間の交差点c ～c 3が算出される。この場合、交差

点c ～c 3の数は3であるので、前記地点案内処理手段は、経路案内を、「三つ目

の交差点を左方向です。」等のメッセージによって音声で出力する。

００73 そして、図5に示される例においては、車両が経路案内地点 に到達すると、自車

位置 から案内交差点。 までの間の交差点c ～c 3が算出される。この場合、信

号機の存在する交差点c ～c 3の数は3であり、案内交差点 に信号機 s 3が存

在するので、前記地点案内処理手段は、経路案内を、「三つ目の信号のある交差点

を左方向です。」等のメッセージによって音声で出力する。

００74 このよぅに、本実施の形態においては、自車位置 から案内交差点 までの交差

点c の数に基づく経路案内が行われるので、運転者は、自車位置 から案内交差

点 までの間に存在する信号機 s の数とは関係なく、交差点c の数だけを計数す

るだけで、案内交差点 を認識することができる。例えば、一つの交差点に信号機

が二つあったり、交差点より手前に、交差点の信号機を予告する信号機があったりし

ても、運転者は案内交差点 を誤って認識することがない。

００75 また、信号機の有無に関係なく、自車位置から案内交差点までのすべての交差点

c の数が計数されるので、運転者は案内交差点 を誤って認識してしまぅことがな

００76 さらに、案内交差点 より先に交差点が存在していても、運転者は案内交差点

を誤って認識してしまぅことがない。

００77 次に、フローチャートについて説明する。

ステップ 案内交差点 に接近するのを待機し、案内交差点 に接近した場合



はステップS 2に進む。

ステップS 2 自車位置 から案内交差点 までの交差点c の数を算出する。

ステップS 3 交差点c の数に基づく経路案内を音声で出力し、リターンする。

００78 ところで、本実施の形態において、前記分岐要素算出処理手段は、自車位置 か

ら案内交差点 までの計数対象分岐要素として交差点c の数を算出するよぅになっ
ているが、自車位置 から案内交差点 までの計数対象分岐要素として、道路 と

交差する道路の数を算出することができる。なお、その場合、案内交差点c で道路

と交差する道路も算出の対象となる道路に含まれる。

００79 続いて、前記地点案内処理手段は、前記道路の数に基づく経路案内を音声で出

カする。

００8０ 次に、自車位置 から案内交差点 までの交差点c のぅちの少なくとも一つの交

差点が 字交差点 (三叉路 )である場合の案内処理について説明する。

００8 1 図6は本発明の第2の実施の形態における案内処理手段の動作を示すフローチャ
ート、図7は本発明の第2の実施の形態における案内処理の例を示す第 の図、図8

は本発明の第2の実施の形態における案内処理の例を示す第2の図、図9は本発明

の第2の実施の形態における案内処理の例を示す第3の図、図 ０は本発明の第2の

実施の形態における案内処理の例を示す第4の図である。

００82 図において、 は自車位置、「( 二 、2、・‥) は道路、c ( 二 、2、・‥) は所定の

二つ以上の道路が交差する交差点、s ( 二 、2、・‥) は信号機である。また、 は

探索経路、 は前記交差点c のぅちの、車両が右左折するよぅに探索経路 が設

定された交差点を表す案内交差点、 2は探索経路 において案内交差点

より手前に設定された経路案内地点である。

００83 図7において、交差点c で道路 2が交差し、交差点c 2で道路 3が交差

し、前記探索経路 は、道路付を通過して、交差点c 2で左折するよぅに構成され、

該交差点c 2が案内交差点 になる。なお、交差点 C は 字交差点であり、

道路 3は案内交差点 の退出道路と同じ方向に延びる。

００84 また、図8において、交差点c で道路 、 が、交差点c 2で道路 3が、交差

点c 3で道路 4が交差し、前記探索経路 は、道路 を通過して、交差点c 3



で左折するよぅに構成され、該交差点c 3が案内交差点 になる。なお、交差点c

C 3は十字交差点 (四叉路 )であり、交差点c 2は 字交差点であり、道路 2～4は

案内交差点 の退出道路と同じ方向に延びる。また、交差点c C に信号機

が配設される。

００85 そして、図9において、交差点c で道路 2が、交差点c 2で道路 3が、交

差点c 3で道路 4が交差し、前記探索経路 は、道路 を通過して、交差点c

3で左折するよぅに構成され、該交差点c 3が案内交差点c になる。なお、交差点c

、c 3は十字交差点であり、交差点c 2は 字交差点であり、道路 4は案内交

差点 の退出道路と同じ方向に、道路 3は案内交差点 の退出道路と逆の方向に

延びる。また、交差点c C 3に信号機 S 2が配設される。

００86 さらに、図 ０において、交差点c で道路 2が、交差点c 2で道路 3が、

交差点c 3で道路 4が交差し、前記探索経路 は、道路 を通過して、交差点

c 3で左折するよぅに構成され、該交差点c 3が案内交差点 になる。なお、交差点

c 3は十字交差点であり、交差点 C は 字交差点であり、道路 3 4は案内

交差点 の退出道路と同じ方向に、道路 2は案内交差点 の退出道路と逆の方向

に延びる。また、交差点c 3に信号機 が配設される。

００87 この場合、前記地点到達判定処理手段は、車両が案内交差点 に接近し、所定

の経路案内地点 に到達したかどぅかを判断する。車両が所定の経路案内地点

に到達した場合、前記案内処理手段の交差点判定処理手段は、交差点判定処理を

行い、自車位置 から案内交差点 までに 字交差点が存在するかどぅかを判断す
る。

００88 字交差点が存在しない場合、第 の実施の形態と同様に、前記分岐要素算出処

理手段は、自車位置 から案内交差点 までの、計数対象分岐要素として交差点。
の数を算出する。続いて、前記地点案内処理手段は、前記交差点c の数に基づく

経路案内を音声で出力する。なお、案内交差点に信号機が存在するかどぅかを判断

し、案内交差点に信号機が存在する場合、前記交差点の数に基づく経路案内に信

号機の有無を加えることができる。

００89 一方、 字交差点が存在する場合、前記分岐要素算出処理手段は、自車位置



から案内交差点 までの、計数対象分岐要素として、案内交差点 の退出道路と

同じ方向に延びる道路の数を算出する。なお、本実施の形態においては、案内交差

点 で道路 と交差する道路も、計数の対象となる道路に含まれる。

００9０ 続いて、前記地点案内処理手段は、前記道路の数に基づく経路案内を音声で出

カする。

００9 1 なお、経路案内地点 と、案内交差点 の退出道路と同じ方向に延びる道路のぅ

ちの、自車位置 に最も近い道路との間に、案内交差点c の退出道路と逆の方向

に延びる道路が存在する場合、運転者はその交差点を誤って案内交差点と認識す
る可能性がある。そこで、前記案内処理手段の特定分岐要素判定処理手段は、特定

分岐要素判定処理を 、竹 、計数を誤る可能性がある特定の分岐要素が存在するか

どぅかを判断し、特定の分岐要素がある場合、前記案内処理手段の遅延処理手段は

、遅延処理を行い、経路案内を遅延させ、特定の分岐要素を通過した後に、経路案

内を音声で出カする。

００92 例えば、図7に示される例においては、車両が経路案内地点 に到達すると、自

車位置 から案内交差点 までの間の、案内交差点 の退出道路と同じ方向に延

びる道路 2 3の数が算出される。この場合、道路 3の数は2であるので、前記

地点案内処理手段は、経路案内を、「2本 目を左方向です。」等の大ソセージによって

音声で出カする。

００93 また、図8に示される例においては、車両が経路案内地点 に到達すると、自車位

置 から案内交差点 までの間の、案内交差点 の退出道路と同じ方向に延びる

道路 2～4の数が算出される。この場合、道路 2～4の数は3であるので、前記地

点案内処理手段は、経路案内を、「3本 目を左方向です。」等の大ソセージによって音

声で出カする。

００94 そして、図9に示される例においては、車両が経路案内地点 に到達すると、自車

位置 から案内交差点。 までの間の、案内交差点 の退出道路と同じ方向に延び

る道路 2 4の数が算出される。この場合、道路 4の数は2であるので、前記地

点案内処理手段は、経路案内を、「2本 目を左方向です。」等の大ソセージによって音

声で出カする。



００95 そして、図 ０に示される例においては、車両が経路案内地点 に到達すると、自

車位置 から案内交差点 までの間の、案内交差点 の退出道路と同じ方向に延

びる道路 3 4の数が算出される。この場合、道路 3 4の数は2であるので、前記

地点案内処理手段は、経路案内地点 において、経路案内を、「2本 目を左方向で

す。」等のメッセージによって音声で出力することが可能である。ところが、経路案内

地点 と、案内交差点 の退出道路と同じ方向に延びる道路 3 4のぅちの、自車

位置 に最も近い道路 3との間に、案内交差点 の退出道路と逆の方向に延びる

道路 2が存在するので、運転者は交差点c 2を誤って案内交差点と認識する可能

性がある。そこで、車両が経路案内地点 を通過し、更に交差点c を通過した後

に、経路案内地点 2において、経路案内を、「2本 目を左方向です。」等のメッセー

ジによって音声

で出力する。

００96 このよぅに、本実施の形態においては、自車位置 から案内交差点 までに 字

交差点が存在するかどぅかを判断し、 字交差点が存在しない場合、交差点c の数

に基づく経路案内が行われ、 字交差点が存在する場合、道路の数に基づく経路案

内が行われるので、運転者は、自車位置 から案内交差点 までの間に存在する

信号機 s の数とは関係なく、交差点c の数、又は道路の数だけを計数するだけで

、案内交差点 を認識することができる。

００97 次に、図6のフローチャートについて説明する。

ステップ 案内交差点 に接近するのを待機し、案内交差点 に接近した場合

はステップS 2に進む。

ステップS 2 字交差点が存在するかどぅかを判断する。 字交差点が存在する場

合はステップS 3に、 字交差点が存在しない場合はステップS 4に進む。

ステップS 3 道路 の数に基づく経路案内を音声で出力し、リターンする。

ステップS 4 交差点c の数に基づく経路案内を音声で出力し、リターンする。

００98 ところで、前記各実施の形態においては、案内交差点 についての経路案内を、

信号機 s の有無にかかわらず、各経路案内地点 において自車位置から案内交

差点 までの間に存在する交差点の数又は道路の数で表し、経路案内を、例えば、



「2本 目を左方向です。」等のメッセージによって音声で出力するよぅにしている。

００99 ところが、経路案内が音声で出力されている間に、車両の走行に伴って自車位置

が変ィビすると、どの交差点又はどの道路から数えたときに経路案内どおり車両が案

内交差点 に到達するか、運転者が混乱してしまぅことがある。

０1００ そこで、車両の周囲の状況に応じて、音声による経路案内を選択的に行ぅことがで

きるよぅにした本発明の第3の実施の形態について説明する。なお、第 、第2の実施

の形態と同じ構造を有するものについては、同じ符号を付与し、同じ構造を有するこ

とによる発明の効果については同実施の形態の効果を援用する。

０1０1 図 本発明の第3の実施の形態における案内処理手段の動作を示すフローチ

ャート、図 2は本発明の第3の実施の形態における案内処理の例を示す図である。

０1０2 図において、 (「 二 、2、・‥) は道路、c ( 二 、2、・‥) は所定の二つ以上の道路

が交差する交差点、s ( 二 、2、・‥) は信号機である。また、 は探索経路、 は

前記交差点c のぅちの、車両が右左折するよぅに探索経路 が設定された交差点

を表す案内交差点である。

０1０3 この場合、交差点c で道路 2が、交差点c 2で道路 3が、交差点c 3で

道路 4が交差し、前記探索経路 は、道路付を通過し、交差点c 3で右折する

よぅに構成され、交差点c 3が案内交差点 になる。また、交差点c ～c 3に信号

機，～，3が配設される。

０1０4 本実施の形態においては、前記各実施の形態と同様に、まず、前記案内処理手段

の前記地点到達判定処理手段は、車両が案内交差点 に接近し、所定の経路案

内地点に到達したかどぅかを判断する。

０1０5 ところで、前記各実施の形態においては、車両が案内交差点 に接近し、所定の

経路案内地点に到達すると、前記案内処理手段の前記分岐要素算出処理手段は、

自車位置から

案内交差点 までの計数対象分岐要素、例えば、交差点c の数を算出するよぅに

なっているが、前述されたよぅに、経路案内が音声で出力されている間に、車両の走

行に伴って自車位置が変化すると、どの交差点又はどの道路から数えたときに経路

案内どおり車両が案内交差点 に到達するか、運転者が混乱してしまぅことがある。



０1０6 そこで、本実施の形態においては、分岐要素算出処理手段によって計数される交

差点c の数と、経路案内がされたときに運転者が計数する交差点c の数とが異なる

と想定される場合に、前記案内処理手段の計数中止処理手段は、計数中止処理を

行い、交差点c の数を計数するのを中止するよぅにしている。なお、前記計数中止

処理手段によって案内中止処理手段が構成され、該案内中止処理手段は、案内中

止処理を 、竹 、計数を中止することによって経路案内を中止する。

０1０7 そのために、車両が所定の経路案内地点に到達した場合、前記案内処理手段の

計数中止条件判定処理手段は、計数中止条件判定処理を 、竹 、交差点c の数を

計数するのを中止するのが好ま 、かどぅか、すなわち、計数中止条件が成立する

かどぅかを判断する。なお、前記計数中止条件判定処理手段によって案内中止条件

判定処理手段が構成され、該案内中止条件判定処理手段は、案内中止条件判定

処理を 、竹 、交差点c の数に基づく経路案内を中止するのが好ましいかどぅか、す

なわち、案内中止条件が成立するかどぅかを判断する。

０1０8 そして、例えば、図 2において、車両が交差点c より手前の所定の経路案内地

点に到達し、前記分岐要素算出処理手段が、自車位置から案内交差点 までの交

差点c の数を算出し、前記地点案内処理手段が、例えば、「3本 目を右方向です。」

等のメッセージを音声で出力したときに、車両が矢印 で示されるよぅに走行し、交

差点c を通過している場合、音声による出力が開始されたときと、終了されたときと

で、自車位置から案内交差点 までの交差点c の数が変化する。したがって、運転

者は、交差点㎡の数が、交差点。を含めて計数されたか、交差点。を含めずに

計数されたか判断しづらい。したがって、交差点c を含めて計数されたと判断すると

、運転者は交差点c 3で右折をし、交差点c を含めずに計数されたと判断すると、

運転者は交差点c 3の一つ先の交差点で右折をすることになり、探索経路 に沿っ
て精度よく車両を走行させることができない。

０1０9 そこで、本実施の形態において、前記計数中止条件判定処理手段は、経路案内が

音声で出力されている間に車両が走行する距離、すなわち、発話中走行距離 sを

算出し、該発話中走行距離 s 内に交差点c があるかどぅかを判断し、交差点c が

ある場合、計数中止条件が成立すると判断する。



０11０ そのために、前記計数中止条件判定処理手段の計数中止区間算出処理手段は、

計数中止区間算出処理を行い、車速センサ44 (図 )から車速 を読み込み、計数を

中止する区間、すなわち、計数中止区間を表す発話中走行距離 sを算出する。な

お、前記計数中止区間算出処理手段によって案内中止区間算出処理手段が構成さ

れ、該案内中止区間算出処理手段は、案内中止区間算出処理を行い、交差点c の

数に基づく経路案内を中止する区間、すなわち、案内中止区間を表す前記発話中

走行距離 sを算出する。

０111 この場合、経路案内を音声で出カする際に、出力を開始してから終了するまでの

時間を発話時間。a とすると、前記発話中走行距離 sは、

二 て a X

になる。

０112 続いて、前記計数中止条件判定処理手段の分岐要素判定処理手段は、分岐要素

判定処理

を行い、自車位置を読み込むとともに、データ記録部 6から交差点データ(交差点

の座標、進行方向における交差点の幅等) を読み出し、音声による出力を開始する

に当たり、前記計数中止区間 ( 自車位置から発話中走行距離 s以内の区間) 内に交

差点c があるかどぅかを判断し、交差点c がある場合、計数中止条件が成立すると

判断する。

０113 例えば、発話時間。aが 5 (s であり、車速 が時速4０( )であるとすると、秒

速は約 ( s)になるので、前記発話中走行距離 sは、

a二 5 (s) X s)

二 5 5 (

にされる。また、車速 が時速6０( )であるとすると、秒速は約 7 ( s)にな

るので、前記発話中走行距離 sは、

a二 5 (s) X 7 ( s)

二8 5 (

にされる。

０114 このよぅに、本実施の形態においては、発話中走行距離 s内に交差点c がある場



合、交差点c の数を計数するのが中止されるので、探索経路 に沿って精度よく車

両を走行させることができる。

０115 なお、この場合、車両が 自車位置から前記発話中走行距離 sを超えて走行したと

き、前記計数中止条件が解除される。

０116 次に、フローチャートについて説明する。

ステップS 2 案内交差点 に接近するのを待機し、案内交差点 に接近した場合

はステップS22 に進む。

ステップS22 計数中止条件が成立したかどぅかを判断する。計数中止条件が成立

しない場合はステップS23 に進み、計数中止条件が成立した場合はリターンする。

ステップS23 自車位置から案内交差点 までの交差点c の数を計数する。

ステップ 4 交差点c の数に基づく経路案内を音声で出力し、リターンする。

０117 次に、本発明の第4の実施の形態について説明する。なお、第3の実施の形態と同

じ構造を有するものについては、同じ符号を付与し、同じ構造を有することによる発

明の効果については同実施の形態の効果を援用する。

０118 図 3は本発明の第4の実施の形態における案内処理の例を示す図である。

０119 この場合、例えば、図 3において、車両が交差点c より手前の所定の経路案内

地点に到達し、前記分岐要素算出処理手段が、自車位置から案内交差点 までの

交差点c の数を算出し、前記地点案内処理手段が、例えば、「3本 目を右方向です

。」等のメッセージを音声で出力したときに、車両が矢 W3で示されるよぅに走

行し、音声による出力が終了する地点の付近に交差点c があると、どの時点での交

差点c の数であるか判断しづらい。運転者は、この場合も、交差点c の数が、交差

点c を含めて計数されたか、交差点c を含めずに計数されたか判断しづらい。

０12０ そこで、本実施の形態において、前記計数中止条件判定処理手段は、前記発話

中走行距離 sを算出し、該発話中走行距離 sを走行したときの到達地点の近傍に

交差点c があるかどぅかを判断し、交差点c がある場合、計数中止条件が成立する

と判断する。

０121 そのために、前記計数中止条件判定処理手段の計数中止区間算出処理手段は、

車速セン



サ4 4から車速 を読み込み、発話中走行距離 sを算出する。

０122 この場合、経路案内を音声で出カする際に、出力を開始してから終了するまでの

時間を発話時間。a とすると、前記発話中走行距離 sは、

二 て a X

になる。そして、前記計数中止区間算出処理手段は、車両が交差点c から十分に

離れていない場合に運転者が交差点c を計数しなくてもレ 吐ぅに、前記発話中走

行距離 sにマージンを形成するための緩衝距離 sを加算し、計数中止区間を表

す計数中止距離 s

s 二 s d s

を算出する。なお、前記計数中止距離 s によって案内中止距離が構成される。

０123 続いて、前記分岐要素判定処理手段は、自車位置を読み込むとともに、データ記

録部 6から交差点データ(交差点の座標、進行方向における交差点の幅等) を読み

出し、音声による出力を開始するに当たり、前記計数中止区間 ( 自車位置から計数

中止距離 s 以内の区間) 内に交差点c があるかどぅかを判断し、交差点c がある

場合、計数中止条件が成立すると判断する。

０124 例えば、発話時間。a が 5 (s であり、車速 が時速4０( )であるとすると、秒

速は約 ( s) になるので、前記発話中走行距離 sは、前述されたよぅに、

a二 5 5 (

にされる。そして、緩衝距離d sを5０( とすると、計数中止距離 s は ０5 ( にさ

れる。

０125 このよぅに、本実施の形態においては、計数中止距離 s 内に交差点c がある場

合、交差点c の数を計数するのが中止されるので、探索経路 に沿って精度よく車

両を走行させることができる。

０126 なお、この場合、車両が 自車位置から前記計数中止距離 s を超えて走行したとき

、前記計数中止条件が解除される。

０127 ところで 図 3 において、交差点c が直前の交差点から緩衝距離d sだけ離れ

ていない場合も、運転者は、交差点c の数が、交差点c を含めて計数されたか、

交差点c を含まずに計数されたか判断しづらい。



０128 そこで、前記計数中止条件判定処理手段は、交差点c と直前の交差点との距離

、すなわち、交差点間距離 cを算出し、該交差点間距離 cが緩衝距離d sより短い
場合、計数中止条件が成立すると判断することもできる。

０129 そのために、前記計数中止条件判定処理手段の交差点間距離判定処理手段は、

交差点間距離判定処理を 、竹 、データ記録部 6から交差点データ(交差点の座標

、進行方向における交差点の幅) を読み出し、交差点c と直前の交差点との距離、

すなわち、交差点間距離 cを算出し、該交差点間距離 cが緩衝距離d sより短い
かどぅかを判断する。

０13０ そして、交差点間距離 cが緩衝距離d sより短い場合、前記分岐要素判定処理手

段は、計数中止区間内に交差点c があると判断し、前記計数中止条件が成立する

と判断する。

０131 このよぅに、交差点間距離 cが緩衝距離d sより短い場合、交差点c の数を計数

するのが中止されるので、探索経路 に沿って精度よく車両を走行させることができ

る。

０132 なお、この場合、車両が 自車位置から前記緩衝距離d sを超えて走行したとき、前

記計数中止条件が解除される。

０133 次に、本発明の第5の実施の形態について説明する。なお、第3、第4の実施の形

態と同凶薄造を有するものについては、同じ符号を付与し、同じ構造を有することによ

る発明の効果については同実施の形態の効果を援用する。

０134 図 4は本発明の第5の実施の形態における案内処理の例を示す図である。

０135 この場合、例えば、図 4において、車両が交差点c より手前の所定の経路案内

地点に到達し、前記分岐要素算出処理手段が、自車位置から案内交差点 までの

交差点c の数を算出し、前記地点案内処理手段が、例えば、「3本 目を右方向です

。」等のメッセージを音声で出力したときに、車両が矢 W4で示されるよぅに走行し、

音声による出力が終了する地点から案内交差点 までに、複数の交差点c がある

と、運転者は、この場合も、交差点㎡の数が、交差点。を含めて計数されたか、交

差点c を含まずに計数されたか判断しづらい。

０136 そこで、本実施の形態において、前記計数中止条件判定処理手段は、前記発話



中走行距離 sを算出し、該発話中走行距離 sを走行したときの到達地点から案内

交差点 までの間に複数の交差点c があるかどぅかを判断し、交差点c がある場

合、計数中止条件が成立すると判断する。

０137 そのために、前記計数中止条件判定処理手段の計数中止区間算出処理手段は、

車速センサ44から車速 を読み込み、発話中走行距離 sを算出する。この場合、経

路案内を音声で出カする際に、出力を開始してから終了するまでの時間を発話時間

。a とすると、前記発話中走行距離 sは、

二 て a X

になる。

０138 続いて、前記分岐要素判定処理手段は、データ記録部 (図 )から交差点データ

(交差点の座標、進行方向における交差点の幅) を読み出し、音声による出力を開始

するに当たり、前記発話中走行距離 sの終了点を前記到達地点とし、該到達地点

から案内交差点 までの間に複数の交差点c があるかどぅかを判断し、複数の交差

点c がある場合、計数中止条件が成立すると判断する。

０139 このよぅに、発話中走行距離 sを走行したときの到達地点から案内交差点 まで

の間に複数の交差点c がある場合、交差点c の数を計数するのが中止されるので

、到達地点から案内交差点 までの間に一つの交差点c 3 (案内交差点 )だけが

ある場合に音声による出力がされるので、探索経路 に沿って精度よく車両を走行

させることができる。

０14０ なお、この場合、車両が 自車位置から案内交差点 までの範囲を超えて走行した

とき、前記計数中止条件が解除される。

０14 1 ところで、前記各実施の形態において、所定の地点まで走行したときに前記計数中

止条件が解除されるよぅになっているが、GPS センサ (図 ) による自車位置の検

出精

度が低い場合、前記計数中止条件が解除されることによって、本来、計数を中止す

べき箇所で計数が行われ、経路案内が音声で出力されてしまぅことがある。

０142 そこで、計数を中止すべき箇所で計数が行われることがないよぅにした本発明の第

6の実施の形態について説明する。なお、第3～第5の実施の形態と同じ構造を有す



るものについては、同じ符号を付与し、同じ構造を有することによる発明の効果につ

いては同実施の形態の効果を援用する。また、本実施の形態においては、本発明の

第3の実施の形態において計数を中止する場合に自車位置の検出誤差を考慮する

例について説明するが、他の実施の形態において、自車位置の検出誤差を考慮す

ることができる。

０143 図 5は本発明の第6の実施の形態における案内処理の例を示す図である。

０144 この場合、前記計数中止条件判定処理手段は、発話中走行距離 の前後に、自

車位置の検出誤差 sを設定する。したがって、本実施の形態において、前記計数

中止条件判定処理手段の計数中止区間算出処理手段は、車速センサ44から車速

を読み込み、発話中走行距離 sを算出し、該発話中走行距離 sの前後にマージン

を形成するための検出誤差 A sを加算し、計数中止区間を表す計数中止距離 s

s 二 s 2A s

を算出する。続いて、前記分岐要素判定処理手段は、自車位置を読み込むとともに

、データ記録部 6から交差点データ(交差点の座標、進行方向における交差点の幅

等) を読み出し、音声による出力を開始するに当たり、前記計数中止区間 ( 自車位置

から計数中止距離 s 以内の区間) 内に交差点c があるかどぅかを判断し、交差点。
がある場合、計数中止条件が成立すると判断する。

０145 なお、本発明は前記各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。

産業上の利用可能，性

０146 本発明をナビゲーション装置に適用することができる。



請求の範囲

自車の現在地を自車位置として検出する現在地検出部と、前記 自車位置に基づい
て目的地までの探索経路を探索する経路探索処理手段と、前記探索経路上の案内

点の手前の所定の箇所に経路案内地点を設定し、該経路案内地点に車両が到達

すると、案内点にっいて経路案内を〒ぅ案内処理手段とを有するとともに、該案内処

理手段は、自車位置から案内点までの分岐要素の数を算出する分岐要素算出処理

手段、及び算出された分岐要素の数に基づく経路案内を〒ぅ地点案内処理手段を

備えることを特徴とする経路案内システム。

2 前記分岐要素は交差点である請求項 に記載の経路案内システム。

3 前記分岐要素は道路である請求項 に記載の経路案内システム。

4 前記道路は、案内点の退出道路と同じ方向に延びる道路である請求項3に記載の

経路案内システム。

5 前記案内処理手段は、前記案内点に信号機が存在するかどぅかを判断する信号

機判定処理手段を備えるとともに、案内点に信号機が存在する場合、前記地点案内

処理手段は、分岐要素の数に基づく経路案内に信号機の有無を加える請求項 に

記載の経路案内システム。

6 前記案内処理手段は、運転者が計数を誤る可能性がある特定の分岐要素が存在

するかどぅかを判断する特定分岐要素判定処理手段、及び特定の分岐要素がある

場合、経路案内を遅延させ、特定の分岐要素を通過した後に経路案内を〒ぅ遅延処

理手段を備える請求項 に記載の経路案内システム。

7 前記案内処理手段は、案内中止条件が成立したかどぅかを判断する案内中止条件

判定処理手段、及び案内中止条件が成立した場合、分岐要素の数に基づく経路案

内を中止する案内中止処理手段を有する請求項 に記載の経路案内システム。

8 前記案内中止条件判定処理手段は、発話時間及び車速に基づいて算出された発

話中走行距離に基づいて案内中止条件が成立したかどぅかを判断する請求項7に

記載の経路案内システム。

9 自車の現在地を自車位置として検出し、該 自車位置に基づいて目的地までの探索

経路を探索し、該探索経路上の案内点の手前の所定の箇所に経路案内地点を設定



し、自車位置から案内点までの分岐要素の数を算出し、該経路案内地点に車両が

到達すると、案内点にっいて、算出された分岐要素の数に基づく経路案内を行ぅこと

を特徴とする経路案内方法。











。
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国際洞査報告 国際出肺番号 ノ

第π欄 請末の範囲の 部の洞査かてきな きの青見 (第 i の の続き

怯第8条第311 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際洞査報告は次の理由によ 請末の範囲の 部に て作
成しな た。

i r 請末の範囲 は、 この国際洞査機関か洞査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

2 r 請末の範囲 は、有青義な国際洞査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出肺の部分に係 るものてある。 ま 、

r 請末の範囲 は、従属請末の範囲てあ てP C T 規刊6 4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載さ て な 。

第m欄 発明の 佳か欠如して る きの青見 (第 1 の 3 の続き

吹に述 るよ にこの国際出肺に二以上の発明かある この国際洞査機関は沼めた。
請求の範囲 1 - に係 る発明の共逓の事項は、 案内処理手段は、 自車位置 ら案内 まての分岐要素の数を算
出する分岐要素算出処理手段、及ひ算出 .れた分岐要素の数に基 < 径路案内を行 地 案内処理手段を備え
る こ てある。また、請求の範囲 9 は、請求の範囲 1 に対応する r方供 の発明てある。 し しなから、洞査
の結果、前記共逓の事項は、 J P 1 0 - 3 0 0 5 0 2 A (三菱電機株式会社 )， 1 9 9 1 1 1 3 に開示
れて る ら、新規てな こ か明ら な た。結果 して、前記共逓の事項は先行技市の域をてな ら、

P C T 規則 1 3 の第 2 文の青味にお て、咳共逓の事項は特別な技市的特徴てはな 。それ故、請求の範囲
1 - 9 に係 る発明全てに共逓の事項はな 。 P C T 規則 1 3 の第 文の青味にお て特別な技市的特徴 考
えられる他の共逓の事項は存在しな のて、それらの相違する発明の間にP C T 規則 1 3 の青味における技市的
な関連を見 たすこ はてきな 。 よ て、請求の範囲 1 - 9 に係 る発明は発明の 性の要件を備たして な

こ か明ら てある。

1 r 出肺人かゼ要な追加洞査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際洞査報告は、す ての洞査可能な請末
の範囲に て作成した。

2 r 追加洞査手数科を要求するまてもな 、す ての洞査可能な請末の範囲に て洞査するこ かてきたのて、追
加洞査手数科の納付を求めな た。

3 r 出肺人かゼ要な追加洞査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際洞査報告は、手数科の納
付のあ た次の請末の範囲のみに て作成した。

河 出肺人かゼ要な追加洞査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際洞査報告は、請末の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請末の範囲に て作成した。

請末の範囲 1 4 9

追加洞査手数科の異議の中立てに関する任青
r 追加摘査手数科及ひ、 該当する場合には、異議中立手数科 (D 納付と共に、 出頗人 ら異議中立てかあ た。
汀 追加洞査手数科の納付 共に出肺人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。
汀 追加洞査手数科の納付を什 異議申立てかな た。

様式PCT ノISAノ210 (第 1 の続葉 (2) ) (2005年4月)
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