
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路が分岐、合流、交差するポイントを示すノードデータと、そのポイント間の道路を
示すリンクデータとを有する道路地図データと、
　前記道路地図データに基づいて、２つの地点間を結ぶ経路を探索する経路探索手段と、
　前記経路探索手段によって探索された経路を、前記２つの地点間の案内経路として報知
する報知手段とを有するカーナビゲーション装置であって、
　車両が自動的に走行可能な自動走行路線におい 動走行を行なうための自動走行装置
を車両が備えているか否かを判定する判定手段と、
　 前記経路探索手段が２つの地点間の経路を探索する際に、前
記自動走行路線を優先するように指示する とを有し、
　

　
場合のみ、前記経路探索手段は、前記自動

走行路線に該当する道路を含む経路を、前記２つの地点間を結ぶ経路として優先的に選択
することを特徴とするカーナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記リンクデータには、それぞれコストが付与されており、前記経路探索手段は、経路
に含まれるリンクデータのコストの合計が小さくなるように、経路を選択するものであり
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て自

ユーザによって操作され、
スイッチ

前記スイッチは、前記判定手段による判定結果に応じて、当該スイッチによる指示の有
効・無効と、表示・非表示のいずれかが切り替えられるものであり、

前記判定手段によって車両が自動走行装置を備えていると判定され、前記スイッチによ
って自動走行路線を優先するように指示された



、前記指示手段によって自動走行路線を優先するように指示された場合には、自動走行路
線に該当する道路のリンクデータのコストが小さく変更されることを特徴とする請求項１
に記載のカーナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カーナビゲーション装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、新たな交通システムとして、車両を自動的に走行させることが可能な自動走行シス
テムに関する開発が進められている。例えば、特許文献１に記載される自動走行システム
では、所定の自動車専用道路において各車線ごとに所定の間隔で車線信号発信器を埋設す
るとともに、車両には、この車線信号発信器からの信号を受信する受信器がフロントバン
パーの下部左右に２個設けられる。そして、車線信号発信器が常に２個の受信器の中心に
位置するように、自動走行装置によりステアリング、アクセル、ブレーキが制御される。
この特許文献１に開示されるシステムでは、さらに自動車専用道路のインターチェンジ毎
に識別信号発信器が設けられ、かつ車両にはナビゲーション装置が設けられる。そして、
ナビゲーション装置において、目的地までの経路が設定されている場合、識別信号発信器
から発信される識別信号に基づいて、その自動車専用道路から降りるべきインターチェン
ジであることを判定すると、その旨を報知するようにしている。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１０－１６２２８５号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した自動走行路線では、車両の運転者が運転操作を行なう必要がないため、所望の目
的地までの運転操作の負担を軽減することができる。しかしながら、上述したシステムで
は、車両が自動走行装置に加えて、ナビゲーション装置を備えていながらも、ナビゲーシ
ョン装置は、単に、自動車専用道路から降りるべきインターチェンジの報知を行なうもの
でしかなかった。
【０００５】
ここで、ナビゲーション装置には、一般的に、例えば目的地を設定すると、現在地から目
的地までの２地点間の経路を自動的に探索する経路探索機能が備えられている。従って、
上述した自動走行システムにおける自動走行路線を自動走行可能な車両にナビゲーション
装置が設けられる場合には、より積極的に、自動走行路線を目的地までの経路として優先
的に選択できるようになると、運転操作の負担の軽減や安全走行に寄与できる。
【０００６】
本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、２地点間の経路として自動走行路線を優先
して選択することが可能なカーナビゲーション装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　　請求項１に記載のカーナビゲーション装置は、道路が分岐、合流、交差するポイント
を示すノードデータと、そのポイント間の道路を示すリンクデータとを有する道路地図デ
ータと、
　道路地図データに基づいて、２つの地点間を結ぶ経路を探索する経路探索手段と、
　経路探索手段によって探索された経路を、２つの地点間の案内経路として報知する報知
手段とを有するカーナビゲーション装置であって、
　車両が自動的に走行可能な自動走行路線におい 動走行を行なうための自動走行装置
を車両が備えているか否かを判定する判定手段と、
　 、経路探索手段が２つの地点間の経路を探索する際に、自動走
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て自

ユーザによって操作され



行路線を優先するように指示するスイッチとを有し、
　

　
場合のみ、経路探索手段は、自動走行路線に該当す

る道路を含む経路を、２つの地点間を結ぶ経路として優先的に選択することを特徴とする
。
【０００８】
　このように、請求項１に記載のカーナビゲーション装置では、車両が自動的に走行可能
な自動走行路線において、自動走行を行なうための自動走行装置を車両が備えているか否
かを判定する判定手段と、 自動走行路線を優先するように指示
する を有し、判定手段によって車両が自動走行装置を備えていると判定され、

場合のみ、経路探索手段が自動走行路線に該当する道路
を含む経路を優先的に選択するように構成した。従って、判定手段によって車両が自動走
行装置を備えているとの判定がなされ、 とき、２つの
地点間を結ぶ経路として複数の経路が存在し、その複数の経路の中に自動走行路線に該当
する道路を含む経路が存在する場合には、その自動走行路線に該当する道路を含む経路が
選択されることになる。これにより、その経路に従って走行することにより、運転者は運
転操作による負担を軽減することができる。
　なお、車両が自動走行装置を備えていない場合には、

による指示を受け付けない
ようにしたり、 が、表示画面上にタッチスイッチとして表示されるスイッチであ
る場合には、その表示自体を行なわせないようにしたり、さらに、 による指示が
行なわれても、経路探索手段が、自動走行路線を優先した経路の選択を行なわないように
構成する 車両が自動走行装置を備えていない場合には、自動走行路線を優先して選択す
る意味がないためである。
【０００９】
自動走行路線に該当する道路を含む経路を優先的に選択するためには、請求項２に記載し
たように、リンクデータには、それぞれコストが付与され、経路探索手段は、経路に含ま
れるリンクデータのコストの合計が小さくなるように、経路を選択するものであり、指示
手段によって自動走行路線を優先するように指示された場合には、自動走行路線に該当す
る道路のリンクデータのコストが小さく変更されることが好ましい。これにより、自動走
行路線に該当する道路を含む経路のコストが低減され、結果として、他の種類の道路から
なる経路よりも選択されやすくなる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態におけるカーナビゲーション装置に関して、図面に基づいて説
明する。
【００１２】
図１は、実施形態に係わるカーナビゲーション装置の概略構成を示すブロック図である。
同図に示すように、本実施形態のカーナビゲーション装置は、地磁気センサ２、ジャイロ
スコープ３、距離センサ４、ＧＰＳ受信機５等からなる位置検出器１を備えている。さら
に、地図データ入力器６、操作スイッチ群７、及びマイク（図示せず）を備えた音声認識
ユニット１３を備え、これらの機器は、位置検出器１とともに、ナビゲーションＥＣＵ８
に接続され、各機器からの信号がナビゲーションＥＣＵ８に入力される。
【００１３】
ナビゲーションＥＣＵ８には、さらに外部メモリ９、表示装置１０、外部情報入出力装置
１１、及びスピーカ１２が接続され、ナビゲーションＥＣＵ８はこれらの機器に対して信
号を出力するとともに、一部の機器からの信号を入力する。
【００１４】
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スイッチは、判定手段による判定結果に応じて、当該スイッチによる指示の有効・無効
と、表示・非表示のいずれかが切り替えられるものであり、

判定手段によって車両が自動走行装置を備えていると判定され、スイッチによって自動
走行路線を優先するように指示された

ユーザによって操作され、
スイッチ そ

のスイッチによる指示がなされた

かつスイッチによる指示がなされた

スイッチによる指示を無効に切り
替えたり、非表示に切り替えたりする。具体的には、スイッチ

スイッチ
スイッチ

。



ナビゲーションＥＣＵ８は通常のコンピュータとして構成されており、内部には周知のＣ
ＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力回路、及びこれらの構成を接続するバスラインが備えられ
ている。ＲＯＭには、車載ナビゲーション装置が実行するためのプログラムが書き込まれ
ており、このプログラムに従ってＣＰＵが所定の演算処理を実行する。なお、このプログ
ラムは、外部情報入出力装置１１から取得したり、外部メモリ９を介して外部から取得す
ることもできる。
【００１５】
位置検出器１は、車両の現在位置を検出するためのもので、上述のように地磁気センサ２
、ジャイロスコープ３、距離センサ４、及び衛星からの電波に基づいて車両の位置を検出
するＧＰＳ (Global Positioning System)のためのＧＰＳ受信機５を有している。これら
は、各々が性質の異なる誤差を持っているため、複数のセンサにより各々補完しながら現
在位置を算出できるように構成されている。なお各センサの精度によっては、位置検出器
１を上述した内の一部のセンサで構成してもよく、更にステアリングの操舵位置を検出す
る回転センサ、車体に発生するヨーを検出するヨーレートセンサなどを用いてもよい。
【００１６】
地図データ入力器６は、道路地図データや目印データ、あるいは目的地を設定するための
各種の検索情報等の地図データをナビゲーションＥＣＵ８に入力するためのものである。
この地図データ入力器６は、各種の地図データを記憶する記憶媒体を備え、その記憶媒体
としては、データ量からＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭを用いるのが一般的であるが、メ
モリカードやハードディスクなどの媒体を用いてもよい。
【００１７】
ここで、上記道路地図データについて説明する。道路地図データは、複数の道路が交差、
合流、分岐する地点に関するノードデータと、その地点間を結ぶ道路に関するリンクデー
タとからなる。ノードデータは、図２（ａ）に示すように、ノード毎に固有の番号を付し
たノードＩＤ、ノード座標、ノード名称、ノードに接続する全てのリンクのリンクＩＤが
記述される接続リンクＩＤ、及び交差点種類、右左折専用レーン情報、車線数、規制情報
等の各データから構成される。また、リンクデータは、図２（ｂ）に示すように、道路毎
に固有の番号を付したリンクＩＤ、リンク長、始点及び終点の座標、高速道路や一般道路
等の道路種別、道路幅員、リンクコスト等の各データから構成されている。そして、この
道路地図データは、階層構造を有し、表示される道路地図の縮尺率に応じて、表示される
リンク及びノードがその階層構造の中で切り換えられる。
【００１８】
外部メモリ９は、目的地とすべき地点を予め登録させ、その登録した地点を記憶したり、
その他、ナビゲーション装置の付加的な機能を実行するためのデータを保存するために用
いられる。
【００１９】
表示装置１０は例えば液晶ディスプレイによって構成され、表示装置１０の画面には位置
検出器１によって検出された車両の現在位置に基づいて表示される自車両マークと、地図
データ入力器６より入力される道路地図データと、更に地図上に表示する誘導経路等の付
加データ等が表示される。
【００２０】
操作スイッチ入力群７は、例えば表示装置１０と一体になったタッチスイッチもしくはメ
カニカルなスイッチなどが用いられ、各種入力に使用される。例えば、本実施形態による
カーナビゲーション装置はいわゆる経路案内機能を備えており、操作スイッチ群７により
目的地の位置を入力すると、現在位置を出発地として、目的地までの最適な経路を自動的
に選択して走行経路が形成され、その走行経路に沿った案内がなされる。
【００２１】
外部情報入出力装置１１は、例えばＶＩＣＳ（ Vehicle Information and Communication 
System）などの外部から提供される情報を受信し、また外部へ情報を発信する装置である
。外部から受け取った情報は、ナビゲーションＥＣＵ８で処理し、例えば渋滞情報や規制
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情報等は地図上に重ねて表示する。また必要であれば、ナビゲーションＥＣＵ８で処理し
た情報を外部情報入出力装置１１から出力する。
【００２２】
スピーカ１２は、目的地までの経路の音声案内や各種警告音等の出力に使用されるもので
あり、例えば、車両に装備されたスピーカであっても良いし、カーナビゲーション装置に
内蔵されたものであっても良い。
【００２３】
音声認識ユニット１３は、カーナビゲーション装置を音声操作するための、ユーザの発話
内容を認識し、その認識結果をナビゲーションＥＣＵ８に与える。
【００２４】
上述のカーナビゲーション装置を搭載した車両には、図３に示すように自動走行路線を自
動走行するための自動走行装置２０が設けられている。なお、図示しないが、自動走行路
線には、その車線毎に、所定の間隔で磁気ネイル等の信号発信器が埋設されている。自動
走行装置２０は、その信号発信機からの信号を受信する信号受信器２１を備える。この信
号受信器２０は、車両の幅方向の略中心に設けられ、車線の略中心位置に設けられた信号
発信機との相対的な位置ずれを検出する。制御装置２２は、その検出結果に基づいて、ス
テアリング駆動装置２３、アクセル駆動装置２４、ブレーキ駆動装置２５を駆動し、車両
が車線の中心に沿って走行するように制御する。
【００２５】
なお、このような自動走行装置２０は単なる一例であって、各車線に埋設された信号発信
器以外の通信手段を用いて、路側から道路の形状や制限速度の情報を取得して、自動走行
を行なうものであっても良いし、先行車両と連結もしくは先行車両に追従して自動走行を
行なうものであっても良い。
【００２６】
次に、本実施形態の特徴である、２地点間、例えば出発地から目的地までの走行経路を探
索する経路探索処理について、図２（ａ）のノードデータの構成図、図２（ｂ）のリンク
データの構成図、図４のフローチャート、及び図５の走行経路のイメージ図を用いて説明
する。
【００２７】
操作スイッチ群７や音声操作によって目的地が入力された場合に、図４に示す経路探索フ
ローが実行される。この経路探索フローでは、まず、ステップＳ１００において、自車両
の現在位置を出発地とし、この出発地から目的地までの探索用リンク、ノードを、図２（
ａ）、（ｂ）に示すノードデータ及びリンクデータに基づいて、抽出する。なお、ユーザ
は、操作スイッチ群７等の操作により、出発地を現在位置から変更することも可能である
。
【００２８】
ここで、出発地から目的地までの探索用リンク、ノードの抽出について説明する。本実施
形態においては、探索用リンク，ノードの抽出に関して公知のダイクストラ法等の手法を
用いる。すなわち、リンクデータは、図２（ｂ）に示すように、始点終点のノード座標を
有している。従って、出発地の座標を基に、このノード座標を参照することで、出発地付
近のリンクであるか否かの判断をすることができる。また、図２（ａ）のノードデータの
接続リンクＩＤを参照することにより、リンクの接続関係を特定することができる。従っ
て、出発地付近のリンクと接続関係にあるリンクを、ノードデータの接続リンクＩＤから
特定してゆくことで、複数のリンクによって構成される出発地付近の道路が特定される。
このように、接続関係にあるリンク、ノードを展開していき、その都度、各ノードに到る
までの最小コストとなる経路を算出する。そして、各ノードに到るまでの最小コストとな
る経路が算出された後は、そのノードを経由して、さらにリンク、ノードを展開する際に
は、その経由ノードまでの経路を最小コストとなる経路として確定させた上で、展開され
たノードまでの最小コスト経路を選択する。そして、展開された探索用ノードが目的地と
一致するまで、上記の計算を繰り返すことにより、出発地から目的地までの最小コストと
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なる経路を選択することができる。
【００２９】
ただし、出発地と目的地との間に存在する全てのリンク及びノードに関して、上記計算を
行なうと、その計算量が膨大になるため、実際には、出発地から目的地に向かう方向やリ
ンクデータ及びノードデータの階層を考慮しつつ、探索対象となるリンク、ノードをでき
る限り省略し、探索を効率的に行なう。
【００３０】
なお、リンクのコストに関しては、リンクの長さ、道路種別、平均走行速度等を考慮して
、各リンクに予め付与されている。さらに、リンクの接続関係もコストとしてノードデー
タに付与しても良い。つまり、２つのリンクが直進状態で接続されている場合に比較し、
左折を行なう場合、さらに右折を行なう場合の方が、走行しにくく感じる。このため、そ
のような右左折を行なうように２つのリンクが接続されている場合には、ノードデータに
それらに応じたコストを付与すると、走行しやすさをも考慮したコストの算出を行なうこ
とができる。
【００３１】
ステップ１１０では、ステップ１００にて抽出された探索リンク，ノードから構成される
各経路のコストを算出する。そして、ステップＳ１２０では、自動走行に対応した車両で
あるか否かを判定する。すなわち、図３に示した自動走行装置２０を備えているか否かを
判定する。この判定を行なうには、例えば、車内ＬＡＮが装備されている車両においては
、ナビゲーションＥＣＵ８が自動走行装置２０へ問い合わせを行なったり、あるいは自動
走行装置２０を車両に装着した際に、ナビゲーションＥＣＵ８に自動走行装置２０を装着
した旨のデータを記憶させても良い。
【００３２】
ステップＳ１２０にて、自動走行に対応していると判定されると、ステップＳ１３０にて
、自動走行路線を出発地から目的地までの経路として優先的に選択することが指示されて
いるか否かを判定する。本実施例におけるナビゲーション装置では、経路の探索時に操作
スイッチ群７等により「一般道優先」、「有料道路優先」、「自動走行路線優先」を選択
することができ、「自動走行路線優先」が選択された場合に、ステップＳ１３０にて「Ｙ
ｅｓ」と判定される。この場合、ステップＳ１４０に進んで、抽出したリンク、ノードに
よる経路が自動走行路線に該当するか否かを判別する。なお、自動走行路線に該当するリ
ンクに関して、リンクデータの道路種別に「自動走行路線」と記憶させておくことにより
、自動走行路線に該当するか否かを判別することができる。また、自動走行路線に該当す
るリンク、ノードに関する最新のデータを、外部情報入出力装置１１から取得して、その
データに基づいて判断しても良い。
【００３３】
ステップＳ１４０にて抽出したリンク、ノードによる経路が自動走行路線に該当すると判
定されると、ステップＳ１５０に進み、その自動走行路線に該当する部分の経路のコスト
を低減する。すなわち、自動走行路線に該当する経路が本来有している現経路コストに１
より小さい係数Ｋを乗じることによって、自動走行路線の経路コストを低減する。
【００３４】
ステップＳ１６０では、所定の探索用ノードまで到達する際の最低コストとなる経路を、
その経路を構成するリンク及びノードのコストに基づいて、選択する。なお、ステップＳ
１２０にて自動走行に対応していないと判定された場合や、ステップＳ１３０にて自動走
行路線を優先して選択することが指示されていないと判定した場合には、ステップＳ１４
０，Ｓ１５０を実行することなく、ステップＳ１６０の処理が実行される。
【００３５】
ステップＳ１７０では、探索したノードが目的地に一致したか否かが判別される。目的地
に一致した場合には、目的地までの最小コストとなる経路が選択されたことになるため、
本経路探索フローを終了する。一方、目的地に一致していない場合には、ステップＳ１０
０からの処理を繰り返す。
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【００３６】
上述した経路探索フローに従って、出発地から目的地までの経路を探索した場合の、経路
の選択例を図５（ａ）、（ｂ）に示す。図５（ａ）に示すように、出発地及び目的地が設
定された場合、距離的には一般道を走行した方が近い。このため、一般道を経由する経路
コストの方が、自動走行路線を経由する本来の経路コストよりも小さくなり、本実施形態
のように自動走行路線を優先する経路選択ができない場合には、一般道を経由した経路が
設定されてしまう。
【００３７】
しかし、本実施形態によるカーナビゲーション装置によれば、自動走行路線を優先した経
路の設定を行なうことができるので、すなわち、自動走行路線に該当するリンク、ノード
のコストが本来のコストよりも低減されるので、自動走行路線を経由した経路が最小コス
ト経路として優先的に選択されるのである。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態に係わる、カーナビゲーション装置の概略的な構成を示すブロック図で
ある。
【図２】（ａ）はノードデータの構成図、（ｂ）はリンクデータの構成図である。
【図３】車両に装備される自動走行装置の構成を示すブロック図である。
【図４】カーナビゲーション装置において実装される経路探索処理を示すフローチャート
である。
【図５】（ａ），（ｂ）は、本実施形態による出発地から目的地までの経路の選択例を示
すイメージ図である。
【符号の説明】
１　位置検出器
６　地図データ入力器
７　操作スイッチ群
８　ナビゲーションＥＣＵ
１０　表示装置
１１　外部情報入出力装置
１２　スピーカ
１３　音声認識ユニット
２０　自動走行装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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