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(57)【要約】
【課題】走行可能な目標軌道を生成できる可能性を高め
る技術の提供。
【解決手段】車両の過去の走行軌跡を取得する走行軌跡
取得部と、道路の幅方向における前記走行軌跡の分布に
基づいて、前記幅方向において前記車両の現在以後の目
標軌道が存在し得る走行範囲を取得する走行範囲取得部
と、を備える走行範囲取得システムを構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の過去の走行軌跡を取得する走行軌跡取得部と、
　道路の幅方向における前記走行軌跡の分布に基づいて、前記幅方向において前記車両の
現在以後の目標軌道が存在し得る走行範囲を取得する走行範囲取得部と、
を備える走行範囲取得システム。
【請求項２】
　前記車両の前記目標軌道を取得する目標軌道取得部をさらに備え、
　前記走行範囲取得部は、前記走行軌跡の分布範囲に応じて細分化された複数の前記走行
範囲を取得し、
　前記目標軌道取得部は、複数の前記走行範囲の中から前記車両の状態に応じて前記走行
範囲を選択し、選択された前記走行範囲内で前記目標軌道を取得する、
請求項１に記載の走行範囲取得システム。
【請求項３】
　前記走行範囲には、
　　推奨走行範囲と、前記推奨走行範囲の周囲に存在し前記車両の走行が許容される最大
限の範囲を示す許容走行範囲と、が含まれ、
　前記目標軌道取得部は、
　　前記車両が前記推奨走行範囲内を走行可能である場合には前記推奨走行範囲内で前記
目標軌道を取得し、
　　前記車両が前記推奨走行範囲内を走行可能でない場合には前記許容走行範囲内で前記
目標軌道を取得する、
請求項２に記載の走行範囲取得システム。
【請求項４】
　前記走行範囲取得部は、
　　前記走行軌跡の前記幅方向におけるヒストグラムの頂点を前記幅方向に垂直な方向に
結んだ線を取得し、前記線を含み前記線の周囲に存在する前記推奨走行範囲を取得し、
　前記目標軌道取得部は、
　　前記車両が前記線上を走行可能である場合には前記線を前記目標軌道として取得し、
　　前記車両が前記線上を走行可能でない場合には前記推奨走行範囲内で前記車両が走行
可能な軌道を前記目標軌道として取得する、
請求項３に記載の走行範囲取得システム。
【請求項５】
　前記走行範囲取得部は、
　　前記幅方向において、統計精度の基準を満たす前記頂点を取得し、
　　前記幅方向に前記頂点が複数個存在する場合、前記頂点のそれぞれを含む複数の前記
推奨走行範囲を取得し、
　前記目標軌道取得部は、
　　前記車両の走行予定経路に基づいて前記推奨走行範囲を選択する、
請求項４に記載の走行範囲取得システム。
【請求項６】
　道路の幅方向における車両の過去の走行軌跡の分布に基づいて取得された、前記幅方向
において前記車両の現在以後の目標軌道が存在し得る走行範囲に基づいて、前記走行範囲
内で前記車両の前記目標軌道を取得し、前記目標軌道に沿って前記車両を走行させる車両
制御部、
を備える車両制御システム。
【請求項７】
　コンピュータを、
　車両の過去の走行軌跡を取得する走行軌跡取得部、
　道路の幅方向における前記走行軌跡の分布に基づいて、前記幅方向において前記車両の
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現在以後の目標軌道が存在し得る走行範囲を取得する走行範囲取得部、
として機能させる走行範囲取得プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走行範囲取得システム、車両制御システムおよび走行範囲取得プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両を自動的に運転させる際に参照する等のために、車両の目標軌道を取得する
技術が知られている。例えば、特許文献１においては、手動運転中に取得された車両の位
置の履歴から車両の走行軌跡を作成し、平均化することによって目標軌道を設定する技術
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－２２３５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術においては、走行軌跡が平均化されるため、道路における目標軌道は１本の軌
道に限定される。しかし、車両の車速などの走行状態は一様ではないため、目標軌道が限
定されていると、当該目標軌道に合わせて車両を走行させることが困難になる場合があっ
た。
  本発明は、前記課題にかんがみてなされたものであり、走行可能な目標軌道を生成でき
る可能性を高め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】
【０００５】
　上述の目的を達成するため、走行範囲取得システムは、車両の過去の走行軌跡を取得す
る走行軌跡取得部と、道路の幅方向における走行軌跡の分布に基づいて、幅方向において
車両の現在以後の目標軌道が存在し得る走行範囲を取得する走行範囲取得部と、備える。
【０００６】
　また、上記の目的を達成するため、走行範囲取得プログラムは、コンピュータを、車両
の過去の走行軌跡を取得する走行軌跡取得部、道路の幅方向における走行軌跡の分布に基
づいて、幅方向において車両の現在以後の目標軌道が存在し得る走行範囲を取得する走行
範囲取得部、として機能させる。
【０００７】
　すなわち、走行範囲取得システムおよび走行範囲取得プログラムにおいては、道路の幅
方向に１地点ではなく、幅方向において複数の地点を選択し得る走行範囲を取得する。当
該走行範囲は、目標軌道が存在し得る範囲である。従って、当該走行範囲から目標軌道を
取得すれば、車両の状態に変化があったとしても、走行可能な目標軌道を生成できる可能
性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】車両制御システムおよび走行範囲取得システムのブロック図である。
【図２】道路上の推奨走行範囲および許容走行範囲の例を示す図である。
【図３】走行範囲取得処理のフローチャートである。。
【図４】目標軌道取得処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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　ここでは、下記の順序に従って本発明の実施の形態について説明する。
（１）システム構成：
（２）走行範囲取得処理：
（３）目標軌道取得処理：
（４）他の実施形態：
【００１０】
　（１）システム構成：
  図１は、本発明の一実施形態である車両制御システムとして機能するナビゲーションシ
ステム１０と、本発明の一実施形態である走行範囲取得システムとして機能するサーバ１
００との構成を示すブロック図である。本実施形態においてナビゲーションシステム１０
は、サーバ１００と通信可能である。なお、ナビゲーションシステム１０は、複数個存在
し得る。
【００１１】
　本実施形態にかかるナビゲーションシステム１０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備え
る制御部２０および記録媒体３０を備えており、制御部２０は、当該ＲＯＭや記録媒体３
０に記録された種々のプログラムを実行することができる。さらに、ナビゲーションシス
テム１０は、通信部４０、ＧＮＳＳ受信部４１、車速センサ４２、ジャイロセンサ４３、
車両制御ＥＣＵ４４、カメラ４５を備えている。ＧＮＳＳ受信部４１は、Global Navigat
ion Satellite Systemの信号を受信する装置であり、航法衛星からの電波を受信し、図示
しないインタフェースを介して車両の現在地を算出するための信号を出力する。制御部２
０は、この信号を取得して車両の現在地を取得する。車速センサ４２は、車両が備える車
輪の回転速度に対応した信号を出力する。制御部２０は、図示しないインタフェースを介
してこの信号を取得し、車速を取得する。ジャイロセンサ４３は、車両の水平面内の旋回
についての角加速度を検出し、車両の向きに対応した信号を出力する。制御部２０は、こ
の信号を取得して車両の進行方向を取得する。車速センサ４２およびジャイロセンサ４３
等は、車両の走行軌跡を特定するために利用され、本実施形態においては、車両の出発地
と走行軌跡とに基づいて現在地が特定され、当該出発地と走行軌跡とに基づいて特定され
た車両の現在地がＧＮＳＳ受信部４１の出力信号に基づいて補正される。
【００１２】
　車両制御ＥＣＵ４４は、車両の挙動を制御するためのＥＣＵ（Electronic Control Uni
t）である。車両制御ＥＣＵ４４は、制御部２０から制御量を取得し、当該制御量で制御
対象を制御する。制御対象は、種々の装置であって良く、例えば、図示しないステアリン
グ、エンジン（スロットル等）、モーター、ブレーキ、変速機等が挙げられる。むろん、
制御量を特定するために、カメラ４５や各種のセンサ、例えば、ミリ波レーダーやレーザ
ーレーダー等を備えていて良く、制御部２０が出力する制御量と異なる制御量が適宜追加
される（例えば、障害物の回避等が行われる）構成等であっても良い。
【００１３】
　カメラ４５は、車両が走行する道路上の左右の区画線を視野に含むように車両に対して
固定されたカメラであり、所定の周期で画像を撮影し、撮影された画像を示す画像情報を
生成して出力する。制御部２０は、カメラ４５が出力する画像情報を取得する。画像情報
は、種々の用途に利用されて良い。本実施形態において、制御部２０は、画像情報に含ま
れる車線の区画線を特定し、区画線の種類から車両が走行中の車線を特定することができ
る。
【００１４】
　記録媒体３０には、予め地図情報３０ａが記録されている。地図情報３０ａには、経路
案内および車両制御に利用される情報が含まれている。また、記録媒体３０には、サーバ
１００から送信された走行範囲情報３００ｂが記録される。地図情報３０ａは、走行予定
経路の案内に利用される情報であり、車両の位置や案内対象の施設の特定、車線の特定等
に利用される。具体的には、地図情報３０ａは、車両が走行する道路上に設定されたノー
ドの位置等を示すノードデータ，ノード間の道路の形状を特定するための形状補間点の位
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置等を示す形状補間点データ，ノード同士の連結を示すリンクデータ，道路やその周辺に
存在する地物の位置等を示すデータ等を含んでいる。また、本実施形態において、リンク
データは道路区間上での車両の進行方向毎に定義されており、進行方向が対応づけられて
いる。このため、双方向通行の道路においては、各方向に対応してリンクが１本ずつ定義
されることになる。
【００１５】
　さらに、本実施形態においては、リンクデータに対してレーンデータが対応づけられて
いる。レーンデータは、道路上に存在する車線を示す情報であり、道路上に存在する車線
の数と車線の位置と車線の幅を示す情報が含まれている。また、リンクデータが示す道路
区間上で車線構成が変化する場合、レーンデータにはそれぞれの車線構成を示す情報が含
まれている。例えば、交差点直前以外の区間では車線数が２であるが、交差点直前では車
線数が増加して３になる道路区間においては、車線数が２から３に変化する位置と、変化
前後の車線数を示す情報とがレーンデータに含まれている。
【００１６】
　また、レーンデータには、各車線において選択可能な進行方向が対応づけられている。
例えば、あるリンクデータがあるノードへの進入道路を示しており、当該あるノードが存
在する交差点への進入道路上に３個の車線が存在し、左車線、中央車線、右車線のそれぞ
れにおいて、直進および左折が可能、直進が可能、右折が可能である場合、これらを示す
情報がレーンデータに含まれている。なお、レーンデータには、車線の左右両側に存在す
る区画線の態様（実線、または破線）が含まれていても良い。ただし、区画線の態様がレ
ーンデータに含まれていなくても、通常は、道路の左右端における区画線が実線であり、
これら以外は破線であるため、車線の数に基づいて区画線の種類を特定することも可能で
ある。
【００１７】
　走行範囲情報３００ｂは、車両の目標軌道が存在し得る走行範囲を示す情報であり、本
実施形態においては、道路上の車線毎、および道路上での車両の車速毎に定義される。な
お、本実施形態において、走行範囲は複数個存在する。すなわち、本実施形態における走
行範囲は、通常の走行において利用される推奨走行範囲と、推奨走行範囲内を走行できな
い場合に利用される許容走行範囲とによって構成されている。走行範囲情報３００ｂは、
これらの走行範囲を示しており、本実施形態において走行範囲情報３００ｂはサーバ１０
０で生成される。走行範囲を生成する際の詳細は後述する。
【００１８】
　走行範囲情報３００ｂは、推奨走行範囲と許容走行範囲とのそれぞれを示していれば良
く、本実施形態においては、各車線において道路が延びる方向に一定距離毎に設定された
各位置について幅方向の範囲を示している。図２は、推奨走行範囲Ｚ1と許容走行範囲Ｚ2

との例を示す図であり、図２の右側に示す１車線の道路Ｒについて、推奨走行範囲Ｚ1を
薄いグレー、許容走行範囲Ｚ2を濃いグレーで着色して示している。なお、推奨走行範囲
Ｚ1と許容走行範囲Ｚ2とは、道路が延びる方向に一定距離毎に設定された各位置について
定義されるため、離散的な位置について定義されるが、それらを道路幅方向に連続した値
であると見なすことにより、図２のような走行範囲と見なすことが可能である。むろん、
走行範囲情報３００ｂの定義態様は種々の態様であってよく、例えば、画像データ等で定
義されていてもよい。
【００１９】
　本実施形態における走行範囲情報３００ｂにおいて、走行範囲は車両の目標軌道が存在
し得る範囲であり、これらの走行範囲の中から目標軌道が生成される。本実施形態におい
ては、目標軌道として推奨される軌道が予めサーバ１００によって生成され、走行範囲情
報３００ｂに含まれている。図２においては、道路上の推奨走行範囲Ｚ1に対して黒い矢
印で示す目標軌道を重ねて示している。
【００２０】
　本実施形態において制御部２０は、図示しないナビゲーションプログラムの機能により
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、車両の走行予定経路を探索することができる。ナビゲーション機能を実行する際、制御
部２０は、ナビゲーションプログラムの機能により、図示しないユーザＩ／Ｆ部の入力部
（ボタンやタッチパネル等）を介して運転者による目的地の入力を受け付ける。また、制
御部２０は、ＧＮＳＳ受信部４１、車速センサ４２、ジャイロセンサ４３の出力信号に基
づいて車両の現在地を取得する。そして、制御部２０は、地図情報３０ａを参照し、現在
地を出発地とし、目的地まで走行するための経路を探索し、走行予定経路として取得する
。
【００２１】
　走行予定経路が特定された状態で車両の走行が開始されると、制御部２０は、ナビゲー
ションプログラムの機能により、ＧＮＳＳ受信部４１、車速センサ４２、ジャイロセンサ
４３の出力信号に基づいて一定期間毎に現在地を特定する。また、制御部２０は、カメラ
４５が出力する画像情報に基づいて車両が走行している車線を特定する。そして、制御部
２０は、ユーザＩ／Ｆ部の出力部（ディスプレイやスピーカー等）に制御信号を出力し、
現在地が走行予定経路に沿って移動するように経路案内を行う。経路案内実行の可否は利
用者によって決定されて良く、車両の自動制御が行われている場合に経路案内が行われな
い構成等であっても良い。
【００２２】
　本実施形態において、ナビゲーションシステム１０は、車両の位置と、車両が走行した
車線と、車速とを走行軌跡情報として収集することができる。すなわち、制御部２０は、
ＧＮＳＳ受信部４１、車速センサ４２、ジャイロセンサ４３の出力信号に基づいて特定し
た一定期間毎の現在地を位置の履歴として収集する。また、制御部２０は、車両の現在地
が取得された段階でカメラ４５の出力に基づいて特定された車線を、車両の各位置に対応
づける。さらに、制御部２０は、車両の現在地が取得された段階で車速センサ４２の出力
に基づいて特定された車速を、車両の各位置に対応づける。そして、制御部２０は、通信
部４０を介して車両の位置と、車両が走行した車線と、車速とを、任意のタイミングにお
いて走行軌跡情報としてサーバ１００に送信する。
【００２３】
　ナビゲーションプログラムには、走行予定経路に沿って車両を自動走行させる機能が含
まれている。車両を自動走行させる機能は、車両制御プログラム２１によって実現される
。車両制御プログラム２１は、走行予定経路に沿って車両を走行させる機能を制御部２０
に実行させる当該機能を実行するため、目標軌道取得部２１ａと車両制御部２１ｂを備え
ている。
【００２４】
　目標軌道取得部２１ａは、車両の目標軌道を取得する機能を制御部２０に実行させるプ
ログラムモジュールである。本実施形態において、目標軌道は、走行範囲情報３００ｂに
含まれており、サーバ１００で生成される。そこで、制御部２０は、通信部４０を介して
サーバ１００から走行範囲情報３００ｂを取得し、記録媒体３０に記録させる。
【００２５】
　なお、本実施形態においては、走行範囲情報３００ｂには目標軌道を示す情報が含まれ
ているが、当該目標軌道は、後述するように、走行軌跡のヒストグラムの頂点を結んだ線
である。そして、通常は、当該目標軌道に沿って車両が移動するように車両制御が行われ
る。しかし、車両の状態（車速や、種々の回避行動等によって例外的な軌道を走行してい
るなど）によっては、走行範囲情報３００ｂに含まれる目標軌道に沿って車両を走行させ
ることが出来ない場合がある。
【００２６】
　このため、本実施形態においては、ナビゲーションシステム１０側で目標軌道を生成（
サーバ１００が生成した目標軌道を修正）することが可能である。この意味で、本実施形
態においては、サーバ１００、ナビゲーションシステム１０の双方が目標軌道を取得する
機能を有しているが、むろん、いずれか一方に存在し、何れか一方で取得された目標軌道
が利用される構成であっても良い。



(7) JP 2020-75561 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

【００２７】
　なお、制御部２０は、走行範囲情報３００ｂに含まれる目標軌道に沿って走行可能であ
るか否かを、車両に作用する前後方向の加速度および横方向の加速度に基づいて特定する
。すなわち、本実施形態においては、前後方向の加速度や横方向の加速度に対して予め上
限値（例えば、０．２Ｇ：Ｇは重力加速度）が決められており、制御部２０は、当該上限
値を超えない範囲で目標軌道上を車両が走行可能である場合に、目標軌道に沿って走行可
能であると見なす。
【００２８】
　このため、制御部２０は、走行範囲情報３００ｂに含まれる目標軌道を所定の規則で走
行した場合に、車両に作用する前後方向および横方向の加速度を算出する。当該加速度は
、車両の状態に基づいて特定される。例えば、制御部２０が、目標軌道上の複数の位置毎
の車速を特定し、当該車速で車両の重量の物体を移動させる場合に作用する加速度を算出
するなどして取得可能である。なお、位置毎の車速は、種々の手法で特定されて良く、例
えば、車両の車速が維持されることが想定されても良いし、所定の規則で車速を変化され
る（例えば、カーブ前での減速等）ことが想定されても良い。
【００２９】
　走行範囲情報３００ｂに含まれる目標軌道に沿って走行可能でない場合、制御部２０は
、推奨走行範囲内で車両の軌道を仮設定する。仮設定される軌道は種々の手法で特定され
て良く、例えば、推奨走行範囲内で車両が最もスムーズに走行できるように、車両の現在
位置から所定距離前方の目標軌道上の位置までを滑らかに接続する曲線を仮設定するなど
して実現可能である。なお、当該区間を滑らかに接続する曲線は、種々の曲線であって良
く、例えば、クロソイド曲線やベジェ曲線等が挙げられる。
【００３０】
　軌道が仮設定されると、制御部２０は、当該軌道上を走行可能であるか否か判定する。
当該判定は、走行範囲情報３００ｂに含まれる目標軌道における判定と同様であってよい
。例えば、前後方向や横方向に対して上限値を超える加速度が作用しない場合に走行可能
であると判定される構成等を採用可能である。仮設定された軌道を走行可能であると判定
された場合、制御部２０は、当該軌道を目標軌道と見なす。すなわち、車両が推奨走行範
囲内を走行可能である場合、制御部２０は、推奨走行範囲内で目標軌道を取得する。
【００３１】
　車両が推奨走行範囲内で走行可能でない場合、制御部２０は、許容走行範囲内で目標軌
道を取得する。すなわち、制御部２０は、一部が許容走行範囲内に含まれる得る目標軌道
であって、車両に作用する加速度を極小化する目標軌道を取得する。例えば、カーブする
軌道や左右方向に車両が移動する軌道において、横加速度が極小化されるように（曲率が
最小になるように）目標軌道を設定する。
【００３２】
　いずれにしても、目標軌道が取得されると、制御部２０は、車両制御部２１ｂの機能に
より、当該目標軌道に沿って車両を走行させる。すなわち、制御部２０は、目標軌道を制
御目標とし、当該目標軌道と現在の状況との差分を解消するための制御量を特定する。例
えば、制御部２０がＧＮＳＳ受信部４１、車速センサ４２、ジャイロセンサ４３の出力信
号に基づいて車両の現在地を取得し、目標軌道と差異がある場合に車両の現在地から目標
軌道に移動していくための制御軌道を生成する。そして、制御部２０は、車両が制御軌道
に沿って移動するための制御量を取得する。むろん、目標軌道と現在の状況との差分は他
のセンサ、例えばカメラ４５や図示しないミリ波レーダー、レーザーレーダー等によって
特定されても良い。なお、現在地が目標軌道上である場合、制御量は、車両が目標軌道に
沿って移動するための制御量である。
【００３３】
　制御量が取得されると、制御部２０は、当該制御量を車両制御ＥＣＵ４４に対して出力
する。車両制御ＥＣＵ４４が当該制御量に基づいて制御対象を制御すると、車両は制御軌
道に沿って移動し、車両が目標軌道上に達すると、車両は目標軌道に沿って移動する。す
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なわち、車両は走行範囲内を走行し、走行予定経路に沿って走行する。以上の構成におい
ては、道路の幅方向に１地点ではなく、幅方向において複数の地点を選択し得る走行範囲
（推奨走行範囲および許容走行範囲）が取得される。そして、本実施形態においては、走
行範囲内に目標軌道が設定されるため、多様な選択肢から目標軌道を設定することができ
る。従って、車両の状態に変化があったとしても、走行可能な目標軌道を生成できる可能
性を高めることができる。
【００３４】
　本実施形態にかかるサーバ１００は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備える制御部２００
を備えており、制御部２００は、当該ＲＯＭや記録媒体３００に記録された種々のプログ
ラムを実行することができる。さらに、サーバ１００は、通信部４００および記録媒体３
００を備えている。通信部４００は、外部の装置と無線通信をするための装置であり、制
御部２００は、通信部４００を介してナビゲーションシステム１０と通信することができ
る。
【００３５】
　本実施形態において、制御部２００は、走行範囲取得プログラム２１０を実行すること
ができる。制御部２００は、走行範囲取得プログラム２１０の機能により、走行範囲を取
得することができる。このような処理を行うため、走行範囲取得プログラム２１０は、走
行軌跡取得部２１０ａ、走行範囲取得部２１０ｂ、目標軌道取得部２１０ｃを備えている
。
【００３６】
　走行軌跡取得部２１０ａは、車両の過去の走行軌跡を取得する機能を制御部２００に実
行させるプログラムモジュールである。本実施形態において、ナビゲーションシステム１
０は任意のタイミングで走行軌跡情報を送信する。制御部２００は、通信部４００を介し
て当該走行軌跡情報を取得し、記録媒体３００に走行軌跡情報３００ａとして記録する。
本実施形態において、ナビゲーションシステム１０は、複数台稼働していることが想定さ
れている。従って、走行軌跡情報３００ａは、複数の車両の走行軌跡を示す情報として記
録媒体３００に蓄積されていく。
【００３７】
　走行範囲取得部２１０ｂは、道路の幅方向における走行軌跡の分布に基づいて、幅方向
において車両の現在以後の目標軌道が存在し得る走行範囲を取得する機能を制御部２００
に実行させるプログラムモジュールである。また、目標軌道取得部２１０ｃは、車両の目
標軌道を取得する機能を制御部２００に実行させるプログラムモジュールである。本実施
形態において、制御部２００は、走行範囲取得部２１０ｂおよび目標軌道取得部２１０ｃ
の機能によって走行範囲情報３００ｂを生成する。
【００３８】
　このために、本実施形態において、制御部２００は、走行軌跡情報３００ａが示す走行
軌跡（位置の履歴）を道路が延びる方向に沿って一定距離毎にヒストグラムを生成する。
すなわち、道路が延びる方向における各位置に置いて走行軌跡は道路の幅方向に分布する
。制御部２００は、既定のタイミングで走行軌跡情報３００ａに基づいてヒストグラムを
生成する。
【００３９】
　図２においては、道路Ｒの４箇所におけるヒストグラムが例示されている。すなわち、
図２の左側に示すグラフはヒストグラムを曲線で模式的に示しており、道路Ｒ上の位置Ｐ

1～位置Ｐ4のヒストグラムが上から下に並べて示されている。このように、制御部２００
は、道路Ｒが延びる方向の複数の位置において、幅方向のヒストグラムを生成する。なお
、本実施形態においては、車両が走行した車線および車両の車速毎に走行範囲を定義する
ように構成されている。このため、制御部２００は、走行軌跡情報３００ａを車線および
車速毎に抽出し、車線および車速毎にヒストグラムを生成する。以後、ヒストグラムの解
析は車線および車速毎に行われる。
【００４０】
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　ヒストグラムが生成されると、その頂点の位置が道路の幅方向において車両が最も頻繁
に走行した位置になる。従って、当該頂点を道路の幅方向に垂直な方向に結んだ線は、最
も多くの車両が走行した位置の集合で形成された走行軌跡となる。このため当該線を目標
軌道とすることが妥当である。そこで、制御部２００は、目標軌道取得部２１０ｃの機能
により、各位置のヒストグラムを幅方向に比較し、最大値を頂点として特定する。そして
、制御部２００は、当該頂点を幅方向に垂直な方向に結んだ線を取得し、目標軌道とする
。
【００４１】
　なお、頂点（ヒストグラムが上に凸である極大部分）は、２箇所以上存在し得る。例え
ば、図２に示す道路Ｒ上においては、直進および左折予定の車両が左側に寄り、右折予定
の車両が右側に寄るため、位置Ｐ1に示すようにヒストグラムに頂点が２箇所形成される
。本実施形態において制御部２００は、統計精度の基準を満たす頂点を目標軌道として妥
当であると見なし、統計精度の基準が満たされるならば、２箇所以上であっても頂点を取
得する。
【００４２】
　なお、統計精度は、種々の手法で定義されて良く、本実施形態においては、走行頻度が
基準を満たす場合に統計精度が高いと見なされる。従って、ヒストグラムにおける度数が
最大値となる頂点が、統計精度の基準を満たすと見なされる。本実施形態においては、さ
らに、ヒストグラムにおける度数が最大値ではない頂点の度数が閾値（例えば、度数の最
大値に係数Ｃ（Ｃ＜１）を乗じた閾値）以上である場合に、当該頂点が統計精度の基準を
満たすと見なされる。むろん、統計精度は他の手法で定義されて良く、例えば、頂点から
既定の範囲（例えば±σの範囲）の面積が既定の基準以上であるような頂点が取得される
ような構成等を採用可能である。
【００４３】
　本実施形態において制御部２００は、このような、ヒストグラムにおける度数が最大値
ではない頂点を結ぶ線についても目標軌道として取得する。なお、このようにして取得さ
れた目標軌道は、車両の走行予定経路に応じて選択されればよい。走行予定経路が異なる
ことに起因して頂点が複数になり、各頂点を結ぶ目標軌道が生成される構成は、図２に示
すような構成以外にも、種々の場面で利用可能である。例えば、交差点を右左折によって
通過する場面において、交差点への進入車線が同一の車線であるが、交差点からの退出車
線が異なる（退出車線が複数個存在する）場合、頂点が複数個存在することが許容されて
いると、各退出車線に進入するための目標軌道を生成することができる。
【００４４】
　さらに、走行予定経路が異なることに起因して頂点が複数になり、各頂点を結ぶ目標軌
道が生成される構成によれば、より実態に即した目標軌道を取得することが可能になる。
例えば、１車線の道路上において、直進する車両と左折する車両が道路の左端を走行し、
右折する車両が道路の右端を走行する場合、幅方向の中央における走行軌跡の度数分布は
少ない。この場合において、走行軌跡が平均化されて目標軌道が取得されると、目標軌道
が中央に位置してしまう。このため、多くの車両が左端または右端を走行している道路で
中央を走行する軌道が目標軌道になってしまう。しかし、本実施形態によれば、幅方向に
複数個の頂点が生成されることが許容され、各頂点を結ぶ目標軌道が生成されることが許
容されている。従って、実態に即した目標軌道を取得することが可能である。
【００４５】
　目標軌道が取得されると、制御部２００は、走行軌跡の分布、すなわち、ヒストグラム
に基づいて走行範囲を取得する。具体的には、本実施形態において制御部２００は、分布
の標準偏差を取得する。そして、制御部２００は、各頂点を中心にして正負の方向に標準
偏差だけ離れた位置を推奨走行範囲の境界とすることによって推奨走行範囲を定義する。
図２においては、各位置Ｐ1～Ｐ4のヒストグラムにおいて、分布の頂点Ｖ1（および頂点
Ｖ2）から正負の方向に標準偏差σ1だけ離れた位置が境界として設定された推奨走行範囲
Ｚ1が薄いグレーで示されている。
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【００４６】
　なお、標準偏差σ1は種々の手法で算出されて良く、幅方向のヒストグラム全体が対象
として標準偏差σ1が算出されても良いし、特定の範囲のヒストグラムに基づいて標準偏
差σ1が算出されても良い。本実施形態において、制御部２００は、幅方向に頂点が２箇
所以上存在する場合、既定の位置、例えば各頂点の周囲の分布を各頂点の中間の位置や下
に凸の位置で切り分けて区別し、それぞれの分布の標準偏差σ1を取得する。従って、本
実施形態においては、ヒストグラムに複数の頂点が存在する場合、各頂点で標準偏差σ1

の値が異なり得る（位置Ｐ1についてのヒストグラム参照）。
【００４７】
　制御部２００が、道路上の各位置について推奨走行範囲Ｚ1を取得すると、制御部２０
０は、さらに、分布の標準偏差に基づいて許容走行範囲を取得する。本実施形態において
制御部２００は、頂点を中心にして正負の方向に標準偏差の２倍だけ離れた位置を推奨走
行範囲の境界とすることによって推奨走行範囲を定義する。図２においては、各位置Ｐ1

～Ｐ4のヒストグラムにおいて、分布の頂点Ｖ1（および頂点Ｖ2）から正負の方向に標準
偏差σ2の２倍だけ離れた位置が境界として設定された許容走行範囲Ｚ2が薄いグレーで示
されている。なお、頂点が複数個存在する場合、既に推奨走行範囲Ｚ1に設定されている
範囲は、推奨走行範囲Ｚ1となる。
【００４８】
　ここでも、標準偏差σ2は種々の手法で算出されて良く、幅方向のヒストグラム全体が
対象として標準偏差σ2が算出されても良いし、特定の範囲のヒストグラムに基づいて標
準偏差σ2が算出されても良い。本実施形態において、制御部２００は、幅方向のヒスト
グラム全体を対象として標準偏差σ2を算出する。従って、本実施形態においては、、ヒ
ストグラムに複数の頂点が存在する場合、標準偏差σ1と標準偏差σ2が異なり得る（位置
Ｐ1についてのヒストグラム参照）。
【００４９】
　以上のように、本実施形態における許容走行範囲Ｚ2は、頂点から正負の方向に標準偏
差の２倍だけ移動した位置が境界となる。従って、走行軌跡の大半は許容走行範囲Ｚ2内
に含まれる。すなわち、本実施形態において、許容走行範囲は、車両の走行が許容される
最大限の範囲を示す範囲であり、標準偏差の２倍の範囲に存在する走行軌跡が統計的に分
布の大半になることを利用して許容走行範囲が設定されている。また、本実施形態におい
て推奨走行範囲Ｚ1は、頂点から正負の方向に標準偏差だけ移動した位置が境界となる。
このため、走行軌跡の多くが統計的に推奨走行範囲Ｚ1に含まれるように、推奨走行範囲
Ｚ1が設定されている。
【００５０】
　以上のようにして目標軌道と、推奨走行範囲Ｚ1および許容走行範囲Ｚ2とが取得される
と、制御部２００は、解析対象である車線および車速における推奨走行範囲Ｚ1および許
容走行範囲Ｚ2を示す走行範囲情報３００ｂを生成し、目標軌道を対応づけて記録媒体３
００に記録する。このように、走行範囲情報３００ｂが記録媒体３００に記録された状態
でナビゲーションシステム１０から任意のタイミングで送信要求が行われると、制御部２
００は、通信部４００を介して走行範囲情報３００ｂをナビゲーションシステム１０に対
して送信する。
【００５１】
　（２）走行範囲取得処理：
  次に、走行範囲取得プログラム２１０による走行範囲取得処理を説明する。図３は走行
範囲取得処理を示すフローチャートである。走行範囲を取得するための処理は、任意のタ
イミングで実行されてよいが、本実施形態においては、ナビゲーションシステム１０から
走行軌跡情報が送信された場合に走行範囲取得処理が実行される。
【００５２】
　走行範囲取得処理が開始されると、制御部２００は、走行軌跡取得部２１０ａの機能に
よって走行軌跡情報を取得する（ステップＳ１００）。すなわち、制御部２００は、通信
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部４００を介して走行軌跡情報を取得し、記録媒体３００に走行軌跡情報として記録させ
る。
【００５３】
　次に、制御部２００は、走行範囲取得部２１０ｂの機能により、走行軌跡のヒストグラ
ムを取得する（ステップＳ１０５）。すなわち、制御部２００は、ステップＳ１００にお
いて取得された走行軌跡情報に含まれている車線および車速のそれぞれについてヒストグ
ラムを取得する。なお、本実施形態においては、予め車速が複数の範囲に分類されており
、各分類に属する車速が同一のヒストグラムに算入される。例えば、車速が０～４０ｋｍ
／ｈ、４０～６０ｋｍ／ｈ、６０ｋｍ／ｈ以上などと予め分類されており、位置毎の車速
を各グループに分類し、車速の分類毎にヒストグラムが取得される。この結果、例えば、
図２の左側のグラフに示す実線の曲線のように、道路が延びる方向の複数の位置において
ヒストグラムが取得される。
【００５４】
　次に、制御部２００は、目標軌道取得部２１０ｃの機能により、目標軌道を取得する（
ステップＳ１１０）。すなわち、制御部２００は、ヒストグラムが示す幅方向の各位置に
おける度数を比較し、最大値を頂点として取得する。また、最大値以外にも上に凸の部位
が存在する場合、制御部２００は、当該上に凸の部位の極大値が予め決められた統計精度
の基準を満たす場合に、頂点として取得する。制御部２００は、最大値の頂点を道路が延
びる方向に接続した線を生成して目標軌道として取得する。この結果、図２の右側に示す
黒い矢印の線のような目標軌道が取得される。幅方向に複数の頂点が存在する場合（例え
ば、図２に示す位置Ｐ1等）、制御部２００は、最大値以外の頂点（例えば、２番目に大
きい頂点）を道路が延びる方向に接続した線を生成して目標軌道として取得する。
【００５５】
　次に、制御部２００は、走行範囲取得部２１０ｂの機能により、推奨走行範囲を取得す
る（ステップＳ１１５）。すなわち、制御部２００は、ステップＳ１０５で取得された幅
方向のヒストグラムに基づいて頂点周りの分布を対象にした標準偏差σ1を取得する。幅
方向において頂点が複数個存在する場合、各頂点について標準偏差σ1が取得される。そ
して、制御部２００は、ステップＳ１１０の処理過程で取得された幅方向のヒストグラム
の頂点から正負の方向に標準偏差σ1だけ移動した位置を境界とする範囲を推奨走行範囲
Ｚ1として取得する。この結果、図２において薄いグレーで示されるような推奨走行範囲
Ｚ1が特定される。
【００５６】
　次に、制御部２００は、走行範囲取得部２１０ｂの機能により、許容走行範囲を取得す
る（ステップＳ１２０）。すなわち、制御部２００は、ステップＳ１０５で取得された幅
方向のヒストグラムに基づいて幅方向の分布全体を対象にした標準偏差σ2を取得する。
そして、制御部２００は、ステップＳ１１０の処理過程で取得された幅方向のヒストグラ
ムの頂点から正負の方向に標準偏差σ2だけ移動した位置を境界とする範囲を許容走行範
囲Ｚ2として取得する。この結果、図２において濃いグレーで示されるような許容走行範
囲Ｚ2が特定される。
【００５７】
　以上のようにして、目標軌道と、推奨走行範囲Ｚ1および許容走行範囲Ｚ2が特定される
と、制御部２００は、推奨走行範囲Ｚ1および許容走行範囲Ｚ2を示す情報に目標軌道を対
応づけ、走行範囲情報３００ｂとして記録媒体３００に記録する。
【００５８】
　（３）目標軌道取得処理：
  次に、車両制御プログラム２１による目標軌道取得処理を説明する。利用者が図示しな
いユーザＩ／Ｆ部を操作することによって目的地を選択して経路探索を指示すると、制御
部２０は、地図情報３０ａに基づいて走行予定経路を取得する。走行予定経路が取得され
た状態で利用者が図示しないユーザＩ／Ｆ部を操作することによって目的地までの自動運
転の開始を指示すると、制御部２０は、車両制御部２１ｂの機能によって車両を制御し、
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車両を自動走行させる。
【００５９】
　すなわち、制御部２０は、目標軌道を制御目標とし、当該目標軌道と現在の状況との差
分を解消するための制御量を特定する。具体的には、制御部２０は、車両の現在地と目標
軌道とに差異がある場合に車両の現在地から目標軌道に移動していくための制御軌道を生
成する。車両の現在地と目標軌道とに差異がない場合、目標駆動と制御軌道は一致する。
そして、制御部２０は、車両が制御軌道に沿って移動するための制御量を取得する。制御
量が取得されると、制御部２０は、当該制御量を車両制御ＥＣＵ４４に対して出力する。
車両制御ＥＣＵ４４が当該制御量に基づいて制御対象を制御すると、車両は制御軌道に沿
って移動する。
【００６０】
　このような自動制御を行うため、自動制御中において目標軌道は随時更新されていく。
このため、本実施形態においては、一定期間（例えば、１００ｍｓ）毎に図４に示す走行
範囲取得処理が行われる。走行範囲取得処理は、車両の現在地から前方に既定範囲内の目
標軌道を取得するための処理であり、制御部２０が目標軌道取得部２１ａの機能によって
実行する。なお、目標軌道取得処理は、走行範囲情報３００ｂがサーバ１００から送信さ
れ、記録媒体３０に記録済の状態で実行される。
【００６１】
　走行範囲取得処理が開始されると、制御部２０は、車速を取得する（ステップＳ２００
）。すなわち、制御部２０は、車速センサ４２の出力信号に基づいて現在の車速を取得す
る。次に、制御部２０は、走行車線を取得する（ステップＳ２０５）。すなわち、制御部
２０は、カメラ４５が出力した画像情報に基づいて車両の左右に存在する区画線を取得す
る。さらに、制御部２０は、ＧＮＳＳ受信部４１、車速センサ４２、ジャイロセンサ４３
の出力信号に基づいて車両の現在地を取得し、現在地が存在する道路の車線数を地図情報
３０ａに基づいて特定する。そして、制御部２０は、車線数に基づいて車線の左右の区画
線を特定し（例えば、左端の車線の場合、左の区画線が実線、右の区画線が破線等）、カ
メラ４５が出力した画像情報から特定された区画線と比較することによって走行車線を特
定する。むろん、走行車線の特定法は種々の手法が採用されてよく、車線変更の履歴に基
づいて特定されても良いし、ミリ波レーダー、レーザーレーダー等の出力に基づいて特定
されても良いし、地図情報３０ａのレーンデータが示す区画線の態様が参照されても良い
。
【００６２】
　次に、制御部２０は、走行予定経路を取得する（ステップＳ２１０）。すなわち、制御
部２０は、自動制御の対象として設定されている走行予定経路を取得する。次に、制御部
２０は、目標軌道を走行可能であるか否かを判定する（ステップＳ２１５）。すなわち、
制御部２０は、走行範囲情報３００ｂを参照し、ステップＳ２００～Ｓ２１０で取得され
た車速、走行車線、走行予定経路に適合した目標軌道を車両が走行可能であるか否か判定
する。
【００６３】
　具体的には、走行範囲情報３００ｂにおいては、道路上の各位置の走行範囲が、車速お
よび車線毎に定義されている。そこで、制御部２０は、車両の現在地以後の走行範囲情報
３００ｂであって、ステップＳ２００で取得された車速とステップＳ２０５で取得された
走行車線について生成された走行範囲情報３００ｂを取得する。
【００６４】
　当該走行範囲情報３００ｂには、サーバ１００で生成された目標軌道が対応づけられて
いる。幅方向のヒストグラムにおいて頂点が複数個存在する場合、同一の車線上であって
も、例えば、図２に示すように目標軌道が複数個存在し得る。そこで、制御部２０は、ス
テップＳ２１０で取得された走行予定経路に沿って走行する際に選択すべき目標軌道を取
得する。
【００６５】
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　目標軌道が取得されると、制御部２０は、車両の現在の車速に基づいて、目標軌道を走
行可能であるか否か判定する。すなわち、制御部２０は、車両の現在地から前方の既定範
囲内において、目標軌道に沿って車両が自動走行した場合の車速を目標軌道上の複数の位
置について取得する。さらに、制御部２０は、車両の重量の物体が各位置で各車速となる
ように移動させる場合に作用する加速度を算出するなどして車両の前後方向および左右方
向に作用する加速度を取得する。そして、当該加速度が予め決められた上限値以内である
場合、制御部２０は、目標軌道を走行可能であると判定する。なお、車両が目標軌道上に
存在しない場合には、目標軌道を走行可能であると判定されない。
【００６６】
　ステップＳ２１５において、目標軌道を走行可能であると判定された場合、制御部２０
は、目標軌道取得処理を終了する。すなわち、制御部２０は、走行範囲情報３００ｂが示
す目標軌道に基づいて車両制御を実行する。
【００６７】
　一方、ステップＳ２１５において、目標軌道を走行可能であると判定されない場合、制
御部２０は、推奨走行範囲内で車両の軌道を仮設定する（ステップＳ２２０）。すなわち
、制御部２０は、走行範囲情報３００ｂを参照して車両の現在地の前方に存在する推奨走
行範囲Ｚ1を取得する。そして、制御部２０は、車両の現在位置から所定距離前方の目標
軌道上の位置までを滑らかに接続する線を生成し、仮設定された軌道として取得する。図
２においては、道路Ｒ上において破線の黒い曲線によって仮設定された軌道Ｏｔを示して
いる。
【００６８】
　次に、制御部２０は、推奨走行範囲内を走行可能であるか否かを判定する（ステップＳ
２２５）。本実施形態において制御部２０は、ステップＳ２２０において仮設定された軌
道を車両が走行可能である場合、推奨走行範囲内を走行可能であると判定する。そこで、
制御部２０は、ステップＳ２２０で仮設定された軌道について、ステップＳ２１５と同様
の判定を行う。すなわち、仮設定された軌道に沿って車両が自動走行した場合の車速を仮
設定された軌道上の複数の位置について取得する。さらに、制御部２０は、車両の重量の
物体が各位置で各車速となるように移動させる場合に作用する加速度を算出するなどして
車両の前後方向および左右方向に作用する加速度を取得する。そして、当該加速度が予め
決められた上限値以内である場合、制御部２０は、仮設定された軌道を走行可能であると
判定する。なお、車両が推奨走行範囲内に存在しない場合には、目標軌道を走行可能であ
ると判定されない。
【００６９】
　ステップＳ２２５において、推奨走行範囲内を走行可能であると判定された場合、制御
部２０は、推奨走行範囲内を走行する目標軌道を取得する（ステップＳ２３０）。すなわ
ち、制御部２０は、ステップＳ２２０で仮設定された軌道を目標軌道として取得する（ス
テップＳ２３０）。この場合、制御部２０は、ステップＳ２３０で目標軌道として取得さ
れた軌道に基づいて車両制御を実行する。
【００７０】
　ステップＳ２２５において、推奨走行範囲内を走行可能であると判定されない場合、制
御部２０は、許容走行範囲内を走行する目標軌道を取得する（ステップＳ２３５）。すな
わち、ステップＳ２２５で仮設定された車両の軌道を走行できない場合、制御部２０は、
許容走行範囲内を少なくとも一部が通過することを許容し、車両に作用する加速度を極小
化する目標軌道を取得する。例えば、制御部２０は、カーブする軌道や左右方向に車両が
移動する軌道において、横加速度が極小化されるように（曲率が最小になるように）目標
軌道を設定する。なお、許容走行範囲内を走行する目標軌道であっても、車両に作用する
加速度が上限値以下にならない場合には、自動運転のための車両制御が停止されてもよい
し、利用者に警告されても良い。
【００７１】
　（４）他の実施形態：
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  以上の実施形態は本発明を実施するための一例であり、走行軌跡の分布に基づいて目標
軌道が存在し得る走行範囲が取得される限りにおいて、他にも種々の実施形態を採用可能
である。例えば、走行範囲取得システムは、サーバ１００以外の装置、例えば、ナビゲー
ションシステム１０、車両制御ＥＣＵ４４等で実現されても良い。また、ナビゲーション
システム１０は、車両等に搭載された装置であっても良いし、可搬型の端末によって実現
される装置であっても良いし、複数の装置（例えば、クライアントとサーバ）によって実
現されるシステムであっても良い。
【００７２】
　また、目標軌道取得部２１ａ、車両制御部２１ｂ、走行軌跡取得部２１０ａ、走行範囲
取得部２１０ｂ、目標軌道取得部２１０ｃの少なくとも一部が複数の装置に分かれて存在
してもよい。例えば、ナビゲーションシステム１０がサーバ１００に対して通信を介して
要求を行うことによって推奨走行範囲内の目標軌道の生成や許容走行範囲内の目標軌道の
生成等がサーバ１００で行われてもよい。むろん、上述の実施形態の一部の構成が省略さ
れてもよいし、処理の順序が変動または省略されてもよい。
【００７３】
　走行軌跡取得部は、車両の過去の走行軌跡を取得することができればよい。すなわち、
車両が実際に走行した位置の分布に基づいて走行範囲を取得するために、走行軌跡取得部
は、分布を解析するための基になる情報として走行軌跡を取得することができればよい。
走行軌跡は、車両が実際に走行した位置の軌跡を示していれば良く、不特定の車両の走行
軌跡であっても良いし、特定の車両の走行軌跡であっても良いが、統計精度を高めるため
には前者であることが好ましい。
【００７４】
　走行軌跡は、車両が過去に実際に走行した位置を示していれば良いが、各種の条件下に
おける車両の過去の走行軌跡であっても良い。例えば、車両が自動運転されていない場合
における走行軌跡が取得される構成等であっても良い。
【００７５】
　走行範囲取得部は、道路の幅方向における走行軌跡の分布に基づいて、幅方向において
車両の現在以後の目標軌道が存在し得る走行範囲を取得することができればよい。すなわ
ち、車両が道路上で走行する幅方向の位置には選択の余地があるが、その分布を解析すれ
ば、多くの車両が走行する範囲とほとんどの車両が走行しない範囲とが存在し得る。そし
て、分布度数が多い位置であるほど、通常の車両の走行に適した位置であると推定するこ
とができる。従って、走行軌跡の分布を解析すれば、車両の走行に適した範囲と適してい
ない範囲とを特定することが可能である。
【００７６】
　走行軌跡の分布は幅方向における分布であれば良いが、走行軌跡は道路が延びる方向に
沿って続くため、幅方向の分布を道路が延びる方向に沿って連続させることにより、走行
範囲は道路上で２次元的に広がると見なすことができる。分布は、走行頻度を示していれ
ば良く、度数分布であっても良いし、度数分布において規格化等の調整が行われた後の分
布等であってもよい。
【００７７】
　目標軌道は、車両が現在以後に走行すべき走行軌道であれば良く、例えば、道路が延び
る方向に沿って存在する複数の位置または連続した位置等が目標軌道に該当する。目標軌
道は、種々の用途に利用されて良く、上述のような自動運転の目標となる構成以外にも、
例えば、目標軌道が案内される構成等が挙げられる。
【００７８】
　走行範囲は、目標軌道が存在し得る範囲であれば良く、道路上で車両が走行し得る範囲
またはその内部が走行範囲となればよい。ただし、走行範囲は、走行軌跡の分布に基づい
て取得されるので、実際に車両が走行した履歴から車両が走行し得る位置が特定され、走
行範囲が決定される。すなわち、走行軌跡の分布を解析すれば、例外的な位置の軌跡と典
型的な位置の軌跡を区別することができるため、前者は走行範囲から除外される。
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【００７９】
　目標軌道取得部は、車両の目標軌道を取得することができればよい。すなわち、目標軌
道取得部は、走行範囲内で車両が走行すべき位置を道路が延びる方向に沿って特定するこ
とで目標軌道を取得することができればよい。走行範囲内でどの位置を目標軌道とすべき
であるかは、種々の要素によって決められて良い。すなわち、走行範囲は過去に車両が走
行した位置が含まれる範囲であるため、当該走行範囲内であれば、車両の走行が可能であ
ると推定される。従って、例えば、車両の状態等に基づいて目標軌道が決定されれば良い
。
【００８０】
　また、走行範囲が走行軌跡の分布範囲に応じて細分化される場合、細分化された後の走
行範囲の分類数は、上述の実施形態のように２個に限定されず、３個以上であっても良い
。細分化する際の指標は、上述のように通常の走行において推奨される推奨走行範囲とそ
の周囲の許容走行範囲とに限定されない。例えば、走行予定経路（右折、左折、直進等）
に応じて走行範囲が細分化される構成等であっても良い。
【００８１】
　走行範囲を選択するための車両の状態としては、上述のような車両の車速に限定されず
、加速度等であっても良いし、重量等の車両諸元等であっても良いし、同乗者の有無や同
乗者の年齢等であっても良く、種々の要素を車両の状態とすることができる。
【００８２】
　推奨走行範囲は、通常の走行において目標軌道が存在し得る範囲として定義されていれ
ば良い。すなわち、車両の状況が例外的な状況でない場合には、推奨走行範囲から目標軌
道が取得されるように推奨走行範囲が決定される。従って、走行軌跡の分布において、走
行軌跡の分布が他の道路上の位置と比較して相対的に多い位置が推奨走行範囲となり得る
。
【００８３】
　許容走行範囲は、推奨走行範囲の周囲に存在し車両の走行が許容される最大限の範囲を
示す範囲である。従って、許容走行範囲は、通常の走行においては目標軌道とされないが
、車両の状況によって目標軌道が生成されてもよい範囲である。このため、多くの場合、
推奨走行範囲の左右両側に許容走行範囲が存在するが、道路の形状や走行経路等に応じて
推奨走行範囲の片側に許容走行範囲が存在しても良い。
【００８４】
　推奨走行範囲と、許容走行範囲とは予め決められた規則によって区別されて定義されれ
ば良い。従って、上述のように標準偏差に基づいて推奨走行範囲と許容走行範囲とが取得
されても良いが、分散等に基づいて走行範囲が取得されても良い。むろん、これら以外に
も、種々の統計指標、例えば、分布の半値幅、尖度等に基づいて推奨走行範囲と、許容走
行範囲とが決められる構成等であっても良い。
【００８５】
　車両が推奨走行範囲内を走行可能であるか否かは車両の状態に応じて決められる。そし
て、推奨走行範囲内の少なくとも一部を通過可能であるが、車両の横方向加速度が過度に
大きいなどの危険な状況での走行は走行可能な状況に含まれない。すなわち、物理的に走
行不可能である状況は走行可能である状況から当然に除外されるが、車両が予め決められ
た状態で走行可能でない場合には走行可能ではないとされて良い。従って、上述の実施形
態のように、加速度が、前後方向、横方向の少なくとも一方について予め決められた基準
の範囲内に含まれる場合に走行可能であると見なされる構成以外にも種々の構成を採用可
能である。例えば、車両の車速が基準の範囲内に含まれる場合に走行可能であると見なさ
れる構成等であっても良いし、ステアリングの操作角度が基準の範囲内に含まれる場合に
走行可能であると見なされる構成等であっても良い。
【００８６】
　ヒストグラムの頂点は、ヒストグラムが上に凸の形状を有している部位であれば良く、
走行軌跡のヒストグラムが最大値となる道路上の位置であるが、むろん、多少の誤差は許
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。
【００８７】
　さらに、本発明のように、走行軌跡の分布に基づいて目標軌道が存在し得る走行範囲が
取得される手法は、プログラムや方法としても適用可能である。また、以上のようなシス
テム、プログラム、方法は、単独の装置として実現される場合や、複数の装置によって実
現される場合が想定可能であり、各種の態様を含むものである。例えば、以上のような手
段を備えたナビゲーションシステムや方法、プログラムを提供することが可能である。ま
た、一部がソフトウェアであり一部がハードウェアであったりするなど、適宜、変更可能
である。さらに、システムを制御するプログラムの記録媒体としても発明は成立する。む
ろん、そのソフトウェアの記録媒体は、磁気記録媒体であってもよいし半導体メモリであ
ってもよいし、今後開発されるいかなる記録媒体においても全く同様に考えることができ
る。
【符号の説明】
【００８８】
　１０…ナビゲーションシステム、２０…制御部、２１…車両制御プログラム、２１ａ…
目標軌道取得部、２１ｂ…車両制御部、３０…記録媒体、３０ａ…地図情報、４０…通信
部、４１…ＧＮＳＳ受信部、４２…車速センサ、４３…ジャイロセンサ、４４…車両制御
ＥＣＵ、４５…カメラ、１００…サーバ、２００…制御部、２１０…走行範囲取得プログ
ラム、２１０ａ…走行軌跡取得部、２１０ｂ…走行範囲取得部、２１０ｃ…目標軌道取得
部、３００…記録媒体、３００ａ…走行軌跡情報、３００ｂ…走行範囲情報、４００…通
信部

【図１】 【図２】
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