
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体に搭載される移動体安全運行支援装置であって、
　

事故情報 を記憶する事故情報データベースと、
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少なくとも事故が発生した位置、事故が発生した時間、事故が発生した時の天候、事故
要因、事故種別、事故を発生した運転者及び移動体の項目を含む過去に発生した交通事故
に関する とロードマップデータと

スタート地点及びゴール地点の情報と少なくともスタート時刻、ゴール時刻、移動体の
積載荷物の種類、車種及び運転者の項目を含むフィルタリング情報とを入力するための情
報入力手段と、

前記情報入力手段により入力されたスタート地点、ゴール地点の情報及びフィルタリン
グ情報に適合するルートを前記事故情報データベースに記憶されたロードマップデータの
中から探索するルート探索手段と、

前記ルート探索手段により探索されたルート毎に、スタート地点、ルート途中の各地点
及びゴール地点を所定の位置情報で表してなるルート情報を生成するルート情報生成手段
と、

前記ルート情報生成手段により生成されたルート情報に前記事故情報データベースに記
憶された事故発生位置の情報が含まれるか否かを判別する判別手段と、

前記判別手段により前記ルート情報に前記事故発生位置の情報が含まれると判別される
と、前記事故発生位置を回避するルートを探索し、その探索結果を表示手段に表示する回
避ルート探索手段と、



ことを特徴とする、移動体安全運行支援装置。
【請求項２】
　 移動体安全運行支援装置 、
　前記移動体の現在位置 を取得する現在位置取得手段と、
　

　

　

　
の処理を実行する安全運

行支援処理手段と、を ことを特徴とする、移動体安全運行支援装置。
【請求項３】
　

　

ことを特徴とする、 移動体安全運
行支援装置。
【請求項４】
　移動体に搭載され

　

　

　

　

　

【請求項５】
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を備えた

請求項１に記載の において
の情報

前記移動体の走行速度、エンジン回転数及び回転加速度の各情報を検出する検出手段と
、

前記現在位置取得手段により取得された前記移動体の現在位置の情報と、前記事故情報
データベースに記憶された事故発生位置の情報とを比較し、前記移動体が走行しているル
ート上において、当該移動体の現在位置から所定距離以内に事故発生位置があるか否かを
判別する事故発生位置判別手段と、

前記事故発生位置判別手段により前記移動体の現在位置から所定距離以内に事故発生位
置があると判断されると、当該事故発生位置に対応する事故情報と前記フィルタリング情
報及び前記検出手段で検出された情報とを比較し、条件の一致する事故情報の項目がある
か否かを判別する事故情報判別手段と、

前記事故情報判別手段により条件の一致する事故情報の項目があると判別されると、警
告及び前記移動体の制動を含む、安全運行を支援するための所定

更に備えた

前記交通事故に関する事故情報を収集する情報処理収集センタに双方向通信可能になさ
れ、

前記情報処理収集センタから定期的に送信される最新の交通事故に関する事故情報を受
信し、この事故情報で前記事故情報データベースに記憶された交通事故に関する情報を更
新する事故情報更新手段を更に備えた 請求項２に記載の

、少なくとも事故が発生した位置、事故が発生した時間、事故が発生
した時の天候、事故要因、事故種別、事故を発生した運転者及び移動体の項目を含む過去
に発生した交通事故に関する事故情報とロードマップデータとを記憶する事故情報データ
ベースを備えた移動体安全運行支援装置を制御するコンピュータに実行させるためのプロ
グラムであって、

スタート地点及びゴール地点の情報と少なくともスタート時刻、ゴール時刻、移動体の
積載荷物の種類、車種及び運転者の項目を含むフィルタリング情報とを入力させるための
情報入力プログラムと、

前記情報入力プログラムの実行によって取得したスタート地点、ゴール地点の情報及び
フィルタリング情報に適合するルートを前記事故情報データベースに記憶されたロードマ
ップデータの中から探索するルート探索プログラムと、

前記ルート探索プログラムの実行によって得られたルート毎に、スタート地点、ルート
途中の各地点及びゴール地点を所定の位置情報で表してなるルート情報を生成するルート
情報生成プログラムと、

前記ルート情報生成プログラムの実行によって生成されたルート情報に前記事故情報デ
ータベースに記憶された事故発生位置の情報が含まれるか否かを判別する判別プログラム
と、

前記判別プログラムの実行により前記ルート情報に前記事故発生位置の情報が含まれる
と判別されると、前記事故発生位置を回避するルートを探索し、その探索結果を前記表示
手段に表示させる回避ルート探索プログラムと、
を含むことを特徴とする、コンピュータプログラム。

前記移動体安全運行支援装置は、前記移動体の現在位置の情報を取得する現在位置取得
手段と、前記移動体の走行速度、エンジン回転数及び回転加速度の各情報を検出する検出
手段と、表示手段とを更に備えるものであり、



　

　

　

【請求項６】
　

　

ことを特徴とする、 コンピ
ュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、移動体としての車輌を安全に走行させるための移動体安全運行支援装 よ
びコンピュータプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　たとえば、移動体安全運行支援装置として車輌に搭載されたナビゲーション装置は、Ｇ
ＰＳ（ Global Positioning System）衛星から送信されてくるマイクロ波を受信し、現在
走行中にある車輌の現在位置をロードマップ上に表示できるが、このようなナビゲーショ
ン装置を利用したシステムとして、いわゆる道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ： Vehi
cle Information Communication System）がある。この道路交通情報通信システムとは、
光ビーコン、電波ビーコン、さらにはＦＭ多重放送により、ＶＩＣＳ対応のナビゲーショ
ン装置に対して道路規制や交通停滞などに関する道路交通情報を提供し、ナビゲーション
装置の画面上に道路交通状況をリアルタイムに表示可能としたものである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、自動車保険などを取り扱う保険会社、あるいは一般道路や高速道路を管理す
る公共機関などは、過去に発生した数多くの道路交通事故に関する事故情報をデータベー
スとして保有している。ところが、上記した道路交通情報通信システムでは、道路交通情
報がナビゲーション装置に対して提供されるものの、事故情報が提供されることはなく、
現時点での道路交通状況に即した走行ルートが単に提示されるだけである。つまり、道路
交通情報通信システムは、車輌の安全な走行を目的としたものではなく、道路交通事故を
起こさないための工夫が何らなされていなかった。
【０００４】
　具体的に言うと、道路交通情報通信システムでは、統計的に事故の発生しやすい事故位
置を回避するような走行ルートをロードマップ上に表示したり、そのような事故位置に接
近しつつある旨を知らせたり、さらには道路交通事故が頻発する地点を車輌が通過する際
、その車輌の挙動を自動的に制御して安全な走行状態にするといったことなどができず、
そのため、過去の道路交通事故に関する事故情報を活かして車輌を安全に走行させること
を目的とするシステムが要請されていた。
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前記現在位置取得手段により取得された前記移動体の現在位置の情報と、前記事故情報
データベースに記憶された事故発生位置の情報とを比較し、前記移動体が走行しているル
ート上において、当該移動体の現在位置から所定距離以内に事故発生位置があるか否かを
判別する事故発生位置判別プログラムと、

前記事故発生位置判別プログラムの実行により前記移動体の現在位置から所定距離以内
に事故発生位置があると判断されると、当該事故発生位置に対応する事故情報と前記フィ
ルタリング情報及び前記検出手段で検出された情報とを比較し、条件の一致する事故情報
の項目があるか否かを判別する事故情報判別プログラムと、

前記事故情報判別プログラムの実行により条件の一致する事故情報の項目があると判別
されると、警告及び前記移動体の制動を含む、安全運行を支援するための所定の処理を実
行させる安全運行支援処理プログラムと、を更に備えたことを特徴とする、請求項４に記
載のコンピュータプログラム。

前記移動体安全運行支援装置は、前記交通事故に関する事故情報を収集する情報処理収
集センタに双方向通信可能になされ、

前記情報処理収集センタから定期的に送信される最新の交通事故に関する事故情報を受
信し、この事故情報で前記事故情報データベースに記憶された交通事故に関する情報を更
新する事故情報更新プログラムを更に備えた 請求項５に記載の

置お



【０００５】
【発明の開示】
　そこで、本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、保険会社や公共
機関などが保有する事故情報の有効利用を図り、事故情報に基づいて車輌を安全に走行さ
せることができる移動体安全運行支援装 よびコンピュータプログラムを提供すること
を、その課題とする。
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明では、次の技術的手段を講じている。
【０００７】
　本発明の第１の側面によれば、移動体に搭載される移動体安全運行支援装置であって、

事故情報 を記憶する事故情報データベースと、

ことを特徴とする、移動体安全運行支援装置が提供される。
【０００８】
　 によれば、 移動体安全運行支援装置 、移動
体の現在位置 を取得する現在位置取得手段と、

の処理を実行する安全運行支援処理手段
とを ことを特徴とする、移動体安全運行支援装置が提供される。
【０００９】
　 によれば、

ことを特徴とする、移動体安全運行支援装置が提供される。
【００１０】
【００１１】
【００１２】
　本発明の第 の側面によれば、移動体に搭載され

移動体安全運行支援装置を制御する
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置お

少なくとも事故が発生した位置、事故が発生した時間、事故が発生した時の天候、事故要
因、事故種別、事故を発生した運転者及び移動体の項目を含む過去に発生した交通事故に
関する とロードマップデータと スタート地
点及びゴール地点の情報と少なくともスタート時刻、ゴール時刻、移動体の積載荷物の種
類、車種及び運転者の項目を含むフィルタリング情報とを入力するための情報入力手段と
、情報入力手段により入力されたスタート地点、ゴール地点の情報及びフィルタリング情
報に適合するルートを事故情報データベースに記憶されたロードマップデータの中から探
索するルート探索手段と、ルート探索手段により探索されたルート毎に、スタート地点、
ルート途中の各地点及びゴール地点を所定の位置情報で表してなるルート情報を生成する
ルート情報生成手段と、ルート情報生成手段により生成されたルート情報に事故情報デー
タベースに記憶された事故発生位置の情報が含まれるか否かを判別する判別手段と、判別
手段によりルート情報に事故発生位置の情報が含まれると判別されると、事故発生位置を
回避するルートを探索し、その探索結果を表示手段に表示する回避ルート探索手段とを備
えた

好ましい実施形態 請求項１に記載の において
の情報 移動体の走行速度、エンジン回転数

及び回転加速度の各情報を検出する検出手段と、現在位置取得手段により取得された移動
体の現在位置の情報と、事故情報データベースに記憶された事故発生位置の情報とを比較
し、移動体が走行しているルート上において、当該移動体の現在位置から所定距離以内に
事故発生位置があるか否かを判別する事故発生位置判別手段と、事故発生位置判別手段に
より移動体の現在位置から所定距離以内に事故発生位置があると判断されると、当該事故
発生位置に対応する事故情報とフィルタリング情報及び検出手段で検出された情報とを比
較し、条件の一致する事故情報の項目があるか否かを判別する事故情報判別手段と、事故
情報判別手段により条件の一致する事故情報の項目があると判別されると、警告及び移動
体の制動を含む、安全運行を支援するための所定

更に備えた

更に好ましい実施形態 請求項２に記載の移動体安全運行支援装置において、
交通事故に関する事故情報を収集する情報処理収集センタに双方向通信可能になされ、情
報処理収集センタから定期的に送信される最新の交通事故に関する事故情報を受信し、こ
の事故情報で事故情報データベースに記憶された交通事故に関する情報を更新する事故情
報更新手段を更に備えた

２ 、少なくとも事故が発生した位置、事
故が発生した時間、事故が発生した時の天候、事故要因、事故種別、事故を発生した運転
者及び移動体の項目を含む過去に発生した交通事故に関する事故情報とロードマップデー
タとを記憶する事故情報データベースを備えた コンピ



ためのコンピュータプログラムであって、

を含むことを
特徴とする、コンピュータプログラムが提供される。
【００１３】
　

ことを特徴とする、コンピュータプログラム
が提供される。
【００１４】
　

ことを特徴とする、コンピュ
ータプログラムが提供される。
【００１５】
【００１６】
【００１７】
　本発明によれば、移動体安全運行支援センタシステムとしての機能を備えた、たとえば
保険会社や公共機関などが保有する事故情報が移動体安全運行支援装置として車輌に搭載
されたナビゲーション装置に提供され、ナビゲーション装置は、事故情報に基づいて統計
的に事故の発生しやすい事故位置を回避するようにして求めた移動経路を提示したり、そ
のような事故位置に接近しつつある旨を音声や表示で知らせたり、さらには事故位置を車
輌が通過する際、その車輌の挙動を自動的に制御して安全な走行状態とすることができる
。つまり、保険会社や公共機関などの事故情報が有効に利用され、事故情報に基づいて車
輌を安全に走行させることができるのである。
【００１８】
　なお、事故情報は、移動体安全運行支援センタシステムから一括して移動体安全運行支
援装置に送られたり、あるいは車輌の現在位置に応じて送られたり、さらには移動体安全
運行支援センタシステムが関与することなく、ＣＤ－ＲＯＭなどの記録メディアを介して
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ュータに実行させる スタート地点及びゴール地
点の情報と少なくともスタート時刻、ゴール時刻、移動体の積載荷物の種類、車種及び運
転者の項目を含むフィルタリング情報とを入力させるための情報入力プログラムと、情報
入力プログラムの実行によって取得したスタート地点、ゴール地点の情報及びフィルタリ
ング情報に適合するルートを事故情報データベースに記憶されたロードマップデータの中
から探索するルート探索プログラムと、ルート探索プログラムの実行によって得られたル
ート毎に、スタート地点、ルート途中の各地点及びゴール地点を所定の位置情報で表して
なるルート情報を生成するルート情報生成プログラムと、ルート情報生成プログラムの実
行によって生成されたルート情報に事故情報データベースに記憶された事故発生位置の情
報が含まれるか否かを判別する判別プログラムと、判別プログラムの実行によりルート情
報に事故発生位置の情報が含まれると判別されると、事故発生位置を回避するルートを探
索し、その探索結果を表示手段に表示させる回避ルート探索プログラムと、

好ましい実施形態によれば、請求項４に記載のコンピュータプログラムにおいて、移動
体安全運行支援装置は、移動体の現在位置の情報を取得する現在位置取得手段と、移動体
の走行速度、エンジン回転数及び回転加速度の各情報を検出する検出手段と、表示手段と
を更に備えるものであり、現在位置取得手段により取得された移動体の現在位置の情報と
、事故情報データベースに記憶された事故発生位置の情報とを比較し、移動体が走行して
いるルート上において、当該移動体の現在位置から所定距離以内に事故発生位置があるか
否かを判別する事故発生位置判別プログラムと、事故発生位置判別プログラムの実行によ
り移動体の現在位置から所定距離以内に事故発生位置があると判断されると、当該事故発
生位置に対応する事故情報とフィルタリング情報及び検出手段で検出された情報とを比較
し、条件の一致する事故情報の項目があるか否かを判別する事故情報判別プログラムと、
事故情報判別プログラムの実行により条件の一致する事故情報の項目があると判別される
と、警告及び移動体の制動を含む、安全運行を支援するための所定の処理を実行させる安
全運行支援処理プログラムと、を更に備えた

更に好ましい実施形態によれば、請求項５に記載のコンピュータプログラムにおいて、
移動体安全運行支援装置は、交通事故に関する事故情報を収集する情報処理収集センタに
双方向通信可能になされ、情報処理収集センタから定期的に送信される最新の交通事故に
関する事故情報を受信し、この事故情報で事故情報データベースに記憶された交通事故に
関する情報を更新する事故情報更新プログラムを更に備えた



与えられるものとしても良い。また、適当な事故情報を抽出するために用いるフィルタリ
ング情報は、あらかじめ登録操作などを経て記憶されるもののほか、車輌の運転操作状況
などに応じて逐次生成されて記憶されるものとしても良い。
【００１９】
　本発明のその他の特徴および利点については、以下に行う発明の実施の形態の説明から
、より明らかになるであろう。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照して具体的に説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の一実施形態に係る車輌安全走行システムの概要を説明するための説明
図である。図１に示す車輌安全走行システムでは、道路上を走行する車輌Ｃ１に図示しな
いナビゲーション装置（移動体安全運行支援装置）が搭載されている。ナビゲーション装
置は、多数のＧＰＳ衛星Ｇ１，Ｇ２，…から発信されたＧＰＳ信号を受信し、ＧＰＳ信号
などから現在位置を測位できるものである。このような車輌安全走行システムにおいて特
に注目すべき点は、過去に発生した数多くの道路交通事故に関する事故情報をデータベー
スとして保有する、たとえば保険会社や公共機関などの情報処理収集センタＤと車輌Ｃ１
に搭載されたナビゲーション装置とが、道路周辺の各所に設置された地上ビーコンＢなど
を介して通信可能とされている点にある。このようなナビゲーション装置や情報処理収集
センタＤの技術的な構成、事故情報の内容を図２に示す。
【００２２】
　図２に示すように、ナビゲーション装置１は、マイクロコンピュータ１０、インターフ
ェイス回路１１、ＧＰＳアンテナ２０、通信アンテナ２１、車速センサ２２、回転センサ
２３、ジャイロ２４、ＣＤドライブ２５、操作部２６、表示部２７、およびスピーカ２８
などを具備して構成されている。マイクロコンピュータ１０は、インターフェイス回路１
１を介してＧＰＳアンテナ２０、通信アンテナ２１、車速センサ２２、回転センサ２３、
ジャイロ２４、ＣＤドライブ２５、操作部２６、表示部２７、およびスピーカ２８と接続
されている。
【００２３】
　一方、情報処理収集センタＤには、事故情報を収集して分析などを行うためのデータバ
ンクマシン（移動体安全運行支援センタシステム）３が設置されている。データバンクマ
シン３は、データ処理を高速に行うコンピュータ装置本体３１と、大量の事故情報を蓄積
しておくためのハードディスク装置３２などを具備して構成されている。なお、データバ
ンクマシン３は、地上ビーコンＢなどを介してナビゲーション装置１と間接的にあるいは
直接通信を行う構成も備えるが、通信でやり取りされる情報以外は先述した周知の道路交
通情報通信システムと同様の構成とされるため、その通信に関する構成については説明を
省略する。
【００２４】
　まず、ナビゲーション装置１の構成から説明すると、マイクロコンピュータ１０は、ナ
ビゲーション装置１全体の動作を制御する。なお、マイクロコンピュータ１０には、事故
情報を蓄積しておくための半導体メモリなどといった記憶デバイスも含まれる。記憶デバ
イスには、事故情報のほかに運転者や車輌のコードを書き込んでおくことができる。イン
ターフェイス回路１１は、マイクロコンピュータ１０の入出力を制御する。ＧＰＳアンテ
ナ２０は、ＧＰＳ信号としてのマイクロ波を受信するためのものである。通信アンテナ２
１は、地上ビーコンＢなどとの間で各種の情報を電波により送受信するためのものである
。なお、地上ビーコンＢが光ビーコンの場合は、通信アンテナ２１を光で送受信するため
のものとしても良い。また、通信アンテナ２１は、ＦＭ多重放送などで情報処理収集セン
タＤと直接情報を送受信するためのものとしても良い。
【００２５】
　車速センサ２２は、車輌Ｃ１の走行速度を検出するものであって、検出した走行速度を
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マイクロコンピュータ１０に伝える。回転センサ２３は、車輌Ｃ１のエンジン回転数を検
出するものであって、検出した回転数をマイクロコンピュータ１０に伝える。ジャイロ２
４は、車輌Ｃ１の回転加速度を検出するものであって、検出した回転加速度をマイクロコ
ンピュータ１０に伝える。なお、マイクロコンピュータ１０には、特に図示しないが車輌
Ｃ１に本来備わる電子機器やセンサ、スイッチなどの状態を検出したり、さらにはエンジ
ンやブレーキなどの動力制御系を制御できるように、これらがインターフェイス回路１１
を介して接続されている。
【００２６】
　ＣＤドライブ２５は、ロードマップデータなどが収録されたＣＤ－ＲＯＭからデータを
読み出すためのものであって、読み出したデータをマイクロコンピュータ１０に伝える。
操作部２６は、各種の操作キーを備え、使用者のキー操作に応じた入力信号をマイクロコ
ンピュータ１０に伝える。表示部２７は、マイクロコンピュータ１０により制御され、ロ
ードマップやガイダンスなどを画面上に表示する。スピーカ２８は、マイクロコンピュー
タ１０の制御に応じて音声などを発生する。
【００２７】
　一方、データバンクマシン３は、データベースとそれに対するアクセス機能を備えたメ
インフレームなどで構成されるが、データバンクマシン３のコンピュータ装置本体３１は
、事故情報を自動的にあるいは手動方式で収集し、収集した事故情報を分析し、さらには
ナビゲーション装置１に対して送信すべき事故情報をデータベースとしてハードディスク
装置３２に記録し、地上ビーコンＢなどを介してナビゲーション装置１に事故情報を送信
する機能を備えたものである。ここで、事故情報とは、事故が発生した位置（事故位置）
のほか、わき見運転、スピードオーバー、急ハンドルなどの事故要因、飛び出し、巻き込
み、横転などの事故種別、事故が発生した時点での天気や時間、事故を起こした運転者（
事故者）や車輌などに関する事項を含むものとされる。もちろん、事故情報は、上記以外
の事項を含むものであっても良いが、ＧＰＳデータとしての緯度および経度データ（これ
らに高度データを追加しても良い）からなる事故位置が必ず含まれるものとされる。
【００２８】
　このような事故情報を収集する仕組みについて説明すると、図１に一例として破線で示
すように、車輌Ｃ２，Ｃ３が事故を起こしたとする。各車輌Ｃ２，Ｃ３にナビゲーション
装置１が搭載されている場合、このナビゲーション装置１からは、ＧＰＳデータからなる
事故位置のほか、車速センサ２２や回転センサ２３、ジャイロ２４などで検出された物理
量やワイパースイッチの作動状態、時間、さらには運転者や車輌のコードが事故情報とし
て情報処理収集センタＤに送信されてくる。これにより、情報処理収集センタＤのデータ
バンクマシン３は、事故情報を自動的に収集して登録するのである。一方、事故情報を手
動で収集する場合には、事故を起こした者から電話などで直接情報処理収集センタＤに事
故の内容が知らされ、オペレータがデータバンクマシン３に対して事故情報をその都度登
録することとなる。なお、自動的に事故情報を収集する場合、ナビゲーション装置１から
送られてくる事項だけでは事故種別などを確定できないが、これらの不確定要素について
は後から手動で追加するとしても良い。また、手動で事故情報を収集する場合、事故位置
は、緯度や経度などで知らされることはほとんどないが、オペレータの操作などを経てＧ
ＰＳデータとして登録されることとなる。
【００２９】
　要点について簡単に説明すると、上記のようにしてデータバンクマシン３に登録された
事故情報は、データバンクマシン３からナビゲーション装置１へと送信され、その都度、
ナビゲーション装置１には、新しい事故情報が蓄積される。送信方法としては、データバ
ンクマシン３が定期的に事故情報を一括送信したり、新たに登録情報が増えるごとに追加
分のみを送信したり、ナビゲーション装置１から送信要求があるごとに送信する方法が考
えられるが、いずれの方法でも良い。このような事故情報をたとえば車輌Ｃ１の走行前や
走行中に利用する場合には、車輌Ｃ１の現在位置から所定距離以内の事故位置を指し示す
事故情報が抽出され、さらに、車輌Ｃ１の走行状態などに関する車輌情報や運転者などに
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関する情報をフィルタリング情報とし、このフィルタリング情報と一致する事故情報のみ
が抽出される（フィルタリング処理）。フィルタリング情報と一致する事故情報が存在す
る場合には、安全運行を支援すべく以下に説明するような動作が行われる。
【００３０】
　ナビゲーション装置１には、運転者などにより指定されたスタート地点からゴール地点
まで車輌Ｃ１を案内するための走行ルート（移動経路）を探索して表示する機能が備えら
れている。この機能を利用する場合、マイクロコンピュータ１０は、フィルタリング処理
により得た事故情報に基づいて過去に起こった事故位置を回避するような走行ルートを求
める。こうして求められた走行ルートは、表示部２７の画面上に表示される。運転者は、
画面上に表示された走行ルートを辿るように車輌Ｃ１を運転操作することにより、事故が
頻発するような箇所を避けて安全にスタート地点からゴール地点へと車輌Ｃ１を走行させ
ることができる。
【００３１】
　また、実際に車輌Ｃ１を走行させる際には、事故位置を回避できない場合がある。その
ような場合、マイクロコンピュータ１０は、フィルタリング処理により事故情報に基づい
て車輌Ｃ１の現在位置が事故位置にある程度まで接近した状態にあるか否かを判定する。
車輌Ｃ１が事故位置にある程度まで接近した状態となると、その旨を運転者に伝えるべく
、表示部２７の画面上には、事故位置に接近しつつあることを示す警告画面が表示された
り、スピーカ２８からは、事故位置に接近しつつある旨を警告するための音声が発せられ
る。これにより、運転者は、車輌Ｃ１の走行中に事故が起こりやすい箇所などに近づきつ
つあることを知り、事故につながらないよう安全運転を心がけることができる。
【００３２】
　さらに、車輌Ｃ１が事故位置の手前などに達すると、マイクロコンピュータ１０は、フ
ィルタリング処理により得た事故情報に基づいて、エンジンやブレーキなどの動力制御系
に指令を出し、車輌Ｃ１の挙動を制御する。たとえば、スピードオーバーで事故が頻発す
る事故位置では、事故を起こさない程度の速度となるように車輌Ｃ１が自動的にスピード
ダウンされる。つまり、運転者は、事故があった箇所で当時の状況と同じような運転操作
を行っている場合、車輌Ｃ１のエンジンやブレーキなどが自動的に制御されることで強制
的に安全な走行状態とされるのである。もっとも、上記した事故位置に接近する場合の警
告機能や、事故位置の手前で強制的に安全な走行状態とする機能は、ナビゲーション装置
１に対するユーザ設定で機能オフとしておくことができるのは言うまでもない。また、事
故位置に接近しつつある旨を警告する状況にあっても、事故につながるような運転状態に
ない場合には、エンジンやブレーキなどを自動的に制御しないようにしても良い。
【００３３】
　次に、各機能に基づく動作を説明する。
【００３４】
　図３は、ナビゲーション装置１によるルート探索処理を示すフローチャートである。こ
の図に基づいて説明すると、ルート探索を行うにあたって運転者などによりスタート地点
およびゴール地点が入力されると、ナビゲーション装置１のマイクロコンピュータ１０は
、これらスタート地点およびゴール地点をＧＰＳデータに対応した緯度および経度データ
としてロードマップ上に設定する（Ｓ１）。スタート地点およびゴール地点を入力する際
には、表示部２７の画面上にロードマップと移動自在のカーソルとを表示し、このカーソ
ルでロードマップ上の所望とする地点を指示したり、スタート地点やゴール地点とすべき
住所を直接入力し、この住所をマイクロコンピュータ１０の内部処理によって緯度および
経度データに変換させたり、あらかじめ登録された電話番号を入力し、この電話番号をマ
イクロコンピュータ１０の内部処理によって緯度および経度データに変換させたりするこ
とができる。
【００３５】
　ＧＰＳデータからなるスタート地点およびゴール地点をロードマップ上に設定した後、
マイクロコンピュータ１０は、スタート時刻、ゴール時刻、車輌Ｃ１に積む荷物の種類、
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車種、運転者などといったフィルタリング情報の入力に応じて、これらの条件を設定する
（Ｓ２）。なお、フィルタリング情報は、あらかじめ登録されたものであっても良い。
【００３６】
　そして、マイクロコンピュータ１０は、入力に応じて設定したスタート地点およびゴー
ル地点、ならびにフィルタリング情報に適合するルートをロードマップデータの中から探
し出す（Ｓ３）。
【００３７】
　こうして適当なルートが探し出されると、マイクロコンピュータ１０は、そのルートを
ＧＰＳデータに対応したデータ形式とすべく、緯度および経度データからなるルート情報
を一旦作成する（Ｓ４）。このようなルート情報には、スタート地点やゴール地点のほか
、ルート途中の各位置を示す緯度および経度データが多数含まれ、各データが所定の順序
で配列されたデータ構造とされる。
【００３８】
　そうした後、マイクロコンピュータ１０は、記憶デバイスに蓄積された事故情報を読み
出し、上記ルート情報に含まれる項目が事故情報の項目にヒットするか否かを調べる（Ｓ
５）。具体的に言うと、ルート上の各緯度および経度データが事故位置に相当するものか
否かが調べられるのである。このとき、ルート上の各緯度および経度データについては、
事故位置を示す緯度および経度データと完全に一致するか否かが判断されるとしても、誤
差を含む許容範囲内で判断されるとしてもいずれであっても良い。
【００３９】
　ルート上の緯度および経度データが事故位置に相当する場合（Ｓ５：ＹＥＳ）、マイク
ロコンピュータ１０は、その事故位置を回避するようなルートがあるか否かをさらに調べ
る（Ｓ６）。
【００４０】
　事故位置を回避するようなルートがある場合（Ｓ６：ＹＥＳ）、マイクロコンピュータ
１０は、そのルートを回避ルートとし、それに応じて緯度および経度データを再編成する
ことで回避ルート情報を作成する（Ｓ７）。
【００４１】
　回避ルート情報を作成すると、最終的にマイクロコンピュータ１０は、回避ルート情報
に基づく回避ルートをロードマップとともに表示部２７の画面上に表示させ（Ｓ８）、そ
の後、このルート探索処理を終える。こうして画面上に表示された回避ルートでは、過去
に事故のあった位置を通過することなくスタート地点からゴール地点へと案内するための
道順が示されるのである。
【００４２】
　Ｓ６において、事故位置を回避するようなルートがない場合（Ｓ６：ＮＯ）、マイクロ
コンピュータ１０は、Ｓ４にて一旦作成したルート情報をそのまま採用し、そのルート情
報に基づく走行ルートを途中の事故位置とともに表示部２７の画面上に表示させ（Ｓ９）
、このルート探索処理を終える。こうして画面上に表示された走行ルートでは、そのルー
ト上のどの地点で過去に事故があったかが明示されることとなる。
【００４３】
　Ｓ５において、ルート上における全ての緯度および経度データが事故位置に相当しない
場合（Ｓ５：ＮＯ）、マイクロコンピュータ１０は、Ｓ４にて一旦作成したルート情報を
そのまま採用し、そのルート情報に基づく走行ルートをロードマップとともに表示部２７
の画面上に表示させ（Ｓ１０）、このルート探索処理を終える。
【００４４】
　次に、図４は、ナビゲーション装置１による車輌走行対応処理を示すフローチャートで
ある。この図に基づいて説明すると、マイクロコンピュータ１０は、走行中に時々刻々と
変化する現在位置をＧＰＳ衛星Ｇ１，Ｇ２，…からのＧＰＳ信号に基づいて測位しており
、現在位置を緯度および経度データからなるＧＰＳデータとして取得している（Ｓ２１）
。もちろん、車輌Ｃ１が停止中には、その場の現在位置が得られる。なお、車輌Ｃ１がト
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ンネルなどに入ると、ＧＰＳ信号を受信できないが、車速センサ２２やジャイロ２４など
を用いた自律航法システムがＧＰＳとともに構築されている場合には、ＧＰＳ信号を受信
できない状態でも現在位置が得られる。また、少なくとも３個のＧＰＳ衛星からのＧＰＳ
信号を受信することで緯度および経度データが得られるが、これらのデータに加えて高度
データも取得する場合には、少なくとも４個のＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信号を受信する必
要がある。このようなＧＰＳ関連の技術は、すでに周知とされたものであることから、そ
の他のＧＰＳに関連した説明を省略する。
【００４５】
　また、マイクロコンピュータ１０は、現在位置のほか、走行中の車輌Ｃ１に関するその
他の車輌関連事項もフィルタリング情報として取得している（Ｓ２２）。ここで言う車輌
関連事項とは、車速センサ２２で検出された走行速度、回転センサ２３で検出されたエン
ジン回転数、ジャイロ２４で検出された回転加速度のほか、時間や運転者に関する事項を
意味する。特に、走行速度、エンジン回転数、回転加速度によっては、車輌Ｃ１の挙動と
して、たとえば急激な加減速状態や急にハンドルをきった状態などを認識できる。
【００４６】
　以上のようにして各種の事項を取得すると、マイクロコンピュータ１０は、これらの事
項を実体内容とした車輌情報を作成する（Ｓ２３）。このような車輌情報は、図４に示す
一連のルーチンを繰り返して一定のタイミングで作成されることとなる。
【００４７】
　車輌情報を作成すると、マイクロコンピュータ１０は、その車輌情報に対して記憶デバ
イスに蓄積された事故情報を比較対象とし、車輌情報に含まれる現在位置から所定距離以
内の事故位置を示す事故情報が存在するか否かを調べる（Ｓ２４）。
【００４８】
　現在位置から所定距離以内に事故位置がある場合（Ｓ２４：ＹＥＳ）、マイクロコンピ
ュータ１０は、フィルタリング処理として車輌情報に含まれる内容が事故情報の内容にヒ
ットするか否かを調べる（Ｓ２５）。具体的に言うと、現時点での走行速度やエンジン回
転数、回転加速度、さらには天気や時間などが、過去にあった事故の状況と一致するか否
かが調べられるのである。このとき、車輌情報に含まれる内容と事故情報の内容とは、複
数の項目で一致するか否かが判断されるとしても、単に一つの項目だけで判断されるとし
てもいずれであっても良い。
【００４９】
　車輌情報に含まれる内容と事故情報の内容とが一致する場合（Ｓ２５：ＹＥＳ）、マイ
クロコンピュータ１０は、事故位置に接近しつつあることを示す警告画面を表示部２７に
表示させ、また、スピーカ２８を通じて事故位置に接近しつつある旨を警告するための音
声を発生させる（Ｓ２６）。
【００５０】
　さらに、マイクロコンピュータ１０は、エンジンやブレーキなどの動力制御系に指令を
送り、安全な走行状態とすべく車輌Ｃ１の挙動を制御する（Ｓ２７）。その後、マイクロ
コンピュータ１０は、この車輌走行対応処理に係る一連のルーチンを終え、再びＳ２１に
戻る。
【００５１】
　Ｓ２５において、車輌情報に含まれる内容と事故情報の内容とが一致しない場合（Ｓ２
５：ＮＯ）、マイクロコンピュータ１０は、Ｓ２１に戻る。このとき、Ｓ２６と同様の処
理を実行してからＳ２１に戻るようにしても良い。
【００５２】
　Ｓ２４において、現在位置から所定距離以内に事故位置がない場合にも（Ｓ２４：ＮＯ
）、マイクロコンピュータ１０は、Ｓ２１に戻る。
【００５３】
　したがって、上記実施形態によれば、情報処理収集センタＤが保有する事故情報がナビ
ゲーション装置１に取り込まれ、ナビゲーション装置１は、取り込んだ事故情報に基づい
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て走行ルート上における事故位置を認識できることとなる。これにより、ナビゲーション
装置１は、統計的に事故の発生しやすい事故位置を回避可能なルートを求め、そのような
ルートをロードマップとともに表示したり、実際に車輌Ｃ１が走行中の場合には、事故位
置に接近しつつある旨を音声や表示で知らせたり、さらには事故位置を車輌Ｃ１が通過す
る際には、その車輌の挙動を自動的に制御して安全な走行状態とすることができる。つま
り、保険会社や公共機関などに業務上蓄積された事故情報が有効に利用され、事故情報に
基づいて車輌Ｃ１を安全に走行させることができるのである。
【００５４】
　なお、他の実施形態としては、ナビゲーション装置１からデータバンクマシン３に対し
て現在位置を含む車輌情報が送信され、車輌情報を受信したデータバンクマシン３が車輌
情報と事故情報との比較を行い、さらにデータバンクマシン３がフィルタリング処理を実
行して適当な事故情報をナビゲーション装置１に対して送信し、事故情報を受信した場合
に限りナビゲーション装置１が事故位置に接近しつつあることを警告したり、車輌Ｃ１の
挙動を制御するようにしても良い。このような他の実施形態として、データバンクマシン
３による車輌走行対応処理を図５のフローチャートに示し、この図に基づいて他の実施形
態を以下に説明する。なお、ナビゲーション装置１における処理は、先述した実施形態と
部分的に重複することから、その説明を適宜省略する。
【００５５】
　図５に示すように、データバンクマシン３は、たとえば定期的に車輌Ｃ１のナビゲーシ
ョン装置１から送信されてくる車輌情報を受信することで取得する（Ｓ３１）。
【００５６】
　車輌情報を取得すると、データバンクマシン３は、その車輌情報に対してハードディス
ク装置３２に格納された事故情報を比較対象とし、車輌情報に含まれる車輌Ｃ１の現在位
置から所定距離以内の事故位置を示す事故情報が存在するか否かを調べる（Ｓ３２）。
【００５７】
　車輌Ｃ１の現在位置から所定距離以内に事故位置がある場合（Ｓ３２：ＹＥＳ）、デー
タバンクマシン３は、車輌情報に含まれる内容が事故情報の内容にヒットするか否かを調
べる（Ｓ３３）。これは、図４のＳ２５と同様である。
【００５８】
　車輌情報に含まれる内容と事故情報の内容とが一致する場合（Ｓ３３：ＹＥＳ）、デー
タバンクマシン３は、該当する事故情報を車輌Ｃ１のナビゲーション装置１に送信し（Ｓ
３４）、この処理を終える。これにより、事故情報を受信したナビゲーション装置１は、
事故位置に接近しつつあることを示す警告画面を表示部２７に表示させ、また、スピーカ
２８を通じて事故位置に接近しつつある旨を警告するための音声を発生させる。さらに、
ナビゲーション装置１は、事故情報の受信に応じてエンジンやブレーキなどの動力制御系
に指令を送り、安全な走行状態とすべく車輌Ｃ１の挙動を制御する。
【００５９】
　Ｓ３３において、車輌情報に含まれる内容と事故情報の内容とが一致しない場合（Ｓ３
３：ＮＯ）、データバンクマシン３は、Ｓ３１に戻る。このとき、データバンクマシン３
は、Ｓ３４と同様に該当する事故情報をナビゲーション装置１に送信してからＳ３１に戻
るようにしても良い。
【００６０】
　Ｓ３２において、現在位置から所定距離以内に事故位置がない場合にも（Ｓ３２：ＮＯ
）、データバンクマシン３は、Ｓ３１に戻る。
【００６１】
　したがって、他の実施形態によっても先述した実施形態と同様の効果を得ることができ
る。
【００６２】
　なお、本発明は、上記の各実施形態に限定されるものではない。
【００６３】
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　本発明に係る車輌安全走行システムは、運送トラックなどによる配車業務システムの一
環として採用すれば優れた実績を上げることができるが、もちろん、一般の自家用車を安
全に走行させることを目的としたものでも良い。
【００６４】
　事故情報は、データバンクマシン３からナビゲーション装置１に対して提供されるとし
たが、ＣＤ－ＲＯＭなどの記録メディアを介して提供されるものであっても良い。つまり
、データバンクマシン３がなくてもナビゲーション装置１が自己完結的に事故情報に関し
てフィルタリング処理を実行するとしても良い。
【００６５】
　また、ナビゲーション装置１は、現在位置を示すＧＰＳデータのみをデータバンクマシ
ン３に対して送信し、それに応じて現在位置から所定距離以内の事故位置を示す事故情報
がデータバンクマシン３から返信され、この事故情報に関してフィルタリング処理を行う
としても良い。
【００６６】
　ナビゲーション装置１は、ＧＰＳに対応したものに限らず、たとえば携帯可能なノート
型といったパーソナルコンピュータなどのロードマップを表示可能なものや、さらには単
に緯度および経度データのみを表示するものであっても良い。パーソナルコンピュータな
どの場合には、必ずしも車輌に搭載しておく必要はなく、プリントアウトなどで事故位置
に関連する情報を用紙上に出力して利用することができる。
【００６７】
　ナビゲーション装置１とデータバンクマシン３との通信は、携帯型電話機などで利用さ
れる移動体通信網を介して行われるとしても良い。
【００６８】
　　（付記１）　移動体に搭載される移動体安全運行支援装置であって、
　前記移動体の現在位置を取得する現在位置取得手段と、
　事故発生位置情報と事故に関連する事故関連情報とを対応付けてなる事故情報を記憶す
る事故情報データベースと、
　前記移動体に関する情報および／または前記移動体の操作者に関連する情報からなるフ
ィルタリング情報を記憶するフィルタリング情報記憶手段と、
　前記現在位置取得手段により取得された前記移動体の現在位置と、前記事故情報データ
ベースに含まれる事故発生位置情報とを比較し、現在位置から所定距離以内の事故位置に
該当する事故発生位置情報を抽出し、さらに抽出した事故発生位置情報に対応する事故関
連情報と前記フィルタリング情報とを比較し、条件の一致した前記事故情報を抽出する事
故情報抽出手段と、
　前記事故情報抽出手段により抽出された前記事故情報に基づいて、前記移動体の安全運
行を支援するための処理を実行する安全運行支援処理手段と、
　を有することを特徴とする、移動体安全運行支援装置。
【００６９】
　　（付記２）　移動体に搭載され、移動体安全運行支援センタシステムと双方向通信し
得る移動体安全運行支援装置であって、
　前記移動体の現在位置を取得する現在位置取得手段と、
　前記移動体に関する情報および／または前記移動体の操作者に関連する情報からなるフ
ィルタリング情報を記憶するフィルタリング情報記憶手段と、
　前記現在位置取得手段により取得された前記移動体の現在位置についての情報を、前記
移動体安全運行支援センタシステムに対して送信する送信手段と、
　前記送信手段による送信に応じて前記移動体安全運行支援センタシステムから返信され
た、事故発生位置情報と事故に関連する事故関連情報とを対応付けてなる事故情報を受信
する受信手段と、
　前記受信手段を介して受信した前記事故情報と前記フィルタリング情報とを比較し、条
件の一致した前記事故情報を抽出する事故情報抽出手段と、
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　前記事故情報抽出手段により抽出された前記事故情報に基づいて、前記移動体の安全運
行を支援するための処理を実行する安全運行支援処理手段と、
　を有することを特徴とする、移動体安全運行支援装置。
【００７０】
　　（付記３）　移動体に搭載され、移動体安全運行支援センタシステムと双方向通信し
得る移動体安全運行支援装置であって、
　前記移動体の現在位置を取得する現在位置取得手段と、
　前記移動体に関する情報および／または前記移動体の操作者に関連する情報からなるフ
ィルタリング情報を生成するフィルタリング情報生成手段と、
前記移動体の現在位置についての情報と前記フィルタリング情報とを、前記移動体安全運
行支援センタシステムに対して送信する送信手段と、
　前記送信手段による送信に応じて前記移動体安全運行支援センタシステムから返信され
た、安全運行を支援するための情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段を介して受信した情報には、事故発生位置情報と事故に関連する事故関連
情報とを対応付けてなる事故情報が含まれ、この事故情報に基づいて、前記移動体の安全
運行を支援するための処理を実行する安全運行支援処理手段と、
　を有することを特徴とする、移動体安全運行支援装置。
【００７１】
　　（付記４）　前記安全運行支援処理手段は、前記事故情報に基づいて、前記移動体の
操作者に対して音声および／または表示により警告を行う、付記１ないし３のいずれかに
記載の移動体安全運行支援装置。
【００７２】
　　（付記５）　前記安全運行支援処理手段は、前記事故情報に基づいて、前記移動体の
挙動を制御する、付記１ないし３のいずれかに記載の移動体安全運行支援装置。
【００７３】
　　（付記６）　前記安全運行支援処理手段は、前記移動体に関して指定された目的地ま
で案内するための移動経路を指示するナビゲーション機能を備え、前記移動経路を指示す
るにあたっては、前記事故情報に含まれる事故発生位置情報に基づいて、事故位置を回避
する移動経路を探索する、付記１ないし３のいずれかに記載の移動体安全運行支援装置。
【００７４】
　　（付記７）　前記移動体の運転操作状況および／または挙動を収集する収集手段と、
前記収集手段により得られた運転操作状況および／または挙動に関する情報に基づいて、
前記フィルタリング情報を生成するフィルタリング情報生成手段とを有する、付記１ない
し３のいずれかに記載の移動体安全運行支援装置。
【００７５】
　　（付記８）　移動体に搭載された移動体安全運行支援装置と双方向通信し得る移動体
安全運行支援センタシステムであって、
　事故発生位置情報と事故に関連する事故関連情報とを対応付けてなる事故情報を記憶す
る事故情報データベースと、
　前記移動体安全運行支援装置から送信された、前記移動体の現在位置についての情報を
受信する受信手段と、
　前記受信手段を介して受信した情報に含まれる前記移動体の現在位置と、前記事故情報
データベースに含まれる事故発生位置情報とを比較し、現在位置から所定距離以内の事故
位置に該当する事故情報を抽出する事故情報抽出手段と、
　前記事故情報抽出手段により抽出された前記事故情報を前記移動体安全運行支援装置に
対して送信する送信手段と、
　を有することを特徴とする、移動体安全運行支援センタシステム。
【００７６】
　　（付記９）　移動体に搭載された移動体安全運行支援装置と双方向通信し得る移動体
安全運行支援センタシステムであって、
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　事故発生位置情報と事故に関連する事故関連情報とを対応付けてなる事故情報を記憶す
る事故情報データベースと、
　前記移動体安全運行支援装置から送信されてくる前記移動体の現在位置とともに、前記
移動体に関する情報および／または前記移動体の操作者に関連する情報からなるフィルタ
リング情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段を介して受信した情報に含まれる前記移動体の現在位置と、前記事故情報
データベースに含まれる事故発生位置情報とを比較し、現在位置から所定距離以内の事故
位置に該当する事故発生位置情報を抽出し、さらに抽出した事故発生位置情報に対応する
事故関連情報と前記フィルタリング情報とを比較し、条件の一致した前記事故情報を抽出
する事故情報抽出手段と、
　前記事故情報抽出手段により抽出された前記事故情報を前記移動体安全運行支援装置に
対して送信する送信手段と、
　を有することを特徴とする、移動体安全運行支援センタシステム。
【００７７】
　　（付記１０）　移動体に搭載される移動体安全運行支援装置を制御するためのコンピ
ュータプログラムであって、
　前記移動体の現在位置を取得するための現在位置取得プログラムと、
　事故発生位置情報と事故に関連する事故関連情報とを対応付けてなる事故情報を記憶す
る事故情報データベースと、
　前記移動体に関する情報および／または前記移動体の操作者に関連する情報からなるフ
ィルタリング情報を記憶するフィルタリング情報記憶手段にアクセスするためのアクセス
プログラムと、
　前記アクセスプログラムに基づいて取得された前記移動体の現在位置と、前記事故情報
データベースに含まれる事故発生位置情報とを比較し、現在位置から所定距離以内の事故
位置に該当する事故発生位置情報を抽出し、さらに抽出した事故発生位置情報に対応する
事故関連情報と前記フィルタリング情報とを比較し、条件の一致した前記事故情報を抽出
するための事故情報抽出プログラムと、
　前記事故情報抽出プログラムに基づいて抽出された前記事故情報に基づいて、前記移動
体の安全運行を支援するための処理を実行するための安全運行支援処理プログラムと、
　を含むことを特徴とする、コンピュータプログラム。
【００７８】
　　（付記１１）　移動体に搭載され、移動体安全運行支援センタシステムと双方向通信
し得る移動体安全運行支援装置を制御するためのコンピュータプログラムであって、
　前記移動体の現在位置を取得するための現在位置取得プログラムと、
　前記移動体に関する情報および／または前記移動体の操作者に関連する情報からなるフ
ィルタリング情報を記憶するフィルタリング情報記憶手段にアクセスするためのアクセス
プログラムと、
　前記現在位置取得プログラムに基づいて取得された前記移動体の現在位置についての情
報を、前記移動体安全運行支援センタシステムに対して送信するための送信プログラムと
、
　前記送信プログラムに基づく送信に応じて前記移動体安全運行支援センタシステムから
返信された、事故発生位置情報と事故に関連する事故関連情報とを対応付けてなる事故情
報を受信するための受信プログラムと、
　前記受信プログラムに基づいて受信した前記事故情報と前記フィルタリング情報とを比
較し、条件の一致した前記事故情報を抽出するための事故情報抽出プログラムと、
　前記事故情報抽出プログラムに基づいて抽出された前記事故情報に基づいて、前記移動
体の安全運行を支援するための処理を実行するための安全運行支援処理プログラムと、
　を含むことを特徴とする、コンピュータプログラム。
【００７９】
　　（付記１２）　移動体に搭載され、移動体安全運行支援センタシステムと双方向通信
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し得る移動体安全運行支援装置を制御するためのコンピュータプログラムであって、
　前記移動体の現在位置を取得するための現在位置取得プログラムと、
　前記移動体に関する情報および／または前記移動体の操作者に関連する情報からなるフ
ィルタリング情報を生成するためのフィルタリング情報生成プログラムと、
前記移動体の現在位置についての情報と前記フィルタリング情報とを、前記移動体安全運
行支援センタシステムに対して送信するための送信プログラムと、
　前記送信プログラムに基づく送信に応じて前記移動体安全運行支援センタシステムから
返信された、安全運行を支援するための情報を受信するための受信プログラムと、
　前記受信プログラムに基づいて受信した情報には、事故発生位置情報と事故に関連する
事故関連情報とを対応付けてなる事故情報が含まれ、この事故情報に基づいて、前記移動
体の安全運行を支援するための処理を実行するための安全運行支援処理プログラムと、
　を含むことを特徴とする、コンピュータプログラム。
【００８０】
　　（付記１３）　移動体に搭載された移動体安全運行支援装置と双方向通信し得る移動
体安全運行支援センタシステムを制御するためのコンピュータプログラムであって、
　事故発生位置情報と事故に関連する事故関連情報とを対応付けてなる事故情報を記憶す
る事故情報データベースにアクセスするためのアクセスプログラムと、
　前記移動体安全運行支援装置から送信された、前記移動体の現在位置についての情報を
受信するための受信プログラムと、
　前記受信プログラムに基づいて受信した情報に含まれる前記移動体の現在位置と、前記
事故情報データベースに含まれる事故発生位置情報とを比較し、現在位置から所定距離以
内の事故位置に該当する事故情報を抽出するための事故情報抽出プログラムと、
　前記事故情報抽出プログラムに基づいて抽出された前記事故情報を前記移動体安全運行
支援装置に対して送信するための送信プログラムと、
　を含むことを特徴とする、コンピュータプログラム。
【００８１】
　　（付記１４）　移動体に搭載された移動体安全運行支援装置と双方向通信し得る移動
体安全運行支援センタシステムを制御するためのコンピュータプログラムであって、
　事故発生位置情報と事故に関連する事故関連情報とを対応付けてなる事故情報を記憶す
る事故情報データベースにアクセスするためのアクセスプログラムと、
　前記移動体安全運行支援装置から送信されてくる前記移動体の現在位置とともに、前記
移動体に関する情報および／または前記移動体の操作者に関連する情報からなるフィルタ
リング情報を受信するための受信プログラムと、
　前記受信プログラムに基づいて受信した情報に含まれる前記移動体の現在位置と、前記
事故情報データベースに含まれる事故発生位置情報とを比較し、現在位置から所定距離以
内の事故位置に該当する事故発生位置情報を抽出し、さらに抽出した事故発生位置情報に
対応する事故関連情報と前記フィルタリング情報とを比較し、条件の一致した前記事故情
報を抽出するための事故情報抽出プログラムと、
　前記事故情報抽出プログラムに基づいて抽出された前記事故情報を前記移動体安全運行
支援装置に対して送信するための送信プログラムと、
　を含むことを特徴とする、コンピュータプログラム。
【００８２】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、移動体安全運行支援センタシステムとしての機
能を備えた、たとえば保険会社や公共機関などが保有する事故情報が移動体安全運行支援
装置として車輌に搭載されたナビゲーション装置に提供され、ナビゲーション装置は、事
故情報に基づいて統計的に事故の発生しやすい事故位置を回避するようにして求めた移動
経路を提示したり、そのような事故位置に接近しつつある旨を音声や表示で知らせたり、
さらには事故位置を車輌が通過する際、その車輌の挙動を自動的に制御して安全な走行状
態とすることができる。つまり、保険会社や公共機関などの事故情報が有効に利用され、
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事故情報に基づいて車輌を安全に走行させることができるのである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態に係る車輌安全走行システムの概要を説明するための説明
図である。
【図２】　ナビゲーション装置や情報処理収集センタの技術的な構成、事故情報の内容を
説明するための説明図である。
【図３】　ナビゲーション装置によるルート探索処理を示すフローチャートである。
【図４】　ナビゲーション装置による車輌走行対応処理を示すフローチャートである。
【図５】　他の実施形態として、データバンクマシンによる車輌走行対応処理を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
　Ｃ１　　　　　　車輌
　Ｇ１，Ｇ２，…　ＧＰＳ衛星
　Ｄ　　　　　　　情報処理収集センタ
　Ｂ　　　　　　　地上ビーコン
　１　　　　　　　ナビゲーション装置（移動体安全運行支援装置）
　３　　　　　　　データバンクマシン（移動体安全運行支援センタシステム）
　１０　　　　　　マイクロコンピュータ
　１１　　　　　　インターフェイス回路
　２０　　　　　　ＧＰＳアンテナ
　２１　　　　　　通信アンテナ
　２２　　　　　　車速センサ
　２３　　　　　　回転センサ
　２４　　　　　　ジャイロ
　２５　　　　　　ＣＤドライブ
　２６　　　　　　操作部
　２７　　　　　　表示部
　２８　　　　　　スピーカ
　３１　　　　　　コンピュータ装置本体
　３２　　　　　　ハードディスク装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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