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(57)【要約】
【課題】車両の走行態様に限定されることなくユーザに
対してより適切な走行経路を選択させることを可能にし
た経路案内システム、経路案内方法及びコンピュータプ
ログラムを提供する。
【解決手段】車両の自動運転制御が行われる自動運転区
間を含む出発地から目的地へ至る推奨経路を探索する場
合に、自動運転区間の少なくとも一部で車両が自動運転
制御を行うことを仮定して出発地から目的地へ至る推奨
経路である第１推奨経路を探索するとともに、自動運転
区間で車両が自動運転制御を行わないことを仮定して出
発地から目的地へ至る推奨経路である第２推奨経路を探
索し、第１推奨経路と第２推奨経路とを案内するように
構成する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の自動運転制御が行われる自動運転区間を含む場合に、該自動運転区間の少なくと
も一部で前記車両が自動運転制御を行うことを仮定して出発地から目的地へ至る推奨経路
である第１推奨経路を探索する第１経路探索手段と、
　前記自動運転区間を含む場合に、該自動運転区間で前記車両が自動運転制御を行わない
ことを仮定して出発地から目的地へ至る推奨経路である第２推奨経路を探索する第２経路
探索手段と、
　前記第１推奨経路と前記第２推奨経路とを案内する経路案内手段と、を有することを特
徴とする経路案内システム。
【請求項２】
　前記経路案内手段は、前記第１推奨経路と前記第２推奨経路とを同一画面上に比較して
表示することを特徴とする請求項１に記載の経路案内システム。
【請求項３】
　前記第１経路探索手段は、
　　　前記第１推奨経路の候補である候補経路を複数取得する経路候補取得手段と、
　　　前記経路候補取得手段によって取得された複数の候補経路毎に、該候補経路に含ま
れる前記自動運転区間において自動運転制御を中断する中断区間を特定する中断区間特定
手段と、
　　　前記中断区間特定手段により特定された前記中断区間に基づいて、前記複数の候補
経路毎に、該候補経路に含まれる前記自動運転区間において自動運転制御を中断する中断
情報を取得する中断情報取得手段と、
　　　前記中断情報取得手段によって取得された前記中断情報に基づいて前記複数の候補
経路の内から前記中断区間を含む前記第１推奨経路を選択する推奨経路選択手段と、を有
することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の経路案内システム。
【請求項４】
　前記中断情報は、自動運転制御を中断する回数、時間、距離及び理由のいずれかを含む
ことを特徴とする請求項３に記載の経路案内システム。
【請求項５】
　前記第１経路探索手段は、
　　　前記第１推奨経路の候補である候補経路を複数取得する経路候補取得手段と、
　　　前記経路候補取得手段によって取得された複数の候補経路毎に、該候補経路に含ま
れる前記自動運転区間において自動運転制御を中断する可能性のある中断予測区間を特定
する中断予測区間特定手段と、
　　　前記中断予測区間特定手段により特定された前記中断予測区間に基づいて、前記複
数の候補経路毎に、該候補経路に含まれる前記自動運転区間において自動運転制御を中断
すると予測される中断予測情報を取得する中断予測情報取得手段と、
　　　前記中断予測情報取得手段によって取得された前記中断予測情報に基づいて前記複
数の候補経路の内から前記中断予測区間を含む前記第１推奨経路を選択する推奨経路選択
手段と、を有することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の経路案内システム。
【請求項６】
　前記中断予測情報は、自動運転制御を中断すると予測される回数、時間、距離及び理由
のいずれかを含むことを特徴とする請求項５に記載の経路案内システム。
【請求項７】
　第１経路探索手段が、車両の自動運転制御が行われる自動運転区間を含む場合に、該自
動運転区間の少なくとも一部で前記車両が自動運転制御を行うことを仮定して出発地から
目的地へ至る推奨経路である第１推奨経路を探索するステップと、
　第２経路探索手段が、前記自動運転区間を含む場合に、該自動運転区間で前記車両が自
動運転制御を行わないことを仮定して出発地から目的地へ至る推奨経路である第２推奨経
路を探索するステップと、
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　経路案内手段が、前記第１推奨経路と前記第２推奨経路とを案内するステップと、を有
することを特徴とする経路案内方法。
【請求項８】
　コンピュータを、
　　　車両の自動運転制御が行われる自動運転区間を含む場合に、該自動運転区間の少な
くとも一部で前記車両が自動運転制御を行うことを仮定して出発地から目的地へ至る推奨
経路である第１推奨経路を探索する第１経路探索手段と、
　　　前記自動運転区間を含む場合に、該自動運転区間で前記車両が自動運転制御を行わ
ないことを仮定して出発地から目的地へ至る推奨経路である第２推奨経路を探索する第２
経路探索手段と、
　　　前記第１推奨経路と前記第２推奨経路とを案内する経路案内手段と、
して機能させる為のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動運転制御が行われる車両における推奨経路を案内する経路案内システム
、経路案内方法及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両の走行案内を行い、運転者が所望の目的地に容易に到着できるようにしたナ
ビゲーション装置が車両に搭載されていることが多い。ここで、ナビゲーション装置とは
、ＧＰＳ受信機などにより自車の現在位置を検出し、その現在位置に対応する地図データ
をＤＶＤ－ＲＯＭやＨＤＤなどの記録媒体またはネットワークを通じて取得して液晶モニ
タに表示することが可能な装置である。更に、かかるナビゲーション装置には、所望する
目的地を入力すると、自車位置から目的地までの推奨経路を探索する経路探索機能を備え
ており、探索された推奨経路を案内経路として設定し、ディスプレイ画面に案内経路を表
示するとともに、交差点に接近した場合等には音声による案内をすることによって、ユー
ザを所望の目的地まで確実に案内するようになっている。また、近年は携帯電話機、スマ
ートフォン、タブレット型端末、パーソナルコンピュータ等においても上記ナビゲーショ
ン装置と同様の機能を有するものがある。
【０００３】
　また、近年では車両の走行形態として、ユーザの運転操作に基づいて走行する手動走行
以外に、ユーザの運転操作によらず車両が予め設定された経路に沿って自動的に走行を行
う自動運転制御による走行について新たに提案されている。自動運転制御では、例えば、
車両の現在位置、車両が走行する車線、周辺の他車両の位置を随時検出し、予め設定され
た経路に沿って走行するようにステアリング、駆動源、ブレーキ等の車両制御が自動で行
われる。ここで、自動運転制御による走行はユーザの運転に係る負担を軽減できるメリッ
トがあるが、道路状況によっては自動運転制御で走行を行わせることが難しい状況がある
。例えば、短い距離区間で車線変更や合流を行う必要がある状況や悪天候時等がある。そ
して、そのような状況では、自動運転制御による走行を中断して、手動運転を行わせる必
要がある。
【０００４】
　そこで、上記ナビゲーション装置等では、上記自動運転制御の中断を考慮した推奨経路
の探索を行うことが新たに求められている。例えば特開２０１１－１１８６０３号公報に
は、自動運転制御による走行を中断させずに行わせる為に、ＧＰＳによる現在位置検出精
度の低い道路を自動運転制御により走行できない自動制御不可道路に認定し、自動制御不
可道路を回避した経路を探索する技術について提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１１－１１８６０３号公報（第６－７頁、図４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１の技術では、自動制御不可道路に認定された道路が含ま
れないように経路を探索するので、自動運転制御による走行を中断することなく行わせる
ことができる一方で、非常に遠回りの経路が探索されたり、場合によっては経路が探索で
きない状況も生じる。従って、経路探索の結果によっては、ユーザが自動運転制御の実施
を望まないことも考えられる。
【０００７】
　本発明は前記従来における問題点を解消するためになされたものであり、車両の走行態
様に限定されることなくユーザに対してより適切な走行経路を選択させることを可能にし
た経路案内システム、経路案内方法及びコンピュータプログラム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】
　前記目的を達成するため本発明に係る経路案内システム（１）、経路案内方法及びコン
ピュータプログラムは、自動運転支援方法及びコンピュータプログラムは、車両の自動運
転制御を支援する自動運転支援システム、並びに該システムを用いて車両の自動運転制御
を支援する自動運転支援方法、更に該システムに対して以下の各機能を実現させるコンピ
ュータプログラムである。具体的には、車両の自動運転制御が行われる自動運転区間を含
む場合に、該自動運転区間の少なくとも一部で前記車両が自動運転制御を行うことを仮定
して出発地から目的地へ至る推奨経路である第１推奨経路を探索する第１経路探索手段（
４１）と、前記自動運転区間を含む場合に、該自動運転区間で前記車両が自動運転制御を
行わないことを仮定して出発地から目的地へ至る推奨経路である第２推奨経路を探索する
第２経路探索手段（４１）と、前記第１推奨経路と前記第２推奨経路とを案内する経路案
内手段（４１）と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　前記構成を有する本発明に係る経路案内システム、経路案内方法及びコンピュータプロ
グラムによれば、車両が自動運転区間において自動運転制御を行うことを仮定した推奨経
路に加えて自動運転制御を行わないことを仮定した推奨経路についても案内することによ
り、ユーザの経路選択の幅を広げ、車両の走行態様に限定されることなくユーザに対して
より適切な走行経路を選択させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態に係るナビゲーション装置の構成を示したブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る経路探索処理プログラムのフローチャートである。
【図３】加算値αと自動運転制御が中断する理由との対応関係の一例を示した図である。
【図４】液晶ディスプレイに表示される第１推奨経路と第２推奨経路を同一画面上に案内
した経路案内画面を示した図である。
【図５】液晶ディスプレイに表示される第１推奨経路と第２推奨経路を複数の画面上に案
内した経路案内画面を示した図である。
【図６】車両の走行予定経路に対して設定される自動運転制御の制御内容の一例を示した
図である。
【図７】中断区間の結合処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。
【図８】中断区間の結合を説明した説明図である。
【図９】第１実施形態に係る自動運転制御処理プログラムのフローチャートである。
【図１０】中断区間の検出処理のサブ処理プログラムのフローチャートである。
【図１１】加算値αと自動運転制御が中断する確率との対応関係の一例を示した図である
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。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る経路案内システムを、ナビゲーション装置に具体化した第１実施形
態及び第２実施形態に基づき図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１２】
［第１実施形態］
　先ず、第１実施形態に係るナビゲーション装置１の概略構成について図１を用いて説明
する。図１は第１実施形態に係るナビゲーション装置１を示したブロック図である。
【００１３】
　図１に示すように第１実施形態に係るナビゲーション装置１は、ナビゲーション装置１
が搭載された車両の現在位置を検出する現在位置検出部１１と、各種のデータが記録され
たデータ記録部１２と、入力された情報に基づいて、各種の演算処理を行うナビゲーショ
ンＥＣＵ１３と、ユーザからの操作を受け付ける操作部１４と、ユーザに対して車両周辺
の地図や後述の経路探索処理によって探索された経路に関する情報等を表示する液晶ディ
スプレイ１５と、経路案内に関する音声ガイダンスを出力するスピーカ１６と、記憶媒体
であるＤＶＤを読み取るＤＶＤドライブ１７と、プローブセンタやＶＩＣＳ（登録商標：
Vehicle Information and Communication System）センタ等の情報センタとの間で通信を
行う通信モジュール１８と、から構成されている。また、ナビゲーション装置１はＣＡＮ
等の車載ネットワークを介して、ナビゲーション装置１の搭載された車両に対して設置さ
れた車外カメラ１９や各種センサが接続されている。更に、ナビゲーション装置１の搭載
された車両に対する各種制御を行う車両制御ＥＣＵ２０とも双方向通信可能に接続されて
いる。また、後述する自動運転スイッチや自動運転開始ボタン等の車両に搭載された各種
操作ボタン２１についても接続されている。
【００１４】
　以下に、ナビゲーション装置１を構成する各構成要素について順に説明する。
　現在位置検出部１１は、ＧＰＳ２２、車速センサ２３、ステアリングセンサ２４、ジャ
イロセンサ２５等からなり、現在の車両の位置、方位、車両の走行速度、現在時刻等を検
出することが可能となっている。ここで、特に車速センサ２３は、車両の移動距離や車速
を検出する為のセンサであり、車両の駆動輪の回転に応じてパルスを発生させ、パルス信
号をナビゲーションＥＣＵ１３に出力する。そして、ナビゲーションＥＣＵ１３は発生す
るパルスを計数することにより駆動輪の回転速度や移動距離を算出する。尚、上記４種類
のセンサをナビゲーション装置１が全て備える必要はなく、これらの内の１又は複数種類
のセンサのみをナビゲーション装置１が備える構成としても良い。
【００１５】
　また、データ記録部１２は、外部記憶装置及び記録媒体としてのハードディスク（図示
せず）と、ハードディスクに記録された地図情報ＤＢ３１や所定のプログラム等を読み出
すとともにハードディスクに所定のデータを書き込む為のドライバである記録ヘッド（図
示せず）とを備えている。尚、データ記録部１２をハードディスクの代わりにメモリーカ
ードやＣＤやＤＶＤ等の光ディスクにより構成しても良い。また、地図情報ＤＢ３１は外
部のサーバに格納させ、ナビゲーション装置１が通信により取得する構成としても良い。
【００１６】
　ここで、地図情報ＤＢ３１は、例えば、道路（リンク）に関するリンクデータ３３、ノ
ード点に関するノードデータ３４、経路の探索や変更に係る処理に用いられる探索データ
３５、施設に関する施設データ、地図を表示するための地図表示データ、各交差点に関す
る交差点データ、地点を検索するための検索データ等が記憶された記憶手段である。
【００１７】
　また、リンクデータ３３としては、道路を構成する各リンクに関してリンクの属する道
路の幅員、勾（こう）配、カント、バンク、路面の状態、合流区間、道路の車線数、車線
数の減少する箇所、幅員の狭くなる箇所、踏切り等を表すデータが、コーナに関して、曲
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率半径、交差点、Ｔ字路、コーナの入口及び出口等を表すデータが、道路属性に関して、
降坂路、登坂路等を表すデータが、道路種別に関して、国道、県道、細街路等の一般道の
ほか、高速自動車国道、都市高速道路、自動車専用道路、一般有料道路、有料橋等の有料
道路を表すデータがそれぞれ記録される。
【００１８】
　また、ノードデータ３４としては、実際の道路の分岐点（交差点、Ｔ字路等も含む）や
各道路に曲率半径等に応じて所定の距離毎に設定されたノード点の座標（位置）、ノード
が交差点に対応するノードであるか等を表すノード属性、ノードに接続するリンクのリン
ク番号のリストである接続リンク番号リスト、ノードにリンクを介して隣接するノードの
ノード番号のリストである隣接ノード番号リスト、各ノード点の高さ（高度）等に関する
データ等が記録される。
【００１９】
　また、探索データ３５としては、後述のように出発地（例えば車両の現在位置）から設
定された目的地までの経路を探索する経路探索処理に使用される各種データについて記録
されている。具体的には、交差点に対する経路として適正の程度を数値化したコスト（以
下、交差点コストという）や道路を構成するリンクに対する経路として適正の程度を数値
化したコスト（以下、リンクコストという）等の探索コストを算出する為に使用するコス
ト算出データが記憶されている。特に第１実施形態では、後述のように出発地から目的地
までの所要時間を用いて推奨経路を探索するので、探索データ３５には経路の所要時間を
算出する為の各種データについても記憶されている。尚、探索コストを所要時間で定義し
ても良い。
【００２０】
　また、第１実施形態に係るナビゲーション装置１では、特に車両の自動運転制御が行わ
れる自動運転区間を含む出発地から目的地へ至る推奨経路を探索する場合には、探索条件
を変えることによって第１推奨経路と第２推奨経路の少なくとも２本の推奨経路を探索す
る。第１推奨経路は、自動運転区間の少なくとも一部で車両が自動運転制御を行うことを
仮定して探索された推奨経路であり、第２推奨経路は、自動運転区間で車両が自動運転制
御を行わない（即ち手動運転を行う）ことを仮定して探索された推奨経路である。
【００２１】
　ここで、車両の走行形態としては、ユーザの運転操作に基づいて走行する手動運転走行
に加えて、ユーザの運転操作によらず車両が予め設定された経路に沿って自動的に走行を
行う自動運転制御による走行が可能である。尚、自動運転制御では、例えば、車両の現在
位置、車両が走行する車線、周辺の他車両の位置を随時検出し、車両制御ＥＣＵ２０によ
って予め設定された経路に沿って走行するようにステアリング、駆動源、ブレーキ等の車
両制御が自動で行われる。尚、自動運転制御の詳細については既に公知であるので説明は
省略する。また、自動運転制御は全ての道路区間に対して行っても良いが、以下の説明で
は車両の自動運転制御が行われる自動運転区間として、接続する他の道路との境界にゲー
ト（有人無人、有料無料は問わない）が設けられた高速道路を設定し、車両が自動運転区
間を走行する間のみにおいて基本的に上記自動運転制御が行われるとして説明する。但し
、自動運転区間としては他の区間を設定しても良い。例えば、高速自動車国道、都市高速
道路、自動車専用道路、有料道路、一般道路を自動運転区間に設定しても良い。尚、車両
が自動運転区間を走行する場合には必ず自動運転制御が行われるのではなく、ユーザによ
り自動運転制御を行うことが選択され、且つ後述のように自動運転制御で走行を行わせる
ことが適切な状況でのみ行われる。即ち、自動運転区間は、車両に対して手動運転に加え
て自動運転制御を行うことが許可された区間である。
【００２２】
　上記自動運転制御による走行は、ユーザの運転に係る負担を軽減できるメリットがある
が、道路状況によっては自動運転制御で走行を行わせることが難しい状況がある。そして
、第１実施形態に係るナビゲーション装置１では、自動運転区間の内、そのような自動運
転制御で走行を行わせることが難しい状況が生じる区間については、車両の自動運転制御
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を中断して手動運転により走行させる中断区間に設定する。尚、中断区間の設定は基本的
に経路探索時点において行われるが、経路探索後の車両の走行中においても行われる。例
えば、車両の進行方向前方に区画線の薄い区間や急に天候の悪化した区間があることを新
たに検出した場合には、該区間では自動運転制御を行うことが困難であるので、該区間を
中断区間に新たに設定する。尚、中断区間の設定の詳細については後述する。
【００２３】
　そして、第１実施形態に係るナビゲーション装置１では、第１推奨経路と第２推奨経路
の内、特に第１推奨経路の探索を行う場合には、自動運転区間において自動運転制御を中
断する中断情報に基づいて第１推奨経路を探索する。具体的には、第１推奨経路の候補と
なる候補経路中に自動運転制御を中断する中断区間を含む場合に、自動運転制御を中断す
る回数、時間、距離、位置及び理由に応じた加算値を、該候補経路を走行するのに必要な
所要時間に加算し、加算値の加算された所要時間を候補経路毎に比較することによって第
１推奨経路を探索する。尚、第１推奨経路の探索の詳細については後述する。
【００２４】
　一方、ナビゲーションＥＣＵ（エレクトロニック・コントロール・ユニット）１３は、
ナビゲーション装置１の全体の制御を行う電子制御ユニットであり、演算装置及び制御装
置としてのＣＰＵ４１、並びにＣＰＵ４１が各種の演算処理を行うにあたってワーキング
メモリとして使用されるとともに、経路が探索されたときの経路データ等が記憶されるＲ
ＡＭ４２、制御用のプログラムのほか、後述の経路探索処理プログラム（図２参照）や自
動運転制御処理プログラム（図９参照）等が記録されたＲＯＭ４３、ＲＯＭ４３から読み
出したプログラムを記憶するフラッシュメモリ４４等の内部記憶装置を備えている。尚、
ナビゲーションＥＣＵ１３は、処理アルゴリズムとしての各種手段を構成する。例えば、
第１経路探索手段は、車両の自動運転制御が行われる自動運転区間を含む場合に、該自動
運転区間の少なくとも一部で車両が自動運転制御を行うことを仮定して出発地から目的地
へ至る推奨経路である第１推奨経路を探索する。第２経路探索手段は、自動運転区間を含
む場合に、該自動運転区間で車両が自動運転制御を行わないことを仮定して出発地から目
的地へ至る推奨経路である第２推奨経路を探索する。経路案内手段は、第１推奨経路と第
２推奨経路とを案内する。
【００２５】
　操作部１４は、走行開始地点としての出発地及び走行終了地点としての目的地を入力す
る際等に操作され、各種のキー、ボタン等の複数の操作スイッチ（図示せず）から構成さ
れる。そして、ナビゲーションＥＣＵ１３は、各スイッチの押下等により出力されるスイ
ッチ信号に基づき、対応する各種の動作を実行すべく制御を行う。尚、操作部１４は液晶
ディスプレイ１５の前面に設けたタッチパネルによって構成することもできる。また、マ
イクと音声認識装置によって構成することもできる。
【００２６】
　また、液晶ディスプレイ１５には、道路を含む地図画像、交通情報、操作案内、操作メ
ニュー、キーの案内、経路探索時において探索された出発地から目的地までの第１推奨経
路や第２推奨経路、第１推奨経路や第２推奨経路に関する各種情報、案内経路に沿った案
内情報、ニュース、天気予報、時刻、メール、テレビ番組等が表示される。尚、液晶ディ
スプレイ１５の代わりに、ＨＵＤやＨＭＤを用いても良い。
【００２７】
　また、スピーカ１６は、ナビゲーションＥＣＵ１３からの指示に基づいて案内経路に沿
った走行を案内する音声ガイダンスや、交通情報の案内を出力する。
【００２８】
　また、ＤＶＤドライブ１７は、ＤＶＤやＣＤ等の記録媒体に記録されたデータを読み取
り可能なドライブである。そして、読み取ったデータに基づいて音楽や映像の再生、地図
情報ＤＢ３１の更新等が行われる。
【００２９】
　また、通信モジュール１８は、交通情報センタ、例えば、ＶＩＣＳセンタやプローブセ
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ンタ等から送信された交通情報、プローブ情報、天候情報等を受信する為の通信装置であ
り、例えば携帯電話機やＤＣＭが該当する。また、車車間で通信を行う車車間通信装置や
路側機との間で通信を行う路車間通信装置も含む。
【００３０】
　また、車外カメラ１９は、例えばＣＣＤ等の固体撮像素子を用いたカメラにより構成さ
れ、車両のフロントバンパの上方に取り付けられるとともに光軸方向を水平より所定角度
下方に向けて設置される。そして、車外カメラ１９は、車両が自動運転区間を走行する場
合において、車両の進行方向前方を撮像する。また、車両制御ＥＣＵ２０は撮像された撮
像画像に対して画像処理を行うことによって、車両が走行する道路に描かれた区画線や周
辺の他車両等を検出し、検出結果に基づいて車両の自動運転制御を行う。一方、ナビゲー
ションＥＣＵ１３は、車両が自動運転区間を走行する場合において、後述のように車外カ
メラ１９によって撮像された撮像画像に基づいて自動運転制御で走行を行わせることが難
しい状況が生じる区間（例えば区画線の薄い区間等）の検出を行う。検出された区間は後
述のように中断区間へ新たに設定されることとなる。尚、車外カメラ１９は車両前方以外
に後方や側方に配置するように構成しても良い。また、自動運転制御で走行を行わせるこ
とが難しい状況が生じる区間の検出には、車外カメラ１９の代わりに照度センサや降雨セ
ンサ等の各種センサを用いても良い。その場合には、例えば、大雨や濃霧等を検出するこ
とが可能となる。また、他車両を検出する手段としてはカメラの代わりにミリ波レーダ等
のセンサや車車間通信や路車間通信を用いても良い。
【００３１】
　また、車両制御ＥＣＵ２０は、ナビゲーション装置１が搭載された車両の制御を行う電
子制御ユニットである。また、車両制御ＥＣＵ２０にはステアリング、ブレーキ、アクセ
ル等の車両の各駆動部と接続されており、第１実施形態では特に車両が自動運転区間を走
行する場合において各駆動部を制御することにより車両の自動運転制御を実施する。また
、ナビゲーションＥＣＵ１３は、自動運転制御を行う走行予定経路（案内経路）が決定さ
れた時点で、ＣＡＮを介して車両制御ＥＣＵ２０に対して自動運転制御に関する指示信号
を送信する。そして、車両制御ＥＣＵ２０は受信した指示信号に応じて走行開始後の自動
運転制御を実施する。尚、指示信号の内容は、走行予定経路（案内経路）を特定する情報
と、走行予定経路に含まれる自動運転区間の内、中断区間を除いた区間に対して、車両に
対して行われる自動運転制御の制御内容（例えば、直進、右へ車線変更、合流等）を設定
した情報である。
【００３２】
　続いて、上記構成を有する第１実施形態に係るナビゲーション装置１においてＣＰＵ４
１が実行する経路探索処理プログラムについて図２に基づき説明する。図２は第１実施形
態に係る経路探索処理プログラムのフローチャートである。ここで、経路探索処理プログ
ラムはナビゲーション装置１において経路探索を実施する為の所定の操作を受け付けた場
合に実行され、出発地から目的地へと到る推奨経路を探索するプログラムである。尚、以
下の図２、図７、図９、図１０にフローチャートで示されるプログラムは、ナビゲーショ
ン装置１が備えているＲＡＭ４２やＲＯＭ４３に記憶されており、ＣＰＵ４１により実行
される。
【００３３】
　先ず、経路探索処理プログラムではステップ（以下、Ｓと略記する）１において、ＣＰ
Ｕ４１は、自動運転区間で車両が自動運転制御を行わずに手動運転を行うと仮定して出発
地から目的地へ至る推奨経路（以下、第２推奨経路という）を探索する。尚、Ｓ１の第２
推奨経路の探索処理は、自動運転制御を考慮しない一般的な経路探索処理と同様であるの
で説明は省略する。
【００３４】
　次に、Ｓ２においてＣＰＵ４１は、自動運転スイッチがＯＮされているか否かを判定す
る。ここで、自動運転スイッチは、自動運転区間で基本的に車両が自動運転制御を行うか
、或いは自動運転制御を行わずに手動運転を行うかをユーザが切り替えるスイッチであり
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、インストルメントパネル等に配置される。
【００３５】
　そして、自動運転スイッチがＯＮされていると判定された場合（Ｓ２：ＹＥＳ）にはＳ
４へと移行する。それに対して、自動運転スイッチがＯＦＦされていると判定された場合
（Ｓ２：ＮＯ）にはＳ３へと移行する。
【００３６】
　即ち、自動運転スイッチがＯＮされていると判定された場合には、自動運転区間で自動
運転制御を行うことをユーザが希望しているので、後述のようにＳ４以降でＣＰＵ４１は
、前記Ｓ１で探索した第２推奨経路に加えて、自動運転区間で基本的に車両が自動運転制
御を行うと仮定して出発地から目的地へ至る推奨経路（以下、第１推奨経路という）を探
索する。
【００３７】
　一方、自動運転スイッチがＯＦＦされていると判定された場合には、自動運転区間で自
動運転制御を行わずに手動運転を行うことをユーザが希望しているので、Ｓ３でＣＰＵ４
１は、前記Ｓ１で探索された第２推奨経路を液晶ディスプレイ１５に案内する。また、第
２推奨経路は複数選択することとしても良いし、第２推奨経路と異なる条件で探索された
他の候補経路（例えば距離優先、一般道優先、有料道優先で探索された経路）についても
案内しても良い。そして、ユーザは案内された経路の内から、車両の走行予定経路（案内
経路）を選択する。その後、ナビゲーション装置１は選択された走行予定経路に基づいて
走行の案内を行う。
【００３８】
　Ｓ４においてＣＰＵ４１は、出発地及び目的地を取得する。尚、出発地は車両の現在位
置としても良いし、ユーザにより指定された任意の地点（例えば自宅）としても良い。ま
た、目的地は操作部１４において受け付けたユーザの操作（例えば施設の検索や選択操作
）に基づいて取得する。
【００３９】
　次に、Ｓ５においてＣＰＵ４１は、第１推奨経路の候補である候補経路を作成する。尚
、候補経路の作成は、公知のダイクストラ法を用いて行われる。具体的には、出発地側及
び目的地側から経路の探索が行われ、出発地側からの探索と目的地側からの探索との重な
り部分において、出発地側から累積された探索コスト（ノードコスト及びリンクコスト）
と目的地側から累積された探索コストと、走行に必要な料金に応じた料金コストを加算し
た値、即ち、コスト加算値が算出される。そして、ＣＰＵ４１は、算出されたコスト加算
値が少ない順に所定数（例えば最大５個）の経路を候補経路として特定する。
【００４０】
　以降のＳ６～Ｓ１２の処理は、前記Ｓ５で作成された候補経路毎に実施される。そして
、作成された全ての候補経路を対象としてＳ６～Ｓ１２の処理が行われた後に、Ｓ１３へ
と移行する。
【００４１】
　Ｓ６においてＣＰＵ４１は、処理対象となる候補経路に自動走行区間が含まれるか否か
を判定する。尚、自動走行区間は、前記したように該区間を車両が走行する場合に基本的
に自動運転制御を行う区間であり、例えば高速道路が該当する。
【００４２】
　そして、処理対象となる候補経路に自動走行区間が含まれると判定された場合（Ｓ６：
ＹＥＳ）には、Ｓ７へと移行する。それに対して、処理対象となる候補経路に自動走行区
間が含まれないと判定された場合（Ｓ６：ＮＯ）には、Ｓ１２へと移行する。
【００４３】
　Ｓ７においてＣＰＵ４１は、処理対象となる候補経路に含まれる自動走行区間について
、過去に車両が同区間を走行した際の自動運転制御の中断履歴があるか否か判定する。尚
、自動運転制御の中断履歴には、自動運転制御を中断した位置（中断の開始位置や終了位
置）、時間、距離、及び理由を特定する情報を含む。また、自動運転制御の中断履歴は、
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データ記録部１２に記憶する構成としても良いし、外部のサーバに記憶する構成としても
良い。更に、外部のサーバに記憶する構成とする場合には、同一車両の中断履歴以外に他
車両の中断履歴についても対象に含めても良い。
【００４４】
　そして、処理対象となる候補経路に含まれる自動走行区間について、過去に車両が同区
間を走行した際の自動運転制御の中断履歴があると判定された場合（Ｓ７：ＹＥＳ）には
、Ｓ８へと移行する。それに対して、処理対象となる候補経路に含まれる自動走行区間に
ついて、過去に車両が同区間を走行した際の自動運転制御の中断履歴が無いと判定された
場合（Ｓ７：ＮＯ）には、Ｓ９へと移行する。
【００４５】
　Ｓ８においてＣＰＵ４１は、処理対象となる候補経路に含まれる自動走行区間について
、過去に車両が同区間を走行した際の自動運転制御の中断履歴を取得する。具体的には自
動運転制御の中断履歴がデータ記録部１２に記憶されている場合には、データ記録部１２
から読み出す。一方、自動運転制御の中断履歴が外部のサーバに記憶されている場合には
、外部のサーバと通信することにより取得する。
【００４６】
　続いて、Ｓ９においてＣＰＵ４１は、候補経路に含まれる自動運転区間において自動運
転制御を中断する区間（以下、中断区間という）を特定する。尚、中断区間としては自動
運転制御で走行を行わせることが難しい状況が生じる区間が、道路形状、区画線、交通情
報、天候情報及び過去の自動運転制御の中断履歴等に基づいて特定される。そして、中断
区間では車両の自動運転制御を中断して手動運転による走行が行われる。例えば、以下の
（１）～（５）のいずれかの条件に該当する区間が、中断区間として特定される。
（１）短区間（例えば５００ｍ以下）での合流や車線変更が必要となる区間。
（２）区画線（車道中央線、車線境界線、車道外側線等）が消えている又はカメラで認識
できない程度まで薄くなっている区間。
（３）事故、工事、落下物等によって車線規制が生じているが、規制されている車線がど
の車線かを判断できない区間。
（４）車両走行時にカメラやセンサによる検出が難しい天候又は車両制御が困難な天候（
例えば、大雨、濃霧、積雪、路面凍結）となる区間。
（５）（１）～（４）以外で過去に自動運転制御が中断されている区間。
【００４７】
　尚、上記（１）～（４）の条件に該当するか否かについては、例えば地図情報、ＶＩＣ
Ｓ情報、プローブ情報、車車間通信、路車間通信に基づいて判断される。また、上記（５
）の条件に該当するか否かについては、前記Ｓ８で取得した中断履歴に基づいて判断され
る。尚、前記Ｓ９で特定された中断区間は仮特定であり、後述のＳ１０において中断区間
の統合等が行われて最終的に決定され、中断区間として設定されることとなる。更に、中
断区間の設定は基本的に経路探索時点（Ｓ９、Ｓ１０）において行われるが、後述のよう
に経路探索後の車両の走行中においても行われる（図１０のＳ４７）。
【００４８】
　次に、Ｓ１０においてＣＰＵ４１は、後述の中断区間の結合処理（図７）を実行する。
尚、中断区間の結合処理は、後述のように一定条件を満たして候補経路に沿って隣り合っ
て配置された中断区間を接続して、連続する一の中断区間に設定する処理である。
【００４９】
　続いて、Ｓ１１においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ９及びＳ１０において設定された中断区
間に基づいて、処理対象となる候補経路について自動運転制御を中断する中断情報につい
て取得する。尚、中断情報は、処理対象となる候補経路において自動運転制御を中断する
回数、時間、距離、位置、及び理由が含まれる。尚、時間、距離、位置、及び理由につい
ては中断区間毎に取得される。
【００５０】
　その後、Ｓ１２においてＣＰＵ４１は、処理対象となる候補経路について第１推奨経路
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の選択の為の指標となる判断値Ｄを算出する。具体的には、以下の方法により算出される
。
【００５１】
　先ず、候補経路を走行するのに必要な所要時間Ｔ（分）を取得する。尚、所要時間Ｔは
地図情報、交通情報等から算出される。次に、算出された所要時間Ｔに対して前記Ｓ１１
で取得された中断情報に応じた加算値αを加算する。そして、所要時間Ｔと加算値αの合
計値を判断値Ｄとする。尚、加算値αは自動運転制御を中断する回数、時間、距離、位置
、及び理由の少なくとも一以上を用いて算出される。例えば、以下（Ａ）～（Ｃ）のいず
れか一又は複数の合計を加算値αとする。（Ａ）候補経路において自動運転制御が中断さ
れる回数×２分、（Ｂ）候補経路において自動運転制御が中断される時間の合計（分）、
（Ｃ）候補経路において自動運転制御が中断される距離の合計（ｋｍ）。
【００５２】
　また、加算値αを自動運転制御が中断する位置を用いて算出する場合には、中断する位
置が候補経路の目的地側に近い程、大きい値となるように算出する。例えば、“候補経路
の全長”に対する“出発地から中断終了地点までの距離”の割合に“所要時間×０．１”
を乗じた値を加算値αとする。尚、中断区間が複数ある場合には、複数の中断区間毎に加
算値αを算出し、最も大きい加算値αのみを用いて判断値Ｄを算出する構成としても良い
し、算出された全ての加算値αを所要時間Ｔに加算して判断値Ｄを算出する構成としても
良い。
【００５３】
　また、加算値αを自動運転制御が中断する理由を用いて算出する場合には、自動運転制
御で走行を行わせることが難しい状況程、加算値αが大きい値となるように算出する。こ
こで、図３は加算値αと自動運転制御が中断する理由との対応関係の一例を示した図であ
る。例えば、短区間（例えば５００ｍ以下）での合流や車線変更を行うことを理由に中断
区間に設定されている区間を含む場合であって、特に１００ｍより長く５００ｍ以下での
合流や車線変更を行う中断区間を含む場合には加算値αを「１」に算出し、１００ｍ以下
での合流や車線変更を行う中断区間を含む場合には加算値αを「２」に算出する。また、
合流や車線変更を行う中断区間の道路形状が地図情報から特定できない場合には加算値α
を「３」に算出する。一方で、車両走行時に積雪や路面凍結となることを理由に中断区間
に設定されている区間を含む場合であって、特にＶＩＣＳ情報で路面凍結情報が存在する
中断区間を含む場合には加算値αを「３」に算出し、ＶＩＣＳ情報は存在しないが天気予
報で降雪割合が高い（例えば８０％以上）中断区間を含む場合には加算値αを「２」に算
出し、ＶＩＣＳ情報は存在せず天気予報でも降雪割合が低い（例えば８０％未満）中断区
間を含む場合には加算値αを「１」に算出する。同様に、他の理由についても図３に示す
ように加算値が算出される。尚、中断区間が複数ある場合には、複数の中断区間毎に加算
値αを算出し、最も大きい加算値αのみを用いて判断値Ｄを算出する構成としても良いし
、算出された全ての加算値αを所要時間Ｔに加算して判断値Ｄを算出する構成としても良
い。
【００５４】
　尚、処理対象となる候補経路に自動運転区間が含まれない場合（Ｓ６：ＮＯ）には、候
補経路を走行するのに必要な所要時間Ｔ（分）が判断値Ｄとなる。そして、前記Ｓ５で作
成された全ての候補経路について判断値Ｄが算出された後にＳ１３へと移行する。
【００５５】
　Ｓ１３においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ５で作成された候補経路の内から第１推奨経路を
選択する。具体的には、候補経路毎の判断値Ｄを比較し、複数の候補経路の内で判断値Ｄ
が最も小さい候補経路を第１推奨経路に選択する。尚、第１推奨経路は複数選択する構成
としても良い。尚、前記Ｓ１３では第１推奨経路として中断区間を含むか否かに関わらず
最も判断値Ｄが小さい候補経路が選択される。従って、中断区間を含む候補経路が第１推
奨経路に選択される場合もあれば、中断区間を含まない候補経路が第１推奨経路に選択さ
れる場合もある。
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【００５６】
　次に、Ｓ１４においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ１で選択された第２推奨経路と前記Ｓ１３
で選択された第１推奨経路に関する情報をそれぞれ案内する。尚、第１推奨経路と第２推
奨経路に関する情報のみを案内する構成としても良いし、第１推奨経路や第２推奨経路と
して選択されなかった他の候補経路についても案内対象としても良い。また、第１推奨経
路と第２推奨経路は一画面上で同時に案内しても良いし、複数の画面を切り替えることに
よって案内しても良い。
【００５７】
　ここで、図４及び図５は前記Ｓ１４において液晶ディスプレイ１５に表示される第１推
奨経路及び第２推奨経路を案内した経路案内画面を示した図である。図４は特に一画面上
で第１推奨経路と第２推奨経路とを案内した例、図５は特に複数画面上で第１推奨経路と
第２推奨経路とを案内した例について示す。
【００５８】
　例えば、図４に示す経路案内画面５１には、第１推奨経路５２と第２推奨経路５３がそ
れぞれ同一画面の地図上に重畳して表示される。尚、第１推奨経路５２と第２推奨経路５
３とをユーザが識別できるように経路の表示態様（例えば線種や色）を経路毎に変えて表
示することが望ましい。また、経路案内画面５１には第１推奨経路５２と第２推奨経路５
３に関する情報を、経路毎にリスト状に表示する情報ウィンドウ５４が表示される。
　ここで、情報ウィンドウ５４には、例えば目的地までの所要時間が表示される。更に、
第１推奨経路５２については、特に中断情報に関する情報を表示するようにしても良い。
具体的には、（ａ）経路中で自動運転制御を中断する回数、（ｂ）経路において自動運転
制御が中断される距離の合計が表示される。尚、経路において自動運転制御が中断される
時間の合計についても表示する構成としても良い。また、有料道路を走行するのに必要な
費用の合計や、総距離等についても表示する構成としても良い。
【００５９】
　一方、図５に示す経路案内画面では、表示切替ボタン５５が配置されており、ユーザが
表示切替ボタン５５を選択する度に、第１推奨経路５２が表示された第１経路案内画面５
６と、第２推奨経路５３が表示された第２経路案内画面５７とが相互に切り替わって表示
される。また、特に第１経路案内画面５６では、画面左側において地図画像上に重複して
表示される第１推奨経路５２が自動運転区間を含む場合には、自動運転区間に該当する区
間と該当しない区間を識別して表示する。例えば、図５に示す例では自動運転区間を実線
で表示し、自動運転区間以外を破線で表示している。また、自動運転区間の内、特に中断
区間に該当する区間については、該区間を他の区間と識別する為に中断区間の始点と開始
点を結ぶ区間特定線分５８を表示する。更に、区間特定線分５８の近傍には、自動運転制
御を中断する理由を示す中断アイコン５９を表示する。例えば、図５に示す第１経路案内
画面５６では、第１推奨経路５２について１箇所の中断区間が存在し、出発地側の中断区
間は短区間での合流が必要となる区間であることを理由に中断区間に設定されていること
を示す。また、第１経路案内画面５６には、第１推奨経路に加えて第１推奨経路に選択さ
れなかったその他の候補経路に関する情報を、経路毎にリスト状に表示する情報ウィンド
ウ６０が表示される。そして、情報ウィンドウ６０において特にカーソル６１で選択され
た経路が、画面左側において地図画像上に重複して表示される。また、情報ウィンドウ６
０はソートして表示され、具体的には候補経路の内、優先順位の高い経路を優先的に案内
する。尚、優先順位は基本的に判断値Ｄが小さい程、高く設定するが、自動運転制御が中
断される回数、時間、距離、位置、理由に基づいて設定しても良い。
【００６０】
　また、第２経路案内画面５７についても第１経路案内画面５６と基本的に同様の構成を
有している。但し、第２推奨経路５３は自動運転制御が行われないことを前提としている
ので中断区間や中断情報についての案内は行われない。また、第２経路案内画面５７には
、第２推奨経路に加えて第２推奨経路と異なる条件で探索された経路（例えば距離優先、
一般道優先、有料道優先で探索された経路）に関する情報を、経路毎にリスト状に表示す
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る情報ウィンドウ６２が表示される。そして、情報ウィンドウ６２において特にカーソル
６３で選択された経路が、画面左側において地図画像上に重複して表示される。尚、図５
に示す例では第１推奨経路５２や第２推奨経路５３以外の経路も表示可能に構成している
が、第１推奨経路５２や第２推奨経路５３のみを表示する構成としても良い。
【００６１】
　そして、ユーザは液晶ディスプレイ１５に表示された図４～図６に示す経路案内画面を
視認することによって、自動運転区間を含む場合に自動運転制御を行うことを仮定して探
索された推奨経路である第１推奨経路と自動運転制御を行わないことを仮定して探索され
た推奨経路である第２推奨経路とを比較して内容を把握することが可能である。その結果
、車両の走行態様に限定されることなくユーザに対してより適切な走行経路を選択させる
ことが可能となる。また、特に第１推奨経路については、第１推奨経路を走行した場合に
おいて自動運転制御がどこでどのように中断されるか（自動運転制御が中断される回数、
時間、距離、位置、理由等）についても把握することが可能となる。
【００６２】
　次に、Ｓ１５においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ１３で案内された第１推奨経路及び第２推
奨経路、或いはその他の候補経路の内から、ユーザの操作に基づいて車両の走行予定経路
（案内経路）を決定する。その後、ＣＰＵ４１は、走行予定経路に自動運転区間が含まれ
る場合であって、且つ該走行予定経路が自動運転区間で自動運転制御を行うことを仮定し
て探索された経路（例えば第１推奨経路）である場合には、走行予定経路に含まれる自動
運転区間の内、中断区間を除いた区間に対して、車両に対して行われる自動運転制御の制
御内容（例えば、直進、右へ車線変更、合流等）を設定する。
【００６３】
　例えば、図６に示す例では、車両の走行予定経路の内、区間ａ～ｆが自動運転区間であ
る場合に設定される自動運転制御の制御内容の一例を示した図である。図６に示す例では
、区間ａ～ｆの内、区間ｅが中断区間であるので区間ｅを除いた区間ａ～ｄ，ｆに対して
自動運転制御の制御内容が設定される。尚、自動運転制御の制御内容は基本的に走行予定
経路と地図情報に基づいて決定され、例えば、ＩＣ等で本線と合流する必要がある区間で
は自動運転制御の制御内容として“合流”が設定される。また、ＪＣＴ等で他の高速道路
に移動する為に車線変更の必要がある区間では“右（左）へ車線変更”が設定される。そ
して、走行予定経路を特定する情報と設定された制御内容とを、ＣＡＮを介して車両制御
ＥＣＵ２０に対して送信する。その結果、車両が走行を開始すると、車両制御ＥＣＵ２０
はナビゲーション装置１から受信した情報に応じて走行開始後の自動運転制御を実施する
。尚、走行予定経路に自動運転区間が含まれない場合や、自動運転区間を含む場合であっ
ても該走行予定経路が自動運転区間で自動運転制御を行わないことを仮定して探索された
経路（例えば第２推奨経路）である場合には、自動運転制御の制御内容の設定、並びに車
両制御ＥＣＵ２０への送信は行われない。
【００６４】
　次に、前記Ｓ１０において実行される中断区間の結合処理のサブ処理について図７に基
づき説明する。図７は中断区間の結合処理のサブ処理プログラムのフローチャートである
。
【００６５】
　先ず、Ｓ２１においてＣＰＵ４１は、処理対象となる候補経路について、前記Ｓ９で特
定された中断区間が複数区間含まれるか否かを判定する。
【００６６】
　そして、処理対象となる候補経路について、前記Ｓ９で特定された中断区間が複数区間
含まれると判定された場合（Ｓ２１：ＹＥＳ）には、Ｓ２２へと移行する。それに対して
、中断区間が単数のみ含まれる又は中断区間が含まれないと判定された場合（Ｓ２１：Ｎ
Ｏ）には、中断区間の結合を行うことなくＳ１１へと移行する。
【００６７】
　以降のＳ２２～Ｓ２８の処理は、処理対象となる候補経路に含まれる中断区間毎に実施
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される。先ず最も出発地側にある中断区間を対象として処理が実行され、その後は出発地
に近い中断区間から順に処理が実行される。そして、最も目的地側にある中断区間よりも
一つ手前側の中断区間までを対象としてＳ２２～Ｓ２８の処理が行われた後に、Ｓ１１へ
と移行する。
【００６８】
　Ｓ２２においてＣＰＵ４１は、処理対象となる中断区間の始点Ｘ１、終点Ｘ２、距離Ｌ
１（＝｜Ｘ２－Ｘ１｜）をそれぞれ取得する。
【００６９】
　次に、Ｓ２３においてＣＰＵ４１は、次に処理対象となる中断区間（即ち、処理対象と
なる中断区間よりも目的地側に隣り合って設定された中断区間）の始点Ｙ１、終点Ｙ２、
距離Ｌ２（＝｜Ｙ２－Ｙ１｜）をそれぞれ取得する。
【００７０】
　続いて、Ｓ２４においてＣＰＵ４１は、処理対象となる中断区間（以下、第１中断区間
という）と次に処理対象となる中断区間（以下、第２中断区間という）との間の距離Ｌ３
（＝｜Ｘ２－Ｙ１｜）を算出する。
【００７１】
　続いて、Ｓ２５においてＣＰＵ４１は、第１中断区間と第２中断区間との間を走行する
車両の車速Ｖを予測する。尚、車速Ｖは、地図情報に基づいて特定された道路の制限速度
（例えば８０ｋｍ／ｈ）としても良いし、ＶＩＣＳ情報やプローブ情報から取得した該当
区間の平均車速としても良い。また、渋滞情報等の交通情報を考慮して予測することが望
ましい。
【００７２】
　その後、Ｓ２６においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ２４で算出された距離Ｌ３と前記Ｓ２５
で予測された車速Ｖに基づいて、車両が第１中断区間の終点から第２中断区間の始点まで
走行するのに必要な所要時間Ｚ（＝Ｌ３／Ｖ）を算出する。
【００７３】
　次に、Ｓ２７においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ２６で算出された所要時間Ｚが所定の閾値
以下であるか否か判定する。ここで、前記Ｓ２７において判定基準となる閾値は、例えば
道路種別や道路形状に基づいて設定され、自動運転制御と手動運転との切り替えの間隔が
ユーザにとって煩雑と判断される上限の時間とし、例えば１分とする。尚、ユーザが閾値
の値を設定する構成としても良い。また、前記Ｓ２７では所要時間Ｚが閾値以下か否かで
はなく、第１中断区間と第２中断区間との間の距離Ｌ３が閾値（例えば１ｋｍ）以下か否
かを判定する構成としても良い。
【００７４】
　そして、前記Ｓ２６で算出された所要時間Ｚが所定の閾値以下であると判定された場合
（Ｓ２７：ＹＥＳ）には、Ｓ２８へと移行する。それに対して、前記Ｓ２６で算出された
所要時間Ｚが所定の閾値より長いと判定された場合（Ｓ２７：ＮＯ）にはＳ２２へと戻り
、処理対象となる中断区間を変更した後、Ｓ２２以降の処理を再度実行する。
【００７５】
　Ｓ２８においてＣＰＵ４１は、第１中断区間と第２中断区間とを接続して、連続する一
の中断区間に設定する。例えば、図８に示すように候補経路に沿って２つの中断区間Ａと
中断区間Ｂが隣接して設定されている場合について説明する。この場合には、前記Ｓ２８
における中断区間の結合を行わないと、地点Ｘ１までは自動運転制御が行われ、地点Ｘ１
から地点Ｘ２までは手動運転が行われ、地点Ｘ２から地点Ｙ１までは自動運転制御が行わ
れ、地点Ｙ１から地点Ｙ２までは手動運転が行われ、地点Ｙ２以降は自動運転制御が行わ
れることとなる。従って、自動運転制御と手動運転との切り替えが頻繁に行われることと
なる。一方、前記Ｓ２８において中断区間Ａと中断区間Ｂとを接続して、Ｘ１を始点とし
てＹ２を終点とする新たな一の中断区間Ｃを設定すると、地点Ｘ１から地点Ｙ２までは継
続して手動運転が行われるので、自動運転制御と手動運転との切り替えが頻繁に行われる
ことを防止できる。
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【００７６】
　その後Ｓ２２へと戻り、処理対象となる中断区間を変更した後、Ｓ２２以降の処理を再
度実行する。そして、最も目的地側にある中断区間よりも一つ手前側の中断区間までを対
象としてＳ２２～Ｓ２８の処理が行われた後に、Ｓ１１へと移行する。
【００７７】
　続いて、第１実施形態に係るナビゲーション装置１においてＣＰＵ４１が実行する自動
運転制御処理プログラムについて図９に基づき説明する。図９は第１実施形態に係る自動
運転制御処理プログラムのフローチャートである。ここで、自走運転制御処理プログラム
は、前記Ｓ１５で車両の走行予定経路（案内経路）が決定された後において所定間隔（例
えば１００ｍｓ間隔）で実行され、自動運転制御の継続判定や中断区間の新たな設定等を
行うプログラムである。但し、走行予定経路が自動運転区間で自動運転制御を行わないこ
とを仮定して探索された経路（例えば第２推奨経路）である場合には、基本的に自動運転
制御処理プログラムは実行されないが、ユーザが希望すれば実行する構成としても良い。
【００７８】
　先ず、自動運転制御処理プログラムではＳ３１において、ＣＰＵ４１は、自動運転開始
ボタンがＯＮされているか否かを判定する。ここで、自動運転開始ボタンは、インストル
メントパネル等に配置され、ユーザが押下する度にＯＮとＯＦＦが切り換わる。そして、
自動運転区間（但し中断区間に設定された区間は除く）を車両が走行する状態でＯＮされ
ると自動運転制御が開始され、一方で自動運転制御の実行中にＯＦＦされると自動運転区
間の走行中であっても自動運転制御は終了し、手動運転へと切り替わる。
【００７９】
　そして、自動運転開始ボタンがＯＮされていると判定された場合（Ｓ３１：ＹＥＳ）に
は、Ｓ３４へと移行する。それに対して、自動運転開始ボタンがＯＮされていないと判定
された場合（Ｓ３１：ＮＯ）には、Ｓ３２へと移行する。
【００８０】
　Ｓ３２においてＣＰＵ４１は、車両における自動運転制御が実行中であるか否かを判定
する。
【００８１】
　そして、車両における自動運転制御が実行中であると判定された場合（Ｓ３２：ＹＥＳ
）には、Ｓ３３へと移行する。それに対して、車両における自動運転制御が実行中でない
と判定された場合（Ｓ３２：ＮＯ）には、当該自動運転制御処理プログラムを終了する。
【００８２】
　Ｓ３３においてＣＰＵ４１は、自動運転制御の終了処理を実行する。具体的には、ＣＡ
Ｎを介して車両制御ＥＣＵ２０に対して自動運転制御を終了する旨の指示信号を送信する
。その結果、車両において自動運転制御が終了し、手動運転へと切り替わる。
【００８３】
　一方、Ｓ３４においてＣＰＵ４１は、現在位置検出部１１により検出した車両の現在位
置と地図情報に基づいて、車両が自動運転区間内にあるか否かを判定する。尚、車両の現
在位置は、高精度ロケーション技術を用いて詳細に特定することが望ましい。ここで、高
精度ロケーション技術とは、車両後方のカメラから取り込んだ白線や路面ペイント情報を
画像認識により検出し、更に、白線や路面ペイント情報を予め記憶した地図情報ＤＢと照
合することにより、走行車線や高精度な車両位置を検出可能にする技術である。尚、高精
度ロケーション技術の詳細については既に公知であるので省略する。
【００８４】
　そして、車両が自動運転区間内にあると判定された場合（Ｓ３４：ＹＥＳ）には、Ｓ３
５へと移行する。それに対して、車両が自動運転区間内にないと判定された場合（Ｓ３４
：ＮＯ）には、Ｓ３２へと移行する。
【００８５】
　Ｓ３５においてＣＰＵ４１は、後述の中断区間の検出処理（図１０）を実行する。尚、
中断区間の検出処理は、後述のように車両の走行中において車外カメラ１９やセンサ等を
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用い、既に中断区間に設定された区間外で自動運転制御で走行を行わせることが難しい状
況が生じる区間の検出を行い、新たに中断区間に設定する処理である。
【００８６】
　次に、Ｓ３６においてＣＰＵ４１は、自動運転制御の中断中であるか否かを判定する。
前記したように車両が自動運転区間内を走行中であっても、設定された中断区間内に車両
が位置する場合には、車両の自動運転制御は中断され手動運転による走行が行われる。
【００８７】
　そして、自動運転制御の中断中であると判定された場合（Ｓ３６：ＹＥＳ）には、Ｓ３
９へと移行する。それに対して、自動運転制御が中断中でないと判定された場合（Ｓ３６
：ＮＯ）には、Ｓ３７へと移行する。
【００８８】
　Ｓ３７においてＣＰＵ４１は、車両が中断区間に進入したか否かを判定する。尚、中断
区間は、前述した経路探索処理プログラム（図２、図７）において車両が走行する走行予
定経路に対して予め設定される。また、後述の中断区間の検出処理（図１０）においても
設定される。
【００８９】
　そして、車両が中断区間に進入したと判定された場合（Ｓ３７：ＹＥＳ）には、Ｓ３８
へと移行する。そして、Ｓ３８においてＣＰＵ４１は、自動運転制御の中断処理を実行す
る。具体的には、ＣＡＮを介して車両制御ＥＣＵ２０に対して自動運転制御を一時的に中
断する旨の指示信号を送信する。その結果、車両において自動運転制御が一時的に中断し
、手動運転へと切り替わる。一方、車両が中断区間に進入していないと判定された場合（
Ｓ３７：ＮＯ）には、継続して自動運転制御を行う。
【００９０】
　一方、Ｓ３９においてＣＰＵ４１は、車両が中断区間を退出したか否かを判定する。
【００９１】
　そして、車両が中断区間を退出したと判定された場合（Ｓ３９：ＹＥＳ）には、Ｓ４０
へと移行する。そして、Ｓ４０においてＣＰＵ４１は、自動運転制御の再開処理を実行す
る。具体的には、ＣＡＮを介して車両制御ＥＣＵ２０に対して中断されていた自動運転制
御を再開する旨の指示信号を送信する。その結果、車両において中断されていた自動運転
制御を再開し、手動運転から自動運転制御へと切り替わる。一方、車両が中断区間を退出
していないと判定された場合（Ｓ３９：ＮＯ）には、自動運転制御の中断を継続する。
【００９２】
　次に、前記Ｓ３５において実行される中断区間の検出処理のサブ処理について図１０に
基づき説明する。図１０は中断区間の検出処理のサブ処理プログラムのフローチャートで
ある。
【００９３】
　先ず、Ｓ４１においてＣＰＵ４１は、車両の現在位置を現在位置検出部１１の検出結果
に基づいて取得する。尚、車両の現在位置は、高精度ロケーション技術を用いて詳細に特
定することが望ましい。
【００９４】
　次に、Ｓ４２においてＣＰＵ４１は、車両の進行方向前方の経路情報を取得する。例え
ば、車両の現在位置から走行予定経路に沿って１ｋｍ内の経路情報を取得する。
【００９５】
　続いて、Ｓ４３においてＣＰＵ４１は、他車両の自動運転制御の中断履歴が記憶された
外部サーバやＶＩＣＳセンタ等の交通情報サーバと接続されているか否かを判定する。
【００９６】
　そして、他車両の自動運転制御の中断履歴が記憶された外部サーバやＶＩＣＳセンタ等
の交通情報サーバと接続されていると判定された場合（Ｓ４３：ＹＥＳ）には、該サーバ
から前記Ｓ４２で経路情報を取得した車両の進行方向前方の区間（以下、検出対象区間と
いう）における最新の自動運転制御の中断履歴や最新の交通情報を取得する（Ｓ４４）。



(17) JP 2015-141054 A 2015.8.3

10

20

30

40

50

一方、他車両の自動運転制御の中断履歴が記憶された外部サーバやＶＩＣＳセンタ等の交
通情報サーバと接続されていないと判定された場合（Ｓ４３：ＮＯ）には、Ｓ４５へと移
行する。
【００９７】
　Ｓ４５においてＣＰＵ４１は、車両の外部環境を検出する為のカメラやセンサ等が接続
されているか否かを判定する。尚、センサとしては、例えば障害物を検出する為のミリ波
レーダ、降雨や積雪を検出する為の降雨センサや照度センサ等がある。
【００９８】
　そして、車両の外部環境を検出する為のカメラやセンサ等が接続されていると判定され
た場合（Ｓ４５：ＹＥＳ）には、接続されたカメラやセンサを用いて、車両周辺の外部環
境を検出する（Ｓ４６）。一方、車両の外部環境を検出する為のカメラやセンサ等が接続
されていないと判定された場合（Ｓ４５：ＮＯ）には、Ｓ４７へと移行する。
【００９９】
　続いて、Ｓ４７においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ４４で取得した中断履歴や交通情報及び
前記Ｓ４６で検出された外部環境に基づいて、前記Ｓ４２で経路情報を取得した車両の進
行方向前方の区間の内、既に中断区間に設定されている区間を除いて、自動運転制御で走
行を行わせることが難しい状況が生じる区間が存在するか否か判定する。そして、自動運
転制御で走行を行わせることが難しい状況が生じる区間が存在すると判定した場合に、該
区間を中断区間として新たに特定する。尚、前記Ｓ４７で特定される中断区間は、経路探
索時には特定できなかったが、車両が現地に到達することによって初めて特定することが
できる中断区間であり、例えば、以下の（６）～（９）のいずれかの条件に該当する区間
が、中断区間として特定される。
（６）経路探索時には中断履歴が存在しなかったが、車両が現地に到着するまでの間に他
車両が自動運転制御を中断することによって中断履歴が新たに生じた区間。
（７）経路探索後に事故、工事、落下物等によって車線規制が新たに生じ、規制されてい
る車線がどの車線かを判断できない区間。
（８）カメラで路面を撮像することによって、区画線（車道中央線、車線境界線、車道外
側線等）が消えている又はカメラで認識できない程度まで薄くなっていることが新たに検
出された区間。
（９）経路探索時には予測できなかったが、カメラやセンサによる検出が難しい天候又は
車両制御が困難な天候（例えば、大雨、濃霧、積雪、路面凍結）となった区間。
【０１００】
　次に、Ｓ４８においてＣＰＵ４１は、前記Ｓ４７において中断区間が新たに特定された
か否か判定する。
【０１０１】
　そして、中断区間が新たに特定されたと判定された場合（Ｓ４８：ＹＥＳ）には、Ｓ４
９へと移行する。それに対して、中断区間が新たに特定されていないと判定された場合（
Ｓ４８：ＮＯ）には、中断区間を特に新たに設定することなくＳ３６へと移行する。
【０１０２】
　Ｓ４９においてＣＰＵ４１は、前述の中断区間の結合処理（図７）を実行する。尚、中
断区間の結合処理は、前述したように一定条件を満たして候補経路に沿って連続して配置
された中断区間を接続して、連続する一の中断区間に設定する処理である。即ち、前記Ｓ
４７で新たに中断区間が特定されたので、新たな中断区間を対象にして中断区間の結合の
判定を行い、必要がある場合には中断区間の結合が行われる。尚、Ｓ２５において第１中
断区間と第２中断区間との間を走行する車両の車速Ｖを予測する際には、現在（即ち、新
たな中断区間を特定した時点）の車両の車速を車速センサ２３を用いて取得し、取得され
た車速を第１中断区間と第２中断区間との間を走行する車両の車速Ｖと推定することが好
ましい。
【０１０３】
　次に、Ｓ５０においてＣＰＵ４１は、新たに特定及び結合された中断区間に応じて、前
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記Ｓ１４で設定された自動運転制御の制御内容を変更する。具体的には、新たに中断区間
に設定された区間において自動運転制御が行われないように制御内容を変更する。また、
それに伴って他の区間の自動運転制御の制御内容も変更する必要がある場合には変更を行
う。そして、変更された制御内容をＣＡＮを介して車両制御ＥＣＵ２０に対して送信する
。その結果、新たに特定及び結合された中断区間を反映した自動運転制御を実施すること
が可能となる。
【０１０４】
　以上詳細に説明した通り、第１実施形態に係るナビゲーション装置１、ナビゲーション
装置１による経路案内方法及びナビゲーション装置１で実行されるコンピュータプログラ
ムでは、車両の自動運転制御が行われる自動運転区間を含む出発地から目的地へ至る推奨
経路を探索する場合に、自動運転区間の少なくとも一部で車両が自動運転制御を行うこと
を仮定して出発地から目的地へ至る推奨経路である第１推奨経路を探索する（Ｓ４～Ｓ１
３）とともに、自動運転区間で車両が自動運転制御を行わないことを仮定して出発地から
目的地へ至る推奨経路である第２推奨経路を探索し（Ｓ１）、第１推奨経路と第２推奨経
路とを案内する（Ｓ１４）ので、ユーザの経路選択の幅を広げ、車両の走行態様に限定さ
れることなくユーザに対してより適切な走行経路を選択させることが可能となる。
【０１０５】
［第２実施形態］
　次に、第２実施形態に係るナビゲーション装置について図１１に基づいて説明する。尚
、以下の説明において上記図１乃至図１０の第１実施形態に係るナビゲーション装置１の
構成と同一符号は、前記第１実施形態に係るナビゲーション装置１等の構成と同一あるい
は相当部分を示すものである。
【０１０６】
　この第２実施形態に係るナビゲーション装置の概略構成は、第１実施形態に係るナビゲ
ーション装置１とほぼ同じ構成である。また、各種制御処理も第１実施形態に係るナビゲ
ーション装置１とほぼ同じ制御処理である。但し、第１実施形態に係るナビゲーション装
置１が、第１推奨経路の経路探索時にナビゲーション装置１において自動運転制御を中断
する中断区間を決定し、車両制御ＥＣＵ２０は経路探索時にナビゲーション装置１が決定
した中断区間に従って車両を制御するのに対し、第２実施形態に係るナビゲーション装置
では、第１推奨経路の経路探索時にはナビゲーション装置１において自動運転制御を中断
する可能性のある区間（以下、中断予測区間という）を特定するのみであって、特定され
た中断予測区間は実際に自動運転を中断するか否かには影響しない（即ち、自動運転制御
を中断するか否かの決定は自動運転区間の走行中にナビゲーション装置や車両制御ＥＣＵ
２０によって決定される）点で異なっている。
【０１０７】
　尚、第２実施形態に係るナビゲーション装置においてＣＰＵ４１が実行する経路探索処
理プログラムは第１実施形態に係る経路探索処理プログラム（図２）と比較して、中断区
間が中断予測区間へと置き換わる以外は基本的に同様の処理となる。また、自動運転制御
処理プログラムについても第１実施形態に係る自動運転制御処理プログラム（図９）と基
本的に同様の処理となる。但し、第２実施形態に係る経路探索処理プログラムでは自動運
転制御を中断する可能性のある区間を予測しているのみであるので、前記Ｓ９やＳ１０で
特定された中断予測区間と実際に自動運転制御が中断される区間は異なる場合がある。従
って、Ｓ１５で決定された自動運転制御の制御内容（図６参照）は、車両の走行中に随時
変更されることとなる。
【０１０８】
　また、中断予測区間を対象としてＳ９の中断区間の結合処理についても行われる。その
結果、第１推奨経路の候補経路に自動運転制御が中断される可能性のある中断予測区間を
含む場合に、隣り合って配置された中断予測区間を接続して連続する一の中断予測区間へ
と設定することができる。従って、実際に自動運転制御が中断される区間に中断予測区間
を正確に対応させることが可能となる。また、中断予測区間の形状を複雑化させることな
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くユーザに容易に把握できるような形状へと修正することが可能となる。
【０１０９】
　また、第２実施形態に係るナビゲーション装置では、前記Ｓ１１においてＣＰＵ４１は
、前記Ｓ９及びＳ１０で設定された中断予測区間に基づいて、処理対象となる候補経路に
ついて自動運転制御を中断すると予測される中断予測情報を取得する。尚、中断予測情報
は、処理対象となる候補経路において自動運転制御を中断すると予測される回数、時間、
距離、位置、及び理由に加えて、中断予測区間において自動運転制御が実際に中断する確
率を含む。
【０１１０】
　そして、Ｓ１２においてＣＰＵ４１は、候補経路の判断値Ｄを算出する際に、自動運転
制御を中断すると予測される回数、時間、距離、位置、及び理由に加えて、自動運転制御
が中断する確率を用いて加算値αを算出しても良い。
【０１１１】
　例えば、加算値αを自動運転制御が中断する確率を用いて算出する場合には、中断する
確率が高い程、加算値αが大きい値となるように算出する。ここで、図１１は加算値αと
自動運転制御が中断する確率との対応関係の一例を示した図である。例えば、短区間（例
えば５００ｍ以下）での合流や車線変更を行うことを理由に中断予測区間に設定されてい
る区間を含む場合であって、特に１００ｍより長く５００ｍ以下での合流や車線変更を行
う中断予測区間を含む場合には、自動運転制御であっても合流や車線変更が比較的容易に
行うことが可能であるので、自動運転制御が中断される確率が低く、加算値αを「１」に
算出する。また、１００ｍ以下での合流や車線変更を行う中断予測区間を含む場合には、
自動運転制御による合流や車線変更を行うことが難しいので、自動運転制御が中断される
確率が高く、加算値αを「２」に算出する。また、合流や車線変更を行う中断予測区間の
道路形状が地図情報から特定できない場合には、自動運転制御は基本的に行うことができ
ないので加算値αを「３」に算出する。一方で、車両走行時に積雪や路面凍結となること
を理由に中断予測区間に設定されている区間を含む場合であって、特にＶＩＣＳ情報で路
面凍結情報が存在する中断予測区間を含む場合には、該区間の車両走行時にカメラやセン
サによる検出が難しい天候又は車両制御が困難な天候となって自動運転制御が中断される
確率が極めて高いと判断され、加算値αを「３」に算出する。また、ＶＩＣＳ情報は存在
しないが天気予報で降雪割合が高い（例えば８０％以上）中断予測区間を含む場合には、
該区間の車両走行時にカメラやセンサによる検出が難しい天候又は車両制御が困難な天候
となって自動運転制御が中断される確率が高いと判断され、加算値αを「２」に算出する
。更に、ＶＩＣＳ情報は存在せず天気予報でも降雪割合が低い（例えば８０％未満）中断
予測区間を含む場合には、該区間の車両走行時にカメラやセンサによる検出が難しい天候
又は車両制御が困難な天候となって自動運転制御が中断される確率は低いと判断され、加
算値αを「１」に算出する。同様に、他の理由についても図１１に示すように自動運転制
御が中断する確率に基づいて加算値が算出される。尚、中断予測区間が複数ある場合には
、複数の中断予測区間毎に加算値αを算出し、最も大きい加算値αのみを用いて判断値Ｄ
を算出する構成としても良いし、算出された全ての加算値αを所要時間Ｔに加算して判断
値Ｄを算出する構成としても良い。その結果、実際に自動運転制御が中断される確率の高
い中断予測区間を含む候補経路の判断値Ｄを高く算出できる（即ち、第１推奨経路に選ば
れ難くする）ので、より適切な第１推奨経路を選択することが可能となる。
【０１１２】
　尚、自動運転制御を中断すると予測される回数、時間、距離、位置、及び理由に基づい
て候補経路の判断値Ｄを算出する構成については、第１実施形態と同様であるので説明は
省略する。
【０１１３】
　また、第２実施形態に係るナビゲーション装置では、Ｓ１４において第１推奨経路に関
する情報を案内する場合に、自動運転制御が中断する確率に応じた態様で案内することと
しても良い。具体的には、中断する確率によって第１推奨経路に含まれる中断予測区間の
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表示色や表示パターンを変更する。例えば、図５に示す第１経路案内画面５６において中
断する確率が高い（８０％以上）と予測される中断予測区間は赤色で表示し、中断する確
率が中程度（８０％未満で５０％以上）と予測される中断予測区間は緑色で表示し、中断
する確率が低い（５０％未満）と予測される中断予測区間は青色で表示することが可能で
ある。その結果、ユーザは第１経路案内画面５６を視認することによって、どの区間でど
の程度の確率で自動運転制御が中断されるのかを容易に把握することが可能となる。
【０１１４】
　以上詳細に説明した通り、第２実施形態に係るナビゲーション装置、ナビゲーション装
置による経路案内方法及びナビゲーション装置で実行されるコンピュータプログラムでは
、車両の自動運転制御が行われる自動運転区間を含む出発地から目的地へ至る第１推奨経
路を探索する場合に、第１推奨経路の候補である候補経路を複数取得し、取得された複数
の候補経路毎に、該候補経路に含まれる自動運転区間において自動運転制御を中断する可
能性のある中断予測区間を特定し、特定された中断予測区間に基づいて、複数の候補経路
毎に、該候補経路に含まれる自動運転区間において自動運転制御を中断すると予測される
中断予測情報を取得し、取得された中断予測情報に基づいて複数の候補経路の内から第１
推奨経路を選択するので、目的地までの経路を探索する場合に、自動運転制御を中断する
可能性のある中断予測区間を考慮して第１推奨経路を選択することが可能となる。また、
自動運転制御の中断予測に関する中断予測情報を用いることにより、必要以上に遠回りの
経路が探索されたり、経路が探索できない状況が生じることを防止し、ユーザに対してよ
り適切な第１推奨経路を選択することが可能となる。
【０１１５】
　尚、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
内で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。
　例えば、第１実施形態及び第２実施形態では、自動運転区間において自動運転制御が中
断する又は中断する可能性のある区間を特定する構成としている（Ｓ９、Ｓ４７）が、手
動運転を中断して自動運転制御を行う区間又は手動運転を中断して自動運転制御を行う可
能性のある区間を特定する構成としても良い。その場合には、上述した（１）～（５）の
いずれの条件にも該当しない区間が、手動運転を中断して自動運転制御を行う区間又は手
動運転を中断して自動運転制御を行う可能性のある区間となる。そして、特定された区間
に対して、図７に示す中断区間の結合処理を同様に行うことが可能となる。更に、手動運
転を中断する又は中断すると予測される情報に基づいて判断値Ｄを算出し、第１推奨経路
を選択するように構成する。尚、Ｓ１２の判断値Ｄの算出では、第１実施形態や第２実施
形態とは逆に、手動運転が中断する又は中断すると予測される回数、時間又は距離が大き
い程、加算値αは小さい値に設定される。また、手動運転が中断する又は中断すると予測
される位置が候補経路の目的地側に近い程、加算値αは小さい値に設定される。
【０１１６】
　また、第１実施形態及び第２実施形態では、ナビゲーション装置１が車両に対して行わ
れる自動運転制御の制御内容（例えば、直進、右へ車線変更、合流等）を設定する構成と
しているが、自動運転の制御内容は車両制御ＥＣＵ２０が設定する構成としても良い。ま
た、自動運転制御の制御内容は必ずしも経路探索時に設定する必要はなく、自動運転区間
に到達するまでに設定すれば良い。
【０１１７】
　また、第１実施形態及び第２実施形態では、上述した中断区間の検出処理（図１０）は
車両が自走運転区間を走行している間において行うこととしているが、特に中断区間を走
行している間のみにおいて行うこととしても良い。その場合には、Ｓ４７で新たな中断区
間が特定された場合に、Ｓ４９では車両が現在位置する中断区間と新たに特定された中断
区間との結合を行うように構成する。更に、中断区間を走行している間のみにおいて中断
区間の検出処理（図１０）を行う場合には、車両の進行方向前方に対して自動運転制御を
中断すべき区間を新たに検出する検出範囲（即ちＳ４２で経路情報を取得する範囲、Ｓ４
４で中断情報や交通情報を取得する範囲、Ｓ４６におけるカメラやセンサの検知範囲）を
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、車両の車速に応じて設定するように構成し得ても良い。例えば、車両の車速が速いほど
検出範囲を広く設定する。その結果、車両が現在位置する中断区間の終点から新たに特定
された中断区間の始点までの所要時間Ｚは必然的に閾値以下となるので、Ｓ２２～Ｓ２７
の処理を省略することが可能となる。
【０１１８】
　また、第１実施形態及び第２実施形態では、車両の操作のうち、車両の挙動に関する操
作である、アクセル操作、ブレーキ操作及びハンドル操作の全てを車両制御ＥＣＵ２０が
制御することをユーザの運転操作によらずに自動的に走行を行う為の自動運転制御として
説明してきた。しかし、自動運転制御を、車両の操作のうち、車両の挙動に関する操作で
ある、アクセル操作、ブレーキ操作及びハンドル操作の少なくとも一の操作を車両制御Ｅ
ＣＵ２０が制御することとしても良い。一方、ユーザの運転操作による手動運転とは車両
の操作のうち、車両の挙動に関する操作である、アクセル操作、ブレーキ操作及びハンド
ル操作の全てをユーザが行うこととして説明する。
【０１１９】
　また、第１実施形態及び第２実施形態では、経路変更処理プログラム（図２）や自動運
転制御プログラム（図９）をナビゲーション装置１が実行する構成としているが、車両制
御ＥＣＵ２０が実行する構成としても良い。その場合には、車両制御ＥＣＵ２０は車両の
現在位置や地図情報や交通情報等をナビゲーション装置１から取得する構成とする。
【０１２０】
　また、本発明はナビゲーション装置以外に、経路探索機能を有する装置に対して適用す
ることが可能である。例えば、携帯電話機、スマートフォン、タブレット端末、パーソナ
ルコンピュータ等（以下、携帯端末等という）に適用することも可能である。また、サー
バと携帯端末等から構成されるシステムに対しても適用することが可能となる。その場合
には、上述した経路変更処理プログラム（図２）や自動運転制御プログラム（図９）の各
ステップは、サーバと携帯端末等のいずれが実施する構成としても良い。但し、本発明を
携帯端末等に適用する場合には、自動運転制御が実行可能な車両と携帯端末等が通信可能
に接続（有線無線は問わない）される必要がある。
【０１２１】
　また、本発明に係る経路案内システムを具体化した実施例について上記に説明したが、
経路案内システムは以下の構成を有することも可能であり、その場合には以下の効果を奏
する。
【０１２２】
　例えば、第１の構成は以下のとおりである。
　経路案内手段は、第１推奨経路と第２推奨経路とを同一画面上に比較して表示すること
を特徴とする。
　上記構成を有する経路案内システムによれば、ユーザに対して第１推奨経路と第２推奨
経路の比較を容易に行わせることが可能となる。
【０１２３】
　また、第２の構成は以下のとおりである。
　第１経路探索手段は、第１推奨経路の候補である候補経路を複数取得する経路候補取得
手段と、経路候補取得手段によって取得された複数の候補経路毎に、該候補経路に含まれ
る自動運転区間において自動運転制御を中断する中断区間を特定する中断区間特定手段と
、中断区間特定手段により特定された中断区間に基づいて、複数の候補経路毎に、該候補
経路に含まれる自動運転区間において自動運転制御を中断する中断情報を取得する中断情
報取得手段と、中断情報取得手段によって取得された中断情報に基づいて複数の候補経路
の内から第１推奨経路を選択する推奨経路選択手段と、を有することを特徴とする。
　上記構成を有する経路案内システムによれば、自動運転制御を行うことを仮定した目的
地までの経路を探索する場合に、自動運転制御を中断する中断区間を考慮して第１推奨経
路を選択することが可能となる。また、自動運転制御の中断に関する中断情報を用いるこ
とにより、必要以上に遠回りの経路が探索されたり、経路が探索できない状況が生じるこ
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とを防止し、ユーザに対してより適切な第１推奨経路を選択することが可能となる。
【０１２４】
　また、第３の構成は以下のとおりである。
　中断情報は、自動運転制御を中断する回数、時間、距離及び理由のいずれかを含むこと
を特徴とする。
　上記構成を有する経路案内システムによれば、自動運転制御が具体的にどのように中断
されるのかを考慮して第１推奨経路を選択することが可能となる。従って、ユーザに対し
てより適切な第１推奨経路を選択することが可能となる。
【０１２５】
　また、第４の構成は以下のとおりである。
　第１経路探索手段は、第１推奨経路の候補である候補経路を複数取得する経路候補取得
手段と、経路候補取得手段によって取得された複数の候補経路毎に、該候補経路に含まれ
る自動運転区間において自動運転制御を中断する可能性のある中断予測区間を特定する中
断予測区間特定手段と、中断予測区間特定手段により特定された中断予測区間に基づいて
、複数の候補経路毎に、該候補経路に含まれる自動運転区間において自動運転制御を中断
すると予測される中断予測情報を取得する中断予測情報取得手段と、中断予測情報取得手
段によって取得された中断予測情報に基づいて複数の候補経路の内から第１推奨経路を選
択する推奨経路選択手段と、を有することを特徴とする。
　上記構成を有する経路案内システムによれば、自動運転制御を行うことを仮定した目的
地までの経路を探索する場合に、自動運転制御を中断する可能性のある中断予測区間を考
慮して第１推奨経路を選択することが可能となる。また、自動運転制御の中断予測に関す
る中断予測情報を用いることにより、必要以上に遠回りの経路が探索されたり、経路が探
索できない状況が生じることを防止し、ユーザに対してより適切な第１推奨経路を選択す
ることが可能となる。
【０１２６】
　また、第５の構成は以下のとおりである。
　中断予測情報は、自動運転制御を中断すると予測される回数、時間、距離、位置、及び
理由のいずれかを含むことを特徴とする。
　上記構成を有する経路案内システムによれば、自動運転制御が具体的にどのように中断
される可能性があるのかを考慮して第１推奨経路を選択することが可能となる。従って、
ユーザに対してより適切な第１推奨経路を選択することが可能となる。
【符号の説明】
【０１２７】
　　１　　　　　　　ナビゲーション装置
　　１３　　　　　　ナビゲーションＥＣＵ
　　１４　　　　　　操作部
　　１５　　　　　　液晶ディスプレイ
　　４１　　　　　　ＣＰＵ
　　４２　　　　　　ＲＡＭ
　　４３　　　　　　ＲＯＭ
　　５１　　　　　　経路案内画面
　　５２　　　　　　第１推奨経路
　　５３　　　　　　第２推奨経路
　　５４　　　　　　情報ウィンドウ
　　５５　　　　　　表示切替ボタン
　　５６　　　　　　第１経路案内画面
　　５７　　　　　　第２経路案内画面
　　５８　　　　　　区間特定線分
　　５９　　　　　　中断アイコン
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