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(57)【要約】
この発明の経路予測装置は、自車及びその他の移動車両
を含むエリアを測定する測定部と、測定部で測定された
測定結果に基づき、前記自車及び衝突可能性のある少な
くとも２つの周辺車両を検知する車両検知部と、車両検
知部で検知された少なくとも２つの周辺車両が衝突を回
避する複数の仮説を生成する仮説生成部と、前記仮説生
成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する確か
らしさを示す尤度を算出する尤度算出部と、前記尤度算
出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つの
周辺車両の予測経路を分析し、その分析結果を出力する
予測経路分析部と、を備えたことを特徴とする。このよ
うな構成により、複数の周辺車両に衝突が起こり得る場
合において、矛盾なく複数車両の予測経路を算出するこ
とができ、周辺車両の経路の予測性能を向上することが
できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
自車の位置、及び前記自車の周辺車両の位置と速度を観測する観測部と、
前記観測部で観測された観測結果に基づき、前記自車及び衝突可能性のある少なくとも２
つの前記周辺車両を検知する車両検知部と、
前記車両検知部で検知された少なくとも２つの周辺車両が衝突を回避する複数の仮説を生
成する仮説生成部と、
前記仮説生成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する確からしさを示す尤度を算
出する尤度算出部と、
前記尤度算出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つの周辺車両の予測経路を
分析し、その分析結果を出力する予測経路分析部と、
を備えたことを特徴とする経路予測装置。
【請求項２】
前記車両検知部は、
　前記観測部で観測された観測結果に基づき前記自車の位置するレーンを検出するレーン
検出部と、
　前記観測部で観測された観測結果に基づき前記周辺車両を追尾する追尾処理部と、
　前記追尾処理部で追尾結果された周辺車両の中から、衝突可能性のある前記少なくとも
２つの周辺車両を検知する衝突検知部と、
を備えたことを特徴とする請求項１に記載の経路予測装置。
【請求項３】
前記尤度算出部は、
　前記仮説生成部で生成された仮説ごとに前記少なくとも２つの周辺車両の将来の位置を
予測する経路予測部と、
　前記経路予測部で予測された前記少なくとも２つの周辺車両の将来の位置に基づき、前
記仮説生成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する確からしさを示す尤度を算出
する仮説尤度計算部と、
を備えたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の経路予測装置。
【請求項４】
前記仮説尤度計算部は、
前記経路予測部で予測された前記少なくとも２つの周辺車両の現時刻の推定速度および推
定速度誤差に基づき、前記仮説生成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する確か
らしさを示す尤度を算出する
ことを特徴とする請求項３に記載の経路予測装置。
【請求項５】
前記仮説尤度計算部は、
前記経路予測部で予測された前記少なくとも２つの周辺車両の現時刻の推定加速度および
推定加速度誤差に基づき、前記仮説生成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する
確からしさを示す尤度を算出する
ことを特徴とする請求項３に記載の経路予測装置。　　
【請求項６】
前記予測経路分析部は前記尤度算出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つの
周辺車両の予測経路を選択して出力する
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の経路予測装置。
【請求項７】
前記予測経路分析部は
前記尤度算出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つの周辺車両の予測経路の
起こりやすさを表す予測経路信頼度を予測経路ごとに算出する予測経路信頼度算出部
を備えたことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の経路予測装置。
【請求項８】
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前記予測経路分析部は
前記尤度算出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つの周辺車両の予測経路で
構成される仮説信頼度を算出する予測経路信頼度算出部
を備えたことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の経路予測装置。
【請求項９】
前記予測経路信頼度算出部は
前時刻で算出された前記少なくとも２つの周辺車両の予測経路で構成される仮説信頼度に
基づき、前記予測経路信頼度を予測経路ごとに算出する
ことを特徴とする請求項７または請求項８に記載の経路予測装置。
【請求項１０】
自車の位置、及び前記自車の周辺車両の位置と速度を観測する観測部と、
前記観測部で観測された観測結果に基づき検出された衝突可能性のある少なくとも２つの
前記周辺車両の衝突回避モデルを示す複数の仮説を生成し、該複数の仮説のそれぞれに対
応する前記少なくとも２つの前記周辺車両の予測経路の予測経路信頼度を算出する信号処
理部と、前記信号処理部で算出された予測経路信頼度に基づき、前記少なくとも２つの前
記周辺車両の予測経路と予測経路信頼度を表示する表示部と、
を備えたことを特徴とする経路予測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は移動体の進行経路を予測する経路予測装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、移動体同士の衝突を回避する安全な経路を予測する技術は車両の運転支援システ
ムや航空管制など様々な分野で要求されている。例えば車両の運転支援システムでは、自
車両周辺に存在する車両や停止物等の障害物の位置を自車両に搭載したミリ波レーダ、レ
ーザレーダ、カメラ等のセンサによって取得し、自車両と障害物の相対距離や相対速度よ
り衝突危険性を判断した上で、自車両を制御し、衝突を防止する技術が開発されている。
また、より高度な技術として、前記センサによって周辺環境を認識し、運転者の操作無く
、自動でハンドル操作やブレーキなどの操作を行い、目的地まで到達する自動運転技術も
開発が進められている。
【０００３】
　特許文献１では、複数車両同士の相互作用を考慮した経路生成及び自車両の制御量評価
手法について開示されている。しかし、あらかじめ設定した制御則に基づいて最適な予測
経路を算出するため、周辺車両が制御則に従わない場合には予測経路を誤る問題がある。
また、周辺車両位置を観測する際のセンサ誤差を考慮してないため、センサ誤差の影響が
ある場合には予測経路を誤る問題がある。さらに、周辺車両ごとの想定速度をパラメータ
として与える等、設定すべきパラメータが多く、設計が複雑であることが懸念される。
【０００４】
　特許文献２では、車両の予測経路をあらかじめ複数生成し、生成した予測経路について
、自車と周辺車両間で予測経路の干渉度を計算することで、所定の選択基準に最も適合す
る経路を選択する方法が開示されている。しかし、全周辺車両について予測経路を計算す
る場合は、１つの周辺車両の予測経路に対して他の周辺車両の全ての予測経路を考慮した
干渉度を計算する必要があり、演算負荷が膨大となることが懸念される。また、自車両の
予測経路のみを算出する方法については開示されているが、周辺車両の予測経路を算出す
る方法については開示も示唆もされていない。
【０００５】
　複数の周辺車両が近接する状況下において予測経路を算出する際の課題について、より
具体的に説明する。図１１のように車両E、Dが先行車である車両C、Bそれぞれと衝突する
場合を想定する。加えて、車両Eは車両Cとの衝突を回避するために操舵して右車線へ変更
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する確率が高く、車両Dは左車線へ変更するスペースがないため、制動して衝突を回避す
る確率が高いとする。しかし、図１２のように車両Eが操舵、車両Dが制動によって先行車
との衝突を回避する経路を予測した場合、車両DとEの衝突可能性が発生することになる。
これについて、再予測によって、車両DとEとの衝突を回避したとしても、更に別の衝突可
能性が発生し、全ての起こりうる衝突を回避するための予測経路が算出できない問題があ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３７１４２５８号
【特許文献２】特許第４３５３１９２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の経路予測装置では、１つの周辺車両の予測経路に対して他の周辺車両の全ての予
測経路を考慮した干渉度を計算することで、１つの周辺車両の経路を予測している。また
、複数の周辺車両の経路は個別に予測される。しかし、従来の経路予測装置では、１つの
周辺車両の予測経路と他の周辺車両の予測経路の組み合わせに対する干渉度は算出されな
いため、複数の周辺車両の相互の動きを考慮した経路予測が行われない。その結果、複数
の周辺車両の経路予測に重なりが生じるなど矛盾が生じる場合もあり、複数の周辺車両の
相互の経路を精度よく予測できないことが課題となる。また、１つの周辺車両の予測経路
に対して他の周辺車両の全ての予測経路を考慮した干渉度を計算するため、演算負荷が大
きいことも課題となる。
【０００８】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたものであって、将来的に複数車両に衝突
が起こり得る場合において、演算負荷を低減しつつ、矛盾なく複数車両の予測経路を算出
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明に係る経路予測装置は、自車の位置、及び前記自車の周辺車両の位置と速度を
観測する観測部と、前記観測部で観測された観測結果に基づき、前記自車及び衝突可能性
のある少なくとも２つの前記周辺車両を検知する車両検知部と、前記車両検知部で検知さ
れた少なくとも２つの周辺車両が衝突を回避する複数の仮説を生成する仮説生成部と、前
記仮説生成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する確からしさを示す尤度を算出
する尤度算出部と、前記尤度算出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つの周
辺車両の予測経路を分析し、その分析結果を出力する予測経路分析部と、を備えたことを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によれば、将来的に複数の周辺車両に衝突が起こり得る場合において、演算負
荷を低減しつつ、矛盾なく複数車両の予測経路を算出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明の実施の形態１に係る経路予測装置１００の構成を示す図。
【図２】この発明の実施の形態１に係る経路予測装置１００のハードウェア構成例を示す
図。
【図３】この発明の実施の形態１に係る経路予測装置１００の他のハードウェア構成例を
示す図。
【図４】この発明の実施の形態１に係る経路予測装置１００での処理を示すフローチャー
ト。
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【図５】この発明の実施の形態１における仮説生成部３で扱う車両状況の一例。
【図６】この発明の実施の形態１における仮説生成部３で扱う衝突回避の仮説。
【図７】この発明の実施の形態１における車両の確率分布。
【図８】この発明の実施の形態１における各仮説に対する仮説尤度を示す図。
【図９】この発明の実施の形態２に係る経路予測装置１００の構成を示す図。
【図１０】この発明の実施の形態３に係る経路予測装置１００の構成を示す図。
【図１１】従来技術において複数車両が混在する道路状況の一例。
【図１２】従来技術において複数車両が回避した場合に予測を誤る例。
【図１３】この発明の実施の形態４に係る経路予測装置１００の構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　実施の形態１．
　以下、この発明の実施の形態について説明する。
【００１３】
　図１は、実施の形態１の経路予測装置１００を示す構成図である。図１に示すように、
本実施例の経路予測装置１００は、観測部１、車両検知部２、仮説生成部３、尤度算出部
４、予測経路分析部１０を備えている。ここで、観測部１はミリ波レーダ、レーザレーダ
、光学カメラ、赤外カメラ等のセンサ、及び周辺車両や歩行者のGPS位置を受信する通信
装置等を用いて、自車の位置、及び周辺車両や歩行者の位置や速度を測定する。車両検知
部２は観測部１で観測された観測結果に基づき自車及び衝突可能性のある少なくとも２つ
の周辺車両を検知する機能を有しており、レーン検出部５、追尾処理部６、衝突検知部７
を備える。また、仮説生成部３は車両検知部２で検知された２つの周辺車両が衝突を回避
する複数の仮説を生成する機能を有している。また、尤度算出部４は仮説生成部３で生成
された仮説ごとにその発生する確からしさを示す尤度を算出する機能を有しており、経路
予測部８、仮説尤度計算部９を備えている。予測経路分析部１０は尤度算出部４で算出さ
れた尤度に基づき、適した予測経路を分析する機能を有している。
【００１４】
　実施の形態１に記載の経路予測装置１００における観測部１、車両検知部２、仮説生成
部３、尤度算出部４、レーン検出部５、追尾処理部６、衝突検知部７、経路予測部８、仮
説尤度計算部９、予測経路分析部１０の各機能は、処理回路（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔｒｙ）により実現される。処理回路は、専用のハードウェアであっても、メ
モリに格納されるプログラムを実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピ
ュータ、プロセッサー、ＤＳＰともいう）であってもよい。
【００１５】
　処理回路が専用のハードウェアである場合、経路予測装置１００は、図２に示すように
、観測部１を含む受信装置２０１と処理回路２０２とを備える。処理回路２０２は、例え
ば、単一回路（ａ　ｓｉｎｇｌｅ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、複合回路（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃ
ｉｒｃｕｉｔｓ）、プログラム化したプロセッサー（ａ　ｐｒｏｇｒａｍｍｅｄ　ｐｒｏ
ｃｅｓｓｏｒ）、並列プログラム化したプロセッサー（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｐｒｏｇｒａ
ｍｍｅｄ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａ
ｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、またはこれらを組み合わせたものが該当する。
観測部１、車両検知部２、仮説生成部３、尤度算出部４、レーン検出部５、追尾処理部６
、衝突検知部７、経路予測部８、仮説尤度計算部９、予測経路分析部１０の各部の機能そ
れぞれを処理回路で実現してもよいし、各部の機能をまとめて処理回路で実現してもよい
。
【００１６】
　処理回路がＣＰＵの場合、経路予測装置１００は、図３に示すように、受信装置２０３
と、処理回路２０４と、メモリ２０５とを備える。観測部１、車両検知部２、仮説生成部
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３、尤度算出部４、レーン検出部５、追尾処理部６、衝突検知部７、経路予測部８、仮説
尤度計算部９、予測経路分析部１０の機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソ
フトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェアやファーム
ウェアはプログラムとして記述され、メモリに格納される。処理回路２０４は、メモリに
記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、各部の機能を実現する。これら
のプログラムの一例は後に述べる図４に示されるステップＳ１０１～Ｓ１０８で表すこと
ができる。また、これらのプログラムは、観測部１、車両検知部２、仮説生成部３、尤度
算出部４、レーン検出部５、追尾処理部６、衝突検知部７、経路予測部８、仮説尤度計算
部９、予測経路分析部１０の手順や方法をコンピュータに実行させるものであるともいえ
る。ここで、メモリ２０５とは、例えば、RAM、ROM、フラッシュメモリー、EPROM、EEPRO
M等の、不揮発性または揮発性の半導体メモリや、磁気ディスク、フレキシブルディスク
、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、ＤＶＤ等が該当する。
【００１７】
　なお、観測部１、車両検知部２、仮説生成部３、尤度算出部４、レーン検出部５、追尾
処理部６、衝突検知部７、経路予測部８、仮説尤度計算部９、予測経路分析部１０の各機
能について、一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェアまたはファームウ
ェアで実現するようにしてもよい。例えば、観測部１については専用のハードウェアとし
ての処理回路でその機能を実現し、車両検知部２、仮説生成部３、尤度算出部４、レーン
検出部５、追尾処理部６、衝突検知部７、経路予測部８、仮説尤度計算部９、予測経路分
析部１０については処理回路がメモリに格納されたプログラムを読み出して実行すること
によってその機能を実現することが可能である。
【００１８】
　このように、処理回路は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれ
らの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
【００１９】
　図４にこの発明の実施の形態１に係る経路予測装置１００での処理を示すフローチャー
トを示す。図４を用いて経路予測装置１００の動作を説明する。図１で、経路予測装置１
００内の観測部１はミリ波レーダ、レーザレーダ、光学カメラ、赤外カメラ等のセンサ、
及び周辺車両や歩行者のGPS位置を受信する通信装置等を用いて、自車及びその他の移動
車両を含むエリアを観測し、周辺車両や歩行者の位置や速度を測定する（Ｓ１０１）。車
両検知部２内のレーン検出部５はカメラ画像等から白線を認識し、自車の位置するレーン
情報を得る（Ｓ１０２）。車両検知部２内の追尾処理部６はセンサで取得した位置や速度
に基づき追尾処理を介して、周辺車両の位置推定値、速度推定値、前記位置及び速度の推
定誤差共分散行列を算出する（Ｓ１０３）。
【００２０】
　車両検知部２内の衝突検知部７では周辺車両同士で衝突する可能性のある周辺車両を検
知する（Ｓ１０４）。例えば、TTC(Time To Collision)の考え方に基づいて検知しても良
いこととする。TTCは式(1)で定義され、TTCが閾値以下であれば衝突する可能性がある車
両として検知する。ここで、車両iは車両jと同じレーンを走行しており、車両iは周辺車
両jの先行車両とする。
【００２１】
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【００２２】
　また、別の方法として、自車周辺に所定領域を設定しておき、前記領域に1～Nステップ
後の予測位置が入る車両を検知し、ターゲット車両とみなしてもよい。ここで、式(2)の
ようにNステップ先までのN個の予測位置を計算する。ここで、式(2)～式(5)は、車両が現
在の速度を一定として走行する運動モデル（以下、等速運動モデル）に基づく予測式であ
る。ただし、等速運動モデルに限らず、走行状況によっては等加速度運動モデルとして予
測しても良いこととする。　
【００２３】
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【００２４】
　仮説生成部３では衝突検知部７において複数の衝突可能性が検知され、衝突可能性のあ
る少なくとも２つの周辺車両が検知された場合に、以下の処理を実施する。仮説生成部３
では、まず、上記の複数の衝突可能性を回避するために回避行動をとる衝突可能性のある
少なくとも２つの周辺車両（以下、回避車両）を選定する。次に、少なくとも２つの回避
車両が取り得る衝突回避モデルの組み合わせから予測シーン（以降、仮説と呼ぶ）を生成
する（Ｓ１０５）。例えば、図５のように自車及び車両A～Eが存在し、車両AとB、車両C
とEが衝突する場合では、後続車である車両Aと車両Cが衝突を回避するために、衝突回避
モデルに従って回避する。ここで、衝突回避モデルとして、例えば制動回避モデル、左操
舵回避モデル、右操舵回避モデルを定義してもよい。制動回避モデルは車線維持したまま
、制動で衝突を回避するモデル、左/右操舵回避モデルは操舵量を入力することで左/右へ
車線変更し、衝突を回避するモデルとする。また、前記モデルについて、制動量もしくは
操舵量は所定の限界値を超えないように設定することとする。図５では、走行車線は２レ
ーンのため、図６のように車両A及び車両Cの衝突回避モデルの組み合わせから4つの仮説
が生成される。図６では、走行車線が２レーンであるため、車両Aに対しては右操舵モデ
ルと制動モデルのみが扱われ、左操舵モデルは現実の経路との矛盾が生じため扱われてい
ない。また、車両Ｃに対しては左操舵モデルと制動モデルのみが扱われ、右操舵モデルは
現実の経路との矛盾が生じため扱われていない。このように、現実に生じる経路と矛盾の
生じるモデルを排除し、矛盾の生じないモデルのみを扱う。また、図６では、各車両A、C
に対して扱うモデルの組み合わせ全てを扱っているが、各車両A、Cに対して扱うモデルの
組み合わせの中で現実の経路と矛盾が生じる場合には、その組み合わせを排除することも
できる。その結果、本実施の形態では、車両A、Cの取り得るモデルの組み合わせを起こり
得る予測シーン（仮説）として扱うことができる。なお、この仮説は前もってメモリ等に
格納し、回避車両の配置パターンに適した仮説をそのメモリから読み込むことで、その仮
説を取り出すことができる。
【００２５】
なお、従来の技術では、衝突可能性のある少なくとも２つの周辺車両の回避モデルの組み
合わせを生成する例は記載されておらず、周辺車両ごとに個別に他の周辺車両との干渉度
を計算するため、複数の周辺車両の経路が相互に重なるなど矛盾の生じる状態に対しても
干渉度を計算する必要がある。これに対して、本実施の形態では、少なくとも２つの周辺
車両の回避モデルの組み合わせを用いることによって、少なくとも２つの周辺車両が互い
に取り得る経路の組み合わせのみに絞った仮説を生成することができる。その結果、少な
くとも２つの周辺車両の取り得る経路が重なるなどの矛盾を発生させることなく、必要の
経路の組み合わせに絞って、演算処理を進めることで演算処理量を低減することもできる
。
【００２６】
　尤度算出部４内の経路予測部８では、図６で示した仮説ごとに回避車両について衝突回
避モデルに基づくNステップ先までの予測位置を、将来の予測位置として算出する（Ｓ１
０６）。また、回避車両以外については、衝突検知部７で述べたように、車両が等速で運
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動すると仮定して、Nステップ先までの予測位置を将来の予測位置として算出する。ただ
し、既に衝突検知部７で算出済みの予測位置については再計算の必要はない。例として、
衝突回避モデルに基づく予測位置算出方法について説明する。制動回避モデルの制動用加
速度に基づいて式(6)のように仮経路（Nステップ先までの予測位置）を算出する。

：制動用加速度
【００２７】
　左/右操舵回避モデルについても同様に算出できる。ここで、操舵に対する車両の予測
位置は、車両重量、車体重心位置、ヨー慣性モーメントなどの車両パラメータによって異
なるため、車両パラメータが既知である場合は、予め設定しておき、予測位置を算出する
。また、車両パラメータが未知である場合は、公知の学習アルゴリズムなどによって推定
されたパラメータを用いても良いこととする。
【００２８】
　尤度算出部４内の仮説尤度計算部９では、仮説ごとに経路予測部８で算出した仮経路に
基づいて仮説尤度を算出する（Ｓ１０７）。例えば、仮説尤度の算出については、衝突す
る時間を用いて尤度評価を行う。車両iとjが最も近づく予測ステップ数nmin(i、j)を式(9
)、車両i、j間の距離Rmin(i、j)を式(10)によって定義する。

【００２９】
車両i、j間の距離Rmin(i、j)が閾値以下となる場合は車両i、jが衝突するとみなして、衝
突時間を算出する。

車両i、j間の距離Rmin(i、j)が閾値を超える場合は衝突しないとみなして、衝突時間を最
大予測ステップ数N以上の固定値として設定する。

【００３０】
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次に尤度評価値を式(13)で定義する。式(13)の左辺はm番目の仮説Φmの尤度であり、Z(k)
は最新サンプル時刻kにおけるセンサ観測値を意味する。式(13)は周辺車両同士の全組み
合わせについて衝突時間の和をとることを意味している。ただし、上記組み合わせについ
ては、最も近接する2車両についてのみ限定しても良いし、同一車線上に入ると予測され
る車両のみに限定しても良いこととする。

【００３１】
また、仮説尤度の算出について、センサ誤差もしくは追尾処理後の誤差を考慮して尤度評
価を行っても良い。まずは、追尾処理部６で出力される位置の推定誤差共分散行列および
位置及び速度推定値に基づいて衝突危険度を算出する。式(14)のようにサンプリング時刻
kにおける車両i、jのn(n=1、…、N)ステップ後の予測位置の差分を前記推定誤差共分散行
列で正規化した値、つまりマハラノビス平方距離εk+nを算出する。

【００３２】
車両iとjのマハラノビス平方距離が最小となる予測ステップ数nmin(i、j)を式(17)、車両
i、j間のマハラノビス平方距離最小値εmin(i、j)を式(18)によって定義する。 

【００３３】
　次に、尤度評価値を式(19)で定義する。式(19)の右辺は車両同士の全組み合わせについ
てマハラノビス平方距離の和をとることを意味している。ただし、最も近接する2車両に
ついてのみ限定しても良いし、同一車線上に入ると予測される車両のみに限定しても良い
こととする。

【００３４】
また、仮説尤度の算出では、上記nステップ先の予測誤差共分散行列について、車両間の
予測誤差分布同士の重なりを指標として、重なり度合いの逆数を用いても良いこととする
。例えば、図７のように横軸を位置、縦軸を誤差分布に基づく確率密度関数として、車両
i、jの確率分布を表す。図７より、上記重なり度合いは図７の車両の誤差分布同士が重な
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る範囲（図７の斜線部分）に相当する。なお、図７は説明の都合上、位置を1次元として
いるため、面積であるが、2次元平面では体積となる。
ここで、車両i、j間の予測誤差分布同士の重なり度合いをD(i,j)とした場合、D(i,j)が最
大となる予測ステップ数における重なり度合いDmax(i,j)の逆数より、尤度評価値を式(20
)で定義してもよいこととする。

ここで、仮説尤度計算部９の出力としては各仮説の仮説尤度を出力することとなる。図８
は仮説尤度計算による出力例を説明した図である。図８より、仮説１は車両AとCが衝突、
仮説２は車両CとDが衝突、仮説４は車両CとDが衝突するために仮説尤度は低くなり、仮説
３は衝突がないため仮説尤度が高くなる結果が得られる。
【００３５】
予測経路分析部１０では、まずは式(21)より、仮説信頼度を算出する。

この結果、各仮説に対応する予測経路の信頼度を把握することができる。予測経路分析部
１０はこの予測経路の信頼度をもちいて、予測経路に関する分析結果をさまざまな形式で
出力することができる。例えば、仮説信頼度が最大となる仮説Φmに含まれる周辺車両の
予測経路を選択することで、信頼度が最大の予測経路を選択的に出力できる（Ｓ１０８）
。また、予測経路分析部１０から、信頼度情報を用いて他の形式の出力を行うことも可能
である。信頼度が最大の予測経路を出力する場合、図８の例では仮説3の仮説信頼度が最
も高くなるため、車両Aは制動回避、車両Cは制動回避に基づく予測経路を選択することと
なる。
【００３６】
以上説明した実施の形態１によれば、経路予測装置１００は、自車、及び自車の周辺車両
の位置と速度を観測する観測部１と、観測部１で観測された観測結果に基づき、自車及び
衝突可能性のある少なくとも２つの周辺車両を検知する車両検知部２と、車両検知部２で
検知された少なくとも２つの周辺車両が衝突を回避する複数の仮説を生成する仮説生成部
３と、仮説生成部３で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する確からしさを示す尤度
を算出する尤度算出部４と、尤度算出部４で算出された尤度に基づき、少なくとも２つの
周辺車両の予測経路を分析し、その分析結果を出力する予測経路分析部１０と、を備えた
ことを特徴とする経路予測装置。このような構成により、将来的に複数の周辺車両に衝突
が起こり得る場合において、車両運動に基づいた予測シーンを生成することで、過不足な
く現実で想定されるシーンを網羅することが可能となり、矛盾なく複数車両の予測経路を
算出することができるため、周辺車両の経路の予測性能が向上する。また、従来技術のよ
うな無数の経路に対して干渉度などの評価値を計算する必要がなくなり、演算負荷を低減
することが可能となる。
【００３７】
また、実施の形態１によれば、車両検知部２は、観測部１で観測された観測結果に基づき
自車の位置するレーンを検出するレーン検出部５と、観測部１で観測された観測結果に基
づき自車の周辺車両を追尾する追尾処理部６と、追尾処理部６の追尾結果された周辺車両
の中から、衝突可能性のある少なくとも２つの周辺車両を検知する衝突検知部７と、を備
えたことを特徴とする。このような構成により、衝突可能性のある少なくとも２つの周辺
車両を検知することができる。
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【００３８】
また、実施の形態１によれば、尤度算出部４は、仮説生成部３で生成された仮説ごとに少
なくとも２つの周辺車両の将来の位置を予測する経路予測部８と、経路予測部８で予測さ
れた前記少なくとも２つの周辺車両の将来の位置に基づき、仮説生成部３で生成された複
数の仮説のそれぞれの発生する確からしさを示す尤度を算出する仮説尤度計算部９と、を
備えたことを特徴とする。このような構成により、衝突可能性のある少なくとも２つの周
辺車両の予測経路に対する尤度を算出することが可能となる。
【００３９】
　また、実施の形態１によれば、予測経路分析部１０は仮説尤度計算部９で算出された尤
度に基づき、前記少なくとも２つの車両の予測経路を選択して出力することを特徴とする
。このような構成により、最も発生する可能性の高い予測経路を経路予測装置１００予測
結果として表すことが可能となる。
【００４０】
実施の形態２．
　実施の形態１では、予測経路分析部１０から信頼度が最大の予測経路を選択的に出力す
る形式を開示したが、それ以外の形式で分析結果を出力することも可能である。実施の形
態２では、実施の形態１とは異なる分析結果を出力する場合について述べる。
【００４１】
　図９は実施の形態２の経路予測装置１００を示す構成図である。図９に示すように、本
実施例の経路予測装置１００は、観測部１、レーン検出部５、追尾処理部６、衝突検知部
７、仮説生成部３、経路予測部８、仮説尤度計算部９、予測経路分析部１０、予測経路分
析部１０に備えられた予測経路信頼度算出部１１を備えている。また、図９に示される経
路予測装置１００内の各部の機能を実現するハードウエア構成は、実施の形態１と同様に
、図２又は図３の構成で表される。
【００４２】
　予測経路信頼度算出部１１では、各車両の予測経路の起こりやすさを表す指標を予測経
路信頼度として算出する。例えば、車両iが衝突回避モデルjに基づく予測経路を採用する
信頼度を式(22)で算出する。式(22)の左辺は車両iが衝突回避モデルjに基づく予測経路を
採用する信頼度である。また、式(23)のP(li、j|Φm)は組み合わせに係わる項であり、仮
説Φmに上記予測経路が含まれる場合は1、含まれない場合は0とする。

【００４３】
また、式(24)のように、車両iに対する衝突回避モデルjに基づく予測経路を全衝突回避モ
デルの信頼度で正規した値を予測経路信頼度として置き換えても良いこととする。

他の処理は実施の形態1と同様であるため、説明を省略する。
【００４４】
以上、説明した実施の形態２によれば、予測経路分析部１０は尤度算出部４で算出された
尤度に基づき、少なくとも２つの周辺車両の予測経路の起こりやすさを表す予測経路信頼
度を予測経路ごとに算出する予測経路信頼度算出部１１を備えたことを特徴とする。この
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ような構成により、実施の形態１で示したように各車両の予測経路を一つに決定するので
はなく、予測経路の起こりやすさを表す定量値を出力することでユーザーが直感的に理解
できる。その他のシステムにも利用されやすくなる効果がある。
【００４５】
実施の形態３．
　本実施の形態は実施の形態１、２の経路予測装置１００からの出力を表示部に表示する
場合の構成を示す。
【００４６】
　図１０は実施の形態３に係る経路予測装置１００を示す構成図である。図１０に示すよ
うに、実施の形態３の経路予測装置１００は、観測部１、信号処理部２０、表示部３０を
備えており、信号処理部２０は実施の形態１、２で示した車両検知部２、仮説生成部３、
尤度算出部４、予測経路分析部１０を含んでいる。また、図１０に示される経路予測装置
１００内の各部の機能を実現するハードウエア構成は、実施の形態１と同様に、図２又は
図３の構成で表される。
【００４７】
　本実施の形態の経路予測装置１００は、実施の形態１、２と同様に観測部１で自車及び
その他の移動車両を含むエリアを観測し、その観測結果を用いて実施の形態１、２と同様
に信号処理部２０で衝突可能性のある少なくとも２つの周辺車両が衝突を回避するモデル
を示す複数の仮説を生成し、その複数の仮説のそれぞれに対応する予測経路の予測経路信
頼度を算出するとともに、予測経路信頼度を出力し、表示部３０は少なくとも２つの周辺
車両の取り得る予測経路とその予測経路に対応する信頼度を表示画面に表示する。
【００４８】
　このように、実施の形態３によれば、自車の位置、及び前記自車の周辺車両の位置と速
度を観測する観測部１と、観測部１で観測された観測結果に基づき検出された衝突可能性
のある少なくとも２つの周辺車両の衝突回避モデルを示す複数の仮説を生成し、その複数
の仮説のそれぞれに対応する前記少なくとも２つの周辺車両の予測経路の予測経路信頼度
を算出する信号処理部２０と、信号処理部２０で算出された予測経路信頼度に基づき、前
記少なくとも２つの周辺車両の予測経路と予測経路信頼度を表示する表示部３０と、を備
えたことを特徴とする。このような構成により、経路予測装置１００は周辺車両の予測経
路を視覚的に把握することができる。また、予測経路信頼度に応じて色を変えて予測経路
を表示することで、ユーザーが予測経路信頼度の高い予測経路をより的確に認識すること
が可能となる。　　
【００４９】
実施の形態４．
 実施の形態１、２では、イレギュラーな車両運動が発生した場合に予測経路の分析結果
を修正する機能がないが、追尾処理によって推定した周辺車両の速度推定値、加速度推定
値などを利用して、仮説の信頼度や予測経路の信頼度などを修正する形式にすることも可
能である。また、実施の形態１、２では、各時刻独立に予測経路の分析結果を出力してい
たが、時間方向の連続性を考慮して予測経路を分析することも可能である。実施の形態４
では、実施の形態１、２とは異なる分析結果を出力する場合について記載する。
【００５０】
　図１３は実施の形態４の経路予測装置１００を示す構成図である。図１３に示すように
、本実施例の経路予測装置１００は、観測部１、レーン検出部５、追尾処理部６、衝突検
知部７、仮説生成部３、経路予測部８、仮説尤度計算部９、予測経路分析部１０、予測経
路分析部１０に備えられた予測経路信頼度算出部１１、信頼度メモリ１２を備えている。
また、図１３に示される経路予測装置１００内の各部の機能を実現するハードウエア構成
は、実施の形態１と同様に、図２又は図３の構成で表される。
【００５１】
尤度算出部４内の仮説尤度計算部９では、仮説ごとに経路予測部８で算出した仮経路に基
づいて仮説尤度を算出する。ここで，実施の形態１の式(19)もしくは式(20)で定義した衝
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突度合いに関わる尤度評価値Ｐ(Ｚ(k)|Φm)と回避軌道に関わる尤度評価値Ｐ(Trj(k)|Φm

)の積をとって、仮説尤度を次式で算出する．

ここで、サンプリング時刻kにおける仮説Φm(m=1,…,M)には、右上にkの添え字を記載す
ることで時刻の違いを明記する。
【００５２】
式(25)の回避軌道に関わる尤度評価値の算出方法について以下に述べる。まず、右操舵の
回避軌道について尤度算出方法を以下に示す。右操舵による回避時には直進方向に対して
右方向に速度が発生する。そこで、横方向の速度を利用して右操舵回避軌道の尤度を式(2
6)により算出する。

ここで、

であり、車線変更時の一般的な横速度はパラメータとして設定する。
【００５３】
また、右回避によって右隣車線へ移動する特徴も利用して、横位置が右隣車線の中心線に
近いほど尤度が高くなるように、式(27)の代わりに式(28)を用いても良い。

ここで、
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であり、左操舵についても右回避と同様の考え方で尤度を算出可能である。
【００５４】
次に、制動回避に関わる回避軌道の尤度算出方法を以下に示す。制動による回避時には直
進方向に対して加速度が発生する。そこで、制動時の加速度を利用して制動回避軌道の尤
度を式(29)により算出する。

ここで、

であり、制動時の一般的な加速はパラメータとして設定する。
【００５５】
また、上記縦方向の加速度推定値、縦方向の加速度推定値の誤差標準偏差は等加速度運動
モデルに基づく追尾処理によって算出可能である。ただし、加速度の推定精度が十分でな
い場合は尤度算出が困難となるため、速度を利用した尤度算出方法を以下に示す。

ここで、

である。
【００５６】
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式(32)のように、仮説Φmに含まれる全車両に対して衝突回避モデルに基づく尤度の和を
計算する。

ここで、Iは車両番号の集合、iは車両番号、jは衝突回避モデル番号を意味する。例えば
、図６の仮説１では車両Ａは右操舵、車両Ｃは制動であるため、車両Aについては右操舵
回避軌道の尤度、車両Ｃについては制動回避軌道の尤度を算出し、和をとれば良い。
【００５７】
　予測経路分析部１０では、式(33)より、現サンプリング時刻kにおける仮説信頼度を算
出する。

ここで、式(33)の分子にある第２項Ｐ(Φm
k|Φm

k-1)はサンプリング時刻k-1から時刻kへ
の仮説の遷移確率を表し、特に事前情報がない限り、パラメータとしておく。通常は1に
設定しておいても良い。また、第３項は前サンプリング時刻k-1における仮説信頼度であ
り、信頼度メモリ１２に記憶しておき、読み出して利用する。
【００５８】
　予測経路信頼度算出部１１では、各車両の予測経路の起こりやすさを表す指標を予測経
路信頼度として算出する。例えば、車両iが衝突回避モデルjに基づく予測経路を採用する
信頼度を式(34)で算出する。式(34)の左辺は車両iが衝突回避モデルjに基づく予測経路を
採用する信頼度である。

ここで、cは定数、Ｐ(li、j|Φm
k)は式(23)のP(li、j|Φm)と同一である。

【００５９】
　また、実施の形態１と同様、式(24)のように、車両iに対する衝突回避モデルjに基づく
予測経路を全衝突回避モデルの信頼度で正規化した値を予測経路信頼度として置き換えて
も良いこととする。他の処理は実施の形態1、２と同様であるため、説明を省略する。
【００６０】
　以上、説明した実施の形態４によれば、尤度算出部４は追尾処理部６より出力された推
定値と推定誤差共分散行列に基づき、仮説尤度を算出し、予測経路分析部１０は尤度算出
部４で算出された尤度と前サンプリング時刻における仮説信頼度に基づき、少なくとも２
つの周辺車両の予測経路の起こりやすさを表す予測経路信頼度を予測経路ごとに算出する
予測経路信頼度算出部１１を備えたことを特徴とする。このような構成により、実施の形
態１、２の効果に加えて、各車両の運動変化に応じて各車両の予測経路の起こりやすさを
修正し、さらに時間方向に連続性のある信頼度を算出することで、より正確な情報をユー
ザーに提供できる効果がある。
【００６１】
　なお、実施の形態４では、実施の形態１、２と同様の処理の説明は省略したが、実施の
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形態１と実施の形態１、２とのいかなる組み合わせも本発明に含まれる。
【符号の説明】
【００６２】
１：観測部、２：車両検知部、３：仮説生成部、４：尤度算出部、５：レーン検出部、６
：追尾処理部、７：衝突検知部、８：経路予測部、９：仮説尤度計算部、１０：予測経路
分析部、１１：予測経路信頼度算出部、１２：信頼度メモリ、２０：信号処理部、３０：
表示部、１００：経路予測装置、２０１、２０３：受信装置、２０２、２０４：処理回路
、２０５：メモリ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月9日(2017.3.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　この発明に係る経路予測装置は、自車の位置、及び前記自車の周辺車両の位置と速度を
観測する観測部と、前記観測部で観測された観測結果に基づき、前記自車及び衝突可能性
のある少なくとも２つの前記周辺車両を検知する車両検知部と、前記車両検知部で検知さ
れた少なくとも２つの周辺車両が衝突を回避する複数の仮説を生成する仮説生成部と、前
記仮説生成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する確からしさを示す尤度を算出
する尤度算出部と、前記尤度算出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つの周
辺車両の予測経路を分析し、その分析結果を出力する予測経路分析部と、を備えた経路予
測装置であって、前記尤度算出部は、前記仮説生成部で生成された仮説ごとに少なくとも
２つの周辺車両の将来の位置を予測する経路予測部と、前記経路予測部で予測された少な
くとも２つの周辺車両の将来の位置に基づき、前記仮説生成部で生成された複数の仮説の
それぞれの発生する確からしさを示す尤度を算出する仮説尤度計算部と、を備えたことを
特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
自車の位置、及び前記自車の周辺車両の位置と速度を観測する観測部と、
前記観測部で観測された観測結果に基づき、前記自車及び衝突可能性のある少なくとも２
つの前記周辺車両を検知する車両検知部と、
前記車両検知部で検知された少なくとも２つの周辺車両が衝突を回避する複数の仮説を生
成する仮説生成部と、
前記仮説生成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する確からしさを示す尤度を算
出する尤度算出部と、
前記尤度算出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つの周辺車両の予測経路を
分析し、その分析結果を出力する予測経路分析部と、
を備えた経路予測装置であって、
　前記尤度算出部は、
　前記仮説生成部で生成された仮説ごとに前記少なくとも２つの周辺車両の将来の位置を
予測する経路予測部と、
　前記経路予測部で予測された前記少なくとも２つの周辺車両の将来の位置に基づき、前
記仮説生成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する確からしさを示す尤度を算出
する仮説尤度計算部と、
　を備えたことを特徴とする経路予測装置。
【請求項２】
　前記車両検知部は、
　前記観測部で観測された観測結果に基づき前記自車の位置するレーンを検出するレーン
検出部と、
　前記観測部で観測された観測結果に基づき前記周辺車両を追尾する追尾処理部と、
　前記追尾処理部で追尾結果された周辺車両の中から、衝突可能性のある前記少なくとも
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２つの周辺車両を検知する衝突検知部と、
を備えたことを特徴とする請求項１に記載の経路予測装置。
【請求項３】
　前記仮説尤度計算部は、
　前記経路予測部で予測された前記少なくとも２つの周辺車両の現時刻の推定速度および
推定速度誤差に基づき、前記仮説生成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生する確
からしさを示す尤度を算出する
　ことを特徴とする請求項１に記載の経路予測装置。
【請求項４】
　前記仮説尤度計算部は、
　前記経路予測部で予測された前記少なくとも２つの周辺車両の現時刻の推定加速度およ
び推定加速度誤差に基づき、前記仮説生成部で生成された複数の仮説のそれぞれの発生す
る確からしさを示す尤度を算出する
　ことを特徴とする請求項１に記載の経路予測装置。　　
【請求項５】
　前記予測経路分析部は前記尤度算出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つ
の周辺車両の予測経路を選択して出力する
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の経路予測装置。
【請求項６】
　前記予測経路分析部は
　前記尤度算出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つの周辺車両の予測経路
の起こりやすさを表す予測経路信頼度を予測経路ごとに算出する予測経路信頼度算出部
　を備えたことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の経路予測装置。
【請求項７】
　前記予測経路分析部は
　前記尤度算出部で算出された尤度に基づき、前記少なくとも２つの周辺車両の予測経路
で構成される仮説信頼度を算出する予測経路信頼度算出部
　を備えたことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の経路予測装置。
【請求項８】
　前記予測経路信頼度算出部は
　前時刻で算出された前記少なくとも２つの周辺車両の予測経路で構成される仮説信頼度
に基づき、予測経路信頼度を予測経路ごとに算出する
　ことを特徴とする請求項６または請求項７に記載の経路予測装置。
【請求項９】
　自車の位置、及び前記自車の周辺車両の位置と速度を観測する観測部と、
　前記観測部で観測された観測結果に基づき検出された衝突可能性のある少なくとも２つ
の前記周辺車両の衝突回避モデルを示す複数の仮説を生成し、該複数の仮説のそれぞれに
対応する前記少なくとも２つの前記周辺車両の予測経路の予測経路信頼度を算出する信号
処理部と、
　前記信号処理部で算出された予測経路信頼度に基づき、前記少なくとも２つの前記周辺
車両の予測経路と予測経路信頼度を表示する表示部と、
　を備えたことを特徴とする経路予測装置。
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