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(57)【要約】
【課題】騒音環境への影響を抑えつつ、歩車の強調を促
すことが可能な情報表示システムを提供する。
【解決手段】対象領域において回避対象物が存在する位
置を検出した結果に基づいて分布状況を取得する状況判
定部と、検出された分布状況に基づいて、車両が走行可
能な予定経路を生成する経路生成部と、予定経路を前記
対象領域の床面に表示する床面表示装置と、を有する。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象領域において回避対象物が存在する位置を検出した結果に基づいて分布状況を取得
する状況判定部と、
　検出された分布状況に基づいて、車両が走行可能な予定経路を生成する経路生成部と、
　予定経路を前記対象領域の床面に表示する床面表示装置と、
　を有する情報表示システム。
【請求項２】
　前記経路生成部は、
　前記対象領域に車両が複数存在する場合に、各車両の予定経路に沿って車両が移動した
場合に干渉するか否かを判定し、
　干渉する場合には、干渉しない経路を生成する
　請求項１記載の情報表示システム。
【請求項３】
　前記経路生成部は、
　前記干渉する場合には、干渉が生じているいずれかの車両について待合時間を生成する
　請求項２に記載の情報表示システム。
【請求項４】
　前記経路生成部は、
　混雑状況が変化の度合いが一定以上である場合には、その混雑している領域を回避する
ように予定経路を再生成する
　請求項１または請求項２に記載の情報表示システム。
【請求項５】
　前記経路生成部は、
　生成した予定経路を車両に通知する
　請求項１から請求項４のうちいずれか１項に記載の情報表示システム。
【請求項６】
　前記床面表示装置は、ディスプレイ装置である
　請求項１から請求項５のうちいずれか１項に記載の情報表示システム。
【請求項７】
　状況判定部が、対象領域において回避対象物が存在する位置を検出した結果に基づいて
分布状況を取得し、
　経路生成部が、検出された分布状況に基づいて、車両が走行可能な予定経路を生成し、
　床面表示装置が、予定経路を前記対象領域の床面に表示する
　情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報表示システムおよび情報表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動運転車や自律走行ロボット等（以下、自律走行車とする）の技術が進展し、街区建
物内の様々な場所にこれら自律走行車が導入されはじめており、普及の兆しを見せている
。それら自律走行車は、建物内、地下通路、歩道上、歩車非分離の道路など、歩車が混在
する状況で走行することが想定される。このような状況下においては、多数の人々で混雑
する状況でもスムーズに走行するための技術やインタラクションが必要である。例えば、
従来においては、自動車におけるクラクションや、自転車におけるベル、空港内カートに
おけるアラート音などによって、運転者が歩行者に対して注意を促しながら走行していた
。
　また、自律走行車には、歩行者とコミュニケーションをとる人間の運転者が搭乗してい
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ないため、情報インターフェースによって車と歩行者の間でコミュニケーションを図る技
術が研究されている。例えば、自律走行車の車体面にディスプレイを装着したり、自立走
行車が備えるプロジェクタから路面に対して光を照射することで、文字や顔の表情の画像
を表示する技術が提案されている。
　また、例えば特許文献１、特許文献２には、床面に情報を表示可能するものについて記
載されており、特にエレベータの乗り場にプロジェクタを設置し、壁や扉、床等に案内情
報を表示するものが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－７０３７７号公報
【特許文献２】国際公開第２０１８／０７８６８１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、クラクション等の音を用いて注意を促す場合、自律走行車が普及した環
境では、多数の自律走行車がアラート音を発生させながら走行することになってしまい、
これは効果的でなく、また街の騒音環境としても好ましくない。
　また、自律走行車のもつプロジェクタによって路面に情報を表示する手法では、自律走
行車の状態を人に知らせることや、道路横断者と車の間でコミュニケーションとることが
主であり、混雑する環境で歩車の間の協調を促すものにはなっていない。また、自律走行
車のそれぞれが、路面に情報を表示することができる機能を備える必要がある。
　また、特許文献１及び２については、エレベータの乗り場において利用されるものであ
り、歩車が存在する空間において利用するものではない。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、騒音環境への影響を
抑えつつ、歩車の協調を促すことが可能な情報表示システムおよび情報表示方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本発明の一態様は、対象領域において回避対象物が存
在する位置を検出した結果に基づいて分布状況を取得する状況判定部と、検出された分布
状況に基づいて、車両が走行可能な予定経路を生成する経路生成部と、予定経路を前記対
象領域の床面に表示する床面表示装置と、を有する。
【０００７】
　また、本発明の一態様は、状況判定部が、対象領域において回避対象物が存在する位置
を検出した結果に基づいて分布状況を取得し、経路生成部が、検出された分布状況に基づ
いて、車両が走行可能な予定経路を生成し、床面表示装置が、予定経路を前記対象領域の
床面に表示する情報表示方法である。
【発明の効果】
【０００８】
　以上説明したように、この発明によれば、騒音環境への影響を抑えつつ、自律走行車と
人との間における協調を促すことが可能となる。また、プロジェクタによって路面に情報
を表示する機能を搭載していない自律走行車であっても、路面に表示される情報を用いて
自律走行車と人との間で協調を促すことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】情報表示システム１が用いられる空間の状況を水平方向からみた概念図である
。
【図１Ｂ】情報表示システム１が用いられる空間を俯瞰した概念図である。
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【図２】情報表示システム１の動作を説明するフローチャートである。
【図３】対象領域１００の状況を示す概念図である。
【図４】対象領域１００の状況を示す概念図である。
【図５】対象領域１００の状況を示す概念図である。
【図６】対象領域１００の状況を示す概念図である。
【図７】床面表示装置４０の表示態様の一例について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態による情報表示システムについて図面を参照して説明する。
　図１は、この発明の一実施形態による情報表示システムの構成を説明する図である。図
１Ａは、情報表示システム１が用いられる空間の状況を水平方向からみた概念図である。
図１Ｂは、情報表示システム１が用いられる空間を俯瞰した概念図である。
【００１１】
　情報表示システム１は、複数のセンサ１０と、混雑状況判定装置２０と、経路生成装置
３０と、床面表示装置４０と、自律走行車５０と、ネットワーク６０とを備える。
　センサ１０は、対象領域１００内における壁、床、柱等の構造物のセンシングや、群（
人）や自律走行車５０等の動きのセンシングを行うことにより、対象領域１００内におけ
る群や自律走行車５０の位置を検出する。センサ１０は、例えば、対象領域を上方から撮
影するカメラや、３Ｄスキャナを用いることができ、対象領域１００の天井や壁等に設置
可能である。
　ここでは、センサ１０ａ、センサ１０ｂ、センサ１０ｃのように、複数のセンサ１０に
よって、対象領域１００が全体的に検知できるように配置されてもよい。以下、センサ１
０ａ、センサ１０ｂ、センサ１０ｃを特に識別しない場合には、単にセンサ１０と称する
。
【００１２】
　対象領域１００は、床面表示装置４０によって各種信号を表示するにあたり監視する対
象の領域であり、例えば、地下歩行空間、建物内、歩道、歩車非分離の道路等である。
　対象領域１００には、複数の柱１１０（ここでは、柱１００ａ、柱１００ｂ）がある。
このような柱１１０は、床面と天井面との間に設けられている。
　また、対象領域１００には、人や自律走行車５０が通行可能である。この図においては
、一例として、通行する人の群である群１２０ａ、群１２０ｂ、群１２０ｃが通行してい
る場合について図示されている。
【００１３】
　混雑状況判定装置２０は、対象領域１００に存在する回避対象物の位置を検出した結果
に基づいて分布状況を取得する。混雑状況判定装置２０は、センサ１０から得られた情報
とフロアマップとを対応付けることによって、空間全体における人・モノ・車の混雑の分
布をリアルタイムに把握する。ここでいう回避対象物は、自律走行車５０が走行する際に
干渉しないようにする対象の物体であり、例えば、人、障害物（例えば壁、柱、扉、一時
的または恒常的に置かれた什器・荷物等）、自律走行車（他の自律走行車）等である。フ
ロアマップは、対象領域１００であるフロアの構造を示す情報であり、壁や柱の位置、対
象領域１００に出入り可能な出入り口や店舗の出入り口の位置を示す地図情報である。混
雑状況判定装置２０は、このフロアマップに対して、センサ１０によって検出された群や
自律走行車５０の位置をマッピングすることで、群や自律走行車５０が対象領域１００の
どの位置に存在するかを特定する。
【００１４】
　経路生成装置３０は、検出された分布状況に基づいて、車両が走行可能な予定経路を生
成する。
　経路生成装置３０は、対象領域に車両が複数存在する場合に、各車両の予定経路に沿っ
て車両が移動した場合に干渉するか否かを判定し、干渉する場合には、干渉しない経路を
生成する機能、また、干渉する場合には、干渉が生じているいずれかの車両について待合
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時間を生成する機能、混雑状況が変化の度合いが一定以上である場合には、その混雑して
いる領域を回避するように予定経路を再生成する機能、予定経路に人が進入してきたこと
を混雑状況判定装置２０によって検出された場合には床面表示装置４０によって警告を表
示させる機能、予定経路に人が進入してきた際に当該人が予定経路から立ち退かないこと
を混雑状況判定装置２０によって検出された場合には予定経路を再生成する機能、生成し
た予定経路を車両に通知する機能等を有する。
【００１５】
　経路生成装置３０は、混雑状況判定装置２０による分布状況をもとに、人や物の群の間
に自律走行車が通れる隙間を判別し、その隙間を基に、自律走行車５０が通ることができ
る予定経路を決定し、床面に信号表示をする。
　図３において、対象領域１００は、壁１０１ａと壁１０１ｂとの間に、人や自律走行車
５０が通行可能な領域１０２がある。壁１０１ａの領域１０２とは反対側には人が出入り
することが可能な店舗１０３ａがあり、壁１０１ｂの領域１０２とは反対側には、領域１
０２に対して出入りすることが可能な出入り口１０４ｂがある。領域１０２には柱１１０
ｃ、１１０ｄ、１１０ｅ、１１０ｆ、１１０ｇ、１１０ｈがある。また、この図において
、一人または複数の人である群が複数示されており（例えば群１２０ｄ）、また、複数の
自律走行車５０ａ、５０ｂ、５０ｃが示されている。なお、それぞれの人、自律走行車の
近傍の矢印は、進行方向を示しており、また、矢印の長さは移動速度を示しており、長さ
が長いほど移動速度が速い。
　ここでは、自律走行車５０ａに対して予定経路１３０ａ、自律走行車５０ｂに対して予
定経路１３０ｂ、自律走行車５０ｃに対して予定経路１３０ｃが表示されている。
【００１６】
　このように、特定の広がりをもち、混雑が予想される空間（例えば、地下歩行空間など
）において、歩車混在する場合であっても、情報表示機能を空間自体（床）に持たせ、情
報表示機能と自律走行車とを連携させることによって、自律走行車と複数の歩行者との間
で、円滑な移動を促すための、信号表示のシステムを提供することができる。
　また、床面表示機能を利用することで、混雑状況に応じた歩車分離を実現することが可
能となり、また、歩行者に対して注意喚起を行うことができる。
【００１７】
　図２に戻り、経路生成装置３０は、人や物の移動方向や速度に基づいて、t秒後の混雑
分布の変化を推定し、推定結果に応じた予定経路を生成することもできる。
　また、経路生成装置３０は、予定経路を自律走行車にフィードバックする。センサ１０
によって対象領域１００の混雑状況を検出し、その混雑状況を基に走行予定ルートを経路
生成装置３０から自律走行車５０に送信することで、混雑状況判定装置２０と経路生成装
置３０と自律走行車５０は常に相互に情報を共有することができ、対象領域１００内の状
況変化が起きた際にはその変化に基づき自律走行車５０は運行を制御し、経路生成装置３
０は床面表示装置４０の表示を変化させる。自律走行車５０は、大きな状況変化が起きな
い限り、経路生成装置３０が設定した予定経路上を優先して移動する。
【００１８】
　床面表示装置４０は、床面がディスプレイとして機能する情報表示機能を有しており、
自律走行車５０の予定経路を対象領域１００の当該自律走行車５０の現在位置に応じた床
面に表示することによって、リアルタイムにダイナミックな歩車分離を行うことができる
。床面表示装置４０は、予定経路に人が入ってきたことを混雑状況判定装置２０によって
検出された場合には、表示されたルールが破られたことを経路生成装置３０によって検出
されると、予定経路に入ってきた人の現在位置に対応する床面の位置（例えば足下部分）
に警告を表示する。
　床面表示装置４０は、例えば、床面上に車両が載ったり走行したりすることが可能な床
用ディスプレイ装置を適用することができる。ディスプレイとしては、液晶ディスプレイ
、プラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイなどであってもよい。
　床面に予定経路が表示されることで、周囲の歩行者は、その表示を信号として認識する



(6) JP 2020-177328 A 2020.10.29

10

20

30

40

50

ことが可能である。
【００１９】
　自律走行車５０は、自身の周囲を障害物の方向や障害物までの距離を測定するセンサを
有し、自身の把握した周囲の状況を把握しつつ走行する。また、自律走行車５０は、自身
の制御情報を、ネットワーク６０を介してリアルタイムに混雑状況判定装置２０に送信す
る。自律走行車５０は、自車のセンサによって得られた情報のみによって走行予定ルート
を随時更新・変更していくのではなく、混雑状況判定装置２０が自律走行車５０と連携す
ることによって、経路生成装置３０が空間（対象領域１００）全体として最も効率が良い
と考えられるルートを決定する。自律走行車５０は、経路生成装置３０から得られる予定
経路に基づいて走行する。
　自律走行車５０は、この図において１台のみ示されているが、対象領域１００において
、複数台存在することもできる。
【００２０】
　ネットワーク６０は、センサ１０、混雑状況判定装置２０、経路生成装置３０、自律走
行車５０等の間で通信可能に接続される情報網である。
【００２１】
　次に、上述の情報表示システム１の動作について、図２から図６を用いて説明する。図
２は、情報表示システム１の動作を説明するフローチャート、図３から図６は、対象領域
１００の状況を示す概念図である。
　センサ１０は、対象領域１００の人、物、自律走行車５０等を認識する（ステップＳ１
００）。
　混雑状況判定装置２０は、センサ１０から得られた認識結果をフロアマップに対応付け
した分布状況を示すデータを生成し、対象領域１００全体における混雑分布を表す混雑状
況を検出する（ステップＳ１０１）。
【００２２】
　経路生成装置３０は、生成された分布状況に基づいて、自律走行車５０に対して予定経
路を生成する（ステップＳ１０２）。ここでは、自律走行車５０が対象領域１００に複数
台存在する場合には、それぞれに対して予定経路を生成する。
【００２３】
　次に、経路生成装置３０は、一つまたは複数の自律走行車５０のうち一つの自律走行車
nに対して割り当てられた予定経路を対象として、現在位置から一定距離分の予定経路に
ついて他との干渉について判定する（ステップＳ１０３）。
　経路生成装置３０は、自律走行車ｎの予定経路に基づいて、複数の予定経路が重なる（
他の予定経路と干渉する）、もしくは他の予定経路が一定の距離内にある場合、それぞれ
の自律走行車５０の、その区間への到達時間を求める（ステップＳ１０４）。
　そして、経路生成装置３０は、求められた到達時間がぶつかるか否かを判定する（ステ
ップＳ１０５）。
【００２４】
　経路生成装置３０は、求められた到達時間がぶつからなければ、別の予定経路として記
憶することで情報を保持する（ステップＳ１０６）。
　一方、経路生成装置３０は、求められた到達時間がぶつかる場合には、到達時間がぶつ
かる予定経路が同じ方向を向いているか否かを判定する（ステップＳ１０７）。同じ方向
を向いている場合、経路生成装置３０は、２つの予定経路を重ねる（ステップＳ１０８）
。例えば、一方の自律走行車５０の進行方向の一定の範囲に、もう一方の自律走行車５０
の進行方向が含まれる場合には、当該一方の自律走行車５０の後にもう一方の自律走行車
５０が追従するような予定経路を生成する。これにより、自律走行車５０がぶつかること
なく走行することができる。経路生成装置３０は、その後、一方の自律走行車５０ともう
一方の自律走行車５０とについて、目的地に応じて異なる予定経路を生成する。
　一方、経路生成装置３０は、同じ方向を向いていない場合には、一方の予定経路に待合
期間（一時停止または減速する期間）を設ける（ステップＳ１０９）。これにより、自律
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走行車５０がぶつかることを回避することができる。
【００２５】
　経路生成装置３０は、生成された予定経路に基づいて、対象領域１００の床面表示装置
４０に予定経路を示すデータを送信する。ここでは、センサ１０によって各自律走行車５
０の現在位置を検出できているため、現在位置を基準とした予定経路を床面表示装置４０
に表示させる画像データを送信するようにしてもよい。また、経路生成装置３０は、生成
された予定経路を、生成した対象の自律走行車５０に対してネットワーク６０を介して送
信する（ステップＳ１１０）。床面表示装置４０は、経路生成装置３０から受信した予定
経路を示すデータに従って床面に予定経路を表示させる。ここでは、自律走行車５０の現
在位置から進行方向に対して一定距離範囲における予定経路を、自律走行車５０の現在位
置に合わせて表示する。
【００２６】
　次に、経路生成装置３０は、ｘ秒間のウエイト時間を経過した後（ステップＳ１１１）
、センサ１０の認識結果に基づく分布状況を取得し、すべての自律走行車５０が対象領域
１００から退出したか否かを判定する（ステップＳ１１２）。退出したと判定された場合
には、経路生成装置３０は、処理を終了する。
　一方、退出していないと判定された場合には、経路生成装置３０は、予定経路に人が立
ち入っているか否かを判定する（ステップＳ１１３）。経路生成装置３０は、センサ１０
から得られた認識結果に応じた状況分布に基づいて、予定経路に人が立ち入っている場合
には、床面表示装置４０によって警告を表示させる（ステップＳ１１４）。例えば、立ち
入っていることが検出された人の周囲に「もうすぐ車両が通過します。ご注意ください。
」等のメッセージが床面表示装置４０によって、床面に表示される。予定経路に立ち入っ
ていた人は、このメッセージを見ることで、自律走行車５０が通行する予定がある領域で
あることを認識することで、表示された予定経路の外に移動することができる。
【００２７】
　経路生成装置３０は、予定経路に立ち入っていた人が立ち退いたか否かを判定する（ス
テップＳ１１５）。立ち退かない場合には、その人を迂回する経路を予定経路として再生
成し（ステップＳ１１８）、その後、ステップＳ１０３に移行する。
　一方、経路生成装置３０は、予定経路に立ち入っていた人が立ち退いた場合には、予定
経路上の分布状況の急激な変化があったか否かを判定する（ステップＳ１１６）。例えば
、対象領域１００に多数の人が急に入ってきたり、対象領域１００にいる人の移動速度が
急に速くなった場合（駆け出すような場合）、対象領域１００にいる人の進行方向が大き
く変更された場合等がある。分布状況に急激な変化があったか否かの判定は、例えば、判
定時点における分布状況と一定時間ｔ１秒前の分布状況とを比較し、混雑の度合い、人の
移動速度、移動方向等について一定以上の変化があったか否かに基づいて判定してもよい
。
【００２８】
　経路生成装置３０は、分布状況に急激な変化があった場合には、予定経路の再生成を行
う（ステップＳ１１８）。ここでは、変化が生じた後の分布状況に応じて自律走行車５０
が通行することができる隙間を基に、自律走行車５０が通ることができる予定経路を生成
する。
　一方、分布状況に急激な変化がない場合には、経路生成装置３０は、走行距離に応じて
予定経路を延長する（ステップＳ１１７）。例えば、経路生成装置３０は、予定経路を延
長する対象の車両について、センサ１０によって前回測定された位置と今回測定された位
置との差から走行距離を求め、その走行距離と同じ程度の距離を、現在の予定経路を延長
する。その後、処理をステップＳ１０５に進める。
【００２９】
　以上説明した図２のフローチャートのステップＳ１１０において予定経路が表示される
場合、経路生成装置３０は、図３に示すように、混雑状況判定装置２０による分布状況を
もとに、人や物の群の間に自律走行車５０が通れる隙間を判別し、その隙間を基に、自律
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走行車５０が通ることができる予定経路を決定し、床面表示装置４０に予定経路を示すデ
ータを送信する。床面表示装置４０は、経路生成装置３０から受信した予定経路を示すデ
ータに基づいて床面に信号表示（予定経路１３０ａ、予定経路１３０ｂ、予定経路１３０
ｃ）をする。
　隙間の判別は、例えば、動く物体どうしが、自律走行車５０が余裕をもって走行するこ
とができ幅方向の距離を基準距離とし、この基準距離（１人分または数人分程度の隙間）
によって離れている場合に、その隙間に基づいて群れの輪郭と認識し、これらは別の群で
あると判定する。また、自律走行車５０が余裕をもって走行することができる幅方向の距
離よりも接近している場合は、それらの物体は群れに内包される（１つの群として判定す
る）。ここで、群の境界とみなされるよりは狭い間隔で、物体と物体に隙間がある場合（
基準距離よりも狭いが、基準距離との差が一定以内の隙間）には、そこは基準距離程度ま
で隙間が開く可能性がある場所として、予定経路の候補とすることができる。そして、対
象領域１００内の状況に応じて、この候補となっていた予定経路を適用し、自律走行車５
０の予定経路として設定するようにしてもよい。
　また、経路生成装置３０は、ステップＳ１０８において２つの予定経路を重ねるように
予定経路を生成した場合には、図４に示すように、同一方向に向かう複数の自律走行車が
いる場合、効率的な空間利用と、経路再変更や衝突の可能性を少なくするために、複数台
の自律走行車に隊列を組ませて、その予定経路を一本化しても良い。
　ここでは、自律走行車５０ａの予定経路１４０ａに追従するように、自律走行車５０ｂ
の予定経路１４０ｂが生成され表示される。一方、自律走行車５０ｃと自律走行車５０ａ
の進行方向は異なるため、自律走行車５０ｃの予定経路１４０ｃは、自律走行車５０ａ及
び５０ｂの予定経路１４０ａ及び予定経路１４０ｂには追従せず、独立した予定経路１４
０ｃが生成され表示される。
【００３０】
　また、経路生成装置３０は、混雑具合が過密な場合や、人・物・車の移動のタイミング
が重なる場合には、ステップＳ１０９において片方の予定経路に一時停止を設けることに
よって、図５に示すように、いずれかの車が一旦停止をすることで、進路を譲るような予
定経路を生成する。例えば、予定経路１５０ｃにおける一時停止をする位置は、自律走行
車５０ａと５０ｂの予定経路１５０ａに自律走行車５０ｃが到達する前のいずれかの位置
である。この予定経路に基づいて、床面表示装置４０は、場合には、車が一旦停止する予
想地点に事前に警告表示（符号１５５ｃ）を行う。これにより、一時停止する領域に人が
立ち入らないように促すことができ、また、自律走行車５０ｃが自律走行車５０ａ及び自
律走行車５０ｂに対して道を譲ることができる。
【００３１】
　また、車が走行予定の経路と、人が移動したい方向にコンフリクトが生じた場合には、
人が走行経路に立ち入ったり横切ったりすることが発生しうる。このような場合、経路生
成装置３０は、ステップＳ１１４において、図６に示すように、予定経路１６０ａのコン
フリクトが生じる位置に警告表示（符号１６１ａ）をする。これにより、人に対して即座
に立ち退くよう促すことができる。また、その地点への到達までに十分な時間がとれ、代
替ルートが生成できる場合には、経路生成装置３０は代替ルート（符号１６２ａ）に表示
を切り替えることもできる。十分な時間が取れない場合には、自動運転車の状況判断によ
り、停止・回避等の制御を行い、その情報をもとに床面表示を行う。
【００３２】
　なお、上述した実施形態において、床面表示装置４０は、予定経路における起点から通
過点に到達するまでの予定時間に応じて異なる表示態様で予定経路を表示するようにして
もよい。例えば、図７に示すように、床面表示装置４０は、自律走行車５０ｄの予定経路
上の各通過点（符号１７０、符号１７１、符号１７２、符号１７３、符号１７４）までの
到達時間の長短に応じて、色や線の種別などを異なる表示態様にして表示しても良い（符
号１７０ａ、符号１７１ｂ、符号１７２ｃ、符号１７３ｄ、符号１７４ｅ）。例えば、自
律走行車５０ｄの現在位置から符号１７３に示す通過点までの距離は、「速度ｖ２（自律
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走行車５０ｄの速度）×時間ｔ（現在位置から符号１７３に示す通過点に到達する予想時
間）」にて求めることができる。また、速度ｖ１で移動する人１７９の時間ｔが経過する
までの間に移動する距離はｖ１×ｔにて求めることができ、この距離と人１７９の進行方
向とから、人１７９が干渉しないように、自律走行車５０ｄの予定経路を求めるようにし
てもよい。
　また、予定経路上において、自律走行車５０ｄの現在位置から遠くなるにつれ、状況変
化による経路変更の可能性は上がるため、線の種別を点線等の表示態様に変更したり、あ
るいは、線の透明度を変えることで、経路の確定度合を表現してもよい（符号１７５ａ）
。
【００３３】
　上述の実施形態によれば、空間全体の混雑状況を考慮し、最適な経路を自律走行車と歩
行者に対して行うことができる。また、自律走行車が歩行者の背後からくる場合において
も、床面表示機能を用い、歩行者の進行方向の領域に対して車の存在を伝えるための警告
を表示することができる。これにより、歩行者の視界に入っていない場合において注意す
べき自律走行車５０があったとしても、床面表示機能を利用することで、歩行者の視野の
範囲内において警告を表示することができる。
【００３４】
　なお、上述した実施形態において、初期ステップ（例えば、ステップS１０２）におい
て、経路を生成する場合に、自律走行車５０の進行方向において人が過密状態（例えば壁
１０１ａから壁１０１ｂまで群れがいっぱいに並んでいる状態）であり、隙間が見いだせ
ない場合には、経路生成装置３０は、隙間が開く可能性がある箇所を想定して経路を生成
するようにしてもよい。例えば、自律走行車５０と群の進行方向が同一方向である場合に
は、群の後ろを自律走行車５０が追従しつつ、自律走行車５０の進行方向前方側にいる群
の足下に対して、後方から自律走行車５０が接近していることを警告表示するようにして
もよい。これにより、警告表示を視認した群の一部の人が隙間を空けることで、自律走行
車５０は、その隙間を予定経路に設定し、群の前方側に進むことができる。また、自律走
行車５０と群の進行方向が逆方向または群が滞留している場合には、上述したように、一
時停止や警告表示を行うことで、進路を空けるように促す。これにより、警告表示を視認
した群の一部の人が隙間を空けることで、自律走行車５０は、その隙間を予定経路に設定
し、群を避けて進むことができる。
【００３５】
　なお、上述した実施形態において、床面表示装置は、ディスプレイを用いる場合につい
て説明したが、床面よりも上側に設置されたプロジェクタ等を用い、床面に予定経路や警
告情報等の各種情報を投写するようにしてもよい。
【００３６】
　上述した実施形態における混雑状況判定装置２０あるいは経路生成装置３０をコンピュ
ータで実現するようにしてもよい。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムを
コンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。なお、ここ
でいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとす
る。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁
気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハ
ードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体
」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを
送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場
合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一
定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した
機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシ
ステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよ
く、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）等のプログラマブルロジックデバイス
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【００３７】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【符号の説明】
【００３８】
１…情報表示システム、１０…センサ、１０ａ…センサ、１０ｂ…センサ、１０ｃ…セン
サ、２０…混雑状況判定装置、３０…経路生成装置、４０…床面表示装置、５０…自律走
行車、５０ｎ１…自律走行車、６０…ネットワーク、１００…対象領域、１００ａ…柱、
１００ｂ…柱、１１０…柱、１２０ａ…群、１２０ｂ…群、１２０ｃ…群

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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