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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の進路に沿った走行計画を生成する走行計画生成装置の走行計画生成方法であって
、
　前記進路上の道路環境に基づいて、前記車両の最高速度を拘束する最高速度拘束区間を
設定する最高速度拘束区間設定ステップと、
　前記進路上において、前記最高速度拘束区間の開始点の直前に、前記車両の減速が行わ
れる減速区間を設定する区間設定ステップと、
　前記進路上において、前記最高速度拘束区間の前記開始点から、前記最高速度拘束区間
の手前側に予め設定された低速許容距離内の区間である低速許容区間を前記減速区間の一
部に設定する低速許容区間設定ステップと、
　前記最高速度拘束区間で前記車両の速度を拘束速度以下に拘束すると共に、前記最高速
度拘束区間と前記低速許容区間とを除いた区間で前記車両の速度を予め設定された低速違
和感速度以下に減速せず、前記最高速度拘束区間及び前記低速許容区間において前記車両
の速度を前記低速違和感速度以下に減速することを許容する走行計画を生成する走行計画
生成ステップと、
　を有する走行計画生成方法。
【請求項２】
　前記最高速度拘束区間設定ステップでは、前記進路上の交差点、カーブ、踏切、信号機
のうち少なくとも何れかに前記最高速度拘束区間を設定する請求項１に記載の走行計画生
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成方法。
【請求項３】
　前記区間設定ステップでは、前記進路上において、前記減速区間の開始点の手前に、前
記車両の加速が行われる加速区間を設定する請求項１又は２に記載の走行計画生成方法。
【請求項４】
　前記低速許容距離及び前記低速違和感速度のうち少なくとも一方を前記車両の周囲の交
通状況に基づいて変更する請求項１～３のうち何れか一項に記載の走行計画生成方法。
【請求項５】
　前記車両の後続車が存在する場合に、前記車両の後続車が存在しない場合と比べて、前
記減速区間において設定された前記車両の最大減速度の引き上げ、前記低速許容距離の引
き下げ、及び前記低速違和感速度の引き上げのうち少なくとも一つが行なわれる請求項１
～４のうち何れか一項に記載の走行計画生成方法。
【請求項６】
　前記車両の先行車が存在する場合に、前記車両の先行車が存在しない場合と比べて、前
記減速区間において設定された前記車両の最大減速度の引き上げ、前記低速許容距離の引
き下げ、及び前記低速違和感速度の引き上げのうち少なくとも一つが行なわれる請求項１
～５のうち何れか一項に記載の走行計画生成方法。
【請求項７】
　前記車両の周辺の車両密度が予め設定された車両密度閾値より高い場合に、前記車両の
周辺を走行する周辺車両の車速統計情報に基づいて前記低速違和感速度を変更する請求項
４に記載の走行計画生成方法。
【請求項８】
　前記車両の周辺の車両密度が予め設定された車両密度閾値より高い場合に、前記車速統
計情報における平均速度から標準偏差の二倍の値を除いた速度に前記低速違和感速度を変
更する請求項７に記載の走行計画生成方法。
【請求項９】
　前記最高速度拘束区間が見通し不良環境である場合に、前記最高速度拘束区間が見通し
不良環境ではない場合と比べて、前記減速区間において設定された前記車両の最大減速度
の引き下げ及び前記低速許容距離の引き上げのうち少なくとも一方が行なわれる請求項１
に記載の走行計画生成方法。
【請求項１０】
　前記最高速度拘束区間が左折交差点である場合又は前記最高速度拘束区間が市街地に存
在する場合に、前記最高速度拘束区間を見通し不良環境とする請求項９に記載の走行計画
生成方法。
【請求項１１】
　前記最高速度拘束区間が先細りカーブである場合に、前記最高速度拘束区間が先細りカ
ーブではない場合と比べて、前記減速区間において設定された前記車両の最大減速度の引
き下げ及び前記低速許容距離の引き上げのうち少なくとも一方が行なわれる請求項１に記
載の走行計画生成方法。
【請求項１２】
　車両の進路に沿った走行計画を生成する走行計画生成装置であって、
　前記進路上の道路環境に基づいて、前記車両の最高速度を拘束する最高速度拘束区間を
前記進路上に設定する最高速度拘束区間設定ユニットと、
　前記進路上において、前記最高速度拘束区間の開始点の直前に、前記車両の減速が行わ
れる減速区間を設定する区間設定ユニットと、
　前記進路上において、前記最高速度拘束区間の前記開始点から、前記最高速度拘束区間
の手前側に予め設定された低速許容距離内の区間である低速許容区間を前記減速区間の一
部に設定する低速許容区間設定ユニットと、
　前記最高速度拘束区間で前記車両の速度を拘束速度以下に拘束すると共に、前記最高速
度拘束区間と前記低速許容区間とを除いた区間で前記車両の速度を予め設定された低速違
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和感速度以下に減速せず、前記最高速度拘束区間及び前記低速許容区間において前記車両
の速度を前記低速違和感速度以下に減速することを許容する走行計画を生成する走行計画
生成ユニットと、
　を備える走行計画生成装置。
【請求項１３】
　前記最高速度拘束区間設定ユニットは、前記進路上の交差点、カーブ、踏切、信号機の
うち少なくとも何れかに前記最高速度拘束区間を設定する請求項１２に記載の走行計画生
成装置。
【請求項１４】
　前記区間設定ユニットでは、前記進路上において、前記減速区間の開始点の手前に、前
記車両の加速が行われる加速区間を設定する請求項１２又は１３に記載の走行計画生成装
置。
【請求項１５】
　前記低速許容距離及び前記低速違和感速度のうち少なくとも一方を前記車両の周囲の交
通状況に基づいて変更する請求項１２～１４のうち何れか一項に記載の走行計画生成装置
。
【請求項１６】
　前記車両の後続車が存在する場合に、前記車両の後続車が存在しない場合と比べて、前
記減速区間において設定された前記車両の最大減速度の引き上げ、前記低速許容距離の引
き下げ、及び前記低速違和感速度の引き上げのうち少なくとも一つが行なわれる請求項１
２～１５のうち何れか一項に記載の走行計画生成装置。
【請求項１７】
　前記車両の先行車が存在する場合に、前記車両の先行車が存在しない場合と比べて、前
記減速区間において設定された前記車両の最大減速度の引き上げ、前記低速許容距離の引
き下げ、及び前記低速違和感速度の引き上げのうち少なくとも一つが行なわれる請求項１
２～１６のうち何れか一項に記載の走行計画生成装置。
【請求項１８】
　前記車両の周辺の車両密度が予め設定された車両密度閾値より高い場合に、前記車両の
周辺を走行する周辺車両の車速統計情報に基づいて前記低速違和感速度を変更する請求項
１５に記載の走行計画生成装置。
【請求項１９】
　前記車両の周辺の車両密度が予め設定された車両密度閾値より高い場合に、前記車速統
計情報における平均速度から標準偏差の二倍の値を除いた速度に前記低速違和感速度を変
更する請求項１８に記載の走行計画生成装置。
【請求項２０】
　前記最高速度拘束区間が見通し不良環境である場合に、前記最高速度拘束区間が見通し
不良環境ではない場合と比べて、前記減速区間において設定された前記車両の最大減速度
の引き下げ及び前記低速許容距離の引き上げのうち少なくとも一方が行なわれる請求項１
２に記載の走行計画生成装置。
【請求項２１】
　前記最高速度拘束区間が左折交差点である場合又は前記最高速度拘束区間が市街地に存
在する場合に、前記最高速度拘束区間を見通し不良環境とする請求項２０に記載の走行計
画生成装置。
【請求項２２】
　前記最高速度拘束区間が先細りカーブである場合に、前記最高速度拘束区間が先細りカ
ーブではない場合と比べて、前記減速区間において設定された前記車両の最大減速度の引
き下げ及び前記低速許容距離の引き上げのうち少なくとも一方が行なわれる請求項１２に
記載の走行計画生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、車両の走行計画を生成する走行計画生成方法及び走行計画生成装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、このような分野の技術文献として特開２０１０－１４３３０４号公報がある。こ
の公報に記載の車両走行支援制御方法では、車両の進路上に車両が停止する停止点を設定
し、次の停止点まで車両が惰性走行で到達可能であるか否かの判定を行う。そして、次の
停止点まで車両が惰性走行で到達可能であると判定した場合に惰性走行に移行することで
車両走行の省エネルギー化を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１４３３０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前述した車両走行支援制御方法のように省エネルギー化だけを考慮した走行
計画を生成すると、一般的な運転者にとっては社会協調性に欠ける場合がある。その結果
、走行計画に沿った車両の走行が運転者や周辺車両に対して違和感を与えてしまうという
問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、運転者にとって違和感の少ない走行計画を生成することができる走
行計画生成方法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】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明は、車両の進路に沿った走行計画を生成する走行計画
生成方法であって、進路上の道路環境に基づいて、車両の最高速度を拘束する最高速度拘
束区間を設定する最高速度拘束区間設定ステップと、進路上における最高速度拘束区間の
手前側で最高速度拘束区間から予め設定された低速許容距離内の区間である低速許容区間
を設定する低速許容区間設定ステップと、最高速度拘束区間で車両の速度を拘束速度以下
に拘束すると共に、最高速度拘束区間と低速許容区間とを除いた区間で車両の速度を予め
設定された低速違和感速度以下に減速しない走行計画を生成する走行計画生成ステップと
、を有する。
【０００７】
　本発明に係る走行計画生成方法によれば、交差点やカーブ、踏切の区間など車両の最高
速度を拘束すべき最高速度拘束区間までに車両を減速させるに際し、最高速度拘束区間か
ら離れた位置で低速走行に入ることは社会協調性に欠け、車両の運転者や周辺車両に違和
感を与えるため、最高速度拘束区間及び低速許容区間を除いた区間では予め設定された低
速違和感速度以下に減速しない走行計画を生成する。従って、この走行計画生成方法によ
れば、最高速度拘束区間に十分近づいて低速許容区間に進入するまでは運転者が違和感を
覚えるほどの低速走行を行わないことで、社会協調性が高く運転者にとって違和感の少な
い走行計画を生成することができる。
【０００８】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、車両の加速が行われる加速区間と車両の減
速が行われる減速区間とを設定する加減速区間設定ステップを有し、加減速区間設定ステ
ップでは、最高速度拘束区間の直前に減速区間を設定することが好ましい。
【０００９】
　本発明に係る走行計画生成方法によれば、減速区間を最高速度拘束区間の直前に設定す
ることで、加速区間を最高速度拘束区間の直前に設定する場合と比べて、平均速度が高く
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通常走行速度に近い走行計画を生成できるので、運転者や周辺車両に対する違和感を少な
くすることができる。
【００１０】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、車両の加速が行われる加速区間と車両の減
速が行われる減速区間とを設定する加減速区間設定ステップを有し、加減速区間設定ステ
ップでは、減速区間の手前に加速区間を設定することが好ましい。
【００１１】
　本発明に係る走行計画生成方法によれば、減速区間の手前に加速区間を設定することで
、加速区間の手前に減速区間を設定する場合と比べて、平均速度が高く通常走行速度に近
い走行計画を生成できるので、運転者や周辺車両に対する違和感を少なくすることができ
る。
【００１２】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、低速許容距離及び低速違和感速度のうち少
なくとも一方を車両の周囲の交通状況に基づいて変更することが好ましい。
【００１３】
　本発明に係る走行計画生成方法によれば、低速許容距離や低速違和感速度を車両の周囲
の交通状況に基づいて変更することで、交通状況に応じた走行計画を生成することができ
、運転者や周辺車両に対する違和感を少なくすることができる。
【００１４】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、車両の後続車が存在する場合に、車両の後
続車が存在しない場合と比べて、減速区間における最大減速度の引き上げ、低速許容距離
の引き下げ、及び低速違和感速度の引き上げのうち少なくとも一つが行なわれることが好
ましい。
【００１５】
　本発明に係る走行計画生成方法によれば、車両の後続車が存在する場合に、減速区間に
おける最大減速度の引き上げや低速許容距離の引き下げ又は低速違和感速度の引き上げを
行うことにより、車両の後続車が存在しない場合と比べて加速区間の長い走行計画を生成
することができる。従って、この走行計画生成方法によれば、後続車を考慮して平均速度
が通常走行速度に近い走行計画を生成するので、運転者及び後続車に与える違和感を少な
くすることができる。
【００１６】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、車両の先行車が存在する場合に、車両の先
行車が存在しない場合と比べて、減速区間における最大減速度の引き上げ、低速許容距離
の引き下げ、及び低速違和感速度の引き上げのうち少なくとも一つが行なわれることが好
ましい。
【００１７】
　本発明に係る走行計画生成方法によれば、車両の先行車が存在する場合に、減速区間に
おける最大減速度の引き上げや低速許容距離の引き下げ又は低速違和感速度の引き上げを
行うことにより、車両の先行車が存在しない場合と比べて加速区間の長い走行計画を生成
することができる。従って、この走行計画生成方法によれば、先行車を考慮して平均速度
が通常走行速度に近い走行計画を生成するので、運転者及び先行車に与える違和感を少な
くすることができる。
【００１８】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、車両の周辺の車両密度が予め設定された車
両密度閾値より高い場合に、車両の周辺を走行する周辺車両の車速統計情報に基づいて低
速違和感速度を変更することが好ましい。
【００１９】
　本発明に係る走行計画生成方法によれば、車両の周辺を走行する周辺車両の車速統計情
報に基づいて低速違和感速度を変更することで、周辺車両の流れに合わせた走行計画を生
成できるので、運転者及び周辺車両に与える違和感を少なくすることができる。
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【００２０】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、車両の周辺の車両密度が予め設定された車
両密度閾値より高い場合に、車速統計情報における平均速度から標準偏差の二倍の値を除
いた速度に低速違和感速度を変更することが好ましい。
【００２１】
　本発明に係る走行計画生成方法によれば、周辺車両の車速統計情報における平均速度か
ら標準偏差の二倍の値を除いた速度に低速違和感速度を変更することで、周辺車両のうち
およそ１０台に１台存在する車両の遅さを下回らないようにすることができるので、運転
者及び周辺車両に与える違和感を少なくしつつ燃費向上に有利な走行計画を生成すること
ができる。
【００２２】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、最高速度拘束区間が見通し不良環境である
場合に、最高速度拘束区間が見通し不良環境ではない場合と比べて、減速区間における最
大減速度の引き下げ及び低速許容距離の引き上げのうち少なくとも一方が行なわれること
が好ましい。
【００２３】
　本発明に係る走行計画生成方法によれば、最高速度拘束区間が見通し不良環境である場
合に、減速区間における最大減速度の引き下げや低速許容距離の引き上げを行うことによ
り、最高速度拘束区間が見通し不良環境ではない場合と比べて減速の緩やかな走行計画を
生成することができる。従って、この走行計画生成方法によれば、見通しの悪い見通し不
良環境に高い速度で進入すると運転者に不安を与える場合があることから、最高速度拘束
区間が見通し不良環境である場合には減速の緩やかな走行計画を生成することで、運転者
に不安を与えることを避けることができる。
【００２４】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、最高速度拘束区間が左折交差点である場合
又は最高速度拘束区間が市街地に存在する場合に、最高速度拘束区間を見通し不良環境と
することが好ましい。
【００２５】
　本発明に係る走行計画生成方法によれば、最高速度拘束区間が左折交差点である場合や
市街地に位置する場合に、見通しが悪い見通し不良環境である可能性が高いことから、最
高速度拘束区間が左折交差点である場合や市街地に位置する場合に見通し不良環境である
とみなすことで、運転者に不安を与えることを適確に避けることができる。
【００２６】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、最高速度拘束区間が先細りカーブである場
合に、最高速度拘束区間が先細りカーブではない場合と比べて、減速区間における最大減
速度の引き下げ及び低速許容距離の引き上げのうち少なくとも一方が行なわれることが好
ましい。
【００２７】
　本発明に係る走行計画生成方法よれば、最高速度拘束区間が入口の道路幅より出口の道
路幅が狭い先細りカーブである場合に、減速区間における最大減速度の引き下げや低速許
容距離の引き上げを行うことにより、最高速度拘束区間が先細りカーブではない場合と比
べて減速の緩やかな走行計画を生成することができる。従って、この走行計画生成方法に
よれば、先細りカーブに高い速度で進入すると運転者に不安を与える場合があることから
、最高速度拘束区間が先細りカーブである場合には減速の緩やかな走行計画を生成するこ
とで、運転者に不安を与えることを避けることができる。
【００２８】
　本発明に係る走行計画生成方法においては、最高速度拘束区間が信号機区間である場合
に、車両の到達時に信号機区間の信号機が青色表示であると推定されるとき、車両の到達
時に信号機区間の信号機が青色表示ではないと推定される場合と比べて、減速区間内にお
ける最大減速度の区間が手前に設定されることが好ましい。
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【００２９】
　本発明に係る走行計画生成方法よれば、車両の到達時に信号機区間の信号機が青色表示
であると推定される場合、運転者は一般的に信号機の直前ではなくある程度手前の位置で
ブレーキによる減速動作を完了して信号機を通過することから、最大減速度の区間を手前
に設定することで、運転者にとって違和感の少ない走行計画を生成することができる。
【００３０】
　本発明は、車両の進路に沿った走行計画を生成する走行計画生成装置であって、進路上
の道路環境に基づいて、車両の最高速度を拘束する最高速度拘束区間を設定する最高速度
拘束区間設定ユニットと、進路上における最高速度拘束区間の手前側で最高速度拘束区間
から予め設定された低速許容距離内の区間である低速許容区間を設定する低速許容区間設
定ユニットと、最高速度拘束区間で車両の速度を拘束速度以下に拘束すると共に、最高速
度拘束区間と低速許容区間とを除いた区間で車両の速度を予め設定された低速違和感速度
以下に減速しない走行計画を生成する走行計画生成ユニットと、を備える。
【００３１】
　本発明に係る走行計画生成装置によれば、交差点やカーブ、踏切の区間など車両の最高
速度を拘束すべき最高速度拘束区間までに車両を減速させるに際し、最高速度拘束区間か
ら離れた位置で低速走行に入ることは社会協調性に欠け、車両の運転者や周辺車両に違和
感を与えるため、最高速度拘束区間及び低速許容区間を除いた区間では予め設定された低
速違和感速度以下に減速しない走行計画を生成する。従って、この走行計画生成装置によ
れば、最高速度拘束区間に十分近づいて低速許容区間に進入するまでは運転者が違和感を
覚えるほどの低速走行を行わないことで、社会協調性が高く運転者にとって違和感の少な
い走行計画を生成することができる。
【００３２】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、車両の加速が行われる加速区間と車両の減
速が行われる減速区間とを設定する加減速区間設定ユニットを備え、加減速区間設定ユニ
ットでは、最高速度拘束区間の直前に減速区間を設定することが好ましい。
【００３３】
　本発明に係る走行計画生成装置によれば、減速区間を最高速度拘束区間の直前に設定す
ることで、加速区間を最高速度拘束区間の直前に設定する場合と比べて、平均速度が高く
通常走行速度に近い走行計画を生成できるので、運転者や周辺車両に対する違和感を少な
くすることができる。
【００３４】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、車両の加速が行われる加速区間と車両の減
速が行われる減速区間とを設定する加減速区間設定ユニットを備え、加減速区間設定ユニ
ットでは、減速区間の手前に加速区間を設定することが好ましい。
【００３５】
　本発明に係る走行計画生成装置によれば、減速区間の手前に加速区間を設定することで
、加速区間の手前に減速区間を設定する場合と比べて、平均速度が高く通常走行速度に近
い走行計画を生成できるので、運転者や周辺車両に対する違和感を少なくすることができ
る。
【００３６】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、低速許容距離及び低速違和感速度のうち少
なくとも一方を車両の周囲の交通状況に基づいて変更することが好ましい。
【００３７】
　本発明に係る走行計画生成装置によれば、低速許容距離や低速違和感速度を車両の周囲
の交通状況に基づいて変更することで、交通状況に応じた走行計画を生成することができ
、運転者や周辺車両に対する違和感を少なくすることができる。
【００３８】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、車両の後続車が存在する場合に、車両の後
続車が存在しない場合と比べて、減速区間における最大減速度の引き上げ、低速許容距離
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の引き下げ、及び低速違和感速度の引き上げのうち少なくとも一つが行なわれることが好
ましい。
【００３９】
　本発明に係る走行計画生成装置によれば、車両の後続車が存在する場合に、減速区間に
おける最大減速度の引き上げや低速許容距離の引き下げ又は低速違和感速度の引き上げを
行うことにより、車両の後続車が存在しない場合と比べて加速区間の長い走行計画を生成
することができる。従って、この走行計画生成装置によれば、後続車を考慮して平均速度
が通常走行速度に近い走行計画を生成するので、運転者及び後続車に与える違和感を少な
くすることができる。
【００４０】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、車両の先行車が存在する場合に、車両の先
行車が存在しない場合と比べて、減速区間における最大減速度の引き上げ、低速許容距離
の引き下げ、及び低速違和感速度の引き上げのうち少なくとも一つが行なわれることが好
ましい。
【００４１】
　本発明に係る走行計画生成装置によれば、車両の先行車が存在する場合に、減速区間に
おける最大減速度の引き上げや低速許容距離の引き下げ又は低速違和感速度の引き上げを
行うことにより、車両の先行車が存在しない場合と比べて加速区間の長い走行計画を生成
することができる。従って、この走行計画生成装置によれば、先行車を考慮して平均速度
が通常走行速度に近い走行計画を生成するので、運転者及び先行車に与える違和感を少な
くすることができる。
【００４２】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、車両の周辺の車両密度が予め設定された車
両密度閾値より高い場合に、車両の周辺を走行する周辺車両の車速統計情報に基づいて低
速違和感速度を変更することが好ましい。
【００４３】
　本発明に係る走行計画生成装置によれば、車両の周辺を走行する周辺車両の車速統計情
報に基づいて低速違和感速度を変更することで、周辺車両の流れに合わせた走行計画を生
成できるので、運転者及び周辺車両に与える違和感を少なくすることができる。
【００４４】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、車両の周辺の車両密度が予め設定された車
両密度閾値より高い場合に、車速統計情報における平均速度から標準偏差の二倍の値を除
いた速度に低速違和感速度を変更することが好ましい。
【００４５】
　本発明に係る走行計画生成装置によれば、周辺車両の車速統計情報における平均速度か
ら標準偏差の二倍の値を除いた速度に低速違和感速度を変更することで、周辺車両のうち
およそ１０台に１台存在する車両の遅さを下回らないようにすることができるので、運転
者及び周辺車両に与える違和感を少なくしつつ燃費向上に有利な走行計画を生成すること
ができる。
【００４６】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、最高速度拘束区間が見通し不良環境である
場合に、最高速度拘束区間が見通し不良環境ではない場合と比べて、減速区間における最
大減速度の引き下げ及び低速許容距離の引き上げのうち少なくとも一方が行なわれること
が好ましい。
【００４７】
　本発明に係る走行計画生成装置によれば、最高速度拘束区間が見通し不良環境である場
合に、減速区間における最大減速度の引き下げや低速許容距離の引き上げを行うことによ
り、最高速度拘束区間が見通し不良環境ではない場合と比べて減速の緩やかな走行計画を
生成することができる。従って、この走行計画生成装置によれば、見通しの悪い見通し不
良環境に高い速度で進入すると運転者に不安を与える場合があることから、最高速度拘束
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区間が見通し不良環境である場合には減速の緩やかな走行計画を生成することで、運転者
に不安を与えることを避けることができる。
【００４８】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、最高速度拘束区間が左折交差点である場合
又は最高速度拘束区間が市街地に存在する場合に、最高速度拘束区間を見通し不良環境と
することが好ましい。
【００４９】
　本発明に係る走行計画生成装置によれば、最高速度拘束区間が左折交差点である場合や
市街地に位置する場合に、見通しが悪い見通し不良環境である可能性が高いことから、最
高速度拘束区間が左折交差点である場合や市街地に位置する場合に見通し不良環境である
とみなすことで、運転者に不安を与えることを適確に避けることができる。
【００５０】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、最高速度拘束区間が先細りカーブである場
合に、最高速度拘束区間が先細りカーブではない場合と比べて、減速区間における最大減
速度の引き下げ及び低速許容距離の引き上げのうち少なくとも一方が行なわれることが好
ましい。
【００５１】
　本発明に係る走行計画生成装置よれば、最高速度拘束区間が入口の道路幅より出口の道
路幅が狭い先細りカーブである場合に、減速区間における最大減速度の引き下げや低速許
容距離の引き上げを行うことにより、最高速度拘束区間が先細りカーブではない場合と比
べて減速の緩やかな走行計画を生成することができる。従って、この走行計画生成装置に
よれば、先細りカーブに高い速度で進入すると運転者に不安を与える場合があることから
、最高速度拘束区間が先細りカーブである場合には減速の緩やかな走行計画を生成するこ
とで、運転者に不安を与えることを避けることができる。
【００５２】
　本発明に係る走行計画生成装置においては、最高速度拘束区間が信号機区間である場合
に、車両の到達時に信号機区間の信号機が青色表示であると推定されるとき、車両の到達
時に信号機区間の信号機が青色表示ではないと推定される場合と比べて、減速区間内にお
ける最大減速度の区間が手前に設定されることが好ましい。
【００５３】
　本発明に係る走行計画生成装置よれば、車両の到達時に信号機区間の信号機が青色表示
であると推定される場合、運転者は一般的に信号機の直前ではなくある程度手前の位置で
ブレーキによる減速動作を完了して信号機を通過することから、最大減速度の区間を手前
に設定することで、運転者にとって違和感の少ない走行計画を生成することができる。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明によれば、運転者にとって違和感の少ない走行計画を生成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】第１の実施形態に係る走行計画生成装置を示すブロック図である。
【図２】走行計画生成装置を備えた車両の進路上の道路環境の例を示す図である。
【図３】図２に示す車両の進路に沿った走行計画の速度パターンを示すグラフである。
【図４】第１の実施形態に係る走行計画生成装置による走行計画生成方法を示すフローチ
ャートである。
【図５】第２の実施形態に係る走行計画生成装置を示すブロック図である。
【図６】図２に示す車両の進路に沿った走行計画の速度パターンを示すグラフである。
【図７】第２の実施形態に係る走行計画生成装置による走行計画生成方法を示すフローチ
ャートである。
【図８】第３の実施形態に係る走行計画生成装置を示すブロック図である。
【図９】第３の実施形態に係る走行計画生成装置による走行計画生成方法を示すフローチ



(10) JP 5641060 B2 2014.12.17

10

20

30

40

50

ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、各図
において同一又は相当部分には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
【００５７】
［第１の実施形態］
　図１に示されるように、第１の実施形態に係る走行計画生成装置１は、車両の進路に沿
った走行計画を生成するものである。この走行計画生成装置１は、ガソリンエンジン及び
電動機の両方を動力として用いるハイブリッド車両に備えられている。このハイブリッド
車両は、電動機を発電機として用いることにより運動エネルギーを電気エネルギーに変換
して制動をかける回生ブレーキシステムを有している。
【００５８】
　走行計画生成装置１は、交差点やカーブ、踏切などの道路環境に応じて、車両の最高速
度を拘束すべき最高速度拘束区間を進路上に設定する。走行計画生成装置１は、最高速度
拘束区間について車両の速度を拘束する拘束速度条件を設定する。走行計画生成装置１は
、最高速度拘束区間における拘束速度条件を満たすように車両の走行計画を生成する。
【００５９】
　また、走行計画生成装置１は、燃費最適化の観点から、燃費効率の良いエンジン回転数
による高効率加速とフリーラン減速とを主に利用して走行計画を生成する。フリーラン減
速とは、加速方向及び減速方向の力を車両に加えない惰性走行による減速である。フリー
ラン減速は、ギアをニュートラルにした状態の走行による減速に相当する。平地における
フリーラン減速では、例えば－０．０２Ｇの減速度が車両に加えられる。
【００６０】
　走行計画生成装置１は、車両の進路上に高効率加速を行う高効率加速区間とフリーラン
減速を行うフリーラン減速区間とを設定する。走行計画生成装置１は、高効率加速区間と
フリーラン減速区間とを適切に組み合わせることにより、燃費最適化を図りつつ最高速度
拘束区間の拘束速度条件を満たす走行計画を生成する。
【００６１】
　また、走行計画生成装置１は、車両の速度が０ｋｍ／ｈ以下となる非実用的な走行計画
が生成された場合に、フリーラン減速区間の一部に回生ブレーキを許容する回生ブレーキ
区間を設定して高効率加速区間を延長することで、平均速度を向上させ車両の速度が０ｋ
ｍ／ｈ以下となる領域を解消する。
【００６２】
　ここで、図２及び図３を参照して走行計画における車両の速度が０ｋｍ／ｈ以下となる
場合について説明する。図２は、走行計画生成装置１を備える車両Ｍの進路Ｒ上の道路環
境を示す図である。また、図３は、図２に示す進路Ｒに沿った走行計画の速度パターンを
示すグラフである。
【００６３】
　図２に示されるように、車両Ｍの進路Ｒ上には、左カーブＡ、下り坂Ｂ、及び十字交差
点Ｃの三つの道路環境が存在している。車両Ｍの進路Ｒは、左カーブＡを曲がって下り坂
Ｂを下りた後に十字交差点Ｃを左折する進路である。左カーブＡは、５０Ｒ以下（曲率半
径が５０ｍ以下）の部分を有するやや急なカーブである。下り坂Ｂは、勾配αが一定（例
えば－５％）の下り坂である。
【００６４】
　この場合、走行計画生成装置１は、左カーブＡ及び十字交差点Ｃについて、最高速度拘
束区間Ａ１，Ｃ１を設定する。最高速度拘束区間Ａ１，Ｃ１は、左カーブＡ及び十字交差
点Ｃの全域に設定されるわけではなく、例えば道路形状や進路が５０Ｒ以下となる区間に
のみ設定される。
【００６５】
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　最高速度拘束区間Ａ１，Ｃ１における拘束速度条件Ａ２，Ｃ２を曲線として図３に示す
。拘束速度条件Ａ２，Ｃ２の算出方法は周知の技術であるため説明を省略する。なお、必
ずしも図３の曲線を描くように拘束速度条件Ａ２，Ｃ２を設定する必要はない。拘束速度
条件Ａ２，Ｃ２の設定方法は、様々な設定方法の中から状況に応じた最適なものが選択さ
れる。走行計画生成装置１は、最高速度拘束区間Ａ１の拘束速度条件で最も拘束された拘
束速度を２０ｋｍ／ｈ、最高速度拘束区間Ｃ１の拘束速度条件で最も拘束された拘束速度
を１５ｋｍ／ｈとして設定する。
【００６６】
　図３に示す速度パターンＰ１は、燃費最適化のため高効率加速区間Ｄ１及びフリーラン
減速区間Ｄ２のみを用いて生成された走行計画の速度パターンである。速度パターンＰ１
が示すように、最高速度拘束区間Ｃ１における拘束速度の１５ｋｍ／ｈまでの減速をフリ
ーラン減速のみで達成しようとすると、下り坂Ｂにおいてはフリーラン状態であっても車
両Ｍが加速することから、車両の速度が０ｋｍ／ｈ以下となる領域が生じてしまう。
【００６７】
　そこで、走行計画生成装置１は、０ｋｍ／ｈ以下の領域が生じると判断した場合、フリ
ーラン減速区間Ｄ２の一部に回生ブレーキを許容する回生ブレーキ区間Ｄ３を設定する。
この回生ブレーキ区間Ｄ３は、全開の回生ブレーキを全区間で行うものに限られない。回
生ブレーキ区間Ｄ３では、適切な減速度を実現できるように回生ブレーキの程度が調整さ
れる。また、回生ブレーキ区間Ｄ３では、必要に応じて油圧ブレーキも利用される。なお
、図３に示すＱは道路環境が平地である場合における速度制御の目標値である。
【００６８】
　走行計画生成装置１は、フリーラン減速区間Ｄ２より減速度の高い回生ブレーキ区間Ｄ
３を設定することで、高効率加速区間Ｄ１の長さを十分に確保して平均速度を向上させ、
０ｋｍ／ｈ以下の領域を解消した速度パターンＰ２の走行計画を生成する。なお、車両Ｍ
の速度が０ｋｍ／ｈ以下の領域を解消する場合について説明したが、実際には０ｋｍ／ｈ
以下の領域に限られず、例えば５ｋｍ／ｈ以下の領域がある場合に当該領域を解消させる
構成であっても良い。
【００６９】
　以下、走行計画生成装置１の構成について説明する。
【００７０】
　図１に示されるように、第１の実施形態に係る走行計画生成装置１は、装置１を統括的
に制御するＥＣＵ［Electronic　Control　Unit］２を備えている。ＥＣＵ２は、ＣＰＵ[
Central　Processing　Unit]、ＲＯＭ[Read　Only　Memory]、ＲＡＭ[Random　Access　M
emory]などからなる電子制御ユニットである。ＥＣＵ２は、ナビゲーションシステム３、
路車間通信部４、走行状態検出部５、及び車両制御部６と接続されている。
【００７１】
　ナビゲーションシステム３は、車両の現在位置の検出及び目的地までの進路案内などを
行うシステムである。ナビゲーションシステム３は、ＧＰＳ［Global　Positioning　Sys
tem］により車両の現在位置を検出するＧＰＳ受信部と道路地図情報を記憶した地図デー
タベースとを有している。地図データベースに記憶された道路地図情報には、カーブの曲
率情報などの道路形状情報、道路勾配情報、踏切や信号機、一時停止線などの道路設備情
報などが含まれている。
【００７２】
　また、ナビゲーションシステム３は、運転者に画像情報を表示するディスプレイ及び運
転者の操作入力を受け付けるタッチパネルを有している。すなわち、ナビゲーションシス
テム３はＨＭＩ［Human　Machine　Interface］としても機能する。ナビゲーションシス
テム３は、運転者が車両の目的地を入力すると、車両の現在地から目的地までの進路の演
算を行う。ナビゲーションシステム３は、車両の進路情報、車両の現在位置情報、及び車
両の現在位置周辺の道路地図情報をＥＣＵ２に送信する。
【００７３】
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　路車間通信部４は、道路に設けられた光ビーコンなどのインフラストラクチャー設備と
の間で路車間通信を行う。路車間通信部４は、車両の進路上に位置する信号機の表示タイ
ミング情報や周辺の交通情報を路車間通信によって取得する。路車間通信部４は、信号機
の表示タイミング情報や交通情報をＥＣＵ２に送信する。
【００７４】
　走行状態検出部５は、車両の操舵角や速度、加速度、横加速度、ヨーレートなどの走行
状態を検出する。走行状態検出部５は、操舵角センサや車速センサ、横加速度センサなど
複数のセンサから構成されている。走行状態検出部５は、車両の走行状態に関する走行状
態情報をＥＣＵ２に送信する。
【００７５】
　車両制御部６は、エンジン制御ユニットや操舵制御ユニットなどの複数の電子制御ユニ
ットから構成され、車両の走行制御を行うものである。車両制御部６は、ＥＣＵ２から送
信された信号に基づいて車両の走行制御を実行する。
【００７６】
　また、図１に示されるように、ＥＣＵ２は、道路環境認識部１１、最高速度拘束区間設
定部１２、信号機表示推定部１３、加減速区間設定部１４、及び走行計画生成部１５を有
している。
【００７７】
　道路環境認識部１１は、ナビゲーションシステム３から送信された車両の進路情報、車
両の現在位置情報、及び車両の現在位置周辺の道路地図情報に基づいて、車両の進路上の
道路環境を認識する。道路環境とは、カーブや交差点などの道路形状、道路勾配、踏切や
信号機などの道路設備その他の環境を意味する。
【００７８】
　最高速度拘束区間設定部１２は、道路環境認識部１１の認識した進路上の道路環境に基
づいて、車両の最高速度を拘束すべき区間である最高速度拘束区間を設定する。最高速度
拘束区間設定部１２は、急なカーブや交差点など安全性の観点から速度を拘束すべき区間
や踏切や信号機など法規により一時停止すべき区間などを最高速度拘束区間として設定す
る。
【００７９】
　最高速度拘束区間設定部１２は、設定した最高速度拘束区間について拘束速度条件を設
定する。具体的には、最高速度拘束区間設定部１２は、まず信号機の最高速度拘束区間が
存在するか否かを判定する。最高速度拘束区間設定部１２が信号機の最高速度拘束区間は
存在すると判定した場合、信号機表示推定部１３は、進路上で最も手前の信号機について
表示の推定を行う。
【００８０】
　信号機表示推定部１３は、ナビゲーションシステム３から送信された車両の現在位置情
報及び道路地図情報と路車間通信部４から送信された信号機の表示タイミング情報とに基
づいて、車両の到達時に信号機表示が青色表示であるか否かを推定する。信号機表示推定
部１３は、例えば交差点で車両の進入方向と交差方向の信号機の表示タイミング情報から
、車両の進路上の信号機表示を推定することもできる。
【００８１】
　最高速度拘束区間設定部１２は、信号機表示推定部１３が車両の到達時に信号機表示が
青色表示ではないと判定した場合、当該信号機の手前で車両を一時停止させるため拘束速
度条件の拘束速度を０ｋｍ／ｈに設定する。最高速度拘束区間設定部１２は、信号機表示
推定部１３が車両の到達時に信号機表示が青色表示であると判定した場合、最高速度拘束
区間の拘束速度を通常走行速度に設定する。なお、信号機付き交差点のように信号機と交
差点の最高速度拘束区間が重複する場合には、より拘束速度の低い拘束速度条件を優先す
ることができる。
【００８２】
　また、最高速度拘束区間設定部１２は、運転者に加わる横加速度を考慮して、カーブの
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最高速度拘束区間における拘束速度条件を設定する。最高速度拘束区間設定部１２は、ま
ず一般的な運転者が許容できる横加速度（例えば、０．２５Ｇ）を許容横加速度の基準と
して設定する。最高速度拘束区間設定部１２は、運転者が許容加速度の変更操作をタッチ
パネルに入力した場合、許容横加速度の強弱を変更する。最高速度拘束区間設定部１２は
、強めの許容加速度として例えば０．３５Ｇを設定する。また、最高速度拘束区間設定部
１２は、弱めの許容加速度として例えば０．２Ｇを設定する。
【００８３】
　なお、最高速度拘束区間設定部１２は、運転者の手動運転時に生じる横加速度の統計デ
ータから、許容横加速度を求める態様であっても良い。具体的には、最高速度拘束区間設
定部１２は、運転者の手動運転時に０．２Ｇ以上の横加速度が発生した区間をカーブ区間
と見なし、各カーブ区間における横加速度の最大値の平均を許容横加速度として採用する
ことができる。
【００８４】
　最高速度拘束区間設定部１２は、ナビゲーションシステム３から送信されたカーブの曲
率情報と許容横加速度とから、カーブの最高速度拘束区間における拘束速度条件Ｖ

を下記の数式（１）を用いて算出する。
【数１】

【００８５】
　また、最高速度拘束区間設定部１２は、車両がカーブ中に減速状態を継続することは一
般的な運転者にとって恐怖感を招くおそれがあることから、カーブ入口より手前で減速が
完了していることが好ましい。最高速度拘束区間設定部１２は、カーブ入口における拘束
速度が当該カーブの区間の最小速度となるように拘束速度条件を設定する。
【００８６】
　最高速度拘束区間設定部１２は、信号機やカーブ以外の最高速度拘束区間についても拘
束速度条件を設定する。例えば、最高速度拘束区間設定部１２は、車両が右折又は左折す
る交差点についてカーブに準じた拘束速度条件を設定する。また、最高速度拘束区間設定
部１２は、踏切や一時停止線の最高速度拘束区間について、車両を一時停止させるため拘
束速度が０ｋｍ／ｈとなる拘束速度条件を設定する。
【００８７】
　加減速区間設定部１４は、最高速度拘束区間設定部１２の設定した最高速度拘束区間以
外の区間について、高効率加速を行う高効率加速区間Ｄ１とフリーラン減速を行うフリー
ラン減速区間Ｄ２とを設定する（図３参照）。加減速区間設定部１４は、燃費最適化の観
点から、基本的に最高速度拘束区間以外の区間を高効率加速区間Ｄ１及びフリーラン減速
区間Ｄ２で二分するように設定する。なお、高効率加速区間Ｄ１及びフリーラン減速区間
Ｄ２は、連続した区間として設定されることが好ましい。
【００８８】
　加減速区間設定部１４は、加減速区間設定部１４は、最高速度拘束区間に対して高効率
加速区間Ｄ１及びフリーラン減速区間Ｄ２を設定する。加減速区間設定部１４は、基本的
に車両の進路上で最高速度拘束区間の直前にフリーラン減速区間Ｄ２を設定し、フリーラ
ン減速区間Ｄ２の直前に高効率加速区間Ｄ１を設定する。換言すると、加減速区間設定部
１４は、車両の進路上で高効率加速区間Ｄ１、フリーラン減速区間Ｄ２の並び順となるよ
うに各区間を設定する。なお、最高速度拘束区間の直前が急な昇り坂の場合など、車両の
加速が必要な場合には、最高速度拘束区間の手前に高効率加速区間Ｄ１が追加される。
【００８９】
　加減速区間設定部１４は、それぞれの最高速度拘束区間の拘束速度条件を満たしつつ燃
費最適化を図れるように、高効率加速区間Ｄ１及びフリーラン減速区間Ｄ２の組み合わせ
を設定する。
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【００９０】
　走行計画生成部１５は、加減速区間設定部１４の設定した高効率加速区間Ｄ１及びフリ
ーラン減速区間Ｄ２とに基づいて、車両の走行計画を生成する。走行計画生成部１５は、
生成した走行計画の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在するか否かを判定する。
走行計画生成部１５は、走行計画の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在すると判
定した場合、フリーラン減速区間Ｄ２の一部に回生ブレーキ区間Ｄ３を設定する。走行計
画生成部１５は、フリーラン減速区間Ｄ２より減速度の大きい回生ブレーキ区間Ｄ３を設
定することで、高効率加速区間Ｄ１の長さを確保する。
【００９１】
　走行計画生成部１５は、回生ブレーキ区間Ｄ３を設定した後、再び走行計画の速度パタ
ーンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在するか否かを判定する。走行計画生成部１５は、未だ
走行計画の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在すると判定した場合、回生ブレー
キ区間Ｄ３を延長する。走行計画生成部１５は、減速度の大きい回生ブレーキ区間Ｄ３を
延長することで、高効率加速区間Ｄ１の長さを確保する。走行計画生成部１５は、走行計
画の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在しなくなるまで、回生ブレーキ区間Ｄ３
の延長を繰り返す。
【００９２】
　また、走行計画生成部１５は、信号機表示推定部１３が車両の到達時に信号機表示が青
色表示であると推定した場合、運転者は一般的に信号機の直前ではなくある程度手前の位
置でブレーキによる減速動作を完了して信号機を通過することから、信号機表示推定部１
３が車両の到達時に信号機表示が青色表示であると推定しない場合（黄色表示や赤色表示
と推定した場合）と比べて、回生ブレーキ区間Ｄ３を手前の位置に設定する。
【００９３】
　走行計画生成部１５は、走行計画の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在しない
と判定した場合、走行計画に基づいた走行制御信号を車両制御部６に送信する。車両制御
部６は、ＥＣＵ２の走行計画生成部１５から送信された走行制御信号に基づいて、走行計
画に沿った車両の走行制御を実行する。
【００９４】
　次に、走行計画生成装置１による走行計画生成方法について説明する。
【００９５】
　図４に示されるように、走行計画生成装置１のＥＣＵ２では、まず道路環境認識部１１
が、ナビゲーションシステム３から送信された車両の進路情報、車両の現在位置情報、及
び車両の現在位置周辺の道路地図情報に基づいて、車両の進路上の道路環境を認識する（
Ｓ１）。
【００９６】
　次に、最高速度拘束区間設定部１２は、道路環境認識部１１の認識した進路上の道路環
境に基づいて、車両の最高速度を拘束すべき区間である最高速度拘束区間を設定する（Ｓ
２）。このステップＳ２は、請求の範囲に記載の最高速度拘束区間設定ステップに相当す
る。続いて、最高速度拘束区間設定部１２は、信号機の最高速度拘束区間が存在するか否
かを判定する（Ｓ３）。最高速度拘束区間設定部１２は、信号機の最高速度拘束区間が存
在しないと判定した場合、ステップＳ７に移行する。
【００９７】
　最高速度拘束区間設定部１２が信号機の最高速度拘束区間が存在すると判定した場合、
信号機表示推定部１３は、ナビゲーションシステム３から送信された車両の現在位置情報
及び道路地図情報と路車間通信部４から送信された信号機の表示タイミング情報とに基づ
いて、車両の到達時における信号機表示の推定を行う（Ｓ４）。信号機表示推定部１３は
、推定結果に基づいて、車両の到達時に手前の信号機表示が青色表示であるか否かを判定
する（Ｓ５）。信号機表示推定部１３は、車両の到達時に手前の信号機表示が青色表示で
あると判定した場合、ステップＳ７に移行する。
【００９８】
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　最高速度拘束区間設定部１２は、信号機表示推定部１３が車両の到達時に信号機表示が
青色表示ではないと判定した場合、当該信号機の手前で車両を一時停止させるため最高速
度拘束区間の拘束速度を０ｋｍ／ｈに設定する（Ｓ６）。
【００９９】
　ステップＳ７において、最高速度拘束区間設定部１２は、カーブの最高速度拘束区間が
存在するか否かを判定する。最高速度拘束区間設定部１２は、カーブの最高速度拘束区間
が存在しないと判定した場合、ステップＳ９に移行する。
【０１００】
　最高速度拘束区間設定部１２は、カーブの最高速度拘束区間が存在すると判定した場合
、ナビゲーションシステム３の道路地図情報に含まれるカーブの曲率情報と運転者が許容
できる許容横加速度とに基づいて、カーブの拘束速度条件を設定する（Ｓ８）。
【０１０１】
　ステップＳ９において、最高速度拘束区間設定部１２は、他の最高速度拘束区間につい
て拘束速度条件を設定する。例えば、最高速度拘束区間設定部１２は、踏切や一時停止線
の最高速度拘束区間について拘束速度が０ｋｍ／ｈとなる拘束速度条件を設定する。
【０１０２】
　加減速区間設定部１４は、最高速度拘束区間設定部１２の設定した最高速度拘束区間以
外の区間について、高効率加速区間Ｄ１及びフリーラン減速区間Ｄ２を設定する（Ｓ１０
）。加減速区間設定部１４は、可能な場合、最高速度拘束区間の直前にフリーラン減速区
間Ｄ２を設定する。加減速区間設定部１４は、フリーラン減速区間Ｄ２の手前に高効率加
速区間Ｄ１を設定する。このステップＳ１０は、請求の範囲に記載の加減速区間設定ステ
ップに相当する。
【０１０３】
　走行計画生成部１５は、加減速区間設定部１４の設定した高効率加速区間Ｄ１及びフリ
ーラン減速区間Ｄ２とに基づいて、車両の走行計画を生成する（Ｓ１１）。このステップ
Ｓ１１は、請求の範囲に記載の走行計画生成ステップに含まれる。走行計画生成部１５は
、生成した走行計画の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在するか否かを判定する
（Ｓ１２）。走行計画生成部１５は、生成した走行計画の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下
の領域が存在しないと判定した場合、ステップＳ１６に移行する。
【０１０４】
　走行計画生成部１５は、走行計画の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在すると
判定した場合、フリーラン減速区間Ｄ２の一部に回生ブレーキ区間Ｄ３を設定する（Ｓ１
３）。走行計画生成部１５は、フリーラン減速区間Ｄ２より減速度の大きい回生ブレーキ
区間Ｄ３を設定することで、高効率加速区間Ｄ１の長さを確保して、平均速度を向上させ
る。
【０１０５】
　その後、走行計画生成部１５は、再び走行計画の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域
が存在するか否かを判定する（Ｓ１４）。走行計画生成部１５は、未だ走行計画の速度パ
ターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在すると判定した場合、回生ブレーキ区間Ｄ３を延長
する（Ｓ１５）。走行計画生成部１５は、減速度の大きい回生ブレーキ区間Ｄ３を延長す
ることで、高効率加速区間Ｄ１の長さを確保して平均速度を更に向上させる。
【０１０６】
　走行計画生成部１５は、走行計画の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在しなく
なるまで、回生ブレーキ区間Ｄ３の延長を繰り返す。走行計画生成部１５は、走行計画の
速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在しないと判定した場合、ステップＳ１６に移
行する。
【０１０７】
　ステップＳ１６において、走行計画生成部１５は、生成した走行計画に基づいた走行制
御信号を車両制御部６に送信する。車両制御部６は、ＥＣＵ２の走行計画生成部１５から
送信された走行制御信号に基づいて、走行計画に沿った車両の走行制御を実行する。
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【０１０８】
　次に、第１の実施形態に係る走行計画生成装置１及び走行計画生成方法の作用効果につ
いて説明する。
【０１０９】
　第１の実施形態に係る走行計画生成装置１及び走行計画生成方法によれば、燃費最適化
の観点から高効率加速及びフリーラン減速を用いた走行計画を生成する場合において、道
路環境の要因により車両の速度パターンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が生じても、回生ブレー
キの利用により高効率加速の区間を延長して平均速度を向上させることで０ｋｍ／ｈ以下
の領域を解消することができ、実際に車両走行が可能な走行計画を生成できる。
【０１１０】
　また、この走行計画生成装置１及び走行計画生成方法によれば、車両の到達時に信号機
区間の信号機が青色表示であると推定される場合、運転者は一般的に信号機の直前ではな
くある程度手前の位置で減速を完了することから、最大減速度の区間を手前に設定するこ
とで、運転者にとって違和感の少ない走行計画を生成することができる。
【０１１１】
［第２の実施形態］
　図５に示されるように、第２の実施形態に係る走行計画生成装置２１は、第１の実施形
態に係る走行計画生成装置１と比べて、障害物検出部２２及び低速許容区間設定部２４を
備える点が主に異なる。
【０１１２】
　第２の実施形態に係る走行計画生成装置２１は、カーブや踏切などの最高速度拘束区間
から離れた位置で低速走行に入ることは社会協調性に欠け、運転者や周辺車両に違和感を
与えることから、最高速度拘束区間の直前に設定された低速許容区間及び最高速度拘束区
間を除いた区間において予め設定された低速違和感速度以下に減速しない走行計画を生成
するものである。
【０１１３】
　以下、第２の実施形態に係る走行計画生成装置２１の構成について説明する。
【０１１４】
　図５に示されるように、走行計画生成装置２１は、車両の周囲の障害物を検出する障害
物検出部２２を有している。障害物検出部２２は、レーザレーダセンサや画像センサを組
み合わせた複数のセンサから構成されている。障害物検出部２２は、車両の周囲の他車両
を障害物として検出する。
【０１１５】
　障害物検出部２２は、障害物として車両の後続車の検出を行う。後続車とは、車両から
所定距離の範囲内で車両を後方から追従する車両である。また、障害物検出部２２は、障
害物として車両の先行車の検出を行う。先行車とは、車両から所定距離の範囲内で車両の
前方を走行する車両である。障害物検出部２２は、検出した後続車及び先行車の情報を含
む障害物情報をＥＣＵ２３に送信する。
【０１１６】
　走行計画生成装置２１のＥＣＵ２３は、道路環境認識部１１、最高速度拘束区間設定部
１２、信号機表示推定部１３、加減速区間設定部１４、低速許容区間設定部２４、走行計
画生成部２５を有している。道路環境認識部１１、最高速度拘束区間設定部１２、信号機
表示推定部１３、及び加減速区間設定部１４については第１の実施形態と同様の構成であ
るため説明を省略する。
【０１１７】
　図６を参照して、低速許容区間設定部２４及び走行計画生成部２５について説明する。
図６は、図２に示す車両Ｍの進路Ｒに沿った走行計画の速度パターンを示すグラフである
。図６は、下り坂Ｂの勾配が－２％程度である場合の速度パターンを示している。図６に
示すＱは、道路環境が平地である場合における速度制御の目標値である。
【０１１８】
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　図６に示されるように、低速許容区間設定部２４は、最高速度拘束区間Ｃ１の直前に低
速許容区間Ｅを設定する。低速許容区間Ｅとは、車両が低速走行を行っても一般的な運転
者や周辺車両に違和感を与えないと想定される区間である。
【０１１９】
　低速許容区間設定部２４は、最高速度拘束区間Ｃ１の手前で最高速度拘束区間Ｃ１から
予め設定された低速許容距離内の区間を低速許容区間Ｅとして設定する。低速許容区間設
定部２４は、車両の周囲の交通状況に応じて予め設定された低速許容距離を変更する低速
許容距離変更部２６を有している（図５参照）。予め設定された低速許容距離の基準値は
、例えば５０ｍである。低速許容距離変更部２６は、障害物検出部２２から送信された障
害物情報に基づいて低速許容距離を変更する。
【０１２０】
　具体的には、低速許容距離変更部２６は、障害物検出部２２から送信された障害物情報
に基づいて後続車が存在すると判定した場合、後続車が存在しないと判定した場合と比べ
て低速許容距離を引き下げる変更を行う。
【０１２１】
　また、低速許容距離変更部２６は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基づ
いて車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも狭いと判定した場合には、車両を低速走行
にすると後続車に大きく影響を与えることから、車両と後続車との間隔が所定の閾値より
も広い場合と比べて低速許容距離を引き下げる変更を行う。所定の閾値には例えば車間時
間が０．５秒の場合の車間距離が用いられる。
【０１２２】
　更に、低速許容距離変更部２６は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基づ
いて先行車が存在すると判定した場合、先行車が存在しないと判定した場合と比べて低速
許容距離を引き下げる変更を行う。なお、後続車や先行車の有無や後続車と車両との車間
距離による低速許容距離の変更は、車両が既に最高速度拘束区間に接近して低速許容距離
内に入っている場合や低速許容距離に２０ｍを加えた距離内に入っている場合などには行
わない。低速許容距離は例えば５ｍ間隔で変更される。
【０１２３】
　また、低速許容距離変更部２６は、ナビゲーションシステム３から送信された道路地図
情報に基づいて最高速度拘束区間が見通し不良環境であると判定した場合、見通し不良環
境ではないと判定した場合と比べて低速許容距離を引き上げる変更を行う。見通し不良環
境とは、建物に囲まれた交差点など運転者が見通しの悪さを感じる環境である。
【０１２４】
　例えば、低速許容距離変更部２６は、道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間が左折
交差点であると判定した場合、最高速度拘束区間は見通し不良環境であると判定する。ま
た、低速許容距離変更部２６は、道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間が市街地に位
置すると判定した場合、最高速度拘束区間は見通し不良環境であると判定する。
【０１２５】
　また、低速許容距離変更部２６は、ナビゲーションシステム３から送信された道路地図
情報に基づいて最高速度拘束区間のカーブが先細りカーブであると判定した場合、先細り
カーブではないと判定した場合と比べて低速許容距離を引き上げる変更を行う。先細りカ
ーブとは、カーブ入口の道路幅に対してカーブ出口の道路幅が所定量以上狭いカーブであ
る。
【０１２６】
　低速許容区間設定部２４は、低速許容距離変更部２６が交通状況に応じて変更した低速
許容距離を用いることで、交通状況に対応した低速許容区間Ｅの設定を行う。
【０１２７】
　走行計画生成部２５は、第１の実施形態の走行計画生成部１５と同様にして、速度パタ
－ンに０ｋｍ／ｈ以下の領域が存在しない走行計画を生成する。更に、走行計画生成部２
５は、低速許容区間設定部２４の設定した低速許容区間Ｅ及び最高速度拘束区間Ａ１，Ｃ
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１を除く区間で、予め設定された低速違和感速度以下の減速をしないように走行計画を生
成する。低速違和感速度は、運転者や周辺車両が低速であると感じると想定される閾値と
なる速度である。この低速違和感速度は、一定値（例えば、３０ｋｍ／ｈ）である。
【０１２８】
　図６に示す速度パターンＰ３は、低速許容区間Ｅ及び最高速度拘束区間Ａ１，Ｃ１を除
く区間で低速違和感速度以下の減速が存在する速度パターンである。速度パターンＰ３で
は、運転者や周辺車両に違和感を与えないと想定される低速許容区間Ｅよりも手前の位置
で、車両の速度が低速違和感速度以下の低速走行に入る。このような速度パターンＰ３に
おいては、一般的な交通の流れに沿わず社会協調性に欠き、車両の運転者や周辺車両に違
和感を与える可能性が高い。運転者に違和感を与える走行計画では運転者に使用してもら
えないため違和感を少なくする必要がある。
【０１２９】
　そこで、走行計画生成部２５は、フリーラン減速区間Ｄ２より減速度の大きい回生ブレ
ーキ区間Ｄ３を設定することで、高効率加速区間Ｄ１の長さを確保して平均速度を向上さ
せる。
【０１３０】
　走行計画生成部２５は、低速許容区間Ｅ及び最高速度拘束区間Ａ１，Ｃ１を除く区間で
低速違和感速度以下の減速をしない速度パターンになるまで、回生ブレーキ区間Ｄ３の延
長による平均速度の向上を繰り返す。このようにして、走行計画生成部２５は、低速許容
区間Ｅ及び最高速度拘束区間Ａ１，Ｃ１を除く区間で低速違和感速度以下の減速をしない
走行計画を生成する。
【０１３１】
　また、走行計画生成部２５は、車両の周辺の交通状況に基づいて、回生ブレーキ区間Ｄ
３における最大減速度を変更する。走行計画生成部２５は、予め設定された基準値から最
大減速度を変更する。走行計画生成部２５は、障害物検出部２２から送信された障害物情
報に基づいて後続車が存在すると判定した場合、後続車が存在しないと判定した場合と比
べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き上げる変更を行う。
【０１３２】
　更に、走行計画生成部２５は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基づいて
車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも狭いと判定した場合には、車両を低速走行にす
ると後続車に大きく影響を与えることから、車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも広
い場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き上げる変更を行う。
【０１３３】
　また、走行計画生成部２５は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基づいて
先行車が存在すると判定した場合、先行車が存在しないと判定した場合と比べて回生ブレ
ーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き上げる変更を行う。なお、後続車や先行車の有無や後続
車と車両との車間距離による最大減速度の変更は、車両が既に回生ブレーキ区間Ｄ３に進
入している場合などには行わない。
【０１３４】
　また、走行計画生成部２５は、ナビゲーションシステム３から送信された道路地図情報
に基づいて最高速度拘束区間が見通し不良環境であると判定した場合、見通し不良環境で
はないと判定した場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き下げる変更を行
う。
【０１３５】
　例えば、走行計画生成部２５は、道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間が左折交差
点であると判定した場合、最高速度拘束区間は見通し不良環境であると判定する。また、
走行計画生成部２５は、道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間が市街地に位置すると
判定した場合、最高速度拘束区間は見通し不良環境であると判定する。
【０１３６】
　また、走行計画生成部２５は、ナビゲーションシステム３から送信された道路地図情報
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に基づいて最高速度拘束区間のカーブが先細りカーブであると判定した場合、先細りカー
ブではないと判定した場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き下げる変更
を行う。
【０１３７】
　走行計画生成部２５は、車両の周囲の交通状況に応じて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減
速度を変更することで、運転者や周辺車両に違和感が少なく、運転者に不安を与えない走
行計画を生成する。
【０１３８】
　走行計画生成部２５は、生成した走行計画に基づいた走行制御信号を車両制御部６に送
信する。車両制御部６は、ＥＣＵ２３の走行計画生成部２５から送信された走行制御信号
に基づいて、走行計画に沿った車両の走行制御を実行する。
【０１３９】
　次に、走行計画生成装置２１による走行計画生成方法について説明する。
【０１４０】
　走行計画生成装置２１は、第１の実施形態に係る走行計画生成装置１と同じ方法により
０ｋｍ／ｈ以下の速度の領域が存在しない走行計画を生成する。すなわち、走行計画生成
装置２１は、図４のフローチャートに示すステップＳ１～ステップＳ１５までの動作を実
行する。その後、図４のステップＳ１６に代えて図７のフローチャートに示す処理を行う
。
【０１４１】
　図７に示されるように、走行計画生成装置２１のＥＣＵ２３では、低速許容距離変更部
２６が車両の交通状況に基づいて、予め設定された基準値から低速許容距離を変更する。
低速許容距離変更部２６は、まず後続車の存在による低速許容距離の変更を行う（Ｓ２１
）。低速許容距離変更部２６は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基づいて
後続車が存在すると判定した場合、後続車が存在しないと判定した場合と比べて低速許容
距離を引き下げる変更を行う。
【０１４２】
　次に、低速許容距離変更部２６は、車両と後続車との車間距離による低速許容距離の変
更を行う（Ｓ２２）。低速許容距離変更部２６は、障害物検出部２２から送信された障害
物情報に基づいて車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも狭いと判定した場合、車両と
後続車との間隔が所定の閾値よりも広い場合と比べて低速許容距離を引き下げる変更を行
う。
【０１４３】
　続いて、低速許容距離変更部２６は、先行車の存在による低速許容距離の変更を行う（
Ｓ２３）。低速許容距離変更部２６は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基
づいて先行車が存在すると判定した場合、先行車が存在しないと判定した場合と比べて低
速許容距離を引き下げる変更を行う。
【０１４４】
　その後、低速許容距離変更部２６は、見通し不良環境による低速許容距離の変更を行う
（Ｓ２４）。低速許容距離変更部２６は、ナビゲーションシステム３から送信された道路
地図情報に基づいて最高速度拘束区間が見通し不良環境であると判定した場合、見通し不
良環境ではないと判定した場合と比べて低速許容距離を引き上げる変更を行う。
【０１４５】
　例えば、低速許容距離変更部２６は、道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間が左折
交差点であると判定した場合、最高速度拘束区間は見通し不良環境であると判定する。ま
た、低速許容距離変更部２６は、道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間が市街地に位
置すると判定した場合、最高速度拘束区間は見通し不良環境であると判定する。
【０１４６】
　続いて、低速許容距離変更部２６は、先細りカーブによる低速許容距離の変更を行う（
Ｓ２５）。低速許容距離変更部２６は、ナビゲーションシステム３から送信された道路地
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図情報に基づいて最高速度拘束区間のカーブが先細りカーブであると判定した場合、先細
りカーブではないと判定した場合と比べて低速許容距離を引き上げる変更を行う。
【０１４７】
　その後、低速許容区間設定部２４は、低速許容距離変更部２６が変更した低速許容距離
を用いて、最高速度拘束区間Ｃ１の手前で最高速度拘束区間Ｃ１から低速許容距離内の区
間を低速許容区間Ｅとして設定する（Ｓ２６）。このステップＳ２６は、請求の範囲に記
載の低速許容区間設定ステップに相当する。
【０１４８】
　次に、走行計画生成部２５が、車両の周辺の交通状況に基づいて回生ブレーキ区間Ｄ３
における最大減速度を変更する。走行計画生成部２５は、まず後続車の存在による最大減
速度の変更を行う（Ｓ２７）。走行計画生成部２５は、障害物検出部２２から送信された
障害物情報に基づいて後続車が存在すると判定した場合、後続車が存在しないと判定した
場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き上げる変更を行う。
【０１４９】
　続いて、走行計画生成部２５は、車両と後続車との車間距離による最大減速度の変更を
行う（Ｓ２８）。走行計画生成部２５は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に
基づいて車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも狭いと判定した場合、車両と後続車と
の間隔が所定の閾値よりも広い場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き上
げる変更を行う。
【０１５０】
　その後、走行計画生成部２５は、先行車の存在による回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速
度の変更を行う（Ｓ２９）。走行計画生成部２５は、障害物検出部２２から送信された障
害物情報に基づいて先行車が存在すると判定した場合、先行車が存在しないと判定した場
合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き上げる変更を行う。
【０１５１】
　続いて、走行計画生成部２５は、見通し不良環境による回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減
速度の変更を行う（Ｓ３０）。走行計画生成部２５は、ナビゲーションシステム３から送
信された道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間が見通し不良環境であると判定した場
合、見通し不良環境ではないと判定した場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度
を引き下げる変更を行う。
【０１５２】
　例えば、走行計画生成部２５は、道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間が左折交差
点であると判定した場合、最高速度拘束区間は見通し不良環境であると判定する。また、
走行計画生成部２５は、道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間が市街地に位置すると
判定した場合、最高速度拘束区間は見通し不良環境であると判定する。
【０１５３】
　次に、走行計画生成部２５は、先細りカーブによる回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度
の変更を行う（Ｓ３１）。走行計画生成部２５は、ナビゲーションシステム３から送信さ
れた道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間のカーブが先細りカーブであると判定した
場合、先細りカーブではないと判定した場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度
を引き下げる変更を行う。
【０１５４】
　その後、走行計画生成部２５は、低速許容区間Ｅ及び最高速度拘束区間を除いた区間で
、走行計画の速度パターンに低速違和感速度以下の領域が存在するか否かを判定する（Ｓ
３２）。なお、高効率加速を行う高効率加速区間Ｄ１において低速違和感速度以下の領域
があっても、運転者や周辺車両に違和感は生じないので、高効率加速区間Ｄ１における低
速違和感速度以下の領域は判定対象に含まない。走行計画生成部２５は、低速違和感速度
以下の領域が存在しないと判定した場合、ステップＳ３６に移行する。
【０１５５】
　走行計画生成部２５は、低速違和感速度以下の領域が存在すると判定した場合、フリー
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ラン減速区間Ｄ２の一部に回生ブレーキ区間Ｄ３を設定する（Ｓ３３）。走行計画生成部
２５は、フリーラン減速区間Ｄ２より減速度の大きい回生ブレーキ区間Ｄ３を設定するこ
とで、高効率加速区間Ｄ１の長さを確保して、平均速度を向上させる。
【０１５６】
　その後、走行計画生成部２５は、再び低速許容区間Ｅ及び最高速度拘束区間を除いた区
間で、走行計画の速度パターンに低速違和感速度以下の領域が存在するか否かを判定する
（Ｓ３４）。走行計画生成部１５は、未だ低速違和感速度以下の領域が存在すると判定し
た場合、回生ブレーキ区間Ｄ３を延長する（Ｓ３５）。走行計画生成部２５は、回生ブレ
ーキ区間Ｄ３を延長することで、高効率加速区間Ｄ１の長さを確保して平均速度を更に向
上させる。
【０１５７】
　走行計画生成部２５は、低速違和感速度以下の領域が存在しなくなるまで、回生ブレー
キ区間Ｄ３の延長を繰り返す。以上のステップＳ３２～Ｓ３５は、請求の範囲に記載の走
行計画生成ステップに含まれる。走行計画生成部１５は、低速違和感速度以下の領域が存
在しないと判定した場合、ステップＳ３６に移行する。
【０１５８】
　ステップＳ３６において、走行計画生成部２５は、生成した走行計画に基づいた走行制
御信号を車両制御部６に送信する。車両制御部６は、ＥＣＵ２の走行計画生成部１５から
送信された走行制御信号に基づいて、走行計画に沿った車両の走行制御を実行する。
【０１５９】
　次に、第２の実施形態に係る走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法の作用効果に
ついて説明する。
【０１６０】
　第２の実施形態に係る走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、交差点や
カーブ、踏切の区間など車両の最高速度を拘束すべき最高速度拘束区間までに車両を減速
させるに際し、最高速度拘束区間から離れた位置で低速走行に入ることは社会協調性に欠
け、車両の運転者や周辺車両に違和感を与えるため、最高速度拘束区間及び低速許容区間
を除いた区間では予め設定された低速違和感速度以下に減速しない走行計画を生成する。
従って、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、最高速度拘束区間に
十分近づいて低速許容区間に進入するまでは運転者が違和感を覚えるほどの低速走行を行
わないことで、社会協調性が高く運転者にとって違和感の少ない走行計画を生成すること
ができる。
【０１６１】
　また、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、フリーラン減速区間
Ｄ２を最高速度拘束区間の直前に設定することで、高効率加速区間Ｄ１を最高速度拘束区
間の直前に設定する場合と比べて、平均速度が高く通常走行速度に近い走行計画を生成で
きるので、運転者や周辺車両に対する違和感を少なくすることができる。
【０１６２】
　更に、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、フリーラン減速区間
Ｄ２の手前に高効率加速区間Ｄ１を設定することで、高効率加速区間Ｄ１の手前にフリー
ラン減速区間を設定する場合と比べて、平均速度が高く通常走行速度に近い走行計画を生
成できるので、運転者や周辺車両に対する違和感を少なくすることができる。
【０１６３】
　また、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、低速許容距離を車両
の周囲の交通状況に基づいて変更することで、交通状況に応じた走行計画を生成すること
ができ、運転者や周辺車両に対する違和感を少なくすることができる。
【０１６４】
　また、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、車両の後続車が存在
する場合に、回生ブレーキ区間Ｄ３における最大減速度の引き上げや低速許容距離の引き
下げを行うことにより、車両の後続車が存在しない場合と比べて加速区間の長い走行計画
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を生成することができる。従って、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によ
れば、後続車を考慮して平均速度が通常走行速度に近い走行計画を生成するので、運転者
及び後続車に与える違和感を少なくすることができる。
【０１６５】
　また、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、車両の先行車が存在
する場合に、回生ブレーキ区間Ｄ３における最大減速度の引き上げや低速許容距離の引き
下げを行うことにより、車両の先行車が存在しない場合と比べて加速区間の長い走行計画
を生成することができる。従って、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によ
れば、先行車を考慮して平均速度が通常走行速度に近い走行計画を生成するので、運転者
及び先行車に与える違和感を少なくすることができる。
【０１６６】
　また、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、最高速度拘束区間が
見通し不良環境である場合に、回生ブレーキ区間Ｄ３における最大減速度の引き下げや低
速許容距離の引き上げを行うことにより、最高速度拘束区間が見通し不良環境ではない場
合と比べて減速の緩やかな走行計画を生成することができる。従って、この走行計画生成
方法によれば、見通しの悪い見通し不良環境に高い速度で進入すると運転者に不安を与え
る場合があることから、最高速度拘束区間が見通し不良環境である場合には減速の緩やか
な走行計画を生成することで、運転者に不安を与えることを避けることができる。
【０１６７】
　更に、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、最高速度拘束区間が
左折交差点である場合や市街地に位置する場合に、見通しが悪い見通し不良環境である可
能性が高いことから、最高速度拘束区間が左折交差点である場合や市街地に位置する場合
に見通し不良環境であるとみなすことで、運転者に不安を与えることを適確に避けること
ができる。
【０１６８】
　また、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、最高速度拘束区間が
入口の道路幅より出口の道路幅が狭い先細りカーブである場合に、回生ブレーキ区間Ｄ３
における最大減速度の引き下げや低速許容距離の引き上げを行うことにより、最高速度拘
束区間が先細りカーブではない場合と比べて減速の緩やかな走行計画を生成することがで
きる。従って、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、先細りカーブ
に高い速度で進入すると運転者に不安を与える場合があることから、最高速度拘束区間が
先細りカーブである場合には減速の緩やかな走行計画を生成することで、運転者に不安を
与えることを避けることができる。
【０１６９】
　また、この走行計画生成装置２１及び走行計画生成方法によれば、第１の実施形態と同
様に、車両の到達時に信号機区間の信号機が青色表示であると推定される場合、運転者は
一般的に信号機の直前ではなくある程度手前の位置でブレーキによる減速を完了して信号
機を通過することから、最大減速度の区間を手前に設定することで、運転者にとって違和
感の少ない走行計画を生成することができる。
【０１７０】
［第３の実施形態］
　図８に示されるように、第３の実施形態に係る走行計画生成装置３１は、第２の実施形
態に係る走行計画生成装置２１と比べて、低速違和感速度変更部３３を備える点が主に異
なる。走行計画生成装置３１は、車両の交通状況に基づいて低速違和感速度を変更するこ
とで、運転者や周辺車両に与える違和感の少ない走行計画を生成するものである。
【０１７１】
　走行計画生成装置３１のＥＣＵ３２は、低速違和感速度を変更する低速違和感速度変更
部３３を備えている。低速違和感速度変更部３３は、予め設定された基準値から低速違和
感速度を変更する。
【０１７２】
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　低速違和感速度変更部３３は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基づいて
後続車が存在すると判定した場合、後続車が存在しないと判定した場合と比べて低速違和
感速度を引き上げる変更を行う。また、低速違和感速度変更部３３は、障害物検出部２２
から送信された障害物情報に基づいて車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも狭いと判
定した場合、車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも広い場合と比べて低速違和感速度
を引き上げる変更を行う。
【０１７３】
　更に、低速違和感速度変更部３３は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基
づいて先行車が存在すると判定した場合、先行車が存在しないと判定した場合と比べて低
速違和感速度を引き上げる変更を行う。
【０１７４】
　また、低速違和感速度変更部３３は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基
づいて周辺の車両密度が予め設定された車両密度閾値より高いと判定した場合、低速違和
感速度を周辺車両の速度に合わせて変更する。
【０１７５】
　具体的には、低速違和感速度変更部３３は、周辺の車両密度が車両密度閾値より高いと
判定した場合、車両の現在位置における車速統計情報を取得する。車速統計情報は、車両
の現在位置における周辺の車両の速度情報を統計したものである。
【０１７６】
　車速統計情報は、例えば、路車間通信部４によるインフラストラクチャー設備との路車
間通信により取得される。また、路車間通信部４は、携帯電話通信網などを利用したテレ
マティクスサービスから車速統計情報を取得しても良い。このように、路車間通信によっ
て外部の交通データベースから情報を取得することで、道路交通流監視システムやプロー
ブシステムにより集められた情報量の多い車速統計情報を得ることができる。この車速統
計情報には、各地点の各時刻における速度分布や平均速度、標準偏差の情報が含まれる。
【０１７７】
　また、低速違和感速度変更部３３は、ナビゲーションシステム３から送信された車両の
現在位置情報及び道路地図情報と障害物検出部２２から送信された障害物情報とに基づい
て、周辺車両の速度情報を収集することで周辺車両の車速統計情報を内部で作成する態様
であっても良い。この場合、低速違和感速度変更部３３は、各地点の各時刻における車速
統計情報を記憶するデータベースを有する。
【０１７８】
　低速違和感速度変更部３３は、車両の現在位置に対応する車速統計情報に基づいて低速
違和感速度を変更する。具体的には、低速違和感速度変更部３３は、車速統計情報の速度
分布における平均速度から標準偏差の二倍の値を除いた速度に低速違和感速度を変更する
。また、低速違和感速度変更部３３は、車両と後続車との車間距離が狭い場合などには、
平均速度から標準偏差の値を除いた速度に低速違和感速度を変更する態様であっても良い
。なお、車両密度に応じた低速違和感速度の変更は、車両の現在位置が交差点などの最高
速度拘束区間から十分に離れた位置（例えば、５０ｍ離れた位置）である場合にのみ行わ
れる。
【０１７９】
　次に、第３の実施形態に係る走行計画生成装置３１の走行計画方法について説明する。
【０１８０】
　走行計画生成装置３１は、第１の実施形態に係る走行計画生成装置１と同じ方法により
０ｋｍ／ｈ以下の速度の領域が存在しない走行計画を生成する。すなわち、走行計画生成
装置３１は、図４のフローチャートに示すステップＳ１～ステップＳ１５までの動作を実
行する。その後、図４のステップＳ１６に代えて図９のフローチャートに示す処理を行う
。
【０１８１】
　図９に示されるように、走行計画生成装置３１のＥＣＵ３２では、低速許容距離変更部
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２６が車両の交通状況に基づいて、予め設定された基準値から低速許容距離を変更する。
低速許容距離変更部２６は、まず後続車の存在による低速許容距離の変更を行う（Ｓ４１
）。低速許容距離変更部２６は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基づいて
後続車が存在すると判定した場合、後続車が存在しないと判定した場合と比べて低速許容
距離を引き下げる変更を行う。
【０１８２】
　次に、低速許容距離変更部２６は、車両と後続車との車間距離による低速許容距離の変
更を行う（Ｓ４２）。低速許容距離変更部２６は、障害物検出部２２から送信された障害
物情報に基づいて車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも狭いと判定した場合、車両と
後続車との間隔が所定の閾値よりも広い場合と比べて低速許容距離を引き下げる変更を行
う。
【０１８３】
　続いて、低速許容距離変更部２６は、先行車の存在による低速許容距離の変更を行う（
Ｓ４３）。低速許容距離変更部２６は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基
づいて先行車が存在すると判定した場合、先行車が存在しないと判定した場合と比べて低
速許容距離を引き下げる変更を行う。
【０１８４】
　その後、低速許容距離変更部２６は、見通し不良環境による低速許容距離の変更を行う
（Ｓ４４）。低速許容距離変更部２６は、ナビゲーションシステム３から送信された道路
地図情報に基づいて最高速度拘束区間が見通し不良環境であると判定した場合、見通し不
良環境ではないと判定した場合と比べて低速許容距離を引き上げる変更を行う。
【０１８５】
　続いて、低速許容距離変更部２６は、先細りカーブによる低速許容距離の変更を行う（
Ｓ４５）。低速許容距離変更部２６は、ナビゲーションシステム３から送信された道路地
図情報に基づいて最高速度拘束区間のカーブが先細りカーブであると判定した場合、先細
りカーブではないと判定した場合と比べて低速許容距離を引き上げる変更を行う。
【０１８６】
　その後、低速許容区間設定部２４は、低速許容距離変更部２６が変更した低速許容距離
を用いて、最高速度拘束区間Ｃ１の手前で最高速度拘束区間Ｃ１から低速許容距離内の区
間を低速許容区間Ｅとして設定する（Ｓ４６）。
【０１８７】
　続いて、低速違和感速度変更部３３は、車両の周辺の交通状況に基づいて、予め設定さ
れた基準値から低速違和感速度を変更する。低速違和感速度変更部３３は、後続車の存在
により低速違和感速度を変更する（Ｓ４７）。低速違和感速度変更部３３は、障害物検出
部２２から送信された障害物情報に基づいて後続車が存在すると判定した場合、後続車が
存在しないと判定した場合と比べて低速違和感速度を引き上げる変更を行う。
【０１８８】
　その後、低速違和感速度変更部３３は、車両と後続車との車間距離により低速違和感速
度を変更する（Ｓ４８）。低速違和感速度変更部３３は、障害物検出部２２から送信され
た障害物情報に基づいて車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも狭いと判定した場合、
車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも広い場合と比べて低速違和感速度を引き上げる
変更を行う。
【０１８９】
　次に、低速違和感速度変更部３３は、先行車の存在により低速違和感速度を変更する（
Ｓ４９）。低速違和感速度変更部３３は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に
基づいて先行車が存在すると判定した場合、先行車が存在しないと判定した場合と比べて
低速違和感速度を引き上げる変更を行う。
【０１９０】
　続いて、低速違和感速度変更部３３は、車両密度により低速違和感速度を変更する（Ｓ
５０）。低速違和感速度変更部３３は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基
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づいて周辺の車両密度が予め設定された車両密度閾値より高いと判定した場合、低速違和
感速度を周辺車両の速度に合わせて変更する。
【０１９１】
　低速違和感速度変更部３３は、周辺の車両密度が車両密度閾値より高いと判定した場合
、車両の現在位置における車速統計情報を取得する。低速違和感速度変更部３３は、車両
の現在位置に対応する車速統計情報に基づいて低速違和感速度を変更する。具体的には、
低速違和感速度変更部３３は、車速統計情報の速度分布における平均速度から標準偏差の
二倍の値を除いた速度に低速違和感速度を変更する。
【０１９２】
　その後、走行計画生成部３５が、車両の周辺の交通状況に基づいて回生ブレーキ区間Ｄ
３における最大減速度を変更する。走行計画生成部３５は、まず後続車の存在による最大
減速度の変更を行う（Ｓ５１）。走行計画生成部３５は、障害物検出部２２から送信され
た障害物情報に基づいて後続車が存在すると判定した場合、後続車が存在しないと判定し
た場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き上げる変更を行う。
【０１９３】
　次に、走行計画生成部３５は、車両と後続車との車間距離による最大減速度の変更を行
う（Ｓ５２）。走行計画生成部３５は、障害物検出部２２から送信された障害物情報に基
づいて車両と後続車との間隔が所定の閾値よりも狭いと判定した場合、車両と後続車との
間隔が所定の閾値よりも広い場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き上げ
る変更を行う。
【０１９４】
　続いて、走行計画生成部３５は、先行車の存在による回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速
度の変更を行う（Ｓ５３）。走行計画生成部３５は、障害物検出部２２から送信された障
害物情報に基づいて先行車が存在すると判定した場合、先行車が存在しないと判定した場
合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度を引き上げる変更を行う。
【０１９５】
　続いて、走行計画生成部３５は、見通し不良環境による回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減
速度の変更を行う（Ｓ５４）。走行計画生成部３５は、ナビゲーションシステム３から送
信された道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間が見通し不良環境であると判定した場
合、見通し不良環境ではないと判定した場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度
を引き下げる変更を行う。
【０１９６】
　次に、走行計画生成部３５は、先細りカーブによる回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度
の変更を行う（Ｓ５５）。走行計画生成部３５は、ナビゲーションシステム３から送信さ
れた道路地図情報に基づいて最高速度拘束区間のカーブが先細りカーブであると判定した
場合、先細りカーブではないと判定した場合と比べて回生ブレーキ区間Ｄ３の最大減速度
を引き下げる変更を行う。
【０１９７】
　その後、走行計画生成部３５は、低速許容区間Ｅ及び最高速度拘束区間を除いた区間で
、走行計画の速度パターンに低速違和感速度以下の領域が存在するか否かを判定する（Ｓ
５６）。なお、高効率加速を行う高効率加速区間Ｄ１において低速違和感速度以下の領域
があっても運転者や周辺車両に違和感は生じないので、高効率加速区間Ｄ１における低速
違和感速度以下の領域は判定対象に含まない。走行計画生成部３５は、低速違和感速度以
下の領域が存在しないと判定した場合、ステップＳ６０に移行する。
【０１９８】
　走行計画生成部３５は、低速違和感速度以下の領域が存在すると判定した場合、フリー
ラン減速区間Ｄ２の一部に回生ブレーキ区間Ｄ３を設定する（Ｓ５７）。走行計画生成部
３５は、フリーラン減速区間Ｄ２より減速度の大きい回生ブレーキ区間Ｄ３を設定するこ
とで、高効率加速区間Ｄ１の長さを確保して、平均速度を向上させる。
【０１９９】
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　その後、走行計画生成部３５は、再び低速許容区間Ｅ及び最高速度拘束区間を除いた区
間で、走行計画の速度パターンに低速違和感速度以下の領域が存在するか否かを判定する
（Ｓ５８）。走行計画生成部１５は、未だ低速違和感速度以下の領域が存在すると判定し
た場合、回生ブレーキ区間Ｄ３を延長する（Ｓ５９）。走行計画生成部３５は、回生ブレ
ーキ区間Ｄ３を延長することで、高効率加速区間Ｄ１の長さを確保して平均速度を更に向
上させる。
【０２００】
　走行計画生成部３５は、低速違和感速度以下の領域が存在しなくなるまで、回生ブレー
キ区間Ｄ３の延長を繰り返す。走行計画生成部３５は、低速違和感速度以下の領域が存在
しないと判定した場合、ステップＳ６０に移行する。
【０２０１】
　ステップＳ６０において、走行計画生成部３５は、生成した走行計画に基づいた走行制
御信号を車両制御部６に送信する。車両制御部６は、ＥＣＵ２の走行計画生成部３５から
送信された走行制御信号に基づいて、走行計画に沿った車両の走行制御を実行する。
【０２０２】
　次に、第３の実施形態に係る走行計画生成装置３１及び走行計画生成方法の作用効果に
ついて説明する。
【０２０３】
　第３の実施形態に係る走行計画生成装置３１及び走行計画生成方法によれば、低速許容
距離に加えて低速違和感速度を車両の周囲の交通状況に基づいて変更することで、交通状
況に応じた走行計画を生成することができ、運転者や周辺車両に対する違和感を更に少な
くすることができる。
【０２０４】
　また、この走行計画生成装置３１及び走行計画生成方法によれば、車両の周辺を走行す
る周辺車両の車速統計情報に基づいて低速違和感速度を変更することで、周辺車両の流れ
に合わせた走行計画を生成できるので、運転者及び周辺車両に与える違和感を少なくする
ことができる。
【０２０５】
　また、この走行計画生成装置３１及び走行計画生成方法によれば、周辺車両の車速統計
情報における平均速度から標準偏差の二倍の値を除いた速度に低速違和感速度を変更する
ことで、周辺車両のうちおよそ１０台に１台存在する車両の遅さを下回らないようにする
ことができるので、運転者及び周辺車両に与える違和感を少なくしつつ燃費向上に有利な
走行計画を生成することができる。
【０２０６】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではない。
【０２０７】
　例えば、本発明は、ハイブリット車両以外の車両に対しても適用可能である。ガソリン
車両に適用した場合には、回生ブレーキに代えてエンジンブレーキや油圧ブレーキを用い
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【０２０８】
　本発明は、車両の進路に沿って走行計画を生成する走行計画生成方法及び走行計画生成
装置に利用可能である。
【符号の説明】
【０２０９】
　１，２１，３１…走行計画生成装置　２，２３，３２…ＥＣＵ　３…ナビゲーションシ
ステム　４…路車間通信部　５…走行状態検出部　６…車両制御部　１１…道路環境認識
部　１２…最高速度拘束区間設定部（最高速度拘束区間設定ユニット）　１３…信号機表
示推定部　１４…加減速区間設定部（加減速区間設定ユニット）　１５，２５…走行計画
生成部（走行計画生成ユニット）　２２…障害物検出部　２４…低速許容区間設定部（低
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速許容区間設定ユニット）　２６…低速許容距離変更部（低速許容距離変更ユニット）　
３３…低速違和感速度変更部（低速違和感速度変更ユニット）　Ａ…左カーブ　Ａ１…最
高速度拘束区間　Ａ２…拘束速度条件　Ｂ…下り坂　Ｃ…十字交差点　Ｃ１…最高速度拘
束区間　Ｃ２…拘束速度条件　Ｄ１…高効率加速区間　Ｄ２…フリーラン減速区間　Ｄ３
…回生ブレーキ区間　Ｅ…低速許容区間　Ｐ１－Ｐ３…速度パターン
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