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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドライバの車両運転状況に対し、センタのコンピュータによって安全運転に関する診断
を行う運転診断方法であって、
　車載端末もしくはカーナビゲーション装置から通信網を介して取得される車両の運転挙
動データを受信する第１のステップと、
　前記運転挙動データに基づく時系列情報から加速度分布を求め、前記加速度分布の尖度
から、前記車両の追従走行、自由走行の別を示す走行属性を判断する第２のステップと、
　前記運転挙動データに基づく時系列情報から加速度分布を求め、前記加速度分布を統計
処理して前記走行属性毎に安全診断コンテンツを生成する第３のステップと、
を有することを特徴とする運転診断方法。
【請求項２】
　前記走行属性毎、診断項目のそれぞれに用意される閾値と比較し、その結果によってド
ライバに注意を喚起する警報を出力する第４のステップを有することを特徴とする請求項
１に記載の運転診断方法。
【請求項３】
　前記第２のステップは、
　前記車両に搭載された現在位置を計測するセンサから信号を取得して走行区域を抽出す
るサブステップと、
　当該抽出された走行区域を地図情報と照らし合わせ、市街地走行、郊外走行の別を示す
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走行属性を判断するサブステップと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の運転診断
方法。
【請求項４】
　前記第２のステップは、
　前記車両に搭載された現在位置を計測するセンサから信号を取得して走行区域を抽出す
るサブステップと、
　前記抽出された走行区域を地図情報と照らし合わせ、右左折の別を示す走行属性を判断
するサブステップと、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の運転診断方法。
【請求項５】
　前記第２のステップは、
　前記車両に搭載された現在位置を計測するセンサから信号を取得して方位角を判断して
右左折を示す走行属性を判断するサブステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の
運転診断方法。
【請求項６】
　前記第２のステップは、
　前記車両に搭載された現在位置を計測するセンサから信号を取得して走行区域を抽出す
るサブステップと、
　前記抽出された走行区域を渋滞地図情報と照らし合わせ、渋滞の有無を示す走行属性を
判断するサブステップと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の運転診断方法。
【請求項７】
　前記第２のステップは、
　前記挙動データから自車両の速度分布を求めるサブステップと、
前記速度分布を閾値と比較して渋滞の有無を示す走行属性を判断するサブステップとを含
むことを特徴とする請求項１に記載の運転診断方法。
【請求項８】
　前記第３のステップは、
　前記加速度分布の加減速の対称度を示す統計量として歪度を用い、加速度の広がり具合
を示す統計量として標準偏差を用いるサブステップを含むことを特徴とする請求項１に記
載の運転診断方法。
【請求項９】
　ドライバの車両運転状況に対し、センタのコンピュータによって安全運転に関する診断
を行う運転診断装置であって、
　車載端末もしくはカーナビゲーション装置から通信網を介して取得される運転挙動デー
タを受信する手段と、
　前記運転挙動データに基づく時系列情報から加速度分布を求め、前記加速度分布の尖度
から、前記車両の追従走行、自由走行の別を示す走行属性を判断する手段と、
　前記運転挙動データに基づく時系列情報から加速度分布を求め、前記加速度分布を統計
処理して前記走行属性毎に安全診断コンテンツを生成する手段と、
を備えたことを特徴とする運転診断装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドライバの車両運転状況に対し、安全運転、省燃費運転に関する診断を行う
用途に用いて好適な、運転診断方法およびその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　安全運転の診断に関し、加速度情報に基づき危険を判定して警告を発する技術が知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。
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　また、省燃費運転の診断に関し、急加速行為、減速行為といった燃料を通常以上に消費
する行為を検出して警告を行う技術（例えば、特許文献２参照）、エンジン回転速度と負
荷と燃費率の関係が規定された燃費マップを元に走行状態を判定し、ドライバの操作行為
を推定してその情報を元に警告を行う技術が知られている（例えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開２００４－２６０９８号公報（段落０００８～０００９、図１）
【特許文献２】特開２００３－３３１３８０号公報（段落０００６～００１１、図１）
【特許文献３】特開２００４－６０５４８号公報（段落０００５、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記した特許文献１に開示された技術によれば、交通渋滞の有無、市街地や郊外走行、
追従走行や自由走行、それぞれの区別無く、安全運転診断を行っている。このため、上り
坂、渋滞、追従走行等においてドライバは速度を出しにくく、安全サイドに判定される。
従って、走行場所、走行条件等により公平な評価を行うことが困難であった。
　また、前記した特許文献２、３に開示された技術によれば、上り坂や重い荷物を積載し
て走行した場合には、例え、省燃費運転を心がけたとしても燃費が悪化して評価が悪くな
る傾向にあり、従って、走行場所や条件によって公平な評価を行うことが困難であった。
【０００４】
　本発明は前記した事情に基づきなされたものであり、例えば、自由走行や追従走行等の
走行属性毎に安全運転診断コンテンンツ、もしくは省燃費診断コンテンツを生成すること
により、前記した走行場所や条件に影響されることなく、公平な安全運転診断、あるいは
省燃費診断を行うことのできる、運転診断方法およびその装置を提供することを課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記した課題を解決するために本発明は、車載端末もしくはカーナビゲーション装置か
ら通信網を介して取得される車両の挙動データを受信し、当該挙動データから時系列情報
から加速度分布を求め、加速度分布の尖度から、車両の追従走行、自由走行の別を示す車
両の走行属性を判断し、挙動データに基づく時系列情報から加速度分布を求め、当該加速
度分布を統計処理して走行属性毎に安全診断コンテンツを生成することとした。
 
【０００６】
　このことにより、例えば、追従走行や自由走行等、走行属性に応じた安全運転診断コン
テンツが得られるため公平な評価が得られる。
　なお、走行属性毎、診断項目のそれぞれに用意される閾値と比較し、その結果によって
はドライバに注意を喚起する警報を出力することとした。
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、走行属性毎に安全運転診断コンテンンツを生成することにより、前記
した走行場所や条件に影響されることなく公平な安全運転診断を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１は本発明実施形態に係る運転診断方法を用いた運転診断システムのシステム構成図
である。本システムでは、車両３に設置された各種センサ類からカーナビゲーション装置
４を介して収集された車両の挙動データ、例えば、加速度に関する時系列情報を元に、加
速度の歪度と標準偏差と尖度等の統計情報を生成し、交通安全サービスセンタ１にある運
転診断サーバ１０（運転診断装置）へ送信する。なお、前記した統計情報は運転診断サー
バ１０が生成しても良い。
【０００９】
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　交通安全サービスセンタ１では、その加速度の歪度と標準偏差と尖度等の統計情報を元
に安全運転診断を行い、生成される安全運転コンテンツを図示せぬ無線通信網経由でカー
ナビゲーション装置４に伝送する。そしてカーナビゲーション装置４の表示モニタを通じ
て、ドライバドライバに安全運転診断コンテンツの表示を行う。ここで、歪度と標準偏差
は、交通安全サービスセンタ１の運転診断サーバ１０が持つデータベースに記憶され、診
断の精度向上をはかるために使用され、尖度は、走行属性の一つを判断（追従走行と自由
走行の時間割を特定）するために使用される。
　また、カーナビゲーション装置４は、センサ類を介して収集された挙動データ、例えば
、エンジン回転速度、アイドリング開始／終了時間等に基づき、燃料消費マップを参照し
て省燃費運転診断を行う。省燃費診断は交通安全サービスセンタ１の運転診断サーバ１０
が行っても良い。前者によればリアルタイムに省燃費診断を行うことができ、後者によれ
ば他のドライバとの比較等、詳細な省燃費診断を行うことができる。
【００１０】
　ここでは、前記した安全運転診断や省燃費運転診断を行う際、最初に、追従走行と自由
走行の別、渋滞の有無、右左折の別、市街地と郊外走行の別等の走行属性を判断し、これ
ら走行属性毎に安全運転診断コンテンツや省燃費運転診断コンテンツを生成することを特
徴とする。詳細は後記する。
　なお、ドライバは、カーナビゲーション装置４のみならず、インターネット等の通信網
６を利用してドライバの自宅ＰＣ（パーソナルコンピュータ）７からも交通安全サービス
センタ１の運転診断サーバ１０にアクセスすることにより、安全運転診断コンテンツ、も
しくは省燃費運転診断コンテンツを閲覧することも可能である。また、インターネット等
により、自宅ＰＣ７のみならず、会社のＰＣや携帯電話による閲覧も可能である。更に、
ここでは車両３にカーナビゲーション装置４が搭載される例を示したが、専用の車載端末
でも代替が可能である。
【００１１】
　次に、安全運転診断方法の運用形態について図２に示すシーケンス図を用いて説明する
。まず、予めドライバと交通安全サービスセンタ１との間で、交通安全診断の契約を結ぶ
。そして交通安全サービスセンタ１で、ドライバの情報を登録し、安全運転診断サービス
の開始を行う（Ｓ２１）。カーナビゲーション装置４は、日または契約した単位時間毎に
、車両３の随所に設置されたセンサ類を介して得られる加速度時系列情報により、加速度
の標準偏差、歪度、尖度に関して計算（統計処理）を行う（Ｓ２２）。そして、通信事業
者を介し、走行属性および歪度、尖度、標準偏差に関するデータ送信を行い、交通安全サ
ービスセンタ１へ送る。
　交通安全サービスセンタ１内では、交通安全の度合いの計算と、ドライバへ通知するメ
ッセージから成る安全運転診断コンテンツの作成を行う（Ｓ２３）。また同時に、その情
報をデータベースに蓄積する。そして、その安全運転診断コンテンツ（安全運転の度合い
を含む）の内容は、通信事業者を介してドライバのカーナビゲーション装置４へ伝送され
る。そして、カーナビゲーション装置４では、安全運転診断により得られる診断項目毎の
コンテンツを予め用意された閾値と比較し、その結果によっては画面に安全運転警告の表
示を行う（Ｓ２４）。
【００１２】
　ここでの加速度歪度、標準偏差、尖度の計算方法、交通安全の度合いの計算方法、交通
安全の度合いに関する精度向上のための方法については、後記する。また、カーナビゲー
ション装置４に表示される安全運転診断コンテンツについても後記する。なお、ここでは
、加速度歪度と尖度、そして標準偏差はカーナビゲーション装置４が計算を行うものとし
たが、カーナビゲーション装置４から交通安全サービスセンタ１の運転診断サーバ１０に
送る内容を加速度時系列情報のみとし、交通安全サービスセンタ１の運転診断サーバ１０
が加速度歪度と標準偏差と尖度の計算を行っても良い。
【００１３】
　また、安全運転診断は交通安全サービスセンタ１で行うだけでなく、カーナビゲーショ
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ン装置４内で行ってもよい。この場合、カーナビゲーション装置４のプログラム実行処理
について、図３に示すＰＡＤ（Problem Analysis Diagram）表現を用いて説明する。
　まず、ドライバが車両の電源ＯＮ操作を行う（Ｓ３１）。続いて車両エンジンをＯＮ操
作し（Ｓ３２）、このことにより、カーナビゲーション装置４は、車両のエンジンがＯＮ
の間、加速度の時系列情報の記録を行う（Ｓ３３）。加速度の時系列情報を記録する記憶
テーブルは、例えば、延べ走行時間と、加速度を計測した計測時刻とこれに対する加速度
の値とから成るものとする。また、加速度を計測した時刻と加速度の値とは記録時間分用
意されているものとする。この時系列の加速度の記録は、車両エンジンがＯＮの間は繰り
返し行われる。
【００１４】
　そして、カーナビゲーション装置４は、サイドブレーキを引く等により車両の停止が確
認される場合や、あらかじめ設定した時間や１時間等の時間間隔毎、センサ類を介して取
り込まれた信号に基づき走行属性を判断する（Ｓ３４）。更に、カーナビゲーション装置
４は、前記記録した時間内での加速度標準偏差の計算（Ｓ３５）、加速度歪度・尖度の計
算を行い（Ｓ３６）、これら計算値を元にして安全度合いの計算を行う（Ｓ３７）。そし
てその度合いを元に数値とメッセージとから成る安全運転診断コンテンツを前記した走行
属性毎に生成し、その内容を画面に表示する（Ｓ３８）。
【００１５】
　なお、走行属性としては、前記した「追従走行と自由走行の別」の他に、「市街地走行
と郊外走行の別」、「右左折の別」、「渋滞の有無」等がある。
　「追従走行と自由走行の別」については、自車両と前方走行車両との間の車間距離を計
測するセンサから信号を取得するか、または、加速度分布から加速度の鋭角度または平坦
度を示す統計量として尖度を監視することで判断が可能である。また、「市街地走行と郊
外走行の別」は、現在位置を計測するセンサ、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning Sys
tem）から信号を取得して走行区域を抽出し、当該抽出された走行区域を地図情報と照ら
し合わせることで判断が可能である。また、「右左折の別」は、ＧＰＳにより走行区域を
抽出し、当該抽出された走行区域を地図情報と照らし合わせるか、もしくはＧＰＳから方
位角を判断することにより判断が可能である。更には、多くの車両に標準的に搭載されて
いる車輪速センサから得られる左右輪の速度差を照合することで「右左折の別」を判断可
能である。また、「渋滞の有無」は、ＧＰＳにより走行区域を抽出し、当該抽出された走
行区域を渋滞地図情報と照らし合わせることにより、もしくは、自車両の速度分布を求め
、当該速度分布を閾値と比較することにより判断することができる。
【００１６】
　次に、省燃費運転診断方法の運用形態について図４に示すシーケンス図を用いて説明す
る。まず予め、ドライバと交通安全サービスセンタ１間で、省燃費運転診断の契約を結ぶ
。そして交通安全サービスセンタ１で、ドライバの情報を登録し、省燃費運転診断サービ
スの開始を行う（Ｓ４１）。カーナビゲーション装置４は、日または契約した単位時間毎
、センサ類を介して取り込まれるアクセル開度、エンジン回転速度等、ドライバの行動軌
跡情報を採取する（Ｓ４２）。このとき、後記する距離センサ等により前方車両との距離
を計測し、あるいは安全運転診断の際に計算した加速度尖度に基づき追従走行／自由走行
の別（走行属性の一つ）を判断している。そして、通信事業者を介し、前記した走行属性
および行動軌跡データに関する送信を行い、交通安全サービスセンタ１へ送る。
【００１７】
　交通安全サービスセンタ１内では、前記した行動軌跡データを受信し、後記する燃料消
費マップと照らし合わせて省燃費運転の度合いの計算（Ｓ４３）と、ドライバへ通知する
メッセージとから成る省燃費運転診断コンテンツの作成を行う。また同時に、その情報（
コンテンツ）をデータベースに蓄積する。そして、その省燃費運転診断コンテンツの内容
は、通信事業者を介してドライバのカーナビゲーション装置４へ伝送される。そして、カ
ーナビゲーション装置４では、省燃費運転診断により得られる診断項目毎のコンテンツを
予め用意された閾値と比較し、その結果によっては画面に省燃費警告の表示を行う（Ｓ４
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４）。
【００１８】
　また、前記した省燃費運転診断は、交通安全サービスセンタ１で行うことなく、カーナ
ビゲーション装置４内で行えば、ドライバはリアルタイムにその結果を取得できる。この
場合のカーナビゲーション装置４のプログラム構造について、図５に示すＰＡＤ表現を用
いて説明する。
　まず、ドライバが車両の電源ＯＮ操作を行う（Ｓ５１）。続いて車両エンジンをＯＮ操
作し（Ｓ５２）、このことにより、カーナビゲーション装置４は、車両のエンジンがＯＮ
の間、後記するエンジンコントロールユニットや車両に搭載された各種センサから、少な
くともエンジン回転速度とアクセル開度とに関する情報を取得してドライバの行動軌跡の
記録を時系列に行う（Ｓ５３）。この行動軌跡に関する時系列情報は車両エンジンがＯＮ
の間は繰り返し記録される。
　そして、前記した安全運転診断の場合と同様に、サイドブレーキを引く等により車両の
停止が確認されたときや、あらかじめ設定した時間や１時間等の時間間隔毎に、走行属性
を判断する（Ｓ５４）。更に、カーナビゲーション装置４は、その行動軌跡から燃料消費
率マップに照らし合わせて燃料効率の評価を行い（Ｓ５５）、そして、その評価を元に数
値とメッセージとから成る省燃費運転診断コンテンツを前記した走行属性毎に生成し、そ
の内容を画面に表示する（Ｓ５６）。
【００１９】
　図６は本発明実施形態に係わるカーナビーション装置の構成を示す図である。カーナビ
ゲーション装置４は、ディスプレイ４７、ボタン等の操作スイッチからなる入力部４４、
カーナビゲーション装置４のプログラム、地図、加速度の時系列情報を一時的に記憶する
メモリ４２、制御中枢となるＣＰＵ４１、通信網６とのデータ送受信を行うモデム４５、
ＣＰＵ４１によって生成される情報を映像信号に変換し、あるいは外部接続される距離セ
ンサ、加速度センサ、荷重センサ等を含む各種センサ３１、エンジンコントロールユニッ
ト３０から入力される情報を取り込む入出力制御装置（以下、Ｉ／Ｏ４６）、ＧＰＳ受信
機４９から成る。なお、符号４０は、ＧＰＳアンテナである。
　また、メモリ４２が揮発性メモリである場合には、この他に、過去の安全運転診断コン
テンツ、省燃費運転診断コンテンツを保持しておくための不揮発性メモリを備えていても
良い。但し、前記したコンテンツ作成、警告生成をカーナビゲーション装置４で行う場合
は、モデム４５は必ずしも必要では無い。
【００２０】
　ここで、加速度の計測は各種センサ３１が行う。ここでは、車速センサ、加速度センサ
のいずれかが用意されているとする。ここで、車速センサのみが用意されていた場合は、
車速センサの出力である車速パルスを１秒間隔（または０．５秒などの値でも良い）で取
得した時系列データを微分することにより、加速度が得られる。また、加速度センサのみ
の場合には、加速度センサの出力を１秒間隔（または０．５秒などの値でもよい）で取得
すればよい。また各種センサ３１に、速度または加速度が取得可能なセンサが含まれてい
ない場合には、ＧＰＳ受信機４９から得られる速度を１秒間隔で取得し、その値を微分す
ることにより加速度が得られる。これらの演算処理はＣＰＵ４１が行う。
【００２１】
　図７は、本発明実施形態に係わる運転診断装置の内部構成を機能展開して示したブロッ
ク図である。具体的には、図１に示す運転診断サーバ１０の構成を示す。
　運転診断サーバ１０は、通信制御部１１と、安全運転診断コンテンツ生成部１２と、省
燃費運転診断コンテンツ生成部１３と、帳票出力部１４と、車両ＤＢ（Data Base）１５
とで構成される。
　通信制御部１１は、図示せぬ有線、無線通信網との接続インターフェースを司り、仮に
、これらがインターネットを用いて接続されていた場合、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission C
ontrol Protocol／Internet Protocol）が実装され、同プロトコルに従い通信を行うこと
になる。通信制御部１１はまた、カーナビゲーション装置４から取得される運転挙動デー
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タを受信する手段として機能する。
【００２２】
　安全運転診断コンテンツ生成部１２は、カーナビゲーション装置４から取得される運転
挙動データに基づく時系列情報から加速度分布を求め、当該加速度分布を統計処理して走
行属性毎に安全診断コンテンツを生成する手段として機能し、ここでは、走行属性判断部
１２１と、速度情報ＴＢＬ（Table）作成部１２２と、加速度統計情報ＴＢＬ作成部１２
３と、急ハンドル回数・最大ハンドル加速度算出部１２４と、加速度標準偏差・歪度・尖
度算出部１２５を含む。なお、加速度は、車両速度情報の初速度（前回値、ｍ－１番目の
データ）と終速度（今回値、ｍ番目のデータ）との差（△Ｖ）と、計測時間差（△ｔ）と
により計算される。
【００２３】
　走行属性判断部１２１は、前記したようにカーナビゲーション装置４から送信される運
転挙動データから、「追従走行と自由走行の別」の他に、「市街地と郊外走行の別」、「
右左折の別」、「渋滞の有無」等、車両の走行属性を判断する手段として機能する。また
、速度情報ＴＢＬ作成部１２２は、カーナビゲーション装置４から定時間間隔で取得され
る車両位置情報と車両速度情報とを用い、位置情報を地図上にマッピングし、現在位置に
おける速度規制情報を取り込み、当該速度規制情報と車両速度情報との比較により、走行
時間内における速度規制を超過して走行した時間の割合を算出した値を、通信制御部１１
を介して車両ＤＢ１５における物理データＴＢＬ１５４に書き込む機能を持つ。
　また、加速度統計情報ＴＢＬ作成部１２３は、カーナビゲーション装置４から定時間間
隔で取得される車両速度情報の初速度と終速度との差分に応じて決定される急加減速（加
速度と同じ計算方法により計算される）が発生する回数をカウントし、走行単位時間当た
りに発生した急加減速の回数の平均値、およびその最大加速度を算出して物理データＴＢ
Ｌ１５４内に書き込む機能を持つ。
【００２４】
　なお、加速度が所定値以上（例えば、３０ｋｍ／ｈ／ｓｅｃ、４０ｋｍ／ｈ／ｓｅｃ）
である前記減速回数をヒヤリハット回数として定義し、そのときの最大ヒヤリハット加速
度も診断項目の一つとして使用する。
　急ハンドル回数・最大ハンドル加速度算出部１２４は、カーナビゲーション装置４から
取得される急ハンドル状態により車両の遠心力の分布を求め、当該遠心力分布による遠心
力の標準偏差を算出する機能を持つ。
　また、加速度標準偏差・歪度・尖度算出部１２５は、カーナビゲーション装置４から定
時間間隔で取得される加速度情報により車両３の加速度の分布を求め、加速度分布による
標準偏差と、加減速分布との偏りを算出する機能を持つ。詳細は後記する。
【００２５】
　前記した、走行属性判断部１２１、速度情報ＴＢＬ作成部１２２、加速度統計情報ＴＢ
Ｌ作成部１２３、急ハンドル回数・最大ハンドル加速度算出部１２４、加速度標準偏差・
歪度・尖度算出部１２５のそれぞれで算出された値は、それぞれの診断項目として安全運
転診断コンテンツ生成部１２へ供給され、当該安全運転診断コンテンツ生成部１２で統計
処理され、帳票出力部１４により安全運転診断コンテンツとして帳票出力される。
　安全運転診断コンテンツ生成部１２は、また、安全運転指導員のアクセスに基づき、生
成された診断項目毎のコンテンツに対して、あるドライバの運転傾向に関する評価データ
を付加し、そのドライバに対して安全運転指導を行うために必要な安全診断コンテンツを
、帳票出力部１４を介して帳票出力する機能を持つ。このとき、安全運転診断コンテンツ
生成部１２は、各診断項目を総合的に判断して安全運転の度合いを点数化し、帳票に反映
させる。また、診断項目毎に、複数ドライバの運転傾向を示す相対比較のための評価デー
タを帳票出力する機能も併せ持つ。ここで生成される帳票の一例は図１１～図１４に示さ
れている。詳細は後記する。
【００２６】
　一方、省燃費運転診断コンテンツ生成部１３は、カーナビゲーション装置４を介して取
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得される運転挙動データに基づき時系列情報を生成し、後記する燃費マップに照らし合わ
せて燃料消費量を推定し、走行属性毎に省燃費運転診断コンテンツを生成する手段として
機能し、走行属性判断部１３１と、アイドリング集計処理部１３２と、燃料効率評価部１
３３と、燃費マップ１３４とで構成される。
　走行属性判断部１３１は、前記したようにカーナビゲーション装置４から送信される運
転挙動データから、「追従走行と自由走行の別」の他に、「市街地と郊外走行の別」、「
右左折の別」、「渋滞の有無」等、車両の走行属性を判断する手段として機能する。また
、アイドリング集計処理部１３２は、カーナビゲーション装置４から取得される、エンジ
ンＯＮで位置情報に変化のないアイドリング状態が所定時間経過したときに、その回数と
時間をアイドリングヒストグラムとして通信制御部１１を介して車両ＤＢ１５の加速度ヒ
ストグラムＴＢＬ１５３に書き込む機能を持ち、省燃費運転診断コンテンツ生成のための
診断項目として使用される。
【００２７】
　なお、アイドリングと空ふかしは、実際の燃料消費と速度の時系列情報、アクセル開度
、エンジンのＯＮ／ＯＦＦ信号により判定するものとし、速度０でエンジンがＯＮ時の時
間帯をアイドリング、アイドリングの中でアクセル開度が正になる時間帯を空ふかしと判
定する。
　また、燃料効率評価部１３３は、カーナビゲーション装置４を介して取得される運転挙
動データのうち、加速度、燃料消費量、アクセル開度、ブレーキ踏力、質量、勾配から成
る時系列情報を元に省燃費運転診断を行う。省燃費運転診断において、燃料効率評価部１
３３は、ドライバの行動軌跡を示す前記した時系列情報を、あらかじめ用意された燃料マ
ップ１３４に照らし合わせて燃料消費量を推定する。ここで得られる燃料消費量より実際
の消費燃料が多かった場合に燃費マップ１３４の過剰排気運転を判定して燃料効率の評価
を行う。
【００２８】
　なお、本実施形態において使用される燃費マップ１３４は、図８に示されるように、ア
クセル開度とエンジン回転速度と、燃費との関係が３次元で定義されたマップ構造を持つ
。トルクは、アクセル開度とエンジン回転速度とをパラメータとした関数（f（アクセル
開度，エンジン回転速度））により求められ、それに従い最も効率の良い行動パターンが
太線で示されている。
　この太線の曲線は、トルクＴｎを固定にして曲線を描き、この曲線上で燃費が最大にな
る点を求めることにより求められる。すなわち、この燃費が最大になる点座標を（アクセ
ル開度ｎ，エンジン回転速度ｎ）とし、トルクをＴn+1、Ｔn+2、・・・と少しずつ変化さ
せてこの燃費が最大になる点座標（アクセル開度ｎ+1，エンジン回転速度ｎ+1）、（アク
セル開度ｎ+2，エンジン回転速度ｎ+2）、・・・を作る。そして、これらの点座標を繋げ
た曲線を最も効率のよい行動パターン曲線（図８の太線）とする。
　ここでは、あらかじめその行動パターンとして許容範囲が閾値ＴＢＬ１５７にあらかじ
め閾値として定義されており、ドライバの行動曲線が許容範囲を超えたアクセル開度のと
きに省燃費警告を発することとする。
【００２９】
　なお、燃料効率評価部１３３は、走行属性判定部１３１から通知される走行属性毎にド
ライバの行動軌跡に従う燃費を集計し、前記したように当該燃費が予め定義された閾値よ
り大きな走行状態において注意を喚起する。ここで、消費燃料の閾値として、燃費マップ
１３４に示された燃料より多い量の燃料が噴射された状態（排気ガスが通常時に比べて悪
い状態）、または、同じ車種の複数ドライバが使用した燃料の平均値よりも多い走行状態
、もしくは一人のドライバの平均消費燃料値とする。また、燃料効率評価部１３３は、ド
ライバの行動軌跡のうち、質量、勾配により消費したエネルギーを燃料消費量から差し引
き、残りの行動軌跡を用いて燃費診断を行うことで公平な省燃費診断を行う。また、質量
の判定方法としては、車両に搭載された荷重センサまたは振動センサによる固有振動値を
計測することで間接的に判定することとする。
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【００３０】
　省燃費運転診断コンテンツ生成部１３は、他に、加速度平均値、平均速度、走行距離、
そして、ドライバの労務管理者によって入力される実熱料消費率を取り込み、アイドリン
グ集計処理部１３２によって算出される回数と時間データと共に統計処理して省燃費運転
診断コンテンツを生成する。
　なお、車両ＤＢ１５は、ドライバデータＴＢＬ１５１と、走行軌跡時系列ＴＢＬ１５２
と、加速度ヒストグラムＴＢＬ１５３と、物理データＴＢＬ１５４と、労務データＴＢＬ
１５５と、燃費データＴＢＬ１５６と、閾値ＴＢＬ１５７とで構成される。
【００３１】
　ここで、各ＴＢＬ（Table）のデータ構造について簡単に説明する。ドライバデータＴ
ＢＬ１５１は、ドライバ、車種、車重、車両番号、運転出発日、運転出発時刻等の書誌事
項の他、走行軌跡時系列ＴＢＬ１５２、加速ヒストグラムＴＢＬ１５３、物理データＴＢ
Ｌ１５４、労務データＴＢＬ１５５、燃費データＴＢＬ１５５の各データフィールドを持
つ。
　走行軌跡時系列ＴＢＬ１５２は、番号、日付、時刻、緯度、経度、種別、最高速度、積
算距離、初速度、終速度、平均速度、加速度分散、横Ｇのデータフィールドから構成され
る。ここで、種別データフィールドにある定周期走行とは、ｎ分間隔のデータ（ｎ＝１、
２、１５）、最高速度とは、過去ｎ分間内での最高速度（単位はｋｍ／ｈ）、平均速度と
は、過去ｎ分間内での平均速度（単位はｋｍ／ｈ）、加速度標準分散とは、過去ｎ分間内
で加速度の分散（ｋｍ／ｈ／ｓｅｃ）２、横Ｇとは、急横Ｇがあったときの横方向の加速
度（右方向が＋、単位はｋｍ／ｈ）、加速度、終速度とは、それぞれ急加減速時に記録さ
れる。急加減速の初速度と終速度（単位はｋｍ／ｈ）をいう。ちなみに横Ｇは、車両の基
本諸元データと、走行軌跡および車両速度情報から計算により求めることができる（例え
ば車両進行方向に直角な方向に作用する横力としても計算可能）。
【００３２】
　なお、図９に、走行軌跡時系列ＴＢＬ１５２の種別のコード（始業、終業、休憩、高速
、高速解除、走行、荷積み、荷卸し／運転自動検出、電源ＯＦＦ、アイドリング開始、ア
イドリング終了、定周期走行、急加速、急減速、急ハンドル）と、そのときの記録情報（
最高速度、積算距離、加速度、遅速度、平均速度、加速度標準偏差、横Ｇがマトリックス
表現されている。
　ここで、〇が付された項目がドライバのボタン（カーナビゲーション装置４）操作によ
り、あるいは各種センサ３１を介して自動収集されるデータ項目である。図８は、例えば
、定周期走行時（安定して走行しているとき）は、最高速度、平均速度、加速度標準偏差
が走行軌跡時系列ＴＢＬ１５２に記録され、急加速時や急減速時は、積算距離、初速度、
終速度が走行軌跡時系列ＴＢＬ１５２に記録されることを示している。なお、アイドリン
グ開始時には積算走行距離が記録されるが、このアイドリング開始時は、アイドリング判
定によりアイドリングが行われていると判定された後に決定される。また、図８において
、横Ｇの記録は、横Ｇセンサを備える車両を用いた実施形態や横Ｇを計算により求める実
施形態において行われるものである。
【００３３】
　一方、加速度ヒストグラムＴＢＬ１５３は、加速度、縦加速回数（前後方向の加速回数
）、横加速回数の各データフィールドを持ち、ここでは、加速度の分布を２０分割（－１
０～＋１０）したときのそれぞれの、縦加速回数と横加速回数とが示される。ここでは、
急加減速の閾値を１１ｋｍ／ｈ／ｓｅｃ（０．３Ｇ）とし、閾値以上のものが記憶される
。ここでの回数は、１秒を計測時間（△ｔ＝１ｓｅｃ）としたときの回数である。
　物理データＴＢＬ１５４は、走行時間、運行時間、走行距離、平均速度、高速道走行時
間、一般道走行時間、高速道走行距離、一般道走行距離、高速道平均速度、一般道平均速
度の各データフィールドから成り、それぞれに書き込まれる一次データから、図示せぬ速
度違反情報ＴＢＬ、加速度統計情報ＴＢＬの二次データが作成され、割り付けられる。
【００３４】
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　労務データＴＢＬ１５５は、運行時間と、連続運転時間最大と、休憩法令違反情報をデ
ータ項目として持つ。
　また、熱費データＴＢＬ１５６は、アイドリング時間合計、アイドリング回数、縦加速
度平均、平均速度、走行距離、実熱料消費率の一次データおよび、これら一次データから
作成される二次データのアイドリングヒストグラムＴＢＬ（図示せず）から成る。なお、
閾値ＴＢＬ１５７には、診断項目毎の閾値が記録されているものとする。
【００３５】
　ここで、加速度標準偏差・歪度・尖度算出部１２５による加速度の標準偏差の計算方法
について述べる。加速度標準偏差は、具体的に以下の演算式（１）を実行することにより
求められる。
【００３６】
【数１】

【００３７】
　ここで、車両ＤＢ１５に、加速度の時系列でなく、予め加速減速についてそれぞれ定め
た閾値以上の加速減速の加速度（以下急加速、急減速と呼ぶ）を記憶している場合の、加
速度の標準偏差の求め方について述べる。具体的に、以下の演算式（２）を実行すること
により求められる。
【００３８】

【数２】

【００３９】
　前記した演算式（２）は、最小二乗法により経験的に求めた近似式とする。演算式（２
）中にある重み係数Ａ（１），Ａ（２），Ａ（３），Ａ（４）は、予め採取した１秒毎の
加速度から求めておく。
　具体的には、予め１秒毎の加速度を採取しておき、その値により前記した演算式（１）
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で求めた加速度分散の真値、加速度系列データから加速減速ついてそれぞれ定めた閾値以
上の値を取り出し、それぞれ急加速データ、急減速データとして、このデータから急加減
速頻度、急加速平均、急加速二乗平均、急減速二乗平均の値を計算し、最小二乗法により
これら重み係数Ａ（０），Ａ（１），Ａ（２），Ａ（３），Ａ（４）を予め求めておく。
また重み係数Ａ（０），Ａ（１），Ａ（２），Ａ（３），Ａ（４）は、ニューラルネット
ワークを用いて関数近似を行って求めても良い。
【００４０】
　次に、加速度歪度の計算方法について述べる。具体的には以下の演算式（３）を実行す
ることにより求められる。
【００４１】
【数３】

【００４２】
　ここで、加速度標準偏差とは演算式（１）を実行することにより計算した値である。こ
こで、加速度の時系列でなく、予め定めた加速原則の閾値以上の加速度を記憶している場
合の、加速度の歪度の求め方について述べる。
　以下の演算式（４）は、最小二乗法により経験的に求めた近似式とする。
【００４３】

【数４】

【００４４】
　ここでの式中にある重み係数Ｂ（０），Ｂ（１），Ｂ（２），Ｂ（３），Ｂ（４），Ｂ
（５）は、予め採取した１秒毎の加速度から求めておく。具体的には、予め１秒毎の加速
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度を採取し、その値により演算式（３）で求めた加速度分散の真値、加速度時系列から閾
値以上の値を取りだし、急加減速頻度、急加速平均、急減速平均、急加速二乗平均、急減
速二乗平均、急加速三乗平均、急減速三乗平均の値を計算し、最小二乗法により重み係数
Ｂ（０），Ｂ（１），Ｂ（２），Ｂ（３），Ｂ（４），Ｂ（５）を予め求めておく。また
重み係数Ｂ（０），Ｂ（１），Ｂ（２），Ｂ（３），Ｂ（４），Ｂ（５）は、ニューラル
ネットを用いて関数近似を行って求めても良い。
【００４５】
　次に、加速度尖度の計算方法について述べる。具体的には以下の演算式（５）を実行す
ることにより求められる。
【数５】

　次に、安全運転診断コンテンツの作成方法について述べる。ここで、安全運転の度合い
とは、交通事故を起こす確率に反比例するように設定される。これは、予めドライバの事
故歴（一年あたり何回事故を起こしたかの回数、以下、事故頻度と呼ぶ）が得られる場合
はその情報と、加速度標準偏差、加速度歪度のペアの情報を集めておき、事故頻度を加速
度標準偏差と、加速度歪度の値とで説明するための関係式を求める。これにより、加速度
標準偏差と加速度歪度とを計測すれば、事故の頻度を推定することが可能になる。ここで
加速度標準偏差は、走行地域の影響を受けやすい物理量であるが、ドライバの性格もある
程度反映した量であるため、この物理量も含める。この関係の一例として以下の演算式（
６）を求める方法がある。
【００４６】

【数６】

【００４７】
　ここで、ここでの式中にある重み係数Ｃ（０），Ｃ（１），Ｃ（２）は、予め集めてお
いたドライバの事故歴、加速度標準偏差、加速度歪度のペアの情報から、事故歴データを
事故頻度と見なして、最小二乗法で求めておく。また演算式（６）の事故頻度の逆数を安
全運転の度合いとする。またここで、最小二乗法でなくとも、ニューラルネットを使用し
て、事故頻度を出力、加速度標準偏差、加速度歪度を入力とした関数近似を行って求めて
も良い。
　また、事故歴が得られ難い場合には、事故に至る可能性が高いと考えられる急減速を事
故頻度の代わりのデータとして用いて加速度標準偏差、加速度歪度をもとに前記した演算
式（６）により同様に事故頻度を推定する。
【００４８】
　次に、安全運転の度合いの精度を向上させる方法について述べる。この精度は、前記し
た演算式（６）の最小二乗法またはニューラルネットによる学習により決定される。この
ため、ドライバ（被験者）のデータ数が多くなるにつれ、精度が向上することになる。こ
のため、図１に示す交通安全サービスセンタ１の運転診断サーバ１０に蓄えられた加速度
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の歪度と標準偏差の値の群を用いて再学習を行えば良い。
　また、これらの学習データが全くない場合には簡便な方法として、事前に複数のドライ
バ（被験者）における運転挙動データのうち、加速度時系列データを分析して得られた閾
値を用い、一例として以下のように設定する。すなわち、加速度標準偏差が１．５ｋｍ／
ｈ／ｓｅｃ以上で、かつ、加速度歪度の絶対値が０．３以上のときは、安全運転の度合い
を０とする。また、それ以外のときには、安全運転の度合いを１とする。
【００４９】
　次に、警告画面とそのメッセージ内容について述べる。運転の加速度の分布を元に、ド
ライバの性格を診断して評価を行った安全運転の度合いが、予め設定された閾値以下の場
に警告を与えることにする。ここで、閾値は１つ以上でも良い。本実施形態では図９に示
されるように５段階のレベルを用意し、各レベルの境界となる４つの閾値を用意する。そ
して安全なレベルから順に、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅと名前を付けることにする。また、加速
度の加速側、減速側の分布の偏りを求めるため、加速度の歪度を求めておき、この加速度
の歪度の値が減速側に大きな値を持つ場合には、そのドライバを、加速がゆったりで、減
速が急で危ないと判定し、加速側に大きな値を持つ場合には、加速が急で減速がゆったり
していると判定する。
【００５０】
　例えば、加速度歪度が－０．３以下の場合、０．３以上の場合、それ以外の場合の３通
りに分ける。この３通りに分けた組み合せと、５段階に定義した安全レベルとの組み合わ
せにより、診断メッセージを用意する（図１０）。ここで、加速度歪度が－０．３の場合
には、加速度分布の減速の裾野が加速よりも広いことを意味するため、「ブレーキがきつ
めです」のメッセージを入れる。また、加速度歪度が０．３以上の場合には、加速度分布
の加速の裾野が減速より広いことを意味するため、「アクセルがきつめです」のメッセー
ジを入れる。さらに、加速度歪度が－０．３を超え、０．３未満の場合には、加速度の分
布が左右対称に近いことを意味するため、アクセルがきつい、ブレーキがきついのメッセ
ージは入れない。
【００５１】
　また、図１０に示すように、安全レベルがＡの場合には「安全な運転をしています」、
Ｂの場合には「安全運転に気をつけています」、Ｃの場合には「普通の運転をしています
」、Ｄの場合には「やや荒っぽい運転をしています」、Ｅの場合には「荒っぽい運転をし
ています」のメッセージを入れる。
　また、安全レベルが２つしか設定しない場合のメッセージは、安全レベルＡと安全レベ
ルＥのみの表示とする。すなわち安全運転の度合いが閾値より安全サイド（値が大きい場
合）にある場合はレベルＡのメッセージ群の中から加速度歪度の値に応じてメッセージを
出す。一方、閾値より危険サイド（値が小さい場合）にある場合は安全レベルＥのメッセ
ージ群の中から歪度の値に応じてメッセージを出す。
　この診断メッセージは、交通安全サービスセンタ１の管理者が変更できるようにする。
【００５２】
　次に、安全レベルをＡ～Ｅの５段階に分けた場合における閾値の決め方について説明す
る。この閾値は予めドライバの被験者を集めておき、主観的な安全のレベル分けをしてお
く。そして各々の安全レベルにおける、安全運転の度合いの平均値を求める。この安全レ
ベル毎の平均値の中間値を、各安全レベルの閾値とする。例えば、安全レベルＡの安全運
転の度合いが１００、安全レベルＢの安全運転の度合いが８０とする。この場合、安全レ
ベルＡと安全レベルＢの閾値は９０となる。
【００５３】
　また、安全のレベルが２つである場合の閾値の決め方について説明する。ここで、安全
の度合いが交通事故頻度に基づいて計算されている場合には、平均的なドライバの交通事
故における頻度の逆数とする。また、安全の度合いを急減速の回数に基づいて計算してい
る場合には、平均的なドライバにおける急減速の頻度の逆数とする。ここで、平均的なド
ライバは、日本全国のドライバの平均を使用するか、交通安全サービスセンタ１に蓄えら
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れているドライバの平均値とする。
【００５４】
　ここで、本発明実施形態により作成される帳票について、図１１～図１４を参照しなが
ら説明する。
　図１１に示す帳票は月次帳票であり（ドライバの１ヶ月の平均的評価と１週間の走行情
報の履歴）、各診断項目のうち、特に重要な項目について帳票を作成し、ドライバの月平
均での安全運転、省燃費の傾向を報告するために用いられる。
　ここでは、１ヶ月間における各診断項目の値の変化がグラフ表示されている。
　ここで、通常でない運転と思われる場合、日々帳票により詳細を確認することができる
。また、１ヶ月間の各診断項目値の平均値が記録される。また、前月の値を表示すること
により、その傾向を明示することができる。
【００５５】
　なお、診断項目とは、図１１に示す、ドライバ、走行期間、走行評価、運転傾向、安全
運転点数、省燃費運転点数、走行情報の履歴（燃費［ｋｍ／ｌ］、平均速度［ｋｍ／ｈ］
、総速度超過時間割合［％］、０．３Ｇ以上加速度割合［回／ｈ］、０．３Ｇ以上減速度
割合［回／ｈ］、０．３Ｇ以上ヒヤリハット割合［回／ｈ］）、月平均評価等をいう。
【００５６】
　図１２はドライバの運転操作分析帳票を示す図であり、自由走行における速度分析と、
ブレーキ操作時におけるブレーキ使用率と、アクセルワークおよびギアチェンジ（マニュ
アル車）時の速度分布とが示されている。
　また、図１３は、燃料要因分析帳票を示す図であり、燃費内訳および燃料削減目標毎の
アドバイスが表形式で示されている。
【００５７】
　図１４は４名のドライバ比較データを示す図であり、安全指導前後における運転傾向に
関する評価が示されている。
　ここでは、原点に近いほど安定した速度（定速度）で無駄な加速がない（アクセルワー
クが安定した）ドライバであることを示している。Ｄ氏は、安全指導により、加速、アク
セルワーク共に改善が認められる。補足すると、図において、データが上方にあるほどド
ライバは急加速しやすい傾向にあり、データが下方にあるほどドライバは急減速しやすい
傾向にある。
【００５８】
　以上説明のように本発明は、運転診断サーバ１０が、カーナビゲーション装置４もしく
は車載端末装置から通信網６を介して取得される車両の挙動データを受信し、当該挙動デ
ータから車両の走行属性を判断し、挙動データに基づく時系列情報から加速度分布を求め
、加速度分布を統計処理して走行属性毎に安全診断コンテンツを生成するものである。ま
た、車両に搭載されたセンサ類３１を介して取得される車両の挙動データを受信し、当該
挙動データから車両の走行属性を判断し、挙動データに基づき時系列情報を生成して燃費
消費マップに照らし合わせて燃料消費量を求め、走行属性毎に省燃費運転診断コンテンツ
を生成するものである。
【００５９】
　このことにより、例えば、追従走行や自由走行等、走行属性に応じた安全運転診断ある
いは省燃費診断コンテンツが得られるため公平な評価を得ることができる。なお、走行属
性毎、診断項目のそれぞれに用意される閾値と比較し、その結果によってはドライバに注
意を喚起する警報を出力することで、ドライバは、安全運転、省燃費運転を心がけること
ができる。
　なお、安全運転診断、省燃費運転診断は、車両に搭載されるカーナビゲーション装置あ
るいは車両端末が、交通安全サービスセンタ１にある運転診断サーバ１０に代わって単独
で行っても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
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【図１】本発明実施形態に係わる運転診断方法を用いた運転診断システムのシステム構成
図である。
【図２】本発明実施形態に係わる安全運転診断の運用形態についてシーケンス図で示した
図である。
【図３】本発明実施形態に係わる安全運転診断をカーナビゲーション装置が行う場合のプ
ログラムの構造を説明するために引用したＰＡＤ図である。
【図４】本発明実施形態に係わる省燃費運転診断の運用形態についてシーケンス図で示し
た図である。
【図５】本発明実施形態に係わる省燃費運転診断をカーナビゲーション装置が行う場合の
プログラムの構造を説明するために引用したＰＡＤ図である。
【図６】本発明実施形態におけるカーナビゲーション装置の内部構成ブロック図である。
【図７】本発明実施形態における運転診断装置（運転診断サーバ）の内部構成を機能展開
して示したブロック図である。
【図８】本発明実施形態において使用される燃費マップの一例を示す図である。
【図９】本発明実施形態において使用される車両ＤＢ（走行時系列ＴＢＬ）のデータ構造
の一例を示す図である。
【図１０】本発明実施形態において使用される警告画面とそのメッセージの一例を示す図
である。
【図１１】本発明実施形態において作成される帳票（安全・省燃費運転診断コンテンツ）
の一例を示す図である。
【図１２】本発明実施形態において作成される帳票（安全・省燃費運転診断コンテンツ）
の一例を示す図である。
【図１３】本発明実施形態において作成される帳票（安全・省燃費運転診断コンテンツ）
の一例を示す図である。
【図１４】本発明実施形態において作成される帳票（安全・省燃費運転診断コンテンツ）
の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　　交通安全サービスセンタ
　３　　　車両
　４　　　カーナビゲーション装置
　６　　　通信網
　１０　　運転診断装置（運転診断サーバ）
　１１　　通信制御部
　１２　　安全運転診断コンテンツ生成部
　１３　　省燃費運転診断コンテンツ生成部
　１４　　帳票出力部
　１５　　車両ＤＢ
　１２１，１３１　走行属性判断部
　１２５　加速度標準偏差・歪度・尖度算出部
　１３３　燃料効率評価部
　１３４　燃費マップ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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