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明 細 苦

行動予測装置

技術分野

０００1 本発明は行動予測装置に関し、特に、自亜両の周囲に存在する対象物の行動を

予測する行動予測装置に関するものである。

背景技術

０００2 従来、自動亜を自動走行させる技術が提案されている。例えば、特許文献 には、

道路地図上における自亜の位置を検出しながら、その道路地図上に設定した目的

地まで予定の走行計画をもって道路上を自動走行する自動走行亜にあって、自亜が

次にとる走行計画にともなぅ行動を乗員に報知する手段、または亜々間通信にょり周

囲を自動走行している他亜の位置おょび走行計画の情報を受信して、他亜が次にと

る走行計画にともなぅ行動を自亜の乗員に報知する手段をとる自動走行亜が開示さ

れており、自動走行している自亜や周囲の車両が不意に行動を起して乗員に不安や

不快感を与えるょぅなことがないょぅにする技術が提案されている。

特許文献1:特開平 ０ ０5885号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 しかしながら上述した技術は、某本的に亜線 (レーン)内を保持して走行する亜両 (

自動亜)だけを対象としているため、自動二輪亜、自伝亜及び歩行者等の存在する

環境下においては、自動走行車両の最適な走行計画を生成することが難 、い れづ

問題がある。特に、自動二輪亜、自伝亜及び歩行者の種別を精度良く判別すること

や、これらの挙動を精度良く予測することは難しいため、これらの行動を精度良く予

測することができる技術が望まれている。

０００4 本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、自亜両の周囲に存在

する自動二輪亜、自伝亜及び歩行者の行動を予測する精度を向上させることが可能

な行動予測装置を提供することにある。

課題を解決するための手段



０００5 本発明は、自亜両の周囲に存在する対象物が 自動二輪亜、自伝亜及び歩行者の

いずれかであるかを判別する種別判別手段と、種別判別手段により判男 された対象

物の種別に某づいて、対象物の特性値を仮設定する特性値仮設定手段と、対象物

の挙動を検知する挙動検知手段と、挙動検知手段により検知された対象物の挙動に

某づいて、特性値仮設定手段により仮設定された対象物の特性値を修正する特性

値修正手段と、特性値修正手段により修正された対象物の特性値に某づいて対象

物が 自動二輪亜、自転車及び歩行者のいずれかであるかを設定する種別設定手段

と、特性値修正手段により修正された対象物の特性値と、種別設定手段により設定さ

れた対象物の種別との少なくともいずれかに某づいて対象物の行動を予測する行動

予測手段と、を備えた行動予測装置である。

０００6 この構成によれば、種別判別手段は自亜両の周囲に存在する対象物が 自動二輪

亜、自伝亜及び歩行者のいずれかであるかを判別し、特性値仮設定手段は種別判

別手段により判男 された対象物の種別に某づいて対象物の特性値を仮設定するた

め、対象物の種別に某づいて対象物の特性値を暫定的に決定することができる。

０００7 また、この構成によれば、挙動検知手段は対象物の挙動を検知し、特性値修正手

段は挙動検知手段により検知された対象物の挙動に某づいて特性値仮設定手段に

より仮設定された対象物の特性値を修正するため、実際の対象物の挙動に某づいて

暫定的に決定した特性値を修正して対象物の特性値の精度を向上させることができ

る。

０００8 さらに、この構成によれば、種別設定手段は特性値修正手段により修正された対象

物の特性値に某づいて対象物が 自動二輪亜、自伝亜及び歩行者のいずれかである

かを設定するため、対象物の種別を判別する精度を向上させることができる。

０００9 加えて、この構成によれば、行動予測手段は特性値修正手段により修正された対

象物の特性値と、種別設定手段により設定された対象物の種別との少なくともいずれ

かに某づいて対象物の行動を予測するため、実際の対象物の挙動に某づいて修正

された対象物の特性値と対象物の種別とに某づいて対象物の行動予測を行ぅことに

なり、行動予測の精度を向上させることができる。

００1０ この場合、対象物の特ャ生値は、対象物の道路上における存在領城、対象物が方向



を伝換する可能性である方向伝換性、及び対象物が道路を横断する可能性である

道路横断性を含むことが好適である。

００11 この構成によれば、自動二輪亜、自伝亜及び歩行者のいずれかである対象物の特

性値を安全性の担保ために重要な要素である存在領城、方向伝換性及び道路横断

性を含むものとするため、これらの特性値に某づいてなされた行動予測の価値も向

上する。

００12 この場合、特性値仮設定手段は、存在領城を、亜道の車線中央部、亜道の車線側

縁部及び歩道の3領城の少なくともいずれかに仮設定し、方向伝換性を、大、中及

び小の3段階の少なくともいずれかに仮設定し、道路横断性を、大、中及び小の3段

階の少なくともいずれかに仮設定し、種別判別手段が対象物を自動二輪亜であると

判別したときは、存在領城を亜道の車線中央部、方向伝換性を小、道路横断性を 、

と仮設定し、種別判別手段が対象物を自伝亜であると判別したときは、存在領城を亜

道の車線側縁部及び歩道、方向伝換性を中、道路横断性を中と仮設定し、種別判

別手段が対象物を歩行者であると判別したときは、存在領城を歩道、方向伝換性を

大、道路横断性を大と仮設定することが好適である。

００13 この構成によれば、特性値仮設定手段は、存在領城、方向伝換性及び道路横断

性を段階的に仮設定するため、簡易な手法で各特性値を仮設定することができる。

００14 この場合において、対象物が 自動二輪亜の場合は、自動二輪亜が走行する場所

は主に亜道の車線中央部であり、自動二輪亜は比較的に高速走行を行ぅため方向

伝換性は低く、自動二輪亜は道路を横断して走行することは少ないため、特性値仮

設定手段は、存在領城を亜道の車線中央部、方向伝換性を小、道路横断性を 、と

仮設定する。

００15 また、対象物が 自伝亜の場合は、自伝亜が走行する場所は主に亜道の車線側縁

部及び歩道であり、自伝亜は自動二輪亜よりも低速であるため方向伝換性は中程度

であり、自伝亜は自動二輪亜よりも道路を横断する可能性があるため、特性値仮設

定手段は、存在領城を亜道の車線側縁部及び歩道、方向伝換性を中、道路横断性

を中と仮設定する。

００16 さらに、対象物が歩行者の場合は、歩行者が歩行する場所は主に歩道であり、歩



行者は低速であるため方向伝換性は大きく、歩行者は道路を横断する可能性が高

いため、特性値仮設定手段は、存在領城を歩道、方向伝換性を大、道路横断性を

大と仮設定する。

００17 以上により、特性値仮設定手段は、判別された対象物の種別に見合った特性値を

仮設定することができる。

００18 この場合、特性値修正手段は、種別判別手段が、対象物を自動二輪亜であると判

別したときであって、挙動検知手段が、対象物が亜道の車線側縁部に存在する頻度

が第 閾値を超えることを検出したときは、存在領城を亜道の車線中央部及び車道

の車線側縁部と修正することが好適である。

００19 自動二輪亜は逆伝者によって、亜道の車線中央部を走行する傾向が多いものと、

亜道の車線側縁部を走行する傾向が多いものとに分かれるが、この構成によれば、

種別判別手段が、対象物を自動二輪亜であると判別したときであって、挙動検知手

段が、対象物が亜道の車線側縁部に存在する頻度が第 閾値を超えることを検出し

たとき、すなわち、自動二輪亜が亜線側縁部を走行する頻度が大きい場合には、特

性値修正手段は、存在領城を亜道の車線中央部及び車道の車線側縁部と修正する

ため、実際の自動二輪亜の傾向に合わせて特性値である存在領城を修正することが

できる。

００2０ あるレソま、特性値修正手段は、種別判別手段が、対象物を自伝亜及び歩行者のい

ずれかであると判別したときであって、挙動検知手段が、対象物が亜道に存在する

頻度が第2閾値以上であることを検出したときは、存在領城を亜道と修正し、挙動検

知手段が、対象物が亜道に存在する頻度が第2閾値より 、さい第3閾値以下である

ことを検出したときは、存在領城を歩道と修正し、挙動検知手段が、対象物が亜道に

存在する頻度が第2閾値未満であって第3閾値を超えていることを検出したときは、

存在領城を亜道及び歩道と修正することが好適である。

００2 1 自伝亜や歩行者は、横断等の都合や道路状況等によって、亜道に位置する傾向

が多いものと、歩道に位置する傾向が多いものとに分かれる。しかし、この構成によれ

ば、種別判別手段が、対象物を自伝亜及び歩行者のいずれかであると判別したとき

であって、挙動検知手段が、対象物が亜道に存在する頻度が第2閾値以上であるこ



とを検出したとき、すなわち、自伝亜や歩行者が亜道に存在する頻度が大きい場合

には、特性値修正手段は、存在領城を亜道と修正する。また、挙動検知手段が、対

象物が亜道に存在する頻度が第2閾値より 体い第3閾値以下であることを検出した

とき、すなわち、自伝亜や歩行者が亜道に存在する頻度が 、さい場合には、特性値

修正手段は、存在領城を歩道と修正する。さらに、挙動検知手段が、対象物が亜道

に存在する頻度が第2閾値未満であって第3閾値を超えていることを検出したとき、

すなわち、自伝亜や歩行者が亜道に存在する頻度が中程度の場合には、特性値修

正手段は、存在領城を亜道及び歩道と修正する。このため、実際の自伝亜や歩行者

の傾向に合わせて特性値である存在領城を修正することができる。

００22 また、特性値修正手段は、挙動検知手段が、対象物が単位時間内に進行方向を

維持する頻度が第4閾値以上であることを検出したときは、方向伝換性を小と修正し

、挙動検知手段が、対象物が単位時間内に進行方向を維持する頻度が第4閾値より

体い第5閾値以下であることを検出したときは、方向伝換性を大と修正し、挙動検

知手段が、対象物が単位時間内に進行方向を維持する頻度が第4閾値未満であっ
て第5閾値を超えていることを検出したときは、方向伝換性を中と修正することが好適

である。

００23 この構成によれば、挙動検知手段が、対象物が単位時間内に進行方向を維持する

頻度が第4閾値以上であることを検出したとき、すなわち、対象物が方向伝換を行ぅ

頻度が 、さい場合には、特性値修正手段は方向伝換性を小と修正する。また、挙動

検知手段が、対象物が単位時間内に進行方向を維持する頻度が第4閾値より 、さい

第5閾値以下であることを検出したとき、すなわち、対象物が方向伝換を行ぅ頻度が

大きい場合には、特性値修正手段は方向伝換性を大と修正する。さらに、挙動検知

手段が、対象物が単位時間内に進行方向を維持する頻度が第4閾値未満であって

第5閾値を超えていることを検出したとき、すなわち、対象物が方向伝換を行ぅ頻度

が中程度である場合には、特性値修正手段は方向伝換性を大と修正する。このため

、実際の対象物の傾向に合わせて特性値である方向伝換性を修正することができる

００24 また、特性値修正手段は、挙動検知手段が、対象物が亜道のみに存在しているこ



とを検出したときは、道路横断性を小と修正し、挙動検知手段が、対象物が単位時間

内に道路を横断する頻度が第6閾値以上であることを検出したときは、道路横断性を

大と修正し、挙動検知手段が、対象物が単位時間内に道路を横断する頻度が第6閾

値より 体い第7閾値以下であることを検出したときは、道路横断性を小と修正し、挙

動検知手段が、対象物が単位時間内に道路を横断する頻度が第6閾値未満であっ
て第7閾値を超えていることを検出したときは、道路横断性を中と修正することが好適

である。

００25 この構成によれば、挙動検知手段が、対象物が亜道のみに存在していることを検出

したときは、特性値修正手段は道路横断性を小と修正する。また、挙動検知手段が、

対象物が単位時間内に道路を横断する頻度が第6閾値以上であることを検出したと

き、すなわち、対象物が道路を横断する傾向が大きいときは、特性値修正手段は道

路横断性を大と修正する。さらに、挙動検知手段が、対象物が単位時間内に道路を

横断する頻度が第6閾値より 体い第7閾値以下であることを検出したとき、すなわち

、対象物が道路を横断する傾向が 、 、刮 ときは、特性値修正手段は道路横断性を 、

と修正する。加えて、挙動検知手段が、対象物が単位時間内に道路を横断する頻度

が第6閾値未満であって第7閾値を超えていることを検出したとき、すなわち、対象物

が道路を横断する傾向が中程度のときは、特性値修正手段は道路横断性を中と修

正する。このため、実際の対象物の傾向に合わせて特性値である道路横断性を修正

することができる。

００26 さらに、種別設定手段は、特性値修正手段により修正された存在領城が亜道の車

線中央部であり、方向伝換性が小であり、道路横断性が小であるときは、対象物を自

動二輪亜と設定し、特性値修正手段により修正された存在領城が亜道の車線側縁

部であり、方向伝換性が中であり、道路横断性が中であるときは、対象物を自伝亜と

設定し、特性値修正手段により修正された存在領城が歩道であり、方向伝換性が大

であり、道路横断性が大であるときは、対象物を歩行者と設定することが好適である。

００27 対象物が 自動二輪亜の場合は、自動二輪亜が走行する場所は主に亜道の車線中

央部であり、自動二輪亜は比較的に高速走行を行ぅため方向伝換性は低く、自動二

輪亜は道路を横断して走行することは少ないが、この構成によれば、実際に検出され



た対象物の挙動がこのよぅな傾向を示した場合に、種別設定手段は対象物を自動二

輪亜として設定するため、高精度で対象物の種別を設定することができる。

００28 また、対象物が 自伝亜の場合は、自伝亜が走行する場所は主に亜道の車線側縁

部及び歩道であり、自伝車は自動二輪亜よりも低速であるため方向伝換性は中程度

であり、自伝亜は自動二輪亜よりも道路を横断する可能性があるが、実際に検出され

た対象物の挙動がこのよぅな傾向を示した場合に、種別設定手段は対象物を自伝亜

として設定するため、高精度で対象物の種別を設定することができる。

００29 さらに、対象物が歩行者の場合は、歩行者が歩行する場所は主に歩道であり、歩

行者は低速であるため方向伝換性は大きく、歩行者は道路を横断する可能性が高

いが、この構成によれば、実際に検出された対象物の挙動がこのよぅな傾向を示した

場合に、種別設定手段は対象物を歩行者として設定するため、高精度で対象物の

種別を設定することができる。

発明の効果

００3０ 本発明の行動予測装置によれば、自亜両の周囲に存在する自動二輪亜、自伝亜

及び歩行者の行動を予測する精度を向上させることが可能となる。

図面の簡単な説明

００3 1 図 実施形態に係る行動予測装置の構成を示すブロック図である。

図2 対象物の行動予測の手順を示すフロー図である。

図3 対象物の行動予測の手順を示すフロー図である。

図4 行動予測装置による行動予測の某本シーンを示す図である。

図5 行動予測の具体例を示す図である。

符号の説明

００32 行動予測装置

o r動予測 c

種別判別部

2 特性値仮設定部

3 挙動検知部

4 特性値修正部



5 種別設定部

6 r動予測部

2０ 周辺センザ

3０ ナビゲーション装置

4０ 通信装置

5０ 走行制御計画生成 C

発明を実施するための最良の形態

００3 3 以下、本発明の実施の形態に係る行動予測装置について添付図面を参照して説

明する。図 は、実施形態に係る行動予測装置の構成を示すブロック図である。本実

施形態に係る行動予測装置 は、主に図4 に示すよぅな歩道W を有する道路を走行

する自亜両 に搭載され、自動二輪亜 、自伝亜 、歩行者P 等の行動を予測する

のに利用される。

００3 4 行動予測装置 は、行動予測 C (E ec on c C on o Un ) ０を備えている。こ

の行動予測 C ０には、レーダやカメラなどの周辺センザ 2０、道路情報等を取得

するためのナビゲーション装置3０、及び亜亜間通信や路亜間通信などを行ぅための

通信装置4０が接続されている。また、行動予測 C ０には、走行制御計画生成

C 5０が接続されている。この走行制御計画生成 C 5０は、自亜両 の走行制御

計画を生成し、この計画に某づいて自亜両 を自動逆伝制御したり、逆伝者にこの

計画を提案したりする。

００3 5 行動予測 C ０は、種別判別部 、特性値仮設定部 2 、挙動検知部 3 、特性

値修正部 4 、種別設定部 5及び行動予測部 6を備えている。

００3 6 種別判別部 は、レーダやカメラなどの周辺センザ2０から取得した情報あるいは

道路インフラセンザ等から通信装置4０により受信した情報に某づいて、パターン認、

識等により、自亜両の周囲に存在する対象物が 自動二輪亜、自伝亜及び歩行者の

いずれかであるかを判別するためのものである。すなわち、種別判別部 は、特許

請求の範囲に記載の種別判別手段として機能する。

００3 7 特性値仮設定部 2は、種別判別部 により判男 された対象物の種別に某づいて

、後述する所定の規則に従い、対象物の特性値である存在領城、方向伝換性及び



道路横断性を仮設定するためのものである。すなわち、特性値仮設定部 2は、特許

請求の範囲に記載の特性値仮設定手段として機能する。

００38 挙動検知部 3は、レーダやカメラなどの周辺センザ2０から取得した情報あるレ ま

道路インフラセンザ等から通信装置4０により受信した情報に某づいて、対象物の挙

動を検知し、自動二輪亜、自伝亜及び歩行者の実際の存在領城や、方向伝換を行

ぅ頻度や、道路を横断する頻度を検知するためのものである。すなわち、挙動検知部

3は、特許請求の範囲に記載の挙動検知手段として機能する。

００39 特性値修正部 4は、挙動検知部 3により検知された対象物の挙動に某づいて、

後述する所定の規則に従い、特性値仮設定部 2により仮設定された対象物の特性

値を修正するためのものである。すなわち、特性値修正部 4は、特許請求の範囲に

記載の特性値修正手段として機能する。

００4０ 種別設定部 5は、特性値修正部 4により修正された対象物の特性値である存在

領城、方向伝換性及び道路横断性に某づいて、後述する所定の規則に従い、対象

物が 自動二輪亜、自伝亜及び歩行者のいずれかであるかを設定するためのもので

ある。すなわち、種別設定部 5は、特許請求の範囲に記載の種別設定手段として機

能する。

００4 1 行動予測部 6は、特性値修正部 4により修正された対象物の特性値である存在

領城、方向伝換性及び道路横断性と、種別設定部 5により設定された対象物の種

別とに某づいて、自動二輪亜、自伝亜及び歩行者の行動を予測するためのものであ

る。すなわち、行動予測部 6は、特許請求の範囲に記載の行動予測手段として機

能する。

００42 以下、本実施形態の行動予測装置の動作について説明する。以下の説明におい

ては、図4に示すよぅに、自亜両 が、自動二輪亜 、自伝亜 及び歩行者Pが存在

する道路を走行している場合を想定して説明する。なお、以下に説明する処理は、

行動予測 C によって行われるものであり、電源がオンされてからオフされるまで

の間、所定のタイミングで繰り返し実行される。

００43 図2及び3は、対象物の行動予測の手順を示すフロー図である。図2に示すよぅに、

行動予測部 6は、対象物の希望走行 (移動)速度を推定する ( )。この希望走行



速度の推定は、例えば、まず、行動予測部 6が、対象物である自動二輪亜 、自伝

亜 及び歩行者Pの道路状況に応じた仮定走行速度パターンを生成する。次に、行

動予測部 6は、周辺センザ2０により取得した情報あるいは道路インフラセンザ等か

ら通信装置4０により受信した情報に某づいて実際の対象物の速度を取得する。また

行動予測部 6は、ナビゲーション装置3０により、現在の道路状況を取得する。行動

予測部 6は、現在の道路状況に応じた仮定速度パターンと、実際の対象物の速度

とを比較して、対象物の走行速度の傾向を学習する。このよぅな学習結果を利用する

ことにより、行動予測部 6は、対象物の希望走行速度を推定することができる。

００44 種別判別部 は、レーダやカメラなどの周辺センザ2０から取得した情報あるレ ま

道路インフラセンザ等から通信装置4０により受信した情報に某づいて、パターン認、

識等により、自亜両の周囲に存在する対象物が 自動二輪亜 、自伝亜 及び歩行

者Pのいずれかであるかを判別する (S 2 S 4 S 6)。特性値仮設定部 2は、種

別判別部 が判別した対象物の種別に応じて特性値である存在領城 (走行ェリア)

、方向伝換性及び道路横断性を以下のよぅにして仮設定する (S 3 S 5 S 7)

００45 種別判別部 が対象物を自動二輪亜 であると判別した場合は (S 2) 、特性値

仮設定部 2は、存在領域 (走行ェリア)を道路の車線中央部 。に、方向伝換性を 、

に、道路横断性を小に仮設定する (S 3)。種別判別部 が対象物を自伝亜 であ

ると判別した場合は (S 4) 、特性値仮設定部 2は、存在領城 (走行ェリア)を道路の

車線側端部 s及び歩道Wに、方向伝換性を中に、道路横断性を中に仮設定する (

S 5)。種別判別部 が対象物を歩行者Pであると判別した場合は (S 6) 、特性値

仮設定部 2は、存在領域 (走行ェリア)を歩道Wに、方向伝換性を大に、道路横断

性を大に仮設定する (S 7)

００46 種別判別部 が、対象物を自動二輪亜 、自伝亜 及び歩行者Pのいずれかに

判別することはできないが、周辺センザ2０により検出された対象物の大きさから対象

物が 自動二輪亜 、自転亜 及び歩行者Pのいずれかであることが判明した場合に

は (S 8) 、特性値仮設定部 2は、存在領城 (走行ェリア)を道路の車線側端部 s及

び歩道Wに、方向転換性を中に、道路横断性を中に仮設定する (S g)

００47 挙動検知部 3は、レーダやカメラなどの周辺センザ2０から取得した情報あるレ ま



道路インフラセンザ等から通信装置4０により受信した情報に某づいて、対象物の実

際の走行行動 (挙動)を検知する (52０)

００48 図3に示すよぅに、行動予測 C は以下の学習修正処理を実施する。種別判

別部 1 が対象物を自動二輪亜 であると判別したときは、特性値修正部 4は特性

値である走行エリアにっいて、以下の学習修正処理を実施する (S 2 )。当該 自動二

輪亜 が、図4に示す亜道 の車線中央部 c以外の車線側端部 sを規定割合 (第

閾値)である例えば7０ 以上走行していることを挙動検知部 3が検知した場合は

、特性値修正部 4は、走行エリアを亜道 の全域である亜線中央部 c及び車線側

端部 sに修正する (S2 )。当該 自動二輪亜 が、亜道 の車線側端部 sを規定割

合である例えば7０ 以上走行していないことを挙動検知部 3が検知した場合は、

特性値修正部 4は、走行エリアを亜道の車線中央部 cのままとする (S 2 )

００49 種別判別部 が対象物を自動二輪亜 以外の自伝亜 及び歩行者Pであると判

別したときは、特性値修正部 4は特性値である走行エリアにっいて、以下の学習修

正処理を実施する (S22) 。当該 自伝亜 及び歩行者Pが、図4に示す亜道 を規定

割合 (第2閾値)である例えば7０ 以上走行していることを挙動検知部 3が検知し

た場合は、特性値修正部 4は、走行エリアを亜道 のみに修正する (S22) 。当該 自

伝亜 及び歩行者Pが、車道 を規定割合 (第3閾値)である例えば3０ 以下しか走

行していないことを挙動検知部 が検知した場合は、特性値修正部 4は、走行エリ

アを歩道Wのみに修正する (S22) 。当該 自伝亜 及び歩行者Pが、上記以外の場合

である亜道 を3０ ～7０ の頻度で走行している場合は、特性値修正部 4は、走

行エリアを亜道 及び歩道Wに修正する (S22)

００5０ 特性値修正部 4は特性値である方向伝換性を以下の処理により修正して更新す

る (S23) 。対象物である自動二輪亜 、自伝亜 及び歩行者Pが、単位時間 (例え

ば 分間)内に進行方向を維持する確率が規定値 (第4閾値)である例えば9０ 以

上であることを挙動検知部 3が検知した場合は、特性値修正部 4は、方向伝換性

を小に修正する (523) 。対象物が単位時間内に進行方向を維持する確率が規定値

(第5閾値)である例えば5０ 以下であることを挙動検知部 3が検知した場合は、特

性値修正部 4は、方向転換性を大に修正する (523) 。対象物が単位時間内に進



行方向を維持する確率が、上記以外の場合である5０ ～9０ の確率であることを

挙動検知部 3が検知した場合は、特性値修正部 4は、方向伝換性を中に修正す

る (S23)

００5 1 特性値修正部 4は特性値である道路横断性を以下の処理により修正して更新す

る (S24) 。対象物である自動二輪亜 、自伝亜 及び歩行者Pの走路が亜道Wのみ

であることを挙動検知部 3が検知した場合は、特性値修正部 4は、道路横断性を

Ⅱ、に修正する (524) 。対象物が単位時間 (例えば 分間) 内に道路を横断する頻度

が規定値 (第6閾値)である例えば9０ 以上であることを挙動検知部 3が検知した

場合は、特性値修正部 4は、道路横断性を大に修正する (524) 。対象物が単位時

間内に道路を横断する頻度が規定値 (第7閾値)である例えば5０ 以下であることを

挙動検知部 3が検知した場合は、特性値修正部 4は、道路横断性を小に修正す

る (524) 。対象物が単位時間内に道路を横断する頻度が、上記以外の場合である5

０ ～9０ の頻度であることを挙動検知部 3が検知した場合は、特性値修正部 4

は、道路横断性を中に修正する (S24)

００52 種別判別部 が、ステップS 2 S 4及びS 6において、対象物を自動二輪亜

、自伝亜 及び歩行者Pのいずれかに判別することはできない場合であって (S 25 、

挙動検知部 3及び特性値修正部 4によって得られた特性値が、以下のよぅに自動

二輪亜 、自伝亜 及び歩行者Pの仮設定される特性値と一致する場合には (S26)

、種別設定部 5は、対象物の種別を設定する (S27)

００53 すなわち、挙動検知部 3及び特性値修正部 4によって得られた対象物の特性値

が、存在領城 (走行ェリア) が亜道 の車線中央部 。であり、方向伝換性が小であり

、道路横断性が小の場合は、種別設定部 5は当該対象物を自動二輪亜 であると

設定する (S27)

００54 挙動検知部 3及び特性値修正部 4によって得られた対象物の特性値が、存在領

城 (走行ェリア) が亜道 の車線側端部 sであり、方向伝換性が中であり、道路横断

性が中の場合は、種別設定部 5は当該対象物を自伝亜 であると設定する (S 27)

００55 挙動検知部 3及び特性値修正部 4によって得られた対象物の特性値が、存在領



城 (走行ェリア) が歩道Wであり、方向伝換性が大であり、道路横断性が大の場合は

、種別設定部 5は当該対象物を歩行者Pであると設定する (S 27)

００56 なお、種別設定部 5は、ステッ S 2 S 4及びS 6において、種別判別部 が

対象物を自動二輪亜 、自伝亜 及び歩行者Pのいずれかに判別することができた

場合には、種別判別部 により判別された種別を対象物の種別として設定する。

００5 7 行動予測部 6は、特性値修正部 4により修正された対象物の特性値である存在

領城 (走行ェリア) 、方向伝換性及び道路横断性と、種別設定部 5により設定された

対象物の種別とに某づいて、自動二輪亜 、自伝亜 及び歩行者Pの行動を予測

する (S 28) 。具体的には、行動予測部 6は、特性値修正部 4により修正された走

行ェリア内に対象物が存在する確率を大きくする。また、行動予測部 6は、特性値

修正部 4により修正された方向伝換性に応じて方向伝換確率を高めた対象物の進

路分布を推定する。例えば、方向伝換性が であれば、対象物が の確率で

方向伝換を行ぅことを前提の進路分布を推定する。さらに、行動予測部 6は、特性

値修正部 4により修正された道路横断性に応じて道路横断確率を高めた対象物の

進路分布を推定する。

００58 加えて、行動予測部 6は、種別設定部 5により設定された対象物の種別も参照し

て対象物の行動を予測する。例えば、対象物が歩行者Pである場合に歩行者Pが 5０

以上の速度で移動するよぅなことはあり得ないため、そのよぅな可能性は除い

て対象物の行動を予測する。以上のよぅにして、行動予測部 6は、図5に示すよぅな

、例えば、5０ sごとの自動二輪亜 の行動とその発生確率を予測することができる

００59 走行制御計画生成 C 5０は、行動予測部 6により予測された対象物の行動予

測に従って、自亜両 の走行制御計画を生成する。その際に、走行制御計画生成

C 5０は、自動二輪亜 、自伝亜 、歩行者Pを含めた日亜両 の軌跡安全評価を

実施する (S 29)

００6０ 本実施形態によれば、種別判別部 は自亜両 の周囲に存在する対象物が 自動

二輪亜 、自伝亜 及び歩行者Pのいずれかであるかを判別し、特性値仮設定部

2は種別判別部 により判別された対象物の種別に某づいて対象物の特性値を仮



設定するため、対象物の種別に某づいて対象物の特性値を暫定的に決定すること

ができる。

００6 1 また、挙動検知部 3は対象物の挙動を検知し、特性値修正部 4は挙動検知部

3により検知された対象物の挙動に某づいて特性値仮設定部 2により仮設定された

対象物の特性値を修正するため、実際の対象物の挙動に某づいて暫定的に決定し

た特性値を修正して対象物の特性値の精度を向上させることができる。

００62 さらに、種別設定部 5は特性値修正部 4により修正された対象物の特性値に某

づいて対象物が 自動二輪亜 、自伝亜 及び歩行者Pのいずれかであるかを設定

するため、対象物の種別を判別する精度を向上させることができる。

００63 加えて、行動予測部 6は特性値修正部 4により修正された対象物の特性値と、種

別設定部 5により設定された対象物の種別とに某づいて対象物の行動を予測する

ため、実際の対象物の挙動に某づいて修正された対象物の特性値と対象物の種別

とに某づいて対象物の行動予測を行ぅことになり、行動予測の精度を向上させること

ができる。

００64 また、本実施形態によれば、自動二輪亜 、自伝亜 及び歩行者Pのいずれかで

ある対象物の特性値を安全性の担保ために重要な要素である存在領城、方向伝換

性及び道路横断性を含むものとするため、これらの特性値に某づいてなされた行動

予測の価値も向上する。

００65 また、本実施形態によれば、特性値仮設定部 2は、存在領城、方向伝換性及び

道路横断性を段階的に仮設定するため、簡易な手法で各特性値を仮設定すること

ができる。

００66 この場合において、対象物が 自動二輪亜 の場合は、自動二輪亜 が走行する

場所は主に亜道 の車線中央部 cであり、自動二輪亜 は比較的に高速走行を行

ぅため方向伝換性は低く、自動二輪亜 は道路を横断して走行することは少ないた

め、特性値仮設定部 2は、存在領城を亜道 の車線中央部 c、方向伝換性を小、

道路横断性を小と仮設定する。

００67 また、対象物が 自伝亜 の場合は、自伝亜 が走行する場所は主に亜道 の車線

側縁部 s及び歩道Wであり、自伝亜 は自動二輪亜 よりも低速であるため方向伝



換性は中程度であり、自伝亜 は自動二輪亜 よりも道路を横断する可能性がある

ため、特性値仮設定部 2は、存在領城を亜道 の車線側縁部 s及び歩道P、方向

伝換性を中、道路横断性を中と仮設定する。

００68 さらに、対象物が歩行者Pの場合は、歩行者Pが歩行する場所は主に歩道Wであり

、歩行者Pは低速であるため方向伝換性は大きく、歩行者Pは道路を横断する可能

性が高いため、特性値仮設定手段は、存在領城を歩道P、方向伝換性を大、道路横

断性を大と仮設定する。

００69 以上により、特性値仮設定部 2は、判別された対象物の種別に見合った特性値を

仮設定することができる。

００7０ ここで、自動二輪亜 は逆伝者によって、亜道 の車線中央部 cを走行する傾向

が多いものと、亜道 の車線側縁部 sを走行する傾向が多いものとに分かれるが、こ

の構成によれば、種別判別部 が、対象物を自動二輪亜 であると判別したときで

あって、挙動検知 3が、自動二輪亜 が亜線側縁部 sを走行する頻度が大きレ亡
とを検出した場合には、特性値修正部 4は、存在領城を亜道 の車線中央部 。及
び車道の車線側縁部 sと修正するため、実際の自動二輪亜 の傾向に合わせて特

性値である存在領城を修正することができる。

００7 1 あるレソま、自伝亜 や歩行者Pは、横断等の都合や道路状況等によって、亜道 に

位置する傾向が多いものと、歩道Wに位置する傾向が多いものとに分かれる。しかし

、本実施形態によれば、種別判別部 が、対象物を自伝亜 及び歩行者Pのいず

れかであると判別したときであって、挙動検知部 3が、自伝亜 や歩行者Pが亜道

に存在する頻度が大きいと検出した場合には、特性値修正部 4は、存在領城を亜

道 と修正する。また、挙動検知部 3が、自伝亜 や歩行者Pが亜道 に存在する頻

度が 、刮亡とを検出した場合には、特性値修正部 4は、存在領城を歩道Wと修正

する。さらに、挙動検知部 3が、自伝亜 や歩行者Pが亜道 に存在する頻度が中

程度であると検出した場合には、特性値修正部 4は、存在領城を亜道 及び歩道

Wと修正する。このため、実際の自伝亜 や歩行者Pの傾向に合わせて特性値であ

る存在領城を修正することができる。

００72 また、挙動検知部 3が、対象物が方向伝換を行ぅ頻度が小刮亡とを検出した場



合には、特性値修正部 4は方向伝換性を小と修正する。また、挙動検知部 3が、

対象物が方向伝換を行ぅ頻度が大きレ亡とを検出した場合には、特性値修正部 4は

方向伝換性を大と修正する。さらに、挙動検知部 3が、対象物が方向伝換を行ぅ頻

度が中程度であることを検出した場合には、特性値修正部 4は方向伝換性を大と修

正する。このため、実際の対象物の傾向に合わせて特性値である方向伝換性を修正

することができる。

００73 さらに、本実施形態では、挙動検知部 3が、対象物が亜道 のみに存在しているこ

とを検出したときは、特性値修正部 4は道路横断性を小と修正する。また、挙動検

知部 3手段が、対象物が道路を横断する傾向が大きレ亡とを検出したときは、特性

値修正部 4は道路横断性を大と修正する。さらに、挙動検知部 3が、対象物が道

路を横断する傾向が 、刮亡とを検出したときは、特性値修正部 4は道路横断性を

小と修正する。加えて、挙動検知部 3が、対象物が道路を横断する傾向が中程度

であることを検出したときは、特性値修正部 4は道路横断性を中と修正する。このた

め、実際の対象物の傾向に合わせて特性値である道路横断性を修正することができ

る。

００74 ここで、対象物が 自動二輪亜 の場合は、自動二輪亜 が走行する場所は主に

亜道 の車線中央部 cであり、自動二輪亜 は比較的に高速走行を行ぅため方向

伝換性は低く、自動二輪亜 は道路を横断して走行することは少ないが、この構成

によれば、実際に検出された対象物の挙動がこのよぅな傾向を示した場合に、種別

設定部 5は対象物を自動二輪 亜として設定するため、高精度で対象物の種別を

設定することができる。

００75 また、対象物が 自伝亜 の場合は、自伝亜 が走行する場所は主に亜道 の車線

側縁部 s及び歩道Wであり、自伝亜 は自動二輪亜 よりも低速であるため方向伝

換性は中程度であり、自伝亜 は自動二輪亜 よりも道路を横断する可能性がある

が、実際に検出された対象物の挙動がこのよぅな傾向を示した場合に、種別設定部

5は対象物を自伝亜 として設定するため、高精度で対象物の種別を設定することが

できる。

００76 さらに、対象物が歩行者Pの場合は、歩行者Pが歩行する場所は主に歩道Wであり



、歩行者Pは低速であるため方向伝換性は大きく、歩行者Pは道路を横断する可能

性が高いが、この構成によれば、実際に検出された対象物の挙動がこのよぅな傾向を

示した場合に、種別設定部 5は対象物を歩行者Pとして設定するため、高精度で対

象物の種別を設定することができる。

００77 以上、本発明の実施の形態にっいて説明したが、本発明は、上記実施形態に限定

されるものではなく種々の変形が可能である。

産業上の禾 用可能，吐

００78 自亜両の周囲に存在する自動二輪亜、自伝亜及び歩行者の行動を予測する精度

を向上させることが可能となる。



請求の範囲

自亜両の周囲に存在する対象物が 自動二輪亜、自伝亜及び歩行者のいずれかで

あるかを判別する種別判別手段と、

前記種別判別手段により判別された前記対象物の種別に某づいて、前記対象物

の特性値を仮設定する特性値仮設定手段と、

前記対象物の挙動を検知する挙動検知手段と、

前記挙動検知手段により検知された前記対象物の挙動に某づいて、前記特性値

仮設定手段により仮設定された前記対象物の特性値を修正する特性値修正手段と

前記特性値修正手段により修正された前記対象物の特性値に某づいて前記対象

物が 自動二輪亜、自伝亜及び歩行者のいずれかであるかを設定する種別設定手段

と、

前記特性値修正手段により修正された前記対象物の特性値と、前記種別設定手

段により設定された前記対象物の種別との少なくともいずれかに某づいて前記対象

物の行動を予測する行動予測手段と、

を備えた行動予測装置。

2 前記対象物の特ャ生値は、前記対象物の道路上における存在領城、前記対象物が

方向を伝換する可能性である方向伝換性、及び前記対象物が道路を横断する可能

性である道路横断性を含む、請求項 に記載の行動予測装置。

3 前記特性値仮設定手段は、

前記存在領城を、亜道の車線中央部、亜道の車線側縁部及び歩道の3領城の少

なくともいずれかに仮設定し、

前記方向伝換性を、大、中及び小の3段階の少なくともいずれかに仮設定し、

前記道路横断性を、大、中及び小の3段階の少なくともいずれかに仮設定し、

前記種別判別手段が前記対象物を自動二輪亜であると判別したときは、前記存在

領城を亜道の車線中央部、前記方向伝換性を小、前記道路横断性を小と仮設定し

前記種別判別手段が前記対象物を自伝亜であると判別したときは、前記存在領城



を亜道の車線側縁部及び歩道、前記方向伝換性を中、前記道路横断性を中と仮設

定し、

前記種別判別手段が前記対象物を歩行者であると判別したときは、前記存在領城

を歩道、前記方向伝換性を大、前記道路横断性を大と仮設定する、請求項2に記載

の行動予測装置。

4 前記特性値修正手段は、

前記種別判別手段が、前記対象物を自動二輪車であると判別したときであって、

前記挙動検知手段が、前記対象物が亜道の車線側縁部に存在する頻度が第 閾

値を超えることを検出したときは、前記存在領城を亜道の車線中央部及び車道の車

線側縁部と修正する、請求項3に記載の行動予測装置。

5 前記特性値修正手段は、

前記種別判別手段が、前記対象物を自伝亜及び歩行者のいずれかであると判別

前記挙動検知手段が、前記対象物が亜道に存在する頻度が第2閾値以上であるこ

とを検出したときは、前記存在領城を亜道と修正し、

前記挙動検知手段が、前記対象物が亜道に存在する頻度が前記第2閾値より 、さ

い第3閾値以下であることを検出したときは、前記存在領城を歩道と修正し、

前記挙動検知手段が、前記対象物が亜道に存在する頻度が前記第2閾値未満で

あって前記第3閾値を超えていることを検出したときは、前記存在領城を亜道及び歩

道と修正する、請求項3 は4に記載の行動予測装置。

6 前記特性値修正手段は、

前記挙動検知手段が、前記対象物が単位時間内に進行方向を維持する頻度が第

4閾値以上であることを検出したときは、前記方向伝換性を小と修正し、

前記挙動検知手段が、前記対象物が単位時間内に進行方向を維持する頻度が前

記第4閾値より 体い第5閾値以下であることを検出したときは、前記方向伝換性を

大と修正し、

前記挙動検知手段が、前記対象物が単位時間内に進行方向を維持する頻度が前

記第4閾値未満であって前記第5閾値を超えていることを検出したときは、前記方向



伝換性を中と修正する、請求項3～5のいずれか 項に記載の行動予測装置。

7 前記特性値修正手段は、

前記挙動検知手段が、前記対象物が亜道のみに存在していることを検出したとき

は、前記道路横断性を小と修正し、

前記挙動検知手段が、前記対象物が単位時間内に道路を横断する頻度が第6閾

値以上であることを検出したときは、前記道路横断性を大と修正し、

前記挙動検知手段が、前記対象物が単位時間内に道路を横断する頻度が前記第

6閾値より 体い第7閾値以下であることを検出したときは、前記道路横断性を小と修

正し、

前記挙動検知手段が、前記対象物が単位時間内に道路を横断する頻度が前記第

6閾値未満であって前記第7閾値を超えていることを検出したときは、前記道路横断

性を中と修正する、請求項3～6のいずれか 項に記載の行動予測装置。

8 前記種別設定手段は、

前記特性値修正手段により修正された前記存在領城が亜道の車線中央部であり、

前記方向伝換性が小であり、前記道路横断性が小であるときは、前記対象物を自動

二輪亜と設定し、

前記特性値修正手段により修正された前記存在領城が亜道の車線側縁部であり、

前記方向伝換性が中であり、前記道路横断性が中であるときは、前記対象物を自伝

亜と設定し、

前記特性値修正手段により修正された前記存在領城が歩道であり、前記方向伝換

性が大であり、前記道路横断性が大であるときは、前記対象物を歩行者と設定する、

請求項3～7のいずれか 項に記載の行動予測装置。
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カテ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する きは、 その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

X JP 2006-39698 A (株式会社デ ソ ) 2006. 02. 09, 段落 [ 0 0 0 6 ] 1 、
A - 段落 [ 0 0 2 4 ]、段落 [ 0 0 4 2 ] - 段落 [ 0 0 4 6 ]、段落 [ 0 3 -

0 5 2 ]、段落 [ 0 0 6 4 ] (7 ア な し)
1 -

A JP 2007-26327 A (富上通テ 株式会社 ) 2007. 02. 01, 段落 [ 0 0 1

9 ]、段落 [ 0 0 2 0 ]、段落 [ 0 0 2 7 ] 7 ア y な し)
1 -

A JP 2003-81039 A (株式会社豊田中央研究所 ) 2003. 03. 19, 段落 [ 0

0 2 9 ] - 段落 [ 0 0 4 3 ] {7 ア な し)

ヴ c欄の続きにも文献か 挙 されて る。 ヴ ト7 ァ に関する別紙を参 。

ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
A 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの X J 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
Γ J 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す Y J 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 の、当業者に t て自明てある組合 に

O 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
p j 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同 テ ト ア y 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
0 2 . 1 0 . 2 0 0 1 4 . 1 0 . 2 0 0

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 3 H 3 7 2 5

日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 白石 剛史
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三丁目4 番 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 1 6

様式 P C T ノ I S Aノ2 1 0 第 - - ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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