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(57)【要約】
【課題】周辺車両の状況に応じた適切な態様で信号情報
に基づく運転支援を行うための技術を提供する。
【解決手段】車載装置１は、交通信号機２から受信した
信号情報と、位置特定部１０や車速センサ３２により走
行状況情報と、レーダ・カメラ３１や無線通信部１５に
より取得した周辺車両情報とに基づき、周辺車両が支障
とならない状況下で運転支援を実施するための、交差点
への到達の可否や進路変更の要否に関する状況判断を行
う。そして、自車両が現在地から当該交差点へ至るため
の運転を対象とする運転支援について、その状況判断結
果に対応した運転支援内容を決定し、その決定した運転
支援内容に従って所定の運転支援を実行する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の進行方向前方の交差点に設置された交通信号機の信号現示の予定に関する情報
を少なくとも含む信号情報を取得する信号情報取得手段と、
　自車両の走行状況に関する走行状況情報を取得する走行状況情報取得手段と、
　自車両周辺に存在する他車両に関する周辺車両情報を取得する周辺車両情報取得手段と
、
　前記信号情報取得手段により取得した信号情報と、前記走行状況情報取得手段により取
得した走行状況情報と、前記周辺車両情報取得手により取得した周辺車両情報とに基づく
所定の状況判断を行い、自車両が現在地から当該交差点へ至るための運転を対象とする所
定の運転支援について、その状況判断結果に対応した運転支援内容を決定する状況判断手
段と、
　前記状況判断手段によって決定した運転支援内容に従って前記所定の運転支援を実行す
る運転支援制御手段とを備えること
　を特徴とする運転支援車載装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の運転支援車載装置において、
　前記所定の運転支援は、自車両が、停止信号によって当該交差点手前で停止させられな
いで走行状態のまま進行信号の現示期間内に当該交差点に到達できるように、自車両の速
度調整を支援するものであって、
　さらに、自車両が走行している道路に設けられた車両通行帯に関する車両通行帯情報を
取得する車両通行帯情報取得手段を備え、
　前記周辺車両情報取得手段は、自車両の前方で当該交差点の手前を走行している他車両
に関する情報を含む前記周辺車両情報を取得し、
　前記状況判断手段は、前記信号情報、前記走行状況情報、前記周辺車両情報、及び、前
記車両通行帯情報に基づいて、自車両が走行している車両通行帯の進路前方を走行する先
行車両が存在すると判断した場合、自車両が現在走行中の車両通行帯とは異なる進路変更
先の車両通行帯があり、かつ、その進路変更先の車両通行帯において前方を走行する前方
車両が存在しない状況下で、自車両が停止信号によって当該交差点手前で停止させられず
に走行状態のまま進行信号の現示期間内に当該交差点に到達するための速度調整が可能か
否かを判断し、その判断の結果、進路変更先の車両通行帯があり、かつ速度調整可能であ
る場合において、その速度調整のため推奨速度及び進路変更を前記運転支援内容として決
定し、
　前記運転支援制御手段は、前記状況判断手段により決定した推奨速度及び進路変更に従
って、当該進路変更先の車両通行帯への進路変更を案内する情報を運転者に対して報知す
ると共に、前記推奨速度に沿った速度調整を支援する所定動作を行うこと
　を特徴とする運転支援車載装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の運転支援車載装置において、
　前記所定の運転支援は、当該交差点で停止信号を現示している期間内において自車両が
適切な減速方法で当該交差点の停止位置で停止できるように、自車両の速度調整を支援す
るものであって、
　さらに、自車両が走行している道路に設けられた車両通行帯に関する車両通行帯情報を
取得する車両通行帯情報取得手段を備え、
　前記周辺車両情報取得手段は、自車両の前方で当該交差点の手前を走行している他車両
に関する情報を含む前記周辺車両情報を取得し、
　前記状況判断手段は、前記信号情報、前記走行状況情報、前記周辺車両情報、及び、前
記車両通行帯情報に基づいて、自車両が走行している車両通行帯の進路前方を走行する先
行車両が存在すると判断した場合、自車両が現在走行中の車両通行帯とは別の進路変更先
の車両通行帯があり、かつ、その進路変更先の車両通行帯において前方を走行する前方車
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両が存在しない状況下で、停止信号の現示期間内に当該交差点の停止位置に到達するため
の速度調整が可能か否かを判断し、その判断の結果、進路変更先の車両通行帯があり、か
つ速度調整可能である場合において、その速度調整のための推奨速度及び進路変更を前記
運転支援内容として決定し、
　前記運転支援制御手段は、前記状況判断手段により決定した推奨速度及び進路変更に従
って、当該進路変更先の車両通行帯への進路変更を案内する情報を運転者に対して報知す
ると共に、前記推奨速度に沿った速度調整を支援する所定動作を行うこと
　を特徴とする運転支援車載装置。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載の運転支援車載装置において、
　さらに、自車両の当該交差点での進行方向を特定するする進行方向特定手段を備え、
　前記車両通行帯情報取得手段は、前記車両通行帯に対して当該交差点での進行方向別に
指定されている通行区分に関する情報を含む前記車両通行帯情報を取得し、
　前記周辺車両情報取得手段は、自車両の前方で当該交差点の手前を走行している他車両
の当該交差点での進行方向に関する情報を取得し、
　前記状況判断手段は、さらに、自車両及び前記他車両の当該交差点での進行方向と、前
記車両通行帯の当該交差点での進行方向別の通行区分とに基づき、前記先行車両が存在す
る場合、自車両の当該交差点での進行方向に対応する通行区分の指定された別の車両通行
帯であって、前記先行車両の当該交差点での進行方向に対応する通行区分の指定された車
両通行帯とは異なる進路変更先の車両通行帯があり、かつ、その進路変更先の車両通行帯
において前方を走行する前方車両が存在しない状況下で前記速度調整が可能か否かを判断
し、その判断の結果、進路変更先の車両通行帯があり、かつ速度調整可能である場合にお
いて、その速度調整のための推奨速度及び進路変更を前記運転支援内容として決定するこ
と
　を特徴とする運転支援車載装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の運転支援車載装置において、
　前記状況判断手段は、自車両の当該交差点での進行方向に対応する通行区分の指定され
た車両通行帯を走行しているときに前記先行車両が存在する場合、当該先行車両の当該交
差点での進行方向に対応する通行区分の指定された別の車両通行帯の有無に応じて進路変
更の要否を判断すると共に前記速度調整の可否を判断し、その判断の結果、進路変更が不
要で、かつ速度調整可能と判断した場合、前記速度調整のための前記推奨速度のみを前記
運転支援内容として決定し、
　前記運転支援制御手段は、前記状況判断手段により決定した推奨速度に従って、前記推
奨速度に沿った速度調整を支援する所定動作を行うこと
　を特徴とする運転支援車載装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５の何れか１項に記載の運転支援車載装置において、
　前記周辺車両情報取得手段は、自車両の後方を走行している後方車両に関する情報を含
む前記周辺車両情報を取得し、
　前記状況判断手段は、前記周辺車両情報に基づいて前記運転支援の実施の支障となる後
方車両の存否を判断し、その判断の結果、前記運転支援の実施の支障となる後方車両が存
在すると判断した場合、前記運転支援の不実施を決定すること
　を特徴とする運転支援車載装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６の何れか１項に記載の運転支援車載装置と、
　交差点に設置された特定の交通信号機の信号現示の予定に関する情報を少なくとも含む
信号情報を車両に対して送信する信号情報送信手段を備える路側通信装置と
　を備えることを特徴とする路車間通信システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、交通信号機に付随する路側通信装置と、道路を走行する車両との路車間通信
により情報を送受信する路車間通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、道路を走行中の車両が、進行方向前方にある交差点に設置された交通信号機から
信号の切替タイミングを示す信号情報を路車間通信により受信し、その受信した信号情報
に基づいて、車両が交差点をスムーズに通過できるようにするための様々な運転支援を行
う技術が発明されている。
【０００３】
　この種の運転支援として、例えば、車両の進行方向前方にある交差点に設置された交通
信号機が現在停止信号（黄又は赤信号）を現示している状況において、減速をすることで
交差点に到達する前に停止信号の現示期間をやり過ごし、次の進行信号（青信号）で交差
点を無停止で通過できるようにするものがある（例えば、特許文献１参照）。具体的には
、路車間通信により交通信号機側から信号の切替タイミングや交差点の位置情報等を示す
信号情報を受信し、その信号情報に基づいて適切な減速走行の方法を演算して運転者に指
示する、あるいは、最適な減速走行の方法に沿って速度を自動調整することで、交差点を
停車せずに通過できるように運転者を支援する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１２８３９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述のように信号情報に基づく速度制御によって交差点を無停止で通行
しようとするとき、自車両周辺に存在する他車両の存在によって適切な運転支援を行うこ
とが難しくなる場合がある。
【０００６】
　例えば、交差点との間に自車両の進路前方を先行する他車両（以下、先行車両）が存在
する場合、この先行車両が自車両よりも早く交差点に到達し、停止信号に従って停止する
可能性が高い。そのため、運転支援に基づく減速走行によって交差点を無停止で通行しよ
うとしても、この先行車両が支障となって適切な減速走行の方法に沿って通過できなくな
るという問題がある。また、自車両のすぐ後方に後続車両が存在する場合、自車両が運転
支援に基づく減速走行をすることで、自車両が後続車両の走行の支障となるおそれがある
。
【０００７】
　このような問題は、上記した交差点を無停止で通行するための運転支援に限らず、信号
情報に基づいて行う速度案内や速度制御を伴う様々な運転支援全般に当てはまる。そして
、信号情報に基づいて速度案内や速度制御を行う運転支援において、周辺車両の状況を考
慮して運転支援を行うものは従来技術にはなかった。
【０００８】
　本発明は上記問題を解決するためになされており、周辺車両の状況に応じた適切な態様
で信号情報に基づく運転支援を行うための技術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】
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた請求項１に記載の運転支援車載装置は、信号情報取
得手段により取得した信号情報と、走行状況情報取得手段により取得した走行状況情報と
、周辺車両情報取得手により取得した周辺車両情報とに基づく所定の状況判断を行い、自
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車両が現在地から当該交差点へ至るための運転を対象とする所定の運転支援について、そ
の状況判断結果に対応した運転支援内容を決定し（状況判断手段）、その決定した運転支
援内容に従って所定の運転支援を実行する（運転支援制御手段）ことを特徴とする。なお
、ここでいう周辺車両情報とは、例えば、自車両周辺に存在する他車両の存否、速度、位
置、進行方向等の情報が挙げられる。
【００１０】
　このように構成された本発明によれば、信号情報、自車両の走行状況、及び周辺車両情
報に基づく状況判断により、周辺車両の状況に応じた適切な態様で信号情報に基づく運転
支援を行うことができる。なお、ここでいう状況判断とは、例えば、運転支援を実施する
上で周辺車両が支障とならない状況を判断するものが挙げられる。具体的には、交差点へ
至るための運転を対象とする運転支援の支障となる周辺車両の存在を検知し、その支障を
回避して運転支援を実施可能であるか否かを判断することで、その判断結果に基づいて、
他車両による支障を回避可能な運転支援を実施することができる。
【００１１】
　交差点へ至るための運転を対象とする運転支援の具体例として、交差点の手前で適切な
速度調整を行うことで、交差点に到達する前に停止信号の現示期間をやり過ごし、次の進
行信号で交差点を無停止で通過できるようにするものがある。このような運転支援を行う
際、自車両と交差点との間に、自車両が走行している車両通行帯の進路前方を走行する先
行車両が存在すると、自車両より先に交差点に到達した先行車両が停止信号に従って停止
したがために、それに伴って自車両も停止を余儀なくされる可能性がある。そのため、自
車両が今の車両通行帯をそのまま走行していては、運転支援による速度調整を実施したと
ころで、先に停止した先行車両が支障となって交差点を無停止で通過できない場合がある
。
【００１２】
　そこで、上記のような運転支援を採用する場合は、請求項２に記載のように構成すると
よい。すなわち、この運転支援車載装置は、自車両が走行している道路に設けられた車両
通行帯に関する車両通行帯情報を取得する車両通行帯情報取得手段を更に備える。ここで
いう車両通行帯情報は、例えば、交差点手前の道路における車両通行帯の数や、車両通行
帯の増減による形状変化、通行区分等を示す情報である。また、周辺車両情報取得手段は
、自車両の前方で当該交差点の手前を走行している他車両に関する情報を含む周辺車両情
報を取得する。
【００１３】
　状況判断手段は、信号情報、走行状況情報、周辺車両情報、及び、車両通行帯情報に基
づいて、自車両が走行している車両通行帯の進路前方を走行する先行車両が存在すると判
断した場合、自車両が現在走行中の車両通行帯とは別の進路変更先の車両通行帯があり、
かつ、その進路変更先の車両通行帯において前方を走行する前方車両が存在しない状況下
で、自車両が停止信号によって当該交差点手前で停止させられずに走行状態のまま進行信
号の現示期間内に当該交差点に到達するための速度調整が可能か否かを判断し、その判断
の結果、進路変更先の車両通行帯があり、かつ速度調整可能である場合において、その速
度調整のため推奨速度及び進路変更を運転支援内容として決定する。
【００１４】
　運転支援制御手段は、状況判断手段により決定した推奨速度及び進路変更に従って、当
該進路変更先の車両通行帯への進路変更を案内する情報を運転者に対して報知すると共に
、推奨速度に沿った速度調整を支援する所定動作を行う。
【００１５】
　このような構成によれば、交差点を無停止で通過するための運転支援の支障となる先行
車両が存在する場合でも、運転支援の可能な別の車両通行帯への進路変更できる状況であ
れば、その車両通行帯への進路変更を案内することができる。そして、この案内に基づい
て進路変更が行われば、先行車両による支障が回避され、自車両の進路前方に他車両が存
在しない状態で速度案内や速度調整といった運転支援を遂行できる。
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【００１６】
　あるいは、交差点へ至るための運転を対象とする運転支援の具体例として、上記の他に
も、停止信号の現示中に交差点に到達すると予想される場合に、交差点の手前で適切な速
度調整を行うことで、交差点手前で停止するまでの走行を円滑にするものがある。このよ
うな運転支援は、例えば、交差点手前で停止するまでの走行時において無駄なアクセル操
作を低減したり、電気自動車等における回生制動を積極的に利用したりして省エネルギー
を実現するものや、交差点手前で停止するまでの速度変化を適切な範囲内に抑えることで
乗り心地を向上するものがある。
【００１７】
　このような運転支援を行う場合、自車両と交差点との間に、自車両が走行している車両
通行帯の進路前方を走行する先行車両が存在する場合、この先行車両が自車両よりも早く
減速を開始したがために、それに伴って自車両も不本意な減速することを余儀なくされる
場合がある。そのため、自車両が今の車両通行帯をそのまま走行していては、運転支援に
よる速度調整を実施したところで、先に減速した先行車両が支障となって運転支援で提供
される最適な走行方法に従って運転できない場合がある。
【００１８】
　そこで、上記のような運転支援を採用する場合は、請求項３に記載のように構成すると
よい。すなわち、この運転支援車載装置は、自車両が走行している道路に設けられた車両
通行帯に関する車両通行帯情報を取得する車両通行帯情報取得手段を更に備える。ここで
いう車両通行帯情報は、例えば、交差点手前の道路における車両通行帯の数や、車両通行
帯の増減による形状変化、通行区分等を示す情報である。また、周辺車両情報取得手段は
、自車両の前方で当該交差点の手前を走行している他車両に関する情報を含む周辺車両情
報を取得する。
【００１９】
　状況判断手段は、信号情報、走行状況情報、周辺車両情報、及び、車両通行帯情報に基
づいて、自車両が走行している車両通行帯の進路前方を走行する先行車両が存在すると判
断した場合、自車両が現在走行中の車両通行帯とは別の進路変更先の車両通行帯があり、
かつ、その進路変更先の車両通行帯において前方を走行する前方車両が存在しない状況下
で、停止信号の現示期間内に当該交差点の停止位置に到達するための速度調整が可能か否
かを判断し、その判断の結果、進路変更先の車両通行帯があり、かつ速度調整可能である
場合において、その速度調整のための推奨速度及び進路変更を運転支援内容として決定す
る。
【００２０】
　運転支援制御手段は、状況判断手段により決定した推奨速度及び進路変更に従って、当
該車両通行帯への進路変更を案内する情報を運転者に対して報知すると共に、推奨速度に
沿った速度調整を支援する所定動作を行う。
【００２１】
　このような構成によれば、適切な減速方法により交差点で停止できるようにするための
運転支援の支障となる先行車両が存在する場合でも、運転支援の可能な別の車両通行帯へ
の進路変更できる状況であれば、その車両通行帯への進路変更を案内することができる。
そして、この案内に基づいて進路変更が行われれば、先行車両により支障が回避され、自
車両の進路前方に他車両が存在しない状態で速度案内や速度調整といった運転支援を遂行
できる。
【００２２】
　さらに、交差点付近では、車両通行帯に対して進行方向別の通行区分が指定されている
場合があり、交差点を通過する車両は自己の進行方向に対応した通行区分が指定された車
両通行帯を走行することになっている。そこで、交差点における自車両及び他車両の進行
方向と車両通行帯の通行区分とを運転支援実施のための状況判断に利用することで、自車
両や他車両が交差点を通行する際に走行する車両通行帯を的確に予測することができ、運
転支援の実施の可否をより適切に判断できるようになる。
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【００２３】
　具体的には、請求項４に記載のように構成するとよい。すなわち、自車両の当該交差点
での進行方向を特定するする進行方向特定手段を更に備える。また、車両通行帯情報取得
手段は、車両通行帯に対して当該交差点での進行方向別に指定されている通行区分に関す
る情報を含む車両通行帯情報を取得する。ここでいう車両通行帯情報とは、例えば、交差
点手前の車両通行帯における直進や右左折の可否、あるいは特定の進行方向専用の車両通
行帯（例えば、右折専用通行帯や左折専用通行帯）といった、通行区分の指定内容を示す
ものである。このような車両通行帯情報は、車載ナビゲーション装置で用いられる地図デ
ータを利用してもよいし、無線通信等により外部装置から取得してもよい。周辺車両情報
取得手段は、自車両の前方で当該交差点の手前を走行している他車両の当該交差点での進
行方向に関する情報を取得する。
【００２４】
　状況判断手段は、さらに、自車両及び他車両の当該交差点での進行方向と、車両通行帯
の当該交差点での進行方向別の通行区分とに基づき、先行車両が存在する場合、自車両の
当該交差点での進行方向に対応する通行区分の指定された別の車両通行帯であって、先行
車両の当該交差点での進行方向に対応する通行区分の指定された車両通行帯とは異なる進
路変更先の車両通行帯があり、かつ、その進路変更先の車両通行帯において前方を走行す
る前方車両が存在しない状況下で速度調整が可能か否かを判断し、その判断の結果、進路
変更先の車両通行帯があり、かつ速度調整可能である場合において、その速度調整のため
の推奨速度及び進路変更を運転支援内容として決定する。
【００２５】
　例えば、先行車両が交差点で右折をする予定であれば、その先行車両は交差点に到達す
るまでに右端の車両通行帯に進路変更すると推定できる。この場合、自車両が交差点を直
進又は左折する予定であれば、右端の車両通行帯を避けて左側の車両通行帯に進路変更す
れば、先行車両を回避できる。このように、先行車両がいる状況であっても、自車両の進
行方向に対応する別の車両通行帯で、かつ、先行車両の進行方向に対応する車両通行帯と
は異なる車両通行帯に進路変更をすれば、自車両が進路変更した後に先程の先行車両が再
び自車両と同じ車両通行帯に進路変更してくるといった不都合を回避できる。このような
構成によれば、交差点における車両通行帯の通行区分と自車両及び他車両の進行方向とを
加味することで、より的確な状況判断を行うことができ、周辺車両状況に応じた適切な運
転支援を実現できる。
【００２６】
　あるいは、自車両の進路前方に先行車両が存在する場合であっても、その先行車両の交
差点での進行方向に対応する別の車両通行帯があれば、その先行車両は交差点に到達する
までに自車両の走行する車両通行帯から別の車両通行帯へ進路変更すると推定できる。こ
のとき、自車両が現在走行中の車両通行帯が交差点での進行方向に対応していれば、自車
両が進路変更しなくても、前方に他車両がいない状況下で交差点へ到達可能になる。
【００２７】
　そこで、上記のような状況を考慮して、請求項５に記載のように構成するとよい。すな
わち、状況判断手段は、自車両の当該交差点での進行方向に対応する通行区分の指定され
た車両通行帯を走行しているときに先行車両が存在する場合、当該先行車両の当該交差点
での進行方向に対応する通行区分の指定された別の車両通行帯の有無に応じて進路変更の
要否を判断すると共に速度調整の可否を判断する。そして、その判断の結果、進路変更が
不要で、かつ速度調整可能と判断した場合、速度調整のための推奨速度のみを運転支援内
容として決定する。運転支援制御手段は、状況判断手段により決定した推奨速度に従って
、推奨速度に沿った速度調整を支援する所定動作を行う。
【００２８】
　このように、先行車両の進行方向に基づく動向の予測から自車両の進路変更の要否を判
断することで、先行車両がいても進路変更をしないままで運転支援を実行可能な状況を的
確に把握することができ、不必要な進路変更を案内することを回避できる。
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【００２９】
　ところで、交差点へ至るための運転を対象とする運転支援として何らかの速度案内や速
度調整を行う場合、自車両の後方にいる他車両にも配慮し、運転支援を行うことで自車両
と後方車両とが互いに支障とならないようにすることが望ましい。例えば、自車両の進路
後方を走行する後続車両が存在するときには、運転支援に基づく減速することで後続車両
の不意の接近を誘発するおそれがある。また、先行車両を回避する意図で進路変更する場
合には、進路変更先の車両通行帯の後方を走行する後方車両の支障とならないように配慮
する必要がある。
【００３０】
　そこで、上記のような状況を考慮して、請求項６に記載のように構成するとよい。すな
わち、周辺車両情報取得手段は、自車両の後方を走行している後方車両に関する情報を含
む周辺車両情報を取得する。そして、状況判断手段は、周辺車両情報に基づいて運転支援
の実施の支障となる後方車両の存否を判断し、その判断の結果、運転支援の実施の支障と
なる後方車両が存在すると判断した場合、運転支援の不実施を決定する。
【００３１】
　このように、自車両の後方にいる他車両に関する周辺車両情報に基づいて運転支援の実
施の可否を判断することで、運転支援によって自車両と後方車両とが互いに支障となるよ
うな状況を回避できる。
【００３２】
　つぎに、請求項７に記載の路車間通信システムは、請求項１ないし請求項６の何れか１
項に記載の運転支援車載装置と、交差点に設置された特定の交通信号機の信号現示の予定
に関する情報を少なくとも含む信号情報を車両に対して送信する信号情報送信手段を備え
る路側通信装置とを備えるものである。このように構成された路車間通信システムによれ
ば、本発明の運転支援車載装置を搭載した車両と、路側通信装置等の交通インフラとの間
の路車間通信に基づいて、上述の効果と同様の効果を得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】実施形態の路車間通信システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】車載装置のメイン処理の手順を示すフローチャートである。
【図３】通過可否判断処理の手順を示すフローチャートである。
【図４】状況別の運転支援の内容を示すリストである。
【図５】運転支援による通過可能例１，２を示す説明図である。
【図６】運転支援による通過可能例３，４を示す説明図である。
【図７】運転支援による通過可能例５，６を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。なお、本発明は下記の実施形態
に何ら限定されるものではなく様々な態様にて実施することが可能である。
　［路車間通信システムの構成の説明］
　まず、図１に基づいて実施形態の路車間通信システムの構成を説明する。路車間通信シ
ステムは、道路を走行する車両に搭載される車載装置１（特許請求の範囲の運転支援車載
装置に相当）と、交差点に設置された交通信号機２（特許請求の範囲の路側通信装置に相
当）とからなる。
【００３５】
　車載装置１は、位置特定部１０、外部機器接続部１１、表示部１２、音声出力部１３、
光ビーコン通信部１４、無線通信部１５、及び制御部１６等を備えている。
　このうち、位置特定部１０は、車速センサ３２や、図示しない加速度センサ、ＧＰＳ受
信機等による検出信号に基づいて車両の現在地や進行方向を特定し、その特定したデータ
を制御部１６に入力するためのものである。外部機器接続部１１は、車両に搭載されてい
るレーダ・カメラ３１、車速センサ３２、作動制御部３３、ナビゲーション装置３４等、
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他のＥＣＵ（Electronic Control Unit）等の各種機器との間で通信を行うためのインタ
フェースであり、各機器から送信されてくるデータを制御部１６に入力する。レーダ・カ
メラ３１は、レーダ・カメラ３１は、自車両周辺に存在する他車両を検知するためのレー
ダや、自車両の前方及び後方の路上風景を撮像するためのカメラを備えた装置である。車
速センサ３２は、自車両の速度を検出するための装置である。作動制御部３３は自車両の
各部（アクセル、ブレーキ、方向指示器等の被制御部）の作動制御を行うための装置であ
る。ナビゲーション装置３４は、道路地図データに基づいて現在地から目的地までの推奨
経路を探索し、その探索した推奨経路に従って走行案内をする周知のカーナビゲーション
システムである。
【００３６】
　表示部１２は、画像を表示する液晶パネル等の表示面を備えた表示装置であり、制御部
１６からの制御に基づいて各種の運転支援画像を表示する。画像を表示する表示面は、車
両の運転席から視認可能な場所に配置される。音声出力部１３は、音声を出力するスピー
カ等を備えた音声出力装置であり、制御部１６からの制御に基づいて運転支援に関する各
種の音声メッセージを出力する。
【００３７】
　光ビーコン通信部１４は、道路近傍に設置された光ビーコンとの間で近赤外線通信技術
を利用した双方向通信を行うための通信装置である。この光ビーコン通信部１４は、光ビ
ーコンから提供される各種の交通情報を受信し、その受信データを制御部１６に入力する
。
【００３８】
　無線通信部１５は、信号交差点に設置された交通信号機２との間で双方向の無線通信（
路車間通信）を行ったり、通信装置を搭載する周辺車両との間で無線通信（車車間通信）
を行うための通信装置である。この路車間通信に用いる通信様式としては、例えばＥＴＣ
（登録商標）システム等で用いられる狭域通信（ＤＳＲＣ）や、ＶＩＣＳ（登録商標）等
で用いられる電波ビーコン等の技術を用いることが考えられる。あるいは、日本国におい
て、２０１１年（予定）のアナログテレビ放送の終了後に利用区分が再編される予定の７
００ＭＨｚ帯の電波を利用することも考えられる。この７００ＭＨｚ帯の電波は、ＤＳＲ
Ｃで用いられる５．８ＧＨｚ帯の電波と比較して波長が長いため、回折を起こし易い。そ
のため、建築物が密集する都市部において、建物の影からでも良好に通信が行うことがで
きる。
【００３９】
　制御部１６は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等からなる周知のコンピュータ装置で構成され
ており、車載装置１の各部を統括制御する。この制御部１６は、ＲＯＭ等に記憶されたプ
ログラムに従って路車間通信や運転支援に関する処理を実行する。なお、本実施形態では
、路車間通信により取得した信号情報や、自車両の走行状況、各種センサ類を使って把握
した周辺車両状況に基づき、前方の交差点を無停止で通過できるようにするための速度調
整支援や進路変更案内といった運転支援を実施する。この運転支援を実施するための処理
についての詳細な説明は後述する。
【００４０】
　一方、交通信号機２は、無線通信部２１、信号制御部２２、光ビーコン２３及び信号表
示部２４を備える。
　このうち、無線通信部２１は、道路を走行する車両に搭載された車載装置１との間で双
方向の無線通信（路車間通信）を行うための通信装置である。この路車間通信に用いる通
信様式は、上述の車載装置１のものと同様である。
【００４１】
　また、光ビーコン２３は、指向性の高い近赤外線を利用した双方向通信機能と車両感知
機能とを併せ持つ装置であり、交通信号機２が設置された交差点に接続する道路の交差点
手前側に設置される近赤外線の投受光器と制御装置からなる。この光ビーコン２３は、当
該交差点に向かって走行する車両を感知したり、信号制御部２２から供給される情報を車
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両に送信すると共に、車両の感知情報や双方向通信により車両から受信した情報を信号制
御部２２へ出力する。
【００４２】
　信号制御部２２は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等からなる周知のコンピュータ装置で構成
されており、交通信号機２の各部を統括制御し、信号交差点を通行する車両に対して信号
を表示するための信号灯器である信号表示部２４が備える青、黄、赤の各信号灯の点灯及
び消灯を制御する。
【００４３】
　さらに、信号制御部２２は、自己が制御する信号の現示の予定に関する情報や、交差点
の位置情報等を含む信号情報を、無線通信部２１を使って一定間隔（例えば１００ｍｓご
と）で車両に対して送信する。信号の現示予定に関する情報は、現在の信号の現示状況や
、今後の信号灯色の表示順序、各信号灯色の現示期間（開始時刻、終了時刻等）を示す情
報である。
【００４４】
　また、信号制御部２２は、光ビーコン２３を使って、光ビーコン２３の投受光器の設置
位置から交差点までの走行距離を示す距離情報を、光ビーコン２３で感知した車両に対し
て送信する。
【００４５】
　［車載装置１のメイン処理の説明］
　つぎに、車載装置１の制御部１６が実行するメイン処理の手順について、図２のフロー
チャートを参照しながら説明する。この処理は、自車両の進路前方に本実施形態の交通信
号機２による信号情報の送信が実施された交差点がある場合に実行される処理である。
【００４６】
　車載装置１の制御部１６は、まず、無線通信部１５を使って進路前方の交差点に設置さ
れた交通信号機２から信号情報を受信する（Ｓ１０１）。この信号情報には、当該交通信
号機２における信号の現示予定に関する情報や、当該前方交差点の位置情報等が含まれる
。
【００４７】
　つぎに、Ｓ１０１で受信した信号機情報や、自車両の走行状況を示す走行状況情報、当
該前方交差点での自車両の進行方向、自車両と同じ道路を走行している自車両近辺の周辺
車両に関する周辺車両情報等に基づいて、運転支援の実施下による当該前方交差点の通過
可否の判断と運転支援内容の決定を行う通過可否判断処理を実行する（Ｓ１０２）。
【００４８】
　なお、自車両の走行状況情報は、位置特定部１０や車速センサ３２、光ビーコン通信部
１４等を使って取得した自車両の速度、現在地、交差点までの残り距離等を示す情報であ
る。また、周辺車両情報は、レーダ・カメラ３１や、無線通信部１５を使った車車間通信
や路車間通信により取得した周辺車両の位置、速度、交差点までの残り距離、当該前方交
差点での進行方向等を示す情報である。
【００４９】
　本実施形態では、前方交差点において現在停止信号（黄や赤信号）が現示されている状
況を対象に、自車両が適切な速度に減速することで当該前方交差点に到達する前に停止信
号の現示期間をやり過ごし、次の進行信号（青信号や矢印信号）で交差点を無停止で通過
できるようにするための運転支援を想定している。その運転支援内容としては、当該交差
点を無停止で通過できるようにするための推奨速度の算出や、その推奨速度に基づく減速
調整の支援、減速調整の支障となる先行車両を回避するための進路変更案内がある。そし
て、Ｓ１０２の通過可否判断処理では、減速調整によって交差点を無停止で通過すること
の実現可否が判断されると共に、通過可能である場合の推奨速度、進路変更の要否及びそ
の進路変更先が決定される。なお、この通過可否判断処理の詳細な手順については後述す
る。
【００５０】
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　つぎに、Ｓ１０３では、Ｓ１０２の処理結果に基づき、減速調整のみによって当該前方
交差点を無停止で通過できるか否かを判定する。ここで、減速調整のみによって当該前方
交差点を無停止で通過できると判定した場合（Ｓ１０３：ＹＥＳ）、Ｓ１０４の処理へ進
み、通過できないと判定した場合（Ｓ１０３：ＮＯ）、Ｓ１０８の処理へ進む。
【００５１】
　減速調整のみによって当該前方交差点を無停止で通過できると判断した場合に進むＳ１
０４では、Ｓ１０２で算出した推奨速度に基づいて減速指示を実施する。この減速指示は
、運転者に対して減速を指示又は案内する旨のメッセージを、表示部１２による画像表示
や音声出力部１３による音声案内によって報知することで行う。なお、減速指示をすると
共に、作動制御部３３を使ってアクセルやブレーキの作動を制御し、自動的に速度を調整
するようにしてもよい。
【００５２】
　つづいて、自車両の速度がＳ１０２で算出した推奨速度に到達したか否かを判定する（
Ｓ１０５）。推奨速度に到達した場合（Ｓ１０５：ＹＥＳ）、Ｓ１０６の処理へ進み、推
奨速度に到達していない場合（Ｓ１０５：ＮＯ）、減速指示を継続したままＳ１０５の処
理を繰り返す。
【００５３】
　推奨速度に到達した場合に進むＳ１０６では、速度適正通知を実施する。この速度適正
通知は、適正速度になったことを示すメッセージや、現在の適正速度を維持するように指
示又は案内する旨のメッセージを、表示部１２による画像表示や音声出力部１３による音
声案内によって報知することで行う。
【００５４】
　つづいて、自車両の現在地情報に基づいて当該前方交差点を通過したか否かを判定する
（Ｓ１０７）。前方交差点を通過した場合（Ｓ１０７：ＹＥＳ）、Ｓ１１５の処理へ進み
、前方交差点を未だ通過していない場合（Ｓ１０７：ＮＯ）、Ｓ１０７の処理を繰り返す
。前方交差点を通過した場合に進むＳ１１５では、実施中の運転支援を終了し、本処理を
終了する。
【００５５】
　一方、Ｓ１０３において、減速調整のみによって当該前方交差点を無停止で通過できな
い判断した場合に進むＳ１０８では、Ｓ１０２の処理結果に基づき、進路変更及び減速調
整によって当該前方交差点を無停止で通過できるか否かを判定する。ここで、進路変更及
び減速調整によって当該前方交差点を無停止で通過できると判定した場合（Ｓ１０８：Ｙ
ＥＳ）、Ｓ１０９の処理へ進み、通過できないと判定した場合（Ｓ１０８：ＮＯ）、本処
理を終了する。
【００５６】
　進路変更及び減速調整によって前方交差点を無停止で通過できると判定した場合に進む
Ｓ１０９では、Ｓ１０２で決定した進路変更先の車両通行帯及び推奨速度に基づき、進路
変更案内及び減速指示を実施する。進路変更案内は、進路変更先の車両通行帯を示すメッ
セージを、表示部１２による画像表示や音声出力部１３による音声案内によって報知する
ことで行う。また、減速指示は、運転者に対して減速を指示又は案内する旨のメッセージ
を、表示部１２による画像表示や音声出力部１３による音声案内によって報知することで
行う。
【００５７】
　つづいて、自車両が走行している車両通行帯の検出結果に基づいて、進路変更案内に沿
った進路変更が完了したか否かを判定する（Ｓ１１０）。進路変更が完了した場合（Ｓ１
１０：ＹＥＳ）、Ｓ１１１の処理へ進み、進路変更が未だ完了していない場合（Ｓ１１０
：ＮＯ）、進路変更案内及び減速指示を継続したままＳ１１０の処理を繰り返す。
【００５８】
　進路変更が完了した場合に進むＳ１１１では、進路変更案内を終了する一方、減速指示
を継続する。そして、自車両の速度がＳ１０２で算出した推奨速度に到達したか否かを判
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定する（Ｓ１１２）。推奨速度に到達した場合（Ｓ１１２：ＹＥＳ）、Ｓ１１３の処理へ
進み、推奨速度に到達していない場合（Ｓ１１２：ＮＯ）、減速指示を継続したままＳ１
１２の処理を繰り返す。
【００５９】
　推奨速度に到達した場合に進むＳ１１３では、速度適正通知を実施する。この速度適正
通知は、適正速度になったことを示すメッセージや、現在の適正速度を維持するように指
示又は案内する旨のメッセージを、表示部１２による画像表示や音声出力部１３による音
声案内によって報知することで行う。
【００６０】
　つづいて、自車両の現在地情報に基づいて当該前方交差点を通過したか否かを判定する
（Ｓ１１４）。前方交差点を通過した場合（Ｓ１１４：ＹＥＳ）、Ｓ１１５の処理へ進み
、前方交差点を未だ通過していない場合（Ｓ１１４：ＮＯ）、Ｓ１１４の処理を繰り返す
。前方交差点を通過した場合に進むＳ１１５では、実施中の運転支援を終了し、本処理を
終了する。
【００６１】
　［通過可否判断処理の説明］
　つぎに、上述のメイン処理のＳ１０２で実行される通過可否判断処理の手順について、
図３のフローチャート及び図４～７の説明図を参照しながら説明する。
【００６２】
　車載装置１の制御部１６は、まず、自車両が現在走行している車両通行帯の進路前方に
、前方交差点の停止信号によって停止すると予測される先行車両が存在するか否かを判定
する（Ｓ２０１）。なお、自車両や周辺車両が現在走行している車両通行帯は、道路形状
、各車両の現在地の検出結果、自車両の挙動履歴、レーダ・カメラ３１による前方環境（
例えば道路標示）の検出結果等に基づいて判別する。道路形状については、ナビゲーショ
ン装置３４が備える地図データから、当該前方交差点手前の道路に設けられた車両通行帯
の数や配置形態、通行区分に関する情報を取得したものを利用する。また、先行車両が前
方交差点の停止信号によって停止するか否かについては、信号情報に基づく信号現示の現
状及び予定と、先行車両の速度及び前方交差点までの距離に基づき、先行車両が前方交差
点に到達する時期を予測して判断する。先行車両の速度及び前方交差点までの距離は、レ
ーダ・カメラ３１や、無線通信部１５を使った車車間通信あるいは路車間通信により取得
する。
【００６３】
　Ｓ２０１では、自車両の進路前方に前方交差点の停止信号によって停止すると予測され
る先行車両が存在しないと判定した場合（Ｓ２０１：ＮＯ）、Ｓ２０２の処理へ進み、先
行車両が存在すると判定した場合（Ｓ２０１：ＹＥＳ）、Ｓ２０７の処理へ進む。
【００６４】
　自車両の進路前方に停止信号によって停止すると予測される先行車両が存在しない場合
に進むＳ２０２では、減速調整の実施によって、前方交差点で進行信号が現示されている
期間内に当該前方交差点に到達できるか否かの状況判断を行う。
【００６５】
　具体的には、直近の進行信号の現示期間（開始時刻及び終了時刻）、現在地から前方交
差点までの距離、自車両の現在の速度、減速時に許容される最大の速度変化率（減速度）
、及び、減速の終了後に行う定速走行時に許容される最低速度の諸条件に基づき、最大速
度変化率及び最低速度の制約を満たす減速方法によって前方交差点までの所要時間を調整
することで、進行信号の現示期間内に前方交差点に到達可能にすることができるか否かを
判断する。それと共に、減速調整により進行信号の現示期間内に到達可能である場合には
、その到達可能な推奨速度を算出する。なお、前方交差点において全ての進行方向を対象
とする進行信号よりも先に右折、左折、直進等の個別の進行方向専用の矢印信号のみが現
示される場合、自車両の進行方向に対応する矢印信号が現示される期間を対象に、到達の
可否を判断する。
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【００６６】
　なお、Ｓ２０２の状況判断で用いられる、減速時の最大速度変化率や減速後の最低速度
は、走行時の安全性や快適性を考慮してメーカ等により予め設定された値を用いるように
してもよいし、ユーザの運転嗜好に応じてユーザが任意に設定できるようにしてもよい。
【００６７】
　つづいて、Ｓ２０３では、Ｓ２０２での状況判断の結果において、進行信号の現示期間
内に前方交差点に到達できると判断した否かに応じて処理を分岐する。進行信号の現示期
間内に前方交差点に到達できると判断した場合（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、Ｓ２０４の処理へ
進む。Ｓ２０４では、さらに、自車両が現在走行している車両通行帯の後方に減速調整の
支障となる後続車両が存在するか否かを判定する。減速調整の支障となる後続車両が存在
しない場合（Ｓ２０４：ＮＯ）、「減速調整により通過可能」との判断結果を確定し（Ｓ
２０５）、本処理を終了する。
【００６８】
　一方、Ｓ２０３で進行信号の現示期間内に前方交差点に到達できないと判定した場合（
Ｓ２０３：ＮＯ）、あるいは、Ｓ２０４で減速調整の支障となる後続車両が存在すると判
定した場合（Ｓ２０４：ＹＥＳ）、「通過不可」との判断結果を確定し（Ｓ２０６）、本
処理を終了する。
【００６９】
　一方、Ｓ２０１で自車両の進路前方に停止信号によって停止すると予測される先行車両
が存在すると判定した場合に進むＳ２０７では、進路変更と減速調整との併用によって、
前方交差点で進行信号が現示されている期間内に当該前方交差点に到達できるか否かの状
況判断を行う。
【００７０】
　ここでの状況判断に用いる諸条件として、車両以外に関するものでは、直近の進行信号
の現示期間（開始時刻及び終了時刻）、前方交差点までの道路形状や車両通行帯の数等が
ある。また、自車両に関するものとしては、自車両の現在地から前方交差点までの距離、
現在の速度、前方交差点での進行方向、減速時に許容される最大の速度変化率（減速度）
、減速の終了後に行う定速走行時に許容される最低速度等がある。また、周辺車両に関す
るものとしては、先行車両の位置、先行車両の現在地から交差点までの距離、速度、交差
点での進行方向、自車両とは別の車両通行帯を走行する、先行車両以外の前方車両の位置
等がある。
【００７１】
　自車両の前方交差点での進行方向については、ナビゲーション装置３４により探索され
た推奨経路の設定や、方向指示器の作動状況、走行履歴の蓄積による学習結果等を用いて
判断する。また、先行車両の進行方向については、無線通信部１５を使った車車間通信に
より先行者両側で意図している進行方向を取得してもよいし、カメラで撮像した先行車両
の方向指示器の作動状況や、先行車両のいる車両通行帯、道路形状とから総合的に判断し
てもよい。あるいは、何れの方法にも依らない場合は、道路形状と先行車両のいる車両通
行帯とから推定してもよい。
【００７２】
　上記諸条件に基づいて、自車両の進路前方の先行車両を回避して、更に他の前方車両も
存在しない状況下で走行するための進路変更の要否を判断すると共に、最大速度変化率及
び最低速度の制約を満たす減速方法によって前方交差点までの所要時間を調整することで
、進行信号の現示期間内に前方交差点に到達可能にすることができるか否かを判断する。
ここでは、先行車両の前方交差点での進行方向や、道路形状に基づき、先行車両が前方交
差点の手前で行う進路変更の有無を推定し、その推定結果も考慮して自車両の進路変更の
要否を判断する。
【００７３】
　この状況判断と共に、減速調整により進行信号の現示期間内に到達可能である場合には
、その到達可能な推奨速度を算出する。また、進路変更が必要な場合には、その進路変更
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方法を決定する。なお、前方交差点において全ての進行方向を対象とする進行信号よりも
先に右折、左折、直進等の個別の進行方向専用の矢印信号のみが現示される場合、自車両
の進行方向に対応する矢印信号が現示される期間を対象に、到達の可否を判断する。
【００７４】
　さらに、本実施形態では、Ｓ２０７で行う進路変更の要否に関する状況判断と、その状
況判断結果に基づいて決定される運転支援の内容とを、図４に示すリストに記載の状況Ｎ
ｏ．１～１６の各ケースで規定する。ここで図４に示すリストに基づいて、状況Ｎｏ．１
～１６の各ケースの内容を説明する。
【００７５】
　（状況Ｎｏ．１）
　自車両の前方交差点での進行方向は直進であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向も直進であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯に
隣接する直進可能な車両通行帯が存在することが要件である。この隣接する車両通行帯に
は、他の前方車両は存在しないことが要件である。これら要件に該当する場合、自車両が
隣接する車両通行帯に進路変更することで、自車両の進路前方の先行車両を回避して、更
に他の前方車両も存在しない状況下で前方交差点に到達できる。よって、このケースでは
、当該隣接通行帯への進路変更案内と減速指示とを運転支援内容の候補に選択する。
【００７６】
　状況Ｎｏ．１のケースは、図５（ａ），（ｂ）に示す通過可能例１，２に該当する。す
なわち、図５（ａ）の通過可能例１に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち進
行方向左側を走行している場合、自車両に直進可能な右側の車両通行帯へ進路変更させる
ことで、交差点手前で停止する先行車両を回避して前方交差点に到達できる。また、図５
（ｂ）の通過可能例１に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち進行方向右側を
走行している場合、自車両に直進可能な左側の車両通行帯へ進路変更させることで、交差
点手前で停止する先行車両を回避して前方交差点に到達できる。
【００７７】
　（状況Ｎｏ．２）
　自車両の前方交差点での進行方向は直進であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は右折であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯の
右側に隣接する車両通行帯が存在することが要件である。自車両の進路上には、この先行
車両の他に前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、先行
車両が前方交差点を右折するために右側の車両通行帯に進路変更すると予測される。その
ため、自車両に進路変更をさせなくても先行車両を回避して前方交差点に到達できる。よ
って、このケースでは、進路変更は不要であると判断して、減速指示のみを運転支援内容
の候補に選択する。
【００７８】
　状況Ｎｏ．２のケースは、図６（ａ）に示す通過可能例３に該当する。すなわち、この
通過可能例３に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち進行方向左側を走行して
いる場合、やがて先行車両が右折のために右側の車両通行帯へ進路変更していくと予測さ
れるので、自車両はこの車両通行帯をそのまま走行し続ければよい。
【００７９】
　（状況Ｎｏ．３）
　自車両の前方交差点での進行方向は直進であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は右折であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯の
左側に隣接する直進可能な車両通行帯が存在することが要件である。この左隣の車両通行
帯には、他の前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、先
行車両は前方交差点を右折するために現在の車両通行帯を走行し続けると予測される。そ
のため、自車両に左隣の車両通行帯に進路変更させることで、自車両の進路前方の先行車
両を回避して、更に他の前方車両も存在しない状況下で前方交差点に到達できる。よって
、このケースでは、左隣の車両通行帯への進路変更案内と減速指示とを運転支援内容の候
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補に選択する。
【００８０】
　状況Ｎｏ．３のケースは、図５（ｂ）に示す通過可能例２に該当する。すなわち、この
通過可能例２に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち進行方向右側を走行して
いるとき、進路前方の先行車両は右折のために右側の車両通行帯を走行し続けるので、自
車両に直進可能な左側の車両通行帯へ進路変更させればよい。
【００８１】
　（状況Ｎｏ．４）
　自車両の前方交差点での進行方向は直進であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は左折であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯の
左側に隣接する車両通行帯が存在することが要件である。自車両の進路上には、この先行
車両の他に前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、先行
車両が前方交差点を左折するために左側の車両通行帯に進路変更すると予測される。その
ため、自車両に進路変更をさせなくても先行車両を回避して前方交差点に到達できる。よ
って、このケースでは、進路変更は不要であると判断して、減速指示のみを運転支援内容
の候補に選択する。
【００８２】
　状況Ｎｏ．４のケースは、図６（ｂ）に示す通過可能例４に該当する。すなわち、この
通過可能例４に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち進行方向右側を走行して
いる場合、やがて先行車両が左折のために左側の車両通行帯へ進路変更していくと予測さ
れるので、自車両はこの車両通行帯をそのまま走行し続ければよい。
【００８３】
　（状況Ｎｏ．５）
　自車両の前方交差点での進行方向は直進であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は左折であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯の
右側に隣接する車両通行帯が存在することが要件である。この右隣の車両通行帯には、他
の前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、先行車両は前
方交差点を左折するために現在の車両通行帯を走行し続けると予測される。そのため、自
車両に右隣の車両通行帯に進路変更させることで、自車両の進路前方の先行車両を回避し
て、更に他の前方車両も存在しない状況下で前方交差点に到達できる。よって、このケー
スでは、右隣の車両通行帯への進路変更案内と減速指示とを運転支援内容の候補に選択す
る。
【００８４】
　状況Ｎｏ．５のケースは、図５（ａ）に示す通過可能例１に該当する。すなわち、この
通過可能例１に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち進行方向左側を走行して
いるとき、進路前方の先行車両は左折のために左側の車両通行帯を走行し続けるので、自
車両に直進可能な右側の車両通行帯へ進路変更させればよい。
【００８５】
　（状況Ｎｏ．６）
　自車両の前方交差点での進行方向は右折であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は直進であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯の
右側に隣接する車両通行帯が存在することが要件である。この右隣の車両通行帯には、他
の前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、自車両は交差
点を右折するために右側の車両通行帯に進路変更する必要がある。そこで、自車両に右隣
の車両通行帯に進路変更させることで、自車両の進路前方の先行車両を回避して、更に他
の前方車両も存在しない状況下で前方交差点に到達できる。よって、このケースでは、右
隣の車両通行帯への進路変更案内と減速指示とを運転支援内容の候補に選択する。
【００８６】
　状況Ｎｏ．５のケースは、図５（ａ）に示す通過可能例１に該当する。すなわち、この
通過可能例１に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち進行方向左側を走行して
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いるとき、自車両が右折のために右側の車両通行帯に進路変更することで、交差点手前で
停止する先行車両を回避して前方交差点に到達できる。
【００８７】
　（状況Ｎｏ．７）
　自車両の前方交差点での進行方向は右折であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は直進であることが要件である。道路形状は、交差点手前に右折専用の車
両通行帯が増設されていることが要件である。この右折専用通行帯には、他の前方車両は
存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、自車両は右折のために道路
形状に沿って右折専用通行帯に進入し、先行車両は直進のために道路形状に沿って左側の
車両通行帯に進入する。このため、自車両は進路前方の先行車両や他の前方車両も存在し
ない状況下で前方交差点に到達できる。このケースでは、自車両の右折専用通行帯への進
入は必然であるため、進路変更を案内する必要ななく、減速指示のみを運転支援内容の候
補に選択する。なお、本ケースでは、自車両の進路前方に先行車両が複数連続して存在す
る場合、右折専用通行帯が最後部の先行車両よりも手前側（自車両側）にあることを要件
とする。
【００８８】
　状況Ｎｏ．７のケースは、図７（ａ）に示す通過可能例５に該当する。すなわち、この
通過可能例５に示すとおり、自車両は右折専用通行帯の出現によって増幅する道路形状に
沿って右折専用通行帯に進入することで、交差点手前で停止する先行車両を回避して前方
交差点に到達できる。
【００８９】
　（状況Ｎｏ．８）
　自車両の前方交差点での進行方向は右折であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は左折であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯の
右側に隣接する車両通行帯が存在することが要件である。この右隣の車両通行帯には、他
の前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、自車両は交差
点を右折するために右側の車両通行帯に進路変更する必要がある。一方、先行車両は前方
交差点を左折するために現在の車両通行帯を走行し続けると予測される。そこで、自車両
に右隣の車両通行帯に進路変更させることで、自車両の進路前方の先行車両を回避して、
更に他の前方車両も存在しない状況下で前方交差点に到達できる。よって、このケースで
は、右隣の車両通行帯への進路変更案内と減速指示とを運転支援内容の候補に選択する。
【００９０】
　状況Ｎｏ．５のケースは、図５（ａ）に示す通過可能例１に該当する。すなわち、この
通過可能例１に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち進行方向左側を走行して
いるとき、自車両が右折のために右側の車両通行帯に進路変更することで、交差点手前で
停止する先行車両を回避して前方交差点に到達できる。
【００９１】
　（状況Ｎｏ．９）
　自車両の前方交差点での進行方向は右折であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は左折であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯の
左側に隣接する車両通行帯が存在することが要件である。自車両の進路上には、この先行
車両の他に前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、自車
両は交差点を右折するために右側の車両通行帯を走行し続ければよい。一方、先行車両は
前方交差点を左折するために左側の車両通行帯に進路変更すると予測される。そのため、
自車両に進路変更をさせなくても先行車両を回避して前方交差点に到達できる。よって、
このケースでは、進路変更は不要であると判断して、減速指示のみを運転支援内容の候補
に選択する。
【００９２】
　状況Ｎｏ．９のケースは、図６（ｂ）に示す通過可能例４に該当する。すなわち、この
通過可能例４に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち、右折のために進行方向
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右側を走行している場合、やがて先行車両が左折のために左側の車両通行帯へ進路変更し
ていくと予測されるので、自車両はこの車両通行帯をそのまま走行し続ければよい。
【００９３】
　（状況Ｎｏ．１０）
　自車両の前方交差点での進行方向は右折であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は左折であることが要件である。道路形状は、交差点手前に右折専用の車
両通行帯が増設されている状況であることが要件である。この右折専用通行帯には、他の
前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、自車両は右折の
ために道路形状に沿って右折専用通行帯に進入し、先行車両は左折のために道路形状に沿
って左側の車両通行帯に進入する。このため、自車両は進路前方の先行車両や他の前方車
両も存在しない状況下で前方交差点に到達できる。このケースでは、自車両の右折専用通
行帯への進入は必然であるため、進路変更を案内する必要ななく、減速指示のみを運転支
援内容の候補に選択する。なお、本ケースでは、自車両の進路前方に先行車両が複数連続
して存在する場合、右折専用通行帯が最後部の先行車両よりも手前側（自車両側）にある
ことを要件とする。
【００９４】
　状況Ｎｏ．１０のケースは、図７（ａ）に示す通過可能例５に該当する。すなわち、こ
の通過可能例５に示すとおり、自車両は右折専用通行帯の出現によって増幅する道路形状
に沿って右折専用通行帯に進入することで、交差点手前で停止する先行車両を回避して前
方交差点に到達できる。
【００９５】
　（状況Ｎｏ．１１）
　自車両の前方交差点での進行方向は左折であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は直進であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯の
左側に隣接する直進可能な車両通行帯が存在することが要件である。この左隣の車両通行
帯には、他の前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、自
車両は交差点を左折するために左側の車両通行帯に進路変更する必要がある。そこで、自
車両に左隣の車両通行帯に進路変更させることで、自車両の進路前方の先行車両を回避し
て、更に他の前方車両も存在しない状況下で前方交差点に到達できる。よって、このケー
スでは、左隣の車両通行帯への進路変更案内と減速指示とを運転支援内容の候補に選択す
る。
【００９６】
　状況Ｎｏ．１１のケースは、図５（ｂ）に示す通過可能例２に該当する。すなわち、こ
の通過可能例２に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち進行方向右側を走行し
ているとき、自車両が左折のために左側の車両通行帯に進路変更することで、交差点手前
で停止する先行車両を回避して前方交差点に到達できる。
【００９７】
　（状況Ｎｏ．１２）
　自車両の前方交差点での進行方向は左折であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は直進であることが要件である。道路形状は、交差点手前に左折専用の車
両通行帯が増設されていることが要件である。この左折専用通行帯には、他の前方車両は
存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、自車両は左折のために道路
形状に沿って左折専用通行帯に進入し、先行車両は直進のために道路形状に沿って右側の
車両通行帯に進入する。このため、自車両は進路前方の先行車両や他の前方車両も存在し
ない状況下で前方交差点に到達できる。このケースでは、自車両の左折専用通行帯への進
入は必然であるため、進路変更を案内する必要ななく、減速指示のみを運転支援内容の候
補に選択する。なお、本ケースでは、自車両の進路前方に先行車両が複数連続して存在す
る場合、左折専用通行帯が最後部の先行車両よりも手前側（自車両側）にあることを要件
とする。
【００９８】
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　状況Ｎｏ．１２のケースは、図７（ｂ）に示す通過可能例６に該当する。すなわち、こ
の通過可能例６に示すとおり、自車両は左折専用通行帯の出現によって増幅する道路形状
に沿って左折専用通行帯に進入することで、交差点手前で停止する先行車両を回避して前
方交差点に到達できる。
【００９９】
　（状況Ｎｏ．１３）
　自車両の前方交差点での進行方向は左折であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は右折であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯の
右側に隣接する車両通行帯が存在することが要件である。自車両の進路上には、この先行
車両の他に前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、自車
両は交差点を左折するために左側の車両通行帯を走行し続ければよい。一方、先行車両は
前方交差点を右折するために右側の車両通行帯に進路変更すると予測される。そのため、
自車両に進路変更をさせなくても先行車両を回避して前方交差点に到達できる。よって、
このケースでは、進路変更は不要であると判断して、減速指示のみを運転支援内容の候補
に選択する。
【０１００】
　状況Ｎｏ．１３のケースは、図６（ａ）に示す通過可能例３に該当する。すなわち、こ
の通過可能例３に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち左折のために進行方向
左側を走行している場合、やがて先行車両が右折のために右側の車両通行帯へ進路変更し
ていくと予測されるので、自車両はこの車両通行帯をそのまま走行し続ければよい。
【０１０１】
　（状況Ｎｏ．１４）
　自車両の前方交差点での進行方向は左折であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は右折であることが要件である。道路形状は、自車両のいる車両通行帯の
左側に隣接する直進可能な車両通行帯が存在することが要件である。この左隣の車両通行
帯には、他の前方車両は存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、自
車両は交差点を左折するために左側の車両通行帯に進路変更する必要がある。一方、先行
車両は前方交差点を右折するために右側の車両通行帯を走行し続けると予測される。その
ため、自車両に左隣の車両通行帯に進路変更させることで、自車両の進路前方の先行車両
を回避して、更に他の前方車両も存在しない状況下で前方交差点に到達できる。よって、
このケースでは、左隣の車両通行帯への進路変更案内と減速指示とを運転支援内容の候補
に選択する。
【０１０２】
　状況Ｎｏ．１４のケースは、図５（ｂ）に示す通過可能例２に該当する。すなわち、こ
の通過可能例２に示すとおり、自車両が２つある車両通行帯のうち進行方向右側を走行し
ているとき、自車両が左折のために左側の車両通行帯に進路変更することで、交差点手前
で停止する先行車両を回避して前方交差点に到達できる。
【０１０３】
　（状況Ｎｏ．１５）
　自車両の前方交差点での進行方向は左折であることが要件である。先行車両の前方交差
点での進行方向は右折であることが要件である。道路形状は、交差点手前に左折専用の車
両通行帯が増設されていることが要件である。この左折専用通行帯には、他の前方車両は
存在しないことが要件である。これらの要件に該当する場合、自車両は左折のために道路
形状に沿って左折専用通行帯に進入し、先行車両は右折のために道路形状に沿って右側の
車両通行帯に進入する。このため、自車両は進路前方の先行車両や他の前方車両も存在し
ない状況下で前方交差点に到達できる。このケースでは、自車両の左折専用通行帯への進
入は必然であるため、進路変更を案内する必要ななく、減速指示のみを運転支援内容の候
補に選択する。なお、本ケースでは、自車両の進路前方に先行車両が複数連続して存在す
る場合、左折専用通行帯が最後部の先行車両よりも手前側（自車両側）にあることを要件
とする。



(19) JP 2012-22565 A 2012.2.2

10

20

30

40

50

【０１０４】
　状況Ｎｏ．１５のケースは、図７（ｂ）に示す通過可能例６に該当する。すなわち、こ
の通過可能例６に示すとおり、自車両は増幅する道路形状に沿って左折専用通行帯に進入
することで、交差点手前で停止する先行車両を回避して前方交差点に到達できる。
【０１０５】
　なお、上記の状況Ｎｏ．１～１５においては、自車両が走行している車両通行帯の進路
前方に複数の先行車両が存在する場合、全ての先行車両に対して上記の要件が該当するこ
とが要件となる。
【０１０６】
　（状況Ｎｏ．１６）
　自車両の進行方向、先行車両の進行方向、道路形状、及び、先行車両以外の前方車両状
況の各要件が、上記の状況Ｎｏ．１～１５の何れの組合せにも該当しない場合、進路変更
案内及び減速指示の何れの運転支援も実行不可能であると判断する。
【０１０７】
　図３のフローチャートの説明に戻る。Ｓ２０８では、Ｓ２０７での状況判断の結果にお
いて、進行信号の現示期間内に前方交差点に到達できると判断した否かに応じて処理を分
岐する。進行信号の現示期間内に前方交差点に到達できると判断した場合（Ｓ２０８：Ｙ
ＥＳ）、Ｓ２０９の処理へ進む。つづくＳ２０９では、Ｓ２０７での状況判断の結果にお
いて、自車両の進路変更が必要であると判断したか否かに応じて処理を分岐する。自車両
の進路変更が必要であると判断した場合（Ｓ２０９：ＹＥＳ）、Ｓ２１０の処理へ進み、
進路変更が不要であると判断した場合（Ｓ２０９：ＮＯ）、Ｓ２０４の処理へ移行する。
【０１０８】
　自車両の進路変更が必要である場合に進むＳ２１０では、Ｓ２０７で決定した進路変更
先の車両通行帯の後方に、自車両の進路変更又は減速調整の支障となる後続車両が存在す
るか否かを判定する。進路変更及び減速調整の何れの支障となる後続車両も存在しない場
合（Ｓ２１０：ＮＯ）、「進路変更及び減速調整により通過可能」との判断結果を確定し
（Ｓ２１１）、本処理を終了する。
【０１０９】
　一方、Ｓ２０８で進行信号の現示期間内に前方交差点に到達できないと判定した場合（
Ｓ２０８：ＮＯ）、あるいは、Ｓ２１０で進路変更又は減速調整の支障となる後続車両が
存在すると判定した場合（Ｓ２１０：ＹＥＳ）、「通過不可」との判断結果を確定し（Ｓ
２１２）、本処理を終了する。
【０１１０】
　［変形例］
　（１）上記実施形態の通過可否判断処理では、自車両の進路前方に先行車両がいるとき
に進路変更の可否を判断する際、自車両が走行している車両通行帯と隣接する車両通行帯
のみを判断の対象とした。しかし、これに限らず、例えば、車両通行帯が３つ以上ある道
路においては、隣接する車両通行帯より更に離れた車両通行帯も進路変更の候補として判
断するように構成してもよい。
【０１１１】
　具体的には、まず、自車両が走行している車両通行帯と隣接する車両通行帯について進
路変更の可否を判断し、そこに前方車両が存在した場合等、隣接する車両通行帯での運転
支援ができない状況であった場合には、更にその隣の車両通行帯について、前方車両の有
無等に基づいて進路変更の可否を判断するようにすればよい。また、自車両が走行してい
る車両通行帯と隣接する車両通行帯より更に離れた車両通行帯への進路変更を案内する場
合、一端、隣接する車両通行帯への進路変更を案内した後、更に次の隣接する車両通行帯
への進路変更を案内するといった具合に、段階的に進路変更を案内すればよい。
【０１１２】
　（２）上記実施形態では、前方交差点において現在停止信号が現示されている状況を対
象に、自車両が適切な速度に減速することで当該前方交差点に到達する前に停止信号の現
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示期間をやり過ごし、次の進行信号で交差点を無停止で通過できるようにするための運転
支援を実行する事例について説明した。しかし、これに限らず、別の内容の運転支援を実
行する場合においても、本発明を適用可能である。その一例として、自車両が前方交差点
に到達する時期において停止信号で停止することが余儀なくされる場合、無駄なアクセル
操作を低減したり、電気自動車等における回生制動を積極的に利用したりして省エネルギ
ーを実現する方法や、停止するまでの速度変化率を適切な範囲内に抑えて乗り心地を向上
する方法等、適切な減速方法で交差点手前の所定位置に停止できるようにするための運転
支援を採用することが考えられる。
【０１１３】
　このような運転支援を行う場合、支援された走行方法で交差点で停止するのに支障とな
る先行車両が存在する場合、この先行車両を回避すると共に他の前方車両のいない進路変
更先を特定し、速度調整支援と併せて進路変更案内を行うことができる。具体的な制御方
法については、図２，３のフローチャートに示す手順で適用される諸条件を、交差点で停
止するための運転支援に対応した内容に変更したものを採用できる。
【０１１４】
　［効果］
　上記実施形態の路車間通信システムによれば、次の効果を奏する。
　（１）前方交差点へ至るための運転を対象とする運転支援の支障となる周辺車両の存在
を検知し、その支障を回避して運転支援を実施可能であるか否かを判断することで、その
判断結果に基づいて、他車両による支障を回避可能な運転支援を実施することができる。
【０１１５】
　（２）具体的には、自車両と前方交差点との間に、自車両が走行している車両通行帯の
進路前方を走行する先行車両が存在する場合、運転支援の可能な別の車両通行帯への進路
変更できる状況であれば、その車両通行帯への進路変更を案内することができる。そして
、この案内に基づいて進路変更が行われば、先行車両による支障が回避され、自車両の進
路前方に他車両が存在しない状態で速度案内や速度調整といった運転支援を遂行できる。
【０１１６】
　（３）前方交差点における車両通行帯の通行区分と、自車両及び他車両の進行方向とを
状況判断に加味することで、運転支援に係る進路変更の要否や可否をより的確に判断する
ことができ、周辺車両状況に応じた適切な運転支援を実現できる。
【０１１７】
　（４）自車両の進路変更又は減速調整の支障となる後続車両の存否に応じて運転支援の
実施の可否を判断することで、運転支援によって自車両と後方車両とが互いに支障となる
ような状況を回避できる。
【０１１８】
　［実施形態の構成と特許請求の範囲に記載の構成との対応］
　上記実施形態の路車間通信システムの各部構成と、特許請求の範囲に記載の構成との対
応は次のとおりである。車載装置１の無線通信部１５及び制御部１６が、特許請求の範囲
における信号情報取得手段に相当する。また、位置特定部１０、外部機器接続部１１、光
ビーコン通信部１４及び制御部１６が、走行状況情報取得手段に相当する。外部機器接続
部１１、無線通信部１５及び制御部１６が、周辺車両状況取得手段に相当する。また、制
御部１６が、状況判断手段、運転支援制御手段及び進行方向特定手段に相当する。また、
外部機器接続部１１及び制御部１６が、車両通行帯情報取得手段に相当する。
【０１１９】
　一方、交通信号機２の無線通信部２１及び信号制御部２２が、特許請求の範囲における
信号情報送信手段に相当する。
【符号の説明】
【０１２０】
　１…車載装置、１０…位置特定部、１１…外部機器接続部、１２…表示部、１３…音声
出力部、１４…光ビーコン通信部、１５…無線通信部、１６…制御部、２…交通信号機、
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２１…無線通信部、２２…信号制御部、２３…光ビーコン、２４…信号表示部、３１…レ
ーダ・カメラ、３２…車速センサ、３３…作動制御部、３４…ナビゲーション装置。
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