
JP 2009-15548 A 2009.1.22

10

(57)【要約】
【課題】ドライバに負担をかけることなく、高齢者の運
転の安全性を向上させる。
【解決手段】年齢推定部１１２は、撮影部１１１により
撮影された顔画像に基づいて、ドライバの年齢を推定す
る。脇見検出部１２１は、ドライバの年齢が高くなるほ
ど、より脇見が検出されやすくなるように、脇見を検出
する条件を緩く設定する。ドライバの年齢が高年齢層で
ある場合、障害物検出警告部１３２は、障害物の接近を
警告するタイミングを早くし、他車検出警告部１４２は
、他車の接近を警告するタイミングを早くし、コーナリ
ング制御部１５２は、自車が右折するとき、通常より外
側の軌道を通るようにコーナリングを制御し、左右確認
警告部１５３は、交差点においてドライバが左右を確認
しないときに警告する。本発明は、運転支援装置に適用
できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドライバを撮影した画像に基づいて、前記ドライバの年齢を推定する推定手段と、
　推定された前記ドライバの年齢である推定年齢に応じて、年齢による運転能力の低下を
補うように前記ドライバの運転の支援を行う運転支援手段と
　を含む運転支援装置。
【請求項２】
　前記運転支援手段は、前記ドライバの脇見を検出する脇見検出手段を含み、
　前記脇見検出手段は、前記推定年齢が高くなるほど、脇見を検出する条件を緩く設定す
る
　請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記運転支援手段は、前記ドライバに危険を警告する警告手段を含み、
　前記警告手段は、前記推定年齢が高くなるほど、警告を行うタイミングを早くする
　請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　前記警告手段は、障害物または他の車両の接近を警告する
　請求項３に記載の運転支援装置。
【請求項５】
　前記運転支援手段は、前記ドライバが運転する車両のコーナリングを制御するコーナリ
ング制御手段を含み、
　前記コーナリング制御手段は、前記推定年齢が所定の年齢以上である場合、前記車両が
右折するとき、通常の軌道より外側を通るように前記車両のコーナリングを制御する
　請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項６】
　前記運転支援手段は、前記推定年齢が所定の年齢以上である場合、交差点において前記
ドライバが左右の確認を行うかを監視し、左右の確認を行わない場合に警告する左右確認
警告手段を
　含む請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項７】
　ドライバを撮影した画像に基づいて、前記ドライバの年齢を推定する推定ステップと、
　推定された前記ドライバの年齢である推定年齢に応じて、年齢による運転能力の低下を
補うように前記ドライバの運転の支援を行う運転支援ステップと
　を含む運転支援方法。
【請求項８】
　ドライバを撮影した画像に基づいて、前記ドライバの年齢を推定する推定ステップと、
　推定された前記ドライバの年齢である推定年齢に応じて、年齢による運転能力の低下を
補うように前記ドライバの運転の支援を行う運転支援ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運転支援装置および方法、並びに、プログラムに関し、特に、ドライバに負
担をかけることなく、高齢者の運転の安全性を向上させるようにした運転支援装置および
方法、並びに、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、運転免許取得者の高齢化に伴い、高齢のドライバが第一当事者になる交通事故の
件数が増加している。
【０００３】



(3) JP 2009-15548 A 2009.1.22

10

20

30

40

50

　その原因として、高齢化に伴う視野の狭小化、知覚能力、反射神経、運動能力、判断力
などの低下による運転能力の低下が挙げられる。さらに、高齢者が、自己の運転能力の低
下に気づかずに、従来と同じ感覚で運転する傾向が強い点も事故の増加を招く一因となっ
ている。
【０００４】
　そこで、予めドライバの年齢層を設定しておき、設定された年齢層に応じて、ドライバ
に対する警報を出力するタイミング、警報音の大きさ、警報表示の大きさなどを制御する
ことが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－３１７１９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明では、予めドライバの年齢層を設定する必要が
あり、手間がかかってしまう。また、設定を忘れたり、設定の更新を行わなかったりして
、実際のドライバの年齢と設定内容が一致しない場合、ドライバに対して適切な警報を行
うことができない。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ドライバに負担をかけること
なく、高齢者の運転の安全性を向上させるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面の運転支援装置は、ドライバを撮影した画像に基づいて、ドライバの年
齢を推定する推定手段と、推定されたドライバの年齢である推定年齢に応じて、年齢によ
る運転能力の低下を補うようにドライバの運転の支援を行う運転支援手段とを備える。
【０００９】
　本発明の一側面の運転支援装置においては、ドライバを撮影した画像に基づいて、ドラ
イバの年齢が推定され、推定されたドライバの年齢である推定年齢に応じて、年齢による
運転能力の低下を補うようにドライバの運転の支援が行われる。
【００１０】
　従って、ドライバに負担をかけることなく、高齢者の運転の安全性を向上させることが
できる。
【００１１】
　この推定手段は、例えば、CPU（Central Processing Unit）により構成される。この運
転支援手段は、例えば、CPU、または、ECU（Electronic Control Unit）により構成され
る。
【００１２】
　この運転支援手段には、ドライバの脇見を検出する脇見検出手段を設け、この脇見検出
手段は、推定年齢が高くなるほど、脇見を検出する条件を緩くさせるようにすることがで
きる。
【００１３】
　これにより、高齢者の脇見による事故をより確実に防止することができる。
【００１４】
　この脇見検出手段は、例えば、CPU、または、ECUにより構成される。
【００１５】
　この運転支援手段には、ドライバに危険を警告する警告手段を設け、この警告手段には
、推定年齢が高くなるほど、警告を行うタイミングを早くさせるようにすることができる
。
【００１６】
　これにより、高齢者がより確実に危険を回避することができる。
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【００１７】
　この警告手段は、例えば、CPU、または、ECUにより構成される。
【００１８】
　この警告手段には、障害物または他の車両の接近を警告させることができる。
【００１９】
　これにより、障害物または他の車両との衝突や接触などをより確実に防止することがで
きる。
【００２０】
　この運転支援手段には、ドライバが運転する車両のコーナリングを制御するコーナリン
グ制御手段を設け、このコーナリング制御手段には、推定年齢が所定の年齢以上である場
合、車両が右折するとき、通常の軌道より外側を通るように車両のコーナリングを制御さ
せることができる。
【００２１】
　これにより、高齢者の交差点での事故を防止することができる。
【００２２】
　このコーナリング制御手段は、例えば、CPU、または、ECUにより構成される。
【００２３】
　この運転支援手段には、推定年齢が所定の年齢以上である場合、交差点においてドライ
バが左右の確認を行うかを監視し、左右の確認を行わない場合に警告する左右確認警告手
段を設けることができる。
【００２４】
　これにより、高齢者の交差点での事故を防止することができる。
【００２５】
　この左右確認警告手段は、例えば、CPU、または、ECUにより構成される。
【００２６】
　本発明の一側面の運転支援方法またはプログラムは、ドライバを撮影した画像に基づい
て、ドライバの年齢を推定する推定ステップと、推定されたドライバの年齢である推定年
齢に応じて、年齢による運転能力の低下を補うようにドライバの運転の支援を行う運転支
援ステップとを含む。
【００２７】
　本発明の一側面の運転支援方法またはプログラムにおいては、ドライバを撮影した画像
に基づいて、ドライバの年齢が推定され、推定されたドライバの年齢である推定年齢に応
じて、年齢による運転能力の低下を補うようにドライバの運転の支援が行われる。
【００２８】
　従って、ドライバに負担をかけることなく、高齢者の運転の安全性を向上させることが
できる。
【００２９】
　この推定ステップは、例えば、ドライバを撮影した画像に基づいて、ドライバの年齢を
CPUにより推定する推定ステップにより構成され、この運転支援ステップは、例えば、推
定されたドライバの年齢である推定年齢に応じて、年齢による運転能力の低下を補うよう
にドライバの運転の支援をCPUまたはECUにより行う運転支援ステップにより構成される。
【発明の効果】
【００３０】
　以上のように、本発明の一側面によれば、運転の安全性を向上させることができる。特
に、本発明の一側面によれば、ドライバに負担をかけることなく、高齢者の運転の安全性
を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００３２】
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　図１は、本発明を適用した運転支援装置の一実施の形態を示すブロック図である。運転
支援装置１０１は、運転支援装置１０１が設けられている車両（以下、自車とも称する）
を運転するドライバの運転の支援を行う装置であり、撮影部１１１、年齢推定部１１２、
および、運転支援部１１３を含むように構成される。
【００３３】
　撮影部１１１は、例えば、カメラにより構成され、ほぼ正面方向からドライバの顔を撮
影する。撮影部１１１は、撮影したドライバの顔を含む画像（以下、顔画像と称する）を
年齢推定部１１２、運転支援部１１３の脇見検出部１２１、および、運転支援部１１３の
車両制御部１２４の左右確認警告部１５３に供給する。
【００３４】
　年齢推定部１１２は、図３を参照して後述するように、自車を運転するドライバの年齢
を推定し、推定結果を示す情報を、運転支援部１１３の脇見検出部１２１、障害物検出制
御部１２２、他車検出制御部１２３、および、車両制御部１２４に供給する。
【００３５】
　運転支援部１１３は、年齢推定部１１２により推定されたドライバの年齢に応じて、年
齢による運転能力の低下を補うようにドライバの運転の支援を行う。運転支援部１１３は
、脇見検出部１２１、障害物検出制御部１２２、他車検出制御部１２３、および、車両制
御部１２４を含むように構成される。
【００３６】
　脇見検出部１２１は、ドライバの脇見の検出を行い、ドライバの脇見を検出した場合、
脇見運転を止めるようにドライバに警告する。脇見検出部１２１は、例えば、自車に設け
られている図示せぬ表示装置（例えば、カーナビゲーションシステム１５１のモニタなど
）に脇見運転を止めるように促す警告表示を表示させたり、図示せぬスピーカから脇見運
転を止めるように促す警告音を出力させたりすることによりドライバへの警告を行う。
【００３７】
　障害物検出制御部１２２は、前方の車両や落下物などの自車の進行を妨げる障害物の検
出を行い、自車の前方に障害物を検出した場合、障害物の接近をドライバに警告する。障
害物検出制御部１２２は、前方監視部１３１および障害物検出警告部１３２を含むように
構成される。
【００３８】
　前方監視部１３１は、自車の前方を撮影するカメラ、または、自車の前方の物体を検出
するレーダやセンサなどを含むように構成され、自車の前方の監視を行い、監視結果を示
す情報を障害物検出警告部１３２に供給する。
【００３９】
　障害物検出警告部１３２は、前方監視部１３１による監視結果に基づいて、自車の前方
に障害物を検出した場合、障害物の接近をドライバに警告する。障害物検出警告部１３２
は、例えば、自車に設けられている図示せぬ表示装置（例えば、カーナビゲーションシス
テム１５１のモニタなど）に障害物の接近を警告する警告表示を表示させたり、図示せぬ
スピーカから障害物の接近を警告する警告音を出力させたりすることによりドライバへの
警告を行う。
【００４０】
　他車検出制御部１２３は、自車の近くに存在する他車の検出を行い、他車の接近を検出
した場合、他車の接近をドライバに警告する。他車検出制御部１２３は、車車間通信部１
４１および他車検出警告部１４２を含むように構成される。
【００４１】
　車車間通信部１４１は、自車の近くに存在する他車と車車間通信を行い、通信相手であ
る他車に関する情報、他車に設けられているカメラやセンサなどにより取得された情報な
どを受信したり、自車に関する情報、自車に設けられているカメラやセンサなどにより取
得された情報などを送信したりする。車車間通信部１４１は、他車から受信した情報を他
車検出警告部１４２に供給する。



(6) JP 2009-15548 A 2009.1.22

10

20

30

40

50

【００４２】
　他車検出警告部１４２は、車車間通信部１４１からの情報に基づいて、他車の接近を検
出した場合、他車の接近をドライバに警告する。他車検出警告部１４２は、例えば、自車
に設けられている図示せぬ表示装置（例えば、カーナビゲーションシステム１５１のモニ
タなど）に他車の接近を警告する警告表示を表示させたり、図示せぬスピーカから他車の
接近を警告する警告音を出力させたりすることによりドライバへの警告を行う。
【００４３】
　なお、他車検出警告部１４２は、車車間通信により受信した情報に基づいて、他車の接
近を検出するので、見通しの悪い交差点などに自車から見えない、または、見づらい位置
における他車の接近も容易に検出することが可能である。
【００４４】
　車両制御部１２４は、自車が交差点を通行する際の運転の支援を行う。車両制御部１２
４は、カーナビゲーションシステム１５１、コーナリング制御部１５２、および、左右確
認警告部１５３を含むように構成される。
【００４５】
　カーナビゲーションシステム１５１は、例えば、市販のカーナビゲーションシステムに
より構成され、目的地までのルート、現在位置、道路の状態、渋滞情報、周辺情報などの
カーナビゲーションシステム１５１が処理する各種の情報をコーナリング制御部１５２、
および、左右確認警告部１５３に供給する。
【００４６】
　コーナリング制御部１５２は、自車のコーナリングを制御する。すなわち、コーナリン
グ制御部１５２は、自車のステアリングなどを制御することにより、自車がカーブを曲が
るときの軌道などを制御する。
【００４７】
　左右確認警告部１５３は、交差点においてドライバが左右の確認を行うかを監視し、ド
ライバが左右を確認していないことを検出した場合、左右を確認するようにドライバに警
告する。左右確認警告部１５３は、例えば、自車に設けられている図示せぬ表示装置（例
えば、カーナビゲーションシステム１５１のモニタなど）に左右の確認を促す警告表示を
表示させたり、図示せぬスピーカから左右の確認を促す警告音を出力させたりすることに
よりドライバへの警告を行う。
【００４８】
　図２は、図１の年齢推定部１１２の機能的構成を示すブロック図である。年齢推定部１
１２は、顔検出部１８１、特徴点検出部１８２、特徴量抽出部１８３、および、推定部１
８４を含むように構成される。
【００４９】
　顔検出部１８１は、所定の手法を用いて、顔画像に写っているドライバの顔を検出する
。顔検出部１８１は、顔画像、および、ドライバの顔の位置を示す情報を特徴点検出部１
８２に供給する。なお、顔検出部１８１がドライバの顔を検出する手法は、特定の手法に
限定されるものではなく、ドライバの顔をより迅速かつ正確に検出できる手法を適用する
ことが望ましい。
【００５０】
　特徴点検出部１８２は、所定の手法を用いて、顔画像に写っているドライバの顔の特徴
点を検出する。特徴点検出部１８２は、例えば、ドライバの両目の中心、口の中心、鼻の
頂点などを特徴点として検出する。特徴点検出部１８２は、顔画像、および、検出した特
徴点を示す情報を特徴量抽出部１８３に供給する。なお、特徴点検出部１８２が顔の特徴
点を検出する手法は、特定の手法に限定されるものではなく、顔の特徴点をより迅速かつ
正確に検出できる手法を適用することが望ましい。
【００５１】
　特徴量抽出部１８３は、所定の手法を用いて、顔画像に写っているドライバの顔の特徴
量を抽出する。例えば、特徴量抽出部１８３は、Retinal Samplingの手法を用いて、ドラ
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イバの顔の特徴点に近いほど密に、遠いほど粗になるように、特徴量を抽出するサンプリ
ング位置を設定し、特徴点を基準にガボールウェーブレット変換（GWT）を適用すること
により、各サンプリング位置における画像の濃淡の周期性と方向性を特徴量として抽出す
る。特徴量抽出部１８３は、抽出した特徴量を示す情報を推定部１８４に供給する。なお
、特徴量抽出部１８３が特徴量を抽出する手法は、特定の手法に限定されるものではなく
、特徴量をより迅速かつ正確に抽出できる手法を適用することが望ましい。
【００５２】
　推定部１８４は、所定の手法を用いて、ドライバの年齢を推定する。推定部１８４は、
例えば、サポートベクタマシン（SVM）を用いて、特徴量抽出部１８３により抽出された
特徴量に基づいて、ドライバの年齢が、青年層（例えば、１８乃至３０歳）、壮年層（例
えば、３１乃至６４歳）、高年齢層（例えば、６５歳以上）のどの年代に属するかを推定
する。推定部１８４は、推定結果を示す情報を脇見検出部１２１、障害物検出制御部１２
２、他車検出制御部１２３、および、車両制御部１２４に供給する。なお、推定部１８４
がドライバの年齢を推定する手法は、特定の手法に限定されるものではなく、ドライバの
年齢をより迅速かつ正確に推定できる手法を適用することが望ましい。
【００５３】
　なお、以下、推定部１８４が、ドライバの年齢が青年層（１８乃至３０歳）、壮年層（
３１乃至６４歳）、高年齢層（６５歳以上）のどの年代に属するかを推定する場合の例に
ついて説明する。
【００５４】
　また、顔画像に基づいて人の年齢を推定する手法については、例えば、「細井　聖ほか
、ガボールウェーブレット変換とサポートベクタマシンによる性別・年代推定システム、
日本、第８回画像センシングシンポジウム講演論文集、画像センシング技術研究会、２０
０２年７月、２４３乃至２４６ページ」などに詳細が開示されている。
【００５５】
　次に、図３および図４のフローチャートを参照して、運転支援装置１０１により実行さ
れる運転支援開始処理について説明する。なお、この処理は、例えば、自車のエンジンが
始動されたとき開始される。
【００５６】
　ステップＳ１において、前方監視部１３１は、自車の前方の監視を開始する。また、前
方監視部１３１は、自車の前方の物体の有無、物体の位置、物体の種類などの監視結果を
示す情報の障害物検出警告部１３２への供給を開始する。
【００５７】
　ステップＳ２において、車車間通信部１４１は、車車間通信を開始する。具体的には、
車車間通信部１４１は、自車の近くに存在する他車と車車間通信を行い、通信相手である
他車に関する情報、他車に設けられているカメラやセンサなどにより取得された情報など
を受信したり、自車に関する情報、自車に設けられているカメラやセンサなどにより取得
された情報などを送信したりする処理を開始する。車車間通信部１４１は、他車から情報
を受信した場合、受信した情報を他車検出警告部１４２に供給する。
【００５８】
　ステップＳ３において、カーナビゲーションシステム１５１は、ルート案内を開始する
。具体的には、カーナビゲーションシステム１５１は、目的地が設定された場合、地図デ
ータに基づいて、目的地までのルートを検出する。カーナビゲーションシステム１５１は
、測地衛星からの電波を受信して、自車の現在位置の検出を開始し、検出したルートに従
って目的地にたどり着けるようにルートの案内を開始する。また、カーナビゲーションシ
ステム１５１は、目的地までのルート、現在位置、道路の状態、渋滞情報、周辺情報など
のカーナビゲーションシステム１５１が処理する各種の情報のコーナリング制御部１５２
および左右確認警告部１５３への供給を開始する。
【００５９】
　ステップＳ４において、撮影部１１１は、ドライバの顔の撮影を開始する。撮影部１１
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１は、撮影した顔画像の脇見検出部１２１、左右確認警告部１５３、および、顔検出部１
８１への供給を開始する。
【００６０】
　ステップＳ５において、年齢推定部１１２は、ドライバの年齢を推定する。具体的には
、顔検出部１８１は、所定の手法を用いて、顔画像に写っているドライバの顔を検出する
。顔検出部１８１は、顔画像、および、ドライバの顔の位置を示す情報を特徴点検出部１
８２に供給する。
【００６１】
　特徴点検出部１８２は、所定の手法を用いて、顔画像に写っているドライバの顔の特徴
点を検出する。特徴点検出部１８２は、顔画像、および、検出した特徴点を示す情報を特
徴量抽出部１８３に供給する。
【００６２】
　特徴量抽出部１８３は、所定の手法を用いて、顔画像に写っているドライバの顔の特徴
量を抽出する。特徴量抽出部１８３は、抽出した特徴量を示す情報を推定部１８４に供給
する。
【００６３】
　推定部１８４は、所定の手法を用いて、特徴量抽出部１８３により抽出された特徴量に
基づいて、ドライバの年齢が青年層、壮年層および高年齢層のどの年代に属するかを推定
する。推定部１８４は、推定結果を示す情報を脇見検出部１２１、障害物検出制御部１２
２、他車検出制御部１２３、および、車両制御部１２４に供給する。
【００６４】
　ステップＳ６において、脇見検出部１２１は、ドライバの年齢に応じた脇見の検出を開
始する。具体的には、脇見検出部１２１は、ドライバが脇見をしているか否かを判定する
角度（以下、脇見判定角度と称する）をドライバの年齢に応じて設定する。
【００６５】
　人の視野の広さは、青年層（１８乃至３０歳）における値を１００％とした場合、壮年
層（３１乃至６４歳）における値は約６０％になり、高年齢層（６５歳以上）における値
は３０％になることが知られている。例えば、脇見検出部１２１は、この値に基づいて、
壮年層のドライバに対する脇見判定角度を、青年層のドライバに対する脇見判定角度の２
／３に設定し、高年齢層のドライバに対する脇見判定角度を、青年層のドライバに対する
脇見判定角度の１／３に設定する。従って、青年層のドライバに対する脇見判定角度を４
０度とした場合、すなわち、ドライバの顔または視線が車両の正面方向に対して４０度以
上左または右に向いた場合に脇見をしていると判定するようにした場合、壮年層に対する
脇見判定角度は２４度となり、高年齢層に対する脇見判定角度は１２度となる。すなわち
、年齢が高くなるほど視野が狭くなることを考慮して、ドライバの年齢が高くなるほど、
脇見が検出されやすくなるように、脇見を検出する条件が緩く設定される。
【００６６】
　また、脇見検出部１２１は、脇見をしているか否かを判定する時間（以下、脇見判定時
間と称する）を年齢層が高くなるほど短い時間に設定する。すなわち、年齢が高くなるほ
ど反射神経や知覚能力が衰え、自車の進行方向の状況の確認に時間を要することを考慮し
て、ドライバの年齢が高くなるほど、脇見が検出されやすくなるように、脇見を検出する
条件が緩く設定される。
【００６７】
　脇見検出部１２１は、撮影部１１１から供給される顔画像に基づいて、ドライバの左右
方向の顔の向きの検出を開始し、設定した脇見判定角度および脇見判定時間に基づいて、
ドライバの脇見の検出を開始する。脇見検出部１２１は、脇見を検出した場合、脇見運転
を止めるようにドライバに警告する。このとき、脇見検出部１２１は、例えば、ドライバ
の年齢層が高くなるほど、警告音の音量を大きくしたり、警告表示の文字を大きくしたり
、警告表示の色をより見やすい色に変更したり、警告時間を長くしたりする。
【００６８】
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　これにより、高齢者の脇見による事故をより確実に防止することができる。
【００６９】
　ステップＳ７において、障害物検出制御部１２２は、年齢推定部１１２による推定結果
に基づいて、ドライバの年齢が高年齢層であるかを判定する。ドライバの年齢が高年齢層
であると判定された場合、処理はステップＳ８に進む。
【００７０】
　ステップＳ８において、障害物検出警告部１３２は、高年齢者障害物検出モードによる
動作を開始する。具体的には、障害物検出警告部１３２は、前方監視部１３１による監視
結果に基づいて、障害物の検出を開始する。障害物検出警告部１３２は、高年齢者障害物
検出モードにより動作する場合、後述する通常障害物検出モードより、障害物の接近を警
告するタイミングを早くする。すなわち、障害物検出警告部１３２は、通常障害物検出モ
ードと比較して、障害物が遠い位置に存在する時点から、障害物の接近の警告を開始する
。従って、高年齢層のドライバが障害物への対応を適切に行う時間が十分に確保されるよ
うになる。また、障害物検出警告部１３２は、例えば、通常障害物検出モードと比較して
、警告音の音量を大きくしたり、警告表示の文字を大きくしたり、警告表示の色をより見
やすい色に変更したり、警告時間を長くしたりする。
【００７１】
　これにより、高年齢層のドライバが、障害物との衝突や接触などの危険をより確実に回
避することができるようになる。
【００７２】
　その後、処理はステップＳ１０に進む。
【００７３】
　ステップＳ７において、ドライバの年齢が高年齢層でないと判定された場合、処理はス
テップＳ９に進む。
【００７４】
　ステップＳ９において、障害物検出警告部１３２は、通常障害物検出モードによる動作
を開始する。具体的には、障害物検出警告部１３２は、前方監視部１３１による監視結果
に基づいて、障害物の検出を開始する。障害物検出警告部１３２は、通常障害物検出モー
ドにより動作する場合、通常のタイミング、すなわち、高年齢者障害物検出モードより遅
いタイミングで障害物の接近を警告する。すなわち、障害物検出警告部１３２は、高年齢
者障害物検出モードと比較して近い位置に障害物が接近した時点で、障害物の接近の警告
を開始する。また、障害物検出警告部１３２は、警告音の音量、警告表示の文字の大きさ
、色、警告時間を通常の値に設定する。
【００７５】
　ステップＳ１０において、他車検出制御部１２３は、年齢推定部１１２による推定結果
に基づいて、ドライバの年齢が高年齢層であるかを判定する。ドライバの年齢が高年齢層
であると判定された場合、処理はステップＳ１１に進む。
【００７６】
　ステップＳ１１において、他車検出警告部１４２は、高年齢者他車検出モードによる動
作を開始する。具体的には、他車検出警告部１４２は、車車間通信部１４１からの情報に
基づいて、他車の検出を開始する。他車検出警告部１４２は、高年齢者他車検出モードに
よる動作を行う場合、後述する通常他車検出モードより、他車の接近を警告するタイミン
グを早くする。すなわち、他車検出警告部１４２は、通常他車検出モードと比較して、他
車が遠い位置に存在する時点から、他車の接近の警告を開始する。従って、高年齢層のド
ライバが他車への対応を適切に行う時間が十分に確保されるようになる。また、他車検出
警告部１４２は、例えば、通常他車検出モードと比較して、警告音の音量を大きくしたり
、警告表示の文字を大きくしたり、警告表示の色をより見やすい色に変更したり、警告時
間を長くしたりする。
【００７７】
　これにより、高年齢層のドライバが、他車との衝突や接触などの危険をより確実に回避
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することができるようになる。
【００７８】
　その後、処理はステップＳ１３に進む。
【００７９】
　ステップＳ１０において、ドライバの年齢が高年齢層でないと判定された場合、処理は
ステップＳ１２に進む。
【００８０】
　ステップＳ１２において、他車検出警告部１４２は、通常他車検出モードによる動作を
開始する。具体的には、他車検出警告部１４２は、車車間通信部１４１からの情報に基づ
いて、他車の検出を開始する。他車検出警告部１４２は、通常他車検出モードにより動作
する場合、通常のタイミング、すなわち、高年齢者他車検出モードより遅いタイミングで
他車の接近を警告する。すなわち、他車検出警告部１４２は、高年齢者他車検出モードと
比較して近い位置に他車が接近した時点で、他車の接近の警告を開始する。また、他車検
出警告部１４２は、警告音の音量、警告表示の文字の大きさ、色、警告時間を通常の値に
設定する。
【００８１】
　ステップＳ１３において、車両制御部１２４は、年齢推定部１１２による推定結果に基
づいて、ドライバの年齢が高年齢層であるかを判定する。ドライバの年齢が高年齢層であ
ると判定された場合、処理はステップＳ１４に進む。
【００８２】
　ステップＳ１４において、コーナリング制御部１５２は、高年齢層向けのコーナリング
制御を行う。
【００８３】
　「細川　崇ほか、高齢運転者の日常運転行動記録を基にした右折時不安全行動の把握と
その評価（第１報）、日本、学術講演会前刷集No.57-06、社団法人自動車技術会、２００
６年５月、５乃至１０ページ」（以下、引用文献１と称する）には、高齢のドライバは、
右折時に交差点の中心よりも内側をショートカットする傾向が強いという評価結果が報告
されている。
【００８４】
　そこで、コーナリング制御部１５２は、以降、自車が右折する場合、通常の軌道より外
側の軌道を通るようにコーナリングを制御する。これにより、高年齢層のドライバが運転
する車両が、右折時に交差点の中心よりも内側をショートカットすることが防止され、交
差点での事故を防止することができる。
【００８５】
　ステップＳ１５において、左右確認警告部１５３は、左右確認警告処理を開始し、運転
支援開始処理は終了する。
【００８６】
　上述した引用文献１には、高齢のドライバは、両側の交差交通の確認を忘れる傾向が強
いという評価結果が報告されている。
【００８７】
　そこで、左右確認警告部１５３は、撮影部１１１から供給される顔画像に基づいて、ド
ライバの左右方向の顔の向きの検出を開始する。また、左右確認警告部１５３は、カーナ
ビゲーションシステム１５１から供給される情報に基づいて、自車が交差点を通過するタ
イミングの検出を開始する。さらに、左右確認警告部１５３は、交差点においてドライバ
が左右を確認しているかの監視を開始する。左右確認警告部１５３は、交差点においてド
ライバが左右を確認していないことを検出した場合、左右を確認するようにドライバに警
告する。この場合、左右確認警告部１５３は、ドライバが確認していない方向に警告表示
を表示させたり、ドライバが確認していない方向から警告音を出力させたりするようにし
てもよい。これにより、高年齢層のドライバが、交差点において左右の確認を忘れること
が防止され、交差点での事故を防止することができる。
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【００８８】
　一方、ステップＳ１３において、ドライバの年齢が高年齢層ではないと判定された場合
、処理はステップＳ１６に進む。
【００８９】
　ステップＳ１６において、コーナリング制御部１５２は、通常のコーナリング制御を開
始し、運転支援開始処理は終了する。具体的には、コーナリング制御部１５２は、以降、
右折時に通常の軌道を通るようにコーナリングを制御する。
【００９０】
　以上のように、自動的にドライバの年齢が推定され、推定された年齢に応じて、年齢に
よる運転能力の低下を補うようにドライバの運転の支援が行われるので、ドライバに負担
をかけることなく、高齢者の運転の安全性を向上させることができる。また、年齢の設定
を忘れたり、年齢を誤って設定することにより、運転の支援が適切に行われないようにな
ることが防止される。
【００９１】
　なお、以上の説明では、ドライバの顔を含む画像に基づいて年齢を推定する例を示した
が、例えば、他のドライバの身体の特徴に基づいて、年齢を推定するようにしてもよい。
【００９２】
　また、以上の説明では、ドライバの年齢を青年層、壮年層、高年齢層のどの年代に属す
るかを推定する例を示したが、より詳細に年齢を推定し、よりきめ細かくドライバの年齢
に対応した運転の支援を行うようにしてもよい。例えば、障害物検出モードおよび他車検
出モードをより詳細に分類し、障害物検出警告部１３２および他車検出警告部１４２が、
詳細に分類された各モードに対応した動作を行うようにしてもよい。
【００９３】
　さらに、ドライバの年齢に応じて、各年齢層のドライバが見やすいように、車両に搭載
される表示装置、例えば、インストゥルメンタルパネル、カーナビゲーションシステムの
モニタの表示の明るさや色などを自動的に調節するようにしてもよい。
【００９４】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソフトウエア
により実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、
そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコン
ピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行する
ことが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からイ
ンストールされる。
【００９５】
　図５は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するパーソナルコンピュータ３０
０の構成の例を示すブロック図である。CPU（Central Processing Unit）３０１は、ROM
（Read Only Memory）３０２、または記録部３０８に記憶されているプログラムに従って
各種の処理を実行する。RAM（Random Access Memory）３０３には、CPU３０１が実行する
プログラムやデータなどが適宜記憶される。これらのCPU３０１、ROM３０２、およびRAM
３０３は、バス３０４により相互に接続されている。
【００９６】
　CPU３０１にはまた、バス３０４を介して入出力インタフェース３０５が接続されてい
る。入出力インタフェース３０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる
入力部３０６、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部３０７が接続されている。CP
U３０１は、入力部３０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行する。そして
、CPU３０１は、処理の結果を出力部３０７に出力する。
【００９７】
　入出力インタフェース３０５に接続されている記録部３０８は、例えばハードディスク
からなり、CPU３０１が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。通信部３０９は
、インターネットやローカルエリアネットワークなどのネットワークを介して外部の装置
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と通信する。
【００９８】
　また、通信部３０９を介してプログラムを取得し、記録部３０８に記憶してもよい。
【００９９】
　入出力インタフェース３０５に接続されているドライブ３１０は、磁気ディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア３１１が装着
されたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータなどを取得する
。取得されたプログラムやデータは、必要に応じて記録部３０８に転送され、記憶される
。
【０１００】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプロ
グラムを格納するプログラム記録媒体は、図５に示すように、磁気ディスク（フレキシブ
ルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)、DVD(Digit
al Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりなるパッ
ケージメディアであるリムーバブルメディア３１１、または、プログラムが一時的もしく
は永続的に格納されるROM３０２や、記録部３０８を構成するハードディスクなどにより
構成される。プログラム記録媒体へのプログラムの格納は、必要に応じてルータ、モデム
などのインタフェースである通信部３０９を介して、ローカルエリアネットワーク、イン
ターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の通信媒体を利用して行われる
。
【０１０１】
　なお、本明細書において、プログラム記録媒体に格納されるプログラムを記述するステ
ップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的
に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１０２】
　さらに、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明を適用した運転支援装置の一実施の形態を示すブロック図である。
【図２】年齢推定部の機能的構成を示すブロック図である。
【図３】運転支援装置により実行される運転支援開始処理を説明するためのフローチャー
トである。
【図４】運転支援装置により実行される運転支援開始処理を説明するためのフローチャー
トである。
【図５】パーソナルコンピュータの構成の例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１０４】
　１０１　運転支援装置
　１１１　撮影部
　１１２　年齢推定部
　１１３　運転支援部
　１２１　脇見検出部
　１２２　障害物検出制御部
　１２３　他車検出制御部
　１２４　車両制御部
　１３１　前方監視部
　１３２　障害物検出警告部
　１４１　車車間通信部
　１４２　他車検出警告部
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　１５１　カーナビゲーションシステム
　１５２　コーナリング制御部
　１５３　左右確認警告部
　１８１　顔検出部
　１８２　特徴点検出部
　１８３　特徴量抽出部
　１８４　推定部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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