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(57)【要約】
【課題】複数の死角が存在する場合に安全運転支援制御
を行うときの運転者に対する不快感を軽減する運転支援
装置を提供することを課題とする。
【解決手段】車両からの死角に対して安全運転支援制御
を行う運転支援装置であって、車両の周辺環境を認識す
る周辺環境認識手段と、その認識した周辺環境に基づい
て車両からの死角を検出する死角検出手段と、死角検出
手段での検出結果に基づいて第１条件を満たした場合に
死角に対する安全運転支援制御を稼動させる制御稼動手
段と、安全運転支援制御を稼動した後に、死角検出手段
での検出結果に基づいて第１条件とは異なる第２条件を
満たさない場合に安全運転支援制御を停止させる制御停
止手段を備えることを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両からの死角に対して安全運転支援制御を行う運転支援装置であって、
　車両の周辺環境を認識する周辺環境認識手段と、
　前記周辺環境認識手段で認識した周辺環境に基づいて車両からの死角を検出する死角検
出手段と、
　前記死角検出手段での検出結果に基づいて、第１条件を満たした場合に死角に対する安
全運転支援制御を稼動させる制御稼動手段と、
　前記制御稼動手段で安全運転支援制御を稼動した後に、前記死角検出手段での検出結果
に基づいて、前記第１条件とは異なる第２条件を満たさない場合に安全運転支援制御を停
止させる制御停止手段
　を備えることを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　死角の種類に応じて前記第１条件と前記第２条件を補正することを特徴とする請求項１
に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　死角内に存在する可能性のある移動物体との衝突の可能性を判断する衝突可能性判断手
段と、
　前記衝突可能性判断手段で衝突の可能性がないと判断した場合には前記第１条件及び前
記第２条件による判定対象から除外する除外手段
　を備えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の運転支援装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両からの死角に対して安全運転支援制御を行う運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両が安全に走行するための様々な運転支援装置が開発されている。例えば、車両が走
行しているときに建造物や駐車車両あるいは対向車両等によって発生する死角を検出し、
その死角から歩行者などが飛び出してくることを仮定して安全な速度まで自車両を減速制
御し、死角がなくなると加速制御する。特許文献１に記載の装置では、死角を検出すると
、死角に存在する移動物体が自車両の進行上の所定の位置まで到達する時間を算出すると
ともに自車両がその所定の位置まで到達する時間を算出し、この各時間を比較することに
よって衝突の可能性を判定し、衝突の可能性の高い場合に運転支援を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２３０４５５号公報
【特許文献２】特開２００９－２３７７７６号公報
【特許文献３】特開２００８－１７１２０７号公報
【特許文献４】特開２００９－３０１４００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図１１に示すように、自車両ＭＶから複数の死角Ｂ１０，１１を検出している場合、自
車両ＭＶが進行している各位置で衝突の可能性を判定すると、自車両ＭＶの位置によって
衝突の可能性が高い状態と低い状態を繰り返す。その結果、死角を通過するまでの安全な
速度までの減速と死角通過後の加速が繰り返され、乗り心地が低下し、運転者が不快感を
受ける。例えば、図１２に示すように、死角Ｂ１０に対して地点Ｐ１０から地点Ｐ１１の
距離Ｄ１０の区間で安全な速度まで減速し、死角Ｂ１０がなくなった地点Ｐ１１から加速
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し、再度、死角Ｂ１１に対して地点Ｐ１２から地点Ｐ１３の距離Ｄ１１の区間で安全な速
度まで減速し、死角Ｂ１１がなくなった地点Ｐ１３から加速する。
【０００５】
　そこで、本発明は、複数の死角が存在する場合に安全運転支援制御を行うときの運転者
に対する不快感を軽減する運転支援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】
【０００６】
　本発明に係る運転支援装置は、車両からの死角に対して安全運転支援制御を行う運転支
援装置であって、車両の周辺環境を認識する周辺環境認識手段と、周辺環境認識手段で認
識した周辺環境に基づいて車両からの死角を検出する死角検出手段と、死角検出手段での
検出結果に基づいて、第１条件を満たした場合に死角に対する安全運転支援制御を稼動さ
せる制御稼動手段と、制御稼動手段で安全運転支援制御を稼動した後に、死角検出手段で
の検出結果に基づいて、第１条件とは異なる第２条件を満たさない場合に安全運転支援制
御を停止させる制御停止手段を備えることを特徴とする。
【０００７】
　この運転支援装置では、周辺環境認識手段によって車両の周辺環境を認識し、死角検出
手段によってその周辺環境に基づいて車両からの死角を検出する。そして、運転支援装置
では、制御稼動手段によって、死角検出手段での検出結果に基づいて第１条件を満たすか
否かを判定し、第１条件を満たした場合には死角に対する安全運転支援制御（例えば、減
速制御）を稼動させる。安全運転支援制御を稼動後、運転支援装置では、制御停止手段に
よって、死角検出手段での検出結果に基づいて第１条件とは異なる第２条件を満たすか否
かを判定し、第２条件を満たさない場合には安全運転支援制御を停止させる。このように
、運転支援装置では、死角に対する安全運転支援制御の稼動条件と停止条件を異なる条件
とすることにより、複数の死角が存在する場合でも安全運転支援制御の稼動／停止を繰り
返し行うことを抑制でき、運転者の不快感を軽減できる。
【０００８】
　本発明の上記運転支援装置では、死角の種類に応じて第１条件と第２条件を補正すると
好適である。
【０００９】
　この運転支援装置では、死角の種類（例えば、どのような道路構造による死角か、他車
両などの移動物体による死角か）に応じて第１条件と第２条件を補正することにより、死
角の種類に応じて安全運転支援制御を行う必要があるのか否かを判断でき、不要な安全運
転支援制御の稼動を抑制できる。その結果、不要な安全運転支援がなくなり、運転者の不
快感を抑制でき、車両側で車速制御している場合には旅行時間を短縮できる。
【００１０】
　本発明の上記運転支援装置では、死角内に存在する可能性のある移動物体との衝突の可
能性を判断する衝突可能性判断手段と、衝突可能性判断手段で衝突の可能性がないと判断
した場合には第１条件及び第２条件による判定対象から除外する除外手段を備える構成と
してもよい。
【００１１】
　この運転支援装置では、衝突可能性判断手段によって、死角内から移動物体が飛び出し
てくると仮定して衝突の可能性を判断する。そして、運転支援装置では、除外手段によっ
て、衝突可能性判断手段で移動物体が飛び出したとしても衝突の可能性がないと判断した
死角については第１条件及び第２条件による判定対象から除外し、安全運転支援制御を稼
動させない。このように、運転支援装置では、死角から飛び出した移動物体との衝突可能
性がない判断した場合には第１条件及び第２条件による判定を行うことなく安全運転支援
制御を稼動させないので、不要な安全運転支援制御の稼動を抑制できる。その結果、不要
な安全運転支援がなくなり、運転者の不快感を抑制でき、車両側で車速制御している場合
には旅行時間を短縮できる。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明は、死角に対する安全運転支援制御の稼動条件と停止条件を異なる条件とするこ
とにより、複数の死角が存在する場合でも安全運転支援制御の稼動／停止を繰り返し行う
ことを抑制でき、運転者の不快感を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１及び第３の実施の形態に係る車両速度制御装置の構成図である。
【図２】道路構造によって複数の死角が発生する場合の一例である。
【図３】図２の複数の死角に対して第１の実施の形態に係る車両速度制御を行った場合の
車両の位置に対する車速の変化を示す図である。
【図４】第１の実施の形態に係る車両速度制御の流れを示すフローチャートである。
【図５】第２の実施の形態に係る車両速度制御装置の構成図である。
【図６】道路構造によって複数の死角が発生する場合の他の例である。
【図７】図６の複数の死角に対して第２の実施の形態に係る車両速度制御を行った場合の
車両の位置に対する車速の変化を示す図である。
【図８】第２の実施の形態に係る車両速度制御の流れを示すフローチャートである。
【図９】対向車両によって複数の死角が発生する場合の一例である。
【図１０】第３の実施の形態に係る車両速度制御の流れを示すフローチャートである。
【図１１】道路構造によって複数の死角が発生する場合の一例である。
【図１２】図１１の複数の死角に対して従来の車両速度制御を行った場合の車両の位置に
対する車速の変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明に係る運転支援装置の実施の形態を説明する。なお、各
図において同一又は相当する要素については同一の符号を付し、重複する説明を省略する
。
【００１５】
　本実施の形態では、本発明に係る運転支援装置を、自動運転又はオートクルーズなどの
車両側で速度制御を行う車両速度制御装置に適用する。本発明に係る車両速度制御装置は
、通常は法定速度で走行するように一定車速制御を行い、死角を検出すると安全な速度ま
で減速制御を行う。本実施の形態には３つの形態があり、第１の実施の形態が複数の死角
を検出した場合に全ての死角がなくなるまで安全な速度を維持する形態であり、第２の実
施の形態が死角を検出した場合に死角からの飛び出しの可能性の高い死角に対してのみ安
全な速度まで減速する形態であり、第３の実施の形態が対向車両による死角を検出した場
合に死角から飛び出せる状況のときにのみ安全な速度まで減速する形態である。
【００１６】
　まず、図１～図３を参照して、第１の実施の形態に係る車両速度制御装置１について説
明する。図１は、第１及び第３の実施の形態に係る車両速度制御装置の構成図である。図
２は、道路構造によって複数の死角が発生する場合の一例である。図３は、図２の複数の
死角に対して第１の実施の形態に係る車両速度制御を行った場合の車両の位置に対する車
速の変化を示す図である。
【００１７】
　車両速度制御装置１は、複数の死角を検出している場合には最初の死角のときに安全な
速度まで減速し、最後の死角がなくなるまで安全な速度を維持する。車両速度制御装置１
は、車速センサ１０、カメラ１１、レーダ１２、光ビーコン受信装置１３、ブレーキアク
チュエータ２０、スロットルアクチュエータ２１及びＥＣＵ[Electronic Control Unit]
３０を備えている。なお、本実施の形態では、カメラ１１、レーダ１２及び光ビーコン受
信装置１３が特許請求の範囲に記載する周辺環境認識手段に相当する。
【００１８】
　車速センサ１０は、自車両の車速を検出するセンサである。車速センサ１０では、車速
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を検出し、その車速を車速信号としてＥＣＵ３０に送信する。
【００１９】
　カメラ１１は、自車両の周辺（少なくとも前方であり、必要に応じて側方、後方も）を
撮像するカメラである。カメラ１１では、自車両の周辺を撮像し、その撮像画像のデータ
を画像信号としてＥＣＵ３０に送信する。
【００２０】
　レーダ１２は、自車両の周辺（少なくとも前方であり、必要に応じて側方、後方も）の
物体を検出するためのレーダである。レーダ１２としては、例えば、レーザレーダ、ミリ
波レーダがある。レーダ１２では、電磁波を水平面内でスキャンしながら送信し、物体に
反射して戻ってくる反射波を受信し、その送受信に関する情報を検出する。そして、レー
ダ１２では、その検出した送受信情報をレーダ信号としてＥＣＵ３０に送信する。
【００２１】
　光ビーコン受信装置１３は、光ビーコンアンテナや処理装置などを備えており、光ビー
コンから近赤外線によって情報を受信する受信装置である。光ビーコン受信装置１３では
、光ビーコンアンテナでダウンリンクエリア内で光ビーコンからの信号を受信する。光ビ
ーコン受信装置１３では、処理装置でその受信した信号を復調してインフラ情報を取り出
し、そのインフラ情報をインフラ信号としてＥＣＵ３０に送信する。インフラ情報には、
交通情報の他に、道路構造情報などの死角の発生原因となる情報を含むものとする。死角
の発生原因となる情報としては、道路に面している建造物、フェンス、樹木などがある。
【００２２】
　ブレーキアクチュエータ２０は、各車輪のホイールシリンダのブレーキ油圧を調整する
アクチュエータである。ブレーキアクチュエータ２０では、ＥＣＵ３０からのブレーキ制
御信号を受信すると、ブレーキ制御信号の示される目標ブレーキ油圧に応じて作動し、ホ
イールシリンダのブレーキ油圧を調整する。
【００２３】
　スロットルアクチュエータ２１は、エンジンのスロットルバルブの開度を調整するアク
チュエータである。スロットルアクチュエータ２１では、ＥＣＵ３０からのエンジン制御
信号を受信すると、エンジン制御信号に示される目標開度に応じて作動し、スロットルバ
ルブの開度を調整する。
【００２４】
　ＥＣＵ３０は、ＣＰＵ[Central Processing Unit]や各種メモリ等からなり、車両速度
制御装置１を統括制御する。ＥＣＵ３０では、メモリに格納されている各アプリケーショ
ンプログラムをロードし、ＣＰＵで実行することによって死角検出部３１、目標速度生成
部３２、目標速度追従部３３が構成される。ＥＣＵ３０では、車速センサ１０からの車速
信号、カメラ１１からの画像信号、レーダ１２からのレーダ信号、光ビーコン受信装置１
３からのインフラ信号をそれぞれ受信する。そして、ＥＣＵ３０では、受信したこれらの
各信号に基づいて各部３１、３２、３３での処理を行い、必要に応じてブレーキ制御信号
をブレーキアクチュエータ２０に送信し、エンジン制御信号をスロットルアクチュエータ
２１に送信する。なお、第１の実施の形態では、死角検出部３１が特許請求の範囲に記載
する死角検出手段に相当し、目標速度生成部３２及び目標速度追従部３３が特許請求の範
囲に記載する制御稼動手段及び制御停止手段に相当する。
【００２５】
　死角検出部３１では、一定時間毎に、カメラ１１による画像情報、レーダ１２によるレ
ーダ情報、光ビーコン受信装置１３によるインフラ情報（特に、道路構造情報）に基づい
て、死角の発生要因となる物体（建造物、フェンス、樹木、駐車車両などの静止物体、走
行中の他車両、歩行者などの移動物体）を検出し、検出した各物体についての情報（物体
の位置、物体の大きさ（横方向の長さ、奥行き方向の長さ、高さなど）や形状、物体まで
の距離、物体が存在する方向、移動物体の場合には移動速度や移動方向）を取得する。そ
して、死角検出部３１では、死角の発生要因となる物体を検出できた場合、その物体の大
きさや形状などからその物体で発生する死角を検出し、その検出した死角の情報（センサ
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レンジ内で検出できた死角の領域（位置を含む）、死角の数、死角の発生要因など）を取
得する。センサレンジは、基本的にはカメラ１１やレーダ１２などのセンサの中で最も遠
方まで検出可能なセンサの検出範囲であるが、検出性能の高いセンサの検出範囲としても
よい。図２には、センサレンジＳＲ内で検出できた死角の一例を示しており、この例では
、自車両ＭＶの左側の建造物などによって発生した２つの死角Ｂ１，Ｂ２が存在する。な
お、死角の検出方法については、従来の方法を適用する。
【００２６】
　目標速度生成部３２では、目標速度として法定速度が設定されている場合、一定時間毎
に、死角検出部３１で死角が検出されているか否か（死角となる領域が存在するか否か）
を判定する。死角検出部３１で死角が検出されていない場合、目標速度生成部３２では、
目標速度として法定速度を設定し続ける。死角検出部３１で死角が検出されている場合、
目標速度生成部３２では、目標速度として法定速度から飛び出し対応可能速度に切り替え
設定する。飛び出し対応可能速度は、死角から歩行者などが飛び出してきた場合でも自車
両がその手前で十分に停止可能な低速度（安全な速度）である。飛び出し対応可能速度は
、自車両のブレーキ性能を考慮し、実車実験などによって設定される。
【００２７】
　目標速度生成部３２では、目標速度として飛び出し対応可能速度が設定されている場合
、一定時間毎に、死角検出部３１でセンサレンジ内で死角が検出されているか否か（死角
となる領域がセンサレンジ内にまだ存在するか否か）を判定する。センサレンジ内で死角
が検出されていない場合（すなわち、自車両がセンサレンジ内の全ての死角を通過した場
合）、目標速度生成部３２では、目標速度として飛び出し対応可能速度から法定速度に切
り替え設定する。一方、センサレンジ内で死角が検出されている場合（すなわち、自車両
がセンサレンジ内の全ての死角を通過していない場合）、目標速度生成部３２では、目標
速度として飛び出し対応可能速度を設定し続ける。なお、センサレンジ内に１つの死角が
検出されている場合にはその１つの死角を通過するまで飛び出し対応可能速度が維持され
、センサレンジ内に複数の死角が検出されている場合にはその複数の死角を全て通過する
まで飛び出し対応可能速度が維持される。
【００２８】
　図２の例の場合、まず、図３に示すように、自車両ＭＶが死角Ｂ１から距離Ｄ１手前の
地点Ｐ１を通過するときに目標速度が法定速度から飛び出し対応可能速度に切り替えられ
る。自車両ＭＶが死角Ｂ１が死角でなくなる地点Ｐ２を通過するときには、センサレンジ
ＳＲ内では死角Ｂ２も検出されているので、目標速度は飛び出し対応可能速度が維持され
る。そして、自車両ＭＶが死角Ｂ２が死角でなくなる地点Ｐ３を通過するときまで目標速
度として飛び出し対応可能速度が維持され、地点Ｐ３を通過するときに目標速度が飛び出
し対応可能速度から法定速度に切り替えられる。
【００２９】
　目標速度追従部３３では、一定時間毎に、目標速度生成部３２で設定している目標速度
と車速センサ１０による自車両の現在車速との差に基づいて、自車両の車速が目標車速に
なるために必要な目標加減速度を算出する。目標加減速度がプラス値の場合、目標速度追
従部３３では、目標加速度を設定し、その目標加速度となるために必要なスロットルバル
ブの目標開度を設定し、その目標開度をエンジン制御信号としてスロットルアクチュエー
タ２１に送信する。目標加減速度がマイナス値の場合、目標速度追従部３３では、目標減
速度を設定し、その目標減速度になるために必要な各輪のホイールシリンダの目標ブレー
キ油圧を設定し、その目標ブレーキ油圧をブレーキ制御信号としてブレーキアクチュエー
タ２０に送信する。なお、目標速度追従部３３では、目標速度生成部３２で法定速度を維
持している場合には一定車速制御となり、法定速度から飛び出し対応可能速度に切り替え
た場合（安全運転支援制御が稼動）には減速制御となり、飛び出し対応可能速度を維持し
ている場合（安全運転支援制御の稼動継続）には速度維持制御となり、飛び出し対応可能
速度から法定速度に切り替えた場合（安全運転支援制御が停止）には加速制御となる。
【００３０】
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　図１を参照して、車両速度制御装置１の動作について説明する。特に、ＥＣＵ３０にお
ける車両速度制御について図４のフローチャートに沿って説明する。図４は、第１の実施
の形態に係る車両速度制御の流れを示すフローチャートである。
【００３１】
　車速センサ１０では、一定時間毎に、自車両の車速を検出し、車速信号をＥＣＵ３０に
送信している。カメラ１１では、一定時間毎に、自車両の周辺を撮像し、画像信号をＥＣ
Ｕ３０に送信している。レーダ１２では、一定時間毎に、電磁波を水平面内でスキャンし
ながら送信するとともに反射波を受信し、レーダ信号をＥＣＵ３０に送信している。光ビ
ーコン受信装置１３では、光ビーコンからのダウンリンクエリアを自車両が走行している
ときに、光ビーコンからの信号を受信し、インフラ情報を取り出して、インフラ信号をＥ
ＣＵ３０に送信している。
【００３２】
　ＥＣＵ３０では、通常、一定時間毎に、目標速度を法定速度とし、法定速度と自車両の
現在車速との差に基づいて自車両の車速が法定速度を維持するために必要な目標加減速度
を算出し、目標加減速度に基づいて減速制御を行う場合には目標減速度になるためのブレ
ーキ制御信号をブレーキアクチュエータ２０に送信し、加速制御を行う場合には目標加速
度になるためのエンジン制御信号をスロットルアクチュエータ２１に送信する（Ｓ１０）
。ブレーキアクチュエータ２０では、ブレーキ制御信号を受信すると、ブレーキ制御信号
に応じて作動し、ホイールシリンダのブレーキ油圧を調整する。あるいは、スロットルア
クチュエータ２１では、エンジン制御信号を受信すると、エンジン制御信号に応じて作動
し、スロットルバルブの開度を調整する。これによって、自車両は、法定速度での一定車
速で走行する。
【００３３】
　ＥＣＵ３０では、一定時間毎に、画像情報、レーダ情報、インフラ情報に基づいて、死
角の探索を行い、死角を探索できた場合にはその死角の情報（死角の領域、死角の数、死
角の発生要因など）を取得する（Ｓ１１）。ＥＣＵ３０では、探索結果に基づいて、死角
となる領域が存在するか否かを判定する（Ｓ１２）。Ｓ１２にて死角となる領域が存在し
ないと判定した場合、ＥＣＵ３０では、Ｓ１０の処理に戻って、法定速度での一定車速制
御を継続する。なお、Ｓ１２の判定では、死角となる領域が複数存在するか否かを判定し
てもよい。
【００３４】
　Ｓ１２にて死角となる領域が存在すると判定した場合、ＥＣＵ３０では、目標車速とし
て飛び出し対応可能速度（安全な速度）を設定し、飛び出し対応可能速度と自車両の現在
車速との差に基づいて自車両の車速が飛び出し対応可能速度になるために必要な目標減速
度を算出し、その目標減速度になるためのブレーキ制御信号をブレーキアクチュエータ２
０に送信する（Ｓ１３）。ブレーキアクチュエータ２０では、ブレーキ制御信号を受信す
ると、上記と同様に動作する。これによって、自車両は、飛び出し対応可能速度まで減速
する。
【００３５】
　ＥＣＵ３０では、死角となる領域がセンサレンジ内にまだ存在するか否かを判定する（
Ｓ１４）。Ｓ１４にて死角となる領域がセンサレンジ内にまだ存在すると判定した場合、
ＥＣＵ３０では、目標車速として飛び出し対応可能速度を設定し続け、飛び出し対応可能
速度と自車両の現在車速との差に基づいて自車両の車速が飛び出し対応可能速度を維持す
るために必要な目標加減速度を算出し、目標加減速度に基づいて減速制御を行う場合には
目標減速度になるためのブレーキ制御信号をブレーキアクチュエータ２０に送信し、加速
制御を行う場合には目標加速度になるためのエンジン制御信号をスロットルアクチュエー
タ２１に送信する（Ｓ１５）。ブレーキアクチュエータ２０あるいはスロットルアクチュ
エータ２１では、制御信号を受信すると、上記と同様に動作する。これによって、自車両
は、飛び出し対応可能速度を維持して走行する。
【００３６】
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　Ｓ１４にて死角となる領域がセンサレンジ内に存在しないと判定した場合、ＥＣＵ３０
では、目標車速として法定速度を設定し、法定速度と自車両の現在車速との差に基づいて
自車両の車速が法定速度になるために必要な目標加速度を算出し、その目標加速度になる
ためのエンジン制御信号をスロットルアクチュエータ２１に送信する（Ｓ１６）。スロッ
トルアクチュエータ２１では、エンジン制御信号を受信すると、上記と同様に動作する。
これによって、自車両は、法定速度まで加速する。そして、ＥＣＵ３０では、Ｓ１０の処
理に戻って、法定速度での一定車速制御を継続する。
【００３７】
　車両速度制御装置１によれば、センサレンジ内に複数の死角がある場合でも、一度減速
したら死角がなくなるまでは減速後の安全な速度を維持することにより、減速と加速を繰
り返すことがなく、乗り心地の低下を抑制でき、運転者の不快感を軽減できる。
【００３８】
　図５～図７を参照して、第２の実施の形態に係る車両速度制御装置２について説明する
。図５は、第２の実施の形態に係る車両速度制御装置の構成図である。図６は、道路構造
によって複数の死角が発生する場合の他の例である。図７は、図６の複数の死角に対して
第２の実施の形態に係る車両速度制御を行った場合の車両の位置に対する車速の変化を示
す図である。
【００３９】
　車両速度制御装置２は、死角を検出している場合でも死角からの飛び出しの可能性のあ
る死角に対してのみ安全な速度まで減速する。車両速度制御装置２は、車速センサ１０、
カメラ１１、レーダ１２、光ビーコン受信装置１３、ブレーキアクチュエータ２０、スロ
ットルアクチュエータ２１及びＥＣＵ４０を備えている。車両速度制御装置２では、第１
の実施の形態に係る車両速度制御装置１と比較すると、ＥＣＵ４０の構成だけが異なるの
で、ＥＣＵ４０についてのみ説明する。
【００４０】
　ＥＣＵ４０は、ＣＰＵや各種メモリ等からなり、車両速度制御装置２を統括制御する。
ＥＣＵ４０では、メモリに格納されている各アプリケーションプログラムをロードし、Ｃ
ＰＵで実行することによって死角検出部４１、死角飛び出し確率推定部４３、目標速度生
成部４４、目標速度追従部４５が構成され、データベース４２を備えている。ＥＣＵ４０
の死角検出部４１と目標速度追従部４５については、第１の実施の形態に係るＥＣＵ３０
の死角検出部３１と目標速度追従部３３と同様の処理を行うので、説明を省略する。
【００４１】
　データベース４２は、死角が発生する可能性のある領域毎に、死角からの歩行者などの
移動物体の飛び出し確率に関する情報を格納したデータベースである。飛び出し確率に関
する情報としては、例えば、死角領域における人通り（時間帯、曜日、天気など毎に）、
死角からの飛び出しによる事故発生率（時間帯、曜日、天気など毎に）、スクールゾーン
などの標識の有無、カーブミラーの有無、道路幅がある。
【００４２】
　死角飛び出し確率推定部４３では、死角検出部３１で死角を検出している場合、検出し
ている死角毎に、データベース４２から飛び出し確率に関する情報を取得するとともに、
カメラ１１による画像情報、レーダ１２によるレーダ情報、光ビーコン受信装置１３によ
るインフラ情報から飛び出し確率に関する情報を取得する。そして、死角飛び出し確率推
定部４３では、取得した各情報に基づいて、死角からの移動物体の飛び出し確率を推定す
る。この推定方法としては、例えば、死角領域での人通りが多いほど、死角からの飛び出
しによる事故発生率が高いほど、スクールゾーンなどの標識がある場合、カーブミラーが
設置されている場合に、飛び出し確率を高くする。この推定方法については、様々な方法
が適用可能である。
【００４３】
　図６に示す例の場合、３つの死角Ｂ３，Ｂ４，Ｂ５があり、その中の死角Ｂ４にのみカ
ーブミラーＭが設置してある。このようにカーブミラーＭが設置されるのは、死角Ｂ４か



(9) JP 2011-194979 A 2011.10.6

10

20

30

40

50

ら道路Ｒに歩行者などの移動物体が出てくることが多く、安全性向上のために道路Ｒの走
行中の車両の運転者が死角Ｂ４の状況を確認するためである。一方、死角Ｂ３，Ｂ５につ
いてはカーブミラーが設置されていないので、普段、死角Ｂ３，Ｂ５からは道路Ｒに移動
物体が出てくることは殆どないと考えられる。このような場合、死角Ｂ４に対して飛び出
し確率を高くして減速を行い、死角Ｂ３，Ｂ５については飛び出し確率を低くして減速を
行わない。
【００４４】
　目標速度生成部４４では、目標速度として法定速度が設定されている場合、一定時間毎
に、死角検出部４１で死角が検出されているか否かを判定する。死角検出部４１で死角が
検出されていない場合、目標速度生成部４４では、目標速度として法定速度を設定し続け
る。死角検出部４１で死角が検出されている場合、目標速度生成部４４では、死角飛び出
し確率推定部４３で算出した飛び出し確率が閾値より大きいか否かを判定する。閾値は、
飛び出し確率に基づいて死角から飛び出す可能性のあることを判定するための閾値であり
、シミュレーションや実車実験などによって予め設定される。飛び出し確率が閾値より大
きい場合、目標速度生成部４４では、死角から移動物体が飛び出してくる可能性があると
判断し、目標速度として法定速度から飛び出し対応可能速度に切り替え設定する。
【００４５】
　目標速度生成部４４では、目標速度として飛び出し対応可能速度が設定されている場合
、一定時間毎に、死角飛び出し確率推定部４３で算出した飛び出し確率が閾値より大きい
か否かを判定する。飛び出し確率が閾値以下の場合、目標速度生成部４４では、死角から
移動物体が飛び出してくる可能性がないと判断し、目標速度として飛び出し対応可能速度
から法定速度に切り替え設定する。
【００４６】
　図６の例の場合、図７に示すように、自車両ＭＶが最初の死角Ｂ３の手前に到達しても
、目標速度として法定速度が維持される。そして、自車両ＭＶが次の死角Ｂ４から距離Ｄ
２手前の地点Ｐ４を通過するときに目標速度が法定速度から飛び出し対応可能速度に切り
替えられ、自車両ＭＶが減速する。死角Ｂ４が死角でなくなる地点Ｐ５を通過するときに
は目標速度が飛び出し対応可能速度から法定速度に切り替えられ、自車両ＭＶが加速する
。そして、自車両ＭＶが最後の死角Ｂ５の手前の地点Ｐ６に到達しても、目標速度として
法定速度が維持される。
【００４７】
　図５を参照して、車両速度制御装置２の動作について説明する。特に、ＥＣＵ４０にお
ける車両速度制御について図８のフローチャートに沿って説明する。図８は、第２の実施
の形態に係る車両速度制御の流れを示すフローチャートである。
【００４８】
　車速センサ１０、カメラ１１、レーダ１２、光ビーコン受信装置１３については、第１
の実施の形態での動作説明と同様に動作している。
【００４９】
　ＥＣＵ４０では、通常、一定時間毎に、第１の実施の形態におけるＳ１０での処理と同
様に、法定速度での一定車速制御を行う（Ｓ２０）。ブレーキアクチュエータ２０あるい
はスロットルアクチュエータ２１では、ブレーキ制御信号あるいはエンジン制御信号を受
信すると、第１の実施の形態における動作説明と同様に動作する。これによって、自車両
は、法定速度での一定車速で走行する。
【００５０】
　ＥＣＵ４０では、第１の実施の形態におけるＳ１１での処理と同様に、死角領域を探索
する（Ｓ２１）。そして、ＥＣＵ４０では、死角となる領域が存在するか否かを判定する
（Ｓ２２）。Ｓ２２にて死角となる領域が存在しないと判定した場合、ＥＣＵ４０では、
Ｓ２０の処理に戻って、法定速度での一定車速制御を継続する。
【００５１】
　Ｓ２２にて死角となる領域が存在すると判定した場合、ＥＣＵ４０では、検出している
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死角毎に、データベース４２の飛び出し確率に関する情報、カメラ１１による画像情報、
レーダ１２によるレーダ情報、光ビーコン受信装置１３によるインフラ情報に基づいて、
死角からの移動物体の飛び出し確率を推定する（Ｓ２３）。そして、ＥＣＵ４０では、死
角についての飛び出し確率が閾値よりも大きいか否かを判定する（Ｓ２４）。
【００５２】
　Ｓ２４にて飛び出し確率が閾値よりも大きいと判定した場合、ＥＣＵ４０では、目標車
速として飛び出し対応可能速度を設定し、飛び出し対応可能速度と自車両の現在車速との
差に基づいて自車両の車速が飛び出し対応可能速度になるために必要な目標減速度を算出
し、その目標減速度になるためのブレーキ制御信号をブレーキアクチュエータ２０に送信
する（Ｓ２５）。ブレーキアクチュエータ２０では、ブレーキ制御信号を受信すると、上
記と同様に動作する。これによって、自車両は、飛び出し対応可能速度まで減速する。
【００５３】
　目標車速として飛び出し対応可能速度が設定されているときに、Ｓ２４にて飛び出し確
率が閾値以下と判定した場合、ＥＣＵ４０では、目標車速として法定速度を設定し、法定
速度と自車両の現在車速との差に基づいて自車両の車速が法定速度になるために必要な目
標加速度を算出し、その目標加速度になるためのエンジン制御信号をスロットルアクチュ
エータ２１に送信する（Ｓ２６）。スロットルアクチュエータ２１では、エンジン制御信
号を受信すると、上記と同様に動作する。これによって、自車両は、法定速度まで加速す
る。そして、ＥＣＵ３０では、Ｓ２０の処理に戻って、法定速度での一定車速制御を継続
する。あるいは、目標車速として法定速度が設定されているときに、Ｓ２４にて飛び出し
確率が閾値以下と判定した場合、ＥＣＵ４０では、そのままＳ２０の処理に戻って、法定
速度での一定車速制御を継続する。
【００５４】
　この車両速度制御装置２によれば、死角からの移動物体の飛び出し確率が高い死角につ
いてのみ減速を行うので、安全性を確保しつつ旅行時間を短縮することができる。特に、
複数の死角がある場合でも、減速が不要な死角に対して減速を行わないので、減速と加速
の繰り返しを抑制でき、乗り心地の低下を抑制でき、運転者の不快感を軽減できる。
【００５５】
　図１及び図９を参照して、第３の実施の形態に係る車両速度制御装置３について説明す
る。図１は、第１及び第３の実施の形態に係る車両速度制御装置の構成図である。図９は
、対向車両によって複数の死角が発生する場合の一例である。
【００５６】
　車両速度制御装置３は、移動物体（特に、対向車両）による死角を検出している場合に
はその死角から移動物体（歩行者など）が飛び出してくる可能性があるかを判断し、移動
物体が飛び出してくる可能性があると安全な速度まで減速する。車両速度制御装置３は、
車速センサ１０、カメラ１１、レーダ１２、光ビーコン受信装置１３、ブレーキアクチュ
エータ２０、スロットルアクチュエータ２１及びＥＣＵ５０を備えている。車両速度制御
装置３では、第１の実施の形態に係る車両速度制御装置１と比較すると、ＥＣＵ５０の処
理だけが異なるので、ＥＣＵ５０についてのみ説明する。なお、車両速度制御装置３は、
静止物体による死角を検出している場合には第１の実施の形態に係る車両速度制御装置１
又は第２の実施の形態に係る車両速度制御装置２と同様の制御を行う。
【００５７】
　ＥＣＵ５０は、ＣＰＵや各種メモリ等からなり、車両速度制御装置３を統括制御する。
ＥＣＵ５０では、メモリに格納されている各アプリケーションプログラムをロードし、Ｃ
ＰＵで実行することによって死角検出部５１、目標速度生成部５２、目標速度追従部５３
が構成される。ＥＣＵ５０の死角検出部５１と目標速度追従部５３については、第１の実
施の形態に係るＥＣＵ３０の死角検出部３１と目標速度追従部３３と同様の処理を行うの
で、説明を省略する。なお、第３の実施の形態では、死角検出部５１が特許請求の範囲に
記載する死角検出手段に相当し、目標速度生成部５２及び目標速度追従部５３が特許請求
の範囲に記載する制御稼動手段及び制御停止手段に相当し、目標速度生成部５２が特許請
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求の範囲に記載する衝突可能性判断手段及び除外手段に相当する。
【００５８】
　目標速度生成部５２では、一定時間毎に、死角検出部３１での検出結果に基づいて対向
車両による死角が発生しているか否かを判定する。図９の例で示すように、自車両ＭＶで
では、前方から走行してくる対向車両ＯＡによって死角Ｂ６が発生している。
【００５９】
　対向車両による死角が発生している場合、目標速度生成部５２では、車速センサ１０に
よる自車両の現在車速ＶＳと自車両の現在位置から基準地点までの距離ＬＳを用いて、自
車両が基準地点を通過するまでの時間ＴＳ（＝ＬＳ／ＶＳ）を算出する。図９に示すよう
に、基準地点ＢＰは、死角Ｂ６を発生させる対向車両ＯＡの後端部辺りの地点とする。自
車両ＭＶがこの基準地点ＢＰを通過するまでの時間が算出される。ちなみに、歩行者が車
両が走行している道路を横断する場合、歩行者は道路の端部の地点Ｗ１で待機し、対向車
両ＯＡの後端が歩行者の前を通過した直ぐ後に飛び出してゆくと考えられる。基準地点Ｂ
Ｐ、距離ＬＳについては、死角検出部５１で取得している対向車両についての情報から取
得できる。
【００６０】
　また、目標速度生成部５２では、死角内に歩行者（移動物体）が存在すると仮定し、歩
行者の最高速度Ｖｍａｘと死角が発生している道路の端部から自車両の進路上の地点まで
の距離ＬＷを用いて、歩行者が自車両の進路上に飛び出してくまでの最短時間ＴＷ（＝Ｌ

Ｗ／Ｖｍａｘ）を算出する。図９に示す例では、歩行者が死角Ｂ６が発生している道路の
端部の地点Ｗ１から自車両ＭＶの進路上の地点Ｗ２までの距離ＬＷを移動するための最短
時間が算出される。最高速度Ｖｍａｘについては、実験などによって予め設定しておく。
距離ＬＷについては、道路構造から取得できる。
【００６１】
　また、目標速度生成部５２では、死角を発生させる対向車両の後続車両の車速ＶＢとそ
の後続車両から基準地点までの距離ＬＢ（対向車両とその後続車両との車間距離に相当）
を用いて、対向車両の後続車両が基準地点を通過するまでの時間ＴＢ（＝ＬＢ／ＶＢ）を
算出する。図９に示す例の場合、死角Ｂ６を発生させる対向車両ＯＡの後方には車両ＯＢ
が走行しており、その後続車両ＯＢが基準地点ＢＰを通過するまでの時間が算出される。
ちなみに、歩行者が対向車両ＯＡを通過後に道路を横断するためには、後続車両ＯＢが基
準地点ＢＰを通過する前に地点Ｗ２まで移動しなければならない。車速ＶＢ、距離ＬＢに
ついては、死角検出部５１で取得している対向車両の後続車両についての情報から取得で
きる。
【００６２】
　目標速度生成部５２では、自車両が基準地点を通過するまでの時間ＴＳと歩行者が自車
両の進路上に飛び出してくまでの最短時間ＴＷとがほぼ同じ時間か否かを判定する。ここ
での判定では、実車実験などで設定した短時間の範囲を設け、時間ＴＳを基準にしてその
短時間範囲内に時間ＴＷが入れば時間ＴＳと時間ＴＷとがほぼ同じ時間と判定する。この
時間ＴＳと時間ＴＷとがほぼ同じであれば歩行者が死角から飛び出してきた場合に歩行者
が自車両と衝突する可能性が高いと考えられ、この時間ＴＳと時間ＴＷとが明らかに異な
っていれば歩行者が死角から飛び出してきた場合でも歩行者が横断した後に自車両が通過
するかあるいは歩行者が横断する前に自車両が通過すると考えられる。そこで、時間ＴＳ

と時間ＴＷとが明らかに異なっている場合、対向車両が通過直後に死角内の歩行者が飛び
出したとしても自車両と衝突する可能性がないので（自車両は減速する必要がない）、目
標速度生成部５２では、目標速度として法定速度を設定し続ける。
【００６３】
　時間ＴＳと時間ＴＷとがほぼ同じ場合（死角内の歩行者が飛び出したときには自車両と
衝突する可能性がある場合）、目標速度生成部５２では、対向車両の後続車両が基準地点
を通過するまでの時間ＴＢが歩行者が自車両の進路上に飛び出してくまでの最短時間ＴＷ

より長いか否かを判定する。図９の例で示すように、対向車両ＯＡと後続車両ＯＢとの車
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間距離が短く、歩行者が地点Ｗ２まで移動する前に後続車両ＯＢが基準地点ＢＰを通過す
るような場合、歩行者は対向車両ＯＡが通過しても飛び出さないと考えられる。一方、対
向車両ＯＡと後続車両ＯＢとの車間距離が長く、後続車両ＯＢが基準地点ＢＰを通過する
前に歩行者が地点Ｗ２まで移動できる場合、歩行者は対向車両ＯＡが通過すると飛び出す
と考えられる。そこで、時間ＴＢが時間ＴＷ以下の場合、死角内に歩行者が存在したとし
ても飛び出さないので（自車両は減速する必要がない）、目標速度生成部５２では、目標
速度として法定速度を設定し続ける。一方、時間ＴＢが時間ＴＷより長い場合、死角内の
歩行者が飛び出す可能性あるので（自車両は減速する必要がある）、目標速度生成部５２
では、目標速度として法定速度から飛び出し対応可能速度に切り替え設定する。
【００６４】
　なお、目標速度生成部５２では、対向車両（移動物体）による死角に対して上記処理を
行い、静止物体による死角に対しては第１の実施の形態に係る目標速度生成部３２又は第
２の実施の形態に係る目標速度生成部４４での処理を行う。また、上記の説明では、対向
車両による死角としたが、車両以外の移動物体で死角ができる場合にはその移動物体によ
る死角についての上記処理を適用する。
【００６５】
　図１を参照して、車両速度制御装置３の動作について説明する。特に、ＥＣＵ５０にお
ける車両速度制御について図１０のフローチャートに沿って説明する。図１０は、第３の
実施の形態に係る車両速度制御の流れを示すフローチャートである。
【００６６】
　車速センサ１０、カメラ１１、レーダ１２、光ビーコン受信装置１３については、第１
の実施の形態での動作説明と同様に動作している。
【００６７】
　ＥＣＵ５０では、通常、一定時間毎に、第１の実施の形態におけるＳ１０での処理と同
様に、法定速度での一定車速制御を行う（Ｓ３０）。ブレーキアクチュエータ２０あるい
はスロットルアクチュエータ２１では、ブレーキ制御信号あるいはエンジン制御信号を受
信すると、第１の実施の形態における動作説明と同様に動作する。これによって、自車両
は、法定速度での一定車速で走行する。
【００６８】
　ＥＣＵ５０では、第１の実施の形態におけるＳ１１での処理と同様に、死角領域を探索
する（Ｓ３１）。そして、ＥＣＵ５０では、その探索結果に基づいて、対向車両による死
角が発生しているかを判定する（Ｓ３２）。Ｓ３２にて対向車両による死角が発生してい
ないと判定した場合、ＥＣＵ５０では、Ｓ３０の処理に戻って、法定速度での一定車速制
御を継続する。なお、ここでは、Ｓ３０の処理に戻るとしたが、ＥＣＵ５０では、静止物
体による死角領域が存在する場合には第１の実施の形態又は第２の実施の形態で動作説明
した処理に移行すればよい。
【００６９】
　Ｓ３２にて対向車両による死角が発生していると判定した場合、ＥＣＵ５０では、自車
両の現在車速ＶＳと基準地点までの距離ＬＳに基づいて自車両が基準地点を通過するまで
の時間ＴＳを算出する（Ｓ３３）。また、ＥＣＵ５０では、死角内に歩行者が存在すると
仮定し、歩行者の最高速度Ｖｍａｘと死角が発生している道路の端部から自車両の進路上
の地点までの距離ＬＷに基づいて歩行者が自車両の進路上に到着するまでの最短時間ＴＷ

を算出する（Ｓ３４）。また、ＥＣＵ５０では、死角を発生させる対向車両の後続車両の
車速ＶＢとその後続車両から基準地点までの距離ＬＢに基づいて対向車両の後続車両が基
準地点を通過するまでの時間ＴＢを算出する（Ｓ３５）。
【００７０】
　そして、ＥＣＵ５０では、自車両が基準地点を通過するまでの時間ＴＳと歩行者が自車
両の進路上に到着するまでの最短時間ＴＷとがほぼ同じか否かを判定する（Ｓ３６）。Ｓ
３６にて時間ＴＳと時間ＴＷとが明らかに異なると判定した場合、ＥＣＵ５０では、Ｓ３
０の処理に戻って、法定速度での一定車速制御を継続する。



(13) JP 2011-194979 A 2011.10.6

10

20

30

40

50

【００７１】
　Ｓ３６にて時間ＴＳと時間ＴＷとがほぼ同じと判定した場合、ＥＣＵ５０では、対向車
両の後続車両が基準地点を通過するまでの時間ＴＢが歩行者が自車両の進路上に到着する
までの最短時間ＴＷよりも長いか否かを判定する（Ｓ３７）。Ｓ３７にて時間ＴＢが時間
ＴＷ以下と判定した場合、ＥＣＵ５０では、Ｓ３０の処理に戻って、法定速度での一定車
速制御を継続する。
【００７２】
　Ｓ３７にて時間ＴＢが時間ＴＷより長いと判定した場合、ＥＣＵ５０では、目標車速と
して飛び出し対応可能速度を設定し、飛び出し対応可能速度と自車両の現在車速との差に
基づいて自車両の車速が飛び出し対応可能速度になるために必要な目標減速度を算出し、
その目標減速度になるためのブレーキ制御信号をブレーキアクチュエータ２０に送信する
（Ｓ３８）。ブレーキアクチュエータ２０では、ブレーキ制御信号を受信すると、上記と
同様に動作する。これによって、自車両は、飛び出し対応可能速度まで減速する。
【００７３】
　この車両速度制御装置３によれば、対向車両による死角が発生している場合にその対向
車両と後続車両との車間距離から歩行者が飛び出せないと判断した場合及び歩行者が飛び
出したとしても自車両と衝突する可能性がないと判断した場合には減速を行わないので、
安全性を確保しつつ旅行時間を短縮することができる。
【００７４】
　以上、本発明に係る実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定さ
れることなく様々な形態で実施される。
【００７５】
　例えば、本実施の形態ではオートクルーズや自動運転などの車両側で車速制御を行って
いる場合に適用したが、運転者がアクセル操作及びブレーキ操作を行っている場合の運転
支援にも適用できる。このような運転支援では、死角に対して減速が必要な場合には介入
制御（減速制御）あるいは表示や音声による注意喚起、警報などを行う。
【００７６】
　また、第１～第３の実施の形態では死角に対する制御でそれぞれ異なる制御を行ったが
、第１の実施の形態と第２の実施の形態は静止物体で発生する死角を対象としており、第
３の実施の形態では移動物体で発生する死角を対象としているので、第１～第３の実施の
形態の各制御を組み合わせることにより、死角に対する制御としてはより好適なものとな
る。
【００７７】
　また、本実施の形態では死角を検出するための周辺環境認識手段としてカメラ、レーダ
、光ビーコン受信装置を適用したが、他の手段を適用してもよい。例えば、死角を発生さ
せる要因となる道路構造情報を格納したデータベース、車車間通信を利用した他車両の情
報を受信するための車車間通信装置がある。
【００７８】
　また、本実施の形態では出力先としてブレーキアクチュエータとスロットルアクチュエ
ータに直接出力する構成としたが、ブレーキ制御ＥＣＵやエンジン制御ＥＣＵなどに出力
してもよい。
【００７９】
　また、本実施の形態では通常走行時の目標速度を走行中の道路の法定速度としたが、運
転者が設定する速度などの他の速度としてもよい。
【００８０】
　また、第１の実施の形態では死角に対して減速制御を行うか否かの条件及び減速制御後
に加速制御を行うか否かの条件の一例を示したが、この各条件については死角の種類（ど
のような道路構造による死角か、他車両などの移動物体による死角かなど）に応じて補正
してもよい。条件を変えることによって、死角の種類に応じて減速制御を行う必要がある
のか否かを判断でき、単純に死角が存在するだけで減速制御を行なうことがなくなる。そ
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の結果、不要な減速制御がなくなり、運転者の不快感を抑制でき、車両側で車速制御して
いる場合には旅行時間を短縮できる。
【００８１】
　また、第２の実施の形態では飛び出し確率に関する各種情報に基づいて飛び出し確率を
推定し、飛び出し確率が閾値より大きいか否かを判定することによって死角に対して減速
制御を行う否かを判断したが、飛び出し確率に関する情報を用いて直接死角に対して減速
制御を行う否かを判断してもよい。例えば、各死角についてカーブミラーが設置してある
か否かを判定し、カーブミラーが設置してある死角に対してのみ減速制御を行う。
【００８２】
　また、第３の実施の形態では対向車両による死角が発生している場合に死角内から歩行
者（移動物体）が飛び出したときの自車両との衝突の可能性の判断方法及び死角内から歩
行者が飛び出すか否かの判断方法の一例を示したが、他の方法によって判断してもよい。
また、第３の実施の形態では対向車両による死角が発生している場合に死角内から歩行者
が飛び出したときの自車両との衝突の可能性の判断及び対向車両とその後続車両との車間
距離から歩行者が飛び出すか否かを判定する構成としたが、いずれか一方の判定だけを行
ってもよい。
【符号の説明】
【００８３】
　１，２，３…車両速度制御装置、１０…車速センサ、１１…カメラ、１２…レーダ、１
３…光ビーコン受信装置、２０…ブレーキアクチュエータ、２１…スロットルアクチュエ
ータ、３０，４０，５０…ＥＣＵ、３１，４１，５１…死角検出部、３２，４４，５２…
目標速度生成部、３３，４５，５３…目標速度追従部、４２…データベース、４３…死角
飛び出し確率推定部。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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