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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交差点に向けて走行する自車両の位置情報および挙動情報を含む自車情報を取得する自
車情報取得部と、
　車車間通信により他車両から送信された、他車両の位置情報および挙動情報を含む他車
情報を取得する他車情報取得部と、
　自車両の前方を走行する先行車両の位置情報および挙動情報を含む先行車情報を取得す
る先行車情報取得部と、
　前記自車情報取得部により取得された自車情報と、前記他車情報取得部により取得され
た他車情報とにもとづいて、自車両と他車両とが衝突する可能性があると判定した場合に
、警報を出力する運転支援処理を実施する支援処理部と、
　前記自車情報取得部が取得した自車情報にもとづいて、自車両の交差点までの到達時間
を予測する自車情報予測部と、
　前記先行車情報取得部が取得した先行車情報にもとづいて、予測した到達時間経過時に
おける先行車両の位置を予測する先行車情報予測部と、
　予測した先行車両の位置に応じて、前記支援処理部による運転支援処理を許可するか、
または禁止するかを判断する支援実施判断部と、
　を備えることを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記支援実施判断部は、予測される先行車両の位置が交差点内の位置または交差点から
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退出した位置である場合に、前記支援処理部による運転支援処理を許可し、予測される先
行車両の位置が交差点手前の位置である場合に、前記支援処理部による運転支援処理を禁
止する、
　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】
　前記自車情報予測部は、前記自車情報取得部が取得した自車情報にもとづいて、予測し
た到達時間経過時における自車両の挙動を予測し、
　前記先行車情報予測部は、前記先行車情報取得部が取得した先行車情報にもとづいて、
予測した到達時間経過時における先行車両の位置および挙動を予測し、
　当該運転支援装置は、さらに、
　前記自車情報予測部が予測した自車両の挙動と、前記先行車情報予測部が予測した先行
車両の位置および挙動から、交差点において自車両が先行車両に近接して、同一方向に走
行するか否かを判断する追従進入判断部と、を備え、
　前記追従進入判断部により自車両が先行車両に近接して同一方向に走行することが判断
されると、前記支援実施判断部は、前記支援処理部による運転支援処理を許可する、
　ことを特徴とする請求項１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、交差点における運転を支援する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、交差点での右折に際し、自車両の前方に先行右折車両が存在しており、
且つ自車両が先頭ではなく２番目以降の右折待ちである状況では、運転支援情報の報知を
行わない支援情報報知装置を開示する。特許文献２は、交差点において自車両と他車両と
の衝突可能性があることが判定されると、運転者に他車両に関する情報を報知する運転支
援装置を開示する。特許文献２に開示される運転支援装置は、自車両と交差点との間に先
行車両を検出すると、他車両に関する情報の報知を禁止し、先行車両を検出しないと、報
知の実施を許容する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２１１８１号公報
【特許文献２】特開２０１４－６６０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１、２で提案される運転支援技術では、交差点近傍の先行車両を検出し、検出
した先行車両の位置にしたがって報知を実施するか否かが決定される。特許文献２は、自
車両と交差点との間に先行車両が検出されていても、その後、先行車両が交差点を通過す
れば、通過したタイミングで、接近車両に対する注意を喚起するための報知動作を実施す
ることを開示する。
【０００５】
　このように従来の運転支援技術では、先行車両の実際の位置にしたがって報知の実施可
否が判断されている。そのため自車両と交差点との間に先行車両が存在する限り報知は実
施されず、自車両と交差点との間に先行車両が存在しなくなったタイミングで、報知が実
施されることになる。従来の運転支援技術によると、報知が実施されたタイミングでは、
他車両が非常に接近している可能性があるため、運転者が余裕をもって運転できるように
、報知動作は、事前に実施されることが好ましい。
【０００６】
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　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、自車両が交差点に向
かって走行する際に、先行車両の位置を予測して、運転支援処理を許可するか否かを判断
する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の運転支援装置は、交差点に向けて走行
する自車両の位置情報および挙動情報を含む自車情報を取得する自車情報取得部と、車車
間通信により他車両から送信された、他車両の位置情報および挙動情報を含む他車情報を
取得する他車情報取得部と、自車両の前方を走行する先行車両の位置情報および挙動情報
を含む先行車情報を取得する先行車情報取得部と、自車情報取得部により取得された自車
情報と、他車情報取得部により取得された他車情報とにもとづいて、自車両と他車両とが
衝突する可能性があると判定した場合に、警報を出力する運転支援処理を実施する支援処
理部と、自車情報取得部が取得した自車情報にもとづいて、自車両の交差点までの到達時
間を予測する自車情報予測部と、先行車情報取得部が取得した先行車情報にもとづいて、
予測した到達時間経過時における先行車両の位置を予測する先行車情報予測部と、予測し
た先行車両の位置に応じて、支援処理部による運転支援処理を許可するか、または禁止す
るかを判断する支援実施判断部と、を備える。
【０００８】
　この態様によると、自車両の交差点到達時における先行車両の位置を予測し、予測した
先行車両の位置に応じて、運転支援処理を許可するか、または禁止するかを判断すること
で、不要な運転支援処理の実施を回避できる。
【０００９】
　支援実施判断部は、予測される先行車両の位置が交差点内の位置または交差点から退出
した位置である場合に、支援処理部による運転支援処理を許可し、予測される先行車両の
位置が交差点手前の位置である場合に、支援処理部による運転支援処理を禁止する。予測
される先行車両の位置が交差点手前の位置であれば、自車両が先行車両に追いつくような
状況が予測されるため、支援処理部による運転支援処理を禁止することで、不要な運転支
援処理の実施を回避できる。
【００１０】
　自車情報予測部は、自車情報取得部が取得した自車情報にもとづいて、予測した到達時
間経過時における自車両の挙動を予測し、先行車情報予測部は、先行車情報取得部が取得
した先行車情報にもとづいて、予測した到達時間経過時における先行車両の位置および挙
動を予測する。当該運転支援装置は、自車情報予測部が予測した自車両の挙動と、先行車
情報予測部が予測した先行車両の位置および挙動から、交差点において自車両が先行車両
に近接して、同一方向に走行するか否かを判断する追従進入判断部をさらに備えてよい。
追従進入判断部により自車両が先行車両に近接して同一方向に走行することが判断される
と、支援実施判断部は、支援処理部による運転支援処理を許可する。
【００１１】
　交差点において自車両が先行車両に近接した状態で進入して、同一方向に走行すること
が予測される場合には、支援処理部による運転支援処理を許可することで、適切な警報出
力を実現することが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、自車両が交差点に向かって走行する際に、先行車両の位置を予測して
、運転支援処理を許可するか否かを判断する技術を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例における車両システムの構成を示す図である。
【図２】実施例の交差点における運転支援を説明するための図を示す図である。
【図３】実施例における車両状況の一例を示す図である。
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【図４】予測処理部による予測結果の一例を示す図である。
【図５】予測処理部による予測結果の別の例を示す図である。
【図６】実施例における運転支援処理実施判断処理のフローチャートを示す図である。
【図７】変形例の交差点における運転支援を説明するための図を示す図である。
【図８】変形例における車両状況の一例を示す図である。
【図９】変形例における運転支援処理実施判断処理のフローチャートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、実施例における車両システム１の構成を示す。車両システム１は、ＧＰＳ（Gl
obal Positioning System, 全地球測位システム）受信機２、車両センサ３、レーダセン
サ４、カメラ５、車車間通信装置６、運転支援装置１０および出力装置４０を備える。運
転支援装置１０は、自車両が交差点に向かって走行している際に、自車両と他車両とが衝
突する可能性があると判定すると、出力装置４０から運転者に警報を出力する運転支援処
理を実施する。運転支援装置１０は、車両情報取得部１１、車両状況特定部２０、支援処
理部２１、カーナビゲーションシステム２２、予測処理部３０および支援実施判断部３５
を備える。
【００１５】
　車両情報取得部１１は、自車両の情報を取得する自車情報取得部１２、他車両の情報を
取得する他車情報取得部１３、先行車両の情報を取得する先行車情報取得部１４とを有す
る。予測処理部３０は、自車両の情報を予測する自車情報予測部３１、先行車両の情報を
予測する先行車情報予測部３２、予測した自車両の情報と、予測した先行車両の情報から
両車両が同様の挙動を示すか判断する追従進入判断部３３と、車両の挙動予測に用いる時
間情報を保持する時間情報保持部３４とを有する。カーナビゲーションシステム２２は、
地図情報保持部２３を有して、自車両の現在位置案内や目的地への経路案内を実施する。
地図情報保持部２３は、ノードを特定するためのノードデータと、ノード間の道路区間で
あるリンクデータを含む地図情報を保持する。また地図情報保持部２３は、交差点に接続
する道路の属性情報を保持している。ここで属性情報は、道路に設置される道路標識に関
する規制情報を含む。
【００１６】
　運転支援装置１０はコンピュータを含み、後述する運転支援装置１０の各種機能は、ハ
ードウェア的には、回路ブロック、メモリ、その他のＬＳＩで構成することができ、ソフ
トウェア的には、メモリにロードされたプログラムなどによって実現される。したがって
、運転支援装置１０の各種機能はハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの
組合せによっていろいろな形で実現できることは当業者には理解されるところであり、い
ずれかに限定されるものではない。
【００１７】
　ＧＰＳ受信機２はＧＰＳアンテナを介して、複数のＧＰＳ衛星が送信するＧＰＳ信号を
受信する。ＧＰＳ受信機２は、受信したＧＰＳ信号にもとづいて走行中の自車位置を検出
する。ＧＰＳ受信機２は、自車位置の緯度、経度および方位を算出して求め、自車情報取
得部１２に供給する。車両センサ３は、自車両の車速を検出する車輪速センサを少なくと
も含み、さらにジャイロセンサ、加速度センサ、舵角センサ、ウィンカ（方向指示器）レ
バーの操作状態を検出するウィンカセンサ、アクセルの操作状態を検出するアクセルセン
サなどを含んでもよい。車両センサ３は、各センサによる検出情報を自車情報取得部１２
に供給する。
【００１８】
　自車情報取得部１２は、交差点に向けて走行する自車両の位置情報および挙動情報を含
む自車情報を取得する。ここで自車両の挙動情報は、自車両の走行方向を示す方位情報お
よび速度情報を含んでよい。自車両の位置情報および方位情報は、ＧＰＳ受信機２から供
給されてよいが、自車情報取得部１２は、車両センサ３におけるジャイロセンサ、加速度
センサ、車輪速センサ、舵角センサなどの検出情報をもとに、自車両の位置情報および方
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位情報を演算により算出してもよい。また自車情報取得部１２は、車輪速センサの検出情
報から、自車両の速度情報を取得し、ウィンカセンサから、自車両の曲がる方向を示すウ
ィンカ情報を取得する。このように実施例の自車情報取得部１２は、自車両の位置情報に
加え、方位情報、速度情報およびウィンカ情報を含む挙動情報を取得する。自車情報取得
部１２は、所定の周期で自車情報を取得し、取得した自車情報を車車間通信装置６および
車両状況特定部２０に供給する。
【００１９】
　車車間通信装置６は、自車両と他車両の間の車車間通信を実施する。車車間通信装置６
は車車間通信アンテナを介して、自車情報取得部１２が取得した自車情報を周辺の他車両
に送信し、また周辺の他車両から送信された他車情報を受信する。他車情報は、他車両の
位置情報および挙動情報を含む。他車両の挙動情報は、他車両の走行方向を示す方位情報
および速度情報を含んでよい。さらに他車両の挙動情報は、他車両のウィンカ情報を含ん
でよい。また他車両の挙動情報は、他車両におけるナビゲーションシステムの経路案内で
設定されたナビゲーション情報を含んでよい。ナビゲーション情報は、目的地までの経路
案内において、どの道路を走行し、どの交差点を曲がるかを示す情報を含んでいる。なお
ナビゲーション情報は、最終目的地までの情報を含んでいる必要はなく、たとえば現在地
点から数ｋｍ程度の範囲の情報を含んでいればよい。車車間通信装置６は他車情報を受信
し、受信した他車情報を他車情報取得部１３に供給する。
【００２０】
　他車情報取得部１３は、車車間通信装置６から、他車両の位置情報および挙動情報を含
む他車情報を取得する。他車情報取得部１３は、取得した他車情報を、車両状況特定部２
０に供給する。
【００２１】
　レーダセンサ４は、自車両の周囲の物体を検出するための自律センサであって、ミリ波
帯の電波を照射し、対象物体で反射した電波を受信することで、対象物体の相対位置（距
離および角度）と、自車両との相対速度を観測する。実施例においてレーダセンサ４は、
自車両の前方を走行する先行車両の相対位置および相対速度を観測する。レーダセンサ４
の検出情報は先行車情報取得部１４に供給される。先行車情報取得部１４は、レーダセン
サ４から、自車両の前方を走行する先行車両の検出情報を供給されて、先行車両と自車両
との、相対的な位置情報および挙動情報を取得する。ここで、相対的な位置情報は、先行
車両と自車両との距離であり、相対的な挙動情報は、先行車両と自車両との相対速度およ
び相対方位を含む。
【００２２】
　カメラ５は、自車両前方を撮像する。カメラ５の撮像画像は、先行車情報取得部１４に
供給される。先行車情報取得部１４は、画像解析を行うことで撮像画像に含まれる先行車
両を特定し、先行車両と自車両との、相対的な位置情報および挙動情報を取得する。
【００２３】
　先行車情報取得部１４は、先行車両と自車両との相対的な位置情報および挙動情報を取
得すると、自車両の位置情報および挙動情報をもとに、先行車両の位置情報および挙動情
報を含む先行車情報を演算により求めて取得する。先行車情報取得部１４は、先行車両と
自車両との相対的な位置と、自車両の位置から、先行車両の位置情報を演算により求める
。先行車情報取得部１４は、先行車両と自車両との相対速度と、自車両の速度から、先行
車両の速度情報を演算により求め、また先行車両と自車両との相対方位と、自車両の方位
から、先行車両の方位情報を演算により求める。このようにして先行車情報取得部１４は
、自車両の前方を走行する先行車両の位置情報および挙動情報を含む先行車情報を取得す
る。先行車情報取得部１４は、取得した先行車情報を、車両状況特定部２０に供給する。
【００２４】
　自車両がレーダセンサ４を搭載していない場合、先行車情報取得部１４は、カメラ５の
撮像画像にもとづいて先行車情報を取得する。また自車両がカメラ５を搭載していない場
合、先行車情報取得部１４は、レーダセンサ４の検出情報にもとづいて先行車情報を取得
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する。なお自車両がレーダセンサ４およびカメラ５の双方を搭載している場合、先行車情
報取得部１４は、レーダセンサ４の検出情報およびカメラ５の撮像画像のそれぞれから先
行車情報を取得して、それぞれの先行車情報を用いて、より正確な先行車情報を算出して
もよい。
【００２５】
　なお先行車両が、車車間通信装置を有している場合には、先行車情報取得部１４が、車
車間通信装置６から、先行車両の位置情報および挙動情報を含む先行車情報を取得する。
なお車車間通信装置６が受信した他車情報が先行車両の情報であるか否かは、他車情報に
含まれる位置情報および挙動情報と、レーダセンサ４の検出情報および／またはカメラ５
の撮像画像にもとづいて演算された先行車両の位置情報および挙動情報との一致性により
判断される。なお先行車情報取得部１４は、レーダセンサ４の検出情報、カメラ５の撮像
画像および車車間通信装置６の受信情報のそれぞれから先行車情報を取得する場合、それ
ぞれの先行車情報を用いて、より正確な先行車情報を算出してもよい。
【００２６】
　地図情報保持部２３は、ノードを特定するためのノードデータと、ノード間の道路区間
であるリンクデータを含む地図情報を保持する。ノードデータは、ノード番号および位置
座標（緯度、経度）を含んで構成され、リンクデータは、リンク番号、起点ノード番号お
よび終点ノード番号を含んで構成される。交差点ノードを特定するノードデータには、交
差点であることを示す情報が含まれる。なお、交差点ノードの進入リンクには、標識規制
情報が属性情報として設定されており、少なくとも標識規制情報は、一時停止すべきこと
を指定する交差点であるか否かを示す情報を含む。
【００２７】
　車両状況特定部２０は、自車情報取得部１２により取得された自車情報にもとづいて、
地図情報保持部２３が保持する地図情報から、自車両が向かっている交差点を特定する。
また車両状況特定部２０は、自車情報取得部１２により取得された自車両の位置情報と、
他車情報取得部１３により取得された他車両の位置情報と、先行車情報取得部１４により
取得された先行車両の位置情報にもとづいて、地図情報から、自車両が進入する交差点ま
たは交差点周辺における地図上の自車位置、他車位置および先行車位置、すなわちリンク
上の自車位置、他車位置および先行車位置を特定する。なお車両に搭載されるＧＰＳ受信
機により検出された位置情報は、ＧＰＳ信号が大気、電離層、周囲の構造物などの影響を
受けるため、実際の位置に対して誤差を含んでいる。そのためＧＰＳ受信機による検出位
置は、厳密に言えばリンク上の位置からずれており、車両状況特定部２０は、地図マッチ
ング処理を行うことで、自車情報取得部１２により取得された自車両の位置情報と、他車
情報取得部１３により取得された他車両の位置情報、先行車情報取得部１４により取得さ
れた先行車両の位置情報を、地図のリンク上の位置に補正する処理を行う。
【００２８】
　また車両状況特定部２０は、自車両の方位情報および速度情報と、他車両の方位情報お
よび速度情報にもとづいて、自車両および他車両の、リンクにおける移動方向および速度
を特定する。車両状況特定部２０は、自車両が向かっている交差点を、自車両のリンク上
の位置およびリンクにおける移動方向にもとづいて特定できる。なお車両状況特定部２０
は、ウィンカ情報にもとづいて、交差点における自車両の走行方向を特定してもよい。車
両状況特定部２０は、自車両のリンク上の位置、リンクにおける移動方向および速度、さ
らに交差点の走行方向を自車状況として特定し、また他車両のリンク上の位置、リンクに
おける移動方向および速度を他車状況として特定して、支援処理部２１に供給する。
【００２９】
　支援処理部２１は、自車情報取得部１２により取得された自車情報と、他車情報取得部
１３により取得された他車情報とにもとづいて、自車両と他車両とが衝突する可能性があ
ると判定した場合に、警報を出力する運転支援処理を実施する。実施例において自車情報
および他車情報は、車両状況特定部２０により自車状況および他車状況として地図上の情
報に変換されており、支援処理部２１は、車両状況特定部２０により特定された自車状況
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および他車状況にもとづいて運転支援処理を実施する。支援処理部２１は、自車両のリン
ク上の位置、リンクにおける移動方向、速度と、他車両のリンク上の位置、リンクにおけ
る移動方向および速度とにもとづいて、自車両と他車両との衝突可能性の有無を判定する
。
【００３０】
　図２は、実施例の交差点における運転支援を説明するための図を示す。図２に示す例で
は自車両Ａが交差点に向けて走行しており、他車両Ｂが、自車両Ａの走行道路に直交する
道路を交差点に向けて走行している。ここで交差点は２本の道路が交わる場所であり、図
２に交差点７の領域が示される。この例では支援処理部２１が、出会い頭衝突防止支援を
実施する。支援処理部２１は、自車両Ａの車両状況（位置、移動方向、速度）と他車両Ｂ
の車両状況（位置、移動方向、速度）にもとづいて、自車両Ａが交差点到達時に他車両Ｂ
が交差点７を通過することを判定すると、衝突可能性があることを判断する。
【００３１】
　衝突する可能性があることを判断すると、支援処理部２１は、出力装置４０から自車両
Ａの運転者に対して警報を出力する運転支援処理を実施する。出力装置４０は、警報画面
を出力するディスプレイ装置、および警報音を出力する音声出力装置を含んでよく、支援
処理部２１は、ディスプレイ装置および音声出力装置のいずれか一方または両方から警報
を出力することで、他車両Ｂに対する運転者の注意を喚起させる。なお支援処理部２１は
、自車両と他車両とが衝突する可能性がないことを判定すると警報を出力しない。
【００３２】
　なお、上記した例では、車両状況特定部２０が、地図情報保持部２３が保持する地図情
報から、自車両Ａのリンク上の位置、リンクにおける移動方向および速度を自車状況とし
て特定し、他車両Ｂのリンク上の位置、リンクにおける移動方向および速度を他車状況と
して特定している。別の例では、支援処理部２１は、地図マッチング処理による自車状況
および他車状況を利用せず、自車情報取得部１２により取得された自車情報および他車情
報取得部１３により取得された他車情報を、そのまま衝突可能性の有無の判定処理に利用
してもよい。このとき自車両の地図マッチング処理は、車両状況特定部２０により自車両
が進入する交差点７を特定するために実施されるが、支援処理部２１は、地図マッチング
処理による自車状況を、衝突可能性有無の判定処理に利用しない。
【００３３】
　この場合、車両状況特定部２０は、自車情報取得部１２により取得された自車情報およ
び他車情報取得部１３により取得された他車情報を、そのまま支援処理部２１に供給し、
支援処理部２１は、自車情報および他車情報にもとづいて、自車両と他車両とが衝突する
可能性があるか否かを判定する。この判定処理は、自車情報に含まれる位置情報、方位情
報および速度情報と、他車情報に含まれる位置情報、方位情報および速度情報にもとづい
て実行される。この判定処理によれば、地図情報に関係なく、自車情報および他車情報に
もとづいて２次元平面における衝突可能性の有無が判定される。この判定処理は、地図マ
ッチング処理の結果を利用しないため、演算量を低減できるという利点がある。
【００３４】
　図３は、実施例における車両状況の一例を示す。図３に示す例では自車両Ａが交差点７
に向けて走行しており、他車両Ｂが、自車両Ａの走行道路に直交する道路を交差点７に向
けて走行している。さらに自車両Ａの前方で、自車両Ａと同じ道路を、先行車両Ｃが交差
点７に向けて走行している。運転支援装置１０は、自車両Ａと他車両Ｂとが出会い頭衝突
をする可能性がある場合に、自車両Ａが交差点付近に到達するときの先行車両Ｃの位置を
予測して、運転者に警報を出力する運転支援処理を許可するか、または禁止するかを判断
する。
【００３５】
　図１に戻り、予測処理部３０において、自車情報予測部３１は、自車情報取得部１２が
取得した自車情報にもとづいて、自車両Ａが交差点付近に到達するまでの時間を予測する
。たとえば自車両Ａの位置から交差点付近までの間の距離がＤａ（ｋｍ）、自車両Ａの速
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度がＳａ（ｋｍ／ｈ）である場合、自車情報予測部３１は、交差点７までの到達時間を、
Ｄａ／Ｓａ（ｈ）と予測する。予測処理部３０による予測処理は、たとえばＤａ＝０．１
～０．２ｋｍ程度の距離、つまり交差点７から１００ｍ以上離れた距離で実施されてよい
。このとき先行車両Ｃの位置から交差点付近までの間の距離がＤｃ（ｋｍ）であるとする
。
【００３６】
　先行車情報予測部３２は、先行車情報取得部１４が取得した先行車情報にもとづいて、
自車情報予測部３１が予測した到達時間経過時における先行車両Ｃの位置を予測する。支
援実施判断部３５は、自車両Ａが交差点到達時に予測される先行車両Ｃの位置に応じて、
支援処理部２１による運転支援処理を許可するか、または禁止するかを判断する。なお支
援実施判断部３５は、自車両Ａの前方を走行する先行車両がいなければ、支援処理部２１
による運転支援処理を許可する。
【００３７】
　図４は、予測処理部３０による予測結果の一例を示す。自車両Ａの交差点７までの到達
時間がＤａ／Ｓａ（ｈ）であることが予測され、先行車両Ｃの速度がＳｃ（ｋｍ／ｈ）で
ある場合に、先行車情報予測部３２は、先行車両Ｃが交差点手前Ｄｃの地点から、（Ｄａ
×Ｓｃ／Ｓａ）前方に進んでいることを予測する。なお、ここでは自車両Ａおよび先行車
両Ｃの走行道路に、一時停止の規制情報が設定されていないことを前提している。先行車
情報予測部３２は、予測した先行車両Ｃの位置を支援実施判断部３５に通知する。
【００３８】
　支援実施判断部３５は、交差点手前Ｄｃの地点から（Ｄａ×Ｓｃ／Ｓａ）前方の位置が
、交差点内の位置または交差点から退出した位置であるか否かを判定する。なお交差点か
ら退出した位置とは、交差点７を通り抜けた位置である。たとえば図４に示すように、予
測される先行車両Ｃの位置が交差点内の位置または交差点から退出した位置である場合に
は、支援実施判断部３５は、支援処理部２１による運転支援処理を許可する。この場合、
自車両Ａが交差点付近に到達する時点では、既に先行車両Ｃが交差点７を通り抜けて、交
差点７から退出していることが予測されるため、支援実施判断部３５は、出会い頭衝突防
止の支援処理を許可する。これにより支援処理部２１は、運転者に対して警報を出力でき
る。
【００３９】
　実施例によれば、自車両Ａの交差点到達時における先行車両Ｃの位置を予測して、先行
車両Ｃの予測位置が交差点内位置または交差点退出位置であることが判定された場合に、
そのタイミングで支援処理部２１が警報を出力できる。これにより運転者は、警報を出力
されたタイミングでは先行車両Ｃが交差点に進入していないものの、自車両Ａが交差点に
到達するタイミングでは先行車両Ｃが交差点を抜けていて、他車両Ｂに注意する必要があ
ることを認識できる。
【００４０】
　一方、支援実施判断部３５は、交差点手前Ｄｃの地点から（Ｄａ×Ｓｃ／Ｓａ）前方の
位置が、交差点手前の位置であることを判定すると、支援実施判断部３５は、支援処理部
２１による運転支援処理を禁止する。なお交差点手前の位置とは、交差点７まで到達して
いない位置である。たとえば自車両Ａの速度Ｓａ（ｋｍ／ｈ）に対して、先行車両Ｃの速
度Ｓｃ（ｋｍ／ｈ）が遅いような場合には、交差点７の手前で自車両Ａが先行車両Ｃに追
いつくことがある。そのような場合、自車両Ａは速度Ｓａ（ｋｍ／ｈ）から減速している
ことが予測され、運転者は、十分に注意を払っていることが想定される。そこで支援実施
判断部３５は、支援処理部２１による運転支援処理を禁止して、不要な警報を出力しない
ようにする。
【００４１】
　このように運転支援装置１０は、自車両Ａが交差点７に到達することが予測されるタイ
ミングにおける先行車両Ｃと交差点７との位置関係を予測することで、他車両Ｂに対する
警報を出力する運転支援処理を実施するか否かを判断する。上記したように、先行車両Ｃ
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が交差点７を退出していることが予測されれば、先行車両Ｃが交差点７の手前にいる段階
で警報を出力することも可能となり、運転者は余裕をもって、他車両Ｂの存在を認識でき
るようになる。
【００４２】
　図５は、予測処理部３０による予測結果の別の例を示す。図４に示した予測結果の例で
は、自車両Ａおよび先行車両Ｃの走行道路に一時停止の規制情報が設定されていないこと
を前提したが、図５に示す予測結果例では、一時停止の規制情報が設定されているものと
する。
【００４３】
　自車情報予測部３１および先行車情報予測部３２は、地図情報保持部２３から、一時停
止の規制情報を取得し、それぞれ自車両Ａおよび先行車両Ｃが、交差点７の一時停止線で
一時停止することを予測する。時間情報保持部３４は、車両の走行速度と、車両が減速を
開始するときの車両と交差点の距離と、車両が減速を開始してから交差点で停止するまで
の標準時間との関係をテーブルとして保持している。自車情報予測部３１はテーブルを参
照して、自車両Ａの位置情報および速度情報から、自車両Ａの交差点付近（一時停止線）
までの到達時間を予測する。
【００４４】
　たとえば時間情報保持部３４は、車両速度がＳａ（ｋｍ／ｈ）であるときに、減速を開
始するときの交差点までの距離をＤｔ、減速を開始してから交差点で停止するまでの時間
をＴｔとする対応関係を保持している。このとき自車情報予測部３１は、自車両Ａの交差
点までの到達時間Ｔａを以下の計算式で算出する。
　Ｔａ＝（減速を開始するまでの時間）＋（減速を開始してから停止するまでの時間）
　ここで（減速を開始するまでの時間）＝（Ｄａ－Ｄｔ）／Ｓａ
　（減速を開始してから停止するまでの時間）＝Ｔｔ
　したがってＴａ＝（Ｄａ－Ｄｔ）／Ｓａ　＋　Ｔｔ
　と算出される。
【００４５】
　先行車情報予測部３２は、先行車情報取得部１４が取得した先行車情報にもとづいて、
予測した到達時間Ｔａの経過時における先行車両Ｃの位置を予測する。ここでは先行車情
報予測部３２は、到達時間Ｔａの経過時における先行車両Ｃの位置が交差点７の手前であ
るか、または交差点７の手前から退出しているかを予測する。なお時間情報保持部３４は
、一時停止線における標準停止時間Ｔｄを保持している。標準停止時間Ｔｄは、車両が一
時停止線で停止してから動き出すまでの時間であり、たとえば３秒程度に設定されていて
よい。
【００４６】
　先行車情報予測部３２は、自車情報予測部３１と同様にテーブルを参照して、先行車両
Ｃの交差点付近（一時停止線）までの到達時間を予測する。ここで予測した到達時間がＴ
ｃであるとする。したがって先行車情報予測部３２は、先行車両Ｃが一時停止線を越えて
、交差点７に進入する時間を（Ｔｃ＋Ｔｄ）と予測する。
【００４７】
　先行車情報予測部３２は、Ｔａ＞（Ｔｃ＋Ｔｄ）が成立する場合には、時間Ｔａの経過
時において、先行車両Ｃが交差点７の一時停止線から発進し、先行車両Ｃが交差点内の位
置または交差点から退出した位置にあることを予測する。先行車情報予測部３２は、この
予測結果を支援実施判断部３５に通知すると、支援実施判断部３５は、支援処理部２１に
よる運転支援処理を許可する。
【００４８】
　一方で、先行車情報予測部３２は、Ｔａ≦（Ｔｃ＋Ｔｄ）が成立する場合には、時間Ｔ
ａの経過時において、先行車両Ｃが交差点７の手前、つまり一時停止線の手前の位置にあ
ることが予測される。図５は、この予測結果例を示している。先行車情報予測部３２は、
この予測結果を支援実施判断部３５に通知すると、支援実施判断部３５は、支援処理部２
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１による運転支援処理を禁止する。
【００４９】
　以上のように、進入する交差点７に一時停止が指定されている場合には、自車情報予測
部３１および先行車情報予測部３２は、時間情報保持部３４に保持されたテーブルを参照
して、それぞれ自車両Ａおよび先行車両Ｃの挙動を予測する。これにより自車両Ａが一時
停止線に到達する際に、先行車両Ｃが一時停止線から発進していることが予測される場合
には、すみやかに警報を出力して、運転者の注意を喚起させ、一方で先行車両Ｃが一時停
止線手前にいることが予測される場合には、警報出力を禁止する。
【００５０】
　図６は、実施例における運転支援処理実施判断処理のフローチャートを示す。支援処理
部２１は、自車情報取得部１２により取得された自車情報と、他車情報取得部１３により
取得された他車情報とにもとづいて、自車両と他車両とが衝突する可能性があるか否かを
判定する（Ｓ１０）。衝突可能性がなければ（Ｓ１０のＮ）、運転支援処理は実施しない
。自車両と他車両とが衝突する可能性があると判定した場合（Ｓ１０のＹ）、支援実施判
断部３５は、自車両と交差点との間に先行車両がいなければ（Ｓ１２のＮ）、支援処理部
２１による運転支援処理を許可する（Ｓ１８）。
【００５１】
　自車両の前方に先行車両がいる場合（Ｓ１２のＹ）、先行車情報予測部３２は、自車両
が交差点付近に到達する時間における先行車両の位置を予測する（Ｓ１４）。ここで先行
車両の予測位置が、交差点内の位置または交差点から退出した位置であれば、支援実施判
断部３５は、運転支援が必要と判断して（Ｓ１６のＹ）、支援処理部２１の運転支援処理
を許可する（Ｓ１８）。一方、先行車両の予測位置が、交差点手前の位置であれば、支援
実施判断部３５は、運転支援が不要と判断して（Ｓ１６のＮ）、支援処理部２１の運転支
援処理を禁止する（Ｓ２０）。なお、実施例は交差点から離れた位置での運転支援に関し
、Ｓ２０のステップは、交差点から離れた位置（たとえば交差点から１００ｍの位置）で
予測結果にもとづいて実施する事前報知処理を禁止することを意味している。そのためＳ
２０のステップで事前報知処理が禁止されても、たとえば交差点近傍で実際の車両状況に
もとづいて衝突可能性があることを判断された場合に、そのときの警報出力を禁止するこ
とを意味するものではない。
【００５２】
　以上、実施例をもとに本発明を説明した。実施例はあくまでも例示であり、各構成要素
や各処理プロセスの組合せが可能なこと、またそうした組合せも本発明の範囲にあること
は当業者に理解されるところである。実施例では、先行車両Ｃが他車両の存在によって交
差点への進入が妨げられる場合を想定していないが、たとえば他車両の存在によって先行
車両Ｃが交差点に進入できないことが車両状況特定部２０により特定される他車状況によ
って分かる場合には、先行車情報予測部３２が、先行車両が他車両を待機する待ち時間も
加味して、先行車両の挙動を予測することが好ましい。
【００５３】
　変形例では、交差点手前で自車両および先行車両が近接した状態で停止することなく、
自車両が先行車両に追従して交差点に進入して同一方向に走行することが予測される場合
に、運転支援処理を許可する技術について説明する。変形例では自車両および他車両が交
差点を右折するケースを想定するが、右折時に限定するものではない。
【００５４】
　たとえば交差点手前または交差点内で停止している先行車両が存在し、自車両が先行車
両の後ろで停止して右折待ちをしているような場合は、運転者が十分周囲に注意している
ことが予想される。そのような場合に警報を出力すると、運転者が警報出力を煩わしく感
じる可能性があるため、支援実施判断部３５は、支援処理部２１による運転支援処理を禁
止することが好ましい。
【００５５】
　しかしながら先行車両が一時停止することなく交差点を右折し、自車両が、先行車両に
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追従して右折するような場合は、運転者が対向車線を走行する他車両の存在を十分注意で
きていないことがある。以下では、自車両が先行車両に近接した状態で一緒に交差点に進
入する走行を「追従進入」とよぶ。特に先行車両がトラックなどの大型車両の場合、右折
時に運転者は対向車両をよく見ることができないことがあるため、支援実施判断部３５は
運転支援処理を許可して、対向車両との衝突可能性があるときには、支援処理部２１が警
報を出力することが好ましい。変形例では、このようなケースにおける運転支援について
説明する。
【００５６】
　図７は、変形例の交差点における運転支援を説明するための図を示す。図７に示す例で
は自車両Ａが交差点７に向けて走行しており、他車両Ｂが、自車両Ａの対向車線を交差点
７に向けて走行している。この変形例では支援処理部２１が、右折時衝突防止支援を実施
する。支援処理部２１は、自車両Ａの車両状況（位置、移動方向、速度、右折情報）と他
車両Ｂの車両状況（位置、移動方向、速度）にもとづいて、自車両Ａが交差点右折時に他
車両Ｂが交差点を通過することを判定すると、衝突可能性があることを判断する。
【００５７】
　自車情報取得部１２は、自車両Ａが交差点７を右折する情報（右折情報）を、ウィンカ
センサの検出情報から取得してもよいが、カーナビゲーションシステム２２から取得して
もよい。カーナビゲーションシステム２２は、目的地が入力されて、目的地までの経路案
内を実施する。そのためカーナビゲーションシステム２２は、自車両Ａが交差点７を右折
することを予定しており、自車情報取得部１２は、カーナビゲーションシステム２２から
ナビゲーション情報を取得することで、自車両Ａが交差点７を右折する情報を取得しても
よい。ウィンカレバーは交差点７の近傍で操作されるが、自車情報取得部１２は、ナビゲ
ーション情報を進入交差点７から離れた位置で取得できるため、支援処理部２１による右
折時衝突防止支援のためには、ナビゲーション情報から取得した右折情報を利用すること
が好ましい。
【００５８】
　衝突する可能性があることを判定すると、支援処理部２１は、出力装置４０から自車両
Ａの運転者に対して警報を出力する運転支援処理を実施する。出力装置４０が警報を出力
することで、他車両Ｂに対する運転者の注意を喚起させる。なお支援処理部２１は、自車
両Ａと他車両Ｂとが衝突する可能性がないことを判定すると警報を出力しない。
【００５９】
　図８は、変形例における車両状況の一例を示す。図８に示す例では自車両Ａが交差点７
に向けて走行しており、他車両Ｂが、自車両Ａの対向車線を交差点７に向けて走行してい
る。さらに自車両Ａの前方で、自車両Ａと同じ道路を、先行車両Ｃが交差点７に向けて走
行している。運転支援装置１０は、自車両Ａと他車両Ｂとが右折時衝突をする可能性があ
る場合に、自車両Ａが交差点７付近に到達するときの先行車両Ｃの位置および挙動を予測
して、運転者に警報を出力する運転支援処理を許可するか、または禁止するかを判断する
。
【００６０】
　図１に戻り、予測処理部３０において、自車情報予測部３１は、自車情報取得部１２が
取得した自車情報にもとづいて、自車両Ａが交差点７付近に到達するまでの時間を予測す
るとともに、予測した到達時間経過時における自車両Ａの交差点７における挙動を予測す
る。予測する挙動は、自車両Ａの交差点７の走行方向および速度を含む。このとき自車情
報予測部３１は、自車両Ａの現在までの速度履歴を参照して、加速傾向にあるか、または
減速傾向にあるかも加味して、交差点７付近に到達するまでの時間、および交差点７にお
ける速度を予測してもよい。この変形例では、自車情報予測部３１は、交差点７までの到
達時間をＴｋと予測し、また交差点７において自車両Ａが右折することを予測する。
【００６１】
　先行車情報予測部３２は、先行車情報取得部１４が取得した先行車情報にもとづいて、
自車情報予測部３１が予測した到達時間Ｔｋの経過時における先行車両Ｃの位置および挙
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動を予測する。このとき先行車情報予測部３２は、先行車両Ｃの現在までの速度履歴を参
照して、加速傾向にあるか、または減速傾向にあるかも加味して、時間Ｔｋの経過時にお
ける先行車両Ｃの位置および挙動を予測してもよい。予測する挙動は、先行車両Ｃの走行
方向および速度を含む。
【００６２】
　この変形例では、先行車情報取得部１４が、先行車情報として、先行車両Ｃの交差点走
行方向に関する情報を取得している。たとえば先行車情報取得部１４は、カメラ５の撮像
画像からウィンカの点滅状態を検出して、交差点走行方向に関する情報を取得してもよい
。また先行車情報取得部１４は、車車間通信装置６から先行車両Ｃのナビゲーション情報
を含む先行車情報を取得してもよい。ナビゲーション情報には、少なくとも先行車両Ｃが
進入する交差点７の走行方向に関する情報が含まれている。以下の例では、ナビゲーショ
ン情報に、先行車両Ｃが交差点７を右折する情報が含まれているものとする。
【００６３】
　先行車情報予測部３２は、時間Ｔｋの経過時における先行車両Ｃの位置および挙動を予
測する。実施例で説明したように、先行車両Ｃの予測位置が交差点退出位置にある場合に
は、支援実施判断部３５により、支援処理部２１による運転支援処理が禁止される。
【００６４】
　追従進入判断部３３は、自車情報予測部３１が予測した自車両Ａの挙動と、先行車情報
予測部３２が予測した先行車両Ｃの位置および挙動から、交差点７において自車両Ａが先
行車両Ｃに近接して、同一方向に走行するか否かを判断する。つまり追従進入判断部３３
は、予測された情報にもとづいて、交差点７において自車両Ａが先行車両Ｃに追従進入す
るか否かを判断する。上記したように追従進入は、自車両Ａおよび先行車両Ｃが交差点７
で停止することなく、自車両Ａが先行車両Ｃに近接した状態で一緒に交差点７に進入する
走行である。
【００６５】
　追従進入判断部３３は、地図情報保持部２３から、進入交差点７の一時停止の規制情報
を取得した場合には、自車両Ａが交差点７に追従進入しないことを判断する。一時停止の
規制情報がある場合には、自車両Ａおよび先行車両Ｃともに交差点手前で一時停止するこ
とが予測されるためである。同様に、たとえば自車両Ａまたは先行車両Ｃの交差点到達が
予測されるタイミングで、交差点の信号が赤信号である情報を路車間通信機から取得して
いるような場合も、追従進入判断部３３は、自車両Ａが追従進入しないことを判断してよ
い。
【００６６】
　追従進入判断部３３は、先行車情報予測部３２が予測した時間Ｔｋの経過時における先
行車両Ｃの位置と、自車両Ａの位置とを比較して、先行車両Ｃの位置と自車両Ａの位置と
が所定距離以内であるか否かを判定する。追従進入判断部３３は、両位置が所定距離以内
である場合には、自車両Ａの交差点到達時に、自車両Ａが先行車両Ｃに近接していること
を予測する。また追従進入判断部３３は、時間Ｔｋの経過時における自車両Ａの走行方向
と、先行車両Ｃの走行方向とを比較して、自車両Ａの走行方向と先行車両Ｃの走行方向と
が同じであるか否かを判定する。この例では、両車両ともに、交差点７で右折することが
予測されており、したがって追従進入判断部３３は、自車両Ａと先行車両Ｃとが同一方向
に走行することを判定する。これにより追従進入判断部３３は、交差点７において自車両
Ａが先行車両Ｃに近接して同一方向に走行すること、つまり自車両Ａが追従進入すること
を判断する。追従進入判断部３３は、判断結果を、支援実施判断部３５に通知する。
【００６７】
　追従進入判断部３３が、自車両Ａが先行車両Ｃに近接して交差点７を同一方向に走行す
ることを判断すると、支援実施判断部３５は、支援処理部２１による運転支援処理を許可
する。これにより自車両Ａが先行車両Ｃに追従して交差点７に進入し、同一方向に走行（
右折走行）する場合には、出力装置４０が警報を出力することで、他車両Ｂに対する運転
者の注意を喚起させる。これにより運転者は、交差点進入の際に先行車両Ｃに隠れて見え
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にくくなっている可能性のある他車両Ｂの存在を認識できるようになる。
【００６８】
　図９は、変形例における運転支援処理実施判断処理のフローチャートを示す。支援処理
部２１は、自車情報取得部１２により取得された自車情報と、他車情報取得部１３により
取得された他車情報とにもとづいて、自車両と他車両とが衝突する可能性があるか否かを
判定する（Ｓ３０）。衝突可能性がなければ（Ｓ３０のＮ）、運転支援処理は実施しない
。自車両と他車両とが衝突する可能性があると判定した場合（Ｓ３０のＹ）、支援実施判
断部３５は、自車両と交差点との間に先行車両がいなければ（Ｓ３２のＮ）、支援処理部
２１による運転支援処理を許可する（Ｓ４２）。
【００６９】
　自車両の前方に先行車両がいる場合（Ｓ３２のＹ）、自車情報予測部３１は、自車両が
交差点付近に到達するまでの時間を予測するとともに、自車両の交差点における挙動を予
測する（Ｓ３４）。また先行車情報予測部３２は、自車両が交差点付近に到達する時間に
おける先行車両の位置および挙動を予測する（Ｓ３６）。追従進入判断部３３は、到達時
間経過時における自車両の位置と先行車両の位置とを比較し、またそのときの自車両の挙
動と先行車両の挙動とを比較して、交差点において自車両が先行車両に近接して同一方向
に走行するか否かの判断結果を生成する（Ｓ３８）。判断結果は、支援実施判断部３５に
通知される。
【００７０】
　自車両が追従進入することを判定された場合、支援実施判断部３５は、運転支援が必要
と判断して（Ｓ４０のＹ）、支援処理部２１の運転支援処理を許可する（Ｓ４２）。一方
、自車両が追従進入しないことを判定された場合、支援実施判断部３５は、運転支援が不
要と判断して（Ｓ４０のＮ）、支援処理部２１の運転支援処理を禁止する（Ｓ４４）。な
お、この変形例は、交差点から離れた位置での運転支援に関し、Ｓ４４のステップは、交
差点から離れた位置（たとえば交差点から１００ｍの位置）で予測結果にもとづいて実施
する事前報知処理を禁止することを意味している。そのためＳ４４のステップで事前報知
処理が禁止されても、たとえば交差点近傍で実際の車両状況にもとづいて衝突可能性があ
ることを判断された場合に、そのときの警報出力を禁止することを意味するものではない
。以上のように変形例によれば、自車両が先行車両に追従して交差点を右折することが予
測される場合に、出力装置４０から警報を出力できる。
【００７１】
　以上は、追従進入判断部３３が、自車両Ａの交差点到達時における自車情報予測部３１
および先行車情報予測部３２の予測結果にもとづいて、追従進入するか否かを判断するこ
とを説明した。たとえば追従進入判断部３３は、予測時点における自車両Ａの速度と先行
車両Ｃの速度から、追従進入の判断を行ってもよい。たとえば先行車両Ｃの速度が、自車
両Ａの速度よりも速ければ、少なくとも交差点において先行車両Ｃと自車両Ａとの車間距
離が広がっていることが予測されるため、追従進入判断部３３は、自車両Ａが追従進入し
ないことを判定してもよい。また先行車両Ｃが減速しており、先行車両Ｃの交差点進入時
には、ほぼ停止状態に近くなっていることが予測される場合にも、追従進入判断部３３は
、自車両Ａが追従進入しないことを判定してもよい。交差点で先行車両Ｃがほぼ停止状態
になっていれば、自車両Ａが先行車両Ｃの後ろについたときには、運転者が十分注意を払
うことが予想されるためである。
【符号の説明】
【００７２】
Ａ・・・自車両、Ｂ・・・他車両、Ｃ・・・先行車両、１・・・車両システム、２・・・
ＧＰＳ受信機、３・・・車両センサ、４・・・レーダセンサ、５・・・カメラ、６・・・
車車間通信装置、７・・・交差点、１０・・・運転支援装置、１１・・・車両情報取得部
、１２・・・自車情報取得部、１３・・・他車情報取得部、１４・・・先行車情報取得部
、２０・・・車両状況特定部、２１・・・支援処理部、２２・・・カーナビゲーションシ
ステム、２３・・・地図情報保持部、３０・・・予測処理部、３１・・・自車情報予測部



(14) JP 6304223 B2 2018.4.4

、３２・・・先行車情報予測部、３３・・・追従進入判断部、３４・・・時間情報保持部
、３５・・・支援実施判断部、４０・・・出力装置。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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