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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行中の車両の位置を地図上に一致させるナビゲーション装置と、
　前記ナビゲーション装置から前記車両が走行している走行道路の属性を取得する道路属
性取得手段と、
　前記車両の装備に関する装備情報を取得する車両装備取得手段と、
　前記車両の種類を含む車両情報を取得する車両情報取得手段と、
　前記車両が走行する前記走行道路の進路上における気象情報を、前記車両の外部の情報
センターとの通信により前記情報センターから取得する気象情報取得手段と、
　前記気象情報取得手段で取得する気象情報の領域として予め設定された取得領域を、拡
大または縮小する気象情報取得領域設定手段と、を備え、
　前記道路属性取得手段は、前記ナビゲーション装置が記憶する地図情報から、前記走行
道路に、前記走行道路から分岐する分岐道路が接続しているか否かを取得し、
　前記気象情報取得領域設定手段は、前記道路属性取得手段で取得した前記走行道路の属
性が前記分岐道路の少ない道路であると判断したとき、前記取得領域を前記車両に近い側
へ拡大することを特徴とする走行支援システム。
【請求項２】
　前記車両装備取得手段で取得した前記車両の装備とこの装備によって走破可能な気象条
件とを関連づけて記憶する外部メモリをさらに備え、
　前記車両装備取得手段は、前記車両の車内通信手段を用いて前記車両の装備を取得する
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通信取得手段と、前記車両の装備の入力を受け付ける入力受付手段と、を有し、
　前記気象情報取得領域設定手段は、前記車両が前記外部メモリに記憶された気象条件に
関連づけられた装備を有しているとき前記取得領域を変更することなく維持し、前記車両
が前記外部メモリに記憶された気象条件に関連づけられた装備を有していないとき前記取
得領域を拡大することを特徴とする請求項１記載の走行支援システム。
【請求項３】
　前記車両情報取得手段は、前記車両の最低地上高を取得し、
　前記気象情報取得手段は、前記車両情報取得手段で取得した前記車両の最低地上高が冠
水時の走破性を有しているとき前記取得領域を変更することなく維持し、前記車両の最低
地上高が前記冠水時の走破性を有していないとき前記取得領域を拡大することを特徴とす
る請求項１または２記載の走行支援システム。
【請求項４】
　前記車両情報取得手段は、前記車両が旅客運搬用の車両であるか否かを取得し、
　前記気象情報取得手段は、前記車両情報取得手段で取得した前記車両が旅客用であると
き、前記取得領域を拡大することを特徴とする請求項１から３のいずれか一項記載の走行
支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走行支援システムに関し、特に気象情報を利用して車両の走行を支援する走
行支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　目的地までの経路を案内するナビゲーション装置を利用して、目的地または案内経路上
の気象情報を提供することが知られている。このようなナビゲーション装置は、取得した
気象情報を地図とともに表示することにより、ユーザに気象条件に対する注意を促してい
る。例えば特許文献１に開示されているシステムでは、目的地や現在地などが台風の影響
領域内に含まれるとき、道路地図を表示する表示手段に台風の予想進路を含む割り込み情
報を表示している。これにより、特許文献１では、ユーザに対し、行き先方面等における
気象情報への注意を促している。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１の場合、ナビゲーション装置を搭載している車両の特性や走
行している道路の特性は考慮されていない。例えば高速道路などの分岐の少ない道路を走
行中に進路上の荒天を警告しても、車両が分岐点を通過した後であれば、車両は目的地や
案内経路中の荒天の回避が困難である。一方、車両の種類によっては、少々の荒天であれ
ば走破可能な場合がある。このような場合、一律に荒天の警告を発すると、無用な回避が
必要となり、所要時間の延長などを招くという問題がある。
【特許文献１】特開２００６－８４２５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、車両が走行
する道路の特性や車両自身の特性に基づいて気象情報を取得する領域を設定することによ
り、適切なタイミングで気象情報を提供する走行支援システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の発明では、気象情報を取得する取得領域を設定する気象情報取得領域設
定手段は、取得領域を設定している。これにより、車両の進路上に例えば荒天などの気象
情報が含まれる場合、走行道路の属性に応じて早期に気象情報を提供したり、車両の装備
あるいは車両の特性に応じて不要な気象情報の提供が制限される。したがって、適切なタ
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イミングで気象情報を提供することができる。
【０００６】
　ところで、例えば高速道路や郊外の一般道路のように至近に分岐道路が接続しない走行
道路の場合、設定した取得領域に気象情報が含まれていても、車両は走行道路から回避で
きないおそれがある。そこで、請求項１記載の発明では、道路属性取得手段は、車両が走
行している走行道路の属性として分岐道路の接続の有無を判断する。これにより、気象情
報領域設定手段は、走行道路の属性に基づいて取得領域を設定する。したがって、取得領
域に危険な気象情報が含まれているとき、車両は早めに走行道路から回避することができ
る。
【０００７】
　また、例えば高速道路などは、所定の間隔で設けられたインターチェンジにおいて分岐
道路が分岐している。車両の進路上に設定された取得領域に含まれる気象情報の危険度が
高いとき、気象情報を取得したときには車両が走行道路と分岐道路との分岐部を通過して
いるおそれがある。この場合、進路上の取得領域に危険な気象情報が含まれていても、車
両は走行道路を回避することができない。そこで、請求項１記載の発明では気象情報取得
領域設定手段は、取得領域を車両に近い側へ拡大する。これにより、車両は、進路上に危
険な気象情報が含まれるとき、分岐部を通過する前にその情報を取得でき、危険な領域を
回避可能となる。したがって、車両のより安全な走行を確保することができる。
【０００８】
　また、車両は、その装備によって天候に関わらず走行道路を走行可能な場合がある。例
えば積雪あるいは凍結した走行道路を走行する場合、チェーンやスタッドレスタイヤを装
備する車両は、それらを装備しない車両に比較して安全な走行が確保しやすい。このよう
なとき、一律に気象情報を提供すると、車両が進路上を走行可能であるにも関わらず、進
路を回避するおそれがある。そこで、請求項２記載の発明では、車両装備取得手段は車内
通信またはユーザからの入力によって車両の装備を取得する。したがって、天候状況と車
両の装備とを勘案した安全な走行を確保することができる。
【０００９】
　例えば大雨などにより冠水した走行道路を走行する場合、オフロード車のように車高の
高い車両は、スポーツ車のような車高の低い車両に比較して安全な走行が確保しやすい。
このようなとき、一律に気象情報を提供すると、車両が進路上を走行可能であるにも関わ
らず、進路を回避するおそれあある。そこで、請求項３記載の発明では、車両情報取得手
段は車両の最低地上高を取得する。したがって、天候状況と車両の形式とを勘案した安全
な走行を確保することができる。
【００１０】
　例えばバスなどのように旅客運搬を行う車両は、自家用車に比較してより高い安全性が
要求される。そのため、旅客運搬を行う車両にも一律に気象情報を提供すると、回避が必
要な気象情報の取得が遅れるおそれがある。そこで、請求項４記載の発明では、車両情報
取得手段は車両が旅客運搬に適用されるのか否かも含めて取得する。したがって、車両に
要求される安全性も勘案して早期に気象情報を提供することができ、より安全な走行を確
保することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の走行支援システムを図面に基づいて説明する。
　図２に示すように、本発明の一実施形態による走行支援システムは、ナビゲーション装
置（以下、ナビゲーション装置を含む走行支援システムは、「車載装置」と称する）１０
と一体に構成されている。車載装置１０は、図３に示すように車両１１に搭載され、情報
センター１２から気象情報を含む各種の情報を取得する。車載装置１０は、図２に示すよ
うに制御部１３、位置検出部１４、地図データ入力部１５、操作スイッチ部１６、外部メ
モリ１７、表示部１８、音声コントローラ１９、リモコンセンサ２１、通信部２２、道路
属性取得部２３、車両装備取得部２４、車両情報取得部２５、気象情報取得部２６、気象
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情報取得領域設定部（以下、「領域設定部」という。）２７および警告部２８を備えてい
る。制御部１３は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭを有するマイクロコンピュー
タを主体として構成されている。
【００１２】
　位置検出部１４は、車載装置１０を搭載した車両１１の現在位置を検出する。位置検出
部１４は、方位センサ３１、ジャイロセンサ３２、距離センサ３３およびＧＰＳ受信器３
４を有している。方位センサ３１は、車両１１の方位を検出する。ジャイロセンサ３２は
、車両１１の回転角度を検出する。距離センサ３３は、車両１１の走行距離を検出する。
ＧＰＳ受信器３４は、ＧＰＳ（Global Positioning System）により車両１１の現在位置
を測位するために、図示しないＧＰＳ衛星から送信される電波を受信する。
【００１３】
　地図データ入力部１５は、地図データ記憶部３５から地図データを取得する。地図デー
タ記憶部３５に記憶されている地図データは、複数のノードおよびノード同士をつなぐリ
ンクにより形成された道路地図データ、目印データ、マップマッチング用データ、目的地
データ、交通情報を道路データに変換するためのテーブルデータなどの各種のデータを含
んでいる。この地図データには、地名や施設名などが地点名として含まれている。地図デ
ータ記憶部３５に記憶されている地図データは、図示しないドライブ装置によって地図デ
ータ入力部１５に読み取られる。地図データ記憶部３５としては、例えばＤＶＤやＣＤな
どの大容量記憶媒体、メモリカードあるいはハードディスクドライブなどの記憶媒体が用
いられる。
【００１４】
　操作スイッチ部１６は、表示部１８の画面の近傍に設けられているメカニカルスイッチ
、および表示部１８の画面に設けられているタッチパネルスイッチなどから構成されてい
る。ユーザは、操作スイッチ部１６の各スイッチを用いて、車両１１の目的地、表示部１
８の画面や表示態様の切り替え（例えば、地図縮尺の変更、メニュー画面の選択、経路の
探索、経路案内の開始、現在位置の修正および音量の調整など）を行う各種のコマンドの
入力を行う。これにより、車載装置１０は、ユーザの指示にしたがって作動する。リモコ
ンセンサ２１は、リモコン３６との間でコマンドなどの送受信を行う。リモコン３６には
、複数の操作スイッチが設けられている。リモコン３６の操作スイッチを操作することに
より、リモコン３６からリモコンセンサ２１を経由して各種の指令信号が制御部１３へ送
信される。操作スイッチ部１６およびリモコン３６は、いずれの操作によっても制御部１
３へ同一の機能を実行させることができる。これら操作スイッチ部１６およびリモコン３
６は、特許請求の範囲の「入力受付手段」を構成している。
【００１５】
　外部メモリ１７は、例えば着脱可能なフラッシュメモリカードやハードディスクドライ
ブによって構成されている。なお、外部メモリ１７は、例えば車載装置１０の制御部１３
に設けられているＲＡＭやＥＥＰＲＯＭ、あるいは地図データ記憶部３５などと共用して
もよい。表示部１８は、例えば液晶や有機ＥＬなどのカラーディスプレイを有している。
表示部１８の画面は、車両の現在位置周辺の地図が各種縮尺で表示されるとともに、この
地図表示に重ねて車両の現在位置および進行方向を示す現在地マークが表示される。また
、目的地までの経路案内を実行するとき、表示部１８の画面には経路案内用の画面が表示
される。
【００１６】
　音声コントローラ１９は、車載スピーカ３７に接続している。音声コントローラ１９は
、制御部１３からの音声出力信号に基づいて、音声出力信号を車載スピーカ３７へ出力す
る。車載スピーカ３７から出力される音声は、案内に関する音声、操作説明に関する音声
、盗難防止機能の動作中であることを報知する音声、ならびに音声認識結果に応じたトー
クバック音声などである。
【００１７】
　制御部１３は、車両１１が走行経路に沿って移動可能とするために、表示部１８の画面
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に現在地周辺の道路地図を表示するとともに、車両１１の位置および進行方向を示す現在
地マークを道路に重ねて表示する。この場合、車両１１の走行にともなって現在地の表示
は、表示部１８に表示された地図上を移動する。表示部１８に表示された地図は、車両１
１の位置に応じてスクロールされる。このとき、制御部１３は、車両１１の現在位置を道
路上にあわせるマップマッチングを実施する。通信部２２は、有線または無線の通信回線
３８を経由して情報センター１２との間で通信を行う。
【００１８】
　道路属性取得部２３は、車両１１が走行している走行道路の属性を取得する。地図デー
タ記憶部３５に記憶されている地図データは、地図に含まれる道路ごとにその属性を含ん
でいる。道路属性取得部２３は、地図データから走行道路に分岐道路が接続しているか否
かを道路属性として取得する。例えば高速道路などの自動車専用道路の場合、分岐道路は
インターチェンジごと、すなわち走行道路に対し数ｋｍから数十ｋｍごとに接続している
。そのため、道路属性取得部２３は、マップマッチングによって特定した走行道路が例え
ば高速道路や自動車専用道路のような分岐道路への回避が困難な道路であるか否かを道路
属性として取得する。また、道路属性取得部２３は、地図データからマップマッチングに
よって特定した走行道路上の走行位置から進路上の至近位置に分岐道路が接続しているか
否かを判断してもよい。例えば郊外や過疎地の道路の場合、自動車専用道路でない一般道
路であっても分岐道路の接続が希なことがある。このような場合、道路属性取得部２３は
、分岐道路の接続が希な走行道路であるか否かを道路属性として取得する。
【００１９】
　車両装備取得部２４は、車載装置１０を搭載する車両１１の装備を取得する。車両装備
取得部２４は、制御部１３と車両１１の各部とを接続する車内通信手段としての車内ＬＡ
Ｎなどを利用して車両１１の装備を取得する。車両装備取得部２４が車内ＬＡＮを経由し
て取得する情報としては、例えばフォグランプの装備の有無、あるいは四輪駆動の装備の
有無などである。また、車両装備取得部２４は、入力受付手段である操作スイッチ部１６
やリモコン３６から車両１１の装備の入力を受け付ける。ユーザは、操作スイッチ部１６
およびリモコン３６を操作することにより、車載装置１０へ車両１１の装備を入力する。
車両装備取得部２４が操作スイッチ部１６あるいはリモコン３６を経由して入力を受け付
ける情報としては、例えばスタッドレスタイヤの装着の有無、あるいはタイヤチェーンの
搭載の有無などである。
【００２０】
　車両情報取得部２５は、車載装置１０を搭載する車両１１の情報を取得する。車両情報
取得部２５は、予め設定され、例えば外部メモリ１７などに記憶されている車両１１に関
する情報を取得する。車両情報取得部２５が取得する情報としては、例えば車両１１の種
類および車両１１の最低地上高などである。車両１１の種類とは、例えばスポーツカー、
セダンまたはオフロードカーのように車両が属するカテゴリである。また、車両１１の種
類には、例えばバスやタクシーなどの旅客用車両、あるいはトラックなどの貨物用車両な
どの分類も含まれる。さらに、最低地上高とは、車載装置１０を搭載した車両１１の最低
地上高である。例えばオフロードカー、バスあるいはトラックなどは、スポーツカーに比
較して最低地上高が高い。これらのように、車両情報取得部２５は、例えば外部メモリ１
７などに記憶されている車載装置１０を搭載した車両１１の各種情報を取得する。
【００２１】
　気象情報取得部２６は、通信部２２を経由して情報センター１２から気象情報を取得す
る。情報センター１２は、通信回線３８を経由して各車両１１の車載装置１０と通信可能
に接続している。そして、情報センター１２は、通信部４１を経由して車載装置１０との
間で無線通信を実施し、気象情報を車載装置１０へ送信する。具体的には、情報センター
１２は、通信部４１に加え、サーバ４２を備えている。サーバ４２は、制御部４３および
記憶部４４などから構成されている。記憶部４４は、車載装置１０へ送信するための気象
情報を蓄積した気象情報データベースを記憶している。
【００２２】
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　気象情報データベースは、天候の観測情報を提供する機関などから随時情報を収集し、
比較的広域の気象情報を蓄積している。この気象情報は、地図上の所定区画単位に対応し
て蓄積されている。この所定区画は、例えば経度緯度で区切られたグリッド単位の区画、
あるいは市町村などのように行政区画で分割された区画などが適用される。なお、区画は
、群（County）や都市（City）などの地域の形状を示す多角形（ポリゴン）単位の区画と
してもよい。気象情報データベースに蓄積される気象情報は、例えば竜巻や洪水などの気
象警報、現在の気象状態を示す現況情報、現在以降の気象状態を予測した予報情報、なら
びに凍結や冠水などの道路情報などを含んでいる。車載装置１０の気象情報取得部２６は
、情報センター１２に蓄積された上述の気象情報を、通信回線３８を経由して随時取得す
る。
【００２３】
　領域設定部２７は、上述の道路属性取得部２３で取得した走行道路の属性、車両装備取
得部２４で取得した車両の装備、または車両情報取得部２５で取得した車両情報のうち少
なくとも一つ以上に基づいて気象情報取得部２６で取得する気象情報の領域を取得領域と
して設定する。警告部２８は、取得した取得領域における気象情報に危険度の高い情報が
含まれるとき、警告を発する。警告部２８が発する警告は、例えば表示部１８を用いた視
覚的な警告、車載スピーカ３７を用いた聴覚的な警告、あるいは振動などの触覚的な警告
など、ユーザの五感に訴える警告を含んでいる。
【００２４】
　次に、上記の構成による車載装置１０の作動の流れについて説明する。
　　　（道路の属性に基づく取得領域の設定）
　まず、道路の属性に基づく取得領域の設定の流れについて図４に基づいて説明する。こ
こで、図１に示すように、車両１１は、走行道路５１を走行している。この走行道路５１
には、分岐道路５２および分岐道路５３が接続している。走行道路５１と分岐道路５２と
の接続部分を分岐部５４とし、走行道路５１と分岐道路５３との接続部分を分岐部５５と
する。
【００２５】
　領域設定部２７は、車載装置１０を搭載した車両１１が走行している走行道路５１の属
性を取得する（Ｓ１０１）。道路属性取得部２３は、地図データ記憶部３５に記憶されて
いる地図データから車両１１が走行している走行道路５１の属性を取得する。このとき、
道路属性取得部２３は、車両１１が走行している走行道路５１が例えば高速道路や自動車
専用道路などのようにインターチェンジが設けられた道路であるか、あるいは一般道であ
っても分岐道路５２、５３の接続が希な道路であるかなど、走行道路５１に固有の属性を
取得する。領域設定部２７は、道路属性取得部２３から走行道路５１の属性に関する情報
を受け取る。
【００２６】
　領域設定部２７は、ステップＳ１０１で取得した走行道路５１の属性が分岐道路５２、
５３の接続頻度の低い道路であるか否かを判断する（Ｓ１０２）。領域設定部２７は、走
行道路５１の属性が分岐道路５２、５３の接続頻度の低い道路であると判断したとき、気
象情報を取得する取得領域を拡大する（Ｓ１０３）。一方、領域設定部２７は、走行道路
５１の属性が分岐道路５２、５３の接続頻度の高い道路であると判断したとき、気象情報
を取得する取得領域を変更することなく処理を終了する（Ｓ１０４）。警告部２８は、拡
大して設定された取得領域Ａ１に警告位置Ｗが含まれているとき、ユーザに対し警告を発
する。
【００２７】
　図１に示すように、領域設定部２７は、情報センター１２から気象情報を取得する取得
領域Ａ１を車両１１の走行位置に近い位置まで拡大する。通常、領域設定部２７は、図５
に示すように車両１１が走行する走行道路５１において進路上に設定された取得領域Ａ２
に含まれる気象情報を取得する。この取得領域Ａ２は、例えば車両１１の走行速度や目的
地などを考慮して、車両１１の進路上において、車両１１の至近ではなく車両１１からや
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や離れた前方に設定される。この場合、例えば高速道路のように分岐道路５２との分岐部
５４から分岐道路５３の分岐部５５まで距離があるとき、車両１１が分岐部５４を通過す
ると、車両１１は分岐部５５まで進路を変更することができない。そのため、走行道路５
１を走行する車両１１は、取得領域Ａ２に含まれる警告対象となっている警告位置Ｗに接
近することになる。
【００２８】
　そこで、領域設定部２７は、図１に示すように取得領域Ａ１を車両１１の走行位置に近
い位置まで拡大する。すなわち、図１に示す場合、取得領域Ａ１は、より車両１１に近い
分岐部５４を含む位置まで拡大される。これにより、車両１１は、分岐部５４を通過する
までに十分な距離および時間が確保される。そのため、走行道路５１を走行する車両１１
は、取得領域Ａ１に警告位置Ｗが含まれる場合でも、これに接近する前に分岐部５４にお
いて進路を変更可能となる。その結果、車両１１は、進路を変更する機会が増加し、警告
位置Ｗの回避が容易になる。
【００２９】
　以上説明したように、領域設定部２７は、車載装置１０を搭載した車両１１が走行する
走行道路５１の属性に基づいて気象情報を取得する取得領域Ａ１を設定している。そのた
め、例えば高速道路や過疎地の道路など、走行道路５１から分岐する分岐道路５２、５３
が少ない場合でも、取得領域Ａ１に含まれる危険度の高い警告位置Ｗに接近する前に走行
道路５１から進路を変更する機会が増加する。したがって、危険な気象条件を回避するこ
とが容易となり、適切なタイミングで気象情報を提供することができる。
【００３０】
　　　（車両の装備に基づく取得領域の設定）
　次に、車両１１の装備に基づく取得領域の設定の流れについて図６に基づいて説明する
。
　領域設定部２７は、車載装置１０を搭載した車両１１の装備と、その装備に対応する気
象条件とが関連づけられたテーブルを読み出す（Ｓ２０１）。領域設定部２７は、図７に
示すような車両の装備とその装備を反映する気象情報とを関連づけたテーブル６０を例え
ば外部メモリ１７などに記憶している。そのため、領域設定部２７は、例えば外部メモリ
１７に記憶しているテーブル６０を読み出す。車両１１の装備は、気象条件と関連づけら
れてテーブル６０として外部メモリ１７に記憶されている。
【００３１】
　図７に示すテーブル６０について説明する。車両が「タイヤチェーン」を装備している
とき、この装備は気象条件のうち「積雪」および「凍結」に関連づけられる。車両が「ス
タッドレスタイヤ」を装備しているとき、この装備は気象条件のうち「凍結」および「積
雪」に関連づけられる。車両１１が「フォグランプ」を装備しているとき、この装備は気
象条件のうち「霧」に関連づけられる。車両１１が「四輪駆動」を装備しているとき、こ
の装備は気象条件のうち「降雨」、「積雪」、「凍結」などに関連づけられる。また、こ
のテーブル６０では、これらの車両１１の装備が車内ＬＡＮによって取得可能であるか、
操作スイッチ部１６やリモコン３６を経由したユーザからの入力によって取得可能である
か否かについても含んでいる。図７の場合、取得可能な情報は「○」で示し、取得不可能
な情報は「×」で示している。装備が「タイヤチェーン」および「スタッドレスタイヤ」
の場合、車内ＬＡＮでの装備の取得は不可能である。したがって、「タイヤチェーン」お
よび「スタッドレスタイヤ」に関する装備の情報は、操作スイッチ部１６やリモコン３６
を経由したユーザからの入力によって取得される。一方、「フォグランプ」や「四輪駆動
」の装備に関する情報は、車内ＬＡＮによって取得可能であるとともに、操作スイッチ部
１６やリモコン３６を経由したユーザからの入力によっても取得可能である。
【００３２】
　領域設定部２７は、ステップＳ２０１で設定されたテーブル６０を用いて、各種の装備
の有無に基づく取得領域の設定を行う。具体的には、領域設定部２７は、車両１１に「フ
ォグランプ」が装備されているか否かを判断する（Ｓ２０２）。領域設定部２７は、車両



(8) JP 4962449 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

装備取得部２４から「フォグランプ」の装備の有無を取得する。車両１１に「フォグラン
プ」が装備されている場合、車両１１は気象条件のうち「霧」に対する走破性が向上する
。そのため、車両１１に「フォグランプ」が装備されている場合、領域設定部２７は通常
設定されている取得領域を変更しない。一方、車両１１に「フォグランプ」が装備されて
いない場合、車両１１は「霧」に対する走破性が低下する。そのため、車両１１に「フォ
グランプ」が装備されていない場合、領域設定部２７は「霧」に関する気象情報の取得領
域を通常設定されている取得領域よりも拡大する（Ｓ２０３）。これにより、車両１１の
進路上に「霧」の発生が考えられる場合、車両１１のユーザは早期の回避など対応に時間
的な余裕を確保することができる。
【００３３】
　次に、領域設定部２７は、車両１１に「タイヤチェーン」が装備されているか否かを判
断する（Ｓ２０４）。領域設定部２７は、車両装備取得部２４から「タイヤチェーン」の
装備の有無を取得する。車両１１に「タイヤチェーン」が装備されている場合、車両１１
は気象条件のうち「積雪」、「凍結」に対する走破性が向上する。そのため、車両１１に
「タイヤチェーン」が装備されている場合、領域設定部２７は通常設定されている取得領
域、またはステップＳ２０３で設定された取得領域を変更しない。一方、車両１１に「タ
イヤチェーン」が装備されていない場合、車両は「積雪」、「凍結」に対する走破性が低
下する。そのため、車両１１に「タイヤチェーン」が装備されていない場合、領域設定部
２７は「積雪」、「凍結」に関する気象情報の取得領域を通常設定されている取得領域ま
たはステップＳ２０３で設定された取得領域よりも拡大する（Ｓ２０５）。これにより、
車両１１の進路上に「積雪」や「凍結」のおそれが考えられる場合、車両１１のユーザは
早期の回避など対応に時間的な余裕を確保することができる。
【００３４】
　次に、領域設定部２７は、車両１１に「スタッドレスタイヤ」が装備されているか否か
を判断する（Ｓ２０６）。領域設定部２７は、車両装備取得部２４から「スタッドレスタ
イヤ」の装備の有無を取得する。車両１１に「スタッドレスタイヤ」が装備されている場
合、車両１１は気象条件のうち「積雪」、「凍結」に対する走破性が向上する。そのため
、車両１１に「スタッドレスタイヤ」が装備されている場合、領域設定部２７は通常設定
されている取得領域、ステップＳ２０３で設定された取得領域、またはステップＳ２０５
設定された取得領域を変更しない。一方、車両１１に「スタッドレスタイヤ」が装備され
ていない場合、車両１１は「積雪」、「凍結」に対する走破性が低下する。そのため、車
両１１に「スタッドレスタイヤ」が装備されていない場合、領域設定部２７は「凍結」に
関する気象情報の取得領域を通常設定されている取得領域、ステップＳ２０３で設定され
た取得領域、またはステップＳ２０５で設定された取得領域よりも拡大する（Ｓ２０７）
。これにより、車両１１の進路上に「積雪」、「凍結」のおそれが考えられる場合、車両
１１のユーザは早期の回避など対応に時間的な余裕を確保することができる。
　気象情報取得部２６は、ステップＳ２０３、ステップＳ２０５またはステップＳ２０７
において領域設定部２７で設定された取得領域に基づいて、設定された取得領域に含まれ
る各種の気象情報を情報センター１２から取得する（Ｓ２０８）。警告部２８は、拡大し
て設定された取得領域に警告位置Ｗが含まれているとき、ユーザに対し警告を発する。
【００３５】
　また、領域設定部２７は、車両１１に「四輪駆動」が装備されているか否かを判断して
もよい。この場合、領域設定部２７は、車両装備取得部２４から「四輪駆動」の装備の有
無を取得する。車両１１に「四輪駆動」が装備されている場合、車両は気象条件のうち「
降雨」、「積雪」および「凍結」のいずれも走破性が向上する。そのため、車両１１に「
四輪駆動」が装備されている場合、領域設定部２７は通常あるいは既に設定された取得領
域を変更しない。一方、車両１１に「四輪駆動」が装備されていない場合、車両１１は「
降雨」、「積雪」および「凍結」に対する走破性が低下する。そのため、車両１１に「四
輪駆動」が装備されていない場合、領域設定部２７は「降雨」、「積雪」および「凍結」
のいずれについても関連する気象情報の取得領域を通常設定されている取得領域、または
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既に設定された取得領域よりも拡大する。これにより、車両１１の進路上に「降雨」、「
積雪」または「凍結」のおそれが考えられる場合、車両１１のユーザは早期の回避など対
応に時間的な余裕を確保することができる。
【００３６】
　以上説明したように、領域設定部２７は、車載装置１０を搭載した車両１１の装備に基
づいて気象情報を取得する取得領域を設定している。そのため、車両１１の進路上に種々
の気象条件が予想される場合でも、取得領域に含まれる危険度の高い警告位置に接近する
前に気象条件を回避する機会が増加する。一方、領域設定部２７は、車両１１の装備に基
づいて取得領域を設定しているため、個々の車両１１の装備状況に応じて取得領域を設定
する。したがって、危険な気象条件を回避することが容易になるとともに、無用な警告が
低減され、適切なタイミングで気象情報を提供することができる。
【００３７】
　なお、図６に示す例では、領域設定部２７は、車両１１の装備を「フォグランプ」、「
タイヤチェーン」および「スタッドレスタイヤ」の順で取得した。しかし、車両１１の装
備を取得する順序は、任意に設定することができる。
【００３８】
　　　（車両の種類に基づく取得領域の設定）
　次に、車両１１の種類に基づく取得領域の設定の流れについて図８に基づいて説明する
。
　領域設定部２７は、車載装置１０を搭載した車両１１の種類を取得する（Ｓ３０１）。
車両情報取得部２５は、例えば外部メモリ１７に記憶されている車両１１の種類を取得す
る。領域設定部２７は、車両情報取得部２５から車両１１の種類を受け取る。ここで、車
両１１の種類は、スポーツカーやオフロードカーなどの車種そのものであってもよく、車
両１１の最低地上高であってもよい。
【００３９】
　領域設定部２７は、ステップＳ３０１で取得した車両１１の種類が冠水時の走破性を有
するか否かを判断する（Ｓ３０２）。領域設定部２７は、例えば車両１１がオフロードカ
ーである場合、および車両１１の最低地上高が十分に確保されている場合、車両１１は冠
水時の走破性を有すると判断する。一方、領域設定部２７は、例えば車両１１がスポーツ
カーである場合、および車両１１の最低地上高が十分に確保されていない場合、車両１１
は冠水時の走破性を有しないと判断する。
【００４０】
　領域設定部２７は、ステップＳ３０２において車両１１が冠水時の走破性を有すると判
断した場合、「降雨」、特に「洪水」に関する気象情報を取得する取得領域を縮小する（
Ｓ３０３）。これにより、車両１１に十分な冠水時の走破性があるにも関わらず、車両１
１に「降雨」あるいは「洪水」の情報が提供されることは回避される。なお、逆にステッ
プＳ３０２において車両１１が冠水時の走破性を有していないと判断した場合、領域設定
部２７は「降雨」特に「洪水」に関する気象情報を取得する取得領域を拡大してもよい。
警告部２８は、拡大して設定された取得領域に警告位置Ｗが含まれているとき、ユーザに
対し警告を発する。
【００４１】
　以上説明したように、領域設定部２７は、車載装置１０を搭載した車両１１の種類に基
づいて気象情報を取得する取得領域を設定している。そのため、例えばオフロードカーの
ように冠水時の走破性が高いとき、取得領域が縮小され、無用な警告が低減される。した
がって、危険な気象条件を回避することが容易となり、適切なタイミングで気象情報を提
供することができる。
　また、領域設定部２７は、車両１１の種類として「旅客用」であるか否かを判断しても
よい。例えばバスやタクシーなどの「旅客用」の車両１１は、旅客を運搬するという性質
上、より高い安全性が要求される。そのため、領域設定部２７は、車両１１の種類が「旅
客用」であると判断したとき、気象情報を取得する取得領域を拡大する構成としてもよい
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。このように取得領域を拡大することにより、危険な気象条件を早期に取得することがで
き、車両の安全性をより高めることができる。
【００４２】
　以上説明したように、本発明の一実施形態では、領域設定部２７は、車両１１が走行す
る走行道路５１の属性、車両１１の装備、または車両情報の少なくとも一つ以上を用いて
、取得領域を設定している。すなわち、上記の例では、走行道路５１の属性に基づく取得
領域の設定、車両１１の装備に基づく取得領域の設定、および車両１１の種類に基づく取
得領域の設定を、それぞれ個別に説明したが、領域設定部２７はこれらを組み合わせて気
象情報を提供するタイミングを設定する。これにより、車両１１の進路上に種々の気象情
報が含まれる場合、走行道路５１の属性に応じて早期に気象情報を提供したり、車両１１
の装備あるいは車両の特性に応じて不要な気象情報の提供が制限される。したがって、適
切なタイミングで気象情報を提供することができる。
【００４３】
　以上説明した本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな
い範囲で種々の実施形態に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施形態による走行支援システムにおいて、車両と気象情報を取得す
る取得領域との関係を示す模式図
【図２】本発明の一実施形態による走行支援システムを適用した車載装置および情報セン
ターを示すブロック図
【図３】本発明の一実施形態による走行支援システムを適用した車載装置を搭載した車両
および情報センターを示す模式図
【図４】本発明の一実施形態による走行支援システムを適用した車載装置による走行道路
の特性に基づく取得領域の設定の流れを示す概略図
【図５】従来の走行支援システムにおいて、車両と気象情報を取得する取得領域との関係
を示す模式図
【図６】本発明の一実施形態による走行支援システムを適用した車載装置による車両の装
備に基づく取得領域の設定の流れを示す概略図
【図７】本発明の一実施形態による走行支援システムを適用した車載装置のテーブルのデ
ータ構成を示す模式図
【図８】本発明の一実施形態による走行支援システムを適用した車載装置による車両の種
類に基づく取得領域の設定の流れを示す概略図
【符号の説明】
【００４５】
　図面中、１０は車載装置（走行支援システム、ナビゲーション装置）、１１は車両、１
６は操作スイッチ部（入力受付手段）、２３は道路属性取得部（道路属性取得手段）、２
４は車両装備取得部（車両装備取得手段）、２５は車両情報取得部（車両情報取得手段）
、２６は気象情報取得部（気象情報取得手段）、２７は領域設定部（気象情報取得領域設
定手段）、３６はリモコン（入力受付手段）、５１は走行道路、５２、５３は分岐道路、
５４、５５は分岐部を示す。
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