
JP 5493780 B2 2014.5.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載可能で、車車間通信または路車間通信可能な運転支援装置であって、
　道路の交差点の位置及び距離などの道路情報を保持する道路情報保持部と、
　前記各交差点における信号機の有無と外信号機の信号の変化タイミングを保持する信号
情報保持部と、
　車両が測道または道路沿いの施設から流入する際に通常走行速度に到達するまでに必要
であると想定される所要時間情報を、固定値として保持する、または、前記測道もしくは
前記道路沿いの施設に対応して保持する、遅れ時間情報保持部と、
　すくなくとも自車両の前方を走行する他車両の位置及び速度に関する情報と、前記自車
両の前方に位置して流入する他車両が存在する旨の流入情報と、を含む他車両走行情報を
受信する走行情報受信部と、
　現時点の自車両の速度を含む自車両走行情報を獲得する自車両情報取得部と、
　前記他車両走行情報と前記自車両走行情報とを比較すると共に、前記流入情報に基づい
て前記遅れ時間情報保持部に保持された所要時間情報を参照して、前記自車両が現在の速
度で走行すると、前記他車両が自車両の障害になるか否かを判断する走行干渉評価部と、
　前記自車両が現在の速度で走行すると前記他車両が自車両の走行の障害にならないと前
記走行干渉評価部が判断した場合に、現在の自車両走行情報、前記道路情報保持部に保持
された道路情報及び前記信号情報保持部に保持された信号の変化タイミングに基づいて推
奨速度を算出し、自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行の障害になると
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前記走行干渉評価部が判断した場合には、現在の自車両走行情報、前記道路情報保持部に
保持された道路情報、前記信号情報保持部に保持された信号の変化タイミング及び他車両
による障害を回避するための到着遅延時間に基づいて推奨速度を算出する推奨速度計算部
と、
を備える運転支援装置。
【請求項２】
　車両に搭載可能で、車車間通信または路車間通信可能な運転支援装置であって、
　道路の交差点の位置及び距離などの道路情報を保持する道路情報保持部と、
　前記各交差点における信号機の有無と外信号機の信号の変化タイミングを保持する信号
情報保持部と、
　車両が道路沿いの施設に進入することを完了するために必要であると想定される所要時
間情報を、固定値として保持する、または、前記道路沿いの施設に対応して保持する、遅
れ時間情報保持部と、
　すくなくとも自車両の前方を走行する他車両の位置及び速度に関する情報と、自車両の
前方を走行する他車両の目的地が道路沿いの施設である旨の目的地情報と、を含む他車両
走行情報を受信する走行情報受信部と、
　現時点の自車両の速度を含む自車両走行情報を獲得する自車両情報取得部と、
　前記他車両走行情報と前記自車両走行情報とを比較すると共に、前記目的地情報に基づ
いて前記遅れ時間情報保持部に保持された所要時間情報を参照して、自車両が現在速度で
走行すると他車両が障害になるか否かを判断する、走行干渉評価部と、
　前記自車両が現在の速度で走行すると前記他車両が自車両の走行の障害にならないと前
記走行干渉評価部が判断した場合に、現在の自車両走行情報、前記道路情報保持部に保持
された道路情報及び前記信号情報保持部に保持された信号の変化タイミングに基づいて推
奨速度を算出し、自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行の障害になると
前記走行干渉評価部が判断した場合には、現在の自車両走行情報、前記道路情報保持部に
保持された道路情報、前記信号情報保持部に保持された信号の変化タイミング及び他車両
による障害を回避するための到着遅延時間に基づいて推奨速度を算出する推奨速度計算部
と、
を備える運転支援装置。
【請求項３】
　前記走行干渉評価部は、前記自車両の前方を走行する前記他車両の他車両走行情報と前
記自車両の前方に位置する前記交差点における信号の変化タイミングとに基づいて、前記
他車両が前方の赤信号で停止し次の青信号で発進するまでに必要とされる第１所要時間を
算出し、前記第１所要時間に基づいて自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の
走行の障害になるか否かを判断する、請求項１または２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　車両に搭載可能な運転支援装置により車車間通信または路車間通信を行って車両の速度
変化を低減するための推奨速度を算出して運転者に通知する運転支援方法であって、
　すくなくとも自車両の前方を走行する他車両の位置及び速度に関する情報と、前記自車
両の前方に位置して流入する他車両が存在する旨の流入情報と、を含む他車両走行情報を
受信し、
　現時点の自車両の速度を含む自車両走行情報を獲得し、
　前記他車両走行情報と前記自車両走行情報とを比較すると共に、車両が測道または道路
沿いの施設から流入する際に通常走行速度に到達するまでに必要であると想定される所要
時間情報であって、固定値として保存され、または、前記測道もしくは前記道路沿いの施
設に対応して保持された所要時間情報を参照して、前記自車両が現在の速度で走行すると
、前記他車両が自車両の走行の障害になるか否かを判断し、
　前記自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行の障害にならないと判断し
た場合に、現在の自車両走行情報、交差点間の距離を含む道路情報及び交差点における信
号の変化タイミングに基づいて推奨速度を算出し、自車両が現在の速度で走行すると他車
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両が自車両の走行の障害になると判断した場合には、現在の自車両走行情報、前記道路情
報、前記信号の変化タイミング及び他車両による障害を回避するための到着遅延時間に基
づいて推奨速度を算出し、
　前記算出した推奨速度を画像表示または音声により運転者に通知する、
運転支援方法。
【請求項５】
　車両に搭載可能な運転支援装置により車車間通信または路車間通信を行って車両の速度
変化を低減するための推奨速度を算出して運転者に通知する運転支援方法であって、
　すくなくとも自車両の前方を走行する他車両の位置及び速度に関する情報と、自車両の
前方を走行する他車両の目的地が道路沿いの施設である旨の目的地情報と、を含む他車両
走行情報を受信し、
　現時点の自車両の速度を含む自車両走行情報を獲得し、
　前記他車両走行情報と前記自車両走行情報とを比較すると共に、前記目的地情報に基づ
いて前記遅れ時間情報保持部に保持された所要時間情報を参照して、前記自車両が現在の
速度で走行すると、前記他車両が自車両の走行の障害になるか否かを判断し、
　前記自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行の障害にならないと判断し
た場合に、現在の自車両走行情報、交差点間の距離を含む道路情報及び交差点における信
号の変化タイミングに基づいて推奨速度を算出し、自車両が現在の速度で走行すると他車
両が自車両の走行の障害になると判断した場合には、現在の自車両走行情報、前記道路情
報、前記信号の変化タイミング及び他車両による障害を回避するための到着遅延時間に基
づいて推奨速度を算出し、
　前記算出した推奨速度を画像表示または音声により運転者に通知する、
運転支援方法。
【請求項６】
　車両に搭載可能な運転支援装置により車車間通信または路車間通信を行って車両の速度
変化を低減するための推奨速度を算出して運転者に通知する運転支援方法のプログラムで
あって、
　すくなくとも自車両の前方を走行する他車両の位置及び速度に関する情報と、前記自車
両の前方に位置して流入する他車両が存在する旨の流入情報と、を含む他車両走行情報を
受信し、
　現時点の自車両の速度を含む自車両走行情報を獲得し、
　前記他車両走行情報と前記自車両走行情報とを比較すると共に、車両が測道または道路
沿いの施設から流入する際に通常走行速度に到達するまでに必要であると想定される所要
時間情報であって、固定値として保存され、または、前記測道もしくは前記道路沿いの施
設に対応して保持された所要時間情報を参照して、前記自車両が現在の速度で走行すると
、前記他車両が自車両の走行の障害になるか否かを判断し、
　前記自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行の障害にならないと判断し
た場合に、現在の自車両走行情報、交差点間の距離を含む道路情報及び交差点における信
号の変化タイミングに基づいて推奨速度を算出し、自車両が現在の速度で走行すると他車
両が自車両の走行の障害になると判断した場合には、現在の自車両走行情報、前記道路情
報、前記信号の変化タイミング及び他車両による障害を回避するための到着遅延時間に基
づいて推奨速度を算出し、
　前記算出した推奨速度を画像表示または音声により運転者に通知する、
運転支援方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項７】
　車両に搭載可能な運転支援装置により車車間通信または路車間通信を行って車両の速度
変化を低減するための推奨速度を算出して運転者に通知する運転支援方法のプログラムで
あって、
　すくなくとも自車両の前方を走行する他車両の位置及び速度に関する情報と、自車両の
前方を走行する他車両の目的地が道路沿いの施設である旨の目的地情報と、を含む他車両
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走行情報を受信し、
　現時点の自車両の速度を含む自車両走行情報を獲得し、
　前記他車両走行情報と前記自車両走行情報とを比較すると共に、前記目的地情報に基づ
いて前記遅れ時間情報保持部に保持された所要時間情報を参照して、前記自車両が現在の
速度で走行すると、前記他車両が自車両の走行の障害になるか否かを判断し、
　前記自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行の障害にならないと判断し
た場合に、現在の自車両走行情報、交差点間の距離を含む道路情報及び交差点における信
号の変化タイミングに基づいて推奨速度を算出し、自車両が現在の速度で走行すると他車
両が自車両の走行の障害になると判断した場合には、現在の自車両走行情報、前記道路情
報、前記信号の変化タイミング及び他車両による障害を回避するための到着遅延時間に基
づいて推奨速度を算出し、
　前記算出した推奨速度を画像表示または音声により運転者に通知する、
運転支援方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の速度変化を少なくして円滑な走行を可能にする運転支援装置、運転支
援方法及びそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報通信技術を用いて人、道路及び車両の情報交換を行い、交通事故の防止や渋滞緩和
などを目的とする交通システムであるITS（Intelligent Transportation System）が提唱
されている。このITSには、たとえば、カーナビゲーションシステムと道路交通情報シス
テム（VICS：Vehicle Information and Communication System）や自動料金支払システム
（ETC：Electronic Toll Collection system）、バスロケーションシステムなどを挙げる
ことができる。
【０００３】
　このようなITS技術では、複数の車両同士がお互いに通信しあう車車間通信や、道路に
沿って設けられた基地局と車両との間で通信を行う路車間通信により、情報の送受信が行
われる。
【０００４】
　路車間通信を利用して、車両が道路情報を取得し、交差点における赤信号での停車をな
くすように、車両の走行速条件を指示するようにした運転支援システムが特許文献１に提
案されている。
【０００５】
　この特許文献１では、交差点から一定距離離れた地点で、その交差点を青信号で通過す
るための推奨速度を所定の計算式により計算して、各車両が交差点において赤信号で停車
することがなくなるように速度制御を行うことが提案されている。
【０００６】
　特許文献１においては、全車両が交差点を直進することが前提となっており、交差点に
おいて前方を走行する車両が右左折などにより減速することを考慮するものではない。
【０００７】
　このような前方を走行する車両の走行状態などを考慮して、一定時間または一定走行距
離毎に、車両の推奨速度を再計算するようにしたシステムが特許文献２に開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開2006-31573号公報
【特許文献２】特開2006-251836号公報



(5) JP 5493780 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献２においては、前方を走行する車両などの周辺車両の挙動に応じて自車両の速
度が変化した場合に、その走行状況に応じた推奨速度を再計算していることから、自車両
の速度が落ちるなどの影響を受けてから推奨速度の補正が行われている。したがって、こ
のような特許文献２に記載されたようなシステムでは、車両の速度変動が大きくなり、燃
料消費が大きくなるという問題がある。
【００１０】
　本発明では、周辺車両や歩行者などの状態情報を含む周辺情報を取得することにより、
できるだけ実際の速度変化が少なくなるような推奨速度を計算する運転支援装置及び運転
支援方法を提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の観点による運転支援装置は、車両に搭載可能で、車車間通信または路車
間通信可能な運転支援装置であって、道路の交差点の位置及び距離などの道路情報を保持
する道路情報保持部と、各交差点における信号機の有無と外信号機の信号の変化タイミン
グを保持する信号情報保持部と、すくなくとも自車両の前方を走行する他車両の位置及び
速度に関する情報を含む他車両走行情報を受信する走行情報受信部と、現時点の自車両の
速度を含む自車両走行情報を獲得する自車両情報取得部と、他車両走行情報と自車両走行
情報とを比較して、自車両が現在の速度で走行すると、他車両が自車両の障害になるか否
かを判断する走行干渉評価部と、自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行
の障害にならないと走行干渉評価部が判断した場合に、現在の自車両走行情報、道路情報
保持部に保持された道路情報及び信号情報保持部に保持された信号の変化タイミングに基
づいて推奨速度を算出し、自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行の障害
になると走行干渉評価部が判断した場合には、現在の自車両走行情報、道路情報保持部に
保持された道路情報、信号情報保持部に保持された信号の変化タイミング及び他車両によ
る障害を回避するための到着遅延時間に基づいて推奨速度を算出する推奨速度計算部とを
備える。
【００１２】
　本発明の第２の観点による運転支援方法は、車両に搭載可能な運転支援装置により車車
間通信または路車間通信を行って車両の速度変化を低減するための推奨速度を算出して運
転者に通知する運転支援方法であって、すくなくとも自車両の前方を走行する他車両の位
置及び速度に関する情報を含む他車両走行情報を受信し、現時点の自車両の速度を含む自
車両走行情報を獲得し、他車両走行情報と自車両走行情報とを比較して、自車両が現在の
速度で走行すると、他車両が自車両の走行の障害になるか否かを判断し、自車両が現在の
速度で走行すると他車両が自車両の走行の障害にならないと判断した場合に、現在の自車
両走行情報、交差点間の距離を含む道路情報及び交差点における信号の変化タイミングに
基づいて推奨速度を算出し、自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行の障
害になると判断した場合には、現在の自車両走行情報、道路情報、信号の変化タイミング
及び他車両による障害を回避するための到着遅延時間に基づいて推奨速度を算出し、算出
した推奨速度を画像表示または音声により運転者に通知する運転支援方法である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の運転支援装置及び運転支援方法では、他車両の走行状況に関する情報である他
車両走行情報を受信して、自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行の障害
にならないと判断した場合には、現在の自車両走行情報、道路と交差点の位置及び距離な
どの道路情報及び交差点における信号機の有無と信号機の変化タイミングに基づいて推奨
速度を算出している。このことにより、信号機を備える交差点において、赤信号による停
止を極力少なくできるような推奨速度を提供することが可能であり、運転者は提供された
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推奨速度で走行することにより、車両の速度が急激に変化することを減少できる。
【００１４】
　また、自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の走行の障害になると判断した
場合には、現在の自車両走行情報、道路情報、信号の変化タイミング及び他車両による障
害を回避するための到着遅延時間に基づいて推奨速度を算出することで、他車両の走行状
態に基づく急激な速度変化を極力少なくできるような推奨速度を提供することが可能であ
る。
【００１５】
　したがって、このような推奨速度に基づいて車両を走行させることにより、渋滞を緩和
することができ、車両走行を安全に支援することが可能となり、また、燃料消費量を軽減
することも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は第１実施形態のブロック図である。
【図２】図２は第１実施形態のダイヤグラムである。
【図３】図３は第１実施形態のダイヤグラムである。
【図４】図４は第１実施形態のダイヤグラムである。
【図５】図５は第２実施形態のフローチャートである。
【図６】図６は第２実施形態のダイヤグラムである。
【図７】図７は第３実施形態のブロック部である。
【図８】図８は第３実施形態のダイヤグラムである。
【図９】図９は第３実施形態のダイヤグラムである。
【図１０】図１０は第４実施形態のダイヤグラムである。
【図１１】図１１は第５実施形態のダイヤグラムである。
【図１２】図１２は他の実施形態のブロック図である。
【図１３】図１３はさらに他の実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　〈第１実施形態〉
　運転支援装置の第１実施形態を図に基づいて説明する。
【００１８】
　図１は、運転支援装置10の構成の一例を示すブロック図である。
【００１９】
　この実施例で示す運転支援装置10は、走行情報受信部12、走行干渉評価部14、推奨速度
計算部16、道路情報保持部18、信号情報保持部20、自車両走行情報取得部21などを備えて
いる。
【００２０】
　道路情報保持部18は、道路の位置や距離、速度制限や一方通行などの法令上の規定など
を含む道路情報を保持するものであり、カーナビゲーションシステムが備える地図情報な
どを用いることが可能である。
【００２１】
　信号情報保持部20は、各交差点における信号の変化タイミングを保持するものである。
信号の変化タイミングは、各交差点における信号機の制御周期を予めデータベースとして
記憶領域に格納しておくことも可能であり、また、道路の周辺に設けた所定の基地局を介
して送信されてくる信号機の状態情報を受信して、車両の前方に位置する交差点の変化タ
イミングとして記憶しておくことも可能である。
【００２２】
　走行情報受信部12は、少なくとも他車両の位置及び速度に関する情報を含む他車両走行
情報を受信する。この他車両走行情報は、他の車両と情報通信を行って、他車両の現在の
位置情報及び速度情報を取得するようにすることが可能である。また、他車両走行情報は
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、各車両の位置情報や速度情報を所定のセンターで収集しているような場合には、このセ
ンターから送信されてくる他車両走行情報を道路の周辺に設けられた所定の基地局を介し
て受信するようにすることも可能である。他車両走行情報を直接他車両から受信する場合
には、IEEE802.11pなどの無線LAN送受信部を備えることができる。また、道路周辺に設け
られた基地局を介して他車両走行情報を受信する場合には、DSRC（Dedicated Short Rang
e Communication）による無線送受信部を備えることができる。
【００２３】
　自車両情報取得部21は、現時点の自車両の速度を含む自車両走行情報を獲得するもので
ある。この自車両走行情報は、車軸の回転数を検出する速度センサで検出される速度情報
や、GPSから得られる位置情報の履歴に基づいて算出される速度情報、カーナビゲーショ
ンシステムやその他のGPS機能を搭載する装置から得られる車両の位置情報、道路周辺に
設置されたビーコンなどから電波を受信することにより得られる位置情報などを用いるこ
とができる。
【００２４】
　走行干渉評価部14は、走行情報受信部12により受信した他車両走行情報と現在の自車両
走行情報とを比較して自車両の走行が他車両に干渉されるか否かを判断する。たとえば、
走行干渉評価部14は、前方に位置する他車両から送信されてきた他車両走行情報に基づい
て、自車両が現在の速度で走行した場合にこの他車両が自車両の走行の障害になるか否か
判別する。
【００２５】
　推奨速度計算部16は、現在の自車両走行情報、道路情報保持部18に保持されている道路
情報、信号情報保持部20に保持されている信号の変化タイミング、他車両走行情報に基づ
いて、交差点の信号や他車両の影響による速度変化がなるべく少なくなるような推奨速度
を算出する。
【００２６】
　たとえば、自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の障害にならないと走行干
渉評価部14が判断した場合には、推奨速度計算部16は、現在の自車両走行情報、道路情報
保持部18に保持された道路情報及び信号情報保持部20に保持された信号の変化タイミング
に基づいて推奨速度を算出する。
【００２７】
　また、自車両が現在の速度で走行すると他車両が自車両の障害になると走行干渉評価部
14が判断した場合には、推奨速度計算部16は、現在の自車両走行情報、道路情報保持部18
に保持された道路情報、信号情報保持部20に保持された信号の変化タイミング及び他車両
による障害を回避するための到着遅延時間に基づいて推奨速度を算出する。
【００２８】
　図２は、推奨速度計算部16が、自車両の走行が他車両に干渉されない場合の推奨速度を
算出する例を説明するためのダイヤグラムである。図中、縦軸を距離Ｌ、横軸を時間ｔと
し、現在の自車両が位置する地点Ｐと自車両の前方に位置する交差点との距離をＤとして
説明する。
【００２９】
　法令の下にその道路に設定されている制限速度などに基づいて走行可能な許容最高速度
をVMAXとする。
【００３０】
　また、交差点における黄信号及び赤信号の点灯時刻をta、交差点における青信号の点灯
時刻をtb、青信号の消灯時刻をtcとする。ここでは、便宜的に、黄信号の点灯時に車両は
停止することとし、黄信号及び赤信号の点灯時刻を同一の点灯時刻taとしている。
【００３１】
　この場合、交差点における信号周期TPは、黄信号及び赤信号の点灯時刻taから青信号の
消灯時刻tcの間であり、TP＝tc－taで表すことができる。また、黄信号及び赤信号が点灯
している時間幅TN＝tb－taで表され、青信号が点灯している時間幅TG＝tc－tbで表される
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。
【００３２】
　車両が青信号の間に許容最高速度VMAXで通過するためには、地点Ｐを時刻teに通過する
必要がある。この最高速度で青信号を通過可能な最終時刻te＝tc－（D／VMAX）で表すこ
とができる。
【００３３】
　時刻teより信号周期TPだけ前の時刻をtdとすると、この時刻tdに地点Ｐを通過する車両
は許容最高速度VMAXで走行しても黄信号及び赤信号の点灯時刻taよりも前に交差点に到着
しないこととなる。
【００３４】
　現在時刻をtnとし、時刻tdを起点した現在時刻tnの相対時刻をtpとする。
【００３５】
　地点Ｐにおける車両の通過時刻を時刻tdからの相対時刻tpi（ｉは０≦ｉ≦ｎの整数）
とすると、ｉ＝０においては相対時刻tp0＝０において地点Ｐを通過する車両C0が仮想的
に存在し、ｉ＝ｎにおいては相対時刻tpn＝TPにおいて地点Ｐを通過する車両Cnが仮想的
に存在することとなる。
【００３６】
　相対時刻tp0＝０に地点Ｐを通過する車両が青信号の点灯時刻tbに交差点に到着し、相
対時刻tpn＝TPに地点Ｐを通過する車両が青信号の消灯時刻tcまでに交差点に到着するた
めには、その中間に通過する車両が地点Ｐを通過する相対時刻tpiの信号周期内の比率と
、その車両が交差点に到着する青色点灯時刻tbからの相対時刻の青信号時間幅TG内におけ
る比率とを一致させることが理想的である。
【００３７】
　したがって、車両C0～Cnのそれぞれが青信号の時間幅TGにおいて交差点を通過するため
に、地点Ｐから交差点までに要する推奨所要時間topti＝D／VMAX＋（１－tpi／TP）・TN
となり、これに基づいて各車両C0～Cnの推奨所要速度vopti＝D／toptiとなる。
【００３８】
　この点を更に、図３に基づいて説明する。
【００３９】
　図３は、相対時刻tnにおいて地点Ｐを通過した車両が、到着時刻ａにおいて交差点に到
着した場合を説明するためのダイヤグラムである。
【００４０】
　地点Ｐを時刻tnに通過した車両が交差点に到着する到着時刻ａは、以下のように表すこ
とができる。
【００４１】
　ａ＝tb＋（tn－td）・TG／TP
　　＝tb＋tp・TG／TP
　　＝（td＋D／VMAX＋TN）＋tp・（TP－TN）／TP
　これから、相対時刻tnにおいて地点Ｐを通過した車両が交差点までに要する推奨所要時
間toptは次のように算出できる。
【００４２】
　topt＝ａ－tn
　　　＝ａ－（tp＋td）
　　　＝（td＋D／VMAX＋TN）＋tp・（TP－TN）／TP－（tp＋td）
　　　＝D／VMAX＋TN＋tp－tp・TN／TP－tp
　　　＝D／VMAX＋TN－tp・TN／TP
　　　＝D／VMAX＋（１－tp／TP）・TN
　このような推奨所要時間toptに基づいて、推奨速度vopt＝D／toptで算出することがで
きる。
【００４３】
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　ただし、自車両の前方を走行する車両がなく、許容最高速度VMAXで走行しても青信号の
点灯時刻tb～消灯時刻tc内に交差点を通過できる場合には、推奨速度を許容最高速度VMAX
とすることも可能である。
【００４４】
　図２及び図３に示した例では、前後に仮想的な車両が存在する場合を想定して推奨所要
時間toptと推奨速度voptを算出することを説明したが、実際に前方を走行する車両が存在
する場合の推奨速度の算出方法を以下に説明する。
【００４５】
　図４は、推奨速度計算部16が、前方を走行する他車両が存在する場合の推奨速度を算出
する例を説明するためのダイヤグラムである。
【００４６】
　時刻ｔiに地点Ｐを通過する車両において、時刻ｔi-1に地点Ｐを通過した前方を走行す
る他車両の走行状態に応じて推奨速度を算出する場合を考える。
【００４７】
　時刻ｔi（０＜ｉ≦ｎ）おいて地点Ｐを通過する車両Ｃiが交差点に到着する時刻をａi

とし、その前方を走行する時刻ｔi-1において地点Ｐを通過した車両Ｃi-1が交差点に到着
する時刻をａi-1とする。この場合の自車両の到着時刻ａiは以下のように表すことができ
る。
【００４８】
　ａi＝ａi-1＋（tc－ａi-1）・（ｔi－ｔi-1）／（te－ｔi-1）
　この時の交差点までの推奨所要時間topt'iは次のように表すことができる。
【００４９】
　topt'i＝ａi－ｔi

　　　　＝ａi-1＋（tc－ａi-1）・（ｔi－ｔi-1）／（te－ｔi-1）－ｔi

　前方を走行する他車両の推奨所要時間topt'i-1＝ａi-1－ｔi-1であることから、前述の
式にこれを代入して整理すると、
　topt'i＝（D／VMAX）・（ｔi－ｔi-1）／（te－ｔi-1）＋top'i-1・（te－ｔi）／（te
－ｔi-1）
と表すことができる。
【００５０】
　したがって、自車両の推奨所要時間top'iは、前方を走行する他車両の推奨所要時間top
'i-1に応じて決定することができる。
【００５１】
　これを時刻tdからの相対時刻で表すと、以下のように表すことができる。
【００５２】
　topt'i＝（D／VMAX）・（tpi－tpi-1）／（TP－tpi-1）＋topt'i-1・（TP－tpi）／（T
P－tpi-1）
　なお、時刻td（tp0＝０）に地点Ｐを通過する車両の推奨所要時間topt'0＝tb－tdであ
り、推奨速度vopt'i＝D／topt'iである。
【００５３】
　〈第２実施形態〉
　運転支援装置の第２実施形態を図に基づいて説明する。
【００５４】
　この第２実施形態では、自車両の前方を走行する他車両が、交差点の赤信号により停止
し、さらに青信号が点灯した際の発進時の遅れ時間を考慮して、推奨速度を算出する場合
を想定する。
【００５５】
　第２実施形態における運転支援装置は、図１に示すブロック図と同様の構成を含んでも
よい。
【００５６】
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　図５は、第２実施形態における推奨速度を算出する方法を示すフローチャートである。
【００５７】
　ステップS501では、走行情報受信部12が、前方を走行する車両（以下、前走車と称す）
の位置及び速度に関する情報を含む他車両走行情報を受信する。
【００５８】
　第１実施形態と同様に、走行情報受信部12は、IEEE802.11p（5.9GHh帯を利用した無線L
AN規格で、欧米を中心に自動車専用の無線通信として、路車間通信や車車間通信で採用さ
れる見込み）やDSRC（日本で実用化を進めている車車間通信向け挟帯域無線通信規格）な
どの無線送受信部により前方を走行する他車両から直接、または基地局を介して送信され
る他車両走行情報を受信する。
【００５９】
　ステップS502では、走行干渉評価部14は、受信した前走車の位置及び速度に関する情報
に基づいて、交差点に到着する時刻を算出する。
【００６０】
　ステップS503では、走行干渉評価部14は、前走車が交差点に到着する時刻と、信号情報
保持部20に格納された信号の変化タイミングに基づいて、自車両の前方に位置する交差点
において前走車が赤信号により停止するか否かを判断する。
【００６１】
　走行干渉評価部14は、交差点における黄信号及び赤信号の点灯期間内に前走車が交差点
に到着すると判断した場合には、ステップS504に移行し、そうでない場合にはステップS5
07に移行する。
【００６２】
　ステップS504では、走行干渉評価部14は、交差点における発進遅れを考慮した前走車の
出発時刻を算出する。
【００６３】
　ここでは、青信号の点灯時刻から前走車が発進するまでに想定される発進遅れ時間を考
慮して、前走車が交差点を出発する時刻を算出する。この発進遅れ時間は、前走車の前方
に停止している車両の台数や、運転者が青信号点灯または前方の車両が発進してから発進
するまでに要する時間などに基づいて、統計的に収集されたデータに基づいて作成された
テーブルまたは計算式を用いて算出することもできる。
【００６４】
　ステップS505では、走行干渉評価部14は、算出した前走車の出発時刻と自車両が交差点
に到着する時刻とを比較し、自車両が現在速度で走行すると他車両が障害になるか否かを
判断する。
【００６５】
　走行干渉評価部14は、自車両が現在の速度で走行すると他車両が走行の障害になると判
断した場合にはステップS506に移行し、そうでない場合にはステップS507に移行する。
【００６６】
　ステップS506では、推奨速度計算部16は、自車両が交差点に到着する時刻が、前走車の
出発時刻に干渉しないような到着回避時間を見込んだ時刻となるように、推奨速度を算出
する。
【００６７】
　ステップS507では、推奨速度計算部16は、信号情報保持部20に保持されている信号の変
化タイミングと、交差点までの距離に応じて推奨速度を算出する。
【００６８】
　図６は、第２実施形態における推奨速度の算出方法を説明するためのダイヤグラムであ
る。
【００６９】
　第１実施形態では、前方を走行する他車両が交差点を直進する場合について考察したが
、第２実施形態では、前方を走行する他車両が交差点において停止する場合を想定してい
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る。
【００７０】
　第２実施形態においても、前走車が自車両の前方に位置する交差点を停止することなく
直進する場合には、第１実施形態において求めた推奨所要時間topt'iを推奨所要時間Ｔst
raightiとすることができる。
【００７１】
　これに対して、前走車が交差点において停止し、かつ自車両の走行に干渉するような場
合には、青信号が点灯してから発進までに要する第１所要時間を考慮して、自車両の推奨
所要時間を予め長く設定し、推奨速度を遅くしておく必要がある。
【００７２】
　図６に示すように、前走車の発進遅れ時間を考慮して、時刻tdにおいて地点Ｐを通過す
る車両が交差点に到着する時刻ａ0が、時刻tbよりも時間ｔm1だけ遅い到着時刻となるよ
うに決定する。
【００７３】
　この時の推奨所要時間topt'0＝直進時の推奨所要時間Ｔstraight0＋第１所要時間ｔm1

として表すことができる。なお、第１所要時間ｔm1は、交差点において赤信号で停止して
いる車両台数により決定することができる。
【００７４】
　図６において、時刻tdにおいて地点Ｐを通過する車両Ｃ1と時刻teにおいて地点Ｐを通
過する車両Ｃnの間に位置する車両Ｃ1～Ｃn-1が交差点に到着する時刻a1～an-1は、時刻a

0～tcをtp1－td、tp2－tp1・・・tpn－tpn-1の比で分割する時刻とすることができる。
【００７５】
　第２実施形態では、自車両の前方を走行する他車両が、自車両の前方に位置する交差点
で停止し、かつ自車両が現在速度で走行するとその車両が障害になると判断した場合に、
発進遅れなどに基づく第１所要時間ｔm1を考慮して、推奨速度が遅くなるように設定する
ことで、事故の発生を防止、渋滞を緩和することができる、また、車両の急激な速度変化
を防止することができことから、燃料消費量を減少することが可能となる。
【００７６】
　〈第３実施形態〉
　運転支援装置の第３実施形態を図に基づいて説明する。
【００７７】
　図７は、第３実施形態に用いられる運転支援装置10の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【００７８】
　第３実施形態の運転支援装置10は、第１実施形態の運転支援装置とほぼ同様の構成を含
んでおり、走行情報受信部12、走行干渉評価部14、推奨速度計算部16、道路情報保持部18
、信号情報保持部20、自車両情報取得部21に加えて、遅れ時間情報を保持するための遅れ
時間情報保持部22を備えている。
【００７９】
　遅れ時間情報保持部22は、車両が交差点において右折または左折を完了するために必要
であると想定される第２所要時間情報を保持するものである。
【００８０】
　車両が交差点において右折を完了するために必要であると想定される所要時間としては
、右折のために必要となる減速による遅延時間と、対向車線の直進信号が青信号から赤信
号に変わるまでに必要な時間と、信号が変わってから発進するまでに必要な時間との合計
と考えられる。信号が変わってから車両が発進するまでに必要な時間は、その車両の前方
に右折待ちをしている車両が何台存在するかという点に関係する。
【００８１】
　また、車両が交差点において左折を完了するために必要であると想定される所要時間と
しては、左折に必要な減速による遅延時間と、歩行者や二輪車の横断による待ち時間の合
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計と考えられる。
【００８２】
　車両の交差点における右折または左折の完了に必要であると想定される第２所要時間は
、
計測された数値やシミュレーションなどにより得られた集計値として、遅れ時間情報保持
22に保持される。
【００８３】
　走行情報受信部12は、自車両の前方を走行する他車両が自車両の前方に位置する交差点
において右折または左折する旨の右左折情報を含む他車両走行情報を受信する。
【００８４】
　走行干渉評価部14は、他車両走行情報に含まれる右左折情報に基づいて遅れ時間情報保
持部22に保持された第２所要時間情報を参照して、自車両の走行が干渉されるか否かを判
断する。
【００８５】
　推奨速度計算部16は、現在の自車両走行情報、道路情報保持部18に保持されている道路
情報、信号情報保持部20に保持されている信号の変化タイミング、他車両走行情報に基づ
いて、交差点の信号や他車両の影響による速度変化がなるべく少なくなるような推奨速度
を算出する。
【００８６】
　自車両の前方を走行する他車両の右折または左折により、自車両が現在速度で走行する
と他車両が障害になると走行干渉評価部14が判断した場合には、現在の自車両走行情報、
道路情報保持部18に保持された道路情報、信号情報保持部20に保持された信号の変化タイ
ミング及び遅れ時間情報保持部22に保持されている第２所要時間に基づいて推奨速度を算
出する。
【００８７】
　図８は、自車両の前方を走行する他車両の左折により、自車両が現在速度で走行すると
他車両が障害になる場合の推奨速度の算出方法を説明するためのダイヤグラムである。
【００８８】
　第２実施形態では、前方を走行する他車両が交差点において停止する場合を想定したが
、第３実施形態では、前方を走行する他車両が交差点において左折する場合を想定してい
る。
【００８９】
　第３実施形態においても、前走車が左折した場合であっても、自車両が現在速度で走行
すると他車両が障害にならない場合には、第１実施形態において求めた推奨所要時間topt
'iを推奨所要時間Ｔstraightiとすることができる。
【００９０】
　これに対して、前走車が交差点において左折し、かつ自車両が現在速度で走行すると他
車両が障害になる場合には、左折に要する第２所要時間を考慮して、自車両の推奨所要時
間を予め長く設定し、推奨速度を遅くしておく必要がある。
【００９１】
　まず、時刻tpiにおいて地点Ｐを通過する車両Ｃiが現在速度で走行すると、時刻tpi-1
に地点Ｐを通過して前方を走行する車両Ｃi-1が左折する際の減速により障害になる場合
を考える。車両Ｃi-1が交差点に到達する時刻は、地点Ｐを通過した時刻tpi-1と推奨所要
時間topt'i-1との合計であり、これは地点Ｐを通過した時刻tpi-1に直進時の推奨所要時
間Ｔstraighti-1を加えたものであるが、これにさらに左折による遅れ時間情報が追加さ
れることとなる。この左折による遅れ時間情報を遅れ時間情報保持部22に格納されている
第２所要時間Ｔlefti-1とする場合、車両Ｃi-1が交差点に到達する時刻ａi-1は、tpi-1＋
Ｔstraighti-1＋Ｔlefti-1で表される。
【００９２】
　このような車両Ｃi-1の左折による遅れ時間を考慮して、車両Ｃiの交差点到着時刻がtp
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i＋topt'i＝ａiとなるような推奨所要時間topt'iを算出する。
【００９３】
　前述したように、推奨所要時間を算出するための数式で計算する場合、Ｃiの到着時刻
ａiは、時刻ａi-1～時刻tcの間をtpi－tpi-1：te－tpiの比で分割する時刻に決定するこ
とができる。
【００９４】
　図９は、左折する車両がある場合の推奨速度を算出する際の具体例を示すダイヤグラム
である。
【００９５】
　図９の例では、時刻td(tp0＝０）において地点Ｐを通過する仮想車両Ｃ0と、時刻te（t
pn＝TP）において地点Ｐを通過する仮想車両Ｃnとの間に、それぞれ時刻tp1～tp3におい
て地点Ｐを通過する車両Ｃ1～Ｃ3が走行しており、車両Ｃ2が交差点において左折する場
合を想定している。
【００９６】
　交差点において左折する車両Ｃ2の前方を走行する車両Ｃ1については、前述した実施形
態における直進の場合と同様に推奨所要時間を算出することができる。
【００９７】
　交差点において左折する車両Ｃ2については、左折による時間である第２所要時間が追
加された推奨所要時間が算出されて、交差点に到着する時刻はtp2＋topt'2である。
【００９８】
　この左折する車両Ｃ2に走行が干渉される車両Ｃ3は、車両Ｃ2の交差点への到着時刻tp2
＋topt'2を考慮した推奨所要時間が算出されて、交差点に到着する時刻はtp3＋topt'3で
ある。
【００９９】
　車両Ｃ2が交差点に到着する時刻から車両Ｃ3が交差点に到着する時刻までの時間α’と
、車両Ｃ3が交差点に到着する時刻から青信号の消灯時刻tcまでの時間β’との比が、車
両Ｃ2が地点Ｐを通過した時刻tp2から車両Ｃ3が地点Ｐを通過した時刻tp3までの時間αと
、車両C3が地点Ｐを通過した時刻tp3から時刻teまでの時間βとの比に等しくなるように
、車両Ｃ3の推奨所要時間を決定する。
【０１００】
　交差点に右折専用レーンが設けられている場合には、後続の車両は右折車両とは関係な
く直進することが可能であり、また、そのような場合には対向車線の直進車に対する信号
が赤信号に変わった後で、右折車専用の青信号が点灯する場合が多く、このような場合に
は、前走車が右折を完了した後に直進車は赤信号となっている。したがって、このような
場合には、前述したような推奨所要時間を用いることはできない。
【０１０１】
　ただし、右折レーンがなく右折車専用の信号がない場合には、右折用の第２所要時間を
用いて前述したような推奨所要時間及び推奨速度の算出を行うことができる。
【０１０２】
　〈第４実施形態〉
　運転支援装置の第４実施形態を図に基づいて説明する。
【０１０３】
　第４実施形態に用いられる運転支援装置10は、第３実施形態と同様の構成を含んでもよ
い。
【０１０４】
　遅れ時間情報保持部22は、車両が測道または道路沿いの施設から流入する際に通常走行
速度に到達するまでに必要であると想定される第３所要時間情報を保持する。
【０１０５】
　走行情報受信部12は、自車両の前方に位置して流入する他車両が存在する旨の流入情報
を含む他車両走行情報を受信する。



(14) JP 5493780 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

【０１０６】
　走行干渉評価部14は、他車両走行情報に含まれる流入情報に基づいて遅れ時間情報保持
部22に保持された第３所要時間情報を参照して、自車両の走行が干渉されるか否かを判断
する。
【０１０７】
　図10は、自車両が走行する前方に位置するわき道から他車両が流入する場合の推奨速度
を算出する方法を説明するためのダイヤグラムである。
【０１０８】
　地点Ｐから交差点までの距離をＤとし、地点Ｐからわき道までの距離をＤ’とする。
【０１０９】
　時刻tpiにおいて地点Ｐを通過した車両がわき道まで到達する時間は、直進時の推奨所
要時間Ｔstraightiを用いて、（Ｄ’／Ｄ）Ｔstraightiで表すことができる。これから、
この車両が、わき道に到達する時刻t'iは、ｔ'i＝tpi＋（Ｄ’／Ｄ）Ｔstraightiと表す
ことができる。
【０１１０】
　走行干渉評価部14は、この時刻t'iにおいてわき道から流入する車両が存在するか否か
を判断する。たとえば、周辺の他車両との情報通信により、カーナビゲーションシステム
の経路情報を取得し、わき道から自車両の前方に流入する旨の他車両走行情報を受信する
ことが考えられる。また、道路周辺に設置された基地局を介して、交通情報を管理してい
るセンターからの情報を受信し、わき道から自車両の前方に流入する旨の他車両走行情報
を受信することが考えられる。さらに、前方を走行する車両との情報通信により、わき道
から流入しようとする車両が存在する旨の他車両走行情報を取得することが考えられる。
【０１１１】
　このような流入情報を備える他車両走行情報を受信した場合には、走行干渉評価部14は
、該当する他車両の流入が自車両の走行を干渉しないか否を判断する。
【０１１２】
　自車両が現在速度で走行しても流入する車両が障害にならない場合には、第１実施例と
同様の方法で推奨所要時間及び推奨速度を算出する。
【０１１３】
　また、自車両が現在速度で走行すると流入する車両が障害になると判断した場合には、
遅れ時間情報保持部22に保持されている流入車両による遅れ時間情報である第３所要時間
を参照し、これに基づいて推奨所要時間及び推奨速度を算出する。
【０１１４】
　第３所要時間は、統計的に得られた時間情報を固定値として遅れ時間情報保持部22に保
持することができ、好ましくは、測道または道路沿いの施設に対応して、それぞれ個々の
値を遅れ時間情報保持部22に保持することができる。
【０１１５】
　図10に示すように、時刻tp2に地点Ｐを通過した車両の前方に位置してわき道からの流
入車両がある場合、この車両がわき道に到達する時刻t'2が第２所要時間tm3を考慮した時
刻t'2＝tp2＋（Ｄ’／Ｄ）Ｔstraight2＋tm3となるように推奨所要時間を算出する。
【０１１６】
　わき道から交差点までの間の推奨所要時間及び推奨速度は、前述した第１実施形態～第
３実施形態と同様にして算出することができる。
【０１１７】
　このように、信号の変化タイミングの情報がないようなわき道であっても、車両の経路
情報などから流入車両が存在する旨の他車両走行情報を得ることができれば、急激な速度
変化がないような推奨所要時間及び推奨速度を算出することが可能であり、安全な運転支
援を行うことが可能であるとともに、燃料消費を抑制することが可能となる。
【０１１８】
　〈第５実施形態〉
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　　運転支援装置の第５実施形態を図に基づいて説明する。
【０１１９】
　第５実施形態に用いられる運転支援装置10は、第３実施形態と同様の構成を含んでもよ
い。
【０１２０】
　遅れ時間情報保持部22は、車両が道路沿いの施設に進入することを完了するために必要
であると想定される第４所要時間情報を保持する。
【０１２１】
　第４所要時間は、統計的に得られた時間情報を固定値として遅れ時間情報保持部22に保
持することができ、好ましくは、測道または道路沿いの施設に対応して、それぞれ個々の
値を遅れ時間情報保持部22に保持することができる。
【０１２２】
　走行情報受信部12は、自車両の前方を走行する他車両の目的地が道路沿いの施設である
旨の目的地情報を含む他車両走行情報を受信する。
【０１２３】
　走行干渉評価部14は、他車両走行情報に含まれる目的情報に基づいて遅れ時間情報保持
部22に保持された第４所要時間情報を参照して、自車両の走行が干渉されるか否かを判断
する。
【０１２４】
　図11は、自車両の前方を走行する他車両が道路沿いの施設に進入する場合の推奨速度を
算出する方法を説明するためのダイヤグラムである。
【０１２５】
　自車両の前方に位置して店舗や駐車場、その他の施設などがあり、走行中の道路から車
両が流出可能であるような場合を考える。地点Ｐから交差点までの距離をＤとし、地点Ｐ
から施設までの距離をＤ’とする。
【０１２６】
　自車両が時刻tp2に地点Ｐを通過した車両Ｃ2であり、その前方を他車両Ｃ1が走行して
いるとする。
【０１２７】
　車両Ｃ1及びＣ2は、前述した実施形態と同様に、それぞれ直進時における推奨所要時間
Ｔstraight1及びＴstraight2に基づいて走行しており、店舗に到達する時刻t'1＝tp1＋（
Ｄ’／Ｄ）Ｔstraight1、t'2＝tp2＋（Ｄ’／Ｄ）Ｔstraight2である。
【０１２８】
　車両Ｃ1の目的地がこの店舗である場合には、店舗に近づくと減速して、道路から流出
する。車両Ｃ1が最初に設定された推奨速度に基づいて走行した場合に店舗位置に到達す
る時刻よりも、店舗近傍において減速することにより、第４所要時間tm4だけ遅れるもの
とする。この時の車両Ｃ1の店舗位置への到着時刻t'1＝tp1＋（Ｄ’／Ｄ）Ｔstraight1＋
tm4で表すことができる。
【０１２９】
　車両Ｃ2に搭載される運転支援装置10では、車両Ｃ1の目的地がこの店舗であることを知
ることができれば、車両Ｃ1による走行の干渉が発生するか否かを判断して、第４所要時
間tm4を考慮した推奨所要時間及び推奨速度を決定することができる。
【０１３０】
　車両Ｃ1の目的地がこの店舗であるという点は、たとえば、車両Ｃ1に搭載されたカーナ
ビゲーションの経路情報を情報通信で取得することで得ることができる。
【０１３１】
　店舗側に流出した車両Ｃ1の後続の車両の推奨所要時間および推奨速度は、店舗を過ぎ
た後において前述の実施形態と同様にして算出することができる。
【０１３２】
　このようにした第５実施形態では、信号の変化タイミングの情報がないような道路沿い
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の施設への流出があった場合であっても、車両の経路情報などから流出車両が存在する旨
の他車両走行情報を得ることができれば、急激な速度変化がないような推奨所要時間及び
推奨速度を算出することが可能であり、安全な運転支援を行うことが可能であるとともに
、燃料消費を抑制することが可能となる。
【０１３３】
　〈センター管理〉
　道路情報や信号情報及び車両走行情報をセンターで一括管理し、各車両に推奨所要時間
及び推奨速度を送信するようにしてもよい。
【０１３４】
　図12は、各種情報を所定のセンターで管理する場合の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【０１３５】
　車両1110には、経路設定部1111、車両状態検出部1112、走行情報送出部1113、推奨速度
受信部1114を備えている。
【０１３６】
　経路設定部1111は、運転者が行き先を設定して記憶させるものであって、たとえば、カ
ーナビゲーションシステムの情報を用いることが可能である。
【０１３７】
　車両状態検出部1112は、少なくとも現在の車両の位置情報、速度情報を含む車両走行情
報を検出するものである。たとえば、位置情報としては、カーナビゲーションシステムや
その他のGPS機能を搭載する装置から得られる車両の現在位置を用いることができる。ま
た、道路周辺に設置されたビーコンなどから電波を受信して、車両の現在位置を特定する
ことも可能である。
【０１３８】
　走行状態送出部1113は、経路設定部1111に設定された経路情報及び車両状態検出部1112
で検出された走行情報をセンター1120に送信する。
【０１３９】
　　推奨速度受信部1114は、センター1120から送信される推奨所要時間及び推奨速度を受
信する。
【０１４０】
　センター1120は、走行情報受信部12、走行干渉評価部14、推奨速度計算部16、道路情報
保持部18、信号情報保持部20、遅れ時間情報保持部22、推奨速度送信部1121を備えている
。
【０１４１】
　走行情報受信部12は、道路周辺に設置されている基地局を介して、各車両から送信され
てくる経路情報や現在の位置及び速度に関する車両走行情報などを受信する。
【０１４２】
　走行情報受信部12は、車両走行情報以外にも、歩行者や二輪車の通行状況などを取得し
て、車両走行の障害となる場合にはこれを考慮した推奨速度を算出するようにしてもよい
。たとえば、道路周辺に赤外線センサやマイクロ波移動体検知センサなどを設置して得ら
れた移動体の検知信号を受信するようにできる。
【０１４３】
　走行干渉評価部14、推奨速度計算部16、道路情報保持部18、信号情報保持部20、遅れ時
間情報保持部22は、それぞれ前述した実施例と同様の機能を実施するものであって、各車
両における推奨所要時間及び推奨速度を算出する。
【０１４４】
　推奨速度計算部16で算出された推奨所要時間及び推奨速度は、推奨速度送信部1121を介
して各車両1110に送信される。
【０１４５】
　車両走行情報の送受信、推奨速度は、それぞれ道路周辺に設置された基地局を介して無
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線通信により送受信される。
【０１４６】
　車両1110では、推奨速度受信部1114で受信した推奨所要時間及び推奨速度を所定のモニ
タ（図示せず）に画像情報として表示してもよく、スピーカ（図示せず）を介して音声出
力することもできる。モニタやスピーカは、カーナビゲーションシステムと共用で使用す
ることも可能であり、専用のシステムとして設置することもできる。また、低速ACC（Ada
ptive Cruise Control）など自動的に車両速度を制御する装置の設定速度情報として利用
することも可能である。
【０１４７】
　また、経路情報設定部1111は、センター1120側から車載機に送信されるコンテンツ上で
設定可能であり、入力された経路情報をセンター1120側に設置されるサーバで管理するよ
うにしてもよい。
【０１４８】
　また、信号情報保持部20で保持している信号の変化タイミングとは別に、信号機から送
信される信号制御信号を受信し、これの信号制御信号に基づいて信号の変化タイミングを
検出してもよい。押しボタン信号の変化タイミングは周期が不規則であるが、直接制御信
号を取得することによって、正確な変化タイミングを検出することが可能となる。
【０１４９】
　このような構成含むことにより、所定のセンター1120で複数の車両1110の車両走行情報
を受信して、現在の道路の状況に関する情報を的確に把握することが可能であり、各車両
の適切な走行速度を指示することが可能となる。
【０１５０】
　推奨速度計算部16で算出された推奨所要時間や推奨速度は、各車両の急激な速度変化を
低減し、事故の防止や渋滞の緩和に繋がるとともに、燃料消費量を低減することが可能と
なる。
【０１５１】
　さらに、各車両1110において、信号情報や道路情報、遅れ時間情報などのデータベース
を保持する必要がなく、また、走行干渉の有無を判別する機能及び推奨速度の算出機能も
必要がなくなることから、車載装置を単純かつ安価にすることができる。
【０１５２】
　また、信号情報や道路情報の変化をセンター側で常時入手して更新することで、常に最
新の情報を用いて推奨速度を算出することができる。
【０１５３】
　〈テレマティクスサービスの利用〉
　車両に携帯電話などの移動体通信システムを利用してサービスを提供するテレマティク
スサービスが存在する。このようなテレマティクスサービスでは、移動体通信システムを
利用して交通情報配信や電子メールの送受信、渋滞情報の閲覧などができる。
【０１５４】
　このようなシステムを利用して、車両の走行における推奨所要時間や推奨速度をテレマ
ティクスセンター側で算出し、各車両に送信することができる。
【０１５５】
　図13は、各種情報をテレマティクスセンターで管理する場合の構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【０１５６】
　車両1110には、経路設定部1111、車両状態検出部1112、走行情報送出部1113、推奨速度
受信部1114に加えて、車速パルス検出部1210、GPS受信部1211を備えている。
【０１５７】
　経路設定部1111は、運転者が行き先を設定して記憶させるものであって、たとえば、カ
ーナビゲーションシステムの情報を用いることが可能である。
【０１５８】
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　車両状態検出部1112は、少なくとも現在の車両の位置情報、速度情報を含む車両走行情
報を検出するものである。たとえば、位置情報としては、カーナビゲーションシステムや
その他のGPS機能を搭載する装置から得られる車両の現在位置を用いることができる。ま
た、道路周辺に設置されたビーコンなどから電波を受信して、車両の現在位置を特定する
ことも可能である。
【０１５９】
　ここで、車両1110には車速パルス検出部1210、GPS受信部1211を備えており、車両状態
検出部1112は、車速パルス検出1210から送信される信号に基づいて車両の速度を検出する
ことができ、GPS受信部1211から送信される信号に基づいて車両の位置情報を検出するこ
とが可能である。
【０１６０】
　走行状態送出部1113は、経路設定部1111に設定された経路情報及び車両状態検出部1112
で検出された走行情報をテレマティクスセンター1220に送信する。
【０１６１】
　推奨速度受信部1114は、テレマティクスセンター1220から送信される推奨所要時間及び
推奨速度を受信する。
【０１６２】
　テレマティクスセンター1220は、走行情報受信部12、走行干渉評価部14、推奨速度計算
部16、道路情報保持部18、信号情報保持部20、遅れ時間情報保持部22、推奨速度送信部11
21を備えている。
【０１６３】
　走行情報受信部12は、携帯電話回線などの移動体通信システムを利用して、各車両から
送信されてくる経路情報や現在の位置及び速度に関する車両走行情報などを受信する。
【０１６４】
　走行干渉評価部14、推奨速度計算部16、道路情報保持部18、信号情報保持部20、遅れ時
間情報保持部22は、それぞれ前述した実施例と同様の機能を実施するものであって、各車
両における推奨所要時間及び推奨速度を算出する。
【０１６５】
　推奨速度計算部16で算出された推奨所要時間及び推奨速度は、推奨速度送信部1121を介
して各車両1110に送信される。
【０１６６】
　車両走行情報の送受信、推奨速度は、それぞれ携帯電話回線などの移動体通信システム
を利用して送受信される。
【０１６７】
　車両1110では、推奨速度受信部1114で受信した推奨所要時間及び推奨速度を所定のモニ
タ（図示せず）に画像情報として表示するようにしてもよく、スピーカ（図示せず）を介
して音声出力するようにしてもよい。モニタやスピーカは、カーナビゲーションシステム
と共用で使用することも可能であり、専用のシステムとして設置することも可能である。
【０１６８】
　また、経路情報設定部1111は、テレマティクスセンター1220側から車載機に送信される
コンテンツ上で設定可能であり、入力された経路情報をセンター1120側に設置されるサー
バで管理することもできる。
【０１６９】
　このような構成を含むことにより、所定のテレマティクスセンター1220で複数の車両11
10の車両走行情報を受信して、現在の道路の状況に関する情報を的確に把握することが可
能であり、各車両の適切な走行速度を指示することが可能となる。
【０１７０】
　推奨速度計算部16で算出された推奨所要時間や推奨速度は、各車両の急激な速度変化を
低減し、事故の防止や渋滞の緩和に繋がるとともに、燃料消費量を低減することが可能と
なる。
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【０１７１】
　さらに、各車両1110において、信号情報や道路情報、遅れ時間情報などのデータベース
を保持する必要がなく、また、走行干渉の有無を判別する機能及び推奨速度の算出機能も
必要がなくなることから、車載装置を単純かつ安価にすることができる。
【０１７２】
　また、信号情報や道路情報の変化をテレマティクスセンター1220で常時入手して更新す
ることで、常に最新の情報を用いて推奨速度を算出することができる。
【０１７３】
　テレマティクスシステムは、既存のシステムとして稼働しているものがいくつか存在す
ることから、このようなシステムを利用して、テレマティクスセンター1220で各車両の走
行情報を集約し、推奨速度の算出および指示を送信することも容易である。
【産業上の利用可能性】
【０１７４】
　道路交通の有効活用、燃料消費量の削減、事故の防止、渋滞の緩和などを促進し、ITS
システムのさらなる高度化を図る。
【符号の説明】
【０１７５】
10　運転支援装置
12　走行情報受信部
14  走行干渉評価部
16　推奨速度計算部
18　道路情報保持部
20　信号情報保持部
22　遅れ時間情報保部部

【図１】 【図２】
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