
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体を運転する際に、視覚によって認識すべき物体に関する情報量を決定する決定手
段と、
　運転者が視覚から得ることのできる視覚情報の許容情報量を設定する許容情報量設定手
段と、
　前記移動体の運転者の運転を支援する運転支援手段と、
　前記物体に関する情報量と前記許容情報量との大小関係に応じて、前記運転支援手段に
よる運転支援の度合いを変更する変更手段とを備え
　

ることを特徴とする運転支援装置
。
【請求項２】
　前記運転支援手段は、
　前記運転者に対して注意を喚起することにより前記運転者の運転を支援する注意喚起手
段と、
　前記移動体の運転操作へ介入することにより前記運転者の運転を支援する運転操作支援
手段との少なくとも一方を備え、
　前記変更手段は、前記注意喚起手段、及び前記運転操作支援手段の少なくとも一方に関
して、前記運転支援の度合いを変更することを特徴とする請求項１記載の運転支援装置。
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、
前記変更手段は、前記物体に関する情報量が前記許容情報量と同等、又はそれ以下の場

合には、前記運転支援の度合いが低くなるように変更す



【請求項３】
　前記変更手段は、前記運転支援の度合いの変更として、前記注意喚起手段による運転者
への注意喚起の度合い、及び／又は、前記運転操作支援手段による運転操作への介入度合
いを変更することを特徴とする請求項２記載の運転支援装置。
【請求項４】
　前記決定手段は、所定時間当りの視覚によって認識すべき物体に関する情報量を決定し
、
　前記許容情報量設定手段は、前記所定時間内に運転者が視覚から得ることのできる前記
許容情報量を設定することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の運転支援装
置。
【請求項５】
　前記運転者の周囲に存在する物体を検出する物体検出手段と、
　前記物体検出手段の検出する物体の中から、移動体を運転する際に視覚によって認識す
べき物体を抽出する抽出手段とを備え、
　前記決定手段は、前記抽出手段によって抽出される物体数を前記物体に関する情報量と
して決定することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の運転支援装置。
【請求項６】
　前記移動体の現在位置を検出する位置検出手段と、
　複数の異なる道路環境毎に、移動体を運転する際に視覚によって認識すべき物体数を設
定する設定手段とを備え、
　前記決定手段は、前記移動体の現在位置の道路環境に対応する前記物体数を前記物体に
関する情報量として決定することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の運転
支援装置。
【請求項７】
　前記移動体の現在位置を検出する位置検出手段と、
　前記移動体を運転する際に視覚によって認識すべき物体数を地図上の位置と関連付けて
記憶する記憶手段とを備え、
　前記決定手段は、前記移動体の現在位置に対応する前記物体数を前記記憶手段から抽出
し、この抽出した物体数を前記物体に関する情報量として決定することを特徴とする請求
項１～４のいずれか１項に記載の運転支援装置。
【請求項８】
　前記設定手段、及び前記記憶手段の少なくとも一方は、時間帯、曜日、及び天候の少な
くとも１つを考慮して前記物体数を設定、又は記憶することを特徴とする請求項６又は７
記載の運転支援装置。
【請求項９】
　前記決定手段は、少なくとも障害物、及び道路設備を前記認識すべき物体として決定す
ることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の運転支援装置。
【請求項１０】
　前記運転者に関する固有情報を入力する運転者情報入力手段を備え、
　前記許容情報量設定手段は、前記運転者情報入力手段によって入力される運転者に関す
る情報に基づいて前記許容情報量を設定することを特徴とする請求項１～９のいずれか１
項に記載の運転支援装置。
【請求項１１】
　前記物体検出手段は、前記移動体の周囲に存在する障害物を検出し、
　前記物体検出手段の検出する障害物のうち、前記運転支援手段による運転支援の対象と
すべき障害物を選定する選定手段を備え、
　前記運転支援手段は、前記選定手段によって選定された障害物に対する運転支援を行う
ことを特徴とする請求項５記載の運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、自動車等の移動体の運転を支援する運転支援装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両前方の障害物に関する情報を運転者に提供する走行環境監視警報装置が提案
されている（例えば、特許文献１参照。）。この特許文献１に開示されている走行環境監
視警報装置によれば、例えば、運転者の視線方向を主とする運転者の状態を検出し、運転
者が認知していないと判断される障害物が存在する場合に警報音を発して、運転者の注意
を喚起する。
【特許文献１】特開平１１－１３９２２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　例えば、運転者の視線方向に多くの障害物が存在するとき、運転者は、全ての障害物を
瞬時に認知することが困難となるが、上述した走行環境監視警報装置では、運転者は、障
害物の数によらず、視線方向に存在する全ての全ての障害物を認知しているとみなすため
、運転者自身が認知できなかった障害物の存在に対して注意を喚起することができない。
【０００４】
　本発明は、かかる問題を鑑みてなされたもので、運転者の状態に適切に対応した運転支
援を行うことができる運転支援装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の運転支援装置は、移動体を運転する際に、視覚によって認識すべき物
体に関する情報量を決定する決定手段と、運転者が視覚から得ることのできる視覚情報の
許容情報量を設定する許容情報量設定手段と、移動体の運転者の運転を支援する運転支援
手段と、物体に関する情報量と許容情報量との大小関係に応じて、運転支援手段による運
転支援の度合いを変更する変更手段とを備え

ること
を特徴とする。
【０００６】
　 視覚によって認識すべき物体に関する情報量（以下、必要視覚情報量と呼ぶ）
が許容情報量と同等、又はそれ以下の場合、運転者は、運転者自身の周囲から運転に必要
な視覚情報を全て取得できていると想定される。このような場合には、運転支援の度合い
が低くなるように変更することで、例えば、運転者に対して煩わしい注意喚起を行ったり
、運転者の意図と異なった運転操作の支援を行ったりしないようにすることができる。
【０００７】
　一方、例えば、必要視覚情報量が許容情報量を超える場合、運転者は、運転者自身の周
囲から運転に必要な視覚情報を全て取得できていないと想定される。このような場合には
、運転支援の度合いが高くなるように変更することで、例えば、運転者が得ることのでき
ない視覚情報の存在に対して注意喚起を行ったり、運転者の意図に沿った運転操作の支援
を行ったりすることができる。
【０００８】
　請求項２に記載の運転支援装置によれば、運転支援手段は、運転者に対して注意を喚起
することにより運転者の運転を支援する注意喚起手段と、移動体の運転操作へ介入するこ
とにより運転者の運転を支援する運転操作支援手段との少なくとも一方を備え、変更手段
は、注意喚起手段、及び運転操作支援手段の少なくとも一方に関して、運転支援の度合い
を変更することを特徴とする。これにより、運転者の状態に適した運転支援を行うことが
できる。
【０００９】
　請求項３に記載の運転支援装置によれば、変更手段は、運転支援の度合いの変更として
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、変更手段は、物体に関する情報量が許容情
報量と同等、又はそれ以下の場合には、運転支援の度合いが低くなるように変更す

運転者が



、注意喚起手段による運転者への注意喚起の度合い、及び／又は、運転操作支援手段によ
る運転操作への介入度合いを変更することを特徴とする。
【００１０】
　例えば、必要視覚情報量が許容情報量と同等、又はそれ以下の場合には、注意喚起のた
めの警報の音量や頻度等の度合いや運転操作への介入度合いを控えめにすることで、運転
者にとって煩わしい警報や意図しない操作介入とならないようにすることができる。
【００１１】
　一方、例えば、必要視覚情報量が許容情報量を超える場合には、注意喚起のための警報
の音量や頻度等の度合いや運転操作への介入度合いを高めることで、運転者の状態に適し
た警報や操作介入を行うことができる。
【００１２】
　請求項４に記載の運転支援装置によれば、決定手段は、所定時間当りの視覚によって認
識すべき物体に関する情報量を決定し、許容情報量設定手段は、所定時間内に運転者が視
覚から得ることのできる許容情報量を設定することを特徴とする。これにより、時々刻々
と変化する必要視覚情報量と許容情報量との大小関係を把握することができる。
【００１３】
　請求項５に記載の運転支援装置は、運転者の周囲に存在する物体を検出する物体検出手
段と、物体検出手段の検出する物体の中から、移動体を運転する際に視覚によって認識す
べき物体を抽出する抽出手段とを備え、決定手段は、抽出手段によって抽出される物体数
を物体に関する情報量として決定することを特徴とする。
【００１４】
　例えば、レーザレーダセンサやカメラ等によって検出された検出結果のうち、移動体を
運転する際に視覚によって認識すべき物体（例えば、他車両や歩行者等の障害物、交差点
等に設置される信号機、道路標識、道路の走行区分を示す車線等の道路設備等）を抽出す
ることで、必要視覚情報量を決定することができる。
【００１５】
　請求項６に記載の運転支援装置は、移動体の現在位置を検出する位置検出手段と、複数
の異なる道路環境毎に、移動体を運転する際に視覚によって認識すべき物体数を設定する
設定手段とを備え、決定手段は、移動体の現在位置の道路環境に対応する物体数を物体に
関する情報量として決定することを特徴とする。
【００１６】
　例えば、交差点の大小や道路属性（郊外／市街路）等の道路環境の違いによって、必要
視覚情報量が異なると想定される。そのため、例えば、交差点の大小、道路属性の違いに
対する必要視覚情報量を予め実験等によって求めておき、この実験結果に現在位置の交差
点の大小、及び道路属性を当てはめることで、必要視覚情報量を決定することができる。
【００１７】
　請求項７に記載の運転支援装置は、移動体の現在位置を検出する位置検出手段と、移動
体を運転する際に視覚によって認識すべき物体数を地図上の位置と関連付けて記憶する記
憶手段とを備え、決定手段は、移動体の現在位置に対応する物体数を記憶手段から抽出し
、この抽出した物体数を物体に関する情報量として決定することを特徴とする。
【００１８】
　例えば、事故が多発する交差点等における必要視覚情報量を予め実施等によって求めて
おき、これを地図データとして記憶させておく。これにより、自車両がその交差点に進入
する場合には、進入する交差点における物体数を抽出することで、必要視覚情報量を決定
することができる。
【００１９】
　請求項８に記載の運転支援装置によれば、設定手段、及び記憶手段の少なくとも一方は
、時間帯、曜日、及び天候の少なくとも１つを考慮して物体数を設定、又は記憶すること
を特徴とする。このように、必要視覚情報量が変動すると想定される時間帯、曜日、天候
等を考慮して物体数を設定、又は記憶することで、実際の交通状況に応じた必要視覚情報
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量を決定することができる。
【００２０】
　請求項９に記載の運転支援装置によれば、決定手段は、少なくとも障害物、及び道路設
備を認識すべき物体として決定することを特徴とする。これにより、障害物や道路設備等
に対する必要視覚情報量を決定することができる。
【００２１】
　請求項１０に記載の運転支援装置は、運転者に関する固有情報を入力する運転者情報入
力手段を備え、許容情報量設定手段は、運転者情報入力手段によって入力される運転者に
関する情報に基づいて許容情報量を設定することを特徴とする。
【００２２】
　例えば、運転者の年齢や運転経験等の違いによって、視覚情報の許容情報量が異なると
想定される。そのため、例えば、加齢、運転経験の違いに対する視覚情報の許容情報量を
予め実験等によって求めておき、この実験結果に運転者の年齢、運転経験等の固有情報を
当てはめることで、運転者の許容情報量を設定することができる。
【００２３】
　請求項１１に記載の運転支援装置によれば、物体検出手段は、移動体の周囲に存在する
障害物を検出し、物体検出手段の検出する障害物のうち、運転支援手段による運転支援の
対象とすべき障害物を選定する選定手段を備え、運転支援手段は、選定手段によって選定
された障害物に対する運転支援を行うことを特徴とする。
【００２４】
　例えば、移動体の前方に障害物が検出される場合、検出された全ての障害物を運転支援
の対象とすべき障害物として選定したり、移動体からの距離が最も近い障害物を選定した
りして、この選定した障害物に対する運転支援を行う。あるいは、運転者の視線方向を検
出する視線検出手段を備えて、運転者の視線方向以外の方向に位置する障害物を選定して
、この選定した障害物に対する運転支援を行うようにする。これにより、運転者の状態に
適切に対応した運転支援を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の運転支援装置について、図面に基づいて説明する。本実施形態の運転支
援装置は、自動車等の車両に搭載されるもので、車両の運転を支援する装置である。図１
に、本実施形態における運転支援装置の全体構成を示す。
【００２６】
　同図のように、運転支援装置２００は、スロットル開度センサ１０、ステアリングセン
サ２０、レーザレーダセンサ３０、ヨーレートセンサ４０、車速センサ５０、ＣＣＤカメ
ラ６０、ナビゲーション装置７０を備え、これら各構成はコンピュータ８０に接続される
。
【００２７】
　また、運転支援装置２００は、スロットル駆動器９０、ブレーキ駆動器１００、ステア
リング駆動器１１０、自動変速機制御器１２０、表示装置１３０、入力装置１４０、及び
警報装置１５０をさらに備え、各々コンピュータ８０に接続される。
【００２８】
　コンピュータ８０は、図示しない入出力インターフェース（Ｉ／Ｏ）および各種の駆動
回路を備えている。これらのハード構成は一般的なものであるので詳細な説明は省略する
。このコンピュータ８０は、各種センサからの情報に基づいて、表示装置１３０や警報装
置１５０等から運転者に対して注意を喚起する処理を実行するほか、スロットル駆動器９
０、ブレーキ駆動器１００、ステアリング駆動器１１０、自動変速機制御器１２０等を駆
動して運転操作を支援する処理も実行する。
【００２９】
　スロットル開度センサ１０は、スロットルバルブの開度を検出するものである。この検
出したスロットルバルブの開度信号は、コンピュータ８０に送られる。ステアリングセン
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サ２０は、ハンドルの操舵角の変更量を検出するものであり、その値から相対的な操舵角
を検出するものである。
【００３０】
　レーザレーダセンサ３０は、レーザ光を車両周囲の所定範囲に照射することにより、そ
のレーザ光を反射する反射物体との距離、相対速度等を検出する。この検出結果は、電気
信号に変換されたのちコンピュータ８０へ出力される。なお、このレーザレーダセンサ３
０は、レーザ光を用いて物体を検出するものであるが、マイクロ波等の電波や超音波等を
用いて車両周囲の物体を検出するものであってもよい。
【００３１】
　ヨーレートセンサ４０は、車両の鉛直方向周りの角速度を検出する。車速センサ５０は
、車輪の回転速度に対応した信号を検出するセンサである。ＣＣＤカメラ６０は、車両の
周囲を撮影する撮像手段として用いられる光学式のカメラであり、撮影画像を電気信号に
変換してコンピュータ８０へ出力する。
【００３２】
　ナビゲーション装置７０は、周知のごとく、車両の現在位置周辺の地図を表示する地図
表示機能、所望の施設を検索する施設検索機能、目的地までの経路を誘導する経路誘導機
能等の各種機能を実行するものである。このナビゲーション装置７０の構成を図２に示す
。
【００３３】
　同図に示すように、ナビゲーション装置７０は、位置検出器７１、地図データ入力器７
４、外部メモリ７６、音声入出力装置７７、リモコンセンサ７８、及びこれらと接続する
制御回路７５によって構成される。
【００３４】
　制御回路７５は、通常のコンピュータとして構成されており、内部には周知のＣＰＵ、
ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスラインが備えられている。ＲＯ
Ｍには、ナビゲーション装置７０が実行するためのプログラムが書き込まれており、この
プログラムに従ってＣＰＵ等が所定の演算処理を実行する。また、制御回路７５は、外部
メモリ７６内のデータを読み込んだり、外部メモリ７６内にデータを書き込んだりする。
【００３５】
　位置検出器７１は、車両の現在位置を検出するもので、いずれも周知の地磁気センサ７
２、及び衛星からの電波に基づいて車両の位置を検出するＧＰＳ（ Global Positioning S
ystem）のためのＧＰＳ受信機７３によって構成される。
【００３６】
　地図データ入力器７４は、道路データ、背景データ、目印データ等から構成される地図
データを入力するための装置であり、制御回路７５からの要請により各種データを送信す
る。これら各種データを記憶する記憶媒体としては、ＣＤ、ＤＶＤ、ＨＤ（ハードディス
ク）等の大容量の記憶媒体が主に用いられる。
【００３７】
　音声入出力装置７７は、図示しない入力装置及び出力装置から構成される。入力装置は
、ユーザの発話内容を認識して、ナビゲーション装置７０の各種入力に用いるものである
。一方、出力装置は、スピーカやオーディオアンプ等から構成されるもので、音声案内等
に用いられる。
【００３８】
　ナビゲーション装置７０は、これらの構成によって、上述した各種機能を実行する。ま
た、コンピュータ８０からの要請に応じて、現在位置とその周辺の道路環境に関する情報
（例えば、交差点や道路属性等に関する情報）を出力する。
【００３９】
　図１に示すスロットル駆動器９０、ブレーキ駆動器１００、ステアリング駆動器１１０
、及び自動変速機制御器１２０は、いずれもコンピュータ８０からの指示に応じて駆動す
るものである。スロットル駆動器９０は、スロットルバルブの開度を調節し、内燃機関の
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出力を制御する。ブレーキ駆動器１００はブレーキ圧力を調節し、ステアリング駆動器１
１０はステアリングに回転トルクを発生させることで、ステアリングを駆動する。自動変
速機制御器１２０は、車両の速度を制御する上で必要な、自動変速機のギヤ位置を選択す
るものである。
【００４０】
　表示装置１３０は、例えば、液晶ディスプレイによって構成され、車室内のセンターコ
ンソール付近に設置される。この表示装置１３０には、ナビゲーション装置７０から出力
される地図表示の画像データや、コンピュータ８０から出力される運転者に対して注意を
喚起するための警告表示の画像データを入力し、各画像データに対応した画像を表示する
。
【００４１】
　入力装置１４０は、例えば、表示装置１３０と一体になったタッチスイッチもしくはメ
カニカルなスイッチ等が用いられ、文字入力等の各種入力に使用される。警報装置１５０
は、運転者への注意を喚起するための警報音を発生する装置であり、コンピュータ８０か
らの指示に応じた警報を出力する。
【００４２】
　コンピュータ８０は、車両の周囲に存在する障害物に対する警報を発生することで運転
者の注意を喚起する認知支援処理や、上述したブレーキ駆動器１００、ステアリング駆動
器１１０、自動変速機制御器１２０等を駆動して運転者の運転操作に介入し、障害物との
衝突を回避する運転操作支援処理を実行する。
【００４３】
　なお、コンピュータ８０は、運転者が運転中に視覚から得る視覚情報の中から運転に必
要と想定される視覚情報（必要視覚情報）を抽出するとともに、運転者が視覚から得るこ
とのできる視覚情報の許容情報量を設定する。そして、この抽出した必要視覚情報の情報
量（必要視覚情報量）と許容情報量との大小関係を常時把握し、この大小関係に応じて、
認知支援における警報の種類（例えば、音量、警報発生の頻度等）や運転操作支援におけ
る運転操作への介入程度（例えば、減速度の大きさ、ステアリングに発生させる回転トル
クの大きさ等）を変更する。
【００４４】
　図３に、コンピュータ８０の制御ブロック図を示す。同図に示す必要視覚情報抽出部８
１は、レーザレーダセンサ３０やＣＣＤカメラ６０によって検出された検出結果から、車
両の周囲に存在する他車両や歩行者等の障害物、交差点等に設置される信号機、道路標識
、道路の走行区分を示す車線等の道路設備など、運転者が車両を運転する際に視覚から得
ることが可能で、さらに、運転に必要と想定される物体（必要視覚情報）を抽出する。こ
の必要視覚情報抽出部８１は、単位時間毎（例えば、数秒程度等）の必要視覚情報を抽出
する。
【００４５】
　なお、必要視覚情報量は、一般的には、図４に示すような道路環境との関係を有すると
想定される。同図は、交差点や道路属性等の道路環境と必要視覚情報量との関係を示すも
のである。同図は、現在位置の道路が郊外路に属する場合や、進行方向に小さい交差点（
例えば、道路幅の狭い、車線数の少ない交差点等）が存在する場合には、道路設備等の必
要視覚情報は少ないことを示している。これに対し、道路が市街路に属する場合や、進行
方向に大きい交差点（例えば、道路幅の広い、車線数の多い交差点等）が存在する場合に
は、道路設備等の必要視覚情報が多くなることを示している。
【００４６】
　このように、必要視覚情報の情報量（必要視覚情報量）は、道路環境との間に相関があ
ると想定できる。そこで、上述のレーザレーダセンサ３０やＣＣＤカメラ６０の検出結果
から道路設備に関する必要視覚情報を抽出する方法以外に、例えば、重回帰分析等の多変
量解析法を用いて、現在位置の道路属性と交差点とから道路設備に関する必要視覚情報量
を予測してもよい。
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【００４７】
　すなわち、必要視覚情報量（被説明変数ｙ）は、現在位置の道路の属性、及び、進路前
方の交差点の大小（説明変数ｘ）によって予測できるとし、道路属性や交差点の大きさの
異なる複数の道路環境における必要視覚情報量を予め調べ、図４に示すような重回帰式（
ｙ１）を得る。この重回帰式（ｙ１）に、ナビゲーション装置７０から得ることができる
進路前方の交差点の大小（ｘ１）、及び現在位置の道路属性（ｘ２）を代入することで、
道路設備に関する必要視覚情報量を得ることができる。
【００４８】
　この道路設備に関する必要視覚情報量にレーザレーダセンサ３０やＣＣＤカメラ６０の
検出結果から得られる他車両や歩行者等の障害物に関する必要視覚情報量を加味すること
で、運転者が運転中に視覚から得る視覚情報の中から運転に必要と想定される必要視覚情
報）を抽出することができる。
【００４９】
　なお、この必要視覚情報量を得る方法として、例えば、事故が多発する交差点等におけ
る必要視覚情報量を予め実測等によって求め、これをナビゲーション装置７０の地図デー
タとして記憶させておき、この地図データから現在位置における必要視覚情報量を抽出す
るようにしてもよい。これにより、自車両がその交差点に進入する場合には、進入する交
差点必要視覚情報量を地図データから速やかに抽出することができる。
【００５０】
　また、必要視覚情報量は、例えば、時間帯、曜日、天候等によって変動することが想定
されるため、これらの要因を考慮して必要視覚情報量を予測するとよい。これにより、実
際の交通状況に応じた必要視覚情報量とすることができる。
【００５１】
　図３に示す視覚情報キャパシティ設定部８２は、運転者が視覚から得ることのできる視
覚情報の許容情報量（キャパシティ）を設定する。この視覚情報のキャパシティは、図５
に示すように、一般的には運転者毎に異なる関係を示すと想定される。同図は、運転者の
年齢が低い（若年）場合や運転経験が長い場合は、視覚情報のキャパシティは大きく、運
転者の年齢が高い（高齢）場合や運転経験が短い場合は、視覚情報のキャパシティは小さ
くなることを示している。
【００５２】
　このように、運転者の視覚情報のキャパシティは、運転者の年齢、運転経験等との間に
相関があると想定できるため、上述した重回帰分析等の多変量解析法を用いて、運転者の
年齢、運転経験から視覚情報のキャパシティを予測してもよい。すなわち、運転者の視覚
情報のキャパシティ（被説明変数ｙ）は、運転者の年齢、運転経験（説明変数ｘ）によっ
て予測できるとし、年齢、運転経験等の異なる複数の運転者に対して視覚から得ることの
できる視覚情報のキャパシティを予め調べ、図５に示すような重回帰式（ｙ２）を得る。
【００５３】
　例えば、変化のない車両周囲を模擬した背景に他車両や歩行者等の障害物を模擬した図
形を重ねて表示し、単位時間当り（例えば、数秒程度）の運転者が認知できる視覚情報の
数を調べる。そして、運転者毎の視覚情報の数に基づいて重回帰式（ｙ２）を得るとよい
。そして、この重回帰式（ｙ２）に、運転者の年齢（ｘ３）、及び運転経験（ｘ４）を代
入することで、運転者の視覚情報のキャパシティを得ることができる。なお、運転者の年
齢（ｘ３）、運転経験（ｘ４）については、運転前に運転者から情報を入力させる。
【００５４】
　図３に示す衝突判定部８３は、車両の周囲に存在する障害物と自車両とが衝突する危険
性があるか否かを判定し、衝突する危険性がある障害物が１つでも存在すると判定される
場合には、上述した認知支援や運転操作支援等の運転支援を実行する指示を運転支援判定
部８５へ出す。
【００５５】
　比較部８４は、必要視覚情報抽出部８１からの必要視覚情報量と、視覚情報キャパシテ
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ィ設定部８２からの視覚情報のキャパシティとの大小関係を比較する。また、必要視覚情
報量と視覚情報のキャパシティとの差を算出する。
【００５６】
　図６は、必要視覚情報量と視覚情報のキャパシティとの関係を示すイメージ図である。
同図に示すように、現在の必要視覚情報量（ｙ１）と現在の視覚情報のキャパシティ（ｙ
２）との大小関係を比較することで、必要視覚情報量がキャパシティ内であるか、キャパ
シティオーバであるかを把握することができる。
【００５７】
　図３に示す運転支援判定部８５は、衝突判定部８３からの運転支援を実行する指示があ
るか否かに基づいて、運転支援を実行するか否かを判定する。例えば、運転支援を実行す
る指示がある場合には、運転支援を実行すると判定する。なお、運転支援を実行すると判
定した場合には、必要視覚情報量と視覚情報のキャパシティとの差を運転支援度合い設定
部８６へ送る。
【００５８】
　運転支援度合い設定部８６は、必要視覚情報量と視覚情報のキャパシティとの差に応じ
て運転支援の度合いを設定する。例えば、必要視覚情報量が視覚情報のキャパシティと同
等、又はそれ以下の場合、運転者は、運転者自身の周囲から運転に必要な視覚情報を全て
取得できていると想定される。
【００５９】
　このような場合、認知支援においては、警報の音量を小さくしたり、警報発生の頻度を
低くしたりする。また、運転操作支援においては、減速度の大きさを小さくしたり、ステ
アリングに発生させる回転トルクの大きさを小さくしたりする。このように、必要視覚情
報量が視覚情報のキャパシティと同等、又はそれ以下の場合には、運転支援の度合いが低
くなるように変更することで、運転者に対して煩わしい注意喚起を行ったり、運転者の意
図と異なった運転操作の支援を行ったりしないようにすることができる。
【００６０】
　一方、例えば、必要視覚情報量が視覚情報のキャパシティを超える場合、運転者は、運
転者自身の周囲から運転に必要な視覚情報を全て取得できていないと想定される。このよ
うな場合、認知支援においては、警報の音量を大きくしたり、警報発生の頻度を高くした
りする。また、運転操作支援においては、減速度を大きくしたり、ステアリングに発生さ
せる回転トルクを大きくしたりする。
【００６１】
　このように、必要視覚情報量が視覚情報のキャパシティを超える場合には、運転支援の
度合いが高くなるように変更することで、自車両周囲の障害物の存在に対して注意喚起を
行ったり、運転者の意図に沿った運転操作の支援を行ったりすることができる。
【００６２】
　次に、本実施形態の特徴部分に係わる、運転支援装置２００による運転支援処理につい
て、図７～図１０に示すフローチャートを用いて説明する。先ず、図７に示すステップ（
以下、Ｓと記す）１０では、運転者の情報（年齢、運転経験年数等）を入力する。Ｓ２０
では、車両の周囲の障害物を検出する。
【００６３】
　Ｓ３０では、視覚情報キャパシティ設定処理を実行する。この視覚情報キャパシティ設
定処理について、図８に示すフローチャートを用いて説明する。同図のＳ３１では、Ｓ１
０にて入力した運転者情報を取得する。Ｓ３２では、Ｓ３１で取得した運転者情報に基づ
いて、運転者の現在の視覚情報キャパシティを設定する。
【００６４】
　図７に示すＳ４０では、必要視覚情報設定処理を実行する。この必要視覚情報設定処理
について、図９に示すフローチャートを用いて説明する。同図のＳ４１では、現在位置の
道路環境（交差点、道路属性等）の情報を検出する。Ｓ４２では、Ｓ２０にて検出した障
害物情報を取得する。Ｓ４３では、道路環境の情報、及び障害物情報に基づいて、現在の
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必要視覚情報量を設定する。
【００６５】
　図７に示すＳ５０では、必要視覚情報量と視覚情報のキャパシティとを比較するととも
に、必要視覚情報の情報量とキャパシティとの差を求める。Ｓ６０では、Ｓ２０にて検出
した車両周囲の障害物の中で、衝突の危険がある障害物が存在するか否かを判定する。こ
こで、肯定判定される場合にはＳ７０へ処理を進め、否定判定される場合にはＳ２０へ処
理を移行し、上述した処理を繰り返す。Ｓ７０では、必要視覚情報量と視覚情報のキャパ
シティとの差に応じて運転支援の度合いを設定する。Ｓ８０では、Ｓ７０にて設定した度
合いによる運転支援を実行する。
【００６６】
　このように、本実施形態の運転支援装置２００は、車両の周囲の障害物と自車両とが所
定の関係にある場合、必要視覚情報量と許容情報量との大小関係に応じて、認知支援や運
転操作支援等の運転支援の度合いを変更したうえで、運転者の運転を支援する。これによ
り、運転者の状態に適した運転支援を行うことができる。
【００６７】
　（変形例１）
　本実施形態の必要視覚情報抽出部８１は、レーザレーダセンサ３０やＣＣＤカメラ６０
によって検出された検出結果から必要視覚情報を抽出するが、例えば、道路インフラとの
通信によって他車両や歩行者等の必要視覚情報を取得するようにしてもよいし、他車両や
歩行者との通信によって、必要視覚情報を取得するようにしてもよい。
【００６８】
　（変形例２）
　本実施形態の運転支援装置２００は、障害物に対する認知支援や障害物との衝突を回避
するための運転操作支援を行うものであるが、例えば、道路の走行区分を示す車線から自
車両が逸脱するような場合に運転支援を行うものや、その他の運転支援を行うものに適用
されることは言うまでもない。
【００６９】
　（変形例３）
　本実施形態における衝突判定部８３は、衝突する危険性がある障害物が１つでも存在す
ると判定される場合には、上述した認知支援や運転操作支援等の運転支援を実行する指示
を運転支援判定部８５へ出すものであるが、例えば、自車両からの距離が最も近い障害物
を選定して、この選定した障害物に対する運転支援を行うように運転支援判定部８５へ指
示を出すものであってもよい。これにより、最も緊急度の高い障害物に対する運転支援を
行うことができる。
【００７０】
　また、あるいは、運転者の視線方向を検出する視線検出手段を備えて、運転者の視線方
向以外の方向に位置する障害物を選定して、この選定した障害物に対する運転支援を行う
ように運転支援判定部８５へ指示を出すものであってもよい。これにより、運転者の状態
に適切に対応した運転支援を行うことができる。
【００７１】
　（変形例４）
　本実施形態における運転支援度合い設定部８６は、必要視覚情報量と視覚情報のキャパ
シティとの差に応じて、警報や運転操作等の度合いを変更するものであるが、例えば、必
要視覚情報量が視覚情報のキャパシティより極端に低い場合等においては、運転者は周囲
を充分認知できるものとして、認知支援や運転操作支援を行わないようにしてもよい。ま
た、例えば、必要視覚情報量が視覚情報のキャパシティを超える場合には、運転者に運転
を控えるように注意を喚起するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施形態に係わる、運転支援装置２００の全体構成を示すブロック図で
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ある。
【図２】本発明の実施形態に係わる、ナビゲーション装置７０の構成を示すブロック図で
ある。
【図３】本発明の実施形態に係わる、コンピュータ８０の制御ブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係わる、道路環境の違いに対する必要視覚情報の情報量の関
係を示すイメージ図である。
【図５】本発明の実施形態に係わる、運転者の負荷、運転者の属性と視覚情報のキャパシ
ティとの関係を示すイメージ図である。
【図６】本発明の実施形態に係わる、必要視覚情報量と視覚情報のキャパシティとの関係
を示すイメージ図である。
【図７】本発明の実施形態に係わる、運転支援処理を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態に係わる、視覚情報キャパシティ設定処理を示すフローチャー
トである。
【図９】本発明の実施形態に係わる、必要視覚情報設定処理を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【００７３】
８１・・・必要視覚情報抽出部、８２・・・視覚情報キャパシティ設定部、８４・・・比
較部、８６・・・運転支援度合い設定部、２００・・・運転支援装置
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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