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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関および電動機の少なくとも１つを走行用の動力源として走行する車両に搭載さ
れる運転支援装置であって、
　前記車両の走行先に存在する予め定められた領域における道路状況および現在の車両状
況に関する情報を取得する情報取得手段と、
　前記情報取得手段により取得された前記情報に基づき前記車両の走行先に前記車両が一
旦停止すべき地点があり、かつ、前記車両が加速中であると判定した場合、前記車両の走
行先で前記車両の燃費の悪化を招くことになると予測する予測手段と、
　前記予測手段により前記車両の燃費の悪化を招くことになると予測された場合、前記車
両の燃費を向上するための操作として前記車両の加速の抑制を促す旨を前記車両の乗員に
報知する報知手段と、を備えたことを特徴とする運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関および電動機の少なくとも１つを走行用の動力源として走行する車
両に搭載される運転支援装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、エンジンおよびモータを搭載したハイブリッド車両において、出発地から目的地
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までの経路に対して省燃費運転となるようにモータ走行、エンジン走行、ハイブリッド走
行等の走行モードを切り替えるように走行計画を立案し、走行計画に従って走行モードを
切り替えるようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、車両の車速が所定値を超過しているか否かを判定し、車両の車速が所定値を超過
していると判定した場合、車速範囲外走行距離を積算するとともにこの積算値に基づいて
運転者の運転を採点し、省燃費運転アドバイスを運転者に通知するようにしたものもある
（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２４７３１８号公報
【特許文献２】特開２０１０－３８９５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載された装置は、出発地から目的地までの経路に対して綿密な走行
計画を立案する必要があり、更に、走行計画に従って走行モードを切り替える制御部を必
要とするため構成および処理が複雑である。
【０００６】
　また、上記特許文献２に記載された発明のように、車両の車速が既に所定値を超過して
から省燃費運転アドバイスを通知する構成では、事後的に省燃費運転のアドバイスが通知
されるため燃費向上効果は限られる。
【０００７】
　本発明は上記問題に鑑みたもので、走行計画を立案することなく、かつ、燃費向上効果
の向上を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、内燃機関および電動機の少なくと
も１つを走行用の動力源として走行する車両に搭載される運転支援装置であって、車両の
走行先に存在する予め定められた領域における道路状況および現在の車両状況に関する情
報を取得する情報取得手段と、情報取得手段により取得された情報に基づき車両の走行先
に車両が一旦停止すべき地点があり、かつ、車両が加速中であると判定した場合、車両の
走行先で車両の燃費の悪化を招くことになると予測する予測手段と、予測手段により車両
の燃費の悪化を招くことになると予測された場合、車両の燃費を向上するための操作とし
て車両の加速の抑制を促す旨を車両の乗員に報知する報知手段と、を備えたことを特徴と
している。
【０００９】
　このような構成によれば、車両の走行先に車両が一旦停止すべき地点があり、かつ、車
両が加速中であると判定した場合、車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くことになると
予測し、車両の燃費の悪化を招くことになると予測された場合、前記車両の燃費を向上す
るための操作として車両の加速の抑制を促す旨が車両の乗員に報知されるので、走行計画
を立案することなく、かつ、燃費向上効果の向上を図ることができる。また、無駄な加速
による燃費の悪化を防止することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る運転支援装置の構成を示す図である。
【図２】第１実施形態に係る運転支援装置の制御部の処理を示すフローチャートである。
【図３】第１実施形態に係る運転支援装置の制御部による報知処理のフローチャートであ
る。
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【図４】第１実施形態における報知について説明するための図である。
【図５】第１実施形態における報知の実施による効果について説明するための図である。
【図６】第２実施形態に係る運転支援装置の制御部による報知処理のフローチャートであ
る。
【図７】第２実施形態に係る運転支援装置の制御部による省電力操作報知処理のフローチ
ャートである。
【図８】第２実施形態における報知について説明するための図である。
【図９】第２実施形態における報知の実施による効果について説明するための図である。
【図１０】第３実施形態に係る運転支援装置の制御部による報知判断処理のフローチャー
トである。
【図１１】第３実施形態における報知の実施による効果について説明するための図である
。
【図１２】第４実施形態に係る運転支援装置の制御部による不適切操作判定処理のフロー
チャートである。
【図１３】第４実施形態に係る運転支援装置の制御部による報知判断処理のフローチャー
トである。
【図１４】第４実施形態における報知について説明するための図である。
【図１５】変形例について説明するための図である。
【図１６】変形例について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（第１実施形態）
　本発明の一実施形態に係る運転支援装置の構成を図１に示す。本運転支援装置は、操作
部１０、記憶装置１１、外部インタフェース１２、通信部１３、表示部１４、スピーカ１
５、振動装置１６および制御部１７を備えている。なお、本運転支援装置は、内燃機関（
エンジン）と電動機（モータ）を走行用の動力源として走行するハイブリッド車両に搭載
されている。
【００２１】
　操作部１０は、表示部１４のディスプレイの前面に重ねて設けられたタッチスイッチ、
表示部１４のディスプレイの周囲の配置されたメカニカルスイッチ等を有し、ユーザのス
イッチ操作に応じた信号を制御部１７へ出力する。
【００２２】
　記憶装置１１は、地図データ、過去の操作履歴等の各種データを記憶するための装置で
あり、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ等の不揮発性記憶媒体を用いて構成さ
れている。なお、地図データには、地図表示のための背景データ、各種地物に関する地物
データ、経路探索のための道路データ、位置精度向上のためのマップマッチングデータ等
が含まれる。
【００２３】
　外部インタフェース１２は、外部機器とデータの送受信を行うためのものである。本運
転支援装置は、外部インタフェース１２を介してナビゲーション装置より現在位置情報、
経路情報等の各種情報を取得することが可能となっている。
【００２４】
　通信部１３は、外部と無線通信するための装置である。本運転支援装置は、通信部１３
を介して情報センタ（図示せず）より送信される渋滞情報等を受信することが可能となっ
ている。
【００２５】
　表示部１４は、液晶等のディスプレイを有し、制御部１７より入力される映像信号に応
じた映像をディスプレイに表示させる。スピーカ１５は、制御部１７より入力される音声
信号に応じた音声を出力する。振動装置１６は、車両のステアリング等に設けられており
、制御部１７より入力される信号に応じて振動するようになっている。
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【００２６】
　制御部１７は、ＣＰＵ、メモリ、Ｉ／Ｏ等を備えたコンピュータとして構成されており
、ＣＰＵはメモリに記憶されたプログラムに従って各種処理を実施する。
【００２７】
　制御部１７には、車両に搭載された車速センサより車両の車速に応じた車速信号が定期
的に入力されるようになっている。制御部１７は、この車速信号に基づいて車両の加速度
を算出する処理を実施するようになっている。
【００２８】
　本実施形態における制御部１７は、車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くことになる
か否かを予測し、車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くことになると予測した場合、車
両の燃費を向上するための操作を車両の乗員に事前に報知する処理を実施する。
【００２９】
　図２に、この処理のフローチャートを示す。車両のイグニッションスイッチがオン状態
になると、本運転支援装置は動作状態となり、制御部１７は図２に示す処理を実施する。
【００３０】
　まず、経路設定があるか否かを判定する（Ｓ１００）。具体的には、ナビゲーション装
置より案内経路が設定されているか否かを示す情報を取得して、この情報に基づいて経路
設定があるか否かを判定する。
【００３１】
　ここで、案内経路が設定されている場合、Ｓ１００の判定はＹＥＳとなり、案内経路周
辺の道路状況、道路地物および過去の操作履歴に関する情報を取得し（Ｓ１０２）、Ｓ２
００の報知判断処理へ進む。
【００３２】
　また、案内経路が設定されていない場合、Ｓ１００の判定はＮＯとなり、現在位置から
一定距離内に位置する周辺領域の道路状況、道路地物および過去の操作履歴に関する情報
を取得し（Ｓ１０４）、Ｓ２００の報知判断処理へ進む。
【００３３】
　図３に、本実施形態における報知判断処理のフローチャートを示す。この処理では、ま
ず、使用するパラメータを取得する（Ｓ２０２）。ここでは、一時停止線、踏み切り等の
一旦停止すべき地点を示す停止要求位置、現在位置、車両の加速度、車両が位置する道路
リンク等のパラメータを取得する。
【００３４】
　次に、車両の走行先に一旦停止すべき地点があるか否かを判定する（Ｓ２０４）。具体
的には、車両が位置する道路リンクに一旦停止すべき地点があるか否かを判定する。
【００３５】
　次に、車両の加速度に基づいて車両が加速中であるか否かを判定する（Ｓ２０６）。
【００３６】
　本実施形態では、車両が位置する道路リンクに一旦停止すべき地点があると判定され、
かつ、車両が加速中であると判定された場合、車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くこ
とになると予測する。
【００３７】
　ここで、車両が位置する道路リンクに一旦停止すべき地点があると判定され、かつ、車
両が加速中であると判定された場合、加速の抑制を促す加速抑制報知を行う（Ｓ２０８）
。例えば、一旦停止すべき地点として踏み切りが存在する場合、図４に示すように、「も
うすぐ踏み切りです。アクセルから足をはなし、ブレーキを早めに踏みましょう！！」と
いったメッセージを表示部１４に表示させるとともにスピーカ１５から音声出力させ、図
２のＳ１０６へ進む。
【００３８】
　また、車両が位置する道路リンクに一旦停止すべき地点があると判定されない場合、あ
るいは、車両が位置する道路リンクに一旦停止すべき地点があると判定された場合でも、
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車両が加速中であると判定されない場合には、加速抑制報知は実施されることなく、図２
のＳ１０６へ進む。
【００３９】
　なお、図２のＳ１０６では、車両のイグニッションスイッチがオフ状態となったか否か
を判定し、車両のイグニッションスイッチがオフ状態となっていない場合には、Ｓ１００
へ戻る。また、車両のイグニッションスイッチがオフ状態になると、本処理を終了する。
【００４０】
　上記した加速抑制報知を実施しない場合、図５（ａ）に示すように、車両の走行用の動
力源で無駄なエネルギーが消費されることになるが、上記した加速抑制報知を実施した場
合には、図５（ｂ）の太線に示すような速度特性となり、無駄なエネルギーの消費が抑制
され、車両の燃費が改善される。
【００４１】
　上記した構成によれば、車両の走行先に存在する予め定められた領域における道路状況
および現在の車両状況に関する情報を取得し、この取得した情報に基づいて車両の走行先
で車両の燃費の悪化を招くことになるか否かを予測し、車両の燃費の悪化を招くことにな
ると予測した場合、車両の燃費を向上するための操作を車両の乗員に事前に報知するので
、走行計画を立案することなく、かつ、燃費向上効果の向上を図ることができる。
【００４２】
　また、車両の走行先に車両が一旦停止すべき地点があり、かつ、車両が加速中であると
判定した場合、車両の燃費の悪化を招くことになると予測され、車両の加速の抑制を促す
旨が報知されるので、無駄な加速による燃費の悪化を防止することが可能である。
【００４３】
　（第２実施形態）
　本実施形態に係る運転支援装置の構成を図１に示したものと同じである。上記第１実施
形態では、図２における報知判断処理として、図３に示した報知判断処理Ｓ２００を実施
したが、本実施形態では、図３に示した報知判断処理Ｓ２００に代えて、図６に示す報知
判断処理Ｓ３００を実施する。なお、上記実施形態と同一部分については同一符号を付し
て説明を省略し、以下、異なる部分を中心に説明する。
【００４４】
　制御部１７は、報知判断処理Ｓ３００において、まず、使用するパラメータを取得する
（Ｓ３０２）。ここでは、現在の消費電力、現在のバッテリ残量、渋滞情報、バッテリの
充電量下限値、渋滞時の平均速度等のパラメータを取得する。なお、現在の消費電力およ
び現在のバッテリ残量は、バッテリに取り付けられた電流センサおよび電圧センサより入
力される各信号に基づいて特定することができる。また、渋滞情報は、通信部１３を介し
て情報センタより取得することができる。なお、渋滞情報には、渋滞区間の平均速度も含
まれる。また、バッテリの充電量下限値は、バッテリの仕様に従って予め規定された値で
ある。
【００４５】
　次に、渋滞滞在時間を計算する（Ｓ３０４）。渋滞滞在時間は、渋滞滞在時間＝渋滞距
離×渋滞区間の平均速度として算出することができる。
【００４６】
　次に、渋滞区間でバッテリ残量がバッテリ充電量下限値未満となるか否かを判定する（
Ｓ３０６）。具体的には、数式１の関係を満たすか否かを判定する。
（数１）
　バッテリの充電量下限値＞現在バッテリ残量－（渋滞滞在時間×現在消費電力）
　なお、渋滞区間でバッテリ残量がバッテリ充電量下限値未満となると、渋滞区間でバッ
テリの非効率的な充電を開始せざるを得なくなり、車両の走行先で車両の燃費の悪化を招
くことになる。すなわち、渋滞区間でバッテリ残量がバッテリ充電量下限値未満となるか
否かを判定することにより、車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くことになるか否かを
予測するようにしている。
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【００４７】
　ここで、数式１の関係を満たす場合、省電力操作報知処理Ｓ４００を実施する。図７に
、この省電力操作報知処理のフローチャートを示す。この省電力操作報知処理では、まず
、使用するパラメータを取得する（Ｓ４０２）。ここでは、車両に搭載されているエアコ
ン、ナビゲーション装置等の補機の消費電力、必要省電力を取得する。なお、必要省電力
は、現在バッテリ残量－（渋滞滞在時間×現在消費電力）－バッテリの充電量下限値であ
る。
【００４８】
　次に、オフすることが可能な機器があるか否かを判定する（Ｓ４０４）。具体的には、
現在動作中の補機の一覧を表示部１４に表示させて、ユーザにオフすることが可能な機器
の選択を促すようにしてオフすることが可能な機器があるか否かを判定する。
【００４９】
　ここで、オフすることが可能な機器がある場合、Ｓ４０４の判定はＹＥＳとなり、オフ
する機器を表示部１４に表示させる（Ｓ４１２）。具体的には、図８に示すように、「エ
アコンをＯＦＦすると良いでしょう！！」といったメッセージを表示部１４に表示させる
とともにスピーカ１５から音声出力させ、本処理を終了する。
【００５０】
　また、オフすることが可能な機器がない場合、Ｓ４０４の判定はＮＯとなり、オフする
機器を追加選定する（Ｓ４０６）。具体的には、再度、現在動作中の補機の一覧を表示部
１４に表示させて、ユーザにオフする機器の選択を促す。
【００５１】
　次に、Ｓ４０２にて取得した必要省電力に、Ｓ４０６にて追加選定されたオフする機器
により削減される削減消費電力を加算して新たな必要省電力を算出する（Ｓ４０８）。
【００５２】
　次に、Ｓ４０８にて新たに算出した必要省電力が０よりも大きいか否かを判定する（Ｓ
４１０）。
【００５３】
　ここで、Ｓ４０８にて新たに算出した必要省電力が０以下の場合、Ｓ４１０の判定はＮ
Ｏとなり、Ｓ４０４へ戻り、Ｓ４０８にて、再度、新たな必要省電力を算出する。
【００５４】
　そして、Ｓ４０８にて新たに算出した必要省電力が０よりも大きくなると、Ｓ４１０の
判定はＹＥＳとなり、オフする機器を報知する（Ｓ４１２）。具体的には、「エアコンを
ＯＦＦすると良いでしょう！！」といったメッセージを表示部１４に表示させるとともに
スピーカ１５から音声出力させ、本処理を終了する。
【００５５】
　上記した報知を実施しない場合、図９（ａ）に示すように、渋滞区間でバッテリ残量が
０となり、渋滞区間でバッテリの効率の悪い充電を強制実施することになるが、上記した
報知を実施した場合、図９（ｂ）の太線に示すようなバッテリ残量特性となり、渋滞区間
でバッテリの効率の悪い充電を実施するようなことを回避することが可能となる。
【００５６】
　上記した構成によれば、車両の走行先に車両が低速走行および停止を繰り返す断続走行
区間があり、当該断続走行区間で電動機に電力を供給するバッテリのバッテリ残量が予め
定められた下限値未満になると判定した場合、車両の燃費の悪化を招くことになると予測
され、電動機に電力を供給するバッテリで消費される電力を低減するための操作を促す旨
が報知されるので、断続走行区間でバッテリの非効率的な充電を開始せざるを得なくなり
、車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くことになるようなことを回避することができる
。
【００５７】
　（第３実施形態）
　上記第１実施形態では、図２における報知判断処理として、図３に示した報知判断処理
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Ｓ２００を実施したが、本実施形態では、図３に示した報知判断処理Ｓ２００に代えて、
図１０に示す報知判断処理Ｓ５００を実施する。
【００５８】
　この報知判断処理Ｓ５００において、制御部１７は、まず、使用するパラメータを取得
する（Ｓ５０２）。ここでは、現在バッテリ残量、バッテリ充電量の上限値等のパラメー
タを取得する。なお、バッテリ充電量の上限値は、バッテリの仕様により特定することが
できる。
【００５９】
　次に、車両の走行先に回生充電が可能な区間があり、かつ、バッテリ残量が基準値以上
であると判定されたか否かを判定する（Ｓ５０４）。すなわち、車両の走行先に回生充電
が可能な区間があり、バッテリ残量が基準値以上となっている場合、回生充電が可能な区
間で回生発電電力を取りこぼす可能性があるため、車両の走行先に回生充電が可能な区間
があり、かつ、バッテリ残量が基準値以上であると判定された場合、車両の燃費の悪化を
招くことになると予測する。車両の走行先に回生充電が可能な区間があるか否かについて
は、地図データに基づいて車両の走行先に下り勾配があるか否かに基づいて判定すること
ができる。また、地図データに基づいて車両の走行先に下り勾配があると判定した場合、
この下り勾配により得られる位置エネルギーを算出する。下り勾配により得られる位置エ
ネルギーＥは、車両重量をｍ、勾配長をＬ、勾配角度をθ、重力加速度をｇとすると、Ｅ
＝ｍ×Ｌ×ｓｉｎθ×ｇとして算出することができる。ここでは、バッテリ充電量上限値
－位置エネルギーを基準値として、現在バッテリ残量が基準値以上か否かを判定する。
【００６０】
　ここで、車両の走行先に回生充電が可能な区間があり、バッテリ残量が基準値以上であ
ると判定されると、Ｓ５０４の判定はＹＥＳとなり、次に、モータを動力源とした走行と
なるようなアクセル操作を促す報知を行う（Ｓ５０６）。具体的には、モータ走行となる
ような「ゆっくり加減し、ゆっくり減速するようなアクセル操作を心掛けましょう！！」
といったメッセージを表示部１４に表示させるとともにスピーカ１５から音声出力させ、
本処理を終了する。
【００６１】
　上記した報知を実施しない場合、図１１（ａ）に示すように、下り坂による回生発電が
可能な区間で回生発電電力を取りこぼすことになるが、上記した報知を実施した場合、図
１１（ｂ）の太線に示すようなバッテリ残量特性となり、下り坂による回生発電が可能な
区間の手前でバッテリ電力を使用して走行し、下り坂による回生発電が可能な区間で回生
発電電力によるバッテリの充電が可能となるので、車両の燃費を向上することが可能とな
る。
【００６２】
　上記した構成によれば、車両の走行先に電動機に電力を供給するバッテリの回生充電が
可能な区間があり、かつ、電動機に電力を供給するバッテリの充電量が予め定められた基
準値以上であることを判定した場合、車両の燃費の悪化を招くことになると予測され、電
動機を動力源とした走行となるようなアクセル操作を促すように報知されるので、走行先
のバッテリの回生充電が可能な区間でバッテリの充電電力の取りこぼしてしまい、車両の
走行先で車両の燃費の悪化を招くことになるようなことを回避することができる。
【００６３】
　（第４実施形態）
　本実施形態における制御部１７は、図１２に示す不適切操作判定処理を実施するととも
に、図３に示した報知判断処理Ｓ２００に代えて、図１３に示す報知判断処理を実施する
。
【００６４】
　まず、図１２に示す不適切操作判定処理について説明する。制御部１７は、まず、車両
の走行に伴って車両の燃費の悪化を招くような不適切操作があったか否かを判定する（Ｓ
６０２）。本実施形態では、電動機の回生発電により発生する最大制動力よりも大きな制
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動力を発生させるブレーキ操作を上記不適切操作として不適切操作があったか否かを判定
する。
【００６５】
　ここで、電動機の回生発電により発生する最大制動力よりも大きな制動力を発生させる
ブレーキ操作が実施されると、Ｓ６０２の判定はＹＥＳとなり、次に、不適切操作の内容
とともに当該不適切操作が実施された位置を記憶装置１１に（Ｓ６０４）。具体的には、
不適切操作が実施された地点のリンクＩＤと関連付けてその不適切操作が実施された回数
を蓄積記憶させる。
【００６６】
　また、電動機の回生発電により発生する最大制動力よりも大きな制動力を発生させるブ
レーキ操作が実施されない場合には、記憶装置１１への記憶を実施することなく、Ｓ６０
２へ戻る。
【００６７】
　上記したように、車両の走行に伴って車両の燃費の悪化を招くような不適切操作が実施
されると、不適切操作の内容とともに当該不適切操作が実施された区間（リンク）と回数
を蓄積記憶したデータベースが作成される。
【００６８】
　次に、図１３に示す報知判断処理について説明する。制御部１７は、図３に示した報知
判断処理Ｓ２００に代えて、図１３に示す報知判断処理を実施する。
【００６９】
　まず、記憶装置１１に蓄積記憶されたデータベースに基づいて車両の走行先で車両の燃
費の悪化を招くことになるような不適切操作が実施された領域があるか否かを判定する（
Ｓ７０２）。
【００７０】
　ここで、車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くことになるような不適切操作が実施さ
れた領域がある場合、Ｓ７０２の判定はＹＥＳとなり、次に、不適切操作を改善するため
の報知を行う（Ｓ７０４）。具体的には、電動機の回生発電により発生する最大制動力よ
りも大きな制動力を発生させるブレーキ操作を実施するようなメッセージを表示部１４に
表示させるとともにスピーカ１５から音声出力させる。例えば、図１４に示すように、「
もうすぐエコ改善地点ですよ！！」といったメッセージや、「緩やかなブレーキ操作を心
掛けましょう！！」といったメッセージを表示部１４に表示させるとともにスピーカ１５
から音声出力させ、本処理を終了する。
【００７１】
　上記した構成によれば、車両の走行に伴って車両の燃費の悪化を招くような不適切操作
が実施されたことを判定すると、当該不適切操作の内容とともに当該不適切操作が実施さ
れた位置を記憶媒体に蓄積記憶させるようになっており、記憶媒体に蓄積記憶された情報
に基づいて車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くことになるような不適切操作が実施さ
れた領域がある場合、車両の走行先に車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くことになる
と予測され、不適切操作の注意を促すように報知されるので、車両の燃費の悪化を招くこ
とになるような不適切操作により、車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くことになるよ
うなことを回避することができる。
【００７２】
　なお、本実施形態では、車両の走行先で車両の燃費の悪化を招くことになるような不適
切操作として、電動機の回生発電により発生する最大制動力よりも大きな制動力を発生さ
せるブレーキ操作を例に説明したが、このような例に限定されるものではなく、例えば、
動力源のエネルギー消費効率が予め定められた閾値未満となるようなアクセル操作が実施
された場合には、次回、走行時に、燃費の良い加速（エンジンの高効率点またはモータの
高効率点となるような加速）を指示するようなアクセル操作を促すように報知してもよい
。また、車両の加速と減速が予め定められた規定値以上繰り返される波状運転となるよう
なアクセル操作およびブレーキ操作が実施された場合には、次回、同一区間を走行する際
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に、事前に波状運転を抑制するように報知してもよい。なお、波状運転の判定は、加速度
、車速、アクセル開度の少なくとも１つについて、単位間隔（時間または距離）当たりの
変化量を積算し、予め定められた閾値と比較することにより行うことができる。また、車
両の動力源の効率が閾値未満となるようなアクセル操作が実施された場合には、次回、同
一区間を走行する際に、事前に燃費の良い定常速度（エンジンの高効率点またはモータの
高効率点）を維持するようなアクセル操作を報知するようにしてもよい。
【００７３】
　（その他の実施形態）
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々なる形
態で実施することができる。
【００７４】
　例えば、上記第１実施形態では、車両の走行先に存在する道路状況に関する情報として
、一時停止線、踏み切り等の一旦停止すべき一点の情報を取得する例を示したが、これら
の情報に限定されるものではなく、例えば、信号状態、渋滞等の交通状況、坂道等の情報
を取得することができる。また、現在の車両状況に関する情報としては、アクセルペダル
開度、ブレーキペダル踏み込み量、ステアリング角、シフトレバー操作、車速、加速度、
駆動力種別、制動動力、補記消費電力、回生発電エネルギー、バッテリ充電量、消費燃料
等を取得することができる。また、過去の操作状況に関する情報としては、アクセルペダ
ル開度、ブレーキペダル踏み込み量、ステアリング角、シフトレバー操作、車速、加速度
、駆動力種別、制動動力、補記消費電力、回生発電エネルギー、バッテリ充電量、消費燃
料等を取得することができる。
【００７５】
　また、上記第１実施形態では、図４に示したように、地図画面上に、加速の抑制を促す
メッセージを表示させる構成を示したが、例えば、図１５に示すようなランプＬをメータ
内等に設け、このランプＬの点灯、点滅、消灯により加速の抑制を促す報知を行う用にし
てもよい。また、アイコン等の表示体を用いて報知を行うようにしてもよい。
【００７６】
　また、上記第１実施形態では、図４に示したように、地図画面上に、加速の抑制を促す
メッセージを表示させる構成を示したが、図４に示したようなディ図プレイに代えて、図
１６に示すような簡易型ディスプレイを備え、この簡易型ディスプレイを用いて報知を行
うようにしてもよい。
【００７７】
　また、上記第１～第４実施形態では、各種報知を別々に実施したが、報知すべき項目が
多い場合には、例えば、燃費向上効果の大きい項目を優先的に報知するようにしてもよい
。
【００７８】
　また、連続して同一の事象を検出した場合には、一定時間が経過するまで、あるいは一
定距離走行するまで、次回の報知を実施しないようにしてもよい。
【００７９】
　なお、上記実施形態における構成と特許請求の範囲の構成との対応関係について説明す
ると、Ｓ１０２、Ｓ１０４、Ｓ２０２、Ｓ３０２、Ｓ４０２、Ｓ５０２、Ｓ６０２が情報
取得手段に相当し、Ｓ２０４、Ｓ２０６、Ｓ３０４、Ｓ３０６、Ｓ５０４、Ｓ７０２が予
測手段に相当し、Ｓ２０８、Ｓ４００、Ｓ５０６、Ｓ７０４が報知手段に相当し、Ｓ６０
２～Ｓ６０４が不適切操作記憶手段に相当する。
【符号の説明】
【００８０】
　１０　操作部
　１１　記憶装置
　１２　外部インタフェース
　１３　通信部
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　１４　表示部
　１５　スピーカ
　１６　振動装置
　１７　制御部
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