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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の外部の注意喚起物又は道路標識に関する外部情報に基づいて、報知要求を生成す
る報知要求生成部と、
　前記車両の乗員からの入力に応じて、報知機能のオン状態とオフ状態との間を切り替え
る切替部と、
　前記報知機能がオン状態で前記報知要求が生成された場合に、前記報知要求に基づいて
、前記外部情報を報知するための第１の表示を、前記車両に搭載される表示装置の表示領
域のうち第１の表示領域に表示させ、前記車両の走行の状態に関する第２の表示を、前記
表示装置の表示領域のうちの前記第１の表示領域と異なる第２の表示領域に表示させる第
１情報報知部と、
　前記報知機能がオフ状態である場合に、前記外部情報とは異なる所定情報を報知するた
めの第３の表示を、前記第１の表示領域に表示させる第２情報報知部と、を備えることを
特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記第１情報報知部は、前記報知機能がオン状態で前記報知要求が生成されない場合に
、背景画像のみを前記第１の表示領域に表示する、請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記車両の走行の状態に関する第２の表示は、車速である、請求項１又は２に記載の運
転支援装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　道路標識に関する外部情報をカメラの撮像画像を介して取得し、取得した外部情報を運
転者に報知するための表示を、表示装置の所定の表示領域に表示する報知機能が知られて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2010-205160号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の特許文献１に開示されるような従来技術では、外部情報の報知機
能をオフできる機構を備えているか否かが不明であり、報知機能をオフできない可能性が
ある。この点、車両外部の注意喚起物又は道路標識に関する外部情報を報知するための表
示は、車両乗員（例えば運転者）によっては、煩わしく、不要な情報提供となりうる。こ
れは、車両外部の注意喚起物又は道路標識に基づいて表示を行うため、（運転者の意図に
係わらず）表示が点いたり消えたりする等のためである。このため、車両乗員からの入力
に応じて、報知機能を選択的にオン／オフできることが有用である。
【０００５】
　他方、報知機能のオフ状態において所定の表示領域を介して新たな情報を全く提供しな
い構成では、該所定の表示領域がデットスペースとなってしまうので、限られた表示領域
を介して車両乗員に効率的な情報提供を行う観点から改善の余地がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、車両乗員からの入力に応じて報知機能を選択的にオン／オフするこ
とを可能としつつ、報知機能のオフ状態において車両乗員に新たな情報提供を行うことが
できる運転支援装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の第１態様によれば、
車両の外部の注意喚起物又は道路標識に関する外部情報に基づいて、報知要求を生成する
報知要求生成部と、
　前記車両の乗員からの入力に応じて、報知機能のオン状態とオフ状態との間を切り替え
る切替部と、
　前記報知機能がオン状態で前記報知要求が生成された場合に、前記報知要求に基づいて
、前記外部情報を報知するための第１の表示を、前記車両に搭載される表示装置の表示領
域のうち第１の表示領域に表示させ、前記車両の走行の状態に関する第２の表示を、前記
表示装置の表示領域のうちの前記第１の表示領域と異なる第２の表示領域に表示させる第
１情報報知部と、
　前記報知機能がオフ状態である場合に、前記外部情報とは異なる所定情報を報知するた
めの第３の表示を、前記第１の表示領域に表示させる第２情報報知部と、を備えることを
特徴とする運転支援装置が提供される。
 
【０００８】
　本発明の第１態様では、車両乗員からの入力に応じて、報知機能のオン状態とオフ状態
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との間を切り替える切替部を備える。これにより、車両乗員からの入力に応じて報知機能
を選択的にオン／オフすることを可能となる。第１情報報知部は、報知機能がオン状態で
報知要求が生成された場合に、報知要求に基づいて、車両外部の注意喚起物又は道路標識
に関する外部情報を報知するための第１の表示を、表示装置の所定の表示領域に表示する
。これにより、報知機能がオン状態であるとき、所定の表示領域を介して、報知要求に基
づく第１の表示を表示できる。他方、第２情報報知部は、報知機能がオフ状態である場合
に、外部情報とは異なる所定情報を報知するための第２の表示を、所定の表示領域に表示
する。これにより、報知機能のオフ状態において車両乗員に、第２の表示に係る所定情報
の提供（新たな情報提供）を行うことができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、車両乗員からの入力に応じて報知機能を選択的にオン／オフすること
を可能としつつ、報知機能のオフ状態において車両乗員に新たな情報提供を行うことがで
きる運転支援装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】運転支援装置に関連する車両システムの一例を示す図である。
【図２】表示装置４２の表示領域の一例を示す図である。
【図３Ａ】メータＥＣＵ７の機能ブロック図である。
【図３Ｂ】ＲＳＡ・ＥＣＵ４１の機能ブロック図である。
【図４】ＲＳＡ・ＥＣＵ４１の動作の流れの一例を概略的に示すフローチャートである。
【図５】メータＥＣＵ７の動作の流れの一例を概略的に示すフローチャートである。
【図６Ａ】実施例１による表示装置４２の表示画面例を示す図である。
【図６Ｂ】実施例１による表示装置４２の表示画面例を示す図である。
【図６Ｃ】実施例１による表示装置４２の表示画面例を示す図である。
【図６Ｄ】実施例１による表示装置４２の表示画面例を示す図である。
【図６Ｅ】実施例１による表示装置４２の表示画面例を示す図である。
【図７】実施例２による運転支援装置に関連する車両システムの一例を示す図である。
【図８Ａ】メータＥＣＵ７Ａの機能ブロック図である。
【図８Ｂ】ナビゲーション・ＥＣＵの機能ブロック図である。
【図９】ナビゲーション・ＥＣＵの動作の流れの一例を概略的に示すフローチャートであ
る。
【図１０】メータＥＣＵ７Ａの動作の流れの一例を概略的に示すフローチャートである。
【図１１Ａ】実施例２による表示装置４２の表示画面例を示す図である。
【図１１Ｂ】実施例２による表示装置４２の表示画面例を示す図である。
【図１１Ｃ】実施例２による表示装置４２の表示画面例を示す図である。
【図１１Ｄ】実施例２による表示装置４２の表示画面例を示す図である。
【図１１Ｅ】実施例２による表示装置４２の表示画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態の説明を行う。
【００１２】
　[実施例１]
　図１は、実施例１による運転支援装置に関連する車両システムの一例を示す図である。
図１には、メータＥＣＵ（Electronic Control Unit）７のハードウェア構成についても
図示されている。図１においては、メータＥＣＵ７及びＲＳＡ(Road Sign Assist)・ＥＣ
Ｕ４１が運転支援装置を形成する。
【００１３】
　車両システムは、車両に搭載され、メータＥＣＵ７を含む。ＣＡＮ（Controller Area 
Network）に基づくバス３０（以下、「ＣＡＮバス３０」と称する）には、メータＥＣＵ
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７、車速センサ３９、画像センサ４０、ＲＳＡ・ＥＣＵ４１、表示装置４２、ＡＳＬ（Ad
justable Speed Limiter）・ＥＣＵ４３、ＡＳＬスイッチ４４、ＲＳＡスイッチ４６等が
接続される。
【００１４】
　メータＥＣＵ７は、インストルメントパネルに配置されるメータ内の表示装置４２の表
示を制御する。メータＥＣＵ７は、図１に示すように、バス１９で接続されたＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）１１、ＲＡＭ（Random Access Memory）１２、ＲＯＭ（Read On
ly Memory）１３、補助記憶装置１４、及び通信インターフェース１７、並びに、通信イ
ンターフェース１７に接続された有線送受信部２５を含む。尚、ＲＳＡ・ＥＣＵ４１及び
ＡＳＬ・ＥＣＵ４３についても同様のハードウェア構成を有する。
【００１５】
　車速センサ３９は、車輪速に応じた電気信号を出力する。
【００１６】
　画像センサ４０は、車両前方の風景を撮像するカメラである。
【００１７】
　ＲＳＡ・ＥＣＵ４１は、ＲＳＡ機能がオン状態にあるとき動作する。ＲＳＡ・ＥＣＵ４
１の機能の詳細は、後述する。ＲＳＡ・ＥＣＵ４１は、例えば、画像センサ４０と一体と
なってモジュールを形成するコンピューターにより実現される。
【００１８】
　表示装置４２は、メータ内に設けられる表示器である。
【００１９】
　ＡＳＬ・ＥＣＵ４３は、ＡＳＬスイッチ４４からの入力に応じて、ＡＳＬ機能のオン／
オフ状態を切り替える。本例では、ＡＳＬ・ＥＣＵ４３は、ＡＳＬ機能をオンさせるとき
は、ＡＳＬフラグを"１"にセットし、ＡＳＬ機能をオフさせるときは、ＡＳＬフラグを"
０"にセットする。
【００２０】
　ＡＳＬ・ＥＣＵ４３は、ＡＳＬ機能がオン状態にあるとき、設定された上限速度を越え
ないように自車の駆動力を制限する駆動力制限制御を実行する。例えば、ＡＳＬ・ＥＣＵ
４３は、画像センサ４０から得られる画像データ又は運転者からの入力情報に基づいて、
上限速度を設定し、現在の車速と上限車速との差に基づいて、上限速度に対する上限加速
度を算出する。この際、上限加速度は、上限速度と現在の車速との差に基づいて、車速が
上限速度を超えないような加速度として算出される。そして、ＡＳＬ・ＥＣＵ４３は、上
限加速度に基づいて、上限駆動力を算出し、運転者のアクセルペダルに操作に応じた要求
駆動力が上限駆動力を超えないように制限する。
【００２１】
　ＡＳＬスイッチ４４は、車両乗員（運転者又は同乗者）により操作される。ＡＳＬスイ
ッチ４４は、ＡＳＬ機能をオンさせるときにオン位置に操作され、ＡＳＬ機能をオフさせ
るときにオフ位置に操作される。
【００２２】
　ＲＳＡスイッチ４６は、車両乗員により操作される。ＲＳＡスイッチ４６は、ＲＳＡ機
能をオンさせるときにオン位置に操作され、ＲＳＡ機能をオフさせるときにオフ位置に操
作される。
【００２３】
　図２は、表示装置４２の表示領域の一例を示す図である。表示装置４２は、図２に示す
ように、メインエリア８０と、インジケートエリア８２とを含む。尚、図２に示す縦の点
線は、境界線を模式的に示すものであり、実際の表示線ではない。
【００２４】
　図３Ａは、メータＥＣＵ７の機能ブロック図である。図３Ｂは、ＲＳＡ・ＥＣＵ４１の
機能ブロック図である。
【００２５】
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　メータＥＣＵ７は、図３Ａに示すように、判定部７５と、第１情報報知部７６と、第２
情報報知部７８と、第３情報報知部７９とを含む。判定部７５、第１情報報知部７６、第
２情報報知部７８、及び第３情報報知部７９は、ＣＰＵ１１がＲＯＭ１３内の１つ以上の
プログラムを実行することで実現できる。判定部７５、第１情報報知部７６、第２情報報
知部７８、及び第３情報報知部７９の機能は、図５を参照して後述する。
【００２６】
　ＲＳＡ・ＥＣＵ４１は、図３Ｂに示すように、切替部７０と、画像認識処理部７２と、
報知要求生成部７４とを含む。切替部７０、画像認識処理部７２、及び報知要求生成部７
４は、ＲＳＡ・ＥＣＵ４１のＣＰＵがＲＯＭ内の１つ以上のプログラムを実行することで
実現できる。
【００２７】
　切替部７０は、ＲＳＡスイッチ４６からの入力に応じて、ＲＳＡ機能のオン／オフ状態
を切り替える。本例では、切替部７０は、ＲＳＡ機能をオンさせるときは、ＲＳＡフラグ
を"１"にセットし、ＲＳＡ機能をオフさせるときは、ＲＳＡフラグを"０"にセットする。
【００２８】
　画像認識処理部７２は、ＲＳＡ機能がオン状態にあるとき、画像センサ４０からの画像
データに基づいて、画像認識処理により報知対象の所定の道路標識に関する情報(外部情
報の一例)を認識(取得)する。所定の道路標識は、例えば制限速度を示す道路標識、高速
道路の出入り口を示す道路標識、追い越し禁止を示す道路標識などを含む。
【００２９】
　報知要求生成部７４は、画像認識処理部７２の認識結果に基づいて、ＲＳＡ機能による
情報の報知のための報知要求を生成する。報知要求に係る信号には、画像認識処理部７２
が認識した道路標識を表す情報が含められる。
【００３０】
　図４は、ＲＳＡ・ＥＣＵ４１の画像認識処理部７２及び報知要求生成部７４の動作の流
れの一例を概略的に示すフローチャートである。図４に示す処理は、所定周期毎に繰り返
し実行される。
【００３１】
　ステップＳ４００では、画像認識処理部７２は、ＲＳＡフラグが"１"であるか否かを判
定する。判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ４０２に進み、それ以外の場合は、そ
のまま終了する。
【００３２】
　ステップＳ４０２では、画像認識処理部７２は、画像センサ４０から画像データを取得
し、報知要求生成部７４に与える。
【００３３】
　ステップＳ４０４では、報知要求生成部７４は、画像データに基づいて、報知要求生成
条件が満たされたか否かを判定する。報知要求生成条件は、例えば、以下の（１）～（２
）のいずれかが満たされた場合に満たされる。
（１）画像データに基づいて、報知対象の所定の道路標識を認識したこと。
（２）報知対象の所定の道路標識の認識後（即ち（１）の条件成立後）、報知要求終了条
件が満たされていないこと。
条件（２）における報知要求終了条件は、例えば、以下の条件（１１）～（１５）のいず
れかが満たされた場合に満たされる。
（１１）報知対象の所定の道路標識を認識した時点の道路（自車の走行する道路）に対し
て、自車の走行する道路が変わったこと。
（１２）報知対象の所定の道路標識を認識した時点から所定の時間経過したこと。
（１３）報知対象の所定の道路標識を認識した時点から自車が所定の距離走行したこと。
（１４）報知対象の所定の道路標識を認識した時点の車線（自車の走行する車線）からの
自車の車線変更があったこと。
（１５）別の新たな報知対象の所定の道路標識を認識したこと。
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尚、条件（１１）が満たされる状況としては、例えば、車両が、交差点を曲がったり、合
流路を通過したり、一般道から高速道に入ったりした場合などが想定される。また、上記
条件（１４）は、欧州のように車線毎に制限車速が異なる道路を車両が走行している場合
に好適である。従って、条件（１４）は、車線毎に制限車速が異なる道路が存在しない仕
向け国の仕様では、省略されてもよい。また、条件（１５）が満たされる場合は、それま
で認識していた道路標識に係る報知要求の生成は終了されるが、当該別の新たな道路標識
に係る報知要求が生成されることになる。
【００３４】
　ステップＳ４０４において、判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ４０６に進み、
それ以外の場合は、そのまま終了する。
【００３５】
　ステップＳ４０６では、報知要求生成部７４は、ＲＳＡ機能による情報の報知のための
報知要求を生成し、生成した報知要求をＣＡＮバス３０に流す。
【００３６】
　図５は、メータＥＣＵ７の動作の流れの一例を概略的に示すフローチャートである。図
５に示す処理は、所定周期毎に繰り返し実行される。図６Ａ～図６Ｅは、表示装置４２の
表示画面例を示す図である。
【００３７】
　ステップＳ５００では、判定部７５は、ＡＳＬフラグが"１"であるか否かを判定する。
ＡＳＬフラグの状態は、ＡＳＬ・ＥＣＵ４３からＣＡＮバス３０を介して取得できる情報
に基づいて判断できる。判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ５０２に進み、それ以
外の場合は、ステップＳ５１０に進む。
【００３８】
　ステップＳ５０２では、判定部７５は、ＲＳＡフラグが"１"であるか否かを判定する。
ＲＳＡフラグの状態は、ＲＳＡ・ＥＣＵ４１からＣＡＮバス３０を介して取得できる情報
に基づいて判断できる。判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ５０４に進み、それ以
外の場合は、ステップＳ５０６に進む。
【００３９】
　ステップＳ５０４では、判定部７５は、報知要求が生成されたか否かを判定する。報知
要求は、ＲＳＡ・ＥＣＵ４１からＣＡＮバス３０を介して取得できる。判定結果が"ＹＥ
Ｓ"の場合は、ステップＳ５０８に進み、それ以外の場合は、ステップＳ５０６に進む。
【００４０】
　ステップＳ５０６では、第３情報報知部７９は、図６Ａに示すように、メインエリア８
０に現在の車速を表す速度表示９１（図示の例では、１００ｋｍ／ｈ）を出力する。メイ
ンエリア８０の背景画像は、黒色以外の色を主体とする。また、第３情報報知部７９は、
図６Ａに示すように、インジケートエリア８２を黒色にしつつ、インジケートエリア８２
に、ＡＳＬ機能がオン状態であることを表す表示９２と、ＡＳＬ機能で設定されている上
限速度を表す表示９４を出力する。これにより、運転者は、ＡＳＬ機能がオン状態である
ことを把握でき、且つ、上限速度を把握できる。また、インジケートエリア８２を黒色に
し、メインエリア８０の背景画像を黒色以外の色を主体とすることで、インジケートエリ
ア８２とメインエリア８０との間のコントラストを強くし、インジケートエリア８２に表
示される情報の視認性を高めることができる。
【００４１】
　ステップＳ５０８では、第３情報報知部７９は、図６Ｂに示すように、メインエリア８
０に速度表示９１を出力する。また、第３情報報知部７９は、図６Ｂに示すように、イン
ジケートエリア８２を黒色にしつつ、インジケートエリア８２に、ＡＳＬ機能がオン状態
であることを表す表示９２と、ＡＳＬ機能で設定されている上限速度を表す表示９４を出
力する。これにより、運転者は、ＡＳＬ機能がオン状態であることを把握でき、且つ、上
限速度を把握できる。更に、第３情報報知部７９は、図６Ｂに示すように、インジケート
エリア８２に、ＲＳＡ機能による報知要求に応じた標識表示９０を出力する。標識表示９
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０は、ＲＳＡ機能に基づいて認識された道路標識を表す。図６Ｂに示す例では、標識表示
９０は、制限速度を含む道路標識を表す表示である。これにより、運転者は、ＲＳＡ機能
により制限速度を把握できる。
【００４２】
　ステップＳ５１０では、判定部７５は、ＲＳＡフラグが"１"であるか否かを判定する。
判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ５１２に進み、それ以外の場合は、ステップＳ
５１８に進む。
【００４３】
　ステップＳ５１２では、判定部７５は、報知要求が生成されたか否かを判定する。判定
結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ５１６に進み、それ以外の場合は、ステップＳ５１
４に進む。
【００４４】
　ステップＳ５１４では、第１情報報知部７６は、図６Ｃに示すように、メインエリア８
０に速度表示９１を出力する。また、第１情報報知部７６は、図６Ｃに示すように、イン
ジケートエリア８２に、背景画像のみを出力する。従って、インジケートエリア８２には
、変化する情報が表示されない。図６Ｃに示す例では、インジケートエリア８２には、メ
インエリア８０の背景画像と同じ背景画像のみが出力されている。インジケートエリア８
２に、背景画像のみが出力されている状態は、ＲＳＡ機能がオン状態にあること意味し、
この点は、好ましくは取扱説明書に記載される。これにより、図６Ｃに示す表示画面を見
た運転者は、ＲＳＡ機能がオン状態にあるが、道路標識が認識されていないことを把握で
きる。
【００４５】
　ステップＳ５１６では、第１情報報知部７６は、図６Ｄに示すように、メインエリア８
０に速度表示９１を出力する。また、第１情報報知部７６は、図６Ｄに示すように、イン
ジケートエリア８２を黒色にしつつ、インジケートエリア８２に、報知要求に応じた標識
表示９０を出力する。図６Ｄに示す例では、標識表示９０は、制限速度を含む道路標識を
表す表示である。これにより、運転者は、ＲＳＡ機能により制限速度を把握できる。
【００４６】
　ステップＳ５１８では、第２情報報知部７８は、図６Ｅに示すように、メインエリア８
０に速度表示９１を出力する。また、第２情報報知部７８は、ＲＳＡ機能により報知され
る情報とは異なる所定情報を取得する。所定情報は、ＨＶ(Hybrid Vehicle)システムの状
態を示す情報であり、ＣＡＮバス３０を介して取得できる。例えば、所定情報は、ＨＶシ
ステムのＥＣＵ（図示せず）からの情報に基づいて取得できる。そして、第２情報報知部
７８は、図６Ｅに示すように、インジケートエリア８２を黒色にしつつ、インジケートエ
リア８２に、所定情報を報知するための表示９６（図６Ｅに示す例では、ＨＶシステムの
インジケータ表示）を出力する。これにより、運転者は、ＲＳＡ機能がオフ状態にあるこ
とを把握できると共に、インジケートエリア８２を介して、ＲＳＡ機能により報知される
情報とは異なる所定情報を取得できる。尚、図６Ｅに示す例では、所定情報は、ハイブリ
ッドシステムの状態であるが、これに限られず、例えば瞬間燃費や、バッテリのＳＯＣ(S
tate Of Charge)であってもよい。尚、所定情報を報知するための表示９６は、標識表示
９０とは、属性の異なる表示である。具体的には、表示９６は、イグニッションスイッチ
のオン中、（ＲＳＡ機能のオフ状態において）常時表示されるのが好適な表示であるのに
対して、標識表示９０は、上述のように、イグニッションスイッチのオン中、（ＲＳＡ機
能のオン状態において）常時表示される類の表示ではない。
【００４７】
　本実施例１によれば、報知機能の一例であるＲＳＡ機能をオフできる機構を備えている
ので、報知機能を煩わしく感じる車両乗員（特に運転者）に配慮したシステムを実現でき
る。また、本実施例１によれば、ＲＳＡ機能のオフ状態においてインジケートエリア８２
を介して表示９６を出力できるので、限られた表示装置４２の表示領域を介して車両乗員
に効率的な情報提供を行うことができる。即ち、本実施例１によれば、車両乗員からの入
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力に応じてＲＳＡ機能を選択的にオン／オフすることを可能としつつ、ＲＳＡ機能のオフ
状態においてインジケートエリア８２を介して車両乗員に新たな情報提供を行うことがで
きる。
【００４８】
　[実施例２]
　図７は、実施例２による運転支援装置に関連する車両システムの一例を示す図である。
図７には、メータＥＣＵ７Ａのハードウェア構成についても図示されている。図７におい
ては、メータＥＣＵ７Ａ及びナビゲーション・ＥＣＵ５８が運転支援装置を形成する。
【００４９】
　上述した実施例１と同一の構成要素については、図７において同一の参照符号を付して
説明を省略する。
【００５０】
　図７に示す車両システムは、メータＥＣＵ７Ａを含む。ＣＡＮバス３０には、メータＥ
ＣＵ７Ａ、表示装置４２、通信装置５１、ＧＰＳ（Global Positioning System）受信機
５２、常時表示システム切替スイッチ５４、要求表示システム切替スイッチ５６、ナビゲ
ーション・ＥＣＵ５８等が接続される。
【００５１】
　メータＥＣＵ７Ａは、インストルメントパネルに配置されるメータ内の表示装置４２の
表示を制御する。
【００５２】
　通信装置５１は、車両周辺の路側装置(図示せず)と通信する。
【００５３】
　ＧＰＳ受信機５２は、ＧＰＳ衛星からの電波に基づいて、自車位置を測位する。
【００５４】
　常時表示システム切替スイッチ５４は、車両乗員により操作される。常時表示システム
切替スイッチ５４は、常時表示機能をオンさせるときにオン位置に操作され、常時表示機
能をオフさせるときにオフ位置に操作される。
【００５５】
　要求表示システム切替スイッチ５６は、車両乗員により操作される。要求表示システム
切替スイッチ５６は、要求表示機能をオンさせるときにオン位置に操作され、要求表示機
能をオフさせるときにオフ位置に操作される。
【００５６】
　ナビゲーション・ＥＣＵ５８は、ＧＰＳ受信機５２からの情報や地図情報に基づいて、
ナビゲーション機能を実現する。また、ナビゲーション・ＥＣＵ５８は、以下のように、
常時表示機能及び要求表示機能に係る処理を実行する。
【００５７】
　図８Ａは、メータＥＣＵ７Ａの機能ブロック図である。図８Ｂは、ナビゲーション・Ｅ
ＣＵ５８の機能ブロック図である。
【００５８】
　メータＥＣＵ７Ａは、図８Ａに示すように、判定部７５Ａと、第１情報報知部７６Ａと
、第２情報報知部７８Ａと、第３情報報知部７９Ａとを含む。判定部７５Ａ、第１情報報
知部７６Ａ、第２情報報知部７８Ａ、及び第３情報報知部７９Ａは、ＣＰＵ１１がＲＯＭ
１３内の１つ以上のプログラムを実行することで実現できる。判定部７５Ａ、第１情報報
知部７６Ａ、第２情報報知部７８Ａ、及び第３情報報知部７９Ａの機能は、図１０を参照
して後述する。
【００５９】
　ナビゲーション・ＥＣＵ５８は、図８Ｂに示すように、切替部７０Ａと、進行方位情報
生成部７１Ａと、注意喚起物情報取得部７２Ａと、報知要求生成部７４Ａとを含む。切替
部７０Ａ、進行方位情報生成部７１Ａ、注意喚起物情報取得部７２Ａ、及び報知要求生成
部７４Ａは、ナビゲーション・ＥＣＵ５８のＣＰＵがＲＯＭ内の１つ以上のプログラムを
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実行することで実現できる。
【００６０】
　切替部７０Ａは、常時表示システム切替スイッチ５４からの入力に応じて、常時表示機
能のオン／オフ状態を切り替える。本例では、切替部７０Ａは、常時表示機能をオンさせ
るときは、常時表示機能フラグを"１"にセットし、常時表示機能をオフさせるときは、常
時表示機能フラグを"０"にセットする。
【００６１】
　進行方位情報生成部７１Ａは、常時表示機能がオン状態にあるとき、常時、ＧＰＳ受信
機５２からの情報に基づいて、車両の進行方位を示す信号を生成する。そして、ナビゲー
ション・ＥＣＵ５８は、生成した信号をＣＡＮバス３０に流す。
【００６２】
　また、切替部７０Ａは、要求表示システム切替スイッチ５６からの入力に応じて、要求
表示機能のオン／オフ状態を切り替える。本例では、切替部７０Ａは、要求表示機能をオ
ンさせるときは、要求表示機能フラグを"１"にセットし、要求表示機能をオフさせるとき
は、要求表示機能フラグを"０"にセットする。
【００６３】
　注意喚起物情報取得部７２Ａは、要求表示機能がオン状態にあるとき、通信装置５１を
介して進行方向前方の注意喚起物に関する注意喚起物情報(外部情報の他の一例)を取得す
る。注意喚起物とは、車両乗員（特に運転者）に注意喚起すべき路上の物体として予め規
定されたものである。注意喚起物情報は、注意喚起物の属性（落下物、工事車両、事故車
両等）及び注意喚起物の位置を含む。
【００６４】
　報知要求生成部７４Ａは、注意喚起物情報取得部７２Ａが取得した注意喚起物情報に基
づいて、要求表示機能による情報の報知のための報知要求を生成する。報知要求に係る信
号には、注意喚起物の属性を表す情報が含められる。
【００６５】
　図９は、ナビゲーション・ＥＣＵ５８の報知要求生成部７４Ａの動作の流れの一例を概
略的に示すフローチャートである。図９に示す処理は、所定周期毎に繰り返し実行される
。
【００６６】
　ステップＳ９００では、報知要求生成部７４Ａは、要求表示機能フラグが"１"であるか
否かを判定する。判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ９０２に進み、それ以外の場
合は、そのまま終了する。
【００６７】
　ステップＳ９０２では、報知要求生成部７４Ａは、報知要求生成条件が満たされたか否
かを判定する。報知要求生成条件は、例えば、以下の（２１）～（２２）のいずれかが満
たされた場合に満たされる。
（２１）注意喚起物情報取得部７２Ａが通信装置５１を介して注意喚起物情報を取得した
こと。
（２２）注意喚起物情報の取得後（即ち（２１）の条件成立後）、報知要求終了条件が満
たされていないこと。
条件（２２）における報知要求終了条件は、例えば、「注意喚起物情報が示す注意喚起物
の位置を車両が通過したこと」である。
【００６８】
　ステップＳ９０２において、判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ９０４に進み、
それ以外の場合は、そのまま終了する。
【００６９】
　ステップＳ９０４では、報知要求生成部７４Ａは、要求表示機能による情報の報知のた
めの報知要求を生成し、生成した報知要求をＣＡＮバス３０に流す。
【００７０】
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　図１０は、メータＥＣＵ７Ａの動作の流れの一例を概略的に示すフローチャートである
。図１０に示す処理は、所定周期毎に繰り返し実行される。図１１Ａ～図１１Ｅは、表示
装置４２の表示画面例を示す図である。
【００７１】
　ステップＳ１０００では、判定部７５Ａは、常時表示機能フラグが"１"であるか否かを
判定する。常時表示機能フラグの状態は、ナビゲーション・ＥＣＵ５８からＣＡＮバス３
０を介して取得できる情報に基づいて判断できる。判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステッ
プＳ１００２に進み、それ以外の場合は、ステップＳ１０１０に進む。
【００７２】
　ステップＳ１００２では、判定部７５Ａは、要求表示機能フラグが"１"であるか否かを
判定する。要求表示機能フラグの状態は、ナビゲーション・ＥＣＵ５８からＣＡＮバス３
０を介して取得できる情報に基づいて判断できる。判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステッ
プＳ１００４に進み、それ以外の場合は、ステップＳ１００６に進む。
【００７３】
　ステップＳ１００４では、判定部７５Ａは、報知要求が生成されたか否かを判定する。
報知要求は、ナビゲーション・ＥＣＵ５８からＣＡＮバス３０を介して取得できる。判定
結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ１００８に進み、それ以外の場合は、ステップＳ１
００６に進む。
【００７４】
　ステップＳ１００６では、第３情報報知部７９Ａは、図１１Ａに示すように、メインエ
リア８０に、例えば現在の時刻を表す時計表示６１（図示の例では、午前１０時２０分）
を出力する。メインエリア８０の背景画像は、黒色以外の色を主体とする。また、第３情
報報知部７９Ａは、図１１Ａに示すように、インジケートエリア８２を黒色にしつつ、進
行方位情報生成部７１Ａからの信号に基づいて、インジケートエリア８２に、車両の進行
方位を表す表示６２（常時表示機能に基づく表示の一例）を出力する。これにより、運転
者は、常時表示機能がオン状態であることを把握でき、且つ、車両の進行方位を把握でき
る。
【００７５】
　ステップＳ１００８では、第３情報報知部７９Ａは、図１１Ｂに示すように、メインエ
リア８０に時計表示６１を出力する。また、第３情報報知部７９Ａは、図１１Ｂに示すよ
うに、インジケートエリア８２を黒色にしつつ、進行方位情報生成部７１Ａからの信号に
基づいて、インジケートエリア８２に、車両の進行方位を表す表示６２を出力する。これ
により、運転者は、常時表示機能がオン状態であることを把握でき、且つ、車両の進行方
位を把握できる。更に、第３情報報知部７９Ａは、図１１Ｂに示すように、インジケート
エリア８２に、報知要求に応じた注意喚起物表示６４（要求表示機能に基づく表示の一例
）を出力する。これにより、運転者は、要求表示機能により注意喚起物の存在を把握でき
る。
【００７６】
　ステップＳ１０１０では、判定部７５Ａは、要求表示機能フラグが"１"であるか否かを
判定する。判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ１０１２に進み、それ以外の場合は
、ステップＳ１０１８に進む。
【００７７】
　ステップＳ１０１２では、判定部７５Ａは、報知要求が生成されたか否かを判定する。
判定結果が"ＹＥＳ"の場合は、ステップＳ１０１６に進み、それ以外の場合は、ステップ
Ｓ１０１４に進む。
【００７８】
　ステップＳ１０１４では、第１情報報知部７６Ａは、図１１Ｃに示すように、メインエ
リア８０に時計表示６１を出力する。また、第１情報報知部７６Ａは、図１１Ｃに示すよ
うに、インジケートエリア８２に、背景画像のみを出力する。従って、インジケートエリ
ア８２には、変化する情報が表示されない。図１１Ｃに示す例では、インジケートエリア
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８２には、メインエリア８０の背景画像と同じ背景画像のみが出力されている。インジケ
ートエリア８２に、背景画像のみが出力されている状態は、要求表示機能がオン状態にあ
ること意味し、この点は、好ましくは取扱説明書に記載される。これにより、図１１Ｃに
示す表示画面を見た運転者は、要求表示機能がオン状態にあるが、注意喚起物が検出され
ていないことを把握できる。
【００７９】
　ステップＳ１０１６では、第１情報報知部７６Ａは、図１１Ｄに示すように、メインエ
リア８０に時計表示６１を出力する。また、第１情報報知部７６Ａは、図１１Ｄに示すよ
うに、インジケートエリア８２を黒色にしつつ、インジケートエリア８２に、報知要求に
応じた注意喚起物表示６４を出力する。これにより、運転者は、要求表示機能により注意
喚起物の存在を把握できる。
【００８０】
　ステップＳ１０１８では、第２情報報知部７８Ａは、図１１Ｅに示すように、メインエ
リア８０に時計表示６１を出力する。また、第２情報報知部７８Ａは、要求表示機能によ
り報知される情報とは異なる所定情報を取得する。所定情報は、天気情報であり、ＣＡＮ
バス３０を介して取得できる。例えば、所定情報は、日照センサや温湿度センサ等のよう
なセンサ（図示せず）からの情報に基づいて取得できる。第２情報報知部７８Ａは、図１
１Ｅに示すように、インジケートエリア８２を黒色にしつつ、インジケートエリア８２に
、所定情報を報知するための表示６６（図１１Ｅに示す例では、天気に関する表示）を出
力する。これにより、運転者は、要求表示機能がオフ状態にあることを把握できると共に
、インジケートエリア８２を介して、要求表示機能により報知される情報とは異なる所定
情報を取得できる。尚、図１１Ｅに示す例では、所定情報は、天気に関する情報であるが
、これに限られず、例えば瞬間燃費や、バッテリのＳＯＣであってもよい。上述した実施
例１の場合と同様に、所定情報を報知するための表示６６は、注意喚起物表示６４とは、
属性の異なる表示である。具体的には、表示６６は、イグニッションスイッチのオン中、
（要求表示機能のオフ状態において）常時表示されるのが好適な表示であるのに対して、
注意喚起物表示６４は、上述のように、イグニッションスイッチのオン中、（要求表示機
能のオン状態において）常時表示される類の表示ではない。
【００８１】
　本実施例２によれば、報知機能の一例である要求表示機能をオフできる機構を備えてい
るので、報知機能を煩わしく感じる車両乗員（例えば運転者）に配慮したシステムを実現
できる。また、本実施例２によれば、要求表示機能のオフ状態においてインジケートエリ
ア８２を介して表示６６を出力できるので、限られた表示装置４２の表示領域を介して車
両乗員に効率的な情報提供を行うことができる。即ち、本実施例２によれば、車両乗員か
らの入力に応じて要求表示機能を選択的にオン／オフすることを可能としつつ、要求表示
機能のオフ状態においてインジケートエリア８２を介して車両乗員に新たな情報提供を行
うことができる。
【００８２】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳説したが、本発明は、上述した実施例に制限
されることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施例に種々の変形及び
置換を加えることができる。
【００８３】
　例えば、上述した実施例１及び実施例２では、表示装置４２は、メータ内の表示器であ
るが、これに限らない。例えば、表示装置４２は、ヘッドアップディスプレイであっても
よい。
【００８４】
　また、上述した実施例１における図５の処理に関して、ステップＳ５１２の判定結果が
"ＮＯ"である場合は、ステップＳ５１８に進むこととしてもよい。このような変形例では
、ステップＳ５１４でインジケートエリア８２に、背景画像に代えて、標識表示９０とは
異なる他の情報表示（即ち表示９６）が出力されることになる。但し、上述した実施例１
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生成の有無に基づいて標識表示９０が点いたり消えたりする際に、標識表示９０と表示９
６との間の情報表示の切り替わりが繰り返される。かかる切り替わりに起因して運転者が
違和感を覚える恐れがある。これに対して、上述した実施例１では、ステップＳ５１４で
インジケートエリア８２に背景画像のみが出力されるので、報知要求の生成の有無に基づ
いて標識表示９０が点いたり消えたりする際に、同じ背景画像上での標識表示９０の重畳
の有無の切り替わりだけで済み、上記のような違和感を運転者に与えてしまう恐れを抑制
できる。
【００８５】
　同様に、上述した実施例２における図１１の処理に関して、ステップＳ１０１２の判定
結果が"ＮＯ"である場合は、ステップＳ１０１８に進むこととしてもよい。
【００８６】
　また、上述した実施例１において、ＡＳＬ機能に関連する構成が省略されてもよい。こ
の場合、図５の処理では、ステップＳ５００～５０８の処理が省略される。即ち、これは
、ステップＳ５００の判定結果が常に"ＮＯ"となる状態と等価になる。同様に、上述した
実施例２において、常時表示機能に関連する構成が省略されてもよい。
【符号の説明】
【００８７】
　７，７Ａ　　メータＥＣＵ
　４０　　画像センサ
　４１　　ＲＳＡ・ＥＣＵ
　４２　　表示装置
　４４　　ＡＳＬスイッチ
　４６　　ＲＳＡスイッチ
　５１　　通信装置
　５４　　常時表示システム切替スイッチ
　５６　　要求表示システム切替スイッチ
　５８　　ナビゲーション・ＥＣＵ
　６４　　注意喚起物表示
　７０，７０Ａ　　切替部
　７１Ａ　進行方位情報生成部
　７２　画像認識処理部
　７２Ａ　注意喚起物情報取得部
　７４，７４Ａ　報知要求生成部
　７５　判定部
　７６　第１情報報知部
　７８　第２情報報知部
　７９　第３情報報知部
　８０　メインエリア
　８２　インジケートエリア
　９０　標識表示
　９６　表示
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