
JP 4905075 B2 2012.3.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載されて用いられる通信装置であって、
　他の通信装置と通信を行う通信手段と、
　自車両の周辺に存在する物体を検知する検知手段から、検知された物体についての情報
である物体情報を入力する物体情報入力手段と、
　前記物体情報入力手段より入力した前記物体情報によって特定される物体に関する情報
が、前記通信手段を介して他の第一の通信装置から受信した通信情報の中に含まれている
か否かを判定し、含まれていないと判定した前記物体については、その物体情報を他の第
二の通信装置へ前記通信手段を介して送信し、含まれていると判定した前記物体について
は、その物体情報を前記第二の通信装置へ送信しない制御手段と、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信装置において、
　前記制御手段は、前記判定において、前記物体情報入力手段より入力した前記物体情報
によって特定される物体に関する情報が前記通信情報に含まれていると判定したとしても
、前記物体情報入力手段より入力した当該物体についての前記物体情報の方が、前記通信
情報の中に含まれる情報よりも精度が所定程度以上良い場合は、前記物体情報を前記第二
の通信装置へ前記通信手段を介して送信すること、
　を特徴とする通信装置。
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【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の通信装置において、
　前記制御手段は、前記第一の通信装置から受信した通信情報の中に含まれる情報のうち
、前記検知手段によって検知されなかった物体についての前記物体情報を、前記第二通信
装置へ更に送信すること、
　を特徴とする通信装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れかに記載の通信装置において、
　前記判定における前記物体の一つは、前記第一の通信装置を搭載した車両であること、
　を特徴とする通信装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項３の何れかに記載の通信装置において、
　前記第一の通信装置は、路側に設置された路側装置であること、
　を特徴とする通信装置。
【請求項６】
　請求項１～請求項５の何れかに記載の通信装置において、
　前記制御手段は、前記物体情報入力手段より入力した前記物体情報によって特定される
物体に関する情報が、前記通信手段を介して他の第一の通信装置から受信した通信情報の
中に含まれていると判定した場合、
　前記物体情報に含まれる物体の位置情報と、前記通信情報に含まれる物体の位置情報と
が一致するか否かをさらに判定し、
　一致しないと判定した前記物体については、その物体情報を他の第二の通信装置へ前記
通信手段を介して送信し、一致すると判定した前記物体については、その物体情報を前記
第二の通信装置へ送信しないこと、
　を特徴とする通信装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の通信装置において、
　前記制御手段は、前記物体情報に含まれる物体の位置情報と、前記通信情報に含まれる
物体の位置情報とが一致するか否かを判定する際、自車位置の誤差、前記検知手段の誤差
、及び、前記通信情報に前記位置情報とともに含まれるその位置情報に関する誤差を考慮
して行うこと、
　を特徴とする通信装置。
【請求項８】
　請求項１～請求項５の何れかに記載の通信装置において、
　前記制御手段は、前記物体情報入力手段より入力した前記物体情報によって特定される
物体に関する情報が、前記通信手段を介して他の第一の通信装置から受信した通信情報の
中に含まれていると判定した場合、
　前記物体情報に含まれる物体の移動方向情報と、前記通信情報の中に含まれる物体の移
動方向情報とが一致するか否かをさらに判定し、
　一致しないと判定した前記物体については、その物体情報を他の第二の通信装置へ前記
通信手段を介して送信し、一致すると判定した前記物体については、その物体情報を前記
第二の通信装置へ送信しないこと、
　を特徴とする通信装置。
【請求項９】
　請求項１～請求項５の何れかに記載の通信装置において、
　前記制御手段は、前記物体情報入力手段より入力した前記物体情報によって特定される
物体に関する情報が、前記通信手段を介して他の第一の通信装置から受信した通信情報の
中に含まれていると判定した場合、
　前記物体情報に含まれる物体の移動速度情報と、前記通信情報の中に含まれる物体の移
動速度情報とが一致するか否かをさらに判定し、
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　一致しないと判定した前記物体については、その物体情報を他の第二の通信装置へ前記
通信手段を介して送信し、一致すると判定した前記物体については、その物体情報を前記
第二の通信装置へ送信しないこと、
　を特徴とする通信装置。
【請求項１０】
　請求項１～請求項９の何れかに記載の通信装置において、
　前記制御手段は、前記第二の通信装置へ前記物体情報を送信する前に、前記物体情報の
中に、同一方向へ走行する一群の車両についての情報が含まれており、且つ、その前端の
車両と後端の車両との距離が所定距離内であるか否かを判定し、肯定判定された場合には
、その中間に存在する車両についての情報を削除して前記物体情報を前記第二の通信装置
へ送信すること、
　を特徴とする通信装置。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項１～請求項１０の何れかに記載の通信装置における前記制御手
段として機能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、車両の周辺状況に関する情報を取得し、その情報を車車間通信により他車両
に送信する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　他車両に搭載された通信装置と通信を行うことによって、その通信を行った他車両の位
置情報等を運転者に提示する技術が知られている。例えば、下記の先行技術文献１に示す
技術は、通信装置の搭載された車両（以下、単に「搭載車両」ともいう）についての位置
情報のみならず、搭載車両が備えるカメラ等によって得られた周辺車両の位置情報につい
ても、他車両の通信装置へ送信するようにしたものである。ここで言う、周辺車両という
のは、搭載車両だけではなく、通信装置を搭載していない車両（以下、単に「未搭載車両
」とも言う）も含む。このため、搭載車両の位置からは視認不可能な位置に存在する未搭
載車両についても、その車両の周囲に別の搭載車両が存在していれば、その搭載車両の通
信装置を介して得られる情報によって存在を知ることができる。つまり、運転者の認識範
囲がより広範囲になり、安全性向上に役立つ。
【０００３】
 　[先行技術文献１]
 　特願２００４－１１５５８７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、このような通信装置を搭載した車両が増えると、一つの未搭載車両の存在を
複数の搭載車両が検知してその位置情報を送信することも多くなる。そうすると、受信し
た通信装置側で、その情報が同一車両についてのものであるか、別の車両についてのもの
であるかを判断する処理も増える。
【０００５】
　また、渋滞箇所のような、狭い範囲に数十台～百台以上の車両が密集しているような場
合には、無線通信チャネルの不足も懸念される。また、上述したような周辺車両の位置情
報についても送信する通信装置であれば、そうでない通信装置に比べて通信データ量も多
いため、さらに個々の通信における無線通信チャネルの占有時間が増える。その結果、適
切なタイミングで送信ができない状態が発生する可能性も増えると考えられる。
【０００６】
　本願発明はこのような問題にかんがみなされたものであり、通信装置間で通信されるデ
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ータ量を適正化する技術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】
【０００７】
　上記課題を解決するためになされた請求項１に記載の通信装置は、他の通信装置と通信
を行う通信手段と、自車両（本発明の通信装置が搭載された車両）の周辺に存在する物体
（例えば、車両、自転車、歩行者、障害物等）を検知する検知手段から、検知された物体
についての情報である物体情報を入力する物体情報入力手段と、制御手段とを備える。制
御手段は、物体情報入力手段より入力した物体情報によって特定される物体に関する情報
が、通信手段を介して他の第一の通信装置から受信した通信情報の中に含まれているか否
かを判定する。そして、含まれていないと判定した物体については、その物体情報を他の
第二の通信装置へ通信手段を介して送信し、含まれていると判定した物体については、そ
の物体情報を第二の通信装置へ送信しない。
【０００８】
　このような通信装置は、物体情報入力手段より入力した物体情報によって特定される物
体についての情報が第一の通信装置から受け取った通信情報の中にあれば、その物体につ
いての物体情報を第二の通信装置へ送信しない。すなわち、重複する物体情報については
、通信ネットワーク内への拡散を第一の通信装置に託すということである。したがって、
第二の通信装置が、本発明の通信装置及び第一の通信装置の両方と通信可能であったとし
ても、上記物体の情報は第一の通信装置からのみ受信することになるため、上記物体の情
報の重複がなくなり、第二の通信装置内で重複判断をしなくてもよい。また、通信装置間
で通信される総データ量を低減させることもできる。
【０００９】
　ところで、物体が自車両の極近傍に存在するような場合には、自己の通信装置が備える
物体情報入力手段によって入力された物体情報の方が、通信手段を介して受信した通信情
報中の情報よりも精度が高い場合がある。このような場合を想定し、制御手段は、上述し
た判定において、物体情報入力手段より入力した物体情報によって特定される物体に関す
る情報が通信情報に含まれていると判定したとしても、物体情報入力手段より入力した当
該物体についての物体情報の方が、通信情報の中に含まれる情報よりも精度が所定程度以
上良い場合は、その物体情報の方を第二の通信装置へ通信手段を介して送信するようにな
っているとよい（請求項２）。ここで言う「所定程度」というのは、精度の高い物体情報
が通信ネットワーク上を流れるメリットと、通信ネットワークを流れるデータ量が増加す
るデメリットとをかんがみて決定されるべき程度であり、最終的には実情に合わせて設定
される程度を意味する。
【００１０】
　また、制御手段は、上述した判定により送信すると判定した物体情報についてのみ第二
の通信装置へ送信するようになっていてもよいが、制御手段は、第一の通信装置から受信
した通信情報の中に含まれる情報のうち、自車両の検知手段によって検知されなかった物
体についての物体情報を、第二通信装置へ更に送信するようになっていてもよい（請求項
３）。
【００１１】
　このようになっていれば、検知手段が検知できなかった物体についての情報も通信ネッ
トワーク内で拡散させることができる。なお、こうすることにより、そうでない場合と比
較して通信ネットワーク内で通信されるデータ量を増加させてしまうことになるが、デー
タ量の増加と言っても、その原因が意味のない重複データである場合と、意味のあるデー
タである場合とで、デメリットを同列に比較することは適切ではない。よって、総合的に
考えれば、通信装置間で通信されるデータ量の適正化の流れを逸脱するものではない。
【００１２】
　また、上述した判定における「物体」の一つは、第一の通信装置を搭載した車両である
と特によい（請求項４）。なぜなら、送信元の通信装置についての情報は、送信元の通信
装置が送信する情報が最も精度が高いと考えられるからである。
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【００１３】
　また、上述した判定のおける「第一の通信装置」というのは、路側に設置された路側装
置であると特によい（請求項５）。なぜなら、路側装置は、車載されている通信装置に比
較して高精度なセンサ類を装備することができるため、路側装置が送信する通信情報の精
度は高いと考えられるからである。
【００１４】
　ところで、制御手段が行う上記判定の手法は様々な手法が考えられるが、物体情報入力
手段より入力した物体情報によって特定される物体に関する情報が、通信手段を介して他
の第一の通信装置から受信した通信情報の中に含まれていると判定された場合、物体情報
に含まれる物体の位置情報と、通信情報に含まれる物体の位置情報とが一致するか否かを
さらに判定し、一致しないと判定された物体については、その物体情報は他の第二の通信
装置へ前記通信手段を介して送信され、一致すると判定された物体については、その物体
情報は第二の通信装置へ送信しないと特によい（請求項６）。なぜなら、有体物である物
体は、同一位置に重なって存在することは不可能であるからである。逆に言えば、同一位
置に存在すると判定される物体は、同一物体であると言える。したがって、上記位置情報
を比較することにより、簡便に判定を行うことができる。
【００１５】
　また、物体情報に含まれる物体の位置情報と、通信情報に含まれる物体の位置情報とが
一致するか否かを判定する際には、通信装置が搭載された車両の位置の誤差、検知手段の
誤差、及び、通信情報に位置情報とともに含まれるその位置情報に関する誤差を考慮して
行うようになっているとよい（請求項７）。このようになっていれば、適切に判定を行う
ことができる。
【００１６】
　また、物体情報入力手段より入力した物体情報によって特定される物体に関する情報が
、通信手段を介して他の第一の通信装置から受信した通信情報の中に含まれていると判定
した場合、物体情報に含まれる物体の移動方向情報と、通信情報の中に含まれる物体の移
動方向情報とが一致するか否かをさらに判定し、一致しないと判定した物体については、
その物体情報を他の第二の通信装置へ通信手段を介して送信し、一致すると判定した物体
については、その物体情報を第二の通信装置へ送信しなくてもよい（請求項８）。このよ
うになっていれば、異なる方向に移動している物体は別の物体である可能性が高いという
ような判定が可能になり、判定精度が向上する。
【００１７】
　また、物体情報入力手段より入力した物体情報によって特定される物体に関する情報が
、通信手段を介して他の第一の通信装置から受信した通信情報の中に含まれていると判定
した場合、物体情報に含まれる物体の移動速度情報と、通信情報の中に含まれる物体の移
動速度情報とが一致するか否かをさらに判定し、一致しないと判定した物体については、
その物体情報を他の第二の通信装置へ通信手段を介して送信し、一致すると判定した物体
については、その物体情報を第二の通信装置へ送信しなくてもよい（請求項９）。このよ
うになっていれば、移動速度が異なる物体は別の物体である可能性が高いというような判
定が可能になり、判定精度が向上する。
【００１８】
　ところで、一群の車列として走行している車両をその車列の外からユーザが視認する場
合、特に注目するのは先頭車両と最後尾車両であることが一般的である。なぜなら、その
車列をやり過ごした後に車道へ進入するといった場合が多く発生するからである。したが
って、車列の中間車両は、先頭車両及び最後尾車両に比べての注目度合いが低いため、通
信情報から削除してしまってもよい。つまり、制御手段は、第二の通信装置へ物体情報を
送信する前に、物体情報の中に、同一方向へ走行する一群の車両についての情報が含まれ
ており、且つ、その前端の車両と後端の車両との距離が所定距離内であるか否かを判定し
、肯定判定された場合には、その中間に存在する車両についての情報を削除して物体情報
を第二の通信装置へ送信するようになっているとよい（請求項１０）。
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【００１９】
　このようになっていれば、通信装置間で通信されるデータ量を効果的に減らすことがで
きる。
　また、上述した通信装置の制御手段としての機能をプログラムによって実現してもよい
（請求項１１）。このようなプログラムを、通信装置が内蔵するコンピュータに実行させ
れば、その通信装置は、上述した本発明の通信装置と同様の作用及び効果を奏する。また
、プログラムはネットワーク等を用いて流通させることも可能である上、通信装置におけ
るプログラムの入れ替えは、部品の入れ替えに比較して容易である。したがって、通信装
置の機能向上を容易に行うこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明が適用された実施形態について図面を用いて説明する。尚、本発明の実施
の形態は、下記の実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に属する限
り種々の形態を採りうる。
【００２１】
　［構成の説明］
　図１（ａ）は、本発明の通信装置の機能を有する運転支援装置１１及びその運転支援装
置１１に接続された装置類の構成を示すブロック図である。運転支援装置１１には、操作
部１５、表示装置１６、音声出力装置１７、地図情報読込装置１８、及び、位置検出装置
１９が接続されている。また、運転支援装置１１は、車内ＬＡＮ２１に接続され、その車
内ＬＡＮ２１には、レーダーＥＣＵ２３、カメラＥＣＵ２５、及び、エンジンＥＣＵ２７
が少なくとも接続されており、相互に通信を行うことができるようになっている。
【００２２】
　運転支援装置１１は、支援制御部１２と、無線通信部１３と、アンテナ部１４とを備え
る。
　支援制御部１２は、周知のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＳＲＡＭ、Ｉ／Ｆ等から構成され
、内蔵されたプログラムに基づいて様々な処理を実行して各部、各装置を統括的に制御す
る部位である。
【００２３】
　無線通信部１３は、他の運転支援装置（本実施形態の運転支援装置１１と同種の運転支
援装置）や、後述する路側装置３１と通信を行う機能を有する部位である。通信プロトコ
ルとしては様々なものが考えられ、以下に説明する通信データを０．１秒程度以下のオー
ダーで送受信できるものであればどのようなものであってもよい。
【００２４】
　操作部１５は、メカニカルなキースイッチや、表示装置１６の表示面に一体形成された
タッチパネルや、リモコンとして構成されたスイッチ等から構成される。
　表示装置１６は、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等から構成され、カラー画
像を表示させることができる装置である。
【００２５】
　音声出力装置１７は、スピーカやアンプ等から構成され、音声信号を音声として出力す
ることができる装置である。
　地図情報読込装置１８は、図示しない地図データ記憶媒体（例えばハードディスクやＤ
ＶＤ－ＲＯＭ等）に記憶された各種データを入力するための装置である。地図データ記憶
媒体には、地図データ（ノードデータ、リンクデータ、コストデータ、背景データ、道路
データ、名称データ、マークデータ、交差点データ、施設のデータ等）、案内用の音声デ
ータ、音声認識データ等が記憶されている。なお、地図データ記憶媒体からこれらのデー
タを入力する代わりに、通信ネットワークを介してこれらのデータを入力するようになっ
ていてもよい。
【００２６】
　位置検出装置１９は、図示しない、ＧＰＳアンテナ，ジャイロスコープから得られる信
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号に基づいて、運転支援装置１１が搭載された車両の位置及び方位を検出し、位置情報及
び方位情報を支援制御部１２へ出力する装置である。
【００２７】
　レーダーＥＣＵ２３は、図示しないレーダーアンテナから得られる信号を処理し、物体
の位置、移動方向及び移動速度等を求めるＥＣＵである。なお、レーダーの種類としては
、パッシブ型でもアクティブ型でも何れでもよい。レーダーアンテナが検知する波長とし
ては、３０ＧＨｚ～３００ＧＨｚ程度のミリ波が適している。
【００２８】
　カメラＥＣＵ２５は、図示しないＣＣＤカメラから得られる信号を処理し、物体の位置
、移動方向及び移動速度等を求めるＥＣＵである。なお、ＣＣＤカメラの種別としては、
暗闇でも撮影が容易な赤外線ＣＣＤカメラが適している。
【００２９】
　エンジンＥＣＵ２７は、点火プラグの点火タイミングや、バルブ開閉タイミングや、燃
料噴射タイミング等を制御するＥＣＵである。なお、これらを制御する際、車輪のハブ内
に設けられた車速センサからの信号や、スロットルに設けられたスロットルセンサからの
信号や、ＡＴ－ＥＣＵからのシフトポジション信号等を取得して利用する（何れのセンサ
も図示せず）。
【００３０】
　図１（ｂ）は、運転支援装置１１が通信を行う路側装置３１の概略構成を示すブロック
図である。路側装置３１は、無線通信部３２と、カメラ部３３と、路側制御部３４とを備
える。
【００３１】
　無線通信部３２は、アンテナ部３５を介して運転支援装置１１と通信を行う機能を有す
る部位である。通信プロトコルとしては様々なものが考えられ、以下に説明する通信デー
タを０．１秒程度以下のオーダーで送受信できるものであればどのようなものであっても
よい。
【００３２】
　カメラ部３３は、ＣＣＤカメラから得られる信号を処理し、物体までの距離や物体の位
置を求める部位である。なお、ＣＣＤカメラの種別としては、暗闇でも撮影が容易な赤外
線ＣＣＤカメラが適している。
【００３３】
　路側制御部３４は、周知のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＳＲＡＭ、Ｉ／Ｆ等から構成され
、内蔵されたプログラムに基づいて処理を実行する。具体的には、カメラ部３３によって
検知された物体までの距離や物体の位置等の情報を、要求のあった運転支援装置１１へ送
信する機能を実行する。
【００３４】
　［動作の説明］
　次に、運転支援装置１１の支援制御部１２が実行する処理について説明するが、本発明
の特徴が特に表れている処理についてのみ取り上げ、他の一般的な処理については説明を
省略する。なお、表示装置１６に運転支援情報を表示させる処理については、先行技術文
献１として示した特願２００４－１１５５８７号に記載されている方法や、周知の案内表
示方法によって行えばよい。
【００３５】
　（１）通信処理
　まず、図２のフローチャートを用いて通信処理について説明する。通信処理は、運転支
援装置１１が搭載された車両（以下、「自車両」と称す）の運転者が、操作部１５を操作
して通信処理を開始させる旨の指令を入力した際や、自車両が交差点等の特定のエリアに
進入した際や、他車両からデータ送信要求があった際に実行が開始される。
【００３６】
　支援制御部１２は、通信処理の実行を開始すると、まず自車両情報を取得する（Ｓ１０
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５）。これは、位置検出装置１９から位置情報及び方位情報を取得するとともに、エンジ
ンＥＣＵ２７から車速情報を取得することである。
【００３７】
　次に周辺車両の情報を取得する（Ｓ１１０）。これは、自車両周辺に存在する他車両の
位置、移動方向及び速度等についての情報をレーダーＥＣＵ２３及びカメラＥＣＵ２５か
ら取得することである。なお、「周辺」というのは、例えば、自車両の前方４００ｍ程度
、自車両の後方１００ｍ程度、自車両の左右３０ｍ程度を意味する。
【００３８】
　続いて、Ｓ１０５で取得した自車両情報及びＳ１１０で取得した周辺車両情報に基づい
て自装置検知車両データリストを生成する（Ｓ１１３）。
　ここで、図６（ａ）の説明図を用いて、自装置検知車両データリストの一例について説
明する。図６（ａ）に示す自装置検知車両データリストは、自車両及び周辺車両について
のデータのリストであり、各車両のデータは車両位置，誤差，進行方向，車速，走行レー
ン，種別の各データから構成される。このうち、「車両位置」というのは、文字通り車両
の位置（正確には車両の中心位置）であり、経度・緯度によって表されている。また、「
誤差」というのは、車両位置を示すデータの誤差である。なお、この誤差は、レーダーＥ
ＣＵ２３及びカメラＥＣＵ２５による検知誤差に加え、自車両の位置情報についての誤差
も加えられたものである。また、「進行方向」というのは、車両の進行している方向であ
り、１６方位（南南東等）によって表されている。また、「車速」というのは、文字通り
車両の速度であり、時速によって表されている。また、「走行レーン」というのは、同一
方向の走行レーンが複数存在する場合に、そのうちの何れの走行レーンを走行しているか
という情報である。また、「種別」というのは、レーダーＥＣＵ２３及びカメラＥＣＵ２
５から得られた車幅情報と、種別変換表とに基づいて決定される車両種別である。ただし
自車両については、予め登録されている種別を用いる。
【００３９】
　ここで、種別変換表の一例について図６（ｂ）の説明図を用いて説明する。図６（ｂ）
に示す種別変換表は、検知した車幅（～１．３ｍ，１．３ｍ～２．０ｍ，２ｍ～）とその
車幅に対応する種別（二輪車／人，小型車，大型車）とから構成される。なお、「人」は
厳密には車（車両）ではないが、本実施形態の説明では便宜的に車として扱う。
【００４０】
　説明を図２に戻し、続いて、Ｓ１１３で生成した自装置検知車両データリストに基づき
、自車両以外に周辺車両が存在するか否かを判定する（Ｓ１１５）。つまり、自装置検知
車両データリストの中に周辺車両についてのデータがあるか否かを判定する。周辺車両が
存在すると判定した場合は（Ｓ１１５：Ｙｅｓ）、Ｓ１２０へ処理を移行し、周辺車両が
存在しないと判定した場合は（Ｓ１１５：Ｎｏ）、Ｓ１５５へ処理を移行する。
【００４１】
　周辺車両が存在すると判定した場合に進むＳ１２０では、他車両（運転支援装置１１と
同種の装置が搭載された車両）から他装置検知車両データリストの受信を試みる。
　ここで、図７の説明図を用いて、他装置検知車両データリストの一例について説明する
。図７に示す他装置検知車両データリストは、送信元車両及びその送信元車両の周辺に存
在する周辺車両に関するデータのリストであり、各車両のデータは、車両位置，誤差，進
行方向，車速，走行レーン，種別の各データから構成される。なお、各車両のデータは、
上述した自装置検知車両データリストの場合と同様である。
【００４２】
　説明を図２に戻し、続くＳ１２５では、Ｓ１２０において他車両から他装置検知車両デ
ータリストを受信できたか否かを判定する（Ｓ１２５）。他装置検知車両データリストを
受信できたと判定した場合は（Ｓ１２５：Ｙｅｓ）、Ｓ１３０へ処理を移行し、他装置検
知車両データリストを受信できなかったと判定した場合は（Ｓ１２５：Ｎｏ）、Ｓ１４０
へ処理を移行する。
【００４３】
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　他装置検知車両データリストを受信できたと判定した場合に進むＳ１３０では、送信元
車両情報削除処理を実行する。この処理については後述する。
　続いて、周辺車両情報削除処理１を実行する（Ｓ１３５）。この処理についても後述す
る。
【００４４】
　続くＳ１４０では、路側装置３１から路側装置検知車両データリストの受信を試みる。
ここで、路側装置３１から受信する路側装置検知車両データリストの一例を図８に示す。
図８に示す路側装置検知車両データリストは、路側装置３１の周辺に存在する周辺車両に
関するデータのリストであり、各車両のデータは、車両位置，誤差，進行方向，車速，走
行レーン，種別の各データから構成されている。なお、各車両のデータは、上述した自装
置検知車両データリストの場合と同様である。
【００４５】
　説明を図２に戻し、続くＳ１４５では、路側装置３１から路側装置検知車両データリス
トを受信できたか否かを判定する。路側装置検知車両データリストを受信できたと判定し
た場合は（Ｓ１４５：Ｙｅｓ）、Ｓ１５０へ処理を移行し、路側装置検知車両データリス
トを受信できなかったと判定した場合は（Ｓ１４５：Ｎｏ）、Ｓ１５５へ処理を移行する
。
【００４６】
　路側装置３１から路側装置検知車両データリストを受信できたと判定した場合に進むＳ
１５０では、周辺車両情報削除処理２を実行する。この周辺車両情報削除処理２について
は後述する。
【００４７】
　続くＳ１５５では、自装置検知車両データリストを、無線通信部１３を介して他車両へ
送信する。そして、本処理（通信処理）を終了する。
　（２）送信元車両情報削除処理
　次に、運転支援装置１１の支援制御部１２が実行する送信元車両情報削除処理について
、図３のフローチャートを用いて説明する。なお、送信元車両情報削除処理は、上述した
通信処理のＳ１３０において呼び出されて実行が開始される。
【００４８】
　支援制御部１２は、まず、Ｓ２０５～Ｓ２２０の各判定ステップを実行することにより
、上述した通信処理のＳ１２０で受信した「他装置検知車両データリストの送信元車両の
情報」が、通信処理のＳ１１３で生成された「自装置検知車両データリストの中に存在す
る否か」を判定する。以下、各判定ステップを順に説明する。
【００４９】
　Ｓ２０５では、送信元車両の種別と一致する車両の情報が自装置検知車両データリスト
の中に存在するか否かを判定する。なお、自装置検知車両データリストにおける種別は、
レーダーＥＣＵ２３及びカメラＥＣＵ２５から得られた車幅情報に基づいて決定されたデ
ータであるため若干精度が悪い場合も考えられる。そして、他装置検知車両データリスト
における送信元車両の種別の方が、精度が高く分類も細かい場合が考えられる。そのよう
な場合には、種別対応表に基づいて行う。
【００５０】
　ここで、この種別対応表について、図９を用いて説明する。図９に示す種別対応表は、
他装置検知車両データリストにおける送信元車両の種別として、「不明」，「大型車」，
「普通車」，「軽自動車」，「自動二輪車」，「自動車」，「歩行者」があり、自装置検
知車両データリストにおける種別として、「不明」，「大型車」，「小型車」，「二輪車
／人」がある。そして、これらの組み合わせについて一致有無（”○”，”×”）及び不
定（”－”）が設定されている。なお、不定の場合は、一致（”○”）として扱ってもよ
い。
【００５１】
　説明を図３に戻し、種別の一致する車両の情報が自装置検知車両データリストの中にあ
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ると判定した場合は（Ｓ２０５：Ｙｅｓ）、Ｓ２１０へ処理を移行し、種別の一致する車
両の情報が自装置検知車両データリストの中にないと判定した場合は（Ｓ２０５：Ｎｏ）
、本処理（送信元車両情報削除処理）を終了し、呼び出し元である通信処理のＳ１３０に
続く処理を実行する。
【００５２】
　Ｓ２１０では、種別の一致する車両の情報であって送信元車両の位置と一致する車両の
情報が自装置検知車両データリストの中に存在するか否かを判定する。ここで、この判定
手法について、図１０の説明図を用いて説明する。
【００５３】
　まず、自装置検知車両データリストにセットされている周辺車両の車両位置座標につい
て説明する。この位置座標は、中心位置Ｓ’が相当する。これは、レーダーＥＣＵ２３及
びカメラＥＣＵ２５によって得られた車両の後端位置座標Ｓから算出される。具体的には
、車両の全長の半分ｄＴだけ位置を修正して車両の中心位置Ｓ’を求める。このｄＴは、
例えば、検出した車幅に基づいて求めるとよい。例えば、大型車であれば３ｍ、四輪車で
あれば２ｍ、二輪車であれば１ｍをｄＴにするとよい。
【００５４】
　判定手法は、まず、送信元車両の位置座標Ｒと中心位置Ｓ’の距離ｄＬを計算によって
求める。また、中心位置Ｓ’の誤差ｄＳを求める。具体的には、自車位置の誤差ｄＳ１と
レーダーＥＣＵ２３及びカメラＥＣＵ２５の検出誤差ｄＳ２とを足し合わせて求める。な
お、自装置検知車両データリストの「誤差」は、このｄＳに相当する情報がセットされて
いる。
【００５５】
　そして、送信元車両の位置Ｒの誤差ｄＲ（他装置検知車両データリスト中の「誤差」）
を使い、判定を行う。具体的には、ｄＳとｄＲを足し合わせたものよりもｄＬが小さけれ
ば、これらの車両は一致する（同一車両である）と判定する。一方、ｄＳとｄＲを足し合
わせたものよりもｄＬが大きければ、これらの車両は一致しない（別車両である）と判定
する。
【００５６】
　このようにして、送信元車両の位置と一致する車両の情報が、自装置検知車両データリ
ストの中に存在するか否かを車両単位で順に判定していき、送信元車両の位置と一致する
車両の情報が自装置検知車両データリストの中に存在するか否かを判定する。
【００５７】
　説明を図３に戻し、送信元車両の位置と一致する車両の情報が自装置検知車両データリ
ストの中に存在すると判定した場合は（Ｓ２１０：Ｙｅｓ）、Ｓ２１５へ処理を移行し、
送信元車両の位置と一致する車両の情報が自装置検知車両データリストの中に存在しない
と判定した場合は（Ｓ２１０：Ｎｏ）、本処理（送信元車両情報削除処理）を終了し、呼
び出し元である通信処理のＳ１３０に続く処理を実行する。
【００５８】
　Ｓ２１５では、Ｓ２１０において一致すると判定した自装置検知車両データリスト中の
車両であって、送信元車両の進行方向及び速度と一致する車両の情報が存在するか否かを
判定する。この一致判断は、正確に一致している必要はなく、ある程度の一致性によって
判断すればよい。進行方向について言えば、例えば、車両が存在する道路上をどちら方向
に進んでいるかが一致していればよい。また、速度について言えば、例えば、速度を「Ｌ
＝０～１０ｋｍ／ｈ，Ｍ＝１０～３０ｋｍ／ｈ，Ｈ＝３０～６０ｋｍ／ｈ，ＳＨ＝６０ｋ
ｍ／ｈ」と分類し、分類が同じか隣接する分類同士であれば一致と判定すればよい。
【００５９】
　このＳ２１５において、一致する車両が存在すると判定した場合は（Ｓ２１５：Ｙｅｓ
）、Ｓ２２０へ処理を移行し、一致する車両が存在しないと判定した場合は（Ｓ２１５：
Ｎｏ）、本処理（送信元車両情報削除処理）を終了し、呼び出し元である通信処理のＳ１
３０に続く処理を実行する。
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【００６０】
　Ｓ２２０では、Ｓ２１５において一致すると判定した自装置検知車両データリスト中の
車両の誤差が規定以上であるか否かを判定する。ここで言う「誤差」というのは、上述し
たｄＳを意味する。また、「規定」というのは、送信元車両の誤差ｄＲに所定の係数（例
えば、０．３等）をかけ合わせた値を意味する。当該誤差は規定以上であると判定した場
合は（Ｓ２２０：ＹＥｓ）、Ｓ２２５へ処理を移行し、当該誤差は規定未満であると判定
した場合は（Ｓ２２０：Ｎｏ）、本処理（送信元車両情報削除処理）を終了し、呼び出し
元である通信処理のＳ１３０に続く処理を実行する。
【００６１】
　Ｓ２２５では、自装置検知車両データリストから、Ｓ２０５～Ｓ２１５の各判定が肯定
判定（Ｙｅｓ）であった車両のデータ（つまり、送信元車両に相当する車両の情報）を自
装置検知車両データリストから削除する。そして、本処理（送信元車両情報削除処理）を
終了し、呼び出し元である通信処理のＳ１３０に続く処理を実行する。
【００６２】
　（３）周辺車両情報削除処理１
　次に、運転支援装置１１の支援制御部１２が実行する周辺車両情報削除処理１について
、図４のフローチャートを用いて説明する。なお、周辺車両情報削除処理１は、上述した
通信処理のＳ１３５において呼び出されて実行が開始される。
【００６３】
　支援制御部１２は、周辺車両情報削除処理１の実行を開始すると、まず未処理の車両情
報があるか否かを判定する（Ｓ３０５）。ここで言う「未処理の車両情報」というのは、
上述した通信処理のＳ１２０で取得した他装置検知車両データリストに含まれる車両情報
であって、後述するＳ３１０で未だ選択されていない車両の車両情報を意味する。
【００６４】
　未処理の車両情報があると判定した場合は（Ｓ３０５：Ｙｅｓ）、Ｓ３１０へ処理を移
行し、未処理の車両情報はないと判定した場合は（Ｓ３０５：Ｎｏ）、本処理（周辺車両
情報削除処理１）を終了し、呼び出し元である通信処理のＳ１３５に続く処理を実行する
。
【００６５】
　未処理の車両情報があると判定した場合に進むＳ３１０では、上述した未処理の車両情
報の中から、何れか一台の車両を選択する（以下、「選択車両」とも称す）。そして、そ
の選択した車両の種別と一致する車両の情報が自装置検知車両データリストの中に存在す
るか否かを判定する（Ｓ３１３）。ここで言う「種別」は、Ｓ２０５で説明した「種別」
と同様である。種別の一致する車両の情報があると判定した場合は（Ｓ３１３：Ｙｅｓ）
、Ｓ３１５へ処理を移行し、種別の一致する車両の情報がないと判定した場合は（Ｓ３１
３：Ｎｏ）、Ｓ３０５へ処理を戻す。なお、自装置検知車両データリストの中に存在する
車両であって、Ｓ３１３及び以下のＳ３１５～Ｓ３２０の判断条件を各時点で全て満たす
一又は複数の車両を、以下、「注目車両」とも称す。
【００６６】
　種別の一致する車両の情報があると判定した場合に進むＳ３１５では、選択車両の位置
情報と一致する車両の情報が注目車両の中に存在するか否かを判定する（Ｓ３１５）。こ
の判定は、Ｓ２１０で説明した判定手法と同様である。位置が一致する車両の情報が注目
車両の中に存在すると判定した場合は（Ｓ３１５：Ｙｅｓ）、Ｓ３２０へ処理を移行し、
位置が一致する車両の情報が注目車両の中に存在しないと判定した場合は（Ｓ３１５：Ｎ
ｏ）、Ｓ３０５へ処理を戻す。
【００６７】
　位置が一致する車両の情報が注目車両の中に存在すると判定した場合に進むＳ３２０で
は、選択車両の進行方向及び速度と一致する車両の情報が注目車両の中に存在するか否か
を判定する。ここで行う進行方向及び速度の判定は、Ｓ２１５で説明した進行方向及び速
度の判定手法と同様の方法で行う。進行方向及び速度の一致する車両の情報が注目車両の
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中に存在すると判定した場合は（Ｓ３２０：Ｙｅｓ）、Ｓ３２５へ処理を移行し、進行方
向及び速度の一致する車両の情報が注目車両の中に存在しないと判定した場合は（Ｓ３２
０：Ｎｏ）、Ｓ３０５へ処理を戻す。
【００６８】
　進行方向及び速度の一致する車両の情報が注目車両の中に存在すると判定した場合に進
むＳ３２５では、その一致する注目車両の誤差が規定以上であるか否かを判定する。ここ
で言う「誤差」というのは、Ｓ２２０で説明した「誤差」と同様である（ただし、送信元
車両の代わりに選択車両を用いる）。当該誤差が規定以上であると判定した場合は（Ｓ３
２５：Ｙｅｓ）、Ｓ３５０へ処理を移行し、当該誤差が規定未満であると判定した場合は
（Ｓ３２５：Ｎｏ）、Ｓ３３０へ処理を移行する。
【００６９】
　誤差が規定以上であると判定した場合に進むＳ３３０では、他装置検知車両データリス
ト中の送信元車両の進行方向と、注目車両の進行方向と自車の進行方向とを比較し、自車
だけ進行方向が逆か否かを判定する。ここで行う進行方向の判定は、Ｓ２１５のところで
説明した進行方向の判定手法と同様の方法で行う。自車だけ進行方向が逆と判定した場合
は（Ｓ３３０：Ｙｅｓ）、Ｓ３５０へ処理を移行し、自車だけ進行方向が逆という状況で
はないと判定した場合は（Ｓ３３０：Ｎｏ）、Ｓ３３５へ処理を移行する。
【００７０】
　自車だけ進行方向が逆という状況ではない判定した場合に進むＳ３３５では、送信元車
両の方が自車よりも注目車両に規定（例：１．２倍）以上近いか否かを判定する。送信元
車両の方が自車よりも注目車両に規定以上近いと判定した場合は（Ｓ３３５：Ｙｅｓ）、
Ｓ３５０へ処理を移行し、自車の方が送信元車両よりも注目車両に規定以上近いと判定し
た場合は（Ｓ３３５：Ｎｏ）、Ｓ３４０へ処理を移行する。
【００７１】
　自車の方が送信元車両よりも注目車両に近いと判定した場合に進むＳ３４０では、送信
元車両の走行車線と注目車両の走行車線と自車の走行車線とを比較し、自車だけ走行車線
が異なるか否かを判定する。自車だけ走行車線が異なると判定した場合は（Ｓ３４０：Ｙ
ｅｓ）、Ｓ３５０へ処理を移行し、自車だけ走行車線が異なっているという状況ではない
と判定した場合は（Ｓ３４０：Ｎｏ）、Ｓ３４５へ処理を移行する。
【００７２】
　自車だけ走行車線が異なると判定した場合に進むＳ３４５では、送信元車両の方が自車
よりも注目車両との車速差が小さいか否かを判定する。ここで行う速度の判定は、Ｓ２１
５のところで説明した速度の判定手法と同様の方法で行う。送信元車両の方が注目車両と
の車速差が小さいと判定した場合は（Ｓ３４５：Ｙｅｓ）、Ｓ３５０へ処理を移行し、自
車両の方がＳ３１０で選択した車両との車速差が小さいと判定した場合は（Ｓ３４５：Ｎ
ｏ）、Ｓ３０５へ処理を戻す。
【００７３】
　Ｓ３５０では、注目車両についての情報を自装置検知車両データリストの中から削除す
る。そして、Ｓ３０５へ処理を戻す。
　（４）周辺車両情報削除処理２
　次に、運転支援装置１１の支援制御部１２が実行する周辺車両情報削除処理２について
、図５のフローチャートを用いて説明する。なお、周辺車両情報削除処理２は、上述した
通信処理のＳ１５０において呼び出されて実行が開始される。
【００７４】
　支援制御部１２は、周辺車両情報削除処理２の実行を開始すると、まず未処理の車両情
報があるか否かを判定する（Ｓ４０５）。ここで言う「未処理の車両情報」というのは、
上述した通信処理のＳ１４０で取得した路側装置検知車両データリストに含まれる車両情
報であって、後述するＳ４０８で未だ選択されていない車両の車両情報を意味する。
【００７５】
　未処理の車両情報があると判定した場合は（Ｓ４０５：Ｙｅｓ）、Ｓ４１０へ処理を移
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行し、未処理の車両情報はないと判定した場合は（Ｓ４０５：Ｎｏ）、Ｓ４３５へ処理を
移行する。
【００７６】
　未処理の車両情報があると判定した場合に進むＳ４０８では、上述した未処理の車両情
報の中から、何れか一台の車両を選択する（以下、この車両を「選択車両」とも称す）。
そして、その選択した車両の種別と一致する車両の情報が自装置検知車両データリストの
中に存在するか否かを判定する（Ｓ４１０）。ここで言う「種別」は、Ｓ２０５で説明し
た「種別」と同様である。種別の一致する車両の情報があると判定した場合は（Ｓ４１０
：Ｙｅｓ）、Ｓ４１５へ処理を移行し、種別の一致する車両の情報がないと判定した場合
は（Ｓ４１０：Ｎｏ）、Ｓ４０５へ処理を戻す。なお、自装置検知車両データリストの中
に存在する車両であって、Ｓ４１０及び以下のＳ４１５～Ｓ４２０の判断条件を各時点で
全て満たす一又は複数の車両を、以下、「注目車両」とも称す。
【００７７】
　種別の一致する車両があると判定した場合に進むＳ４１５では、選択車両の位置と一致
する車両が注目車両の中に存在するか否かを判定する。この判定は、Ｓ２１０で説明した
判定手法と同様である。位置が一致する車両が注目車両の中に存在すると判定した場合は
（Ｓ４１５：Ｙｅｓ）、Ｓ４２０へ処理を移行し、位置が一致する車両が注目車両の中に
存在しないと判定した場合は（Ｓ４１５：Ｎｏ）、Ｓ４０５へ処理を戻す。
【００７８】
　位置が一致する車両が注目車両の中に存在すると判定した場合に進むＳ４２０では、進
行方向及び速度が一致する車両が注目車両の中にあるか否かを判定する。ここで行う判定
は、Ｓ２１５で説明した判定手法と同様の方法で行う。進行方向及び速度が一致する車両
が注目車両の中にあると判定した場合は（Ｓ４２０：Ｙｅｓ）、Ｓ４２５へ処理を移行し
、進行方向及び速度が一致する車両が注目車両の中にないと判定した場合は（Ｓ４２０：
Ｎｏ）、Ｓ４０５へ処理を戻す。
【００７９】
　進行方向及び速度の一致する車両が注目車両の中に存在すると判定した場合に進むＳ４
２５では、その注目車両の誤差は規定以上であるか否かを判定する。ここで言う「誤差」
というのは、Ｓ２２０で説明した「誤差」と同様である（ただし、送信元車両の代わりに
選択車両を用いる）。その注目車両の誤差は規定以上であると判定した場合は（Ｓ４２５
：Ｙｅｓ）、Ｓ４３０へ処理を移行し、その注目車両の誤差は規定以上でないと判定した
場合は（Ｓ４２５：Ｎｏ）、Ｓ４０５へ処理を戻す。
【００８０】
　注目車両の誤差は規定以上と判定した場合に進むＳ４３０では、自装置検知車両データ
リストから該当注目車両の情報を削除する。そして、Ｓ４０５へ処理を戻す。
　未処理の車両情報はなかったと判定した場合に進むＳ４３５では、路側装置検知車両デ
ータリストにない車両が自装置検知車両データリストの中にあるか否かを判定する。その
ような車両があると判定した場合は（Ｓ４３５：Ｙｅｓ）、Ｓ４４５へ処理を移行し、そ
のような車両はないと判定した場合は（Ｓ４３５：Ｎｏ）、Ｓ４４０へ処理を移行する。
【００８１】
　Ｓ４４０では、路側装置検知車両データリスト中の車両及び自装置検知車両データリス
ト中の車両であって、規定エリア内に存在する車両は、リスト毎に１台ずつであるか否か
を判定する（ただし、自装置検知車両データリスト内の自車両については除く）。ここで
言う、「規定エリア内」というのは、例えば、路側装置３１の検知可能範囲内における特
定エリアが考えられる。なお、リスト中の各車両を中心とした半径５０ｍの範囲というよ
うに車両毎に設定して車両単位で判定するようになっていてもよい。Ｓ４４０において、
肯定判定であった場合は（Ｓ４４０：Ｙｅｓ）、自装置検知車両データリストの当該車両
を注目車両としてセットしてＳ４４５へ処理を移行し、否定判定であった場合は（Ｓ４４
０：Ｎｏ）、本処理（周辺車両情報削除処理２）を終了する。
【００８２】
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　Ｓ４４５では、Ｓ４３５及びＳ４４０の判定で対象となった自装置検知車両データリス
トの車両についての情報を削除する。そして、本処理（周辺車両情報削除処理２）を終了
する。
【００８３】
　［実施形態の効果］
　上述した運転支援装置１１によれば、自装置検知車両データリストの中の車両情報のう
ち、他装置検知車両データリストに存在する同一車両についての情報は、自装置検知車両
データリストから削除する（Ｓ３５０）。また、自装置検知車両データリストの中の車両
情報のうち、路側装置検知車両データリストに存在する同一車両についての情報も自装置
検知車両データリストから削除する（Ｓ４３０）。また、自装置検知車両データリストの
中の車両情報のうち、送信元車両についての情報も削除するようになっている（Ｓ２２５
）。
【００８４】
　したがって、車両情報が重複して送信されることがなくなるため、運転支援装置間で通
信される総データ量を低減させることができる。
　しかし、自装置検知車両データリストの車両情報の方が、他装置検知車両データリスト
中の車両情報や、路側装置検知車両データリスト中の車両情報よりも、所定程度精度が高
い場合は、削除を行わない（Ｓ３２５：Ｎｏ，Ｓ４２５：Ｎｏ）。
【００８５】
　したがって、精度の高い情報が他の運転支援装置へ送信され、他の運転支援装置では精
度の高い情報を運転者へ報知することができる。
　［他の実施形態］
　（１）Ｓ１５５において、自装置検知車両データリストを送信する前に、以下の処理を
加えてもよい。その処理は、まず、自装置検知車両データリスト内に、同一走行レーンを
走行する一群の車両があるか否かを判定する。そして、そのような車両がある場合は、そ
の先頭車両と最後尾車両の距離を算出し、その距離が所定距離以下であるか否かを判定す
る。所定距離以下であれば、先頭車両と最後尾車両の間にある車両の情報を自装置検知車
両データリストから削除する。所定距離以下でないならば、所定距離以下であるか否かを
判定する対象車両を変え、所定距離以下である車両間に存在する車両を削除する。なお、
この所定距離というのは、速度に応じて変化させるようになっていてもよい。例えば、所
定距離＝基本距離（１５ｍ）＋車速［ｍ／ｓ］×係数（２）、というように求めるとよい
。
【００８６】
　ここで、図１１を用いて具体例を示す。自装置検知車両データリストの中に、図１１に
示すように一群の車両Ａ～Ｄについての情報があったとする。その場合、車両Ａと車両Ｄ
の間の距離を算出し、その距離Ｌ１が所定距離以下であるか否かを判定する。距離Ｌ１が
所定距離以下であった場合には、車両Ｂ及び車両Ｃについての情報を自装置検知車両デー
タリストから削除する。また、距離Ｌ１が所定距離以下でなかったとしたら、車両Ｂと車
両Ｄの間の距離Ｌ２を算出する（車両Ａと車両Ｃの間の距離を算出してもよい）。そして
、距離Ｌ２が所定距離以下であるか否かを判定する。距離Ｌ２が所定距離以下であった場
合には、車両Ｃについての情報を自装置検知車両データリストから削除する。
【００８７】
　このようにして、車両情報を削除するようになっていれば、さらに運転支援装置間で通
信される総データ量を低減させることができる。
　（２）路側装置３１から送信されてくる路側装置検知車両データリストの中に誤差に関
する情報がセットされていない場合のＳ４２５の処理例について、図１２を用いて説明す
る。
【００８８】
　路側装置３１の測定基準点Ｑから注目車両Ｆまでの距離Ｍ１と、自車両Ｇの位置から注
目車両Ｆまでの距離Ｍ２との比較によって、注目車両Ｆを削除対象の車両とするか否かを
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判定するとよい。なお、測定基準点Ｑというのは、路側装置３１が測定データを送信する
際に、測定データの基準点として用いる点である。
【００８９】
　具体的な比較方法としては、例えば、距離Ｍ２を二倍した距離よりも、距離Ｍ１の方が
短ければ、注目車両Ｆを削除対象の車両と判定すればよい（Ｓ４２５：Ｙｅｓ）。なぜ路
側装置３１からのデータを優先的に扱うかというと、路側装置３１は、車載されている運
転支援装置１１に比較して高精度なセンサ類を装備することができるため、路側装置３１
が送信する通信情報の精度は高いと考えられるからである。
【００９０】
　このようになっていれば、路側装置検知車両データリストの中に誤差に関する情報がセ
ットされていない場合にも適切に処理することができる。
　（３）上記実施形態では、自装置検知車両データリストの中の車両情報のうち、路側装
置検知車両データリストに存在する同一車両についての情報も自装置検知車両データリス
トから削除するようになっていたが、削除する代わりに、路側装置検知車両データリスト
内のデータによって自装置検知車両データリストのデータを修正するようになっていても
よい。なぜなら、路側装置３１は、車載されている運転支援装置１１に比較して高精度な
センサ類を装備することができるため、路側装置３１が送信する通信情報の精度は高いと
考えられるからである。
【００９１】
　このようになっていれば、運転支援装置１１が送信するデータの精度が向上する。
　（４）自装置検知車両データリストには存在しないが路側装置検知車両データリストに
は存在する車両のデータについても、他の運転支援装置へ送信するようになっていてもよ
い。つまり、そのような車両データを周辺車両情報削除処理２の最後で自装置検知車両デ
ータリストに追加するようになっているとよい。
【００９２】
　このようになっていれば、レーダーＥＣＵ２３及びカメラＥＣＵ２５では検知できなか
った車両の情報についても他車両の運転支援装置に送信することになるため、その他車の
運転支援装置が路側装置３１と通信不可能な状態であっても、その他車の運転支援装置は
、路側装置３１が検知した車両の情報を利用して適切な運転支援を行うことができる。
【００９３】
　［特許請求の範囲との対応］
　上記実施形態の説明で用いた用語と、特許請求の範囲で用いた用語との対応を示す。
　無線通信部１３が通信手段に相当し、通信処理におけるＳ１１０が物体情報入力手段と
しての機能に相当する。また、支援制御部１２が制御手段に相当し、レーダーＥＣＵ２３
及びカメラＥＣＵ２５が検知手段に相当する。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】運転支援装置及び路側装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】通信処理を説明するためのフローチャートである。
【図３】送信元車両削除処理を説明するためのフローチャートである。
【図４】周辺車両削除処理１を説明するためのフローチャートである。
【図５】周辺車両削除処理２を説明するためのフローチャートである。
【図６】自装置検知車両データリスト及び種別変換表の一例である。
【図７】他装置検知車両データリストの一例である。
【図８】路側装置検知車両データリストの一例である。
【図９】種別対応表の一例である。
【図１０】位置の一致を判定する際の判定方法を説明するための説明図である。
【図１１】車両間に存在する車両の情報を削除するか否かを判定する方法を説明するため
の説明図である。
【図１２】車両の情報を削除するか否かを判定する別の方法を説明するための説明図であ
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【符号の説明】
【００９５】
　１１…運転支援装置、１２…支援制御部、１３…無線通信部、１４…アンテナ部、１５
…操作部、１６…表示装置、１７…音声出力装置、１８…地図情報読込装置、１９…位置
検出装置、２１…車内ＬＡＮ、２３…レーダーＥＣＵ、２５…カメラＥＣＵ、２７…エン
ジンＥＣＵ、３１…路側装置、３２…無線通信部、３３…カメラ部、３４…路側制御部、
３５…アンテナ部。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図１１】

【図１２】
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