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(57)【要約】
【課題】回生エネルギーの回収に適し、且つ、安全性に
適したブレーキ操作量について、運転者に案内すること
ができる案内装置等を提供すること。
【解決手段】摩擦ブレーキと回生ブレーキを備える車両
において、ブレーキペダルの操作量に関する案内を行う
案内装置８０であって、回生ブレーキのみが作動するブ
レーキペダルの操作量の上限値である回生上限操作量を
現在速度に基づいて算出する回生上限操作量算出部８１
ａと、現在速度を減速目標位置において減速目標速度と
するために必要になるブレーキペダルの操作量である減
速必要操作量を、現在速度、減速目標速度、及び減速目
標位置までの距離に基づいて算出する安全減速必要操作
量算出部８１ｂと、回生上限操作量と減速必要操作量と
に基づいて、ブレーキペダルの操作量に関する案内制御
を行う案内制御部８１ｄとを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　摩擦ブレーキと回生ブレーキを備える車両において、ブレーキペダルの操作量に関する
案内を行う案内装置であって、
　前記回生ブレーキのみが作動する前記ブレーキペダルの操作量の上限値である回生上限
操作量を、前記車両の現在速度に基づいて算出する回生上限操作量算出手段と、
　前記車両の現在速度を減速目標位置において減速目標速度とするために必要になる前記
ブレーキペダルの操作量である減速必要操作量を、車両の現在速度、前記減速目標速度、
及び前記減速目標位置までの距離に基づいて算出する減速必要操作量算出手段と、
　前記回生上限操作量算出手段にて算出された回生上限操作量と、前記減速必要操作量算
出手段にて算出された減速必要操作量とに基づいて、前記ブレーキペダルの操作量に関す
る案内制御を行う案内制御手段と、
　を備える案内装置。
【請求項２】
　前記ブレーキペダルの現在の操作量である現在操作量を取得する現在操作量取得手段を
備え、
　前記案内制御手段は、前記回生上限操作量算出手段にて算出された回生上限操作量と、
前記減速必要操作量算出手段にて算出された減速必要操作量と、前記現在操作量取得手段
にて取得された現在操作量とに基づいて、前記ブレーキペダルの操作量に関する案内制御
を行う、
　請求項１に記載の案内装置。
【請求項３】
　前記案内制御手段は、前記ブレーキペダルの上限操作量を基準とした案内制御を行う、
　請求項１又は２に記載の案内装置。
【請求項４】
　前記ブレーキペダルの現在の操作量である現在操作量を取得する現在操作量取得手段を
備え、
　前記案内制御手段は、前記ブレーキペダルの操作量を表示する表示領域であって、当該
ブレーキペダルの非操作状態に対応する位置から前記上限操作量に対応する位置に至る表
示領域の中に、前記現在操作量取得手段にて取得された現在操作量を表示する現在操作量
表示部、前記回生上限操作量算出手段にて算出された回生上限操作量を表示する回生上限
操作量表示部、及び前記減速必要操作量算出手段にて算出された減速必要操作量を表示す
る減速必要操作量表示部を表示する案内制御を行う、
　請求項３に記載の案内装置。
【請求項５】
　摩擦ブレーキと回生ブレーキを備える車両において、ブレーキペダルの操作量に関する
案内を行う案内方法であって、
　前記回生ブレーキのみが作動する前記ブレーキペダルの操作量の上限値である回生上限
操作量を、前記車両の現在速度に基づいて算出する回生上限操作量算出ステップと、
　前記車両の現在速度を減速目標位置において減速目標速度とするために必要になる前記
ブレーキペダルの操作量である減速必要操作量を、車両の現在速度、前記減速目標速度、
及び前記減速目標位置までの距離に基づいて算出する減速必要操作量算出ステップと、
　前記回生上限操作量算出ステップにて算出された回生上限操作量と、前記減速必要操作
量算出ステップにて算出された減速必要操作量とに基づいて、前記ブレーキペダルの操作
量に関する案内制御を行う案内制御ステップと、
　を備える案内方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法をコンピュータに実行させる案内プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、案内装置、案内方法、及び案内プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、モータとエンジンを駆動源とするハイブリッド車両において、車両の減速時に、
モータの制動力と油圧式ブレーキの制動力の各々の配分比率に対応する領域を表示する表
示装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。また、ハイブリッド車両において
、ブレーキ操作を行った際に、現在のブレーキ操作で回収される回生エネルギーのレベル
を示す運行制御システムが提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３１４１００号公報（段落「００３３」）
【特許文献２】特開２００７－１８６０４５号公報（段落「００４６」）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ブレーキ操作の基本的な目的は、車両の現在速度を前方の減速目標位置にお
いて所望の速度に減速することである。これに対して、上述の如き従来の装置では、減速
目標位置において所望の速度に減速するために必要となるブレーキの操作量を考慮するこ
となく、現在のブレーキ操作で回収できている回生エネルギーのレベル等のみを表示して
いたので、回生エネルギーの回収に適し、且つ、安全性に適したブレーキ操作量について
、運転者に案内することができなかった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、回生エネルギーの回収に適し、且つ、
安全性に適したブレーキ操作量について、運転者に案内することができる、案内装置、案
内方法、及び案内プログラム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】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１に記載の案内装置は、摩擦ブ
レーキと回生ブレーキを備える車両において、ブレーキペダルの操作量に関する案内を行
う案内装置であって、前記回生ブレーキのみが作動する前記ブレーキペダルの操作量の上
限値である回生上限操作量を、前記車両の現在速度に基づいて算出する回生上限操作量算
出手段と、前記車両の現在速度を減速目標位置において減速目標速度とするために必要に
なる前記ブレーキペダルの操作量である減速必要操作量を、車両の現在速度、前記減速目
標速度、及び前記減速目標位置までの距離に基づいて算出する減速必要操作量算出手段と
、前記回生上限操作量算出手段にて算出された回生上限操作量と、前記減速必要操作量算
出手段にて算出された減速必要操作量とに基づいて、前記ブレーキペダルの操作量に関す
る案内制御を行う案内制御手段とを備える。
【０００７】
　また、請求項２に記載の案内装置は、請求項１に記載の案内装置において、前記ブレー
キペダルの現在の操作量である現在操作量を取得する現在操作量取得手段を備え、前記案
内制御手段は、前記回生上限操作量算出手段にて算出された回生上限操作量と、前記減速
必要操作量算出手段にて算出された減速必要操作量と、前記現在操作量取得手段にて取得
された現在操作量とに基づいて、前記ブレーキペダルの操作量に関する案内制御を行う。
【０００８】
　また、請求項３に記載の案内装置は、請求項１又は２に記載の案内装置において、前記
案内制御手段は、前記ブレーキペダルの上限操作量を基準とした案内制御を行う。
【０００９】
　また、請求項４に記載の案内装置は、請求項３に記載の案内装置において、前記ブレー
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キペダルの現在の操作量である現在操作量を取得する現在操作量取得手段を備え、前記案
内制御手段は、前記ブレーキペダルの操作量を表示する表示領域であって、当該ブレーキ
ペダルの非操作状態に対応する位置から前記上限操作量に対応する位置に至る表示領域の
中に、前記現在操作量取得手段にて取得された現在操作量を表示する現在操作量表示部、
前記回生上限操作量算出手段にて算出された回生上限操作量を表示する回生上限操作量表
示部、及び前記減速必要操作量算出手段にて算出された減速必要操作量を表示する減速必
要操作量表示部を表示する案内制御を行う。
【００１０】
　また、請求項５に記載の案内方法は、摩擦ブレーキと回生ブレーキを備える車両におい
て、ブレーキペダルの操作量に関する案内を行う案内方法であって、前記回生ブレーキの
みが作動する前記ブレーキペダルの操作量の上限値である回生上限操作量を、前記車両の
現在速度に基づいて算出する回生上限操作量算出ステップと、前記車両の現在速度を減速
目標位置において減速目標速度とするために必要になる前記ブレーキペダルの操作量であ
る減速必要操作量を、車両の現在速度、前記減速目標速度、及び前記減速目標位置までの
距離に基づいて算出する減速必要操作量算出ステップと、前記回生上限操作量算出ステッ
プにて算出された回生上限操作量と、前記減速必要操作量算出ステップにて算出された減
速必要操作量とに基づいて、前記ブレーキペダルの操作量に関する案内制御を行う案内制
御ステップとを備える。
【００１１】
　また、請求項６に記載の案内プログラムは、請求項５に記載の方法をコンピュータに実
行させる。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の案内装置、請求項５に記載の案内方法、及び請求項６に記載の案内プ
ログラムによれば、回生上限操作量と減速必要操作量を算出し、これら回生上限操作量と
減速必要操作量に基づいてブレーキペダルの操作量に関する案内制御を行うので、回生エ
ネルギーを回収可能なブレーキペダルの操作量と、車両の現在速度を減速目標位置におい
て減速目標速度とするために必要になるブレーキペダルの操作量に基づいた案内を、運転
者に案内することができる。したがって、運転者は、これら回生上限操作量や減速必要操
作量を考慮したブレーキ操作を行うことができ、制動エネルギーを効率的に回収すること
に加えて、安全性を考慮した減速を行うことが容易となる。
【００１３】
　また、請求項２に記載の案内装置によれば、回生上限操作量と減速必要操作量に加えて
現在操作量を算出し、これら回生上限操作量と、減速必要操作量と、現在操作量とに基づ
いて、ブレーキペダルの操作量に関する案内制御を行うので、回生上限操作量と減速必要
操作量に加えて、現在操作量に基づいた案内を、運転者に案内することができる。したが
って、運転者は、回生上限操作量と減速必要操作量に加えて、現在のブレーキペダルの操
作量を考慮したブレーキ操作を行うことができ、制動エネルギーを効率的に回収すること
に加えて、安全性を考慮した減速を行うことが、一層容易となる。
【００１４】
　また、請求項３に記載の案内装置によれば、ブレーキペダルの上限操作量を基準とした
案内制御を行うので、運転者は、回生上限操作量、減速必要操作量、あるいは現在操作量
の相互の相対的な関係を、ブレーキペダルの上限操作量を基準として考慮することが可能
となる。
【００１５】
　また、請求項４に記載の案内装置によれば、ブレーキペダルの非操作状態に対応する位
置から上限操作量に対応する位置に至る表示領域の中に、現在操作量表示部、回生上限操
作量表示部、及び減速必要操作量表示部を表示する案内制御を行うので、運転者は、回生
上限操作量、減速必要操作量、あるいは現在操作量の相互の相対的な関係を、ブレーキペ
ダルの非操作状態や上限操作量を基準として把握することが可能となると共に、同一の表
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示領域に表示された回生上限操作量、減速必要操作量、あるいは現在操作量を目視するこ
とでこれら相互の相対的な関係を容易に把握することが可能となる。このため、例えば、
運転者は、ブレーキペダルの現在操作量が、回生上限操作量や減速必要操作量に対して適
切であるか否かを認識することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態に係る案内システムを例示するブロック図である。
【図２】実施の形態に係る案内処理のフローチャートである。
【図３】回生上限操作量、安全減速必要操作量、又は現在操作量のディスプレイにおける
表示例を示す図である。
【図４】図３に続く、回生上限操作量、安全減速必要操作量、又は現在操作量のディスプ
レイにおける表示例を示す図である。
【図５】回生上限操作量、安全減速必要操作量、又は現在操作量のディスプレイにおける
表示例の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明に係る案内装置、案内方法、及び案内プログラムの実施の形態について図
面を参照しつつ詳細に説明する。ただし、この実施の形態によって本発明が限定されるも
のではない。
【００１８】
（構成）
　まず、本実施の形態に係る案内システムの構成を説明する。図１は、本実施の形態に係
る案内システム１を例示するブロック図である。図１に示すように、案内システム１は、
現在位置検出処理部１０、車速センサ２０、アクセル機構３０、ブレーキ機構４０、バッ
テリ制御部５０、ディスプレイ６０、スピーカ７０、及び案内装置８０を備えている。
【００１９】
（構成－現在位置検出処理部）
　現在位置検出処理部１０は、案内装置８０が取り付けられた車両（以下、自車両）の現
在位置を検出する現在位置検出手段である。具体的には、現在位置検出処理部１０は、Ｇ
ＰＳ、地磁気センサ、距離センサ、又はジャイロセンサ（いずれも図示省略）の少なくと
も一つを有し、現在の自車両の位置（座標）及び方位等を公知の方法にて検出する。
【００２０】
（構成－車速センサ）
　車速センサ２０は、自車両の車輪の回転速度等を案内装置８０に出力するものであり、
公知の車速センサ２０を用いることができる。
【００２１】
（構成－アクセル機構）
　アクセル機構３０は、自車両の駆動機構である。このアクセル機構３０は、アクセルペ
ダル（図示省略）の操作量（踏み込み量）に応じてエンジンや電気モータを制御するもの
であり、公知の機構で構成されている。このアクセル機構３０は、アクセルペダルの現在
の操作量であるアクセルペダル現在操作量を案内装置８０に出力する。
【００２２】
（構成－ブレーキ機構）
　ブレーキ機構４０は、自車両の制動機構である。このブレーキ機構４０は、摩擦ブレー
キ（油圧式ブレーキ）と回生ブレーキの２種類を組み合わせて構成されており、これら２
種類のブレーキをブレーキペダル（図示省略）にて操作することができる。すなわち、自
車両は、動力源であるエンジン及び電気モータを搭載したハイブリッド自動車として構成
されており、自車両の制動エネルギーによって回生発電された電力をバッテリに蓄電し、
このバッテリの電力によって電気モータを駆動等することが可能となっている（いずれも
図示省略）。そして、ブレーキペダルには、ブレーキペダルの操作量（踏み込み量であり
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、いわゆる遊び部分を除いた量）を検知するペダルセンサ（図示省略）が設けられており
、このペダルセンサの出力に基づいて摩擦ブレーキと回生ブレーキを協調制御することで
制動を行う。このような摩擦ブレーキと回生ブレーキの協調制御は、図示しないブレーキ
制御部や油圧機構等を介した公知の方法で行われる。このブレーキ機構４０は、ブレーキ
ペダルの現在の操作量であるブレーキペダル現在操作量を案内装置８０に出力する。
【００２３】
（構成－バッテリ制御部）
　バッテリ制御部５０は、回生発電された電力を蓄電する上述のバッテリを制御する制御
手段であり、バッテリの充電状態に関する情報であるバッテリ充電情報を案内装置８０に
出力する。
【００２４】
（構成－ディスプレイ）
　ディスプレイ６０は、案内装置８０によって案内された画像を表示する表示手段である
。ディスプレイ６０の具体的な構成は任意であり、公知の液晶ディスプレイや有機ＥＬデ
ィスプレイの如きフラットパネルディスプレイを使用することができる。
【００２５】
（構成－スピーカ）
　スピーカ７０は、案内装置８０の制御に基づいて各種の音声を出力する出力手段である
。スピーカ７０より出力される音声の具体的な態様は任意であり、必要に応じて生成され
た合成音声や、予め録音された音声を出力することができる。
【００２６】
（構成－案内装置）
　案内装置８０は、ブレーキペダルの操作量に関する案内制御を行う案内制御手段であり
、制御部８１及びデータ記録部８２を備えている。
【００２７】
（構成－案内装置－制御部）
　制御部８１は、案内装置８０を制御する制御手段であり、具体的には、ＣＰＵ、当該Ｃ
ＰＵ上で解釈実行される各種のプログラム（ＯＳなどの基本制御プログラムや、ＯＳ上で
起動され特定機能を実現するアプリケーションプログラムを含む）、及びプログラムや各
種のデータを格納するためのＲＡＭの如き内部メモリを備えて構成されるコンピュータで
ある。特に、本実施の形態に係る案内プログラムは、任意の記録媒体又はネットワークを
介して案内装置８０にインストールされることで、制御部８１の各部を実質的に構成する
。
【００２８】
　この制御部８１は、機能概念的に、回生上限操作量算出部８１ａ、安全減速必要操作量
算出部８１ｂ、現在操作量取得部８１ｃ、及び案内制御部８１ｄを備えている。
【００２９】
　回生上限操作量算出部８１ａは、回生ブレーキのみが作動するブレーキペダルの操作量
の上限値（以下「回生上限操作量」）を、自車両の現在速度に基づいて算出する回生上限
操作量算出手段である。
【００３０】
　安全減速必要操作量算出部８１ｂは、自車両の現在速度を減速目標位置において減速目
標速度とするために必要になるブレーキペダルの操作量（以下「減速必要操作量」）を、
自車両の現在速度、減速目標速度、及び減速目標位置までの距離に基づいて算出する減速
必要操作量算出手段である。
【００３１】
　ここで、「減速目標位置」とは、自車両の現在速度を減速するに際して当該減速を達成
すべき目標となる位置であり、例えば、地図情報のみに基づいて自動的に特定される位置
（一時停止地点、インターチェンジ等のＥＴＣゲート、右左折地点、Ｔ字路、所定曲率以
上のカーブの入口、障害物等の地物等）や、地図情報に対して自車両の運転者が任意に設
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定した位置（立寄地や目的地等）を含む。また、「減速目標速度」とは、自車両が減速目
標位置に到達した時点でとるべき速度である。また、特記する場合を除き、「減速」には
「停止」を含むものとし、したがって、「減速目標位置」は「停止目標位置」を含み、「
停止目標位置」における「減速目標速度」は「速度＝ゼロ」となる。ここで、安全減速必
要操作量算出部８１ｂは、現在位置から減速目標位置に至るまで、一定の減速Ｇで減速を
行う場合の減速必要操作量を算定する。ここでは「一定の減速Ｇ」を、自車両の挙動が安
定する減速Ｇ（以下「安全減速Ｇ」）とする。この安全減速Ｇは、固定的な値ではなく、
当該安全減速Ｇを算定する際における、車両の現在速度、減速目標速度、及び減速目標位
置までの距離に応じて変動し得る値である。このように安全減速Ｇで減速を行う場合の減
速必要操作量を、以下「安全減速必要操作量」と称する。
【００３２】
　現在操作量取得部８１ｃは、ブレーキペダルの現在の操作量である現在操作量を取得す
る現在操作量取得手段である。
【００３３】
　案内制御部８１ｄは、回生上限操作量算出部８１ａにて算出された回生上限操作量と、
安全減速必要操作量算出部８１ｂにて算出された安全減速必要操作量とに基づいて、ブレ
ーキペダルの操作量に関する案内制御を行う案内制御手段である。これらの制御部８１の
各構成要素によって実行される処理の詳細については後述する。
【００３４】
（構成－案内装置－データ記録部）
　データ記録部８２は、案内装置８０の動作に必要なプログラム及び各種のデータを記録
する記録手段であり、例えば、外部記録装置としてのハードディスク（図示省略）を用い
て構成されている。ただし、ハードディスクに代えてあるいはハードディスクと共に、磁
気ディスクの如き磁気的記録媒体、又はＤＶＤやブルーレイディスクの如き光学的記録媒
体を含む、その他の任意の記録媒体を用いることができる。
【００３５】
　このデータ記録部８２は、地図情報データベース（以下、データベースを「ＤＢ」と称
する）８２ａを備えている。地図情報ＤＢ８２ａは、地図情報を格納する地図情報格納手
段である。「地図情報」とは、交差点や一時停止地点を含む各種の位置の特定に必要な情
報であり、例えば、交差点データ（交差点座標等）や、地図をディスプレイ６０に表示す
るための地図表示データ等を含んで構成されている。さらに、データ記録部８２には、後
述する案内処理において、回生上限操作量、安全減速必要操作量、及び現在操作量を取得
するために必要な情報を任意形式で記憶することができる。
【００３６】
（処理）
　次に、このように構成される案内装置８０によって実行される案内処理について説明す
る。図２は案内処理のフローチャートである（以下の各処理の説明ではステップを「Ｓ」
と略記する）。この案内処理は、例えば、自車両のエンジン始動後に自動的に起動される
。
【００３７】
　案内処理の起動後、制御部８１は、自車両の前方に、減速目標位置が有るか否かを継続
的に監視する（ＳＡ１）。減速目標位置が有るか否かの判定は、例えば、地図情報ＤＢ８
２ａに格納された地図情報に基づいて、自車両の走行経路上（例えば、自車両の走行ルー
トが設定されている場合には当該走行ルート上であり、自車両の走行ルートが設定されて
いない場合には自車両が現在走行している道路上）において、所定条件に合致する減速目
標位置があるか否かによって判定する。この所定条件としては、例えば、減速目標位置が
、現在位置を基準とする距離であって、「現在位置においてアクセルをオフにすることで
加速を停止した場合に、自車両の慣性力によって到達可能な距離（以下「慣性到達距離」
）」に対して「回生上限操作量や安全減速必要操作量を算出するために必要な時間を確保
するための余裕分の距離」を加えた距離（以下「慣性到達余裕距離」）に位置するか否か
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を条件とすることができる。すなわち、制御部８１は、車速センサ２０から現在速度を取
得し、当該取得した現在速度に基づいて慣性到達余裕距離を算出し、現在位置の前方にお
ける慣性到達余裕距離以内に位置する減速目標位置がある場合には、当該減速目標位置を
、所定条件に合致する減速目標位置であると判定する。
【００３８】
　そして、減速目標位置が有ると判定した場合（ＳＡ１、Ｙｅｓ）、回生上限操作量算出
部８１ａは、回生上限操作量を算出する（ＳＡ２）。例えば、回生ブレーキのみが作動す
る一方で摩擦ブレーキは作動しないブレーキペダルの操作量は、自車両の車速に応じて予
め特定可能であるため、これらブレーキペダルの操作量と車速との対応関係を示すデータ
をテーブルやグラフ等の任意の形式でデータ記録部８２に格納しておく。そして、回生上
限操作量算出部８１ａは、車速センサ２０から取得した現在速度に基づいて、このデータ
記録部８２のデータを参照することで、回生上限操作量を算出する。また、この際、バッ
テリ制御部５０から出力されているバッテリ充電情報を参照し、バッテリにおける充電率
を考慮して、回生上限操作量を算出してもよい。
【００３９】
　次いで、安全減速必要操作量算出部８１ｂは、安全減速必要操作量を算出する（ＳＡ３
）。例えば、現在位置から減速目標位置に至るまでに安全減速Ｇで減速を行う場合、減速
目標位置において減速目標速度に減速するために必要になるブレーキペダルの操作量は、
自車両の現在速度、減速目標速度、及び減速目標位置までの距離に基づいて公知の方法で
算定可能である。したがって、安全減速必要操作量算出部８１ｂは、車速センサ２０から
取得した現在速度と、所定方法で特定した減速目標速度と、ＳＡ１で所定条件に合致する
ものと判定された減速目標位置までの現在位置からの距離に基づいて、安全減速必要操作
量を算出する。ここで、減速目標速度の特定方法は任意であるが、例えば、減速目標位置
に応じた減速目標速度を、地図情報ＤＢ８２ａに予め格納しておき必要に応じて読み出す
ことで特定してもよい。例えば、減速目標位置が一時停止地点、立寄地、若しくは目的地
である場合には、「減速目標速度＝ゼロ」とし、減速目標位置が所定曲率以上のカーブの
入口である場合には、「減速目標速度＝当該カーブを安全に曲がることができる速度であ
って、当該カーブの曲率に応じた速度」とすることができる。減速目標位置までの現在位
置からの距離は、所定条件に合致するものと判定された減速目標位置と、現在位置検出処
理部１０から出力された自車両の現在位置と、地図情報ＤＢ８２ａの地図情報から、求め
ることができる。
【００４０】
　次いで、案内制御部８１ｄは、これら回生上限操作量と安全減速必要操作量を表示すべ
き所定の表示タイミングが到来したか否かを判定する（ＳＡ４）。この表示タイミングの
特定方法は任意であり、これら回生上限操作量と安全減速必要操作量を自車両の運転者に
報知することが有効となり得る任意のタイミングを設定することができる。例えば、アク
セルペダルがオフになった場合であり、かつ、減速目標位置が自車両の現在位置から上述
の慣性到達距離以内に入った場合には、安全減速のために何らかのブレーキ操作が必要な
状態になったものとし、表示タイミングが到来したものと判定する。ここで、アクセルペ
ダルがオフになったか否かは、アクセル機構３０から出力されるアクセルペダル現在操作
量に基づいて判定することができる。
【００４１】
　表示タイミングが到来したと判定した場合（ＳＡ４、Ｙｅｓ）、案内制御部８１ｄは、
ＳＡ２で算出した回生上限操作量と、ＳＡ３で算出した安全減速必要操作量を、所定の表
示形式でディスプレイ６０に表示する（ＳＡ５）。この表示例については後述する。
【００４２】
　次いで、案内制御部８１ｄは、ブレーキペダルが操作されたかを判定する（ＳＡ６）。
すなわち、現在操作量取得部８１ｃは、ブレーキ機構４０からブレーキペダルの現在操作
量を取得しており、案内制御部８１ｄは、当該取得された現在操作量に基づいて、ブレー
キペダルが操作されたかを判定する。そして、ブレーキペダルが操作された場合（ＳＡ６
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、Ｙｅｓ）、案内制御部８１ｄは、現在操作量取得部８１ｃにて取得された現在操作量を
、ＳＡ５で表示している回生上限操作量及び安全減速必要操作量と共に、所定の表示形式
でディスプレイ６０に表示する（ＳＡ７）。この表示例については後述する。
【００４３】
　その後、制御部８１は、自車両がＳＡ１の減速目標位置に到達したか否かを監視し（Ｓ
Ａ８）、到達していない場合には（ＳＡ８、Ｎｏ）、ＳＡ２に移行する。以降同様に、自
車両がＳＡ１の減速目標位置に到達する迄、ＳＡ２からＳＡ８を繰り返し行うことで、回
生上限操作量、安全減速必要操作量、及び現在操作量を常に最新の値に更新し、ディスプ
レイ６０に表示する。そして、自車両がＳＡ１の減速目標位置に到達した場合には（ＳＡ
８、Ｙｅｓ）、ＳＡ１に移行して、自車両の前方に、次の減速目標位置が有るか否かを継
続的に監視する（ＳＡ１）。そして、次の減速目標位置が有る場合には（ＳＡ１、Ｙｅｓ
）、当該次の減速目標位置に対して、再びＳＡ２からＳＡ８の処理が実行される。以降同
様に、各減速目標位置に対して、ＳＡ２からＳＡ８の処理が実行される。
【００４４】
（表示例）
　次に、図２のＳＡ５及びＳＡ７における表示例について説明する。図３及び図４は、回
生上限操作量、安全減速必要操作量、又は現在操作量のディスプレイ６０における表示例
を示す図である。
【００４５】
　これら表示例の個別的な内容を説明する前に、各表示例に共通する表示形式について説
明する。図３及び図４に示すように、ディスプレイ６０（図３及び図４では図示省略）に
は、ブレーキペダルの操作量を表示する表示領域９０が表示されている。この表示領域９
０は、全体として半円状の領域であり、底辺を曲率中心を中心として左右均等に分割した
場合における左右いずれか一方の辺（ここでは図示左側の辺）が、ブレーキペダルの非操
作状態に対応する位置（以下「非操作位置」）Ｐ１を示し、当該左右いずれか他方の辺（
ここでは図示右側の辺）が、ブレーキペダルの上限操作量（ブレーキぺダルを最も踏み込
んだ状態における操作量であり、車両毎の機構によって定まる操作量）に対応する位置（
以下「上限操作位置」）Ｐ２を示しており、これら非操作位置Ｐ１から上限操作位置Ｐ２
に至る領域９１がブレーキペダルの操作量に対応する領域を示している。
【００４６】
　そして、この領域９１に、現在操作量を表示する現在操作量表示部９２、回生上限操作
量を表示する回生上限操作量表示部９３、及び安全減速必要操作量を表示する安全減速必
要操作量表示部（減速必要操作量表示部）９４が表示される。これら各量は、上限操作位
置Ｐ２にて示されるブレーキペダルの上限操作量を基準として、この上限操作量への到達
度合に応じた位置で表示される。これら各量の具体的な表示形態は任意であるが、ここで
は、曲率中心を中心として回転する表示指針として表示している。この表示指針は、相互
に区別容易に表示することが好ましく、例えば、現在操作量表示部９２を「黒色」の表示
指針、回生上限操作量表示部９３を「緑色」の表示指針、安全減速必要操作量表示部９４
を「赤色」の表示指針として表示する。
【００４７】
　図３（ａ）は、図２のＳＡ４において表示タイミングが到来したと判定された時点にお
ける表示例を示す。この時点では、現在車速が比較的大きいため、回生上限操作量が小さ
いことから、回生上限操作量表示部９３が非操作位置Ｐ１に比較的近い位置に表示されて
いる。この回生上限操作量表示部９３を見ることにより、運転者は、非操作位置Ｐ１から
回生上限操作量表示部９３に至る領域として示されるブレーキペダルの操作量の範囲内に
入るように、ブレーキペダルを操作することで、自車両の制動エネルギーを１００％回収
できることが分かる。また、この時点では、減速目標位置が自車両の現在位置から慣性到
達距離以内に入った直後であり、安全減速必要操作量はほぼゼロであるため、安全減速必
要操作量表示部９４は非操作位置Ｐ１とほぼ同じ位置に表示されている。この安全減速必
要操作量表示部９４を見ることにより、運転者は、非操作位置Ｐ１から安全減速必要操作



(10) JP 2011-24353 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

量表示部９４に至る領域を上回る領域（安全減速必要操作量表示部９４から上限操作位置
Ｐ２に至る領域）として示されるブレーキペダルの操作量の範囲内に入るように、ブレー
キペダルを操作することで、目標減速Ｇで継続的に減速を行うことによって減速目標位置
では減速目標速度に減速できること（すなわち、安全に減速できること）が分かる。なお
、この時点では、運転者がブレーキペダルを操作していないため、現在操作量表示部９２
は表示されていない。また、このように回生上限操作量表示部９３と安全減速必要操作量
表示部９４を同一の表示領域９０において同一の基準で表示することで、運転者は、回生
上限操作量と安全減速必要操作量の相対的な関係を把握することができる。すなわち、こ
の図３（ａ）の表示例では、回生上限操作量が安全減速必要操作量より大きいことから、
運転者は、これら回生上限操作量表示部９３と安全減速必要操作量表示部９４の間の領域
として示されるブレーキペダルの操作量の範囲内に入るように、ブレーキペダルを操作す
ることで、自車両の制動エネルギーを１００％回収でき、かつ、目標減速Ｇで継続的に減
速を行うことで減速目標位置において減速目標速度に減速できることが可能であることが
分かる。
【００４８】
　次の図３（ｂ）の表示例は、図３（ａ）の場合よりも自車両が減速目標位置に近づいた
時点であって、現在速度が図３（ａ）の場合より小さく、運転者が未だブレーキペダルを
操作していない時点における表示例を示す。この時点では、図３（ａ）の時点に比べて、
現在車速が小さくなった分、回生上限操作量が大きくなっていることから、回生上限操作
量表示部９３が上限操作位置Ｐ２に少し近づいた位置に表示されている。また、この時点
では、図３（ａ）の時点に比べて、安全減速必要操作量が大きくなっていることから、安
全減速必要操作量表示部９４が上限操作位置Ｐ２に少し近づいた位置に表示されている。
なお、この時点では、運転者が未だブレーキペダルを操作していないため、現在操作量表
示部９２は表示されていない。
【００４９】
　次の図３（ｃ）の表示例は、図３（ｂ）の場合よりも自車両が減速目標位置に近づいた
時点であって、現在速度が図３（ｂ）の場合より小さく、図２のＳＡ６においてブレーキ
ペダル操作有りと判定された時点における表示例を示す。この時点では、図３（ｂ）の時
点に比べて、さらに現在車速が小さくなった分、回生上限操作量が大きくなっていること
から、回生上限操作量表示部９３が上限操作位置Ｐ２に少し近づいた位置に表示されてい
る。また、この時点では、図３（ｂ）の時点に比べて、安全減速必要操作量が大きくなっ
ていることから、安全減速必要操作量表示部９４が上限操作位置Ｐ２に少し近づいた位置
に表示されている。さらに、この時点では、運転者がブレーキペダルを操作しているため
、現在操作量表示部９２が表示されている。この現在操作量表示部９２を見ることで、運
転者は、回生上限操作量や安全減速必要操作量に対する現在操作量を相対的に把握するこ
とが可能となる。
【００５０】
　次の図４（ａ）の表示例は、図３（ｃ）の場合よりも自車両が減速目標位置に近づいた
時点であって、現在速度が図３（ｃ）の場合より小さく、減速目標位置に未だ到達してい
ない時点における表示例を示す。この時点では、図３（ｃ）の時点に比べて、さらに現在
車速が小さくなった分、回生上限操作量が大きくなっていることから、回生上限操作量表
示部９３が上限操作位置Ｐ２に少し近づいた位置に表示されている。また、この時点では
、図３（ｃ）の時点に比べて、安全減速必要操作量が大きくなっていることから、安全減
速必要操作量表示部９４が上限操作位置Ｐ２に少し近づいた位置に表示されている。さら
に、この時点では、運転者がブレーキペダルを操作しているため、この現在操作量表示部
９２が表示されている。
【００５１】
　次の図４（ｂ）の表示例は、図４（ａ）の場合よりも自車両が減速目標位置に近づいた
時点であって、現在速度が図４（ａ）の場合より小さく、減速目標位置に到達する直前の
時点であり、運転者が適切なブレーキ操作を行った時点における表示例を示す。この時点
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では、図４（ａ）の時点に比べて、現在車速が小さくなり、回生上限操作量が大きくなっ
ていることから、回生上限操作量表示部９３が上限操作位置Ｐ２に少し近づいた位置に表
示されている。また、この時点では、図４（ａ）の時点に比べて、安全減速必要操作量が
大きくなっていることから、安全減速必要操作量表示部９４が上限操作位置Ｐ２に少し近
づいた位置に表示されている。特に、運転者が適切なブレーキ操作を行ったことから、回
生上限操作量、安全減速必要操作量、及び現在操作量が相互に一致しており、回生上限操
作量表示部９３、安全減速必要操作量表示部９４、及び現在操作量表示部９２が相互に同
位置に表示されている。このことから、運転者は、自車両の制動エネルギーを１００％回
収できるブレーキペダルの操作量と、目標減速Ｇで継続的に減速を行うことで減速目標位
置において減速目標速度に減速できるブレーキペダルの操作量とが相互に一致しており、
かつ、この操作量に合致する操作量でブレーキペダルを操作していること（すなわち、適
切なブレーキ操作を行っていること）が分かる。
【００５２】
　次の図４（ｃ）の表示例は、図４（ａ）の場合よりも自車両が減速目標位置に近づいた
時点であって、現在速度が図４（ａ）の場合より小さく、減速目標位置に到達する直前の
時点であり、運転者のブレーキ操作が図４（ｂ）の場合に比べて遅れた時点における表示
例を示す。この時点では、図４（ｂ）の時点に比べて、ブレーキ操作が遅れたことで現在
車速が大きくなっており、回生上限操作量が小さくなっていることから、回生上限操作量
表示部９３が非操作位置Ｐ１に少し近づいた位置に表示されている。また、この時点では
、図４（ｂ）の時点に比べて、安全減速必要操作量が大きくなっていることから、安全減
速必要操作量表示部９４が上限操作位置Ｐ２に少し近づいた位置に表示されている。特に
、ブレーキ操作が遅れたことで、減速目標位置において減速目標速度に減速するためには
、回生ブレーキのみでは不足になったことから、安全減速必要操作量が回生上限操作量を
上回り、安全減速必要操作量表示部９４は回生上限操作量表示部９３よりも上限操作位置
Ｐ２に近い位置に表示されている。
【００５３】
（効果）
　このように本実施の形態によれば、回生上限操作量と安全減速必要操作量を算出し、こ
れら回生上限操作量と安全減速必要操作量に基づいてブレーキペダルの操作量に関する案
内制御を行うので、回生エネルギーを回収可能なブレーキペダルの操作量と、車両の現在
速度を減速目標位置において減速目標速度とするために必要になるブレーキペダルの操作
量に基づいた案内を、運転者に案内することができる。したがって、運転者は、これら回
生上限操作量や減速必要操作量を把握した上でブレーキ操作を行うことができ、制動エネ
ルギーを効率的に回収することに加えて、安全性を考慮した減速を行うことが容易となる
。
【００５４】
　また、回生上限操作量と減速必要操作量に加えて現在操作量を算出し、これら回生上限
操作量と、減速必要操作量と、現在操作量とに基づいて、ブレーキペダルの操作量に関す
る案内制御を行うので、回生上限操作量と減速必要操作量に加えて、現在操作量に基づい
た案内を、運転者に案内することができる。したがって、運転者は、回生上限操作量と減
速必要操作量に加えて、現在のブレーキペダルの操作量を考慮したブレーキ操作を行うこ
とができ、制動エネルギーを効率的に回収することに加えて、安全性を考慮した減速を行
うことが、一層容易となる。
【００５５】
　また、ブレーキペダルの上限操作量を基準とした案内制御を行うので、運転者は、回生
上限操作量、減速必要操作量、あるいは現在操作量の相互の相対的な関係を、ブレーキペ
ダルの上限操作量を基準として考慮することが可能となる。
【００５６】
　また、ブレーキペダルの非操作状態に対応する位置から上限操作量に対応する位置に至
る表示領域９０の中に、現在操作量表示部９２、回生上限操作量表示部９３、及び減速必
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要操作量表示部９４を表示する案内制御を行うので、運転者は、回生上限操作量、減速必
要操作量、あるいは現在操作量の相互の相対的な関係を、ブレーキペダルの非操作状態や
上限操作量を基準として把握することが可能となると共に、同一の表示領域に表示された
回生上限操作量、減速必要操作量、あるいは現在操作量を目視することでこれら相互の相
対的な関係を容易に把握することが可能となる。
【００５７】
〔実施の形態に対する変形例〕
　以上、本発明に係る実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成及び手段は
、特許請求の範囲に記載した各発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良
することができる。以下、このような変形例について説明する。
【００５８】
（解決しようとする課題や発明の効果について）
　まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、上述の内容に限定されるものでは
なく、発明の実施環境や構成の細部に応じて異なる可能性があり、上述した課題の一部の
みを解決したり、上述した効果の一部のみを奏することがある。
【００５９】
（自車両の構成について）
　上記実施の形態では、自車両がハイブリッド自動車である場合について説明したが、電
気モータのみを動力源とする電気自動車である場合においても、本発明を同様に適用する
ことが可能である。
【００６０】
（減速目標位置について）
　減速目標位置が有るか否かの判定は、地図情報ＤＢ８２ａに格納された地図情報に基づ
いて判定するものとしたが、例えば、自車両の前方をカメラ等にて撮像して画像解析する
ことで、自車両の前方における地物の有無やその種類を判定し、所定種類の地物（例えば
、一時停止標識）があるものと判定された場合に、減速目標位置があると判定してもよい
。
【００６１】
（回生上限操作量、減速必要操作量、現在操作量の算出方法について）
　回生上限操作量、安全減速必要操作量、あるいは現在操作量は、上記した算出方法以外
の方法で算出することもできる。例えば、現在位置から減速目標位置に至る路面の勾配に
関する勾配情報を地図情報に含めておき、必要に応じて地図情報から勾配情報を呼び出し
て、これら各量の算出に用いてもよい。また、回生上限操作量と安全減速必要操作量のみ
に基づいて案内制御を行うこととし、現在操作量は省略してもよい。この場合においても
、例えば図３の（ａ）（ｂ）のような表示を行うことができるので、運転者は、これら回
生上限操作量や安全減速必要操作量を考慮した上でブレーキ操作を行うことができ、制動
エネルギーを効率的に回収することに加えて、安全性を考慮した減速を行うことが容易と
なる。
【００６２】
（減速必要操作量について）
　減速必要操作量に基づく案内としては、さらに快適減速必要操作量を考慮した案内を行
ってもよい。ここで、「快適減速必要操作量」とは、現在位置から減速目標位置に至るま
で、一定の減速Ｇで減速を行う場合の減速必要操作量であって、自車両の挙動が安定する
減速Ｇであり、かつ、運転者にとって快適な減速Ｇ（以下「快適減速Ｇ」。例えば、０．
２Ｇの固定値）で減速を行う場合の減速必要操作量である。この快適減速必要操作量を考
慮した案内制御の方法は任意であるが、例えば、図３、４の表示例において、安全減速必
要操作量表示部９４を表示している場合において、安全減速必要操作量＝快適減速必要操
作量となった場合に、安全減速必要操作量表示部９４を強調表示してもよい。この場合に
は、運転者は、さらに快適減速必要操作量を把握した上でブレーキ操作を行うことができ
、制動エネルギーを効率的に回収することや安全性を考慮することに加えて、さらに快適
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性を考慮した減速を行うことが容易となる。
【００６３】
（安全減速Ｇについて）
　安全減速Ｇとしては、実施の形態で説明したものとは異なる減速Ｇを適用することもで
きる。例えば、最終的には快適減速Ｇで減速を行う（快適減速必要操作量でブレーキ操作
を行う）ことを前提とする場合において、現在位置から減速目標位置に至るまで一定の減
速を行って減速目標速度とするために必要な減速Ｇが、快適減速Ｇを所定減速Ｇ以上超え
ている場合を想定する。この場合には、自車両が現在位置から所定距離先の位置（以下「
中間位置」）に至るまでは、自車両を中間的な減速Ｇ（以下「中間減速Ｇ」）で減速し、
中間位置から減速目標位置に至るまでは、快適減速Ｇで減速を行うようにしてもよい。こ
の中間減速Ｇとしては、上述した安全減速Ｇを適用することができる。また、所定距離と
しては、自車両の現在速度と、自車両が現在位置において取るべき速度（減速目標位置ま
で快適減速Ｇで減速するための減速曲線に基づいて定められる速度）に基づいて、算出さ
れる距離を適用することができる。すなわち、安全減速必要操作量算出部８１ｂは、現在
位置から中間位置まで安全減速Ｇで減速する場合の減速必要操作量を、車両の現在速度、
自車両が現在位置において取るべき速度、及び中間位置までの距離に基づいて算定し、案
内制御部８１ｄは、当該減速必要操作量を運転者に案内し、中間位置に到達した場合には
、安全減速必要操作量算出部８１ｂは、中間位置から減速目標位置まで快適減速Ｇで減速
を行う場合の快適減速必要操作量を、中間位置における自車両の現在速度、減速目標速度
、及び減速目標位置までの距離に基づいて算定して、案内制御部８１ｄは、当該快適減速
必要操作量を運転者に案内するようにしてもよい。このように、目標とする減速Ｇとして
は、ニーズに応じて異なる減速Ｇを適用したり、複数の減速Ｇを多段的に組み合わせても
よい。
【００６４】
（現在操作量について）
　また、実施の形態において、ブレーキペダルの操作量は、いわゆる遊び部分を除いた量
として説明したが、遊び部分を含んだ量としてもよく、この場合には、遊び部分に対応す
るブレーキペダルの操作量を、遊び部分以外の部分に対応するブレーキペダルの操作量か
ら区別可能となるように、運転者に案内することが好ましい。この案内例としては、例え
ば、図３、４の表示例において、ブレーキペダルの操作量に対応する領域９１のうち、遊
び部分のブレーキペダルの操作量に対応する領域のみを他の領域とは異なる色で表示する
ことが考えられる。
【００６５】
（算出タイミングについて）
　回生上限操作量、安全減速必要操作量、快適減速必要操作量、あるいは現在操作量を算
出するタイミングは、上記したタイミング以外のタイミングであってもよい。例えば、実
施の形態では、回生上限操作量や安全減速必要操作量を、表示タイミングの到来を判定す
る前に算出しているが、表示タイミングが到来したと判定された後に算出するようにして
もよい。
【００６６】
（表示タイミングについて）
　回生上限操作量、安全減速必要操作量、快適減速必要操作量、あるいは現在操作量をデ
ィスプレイ６０に表示するタイミングは、上記したタイミング以外のタイミングであって
もよい。例えば、実施の形態では、回生上限操作量や安全減速必要操作量を表示するタイ
ミングの一例として、アクセルペダルがオフになった場合であり、かつ、減速目標位置が
自車両の現在位置から慣性到達距離以内に入った場合であると説明しているが、アクセル
ペダルがオフであるか否かに関わらず、減速目標位置が自車両の現在位置から慣性到達距
離以内に入った場合に表示することとして、アクセルペダルをオフにすることを促しても
よい。
【００６７】
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（支援内容について）
また、例えば、回生上限操作量、安全減速必要操作量、快適減速必要操作量、あるいは現
在操作量を逐次出力することに変えて、あるいは、逐次出力と共に、これら各量が最終的
に所定状態又は所定関係になった場合に当該最終的な状態になった旨を出力してもよい。
例えば、安全減速必要操作量が、回生上限操作量を上回った時に、「回生ブレーキのみで
の減速では安全な減速が出来ない」旨の案内を、ディスプレイ６０に表示したり、スピー
カ７０から音声出力してもよい。
【００６８】
（案内形態について）
　回生上限操作量、安全減速必要操作量、快適減速必要操作量、あるいは現在操作量の案
内形態としては、ディスプレイ６０による表示に代えて、あるいはディスプレイ６０によ
る表示と共に、他の形態を用いてもよい。例えば、スピーカ７０による出力を行ってもよ
い。このように出力を行う場合の例としては、各量が所定基準値以上になった場合に当該
旨を報知する音や、これら各量の相対的な関係が所定関係になった場合に当該旨を報知す
る音、あるいは、各量の相対的な関係に基づいて運転者のブレーキ操作を支援する音を出
力することが挙げられる。後者の具体例としては、図４（ｂ）の状態になった時点で、「
現在のペダル操作を維持してください」との合成音声を出力することや、図４（ｃ）の状
態になった時点で、ブレーキペダルの操作遅れを警報するためのブザー音を出力すること
が挙げられる。
【００６９】
（表示形態について）
　また、ディスプレイ６０による表示を行う場合であっても、上記した表示形態以外の形
態で表示してもよい。例えば、回生上限操作量表示部、安全減速必要操作量表示部、快適
減速必要操作量表示部、あるいは現在操作量表示部を表示指針にて表示する場合において
、これらを相互に区別可能とするため、表示指針の線種、太さ、あるいは点滅又は点灯の
有無や間隔を変えてもよい。また、表示指針ではなく、表示面による表示を行うこともで
きる。このような表示面による表示例を図５（ａ）に示す。この図５（ａ）では、図３と
同様な半円状の表示領域９０において、回生上限操作量表示部９３を、上限操作位置Ｐ２
から連続する表示面（図示のハッチング面）、安全減速必要操作量表示部９４を、非操作
位置Ｐ１から連続する表示面（図示のハッチング面）、現在操作量を図３と同様の表示指
針にて表示している。あるいは、表示領域を半円状以外の形状としてもよい。このような
半円状以外の形状による表示例を図５（ｂ）に示す。この図５（ｂ）では、表示領域９０
は、全体として横長帯状の領域であり、左右いずれか一方の辺（ここでは図示左側の辺）
が、プレーキペダルの非操作状態に対応する位置（以下「非操作位置」）Ｐ１を示し、当
該左右いずれか他方の辺（ここでは図示右側の辺）が、プレーキペダルの上限操作量に対
応する位置（以下「上限操作位置」）Ｐ２を示しており、これら非操作位置Ｐ１から上限
操作位置Ｐ２に至る領域９１がプレーキペダルの操作量に対応する領域を示している。そ
して、この領域９１に、現在操作量表示部９２、回生上限操作量表示部９３、及び安全減
速必要操作量表示部９４が表示される。ここでは、これら各部を、表示領域９０の長手方
向に直交する方向に沿った表示指針として表示する。この表示指針は、相互に区別容易に
表示することが好ましく、例えば、現在操作量表示部９２を「黒色」の表示指針、回生上
限操作量表示部９３を「緑色」の表示指針、安全減速必要操作量表示部９４を「青色」の
表示指針として表示する。また、図３から図５のように表示を行う際の表示領域９０は、
ディスプレイ６０に表示する場合の他、スピードメータの近傍やフロントガラスに投影等
にて表示してもよい。
【符号の説明】
【００７０】
　１　案内システム
　１０　現在位置検出処理部
　２０　車速センサ
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　３０　アクセル機構
　４０　ブレーキ機構
　５０　バッテリ制御部
　６０　ディスプレイ
　７０　スピーカ
　８０　案内装置
　８１　制御部
　８１ａ　回生上限操作量算出部
　８１ｂ　安全減速必要操作量算出部
　８１ｃ　現在操作量取得部
　８１ｄ　案内制御部
　８２　データ記録部
　８２ａ　地図情報ＤＢ
　９０　表示領域
　９１　領域
　９２　現在操作量表示部
　９３　回生上限操作量表示部
　９４　安全減速必要操作量表示部
　Ｐ１　非操作位置
　Ｐ２　上限操作位置

【図１】 【図２】
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【図５】
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