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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段が取得した前記信号機情報に基づき、前記信号機の赤信号が変化するまで
の残り時間に関する点灯時間情報を提供する情報提供手段と、
を備え、
　前記情報提供手段は、
　前記赤信号の変化後の信号が自車両の進行方向の矢灯器であり、
　自車両の車速が閾値以下であり、且つ、
　自車両のブレーキペダルが踏まれている場合に限り、
　前記信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する点灯時間情報を提供する、運転
支援装置。
【請求項２】
　前記情報提供手段は、自車両の停止が予測される条件を満たす場合に限り、前記点灯時
間情報を提供する、請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記情報提供手段は、前記赤信号の変化後の信号が自車両の走行を許可するものである
ことが前記信号機情報より判明している信頼性に応じて、前記点灯時間情報を提供する態
様を変更する、請求項１又は２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
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　前記自車両の停止が予測される条件は、前記自車両が位置する道路勾配に応じて変更さ
れる、請求項２に記載の運転支援装置。
【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し、特に、信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報に
より、運転支援を行う運転支援装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報によって、運転支援を行う装置が提案さ
れている。例えば、特許文献１には、信号機に信号機情報を発信するＤＳＲＣ送信機を設
け、車両には車載機を搭載したシステムが開示されている。このシステムでは、車載機の
ＤＳＲＣ受信機により信号機情報を受信し、受信した情報から信号機の点灯状態と変化タ
イミングとを求めて、この信号機の点灯状態と変化タイミングとを車載機の表示装置に表
示させることにより、運転者が、信号機の点灯状態が変わるまでの時間を認識した上で走
行することができるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１７１４５９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、上記の技術では、信号機の赤信号の残り時間を一律に表示するようにし
た場合、実際には信号機を通過することが禁止される場合であっても、運転者に発進可能
と思わせてしまう可能性がある。すなわち、上記の技術では、赤信号待ち時間が終了後に
、進行方向以外の矢灯器が点灯中の交差点に向けて発進可能であると運転者に思わせてし
まう可能性がある。
【０００５】
　一方、上記の技術では、赤信号待ち時間をナビゲーションシステムの画面上に表示した
際に、自車両が停止しないにも関わらず、赤信号待ち時間を表示することにより、運転者
の前方車両への注意が減少する可能性もある。
【０００６】
　ここで、完全な停止を赤信号待ち時間の表示の開始条件とすると、赤信号に対して運転
者はなるべく穏やかに停止しようとするため、運転者が実質的に停車したと思う徐行速度
まで速度が低下しているにも関わらず、赤信号待ち時間が表示されず運転者に違和感を与
える場合がある。すなわち、上記の技術では、自車両が完全に停止するまで、システムに
よる赤信号待ち時間の表示ができない状況となってしまい、赤信号待ち時間の表示ができ
る時間が短くなってしまう可能性がある。
【０００７】
　そこで、単に、自車両が一定車速以下となった場合を赤信号待ち時間の表示の開始条件
とすると、この場合も、自車両が停止しないにも関わらず、赤信号待ち時間を表示するこ
とにより、運転者の前方車両への注意が減少して、運転者が前方車両への接近に気付かな
い可能性がある。
【０００８】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、不用意な運転
者の発進の誘発を抑制することが可能な運転支援装置を提供することにある。また、本発
明の目的は、自車両が完全に停止するまで赤信号待ち時間の表示ができないことや、運転
者の前方車両への注意が減少することを抑制することが可能な運転支援装置を提供するこ
とにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報を取得する取得手段と、取得
手段が取得した信号機情報に基づき、信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する
点灯時間情報を提供する情報提供手段とを備え、情報提供手段は、赤信号の変化後の信号
が自車両の進行方向の矢灯器であり、自車両の車速が閾値以下であり、且つ、自車両のブ
レーキペダルが踏まれている場合に限り、信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関
する点灯時間情報を提供する運転支援装置である。
【００１０】
　この構成によれば、取得手段が信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報を取得し
、情報提供手段が信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する点灯時間情報を提供
する運転支援装置において、情報提供手段は、赤信号の変化後の信号が自車両の進行方向
の矢灯器であり、自車両の車速が閾値以下であり、且つ、自車両のブレーキペダルが踏ま
れている場合に限り、信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する点灯時間情報を
提供するため、例えば、赤信号の次に進行方向以外の矢灯器が点灯する灯色変化等に対し
ては、赤信号待ち時間を表示しないことになり、不用意な運転者の発進の誘発を抑制する
ことが可能となる。
【００１１】
　また、本発明は、信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報を取得する取得手段と
、取得手段が取得した信号機情報に基づき、信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に
関する点灯時間情報を提供する情報提供手段とを備え、情報提供手段は、自車両の停止が
予測される条件を満たす場合に限り、信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する
点灯時間情報を提供する運転支援装置である。
【００１２】
　この構成によれば、取得手段が信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報を取得し
、情報提供手段が信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する点灯時間情報を提供
する運転支援装置において、情報提供手段は、自車両の停止が予測される条件を満たす場
合に限り、信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する点灯時間情報を提供するた
め、運転者が実質的に停車したと思う徐行速度まで速度が低下しているにも関わらず、赤
信号待ち時間が表示されず運転者に違和感を与えることや、自車両が停止するのではない
にも関わらず、赤信号待ち時間を表示することにより、運転者の前方車両への注意が減少
することを防ぎ、自車両が完全に停止するまで赤信号待ち時間の表示ができないことや、
運転者の前方車両への注意が減少することを抑制することが可能となる。
【００１３】
　情報提供手段は、赤信号の変化後の信号が自車両の走行を許可するものであることが信
号機情報より判明している信頼性に応じて、点灯時間情報を提供する態様を変更すること
が好適である。
【００１４】
　この構成によれば、情報提供手段は、赤信号の変化後の信号が自車両の走行を許可する
ものであることが信号機情報より判明している信頼性に応じて、点灯時間情報を提供する
態様を変更するため、例えば、赤信号の変化後の信号が自車両の走行を許可するものであ
る信頼性が低いときに、情報提供手段が当該信頼性が高いときと同様に点灯時間情報を提
供して、運転者に誤解を生じさせることを防止することができる。
【００１５】
　この場合、自車両の停止が予測される条件とは、自車両の車速が閾値以下であり、且つ
自車両のブレーキペタルが踏まれていることであることが好適である。
【００１６】
　この構成によれば、自車両の停止が予測される条件を自車両の車速が閾値以下であり、
且つ自車両のブレーキペタルが踏まれていることとするため、確実に自車両の停止を予測
することが可能となる。
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【００１７】
　また、自車両の停止が予測される条件は、自車両が位置する道路勾配に応じて変更され
ることが好適である。
【００１８】
　この構成によれば、自車両の停止が予測される条件は、自車両が位置する道路勾配に応
じて変更されるため、道路勾配に応じて確実に自車両の停止を予測することが可能となる
。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の運転支援装置によれば、不用意な運転者の発進の誘発を抑制することが可能と
なる。また、本発明の運転支援装置によれば、自車両が完全に停止するまで赤信号待ち時
間の表示ができないことや、運転者の前方車両への注意が減少することを抑制することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施形態に係る運転支援装置の構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係る運転支援装置の動作を示すフロー図である。
【図３】信号サイクルの種類と信号待ち時間通知サービスの実施の可否の判断を示す図で
ある。
【図４】信号サイクルの種類と信号待ち時間通知サービスの実施の可否の判断を示す図で
ある。
【図５】信号サイクルの種類と信号待ち時間通知サービスの実施の可否の判断を示す図で
ある。
【図６】信号サイクルの種類と信号待ち時間通知サービスの実施の可否の判断を示す図で
ある。
【図７】信号待ち時間通知サービスの実施時における表示画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明に係る運転支援装置の実施の形態を説明する。参照する図
面において、図１は実施形態に係る運転支援装置の構成を示すブロック図である。
【００２２】
　図１に示すように、本実施形態の運転支援装置１００は、インフラ協調ＥＣＵ１１０に
、ＧＰＳ１１２、ディスプレイ１１４、スピーカ１１６、車速センサ１１７、レーダ１１
８、カメラ１１９、記憶装置（ＨＤＤ）１２０、ブレーキＥＣＵ１２２、ブレーキペダル
センサ１２３、アクセルＥＣＵ１２６及び受信機１３０が接続されることにより構成され
ている。本実施形態の運転支援装置は、受信機１３０が光ビーコン等の路側施設から受信
した信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報と、ＧＰＳ１１２及び記憶装置１２０
によるナビゲーションの情報とを協調させて、運転支援を行うための装置である。
【００２３】
　ＧＰＳ（Global　Positioning　System）１１２は、複数のＧＰＳ衛生からの信号をＧ
ＰＳ受信機で受信し、各々の信号の相違から自車両の位置を測位するためのものである。
【００２４】
　ディスプレイ（情報提供手段）１１４は、後述するように、画面表示により信号機の赤
信号が変化するまでの残り時間に関する点灯時間情報等を運転者に提供するためのもので
ある。スピーカ（情報提供手段）１１６は、音声により信号機の赤信号が変化するまでの
残り時間に関する点灯時間情報等を運転者に提供するためのものである。
【００２５】
　車速センサ１１７は、車軸の回転速度を検出することにより、自車両の車速を検出する
ためのものである。
【００２６】
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　レーダ１１８は、自車両前方の先行車両の速度（相対速度を含む）、減速度、自車両と
の車間距離、及び自車両との車間時間を得るために用いられる。レーダ１１８は、前方に
ミリ波等の電磁波を照射し、物体に反射して戻ってくる反射波を受信し、先行車両の車速
、減速度、車間距離及び車間時間を検出するセンサである。
【００２７】
　カメラ１１９は、自車両前方の先行車両を撮像することにより、先行車両の速度（相対
速度を含む）、減速度、自車両との車間距離、及び自車両との車間時間を得るために用い
られる。
【００２８】
　ブレーキペダルセンサ１２３は、ブレーキペダルが踏まれている否か、あるいはブレー
キペダルの踏力を検出するためのものである。
【００２９】
　受信装置（取得手段）１３０は、具体的には光ビーコン受信機や車車間通信機であり、
路側施設の光ビーコン送信機や他車両から送信された信号機の点灯状態に関する時系列の
信号機情報を取得するためのものである。信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報
には、信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する点灯時間情報が含まれる。
【００３０】
　記憶装置（ＨＤＤ：hard　disk　drive）は、地図情報が記録された地図情報ＤＢ１２
１を有しており、インフラ協調ＥＣＵが、ＧＰＳ１１２によって得られた自車両の測位情
報と併せて自車両が走行している経路、走行距離等に関する情報を取得するためのもので
ある。あるいは、記憶装置１２０は、各々の場所における過去の信号機の点灯状態に関す
る時系列の信号機情報が記録される。
【００３１】
　インフラ協調ＥＣＵ１１０は、受信機１３０が光ビーコン送信機から受信した信号機の
点灯状態に関する時系列の信号機情報と、ＧＰＳ１１２の測位情報及び地図情報ＤＢ１２
１から得られた自車両が走行している経路、走行距離等に関する情報と、車速センサ１１
７によって取得した自車両の車速と、レーダ１１８及びカメラ１１９によって取得した前
方車両に関する情報と、記憶装置１２０に記録された各々の場所における過去の信号機の
点灯状態に関する時系列の信号機情報とに基づいて、ディスプレイ１１４及びスピーカ１
１６により信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する点灯時間情報等を運転者に
提供し、ブレーキＥＣＵ１２２によるブレーキ制御及びアクセルＥＣＵによるアクセル制
御を行うことによって運転支援を行う。
【００３２】
　ブレーキＥＣＵ１２２は、インフラ協調ＥＣＵ１１０からの指令に基づき、ブレーキア
クチュエータ１２４を駆動してブレーキ制御を行うためのものである。アクセルＥＣＵ１
２６は、インフラ協調ＥＣＵ１１０からの指令に基づき、アクセルアクチュエータ１２８
を駆動してブレーキ制御を行うためのものである。
【００３３】
　以下、本実施形態の運転支援装置１００の動作について説明する。図２は、実施形態に
係る運転支援装置の動作を示すフロー図である。図２に示すように、インフラ協調ＥＣＵ
１１０は、受信機１３０によって、路側施設の光ビーコン送信機や車車間通信機からの信
号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報を受信しているか、記憶装置１２０に記録さ
れた各々の場所における過去の信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報を取得して
いるものとする。
【００３４】
　インフラ協調ＥＣＵ１１０は、前提として、取得した信号機情報により、信号待ち時間
を通知するサービスが可能であるか否かを判断する（Ｓ１１）。信号機の赤信号が変化す
るまでの残り時間が所定時間（例えば、１～５秒）よりも短い場合、あるいは信号機の赤
信号が変化するまでの残り時間が特定できない場合は、インフラ協調ＥＣＵ１１０は、信
号待ち時間を通知するサービスを実行しない（Ｓ１１）。



(6) JP 5754519 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

【００３５】
　インフラ協調ＥＣＵ１１０は、取得した信号機情報により、信号待ち時間を通知するサ
ービスが可能である場合は（Ｓ１１）、赤信号の変化後の信号が自車両の通行を許可する
ものであるか否かを判定する（Ｓ１２）。インフラ協調ＥＣＵ１１０は、取得した信号機
情報から対象となる赤信号を特定し、当該赤信号の次の信号が、例えば、以下に示すよう
な場合には、信号待ち時間を通知するサービスが実施可能であると判定する。
【００３６】
　図３～６は、信号サイクルの種類と信号待ち時間通知サービスの実施の可否の判断を示
す図である。図３に示すように、対象となる赤信号の次の信号が、青信号（安全の確保の
ために黄信号の点灯時間に入ってしまう場合を含む）、あるいは自車両の進行方向の矢灯
器（例えば直進方向の矢灯器、全方向の進行を許可する矢灯器）の場合、インフラ協調Ｅ
ＣＵ１１０は、信号待ち時間を通知するサービスが実施可能であると判定する。
【００３７】
　図４に示すように、対象となる赤信号の次の信号が、取得した信号機情報からは不明で
あるときは、インフラ協調ＥＣＵ１１０は、信号待ち時間を通知するサービスが実施不可
能であると判定する。また、図５に示すように、対象となる赤信号の次の信号が、赤信号
と自車両の進行方向以外の通行のみを許可する矢灯器であるときは、インフラ協調ＥＣＵ
１１０は、信号待ち時間を通知するサービスが実施不可能であると判定する。
【００３８】
　図６に示すように、取得した信号機情報から複数の赤信号の点灯時間が判明している場
合であって、一部の赤信号の次の信号が不明であるときは、インフラ協調ＥＣＵ１１０は
、当該赤信号の次の信号が不明である部分については、信号待ち時間を通知するサービス
が実施不可能であると判定する。
【００３９】
　インフラ協調ＥＣＵ１１０は、自車両が対象となる信号機の交差点に、赤信号点灯中に
到達したか否かを判定する（Ｓ１３）。この場合の赤信号点灯中に信号機に到達したか否
かの判定は、取得した信号機情報、ＧＰＳ１１２及び地図情報ＤＢ１２１の情報により取
得した自車両の位置、停止線までの残り距離、あるいは途中の交差点の有無等により判定
する。
【００４０】
　インフラ協調ＥＣＵ１１０は、車速センサ１１７により検出された自車両の車速が閾値
以下（１～５ｋｍ／ｈ）であるか否かを検出する（Ｓ１４）。インフラ協調ＥＣＵ１１０
は、ブレーキペダルセンサ１２３により所定時間（０．１～０．３秒）以上、ブレーキペ
ダルが踏まれているか否かを判定する（Ｓ１５）。
【００４１】
インフラ協調ＥＣＵ１１０は、自車両の車速が閾値以下であり（Ｓ１４）、且つブレーキ
ペダルが踏まれているとき以外は（Ｓ１５）、車速が閾値以下であり、且つブレーキペダ
ルが踏まれた状態となるまで待機する（Ｓ１６）。一方、インフラ協調ＥＣＵ１１０は、
自車両の車速が閾値以下で（Ｓ１４）、且つブレーキペダルが踏まれているときは（Ｓ１
５）、ディスプレイ１１４及びスピーカ１１６により、信号機の赤信号が変化するまでの
残り時間を表示する（Ｓ１７）。
【００４２】
　図７は、信号待ち時間通知サービスの実施時における表示画面の一例を示す図である。
図７に示すように、ディスプレイ１１４の画面表示２００には、左半面に自車両の現在位
置を示す２Ｄ地図表示が配置され、右半面に現在自車両が通過しようとしている信号機の
交差点付近の３Ｄドライバーズビュー表示２２０が配置されている。
【００４３】
　信号待ち時間通知サービスを実施可能か否かは運転者からは判りにくいため、運転者が
理解しやすいように、本実施形態では、画面表示２００中に信号待ち時間通知サービスが
実施されていることを示すサービス実施表示アイコン２３０が表示され、信号残り時間表
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示アイコン２４０内に赤信号の残り時間が５秒間隔で表示される。あるいは、事前にスピ
ーカ１１６により、音声で信号待ち時間通知サービスを実施可能か否かが通知されるよう
にしても良い。
【００４４】
　また、本実施形態では、赤信号の残り時間を表示可能な時間が画面表示２００内に表示
される。例えば、上述の図６に示したように、取得した信号機情報から複数の赤信号の点
灯時間が判明している場合であって、一部の赤信号の次の信号が不明であるときは、信号
サイクル表示バー２５０に取得ずみの信号機情報と、信号機情報の取得時から赤信号の残
り時間を表示可能な時間が、取得済み信号サイクル時間表示２５１に表示される。
【００４５】
　なお、矢灯器で運転者の行動の予測が困難な場合等の赤信号の次の灯色が自車両の走行
を許可しないものである可能性がある場合や、赤信号の次の灯色自体は自車両の走行を許
可するものであっても、その点灯時間が不明である場合には、当該赤信号の終了後に自車
両が走行可能となる信頼性が低くなってしまうため、例えば、信号待ち時間を赤信号の終
了まで表示している場合、当該赤信号の終了の前に、早めに信号待ち時間の表示を終了し
ても良い。あるいは、上記のような場合、信号待ち時間の表示を実施しないようにしても
良い。
【００４６】
　あるいは、上記のような場合、赤信号の残り時間が数秒間隔ごとに更新して表示され続
けている場合、その更新間隔を長くしても良い。例えば、通常は赤信号の残り時間が５秒
間隔で表示されていたものを、上記のような場合は、１０秒間隔で表示されるものとでき
る。あるいは、赤信号の残り時間が更新して表示されずに、赤信号の残り時間が表示され
た時点での残り時間のみが表示されても良い。
【００４７】
　あるいは、受信装置１３０が信号機情報を取得した時点では、ディスプレイ１１４は信
号待ち時間を表示せず、自車両が走行可能となった時点で信号待ち時間を表示するように
しても良い。これにより、赤信号が変化するまでの残り時間を表示して、運転者が必ず走
行可能であると誤解することを防ぐことが可能となる。
【００４８】
　一方、運転者が前方車両の存在に気付き、自車両を停止させることを予測して、赤信号
の残り時間の表示を実施するか否か判定する方法としては、上述した車速が所定値以下で
且つブレーキペダルが踏まれていることの他に、以下の方法がある。
【００４９】
　すなわち、車速センサ１１７により検出された自車両の車速が閾値以下であり、且つ、
（１）前方車両との距離が一定値以上、（２）信号機の停止線までの距離が一定値以上、
（３）トランスミッションのシフトダウンがされた、（４）アクセルがＯＦＦとされた（
スロットル開度０）の（１）～（４）のいずれか1つを満たすことを赤信号の残り時間の
表示を実施する条件としても良い。
【００５０】
　あるいは、車速センサ１１７により検出された自車両の車速が閾値以下であり、且つ、
（１）前方車両との距離が一定値以上、及び（２）信号機の停止線までの距離が一定値以
上の条件をいずれも満たすことを赤信号の残り時間の表示を実施する条件としても良い。
【００５１】
　なお、上記の条件（１）における前方車両との距離は、レーザ１１８及びカメラ１１９
による検出結果、あるいは受信装置１３０による車車間通信により得られた情報により判
定するものとできる。
【００５２】
　また、運転者が前方車両の存在に気付き、自車両を停止させることを予測して、赤信号
の残り時間の表示を実施するか否かを判定する方法は、道路勾配に応じて変更されても良
い。例えば、上り坂の交差点では、自車両が停止することを予測する基準が緩やかにされ
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、下り坂の交差点では、自車両が停止することを予測する基準が厳しくされても良い。
【００５３】
　あるいは、上り坂では、車速センサ１１７により検出された自車両の車速が閾値以下で
あり、且つアクセルがＯＦＦであることを、自車両を停止させることを予測して、赤信号
の残り時間の表示を実施する条件とし、下り坂では、車速センサ１１７により検出された
自車両の車速が閾値以下であり、且つブレーキがＯＮであることを、自車両を停止させる
ことを予測して、赤信号の残り時間の表示を実施する条件としても良い。あるいは、道路
勾配に応じて、前方車両との距離の閾値や、信号機の停止線までの距離の閾値が変更され
ても良い。
【００５４】
　図２に戻り、インフラ協調ＥＣＵ１１０は、サービス終了条件が成立した場合は、サー
ビスを終了する（Ｓ１８）。この場合のサービス終了条件としては、車速が一定値（１～
５ｋｍ／ｈ）以上になった場合、サービスエリア外に自車両が進出した場合、運転者がサ
ービス終了設定を選択した場合、取得した信号機情報が満了した場合、及び運転者がアク
セルペダルを踏んだ場合等が考えられる。
【００５５】
　本実施形態では、受信装置１３０が信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報を取
得し、ディスプレイ１１４、スピーカ１１６が信号機の赤信号が変化するまでの残り時間
に関する点灯時間情報を提供する運転支援装置１００において、ディスプレイ１１４、ス
ピーカ１１６は、赤信号の変化後の信号が自車両の走行を許可するものであることが信号
機情報より判明している場合に限り、信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する
点灯時間情報を提供するため、例えば、赤信号の次に進行方向以外の矢灯器が点灯する灯
色変化等に対しては、赤信号待ち時間を表示しないことになり、不用意な運転者の発進の
誘発を抑制することが可能となる。
【００５６】
　受信装置１３０が信号機の点灯状態に関する時系列の信号機情報を取得し、ディスプレ
イ１１４、スピーカ１１６が信号機の赤信号が変化するまでの残り時間に関する点灯時間
情報を提供する運転支援装置１００において、ディスプレイ１１４、スピーカ１１６は、
自車両の停止が予測される条件を満たす場合に限り、信号機の赤信号が変化するまでの残
り時間に関する点灯時間情報を提供するため、運転者が実質的に停車したと思う徐行速度
まで速度が低下しているにも関わらず、赤信号待ち時間が表示されず運転者に違和感を与
えることや、自車両が停止するのではないにも関わらず、赤信号待ち時間を表示すること
により、運転者の前方車両への注意が減少することを防ぎ、自車両が完全に停止するまで
赤信号待ち時間の表示ができないことや、運転者の前方車両への注意が減少することを抑
制することが可能となる。
【００５７】
　また、本実施形態によれば、ディスプレイ１１４、スピーカ１１６は、赤信号の変化後
の信号が自車両の走行を許可するものであることが信号機情報より判明している信頼性に
応じて、点灯時間情報を提供する態様を変更するため、例えば、赤信号の変化後の信号が
自車両の走行を許可するものである信頼性が低いときに、ディスプレイ１１４、スピーカ
１１６が、当該信頼性が高いときと同様に点灯時間情報を提供することにより運転者に誤
解を生じさせることを防止することができる。
【００５８】
　また、本実施形態では、自車両の停止が予測される条件を自車両の車速が閾値以下であ
り、且つ自車両のブレーキペタルが踏まれていることとするため、確実に自車両の停止を
予測することが可能となる。
【００５９】
　さらに、本実施形態によれば、自車両の停止が予測される条件は、自車両が位置する道
路勾配に応じて変更されるため、道路勾配に応じて確実に自車両の停止を予測することが
可能となる。
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【００６０】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定される
ものではなく種々の変形が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、不用意な運転者の発進の誘発を抑制することが可能となる。また、本発明に
よれば、自車両が完全に停止するまで赤信号待ち時間の表示ができないことや、運転者の
前方車両への注意が減少することを抑制することが可能となる。
【符号の説明】
【００６２】
　１００…運転支援装置、１１０…インフラ協調ＥＣＵ、１１２…ＧＰＳ、１１４…ディ
スプレイ、１１６…スピーカ、１１７…車速センサ、１１８…レーダ、１１９…カメラ、
１２０…記憶装置（ＨＤＤ）、１２１…地図情報ＤＢ、１２２…ブレーキＥＣＵ、１２３
…ブレーキペダルセンサ、１２４…ブレーキアクチュエータ、１２６…アクセルＥＣＵ、
１２８…アクセルアクチュエータ、１３０…受信装置、２００…画面表示、２１０…２Ｄ
地図表示、２２０…３Ｄドライバーズビュー表示、２３０…サービス実施表示アイコン、
２４０…信号残り時間表示アイコン、２５０…信号サイクル表示バー、２５１…取得済み
信号サイクル時間表示。

【図１】 【図２】
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