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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の現在車速を検出する車速検出手段と、
　自車両のブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出手段と、
　自車両の減速制御の目標点である減速目標点を決定する減速目標点決定手段と、
　前記減速目標点における目標車速を決定する目標車速決定手段と、
　前記減速目標点までの距離との関係でブレーキ操作量を規定する複数の理想ブレーキ操
作量パターン情報を有し、自車両が減速すると判断された際に、前記現在車速、前記目標
車速、及び自車両の現在位置から前記減速目標点までの距離に基づいて、自車両の減速が
開始された開始地点から前記減速目標点までの間の各地点の理想ブレーキ操作量を表す一
つの理想ブレーキ操作量パターン情報を選択し、当該選択された理想ブレーキ操作量パタ
ーン情報に従って、前記減速目標点において前記目標車速となるための前記開始地点から
前記目標減速点までの間の各地点の理想ブレーキ操作量を決定する理想ブレーキ操作量決
定手段と、
　前記各地点の理想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との関係を示す報知情報を生
成する報知情報生成手段と、
　前記報知情報生成手段により生成された前記報知情報を報知する報知手段と、
を備える車両制御補助装置。
【請求項２】
　前記報知情報は、前記理想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との差を前記報知手
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段により運転者に報知するための情報である請求項１に記載の車両制御補助装置。
【請求項３】
　前記現在車速、前記減速目標点及び前記目標車速に基づいて、前記減速目標点において
前記目標車速となるための前記目標減速点までの間の理想車速を決定する理想車速決定手
段を更に備え、
　前記報知情報生成手段は、前記理想車速と前記現在車速との関係、及び前記理想ブレー
キ操作量と現在のブレーキ操作量との関係を示す報知情報を生成する請求項１に記載の車
両制御補助装置。
【請求項４】
　前記現在車速、前記減速目標点及び前記目標車速に基づいて、前記減速目標点において
前記目標車速となるための前記目標減速点までの間の理想車速を決定する理想車速決定手
段を更に備え、
　前記報知情報生成手段は、前記理想車速と前記現在車速との関係、及び前記理想車速と
現在のブレーキ操作量に基づく将来の予想車速との関係を示す報知情報を生成する請求項
１に記載の車両制御補助装置。
【請求項５】
　前記報知情報は、現在のブレーキ操作量で減速した場合に前記目標車速となる将来の予
想減速点の位置を示す情報を更に含む請求項３又は４に記載の車両制御補助装置。
【請求項６】
　前記理想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との差、及び前記理想車速と前記現在
車速との差に基づいて、前記理想ブレーキ操作量を補正する理想ブレーキ操作量補正手段
を更に備える請求項３から５の何れか一項に記載の車両制御補助装置。
【請求項７】
　自車両の現在車速を検出する車速検出手段と、
　自車両のブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出手段と、
　自車両の減速制御の目標点である減速目標点を決定する減速目標点決定手段と、
　前記減速目標点における目標車速を決定する目標車速決定手段と、
　前記減速目標点までの距離との関係で車速を規定する複数の理想車速パターン情報を有
し、自車両が減速すると判断された際に、前記現在車速、前記目標車速、及び自車両の現
在位置から前記減速目標点までの距離に基づいて、自車両の減速が開始された開始地点か
ら前記減速目標点までの間の各地点の理想車速を表す一つの理想車速パターン情報を選択
し、当該選択された理想車速パターン情報に従って、前記減速目標点において前記目標車
速となるための前記開始地点から前記目標減速点までの間の各地点の理想車速を決定する
理想車速決定手段と、
　前記各地点の理想車速と前記現在車速との関係を示す報知情報を生成する報知情報生成
手段と、
　前記報知情報生成手段により生成された前記報知情報を報知する報知手段と、
を備える車両制御補助装置。
【請求項８】
　前記報知手段は、前記報知情報を画像、音声、及び振動のいずれか一つ以上により報知
する請求項１から７の何れか一項に記載の車両制御補助装置。
【請求項９】
　自車両の進行方向に存在する先行車両を検出する先行車両検出手段を更に備え、
　前記減速目標点決定手段は、先行車両に対して所定の車間距離を確保できる点を減速目
標点として決定し、
　前記目標車速決定手段は、前記先行車両の車速を目標車速として決定する請求項１から
８の何れか一項に記載の車両制御補助装置。
【請求項１０】
　停止目標地物を検出する停止目標地物検出手段を更に備え、
　前記減速目標点決定手段は、前記先行車両検出手段により前記先行車両が検出されない
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場合には、前記停止目標地物に応じた車両停止位置を減速目標点として決定し、
　前記目標車速決定手段は、目標車速をゼロに決定する請求項９に記載の車両制御補助装
置。
【請求項１１】
　前記理想ブレーキ操作量決定手段は、前記選択された理想ブレーキ操作量パターン情報
に従って、前記減速目標点において前記目標車速となるための前記開始地点から前記目標
減速点までの間の各地点の理想的なブレーキ操作量の範囲である理想ブレーキ操作量範囲
を更に決定し、
　前記報知情報生成手段は、前記報知情報として前記理想ブレーキ操作量範囲に対する現
在のブレーキ操作量の関係を示す情報も生成する請求項１から６の何れか一項に記載の車
両制御補助装置。
【請求項１２】
　前記報知情報に基づいてブレーキ量及び車速の一方又は双方を自動制御する自動制御手
段を更に備え、
　前記報知手段による前記報知情報の報知中に、前記報知情報の内容を含む自車両の状態
が所定の条件を満たすときに、前記自動制御手段による自動制御を実行する請求項１から
１１の何れか一項に記載の車両制御補助装置。
【請求項１３】
　自車両の減速制御の目標点である減速目標点を決定する減速目標点決定ステップと、
　前記減速目標点における目標車速を決定する目標車速決定ステップと、
　自車両の現在車速を検出し、自車両が減速すると判断された際に、前記減速目標点まで
の距離との関係でブレーキ操作量を規定する複数の理想ブレーキ操作量パターン情報の中
から、前記現在車速、前記目標車速、及び自車両の現在位置から前記減速目標点までの距
離に基づいて、自車両の減速が開始された開始地点から前記減速目標点までの間の各地点
の理想ブレーキ操作量を表す一つの理想ブレーキ操作量パターン情報を選択し、当該選択
された理想ブレーキ操作量パターン情報に従って、前記減速目標点において前記目標車速
となるための前記開始地点から前記目標減速点までの間の各地点の理想ブレーキ操作量を
決定する理想ブレーキ操作量決定ステップと、
　自車両の現在のブレーキ操作量を検出し、前記各地点の理想ブレーキ操作量と前記現在
のブレーキ操作量との関係を示す報知情報を生成する報知情報生成ステップと、
　前記報知情報生成ステップにより生成された前記報知情報を報知する報知ステップと、
を備える車両制御補助方法。
【請求項１４】
　自車両の減速制御の目標点である減速目標点を決定する減速目標点決定ステップと、
　前記減速目標点における目標車速を決定する目標車速決定ステップと、
　自車両の現在車速を検出し、自車両が減速すると判断された際に、前記減速目標点まで
の距離との関係で車速を規定する複数の理想車速パターン情報の中から、前記現在車速、
前記目標車速、及び自車両の現在位置から前記減速目標点までの距離に基づいて、自車両
の減速が開始された開始地点から前記減速目標点までの間の各地点の理想車速を表す一つ
の理想車速パターン情報を選択し、当該選択された理想車速パターン情報に従って、前記
減速目標点において前記目標車速となるための前記開始地点から前記目標減速点までの間
の各地点の理想車速を決定する理想車速決定ステップと、
　前記各地点の理想車速と前記現在車速との関係を示す報知情報を生成する報知情報生成
ステップと、
　前記報知情報生成ステップにより生成された前記報知情報を報知する報知ステップと、
を備える車両制御補助方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、理想のブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との関係や理想車速と現在車
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速との関係を示す報知情報を生成して報知することにより、車両制御を補助する車両制御
補助装置及び車両制御補助方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の減速時に、その減速の程度に応じた表示を運転者に対して行うことにより、運転
者による車両制御を補助する技術として、例えば下記の特許文献１には、以下のようなカ
ーナビゲーション装置に関する技術が開示されている。このカーナビゲーション装置は、
車両にブレーキが掛けられる都度、その時の減速度を検出すると共に停止するまでの速度
変化を検出し、速度変化を制動特性としてパターン化して記憶しておく。そして、車両に
ブレーキが掛けられた時には、減速開始時の減速度を検出して通常の減速か急ブレーキか
を判断し、パターン化された制動特性に当てはめて、急ブレーキであるかどうかを判断し
、その判断結果に応じた表示を行う。
【０００３】
　これにより、車両の減速時に、その速度又は減速度を運転者の通常の制動時の運転特性
と比較することにより急ブレーキか否かを判断し、表示するので、表示される画面の内容
が運転者の感覚から離れた内容となることを防止できる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１０１２８０号公報（第３－７頁、第１０図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、実際の運転時において、急ブレーキをかける機会は少ない。また、急ブレーキ
をかけている状態において、運転者が急ブレーキの表示を見る余裕も少ない。
　一方、通常のブレーキ操作時には、運転者は、停止又は減速する目標地点を決め、そこ
までの距離及び現在車速に基づいて経験的にブレーキ操作量を判断し、ブレーキ操作を行
っている。しかし、運転者の経験的な判断のみによるブレーキ操作では、道路の路面状況
や道路形状の違い等によって予測したとおりに減速されない場合が起こり得る。このよう
な場合には、運転者は、ブレーキを更に踏み込んだり、緩めたりする操作を行う必要が生
じ、車両の挙動が乱れ、他の乗員に不快感を与えたり、車両に対して無用な負荷を与えた
りすることになりかねない。
【０００６】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、運転者が理想のブレ
ーキ操作量に対する現在のブレーキ操作量の過不足を適切に判断することができ、それに
よって容易に適切なブレーキ操作を行えるようにするための車両制御補助装置及び車両制
御補助方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明に係る車両制御補助装置の特徴構成は、自車両の現在
車速を検出する車速検出手段と、自車両のブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出
手段と、自車両の減速制御の目標点である減速目標点を決定する減速目標点決定手段と、
前記減速目標点における目標車速を決定する目標車速決定手段と、前記減速目標点までの
距離との関係でブレーキ操作量を規定する複数の理想ブレーキ操作量パターン情報を有し
、自車両が減速すると判断された際に、前記現在車速、前記目標車速、及び自車両の現在
位置から前記減速目標点までの距離に基づいて、自車両の減速が開始された開始地点から
前記減速目標点までの間の各地点の理想ブレーキ操作量を表す一つの理想ブレーキ操作量
パターン情報を選択し、当該選択された理想ブレーキ操作量パターン情報に従って、前記
減速目標点において前記目標車速となるための前記開始地点から前記目標減速点までの間
の各地点の理想ブレーキ操作量を決定する理想ブレーキ操作量決定手段と、前記各地点の
理想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との関係を示す報知情報を生成する報知情報
生成手段と、前記報知情報生成手段により生成された前記報知情報を報知する報知手段と
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、を備える点にある。
【０００８】
　この特徴構成によれば、自車両の運転者は、理想ブレーキ操作量に対して現在のブレー
キ操作量がどのような関係にあるかを知ることができるので、理想のブレーキ操作量に対
する現在のブレーキ操作量の過不足を適切に判断することができる。したがって、現在の
ブレーキ操作量を理想ブレーキ操作量に近づけるように操作することができ、容易に適切
なブレーキ操作を行うことが可能となる。
　さらに、この特徴構成によれば、複雑な演算等をすることなく、現在車速、目標車速、
及び自車両の現在位置から前記減速目標点までの距離の条件に従って理想ブレーキ操作量
を決定することができる。
【０００９】
　ここで、前記報知情報は、前記理想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との差を前
記報知手段により運転者に報知するための情報とすると好適である。またこの際、前記理
想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との差には、その差の絶対値に加えてその差の
方向を含むと好適である。
【００１０】
　これにより、自車両の運転者は、理想ブレーキ操作量に対する現在のブレーキ操作量の
差を知ることができるので、現在のブレーキ操作量を理想ブレーキ操作量に近づける操作
を比較的容易に行うことが可能となる。
【００１３】
　また、前記現在車速、前記減速目標点及び前記目標車速に基づいて、前記減速目標点に
おいて前記目標車速となるための前記目標減速点までの間の理想車速を決定する理想車速
決定手段を更に備え、前記報知情報生成手段は、前記理想車速と前記現在車速との関係、
及び前記理想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との関係を示す報知情報を生成する
構成とすると好適である。
【００１４】
　これにより、自車両の運転者は、理想車速と現在車速との関係、及び理想ブレーキ操作
量と現在のブレーキ操作量との関係の双方を知ることができるので、現在のブレーキ操作
量及びそれに伴う自車両の車速の双方についての理想の状態に対する過不足を適切に判断
することができる。したがって、現在のブレーキ操作量及び車速を理想の状態に近づける
ように操作することができ、より適切なブレーキ操作を行うことが可能となる。
【００１５】
　あるいは、前記現在車速、前記減速目標点及び前記目標車速に基づいて、前記減速目標
点において前記目標車速となるための前記目標減速点までの間の理想車速を決定する理想
車速決定手段を更に備え、前記報知情報生成手段は、前記理想車速と前記現在車速との関
係、及び前記理想車速と現在のブレーキ操作量に基づく将来の予想車速との関係を示す報
知情報を生成する構成としても好適である。
【００１６】
　これにより、自車両の運転者は、理想車速と現在車速との関係、及び理想車速と現在の
ブレーキ操作量に基づく将来の予想車速との関係の双方を知ることができるので、現在の
ブレーキ操作量によって自車両の車速が将来どのように変化するかを知ることができる。
したがって、自車両の車速を理想車速に近づけるように、適切にブレーキ操作を行うこと
が可能となる。
【００１７】
　また、前記報知情報は、現在のブレーキ操作量で減速した場合に前記目標車速となる将
来の予想減速点の位置を示す情報を更に含む構成とすると好適である。
【００１８】
　これにより、自車両の運転者は、現在のブレーキ操作量で減速した場合に目標車速とな
る位置が減速目標点に対してどこになるかを知ることができるので、自車両が目標車速と
なる位置が減速目標点となるようにブレーキ操作量を調節することができ、適切なブレー
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キ操作を行うことが可能となる。
【００１９】
　また、前記理想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との差、及び前記理想車速と前
記現在車速との差に基づいて、前記理想ブレーキ操作量を補正する理想ブレーキ操作量補
正手段を更に備える構成とすると好適である。
【００２０】
　これにより、ブレーキ操作量に対する車速の変化の程度が、道路状況、道路勾配、天候
等に応じて変化した場合においても、そのずれを補正して適切な理想ブレーキ操作量に基
づく報知情報を報知することが可能となる。
【００２１】
　本発明に係る車両制御補助装置のもう一つの特徴構成は、自車両の現在車速を検出する
車速検出手段と、自車両のブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出手段と、自車両
の減速制御の目標点である減速目標点を決定する減速目標点決定手段と、前記減速目標点
における目標車速を決定する目標車速決定手段と、前記減速目標点までの距離との関係で
車速を規定する複数の理想車速パターン情報を有し、自車両が減速すると判断された際に
、前記現在車速、前記目標車速、及び自車両の現在位置から前記減速目標点までの距離に
基づいて、自車両の減速が開始された開始地点から前記減速目標点までの間の各地点の理
想車速を表す一つの理想車速パターン情報を選択し、当該選択された理想車速パターン情
報に従って、前記減速目標点において前記目標車速となるための前記開始地点から前記目
標減速点までの間の各地点の理想車速を決定する理想車速決定手段と、前記各地点の理想
車速と前記現在車速との関係を示す報知情報を生成する報知情報生成手段と、前記報知情
報生成手段により生成された前記報知情報を報知する報知手段と、を備える点にある。
【００２２】
　この特徴構成によれば、自車両の運転者は、理想車速に対して現在の車速がどのような
関係にあるかを知ることができるので、自車両の現在車速の理想状態に対する過不足を適
切に判断することができる。したがって、現在の車速を理想の状態に近づけるように運転
者が車両制御を行うことにより、より適切な車両制御を行うことが可能となる。
　さらに、この特徴構成によれば、複雑な演算等をすることなく、現在車速、目標車速、
及び自車両の現在位置から前記減速目標点までの距離の条件に従って理想車速を決定する
ことができる。
【００２５】
　また、前記報知手段は、前記報知情報を画像、音声、及び振動のいずれか一つ以上によ
り報知する構成とすることができる。
【００２６】
　また、自車両の進行方向に存在する先行車両を検出する先行車両検出手段を更に備え、
前記減速目標点決定手段は、先行車両に対して所定の車間距離を確保できる点を減速目標
点として決定し、前記目標車速決定手段は、前記先行車両の車速を目標車速として決定す
る構成とすると好適である。
【００２７】
　これにより、自車両の進行方向に先行車両が存在する場合には、先行車両に対して適切
な車間距離を保ちつつ追従する走行制御を適切に行うことが可能となる。
【００２８】
　また、停止目標地物を検出する停止目標地物検出手段を更に備え、前記減速目標点決定
手段は、前記先行車両検出手段により前記先行車両が検出されない場合には、前記停止目
標地物に応じた車両停止位置を減速目標点として決定し、前記目標車速決定手段は、目標
車速をゼロに決定する構成とすると好適である。
【００２９】
　これにより、自車両の進行方向に先行車両が存在しない場合には、例えば停止線、信号
機、一時停止標識、横断歩道等の停止目標地物に対して適切な位置に自車両を停止させる
走行制御を適切に行うことが可能となる。
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【００３０】
　前記理想ブレーキ操作量決定手段は、前記選択された理想ブレーキ操作量パターン情報
に従って、前記減速目標点において前記目標車速となるための前記開始地点から前記目標
減速点までの間の各地点の理想的なブレーキ操作量の範囲である理想ブレーキ操作量範囲
を更に決定し、
　前記報知情報生成手段は、前記報知情報として前記理想ブレーキ操作量範囲に対する現
在のブレーキ操作量の関係を示す情報も生成する点にある。
【００３１】
　この特徴構成によれば、自車両の運転者は、減速時に、理想ブレーキ操作量範囲に対し
て現在のブレーキ操作量がどのような関係にあるかを知ることができるので、理想のブレ
ーキ操作量範囲に対する現在のブレーキ操作量の過不足を適切に判断することができる。
したがって、現在のブレーキ操作量を理想ブレーキ操作量範囲内とするように操作するこ
とができ、容易に適切なブレーキ操作を行うことが可能となる。
【００３２】
　また、前記報知情報に基づいてブレーキ量及び車速の一方又は双方を自動制御する自動
制御手段を更に備え、前記報知手段による前記報知情報の報知中に、前記報知情報の内容
を含む自車両の状態が所定の条件を満たすときに、前記自動制御手段による自動制御を実
行する構成としても好適である。
【００３３】
　これにより、報知手段による報知情報の報知を行ったにも関わらず運転者による適切な
ブレーキ操作等が行われない場合に、自動制御手段による制御によって適切な車両制御を
行うことが可能となる。また、適切な車両制御が行われている場合には、自動制御手段に
よる自動制御を実行しないことが可能であるので、運転者の好みに合った車両制御が行わ
れるようにすることができる。
【００３４】
　本発明に係る車両制御補助方法の特徴構成は、自車両の減速制御の目標点である減速目
標点を決定する減速目標点決定ステップと、前記減速目標点における目標車速を決定する
目標車速決定ステップと、自車両の現在車速を検出し、自車両が減速すると判断された際
に、前記減速目標点までの距離との関係でブレーキ操作量を規定する複数の理想ブレーキ
操作量パターン情報の中から、前記現在車速、前記目標車速、及び自車両の現在位置から
前記減速目標点までの距離に基づいて、自車両の減速が開始された開始地点から前記減速
目標点までの間の各地点の理想ブレーキ操作量を表す一つの理想ブレーキ操作量パターン
情報を選択し、当該選択された理想ブレーキ操作量パターン情報に従って、前記減速目標
点において前記目標車速となるための前記開始地点から前記目標減速点までの間の各地点
の理想ブレーキ操作量を決定する理想ブレーキ操作量決定ステップと、自車両の現在のブ
レーキ操作量を検出し、前記各地点の理想ブレーキ操作量と前記現在のブレーキ操作量と
の関係を示す報知情報を生成する報知情報生成ステップと、前記報知情報生成ステップに
より生成された前記報知情報を報知する報知ステップと、を備える点にある。
【００３５】
　この特徴構成によれば、自車両の運転者は、理想ブレーキ操作量に対して現在のブレー
キ操作量がどのような関係にあるかを知ることができるので、理想のブレーキ操作量に対
する現在のブレーキ操作量の過不足を適切に判断することができる。したがって、現在の
ブレーキ操作量を理想ブレーキ操作量に近づけるように操作することができ、容易に適切
なブレーキ操作を行うことが可能となる。
　さらに、この特徴構成によれば、複雑な演算等をすることなく、現在車速、目標車速、
及び自車両の現在位置から前記減速目標点までの距離の条件に従って理想ブレーキ操作量
を決定することができる。
【００３６】
　自車両の減速制御の目標点である減速目標点を決定する減速目標点決定ステップと、前
記減速目標点における目標車速を決定する目標車速決定ステップと、自車両の現在車速を
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検出し、自車両が減速すると判断された際に、前記減速目標点までの距離との関係で車速
を規定する複数の理想車速パターン情報の中から、前記現在車速、前記目標車速、及び自
車両の現在位置から前記減速目標点までの距離に基づいて、自車両の減速が開始された開
始地点から前記減速目標点までの間の各地点の理想車速を表す一つの理想車速パターン情
報を選択し、当該選択された理想車速パターン情報に従って、前記減速目標点において前
記目標車速となるための前記開始地点から前記目標減速点までの間の各地点の理想車速を
決定する理想車速決定ステップと、前記各地点の理想車速と前記現在車速との関係を示す
報知情報を生成する報知情報生成ステップと、前記報知情報生成ステップにより生成され
た前記報知情報を報知する報知ステップと、を備える点にある。
【００３７】
　この特徴構成によれば、自車両の運転者は、理想車速に対して現在の車速がどのような
関係にあるかを知ることができるので、自車両の現在車速の理想状態に対する過不足を適
切に判断することができる。したがって、現在の車速を理想の状態に近づけるように運転
者が車両制御を行うことにより、より適切な車両制御を行うことが可能となる。
　さらに、この特徴構成によれば、複雑な演算等をすることなく、現在車速、目標車速、
及び自車両の現在位置から前記減速目標点までの距離の条件に従って理想車速を決定する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下に、本発明の第一の実施形態について図面に基づいて説明する。
　図１は、本実施形態に係る車両制御補助装置１の構成を示すブロック図である。本実施
形態に係る車両制御補助装置１は、減速制御の際に理想のブレーキ操作量と現在のブレー
キ操作量との関係や理想車速と現在車速との関係を示す報知情報を生成して運転者に対し
て報知することにより、車両制御を補助する装置となっている。以下に、この図１に従っ
て、本実施形態に係る車両制御補助装置１の各部の構成について説明する。なお、この車
両制御補助装置１の各機能部は、ＣＰＵ等の演算処理装置を中核部材として、入力された
データに対して種々の処理を行うための機能部がハードウエア又はソフトウエア（プログ
ラム）或いはその両方で実装されて構成されている。
【００３９】
　撮像装置２は、自車両６の周囲を撮像可能に配置され、自車両６の進行方向に存在する
先行車両７（図２参照）や停止目標地物８（図３参照）等を含む周囲の状況を撮像する。
この撮像装置２としては、例えばＣＣＤセンサやＣＭＯＳセンサ等の撮像素子と、この撮
像素子に光を導くための光学系を構成するレンズ等を有した構成のものを用いることがで
きる。ここで、停止目標地物８としては、例えば、交差点等に設けられた停止線、信号機
、一時停止標識、横断歩道等が該当する。撮像装置２からの出力信号は画像情報処理部３
に入力される。画像情報処理部３は、撮像装置２からの出力信号を画像処理し、自車両６
の進行方向に存在する先行車両７又は停止目標地物８の有無、及び自車両６から先行車両
７までの距離（現在車間距離Ｌａ）又は停止目標地物８までの距離等についての画像認識
を行う。そして、画像情報処理部３は、その画像認識結果の情報を演算処理部１７へ出力
する。
　本実施形態においては、これらの撮像装置２及び画像情報処理部３は、本発明における
「先行車両検出手段１５」及び「停止目標地物検出手段１６」を構成する。
【００４０】
　レーダ４は、自車両６の進行方向に存在する先行車両７（図２参照）を検出するととも
に、この先行車両７との間の距離、すなわち現在車間距離Ｌａを検出するために設けられ
ている。このようなレーダ４としては、例えば、レーザレーダ、ミリ波レーダ、赤外線レ
ーダ等を用いることができる。レーダ４からの出力信号はレーダ情報処理部５に入力され
る。レーダ情報処理部５は、レーダ４からの出力信号を処理して、先行車両７の有無、及
び先行車両７との間の車間距離Ｌａを検出し、その情報を演算処理部１７へ出力する。
　本実施形態においては、これらのレーダ４及びレーダ情報処理部５は、本発明における
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「先行車両検出手段１５」を構成する。
【００４１】
　ロケーション部９は、ＧＰＳ受信機１０、方位センサ１１、及び距離センサ１２からの
情報を取得する。ここで、ＧＰＳ受信機１０は、図示しないＧＰＳ衛星からの信号を受信
する装置であり、受信した信号に基づいてＧＰＳ受信機１０の位置（緯度及び経度）や日
時等の各種情報を取得する。方位センサ１１は、地磁気センサやジャイロセンサ、或いは
、ハンドルの回転部に取り付けた光学的な回転センサや回転型の抵抗ボリューム、車輪部
に取り付ける角度センサ等により構成され、自車両６の方位を検知する。距離センサ１２
は、車輪の回転数を検知する車速センサや自車両６の加速度を検知するヨー・Ｇセンサと
、検知された加速度を２回積分する回路との組み合わせ等により構成され、自車両の移動
距離を検知する。そして、ロケーション部９は、これらのＧＰＳ受信機１０、方位センサ
１１及び距離センサ１２から取得した情報に基づいて、公知の方法により自車両６の位置
及び方位を特定する演算を行う。
【００４２】
　また、ロケーション部９は、上記のようにして特定された自車両６の位置及び方位に基
づいて、地図データベース１３から地図情報を取得する。そして、ロケーション部９は、
取得された地図情報に基づいて、公知の手法によるマップマッチングを行い、自車両６の
位置が地図情報に含まれる道路上に位置し、自車両６の方位が当該道路に沿った方向とな
るように修正を行う。このようにしてロケーション部９により特定された自車両６の位置
及び方位は、自車位置情報及び自車方位情報として演算処理部１７に出力される。
【００４３】
　地図データベース１３には地図情報が格納されている。図４は、地図データベース１３
に格納されている地図情報の内容を示す説明図である。この図に示すように、ここでは、
地図情報として、道路ネットワークレイヤＸ１、道路情報レイヤＸ２、背景レイヤＸ３が
格納されている。この地図データベース１３は、例えば、ハードディスクドライブ、ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭを備えたＤＶＤドライブ、ＣＤ－ＲＯＭを備えたＣＤドライブ等のように、情
報を記憶可能な記録媒体とその駆動手段とを有する装置をハードウエア構成として備えて
いる。
【００４４】
　道路ネットワークレイヤＸ１は、道路間の接続情報を示すレイヤである。具体的には、
緯度及び経度で表現された地図上の位置情報を有する多数のノードＮの情報と、２つのノ
ードＮを連結して道路を構成する多数のリンクＫの情報とを有して構成されている。また
、各リンクＫは、そのリンク情報として、道路の種別（高速道路、有料道路、国道、県道
等の種別）やリンク長さ等の情報を有している。
　道路情報レイヤＸ２は、道路ネットワークレイヤＸ１に関連付けられて格納され、道路
の詳細な情報を示すレイヤである。具体的には、道路ネットワークレイヤＸ１に関連付け
られた各ノードＮの情報、及び２つのノードＮの間（リンクＫ上）に配置されて緯度及び
経度で表現された地図上の位置情報を有する多数の形状補完点Ｓの情報を有して構成され
ている。
　背景レイヤＸ３は、道路ネットワークレイヤＸ１及び道路情報レイヤＸ２に関連付けら
れて格納され、道路及びその周辺に設けられた各種地物や地図表示のための背景等の情報
を示すレイヤである。具体的には、この背景レイヤＸ３に格納される情報には、例えば、
交差点等に設けられた停止線、信号機、一時停止標識、横断歩道等の停止目標地物８とな
り得る地物８ｃの位置情報が含まれている。また、背景レイヤＸ３には、この他にも、道
路標識、ペイント表示、建築物等の各種地物の位置や形状、道路形状等の各種情報が格納
されている。
【００４５】
　また、ロケーション部９は、地図データベース１３から停止目標地物８の位置情報を抽
出するための停止目標地物位置抽出部１４を備えている。この停止目標地物位置抽出部１
４は、自車両６の進行方向に存在する停止目標地物８の位置情報を抽出して取得する処理
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を行う。具体的には、停止目標地物位置抽出部１４は、ロケーション部９において特定さ
れた自車位置情報及び自車方位情報に基づいて、地図データベース１３に格納されている
停止目標地物８となり得る地物８ｃの中から、自車両６の進行方向の所定距離内に存在す
る１又は２以上の地物８ｃを抽出し、それを停止目標地物８としてその種別情報（停止線
、信号機、又は一時停止標識等）及び位置情報を取得する処理を行う。この際の地物８ｃ
を抽出する所定距離としては、例えば１００ｍ等に設定することができる。この停止目標
地物位置抽出部１４により取得された情報は、演算処理部１７へ出力される。例えば、自
車両６が図３に示す位置にある状況では、停止目標地物８としては、自車両６の進行方向
に存在する停止線及び２機の信号機が抽出される。
　本実施形態においては、この停止目標地物位置抽出部１４及び地図データベース１３は
、本発明における「停止目標地物検出手段１６」を構成する。
【００４６】
　車速センサ１８は、自車両６の現在車速Ｖａを検出するセンサである。この車速センサ
１８としては、例えば、自車両６の変速機の出力軸やドライブシャフト等の回転数を検出
する回転数検出センサ等が用いられる。そして、この車速センサ１８は、その検出結果と
しての現在車速Ｖａの情報を演算処理部１７へ出力する。
　本実施形態においては、この車速センサ１８が、本発明における「車速検出手段」を構
成する。
【００４７】
　アクセルセンサ１９は、アクセルペダル２０の踏み込み量を検出することによりアクセ
ル開度Ａｆを検出するセンサである。ブレーキセンサ２１は、ブレーキペダル２２の踏力
であるブレーキ踏力Ｂｆを検出するセンサである。本実施形態においては、このブレーキ
センサ２１により検出されるブレーキ踏力Ｂｆが、本発明における「ブレーキ操作量」に
相当し、このブレーキセンサ２１が本発明における「ブレーキ操作量検出手段」を構成す
る。そして、これらのアクセルセンサ１９及びブレーキセンサ２１は、その検出結果とし
てのアクセル開度Ａｆ及びブレーキ踏力Ｂｆの情報を演算処理部１７へ出力する。
【００４８】
　演算処理部１７は、ナビゲーション用演算処理部２３、減速目標点決定部２４、目標車
速決定部２５、理想車速決定部２６、理想ブレーキ操作量決定部２７、及び報知情報生成
部２８を備えている。また、演算処理部１７は、運転者に各種情報等を報知するための液
晶表示ディスプレイ等の表示装置３０や、スピーカ及びアンプ等の音声出力装置３１等の
報知装置に接続されている。更に、演算処理部１７は、理想車速パターン情報を記憶して
いる理想車速パターンデータベース３２、及び理想ブレーキ操作量パターン情報を記憶し
ている理想ブレーキ操作量パターンデータベース３３にも接続されている。
【００４９】
　ナビゲーション用演算処理部２３は、誘導経路の探索、自車位置表示、地図表示、経路
案内等のナビゲーション装置としての処理を行う。すなわち、ナビゲーション用演算処理
部２３は、ロケーション部９から自車位置情報及び自車方位情報を取得するとともに、こ
の自車位置情報及び自車方位情報に基づいてロケーション部９を介して地図データベース
１３から地図情報を取得する。そして、ナビゲーション用演算処理部２３は、これらの自
車位置情報、自車方位情報、及び地図情報を用いて、地図上に自車マークを重ねて表示す
る自車位置表示、地図表示、自車位置と目的地とを結ぶ誘導経路の探索、探索された誘導
経路に従った経路案内等を行うための演算処理を行う。ここでは、ナビゲーション用演算
処理部２３は、表示装置３０及び音声出力装置３１を用いて演算結果の表示や音声出力等
を行う構成となっている。また、目的地の設定や検索等の入力操作は、表示装置３０と一
体的に設けられたタッチパネルや図示しないリモートコントローラ等により行われる。
【００５０】
　減速目標点決定部２４は、自車両６の減速制御の目標点である減速目標点Ｐｔを決定す
る処理を行う。本実施形態においては、減速目標点決定部２４は、自車両６の進行方向に
先行車両７が検出された場合には当該先行車両７を基準とし、先行車両７が検出されない
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場合であって停止目標地物８が検出された場合には当該停止目標地物８を基準として、減
速目標点Ｐｔを決定する。
　また、目標車速決定部２５は、減速目標点Ｐｔにおける目標車速Ｖｔを決定する処理を
行う。本実施形態においては、目標車速決定部２５は、自車両６の進行方向に先行車両７
が検出された場合には当該先行車両７の車速Ｖｂを目標車速Ｖｔとし（Ｖｔ＝Ｖｂ）、先
行車両７が検出されない場合であって停止目標地物８が検出された場合には目標車速をゼ
ロとする（Ｖｔ＝０）。
【００５１】
　例えば、自車両６が図２に示すような状況にある場合、画像情報処理部３及びレーダ情
報処理部５における処理の結果、自車両６の進行方向に存在する先行車両７が検出される
。この場合、減速目標点決定部２４は、先行車両７に対して所定の目標車間距離Ｌｂを確
保できる点を減速目標点Ｐｔとして決定する。また、目標車速決定部２５は、先行車両７
の車速Ｖｂを目標車速Ｖｔとする（Ｖｔ＝Ｖｂ）。ここで、目標車間距離Ｌｂは、目標車
速Ｖｔに応じて定まる適正な車間距離として規定される。この目標車間距離Ｌｂは、例え
ば、目標車速Ｖｔに応じて予め定めたテーブル又はマップに従って決定し、或いは予め定
めた目標車速Ｖｔとの関係式を用いて演算して決定することができる。そして、減速目標
点Ｐｔは、先行車両７が走行中である場合には、図２（ａ）及び（ｂ）に示すように、自
車両６の速度が現在車速Ｖａから目標車速Ｖｔ（＝Ｖｂ）まで減速する間に先行車両７も
進行するので、それを考慮して定まる点となる。すなわち、自車両６の現在位置から減速
目標点Ｐｔまでの減速距離Ｌｔは、現在車間距離Ｌａと目標車間距離Ｌｂとの差の距離に
、自車両６と先行車両７との車間距離が現在車間距離Ｌａから目標車間距離Ｌｂに縮まり
、かつ自車両６の車速が目標車速Ｖｔに減速するまでの間に先行車両７が進む距離を加え
た距離となる。具体的には、減速目標点Ｐｔまでの減速距離Ｌｔは、以下の式（１）によ
り算出される。
　　Ｌｔ＝（Ｌａ－Ｌｂ）（Ｖａ＋Ｖｂ）／（Ｖａ－Ｖｂ）・・・（１）
　そして、減速目標点Ｐｔは、自車両６の現在位置から進行方向に減速距離Ｌｔだけ進ん
だ地点に決定される。
【００５２】
　なお、先行車両７の車速Ｖｂは、画像情報処理部３及びレーダ情報処理部５における処
理の結果に基づいて算出することができる。すなわち、画像情報処理部３及びレーダ情報
処理部５における処理の結果として得られる車間距離Ｌａの時間に従った変化量から自車
両６と先行車両７との相対速度を算出することができる。そして、この相対速度と自車両
６の現在車速Ｖａとから先行車両７の車速Ｖｂを算出することができる。
　また、先行車両７が停止中である場合（Ｖｂ＝０）には、目標車速Ｖｔもゼロとなり（
Ｖｔ＝０）、減速目標点Ｐｔまでの減速距離Ｌｔは、現在車間距離Ｌａと目標車間距離Ｌ
ｂとの差の距離となる。この際の目標車間距離Ｌｂは、ここでは特に停止車間距離と呼ぶ
こととする。この停止車間距離は、通常は、目標車速Ｖｔに応じて定まる目標車間距離Ｌ
ｂの中で最も小さい値となる。
【００５３】
　一方、例えば、自車両６が図３に示す状況にある場合、自車両６の進行方向に存在する
先行車両７が検出されず、画像情報処理部３による画像認識処理の結果及びロケーション
部９の停止目標地物位置抽出部１４による停止目標地物８の抽出結果に基づいて、停止目
標地物８としての停止線及び信号機が検出される。この場合、減速目標点決定部２４は、
停止目標地物８に応じた車両停止位置を減速目標点Ｐｔとして決定する。また、目標車速
決定部２５は、目標車速Ｖｔをゼロとする（Ｖｔ＝０）。ここで、停止目標地物８に応じ
た車両停止位置は、停止目標地物８に応じて自車両６が停止すべき位置であり、地図デー
タベース１３に、停止目標地物８となり得る各地物８ｃに関する情報として予め格納され
ている。図３に示す例では、停止目標地物８として抽出された自車両６の進行方向に存在
する停止線及び２機の信号機の全てについて、それらに応じた車両停止位置は、自車両６
の前端が停止線のやや手前になるときの自車両６の位置となっている。またこの場合、減
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速目標点Ｐｔまでの減速距離Ｌｔは、ロケーション部９により特定された自車位置情報に
示される自車両６の現在位置から停止目標地物８に応じた車両停止位置までの距離となる
。なお、停止目標地物位置抽出部１４により抽出された停止目標地物８に応じた車両停止
位置が複数存在する場合には、自車両６の現在位置に最も近い車両停止位置を減速目標点
Ｐｔとして決定する。
【００５４】
　したがって、本実施形態においては、この減速目標点決定部２４が本発明における「減
速目標点決定手段」を構成し、目標車速決定部２５が本発明における「目標車速決定手段
」を構成する。
【００５５】
　理想車速決定部２６は、車速センサ１８により検出された現在車速Ｖａ、減速目標点決
定部２４により決定された減速目標点Ｐｔ、及び目標車速決定部２５により決定された目
標車速Ｖｔに基づいて、減速目標点Ｐｔにおいて目標車速Ｖｔとなるための目標減速点Ｐ
ｔまでの間の理想車速を決定する処理を行う。本実施形態においては、理想車速決定部２
６は、アクセルセンサ１９によりアクセルオフが検出されたときに自車両６の減速が開始
されたものと判断し、そのときの自車位置を減速制御の開始地点Ｐｏ（図２及び図３参照
）として、減速目標点Ｐｔまでの間の理想車速を規定する理想車速線Ｍを決定する。図５
（ａ）は、このように決定された理想車速線Ｍの一例であり、開始地点Ｐｏでの現在車速
ＶａがＶａｏ、目標車速Ｖｔがゼロ（Ｖｔ＝０）である場合に、開始地点Ｐｏから減速目
標点Ｐｔまでの減速距離Ｌｔ間で減速するための理想車速線Ｍを示している。この理想車
速線Ｍに規定されている車速が、減速目標点Ｐｔまでの間の各地点での理想車速となる。
【００５６】
　本実施形態においては、理想車速決定部２６は、理想車速パターンデータベース３２に
記憶されている複数の理想車速パターン情報の中から、一つの理想車速パターン情報を選
択することにより理想車速線Ｍを決定する。図６は、理想車速パターンデータベース３２
に記憶されている理想車速パターン情報の例を示す図である。この図に示すように、理想
車速パターンデータベース３２には、開始地点Ｐｏから減速目標点Ｐｔまでの減速距離Ｌ
ｔとの関係で車速を規定するものであって、開始地点Ｐｏでの現在車速Ｖａｏ、目標車速
Ｖｔ、及び減速距離Ｌｔの条件がそれぞれ異なる複数の理想車速パターン情報が記憶され
ている。図６（ａ）は、目標車速Ｖｔがゼロ（Ｖｔ＝０）であって減速距離Ｌｔが比較的
十分にある場合における開始地点Ｐｏでの現在車速Ｖａｏが３通りに異なる場合の理想車
速パターン情報の例、図６（ｂ）は、（ａ）に対して減速距離Ｌｔが比較的少ない場合、
図６（ｃ）は、（ａ）に対して目標車速ＶｔがゼロでなくＶｔ１である場合（Ｖｔ＝Ｖｔ
１）の理想車速パターン情報の例をそれぞれ示している。なお、これらの図６（ａ）～（
ｃ）に示す例は理想車速パターンデータベース３２に記憶されている複数の理想車速パタ
ーン情報の中の一部の例であり、実際には、自車両６の走行状態として取り得るほぼ全て
の状態を網羅できるだけの理想車速パターン情報を記憶しておくことが望ましい。
【００５７】
　理想車速決定部２６は、これら複数の理想車速パターン情報の中から、現状の開始地点
Ｐｏでの現在車速Ｖａｏ、目標車速Ｖｔ、及び減速距離Ｌｔに一致する理想車速パターン
情報を選択し、当該選択された理想車速パターン情報を理想車速線Ｍとして決定する。こ
の際、現状の開始地点Ｐｏでの現在車速Ｖａｏ、目標車速Ｖｔ、及び減速距離Ｌｔに一致
する理想車速パターン情報が存在しない場合には、最も近い理想車速パターン情報を選択
する。
　本実施形態においては、この理想車速決定部２６及び理想車速パターンデータベース３
２が、本発明における「理想車速決定手段４６」を構成する。
【００５８】
　理想ブレーキ操作量決定部２７は、車速センサ１８により検出された現在車速Ｖａ、減
速目標点決定部２４により決定された減速目標点Ｐｔ、及び目標車速決定部２５により決
定された目標車速Ｖｔに基づいて、減速目標点Ｐｔにおいて目標車速Ｖｔとなるための目
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標減速点Ｐｔまでの間の理想ブレーキ操作量を決定する処理を行う。本実施形態において
は、理想ブレーキ操作量決定部２７は、アクセルセンサ１９によりアクセルオフが検出さ
れたときに自車両６の減速が開始されたものと判断し、そのときの自車位置を開始地点Ｐ
ｏ（図２及び図３参照）として、減速目標点Ｐｔまでの間の理想ブレーキ操作量としての
理想ブレーキ踏力を規定する理想ブレーキ踏力線Ｎを決定する。またここでは、理想ブレ
ーキ踏力線Ｎに対応する理想ブレーキ踏力範囲Ｒも同時に決定する。図５（ｂ）は、この
ように決定された理想ブレーキ踏力線Ｎ及び理想ブレーキ踏力範囲Ｒの一例であり、開始
地点Ｐｏでの現在車速ＶａがＶａｏ、目標車速Ｖｔがゼロ（Ｖｔ＝０）である場合に、開
始地点Ｐｏから減速目標点Ｐｔまでの減速距離Ｌｔ間で減速するための理想ブレーキ踏力
線Ｎ及び理想ブレーキ踏力範囲Ｒを示している。この理想ブレーキ踏力線Ｎに対応する理
想ブレーキ踏力範囲Ｒ内のブレーキ踏力が、減速目標点Ｐｔまでの間の各地点での理想ブ
レーキ踏力の範囲となる。
【００５９】
　本実施形態においては、理想ブレーキ操作量決定部２７は、理想ブレーキ操作量パター
ンデータベース３３に記憶されている複数の理想ブレーキ踏力パターン情報の中から、一
つの理想ブレーキ踏力パターン情報を選択することにより理想ブレーキ踏力線Ｎを決定す
る。図７は、理想ブレーキ操作量パターンデータベース３３に記憶されている理想ブレー
キ踏力パターン情報の例を示す図である。この図に示すように、理想ブレーキ操作量パタ
ーンデータベース３３には、開始地点Ｐｏから減速目標点Ｐｔまでの減速距離Ｌｔとの関
係でブレーキ踏力を規定するものであって、開始地点Ｐｏでの現在車速Ｖａｏ、目標車速
Ｖｔ、及び減速距離Ｌｔの条件がそれぞれ異なる複数の理想ブレーキ踏力パターン情報が
記憶されている。この際の各理想ブレーキ踏力パターン情報についての条件は上述した複
数の理想車速パターン情報の条件に揃えられている。そして、各理想ブレーキ踏力パター
ン情報は、理想車速パターンデータベース３２に記憶されている複数の理想車速パターン
情報と一対一に関連付けられて記憶されている。
【００６０】
　図７（ａ）～（ｃ）に示されている複数の理想ブレーキ踏力パターン情報のそれぞれは
、図６（ａ）～（ｃ）に示されている各理想車速パターン情報に対応している。そして、
理想ブレーキ踏力パターン情報は、同じ減速距離Ｌｔであっても開始地点Ｐｏでの現在車
速Ｖａｏが高いほど、すなわち対応する理想車速パターン情報の傾斜が急であるほど、高
いブレーキ踏力となるように規定されている。また、図７（ａ）及び（ｂ）に示されてい
る理想ブレーキ踏力パターン情報の条件では目標車速Ｖｔがゼロ（Ｖｔ＝０）であるので
、理想ブレーキ踏力パターン情報は、減速距離Ｌｔの終点（減速目標点Ｐｔ）付近で一旦
ブレーキ踏力が低くなった後に再度ブレーキ踏力が高くなっており、自車両６を停止状態
に維持するようになっている。これに対して図７（ｃ）に示されている理想ブレーキ踏力
パターン情報の条件では目標車速Ｖｔがゼロでなく、自車両６は減速した後も走行状態を
継続するので、減速距離Ｌｔの終点（減速目標点Ｐｔ）でブレーキ踏力はゼロとなってい
る。これらの図７（ａ）～（ｃ）に示す例も、理想ブレーキ操作量パターンデータベース
３３に記憶されている複数の理想ブレーキ踏力パターン情報の中の一部の例であり、実際
には、自車両６の走行状態として取り得るほぼ全ての状態を網羅できるだけの理想ブレー
キ踏力パターン情報を記憶しておくことが望ましい。
【００６１】
　また、理想ブレーキ操作量パターンデータベース３３には、複数の理想ブレーキ踏力パ
ターン情報のそれぞれについて理想ブレーキ踏力範囲情報が関連付けられて記憶されてい
る。図７では、煩雑になることを避けるために、図７（ａ）の一つの理想ブレーキ踏力パ
ターン情報についての理想ブレーキ踏力範囲情報のみを図示しているが、実際には、複数
の理想ブレーキ踏力パターン情報の全てについて同様に、理想ブレーキ踏力範囲の情報が
関連付けられて記憶されている。
【００６２】
　理想ブレーキ操作量決定部２７は、これら複数の理想ブレーキ踏力パターン情報の中か
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ら、理想車速決定部２６により選択された理想車速パターン情報に関連付けられた理想ブ
レーキ踏力パターン情報を選択し、当該選択された理想ブレーキ踏力パターン情報を理想
ブレーキ踏力線Ｎとして決定する。これにより、理想ブレーキ操作量決定部２７は、開始
地点Ｐｏでの現在車速Ｖａｏ、目標車速Ｖｔ、及び減速距離Ｌｔに基づく一つの理想ブレ
ーキ踏力パターン情報を選択することになる。また、理想ブレーキ操作量決定部２７は、
選択された理想ブレーキ踏力パターン情報に関連付けられて記憶されている理想ブレーキ
踏力範囲情報を理想ブレーキ踏力範囲Ｒとして決定する。
　本実施形態においては、理想ブレーキ踏力パターン情報及び理想ブレーキ踏力範囲情報
が本発明における「理想ブレーキ操作量パターン情報」に相当し、理想ブレーキ操作量決
定部２７及び理想ブレーキ操作量パターンデータベース３３が本発明における「理想ブレ
ーキ操作量決定手段４７」を構成する。
【００６３】
　報知情報生成部２８は、理想車速線Ｍにより規定される理想車速と車速センサ１８によ
り検出される現在車速Ｖａとの関係、並びに理想ブレーキ踏力線Ｎ及び理想ブレーキ踏力
範囲Ｒにより規定される理想ブレーキ踏力とブレーキセンサ２１により検出される現在の
ブレーキ踏力Ｂｆとの関係を示す報知情報Ａを生成する処理を行う。図８は、本実施形態
に係る報知情報Ａの例を示す図である。この図に示すように、ここでは、報知情報Ａは、
表示装置３０に表示するための画像情報であり、理想車速と現在車速Ｖａとの差、及び理
想ブレーキ踏力範囲Ｒと現在のブレーキ踏力Ｂｆとの差を表示し、自車両６の運転者に報
知する情報となっている。また、図８に示す報知情報Ａは、図５に示す理想車速線Ｍ並び
に理想ブレーキ踏力線Ｎ及び理想ブレーキ踏力範囲Ｒが決定された場合、すなわち減速目
標点Ｐｔでの目標車速Ｖｔがゼロ（Ｖｔ＝０）である場合の例を示している。
【００６４】
　図８に示す報知情報Ａは、理想車速線Ｍと現在車速Ｖａとを対比可能に表示する車速表
示情報Ａ１と、理想ブレーキ踏力範囲Ｒと現在のブレーキ踏力Ｂｆとを対比可能に表示す
るブレーキ踏力表示情報Ａ２とを有して構成されている。具体的には、車速表示情報Ａ１
は、横軸を距離、縦軸を車速とするグラフ上に理想車速線Ｍを表示している。また、横軸
に沿って減速目標点Ｐｔを表す目標位置表示３５及び自車位置を表す自車位置表示３６を
配置している。更に、縦軸に沿って現在車速Ｖａを表す現在車速表示３７を配置している
。そして、自車位置と現在車速Ｖａとの交点３８により自車両６の現在位置及び現在車速
Ｖａを理想車速線Ｍと対比可能に表示している。一方、ブレーキ踏力表示情報Ａ２は、ブ
レーキ踏力の最大値（ＭＡＸ）から最小値（０）までのブレーキ踏力領域を表す長方形状
の踏力領域表示３９を有している。また、この踏力領域表示３９上に、理想ブレーキ操作
量決定部２７において決定された理想ブレーキ踏力範囲Ｒを表す理想踏力範囲表示４０と
、現在のブレーキ踏力Ｂｆを表す現在踏力表示４１とを対比可能に表示している。更に、
理想踏力範囲表示４０の上又は下にブレーキ踏力Ｂｆの変化方向を表示する変化方向表示
４２を配置している。
　本実施形態においては、報知情報生成部２８が本発明における「報知情報生成手段」を
構成する。
【００６５】
　報知情報生成部２８により生成された報知情報Ａは、表示装置３０に表示される。これ
により、報知情報Ａは自車両６の運転者に対して報知される。したがって、本実施形態に
おいては、表示装置３０が本発明における「報知手段４８」を構成する。
【００６６】
　次に、本実施形態に係る車両制御補助装置１による車両制御補助方法について説明する
。図９は、本実施形態に係る車両制御補助装置１の全体の動作処理を示すフローチャート
である。図１０は、図９のステップ＃０２の減速目標点Ｐｔ及び目標車速Ｖｔを決定する
処理の詳細を示すフローチャートである。図１１は、図１０のステップ＃０３の減速目標
点Ｐｔまでの理想車速及び理想ブレーキ踏力を決定する処理の詳細を示すフローチャート
である。以下、これらのフローチャートに従って説明する。
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【００６７】
　図９に示すように、本実施形態に係る車両制御補助装置１は、まず、アクセルセンサ１
９により検出されるアクセル開度Ａｆに基づいて、アクセルオフの操作がなされたか否か
について判断する（ステップ＃０１）。アクセルオフの操作がなされない状態では（ステ
ップ＃０１：ＮＯ）、自車両６は減速しないと判断できるので、以降の処理には進まない
。そして、アクセルオフの操作がなされた場合には（ステップ＃０１：ＹＥＳ）、自車両
６が減速すると判断できるので、次に、減速目標点決定部２４及び目標車速決定部２５に
おいて、減速目標点Ｐｔ及び目標車速Ｖｔを決定する処理を行う（ステップ＃０２）。こ
のステップ＃０２の処理については、図１０のフローチャートに基づいて後に詳細に説明
する。次に、車両制御補助装置１は、理想車速決定部２６及び理想ブレーキ操作量決定部
２７において、車速センサ１８により検出された現在車速Ｖａ、並びにステップ＃０２で
決定された減速目標点Ｐｔ及び目標車速Ｖｔに基づいて、減速目標点Ｐｔにおいて目標車
速Ｖｔとなるための目標減速点Ｐｔまでの間の理想車速及び理想ブレーキ操作量を決定す
る処理を行う（ステップ＃０３）。このステップ＃０３の処理については、図１１のフロ
ーチャートに基づいて後に詳細に説明する。
【００６８】
　次に、車両制御補助装置１は、車速センサ１８からの現在車速Ｖａの情報、ロケーショ
ン部９からの自車位置情報に基づく現在位置の情報、及びブレーキセンサ２１からのブレ
ーキ踏力Ｂｆの情報を取得する（ステップ＃０４）。そして、報知情報生成部２８におい
て報知情報Ａを生成し（ステップ＃０５）、生成された報知情報Ａを表示装置３０に表示
することにより報知する（ステップ＃０６）。その後、車両制御補助装置１は、アクセル
センサ１９により検出されるアクセル開度Ａｆに基づいて、アクセルオンの操作がなされ
たか否かについて判断する（ステップ＃０７）。アクセルオンの操作がなされない場合に
は（ステップ＃０７：ＮＯ）、自車両６の減速制御が継続していると判断できる。そこで
次に、自車両６の現在車速Ｖａが目標車速Ｖｔに到達したか否かについて判断する（ステ
ップ＃０８）。そして、現在車速Ｖａが目標車速Ｖｔに到達していない場合には（ステッ
プ＃０８：ＮＯ）、処理はステップ＃０４へ戻り、新たに現在車速Ｖａの情報、現在位置
の情報及びブレーキ踏力Ｂｆの情報を取得し、報知情報Ａの内容を更新して表示装置によ
り報知する（ステップ＃０４～＃０６）。これらのステップ＃０４～＃０８の処理は、所
定の時間間隔で繰り返し行われる。なお、このステップ＃０４～＃０８の処理が繰り返し
行われる所定の時間間隔は、例えば、１０～５０ｍｓ程度とすることができる。そして、
アクセルオンの操作がなされた場合には（ステップ＃０７：ＹＥＳ）、自車両６が加速す
ると判断できるので、減速制御のための本車両制御補助装置１による処理を終了する。ま
た、現在車速Ｖａが目標車速Ｖｔに到達した場合には（ステップ＃０８：ＹＥＳ）、減速
制御が終了したと判断できるので本車両制御補助装置１による処理を終了する。
【００６９】
　次に、ステップ＃０２の減速目標点Ｐｔ及び目標車速Ｖｔを決定する処理について詳細
に説明する。この処理は、演算処理部１７の減速目標点決定部２４及び目標車速決定部２
５において行われる。図１０に示すように、この処理では、まず、画像情報処理部３及び
レーダ情報処理部５における処理の結果、自車両６の進行方向に先行車両７が検出される
か否かについて判断する（ステップ＃１１）。先行車両７が検出された場合には（ステッ
プ＃１１：ＹＥＳ）、画像情報処理部３及びレーダ情報処理部５における処理の結果に基
づいて、先行車両７までの現在車間距離Ｌａを検出する（ステップ＃１２）。次に、先行
車両７が移動中であるか否かについて判断する（ステップ＃１３）。この判断は、車速セ
ンサ１８により検出される現在車速Ｖａと、ステップ＃１２で検出される現在車間距離Ｌ
ａの変化量とに基づいて行うことができる。すなわち、現在車間距離Ｌａの減少量が現在
車速Ｖａによる自車両６の進行距離とほぼ同じである場合には先行車両７は停止中であり
、それ以外の場合には先行車両７は移動中であると判断できる。
【００７０】
　先行車両７が停止中である場合には（ステップ＃１３：ＮＯ）、減速目標点決定部２４
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において、先行車両７に対して所定の停止車間距離だけ進行方向後方の地点を減速目標点
Ｐｔに決定する（ステップ＃１４）。ここで、停止車間距離は、上記のとおり、目標車速
Ｖｔがゼロの場合（Ｖｂ＝０）における、目標車速Ｖｔに応じて定まる目標車間距離Ｌｂ
の値である。その後、目標車速決定部２５において、先行車両７の車速Ｖｂ（Ｖｂ＝０）
に合わせて目標車速Ｖｔをゼロに決定する（ステップ＃１５）。これにより処理は終了す
る。
【００７１】
　一方、ステップ＃１３の判断の結果、先行車両７が移動中である場合には（ステップ＃
１３：ＹＥＳ）、先行車両７の車速Ｖｂを検出する（ステップ＃１６）。この先行車両７
の車速Ｖｂは、上述のとおり、画像情報処理部３及びレーダ情報処理部５における処理の
結果として得られる車間距離Ｌａの時間に従った変化量に基づいて算出することができる
。次に、目標車速決定部２５において、先行車両７の車速Ｖｂを自車両６の目標車速Ｖｔ
に決定する（ステップ＃１７）。そして、目標車速Ｖｔに応じて目標車間距離Ｌｂを決定
する（ステップ＃１８）。その後、車速センサ１８からの現在車速Ｖａの情報、及びロケ
ーション部９からの自車位置情報に基づく現在位置の情報を取得する（ステップ＃１９）
。ここで取得される現在位置は、アクセルオフが検出されたとき（ステップ＃０１）の自
車位置であり、減速制御の開始地点Ｐｏ（図２及び図３参照）となる。そして、減速目標
点決定部２４において、現在車速Ｖａ、目標車速Ｖｔ、現在位置（開始地点Ｐｏ）、及び
目標車間距離Ｌｂに基づいて、減速目標点Ｐｔを決定する（ステップ＃２０）。具体的に
は、減速目標点決定部２４は、上述のとおり、現在位置から減速目標点Ｐｔまでの減速距
離Ｌｔを上記の式（１）により算出し、自車両６の現在位置から進行方向に減速距離Ｌｔ
だけ進んだ地点を減速目標点Ｐｔとして決定する処理を行う。
【００７２】
　また、ステップ＃１１の判断の結果、先行車両７が検出されない場合には（ステップ＃
１１：ＮＯ）、画像情報処理部３による画像認識処理の結果及びロケーション部９の停止
目標地物位置抽出部１４による停止目標地物８の抽出結果に基づいて、停止目標地物８が
検出されるか否かについて判断する（ステップ＃２１）。停止目標地物８が検出されない
場合には（ステップ＃２１：ＮＯ）、処理は終了する。停止目標地物８が検出された場合
には（ステップ＃２１：ＹＥＳ）、減速目標点決定部２４において、当該検出された停止
目標地物８に応じて定められた地点を減速目標点Ｐｔに決定する（ステップ＃２２）。具
体的には、減速目標点決定部２４は、上述のとおり、停止目標地物８に応じて予め定めら
れた車両停止位置を減速目標点Ｐｔとして決定する。その後、処理はステップ＃１５へ進
み、目標車速決定部２５において、目標車速Ｖｔをゼロに決定する（ステップ＃１５）。
これにより処理は終了する。
【００７３】
　次に、ステップ＃０３の減速目標点Ｐｔまでの理想車速及び理想ブレーキ踏力を決定す
る処理について詳細に説明する。この処理は、演算処理部１７の理想車速決定部２６及び
理想ブレーキ操作量決定部２７において行われる。図１１に示すように、この処理では、
まず、車速センサ１８からの現在車速Ｖａの情報、及びロケーション部９からの自車位置
情報に基づく現在位置の情報を取得する（ステップ＃３１）。ここで取得される現在位置
は、アクセルオフが検出されたとき（ステップ＃０１）の自車位置であり、減速制御の開
始地点Ｐｏ（図２及び図３参照）となる。次に、上記ステップ＃０２で決定された減速目
標点Ｐｔ及び目標車速Ｖｔの情報を取得する（ステップ＃３２）。そして、現在位置（開
始地点Ｐｏ）及び減速目標点Ｐｔの情報から開始地点Ｐｏから減速目標点Ｐｔまでの減速
距離Ｌｔを算出する（ステップ＃３３）。次に、現在車速Ｖａ、目標車速Ｖｔ、及び減速
距離Ｌｔに基づいて、理想車速パターンデータベース３２から理想車速パターン情報を選
択し、当該選択された理想車速パターン情報に関連付けられた理想ブレーキ踏力パターン
情報を理想ブレーキ操作量パターンデータベース３３から選択する（ステップ＃３４）。
そして、ステップ＃３４で選択された理想車速パターン情報を理想車速線Ｍとして決定し
、ステップ＃３４で選択された理想ブレーキ踏力パターン情報を理想ブレーキ踏力線Ｎと
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して決定する（ステップ＃３５）。また、ステップ＃３４で選択された理想ブレーキ踏力
パターン情報に関連付けられて記憶されている理想ブレーキ踏力範囲情報を理想ブレーキ
踏力範囲Ｒとして決定する（ステップ＃３６）。このようにして決定された理想車速線Ｍ
に規定されている車速が、現在位置（開始地点Ｐｏ）から減速目標点Ｐｔまでの間の各地
点での理想車速となる。また、決定された理想ブレーキ踏力線Ｎに対応する理想ブレーキ
踏力範囲Ｒ内のブレーキ踏力が、現在位置（開始地点Ｐｏ）から減速目標点Ｐｔまでの間
の各地点での理想ブレーキ踏力の範囲となる。
【００７４】
〔第二の実施形態〕
　次に、本発明の第二の実施形態に係る車両制御補助装置１について説明する。本実施形
態に係る車両制御補助装置１は、報知情報生成部２８により生成する報知情報Ａの内容に
おいて上記第一の実施形態とは異なる。その他の構成については、上記第一の実施形態と
同様とすることができる。
【００７５】
　図１２は、本実施形態に係る報知情報Ａの例を示す図である。この図に示すように、こ
こでは、報知情報Ａは、表示装置３０に表示するための画像情報であり、理想車速と現在
車速Ｖａとの関係、及び理想車速と現在のブレーキ踏力Ｂｆに基づく将来の予想車速との
関係を表示する情報となっている。また、この報知情報Ａは、現在のブレーキ踏力Ｂｆで
減速した場合に目標車速Ｖｔとなる将来の予想減速点の位置を示す情報を更に含んでいる
。この図１２に示す報知情報Ａは、図５に示す理想車速線Ｍ並びに理想ブレーキ踏力線Ｎ
及び理想ブレーキ踏力範囲Ｒが決定された場合、すなわち減速目標点Ｐｔでの目標車速Ｖ
ｔがゼロ（Ｖｔ＝０）である場合の例を示している。なお、本実施形態においても、上記
第一の実施形態と同様に、ブレーキセンサ２１により検出されるブレーキ踏力Ｂｆが、本
発明における「ブレーキ操作量」に相当する。
【００７６】
　図１２に示す報知情報Ａは、理想車速線Ｍと現在車速Ｖａとを対比可能に表示する情報
となっている。また、報知情報Ａは、理想車速と現在のブレーキ踏力Ｂｆに基づく将来の
予想車速とを対比可能に表示するとともに、減速目標点Ｐｔの位置と現在のブレーキ踏力
Ｂｆで減速した場合に目標車速Ｖｔとなる将来の予想減速点の位置とを対比可能に表示す
る構成となっている。具体的には、報知情報Ａは、横軸を距離、縦軸を車速とするグラフ
上に理想車速線Ｍを表示している。また、横軸に沿って減速目標点Ｐｔを表す目標位置表
示３５及び自車位置を表す自車位置表示３６を配置している。そして、自車位置表示３６
の上方に、現在位置及び現在車速Ｖａを表すグラフ上の点である現在車速・位置表示４３
を配置している。これにより、自車両６の現在位置及び現在車速Ｖａを理想車速線Ｍと対
比可能に表示している。更に、報知情報Ａは、現在車速・位置表示４３を起点とし、現在
のブレーキ踏力Ｂｆに基づく将来の予想車速を表示する予想車速線表示４４を有している
。これにより、理想車速と現在のブレーキ踏力Ｂｆに基づく将来の予想車速とを対比可能
に表示している。そして、この予想車速線表示４４が横軸と交差する点に、現在のブレー
キ踏力Ｂｆで減速した場合に目標車速Ｖｔとなる将来の予想減速点の位置を表示する予想
位置表示４５を配置している。これにより、減速目標点Ｐｔの位置と現在のブレーキ踏力
Ｂｆで減速した場合に目標車速Ｖｔとなる将来の予想減速点の位置とを対比可能に表示し
ている。
【００７７】
　このようにして報知情報生成部２８により生成された報知情報Ａは、表示装置３０に表
示される。これにより、報知情報Ａは自車両６の運転者に対して報知される。
【００７８】
〔第三の実施形態〕
　次に、本発明の第三の実施形態に係る車両制御補助装置１について説明する。本実施形
態に係る車両制御補助装置１は、減速目標点Ｐｔまでの間の理想車速を決定することなく
、減速目標点Ｐｔにおいて目標車速Ｖｔとなるための減速目標点Ｐｔまでの間の理想ブレ
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ーキ操作量のみを決定し、報知情報Ａとして、理想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作
量Ｂｆとの関係を示す情報を生成する構成である点で上記第一の実施形態とは異なる。こ
のため、本実施形態に係る車両制御補助装置１では、理想車速決定部２６を備える必要が
ない点でも上記第一の実施形態とは異なる。その他の構成については、上記第一の実施形
態と同様とすることができる。
【００７９】
　本実施形態においては、理想ブレーキ操作量決定部２７は、理想ブレーキ操作量パター
ンデータベース３３に記憶されている複数の理想ブレーキ踏力パターン情報の中から、現
状の開始地点Ｐｏでの現在車速Ｖａｏ、目標車速Ｖｔ、及び減速距離Ｌｔに一致する理想
ブレーキ踏力パターン情報を選択し、当該選択された理想ブレーキ踏力パターン情報を理
想ブレーキ踏力線Ｎとして決定する。この際、現状の開始地点Ｐｏでの現在車速Ｖａｏ、
目標車速Ｖｔ、及び減速距離Ｌｔに一致する理想ブレーキ踏力パターン情報が存在しない
場合には、最も近い理想ブレーキ踏力パターン情報を選択する。また、理想ブレーキ操作
量決定部２７は、選択された理想ブレーキ踏力パターン情報に関連付けられて記憶されて
いる理想ブレーキ踏力範囲情報を理想ブレーキ踏力範囲Ｒとして決定する。
【００８０】
　報知情報生成部２８は、理想ブレーキ踏力線Ｎ及び理想ブレーキ踏力範囲Ｒにより規定
される理想ブレーキ踏力とブレーキセンサ２１により検出される現在のブレーキ踏力Ｂｆ
との関係を示す報知情報Ａを生成する処理を行う。図１３は、本実施形態に係る報知情報
Ａの例を示す図である。この図に示すように、ここでは、報知情報Ａは、表示装置３０に
表示するための画像情報であり、理想ブレーキ踏力範囲Ｒと現在のブレーキ踏力Ｂｆとの
差を表示し、自車両６の運転者に報知する情報となっている。
【００８１】
　図１３に示す報知情報Ａは、理想ブレーキ踏力範囲Ｒと現在のブレーキ踏力Ｂｆとを対
比可能に表示する情報であって、ここでは、上記第一の実施形態に係る図８に示される報
知情報Ａのブレーキ踏力表示情報Ａ２と同様の構成を有している。すなわち、この報知情
報Ａは、ブレーキ踏力の最大値（ＭＡＸ）から最小値（０）までのブレーキ踏力領域を表
す長方形状の踏力領域表示３９を有している。また、この踏力領域表示３９上に、理想ブ
レーキ操作量決定部２７において決定された理想ブレーキ踏力範囲Ｒを表す理想踏力範囲
表示４０と、現在のブレーキ踏力Ｂｆを表す現在踏力表示４１とを対比可能に表示してい
る。更に、理想踏力範囲表示４０の上又は下にブレーキ踏力Ｂｆの変化方向を表示する変
化方向表示４２を配置している。
【００８２】
〔第四の実施形態〕
　次に、本発明の第四の実施形態に係る車両制御補助装置１について説明する。本実施形
態に係る車両制御補助装置１は、減速目標点Ｐｔまでの間の理想ブレーキ操作量を決定す
ることなく、減速目標点Ｐｔにおいて目標車速Ｖｔとなるための減速目標点Ｐｔまでの間
の理想車速のみを決定し、報知情報Ａとして、理想車速と現在車速Ｖａとの関係を示す情
報を生成する構成である点で上記第一の実施形態とは異なる。このため、本実施形態に係
る車両制御補助装置１では理想ブレーキ操作量決定部２７を備える必要がない点でも上記
第一の実施形態とは異なる。その他の構成については、上記第一の実施形態と同様とする
ことができる。
【００８３】
　本実施形態においては、報知情報生成部２８は、理想車速線Ｍにより規定される理想車
速と車速センサ１８により検出される現在車速Ｖａとの関係を示す報知情報Ａを生成する
処理を行う。具体的には、図示は省略するが、上記第一の実施形態に係る図８に示される
報知情報Ａの車速表示情報Ａ１と同様の構成を有する情報とすることができる。
【００８４】
〔第五の実施形態〕
　次に、本発明の第五の実施形態に係る車両制御補助装置１について説明する。本実施形
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態に係る車両制御補助装置１は、図示は省略するが、理想ブレーキ踏力と現在のブレーキ
踏力との差、及び理想車速と現在車速との差に基づいて、理想ブレーキ踏力を補正する理
想ブレーキ操作量補正部を演算処理部１７内に更に備える点で、上記第一の実施形態とは
異なる。その他の構成については、上記第一の実施形態と同様とすることができる。すな
わち、ブレーキ操作量に対する車速の変化の程度は、道路状況、道路勾配、天候等に応じ
て変化することが多い。この理想ブレーキ操作量補正部は、このようなブレーキ操作量に
対する車速変化のずれを補正するものである。
【００８５】
　本実施形態においては、理想ブレーキ操作量補正部は、ブレーキセンサ２１により検出
される現在のブレーキ踏力Ｂｆが、理想ブレーキ踏力範囲Ｒ内にあるにも関わらず、車速
センサ１８により検出される現在車速Ｖａが、理想車速線Ｍにより規定される理想車速と
同様の変化をしない場合に、理想ブレーキ踏力線Ｎ及び理想ブレーキ踏力範囲Ｒを補正す
る処理を行う。この際、理想ブレーキ操作量補正部は、自車両６の進行距離に対する現在
車速Ｖａの変化量と理想車速線Ｍにより規定される理想車速の変化量との差に応じて定ま
る補正係数を用いる。そして、この補正係数を、理想ブレーキ踏力線Ｎの各地点での値に
乗算することにより、理想ブレーキ踏力線Ｎに規定される理想ブレーキ踏力を各地点での
値に応じて増減させて補正する。この際、理想ブレーキ踏力範囲Ｒは、その幅は変化させ
ずに理想ブレーキ踏力線Ｎの補正量に合わせて補正する。
　本実施形態においては、理想ブレーキ操作量補正部が本発明における「理想ブレーキ操
作量補正手段」を構成する。
【００８６】
〔第六の実施形態〕
　次に、本発明の第六の実施形態に係る車両制御補助装置１について説明する。本実施形
態に係る車両制御補助装置１は、図示は省略するが、報知情報Ａの内容に基づいてブレー
キ量及び車速の一方又は双方を自動制御する自動制御部を演算処理部１７内に更に備えて
いる点で、上記第一の実施形態とは異なる。この自動制御部は、車両制御装置等を介して
自車両６のブレーキ装置やスロットル装置等に接続され、これらを制御可能に構成されて
いる。その他の構成については、上記第一の実施形態と同様とすることができる。そして
、前記自動制御部は、表示装置３０（報知手段４８の一例）による報知情報Ａの報知中に
、報知情報Ａの内容を含む自車両の状態が所定の条件を満たすときに、自車両６のブレー
キ量及び車速の一方又は双方の自動制御を実行する処理を行う。なお、本実施形態におい
ては、自動制御部が本発明における「自動制御手段」を構成する。
【００８７】
　図１４は、本実施形態に係る車両制御補助装置１の動作処理の一例を示すフローチャー
トである。本例では、自動制御部は、表示装置３０による報知情報Ａの報知開始から予め
定めた所定距離を走行した時点において、ブレーキ踏力Ｂｆが理想ブレーキ踏力範囲Ｒ内
でない場合に、自車両６のブレーキ量及び車速の一方又は双方の自動制御を実行する処理
を行う。
【００８８】
　この図１４に示すフローチャートのステップ＃４１～＃４７については、上記第一の実
施形態に係る図９のステップ＃０１～＃０７と同様であるので、説明は省略する。そして
本例では、ステップ＃４５において生成された報知情報Ａを表示装置３０に表示すること
により報知した後（ステップ＃４６）、アクセルオンの操作がなされない場合には（ステ
ップ＃４７：ＮＯ）、表示装置３０による最初の報知情報Ａの報知開始から、自車両６が
予め定めた所定距離を走行したか否かについて判断する（ステップ＃４８）。ここで、所
定距離は、減速目標点Ｐｔまでの減速距離Ｌｔ以下の距離で設定することが可能であり、
例えば前記減速距離Ｌｔの２分の１等とすることができる。そして、報知情報Ａの報知開
始から所定距離を走行した場合には（ステップ＃４８：ＹＥＳ）、ステップ＃４４で取得
した現在のブレーキ踏力Ｂｆが、ステップ＃４３で決定した理想ブレーキ踏力範囲Ｒであ
るか否かについて判断する（ステップ＃４９）。
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【００８９】
　そして、ブレーキ踏力Ｂｆが理想ブレーキ踏力範囲Ｒでない場合には（ステップ＃４９
：ＮＯ）、自動制御部によりブレーキ量及び車速の一方又は双方の自動制御を行う（ステ
ップ＃５０）。そして、自車両６の現在車速Ｖａが目標車速Ｖｔに到達するまで（ステッ
プ＃５１：ＹＥＳ）、自動制御を継続する。自動制御部による自動制御では、ステップ＃
４３において決定された理想ブレーキ操作量（理想ブレーキ踏力線Ｎ）に近づけるように
ブレーキ量の制御を行い、又はステップ＃４３において決定された理想車速（理想車速線
Ｍ）に近づけるように車速の制御を行う。一方、報知情報Ａの報知開始から所定距離を走
行していない場合（ステップ＃４８：ＮＯ）、又はブレーキ踏力Ｂｆが理想ブレーキ踏力
範囲Ｒである場合（ステップ＃４９：ＹＥＳ）には、処理はステップ＃５１へ進む。この
ステップ＃５１の処理は、上記第一の実施形態に係る図９のステップ＃０８と同様である
ので、説明は省略する。
【００９０】
　また、上記の例以外にも、自動制御部は、表示装置３０による報知情報Ａの報知開始か
ら予め定めた所定時間が経過した時点において、現在のブレーキ踏力Ｂｆが理想ブレーキ
踏力範囲Ｒ内でない場合に自動制御を実行する処理を行う構成や、現在のブレーキ踏力Ｂ
ｆが理想ブレーキ踏力範囲Ｒ内でない時間が所定時間以上継続した場合に自動制御を実行
する処理を行う構成とすることも好適な実施形態の一つである。
【００９１】
　本実施形態に係る車両制御補助装置１によれば、報知情報Ａの報知を行ったにも関わら
ず運転者による適切なブレーキ操作等が行われない場合に、自動制御部による制御によっ
て、適切に自車両６のブレーキ量及び車速の一方又は双方を制御することができる。
【００９２】
　また、自動制御部による自動制御（ステップ＃５０）を開始した後、更に所定距離を走
行した後や更に所定時間が経過した後に、自動制御を終了し、報知情報Ａの報知のみを行
う処理とすることも好適な実施形態の一つである。また、アクセルオフの操作がなされた
後（ステップ＃４１：ＹＥＳ）、すぐに自動制御部による自動制御を開始し、その後所定
距離を走行した後や所定時間が経過した後に、自動制御を終了し、報知情報Ａの報知のみ
を行う処理とすることも好適な実施形態の一つである。このような処理とすることにより
、減速制御の最終段階では、運転者が自ら操作を行うことになるので、運転者の好みに合
った車両制御が行われることになる。
【００９３】
　また、自動制御部による自動制御中は、表示装置３０による報知情報Ａの報知を中断す
ることも可能であるが、自動制御中も報知情報Ａの報知を継続することも好適な実施形態
の一つである。この際、現在のブレーキ踏力Ｂｆの表示は、自動制御部により制御されて
いるブレーキ量に対応する表示が行われる。また、自動制御部による自動制御中は、表示
装置３０や音声出力装置３１等により、自動制御中であることを運転者に報知する制御を
行うと好適である。その場合、例えば、表示装置３０に「現在自動制御中」との文字を表
示し、或いは音声出力装置３１により「現在自動制御中です」との案内音声を出力したり
することができる。
【００９４】
〔その他の実施形態〕
（１）上記の各実施形態においては、表示装置３０を報知手段４８とし、報知情報Ａは表
示装置３０に表示するための画像情報とする場合について説明した。しかし、本発明に係
る報知手段４８は表示装置３０に限定されるものではなく、報知情報Ａを音声により報知
する音声出力装置３１や、報知情報Ａを振動により報知するシート等に設けた振動発生装
置（図示省略）等を報知手段４８とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。
　例えば、音声出力装置３１を報知手段４８とする場合、理想車速と現在車速Ｖａとの差
や理想ブレーキ踏力と現在のブレーキ踏力Ｂｆとの差等に応じて異なる音量、音質、音声
パターン等の音声情報を出力する。ここで、車速の差やブレーキ踏力の差には、その差の
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絶対値に加えてその差の方向（理想値に対する上下関係）を含むものとする。このような
音声情報を報知情報Ａとして音声出力装置３１から出力することにより、自車両６の運転
者に対して、理想車速と現在車速Ｖａとの差や理想ブレーキ踏力と現在のブレーキ踏力Ｂ
ｆとの差を報知することができる。
　また、振動発生装置を報知手段４８とする場合においても同様に、理想車速と現在車速
Ｖａとの差や理想ブレーキ踏力と現在のブレーキ踏力Ｂｆとの差等に応じて異なる振幅、
振動数、振動パターン等の振動情報を出力する。
　また、報知手段４８が、上記の画像、音声、及び振動の２つ以上を組み合わせて報知す
る構成とすることも好適な実施形態の一つである。
【００９５】
（２）また、報知情報を、自車両６の運転者に対してではなく、自車両６の車両制御装置
に対して報知する情報とすることも本発明の好適な実施形態の一つである。この場合、報
知情報生成手段は、理想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との関係、及び理想車速
と前記現在車速との関係の一方又は双方を示す情報を、車両制御装置に対して出力可能な
形式の報知情報として生成する。またこの場合、報知手段は、報知情報生成手段を構成す
る演算処理部と車両制御装置とをつなぐ通信装置等により構成される。これにより、自車
両６の車両制御装置は、理想ブレーキ操作量と現在のブレーキ操作量との関係、及び理想
車速と前記現在車速との関係の一方又は双方を示す情報を取得することができる。したが
って、車両制御装置は、ブレーキ装置に対して、現在のブレーキ操作量を理想ブレーキ操
作量に近づけるように、或いは、現在の車速を理想車速に近づけるように、ブレーキ操作
信号を出力してブレーキ操作を行うことが可能となる。そして、自車両６のブレーキ操作
量を適切に制御して理想的な減速制御を行うことができる。
【００９６】
（３）上記の各実施形態においては、理想車速決定部２６は、理想車速パターンデータベ
ース３２に記憶されている複数の理想車速パターン情報の中から一つを選択することによ
り理想車速線Ｍを決定し、理想ブレーキ操作量決定部２７は、理想ブレーキ操作量パター
ンデータベース３３に記憶されている複数の理想ブレーキ踏力パターン情報の中から一つ
を選択することにより理想ブレーキ踏力線Ｎを決定し、それらに基づいて理想車速及び理
想ブレーキ踏力を決定する場合について説明した。しかし、本発明の適用範囲はこれに限
定されない。すなわち、理想車速決定部２６が、車速センサ１８により検出された現在車
速Ｖａ、減速目標点決定部２４により決定された減速目標点Ｐｔ、及び目標車速決定部２
５により決定された目標車速Ｖｔに基づいて、減速目標点Ｐｔにおいて目標車速Ｖｔとな
るための目標減速点Ｐｔまでの間の理想車速を、所定の演算式等に基づいて演算して決定
する構成とすることも好適な実施形態の一つである。同様に、理想ブレーキ操作量決定部
２７が、現在車速Ｖａ、減速目標点Ｐｔ、及び目標車速Ｖｔに基づいて、減速目標点Ｐｔ
において目標車速Ｖｔとなるための目標減速点Ｐｔまでの間の理想ブレーキ操作量を、所
定の演算式等に基づいて演算して決定する構成とすることも好適な実施形態の一つである
。また、理想車速決定部２６は、理想車速パターンデータベース３２に記憶されている複
数の理想車速パターン情報の中から一つを選択することにより理想車速線Ｍを決定し、理
想ブレーキ操作量決定部２７が、当該理想車速線Ｍに基づいて理想ブレーキ操作量を演算
して決定する構成とすることも好適な実施形態の一つである。
【００９７】
（４）上記の各実施形態においては、撮像装置２及びレーダ４により先行車両７（図２参
照）や停止目標地物８（図３参照）を検出し、減速目標点を決定する場合について説明し
た。しかし、本発明の適用範囲はこれに限定されず、例えば、歩行者、自転車、路肩に停
車中の車両、道路上の落下物等、或いは道路形状等を検出し、その検出結果に基づいて車
両制御補助を行う構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。
【００９８】
（５）上記第五の実施形態においては、理想ブレーキ踏力と現在のブレーキ踏力との差、
及び理想車速と現在車速との差に基づいて、理想ブレーキ踏力を補正する理想ブレーキ操
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作量補正部を備える構成について説明した。しかし、理想ブレーキ踏力を補正するための
構成は、これに限定されるものではない。例えば、道路状況、道路勾配、天候を撮像装置
２等から直接的に検知し、検知された状況に応じて理想ブレーキ操作量を補正する構成と
することも好適な実施形態の一つである。この場合、道路状況等に応じて予め定めた所定
の補正係数を用い、この補正係数を、理想ブレーキ踏力線Ｎの各地点での値に乗算するこ
とにより、理想ブレーキ踏力線Ｎに規定される理想ブレーキ踏力を各地点での値に応じて
増減させて補正することができる。また、理想ブレーキ操作量パターンデータベース３３
に、予め道路状況等に応じて異なる複数の理想ブレーキ踏力パターン情報を記憶しておき
、道路状況等に応じて適切な理想ブレーキ踏力パターン情報を選択する構成とすることも
できる。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の第一の実施形態に係る車両制御補助装置の構成を示すブロック図
【図２】自車両の進行方向に先行車両が存在する場合の減速目標点及び目標車速の決定方
法の説明図
【図３】自車両の進行方向に停止目標地物が存在する場合の減速目標点及び目標車速の決
定方法の説明図
【図４】地図データベースに格納されている地図情報の内容を示す説明図
【図５】理想車速線並びに理想ブレーキ踏力線及び理想ブレーキ踏力範囲の一例を示す図
【図６】理想車速パターンデータベースに記憶されている理想車速パターン情報の例を示
す図
【図７】理想ブレーキ操作量パターンデータベースに記憶されている理想ブレーキ踏力パ
ターン情報の例を示す図
【図８】本発明の第一の実施形態に係る報知情報の例を示す図
【図９】本発明の第一の実施形態に係る車両制御補助装置の全体の動作処理を示すフロー
チャート
【図１０】図９のステップ＃０２の処理の詳細を示すフローチャート
【図１１】図９のステップ＃０３の処理の詳細を示すフローチャート
【図１２】本発明の第二の実施形態に係る報知情報の例を示す図
【図１３】本発明の第三の実施形態に係る報知情報の例を示す図
【図１４】本発明の第六の実施形態に係る車両制御補助装置の動作処理を示すフローチャ
ート
【符号の説明】
【０１００】
１：車両制御補助装置
６：自車両
７：先行車両
８：停止目標地物
１５：先行車両検出手段
１６：停止目標地物検出手段
１８：車速センサ（車速検出手段）
２１：ブレーキセンサ（ブレーキ操作量検出手段）
２４：減速目標点決定部（減速目標点決定手段）
２５：目標車速決定部（目標車速決定手段）
２８：報知情報生成部（報知情報生成手段）
４６：理想車速決定手段
４７：理想ブレーキ操作量決定手段
４８：報知手段
Ａ：報知情報
Ｖａ：現在車速
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Ｖｂ：先行車両の車速
Ｖｔ：目標車速
Ｂｆ：ブレーキ踏力
Ｐｔ：減速目標点
Ｌａ：現在車間距離
Ｌｂ：目標車間距離
Ｍ：理想車速線
Ｎ：理想ブレーキ踏力線
Ｒ：理想ブレーキ踏力範囲

【図１】 【図２】

【図３】
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