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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の外部の通信装置から送信される情報であって、前記自車両の周辺で検出されて
いる他車両についての車両検出情報および前記自車両の周辺に設置されている信号機の点
灯に関する信号機情報の少なくとも一方を含んだ外部送信情報を取得する外部送信情報取
得手段と、
　前記自車両の位置および運転状態を表す自車両情報を取得する自車両情報取得手段と、
　前記外部送信情報と前記自車両情報とに基づく条件であってドライバーに対する運転支
援を行うべき条件である第１条件が成立しているか否かについて判定し、前記第１条件が
成立している場合に運転支援用の報知を行う第１報知手段と
　を備えた運転支援装置において、
　前記自車両に搭載され、前記自車両の少なくとも前方に存在する障害物を検出する障害
物検出手段と、
　前記自車両が前記検出された障害物と衝突する可能性が高いという第２条件が成立して
いるか否かについて判定し、前記第２条件が成立している場合にドライバーに対して衝突
回避操作を促す報知を行う第２報知手段と、
　前記第１条件と前記第２条件とが同時に成立している場合には、前記第１報知手段によ
る報知を禁止して前記第２報知手段の報知を行わせる調停手段と
　を備え、
　前記調停手段は、前記第２条件が成立していると判定されているか否かについて判定し



(2) JP 6350468 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

、前記第２条件が成立していると判定されている場合には、前記第1条件が成立している
と判定されているか否かに関係なく、前記第１報知手段による報知を禁止して前記第２報
知手段による報知を行わせ、前記第２条件が成立していると判定されていない場合に限っ
て、前記第１条件が成立していると判定されているか否かについて判定し、前記第１条件
が成立していると判定されている場合に、前記第１報知手段による報知を行わせるように
構成された運転支援装置。
【請求項２】
　請求項１記載の運転支援装置において、
　前記調停手段は、前記第１条件が前記第２条件よりも先に成立している状況において、
前記第２条件が成立した場合には、前記第２条件が成立した時に前記第１報知手段による
報知を停止させるとともに前記第２報知手段による報知を開始させるように構成された運
転支援装置。
【請求項３】
　請求項２記載の運転支援装置において、
　前記調停手段は、前記第２報知手段による報知が終了した際に、前記第１条件が成立し
ている場合には、前記第１報知手段による報知を再開させるように構成された運転支援装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車両の外部の通信装置から送信される外部送信情報を受信し、この外部送
信情報と自車両情報とに基づいて、ドライバーに運転支援用の報知を行う運転支援装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、路側機から送信される情報である外部送信情報を受信し、この外部送信情報
と自車両情報とに基づいてドライバーの運転を支援する運転支援装置が知られている。例
えば、特許文献１に提案された運転支援装置においては、信号機から送信される信号機情
報を車載通信機にて受信する。この信号機情報には、信号機の点灯状態および点灯時間に
関する情報が含まれている。運転支援装置は、自車両が信号機の近傍に位置している場合
、信号機情報に基づいて信号機の点灯状態が変化するまでの時間を演算し、この時間を表
示装置に表示する。これにより、ドライバーは、信号機の点灯状態が変化するまでの時間
を認識した上で運転をすることができる。
【０００３】
　このように、路側機から送信される外部送信情報を車載通信機で受信してドライバーの
運転支援に利用するシステムをインフラ協調システム（vehicle-infrastructure　cooper
ative　system）と呼ぶ。路側機から送信される外部送信情報には、例えば、交差点周辺
で検出されている車両の車両検出情報、および、信号機の点灯に関する信号機情報などが
含まれている。
【０００４】
　運転支援装置は、外部送信情報と、自車両情報（自車両の位置および運転状態などを表
す情報）とに基づいて、ドライバーに運転支援用のサービスを行う支援条件が成立したと
きに、報知器を作動させて運転支援用の報知を行う。例えば、運転支援装置は、信号機情
報と自車両情報とに基づいて、ドライバーが赤信号を見落としているか否かについて推定
する。運転支援装置は、ドライバーが赤信号を見落としていると推定される条件が成立し
た場合には、ブザーを鳴動させるとともに、表示装置の画面に「赤信号注意」の文字、あ
るいは、マーク等を表示する。これにより、ドライバーに対して、信号機に対する注意喚
起をすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１７１４５９号公報
【発明の概要】
【０００６】
　ところで、運転支援装置の一つとして、インフラ協調システムとは別に、衝突回避支援
システムが知られている。衝突回避支援システムは、自車両に設けられたレーダー等のセ
ンサによって自車両の前方の障害物を検出し、自車両が障害物に衝突する可能性が高いと
いう条件が成立した場合に支援条件が成立したと判定して、表示装置およびブザーによっ
てドライバーに衝突回避操作を促す。
【０００７】
　しかし、車両に、インフラ協調システムと衝突回避支援システムとの両方を搭載した場
合には、以下の問題が生じる。例えば、インフラ協調システムにより判断される支援条件
と、衝突回避支援システムにより判断される支援条件とが同時に成立する場合がある。こ
の場合、表示装置に、インフラ協調システムから提供される支援情報と、衝突回避支援シ
ステムから提供される支援情報とが同時に表示されると、ドライバーにとって、どのよう
な行動をとるべきか瞬時に判断しづらい。
【０００８】
　衝突回避支援システムにて提供される支援情報は、自車両が障害物と衝突するという事
態が差し迫っている状況において発せられる情報であり、ドライバーに対して、直ちにブ
レーキ操作等の衝突回避操作を行うように指示する警報である。一方、インフラ協調シス
テムにて提供される支援情報は、交差点において注意すべき状況をドライバーに知らせる
情報であり、ドライバーに対して行動を強く促す情報とは異なる。
【０００９】
　従って、インフラ協調システムによる支援情報の提供と、衝突回避支援システムによる
支援情報の提供とが同時に行われると、ドライバーに知らせるべき情報（ブレーキ操作等
の衝突回避操作を促す指示）がドライバーに良好に伝達されないおそれがある。
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、自車両が障害物と衝突する
可能性が高い場合に、ドライバーに衝突回避操作を促す報知が適正に行われるようにする
ことを目的とする。
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の特徴は、自車両の外部の通信装置から送信される
情報であって、前記自車両の周辺で検出されている他車両についての車両検出情報および
前記自車両の周辺に設置されている信号機の点灯に関する信号機情報の少なくとも一方を
含んだ外部送信情報を取得する外部送信情報取得手段（１２，２０）と
　前記自車両の位置および運転状態を表す自車両情報を取得する自車両情報取得手段（１
１，１３）と、
　　前記外部送信情報と前記自車両情報とに基づく条件であってドライバーに対する運転
支援を行うべき条件である第１条件が成立しているか否かについて判定し、前記第１条件
が成立している場合に運転支援用の報知を行う第１報知手段（１１、３０，３１，３２，
Ｓ１４）と
　を備えた運転支援装置において、
　前記自車両に搭載され、前記自車両の少なくとも前方に存在する障害物を検出する障害
物検出手段（４１）と、
　前記自車両が前記検出された障害物と衝突する可能性が高いという第２条件が成立して
いるか否かについて判定し、前記第２条件が成立している場合にドライバーに対して衝突
回避操作を促す報知を行う第２報知手段（４０，３０，３１，３２，Ｓ１２）と、
　前記第１条件と前記第２条件とが同時に成立している場合には、前記第１報知手段によ
る報知を禁止して前記第２報知手段の報知を行わせる調停手段（３０，Ｓ１１～Ｓ１４）
と
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　を備え、
　前記調停手段は、前記第２条件が成立していると判定されているか否かについて判定し
（Ｓ１１）、前記第２条件が成立していると判定されている場合には、前記第1条件が成
立していると判定されているか否かに関係なく、前記第１報知手段による報知を禁止して
前記第２報知手段による報知を行わせ（Ｓ１２）、前記第２条件が成立していると判定さ
れていない場合に限って、前記第１条件が成立していると判定されているか否かについて
判定し（Ｓ１３）、前記第１条件が成立していると判定されている場合に、前記第１報知
手段による報知を行わせる（Ｓ１４）ように構成されたことにある。
【００１２】
　本発明においては、外部送信情報取得手段が、自車両の周辺で検出されている他車両の
車両検出情報および自車両の周辺に設置されている信号機の点灯に関する信号機情報の少
なくとも一方を含んだ外部送信情報を取得する。車両検出情報は、例えば、道路地図上に
おける他車両の位置を表す情報、および、他車両の車速を表す情報である。信号機情報は
、例えば、信号機が赤信号（または青信号）となる期間を特定可能な情報である。
【００１３】
　自車両情報取得手段は、自車両の位置（道路地図上における自車両の位置）および運転
状態を表す自車両情報を取得する。運転状態とは、例えば、車速、および、ドライバーの
運転操作量などを表す。
【００１４】
　第１報知手段は、外部送信情報と自車両情報とに基づく条件であってドライバーに対す
る運転支援を行うべき条件である第１条件が成立しているか否かについて判定し、第１条
件が成立している場合に運転支援用の報知を行う。従って、ドライバーは、運転支援用の
報知によって、自車両を適切に走行させることができる。
【００１５】
　障害物検出手段は、自車両に搭載され、自車両の少なくとも前方に存在する障害物を検
出する。第２報知手段は、自車両が障害物と衝突する可能性が高いという第２条件が成立
しているか否かについて判定し、第２条件が成立している場合に、ドライバーに対して衝
突回避操作を促す報知を行う。例えば、自車両が現状の走行状態を維持して走行した場合
に、自車両が障害物と衝突するまでの予測時間である衝突予測時間が閾値以下となる場合
に第２条件が成立する。あるいは、例えば、自車両と障害物との距離が閾値以下となる場
合に第２条件が成立する。従って、ドライバーは、衝突回避操作を促す報知によって、衝
突回避操作（例えば、ブレーキ操作）を行うことができる
【００１６】
　調停手段は、第１条件と第２条件とが同時に成立している場合には、第１報知手段によ
る報知を禁止して前記第２報知手段の報知を行わせる。この場合、調停手段は、第２条件
が成立していると判定されているか否かについて判定し、第２条件が成立していると判定
されている場合には、第1条件が成立していると判定されているか否かに関係なく、第１
報知手段による報知を禁止して第２報知手段による報知を行わせ、第２条件が成立してい
ると判定されていない場合に限って、第１条件が成立していると判定されているか否かに
ついて判定し、第１条件が成立していると判定されている場合に、第１報知手段による報
知を行わせる。従って、自車両が障害物と衝突する可能性が高い場合には、ドライバーに
衝突回避操作を促す報知が適正に行われる。これにより、ドライバーは、第１報知手段に
よる報知に邪魔されることなく、第２報知手段による報知にしたがって、適切に衝突回避
操作を行うことができる。
【００１８】
　本発明の一側面の特徴は、
　前記調停手段は、前記第１条件が前記第２条件よりも先に成立している状況において、
前記第２条件が成立した場合には、前記第２条件が成立した時に前記第１報知手段による
報知を停止させるとともに前記第２報知手段による報知を開始させるように構成されると
よい。
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　また、前記調停手段は、前記第２報知手段による報知が終了した際に、前記第１条件が
成立している場合には、前記第１報知手段による報知を再開させるように構成されるとよ
い。
【００１９】
　本発明の一側面によれば、第１条件と第２条件とが同時に成立している場合には、第１
報知手段による報知を確実に禁止することができる。このため、ドライバーに衝突回避操
作を促す報知を適正に行うことができる。
【００２０】
　上記説明においては、発明の理解を助けるために、実施形態に対応する発明の構成要件
に対して、実施形態で用いた符号を括弧書きで添えているが、発明の各構成要件は、前記
符号によって規定される実施形態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施形態に係る運転支援装置の概略システム構成図である。
【図２】報知調停制御ルーチンを表すフローチャートである。
【図３】インフラ協調支援情報および衝突回避支援情報の報知タイミングを表すタイミン
グチャートである。
【図４】インフラ協調支援情報および衝突回避支援情報の報知タイミングを表すタイミン
グチャートである。
【図５】インフラ協調支援情報および衝突回避支援情報の報知タイミングを表すタイミン
グチャートである。
【図６】変形例におけるインフラ協調支援情報の出力要求と衝突回避支援情報の出力要求
とが同時に発生する状況を表す説明図である。
【図７】変形例におけるインフラ協調支援情報の出力要求と衝突回避支援情報の出力要求
とが同時に発生する状況を表す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。図１は、本実施形態の
運転支援装置の概略システム構成図である。
【００２３】
　運転支援装置は、車載器であって、インフラ協調ＥＣＵ１０、ナビゲーション装置２０
、報知ＥＣＵ３０、衝突回避支援ＥＣＵ４０、および、ブレーキＥＣＵ５０を備えている
。これらのインフラ協調ＥＣＵ１０、ナビゲーション装置２０、報知ＥＣＵ３０、衝突回
避支援ＥＣＵ４０、および、ブレーキＥＣＵ５０は、車載ＬＡＮ６０によって相互に送受
信可能に接続されている。尚、ＥＣＵは、Electric　Control　Unitの略である。ＥＣＵ
は、マイクロコンピュータを含む。本明細書において、この運転支援装置が搭載された車
両を「自車両」と呼ぶ。
【００２４】
　インフラ協調ＥＣＵ１０は、情報処理部１１と、電波メディア無線装置１２と、ＧＰＳ
受信機１３とを備えている。電波メディア無線装置１２は、路上に設置された電波路側機
１００ａから送信されるインフラ情報を無線通信で受信する装置である。電波路側機１０
０ａは、例えば、サービス対象交差点等の路側に設置された電波ビーコン等の路車間通信
機器である。電波メディア無線装置１２は、電波路側機１００ａからの受信に加えて、他
車両に設けられた車車間通信装置１０１と相互に無線通信を行う機能も備え、他車両から
通知された他車両情報をも取得する。電波メディア無線装置１２は、受信したインフラ情
報（他車両情報も含む）を情報処理部１１に出力する。
【００２５】
　ＧＰＳ受信機１３は、ＧＰＳ衛星が配信する自車両の位置情報（緯度、経度）を表すＧ
ＰＳ信号を受信する。ＧＰＳ受信機１３は、受信したＧＰＳ信号を情報処理部１１に出力
する。
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【００２６】
　情報処理部１１は、マイクロコンピュータを主要部として備えている。情報処理部１１
は、車載ＬＡＮ６０を介して送信される自車両の運転状態情報（車速、走行方向、運転操
作量（アクセルペダル操作量、ブレーキペダル操作量、ステアリング操作量）など）を取
得する。また、情報処理部１１は、ＧＰＳ受信機１３から自車両の位置情報を取得する。
尚、本明細書におけるマイクロコンピュータは、ＣＰＵとＲＯＭ及びＲＡＭ等の記憶装置
を含み、ＣＰＵはＲＯＭに格納されたインストラクション（プログラム）を実行すること
により各種機能を実現するようになっている。
【００２７】
　ナビゲーション装置２０は、自車両の位置および走行方向を検出するとともに目的地ま
での走行経路を案内する機能に加えて、光ビーコン路側機１００ｂから送信されるインフ
ラ情報を受信する機能を備えている。ナビゲーション装置２０は、インフラ情報を、走行
経路案内に利用するとともに車載ＬＡＮ６０を介してインフラ協調ＥＣＵ１０の情報処理
部１１に送信する。以下、電波路側機１００ａと光ビーコン路側機１００ｂとを、路側機
１００と総称する。
【００２８】
　情報処理部１１は、電波メディア無線装置１２およびナビゲーション装置２０からイン
フラ情報を取得する。情報処理部１１は、自車両の位置情報、自車両の運転状態情報、お
よび、インフラ情報に基づいて、ドライバーに対して運転を支援するための情報である運
転支援情報を生成する。情報処理部１１は、生成した運転支援情報を報知ＥＣＵ３０に送
信する。
【００２９】
　インフラ情報は、本発明における外部送信情報に相当する。インフラ情報には、交差点
情報、道路情報、工事・交通規制情報、渋滞情報、および、緊急車両情報等が含まれてい
る。
【００３０】
　交差点情報には、路側機１００が設けられている交差点（サービス対象交差点）におけ
る信号機情報、交差点周辺（例えば、交差点の中心から所定距離範囲内）で検出されてい
る車両に関する車両検出情報、交差点周辺で検出されている歩行者に関する歩行者検出情
報、交差点およびその交差点に接続する道路形状を表す交差点地図情報が含まれる。車両
検出情報および歩行者検出情報は、電波路側機１００ａからリアルタイムで送信される。
【００３１】
　信号機情報には、サービス対象交差点における信号機の青信号、黄信号、赤信号の点灯
サイクルや点灯時刻等によって、信号機が赤信号（または青信号）となる期間を特定可能
な情報が含まれている。また、車両検出情報には、交差点周辺の道路上で検出される車両
の位置情報、および、車速情報が含まれている。歩行者情報には、交差点周辺の道路上で
検出される歩行者あるいは自転車の位置情報が含まれている。交差点周辺に存在する車両
、歩行者、および、自転車等は、路側機１００に接続されたカメラセンサによって検出さ
れる。車両の位置は、交差点の基準位置から車両までの距離、および、車両が存在する道
路を特定する情報によって表される。歩行者および自転車の位置についても同様である。
交差点地図情報には、交差点の基準位置を表す情報、交差点に接続する接続道路を特定す
る道路番号情報、交差点および接続道路の形状（位置）を表す情報、各接続道路の停止線
位置を表す情報等が含まれている。
【００３２】
　路側機１００ａは、路側機１００ａの周辺、例えば、路側機１００ａを中心として所定
半径（例えば、３００ｍ）の範囲内においてインフラ情報を送信する。従って、自車両が
路側機１００ａの送信範囲に進入すると、インフラ協調ＥＣＵ１０は、インフラ情報を受
信することができる。これにより、インフラ協調ＥＣＵ１０は、自車両の周辺で検出され
ている車両の車両検出情報、自車両の周辺で検出されている歩行者（自転車）の歩行者情
報、自車両の周辺に設定されている信号機の信号機情報、および、自車両の周辺の交差点
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地図情報を取得することができる。この車両検出情報には、自車両と他車両との両方の検
出情報が含まれるが、ＧＰＳ受信機１３により検出される自車両の位置に基づいて、自車
両の検出情報と他車両の検出情報とを区別することができる。従って、インフラ協調ＥＣ
Ｕ１０は、自車両の周辺で検出されている他車両の車両検出情報を取得することができる
。
【００３３】
　情報処理部１１は、インフラ情報、および、自車両情報（位置情報および運転状態情報
）に基づいて、ドライバーの運転を支援すべき状況であるか否かを判断し、支援すべき状
況であると判断した場合には、ドライバーの運転を支援するための運転支援情報を生成す
る。情報処理部１１は、生成した運転支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ３０に送信する。
この情報処理部１１において生成される運転支援情報を、以下、インフラ協調支援情報と
呼ぶ。インフラ協調支援情報は、ドライバーに提供（報知）される情報である。
【００３４】
　ドライバーに提供されるインフラ協調支援情報は、例えば、赤信号見落とし注意情報、
一時停止見落とし注意情報、右折時注意情報、前方停止車両存在通知情報、わき道車両存
在通知情報、エコ運転支援情報、緊急車両接近通知情報、および、発信準備情報など、複
数種類用意されている。
【００３５】
　情報処理部１１には、インフラ協調支援情報を提供するためのアプリケーションがイン
ストールされている。このアプリケーションは、必ずしも、上記のインフラ協調支援情報
の全種類について提供できる機能を有する必要はなく、少なくとも１つのインフラ協調支
援情報を提供できる機能を有していればよい。
【００３６】
　例えば、情報処理部１１は、自車両における交差点の停止線までの距離と、見落とし判
定車速との関係を設定した見落とし判定マップを記憶している。見落とし判定マップは、
停止線までの距離が短くなるほど、低くなる見落とし判定車速を設定する特性を有してい
る。情報処理部１１は、自車両が向かっている交差点の信号機が赤信号であり、かつ、ア
クセルペダルが踏まれている状況において、自車両の車速が見落とし判定車速を超えてい
る場合（報知条件成立）に、ドライバーが赤信号を見落としている可能性があると判定す
る。この場合、情報処理部１１は、赤信号見落とし注意情報を報知ＥＣＵ３０に送信する
。
【００３７】
　例えば、情報処理部１１は、自車両における一時停止線までの距離と、見落とし判定車
速との関係を設定した見落とし判定マップを記憶している。見落とし判定マップは、一時
停止線までの距離が短くなるほど、低くなる見落とし判定車速を設定する特性を有してい
る。情報処理部１１は、自車両の前方に一時停止線があり、かつ、アクセルペダルが踏ま
れている状況において、自車両の車速が見落とし判定車速を超えている場合（報知条件成
立）に、ドライバーが一時停止標識を見落としている可能性があると判定する。この場合
、情報処理部１１は、一時停止見落とし注意情報を報知ＥＣＵ３０に送信する。
【００３８】
　例えば、情報処理部１１は、自車両が交差点で右折しようとしている状況において、自
車両とは反対方向から交差点に向かって走行してくる対向車両を検出した場合、その対向
車が交差点の基準位置に到達するまでの到達時間を演算する。情報処理部１１は、到達時
間が対向車判定時間よりも短い対向車両が存在する場合（報知条件成立）に、ドライバー
に対向車両の存在を知らせるための情報として、右折時注意情報を報知ＥＣＵ３０に送信
する。あるいは、情報処理部１１は、自車両が交差点で右折しようとしている状況におい
て、右折方向の横断歩道で歩行者を検出した場合（報知条件成立）には、ドライバーに歩
行者の存在を知らせるための情報として、右折時注意情報を報知ＥＣＵ３０に送信する。
尚、本実施形態の運転支援装置は、車両が道路の左側を走行するように決められている国
に適用されるものである。従って、車両が道路の右側を走行するように決められている国
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に適用される運転支援装置においては、左右を逆に考えればよい。
【００３９】
　例えば、情報処理部１１は、自車両の走行レーンであって自車両の前方（走行方向前方
）に停止している他車両の列が検出されている場合（報知条件成立）には、停止車両列の
存在を知らせるための情報として、前方停止車両存在通知情報を報知ＥＣＵ３０に送信す
る。
【００４０】
　例えば、情報処理部１１は、自車両が走行している道路の前方にわき道が接続されてお
り、そのわき道に他車両が存在していることを検出した場合（報知条件成立）には、その
他車両の存在を知らせるための情報として、わき道車両存在通知情報を報知ＥＣＵ３０に
送信する。
【００４１】
　例えば、情報処理部１１は、自車両が向かっている交差点の信号機が赤信号になると予
測される場合（報知条件成立）には、エコ運転が実現されるように、早めのアクセルペダ
ルの解放タイミングを指示する情報として、エコ運転支援情報を報知ＥＣＵ３０に送信す
る。
【００４２】
　例えば、情報処理部１１は、緊急車両（救急車など）が自車両に接近していることを検
出した場合（報知条件成立）には、緊急車両の存在を知らせるための情報として、緊急車
両接近通知情報を報知ＥＣＵ３０に送信する。
【００４３】
　例えば、情報処理部１１は、自車両が交差点で赤信号により停止している場合（報知条
件成立）には、信号機が青信号になるまでの待ち時間を表す情報として、発信準備情報を
報知ＥＣＵ３０に送信する。
【００４４】
　このように、情報処理部１１は、インフラ情報と自車両情報とに基づいて、自車両の交
差点周辺における状況を把握し、各インフラ協調支援情報ごとに設定された報知条件（本
発明の第１条件に相当する）が成立した場合に、インフラ協調支援情報の出力要求を報知
ＥＣＵ３０に送信する。このインフラ協調支援情報の出力要求には、インフラ協調支援情
報が含まれている。
【００４５】
　報知ＥＣＵ３０は、ドライバーに対して運転支援情報を提供するための制御装置である
。報知ＥＣＵ３０は、ディスプレイ３１およびスピーカ３２に接続されている。報知ＥＣ
Ｕ３０は、ディスプレイ３１およびスピーカ３２を駆動するための駆動装置と、駆動装置
の作動を制御するためのマイクロコンピュータとを主要部として備えている。報知ＥＣＵ
３０は、インフラ協調ＥＣＵ１０（情報処理部１１）から送信されたインフラ協調支援情
報の出力要求を車載ＬＡＮ６０を介して受信する。報知ＥＣＵ３０は、インフラ協調支援
情報の出力要求を受信すると、スピーカ３２によりブザー音を鳴動させるとともに、イン
フラ協調支援情報に応じて設定された表示形態にて、インフラ協調支援情報をディスプレ
イ３１に表示する。
【００４６】
　ディスプレイ３１は、ドライバーが運転中に視認可能な位置に設けられ、文字、あるい
は、図形を使ってインフラ協調支援情報を表示する。ディスプレイ３１としては、各種の
メータを表示するメータ表示パネル、フロントガラスに画像を表示するヘッドアップディ
スプレイ、あるいは、ハイブリッド自動車であればハイブリッドシステムインジケータな
どを用いることができる。
【００４７】
　例えば、インフラ協調支援情報が、赤信号見落とし注意情報である場合には、報知ＥＣ
Ｕ３０は、ディスプレイ３１に「赤信号注意」などの文字を表示させる。例えば、インフ
ラ協調支援情報が、発信準備情報である場合には、報知ＥＣＵ３０は、ディスプレイ３１
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に信号機が赤信号になるまでの待ち時間を数字にて表示させる。例えば、インフラ協調支
援情報が、右折時注意情報である場合には、報知ＥＣＵ３０は、ディスプレイ３１に交差
点の地図を表示して、地図上に対向車両の位置あるいは歩行者の位置をマーク等にて表示
させる。あるいは、ディスプレイ３１に「対向車注意」、「歩行者注意」などの文字を表
示させてもよい。
【００４８】
　このディスプレイ３１の表示によって、ドライバーに対してどのような運転行動をすべ
きかを認識させることができる。ブザー音は、ドライバーに対してディスプレイ３１の表
示に気付かせるための誘導音である。従って、インフラ協調支援情報の提供（報知）は、
ディスプレイ３１の表示によって行われる。
【００４９】
　次に、衝突支援回避ＥＣＵ４０について説明する。衝突支援回避ＥＣＵ４０は、自車両
が障害物と衝突することを回避するようにドライバーの運転を支援する制御装置である。
衝突支援回避ＥＣＵ４０は、周囲センサ４１に接続されている。周囲センサ４１は、自車
両の車体に固定され、自車両の前方に存在する障害物（立体物）に関する情報を取得する
機能を有している。障害物は、例えば、歩行者、自転車、および、自動車などの移動物、
並びに、電柱、樹木、および、ガードレールなどの固定物を表す。
【００５０】
　周囲センサ４１は、例えば、レーダセンサを備えている。レーダセンサは、例えば、ミ
リ波帯の電波を自車両の前方に照射し、障害物が存在する場合には、その障害物からの反
射波を受信し、その電波の照射タイミングと受信タイミングとに基づいて、障害物の有無
、自車両と障害物との相対関係（自車両と障害物との距離、および、自車両と障害物との
相対速度など）を演算する。周囲センサ４１は、レーダセンサに限るものではなく、例え
ば、カメラセンサを備えてもよい。カメラセンサは、例えば、ステレオカメラを有し、こ
のステレオカメラで車両前方の左および右の風景を撮影し、撮影した左右の画像データに
基づいて、障害物の有無、自車両と障害物との相対関係などを演算する。周囲センサ４１
は、演算結果を衝突支援回避ＥＣＵ４０に送信する。
【００５１】
　衝突支援回避ＥＣＵ４０は、マイクロコンピュータを主要部として備える。衝突支援回
避ＥＣＵ４０は、周囲センサ４１によって検出された障害物と自車両との距離Ｌと、自車
両と障害物との相対速度Ｖｒとに基づいて、自車両が障害物に衝突するまでの予測時間（
衝突するまでの残り時間）である衝突予測時間ＴＴＣを次式（１）によって演算する。
　ＴＴＣ＝Ｌ／Ｖｒ　・・・（１）
【００５２】
　この衝突予測時間ＴＴＣは、自車両が障害物に衝突する可能性の高さを表す指標となる
。衝突予測時間ＴＴＣが短いほど、自車両が障害物に衝突する可能性が高い（緊急度が高
い）と判断することができる。
【００５３】
　衝突支援回避ＥＣＵ４０は、警報閾値Ｔ１と自動ブレーキ閾値Ｔ２とを記憶しており、
これらの２つの閾値Ｔ１，Ｔ２と衝突予測時間ＴＴＣとを比較する。自動ブレーキ閾値Ｔ
２は、警報閾値Ｔ１よりも短い時間に設定されている。衝突支援回避ＥＣＵ４０は、衝突
予測時間ＴＴＣが警報閾値Ｔ１より長い場合には、制御モードを支援不要モードに設定し
て、ドライバーに対して衝突回避を支援する情報（衝突回避支援情報）の提供を行わない
。
【００５４】
　また、衝突支援回避ＥＣＵ４０は、衝突予測時間ＴＴＣが警報閾値Ｔ１以下になるとい
う警報条件（ＴＴＣ≦Ｔ１）が成立したと判定した場合、制御モードを警報モードに設定
する。この警報条件（ＴＴＣ≦Ｔ１）は、本発明の第２条件に相当する。この警報条件は
、自車両が障害物に衝突する可能性が高くなったときに成立するように設定されている。
このため、衝突支援回避ＥＣＵ４０は、ドライバーに対して衝突回避操作（ブレーキペダ



(10) JP 6350468 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

ル踏み込み操作）を促すための情報である衝突回避支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ３０
に送信する。尚、衝突回避支援情報は、ドライバーの運転を支援する情報の１つであるが
、インフラ協調支援情報とは異なる。
【００５５】
　衝突支援回避ＥＣＵ４０は、衝突予測時間ＴＴＣが自動ブレーキ閾値Ｔ２以下になった
場合（ＴＴＣ≦Ｔ２）、自動ブレーキ条件が成立したと判定して、制御モードを自動ブレ
ーキモードに設定する。衝突支援回避ＥＣＵ４０は、自動ブレーキモードにおいては、衝
突回避用要求減速度Ｇｂ*を演算し、演算した衝突回避用要求減速度Ｇｂ*を表す自動ブレ
ーキ指令をブレーキＥＣＵ５０に送信する。衝突支援回避ＥＣＵ４０は、自動ブレーキモ
ードにおいても、上記の警報モードと同様に、衝突回避支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ
３０に送信する。
【００５６】
　衝突回避用要求減速度Ｇｂ*は、以下のように演算することができる。例えば、障害物
が停止している場合を例に挙げれば、現時点における、自車両の速度（＝相対速度）をＶ
、自車両の減速度をａ、車両停止までの時間をｔとすれば、
　自車両が停止するまでの走行距離Ｘは、次式（２）にて表すことができる。
　Ｘ＝Ｖ・ｔ＋（１／２）・ａ・ｔ2　・・・（２）
　また、車両停止までの時間ｔは、次式（３）にて表すことができる。
　ｔ＝－Ｖ／ａ　・・・（３）
　従って、（２）式に（３）式を代入することにより、自車両が停止するまでの走行距離
Ｘは、次式（４）にて表すことができる。
　Ｘ＝－Ｖ2／２ａ　・・・（４）
　障害物に対して距離βだけ手前で車両を停止させるためには、この走行距離Ｘを、周囲
センサ４１によって検出されている距離Ｌから距離βだけ引いた距離（Ｌ－β）に設定し
て、減速度ａ（Ｇｂ*）を計算すればよい。尚、障害物が走行している場合には、障害物
との相対速度、相対減速度を用いて計算すればよい。
【００５７】
　ブレーキＥＣＵ５０は、車輪に発生させる制動力を制御する制御装置である。ブレーキ
ＥＣＵ５０は、ブレーキアクチュエータ５１に接続されている。ブレーキアクチュエータ
５１は、各車輪に設けられた摩擦ブレーキ機構５２に油圧配管を介して接続されている。
摩擦ブレーキ機構５２は、例えば、車輪とともに回転するブレーキディスク５２ａと、車
体に固定されたブレーキキャリパ５２ｂとから構成される。ブレーキアクチュエータ５１
は、マスタシリンダと摩擦ブレーキ機構５２との間に設けられ、摩擦ブレーキ機構５２の
ブレーキキャリパ５２ｂに設けられたホイールシリンダに供給する油圧を調整する制御弁
、昇圧ポンプ、アキュムレータ等を備えるとともに、油圧回路内の油圧を検出する油圧セ
ンサを備えている。
【００５８】
　ブレーキＥＣＵ５０は、マイクロコンピュータを主要部として備え、要求減速度が得ら
れるようにブレーキアクチュエータ５１の作動を制御する。また、ブレーキＥＣＵ５０は
、図示しないが、ブレーキペダル操作量を検出するブレーキセンサ、左右前後輪の車輪速
を検出する車輪速センサに接続されている。ブレーキＥＣＵ５０は、車輪速センサにより
検出される各車輪の車輪速に基づいて車速を演算し、車速情報を車載ＬＡＮ６０を介して
他の車載ＥＣＵに提供する。また、ブレーキＥＣＵ５０は、ブレーキペダル操作量を表す
ブレーキ操作量情報を車載ＬＡＮ６０を介して他の車載ＥＣＵに提供する。
【００５９】
　ブレーキＥＣＵ５０は、衝突支援回避ＥＣＵ４０から送信された衝突回避用要求減速度
Ｇｂ*を表す自動ブレーキ指令を入力すると、衝突回避用要求減速度Ｇｂ*が得られるよう
にブレーキアクチュエータ５１の作動を制御する。これにより、摩擦ブレーキ機構５２に
よって車輪に制動力が付与され、自車両は、衝突回避用要求減速度Ｇｂ*にて減速される
。
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【００６０】
　報知ＥＣＵ３０は、衝突支援回避ＥＣＵ４０から送信された衝突回避支援情報の出力要
求を車載ＬＡＮ６０を介して受信すると、スピーカ３２によりブザー音を鳴動させるとと
もに、警報表示をディスプレイ３１に表示する。この警告表示は、ドライバーに対してブ
レーキペダルを直ちに踏み込むように指示するものである。例えば、ディスプレイ３１に
は、「ブレーキ！！」と表示される。ドライバーは、警告表示により注意喚起されて、直
ちにブレーキペダルを踏む。これにより、自車両が障害物と衝突することを回避すること
ができる。このディスプレイ３１の表示は、ドライバーに対して衝突回避操作を行わせる
ための表示であるため、ブレーキペダルの踏み込み操作の指示に代えて、障害物と衝突す
る可能性が高い状況であることを示す表示（例えば、「衝突注意！！」）などであっても
よい。
【００６１】
　上述したように、報知ＥＣＵ３０は、インフラ協調ＥＣＵ１０から送信されるインフラ
協調支援情報と、衝突回避支援ＥＣＵ４０から送信される衝突回避支援情報とを受信し、
受信した支援情報をディスプレイ３１に表示する。従って、ディスプレイ３１は、インフ
ラ協調支援情報と衝突回避支援情報とをドライバーに報知する手段として兼用されている
。
【００６２】
　インフラ協調支援情報の出力要求と、衝突回避支援情報の出力要求とが同時に報知ＥＣ
Ｕ３０に送信されている状況において、２つの支援情報を同時にディスプレイ３１に表示
した場合には、ドライバーは、２つの支援情報から、どのような行動をとるべきか、わか
りづらい。また、ディスプレイ３１の限られた表示領域において表示される面積が、それ
ぞれ狭くなり、ドライバーにとって視認性が低下し、ドライバーへの情報伝達力が低下し
てしまう。
【００６３】
　衝突回避支援情報は、自車両が障害物と衝突する可能性の高い状況において報知される
情報であって、この情報が報知された場合には、ドライバーは直ちに、ブレーキペダルを
踏むあるいは操舵を行う等の指示された衝突回避操作を行う必要がある。一方、インフラ
協調支援情報は、例えば、交差点において注意すべき状況（例えば、対向車両に注意する
状況等）であることをドライバーに知らせる情報であり、それに対してドライバーがどの
ように行動するかについては、ドライバーに任せられている。また、インフラ協調支援情
報は、衝突回避支援情報に比べて、緊急性が低い。
【００６４】
　そこで、本実施形態においては、報知ＥＣＵ３０は、衝突回避支援ＥＣＵ４０から衝突
回避支援情報の出力要求を受信している場合には、衝突回避支援情報の報知を優先し、イ
ンフラ協調支援情報を報知しないようにする。
【００６５】
　図２は、報知ＥＣＵ３０の実施する報知調停制御ルーチンを表す。報知ＥＣＵ３０は、
イグニッションスイッチがオンされている期間中、所定の演算周期で報知調停制御ルーチ
ンを繰り返し実行する。
【００６６】
　本ルーチンが起動すると、報知ＥＣＵ３０は、ステップＳ１１において、衝突回避支援
情報の出力要求があるか否かについて判断する。この場合、報知ＥＣＵ３０は、衝突回避
支援情報の出力要求を受信しているか否かについて判断する。報知ＥＣＵ３０は、衝突回
避支援情報の出力要求がある場合には、ステップＳ１２において、スピーカ３２でブザー
音を鳴動させるとともに衝突回避支援情報をディスプレイ３１に表示して、本ルーチンを
一旦終了する。本ルーチンは、所定の演算周期で繰り返されるため、衝突回避支援情報の
出力要求があるあいだ、衝突回避支援情報（衝突回避支援情報のみ）がドライバーに報知
される。
【００６７】
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　一方、衝突回避支援情報の出力要求がない場合（Ｓ１１：Ｎｏ）、報知ＥＣＵ３０は、
ステップＳ１３において、インフラ協調支援情報の出力要求があるか否かについて判断す
る。この場合、報知ＥＣＵ３０は、インフラ協調支援情報の出力要求を受信しているか否
かについて判断する。報知ＥＣＵ３０は、インフラ協調支援情報の出力要求がある場合、
ステップＳ１３において、スピーカ３２でブザー音を鳴動させるとともにインフラ協調支
援情報をディスプレイ３１に表示して、本ルーチンを一旦終了する。従って、衝突回避支
援情報の出力要求がないという状況において、インフラ協調支援情報の出力要求を受けて
いるあいだ、インフラ協調支援情報（インフラ協調支援情報のみ）がドライバーに報知さ
れる。
【００６８】
　また、衝突回避支援情報の出力要求もインフラ協調支援情報の出力要求もない場合（Ｓ
１３：Ｎｏ）、報知ＥＣＵ３０は、本ルーチンを一旦終了する。従って、衝突回避支援情
報およびインフラ協調支援情報の報知は行われない。
【００６９】
　このように、報知調停制御ルーチンによれば、衝突回避支援情報の出力要求があれば、
インフラ協調支援情報の出力要求の有無にかかわらず、優先的に衝突回避支援情報をドラ
イバーに報知する。従って、インフラ協調支援情報を報知すべき条件（本発明の第１条件
）と衝突回避支援情報を報知すべき条件（本発明の第２条件）とが同時に成立している場
合には、インフラ協調支援情報の報知を禁止し、衝突回避支援情報の報知を行う。
【００７０】
　例えば、報知ＥＣＵ３０は、インフラ協調支援情報の出力要求を受信している状況（本
発明の第１条件が成立している状況）において、そのあとから衝突回避支援情報の出力要
求を受信した場合（本発明の第２条件が成立した場合）には、衝突回避支援情報の出力要
求を受信した時点（Ｓ１１：Ｙｅｓ）で、インフラ協調支援情報の報知を停止させるとと
もに、衝突回避支援情報の報知を開始させる（Ｓ１２）。
【００７１】
　また、報知ＥＣＵ３０は、衝突回避支援情報の出力要求を受信している状況（本発明の
第２条件が成立している状況）においては、インフラ協調支援情報の出力要求の有無を確
認していないため、そのあとからインフラ協調支援情報の出力要求を受信した場合（本発
明の第１条件が成立した場合）でも、そのまま衝突回避支援情報の報知を継続させ、イン
フラ協調支援情報の報知を開始させない（Ｓ１１→Ｓ１２）。
【００７２】
　ここで、具体的な例を示して説明する。例えば、図３に示すように、自車両が交差点（
インフラ協調対応交差点）に向かって走行しているときに、自車両が走行ポイントＰ１を
通過した時刻ｔ１において、インフラ協調支援情報の報知条件が成立したケースを考える
。このインフラ協調支援情報としては、例えば、赤信号見落とし注意情報、一時停止見落
とし注意情報、前方停止車両存在通知情報、わき道車両存在通知情報、エコ運転支援情報
、緊急車両接近通知情報など挙げられる。このケースにおいては、インフラ協調ＥＣＵ１
０は、時刻ｔ１において、インフラ協調支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ３０に送信する
。このとき、報知ＥＣＵ３０は、衝突回避支援情報の出力情報を受信していない。従って
、報知ＥＣＵ３０は、時刻ｔ１からインフラ協調支援情報の報知を開始する。
【００７３】
　図３における、インフラ協調支援情報の出力要求のグラフ、および、衝突回避支援情報
の出力要求のグラフにおいては、ＯＮにて表される範囲が、インフラ協調支援情報の報知
が要求されている期間、および、衝突回避支援情報の報知が要求されている期間をそれぞ
れ表す。ここでは、インフラ協調支援情報の報知が要求されている期間とインフラ協調支
援情報の出力要求（信号）が送信されている期間とは同一であるものとして説明するが、
インフラ協調支援情報の出力要求（信号）が送信された場合、その送信開始から所定時間
経過するまでの間を、インフラ協調支援情報の報知が要求されている期間としてもよい。
同様に、ここでは、衝突回避支援情報の報知が要求されている期間と衝突回避支援情報の
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出力要求（信号）が送信されている期間とは同一であるものとして説明するが、衝突回避
支援情報の出力要求（信号）が送信された場合、その送信開始から所定時間経過するまで
の間を、衝突回避支援情報の報知が要求されている期間としてもよい。
【００７４】
　ドライバーが前方注意を怠っている場合、自車両は、信号待ちしている停止車両に急接
近する。この場合、衝突回避支援ＥＣＵ４０は、走行ポイントＰ２を通過した時刻ｔ２に
おいて、自車両が停止車両と衝突する可能性が高いと判定して（ＴＴＣ≦Ｔ１）、衝突回
避支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ３０に送信する。従って、時刻ｔ２から、インフラ協
調支援情報の報知と、衝突回避情報の報知とが同時に要求されている状態となるが、報知
ＥＣＵ３０は、衝突回避情報の報知を優先するため、インフラ協調支援情報の報知を停止
して、衝突回避支援情報の報知を開始する。
【００７５】
　その後、衝突回避支援ＥＣＵ４０は、時刻ｔ３において、衝突回避支援情報の出力要求
の送信を停止する。報知ＥＣＵ３０は、時刻ｔ３において、衝突回避支援ＥＣＵ４０から
送信されていた衝突回避支援情報の出力要求が停止されたことを検出すると、衝突回避支
援情報の報知を終了するとともに、インフラ協調支援情報の出力要求を受信している場合
には、インフラ協調支援情報の報知を再開する。また、報知ＥＣＵ３０は、時刻ｔ３にお
いて、インフラ協調支援情報の出力要求を受信していなければ、インフラ協調支援情報の
報知をせず、その後、インフラ協調支援情報の出力要求を受信した時から、インフラ協調
支援情報の報知を開始する。
【００７６】
　上記の例では、インフラ協調支援情報の出力要求の後に衝突回避支援情報の出力要求が
送信されるが、その逆の順番になるケース、つまり、衝突回避支援情報の出力要求の後に
インフラ協調支援情報の出力要求が送信されるケースも考えられる。例えば、ドライバー
が前方注意を怠っている場合には、自車両が、自車両の前方を走行している先行車両に急
接近することがある。この場合、図４に示すように、衝突回避支援ＥＣＵ４０は、自車両
が先行車両と衝突する可能性が高いと判定した時刻ｔ４において、衝突回避支援情報の出
力要求を報知ＥＣＵ３０に送信する。
【００７７】
　衝突回避支援情報の報知が要求されている状態で、インフラ協調支援情報の報知条件が
成立すると、その時刻ｔ５において、インフラ協調ＥＣＵ１０がインフラ協調支援情報の
出力要求を送信する。このインフラ協調支援情報としては、例えば、わき道車両存在通知
情報、あるいは、緊急車両接近通知情報など挙げられる。従って、時刻ｔ５から、インフ
ラ協調支援情報の報知と、衝突回避情報の報知とが同時に要求されている状態となるが、
報知ＥＣＵ３０は、衝突回避情報の報知を優先するため、インフラ協調支援情報の報知を
禁止して、衝突回避情報の報知を継続させる。これにより、時刻ｔ５からインフラ協調支
援情報の報知が開始されることはない。
【００７８】
　時刻ｔ６において、衝突回避支援情報の出力要求が停止されると、報知ＥＣＵ３０は、
衝突回避支援情報の報知を終了する。これにより、報知ＥＣＵ３０は、時刻ｔ６において
、インフラ協調支援情報の出力要求を受信している場合には、インフラ協調支援情報の報
知を開始する。また、報知ＥＣＵ３０は、時刻ｔ６において、インフラ協調支援情報の出
力要求を受信していなければ、インフラ協調支援情報の報知をせず、その後、インフラ協
調支援情報の出力要求を受信した時から、インフラ協調支援情報の報知を開始する。
【００７９】
　上述した例は、車両が走行している状況において作動する走行系アプリケーションの作
動によって、インフラ協調支援情報の出力要求が送信されたケースについて説明している
が、車両が停止（微低速時も含む）している状況において作動する停止系アプリケーショ
ンの作動によって、インフラ協調支援情報の出力要求が送信されたケースにおいても同様
である。
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【００８０】
　例えば、図５に示すように、他車両が交差点で右折しようと停止している状況において
、自車両のドライバーが前方確認を怠ってその他車両に急接近した場合を考える。この場
合、自車両が走行ポイントＰ７を通過した時刻ｔ７において、衝突回避支援ＥＣＵ４０は
、自車両が他車両（右折待ち車両）と衝突する可能性が高いと判定して（ＴＴＣ≦Ｔ１）
、衝突回避支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ３０に送信する。従って、報知ＥＣＵ３０は
、時刻ｔ７から衝突回避支援情報の報知を開始する。
【００８１】
　インフラ協調ＥＣＵ１０は、自車両が減速して所定速度以下で交差点に進入した走行ポ
イントＰ８において、交差点に向かって走行している対向車両が検出された場合、右折時
注意情報であるインフラ協調支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ３０に送信する（時刻ｔ８
）。従って、時刻ｔ８から、インフラ協調支援情報の報知と、衝突回避情報の報知とが同
時に要求されている状態となるが、報知ＥＣＵ３０は、衝突回避情報の報知を優先するた
め、インフラ協調支援情報の報知を禁止して、衝突回避情報の報知を継続させる。これに
より、時刻ｔ８からインフラ協調支援情報の報知が開始されることはない。
【００８２】
　時刻ｔ９において、衝突回避支援情報の出力要求が停止されると、報知ＥＣＵ３０は、
衝突回避支援情報の報知を終了する。これにより、報知ＥＣＵ３０は、時刻ｔ９において
、インフラ協調支援情報の出力要求を受信している場合には、インフラ協調支援情報の報
知を開始する。この例では、交差点に向かって走行している対向車両が検出されている場
合、インフラ協調支援情報（右折時注意情報）の報知が開始される。
【００８３】
　ここでは、衝突回避支援情報と同時に出力要求されるインフラ協調支援情報の例として
、右折時注意情報を挙げているが、それ以外のインフラ協調支援情報が出力要求されるケ
ースもある。例えば、自車両が、自車両の前方で信号待ちしている他車両に急接近して衝
突回避支援情報の出力要求が送信された場合、その後、発信準備情報、あるいは、緊急車
両接近通知情報などのインフラ協調支援情報の出力要求が送信されるケースが挙げられる
。こうしたケースにおいても同様に、衝突回避支援情報の出力要求が終了しない限り、イ
ンフラ協調支援情報の報知が禁止される。
【００８４】
　以上説明した本実施形態の運転支援装置によれば、衝突回避支援情報の出力要求および
インフラ協調支援情報の出力要求が同時に発生している状況においては、インフラ協調支
援情報の報知が禁止され、衝突回避支援情報の報知が行われる。従って、ドライバーは、
インフラ協調支援情報の報知に邪魔されることなく、衝突回避支援情報の報知にしたがっ
て、適切に衝突回避操作を行うことができる。
【００８５】
＜衝突回避支援に係る変形例＞
　上述した実施形態における衝突回避支援ＥＣＵ４０は、周囲センサ４１により車両前方
の障害物を検出し、衝突予測時間ＴＴＣに基づいて、障害物と自車両とが衝突する可能性
を判断する。この変形例では、周囲センサ４１により車両周囲の障害物を検出し、自車両
と障害物との距離に基づいて、障害物と自車両とが衝突する可能性を判断する。
【００８６】
　この変形例においては、例えば、周囲センサ４１は、フロントバンパーの車幅方向中央
部と左右のコーナー部、および、リアバンパーの車幅方向中央部と左右のコーナー部にそ
れぞれクリアランスソナーを備える。このクリアランスソナーは、超音波を発信して、そ
の反射波に基づいて自車両から障害物までの距離を検出する。このクリアランスソナーの
検出距離は、例えば、最大２ｍ～３ｍ程度である。衝突回避支援ＥＣＵ４０は、自車両の
車速が、予め設定された設定車速（低車速）以下となる場合に作動する。衝突回避支援Ｅ
ＣＵ４０は、各クリアランスソナーによって検出される距離（以下、クリアランスＣと呼
ぶ）が、警報閾値Ｃ１よりも長い場合には、制御モードを支援不要モードに設定して、ド
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ライバーに対して衝突回避を支援する情報（衝突回避支援情報）の提供を行わない。
【００８７】
　また、衝突支援回避ＥＣＵ４０は、クリアランスＣが警報閾値Ｃ１以下になるという警
報条件が成立した場合（Ｃ≦Ｃ１）、制御モードを警報モードに設定する。この警報条件
（Ｃ≦Ｃ１）は、本発明の第２条件に相当する。この警報条件は、自車両が障害物に衝突
する可能性が高くなったときに成立するように設定されている。衝突支援回避ＥＣＵ４０
は、警報モードにおいては、ドライバーに対して衝突回避操作（ブレーキペダル踏み込み
操作）を促すための情報である衝突回避支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ３０に送信する
。この場合、衝突支援回避ＥＣＵ４０は、障害物が接近している場所（クリアランスソナ
ーの位置）を表す衝突回避支援情報を送信してもよい。
【００８８】
　報知ＥＣＵ３０は、衝突回避支援情報の出力要求を受信すると、スピーカ３２によりブ
ザー音を鳴動させるとともに、警報表示をディスプレイ３１に表示する。この警報表示は
、実施形態と同様に、ドライバーに対してブレーキペダルを直ちに踏み込むように誘導で
きるものであればよい。この場合、報知ＥＣＵ３０は、障害物が接近している場所をディ
スプレイ３１に示して警報してもよい。
【００８９】
　また、衝突支援回避ＥＣＵ４０は、クリアランスＣが警報閾値Ｃ１よりも短い自動ブレ
ーキ閾値Ｃ２以下になった場合、自動ブレーキ条件が成立して、制御モードを自動ブレー
キモードに設定する。衝突支援回避ＥＣＵ４０は、自動ブレーキモードにおいては、予め
設定された要求制動力を表す自動ブレーキ指令をブレーキＥＣＵ５０に送信する。ブレー
キＥＣＵ５０は、自動ブレーキ指令にしたがって、ブレーキアクチュエータ５１の作動を
制御する。尚、衝突支援回避ＥＣＵ４０は、自動ブレーキモードにおいても、上記の警報
モードと同様に、衝突回避支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ３０に送信する。
【００９０】
　例えば、図６に示すように、自車両が交差点に向かって低速走行しているときに、隣の
車線を走行している隣接車両に自車両が接近してクリアランスＣが警報閾値Ｃ１以下にな
った場合、衝突支援回避ＥＣＵ４０は、衝突回避支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ３０に
送信する。自車両が交差点周辺を走行している場合には、上述したように、インフラ協調
ＥＣＵ１０の走行系アプリケーションが作動して、インフラ協調ＥＣＵ１０からインフラ
協調支援情報（例えば、赤信号見落とし注意情報、一時停止見落とし注意情報、前方停止
車両存在通知情報、わき道車両存在通知情報、エコ運転支援情報、緊急車両接近通知情報
など）の出力要求が報知ＥＣＵ３０に送信されることがある。
【００９１】
　また、例えば、図７に示すように、交差点で信号待ちをしている停止車両に自車両が接
近して停止し、停止車両とのクリアランスＣが警報閾値Ｃ１以下になっている場合、ある
いは、自車両が停止した位置がフェンスなどの構造物Ｏと接近しており、構造物Ｏとのク
リアランスＣが警報閾値Ｃ１以下になっている場合などにおいても、衝突支援回避ＥＣＵ
４０は、衝突回避支援情報の出力要求を報知ＥＣＵ３０に送信する。この場合、インフラ
協調ＥＣＵ１０の停止系アプリケーションが作動して、インフラ協調ＥＣＵ１０からイン
フラ協調支援情報（例えば、右折時注意情報、発信準備情報、緊急車両接近通知情報など
）の出力要求が報知ＥＣＵ３０に送信されることがある。
【００９２】
　従って、衝突回避支援情報の出力要求とインフラ協調支援情報の出力要求とが同時に報
知ＥＣＵ３０に送信されている状況が発生する。
【００９３】
　この変形例においても、報知ＥＣＵ３０は、上述した報知調停制御ルーチン（図２）を
実施する。従って、衝突回避支援情報の出力要求があれば、インフラ協調支援情報の出力
要求の有無にかかわらず、優先的に衝突回避支援情報がドライバーに報知される。これに
より、衝突回避支援情報の出力要求およびインフラ協調支援情報の出力要求が同時に発生
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報知が行われる。この結果、ドライバーは、インフラ協調支援情報の報知に邪魔されるこ
となく、衝突回避支援情報の報知にしたがって、適切に衝突回避操作を行うことができる
。
【００９４】
　以上、本実施形態に係る運転支援装置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、本発明の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である
。
【００９５】
　例えば、本実施形態においては、インフラ協調ＥＣＵ１０が、車両検出情報と信号機情
報との両方を含んだインフラ情報（外部送信情報）を受信して、このインフラ情報と自車
両情報（自車両の位置情報、自車両の運転状態情報）とに基づいて、運転支援用の報知を
行うが、車両検出情報と信号機情報とのいずれか一方を受信してもよい。その場合には、
その受信した情報から支援可能なインフラ協調支援情報を生成して、ドライバーに報知す
ればよい。例えば、インフラ協調ＥＣＵ１０が、インフラ情報として信号機情報を受信す
る構成であれば、赤信号見落とし注意情報、および、発信準備情報などをドライバーに報
知することができる。また、インフラ協調ＥＣＵ１０が、インフラ情報として車両検出情
報を受信する構成であれば、右折時注意情報、前方停止車両存在通知情報、わき道車両存
在通知情報、および、緊急車両接近通知情報などをドライバーに報知することができる。
【符号の説明】
【００９６】
　１０…インフラ協調ＥＣＵ、１１…情報処理部、１２…電波メディア無線装置、１３…
ＧＰＳ受信機、２０…ナビゲーション装置、３０…報知ＥＣＵ、３１…ディスプレイ、３
２…スピーカ、４０…衝突回避支援ＥＣＵ、４１…周囲センサ、５０…ブレーキＥＣＵ、
１００ａ…電波路側機、１００ｂ…光ビーコン路側機、Ｃ１…警報閾値、Ｃ２…自動ブレ
ーキ閾値、Ｔ１…警報閾値、Ｔ２…自動ブレーキ閾値、ＴＴＣ…衝突予測時間。
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