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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地図データを格納する地図データベースの更新履歴に基づいて、対象物位置を測位する
うえでの精度誤差を算出する精度誤差算出手段と、
　対象物位置に応じて実行される支援制御の制御レベルを、前記精度誤差算出手段により
算出される前記精度誤差に応じて変更する制御レベル変更手段と、
　を備え、
　前記制御レベル変更手段は、前記精度誤差算出手段により算出される前記精度誤差が大
きいほど、前記支援制御の実行開始タイミングを早めることを特徴とする支援制御装置。
【請求項２】
　前記支援制御は、制御レベルに対応した複数の支援形態を有することを特徴とする請求
項１記載の支援制御装置。
【請求項３】
　前記支援制御が、自車両を停止位置に停車させるための運転支援を行う制御であること
を特徴とする請求項１又は２記載の支援制御装置。
【請求項４】
　前記支援制御が、自車両を交差車両と交錯させないための運転支援を行う制御であるこ
とを特徴とする請求項１又は２記載の支援制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、支援制御装置に係り、特に、例えばマップマッチングなどを利用して測位さ
れる車両などの対象物の位置に応じて支援制御を実行するうえで好適な支援制御装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば車両などの対象物の現在位置を測位するうえでの測位精度を算出して
、その算出した測位精度を使用者に通知する装置が知られている（例えば、特許文献１参
照）。測位精度は、対象物の現在位置を測位するうえで用いられるセンサの検知結果（例
えば車両のヨー角や車速など）に含まれる誤差や地図データ自体が最新のものでないこと
による誤差などに起因して変動するものである。従って、上記従来の装置の如き構成によ
れば、車両運転者に測位精度の変化を適切に知らせて、自車位置等の誤認を回避すること
が可能となる。
【特許文献１】特開２００５－７７２１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、車両には、現在位置を地図データに照らし合わせることにより経路案内や走
行支援などの支援制御を行う支援制御装置が搭載されることがある。これらの支援制御に
は、車両の現在位置に関し、例えば音声出力による経路案内の如くあまり高い測位精度が
要求されないものもあれば、例えば交差点でのブレーキ操作やステアリング操作を自動的
に行う走行支援の如く高い測位精度が要求されるものもある。
【０００４】
　上記従来の装置においては、算出した測位精度に応じて支援制御の実行可否が判断され
ており、算出した測位精度が所定以上であるときは通常どおり支援制御（具体的には、車
両現在位置の音声メッセージ報知）が実行される一方、その算出した測位精度が所定未満
に低下したときはその支援制御が休止されることとなっている。しかしながら、このよう
に、算出した測位精度を一律一定の閾値と比較して二値的に支援制御の実行可否を判別す
るだけでは、支援制御によって車両運転者に対して木目細かな適切な支援が行われない可
能性がある。
【０００５】
　本発明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、対象物位置に応じて実行される支援
制御を、位置測位の誤差精度に対応して適切に実行させることが可能な支援制御装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的は、地図データを格納する地図データベースの更新履歴に基づいて、対象物
位置を測位するうえでの精度誤差を算出する精度誤差算出手段と、対象物位置に応じて実
行される支援制御の制御レベルを、前記精度誤差算出手段により算出される前記精度誤差
に応じて変更する制御レベル変更手段と、を備え、前記制御レベル変更手段は、前記精度
誤差算出手段により算出される前記精度誤差が大きいほど、前記支援制御の実行開始タイ
ミングを早める支援制御装置により達成される。
【０００７】
　この態様の発明において、対象物位置に応じて実行される支援制御の制御レベルは、対
象物位置を測位するうえでの精度誤差に応じて変更される。かかる構成によれば、上記の
支援制御を、複数の段階的な制御レベルのうち測位の精度誤差に対応した制御レベルで実
行させることができるので、その精度誤差に対応して適切に実行させることが可能である
。
【０００８】
　この場合、上記した支援制御装置において、前記支援制御は、制御レベルに対応した複
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数の支援形態を有することとすればよい。
【０００９】
　また、上記した支援制御装置において、前記精度誤差算出手段により算出される前記精
度誤差が大きいときほど、前記支援制御の実行開始タイミングを早めることとすれば、仮
に測位の精度が低くて測位された対象物位置が実際の対象物位置から大きくかけ離れてい
るときにも、大きな精度誤差が生じているおそれのある対象物位置に応じて実行される支
援制御によって不測の事態が生ずるのを防止することができる。
【００１０】
　尚、上記した支援制御装置において、前記支援制御が、自車両を停止位置に停車させる
ための運転支援を行う制御であることとしてもよく、また、自車両を交差車両と交錯させ
ないための運転支援を行う制御であることとしてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、対象物位置に応じて実行される支援制御を、位置測位の誤差精度に対
応して適切に実行させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１は、本発明の一実施例である車両に搭載される支援制御装置１０の構成図を示す。
本実施例の支援制御装置１０は、図１に示す如く、自車両の位置を測位するための測位部
１２と、自車両の走行等を制御するための支援制御部１４と、を備えており、測位部１２
で測位される精度誤差の変動し得る自車両の位置に応じて、支援制御部１４による自車両
を走行させるうえでの所定の支援制御を実行するシステムである。尚、この支援制御は、
例えば、イグニションオン後、車両運転者がその制御実行を許可するスイッチオン後に開
始されるものとすればよい。
【００１５】
　測位部１２は、ＧＰＳ（Global Positioning System）受信機１６と、ヨーセンサ１８
と、Ｇセンサ２０と、車速センサ２２と、を有している。ＧＰＳ受信機１６は、ＧＰＳ衛
星から送信されるＧＰＳ信号を受信することにより、地球上における自車両の現在位置の
緯度及び経度並びに現在時刻を検知する。ヨーセンサ１８は、地磁気センサやジャイロセ
ンサであって、自車両のヨー角（方位）を検知する。Ｇセンサ２０は、自車両の前後の加
減速度を検知する。また、車速センサ２２は、自車両の車速を検知する。
【００１６】
　ＧＰＳ受信機１６、ヨーセンサ１８、Ｇセンサ２０、及び車速センサ２２の出力は、主
にマイクロコンピュータにより構成された推測航法部２４に接続されている。各受信機や
センサ１６～２２の出力信号はそれぞれ、推測航法部２４に供給される。推測航法部２４
は、ＧＰＳ受信機１６からの情報に基づいて自車両の現在位置の緯度及び経度（初期座標
）を検出すると共に、センサ１８～２２からの情報に基づいて自車両の進行方位などの走
行状態を検出して、自車両位置の初期座標からの車両の走行軌跡（推測軌跡）を作成する
。
【００１７】
　測位部１２は、また、推測航法部２４に接続する主にマイクロコンピュータにより構成
されたマップマッチング部２６、及び、マップマッチング部２６に接続する地図データベ
ース３０を有している。地図データベース３０は、車両に搭載されたハードディスク（Ｈ
ＤＤ）やＤＶＤ，ＣＤなどにより構成されており、道路自体のリンク情報や道路に描かれ
或いは設置される地物や車線レーンの情報などの各種地図データを格納している。
【００１８】
　尚、この地図データベース３０に格納される地図データは、道路を表す緯度・経度や曲
率，勾配，車線数，車線幅，コーナ有無などのレーン形状や道路種別のデータや、その道
路の表面に描かれる横断歩道や一時停止線，進行方向矢印，「横断歩道あり」の菱形標示
，最高速度標示，転回禁止標示などの各地物ごとの形状データやペイントデータ，位置デ
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ータ，各地物間の距離データなどである。また、この地図データベース３０は、ディスク
の交換や更新条件の成立により格納する地図データを最新のものに更新可能である。
【００１９】
　マップマッチング部２６には、推測航法部２４においてマップマッチングのために作成
された自車両位置の初期座標からの推測軌跡の情報が供給される。マップマッチング部２
６は、推測航法部２４から推測軌跡の情報が供給されるごとに、自車両の現在位置を地図
データベース３０に格納されている道路自体のリンク情報を利用してその道路リンク上に
補正するマップマッチングを行う。
【００２０】
　マップマッチング部２６は、マップマッチングの結果得られた自車両の現在位置から自
車両が今後所定時間内又は所定距離内に走行すると推測される道路範囲の地図データを地
図データベース３０から読み出す。そして、その現在位置からの所定道路範囲において認
識すべき地物が描かれ或いは設置されているか否かを判別することにより、後述のバック
カメラによる撮像画像を認識すべきか否かを判別する。
【００２１】
　測位部１２は、また、マップマッチング部２６に接続するバックカメラ３２を有してい
る。バックカメラ３２は、車両後部バンパなどに配設されており、その配設位置から車両
後方の道路表面を含む所定領域の外界を撮影することができる。バックカメラ３２の撮像
画像は、マップマッチング部２６に供給される。
【００２２】
　マップマッチング部２６は、バックカメラ３２による撮像画像を認識すべきと判別する
場合において、バックカメラ３２から撮像画像が供給されたとき、その撮像画像について
エッジ抽出などの画像処理を行うことにより、道路表面に描かれる上記の地物や走行レー
ンなどを検出すると共に、それら地物等と自車両との相対位置関係を把握する。尚、この
地物や走行レーンの検出に際しては、その効率化を図る観点から、マップマッチング部２
６や地図データベース３０から提供される地物等の特徴データに基づいて、事前にその地
物等が存在する道路のエリアを把握して、バックカメラ３２による全撮像画像に対してそ
の存在領域を重点的に絞って画像処理を行うこととしてもよい。
【００２３】
　マップマッチング部２６は、バックカメラ３２の撮像画像からの走行レーンの検出結果
に基づいて、自車両が現に走行する道路上における自車両に対する自レーンの位置を算出
する。また、地物の検出結果に基づいて、自車両と自車両の道路後方に存在する認識した
地物との相対関係（具体的には、自車両から認識地物までの距離）を測定し、そして、そ
の測定結果と、地図データベース３０に格納されているその認識地物の位置データとに基
づいて、自車両の位置を検出する。
【００２４】
　マップマッチング部２６は、上記の如く、推測航法部２４から推測軌跡の情報が供給さ
れるごとに、自車両の現在位置を地図データベース３０に格納されている道路リンク上に
補正するマップマッチングを行うと共に、更に、バックカメラ３２の撮像画像から認識す
べき地物が認識された際にも、その認識結果による位置へ自車両の位置を補正するマップ
マッチングを行う。マップマッチング部２６は、後に詳述する如く、マップマッチングの
結果として測位される自車両の現在位置の精度を示す正確性（すなわち自信度）を算出す
る。
【００２５】
　マップマッチング部２６は、また、マップマッチングにより自車両の位置を測位すると
、自車両の進行方向前方に、上記した支援制御を実行するのに必要な制御対象である目標
の地物（例えば、停止線や交差点，カーブ進入口等）が存在するときは、測位した自車両
の位置と地図データベース３０に格納されているその目標地物の位置との関係に基づいて
、自車両からその目標地物までの距離（以下、道なり残距離と称す）を算出する。
【００２６】



(5) JP 5162103 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

　測位部１２は、また、マップマッチング部２６に接続する現在地管理部３６を有してい
る。現在地管理部３６には、マップマッチング部２６で算出されたマップマッチングの結
果得られた自車両の現在位置のリンクＩＤやリンク座標，その位置精度を示す自信度の情
報、自車両が現に走行する道路における走行レーンの情報、及び、自車両から目標地物ま
での道なり残距離の情報がその得られた時刻の情報と共に供給される。また、現在地管理
部３６には、地図データベース３０における地図データの更新後の経過時間や更新条件な
どの更新履歴情報が供給される。
【００２７】
　現在地管理部３６は、マップマッチング部２６から供給される情報に基づいて、測位さ
れた自車両の現在位置や目標地物までの道なり残距離を検出すると共に、測位された自車
両の現在位置の自信度を示す精度の誤差を検知する。現在地管理部３６で検出された自車
両の現在位置や道なり残距離の情報は、例えば自車両の有するナビゲーション装置に供給
されて、その表示ディスプレイに表示されている地図上に模式的に表示される。
【００２８】
　支援制御装置１０は、現在地管理部３６に接続される誤差レベル判定部３８を備えてい
る。誤差レベル判定部３８には、現在地管理部３６で検知され管理されている自車両の現
在位置を測位するうえでの位置精度の誤差を示す情報が供給される。誤差レベル判定部３
８は、自車両の現在位置を測位するうえでの位置精度誤差と、支援制御部１４による支援
制御の後述の各制御レベルをそれぞれ適切に実行するうえで必要な測位の精度誤差レベル
との関係を予めマップとして有している。誤差レベル判定部３８は、現在地管理部３６か
ら供給される測位部１２で自車両の現在位置を測位するうえでの位置精度誤差の情報に基
づいて、その都度、その精度誤差レベルを特定する。尚、精度誤差レベルは、予め位置精
度誤差の大きさに応じた複数の段階的なレベルを有するものであればよい（レベル１～レ
ベルｎ）。
【００２９】
　誤差レベル判定部３８による判定結果、及び、現在地管理部３６による測位した自車両
の現在位置座標や自車両から目標地物までの相対関係の情報は、上記した支援制御部１４
に供給される。支援制御部１４は、マイクロコンピュータを主体に構成された電子制御ユ
ニット（ＥＣＵ）４０を備えており、ＥＣＵ４０により自車両を道路上で走行させる際の
運転者への支援制御を実行する。
【００３０】
　この支援制御は、自車両の位置に応じて実行される例えば、特に運転者によるブレーキ
操作が行われないときや遅れているときなどに自車両を道路上の地物である一時停止線や
踏み切りなどで停車させるための運転支援制御である一時停止制御、自車両を道路上の地
物である交差点で交差すると予測される他車両と交錯させないための運転支援制御である
交差点制御、自車両を地物であるカーブ（コーナー）に対して適切な速度で進入走行させ
るための速度制御、目標地物までの相対距離に対する音声による経路案内を行うための案
内制御などである。
【００３１】
　ＥＣＵ４０には、自車両に適当な制動力を発生させるためのブレーキアクチュエータ４
２、自車両に適当な駆動力を付与するためのスロットルアクチュエータ４４、自車両の自
動変速機の変速段を切り替えるためのシフトアクチュエータ４６、自車両に適当な操舵角
を付与するためのステアアクチュエータ４８、及び車室内に向けてブザー吹鳴や警報出力
，スピーカ出力を行うためのブザー警報器５０が接続されている。ＥＣＵ４０は、後に詳
述する如く、現在地管理部３６で管理されている測位された自車両の現在位置や誤差レベ
ル判定部３８で特定された精度誤差レベル等に基づいて、各アクチュエータ４２～５０に
対して適当な駆動指令を行う。各アクチュエータ４２～５０は、ＥＣＵ４０から供給され
る駆動指令に従って駆動される。
【００３２】
　支援制御部１４は、また、ＥＣＵ４０による支援制御を実行するうえで用いられる出力
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／実行パターンの情報を格納するパターン記憶部５２を有している。この出力／実行パタ
ーンは、支援制御ごとに定められている。パターン記憶部５２には、上記した誤差レベル
判定部３８により特定される複数の段階的な精度誤差レベルに対応した複数の支援形態（
制御レベル）である出力／実行パターン（レベル１～レベルｎ）が支援制御ごとに格納さ
れている。
【００３３】
　例えば、上記の如き自車両を一時停止線等で停車させるための一時停止制御においては
、測位精度が高くその誤差が小さい順に、自車両を主にブレーキアクチュエータ４２を用
いて自動的に制動させて一時停止線等で停車させる回避制御パターン（レベル１）、一時
停止線等の手前で自車両を自動的にアクセルオフして減速させ或いはシフトアクチュエー
タ４６を用いてエンジンブレーキを作動させ、また、運転者によるブレーキ操作時には自
車両に通常よりも大きな制動力を発生させる減速制御パターン（レベル２）、ブザー警報
器５０を用いて前方の一時停止線等で自車両を停車させるためにブレーキ操作を行うべき
ことを運転者に知らせる判断補助パターン（レベル３）、及びブザー警報器５０を用いて
運転者に対して前方に一時停止線等が存在することを注意喚起する存在情報提供パターン
（レベル４）が格納される。
【００３４】
　また、上記の如き自車両を道路上の交差点で他車両と交錯させないための交差点制御に
おいては、自車両を主にブレーキアクチュエータ４２やステアアクチュエータ４８を用い
て自動的に制動させ或いは操舵させて交差点での他車両との交錯を回避させる回避制御パ
ターン（レベル１）、交差点の手前で自車両を自動的にアクセルオフして減速させ或いは
シフトアクチュエータ４６を用いてエンジンブレーキを作動させ、また、運転者によるブ
レーキ操作時に自車両に通常よりも大きな制動力を発生させる減速制御パターン（レベル
２）、ブザー警報器５０を用いて前方の交差点で自車両を減速若しくは停車させるために
ブレーキ操作を行うべきことを運転者に知らせる判断補助パターン（レベル３）、及びブ
ザー警報器５０を用いて運転者に対して前方の交差点で他車両と交錯する可能性があるこ
とを注意喚起する存在情報提供パターン（レベル４）が格納される。
【００３５】
　また、上記の如く目標地物（例えば右折交差点）までの相対距離に対する音声による経
路案内を行うための案内制御においては、自車両が目標地物に到達する直前（例えば５メ
ートル手前）でその目標地物の存在を運転者に知らせるパターン（レベル１）、自車両が
目標地物に到達する第２所定距離（例えば１０メートル手前）でその目標地物の存在を運
転者に知らせるパターン（レベル２）、自車両が目標地物に到達する第３所定距離（例え
ば４０メートル手前）でその目標地物の存在を運転者に知らせるパターン（レベル３）、
自車両が目標地物に到達する第４距離（例えば８０メートル手前）でその目標地物の存在
を運転者に知らせるパターン（レベル４）が格納される。
【００３６】
　支援制御の各支援形態にはそれぞれ、予め、制御を開始すべきタイミング（車速に応じ
て可変するのがよい。）が定められており、大きい誤差に対応した支援形態の方が、小さ
い誤差に対応した支援形態に比べて、測位される自車両と制御対象の目標地物との間の距
離がより長い時期に、すなわち、自車両が目標地物に接近する際により早いタイミングで
その実行が開始されるように定められている。
【００３７】
　例えば、一時停止制御が実行される状況においては、ある車速での走行時は、存在情報
提供パターン（レベル４）の支援形態による注意喚起は、測位された目標地物までの距離
が１００メートルになった時点で開始されるが、回避制御パターン（レベル１）の支援形
態による制動ブレーキは、測位された目標地物までの距離が３０メートルになった時点で
開始される。また、目標地物（例えば右折交差点）までの相対距離に対する音声による経
路案内を行うための案内制御が実行される状況においては、ある車速での走行時は、レベ
ル４の支援形態による音声案内は、測位された目標地物までの距離が８０メートルになっ
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た時点で開始されるが、レベル１の支援形態による音声案内は、測位された目標地物まで
の距離が５メートルになった時点で開始される。
【００３８】
　次に、図２乃至図４を参照して、本実施例のシステムにおける動作について説明する。
図２は、車両の現在位置を測位するうえでの精度誤差と走行位置との関係を表した図を示
す。図３は、本実施例の支援制御装置１０に用いられる測位の精度誤差とその精度誤差レ
ベルとの関係を表した図を示す。また、図４は、本実施例の支援制御装置１０において支
援制御部１４が実行する制御ルーチンの一例のフローチャートを示す。
【００３９】
　本実施例の支援制御装置１０において、測位部１２の推測航法部２４は、所定時間ごと
に、各受信機やセンサ１６～２２の出力信号に基づいて、自車両位置の初期座標からの走
行軌跡を作成して、マップマッチング部２６に供給する。マップマッチング部２６は、推
測航法部２４からの推測軌跡情報を受信するごとに、推測航法部２４により作成された自
車両位置の初期座標からの走行軌跡を、地図データベース３０に地図データとして格納さ
れている道路のリンク情報と照らし合わせることにより、自車両の現在位置をその道路リ
ンク上に補正するマップマッチングを行う。
【００４０】
　マップマッチング部２６は、マップマッチングの結果に基づいて、そのマップマッチン
グの結果である現在位置から自車両が今後所定時間内又は所定距離内に走行すると推測さ
れる道路範囲（複数レーンのときはすべてのレーン）の地図データを地図データベース３
０から読み出す処理を行う。そして、その所定道路範囲においてバックカメラ３２により
認識すべき地物が存在するか否かを判別して、バックカメラ３２による車両後方画像の認
識を行うべきか否かを判別する。尚、現在位置から所定道路範囲において認識すべき地物
が存在するか否かにより、認識すべき地物の存在位置よりも手前からバックカメラ３２に
よる画像認識を要求すべきか否かを判別するのは、マップマッチングの結果として検出さ
れた自車両の現在位置が正確でない可能性があるからである。
【００４１】
　マップマッチング部２６は、上記の判別の結果、所定道路範囲に認識すべき地物が存在
しないときは、何ら処理を行わない。一方、所定道路範囲に認識すべき地物が存在すると
きは、バックカメラ３２からの撮像画像についてエッジ抽出などの画像処理を行って、画
像処理の結果に基づいてカメラ撮像画像から認識すべき地物を抽出すると共に、その地物
の自車両に対する相対位置関係を検出する。そして、かかる検出を行った場合には、地図
データベース３０にアクセスしてその認識地物の位置データを読み出すと共に、その位置
データと検出された自車両と認識地物との相対位置関係とに基づいて、自車両の位置を検
出する。この場合、自車両の位置は、カメラ撮像画像から認識された認識地物に従った位
置へマップマッチングされる。
【００４２】
　マップマッチング部２６は、所定道路範囲に認識すべき地物が存在するときは、また、
バックカメラ３２による画像処理の結果に基づいてカメラ撮像画像から自車両の走行する
自レーンを抽出すると共に、その自レーンの自車両に対する相対位置関係を検出する。こ
の際には、更に、地図データベース３０にアクセスして自車位置近傍における走行レーン
のレーン幅やレーン数，形状等を取得して、そして、自車両が現時点で走行する道路上の
自レーンの位置を算出する。
【００４３】
　マップマッチング部２６は、自車両の位置を測位すると共に道路上の自レーン位置を算
出すると、自車両の進行方向前方の自レーン上に支援制御を実行するのに必要な目標地物
が存在するか否かを判別する。その判別の結果、目標地物が存在するときは、まず、地図
データベース３０からその目標地物の位置データを読み出し、その後は、検出自車位置と
その目標地物の位置との関係に基づいて自車両からその目標地物までの道なり残距離を算
出する。そして、その道なり残距離の情報を時刻の情報を付して現在地管理部３６へ供給
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出力する。また、マップマッチング部２６は、自車両の位置を測位するごとに、その時点
での測位される自車両の現在位置の精度誤差を算出する。そして、測位した自車両の現在
位置の情報をその精度誤差の情報と共に、時刻の情報を付して現在地管理部３６へ供給出
力する。
【００４４】
　現在地管理部３６は、マップマッチング部２６で算出された自車両の現在位置や道なり
残距離を検知して、自車両の現在地座標や目標地物との距離や時間等の情報を支援制御部
１４のＥＣＵ４０へ送信すると共に、マップマッチング部２６からの位置精度誤差（すな
わちマップマッチングの実行履歴）の情報と地図データベース３０からの地図データの更
新履歴の情報とに基づいて、総合的な自車両の現在位置の測位精度誤差を算出して、その
精度誤差を誤差レベル判定部３８へ送信する。尚、現在地管理部３６は、マップマッチン
グの実行履歴に基づく測位精度誤差と、地図データベース３０の更新履歴に基づく測位結
果の精度誤差と、を別個に算出して、誤差レベル判定部３８へ送信することとしてもよい
。
【００４５】
　ところで、本実施例において車両の現在位置を測位するうえでは、ＧＰＳ受信機１６や
方位センサ１８，Ｇセンサ２０，車速センサ２２，バックカメラ３２を用いる。この場合
には、受信機１６やセンサ１８～２２，カメラ３２における検出パラメータの誤差や測位
時の各種計算に含まれる誤差（例えばタイミングの丸め込み誤差）などが発生するため、
車両位置の測位結果に誤差が生ずる。この測位誤差は、車両の移動に伴って積算される。
一方、本実施例において、測位部１２は、バックカメラ３２の撮像画像から認識すべき地
物を認識して自車両の位置を補正するマップマッチングを行うが、このマップマッチング
が行われると、その測位される自車両の現在位置の位置精度は最も良くなり、その誤差は
最も小さなものとなる。従って、測位誤差は、カメラ撮像画像からの地物認識に基づくマ
ップマッチング後の車両の移動距離が長くなるほど大きくなる（図２参照）。
【００４６】
　また、本実施例においては、地図データベース３０に格納される更新可能な地図データ
を用いて自車位置が測位されるが、地図データベース３０の更新からの経過時間が長くな
ると、道路の改修や新設などによりその地図データベース３０に格納される地図データが
現実のものと異なることがあるため、その地図データベース３０の更新条件・更新頻度或
いは前回更新からの経過時間・移動距離に応じて自車位置の測位誤差が変動する可能性が
ある。具体的には、地図データベース３０の更新後の経過時間や移動距離が長いほど、ま
た、その更新条件等が更新され難いものであるほど測位誤差が大きくなる。
【００４７】
　現在地管理部３６は、マップマッチング部２６から供給されたカメラ撮像画像からの地
物認識に基づくマップマッチング後の車両の移動距離と、地図データベース３０から供給
されたその地図データの更新条件・更新頻度或いは前回更新からの経過時間・移動距離と
に基づいて、自車両の現在位置の測位精度誤差を算出して、誤差レベル判別部３８へ送信
する。
【００４８】
　誤差レベル判定部３８は、現在地管理部３６からの自車位置の測位精度誤差に基づいて
、図３に示す如きマップを参照して、その測位を行ううえでの精度誤差レベルを特定する
。具体的には、現在地管理部３６が総合的な自車位置の測位精度誤差を算出するシステム
では、図３（Ａ）に示す如き一次元的なマップが誤差レベル判定部３８に格納されており
、このときは、かかる一次元マップを参照して精度誤差レベルが特定される。一方、現在
地管理部３６がマップマッチングの実行履歴に基づく測位精度誤差と、地図データベース
３０の更新履歴に基づく測位精度誤差と、を別個に算出するシステムでは、図３（Ｂ）に
示す如き二次元的なマップが誤差レベル判定部３８に格納されており、このときは、かか
る二次元マップを参照して精度誤差レベルが特定される。
【００４９】



(9) JP 5162103 B2 2013.3.13

10

20

30

40

50

　誤差レベル判定部３８は、自車両の位置測位の精度誤差レベルを特定すると、そのレベ
ル情報を支援制御部１４に送信する。支援制御部１４は、誤差レベル判定部３８から送信
される測位の精度誤差レベルの情報を受信し（ステップ１５０）、そして、その精度誤差
レベルに基づいて、パターン記憶部５２に格納されている複数の出力／実行パターンから
その精度誤差レベルに対応して実行可能な制御レベルを選択する（ステップ１５２）。
【００５０】
　例えば、特定された測位の精度誤差レベルが最も小さいレベル１であるときは、目標地
物（一時停止線や交差点など）に対する自車両の位置が最も高精度に検出されるので、そ
の目標地物の位置に対して比較的忠実に車両運転の支援を行う回避制御パターンを選択し
、一方、その精度誤差レベルが最も小さいレベル４であるときは、目標地物に対する自車
両の位置があまり高精度に検出されないので、その目標地物の位置に対して比較的曖昧に
車両運転の支援を行う存在情報提供パターンを選択する。
【００５１】
　支援制御部１４のＥＣＵ４０は、上記の如く選択された制御レベルに従って支援制御を
行う。この際、ＥＣＵ４０は、測位部１２から供給される自車両の現在位置及び一時停止
線や交差点などの制御対象である目標地物までの距離や時間（ステップ１５４）に基づい
て、選択された制御レベルの支援形態に定められている制御開始条件が成立するか否かを
判別し（ステップ１５６）、その開始条件が成立する場合にはその制御レベルに従った支
援制御を開始する（ステップ１５８）。
【００５２】
　例えば、測位精度が高くてその誤差が小さいことで回避制御パターンが選択されたとき
は、測位される自車両から目標地物としての一時停止線までの距離が３０メートルになっ
た時点でブレーキアクチュエータ４２による自動ブレーキを開始して、車両をその一時停
止線で停車させる。尚、この際、ブレーキアクチュエータ４２による自動的な制動ブレー
キを開始する前に、運転者に対してその自動的な制動ブレーキが行われることを知らせる
音声案内などを行うこととしてもよい。また一方、測位精度が低くてその誤差が大きいこ
とで存在情報提供パターンが選択されたときは、測位される自車両から目標地物としての
一時停止線までの距離が１００メートルになった時点でブザー警報器５０によるブザー吹
鳴や警報出力，スピーカ出力を開始して、運転者に前方に一時停止線が存在することを知
らせる注意喚起を行う。
【００５３】
　このように、本実施例の支援制御装置１０においては、カメラ撮像画像からの地物認識
に基づくマップマッチングの実行頻度やその前回実行からの移動距離ならびに地図データ
ベース３０の更新条件・更新頻度やその前回更新からの経過時間・移動距離に基づいて、
車両走行時に様々な要因で経時変化する測位の精度誤差が算出されると共に、その精度誤
差に対して支援制御を実行するうえで最適な精度誤差レベルが複数のものから特定される
。そして、その精度誤差レベルに従った支援形態について支援制御の実行が許容される。
この点、本実施例においては、車両走行時に算出される測位の精度誤差の大きさ（具体的
には、その精度誤差レベル）に応じて、測位される自車両の位置に応じて実行される支援
制御（上記した一時停止制御や速度制御などの各制御）の制御レベルが変更される。
【００５４】
　測位の精度が低くその誤差が大きいときは、測位される自車両の位置が正確でないとき
があるため、支援制御のうちでも自車両の測位位置に対する忠実な制御が要求される支援
形態（例えば回避制御パターンなど）を実行することは適切でない一方、その測位位置に
対するあまり厳格な制御が要求されない支援形態（例えば存在情報提供パターンなど）を
実行することに支障はほとんどない。逆に、測位の精度が高くその誤差が小さいときは、
測位される自車両の位置が正確な位置から大きくずれていることは皆無であるため、自車
両の測位位置に対する忠実な制御が要求される支援形態を実行することは可能である。
【００５５】
　本実施例においては、測位の精度誤差レベルが誤差の最も小さいレベル１であるときは
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、測位位置に対する忠実な制御が要求されるレベル１の制御レベルで、また、その精度誤
差レベルが次に誤差の小さいレベル２であるときは、その次に測位位置に対する忠実な制
御が要求されるレベル２の制御レベルで、また、その精度誤差レベルが次に誤差の小さい
レベル３であるときは、その次に測位位置に対する忠実な制御が要求されるレベル３の制
御レベルで、更に、その精度誤差レベルが誤差の最も大きいレベル４であるときは、最も
測位位置に対する忠実な制御が要求されないレベル４の制御レベルで、支援制御が実行さ
れる。
【００５６】
　すなわち、一時停止制御などの自車両の位置に応じて実行される支援制御を、複数の段
階的な制御レベルのうちその実行時点での自車両の位置を測位するうえでの精度誤差に対
応した制御レベルで実行させることが可能である。この点において、本実施例の支援制御
装置１０によれば、上記の支援制御を自車両の位置測位の精度誤差に対応して適切に実行
させることが可能となっている。
【００５７】
　また、測位の精度が高くその誤差が小さいときは、測位される自車両の位置が正確な位
置から大きくずれていることは皆無であるため、支援制御の開始タイミングが遅くても、
その開始タイミングの時点で既に自車両が目標地物の地点を通過しているなどの不測の事
態が生ずることはない。一方、測位の精度が低くその誤差が大きいときは、測位される自
車両の位置が正確な位置から大きくずれていることがあるため、支援制御の開始タイミン
グが遅いと、上記した不測の事態が生ずるおそれがある。
【００５８】
　これに対して、本実施例の支援制御装置１０において、支援制御の各支援形態の実行開
始タイミングは、支援形態ごとに異なっており、対応する誤差が大きいものの順に自車両
が目標地物に接近する状況においてより早いものとなる。すなわち、支援制御が開始され
るタイミングは、測位の精度誤差が大きいときほど早くなり、測位の精度誤差が小さいと
きほど遅くなる。従って、本実施例の支援制御装置１０によれば、仮に測位される自車両
の位置が実際の正確な位置から大きくかけ離れているときにも、大きな精度誤差が生じて
いるおそれのある対象物位置に応じて実行される支援制御によって不測の事態が生ずるの
を防止することが可能となっている。
【００５９】
　尚、上記の実施例においては、測位部１２が、カメラ撮像画像からの地物認識に基づく
マップマッチングの実行履歴情報および地図データベース３０の更新履歴情報に基づいて
自車両の現在位置の測位精度誤差を算出することにより特許請求の範囲に記載した「精度
誤差算出手段」が、支援制御部１４のＥＣＵ４０が、支援制御の制御レベルを上記の如く
算出した精度誤差に応じた精度誤差レベルに応じて変更することにより特許請求の範囲に
記載した「制御レベル変更手段」が、それぞれ実現されている。
【００６０】
　ところで、上記の実施例においては、測位部１２におけるマップマッチングの実行履歴
の情報と地図データベース３０の更新履歴の情報とに基づいて現時点における総合的な自
車両の位置の測位精度誤差を算出したうえで、支援制御の制御レベルをその算出時点での
測位精度誤差に応じて変更することとしている。上記の如く、測位精度誤差は、前回のマ
ップマッチングや地図データの更新からの車両の移動距離に応じて直線状に変動するもの
である。そこで、自車両から目標地物までの道なり残距離が測定された後に、その測定距
離と現時点での精度誤差とに基づいて、自車両がその目標地物に到達した際に生じると予
測される測位の精度誤差を算出したうえで、その算出した精度誤差に応じて支援制御の制
御レベルを変更し、自車両がその目標地物に到達する前に支援制御を実行させることとし
てもよい。かかる構成においても、複数の段階的な制御レベルからなる支援制御を自車位
置の測位精度誤差に対応して適切に実行させることが可能となる。
【００６１】
　また、上記の実施例においては、車両の後部に配設されたバックカメラ３２を用いて地
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を用いてそれらの認識を行うこととしてもよいし、また、外部インフラから送られてくる
情報に基づいて地物などの認識を行うこととしてもよい。
【００６２】
　また、上記の実施例においては、地図データベース３０を車両に搭載するものとしたが
、センタに設けるシステムとし、車両がその都度通信アクセスしてその地図データベース
に格納するデータを読み出せるようにしてもよい。
【００６３】
　また、上記の実施例においては、まず測位の精度誤差に応じてその精度誤差レベルを特
定したうえで、その精度誤差レベルに応じて支援制御の制御レベルを変更することとした
が、本発明はこれに限定されるものではなく、測位の精度誤差自体に応じて支援制御の制
御レベルを線形的に変更することとしてもよい。例えば、上記した案内制御においては、
その音声による経路案内について、測位の精度誤差が小さいほどその開始タイミングを線
形的に遅くする。
【００６４】
　更に、上記の実施例においては、支援制御として一時停止制御、交差点制御、速度制御
、案内制御を挙げたが、自車両の位置に応じて実行される他の制御を行うシステムに適用
することとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の一実施例である車両に搭載される支援制御装置の構成図である。
【図２】車両の現在位置を測位するうえでの精度誤差と走行位置との関係を表した図であ
る。
【図３】本実施例の支援制御装置に用いられる測位の精度誤差と支援制御の各制御レベル
をそれぞれ適切に実行するうえで必要な精度誤差レベルとの関係を表した図を示す。
【図４】本実施例の支援制御装置において支援制御部が実行する制御ルーチンの一例のフ
ローチャートである。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　支援制御装置
　１２　測位部
　１４　支援制御部
　３０　地図データベース
　３６　現在地管理部
　３８　誤差レベル判定部
　４０　ＥＣＵ
　５２　パターン記憶部
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