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(57)【要約】
【課題】走行中にアイドルストップ制御を行う車両の燃
費悪化と乗り心地の低下の両方を防止できる走行支援装
置を得ること。
【解決手段】本発明の走行支援装置５は、走行中に自車
のエンジンを一時的に停止させるアイドルストップ制御
を行うものであり、先行車を検知する先行車検知手段と
、先行車の挙動を予測する先行車挙動予測手段と、自車
位置情報と地図情報に基づいて自車が走行中の走行区間
を判定する走行区間判定手段と、走行区間におけるアイ
ドルストップ制御の過去の履歴情報を取得する履歴情報
取得手段と、先行車挙動予測手段により予測された予測
内容と、履歴情報取得手段により取得した履歴情報に基
づいてアイドルストップ制御の実施の許可又は禁止を判
定する可否判定手段を有する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のアイドルストップ条件に基づいて走行中に自車のエンジンを一時的に停止させる
アイドルストップ制御を行う車両の走行支援装置であって、
　先行車を検知する先行車検知手段と、
　前記先行車の挙動を予測する先行車挙動予測手段と、
　自車位置情報と地図情報に基づいて自車が走行中の走行区間を判定する走行区間判定手
段と、
　前記走行区間における前記アイドルストップ制御の過去の履歴情報を取得する履歴情報
取得手段と、
　前記先行車挙動予測手段により予測された予測内容と、前記履歴情報取得手段により取
得した履歴情報に基づいて前記アイドルストップ制御の実施の許可又は禁止を判定する可
否判定手段と、
　を有することを特徴とする走行支援装置。
【請求項２】
　前記可否判定手段は、前記先行車挙動予測手段により先行車の停止が予測され、かつ、
前記履歴情報が予め設定された履歴条件を備えている場合に、前記アイドルストップ制御
の実施を許可と判定することを特徴とする請求項１に記載の走行支援装置。
【請求項３】
　前記履歴情報には、前記走行区間においてアイドルストップ制御を実施した実施回数の
情報と、前記走行区間においてアイドルストップ制御を実施した割合である制御率の情報
と、前記走行区間においてアイドルストップ制御を実施した結果、アイドルストップ継続
時間が基準時間未満となるアイドルストップ失敗となった割合である失敗率の情報と、前
記走行区間におけるアイドルストップ制御の信頼度の情報が含まれており、
　前記可否判定手段は、前記走行区間におけるアイドルストップ制御の実施回数が基準回
数以上でかつ前記制御率が基準以上でかつ前記失敗率が基準よりも高くかつ前記信頼度が
基準以上のときは前記履歴条件を備えていると判定し、前記失敗率が基準よりも高いとき
、もしくは、前記信頼度が基準に満たないときは、前記履歴条件を備えていないと判定す
ることを特徴とする請求項２に記載の走行支援装置。
【請求項４】
　前記可否判定手段は、前記実施回数が基準回数未満のとき、もしくは、前記制御率が基
準未満のときに、前記履歴条件を備えていると判定することを特徴とする請求項３に記載
の走行支援装置。
【請求項５】
　前記走行区間においてアイドルストップ制御を実施した結果、アイドルストップ継続時
間が予め設定された基準時間以上となるアイドルストップ成功か、または、アイドルスト
ップ継続時間が基準時間未満となるアイドルストップ失敗かを判定する制御結果判定手段
と、
　該制御結果判定手段の判定結果を用いて前記履歴情報を更新する履歴情報更新手段と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の走行支援装置。
【請求項６】
　前記履歴情報取得手段は、前記自車が有する履歴情報記憶手段、または、通信網を介し
て接続された情報センターの少なくとも一方から前記履歴情報を取得することを特徴とす
る請求項１に記載の走行支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走行中に自車の運転・走行状態が所定の条件を満たすとき、車載エンジンを
一時的に停止させるアイドルストップ制御を行う車両の走行支援装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、車両制御の分野においては、燃費向上や排出ガス削減を主目的として、例えば走
行中にエンジンを一時的に停止させ、その後再始動させるアイドルストップ制御を行うこ
とが普及してきている。
【０００３】
　従来の走行中のアイドルストップ制御は、通常、運転者がブレーキペダルを踏込み、か
つ、自車両の速度が所定速度以下（低速）になったとき、エンジンを停止させ、運転者が
ブレーキペダルを離したとき、エンジンを再始動するようになっている。
【０００４】
　特許文献１には、走行中に車両の運転・走行状態が所定の条件を満たすとき、エンジン
を一時的に停止させ、前記条件を満たさなくなったとき、車両の運動エネルギーを利用し
てエンジンを再始動させる制御が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１２７２６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、アイドルストップ制御によってエンジンを停止させても、例えば減速し
ていた先行車が再加速を動き始めた場合等には、すぐにエンジンの再始動が必要となる。
このような場合、アイドルストップ制御においてエンジンが停止した状態を所定時間以上
継続させることができず、結果としてアイドルストップ制御をしなかった方が燃費がよく
、アイドルストップ制御による燃費向上の効果が得られない。また、エンジンが再始動す
るまでは車両を加速させることができないので、レスポンスが鈍くなり乗員の乗り心地を
損なうおそれもある。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、走行中に
アイドルストップ制御を行う車両の燃費悪化と乗り心地の低下の両方を防止できる走行支
援装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する本発明の車両の走行支援装置は、所定のアイドルストップ条件に基
づいて走行中に自車のエンジンを一時的に停止させるアイドルストップ制御を行う車両の
走行支援装置であって、先行車を検知する先行車検知手段と、前記先行車の挙動を予測す
る先行車挙動予測手段と、自車位置情報と地図情報に基づいて自車が走行中の走行区間を
判定する走行区間判定手段と、前記走行区間における前記アイドルストップ制御の過去の
履歴情報を取得する履歴情報取得手段と、前記先行車挙動予測手段により予測された予測
内容と、前記履歴情報取得手段により取得した履歴情報に基づいて前記アイドルストップ
制御の実施の許可又は禁止を判定する可否判定手段と、を有することを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、アイドルストップ制御によりエンジンを停止してから所定時間が経過
する前に再始動されるアイドルストップ失敗の発生率を低くすることができ、車両の燃費
悪化と乗り心地の低下の両方を防止することができる。なお、上記した以外の課題、構成
及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る車両の走行支援装置の一実施例を、それが適用された車両と共に示
す概略構成図。
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【図２】図１に示される車両の走行支援装置の主要部を示す機能ブロック図。
【図３】先行車追従走行時における自車と先行車の関係の説明等に供される図
【図４】坂道での先行車追従走行時における自車と先行車の関係の説明等に供される図。
【図５】本実施の形態における走行支援装置による制御ルーチンの処理内容を説明するフ
ローチャート。
【図６】地図情報の内容を説明するための地図の概略図。
【図７】アイドルストップ継続時間の平均値を示すグラフ。
【図８】燃料消費量増加分に見合うアイドルストップ継続時間の最短時間を説明する図。
【図９】アイドルストップ継続時間の正規分布図。
【図１０】車両統合制御ユニットが実行するアイドルストップ制御ルーチンの処理内容及
びその手順の一例を示すフローチャート。
【図１１】アイドルストップ制御の実施結果登録方法の一例を示すフローチャート。
【図１２】履歴情報が履歴条件を備えているか否かを判定する方法の一例を示すフローチ
ャート。
【図１３】履歴情報が履歴条件を備えているか否かを判定する方法の一例を示すフローチ
ャート。
【図１４】履歴情報が履歴条件を備えているか否かを判定する方法の一例を示すフローチ
ャート。
【図１５】履歴情報の更新方法を説明するフローチャート。
【図１６】アイドルストップ制御の可否判定がなされる状況を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１２】
［第１実施の形態］
　図１は、本発明に係る車両の走行支援装置の一実施例を、それが適用された車両と共に
示す概略構成図、図２は、図１に示される車両の走行支援装置の主要部を示す機能ブロッ
ク図である。
【００１３】
　図示例の車両１は、走行用動力源としての、例えば筒内噴射式ガソリンエンジン１０、
該エンジン１０に接離可能な自動変速機１２、プロペラシャフト１３、ディファレンシャ
ルギア１４、ドライブシャフト１５、４つの車輪１６及び液圧式ブレーキ１８を備えた一
般的な構成の後輪駆動車である。
【００１４】
　車両１には、これに搭載配備された装置、アクチュエータ、機器類の統合制御を司る、
本発明の走行支援装置５の主要部を構成する車両統合制御ユニット２０、エンジン制御を
司るエンジン制御ユニット３０、変速機制御を司る変速機制御ユニット４０等の、マイク
ロコンピュータを内蔵した制御ユニットが所定部位に配置されている。
【００１５】
　各制御ユニット及び後述するセンサ類を含む装置、アクチュエータ、機器類は、車内Ｌ
ＡＮ（ＣＡＮ）を通じて信号・データの授受を行えるようになっている。
【００１６】
　車両１の前部には、ステレオカメラ１７が配備されている。このステレオカメラ１７は
、マイクロコンピュータを内蔵した制御ユニット部分を持っており、制御ユニット部分は
、撮影された映像に基づいて、先行車の自車との相対速度、自車の前方の先行車、障害物
、対向車等と自車との距離（車間距離等）、先行車の車体の下端の路面からの高さなどを
算出し、それを車両統合制御ユニット２０に供給する。
【００１７】
　車両統合制御ユニット２０には、各車輪１６の回転速度を検出する４つの車輪速センサ
２１、アクセルペダル２５の開度（踏込量）を検出するアクセルペダルセンサ２６、ブレ
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ーキペダル２７の踏込量を検出するブレーキセンサ２８、自車の勾配を検出するジャイロ
センサ１９、カーナビゲーションシステム６０等からの信号も供給される。
【００１８】
　なお、図示の車両１は、本発明を適用可能な車両の一例であり、本発明を適用可能な車
両の構成を限定するものではない。
【００１９】
　例えば、前記自動変速機１２に代えて無段変速機（ＣＶＴ）を採用した車両でもよいし
、外界認識センサとして、ステレオカメラ１７に代えてレーザーレーダーやミリ波レーダ
ー，モノカメラなどのうちの一つないし複数の組み合わせを用いて前記相対速度、車間距
離等を求めるようにしてもよい。
【００２０】
　また、ブレーキペダル２７の踏込量は、前記ブレーキセンサ２８の他に、ブレーキ１８
の制御系のブレーキ液圧を検出する液圧センサ（図示せず）によっても検出するようにな
っている。
【００２１】
　前記エンジン制御ユニット３０には、前記車両統合制御ユニット２０や変速機制御ユニ
ット４０等の制御ユニットからの信号・データの他に、エンジン１０に配備されたセンサ
類から、エンジン１０の運転状態（エンジン回転数、吸入空気量、スロットル開度、筒内
圧力等）を表わす、あるいはそれらを求める際の基礎となる様々な信号が供給され、エン
ジン制御ユニット３０は、それらの信号に基づいて、後述する図２に示される如くに、燃
料噴射弁３１、点火コイルや点火プラグ等からなる点火ユニット３３、電制スロットル弁
３４等に向けて所定の制御信号を供給して、燃料噴射（量）制御、点火（時期）制御、ス
ロットル開度制御等を実行する。
【００２２】
　走行支援装置５は、先行車追従走行時において、自車の運動エネルギー、先行車の速度
、及び先行車との車間距離に基づいて、将来自車に必要とされる運動エネルギーを予測し
、この予測された運動エネルギーと現在の運動エネルギーとに基づいて、自車が先行車に
惰性走行で追従し得るだけの運動エネルギー（追従用運動エネルギー）が十分にあるか否
かを判定し、追従用運動エネルギーが十分にあると判定され、かつ、自車の運転・走行状
態が他のアイドルストップ条件を満たしているとき、走行中にエンジンを一時的に停止さ
せるアイドルストップを行うようになっている。
【００２３】
　次に、上記追従用運動エネルギーが十分にあるか不足しているかの判定について、図３
、図４を用いて説明する．
【００２４】
　図３は、自車及び先行車が平坦路を走行中の状態を示し、図３（Ａ）は、時間ｔ＝０の
ときの自車と先行車の関係を表し、図３（Ｂ）は自車が時間ｔ＝０、座標Ｐ（０，０）か
ら惰性走行で座標Ｐ（Ｌ，０）に到達するときの予想を表し、そのときの時間がｔ＝Ｔ（
秒）である。図３（Ａ）、（Ｂ）（及び後述の図４）において、
ｖ１：現在の自車速度
Ｖ１：現在の先行車速度
Ｌ：現在の車間距離
ｖ２：Ｔ秒後の自車速度
である。
【００２５】
　なお、図２に示される如くに、自車速度は４つの車輪速センサ２１からの信号等に基づ
いて算出され、先行車速度は自車速度とステレオカメラ１７からから得られる相対速度と
に基づいて算出される。
【００２６】
　図３（Ａ）、（Ｂ）から、自車が惰性走行で先行車に追従するには、下記の式（１）の
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関係が成立すればよいことがわかる。
ｖ2 ＞ Ｖ１・・・・・・・（１）
【００２７】
　式（１）からは、ｍを自車重量、Ａを予測減速度とすれば、次式（２）が導き出せる。
【００２８】
　なお、自車重量ｍは、内部処理により固定値に今回の乗車運転時における積載重量を加
算した重量として算出され、予測減速度Ａは、惰性走行時であるので自車速度の変化率に
基づいて算出でき、例えば、０.１［Ｇ］のように表わされる。
【００２９】
【数１】

【００３０】
　式（２）の左辺第一項は、現在の自車の運動エネルギーであり、左辺第二項は自車が先
行車の現在位置である座標Ｐ（Ｌ，０）を通過する際に最低限必要な運動エネルギーであ
る。言い換えれば、左辺第二項は自車が先行車速度で走行すると仮定した場合の予測運動
エネルギーである。したがって、左辺は、自車の運動エネルギーと自車が先行車速度で走
行すると仮定した場合の運動エネルギーとの差分である余剰運動エネルギーを表している
。
【００３１】
　また、式（２）の右辺は、車両１が現在位置である座標Ｐ（０，０）から先行車の現在
位置である座標Ｐ（Ｌ，０）に到達するまでの間、エンジンを停止した惰性走行を行う場
合の自車の損失運動エネルギーである。
【００３２】
　従って、式（２）は自車の余剰運動エネルギーが損失運動エネルギーより大きい関係を
示しており、式（２）が成立すれば、前記追従用運動エネルギーが十分にあると言え、自
車は惰性走行で座標Ｐ（Ｌ，０）をＶ１以上の速度で通過できる。
【００３３】
　一方、図４（Ａ）、（Ｂ）に上り坂走行時の様子が示されているように、前記式（１）
は走行抵抗と勾配を加味すると、式（３）のような関係式で表すこともできる。
【００３４】
　なお、図４において、
ｈ：先行車の相対高さ
である。先行車の相対高さｈは、先行車の勾配と車間距離Ｌに基づいて算出される。先行
車の勾配は、図２に示される如くに、例えば、自車速度とエンジントルク、ステレオカメ
ラ１７から得られる先行車両の車体の下端の高さ位置、ジャイロセンサ１９から得られる
自車勾配等に基づいて算出（推定）される。
【００３５】
　また、式（３）において、
ａ（ｔ）：時間ｔにおける走行抵抗
ｖ（ｔ）：時間ｔにおける自車速度
ｇ：重力加速度
である。
【００３６】

【数２】

【００３７】
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　式（３）の左辺は、式（２）と同じで、現在の自車の運動エネルギーであり、左辺第二
項は自車が先行車の現在位置である座標Ｐ（Ｌ，Ｈ）を通過する際に最低限必要な運動エ
ネルギーである。言い換えれば、左辺第二項は自車が先行車速度で走行すると仮定した場
合の予測運動エネルギーである。したがって、左辺は、自車の運動エネルギーと自車が先
行車速度で走行すると仮定した場合の運動エネルギーとの差分である余剰運動エネルギー
を表している。
【００３８】
　また、右辺第一項は座標Ｐ（０，０）から座標Ｐ（Ｌ，Ｈ）までエンジンを停止した惰
性走行を行う場合の走行抵抗で損失するエネルギーであり、式（２）の右辺に相当する。
右辺第二項は座標Ｐ（Ｌ，Ｈ）の相対的な位置エネルギーである。つまり、式（３）の右
辺は、自車が座標Ｐ（０，０）から座標Ｐ（Ｌ，Ｈ）に到達するために必要な損失エネル
ギーを示している。
【００３９】
　従って、式（３）は自車の余剰運動エネルギーが損失運動エネルギーより大きい関係を
示しており、式（３）が成立すれば、前記追従用運動エネルギーが十分にあると言え、自
車は惰性走行で座標Ｐ（Ｌ，Ｈ）をＶ１以上の速度で通過できる。
【００４０】
　次に、本実施例の走行支援装置５が実行する先行車追従走行時のアイドルストップ制御
を詳細に説明する。
【００４１】
　本実施例の走行支援装置５は、主要部として車両制御ユニット２０を備える。車両制御
ユニット２０は、図２に機能ブロック図で示されているように、余剰運動エネルギー算出
手段５１と、損失運動エネルギー算出手段５２と、追従用運動エネルギー有無判定手段５
３と、アイドルストップ可否判定手段５５（可否判定手段）と、を備える。
【００４２】
　余剰運動エネルギー算出手段５１は、自車重量ｍ及び自車速度ｖに基づいて、自車の運
動エネルギーと自車が先行車速度Ｖで走行すると仮定した場合の自車予測運動エネルギー
との差分である余剰運動エネルギーを算出する。
【００４３】
　損失運動エネルギー算出手段５２は、自車重量ｍ、自車の予測減速度Ａもしくは走行抵
抗、先行車との車間距離Ｌ、及び先行車の相対高さｈに基づいて、自車の損失運動エネル
ギーを算出する。
【００４４】
　追従用運動エネルギー有無判定手段５３は、前記余剰運動エネルギーと損失運動エネル
ギーとに基づいて、自車が先行車に惰性走行で追従し得るだけの運動エネルギー（追従用
運動エネルギー）が十分にあるか不足しているかを判定する。ここでは、余剰運動エネル
ギーが損失運動エネルギーより大であれば、追従用運動エネルギーが十分にあると判定し
、余剰運動エネルギーが損失運動エネルギーより小であれば、追従用運動エネルギーが不
足していると判定する。
【００４５】
　アイドルストップ可否判定手段５５は、
（ａ）追従用運動エネルギーが十分にあると判定され、かつ、他のアイドルストップ条件
を満たしているとき、エンジン停止指令をエンジン制御ユニット３０に出力する。他のア
イドルストップ条件とは、例えば、自車の運転・走行状態としてアクセルペダル２４が踏
み込まれていないこと、自車の走行区間が、走行中のアイドルストップ制御の実施が禁止
されているアイドルストップ禁止区間ではないこと、現在位置がアイドルストップ継続区
間でかつ履歴情報によりアイドルストップ制御の実施が許可されていることが含まれてい
る。
（ｂ）アイドルストップ（エンジン停止）中に、追従用運動エネルギーが不足していると
判定されたとき、エンジン再始動指令をエンジン制御ユニット３０に出力する。
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（ｃ）エンジン停止中に、アクセルペダル２４の踏込みが検知されたとき、エンジン再始
動指令をエンジン制御ユニット３０に出力する。
（ｄ）低速走行時においてブレーキペダル２７の踏込みが検知されている間は、追従用運
動エネルギーが不足していると判定された場合でも、エンジン停止指令をエンジン制御ユ
ニット３０に出力する。
（ｅ）高速走行時において追従用運動エネルギーが十分にあると判定された場合は、ブレ
ーキペダルの踏込み如何に拘わらず、高速走行時におけるアイドルストップ条件（例えば
、アクセルペダル２４が踏込まれていないこと等）を満たしている限り、エンジン停止指
令をエンジン制御ユニット３０に出力する。
【００４６】
　エンジン制御ユニット３０は、アイドルストップ可否判定手段５５からエンジン停止指
令が届くと、燃料噴射弁３１への燃料噴射（駆動）パルス信号の供給を停止し、さらに点
火ユニット３３への点火信号の供給も停止する。これにより、エンジンが停止する。また
、エンジン制御ユニット３０は、アイドルストップ可否判定手段５５からエンジン再始動
指令が届くと、燃料噴射弁３１への燃料噴射（駆動）パルス信号の供給を再開し、さらに
点火ユニット３３への点火信号の供給も再開する。これにより、エンジンが再始動する。
【００４７】
　さらに加えて、アイドルストップ可否判定手段５５は、エンジン制御ユニット３０にエ
ンジン停止指令を出力するときには、それと同時に、変速機制御ユニット４０にエンジン
遮断指令を出力し、エンジン再始動指令を出力するときには、それと同時に、変速機制御
ユニット４０にエンジン接続指令を出力する。これにより、エンジン停止時にはエンジン
１０と変速機１２とが機械的に切り離され、エンジンブレーキがかからなくなるので、走
行抵抗が減じられる。また、エンジン再始動以後にはエンジン１０と変速機１２とが接続
され、通常の動力伝達が行われる。
【００４８】
　図５は、本実施の形態における走行支援装置による制御ルーチンの処理内容を説明する
フローチャートである。
【００４９】
　まず、ステップＳ１０１では、先行車を検知する処理が行われる（先行車検知手段）。
先行車の検知は、ステレオカメラ１７で撮像された画像に基づいて行われ、例えばパター
ンマッチングにより先行車を検知し、視差により先行車との車間距離を算出し、自車との
相対速度から先行車速度と加減速度を算出する。
【００５０】
　次に、ステップＳ１０２では、先行車検知結果に基づいて先行車の挙動を予測する処理
が行われる（先行車挙動予測手段）。例えば、先行車の車速と減速度に基づいて先行車が
止まると予測し、先行車が所定速度以下となるまでの先行車停止予測時間を算出する。
【００５１】
　そして、ステップＳ１０３では、自車位置と地図情報に基づいて自車が走行中の走行区
間を判定する処理が行われる（走行区間判定手段）。走行区間は、燃費悪化防止のために
設定されるアイドルストップ継続区間と、乗り心地低下防止のために設定されるアイドル
ストップ禁止区間とを含む。
【００５２】
　アイドルストップ継続区間とアイドルストップ禁止区間は、用途が分かれており、アイ
ドルストップ継続区間は、燃費悪化防止のため、アイドルストップ禁止区間は、乗り心地
低下防止のために設定されている。
【００５３】
　図６は、地図情報の内容を説明するための地図の概略図である。地図情報は、例えばカ
ーナビゲーションシステム６０が有している。図６に直線で示される部分は道路Ｒであり
、図６に（ａ）、（ｂ）で示すように、アイドルストップ継続区間が設定され、図６に（
ｃ）、（ｄ）で示すように、アイドルストップ禁止区間が設定されている。
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【００５４】
　アイドルストップ継続区間には、アイドルストップ制御の履歴情報が関連付けされて記
憶されており、自車位置情報に基づいて読み出すことができるようになっている。履歴情
報は、過去に自車が実際に行ったアイドルストップ制御の制御結果を含み、また、他車に
よる制御結果を含むものであってもよい。自車が実際に行った制御結果は、新たな履歴情
報として、例えば車両１が備える履歴情報記憶手段５７よりカーナビ６０内のデータベー
スに記憶され、履歴情報取得手段５６によってカーナビ６０内のデータベースから読み出
される。
【００５５】
　自車もしくは他車の履歴情報は、カーナビ６０内のデータベースに記憶する構成として
もよいし、例えば通信網を介して接続された情報センターのデータベースに記憶されてお
り、履歴情報取得手段５６からのリクエストに応じてデータベースから読み出されて情報
センターから自車に供給される構成としてもよい。
【００５６】
　アイドルストップ禁止区間は、例えば右左折時における交差点の中などアイドルストッ
プ制御によりエンジンが停止されると、レスポンスが悪くなり、乗り心地を悪化させるお
それがある場所として設定され、アイドルストップ制御の実施が禁止される。アイドルス
トップ禁止区間は、履歴情報を持たず、予め運転者等の乗員によって設定される。そして
、時間帯を設定し、その時間帯ではアイドルストップ制御の実施を禁止してもよい。
【００５７】
　次いで、ステップＳ１０４では、自車が走行中の走行区間におけるアイドルストップ制
御の履歴情報を取得する処理が行われる（履歴情報取得手段）。履歴情報には、（１）継
続平均時間、（２）失敗率、（３）制御率、（４）信頼度の時間毎の情報が含まれている
。例えば図６の（ａ）については、継続平均時間：３秒、失敗率６０％、制御率：５％、
信頼度：３０％であると設定され、図６の（ｂ）については、継続平均時間：６秒、失敗
率４０％、制御率：１０％、信頼度２０％であると設定されている。
【００５８】
　アイドルストップ継続区間の定め方としては、アイドルストップ制御が開始した位置か
らアイドルストップ制御が終了した位置としてもよい。また、アイドルストップ継続区間
が交差点周辺に複数区間まばらに設置されるようなケースにおいては、交差点からある程
度離れている遠い区間を開始位置とし、交差点に一番近い区間を終了区間として一括し、
一つの新たなアイドルストップ継続区間として設定してもよい。なお、新たにアイドルス
トップ継続区間と設定する箇所は、交差点だけに限らず、カーブや勾配などのアイドルス
トップ制御が失敗する頻度の高い道路形状としてもよい。
【００５９】
（１）継続平均時間は、車両のアイドルストップ継続時間の総計をアイドルストップ制御
の実施数で除算して求めた区間継続時間平均値（μ）によって表される。図７は、図６の
（ａ）における時間毎の区間継続時間平均値を示すグラフである。区間継続時間平均値（
μ）は、自車が走行した所定区間の所定時刻に対して、「所定区間におけるアイドルスト
ップ継続時間の総計÷所定区間におけるアイドルストップの実施数」を計算することによ
って算出される。
【００６０】
（２）失敗率は、アイドルストップ制御を実施した回数に対して、何回アイドルストップ
失敗となったかを表すものである。すなわち、走行区間においてアイドルストップ制御を
実施した結果、アイドルストップ失敗となった割合である。失敗率は、以下の計算式によ
って算出される。
【００６１】
　失敗率（％）＝（所定区間におけるアイドルストップの失敗数÷所定区間におけるアイ
ドルストップの実施数）×１００
【００６２】
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　アイドルストップ失敗とは、アイドルストップ継続時間が基準時間未満の場合と定義さ
れる。アイドルストップ失敗を判断する基準時間は、エンジン再始動時の燃料噴射が関係
しており、エンジンの種類にも依存する。
【００６３】
　図８は、エンジン再始動時の燃料消費量を示すグラフであり、排気量２０００ｃｃのエ
ンジンを、オートマチックトランスミッションのレンジがＮレンジで無負荷の状態で再始
動させたときの単位時間当たりの燃料消費量の推移を示したものである。アイドル時の燃
料消費量は、０．２２１ｃｃ／ｓｅｃであり、エンジン再始動に伴う燃料増加量は１．０
５ｃｃである。したがって、燃料消費量増加分に見合うアイドルストップ継続時間の最短
時間は、１．０５÷０．２２１＝５（ｓｅｃ）により、５秒となり、アイドルストップの
成功と失敗を判断するための基準時間を５秒とすることができる。すなわち、アイドルス
トップ継続時間が５秒以上の場合にはアイドルストップ成功であり、５秒未満の場合には
アイドルストップ失敗となる。
【００６４】
（３）制御率は、走行区間の走行回数に対して、どの程度、アイドルストップ制御を実施
したかを表すものであり、走行区間においてアイドルストップ制御を実施した割合である
。制御率は、以下の計算式によって算出される。
【００６５】
　制御率（％）＝（走行区間におけるアイドルストップの実施数÷ある時刻の区間の走行
回数の総計）×１００
【００６６】
　なお、走行区間の走行回数とは、ある時刻の区間に自車が何回走行したかを示す。要す
るに、制御率は、走った回数の何割アイドルストップ制御を実施したかを表す。
【００６７】
（４）信頼度は、履歴情報を自車が利用する上でどの程度、履歴情報を信頼してもよいか
を表す指標である。図９は、アイドルストップ継続時間の正規分布図である。信頼度は、
下記の計算式により、アイドルストップ継続時間の標準偏差を求める。
【００６８】
　標準偏差（σ）＝√（（（走行区間におけるアイドルストップ継続時間－走行区間にお
けるアイドルストップ継続平均時間）２）の総和÷走行区間におけるアイドルストップの
実施数）
【００６９】
　この標準偏差を信頼度の値として扱い、閾値を超えないものに対してアイドルストップ
制御を許可するという方法が考えられる。継続時間のバラツキが大きいほど値は大きくな
るため、バラツキが少ないほど履歴情報を信頼する。また、以下、正規分布に対して、図
９に示すように、信頼度９５％の信頼区間に従い、以下の計算により求めた値を信頼度の
値として扱うこともできる。
【００７０】
　信頼区間最小値＝区間継続時間平均（μ）－（１．９６×標準偏差（σ））÷√走行区
間におけるアイドルストップの実施数
【００７１】
　信頼区間とは、走行区間でアイドルストップ制御を実施したケースの９５％が以下の区
間継続時間に収まるという意味である。
【００７２】
　区間継続時間平均値（μ）－（１．９６×標準偏差（σ））÷√区間におけるアイドル
ストップの実施数から区間継続時間平均値（μ）＋（１．９６×標準偏差（σ））÷√区
間におけるアイドルストップ
【００７３】
　よって、信頼区間最小値を用いて、ある閾値を超えていれば、燃費を悪化させるほどの
短いアイドルストップ継続時間にはならないという考え方である。
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【００７４】
　ステップＳ１０５では、ステップＳ１０２の先行車挙動予測処理により予測された先行
車挙動の予測内容と、ステップＳ１０４の履歴情報取得処理により取得した履歴情報に基
づいてアイドルストップ制御の実施の可否を判定する処理が行われる。
【００７５】
　したがって、アイドルストップ制御を実施した場合に、アイドルストップ成功を増やし
、アイドルストップ失敗を減らすことができ、車両の燃費悪化と乗り心地の低下の両方を
防止することができる。
【００７６】
　次に、車両統合制御ユニット２０が実行する走行時（先行車追従走行時）アイドルスト
ップ制御ルーチンの処理内容及びその手順の一例を、図１０のフローチャートを参照しな
がら説明する。このルーチンは、所定時間（周期）毎に繰り返し実行される。
【００７７】
　図１０は、図５に示す処理の内容をさらに具体的に説明するものである。
　まず、ステップＳ１１１～ステップＳ１１３で自車の現在位置が先行車追従走行時のア
イドルストップを禁止するアイドルストップ禁止区間でないことの確認が行われる。次い
で、ステップＳ１１４～ステップＳ１１６で先行車の挙動として先行車の停止が予測され
且つ自車の追従用運動エネルギーが十分にあることの確認が行われ、自車の状態が走行中
のアイドルストップ制御が可能な状態にあるか否かが判断される。そして、ステップＳ１
１７～Ｓ１２０では、走行区間におけるアイドルストップ制御の履歴情報に基づいてアイ
ドルストップ制御の実施の可否を判定する処理がなされる。
【００７８】
　ステップＳ１１１では、自車位置周辺でアイドルストップ禁止区間リストを取得する。
アイドルストップ禁止区間リストとは、図６に示す禁止区間(c)(d)等の複数の禁止区間を
リスト化したものである。自車の位置情報と地図情報は、カーナビゲーションシステム６
０、あるいは、通信網を介して接続された情報センターから取得する。アイドルストップ
禁止区間は、リストとして地図情報に関連付けされた形でカーナビゲーションシステム６
０のデータベースや情報センターのデータベースに記憶されており、自車の位置情報に基
づいて読み出される。アイドルストップ禁止区間リストは、自車の特性に応じてアイドル
ストップによる乗心地の効果がよいかに合わせてアイドルストップ禁止区間を情報センタ
ーに問い合わせてもよい。
【００７９】
　ステップＳ１１２では、自車の位置情報と地図情報から自車が次に通過する区間を算出
し、対応するアイドルストップ禁止区間リストを取得する。そして、ステップＳ１１３で
自車の現在位置がアイドルストップ禁止区間でないかが判断され、アイドルストップ禁止
区間ではない（ステップＳ１１３でＹｅｓ）場合には、ステップＳ１１４で先行車を検知
したか否かが判断される。そして、先行車を検知した（ステップＳ１１４でＹｅｓ）場合
には、先行車の停止が予測され且つ自車の追従用運動エネルギーが十分にあるかを判断す
べく、ステップＳ１１５以降に移行する。また、アイドルストップ禁止区間である（ステ
ップＳ１１３でＮｏ）場合、あるいは、先行車を検知しなかった（ステップＳ１１４でＮ
ｏ）場合には、アイドルストップの実施を禁止すべくステップＳ１２０に移行する。
【００８０】
　ステップＳ１１５では、先行車の停止予測時間と、先行車が停止するまでの自車の追従
用運動エネルギーが十分にあるかを算出する処理が行われる。先行車の停止予測時間は、
先行車の車速と減速度に基づいて行われ、先行車の車速が所定速度以下となるまでの時間
とされる。
【００８１】
　ステップＳ１１６では、自車がアイドルストップ制御を行うことが可能な状態にあるか
否かが判断され、具体的には、先行車の停止が予測され、かつ、自車の追従用運動エネル
ギーが十分にある、という条件を満たしているか否かにより判断される。先行車の停止予
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測は、ステップＳ１１５で算出した停止予測時間に基づいて判断される。
【００８２】
　そして、この条件を満たしていると判断された（ステップＳ１１６でＹｅｓ）場合には
、アイドルストップ制御の履歴情報に基づいてアイドルストップ制御の可否を判断すべく
ステップＳ１１７に移行する。一方、先行車の停止が予測され、かつ、自車の追従用運動
エネルギーが十分にあるという条件を満たしていないと判断された（ステップＳ１１６で
Ｎｏ）場合には、アイドルストップの実施を禁止すべくステップＳ１２０に移行する。
【００８３】
　ステップＳ１１７では、アイドルストップ制御の履歴情報に基づきアイドルストップ制
御の実施を許可するか否かを評価する処理が行われる。アイドルストップ継続区間は、時
間毎の履歴情報を有している。自車は、アイドルストップ制御を実施する際に、走行する
アイドルストップ継続区間に対応する現時刻に最も近い時間帯のアイドルストップ制御の
履歴情報を読み出して自車ロジックで使う。
【００８４】
　ステップＳ１１８では、ステップＳ１１７の評価結果に基づいてアイドルストップ制御
の実施の可否を判定する処理が行われる。より燃費効率を高めるためにアイドルストップ
制御を実施するか否かを判断するための付加情報として、例えば自車の排気量等の車種情
報、運転者の情報、昼夜などの時間帯の情報、天候の情報を用いてもよい。
【００８５】
　そして、履歴情報が一定条件を満たしている（ステップＳ１１８でＹｅｓ）場合には、
ステップＳ１１９に移行して、アイドルストップ制御の実施が許可される（ステップＳ１
１８でＹｅｓ）。一方、履歴情報が一定条件を満たしていない場合（ステップＳ１１８で
Ｎｏ）には、ステップＳ１２０に移行して、アイドルストップ制御の実施が禁止される。
【００８６】
　図１１は、アイドルストップ制御の実施結果登録方法の一例を示すフローチャートであ
る。
【００８７】
　アイドルストップ制御が実施されると、その実施結果、すなわち、アイドルストップ成
功かアイドルストップ失敗かを履歴情報に登録する処理が行われる。まず、ステップＳ２
０１では、アイドルストップ継続時間がカウントされ、ステップＳ２０２でアイドルスト
ップ制御を解除するか否かの判定がされる。アイドルストップ制御は、例えばアクセルペ
ダルを踏み込む操作が行われた等、所定の条件を満たさなくなったときに解除される。
【００８８】
　そして、ステップＳ２０３でアイドルストップ制御の解除と判定された場合には、ステ
ップＳ２０４に移行し、アイドルストップ制御を解除する処理がなされる。一方、ステッ
プＳ２０３でアイドルストップ制御を解除すると判定されなかった場合には、ステップＳ
２０１に戻り、再びアイドルストップ継続時間のカウントが行われる。
【００８９】
　ステップＳ２０４でアイドルストップ制御が解除されると、アイドルストップ継続時間
が基準時間よりも短いか否かが判断される。そして、基準時間よりも短い場合には、ステ
ップＳ２０６に移行してアイドルストップ失敗と判断され、ステップＳ２０７で失敗情報
の送信が行われる。失敗情報には、アイドルストップ失敗となった自車位置、アイドルス
トップ継続時間等が含まれる。一方、アイドルストップ継続時間が基準時間以上の場合に
は、ステップＳ２０８に移行してアイドルストップ成功と判断され、ステップＳ２０９で
成功情報の送信が行われる。成功情報には、アイドルストップ成功となった自車位置、ア
イドルストップ継続時間等が含まれる。失敗情報と成功情報は、自車の記憶手段や情報サ
ーバに送信され、履歴情報の更新に用いられる。
【００９０】
　図１２～図１４は、履歴情報が履歴条件を備えているか否かを判定する方法の一例を示
すフローチャートである。ここでの履歴条件を備えているとは、アイドルストップ制御を
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実施か否かを履歴情報を用いて判断してもよいかの条件を満たすことを意味する。
【００９１】
　図１２に示す例の場合、ステップＳ３０１では、アイドルストップ制御の実施回数が所
定の基準回数以上か否かが判定され、アイドルストップを実施した履歴情報がある程度蓄
積されているか否かが判定される。そして、基準回数以上である場合には、履歴情報ある
程度蓄積されているとして、ステップＳ３０２の制御率の判定に進む。
【００９２】
　そして、ステップＳ３０２では、制御率が基準以上か否かが判定される。ここでは、走
行回数のうち、どの程度アイドルストップ制御を実施しているかが判定され、毎度アイド
ルストップ制御を実施できていれば、制御率が基準以上であると判定されて、ステップＳ
３０３の失敗率の判定に進む。ステップＳ３０３では、失敗率が基準以下か否かが判定さ
れ、所定以下である場合（よほど失敗していない場合）には、信頼度を判定するステップ
Ｓ３０４に進む。
【００９３】
　ステップＳ３０４では、区間標準偏差が基準以下か否かが判定され、基準以下の場合に
信頼度が高い（信頼度が基準以上）と判定される。これは、アイドルストップ継続時間の
バラツキが大きいほど、区間標準偏差の値が大きくなり、バラツキが小さいほど信頼度が
高くなるからである。
【００９４】
　そして、ステップＳ３０５に移行して、アイドルストップ制御を実施するための履歴条
件を備えていると判断される。また、実施数が少ない場合や制御率が所定よりも少ない場
合にも、履歴条件を備えていると判断される。一方、失敗率や区間標準偏差が基準よりも
高い場合には、アイドルストップ制御を実施するための履歴条件を備えていないと判断さ
れる。
【００９５】
　図１３に示す例の場合、ステップＳ３１４の信頼度を判定する方法が図１２に示す例と
異なっている。ステップＳ３１４では、信頼区間最小値が所定値以上か否かが判定され、
所定値以上の場合に信頼度が高いと判定される。
【００９６】
　図１４に示す例は、失敗率を使用せず、燃費を算出して評価を行っている。ステップＳ
３０１、Ｓ３０２は、図１２に示す例と同じであり、ステップＳ３２３で、区間標準偏差
が所定値以下か否かが判定される。そして、区間標準偏差が所定値以下である場合は、ア
イドルストップ継続時間のバラツキが少ないので、信頼度が高いと判断して、ステップＳ
３２４以降に進む。
【００９７】
　そして、ステップＳ３２４で成功時の燃料削減量を算出し、ステップＳ３２５で失敗時
の燃料悪化量を算出する。燃料削減量と燃料悪化量は下記の計算式によって算出される。
【００９８】
【数３】

【００９９】

【数４】

【０１００】
　そして、ステップＳ３２６で燃料削減量と失敗時の燃料悪化量とを比較し、削減量の方
が大きければ、ステップＳ３２７に移行して、アイドルストップ制御を実施するための履
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歴条件を備えていると判断される。また、削減量の方が小さければ、ステップＳ３２８に
移行して、アイドルストップ制御を実施するための履歴条件を備えていないと判断される
。
【０１０１】
　図１５は、履歴情報の更新方法を説明するフローチャートである。
　自車が走行区間を走行し終えた時点で、アイドルストップ制御の履歴情報を更新する処
理が行われる。但し、これは対象区間でアイドルストップ制御を実施した場合に限られる
。
【０１０２】
　まず、ステップＳ４０１で自車が走行区間を走り終えたと判断されると、ステップＳ４
０２でアイドルストップ継続時間の平均値が算出され、ステップＳ４０３で制御率が算出
される。そして、ステップＳ４０４で走行区間における失敗率が算出され、ステップＳ４
０５で信頼度が算出される。そして、ステップＳ４０６では、ステップＳ４０２～Ｓ４０
５で算出された各情報が地図情報にマッピングされて地図の走行区間に関連付けされる。
【０１０３】
　図１６は、アイドルストップ制御の可否判定がなされる状況の具体例を説明する図であ
る。図１６（Ａ）は、自車位置のＸｋｍ四方の地図情報を模式的に示す図であり、図１６
（Ｂ）～図１６（Ｅ）は、図１６（Ａ）の（１）～（４）における各ケースを拡大して示
したものである。
【０１０４】
　（１）のケースの場合、従来のように、先行車の検知だけでアイドルストップ制御を実
施してしまうと、交差点の中でエンジンが停止し、先行車自身が停車したいわけでもない
のに減速してしまい、自車の加速感度が悪くなるおそれがある。これに対して、本実施例
では、Ｔ字路交差点の中にアイドルストップ禁止区間Ｃ１を設定しているので、Ｔ字路を
自車が側道から主道路に右折しながら進入する際に、先行車両が存在しても、アイドルス
トップ制御によるエンジンの停止がなく、交差点の中で自車の加速感度が損なわれるのを
防ぐことができる。
【０１０５】
　（２）のケースの場合、カーブで先の見通しが悪い場所があり、その先の右折路を先行
車が右折するために減速すると、従来、自車ではアイドルストップ制御が行われていた。
しかしながら、先行車がすぐに右折してしまうと、自車はすぐにアイドルストップ制御を
解除してエンジンを再始動しなければならず、アイドルストップ失敗となるおそれがあっ
た。そして、（３）のケースの場合、上り坂で先行車が減速するがその後に加速すると、
従来は先行車の速度低下により自車のアイドルストップ制御が実施されてエンジンが停止
し、すぐにアイドルストップ制御が解除されてエンジンが再始動され、アイドルストップ
失敗となるおそれがあった。また、（４）のケースの場合、渋滞により先行車両への接近
と離間とが繰り返し行われると、従来はアイドルストップ制御によるエンジン停止と、ア
イドルストップ制御の解除によるエンジン再始動とが短時間で繰り返し行われ、アイドル
ストップ失敗となるおそれがあった。
【０１０６】
　これに対して、本実施例では、（２）～（４）の場所にアイドルストップ継続区間Ｃ２
が設定されているので、アイドルストップ制御の実施が禁止され、アイドルストップ失敗
となるのを防ぐことができる。
【０１０７】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、前記の実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の精神を逸脱しない範囲で、種々の設
計変更を行うことができるものである。例えば、前記した実施の形態は本発明を分かりや
すく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるも
のに限定されるものではない。また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に
置き換えることが可能であり、また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加える
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ことも可能である。さらに、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・
置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【０１０８】
１　車両
５　走行支援装置
２０　車両統合制御ユニット
１７　ステレオカメラ（先行車検知手段）
５３　追従用運動エネルギー有無判定手段（先行車挙動予測手段）
５５　アイドルストップ可否判定手段（可否判定手段）
６０　カーナビゲーションシステム（走行区間判定手段）

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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