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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され、前記車両の現在位置と目的地までの経路探索可能な誘導経路設定手段
を備え、かつ路上に配設された路側送信手段と通信することが可能な車載端末装置におい
て、
　路上に配設された複数の信号機から所定の信号機を識別する識別情報と該信号機の点灯
表示に関する点灯表示情報とで構成される信号機情報を前記路側送信手段から受信する受
信手段と、
　前記誘導経路設定手段において設定された誘導経路から前記車両が所定の交差点を通過
する方向を検出する交差点通過方向検出手段と、
　前記受信手段において受信した信号機情報から、前記交差点通過方向検出手段において
検出した交差点通過方向に該当する前記所定の信号機の点灯表示情報を抽出する点灯表示
情報抽出手段と、
　前記点灯表示情報抽出手段において抽出した前記点灯表示情報を車載端末装置の外部に
送信することが可能なインターフェースと、
　アクセル開度信号とブレーキ入力信号を含む運転者の操作パラメータに応じて前記目標
駆動力を変化させる駆動力制御装置を設け、
　前記駆動力制御装置は前記操作パラメータから運転者の要求駆動力を算出する要求駆動
力演算手段と、前記点灯表示情報と要求駆動力から車両として発生する目標駆動力を算出
する演算式を持つ目標駆動力演算手段を有し、
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　前記目標駆動力演算手段は、前記要求駆動力が負である車両減速時において、前記点灯
表示情報が「青」の時は、前記点灯表示情報が「赤」の時より目標駆動力を負方向により
大きく設定する演算式を有することを特徴とする車載端末装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車載端末装置において、前記目標駆動力演算手段は、前記要求駆動力
が正である車両加速時において、前記点灯表示情報に関わらず要求駆動力により目標駆動
力を設定する演算式を有することを特徴とする車載端末装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の車載端末装置において、前記点灯表示情報抽出手段において
抽出した点灯表示情報を乗員に提供する点灯表示情報提供手段を備えたことを特徴とする
車載端末装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の車載端末装置において、前記点灯表示情報提供手段は表示装置である
ことを特徴とする車載端末装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の車載端末装置において、前記点灯表示情報提供手段は音声出力装置で
あることを特徴とする車載端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、路側に設置された送信装置と路上を走行している車両との間で、いわゆる路
車間通信が可能な車載端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の運転中において、交差点など信号機が設置された場所を走行する際に、運転者は
信号機の表示状態を目視により確認し、これに基づいて、停止するか、交差点内に進入す
るかの判断を行う。ところが、車両がトラックなどの大型車の後方を走行している場合や
早朝や夕方で太陽光が信号機に乱反射している場合などには、運転者が信号機の点灯状態
を直接目視により確認することが困難である。
【０００３】
　そこで、車内において路側に設置された送信装置から路車間通信により信号機の点灯状
態に関する情報を取得し、これに基づいて運転者が交差点を走行する際の運転支援情報な
どを提供することが、例えば、特許文献１に提案されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３４８２８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記公報によれば、路上に設置された路側送信手段から、所定の交差点に設置されてい
る全ての信号機に関する点灯表示状態を含む信号機情報を車載端末装置にて受信し、車両
が該交差点に進入する方向に該当する信号機の点灯表示情報を抽出して表示することで、
交差点を通過する際の運転支援を行うものである。
【０００６】
　しかし、実際の道路環境においてはさまざまな交差点が存在し、たとえば５叉路や６叉
路といった複数の車線に分岐するような交差点では、該交差点への進入方向は同一であっ
ても、車線ごとに走行の対象となる信号機が異なる。つまり、上記の従来技術では、車両
が該交差点に進入する方向に応じて信号機の点灯表示情報を抽出するため、複数の信号機
が選択されてしまう。また、点灯表示情報は「赤」「青」といった色に関する情報だけで
なく、右左折矢印による通行可否の情報も含まれるため、複雑な形態で信号機情報が提供
されてしまい、運転者は誘導経路に該当する該交差点の通過可否の判断に困惑してしまう
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。さらには、音声による該信号機の点灯表示情報を提供する場合には、車両が交差点に進
入するまでの限られた時間の中で必要な情報を提供することが困難である。
【０００７】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点に鑑み、車両が交差点を通過する方向に応じた
信号機の点灯表示情報を抽出して運転者に示し、交差点を通過する際の運転支援を実現す
る車載端末装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、車両に搭載され、前記車両の現在位置と目的地
までの経路探索可能な誘導経路設定手段を備え、かつ路上に配設された路側送信手段と通
信することが可能な車載端末装置において、路上に配設された複数の信号機から所定の信
号機を識別する識別情報と該信号機の点灯表示に関する点灯表示情報とで構成される信号
機情報を前記路側送信手段から受信する受信手段と、前記誘導経路設定手段において設定
された誘導経路から前記車両が所定の交差点を通過する方向を検出する交差点通過方向検
出手段と、前記受信手段において受信した信号機情報から、前記交差点通過方向検出手段
において検出した交差点通過方向に該当する前記所定の信号機の点灯表示情報を抽出する
点灯表示情報抽出手段と、前記点灯表示情報抽出手段において抽出した点灯表示情報を乗
員に提供する点灯表示情報提供手段とを備える。
【０００９】
　かかる構成により、車両が交差点を通過する方向に応じた適切な信号機の点灯表示情報
を運転者に提供することが可能となり、運転支援を実現することができる。
【００１０】
　上記構成において、好ましくは、前記点灯表示情報提供手段は表示装置であることを特
徴とする。
【００１１】
　上記構成において、好ましくは、前記点灯表示情報提供手段は音声出力装置であること
を特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、車両に搭載され、前記車両の現在位置と目的地までの経路探索可能な
経路設定手段を備え、かつ路上に配設された路側送信手段と通信することが可能な車載端
末装置において、路上に配設された複数の信号機から所定の信号機を識別する識別情報と
該信号機の点灯表示に関する点灯表示情報とで構成される信号機情報を前記路側送信手段
から受信する受信手段と、前記誘導経路設定手段において設定された誘導経路から前記車
両が所定の交差点を通過する方向を検出する交差点通過方向検出手段と、前記受信手段に
おいて受信した信号機情報から、前記交差点通過方向検出手段において検出した交差点通
過方向に該当する前記所定の信号機の点灯表示情報を抽出する点灯表示情報抽出手段と、
前記点灯表示情報抽出手段において抽出した点灯表示情報を車載端末装置の外部に送信す
ることが可能なインターフェースを備えるように構成したものである。
【００１３】
　かかる構成により、車両が交差点を通過する方向に応じた適切な信号機の点灯表示情報
を運転者に提供することが可能となり、運転支援を実現することができる。
【００１４】
　また、本発明は、車両に搭載され、前記車両の現在位置と目的地までの経路探索可能な
誘導経路設定手段を備え、かつ路上に配設された路側送信手段と通信することが可能な車
載端末装置において、路上に配設された複数の信号機から所定の信号機を識別する識別情
報および該信号機の点灯表示に関する点灯表示情報とで構成される信号機情報を前記路側
送信手段から受信する受信手段と、前記路上に配設された複数の信号機の位置情報および
所定の信号機を識別する識別情報とを記憶する記憶手段と、前記誘導経路設定手段におい
て設定された誘導経路から前記車両が所定の交差点を通過する方向を検出する交差点通過
方向検出手段と、前記記憶手段に記憶された複数の識別情報から、前記交差点通過方向に
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該当する所定の信号機の識別情報を選択する識別情報選択手段と、前記受信手段において
受信した信号機情報から、前記識別情報選択手段において選択した該信号機の識別情報に
該当する点灯表示情報を抽出する点灯表示情報抽出手段と、前記点灯表示情報抽出手段に
おいて抽出した点灯表示情報を乗員に提供する点灯表示情報提供手段とを備えるように構
成したものである。
【００１５】
　かかる構成により、車両が交差点を通過する方向に応じた適切な信号機の点灯表示情報
を運転者に提供することが可能となり、運転支援を実現することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、車両が所定の交差点を進行する方向に該当する信号機の点灯表示情報
を抽出して、この情報を運転者に提供することにより、交差点を通過する際の運転支援を
実現することが可能となる。また、車載端末装置と車両の駆動力制御装置とを協調させて
、車両が所定の交差点を通過する方向に該当する信号機の点灯表示状態に応じて車両を統
合的に制御することにより、車両をより安全な方向に制御することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図１～図１０を用いて、本発明の第一実施形態による車載端末装置について説明
する。
【００１８】
　図１は本発明の第一実施形態による車載端末装置の全体構成を示すブロック図である。
道路上の各信号機近辺に設置された路側送信手段２０は、複数の信号機から該信号機を識
別するための識別情報（ＩＤｒ）及び信号機の色または「右折許可」など右左折矢信号な
どの点灯表示情報（Ｃｒ）とで構成される信号機情報を、周囲の所定範囲に送信する。
【００１９】
　車両が該信号機に接近すると、車両に搭載された車載端末装置１は、受信手段２により
路側送信手段２０から送信される前記信号機情報を受信する。これに基づいて制御装置１
０により車両が交差点を通過する際に必要な信号機の点灯表示情報（Ｃｓ）を抽出し、点
灯情報提供手段６により運転者に表示あるいは音声などの手法により運転者に情報提供が
成される。
【００２０】
　１１は車両の現在位置を検出する現在位置検出装置であり、例えば車両の進行方位を検
出する方位センサ１１ａ、車速を検出する車速センサ１１ｂ、ＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信
号を検出するＧＰＳセンサ１１ｃなどから構成される。記憶装置１７は全国の道路地図デ
ータを格納する記憶媒体であり、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＨＤＤ、半導体メモリ
などから構成される。本実施形態においては、これらのデータの中に道路上に設置された
各信号機の識別情報（ＩＤｍ）およびそれらの位置情報が含まれている。識別情報（ＩＤ
ｍ）は、路側送信手段２０から送信される信号機の識別情報（ＩＤｒ）と同様のものであ
る。
【００２１】
　制御装置１０は、車載端末装置１の全体を制御する制御回路であり、マイクロプロセッ
サおよびその周辺回路からなる。制御装置１０は、ＲＡＭ１３を作業エリアとしてＲＯＭ
１２に格納された制御プログラムを実行して後述する各種の制御を行う。
【００２２】
　入力装置１５は、車両の目的地などを入力する各種スイッチを有する装置である。また
、入力装置１５は経路探索演算などをユーザーが要求する際の入力スイッチとしても機能
する。画像メモリ１４は、表示モニタ１６に表示するための画像データを格納するメモリ
であり、この画像データは道路地図描画用データや各種の図形データなどから作成される
。
【００２３】
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　画像メモリ１４に格納された画像データは適宜読み出されて、交通情報や経路探索され
た誘導経路、および抽出した信号機の点灯表示情報などが道路地図とともに表示モニタ１
６に表示される。
【００２４】
　このように構成される車載端末装置１は、現在位置検出装置１１により取得した現在位
置情報および記憶装置１７に格納されている道路地図データや経路探索データに基づき各
種のナビゲーションを行う。例えば、現在位置近辺の道路地図および現在位置を表示モニ
タ１６に表示し、周知の経路探索手法により得られた誘導経路データによって運転者を誘
導する。また、全国の任意の交通情報を情報配信センタから受信し、道路地図に重畳して
表示モニタ１６に表示することができる。もちろん、交通情報センタからメディアセンタ
を経由し光ビーコン送信機や電波ビーコン送信機を介して、またＦＭ多重放送網を介して
同様の交通情報を受信して表示することもできる。
【００２５】
　さらに、本発明の実施形態においては、上記経路探索された誘導経路に基づいて、車両
が所定の交差点を通過する方向を検出する。そして、記憶装置１７に格納された複数の信
号機の識別番号から、誘導経路上に存在しかつ車両が所定の交差点を通過する方向に該当
する所定の信号機の識別番号（ＩＤｍ）を選択する。そして、受信した識別番号（ＩＤｒ
）から識別番号（ＩＤｍ）と一致する識別番号を選択し、受信した点灯表示情報（Ｃｒ）
から車両の交差点通過方向に応じた点灯表示情報（Ｃｓ）を抽出する。そして、抽出され
た点灯表示情報（Ｃｓ）を道路地図に重畳して表示モニタ１６に表示する。
【００２６】
　このように車載端末装置１の主要部を構成することにより、車両が交差点を通過する方
向に応じた信号機の点灯表示情報を抽出し、この点灯表示情報を運転者に提供することで
、交差点を通過する際の運転支援を実現することが可能となる。
【００２７】
　図２は本発明の第一実施形態による車載端末装置の制御装置の主要部を示す機能ブロッ
ク図である。道路上に設置された路側送信手段２０では、複数の信号機から該信号機を識
別するための識別情報（ＩＤｒ）と、信号機の色および「右折許可」など右左折矢印など
の信号機の点灯表示情報（Ｃｒ）とで構成された信号機情報が、周囲の所定範囲に送信さ
れる。車両が該信号機に接近すると、車両に搭載された車載端末装置１は、受信手段２に
より路側送信手段２０から送信される識別情報（ＩＤｒ）および点灯表示情報（Ｃｒ）と
を受信する。制御装置１０では、これら複数の信号機の情報から所定の交差点を通過する
方向に該当する信号機の点灯表示情報のみを抽出する。
【００２８】
　まず、運転者により目的地が設定されると、誘導経路設定手段３では例えばダイクスト
ラ法など周知の経路探索手法により、現在位置から目的地までの誘導経路を設定する。そ
して、交差点通過方向検出手段４では、上記設定された誘導経路データから、車両が所定
の交差点を通過する際の方向（交差点通過方向）を検出する。
【００２９】
　点灯情報抽出手段５では、記憶装置１７に記憶されている複数の信号機の識別情報から
、上記誘導経路および上記交差点通過方向に基づいて、誘導経路上に存在しかつ車両が所
定の交差点を通過する方向に該当する所定の信号機の識別番号（ＩＤｍ）を選択する。そ
して、受信手段２において受信した信号機情報から、識別番号（ＩＤｍ）に該当する信号
機の点灯表示情報（Ｃｓ）を抽出する。すなわち、車両が該交差点を通過する方向に該当
する信号機の点灯表示情報のみを取り出すものである。
【００３０】
　点灯表示情報提供手段６は、点灯表示情報抽出手段５において抽出した点灯表示情報を
運転者に提供するための装置であり、例えば、インストルメントパネル部に配設される液
晶ディスプレイなどの表示モニタで構成される。点灯表示情報提供手段６は、現在位置近
辺の道路地図、現在位置、設定された誘導経路などに加えて、本実施形態では所定信号機
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の点灯表示情報が表示される。また、点灯表示情報提供手段６は、スピーカなどの音声出
力装置によって構成されても良い。
【００３１】
　このように車載端末装置１の制御装置１０の主要部を構成することにより、車両が交差
点を通過する方向に応じた信号機の点灯表示情報を抽出し、この情報を運転者に提供する
ことにより、交差点を通過する際の運転支援を実現することが可能となる。
【００３２】
　図３は、交差点周辺における路側送信手段と車両との間の路車間通信の様子を示してい
る。この図においては、車両４０の前方に十字交差点が存在しており、該交差点には、信
号機３０ａ～３０ｄが設置されている。また、各信号機には路側送信手段２０ａ～２０ｄ
がそれぞれ設置されている。上記路側送信手段は、周囲の所定範囲内に各信号機の識別情
報および各信号機の点灯表示情報とを送信する。つまり、図３に示す車両４０は、近接す
る複数の信号機から情報を受信するため、車両が交差点を通過する方向に該当する信号機
を抽出する必要がある。
【００３３】
　図４（ａ）は、信号機の点灯表示情報の一例を示している。信号機の点灯表示情報とし
ては、「赤」、「黄」、「青」のいずれかの色が点灯中または点滅中などの色に関する情
報と、交差点通過方向に対する進行許可を示す右左折矢印などにより構成されている。運
転者は、これら信号機の点灯表示状態を目視により確認し、交差点における進行可否の判
断を行う。一方、これらの点灯表示状態は、所定のタイムスケジュールにしたがって管理
されており、これらのタイムスケジュール情報を信号機の点灯表示情報として、上記路側
送信手段から周囲の所定範囲に送信する。
【００３４】
　図４（ｂ）は路側送信手段２０から送信する送信データの通信フォーマットの一例を示
している。図に示すように、送信データの先頭に信号機の識別情報が格納されている。こ
れに続いて、該信号機の色と矢印とが含まれた信号機の各表示状態と、これらの各表示状
態の継続時間が格納されている。これらのデータが１つの纏まった通信単位として所定周
期毎に路側送信手段２０の周囲に送信される。
【００３５】
　図５～図６に第一実施形態における車載端末装置１の制御装置１０の主要処理のフロー
チャートを示す。
【００３６】
　ステップＳ１０では、車載端末装置１が起動されると、初期化処理が行われる。この処
理は、各種センサの初期化処理やＧＰＳセンサ１１ｃの通信リンクの確立などが行われる
ものである。次にステップＳ２０で、各種センサからのセンサ信号、ＧＰＳセンサ１１ｃ
からの現在位置信号、入力装置１５からの操作信号、および受信手段２において受信した
路側送信手段２０からの信号機情報などの読込みを行う。次にステップＳ３０において、
これらの信号に基づき周知の手法により車両の現在位置を算出する。次にステップＳ４０
において、入力装置１５からの操作信号に基づいて、運転者により目的地の設定が行われ
たか否か判定し、ＹＥＳと判定した場合は、誘導経路設定手段３に相当するステップＳ５
０において、車両の現在位置から目的地に至る最適な誘導経路を周知のルート探索手法に
より設定する。次にステップＳ６０では、入力装置１５からの操作信号に基づいて、例え
ば車両の現在位置周辺の地図データを車両の現在位置を示す現在位置マークと共に、表示
モニタ１６に表示する。また、ステップＳ５０において経路設定されている場合には、地
図上に上記誘導経路を表示し、運転者の設定に応じて音声出力装置により音声で案内情報
を出力する。つぎに、ステップＳ７０において、受信手段２において受信した信号機情報
の有無を判定する。車両が交差点に接近し、信号機情報を受信した（ＹＥＳ）と判定した
場合には、ステップＳ８０に進む。ＮＯと判定した場合は、ステップＳ８０を迂回してス
テップＳ２０に戻り、以下のステップＳ２０～Ｓ８０を繰り返す。ステップＳ８０では、
受信手段２において受信した信号機情報および、ステップＳ５０において設定した誘導経
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路に基づいて、車両が所定の交差点を通過する方向に該当する信号機の点灯表示情報を抽
出し、表示モニタ１６に表示する。この処理の詳細については後述する。ステップＳ８０
の処理終了後はステップＳ２０に戻り、以下のステップＳ２０～ステップＳ８０の処理が
所定の演算周期で繰り返し実行される。
【００３７】
　図６は、ステップＳ８０において実行される信号機の点灯表示情報抽出処理のフローチ
ャートを示している。まず、上記交差点通過方向検出手段４に該当するステップＳ８１で
は、設定された誘導経路から車両が所定の交差点を通過する方向を検出する。次に、ステ
ップＳ８２において、上記交差点通過方向に該当する信号機の識別情報（ＩＤｍ）を記憶
手段７から選択する。そして、ステップＳ８３において、受信した信号機の識別情報（Ｉ
Ｄｒ）から選択された信号機の識別情報（ＩＤｍ）と一致する識別番号を選択する。双方
の識別番号が一致した場合は識別番号（ＩＤｍ）に該当する点灯表示情報（Ｃｄ）を、交
差点通過方向に該当する点灯表示情報（Ｃｓ）として抽出する。最後に、抽出した点灯表
示情報（Ｃｓ）を表示モニタ１６に表示して一連の点灯表示情報表示処理が終了する。
【００３８】
　このように車載端末装置１の制御装置１０の処理フローを実行することにより、交差点
を通過する際の運転支援を実現することが可能となる。
【００３９】
　図７は点灯表示情報抽出状況の一例である。図７に示す状況（１）では、受信した信号
機の点灯表示情報（Ｃｒ）は「青」のみである。このときは、車両が交差点を通過する方
向によらず進行可能であるから、「青」の情報を点灯表示情報（Ｃｓ）として表示モニタ
１６に表示する。また、状況（２）および状況（３）においては、受信した点灯表示情報
（Ｃｒ）は「赤」かつ右左折矢印を受信している。このようなケースでは、車両の交差点
通過方向によって通行可否が異なる。状況（２）では「赤」かつ「右折可」であり、設定
された誘導経路が右折の場合には「青」の情報を点灯表示情報（Ｃｓ）として表示モニタ
１６に表示する。同様に状況（３）では、「赤」かつ「直進可」かつ「右折可」であり、
設定された誘導経路が直進および右折の場合には、「青」の情報を点灯表示情報（Ｃｓ）
として抽出し、表示モニタ１６に表示する。
【００４０】
　このように車載端末装置１の制御装置１０の点灯表示情報抽出処理を実行することによ
り、車両が交差点を通過する方向に応じた信号機の点灯表示情報を抽出され、この情報を
運転者に提供することにより、交差点を通過する際の運転支援を実現することが可能とな
る。
【００４１】
　図８、９に本発明の第一実施形態による車載端末装置に搭載される点灯表示情報提供手
段の表示例を示す。
【００４２】
　図８は表示モニタの画面を示しており、車両の現在位置が画面中央下部にマーキングさ
れ、周囲の道路状況および建物等の構造物、および方位や縮尺が表示されている。また、
地図上の道路には誘導経路設定手段３により設定された目的地までの誘導経路が色分けし
て表示されており、走行すべき最適な経路情報を運転者に提供している。
【００４３】
　さらに、上記誘導経路に基づいて検出された交差点の通過方向に該当する信号機の点灯
表示情報を表示している。記憶装置７に格納された車両前方の十字交差点付近には４つの
信号機が設置されている。その中から誘導経路における車両の通過方向に該当する信号機
の識別情報（ＩＤｍ）を選択し、さらに受信手段２で受信した信号機情報から識別情報（
ＩＤｍ）に該当する信号機の点灯表示情報（Ｃｓ）を抽出して、地図上の十字交差点付近
に表示している。
【００４４】
　図９も同様に、表示モニタの画面を示している。図９では、上記設定された目的地まで
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の誘導経路と、抽出した信号機の点灯表示情報（Ｃｓ）とを関連付けて表示している。現
在位置から十字交差点までの道路は、抽出した点灯表示情報（Ｃｓ）から「進行可」を表
す第一の色で表示し、それ以外の経路は第二の色で表示している。
【００４５】
　ここで、交差点通過方向に該当する信号機の点灯表示情報を表示モニタ１６に表示する
方法は、以上述べたものに限定されるものではなく、矢印や文字などにより抽出した点灯
表示情報を置き換えて表示するものとしても良い。また、現在の信号機表示状態が次の状
態に切り替わるまでの時間を表示しても良い。
【００４６】
　このような表示方法により、車両が交差点を通過する方向に応じた信号機の点灯表示情
報を運転者に提供することで、交差点を通過する際の運転支援を実現することが可能とな
る。
【００４７】
　図１０は、本発明の第一実施形態における車載端末装置の制御装置の主要動作を示すタ
イムチャートである。図１０は図３に示す現在位置の前方に十字交差点が存在し、その交
差点を右折する誘導経路が設定されている場合の、各信号機の点灯表示情報を車載端末装
置１にて受信し、設定された誘導経路において車両が交差点を通過する方向に該当する信
号機の点灯表示情報（Ｃｓ）を抽出する動作を時系列的に示している。
【００４８】
　図１０に示す波形（Ａ）、波形（Ｂ）は、十字交差点における車両の直進方向に存在す
る信号機３０ａの色および矢印の表示状態を示すものである。また、波形（Ｃ）は、十字
交差点における車両の進行方向と直行する方向に位置する信号機３０ｄの色の表示状態を
示すものである。これらの波形（Ａ）～（Ｃ）が近接する信号機の点灯表示情報（Ｃｒ）
として車載端末装置１にて受信される。また、その他の信号機も存在するが、ここでは省
略してある。
【００４９】
　時刻ｔ２において、直進方向の信号機表示が「赤」かつ「右折可」の矢印表示に切替る
。このとき、車載端末装置１では設定された誘導経路から交差点通過方向が右折であるこ
とを検出し、運転者に提供すべき点灯表示情報（Ｃｓ）として、交差点を通行可能である
「青」を抽出し、表示モニタ１６に表示する。また、時刻ｔ３における信号機３０ａの「
黄」への切替り、および時刻ｔ４における「赤」への切替りについては、実際の信号機の
点灯表示状態と連動した表示とする。
【００５０】
　ここで、通行不可である「赤」の信号機の点灯表示については、実際の信号機の点灯表
示状態と連動させず、所定時間早く表示することも可能である。従来、運転者は隣接する
歩行者信号の点滅状態などから、車両の通過方向に該当する信号機が「赤」に切替るタイ
ミングを予測判断するものである。しかし、車載端末装置１により信号機が「赤」に切替
る情報を実際の信号機の点灯表示状態よりも早く運転者に提供することにより、交差点付
近を走行する際に運転者に対して注意喚起を促すことが可能となる。
【００５１】
　このように、車載端末装置１の制御装置１０において、車両が交差点の通過方向に応じ
た信号機の点灯表示情報を提供することにより、運転支援を実現するとともに漫然運転に
よる信号機の見落としなどによる交通事故を防止することが可能となる。
【００５２】
　以上述べたような第一実施形態に限定されることなく、本発明は以下のように種々の変
更が可能である。
【００５３】
　本発明の第一実施形態において、路側送信手段２０は道路上に配設された個々の信号機
に設置されており、該路側送信手段２０から個々の信号機情報を送信している。そして、
信号機の点灯表示に関する「赤」「黄」「青」という一巡のサイクルや、近接する信号機
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との時系列的なオフセットは、所定範囲内の信号機間で連動して制御されている。したが
って、各交差点に路側送信手段２０を設置し、該交差点の識別情報と該交差点に隣接する
複数の信号機の点灯表示情報とを周囲の所定範囲に送信するような構成としても良い。
【００５４】
　また、より広域に渡る多数の信号機を統合的に管理する交通管制センタにより信号機が
制御されている場合には、該交通管制センタのホストコンピュータと車両とが双方向通信
し、車両の自車位置に近接した信号機の点灯表示情報を該交通管制センタから送受信する
ような構成としても良い。
【００５５】
　これら受信した信号機情報を受信装置２において受信し、車載端末装置１において設定
された誘導経路における車両の通過方向に該当する信号機の点灯表示情報を抽出して運転
者に提供することにより、同様の効果を得ることができる。
【００５６】
　また、本発明の第一実施形態における点灯表示情報抽出手段５は、目的地が設定された
場合には、上述のように所定の交差点を通過する方向に該当する信号機情報を抽出して運
転者に提供する。しかし、目的地設定が行われなかった場合には、所定の交差点に進入す
る方向に該当する信号機の色情報および右左折矢印情報とを併せた点灯表示情報を運転者
に提供するよう、目的地設定の有無によって情報提供の方法を切替えることができる。
【００５７】
　上記本発明の第一実施形態は、車両に搭載された車載端末装置１に関する記載であるが
、歩行者の現在位置と設定された目的地とから経路誘導を行う機能を備えた歩行者用の端
末装置に上記実施形態を適用することができる。歩行者用端末装置に受信手段２を備え、
目的地と現在位置とから求められた誘導経路に応じて歩行者用信号機の点灯表示情報を抽
出し、点灯表示情報提供手段６により歩行者に情報提供することで、同様の効果を得るこ
とができる。
【００５８】
　本発明の第一実施形態における点灯表示情報提供手段８として、表示装置による表示ま
たは音声による進行方向に応じた信号機の点灯表示情報を提供するものである。ここで、
上記設定された経路が進行不可であるにも関わらず、車両の現在位置が交差点内に進入し
たことを検出したときに警報を発し、運転者に注意を促すような構成としても良い。さら
に、上記警報の発生手段として、音声を発したり、車体の振動を発生させたり、またハン
ドルを振動させたり、あるいは運転席のシートを振動させるなどの手段により、運転者に
注意を促すような構成としても良い。
【００５９】
　上記発明の第一実施形態は、信号機情報を路側送信手段から受信するものである。しか
し、鉄道などの踏切に設置された送信手段、あるいは路面電車の信号に設置された送信手
段から信号機情報を受信し、これを車載端末装置において設定された誘導経路から車両の
通過方向に該当する情報を抽出して、表示モニタに表示するような構成としても良い。
【００６０】
　次に、図１１、図１２を用いて、本発明の第二実施形態を説明する。本発明の第二実施
形態は上記車載端末装置にて抽出した交差点通過方向に該当する信号機の点灯表示情報を
用いて、車両のパワートレイン系を制御するものである。
【００６１】
　近年、自動車の性能が向上するにつれ、車両の周囲の状況を認識し、事故が発生しそう
な状況を検出して、運転者に警報を発して危険回避を操作を促したり、あるいは積極的に
車両を自動制御して、事故を未然に防止する予防安全装置の付与が重要になってきている
。
【００６２】
　代表的な予防安全装置として、レーダーを用いて車両の前方を走行する先行車との車間
距離を計測して、この車間距離を一定に制御して走行する自動クルーズシステムが製品化
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されている。しかし、このシステムは限られた道路環境、すなわち高速道路における使用
が前提となっている。一般道走行への適用についても、種々検討されているが、歩行者や
二輪車との道路の共用、あるいは信号機や側道の駐車車両など高速道路と比較するとその
使用環境が複雑である。
【００６３】
　そこで、本発明における車載端末装置と、エンジンやブレーキなど車両のパワートレイ
ン系を制御する制御装置とを協調して制御することにより、事故を未然に防止する予防安
全装置の役割を担うことが可能となる。
【００６４】
　以下、本発明の第二の実施形態として、道路上に設置された路側送信手段との間で路車
間通信することが可能な車載端末装置を用いて、車両前方の信号機の点灯表示情報を抽出
し、信号機の点灯表示情報に応じて前記車両の駆動力を制御する制御装置について述べる
。
【００６５】
　図１１に本発明の第二実施形態による車両の制御装置の全体構成を示す機能ブロック図
を示す。道路上の各信号機近辺に設置された路側送信手段２０は、複数の信号機から該信
号機を識別するための識別情報（ＩＤｒ）および該信号機の点灯表示状態に関する点灯表
示情報（Ｃｒ）などにより構成される信号機情報が、周囲の所定範囲に送信される。車両
が該信号機に接近すると、車両に搭載された車載端末装置１は、受信手段２により路側送
信手段１０から送信される信号機情報を受信する。
【００６６】
　車載端末装置１は、図示していない誘導経路設定手段３により、車両の現在位置と予め
設定された目的地までの誘導経路を設定する。そして、受信した路側送信手段２０からの
信号機情報と誘導経路設定手段３により設定された誘導経路とを用いて、車両が所定の交
差点を走行する方向に該当する信号機の点灯表示情報（Ｃｓ）を抽出する。点灯表示情報
（Ｃｓ）の抽出については、上述の第一実施形態と同様の処理であり、ここでは省略する
。そして、抽出された点灯表示情報（Ｃｓ）は、車内ＬＡＮ９０により、車両に搭載され
た他の制御装置との間で、データの送受信が行われる。
【００６７】
　駆動力制御装置５０は、アクセル開度、およびブレーキ力などの信号が入力され、これ
らの信号に基づいて運転者の要求駆動力を算出する。また、図示していないＡＢＳ（Anti
lock Braking System）制御装置やＶＤＣ（Vehicle Dynamics Control）制御装置などの
外部要求信号が入力されたときは、これらの外部要求信号が優先され、所定の要求駆動力
が設定される。上記要求駆動力は、エンジン、変速機、およびブレーキアクチュエータに
おいて発生すべき目標駆動力に振り分けられ、車内ＬＡＮ９０を介してエンジン制御装置
６０、変速機制御装置７０、およびブレーキ制御装置８０に送信される。
【００６８】
　このように、車両が所定の交差点を通過する方向に該当する信号機の点灯表示情報を車
載端末の外部に送信するインターフェースを備えることにより、上記点灯表示情報に応じ
た車両のパワートレイン制御を行うことが可能となる。
【００６９】
　ここで、上記インターフェースは上述のような車内ＬＡＮ９０に限定されるものではな
く、種々の通信方式あるいは物理的に接続された信号線を経由して、車載端末装置の外部
に送信されるような構成としても良い。
【００７０】
　図１２に第二実施形態における車両の制御装置に搭載される駆動力制御装置５０の主要
部を示す機能ブロック図を示す。要求駆動力演算手段５１では、運転者の操作パラメータ
であるアクセル開度信号、およびブレーキ力信号が入力されており、これらの信号に基づ
いて運転者の要求駆動力（Ｆｒ）を算出する。上記要求駆動力（Ｆｒ）は目標駆動力演算
手段５２に入力され、目標駆動力（Ｆｔ）を算出する。上記要求駆動力と目標駆動力は線



(11) JP 4584752 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

形な関係となるよう設定される。つまり、運転者のアクセル操作やブレーキ操作が、車両
として発生する駆動力に合致するよう設定される。
【００７１】
　ここで、車内ＬＡＮ９０を介して前記信号機の点灯表示情報（Ｃｓ）が目標駆動力演算
手段５２に入力されており、車両の前方に存在する信号機の点灯状態に応じて目標駆動力
（Ｆｔ）を変化させる。つまり、運転者のアクセル操作やブレーキ操作が同じであっても
、車両の走行に関連する前方の信号機の点灯表示状態によって目標駆動力（Ｆｔ）を変化
させる。具体的には、運転者の要求駆動力（Ｆｒ）が負のとき、つまり車両を減速させる
とき、信号機点灯表示情報が「青」の場合には、信号機点灯表示情報が「赤」の場合より
も目標駆動力（Ｆｔ）を負の方向に大きく設定する。一方、運転者の要求駆動力（Ｆｒ）
が正のとき、つまり車両を加速させるときは、上記信号機点灯表示情報に応じて目標駆動
力（Ｆｔ）を変化させない設定とする。
【００７２】
　このように、車載端末装置１と車両の駆動力制御装置５０とを協調させて、車両が所定
の交差点を通過する方向に該当する信号機の点灯表示状態に応じて車両を統合的に制御す
ることにより、車両をより安全な方向に制御することが可能となる。
【００７３】
　以上述べたような第二実施形態に限定されることなく、本発明は以下のように種々の変
更が可能である。
【００７４】
　本発明の第二実施形態において、目標駆動力演算手段５２は信号機点灯表示情報（Ｃｓ
）に応じて目標駆動力を変化させているが、信号機点灯表示情報（Ｃｓ）はステップ的に
変化するため、演算された目標駆動力（Ｆｔ）がステップ的に変化し、運転者に違和感を
与えてしまう。そこで、算出された目標駆動力（Ｆｔ）を過渡的にランプ状に変化させて
、車両の駆動力が緩やかに変化するような手法としても良い。
【００７５】
　上記の第二実施形態において、目標駆動力演算手段５２は信号機の点灯表示情報（Ｃｓ
）に応じてのみ、目標駆動力を切替える構成である。しかし、点灯表示情報（Ｃｓ）に加
えて、車両の速度、該信号機までの距離、および該信号機までの到達時間などのパラメー
タを入力し、これらのパラメータに基づいて目標駆動力を変化させるような手法としても
良い。
【００７６】
　上記の第二実施形態において、駆動力制御装置５０は上記信号機の点灯表示情報（Ｃｓ
）に応じて目標駆動力（Ｔｆ）を変化させて全ての駆動力を制御するパラメータを変化さ
せている。しかし、エンジントルク、変速比、制動力など車両の駆動力を制御するいずれ
か１つのパラメータを、上記信号機の点灯表示情報（Ｃｓ）に応じて変化させるような構
成としても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の第一実施形態による車載端末装置の全体構成を示す概要図。
【図２】第一実施形態による車載端末装置の制御装置の主要部を示す機能ブロック図。
【図３】交差点周辺における路側送信手段と車両との間の路車間通信の様子を示す説明図
。
【図４】路上に設置された信号機の点灯表示の一例、および路側送信手段から送信するデ
ータの通信フォーマットの一例を示す概要図。
【図５】第一実施形態による車載端末装置の制御装置の主要処理を示すフローチャート。
【図６】第一実施形態による車載端末装置の制御装置の点灯表示情報抽出処理を示すフロ
ーチャート。
【図７】第一実施形態による車載端末装置の制御装置における信号機特性抽出処理の一例
を示す概要図。
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【図８】第一実施形態による車載端末装置に搭載される点灯表示情報提供手段の表示例図
。
【図９】第一実施形態による車載端末装置に搭載される点灯表示情報提供手段の別の表示
例図。
【図１０】本発明の第二実施形態による車両の制御装置の主要動作を示すタイムチャート
。
【図１１】第二実施形態による車両の制御装置の全体構成を示す概要図。
【図１２】第二実施形態による車両の制御装置に搭載される駆動力制御装置の主要部を示
す機能ブロック図。
【符号の説明】
【００７８】
　１…車載端末装置、２…受信手段、３…誘導経路設定手段、４…交差点通過方向検出手
段、５…点灯表示情報抽出手段、６…点灯表示情報提供手段、１０…制御装置、２０…路
側送信手段、５０…駆動力制御装置、５１…要求駆動力演算手段、５２…目標駆動力演算
手段。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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