
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自車の走行データ及び車両間通信により得られた他車の走行データに基づいて自車の走行
を制御する装置であって、
前記自車の走行データ及び他車の走行データに基づいて両車両の衝突の可能性を評価する
評価手段と、
衝突の可能性がある場合に、自車と他車の優先度を決定する優先度決定手段と、
前記優先度に基づいて自車の回避動作を実行する制御手段と、

ことを特
徴とする車両用走行制御装置。
【請求項２】
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前記優先度決定手段で自車に優先度がないと決定された場合に、前記他車に対して自車が
回避動作を実行する旨のデータを送信する送信手段と、
を有し、前記制御手段は、前記送信手段で送信した後に前記回避動作を実行する

自車の走行データ及び車両間通信により得られた他車の走行データに基づいて自車の走行
を制御する装置であって、
前記自車の走行データ及び他車の走行データに基づいて両車両の衝突の可能性を評価する
評価手段と、
衝突の可能性がある場合に、自車と他車の優先度を決定する優先度決定手段と、
前記優先度に基づいて自車の回避動作を実行する制御手段と、
を有し、前記制御手段は、前記優先度決定手段で自車に優先度があると決定され、かつ、



ことを特徴とする車両用走行制御装置。
【請求項３】
請求項 記載の装置において、

ことを特徴とする車両
用走行制御装置。
【請求項４】
請求項 記載の装置において、

ことを特徴とする車両用走
行制御装置。
【請求項５】
請求項 記載の装置において、

ことを特徴とする車両用走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は車両用走行制御装置、特に他車と衝突の可能性がある場合の回避動作に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、車両間通信で他車の走行データを取得し、自車と他車が衝突する可能性がある
場合に衝突を回避するために所定の回避動作を実行する装置が知られている。
【０００３】
例えば、特開平７－３３３３１７号公報には、移動体間で位置情報を送受し、両移動体が
所定距離まで接近した場合に警報を与える装置が開示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
一方、単に警報を与えるだけでなく、より積極的に回避操作（最大減速度で減速する等）
を行うことが考えれるが、衝突の可能性がある互いの車両がそれぞれ回避操作を行うのが
必ずしも妥当でない場合も少なくない。
【０００５】
図１０には、衝突の可能性がある車両Ａ、Ｂの位置関係の一例が模式的に示されている。
車両Ａは優先道路を走行し、車両Ｂは非優先道路から優先道路に進入しようとする状況で
ある。両車両の位置関係及び走行速度から衝突の可能性があると判定された場合には、従
来技術では車両Ａ、車両Ｂともに自車の運転者に対して警報を与え、さらにブレーキ印加
で減速する等の回避動作を行うことになる。　しかしながら、車両Ａは優先道路を走行し
ているため、本来であれば車両Ａはそのまま走行し、車両Ｂだけが回避動作を行うべきで
あり、車両Ｂのみならず車両Ａも減速等の回避動作を行ってしまうと、車両Ｂとの衝突は
回避できるものの、車両Ａの後方を走行している車両Ｃとの車間距離が急減してしまう（
車両Ｃの運転者は、車両Ｂを発見しても車両Ａは優先道路を走行しているため減速しない
とみなして走行する）問題がある。
【０００６】
本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みなされたものであり、その目的は、自車と他
車が衝突する可能性がある場合に、より効果的に回避動作を行って衝突を防止、あるいは
衝突時の衝撃を緩和できる装置を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】

発明は、自車の走行データ及び車両間通信により得られた他車の走行データに基づいて
自車の走行を制御する装置であって、前記自車の走行データ及び他車の走行データに基づ
いて両車両の衝突の可能性を評価する評価手段と、衝突の可能性がある場合に、自車と他

10

20

30

40

50

(2) JP 3555476 B2 2004.8.18

前記他車から回避動作を実行する旨のデータを受信した場合に、前記回避動作を非実行と
する

１、２のいずれかに
前記優先度決定手段は、道路法規上の優先関係に基づいて決定する

１、２のいずれかに
前記優先度決定手段は、自車と他車の速度に基づいて決定する

１、２のいずれかに
前記優先度決定手段は、自車が所定の回避動作を実行した場合の自車と前記他車以外の車
両との衝突の可能性に基づいて決定する

本



車の優先度を決定する優先度決定手段と、前記優先度に基づいて自車の回避動作を実行す
る制御手段と、

ことを特徴とする。衝突の可
能性がある場合でも、一律に自車と他車が回避動作を行うのではなく、自車と他車の優先
度に基づいて、より詳しくは優先度の低い車両が回避動作を行うことで、他の車両の走行
（あるいは交通の流れ）に影響を与えることを防止しつつ、自車と他車の衝突の効果的に
回避することができる。

【０００８】
また、 発明は、

ことを特徴とする。

【０００９】

【００１０】
また、

【００１１】
また、

【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づき本発明の実施形態について説明する。
【００１４】
図１には、本実施形態の構成ブロック図が示されている。自車１０と他車Ａ、Ｂとは車両
間通信を行い、互いの走行データを送受する関係にある。
【００１５】
自車１０には、通信アンテナ１２が設けられ、さらにデータ通信部１４、電子制御装置Ｅ
ＣＵ１６、各種センサ部１８、アクチュエータ部２０が設けられている。
【００１６】
データ通信部１４は、自車１０の走行データ、具体的には自車の現在の位置や操舵角、車
速に基づいて算出された所定時間経過後の予測位置、予測速度、予測加速度を変調した後
にアンテナ１２を介して他車に送信するとともに、他車から送られてきた走行データを受
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前記優先度決定手段で自車に優先度がないと決定された場合に、前記他車
に対して自車が回避動作を実行する旨のデータを送信する送信手段とを有し、前記制御手
段は、前記送信手段で送信した後に前記回避動作を実行する

そして、自車と他車のいずれが回避動作を行うべきかを車両間通
信で送受することで、効果的に衝突を回避できる。

本 自車の走行データ及び車両間通信により得られた他車の走行データに基
づいて自車の走行を制御する装置であって、前記自車の走行データ及び他車の走行データ
に基づいて両車両の衝突の可能性を評価する評価手段と、衝突の可能性がある場合に、自
車と他車の優先度を決定する優先度決定手段と、前記優先度に基づいて自車の回避動作を
実行する制御手段とを有し、前記制御手段は、前記優先度決定手段で自車に優先度がある
と決定され、かつ、前記他車から回避動作を実行する旨のデータを受信した場合に、前記
回避動作を非実行とする 自車に優先度があった場合でも、他車から回
避動作を行う旨のデータを受信したうえで回避動作の非実行を決定する（他車から回避動
作を行う旨のデータを受信しない限り、自車に優先度があっても回避動作を原則実行する
）ことで、確実に衝突を回避することができる。

ここで、前記優先度決定手段は、道路法規上の優先関係に基づいて決定できる。自車が例
えば優先道路を走行している場合には、自車の回避動作を抑制し、他車に回避動作を主に
行わせることで、優先道路を走行している他の車両に影響を与えることなく衝突を回避す
ることができる。

前記優先度決定手段は、自車と他車の速度に基づいて決定できる。回避動作の難易
及び他の交通に与える影響は自車と他車の車速に依存し、自車の方が他車よりも車速が小
さい場合には、自車の回避動作を実行する方が容易である。したがって、車速に応じて優
先度を決定することで、効果的に衝突を回避できる。

前記優先度決定手段は、自車が所定の回避動作を実行した場合の自車と前記他車以
外の車両との衝突の可能性に基づいて決定できる。他車との衝突を回避した場合でも、さ
らに他の車両（第３車）との衝突の可能性を増大させたのでは意味がない。そこで、自車
が回避動作を行った場合の第３車との衝突の可能性を考慮し、第３車との衝突の可能性が
ない場合に自車が回避動作を行うことで、交通の円滑な流れを維持しつつ衝突を回避する
ことができる。



信し、復調した後にＥＣＵ１６に供給する。データ通信部１４の具体的な構成については
後述する。
【００１７】
ＥＣＵ１６は、具体的にはマイクロコンピュータで構成され、上述した所定時間経過後の
自車の予測位置、予測速度、予測加速度を演算するとともに、他車から受信した他車の予
測位置、予測速度、予測加速度に基づいて自車と他車の衝突の可能性を評価する。そして
、評価の結果、衝突の可能性がある場合には、さらに自車と他車の優先度を決定し、優先
度に基づいてアクチュエータ部２０に制御信号を供給して自車の回避走行を実行する。回
避走行を行うに際しての基本的な原理は、衝突の可能性がある場合に一律に減速等の回避
動作を実行するのではなく、自車と他車の優先度を比較して自車の優先度が低い場合には
自車の回避動作を行い、自車の優先度が高い場合には回避動作を行わない（あるいは、回
避動作を行ったとしてもその操作は限定的（単に警報を鳴らす等）で主要な回避動作は他
車に委ねる）ことである。
【００１８】
センサ部１８は、ＧＰＳや操舵角センサ、車速センサを含んで構成され、検出した車両の
現在位置や操舵角、車速をＥＣＵ１６に供給する。
【００１９】
アクチュエータ部２０は、ブレーキアクチュエータやステアリングアクチュエータ、ブザ
ー等から構成され、ＥＣＵ１６からの制御信号に応じてブレーキを印加して減速する、操
舵する、あるいはステアリング操作を運転者に促す等の回避動作を行う。
【００２０】
図２には、本実施形態の全体処理フローチャートが示されている。まず、ＥＣＵ１６はセ
ンサ部１８からの信号を入力する（Ｓ１０１）。具体的には、ＧＰＳによる位置データ、
操舵角、車速である。これらの他に車載レーダで得られた他車との相対位置やヨーレート
、駆動トルク推定値、路面μ推定値、路面カント、勾配推定値、推定車両重量を入力して
もよい。これらのデータを入力すると、ＥＣＵ１６は自車の走行データを演算する（Ｓ１
０２）。演算するのは、所定時間経過後（数秒後）の自車の予測位置、予測速度、予測加
速度である。予測位置を例にとると、ＥＣＵ１６は４輪の車両モデルから逐次シミュレー
ションを行い、現在～数秒後の時空上（空間軸と時間軸を有する空間上）での車両４隅の
位置座標を演算する。また、ＧＰＳの電波受信状況による位置誤差と車両特性のばらつき
による位置誤差を位置座標に加える。誤差を考慮すると、予測位置は確率で表現されるこ
とになる（存在確率分布）。
【００２１】
次に、算出した走行データを他車に定期的に送信する（Ｓ１０３）。送信の手順としては
、まず演算で得られた走行データを時間、位置データ毎に分割する。例えば、
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等である。そして、時間と位置データを適当な単位でまるめて（最小桁ＬＳＢをまるめる
）合成し、一連の数列を作成する。作成した数列は所定の暗号化処理により乱数化する。
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【００２２】
例えば、上記表１の時間１．０１における時間と位置は、
１．０，１０１３，０１０５，１５→１０１０１３０１０５１５→７３０１８４６２１８
０３８６９
と変換される。そして、このようにして作成した数列をスペクトラム拡散通信のＰＮ系列
、あるいはホッピング周波数のパターンを決める乱数として使用する。
【００２３】
なお、現在の自車両の位置座標のみを用いてＰＮ系列、あるいはホッピング周波数を作成
することもできる。但し、位置座標の丸め込みの際に異なるＬＳＢに複数車両が存在する
可能性があるので、混信を避けるべく車両ＩＤに相当する数列を位置情報の数列に追加し
てＰＮ系列あるいはホッピング周波数のパターンを決定する。例えば、自車のＩＤが０３
２３、現在の位置が（１０１２．０，１４１１．０，１５．０）の場合には、
０３２３，１０１２．０，１４１１．０，１５．０→０．２３１０１２１４１１１５→８
４６１２０９７３９５６８２９
となる。
【００２４】
実際の送信情報は正確な時間、位置情報、その位置での存在確率であり、これらはパルス
化してデジタル通信として搬送する。
【００２５】
図４には、データ通信部１４の送信構成が示されている。スペクトラム拡散通信の例であ
る。１次変調部１４ａで送信するパルスに比べて十分高い周波数を有する搬送波のチップ
時間（波長）を変化させ、変調信号とＰＮ系列発生器１４ｃで発生したＰＮ系列とを乗算
器１４ｂで乗算し、バンドパスフィルタ１４ｄを経てアンテナ１２から送信する。なお、
周波数ホッピング方式の場合は数列に応じて周波数をホップさせて搬送波を作成する。ま
た、送信データには自車の現在の位置や車速を含めてもよい。
【００２６】
自車の走行データを他車に送信した後、他車から送信されてきた他車の走行データを受信
する（Ｓ１０４）。受信に際しては、まず自車が送信した電波をフィルタあるいは時間的
に取り除き、送信時に作成した自車の時間、位置データを丸めたデータに、必要に応じて
時空上の近傍のデータを追加して送信時と同様に数列を作成する。例えば、送信時のデー
タとして時間１．０、位置（１０１３，０１０５，１５）から合成、暗号化を経て７３０
１８４６２１８０３８６９が得られる他、時空上の近傍のデータである時間１．０、位置
（１０１４，０１０５，１５）から５３０１４４６２１８９３８６７を作成し、また時空
上の近傍データである時間１．５、位置（１０１３，０１０５，１５）から７３０８８４
６２１８９３８６５を作成する。そして、作成した数列をスペクトラム拡散のＰＮ系列、
あるいはホッピング周波数のパターンを決める乱数として使用し、受信する。
【００２７】
図５には、データ通信部１４の受信構成が示されている。スペクトラム拡散通信の例であ
る。アンテナ１２で受信した信号をバンドパスフィルタ１４ｅに通し、受信信号とＰＮ系
列発生器１４ｇで発生した数列とを乗算器１４ｆで乗算してＰＮを解除し、復調器１４ｈ
で復調する。なお、送信時に車両ＩＤを用いてＰＮ系列を生成した場合には、受信時にも
車両ＩＤを用いてＰＮ系列を作成することは言うまでもない。
【００２８】
以上のようにして他車の走行データを受信すると（Ｓ１０５でＹＥＳ）、受信した他車と
自車の時空上における衝突（接触）確率及び衝突（接触）した場合の衝撃の大きさを演算
する（Ｓ１０６）。
【００２９】
図９には、時空上における自車と受信した他車の位置関係の一例が示されている。図にお
いて、座標は空間座標Ｘ、Ｙと時間座標ｔである。自車の時空上における予測位置の軌跡
は１００、他車の時空上における予測位置の軌跡は２００で示されている。それぞれの予
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測位置には記述したように誤差が含まれており、位置毎に存在確率がある。そして、自車
と他車の予測位置の存在確率１００％同士が重なり合う場合には、衝突確率は１００％で
あり、存在確率０％～１００％の部分に重なりが存在する場合には、重なり部分の存在確
率の積が最大となる値が衝突確率となる。例えば、自車の存在確率６０％の部分と他車の
存在確率５０％の部分が重なるとすると、衝突の確率は６０％×５０％＝３０％となる。
【００３０】
一方、衝突時の衝撃の大きさは運動エネルギに比例することから、最初に有限の（０でな
い）衝突確率が生じた位置における自車と他車の相対速度を求め、その絶対値の２乗に所
定の定数を乗じた値を衝撃の大きさとする。
【００３１】
衝突の確率及び衝撃の大きさを評価した後、ＥＣＵ１６は、図３に示されるように、衝突
確率が所定値以上高く、かつ、衝撃も所定値以上大きいか否かを判定する（Ｓ１０７）。
衝突確率が高く、かつ、衝撃も大きい場合には、回避操作が必要と判定して所定の最適回
避制御演算を実行する（Ｓ１０８）。
【００３２】
この最適回避制御演算は、回避操作として減速制御が適当か否か、及び回避の余裕度を演
算するもので、図６にその詳細フローチャートが示されている。
【００３３】
図６において、まず自車が最大制動力で減速したと仮定した場合の車両運動（予測位置、
予測速度、予測加速度）を演算する（Ｓ２０１）。次に、演算して得られた車両運動量を
用いて再度他車との衝突確率及び衝突時の衝撃の大きさを評価し、自車が最大制動力で減
速したと仮定した場合（他車は減速しないで予測通り走行すると仮定）の衝撃の大きさが
最大制動力で減速しない場合の衝撃の大きさ（Ｓ１０６で算出された衝撃の大きさ）より
も低下したか否かを判定する（Ｓ２０２）。衝撃の大きさが低下した場合（衝突しない場
合も含む）には、ブレーキ制御が有効であるとしてブレーキ制御許可状態に設定し（例え
ばブレーキ制御フラグＢを１にセットする：Ｓ２０３）、衝撃の大きさが低下しない場合
（等しいか、あるいは制動したがゆえに逆に衝撃が大きくなった場合）には、ブレーキ制
御は有効でないとしてブレーキ制御を不可状態（フラグＢを０にセットする）にする（Ｓ
２０４）。そして、回避時の他車との最短距離（自車及び他車の予測位置を誤差を含めて
全て存在確率１００％とした場合の他車との最短距離）及び自車と他車の相対速度（現在
の相対速度）に基づいて回避余裕度を算出する（Ｓ２０５）。回避余裕度は、具体的には
【数１】
回避余裕度＝最短距離／相対速度
で算出する。この式は、最短距離が大きい程余裕があり、自車と他車の相対速度が小さい
程両者はゆっくり近づくため余裕があるとの事実に基づくものである。なお、ブレーキ制
御不可状態の場合にはステアリングを操作して回避することになるので、適当なステアリ
ング操作を行った場合の最短距離で回避余裕度が算出される。
【００３４】
再び図３に戻り、以上のようにして最適回避制御演算を行った後、算出された回避余裕度
を用いて回避までの余裕があるか否かを判定する（Ｓ１０９）。回避余裕度が所定値以上
であって回避余裕がある場合（Ｓ１０９でＮＯ）には、より効果的な回避を行うべく自車
と他車の交通優先権をチェックする（Ｓ１１１）。
【００３５】
図７には、Ｓ１１１における処理の詳細が示されている。まず、メモリ（図１では図示せ
ず：ナビゲーションシステムの地図データを援用できる）に格納された地図データ及び検
出された自車位置、並びに受信した他車位置に基づいて自車及び他車の走行車線、走行道
路を特定し、自車と他車の道路法規上の優先関係を検出する（Ｓ３０１）。そして、自車
の方が優先か否かを判定し（Ｓ３０２）、自車が優先でなければ他車優先のフラグをセッ
トする（例えばフラグＰを１にセットする：Ｓ３１０）。道路法規上自車に優先権がある
場合には、次に自車と他車の現在の車速を比較する（Ｓ３０３）。比較の結果、他車の方
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が速い場合には、他車優先のフラグをセットする（Ｓ３０９）。車速の大きい方に優先権
を付与するのは、車速の大きい方に回避操作を行わせるのは一般に困難で交通の流れに与
える影響も大きいと考えられるからである。
【００３６】
一方、自車の方が他車よりも車速が大きい場合には、次に自車の回避制御により第３車（
Ｓ１０７で衝突の可能性ありと判定された他車以外の車両）と衝突する可能性があるか否
かを判定する（Ｓ３０６）。この判定は、例えば後続車が存在するか否か、自車の隣接車
線を併走している車両が存在するか否かで行うことができ（これらの車両の存在は車両間
通信あるいは自車に搭載されたレーダ装置で検知できる）、第３車との衝突の可能性がな
い場合には他車に優先権を付与し（Ｓ３０８）、第３車との衝突の可能性がある場合には
自車優先とする（Ｓ３０７）。なお、「他車優先」の場合には自車が回避動作を実行し、
「自車優先」の場合には自車は回避動作を実行しないことになる。
【００３７】
再び図３に戻り、交通優先権のチェックが終了すると、自車に優先権がなく（他車に優先
権がある）、かつ、アクチュエータ部２０の作動に異常がないかを判定する（Ｓ１１２）
。自車に優先権がなく、アクチュエータ部も正常に機能する場合には、自車が回避動作を
行う必要があるため、次回の車両運動演算時に回避制御の内容を入れて他車に送信する（
Ｓ１１３）。これにより、他車は次回の受信時において自車が回避動作を行うべき旨のデ
ータを受信するので、他車は回避動作を実行しないことになる。なお、他車のＥＣＵ１６
でも独自に同様の判定を行い、自分に優先権があると判定するが、相手から回避動作を行
う旨のデータを受信して始めて回避動作を実行しないことを決定し、自分に優先権がある
と判定しても、相手から回避動作を行う旨のデータを受信しない場合にはフェイルセーフ
の観点から回避動作を実行する。そして、他車に対して自車が回避動作を行うべき旨のデ
ータを送信した後、次回の判定処理で回避までの余裕が無くなったと判定された場合に（
Ｓ１０９でＹＥＳ）、自車のＥＣＵ１６は所定の回避制御を実行する（Ｓ１１０）。
【００３８】
一方、Ｓ１０９にてＹＥＳ、すなわち回避余裕がない場合には、直ちに回避制御を実行す
る（Ｓ１１０）。
【００３９】
図８には、Ｓ１１０における処理の詳細が示されている。まず、ブレーキ制御フラグＢの
値をチェックすることでブレーキ制御が可能か否かを判定する（Ｓ４０１）。ブレーキ制
御が可能である場合には、ブレーキアクチュエータを最大制御力で作動させるべくブレー
キ圧を増圧して減速する（Ｓ４０２）。これにより、他車との衝突が回避される（あるい
は、衝突時の衝撃が抑制される）。また、ブレーキ制御不可状態である場合には、ブレー
キアクチュエータ制御を終了しブレーキ圧を減圧する（Ｓ４０３）。そして、ドライバに
対してステアリング操作などを指示する（Ｓ４０４）。ステアリングの方向は、Ｓ１０６
で得られた衝突の確率及び衝撃を低下させるような方向である。
【００４０】
このように、本実施形態では自車と他車との衝突の可能性を評価し、衝突する可能性があ
っても自車及び他車が共に回避動作を行うのではなく、自車と他車の優先度に応じていず
れかの車両が回避動作を行うようにしたので、回避動作に伴って第３車との新たな衝突の
可能性が生じることなく、効果的に衝突を回避することができる。
【００４１】
なお、本実施形態では自車と他車の優先度を判定し、優先権のない方が回避動作を行う場
合を示したが、例えば優先度を割合（自車の優先度４０％で他車の優先度６０％）で評価
し、この割合に応じて回避動作の割合も決定する（自車の減速度は最大減速度の６０％、
他車の減速度は最大減速度の４０％）ことも可能である。すなわち、自車と他車のいずれ
か一方が回避動作を行うのではなく、優先度に応じて回避動作を両者で負担することも可
能である。
【００４２】
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【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば自車と他車が衝突する可能性がある場合に、交通の
流れに与える影響を抑えつつ、衝突を効果的に回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態の構成ブロック図である。
【図２】実施形態の全体処理フローチャート（その１）である。
【図３】実施形態の全体処理フローチャート（その２）である。
【図４】実施形態のデータ通信部の送信構成図である。
【図５】実施形態のデータ通信部の受信構成図である。
【図６】実施形態の最適車両回避制御の詳細フローチャートである。
【図７】実施形態の交通優先権チェックの詳細フローチャートである。
【図８】実施形態の回避制御の詳細フローチャートである。
【図９】実施形態の自車と他車の時空上における予測軌跡説明図である。
【図１０】自車と他車の位置関係を示す説明図である。
【符号の説明】
１０　車両（自車）、１２　アンテナ、１４　データ通信部、１６　ＥＣＵ、１８　セン
サ部、２０　アクチュエータ部。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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