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(57)【要約】
【課題】車両と物体との衝突を回避するための操舵制御
を含む車両制御を行う場合に、車両の操舵方向を車両周
囲に適切に報知することができる車両制御装置を提供す
ること。
【解決手段】車両の周囲の物体の検出が行われ（Ｓ１２
）、物体と車両が衝突する可能性があるか否かが判定さ
れ（Ｓ１６）、物体と車両が衝突する可能性があると判
定された場合に車両の制動制御により衝突回避できるか
否かが判定され（Ｓ１８）、制動制御により衝突回避で
きないと判定された場合に車両の操舵と車両の制動の両
方で衝突を回避する操舵制動制御が行われ、それと共に
方向指示器２１の点滅を開始し、車両が停車した場合に
非常点滅表示器２２の点滅が行われる（Ｓ３０）。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周囲の物体を検出する物体検出部と、
　前記物体検出部により検出された前記物体と前記車両が衝突する可能性があるか否かを
判定する衝突判定部と、
　前記衝突判定部により前記物体と前記車両が衝突する可能性があると判定された場合に
、前記物体検出部の検出結果と前記車両の車速とに基づいて、前記車両の制動制御により
衝突回避できるか否かを判定する制動回避判定部と、
　前記制動回避判定部によって前記制動制御により衝突回避できると判定された場合、前
記制動制御を行い、前記制動回避判定部によって前記制動制御により衝突回避できないと
判定された場合、前記車両の操舵と前記車両の制動の両方で前記衝突を回避する操舵制動
制御を行う走行制御部と、
　前記制動回避判定部によって前記制動制御により衝突回避できないと判定された場合に
、前記操舵制動制御の操舵方向に応じた前記車両の方向指示器の点滅を開始し、前記操舵
制動制御により前記車両が停車した場合に前記車両の非常点滅表示器を点滅させる点灯制
御部と、
を備える車両制御装置。
【請求項２】
　前記制動回避判定部によって前記制動制御により衝突回避できないと判定された場合に
、前記物体と前記車両の衝突を回避するため目標経路を前記車両の走行する車線内に生成
する走行計画生成部をさらに備え、
　前記走行制御部は、前記目標経路に従って前記操舵制動制御を行う、
請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　前記制動回避判定部によって前記制動制御により衝突回避できないと判定された場合に
、前記走行制御部による前記操舵制動制御の操舵方向に応じた操舵表示を前記車両内のデ
ィスプレイに表示させる表示制御部をさらに備える、
請求項１又は２に記載の車両制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両と物体との衝突を回避するように車両を制御する車両制御装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両と物体との衝突回避に関し、例えば、特開２００９－０１５５４７号公報に
記載された装置が知られている。この装置は、車両に衝突する可能性がある物体を検出し
、そのような物体が検出された場合に運転者に対し物体との衝突を回避するために車両の
操舵方向を指示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－０１５５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、車両に衝突する可能性がある物体を検出した場合に、車両の操舵制御を含む
車両制御によって物体との衝突を回避させる装置が考えられる。このような緊急回避の状
況においては、車両制御による車両の操舵方向を車両周囲に報知することが望ましい。
【０００５】
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　そこで、本技術分野において、車両と物体との衝突を回避するための操舵制御を含む車
両制御を行う場合に、車両の操舵方向を車両周囲に適切に報知することができる車両制御
装置の開発が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち、本発明の一側面における車両制御装置は、車両の周囲の物体を検出する物体
検出部と、前記物体検出部により検出された前記物体と前記車両が衝突する可能性がある
か否かを判定する衝突判定部と、前記衝突判定部により前記物体と前記車両が衝突する可
能性があると判定された場合に、前記物体検出部の検出結果と前記車両の車速とに基づい
て、前記車両の制動制御により衝突回避できるか否かを判定する制動回避判定部と、前記
制動回避判定部によって前記制動制御により衝突回避できると判定された場合、前記制動
制御を行い、前記制動回避判定部によって前記制動制御により衝突回避できないと判定さ
れた場合、前記車両の操舵と前記車両の制動の両方で前記衝突を回避する操舵制動制御を
行う走行制御部と、前記制動回避判定部によって前記制動制御により衝突回避できないと
判定された場合に、前記操舵制動制御の操舵方向に応じた前記車両の方向指示器の点滅を
開始し、前記操舵制動制御により前記車両が停車した場合に前記車両の非常点滅表示器を
点滅させる点灯制御部とを備えて構成される。この車両制御装置によれば、制動制御のみ
では衝突回避できないと判定された場合に車両の操舵と制動の両方で衝突回避する操舵制
動制御を行い、その操舵制動制御の操舵方向に応じて方向指示器の点滅を開始し、操舵制
動制御により車両が停車した場合に非常点滅表示器を点滅させる。このため、方向指示器
の点滅により車両の周囲に対し車両の操舵方向を報知することができ、非常点滅表示器の
点滅により車両の周囲に対し車両が緊急停車していることを報知することができる。
【０００７】
　また、本発明の一側面における車両制御装置において、前記制動回避判定部によって前
記制動制御により衝突回避できないと判定された場合に、前記物体と前記車両の衝突を回
避するため目標経路を前記車両の走行する車線内に生成する走行計画生成部をさらに備え
、前記走行制御部は、前記目標経路に従って前記操舵制動制御を行うように構成されてい
てもよい。この場合、車線内に生成される目標経路に従って操舵制動制御を行うことによ
り、隣り車線を走行する車両との接触を回避した車両の走行が可能となる。
【０００８】
　また、本発明の一側面における車両制御装置において、前記制動回避判定部によって前
記制動制御により衝突回避できないと判定された場合に、前記走行制御部による前記操舵
制動制御の操舵方向に応じた操舵表示を前記車両内のディスプレイに表示させる表示制御
部をさらに備えていてもよい。この場合、操舵制動制御の操舵方向に応じた操舵表示が行
われるため、運転者が車両の操舵の制御状況を知ることができ、操舵制動制御による車両
の挙動に違和感を覚えることを抑制することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、車両と物体との衝突を回避するための操舵制御を含む車両制御を行う
場合に、車両の操舵方向を車両周囲に適切に報知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る車両制御装置の構成概要を示すブロック図である。
【図２】図１の車両制御装置における制御処理を示すフローチャートである。
【図３】図１の車両制御装置における操舵制御及び制動制御の車両状態等を示す説明図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明におい
て、同一又は相当要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する。
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【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る車両制御装置１の構成概要図である。図１において
、本実施形態に係る車両制御装置１は、車両に搭載され、車両と周囲の物体と衝突を回避
するために自動で車両の制動制御又は操舵制動制御を行う装置である。ここで、操舵制動
制御とは、車両の操舵制御と制動制御の両方を行う制御であって、物体との衝突回避のた
めの制御である。車両制御装置１は、例えば、制動制御のみにより車両と周囲の物体と衝
突を回避できる場合、制動制御のみによる衝突回避を行う。車両制御装置１は、その制動
制御のみでは衝突回避できない場合に車両の操舵制動制御を行う。そして、車両制御装置
１は、操舵制動制御の操舵方向に応じて車両の方向指示器の点滅を行い、操舵制動制御に
より車両が停車した場合に車両の非常点滅表示器を点滅させる。
【００１３】
　車両制御装置１は、ＥＣＵ［Electronic　Control　Unit］１０を備えている。ＥＣＵ
１０は、車両の制動制御又は操舵制動制御を含む車両制御を行う電子制御ユニットであり
、ＣＰＵ[Central　Processing　Unit]、ＲＯＭ[Read　Only　Memory]、ＲＡＭ[Random　
Access　Memory]を含むコンピュータを主体として構成されている。ＥＣＵ１０の詳細に
ついては、後述する。
【００１４】
　ＥＣＵ１０には、車両外部情報センサ２、ＧＰＳ［Global Positioning System］受信
部３、車両内部情報センサ４、地図データベース５、ナビゲーションシステム６、ＨＭＩ
［Human Machine Interface］７、アクチュエータ８、方向指示器２１及び非常点滅表示
器２２がそれぞれ接続されている。
【００１５】
　車両外部情報センサ２は、車両の周辺情報である外部状況を検出する検出機器である。
車両外部情報センサ２は、カメラ、レーダー［Radar］、及びライダー［LIDAR：Laser Im
aging Detection and Ranging］のうち少なくとも一つを含む。カメラは、車両の外部状
況を撮像する撮像機器である。
【００１６】
　車両外部情報センサ２のカメラは、車両周囲の物体を検出する検出器として機能し、撮
像した物体の撮像情報をＥＣＵ１０へ送信する。また、カメラは、車両が走行する車線の
左右に設けられる白線を検出する検出部として機能し、白線を撮像した撮像情報をＥＣＵ
１０へ送信する。白線は、実線、破線のいずれであってもよいし、単線、複合線のいずれ
であってもよい。
【００１７】
　カメラは、例えば、車両のフロントガラスの裏側に設けられている。カメラは、単眼カ
メラであってもよく、ステレオカメラであってもよい。ステレオカメラは、両眼視差を再
現するように配置された二つの撮像部を有している。ステレオカメラの撮像情報には、奥
行き方向の情報も含まれている。ステレオカメラを用いる場合、カメラは先行車両、障害
物、歩行者等を含む立体物を検出する検出器として機能する。
【００１８】
　レーダーは、電波（例えばミリ波）を利用して車両周囲の物体を検出する。レーダーは
、電波を車両の周囲に送信し、物体で反射された電波を受信することで物体を検出する。
レーダーは、検出した物体情報をＥＣＵ１０へ送信する。
【００１９】
　ライダーは、光を利用して車両周囲の物体を検出する。ライダーは、光を車両の周囲に
送信し、物体で反射された光を受信することで反射点までの距離を計測し、物体を検出す
る。ライダーは、検出した物体情報をＥＣＵ１０へ送信する。カメラ、ライダー及びレー
ダーは、必ずしも重複して備える必要はない。
【００２０】
　ＧＰＳ受信部３は、３個以上のＧＰＳ衛星から信号を受信することにより、車両の位置
（例えば車両の緯度及び経度）を測定する。ＧＰＳ受信部３は、測定した車両の位置情報
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をＥＣＵ１０へ送信する。なお、ＧＰＳ受信部３に代えて、車両の緯度及び経度が特定で
きる他の手段を用いてもよい。また、車両の方位を測定する機能を持たせることは、セン
サの測定結果と後述する地図情報との照合のために好ましい。
【００２１】
　車両内部情報センサ４は、車両の走行状態を検出する検出機器である。車両内部情報セ
ンサ４は、車速センサを含む。車速センサは、車両の速度を検出する検出器である。車速
センサとしては、例えば、車両の車輪又は車輪と一体に回転し又は同期して回転するドラ
イブシャフト等の部材に対して設けられ、車輪の回転速度を検出する車輪速センサが用い
られる。車速センサは、検出した車速情報（車輪速情報）をＥＣＵ１０に送信する。
【００２２】
　車両内部情報センサ４は、加速度センサ及びヨーレートセンサのうち少なくとも一つを
含んでもよい。加速度センサは、車両の加速度を検出する検出器である。加速度センサは
、例えば、車両の前後方向の加速度を検出する前後加速度センサと、車両の横加速度を検
出する横加速度センサとを含んでいる。加速度センサは、例えば、車両の加速度情報をＥ
ＣＵ１０に送信する。ヨーレートセンサは、車両の重心の鉛直軸周りのヨーレート（回転
角速度）を検出する検出器である。ヨーレートセンサとしては、例えばジャイロセンサを
用いることができる。ヨーレートセンサは、検出した車両のヨーレート情報をＥＣＵ１０
へ送信する。
【００２３】
　地図データベース５は、地図情報を備えたデータベースである。地図データベースは、
例えば、車両に搭載されたＨＤＤ［Hard Disk Drive］内に形成されている。地図情報に
は、例えば、道路の位置情報、道路形状の情報（例えばカーブ、直線部の種別、カーブの
曲率等）、交差点及び分岐点の位置情報が含まれる。なお、地図データベースは、車両と
通信可能な情報処理センター等の施設のコンピュータに記憶されていてもよい。
【００２４】
　ナビゲーションシステム６は、車両の運転者によって設定された目的地まで、車両の運
転者に対して案内を行う装置である。ナビゲーションシステム６は、ＧＰＳ受信部３の測
定した車両の位置情報と地図データベース５の地図情報とに基づいて、車両の走行するル
ートを算出する。ルートは、複数車線の区間において好適な車線を特定したものであって
もよい。ナビゲーションシステム６は、例えば、車両の位置から目的地に至るまでの目標
ルートを演算し、ディスプレイの表示及びスピーカの音声出力により運転者に対して目標
ルートの報知を行う。ナビゲーションシステム６は、例えば、車両の目標ルートの情報を
ＥＣＵ１０へ送信する。なお、ナビゲーションシステム６は、車両と通信可能な情報処理
センター等の施設のコンピュータに記憶されていてもよい。
【００２５】
　ＨＭＩ７は、車両の乗員（運転者を含む）と車両制御装置１と間で情報の出力及び入力
をするためのインターフェイスである。ＨＭＩ７は、例えば、乗員に画像情報を表示する
ためのディスプレイパネル、音声出力のためのスピーカ、及び乗員が入力操作を行うため
の操作ボタン又はタッチパネル等を備えている。ＨＭＩ７は、無線で接続された携帯情報
端末を利用して、乗員に対する情報の出力を行ってもよく、携帯情報端末を利用して乗員
による入力操作を受け付けてもよい。
【００２６】
　ＨＭＩ７には、操舵制動制御における操舵制御の状態を表示する操舵表示部７１が設け
られている。操舵表示部７１は、車両周囲の物体との衝突回避が制動制御では行えない場
合に、操舵制動制御の操舵方向に応じた操舵表示を表示する表示部であり、例えば、モニ
タなどのディスプレイが用いられる。操舵表示としては、例えば、ハンドルを模式的に描
いたハンドルマーク、操舵方向を矢印により示す操舵方向マークが用いられる（図３のハ
ンドルマークＨ、操舵方向マークＡ参照）。操舵表示部７１は、操舵方向に応じてハンド
ルマークを回転させて表示し、操舵方向マーク（例えば矢印マーク）を操舵方向に応じて
表示する。操舵表示部７１により操舵表示を行うことにより、運転者が車両の操舵の制御
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状況を知ることができ、操舵制動制御による車両の挙動に違和感を覚えることを抑制する
ことができる。なお、操舵表示部７１は、マーク表示以外の操舵表示であってもよく、例
えば、文字表示であってもよい。この場合、操舵制動制御の操舵方向に応じ、右側へ操舵
制御中であること又は左側へ操舵制御中であることを表示すればよい。
【００２７】
　アクチュエータ８は、車両の車両制御を実行する装置である。アクチュエータ８は、ス
ロットルアクチュエータ、ブレーキアクチュエータ、及び操舵アクチュエータを少なくと
も含む。スロットルアクチュエータは、ＥＣＵ１０からの制御信号に応じてエンジンに対
する空気の供給量（スロットル開度）を制御し、車両の駆動力を制御する。
【００２８】
　ブレーキアクチュエータは、ＥＣＵ１０からの制御信号に応じてブレーキシステムを制
御し、車両の車輪へ付与する制動力を制御する。ブレーキシステムとしては、例えば、液
圧ブレーキシステムを用いることができる。操舵アクチュエータは、電動パワーステアリ
ングシステムのうち操舵トルクを制御するアシストモータの駆動を、ＥＣＵ１０からの制
御信号に応じて制御する。これにより、操舵アクチュエータは、例えば、運転者の操舵ト
ルクに対してアシストトルクの出力を調整することで車両に出力される操舵トルクを制御
する。操舵アクチュエータは、運転者の操舵トルクに関わらず、車両に出力される操舵ト
ルクを制御してもよい。
【００２９】
　方向指示器２１は、車両の操舵方向を車両の外部に対し報知する点灯器であり、ウイン
カ又はターンシグナルと称される。方向指示器２１は、例えば車両の前方の左右、後方の
左右にそれぞれ設けられ、運転者の点灯操作により点灯される。この方向指示器２１は、
衝突回避のための操舵制動制御が行われるときに、ＥＣＵ１０からの制御信号によって点
滅制御される。
【００３０】
　非常点滅表示器２２は、車両の緊急停車状態を外部に対し報知する点灯器であり、ハザ
ードランプ又は非常点滅表示灯と称される。非常点滅表示器２２は、例えば車両の前方の
左右、後方の左右にそれぞれ設けられ、運転者の点灯操作により点滅作動させられる。こ
の非常点滅表示器２２は、制動制御又は操舵制動制御により車両が停車したときに、ＥＣ
Ｕ１０からの制御信号によって点滅制御される。なお、制動制御又は操舵制動制御により
車両が停車したときに、非常点滅表示器２２としてブレーキランプを用いて点滅作動させ
てもよい。また、非常点滅表示器２２は、方向指示器２１を共用して用いてもよい。
【００３１】
　ＥＣＵ１０は、外部状況認識部１１、車両位置認識部１２、走行状態認識部１３、衝突
判定部１４、制動回避判定部１５、走行計画生成部１６、表示制御部１７、走行制御部１
８及び点灯制御部１９を備えている。
【００３２】
　外部状況認識部１１は、車両外部情報センサ２の検出結果（例えばカメラの撮像情報、
レーダーの物体情報、ライダーの物体情報等）に基づいて、車両の外部状況を認識する。
外部状況は、例えば、車両に対する走行車線の白線の位置もしくは車線中心の位置及び道
路幅、道路の形状（例えば走行車線の曲率、車両外部情報センサ２の見通し推定に有効な
路面の勾配変化、うねり等）、車両の周囲の物体の状況（例えば、物体との距離、車両に
対する物体の位置、車両に対する物体の移動方向、車両に対する物体の相対速度等）を含
む。また、車両外部情報センサ２の検出結果と地図情報とを照合することにより、ＧＰＳ
受信部３等で取得される車両の位置及び方向の精度を補ってもよい。外部状況認識部１１
は、車両の周囲の物体を検出する物体検出部として機能する。物体としては、例えば、他
車両（自動二輪車を含む）、歩行者、自転車、障害物などが該当する。外部状況認識部１
１の認識情報は、例えば、衝突判定部１４、制動回避判定部１５及び走行計画生成部１６
に入力される。
【００３３】
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　車両位置認識部１２は、ＧＰＳ受信部３で受信した車両の位置情報、及び地図データベ
ース５の地図情報に基づいて、地図上における車両の位置（以下、「車両位置」という）
を認識する。なお、車両位置認識部１２は、ナビゲーションシステム６で用いられる車両
位置を該ナビゲーションシステム６から取得して認識してもよい。車両位置認識部１２は
、道路等の外部に設置されたセンサで車両の車両位置が測定され得る場合、このセンサか
ら通信によって車両位置を取得してもよい。車両位置認識部１２の認識情報は、例えば、
衝突判定部１４、制動回避判定部１５及び走行計画生成部１６に入力される。
【００３４】
　走行状態認識部１３は、車両内部情報センサ４の検出結果（例えば車速センサの車速情
報、加速度センサの加速度情報、ヨーレートセンサのヨーレート情報等）に基づいて、車
両の走行状態を認識する。車両の走行状態には、例えば、車速、加速度、ヨーレートが含
まれる。また、走行状態認識部１３は、車両の位置の時間的変化に基づいて、車両の走行
方向を認識してもよい。走行状態認識部１３の認識情報は、例えば、衝突判定部１４、制
動回避判定部１５及び走行計画生成部１６に入力される。
【００３５】
　衝突判定部１４は、外部状況認識部１１により検出された物体と車両が衝突する可能性
があるか否かを判定する。衝突判定部１４は、検出された物体に対し、衝突時間ＴＴＣ[T
ime To Collision]を演算する。この衝突時間ＴＴＣの演算は、例えば、車両から物体ま
での距離を相対速度で除することにより行われる。また、衝突判定部１４は、演算された
衝突時間ＴＴＣが閾値ＴＴＣth以下であるか否かを判定することで、物体と車両が衝突す
る可能性を判定する。つまり、衝突判定部１４は、衝突時間ＴＴＣが閾値ＴＴＣth以下で
ない場合には、車両が物体に衝突する可能性がないと判定する。一方、衝突判定部１４は
、衝突時間ＴＴＣが閾値ＴＴＣth以下である場合には、車両が物体に衝突する可能性があ
ると判定する。閾値ＴＴＣthは、例えば、ＥＣＵ１０に予め設定される設定値が用いられ
る。衝突可能性についての判定情報は、例えば、制動回避判定部１５及び走行計画生成部
１６に入力される。
【００３６】
　制動回避判定部１５は、衝突判定部１４により物体と車両が衝突する可能性があると判
定された場合に、物体検出の検出結果と車両の車速とに基づいて、車両の制動制御により
衝突回避できるか否かを判定する。例えば、制動回避判定部１５は、車両の車速、制動制
御による許容減速度に基づいて車両が停車するまでの制動距離を算出する。許容減速度は
、例えば、緊急回避において車両制御装置１に許容された最大の減速度（例えば設定値）
である。制動回避判定部１５は、その制動距離が車両から物体までの距離未満の場合に制
動制御だけで衝突回避できると判定し、制動距離が物体までの距離以上の場合に制動制御
だけでは衝突回避できないと判定する。制動回避判定部１５の判定情報は、例えば、表示
制御部１７及び走行計画生成部１６に入力される。
【００３７】
　走行計画生成部１６は、例えば、制動回避判定部１５によって制動制御により衝突回避
できると判定された場合に、制動制御の走行計画を生成する。制動制御の走行計画には、
少なくとも目標速度パターンが含まれる。走行計画生成部１６は、走行状態認識部１３で
認識された車両の走行状態（車両の車速）に基づいて、目標速度パターンを生成する。目
標速度パターンとは、例えば、車両の進行方向（例えば直進方向）における所定間隔毎又
は所定時間毎の目標速度のデータである。走行計画生成部１６は、車両を停車させること
で物体と車両の衝突を回避するように目標速度パターンを生成する。なお、車両制御装置
１は、制動制御の走行計画を生成することなく、予め設定された許容減速度で車両を減速
させる制動制御を行ってもよい。
【００３８】
　走行計画生成部１６は、例えば、制動回避判定部１５によって制動制御により衝突回避
できないと判定された場合に、操舵制動制御の走行計画を生成する。操舵制動制御の走行
計画には、目標経路及び目標速度パターンが含まれる。走行計画生成部１６は、例えば、
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車両位置認識部１２で認識された車両位置、外部状況認識部１１で認識された車両の外部
状況、及び走行状態認識部１３で認識された車両の走行状態に基づいて、車両の目標経路
を生成する。
【００３９】
　具体的に、走行計画生成部１６は、例えば、目標経路を生成するための経路候補の探索
処理を行う。この探索処理は、車両の進行方向を変えた経路候補を複数生成し、物体との
衝突を回避可能な経路候補を探索する処理である。例えば、車両の進行方向を変えた複数
の経路候補を生成し、物体との衝突を回避可能であるかどうかを判定する。経路候補は、
例えば車両の進行方向を±０．１度ごとに変えた複数の経路として生成される。経路候補
は、車両の走行する車線内に限定してもよい。
【００４０】
　走行計画生成部１６は、物体との衝突回避可能な経路候補が生成できた場合、その経路
候補を車両の目標経路とする。走行計画生成部１６は、例えば、衝突回避可能な経路候補
が複数存在する場合には、物体と最も離れる経路候補を車両の目標経路とする。この目標
経路は、車両の操舵と車両の制動の両方で衝突を回避する操舵制動制御における目標経路
となる。すなわち、目標経路は、操舵制動制御により物体との衝突を回避しつつ車両を減
速させ停車させる経路となる。この目標経路は、車両の走行する車線内に生成してもよい
。この場合、車両が車線内に生成される目標経路に沿って走行し衝突回避することとなり
、隣り車線を走行する車両と接触することが避けられる操舵制動制御が可能となる。
【００４１】
　走行計画生成部１６は、例えば、走行状態認識部１３で認識された車両の走行状態（車
両の車速）に基づいて、目標経路に沿った目標速度パターンを生成する。目標速度パター
ンとは、例えば、目標経路上における所定間隔毎又は所定時間毎の目標速度のデータであ
る。走行計画生成部１６は、物体と車両の衝突を回避して車両を停車させる目標速度パタ
ーンを生成する。
【００４２】
　走行計画生成部１６は、物体との衝突回避可能な経路候補が生成できなかった場合、制
動制御の走行計画を生成する。この場合の制動制御は、衝突軽減のための制動制御である
。走行計画生成部１６は、例えば、衝突回避のための制動制御の走行計画と同様にして、
衝突軽減のための制動制御の走行計画を生成する。
【００４３】
　走行計画生成部１６は、物体との衝突回避可能な経路候補が生成でき、操舵制動制御の
走行計画を生成した場合、走行計画に沿った車両の操舵制動制御が可能であるか否かを判
定してもよい。走行計画生成部１６は、例えば、車両位置認識部１２で認識された車両位
置、外部状況認識部１１で認識された車両の外部状況、及び走行状態認識部１３で認識さ
れた車両の走行状態に基づいて、走行計画に沿った車両の操舵制動制御が可能であるか否
かを判定する。走行計画生成部１６は、例えば、外部状況として考慮されていない外乱を
認識した場合、目標経路に沿った車両の操舵制動制御が不能であると判定する。外部状況
として考慮されていない外乱とは、例えば、雨による路面摩擦の低下である。路面摩擦は
、例えば、周知の手法によりカメラの撮像画像から推測することができる。
【００４４】
　走行計画生成部１６は、走行計画に沿った車両の操舵制動制御が可能ではないと判定し
た場合、制動制御の走行計画を生成する。この場合の制動制御は、衝突軽減のための制動
制御である。
【００４５】
　表示制御部１７は、制動回避判定部１５によって制動制御により衝突回避できないと判
定された場合であって、走行計画生成部１６により操舵制動制御の走行計画が生成された
ときに、衝突回避のための操舵制動制御の操舵方向に応じた操舵表示を操舵表示部７１に
表示させる。例えば、表示制御部１７は、制動回避判定部１５によって制動制御により衝
突回避できないと判定された場合に、操舵表示部７１に制御信号を出力し、操舵表示部７
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１に操舵制動制御の操舵方向に応じた操舵表示を表示させる。
【００４６】
　なお、ＥＣＵ１０は、衝突判定部１４により車両が物体に衝突する可能性があると判定
された場合に、運転者に対し警告制御処理を行う警告制御部（図示なし）を有していても
よい。警告制御部は、例えば、車両が物体に衝突する可能性があると判定された場合に、
ＨＭＩ７に制御信号を出力して警告動作を行わせる。警告動作としては、ブザーの鳴動、
スピーカでの警告メッセージの報知、モニタでの警告表示、警告ランプの点灯もしくは点
滅などが該当する。
【００４７】
　走行制御部１８は、走行計画生成部１６で生成した走行計画に基づいて車両の走行制御
を実行する。例えば、走行制御部１８は、物体との衝突可能性がある場合であって制動制
御により衝突回避できる場合（走行計画生成部１６により制動制御の走行計画が生成され
た場合）、車両の制動制御を実行する。一方、走行制御部１８は、制動制御だけでは衝突
回避できない場合（走行計画生成部１６により操舵制動制御の走行計画が生成された場合
）、車両の操舵と車両の制動の両方で衝突を回避する操舵制動制御を実行する。操舵制動
制御において、操舵と制動は必ずしも同時に開始される必要はなく、制動が先であっても
よく、操舵が先であってもよい。操舵制動制御は、物体との衝突回避のための操舵と制動
を組み合わせて車両を走行させ、停車させるものであればよい。走行制御部１８は、走行
計画に応じた制御信号をアクチュエータ８に出力する。これにより、走行制御部１８は、
走行計画に沿って車両が走行するように、車両の走行を制御する。
【００４８】
　点灯制御部１９は、方向指示器２１及び非常点滅表示器２２の作動制御を行う。すなわ
ち、点灯制御部１９は、方向指示器２１及び非常点滅表示器２２に対し制御信号を出力し
、方向指示器２１及び非常点滅表示器２２の作動を制御する。例えば、点灯制御部１９は
、制動回避判定部１５によって制動制御により衝突回避できないと判定された場合に操舵
制動制御の操舵方向に応じて方向指示器２１の点滅を開始し、操舵制動制御により車両が
停車した場合に非常点滅表示器２２を点滅させる。つまり、点灯制御部１９は、操舵制動
制御により車両が左側へ操舵される場合には左側の方向指示器２１を点滅制御し、操舵制
動制御により車両が右側へ操舵される場合には右側の方向指示器２１を点滅制御する。そ
して、点灯制御部１９は、車両が停車した場合には、非常点滅表示器２２を点滅制御する
。点灯制御部１９は、車両が停車した場合には、方向指示器２１の点滅制御を終了する。
【００４９】
　なお、上述した外部状況認識部１１、車両位置認識部１２、走行状態認識部１３、衝突
判定部１４、制動回避判定部１５、表示制御部１７、走行計画生成部１６、走行制御部１
８及び点灯制御部１９は、ＥＣＵ１０にそれぞれの機能を実現するソフトウェア又はプロ
グラムを導入することにより構成すればよい。また、それらの一部又は全部をそれぞれ個
別の電子制御ユニットにより構成してもよい。
【００５０】
　次に、本実施形態に係る車両制御装置１の動作について説明する。
【００５１】
　図２は、本実施形態に係る車両制御装置１における制御処理を示すフローチャートであ
る。この制御処理は、例えば、車両が走行している場合に行われ、車両のエンジン始動と
ともに開始される。また、この制御処理は、例えばＥＣＵ１０により実行される。
【００５２】
　図２のＳ１０に示すように、まず、センサ情報の読み込み処理が行われる。この処理は
、例えば車両外部情報センサ２、ＧＰＳ受信部３、車両内部情報センサ４、ナビゲーショ
ンシステム６の情報を読み込む処理である。そして、Ｓ１２に処理が移行し、物体の認識
処理が行われる。物体の認識処理は、車両外部情報センサ２に検出された車両周囲の物体
の位置、物体と車両との距離、及び物体と車両との相対速度の情報を認識する処理である
。
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【００５３】
　そして、Ｓ１４に処理が移行し、物体との衝突時間ＴＴＣの演算処理が行われる。演算
処理は、Ｓ１２にて認識された物体と車両との衝突時間ＴＴＣを演算する処理である。例
えば、外部状況認識部１１は、車両から物体までの距離を相対速度で除して、衝突時間Ｔ
ＴＣを算出する。
【００５４】
　そして、Ｓ１６に処理が移行し、Ｓ１４にて演算された衝突時間ＴＴＣが閾値ＴＴＣth
以下であるか否かが判定される。この判定処理は、車両が物体と衝突する可能性があるか
どうかを判定する処理である。例えば、衝突判定部１４は、衝突時間ＴＴＣが閾値ＴＴＣ
th以下でない場合には車両が物体と衝突する可能性がないと判定し、衝突時間ＴＴＣが閾
値ＴＴＣth以下である場合には車両が物体と衝突する可能性があると判定する。閾値ＴＴ
Ｃthは、ＥＣＵ１０に予め設定される設定値を用いればよい。
【００５５】
　Ｓ１６にて衝突時間ＴＴＣが閾値ＴＴＣth以下でないと判定された場合には、物体との
衝突可能性がないと判断され、図２の一連の制御処理を終了する。その後、ＥＣＵ１０は
、再びＳ１０から処理を開始する。一方、Ｓ１６にて衝突時間ＴＴＣが閾値ＴＴＣth以下
であると判定された場合には、制動制御により物体との衝突回避できないかどうかが判定
される（Ｓ１８）。例えば、制動回避判定部１５は、車両の車速、制動制御による減速度
に基づいて制動距離を算出し、その制動距離が物体までの距離未満の場合に制動制御によ
り衝突回避できると判定し、制動距離が物体までの距離以上の場合に制動制御により衝突
回避できないと判定する。
【００５６】
　Ｓ１８にて制動制御により物体との衝突が回避できると判定された場合には、衝突回避
のための制動制御が行われる（Ｓ２０）。衝突回避のための制動制御は、操舵制御を用い
ずに制動制御のみによって物体との衝突を回避する処理である。すなわち、走行制御部１
８は、ブレーキのアクチュエータ８に制御信号を出力し、車両の制動制御を実行する。こ
のとき、点灯制御部１９は、例えば、車両の後部に設けられるブレーキランプを点灯又は
点滅させる。
【００５７】
　Ｓ１８にて制動制御により物体との衝突が回避できないと判定された場合には、物体と
の衝突回避可能な経路候補の探索が行われる（Ｓ２２）。例えば、走行計画生成部１６は
、車両の進行方向を変えた複数の経路候補を生成する。
【００５８】
　そして、Ｓ２４に処理が移行し、物体との衝突回避可能な経路候補があるか否かが判定
される。この判定処理は、物体との衝突を回避できる経路候補があるか否かを判定する処
理である。例えば、走行計画生成部１６は、Ｓ２２にて生成した経路候補について物体と
の衝突を回避できる経路候補があるか否かを判断する。そして、走行計画生成部１６は、
物体との衝突回避可能な経路候補が生成できた場合、物体との衝突を回避できる経路候補
があると判定する。一方、走行計画生成部１６は、物体との衝突回避可能な経路が生成で
きない場合、物体との衝突を回避できる経路候補がないと判定する。
【００５９】
　Ｓ２４にて経路候補がないと判定された場合には、Ｓ２０において衝突軽減のための制
動制御が行われる。一方、Ｓ２４にて衝突回避経路があると判定された場合には、操舵制
動制御の走行計画が生成される（Ｓ２６）。走行計画生成部１６は、物体との衝突回避可
能な経路候補を車両の目標経路とする。走行計画生成部１６は、例えば、衝突回避可能な
経路候補が複数存在する場合には、物体と最も離れる経路候補を車両の目標経路とする。
走行計画生成部１６は、例えば、走行状態認識部１３で認識された車両の走行状態（車両
の車速）に基づいて、目標経路に沿った目標速度パターンを生成する。走行計画生成部１
６は、目標経路及び目標速度パターンを含む操舵制動制御の走行計画を生成する。
【００６０】
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　Ｓ２６にて走行計画が生成された場合には、走行計画に沿った車両の操舵制動制御が可
能であるか否かが判定される（Ｓ２８）。走行計画生成部１６は、例えば、車両位置認識
部１２で認識された車両位置、外部状況認識部１１で認識された車両の外部状況、及び走
行状態認識部１３で認識された車両の走行状態に基づいて、走行計画に沿った車両の操舵
制動制御が可能であるか否かを判定する。
【００６１】
　Ｓ２８にて走行計画に沿った車両の操舵制動制御が可能ではないと判定された場合には
、Ｓ２０において衝突軽減のための制動制御が行われる。Ｓ２８にて走行計画に沿った車
両の操舵制動制御が可能であると判定された場合には、点滅制御及び操舵制動制御が実行
される（Ｓ３０）。
【００６２】
　点灯制御処理は、方向指示器２１及び非常点滅表示器２２の作動を制御する処理である
。操舵制動制御処理は、車両の操舵と制動の両方により物体との衝突回避を行う処理であ
る。点灯制御処理と操舵制動制御処理は同時に開始してもよいし、点灯制御処理を開始し
た後に操舵制動制御を開始してもよい。例えば、点灯制御処理として、点灯制御部１９は
、方向指示器２１及び非常点滅表示器２２に対し制御信号を出力し、方向指示器２１及び
非常点滅表示器２２の作動を制御する。方向指示器２１は、操舵制動制御の操舵方向に応
じて点滅させられ、非常点滅表示器２２は操舵制動制御により車両が停車した場合に点滅
させられる。
【００６３】
　また、操舵制動制御処理として、走行制御部１８は、アクチュエータ８に対し制御信号
を出力し、目標経路に沿って車両を走行させるようにブレーキアクチュエータ及び操舵ア
クチュエータを作動させる。操舵制動制御処理は、制動と操舵を同時に行う場合に限られ
ず、制動が先であってもよく、操舵が先であってもよい。また、点灯制御処理及び操舵制
動制御処理と共に、操舵表示処理を行ってもよい。操舵表示処理は、運転者に操舵制御が
行われていることを操舵表示により報知する処理である。すなわち、表示制御部１７は操
舵表示部７１に制御信号を出力し、操舵表示部７１に操舵表示を行わせる。具体的な処理
内容については、後述する。
【００６４】
　図３は、点灯制御処理及び操舵制動制御処理の実行時における車両の挙動及び点滅制御
状態と運転者に対する操舵表示状態とを示している。図３のＰ１は、車両Ｖの操舵制動制
御における操舵制動制御の開始時の状況を示している。車両制御装置１は、例えば、操舵
制動制御の開始に伴って点灯制御処理を開始し、操舵制動制御の操舵方向に応じた方向指
示器２１の点滅制御（ウインカ点滅）が行われる。図３では操舵方向が左方向であり、左
側の方向指示器２１の点滅制御が行われている。また、このとき、操舵表示部７１におい
てハンドルマークＨ及び操舵方向マークＡが運転者に対して表示される。ハンドルマーク
Ｈは、操舵制動制御が実行中であることを示すマークであり、操舵制動制御における車両
Ｖの操舵状態に応じて回転した状態で表示される。操舵方向マークＡは、矢印マークであ
り、操舵方向を示している。車両Ｖの点滅制御が行われることにより、周囲の他車Ｖ１、
Ｖ２に対し操舵制動制御による車両Ｖの操舵方向を知らせることができる。また、操舵制
動制御中にハンドルマークＨなどの操舵表示を示すことにより、運転者に操舵制動制御中
であることを報知することができる。
【００６５】
　図３のＰ２は、物体Ｏ（ここでは、歩行者）との衝突を回避すべき操舵制動制御が実行
されている状況を示している。Ｐ２において、車両Ｖは、物体Ｏを避けるように走行しつ
つ、減速している。点灯制御処理も継続して実行され、点滅制御が行われている。ハンド
ルマークＨは、車両Ｖの操舵状況に応じて回転した状態で表示される。
【００６６】
　図３のＰ３は、車両Ｖが操舵制動制御により停車した状況を示している。このとき、点
灯制御処理により、車両Ｖの前後左右に設けられる非常点滅表示器２２がそれぞれ作動さ
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は表示され、操舵方向マークＡは消灯される。車両Ｖの非常点滅表示器２２の点滅制御が
行われることにより、周囲の他車Ｖ１、Ｖ２に対し車両Ｖが緊急停車していることを知ら
せることができる。また、図３に示すように、物体Ｏとの衝突回避する目標経路を車両Ｖ
の走行する車線内に設定して操舵制動制御を行うことにより、隣り車線を走行する他車Ｖ
２と接触することが避けられる。
【００６７】
　そして、図２において、Ｓ３０の処理を終えたら、図２の一連の制御処理を終了する。
なお、図２の一連の制御処理において、制御結果に影響を及ぼさなければ、図２における
制御処理の一部の実行を省略してもよい。例えば、Ｓ２８の処理は必須ではない。また、
制御結果に影響を及ぼさなければ、制御処理の順番を入れ替えてもよいし、他の制御処理
を追加してもよい。
【００６８】
　以上説明したように、本実施形態に係る車両制御装置１によれば、物体との衝突を回避
するために車両の操舵制動制御が行われる際、車両の操舵方向に応じて方向指示器を点滅
させ、車両が停車した場合に非常点滅表示器を点滅させる。このため、方向指示器の点滅
により車両の周囲に対し操舵制動制御の車両の操舵方向を報知することができ、非常点滅
表示器の点滅により車両の周囲に対し車両が緊急停車していることを報知することができ
る。
【００６９】
　また、本実施形態に係る車両制御装置１において、物体との衝突を回避するため目標経
路を車両の走行する車線内に生成して、目標経路に従って操舵制動制御を行うことにより
、隣り車線を走行する車両との接触を回避した車両の走行が可能となる。
【００７０】
　また、本実施形態に係る車両制御装置１において、物体との衝突を回避するために車両
の操舵制動制御が行われる際、操舵制動制御の操舵方向に応じて操舵表示を車両内のディ
スプレイに表示させることにより、運転者が車両の操舵の制御状況を知ることができ、操
舵制動制御による車両の挙動に違和感を覚えることを抑制することができる。
【００７１】
　なお、上述した実施形態は、本発明に係る車両制御装置の一実施形態を説明したもので
あり、本発明に係る車両制御装置は上記実施形態に記載されたものに限定されない。本発
明に係る車両制御装置は、各請求項に記載した要旨を変更しないように上記実施形態に係
る車両制御装置を変形し、又は他のものに適用したものであってもよい。
【００７２】
　例えば、上述した実施形態に係る車両制御装置１は、手動運転を行う車両に適用する場
合について説明したが、本発明に係る車両制御装置は、自動運転制御を行う車両に適用し
てもよい。
【符号の説明】
【００７３】
　１…車両制御装置、２…車両外部情報センサ、３…ＧＰＳ受信部、４…車両内部情報セ
ンサ、５…地図データベース、６…ナビゲーションシステム、７…ＨＭＩ、８…アクチュ
エータ、１０…ＥＣＵ、１１…外部状況認識部、１２…車両位置認識部、１３…走行状態
認識部、１４…衝突判定部、１５…制動回避判定部、１６…走行計画生成部、１７…表示
制御部、１８…走行制御部、１９…点灯制御部。
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