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(57)【要約】
【課題】自動制御運転の不可能な道路で自動制御運転で
運転を行うのを防止することができる車両制御装置を提
供する。
【解決手段】車両制御装置１は、車両の現在地を検出し
、位置検出精度が所定値以下である地点を識別する特定
情報を取得し、特定情報が付与されている地点が有るこ
とを取得したとき、自動制御運転を回避すべき処理を実
行するナビゲーション装置３と、検出された現在地に基
づいて、道路状態に応じて前記車両の自動制御運転を行
う制御装置２とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の現在地を検出する現在地検出手段と、
　前記現在地検出手段で検出された現在地に基づいて、道路状態に応じて前記車両の自動
制御運転を行う運転制御手段と、
　前記現在地検出手段による位置検出精度が所定値以下である地点を識別する特定情報を
取得する情報取得手段と、
　前記特定情報が付与されている地点が有ることを前記情報取得手段で取得したとき、前
記自動制御運転を回避すべき処理を実行する回避手段とを備えることを特徴とする車両制
御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両制御装置において、
　前記回避手段は、車両前方の経路上に前記特定情報が付与されている地点がある場合、
前記運転制御手段による自動制御運転を禁止することを特徴とする車両制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両制御装置において、
　前記回避手段は、前記特定情報が付与された地点が車両前方の第１距離まで接近すると
、前記自動制御運転を中止すること、および手動運転すべきことを運転者に報知する報知
制御手段をさらに含むことを特徴とする車両制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の車両制御装置において、
　前記報知制御手段は、前記報知制御手段による前記報知が行われた後、前記特定情報が
付与された地点が車両前方の第２距離（＜第１距離）まで接近したとき、運転者の手動操
作の意思を確認し、その意思が確認されると、前記報知を停止することを特徴とする車両
制御装置。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれか１項に記載の車両制御装置において、
　前記検出されている現在地より前方の道路状況に基づいて、車両が走行すべき経路を推
定し、その推定経路を運転者に報知する推定経路報知手段をさらに備え、
　前記報知された推定経路を走行中に、前記回避手段が前記回避処理を実行することを特
徴とする車両制御装置。
【請求項６】
　請求項２乃至５のいずれか１項に記載の車両制御装置において、
　前記自動制御運転は、車両が通過する道路の曲率半径に応じて車速を制限する車速制限
制御運転であることを特徴とする車両制御装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の車両制御装置において、
　現在地から目的地までの経路を演算する演算手段を備え、
　前記回避手段は、前記演算手段により、前記特定情報が付与されている地点が含まれな
いように経路を演算する処理を含むことを特徴とする車両制御装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の走行を自動的に制御する車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在位置候補検索処理によって検索された現在位置候補および周辺の道路状況に基づい
て、車両のコーナ制御や交差点制御を許可するか否かを判断する車両制御装置が従来技術
として知られている（たとえば、特許文献１）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２２１３３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）衛星から送信される
電波の受信が困難である場合、車両の現在地の検出精度が悪くなる。特許文献１に記載の
車両制御装置は、このような場合も現在位置候補および周辺の道路状況について問題がな
ければコーナ制御や交差点制御を許可する。したがって、特許文献１に記載の車両制御装
置では、車両のコーナ制御や交差点制御を行えない道路を的確に検出できないという問題
点がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明による車両制御装置は、車両の現在地を検出する現在地検出手段と、現在地検出
手段で検出された現在地に基づいて、道路状態に応じて車両の自動制御運転を行う運転制
御手段と、現在地検出手段による位置検出精度が所定値以下である地点を識別する特定情
報を取得する情報取得手段と、特定情報が付与されている地点が有ることを情報取得手段
で取得したとき、自動制御運転を回避すべき処理を実行する回避手段とを備える。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の車両制御装置によれば、自動制御運転に適さない走行環境下での自動制御運転
を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第１の実施形態における車両制御装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における車両制御装置を構成するナビゲーション装置の
構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態における車両制御装置が探索した推奨経路を説明するた
めの図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における車両制御装置の自動制御運転処理を説明するた
めのフローチャートである。
【図５】表示モニタの画面に表示された車両の現在地周辺の地図を説明するための図であ
る。
【図６】図６（ａ）は車両の現在地から自動制御運転不可道路進入地点までの距離が５０
０ｍになったときに表示される画面を説明するための図であり、図６（ｂ）は車両の現在
地から自動制御運転不可道路進入地点までの距離が５０ｍになったときに表示される画面
を説明するための図である。
【図７】本発明の第２実施形態における車両制御装置の自動制御運転不可道路報知処理を
説明するためのフローチャートである。
【図８】本発明の第２実施形態における車両制御装置の自動制御運転不可道路報知処理を
説明するためのフローチャートである。
【図９】本発明の第２実施形態における車両制御装置の自動制御運転不可道路報知処理を
説明するためのフローチャートである。
【図１０】本発明の第２実施形態における車両制御装置の自動制御運転不可道路報知処理
を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
－第１の実施形態－
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　図１は、本発明の第１の実施形態による車両制御装置１を示す。この車両制御装置１は
、車両が一時停止しなくてはならない地点に接近すると車両を減速させたり、道路のコー
ナを適正速度で通過したりするように車速を制御するものである。また、車両制御装置１
は、運転者がステアリングを操作しなくても車両を道なりに旋回させることができる。車
両制御装置１は、制御装置２と、ナビゲーション装置３と、ＢＣＵ（Ｂｒａｋｅ　Ｂｏｏ
ｓｔｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）４と、レーン・キープ・アシスト装置５と、エン
ジンＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）６と、車間計測装置７
と、感圧センサ８とを有する。車載制御装置１を構成するこれらの装置はＣＡＮ（Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）により接続される。
【０００９】
　図２を参照して、車載制御装置１を構成するナビゲーション装置３を説明する。ナビゲ
ーション装置３は、制御回路３１、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、現在地検出装置３４、画像
メモリ３５、表示モニタ３６、スピーカ３７、入力装置３８およびディスクドライブ３９
を有する。ディスクドライブ３９には、地図データが記憶されたＤＶＤ－ＲＯＭ３１０が
装填される。
【００１０】
　制御回路３１は、マイクロプロセッサ及びその周辺回路からなり、ＲＡＭ３３を作業エ
リアとしてＲＯＭ３２に格納された制御プログラムを実行してナビゲーション装置３の各
種制御を行う。たとえば、制御回路３１は、ＤＶＤ－ＲＯＭ３１０に記憶された地図デー
タに基づいて所定の経路探索を行い、探索した経路を表示モニタ３６に表示させる。
【００１１】
　現在地検出装置３４は車両の現在地を検出する装置である。現在検出装置３４は、振動
ジャイロ３４ａ、車速センサ３４ｂ、ＧＰＳセンサ３４ｃなどからなる。振動ジャイロ３
４ａは車両の進行方向を検出し、車速センサ３４ｂは車速を検出し、ＧＰＳセンサ３４ｃ
はＧＰＳ衛星からのＧＰＳ信号を検出する。制御回路３１は、この現在地検出装置３４に
より検出された各種信号に基づいて車両の現在地を算出する。算出された現在地は、表示
モニタ３６に表示されている地図に表示される。
【００１２】
　画像メモリ３５は、表示モニタ３６に表示する画像データを格納する。この画像データ
は地図描画用データや各種の図形データからなり、それらはＤＶＤ－ＲＯＭ３１０に記憶
された地図データに基づいて適宜生成される。ナビゲーション装置３は、このようにして
生成された画像データを用いることによって地図表示などを行うことができる。
【００１３】
　ディスクドライブ３９は、ＤＶＤ－ＲＯＭ３１０から地図データを読み出す。地図デー
タは、道路を表すノードデータおよびリンクデータで構成されるリンク列データを含んで
いる。リンクデータはさらに、道路種別データ、道路幅員データ、レーン数データ、分岐
路データ、一時停止地点のデータ、属性データなどを含んで構成されている。
【００１４】
　道路種別データは、後述する都市間高速道路、都市高速道路、有料道路、一般国道、都
道府県道、市町村道、一般道路、細街路を識別するデータである。道路幅員データは道路
の幅員のデータ、レーン数データは道路のレーン数のデータである。分岐路データは、分
岐路に接続する接続道路データ、分岐路における接続道路のリンク接続角度である。一時
停止地点のデータは、道路上における一時停止の規制標識が設置されている地点のデータ
である。
【００１５】
　また、地図表示用データは広域から詳細まで複数の縮尺の地図表示用データを有する。
これらの複数の縮尺の地図表示用データを使用してユーザの要求にしたがって表示地図の
縮尺を変更することができる。なお、ＤＶＤ－ＲＯＭ３１０以外の他の記録メディア、た
とえばＣＤ－ＲＯＭやハードディスクなどより地図データを読み出してもよい。
【００１６】
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　本実施の形態の車両制御装置１は、検出した車両の現在地と地図データとに基づいて上
述したような自動制御運転を行う。しかし、位置検出精度が所定値以下の地点、つまり現
在地の検出精度の低い地点では、自動制御運転の開始位置や終了位置が適切に行われない
可能性があるから、自動制御運転を禁止する。そのため、自動制御運転を禁止する自動制
御運転禁止フラグを後述するリンクデータの属性データとして地図データに付加する。走
行中に自動制御運転禁止フラグが設定されている道路を事前に認識して、その道路を運転
者に報知したり自動制御運転を禁止したりすることができる。
【００１７】
　自動制御運転を禁止する道路（以下、自動制御不可道路と呼ぶ）には以下のものがある
。トンネルの中の道路やビルの駐車場、高層ビルの群集地帯の道路、２層構造の高速道路
の下の道路、密集した樹木の中の道路、近くに似た形状の道路がある道路、碁盤目状の道
路、緩やかなＹ字路の道路、Ｓ字カーブの連続する道路、ループ橋の道路などである。
【００１８】
　制御回路３１は、算出している車両の現在地および車両の進行方向に基づいて、車両が
これから進行する経路を推定することができる。以下、この経路を推定経路と呼ぶ。
【００１９】
　車両前方の道路に分起点が存在する場合、制御回路３１は以下のようにして推定経路を
推定する。分起点から分岐する道路の道路種別のうち、都市間高速道路、都市高速道路、
有料道路、一般国道、都道府県道、市町村道、一般道路の順序で優先して推定経路を推定
する。たとえば、車両がＹ字路にさしかかると、一方の道路が国道で他方の道路が県道の
場合、国道を推定経路として推定する。一般道路より幅員が狭い細街路については推定経
路から除外する。
【００２０】
　道路種別で経路を選択できないときは、分岐点前後の道路に対応する一対のリンクのな
すリンク角度に基づいて推定経路を推定する。車両が分起点に進入するリンクと、それ以
外の分起点から分岐するリンクとの間のリンク角度を算出し比較する。そして、最もリン
ク角度が小さいリンクに対応する道路を推定経路として推定する。
【００２１】
　表示モニタ３６は、現在地付近の地図などの各種情報を画面表示としてユーザに提供す
る。スピーカ３７は、各種入力操作をユーザに指示したり、各種情報を報知したりするた
めの音声を出力する。入力装置３８は、ユーザが各種コマンドを設定するための入力スイ
ッチを有し、操作パネル上のボタンスイッチなどによって実現される。
【００２２】
　ユーザは、表示モニタ３６の画像の指示やスピーカ３７からの音声指示にしたがって、
入力装置３８を操作して目的地を設定する。
【００２３】
　目的地がユーザにより設定されると、ナビゲーション装置３は、制御回路３１で算出さ
れている現在地を出発地とし、目的地までの経路演算を所定のアルゴリズムに基づいて行
う。以下、この経路演算を経路探索と呼ぶ。このようにして探索された経路は、表示形態
、たとえば表示色などを変えることによって他の道路と区別して表示される。また、ナビ
ゲーション装置３は、経路にしたがって車両が走行できるように、ユーザに対して表示モ
ニタ３６の画像やスピーカ３７から出力される音声による指示で経路案内を行う。
【００２４】
　図１のＢＣＵ４は、制御装置２からの指令にしたがって不図示のブレーキ装置のブレー
キ液圧を調整し、車両の制動を行う。レーン・キープ・アシスト装置５は道路上の白線を
不図示のカメラで撮影し、車両が２本の白線の間を走行するようにステアリングの操舵を
制御する。エンジンＥＣＵ６は、制御装置２からの指令にしたがって不図示のエンジンの
スロットルバルブの開度を制御する。車間計測装置７は、車両前方にレーザを照射し、先
行車両などからの反射光を検出する。検出した信号を元に先行車両との車間距離や先行車
両の相対速度を算出する。感圧センサ８は、車両のステアリングに設置されている圧力ス
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イッチであり、運転者がステアリングを握っているか否かを検出する。
【００２５】
　制御装置２は、ナビゲーション装置３が探索した経路、またナビゲーション装置３が推
定した推定経路にしたがって自動制御運転できるようにナビゲーション装置３、ＢＣＵ４
などを制御する。自動制御運転とは、運転者が不図示のアクセルペダルやブレーキペダル
を踏み込まなくても車両が自動的に加速や減速してくれたり、運転者が不図示のステアリ
ングを操作しなくても自動的に旋回したりする運転であり、たとえば、次の（１）～（３
）である。
【００２６】
（１）制御装置２は、ナビゲーション装置３に記憶されている地図データに基づいて一時
停止地点を検出する。車両が所定の速度を越えて一時停止地点に接近しようとすると、制
御装置２は車両が減速するようにＢＣＵ４にブレーキ液圧指令を要求する。それを受け、
ＢＣＵ４はブレーキブースタのアクチュエータを駆動し、減速させる。
【００２７】
（２）制御装置２は、ナビゲーション装置３に記憶されている地図データに基づいて車両
進行方向の車速を制御する必要のあるコーナ、すなわち曲率半径が所定値以下のコーナの
有無を検出する。コーナの曲率半径は、リンク情報に含まれるリンク形状の情報やノード
情報におけるノードの配列の情報から算出する。また、曲線の曲率半径より、コーナを通
過するのに最適な速度を算出する。車両がこの最適な速度を越えて道路のコーナに進入し
ようとすると、制御装置２は最適な速度に車両が減速するようにＢＣＵ４にブレーキ液圧
指令を要求する。それを受け、ＢＣＵ４はブレーキブースタのアクチュエータを駆動し、
減速させる。
【００２８】
（３）制御装置２は、レーン・キープ・アシスト装置５に対して上述したステアリング自
動操舵運転を指令する。
【００２９】
　自動制御運転をしているとき、運転者はステアリングを握らず、ブレーキペダルやアク
セルペダルを踏み込まないことになる。
【００３０】
　図３を参照して、本発明の第１の実施形態における自動制御運転処理について説明する
。図３は、自動制御装置１が探索する経路を説明するための図である。符号４０は地図を
示し、符号４１は出発地を示し、符号４２は目的地を示す。符号４４ａ～４４ｃは、現在
地検出装置３４による現在地の検出精度が低い道路、つまり自動制御運転不可道路を示す
。車両制御装置１は、出発地４１から目的地４２に至る距離が最短であるある経路４５を
最初に探索する。そして、その経路４５が自動制御不可道路４４ａ～４４ｃを通過するこ
とが検出されると、車両制御装置１は、自動制御運転不可道路４４ａ～４４ｃを回避する
経路のうちの最短距離の経路４３を新たに探索する。
【００３１】
　本発明の第１の実施形態における車両制御装置１の自動制御運転処理について図４のフ
ローチャートを参照して説明する。図４の処理は、経路探索の出発地および目的地が設定
されるとスタートするプログラムを実行してナビゲーション装置３の制御回路３１におい
て行われる。
【００３２】
　ステップＳ４０１では、出発地から目的地までの距離が最短である最短経路を探索する
。ステップＳ４０２では、最短経路を構成するリンクにおけるリンクデータの属性データ
から自動制御運転不可道路を検出する。ステップＳ４０３では、最短経路に自動制御運転
不可道路があるか否かを判定する。自動制御運転不可道路が最短経路にある場合はステッ
プＳ４０３が肯定判定され、ステップＳ４０４へ進む。最短経路に自動制御運転不可道路
がない場合はステップＳ４０３が否定判定され、ステップＳ４０５へ進む。
【００３３】
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　ステップＳ４０４では、自動制御運転不可道路を回避する経路を探索する。具体的には
、自動制御運転不可道路に対応するリンクのリンクコストを非常に高くして経路探索を行
い、自動制御運転不可道路を通過する経路が探索されないようにする。ステップＳ４０５
では、探索された経路にしたがって車両が走行するように経路案内を行うとともに、必要
に応じて自動制御運転を行う。
【００３４】
　以上の第１の実施形態による車両制御装置１は次のような作用効果を奏する。
（１）車両制御装置１は、推奨経路演算に際して、推奨経路中に位置検出精度が所定値以
下である特定地点を含まないように推奨経路を演算するようにした。したがって、自動制
御運転に必要な情報が得られない経路を経由して目的地に到達するリスクを低減すること
ができる。その結果、経路中の自動制御運転の信頼性を高めることが可能となる。
【００３５】
（２）推奨経路演算に利用する地図データにおいて、特定地点を含むリンクには大きなリ
ンクコストを付与するようにした。したがって、推奨経路演算に際して抽出された複数本
の経路のうち、リンクコストが最も小さい経路を推奨経路として抽出するだけで、特定位
置を含まない、または特定地点が少ない推奨経路を決定することができる。すなわち、リ
ンクコストの最小値を最適な経路として選択する従来のアルゴリズムを用いることができ
るので、特定地点を回避するアルゴリズムを新たに設定する必要がない。
【００３６】
－第２の実施形態－
　本発明の第２の実施形態による車両制御装置について説明する。本発明の第２の実施形
態における車両制御装置は、自動制御運転を行っているとき、自動制御運転不可道路に近
づくと、自動制御運転不可道路の接近を運転者に報知する。第２実施形態における車両制
御装置の構成は、第１の実施形態における車両制御装置１の構成と同じなので、本発明の
第２実施形態における車両制御装置の構成の説明は省略する。
【００３７】
　図５および図６を参照して、本発明の第２の実施形態における車両制御装置の自動制御
運転不可道路報知処理について説明する。運転者は、自動制御運転を行っているものとし
て説明する。図５は、ナビゲーション装置３の表示モニタ３６上の画面を示す図である。
符号５０は車両の現在地周辺の地図を示す。地図５０上には、車両の現在地を示す自車位
置マーク５１と推定経路５２とが表示されるとともに、自動制御運転を行っていることを
示すアイコン５３も表示される。
【００３８】
　車両が、自動制御運転不可道路に進入する地点（以下、進入地点と呼ぶ）より手前５０
０ｍの位置にさしかかると、「この先、自動制御運転不可道路に進入しますので自動制御
運転を中止します。ご自身で車を運転してください。」という音声がナビゲーション装置
３のスピーカ３７から出力される。そして、図６（ａ）に示すように、車両の現在地周辺
の地図５０と、進入地点周辺の拡大地図６０ａとが表示モニタ３６の画面に表示される。
つまり、表示モニタ３６の画面は２分割される。
【００３９】
　拡大地図６０ａには、進入地点６１を示す破線と、車両の現在地から進入地点６１まで
の距離を示したインジケータ６２ａとが表示される。インジケータ６２ａは、車両の現在
地と進入地点との間の距離をバーの長さで表示したものであり、車両が進入地点６１に近
づくにしたがってバーの長さは短くなる。また、拡大地図６０ａには、進入地点６１より
先は運転者自身の操作で運転しなければならないことを示すアイコン６３と、自動制御運
転を行っていることを示すアイコン５３とが表示される。
【００４０】
　車両が進入地点６１より手前５０ｍの位置に到達すると、「まもなく自動制御運転不可
道路に進入しますので、自動制御運転を中止します。ご自身で車を運転してください。」
という音声がスピーカ３７から出力される。そして、図６（ｂ）に示すように、画面には
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、拡大地図６０ａに比べて縮尺が詳細地図側である拡大地図６０ｂが表示されるとともに
、インジケータ６２ａに比べて詳細な距離を表示するインジケータ６２ｂが表示される。
そして、自動制御運転不可道路に進入することを報知するブザー音がスピーカ３７から出
力される。
【００４１】
　本発明の第２実施形態における車両制御装置１の自動制御運転不可道路報知処理につい
て図７～１０のフローチャートを参照して説明する。図７～１０の処理は、自動制御運転
を開始するとスタートするプログラムを実行してナビゲーション装置３の制御回路３１に
おいて行われる。
【００４２】
　ステップＳ７０１では、現在地検出装置３４によって現在地を検出する。ステップＳ７
０２では、推定経路を推定する。ステップＳ７０３では、推定経路を構成するリンクのリ
ンク情報から自動制御運転不可道路を検出する。ステップＳ７０４では、自動制御運転不
可道路が推定経路にあるか否かを判定する。自動制御運転不可道路が推定経路にある場合
はステップＳ７０４が肯定判定され、ステップＳ７０５へ進む。自動制御運転不可道路が
推定経路にない場合はステップＳ７０４が否定判定され、ステップＳ７０１に戻る。ステ
ップＳ７０５では、自動制御運転不可道路に進入する地点を算出する。以下、自動制御運
転不可道路に進入する地点を進入地点と呼ぶ。そして、図８のステップＳ８０１へ進む。
【００４３】
　図８のステップＳ８０１では、現在地検出装置３４によって車両の現在地を検出する。
ステップＳ８０２では、車両の現在地から進入地点までの距離を算出する。ステップＳ８
０３では、進入地点までの距離が５００ｍ以下であるか否かを判定する。５００ｍ以下の
場合はステップＳ８０３が肯定判定され、ステップＳ８０４へ進む。５００ｍより大きい
場合はステップＳ８０３が否定判定され、ステップＳ８０１に戻る。
【００４４】
　ステップＳ８０４では、「この先、自動制御運転不可道路に進入しますので、自動制御
運転を中止します。ご自身で車を運転してください。」という音声をスピーカ３７から出
力して音声ガイダンスを行う。ステップＳ８０５では、表示モニタ３６の表示を２分割画
面にし、現在地周辺の地図を右側の画面に表示し、進入地点周辺の拡大地図を左側の画面
に表示する。ステップＳ８０６では、進入地点と進入地点までの距離を示すインジケータ
とを左側の拡大地図に表示する。
【００４５】
　ステップＳ８０７では、ステアリングに設けた感圧センサ８が圧力を検出しているか否
かを判定する。これにより、運転者の手動操作による運転の意思を確認することができる
。感圧センサ８が圧力を検出している場合はステップＳ８０７が肯定判定され、図１０の
ステップＳ１００１へ進む。感圧センサ８が圧力を検出していない場合はステップＳ８０
７が否定判定され、ステップＳ８０８へ進む。ステップＳ８０８では、ＢＣＵ４から出力
されるブレーキの情報に基づいて運転者のブレーキペダルの踏み込みによるブレーキの動
作が検出されたか否かを判定する。これにより、運転者の手動操作による運転の意思を確
認することができる。ブレーキの動作が検出された場合はステップＳ８０８が肯定判定さ
れ、図１０のステップＳ１００１へ進む、ブレーキの動作が検出されない場合はステップ
Ｓ８０８が否定判定され、ステップＳ８０９に進む。
【００４６】
　ステップＳ８０９では、車両の現在地を検出する。ステップＳ８１０では、車両の現在
地から進入地点までの距離を算出する。ステップＳ８１１では、進入地点までの距離が５
０ｍ以下であるか否かを判定する。５０ｍ以下の場合はステップＳ８１１が肯定判定され
、図９のステップＳ９０１へ進む。５０ｍより大きい場合はステップＳ８１１が否定判定
され、ステップＳ８０７に戻る。
【００４７】
　図９のステップＳ９０１では、「この先、自動制御運転不可道路に進入しますので、自
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動制御運転を中止します。ご自身で車を運転してください。」という音声をスピーカ３７
から出力して音声ガイダンスを行う。ステップＳ９０２では、拡大地図の縮尺を詳細地図
側に変更する。また、インジケータも目盛が細かいものに変更する。
【００４８】
　ステップＳ９０３では、ステアリングに設けた感圧センサ８が圧力を検出しているか否
かを判定する。感圧センサ８が圧力を検出している場合はステップＳ９０３が肯定判定さ
れ、図１０のステップＳ１００１へ進む。感圧センサ８が圧力を検出していない場合はス
テップＳ９０３が否定判定され、ステップＳ９０４へ進む。ステップＳ９０４では、ＢＣ
Ｕ４から出力されるブレーキの情報に基づいてブレーキの動作が検出されたか否かを判定
する。ブレーキの動作が検出された場合はステップＳ９０４が肯定判定され、図１０のス
テップＳ１００１へ進む、ブレーキの動作が検出されない場合はステップＳ９０４が否定
判定され、ステップＳ９０５へ進む。
【００４９】
　ステップＳ９０５では、スピーカ３７からブザー音を出力する。ステップＳ９０６では
、表示モニタ３６に表示した拡大地図、インジケータおよび進入点を消去する。ステップ
Ｓ９０７では、車両の現在地を検出する。ステップＳ９０８では、進入地点を通過したか
否かを判定する。進入地点を通過した場合はステップＳ９０８が肯定判定され、ステップ
Ｓ９０９へ進む。進入地点を通過していない場合はステップＳ９０８が否定判定され、ス
テップＳ９０７に戻る。ステップＳ９０９では、自動制御運転の禁止を制御装置２に指示
する。
【００５０】
　図１０のステップＳ１００１では、表示モニタ３６に表示した拡大地図、インジケータ
および進入地点を消去する。ステップＳ１００２では、車両の現在地を検出する。ステッ
プＳ１００３では、車両の現在地に対応するリンクのリンク情報に基づいて、車両が自動
制御運転不可道路を退出したか否かを判定する。車両が自動制御運転不可道路を退出した
場合はステップＳ１００３が肯定判定され、ステップＳ１００４へ進む。車両が自動制御
運転不可道路を退出していない場合はステップＳ１００３が否定判定され、ステップＳ１
００２に戻る。ステップＳ１００４では、「自動制御運転不可道路を退出しました。自動
制御運転を再開します。」という音声をスピーカ３７から出力し、音声ガイダンスを行う
。そして、図７のステップＳ７０１に戻る。
【００５１】
　以上説明した第２の実施形態による車両制御装置では次のような作用効果を奏する。
（１）自動制御運転モードが選択されている場合、車両制御装置１は、推奨経路または推
定経路を走行中、前方に位置検出精度が所定値以下である特定地点が存在することを検出
すると、自動制御運転モードをキャンセルするようにした。したがって、自動制御運転に
必要な情報が入手できない経路での自動制御運転を回避できる。
【００５２】
（２）特定地点手前の第１の地点において、自動制御運転モードがキャンセルされること
、および、手動運転を要請する音声を出力するようにしたので、自動制御運転ができない
地点に到達するまでに十分な余裕時間を持たせることができ、運転者は確実に手動運転に
切換えることができる。
【００５３】
（３）上記第１の地点よりも前方に位置する第２の地点に車両が到達したとき、運転者が
手動運転の意思表示を行っていることを条件として、上記報知を停止するようにした。し
たがって、自動制御運転できない地点が前方にあることを運転者が意識するまで、報知を
継続して行うことができるので、より信頼性の高いシステムを提供できる。
【００５４】
－変形例－
　以上の実施の形態の車両制御装置１を次のように変形することができる。
（１）本発明は以上の実施形態の車両制御装置に限定されない。すなわち、車両の現在地
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を検出する現在地検出装置と、現在地検出装置で検出された現在地に基づいて、道路状態
に応じて車両の自動制御運転を行う運転制御装置と、現在地検出装置による位置検出精度
が所定値以下である地点を識別する特定情報を取得する情報取得装置と、特定情報が付与
されている地点が有ることを情報取得装置で取得したとき、自動制御運転を回避すべき処
理を実行する回避装置とを備える車両制御装置であれば、その構成は上記実施形態に限定
されない。情報取得装置は地図データに予め記録した特定地点情報を取得してもよいし、
通信により外部から特定地点情報を取得してもよい。回避装置による回避処理として、上
述したように推奨経路演算において特定地点を含む経路を除外する処理、特定地点手前で
自動制御運転をキャンセルする処理の他、特定地点手前で自動制御運転に必要な情報が入
手できないことを報知する処理など、特定地点での自動制御運転を回避する処理であれば
どのような処理でもよい。
【００５５】
（２）雪道では車両の現在地の検出精度が低いので、雪道を自動制御運転不可道路に設定
するようにしてもよい。雪道の判断は、たとえば、道路交通情報などから入手した路面情
報を用いることができる。
【００５６】
（３）現在地の検出精度の悪い道路の情報をＤＶＤ－ＲＯＭ３１０に記憶されている地図
データより取得した。しかし、情報センタから通信手段を利用して現在地の検出精度の低
い道路の情報を取得するなど、位置検出精度が低い道路の情報を車両外部から取得するよ
うにしてもよい。この場合、車両制御装置は、情報センタからの情報を受信するための通
信装置を備える。この通信装置により、位置検出精度が低い道路の最新情報を取得する。
しかしながら、全ての道路について現在地の検出精度の低い道路の情報を情報センタより
受信できるとは限らないので、ＤＶＤ－ＲＯＭ３１０に記憶されている情報と、情報セン
タより取得した情報とを併用することが好ましい。
【００５７】
（４）ヘッドアップディスプレイに自動制御運転不可道路の進入地点などを表示するよう
にしてもよい。運転者は表示モニタ３６に視線を移す必要がなくなり、より安全に寄与す
ることができる。
【００５８】
（５）車両の現在地から自動制御運転不可道路の進入地点までの距離をインジケータによ
って表示したが、車両の現在地から自動制御運転不可道路の進入地点までの距離を認識で
きるものであればインジケータに限定されない。
【００５９】
（６）位置検出精度が低い地点への接近を運転者に報知できれば、その報知手段は以上の
実施形態に限定されない。また、進入地点より先は運転者自身の操作で運転しなければな
らないことを報知できれば、その報知方法は以上の実施形態に限定されない。
【００６０】
　実施形態と変形例の一つ、もしくは複数を組み合わせることも可能である。変形例同士
をどのように組み合わせることも可能である。
【００６１】
　以上の説明はあくまで一例であり、本発明は上記の実施形態に何ら限定されるものでは
ない。
【符号の説明】
【００６２】
１　車両制御装置
２　制御装置
３　ナビゲーション装置
４　ＢＣＵ
５　レーン・キープ・アシスト装置
６　エンジンＥＣＵ
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７　車間計測装置
８　感圧センサ
３４　現在地検出装置
３６　表示モニタ
３７　スピーカ
３９　ディスクドライブ
４３，４５　経路
４４ａ～４４ｃ　自動制御運転不可道路
６０ａ，６０ｂ　拡大地図
６１　自動制御運転不可道路進入地点
６２ａ，６２ｂ　インジケータ
３１０　ＤＶＤ－ＲＯＭ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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