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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両にて用いられる情報処理装置（５０）であって、
少なくとも当該情報処理装置の搭載される車両である自車両の操舵及び速度の制御を行
うことにより、前記自車両の車線変更を実行する運転制御部（６１）と、
前記運転制御部に車線変更を開始させるための前記自車両の搭乗者による入力操作が可
能に構成された操作受付部（２０）に前記入力操作がなされたか否かを判定する判定部（
５１、Ｓ３）と、
前記搭乗者による前記入力操作が前記操作受付部になされたと前記判定部で判定された
ときに、車線変更に関する前記自車両の挙動を示す情報である車線変更情報を、前記自車

10

両の搭乗者に情報を提示可能に構成された情報提示部（３０）に提示させる一方で、前記
搭乗者による前記入力操作が前記操作受付部になされたと前記判定部で判定されていない
ときには、前記車線変更情報を前記情報提示部に提示させない提示制御部（６３）と、を
備え、
前記提示制御部は、前記搭乗者による前記入力操作が前記操作受付部になされたと前記
判定部で判定されたときに前記情報提示部に提示させる前記車線変更情報として、前記運
転制御部が車線変更可能となるまで車線変更を実行せずに待機しているときに、当該車線
変更を待機していることを示す情報を前記情報提示部に提示させる、情報処理装置。
【請求項２】
車両にて用いられる情報処理装置（５０）であって、
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少なくとも当該情報処理装置の搭載される車両である自車両の操舵及び速度の制御を行
うことにより前記自車両の車線変更を実行する運転制御部（６１）に車線変更を開始させ
るための前記自車両の搭乗者による入力操作が可能に構成された操作受付部（２０）に前
記入力操作がなされたか否かを判定する判定部（５１、Ｓ３）と、
前記搭乗者による前記入力操作が前記操作受付部になされたと前記判定部で判定された
ときに、車線変更に関する前記自車両の挙動を示す情報である車線変更情報を、前記自車
両の搭乗者に情報を提示可能に構成された情報提示部（３０）に提示させる一方で、前記
搭乗者による前記入力操作が前記操作受付部になされたと前記判定部で判定されていない
ときには、前記車線変更情報を前記情報提示部に提示させない提示制御部（６３）と、を
備え、
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前記提示制御部は、前記搭乗者による前記入力操作が前記操作受付部になされたと前記
判定部で判定された場合に前記情報提示部に提示させる前記車線変更情報として、前記運
転制御部が車線変更可能となるまで車線変更を実行せずに待機しているときに、当該車線
変更を待機していることを示す情報を前記情報提示部に提示させる、情報処理装置。
【請求項３】
請求項１又は請求項２に記載の情報処理装置であって、
前記提示制御部は、前記運転制御部が車線変更を実行しているときには、車線変更によ
り前記自車両が移動する目標となる車線を示す矢印を前記車線変更情報として表示させる
一方で、前記運転制御部が車線変更を待機しているときには前記矢印を表示させずに車線
変更を待機していることを示す情報を前記情報提示部に提示させる、情報処理装置。

20

【請求項４】
請求項１又は請求項２に記載の情報処理装置であって、
前記提示制御部は、前記車線変更情報として、さらに、車線変更により前記自車両が移
動する目標となる車線を示す情報を、前記情報提示部に提示させる、情報処理装置。
【請求項５】
請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
前記提示制御部は、前記車線変更情報として、さらに、車線変更中の前記自車両の速度
変化を示す情報を前記情報提示部に提示させる、情報処理装置。
【請求項６】
請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
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さらに、前記自車両の周囲に存在する車両である他車両に関する情報である周辺車両情
報を取得可能に構成された情報取得部（１０）により取得された前記周辺車両情報に基づ
いて、車線変更後の前記自車両と前記他車両の間の車間距離、及び、車線変更後に前記自
車両と前記他車両との間の距離が所定の閾値以下に接近すると予測される時間である車間
時間のうち、少なくともいずれか一方を算出する算出部（６２）と、を備え、
前記提示制御部は、前記車線変更情報とともに、前記算出部により算出された前記車間
距離及び前記車間時間の少なくともいずれか一方に応じた情報である他車両情報を前記情
報提示部に提示させる、情報処理装置。
【請求項７】
請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
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前記情報提示部は、画像を表示可能である画像表示部（３１）を備え、
前記提示制御部は、前記車線変更情報を画像として前記画像表示部に表示させる、情報
処理装置。
【請求項８】
請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
さらに、前記自車両の外側表面に設けられた方向指示器（４０）の動作を制御する点灯
制御部（６４）を備え、
前記点灯制御部は、前記操作受付部に前記入力操作がなされ、かつ、前記運転制御部が
車線変更を実行するときに、前記方向指示器に左右のいずれかの方向を示す動作である点
滅動作を実行させる、情報処理装置。
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【請求項９】
車両に搭載される車載システム（１）であって、
少なくとも当該車載システムの搭載される車両である自車両の操舵及び速度の制御を行
うことにより、前記自車両の車線変更を実行する運転制御部（６１）と、
前記運転制御部に車線変更を開始させるための前記自車両の搭乗者による入力操作が可
能に構成された操作受付部（２０）と、
前記自車両の搭乗者に情報を提示可能に構成された情報提示部（３０）と、
前記操作受付部に前記入力操作がなされたか否かを判定する判定部（５１、Ｓ３）と、
前記搭乗者による前記入力操作が前記操作受付部になされたと前記判定部で判定された
ときに、車線変更に関する前記自車両の挙動を示す情報である車線変更情報を、前記情報
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提示部に提示させる一方で、前記搭乗者による前記入力操作が前記操作受付部になされた
と前記判定部で判定されていないときには、前記車線変更情報を前記情報提示部に提示さ
せない提示制御部（６３）と、を備え、
前記提示制御部は、前記搭乗者による前記入力操作が前記操作受付部になされたと前記
判定部で判定されたときに前記情報提示部に提示させる前記車線変更情報として、前記運
転制御部が車線変更可能となるまで車線変更を実行せずに待機しているときに、当該車線
変更を待機していることを示す情報を前記情報提示部に提示させる、車載システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、車両の搭乗者に情報を提示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
車両の走行中に車線変更を行う場合には、運転者は、周囲に存在する車両の位置や挙動
を確認する必要がある。特許文献１には、車線変更を支援する車線変更支援装置が開示さ
れている。この車線変更支援装置は、自車両が変更先の車線に移動する前に他車両の存在
を検出し、必要に応じて運転者に警報を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００８−１６８８２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
近年では、車両の周囲の状況を判断し、適切なタイミングで自動運転により車線変更を
行うシステムが研究されている。
本発明の発明者らは、このようなシステムとして、運転者による入力操作をトリガとし
て車線変更を開始する構成を検討している。そのような構成において、例えば変更先の車
線に車両が存在している場合のように、運転者が入力操作を行ったタイミングで車線変更
ができない場合は、システムは車線変更を実行しない。そうすると、入力操作を行った運
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転者は、システムに異常があるのではないか、と不安を感じてしまうおそれがある。
【０００５】
本発明は、自動運転による車線変更中に、搭乗者が不安に感じてしまうことを抑制する
技術を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の第１の態様は、車両にて用いられる情報処理装置であって、運転制御部（６１
）と、提示制御部（６３）と、を備える。
運転制御部は、少なくとも当該情報処理装置の搭載される車両である自車両の操舵及び
速度の制御を行うことにより、自車両の車線変更を実行する。
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【０００７】
提示制御部は、運転制御部に車線変更を開始させるための、自車両の搭乗者による入力
操作が可能である操作受付部（２０）に入力操作がなされたときに、車線変更に関する車
両の挙動を示す情報である車線変更情報を、自車両の搭乗者に情報を提示可能である情報
提示部（３０）に提示させる。
【０００８】
このような構成によれば、搭乗者は車線変更情報を取得することで、搭乗中の車両が車
線変更中であることを認識できる。よって、車両の挙動に対する不安感を抑制して、搭乗
者に安心感を与えることができる。
【０００９】
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本発明の第２の態様は、車両に搭載される車載システム（１）であって、運転制御部（
６１）と、操作受付部（２０）と、情報提示部（３０）と、提示制御部（６３）と、を備
える。
【００１０】
運転制御部は、少なくとも当該車載システムの搭載される車両である自車両の操舵及び
速度の制御を行うことにより、自車両の車線変更を実行する。
操作受付部は、運転制御部に車線変更を開始させるための自車両の搭乗者による入力操
作が可能であるように構成されている。情報提示部は、自車両の搭乗者に情報を提示可能
であるように構成されている。
【００１１】
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提示制御部は、操作受付部に入力操作がなされたときに、車線変更に関する自車両の挙
動を示す情報である車線変更情報を、情報提示部に提示させる。
このような構成によれば、上述した本発明の第１の態様と同様の作用及び効果を得るこ
とができる。
【００１２】
なお、この欄及び特許請求の範囲に記載した括弧内の符号は、一つの態様として後述す
る実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであって、本発明の技術的範囲を
限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】車載システム１の構成を示すブロック図である。
【図２】車両の内部における情報提示部の表示例を説明する図である。
【図３】ＨＵＤ表示画像の例を説明する図である。
【図４】ＨＵＤ表示画像の例を説明する図である。
【図５】情報提示処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下、図面を参照しながら、発明を実施するための形態を説明する。
［１．実施形態］
［１−１．構成］
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図１に示す車載システム１は、車両に搭載されて用いられ、自動運転による車線変更を
実行しつつ、運転者を含む車両の搭乗者に情報を提示するシステムである。ここでいう自
動運転とは、車両の操舵及び速度の制御を行い、運転者の操作を必要とせずに航行可能で
ある運転制御を意味する。なお当該車両は、車載システム１による自動運転と手動運転と
を切り替えて実行可能に構成されていてもよい。
【００１５】
また車載システム１は、運転者が車線変更の開始の指示を行うことができるように構成
されている。
車載システム１は、情報取得部１０と、操作受付部２０と、情報提示部３０と、車室外
方向指示器４０と、情報処理装置５０と、を備える。以下では、車載システム１が搭載さ
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れた車両を自車両という。
【００１６】
＜情報取得部＞
情報取得部１０は、自車両の周囲に存在する車両である他車両に関する情報である周辺
車両情報を取得する。情報取得部１０は、通信部１１と、センシング部１２と、を有して
おり、それぞれが周辺車両情報として異なる情報を取得する。
【００１７】
通信部１１は、車車間通信を実現可能な装置であって、図示しないアンテナを介して自
車両の周辺に存在する不特定多数の他車両に搭載された通信装置と無線通信を行い、他車
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両の情報を取得する。
【００１８】
他車両から送信される情報には、他車両の進行方向、走行速度、現在位置の情報が含ま
れている。これらの情報が周辺車両情報の一例であり、これらの情報から他車両の位置や
移動方向を特定することができる。
【００１９】
センシング部１２は、自車両の周囲の情報を取得するセンサであって、例えば、ＬＩＤ
ＡＲや自車両の外部を撮影するカメラなどを用いることができる。ＬＩＤＡＲとは、Ｌｉ
ｇｈｔ

Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ

ａｎｄ

Ｒａｎｇｉｎｇの略であり、レーザー光を照射す

ると共にそのレーザー光の反射波を受信する装置である。
【００２０】
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センシング部１２としてＬＩＤＡＲを採用した場合、反射波の検出信号、すなわち対象
までの距離を測定できるデータから他車両の位置を認識することができる。
またセンシング部１２としてカメラを採用した場合、カメラにより撮像された車両外部
の撮像画像から、パターンマッチングやエッジ検出等の公知の技術を用いて他車両を検出
する。エッジとは、撮像画像上の特徴点であり、例えば画像の明るさが鋭敏に変化してい
る箇所である。
【００２１】
上述したＬＩＤＡＲの反射波検出情報やカメラの撮像画像のように他車両の位置を特定
可能な情報が、周辺車両情報の一例である。なお他車両を検出可能な装置であれば、ＬＩ
ＤＡＲやカメラ以外の装置をセンシング部１２として用いてもよい。例えば、赤外線レー
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ダを用いて他車両を検出する構成としてもよい。
【００２２】
なお、センシング部１２が取得する情報は、白線などの区画線を検出可能な情報でもあ
る。ＬＩＤＡＲの反射波検出情報やカメラの撮像画像から、公知の技術により区画線を検
出することができる。
【００２３】
＜操作受付部＞
操作受付部２０は、自車両の搭乗者が車室外方向指示器４０を操作するための装置であ
る。本実施形態では、操作受付部２０を操作することにより、後述する運転制御部６１に
よる車線変更が開始される。即ち、操作受付部２０は、車線変更を開始させるための自車

40

両の搭乗者による入力操作が可能に構成されている。
【００２４】
操作受付部２０の形態は特に限定されないが、レバーやスイッチ、ボタンなどの入力装
置を有する構成とすることができる。
なお、車室外方向指示器４０の操作を行う装置と、車線変更の開始操作を行う装置と、
は別個の装置であってもよいし、同一の装置ではあるが異なる操作によって車室外方向指
示器４０の操作と車線変更の開始とを入力するように構成されていてもよい。
【００２５】
＜情報提示部＞
情報提示部３０は、自車両の運転者に情報を提示可能に構成された装置として、画像表
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示部３１とスピーカ３２とを有する。画像表示部３１は、自車両の内部に配置され、情報
処理装置５０からの制御信号に従って画像を表示することで搭乗者に情報を提示する。画
像表示部３１の例としては、ヘッドアップディスプレイ（以下、ＨＵＤ）や、液晶ディス
プレイなどが挙げられる。なお、画像を表示可能である装置であればこれらに限定されず
、様々な装置を用いることができる。
【００２６】
図２に示すＨＵＤ表示画像３３は、ウインドシールド３４に画像を投影させる構成のＨ
ＵＤの画像である。
スピーカ３２は、自車両の内部に配置される音声を出力可能な装置であって、情報処理
装置５０からの制御信号に従って音声を出力することで運転者に情報を提示する。
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【００２７】
＜車室外方向指示器＞
車室外方向指示器４０は、車両外側表面、具体的には車両の前端と後端における左右両
側に配置されるランプを備える装置であって、点滅により進路変更や右左折時の合図を行
うように構成されている。車室外方向指示器４０は、運転者が操作受付部２０を操作した
ときに、左右いずれかのランプが点滅する。この車室外方向指示器４０が、方向指示器に
相当する。
【００２８】
＜情報処理装置＞
情報処理装置５０は、ＣＰＵ５１と、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の半導体メ
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モリ（以下、メモリ５２）と、を有する周知のマイクロコンピュータを中心に構成される
。情報処理装置５０の各種機能は、ＣＰＵ５１が非遷移的実体的記録媒体に格納されたプ
ログラムを実行することにより実現される。この例では、メモリ５２が、プログラムを格
納した非遷移的実体的記録媒体に該当する。また、このプログラムの実行により、プログ
ラムに対応する方法が実行される。なお、情報処理装置５０を構成するマイクロコンピュ
ータの数は１つでも複数でもよい。
【００２９】
情報処理装置５０は、ＣＰＵ５１がプログラムを実行することで実現される機能の構成
として、運転制御部６１と、算出部６２と、提示制御部６３と、点灯制御部６４と、を備
える。情報処理装置５０を構成するこれらの要素を実現する手法はソフトウェアに限るも
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のではなく、その一部又は全部の要素を、論理回路やアナログ回路等を組み合わせたハー
ドウェアを用いて実現してもよい。
【００３０】
＜情報処理装置の各機能＞
運転制御部６１は、駆動制御と、挙動決定と、を実行する。ここでいう駆動制御とは、
自車両に備えられるエンジンの出力、トランスミッション、シフトチェンジ、ブレーキな
どを制御することによる走行速度の制御と、ステアリングを駆動させることによる操舵角
の制御と、を含むものである。
【００３１】
また上述した挙動決定とは、自動運転制御を実現するための駆動制御の具体的な内容を
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決定することを意味する。運転制御部６１は車両の走行に関する以下の２つの自動運転制
御を実行する。
【００３２】
１つ目の自動運転制御は、自車両が走行中の車線を維持するようにステアリングを調整
するとともに、先行する他車両との車間距離を保ちつつ定速走行を行うように走行速度を
調整する制御である。
【００３３】
車線の認識方法は公知の手法を用いることができる。例えば、センシング部１２の出力
信号に基づいて自車両の位置を基準とした区画線の位置を検出し、検出された区画線の位
置に基づいて、自車両が走行中の車線である走行中車線を認識する。なお、走行中車線以
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外の車線、すなわち車線変更の目標となる車線も同様の手法で認識する。
【００３４】
２つ目の自動運転制御は、車線変更を実行する制御である。ここでいう車線変更とは、
車線が複数存在する場合において、自車両が走行中の車線から別の車線に移ることを意味
する。
【００３５】
運転制御部６１は、操作受付部２０に対して車線変更を開始させるための入力操作がな
されたときに、車線変更の実行の可否を判定し、また、車線変更を実現するための具体的
な駆動制御の内容を決定する。
【００３６】
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車線変更実行の可否は、車線変更の目標となる車線に他車両が存在するか否かに応じて
判定される。運転制御部６１は、情報取得部１０により取得された周辺車両情報に基づい
て、自車両を基準とした、自車両周辺に位置する他車両の位置を検出する。そして、車線
変更の目的位置に他車両が存在していなければ、車線変更が可能であると判定する。
【００３７】
車線変更を実現するための駆動制御とは、ステアリング角度と走行速度の制御であるが
、これらは、他車両の位置や走行速度に基づいて、自車両が他車両に接触しないように決
定される。
【００３８】
以上説明したように、運転制御部６１は、駆動制御の内容を決定し、決定された駆動制
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御の内容に従って自車両の操舵および速度の制御を行うことにより、自動運転による自車
両の車線変更を実行する。
【００３９】
なお運転制御部６１は、車線変更を好適に実現するための車両の他の機能も併せて制御
するように構成されていてもよい。
算出部６２は、情報取得部１０により取得された周辺車両情報に基づいて、車線変更後
の自車両と他車両の間の車間距離を算出する。算出方法の一例を説明する。まず算出部６
２は、情報取得部１０により取得された周辺車両情報に基づいて、他車両の位置と、他車
両の走行速度と、を算出する。そして、車線変更により自車両が移動する予定の位置と、
車線変更に要する時間を経過した後の他車両の位置と、の距離を、車線変更後の車間距離
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として算出する。
【００４０】
車線変更に要する時間は、車線変更のための上述した駆動制御の内容から求まる。他車
両の走行速度は、上述したように通信部１１を介して取得するほか、センシング部１２の
検出信号から特定される他車両の位置の経時変化から算出してもよい。
【００４１】
提示制御部６３は、操作受付部２０に対して自車両に車線変更を開始させるための入力
操作が入力されたときに、車線変更に関する自車両の挙動を示す情報である車線変更情報
を、情報提示部３０に提示させる。また、算出部６２により算出された車間距離に応じた
情報である他車両情報を、情報提示部３０に提示させる。車線変更情報及び他車両情報の
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具体的な内容は後述する。
【００４２】
点灯制御部６４は、車室外方向指示器４０の動作を制御する。この点灯制御部６４は、
操作受付部２０に上述した入力操作がなされ、かつ、運転制御部６１が車線変更を実行す
るときに、車室外方向指示器４０左右のいずれかの方向を示す点滅動作を実行させる。点
滅動作とは、車室外方向指示器４０の備えるランプのうち、右側のランプ又は左側のラン
プのいずれかを所定の時間間隔で点滅させる動作である。
【００４３】
＜車線変更情報＞
情報提示部３０により提示される車線変更情報の例として、以下の（ｉ）〜（ｉｖ）を
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説明する。
【００４４】
（ｉ）車線変更により自車両が移動する目標となる車線を示す情報
図３に示すように、ＨＵＤ表示画像３３には、道路画像８１、自車両アイコン８２、レ
ーンチェンジアイコン８３などが表示される。
【００４５】
道路画像８１は、運転制御部６１により認識された車線の情報に従って表示される画像
であって、区画線によって道路が表される。図３に示す道路画像８１は、運転制御部６１
により、走行中車線と、走行中車線の右側に位置する隣接車線と、が認識された場合の道
路画像８１の例である。
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【００４６】
運転制御部６１によって２つ以上の車線が認識されている場合は、その認識された車線
を全て表示するように構成されていてもよいし、必要な車線、例えば走行中車線と車線変
更の目標となる車線を含む部分のみを表示するように構成されていてもよい。
【００４７】
自車両アイコン８２は、自車両を示すアイコンであって、道路画像８１に重畳して表示
することで、実際の道路における車線と自車両との位置関係を示している。図３において
は、左右の２車線のうち、左側の車線を走行していることを示している。
【００４８】
レーンチェンジアイコン８３は、車線変更を行うときに表示される、車線変更により自
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車両が移動する目標となる車線を示す矢印であって、現在の車両の位置から車線変更の目
標となる車線に向かって延びる矢印である。
【００４９】
例えば運転制御部６１が隣接車線への車線変更を予定している場合には、図３に示すよ
うに、レーンチェンジアイコン８３は車線変更を示唆するように先端が隣接車線に移動す
る形状として表示される。
【００５０】
なお、自車両が移動する目標となる車線を示す画像の具体的な態様は、上述したレーン
チェンジアイコン８３に限定されない。例えば、左右のいずれかを指す矢印などの画像を
表示したり、道路画像８１において目標となる車線の色を周囲と異なる強調された色とし
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たり、その色を経時的に変化させたりしてもよい。
【００５１】
また、車線変更の進捗度合に応じて、表示する画像を変更してもよい。例えば、車線変
更が進むと自車両アイコン８２も移動し、それに応じてレーンチェンジアイコン８３の形
状も変化するように構成されていてもよい。
【００５２】
（ｉｉ）車線変更中の自車両の速度変化を示す情報
レーンチェンジアイコン８３の色は、車線変更を実行するときの車両の走行速度の変化
に応じて異なる色となる。具体的には、レーンチェンジアイコン８３は、走行速度を変化
させないときには緑色で表示され、減速するときは赤色で表示され、加速するときは黄色
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で表示される。
【００５３】
なお、自車両の速度変化を示す画像の具体的な態様は、上述したレーンチェンジアイコ
ン８３に限定されない。例えば、「加速」、「減速」、「等速」などの文字をＨＵＤ表示
画像３３に表示させてもよいし、速度変化を示す画像をレーンチェンジアイコン８３とは
別に表示させてもよい。
【００５４】
（ｉｉｉ）車線変更を待機していることを示す情報
車線変更の目標の車線における自車両が移動を予定する位置に他車両が存在する場合、
運転制御部６１は、他車両が移動するまで車線変更を行わずに待機する。この場合、ＨＵ
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Ｄ表示画像３３には待機を表示する通知が行われる。例えば、「待機中」というメッセー
ジを画像表示部３１に表示させたり、レーンチェンジアイコン８３の色を灰色にしたりす
ることが考えられる。
【００５５】
また、車線変更の待機中には、レーンチェンジアイコン８３を表示させないように構成
されていてもよい。
（ｉｖ）車線変更を実行しないことを表示する情報
他車両の存在により車線変更が実行できない場合には、待機せずに車線変更を終了する
構成であってもよい。その場合、車線変更ができない旨を通知する画像を画像表示部３１
に表示させてもよい。
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【００５６】
また、車線変更を実行するために必要なセンサや装置にエラーが生じている場合も車線
変更が実行できないので、その場合にも、車線変更ができない旨を通知する画像を画像表
示部３１に表示させてもよい。車線変更ができない旨を通知する場合、図４に示すように
、その具体的な理由が表示されるように構成してもよい。図４の例では、他車両の存在で
はなく、自車両のシステムに異常があることを通知している。
【００５７】
ところで上記（ｉ）〜（ｉｖ）では、提示制御部６３が車線変更情報を画像として画像
表示部３１により表示させる例を説明したが、スピーカ３２に車線変更情報を出力させる
構成としてもよい。例えば、車線変更中、待機中、車線変更実行不能、などの車線変更に
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関する挙動それぞれに対応する警報音を出力する構成であってもよいし、挙動それぞれを
説明するメッセージを出力するように構成されていてもよい。
【００５８】
また、提示制御部６３は、画像表示部３１及びスピーカ３２のいずれか一方のみに車線
変更情報を提示させる構成であってもよい。
また、情報提示部３０に提示される車線変更情報は上述した（ｉ）〜（ｉｖ）に限定さ
れない。例えば、操舵角や走行速度の情報を提示してもよい。また上述した（ｉ）〜（ｉ
ｖ）の情報は全て表示される構成でなくともよく、少なくともいずれか１つが表示される
構成であればよい。
【００５９】
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＜他車両情報＞
図３に示すＨＵＤ表示画像３３には、他車両アイコン８４ａ〜８４ｃが表示される。他
車両アイコン８４ａ〜８４ｃは、自車両の周囲に他車両が存在するときに表示されるアイ
コンである。これらは、自車両を基準とした他車両の位置に応じて、道路画像８１上の表
示される位置が変化する。図３においては、他車両アイコン８４ａ、８４ｃは自車両より
も前方を走行する他車両を示しており、他車両アイコン８４ｂは自車両よりも後方を走行
している車両を示している。
【００６０】
このような他車両アイコンのうち、車線変更の目標となる車線に存在する他車両に対応
する他車両アイコンが他車両情報に相当する。図３では、右側車線が車線変更の目標とな
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る車線であるため、他車両アイコン８４ａ、８４ｂが他車両情報となる。
【００６１】
他車両アイコン８４ａ、８４ｂは、予測される車線変更後の車間距離に応じて異なる色
で表示される。例えば、他車両アイコン８４ａ、８４ｂは、車間距離を２段階の閾値を設
けて近距離、中距離、遠距離、の３段階に分類したときに、近距離であれば赤色で表示さ
れ、中距離であれば黄色で表示され、遠距離であれば緑色で表示される。
【００６２】
なお、車間距離を示す画像の具体的な態様は、上述したような他車両アイコンの表示色
が異なる構成に限定されない。例えば、具体的な車間距離の数値が表示されてもよいし、
車間距離に応じた他車両アイコン以外の画像が他車両アイコンの近くに、或いは他車両ア
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イコンに重畳して表示される構成であってもよい。
【００６３】
なお、提示制御部６３が他車両情報を画像として画像表示部３１により表示させる例を
説明したが、スピーカ３２に他車両情報を出力させる構成としてもよい。例えば、他車両
までの車間距離に応じた警報音を出力する構成であってもよいし、他車両までの車間距離
やそれに伴う危険度をメッセージで説明するように構成されていてもよい。
【００６４】
＜その他の情報＞
他車両アイコン８４ｃは、前方車が存在するときに表示されるアイコンである。他車両
アイコン８４ｃは、車間距離に応じて表示の色が変化する。具体的には、他車両アイコン
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８４ｃは、近距離であれば赤色で表示され、中距離であれば黄色で表示され、遠距離であ
れば緑色で表示される。
【００６５】
［１−２．処理］
次に、情報処理装置５０のＣＰＵ５１が実行する情報提示処理について、図５のフロー
チャートを用いて説明する。本処理は、自車両のアクセサリスイッチがオンである間、繰
り返し実行される。なお本処理の開始と同時に、ＨＵＤ表示画像３３の表示も開始される
。
【００６６】
まずＳ１では、ＣＰＵ５１は、走行中車線において、自車両の前方に存在する他車両で
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ある前方車がいるか否かを判定する。このＳ１にて前方車がいると判定された場合、処理
がＳ２に移行する。一方、前方車がいると判定されなかった場合、処理がＳ３に移行する
。
【００６７】
Ｓ２では、ＣＰＵ５１は、前方車までの車間距離を取得し、搭乗者に通知する。このＳ
２における車間距離の通知方法は特に限定されない。具体的な距離の値をＨＵＤ表示画像
３３に表示させたり、他車両アイコン８４ｃの色を変えることで通知したりすることがで
きる。スピーカ３２により出力される音声の内容を変えてもよい。
【００６８】
Ｓ３では、ＣＰＵ５１は、搭乗者から車線変更要求があるか否かを判定する。操作受付

30

部２０に対して車線変更を指示する入力操作が行われていれば、車線変更要求があるもの
として、処理がＳ４に移行する。一方、操作受付部２０に対して上記入力操作が行われて
いなければ、本処理は終了する。
【００６９】
Ｓ４では、ＣＰＵ５１は、車線変更機能に異常があるか否かを判定する。車線変更機能
の異常とは、例えば、他車両を検出する情報取得部１０の異常や車室外方向指示器４０の
異常などが挙げられるが、これらに限定されることはない。Ｓ４にて車線変更機能に異常
があると判定されれば、処理がＳ５に移行する。一方、車線変更機能に異常があると判定
されなければ、処理がＳ６に移行する。
【００７０】
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Ｓ５では、ＣＰＵ５１は、例えば図４に示すＨＵＤ表示画像３３のように、自動運転に
よる車線変更が不能である旨を通知する。このＳ５の後、本処理は終了する。
Ｓ６では、ＣＰＵ５１は、車線変更先、すなわち車線変更の目標となる車線の他車両の
状況を取得する。ここでは、情報取得部１０から出力される信号に基づき、前後の所定範
囲内に存在する他車両の位置と、その移動速度を検出する。
【００７１】
Ｓ７では、ＣＰＵ５１は、Ｓ６にて取得した他車両の状況に基づいて、自車両の車線変
更が終了した後に自車両の前方に前方車が存在するか否かを判定する。このＳ７にて、前
方車が存在すると判定されれば、処理がＳ８に移行する。一方、前方車が存在すると判定
されなければ、処理がＳ９に移行する。
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【００７２】
Ｓ８では、ＣＰＵ５１は、Ｓ６にて検出された前方車までの車間距離を算出し、運転者
に通知する。ここでいう通知とは、図３に示すＨＵＤ表示画像３３では他車両アイコン８
４ａを車間距離に応じた表示色で表示することである。
【００７３】
Ｓ９では、ＣＰＵ５１は、Ｓ６にて取得した他車両の状況に基づいて、自車両の車線変
更が終了した後に、自車両の後方に存在する他車両である後方車が存在するか否かを判定
する。このＳ９にて、後方車が存在すると判定されれば、処理がＳ１０に移行する。一方
、後方車が存在すると判定されなければ、処理がＳ１１に移行する。
【００７４】
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Ｓ１０では、ＣＰＵ５１は、Ｓ６にて検出された後方車までの車間距離を算出し、運転
者に通知する。ここでいう通知は、Ｓ８における通知と同様である。
Ｓ１１では、ＣＰＵ５１は、Ｓ６にて取得した他車両の状況に基づいて、車線変更が実
行可能か否かを判定する。ここでは、Ｓ６にて他車両の状況を取得したタイミングにおい
て車線変更の目標となる車線に自車両が移動する空間が存在する場合、言い換えると自車
両の車線変更先に他車両が存在しない場合に、車線変更が実行可能と判定される。
【００７５】
このＳ１１において、車線変更が実行可能と判定されれば、処理がＳ１３に移行する。
一方、車線変更が実行可能と判定されなければ、処理がＳ１２に移行する。
Ｓ１２では、ＣＰＵ５１は、自動運転による車線変更を待機する旨を通知する。このＳ
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１２における上記通知の具体的な態様は特に限定されない。例えば、車線変更を待機する
旨を画像として画像表示部３１に表示させたり、スピーカ３２により音声で報知させたり
することが考えられる。このＳ１２の後、処理がＳ６に移行する。
【００７６】
Ｓ１３では、ＣＰＵ５１は、Ｓ６にて取得した他車両の状況に基づいて、減速して車線
変更をするか否かを判定する。ここでいう減速は、予め減速してから車線変更を行う場合
と、車線変更中に減速する場合と、を含む。車線変更を予定する車線に存在する前方車の
走行速度が現在の自車両の走行速度よりも遅い場合、減速して車線変更をすると判定され
る。
【００７７】
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このＳ１３において、減速して車線変更すると判定されれば、処理がＳ１４に移行する
。一方、減速して車線変更すると判定されなければ、処理がＳ１５に移行する。
Ｓ１４では、ＣＰＵ５１は、減速して車線変更する旨を通知する。このＳ１４における
上記通知の具体的な態様は特に限定されない。例えば、ＨＵＤ表示画像３３に表示される
レーンチェンジアイコン８３を減速を示す色で表示したり、スピーカ３２により音声で報
知させたりすることが考えられる。このＳ１４の後、処理がＳ１８に移行する。
【００７８】
Ｓ１５では、ＣＰＵ５１は、Ｓ６にて取得した他車両の状況に基づいて、加速して車線
変更をするか否かを判定する。ここでいう加速は、予め加速してから車線変更を行う場合
と、車線変更中に加速する場合と、を含む。車線変更を予定する車線に存在する後方車の
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走行速度が現在の自車両の走行速度よりも速い場合、加速して車線変更をすると判定され
る。
【００７９】
このＳ１５において、加速して車線変更すると判定されれば、処理がＳ１６に移行する
。一方、加速して車線変更すると判定されなければ、処理がＳ１７に移行する。
Ｓ１６では、ＣＰＵ５１は、加速して車線変更する旨を通知する。このＳ１６における
上記通知の具体的な態様は特に限定されない。例えば、ＨＵＤ表示画像３３に表示される
レーンチェンジアイコン８３を加速を示す色で表示したり、スピーカ３２により音声で報
知させたりすることが考えられる。このＳ１６の後、処理がＳ１８に移行する。
【００８０】
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Ｓ１７では、ＣＰＵ５１は、等速で車線変更する旨を通知する。このＳ１７における上
記通知の具体的な態様は特に限定されない。例えば、ＨＵＤ表示画像３３に表示されるレ
ーンチェンジアイコン８３を等速を表す色で表示したり、スピーカ３２により音声で報知
させたりすることが考えられる。
【００８１】
Ｓ１８では、ＣＰＵ５１は、車室外方向指示器４０の点滅を開始させる。
Ｓ１９では、ＣＰＵ５１は、車線変更が終了したか否かを判定する。ここでは、予め運
転制御部６１により決定されていた車線変更のための駆動制御を完了したときに、車線変
更が終了したと判定する。なお、情報取得部１０の出力信号に基づき車線変更の目標とな
る車線に移動したことが検出されたときに車線変更が終了したと判定してもよい。
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【００８２】
このＳ１９にて、車線変更が終了したと判定されれば、処理がＳ２０に移行する。一方
、車線変更が終了したと判定されなければ、再度Ｓ１９が実行される。
Ｓ２０では、ＣＰＵ５１は、車室外方向指示器４０の点滅を終了させる。このＳ２０の
後、本処理が終了する。
【００８３】
［１−３．効果］
以上詳述した第１実施形態によれば、以下の効果が得られる。
（１ａ）車載システム１では、搭乗者が操作受付部２０に車線変更を開始させる入力操
作を行うと、車線変更に関する自車両の挙動がＨＵＤ表示画像３３に表示される。そのた
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め、搭乗者は、自車両が車線変更を行うのか否か、また車両がどのように車線変更を行う
のかなどを認識することができ、自動運転による車線変更時の不安を抑制することができ
る。
【００８４】
（１ｂ）車載システム１では、車線変更時の走行速度の変化に応じて、異なる色のレー
ンチェンジアイコン８３が表示される。そのため、搭乗者は、自車両が車線変更時に走行
速度をどのように変化させるかを認識することができ、走行速度の変化によって生じうる
不安を低減することができる。
【００８５】
（１ｃ）車載システム１では、車線変更の目標となる車線に存在する他車両との車線変
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更後の車間距離に応じて、異なる色の他車両アイコンが表示される。そのため、車線変更
後の自車両の安全度合を搭乗者に認識させることができ、搭乗者に安心感を与えることが
できる。
【００８６】
（１ｄ）車載システム１では、操作受付部２０を操作しても、車線変更を待機している
ときは車室外方向指示器４０の点滅動作を実行しない。そのため、周囲の車両の運転者な
どに対して紛らわしい点滅動作を示すことがない。
【００８７】
［２．他の実施形態］
以上、本発明を実施するための形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限
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定されることなく、種々変形して実施することができる。
【００８８】
（２ａ）上記実施形態では、算出部６２により車線変更後の自車両の他車両との間の車
間距離が算出され、算出された車間距離に応じて他車両アイコン８４ａ、８４ｂの表示色
を変更する構成を例示した。しかしながら、車間距離に代えて、車線変更後に自車両と他
車両との間の距離が所定の閾値以下に接近すると予測される時間である車間時間に基づい
て表示色を変更するように構成されていてもよい。
【００８９】
車間時間は、例えば、車線変更が終了したタイミングにおける自車両と他車両の間の距
離から閾値分の長さを引いた距離を、自車両と他車両の走行速度の差で除した値で示すこ
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とができる。
【００９０】
上記タイミングにおける他車両の位置を特定するためには、自車両の車線変更に必要な
時間と、他車両の走行速度が必要となる。車線変更に必要な時間は、自車両の走行速度、
操舵角、車線変更の目的地点までの距離から算出できる。
【００９１】
なお車間時間の算出方法は上述した方法に限定されず、様々な方法で算出することがで
きる。
また、車間時間に応じてレーンチェンジアイコン８３の色を変化させる以外の表示態様
を変化させてもよい。例えば、具体的な車間時間の数値が表示されてもよいし、車間時間

10

に応じた他車両アイコン以外の画像が他車両アイコンの近くに、或いは他車両アイコンに
重畳して表示される構成であってもよい。
【００９２】
なお、他車両アイコン８４ｃにおいても同様に車間時間によって表示色を変更してもよ
い。
（２ｂ）上記実施形態では、車線変更の目標となる車線に存在する他車両に対応する他
車両アイコン８４ａ、８４ｂは、予測される車線変更後の車間距離に応じて表示の色が変
化する構成を例示した。しかしながら、車線変更後に自車両の一台前方に位置する他車両
と、自車両の一台後方に位置する他車両と、に対応するアイコンは、更に表示態様を変化
させてもよい。例えば他車両アイコンを点滅させることが考えられる。
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【００９３】
このように他車両アイコンの表示態様を変化させることで、目標となる車線に複数の他
車両が存在する場合に、搭乗者は、どの車両の間に車線変更を予定しているのかを認識す
ることができる。
【００９４】
なお、自車両の一台前方の他車両、及び一台後方の他車両のうち、いずれか一方のみの
表示態様を変化させてもよい。
（２ｃ）上記実施形態では、情報提示部３０として、画像表示部３１及びスピーカ３２
を例示したが、情報を提示可能な装置であれば上述したもの以外であってもよい。例えば
、車線変更の状態に応じて点灯するランプを情報提示部３０として用いてもよい。
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【００９５】
（２ｄ）車線変更の目標となる車線に存在する後方車が、搭乗者、特に運転者からみて
死角になる位置に存在する場合、運転制御部６１は、後方車が死角にならない位置に移動
するように走行速度を調整してもよい。またその際に、後方車を死角から外に移動させる
目的で走行速度を調整した旨を搭乗者に通知するように構成してもよい。
【００９６】
（２ｅ）上記実施形態におけるＭ個の構成要素が有する機能をＮ個の構成要素として分
散させたり、Ｎ個の構成要素が有する機能をＭ個の構成要素に統合させたりしてもよい。
なお上記Ｍは１以上の整数であり、ＮはＭより大きい整数である。また、上記実施形態の
構成の一部を省略してもよい。また、上記実施形態の構成の少なくとも一部を、他の上記
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実施形態の構成に対して付加又は置換してもよい。なお、特許請求の範囲に記載した文言
のみによって特定される技術思想に含まれるあらゆる態様が本発明の実施形態である。
【００９７】
（２ｆ）上述した車載システム１の他、当該車載システム１の構成要素である情報処理
装置５０、当該情報処理装置５０としてコンピュータを機能させるためのプログラム、こ
のプログラムを記録した半導体メモリ等の非遷移的実態的記録媒体、警告方法など、種々
の形態で本発明を実現することもできる。
［３．本開示の特徴のまとめ］
本開示の特徴の一例を以下に示す。
（３ａ）
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車両にて用いられる情報処理装置（５０）であって、
少なくとも当該情報処理装置の搭載される車両である自車両の操舵及び速度の制御を行
うことにより、前記自車両の車線変更を実行する運転制御部（６１）と、
前記運転制御部に車線変更を開始させるための前記自車両の搭乗者による入力操作が可
能に構成された操作受付部（２０）に前記入力操作がなされたときに、車線変更に関する
前記自車両の挙動を示す情報である車線変更情報を、前記自車両の搭乗者に情報を提示可
能に構成された情報提示部（３０）に提示させる提示制御部（６３）と、を備える、情報
処理装置。
（３ｂ）
上述した（３ａ）に記載の情報処理装置であって、
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前記提示制御部は、前記車線変更情報として、車線変更により前記自車両が移動する目
標となる車線を示す情報、車線変更を待機していることを示す情報、及び車線変更を実行
しないことを表示する情報、のうち、少なくともいずれか１つの情報を、前記情報提示部
に提示させる、情報処理装置。
（３ｃ）
上述した（３ａ）又は（３ｂ）に記載の情報処理装置であって、
前記提示制御部は、前記車線変更情報として、車線変更中の前記自車両の速度変化を示
す情報を前記情報提示部に提示させる、情報処理装置。
（３ｄ）
上述した（３ａ）〜（３ｃ）のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
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さらに、前記自車両の周囲に存在する車両である他車両に関する情報である周辺車両情
報を取得可能に構成された情報取得部（１０）により取得された前記周辺車両情報に基づ
いて、車線変更後の前記自車両と前記他車両の間の車間距離、及び、車線変更後に前記自
車両と前記他車両との間の距離が所定の閾値以下に接近すると予測される時間である車間
時間のうち、少なくともいずれか一方を算出する算出部（６２）と、を備え、
前記提示制御部は、前記車線変更情報とともに、前記算出部により算出された前記車間
距離及び前記車間時間の少なくともいずれか一方に応じた情報である他車両情報を前記情
報提示部に提示させる、情報処理装置。
（３ｅ）
上述した（３ａ）〜（３ｄ）のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
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前記情報提示部は、画像を表示可能である画像表示部（３１）を備え、
前記提示制御部は、前記車線変更情報を画像として前記画像表示部に表示させる、情報
処理装置。
（３ｆ）
上述した（３ａ）〜（３ｅ）のいずれか１項に記載の情報処理装置であって、
さらに、前記自車両の外側表面に設けられた方向指示器（４０）の動作を制御する点灯
制御部（６４）を備え、
前記点灯制御部は、前記操作受付部に前記入力操作がなされ、かつ、前記運転制御部が
車線変更を実行するときに、前記方向指示器に左右のいずれかの方向を示す動作である点
滅動作を実行させる、情報処理装置。
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（３ｇ）
車両に搭載される車載システム（１）であって、
少なくとも当該情報処理装置の搭載される車両である自車両の操舵及び速度の制御を行
うことにより、前記自車両の車線変更を実行する運転制御部（６１）と、
前記運転制御部に車線変更を開始させるための前記自車両の搭乗者による入力操作が可
能に構成された操作受付部（２０）と、
前記自車両の搭乗者に情報を提示可能に構成された情報提示部（３０）と、
前記操作受付部に前記入力操作がなされたときに、車線変更に関する前記自車両の挙動
を示す情報である車線変更情報を、前記情報提示部に提示させる提示制御部（６３）と、
を備える、車載システム。
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【符号の説明】
【００９８】
１…車載システム、２０…操作受付部、３０…情報提示部、５０…情報処理装置、６１…
運転制御部、６３…提示制御部
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