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(57)【要約】
【課題】自動運転モードでは、緊急自動車に対する退避
には十分な検討や対策はなされていない。
【解決手段】運転動作支援装置は、自動運転モードによ
る走行時に緊急車両が検出された際に、運転者状態判定
部による運転者状態が手動運転モードに対応不可の判定
に対し、制御部は車両の前方に先行車両が存在していた
場合に、車両を先行車両の退避行動に追従して退避させ
緊急車両を通過させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動運転モードと手動運転モードとを選択的に使用して車両を走行動作させる自動運転
制御装置の動作を支援する運転制御動作支援装置であって、
　緊急車両の接近を認識する緊急車両認識部と、
　先行車両の存在を検出する先行車両検出部と、
　前記車両の運転者の状態を判定する運転者状態判定部と、
　前記車両が前記自動運転モードにより走行している状態で、前記緊急車両認識部により
前記緊急車両の接近が認識された場合に、前記運転者状態判定部による運転者状態の判定
結果をもとに前記運転者が手動運転可能な状態にあるか否かを判定し、手動運転可能な状
態にないと判定され、かつ前記先行車両検出部により前記先行車両の存在が検出された場
合に、前記車両を前記先行車両に追従させるための追従指示情報を前記自動運転制御装置
へ出力する制御部と、
を備える運転制御動作支援装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記運転者状態判定部による運転者状態の判定結果をもとに前記運転者
が手動運転可能な状態にあると判定された場合には、前記自動運転モードを前記手動運転
モードに切り替えるための切替指示情報を前記自動運転制御装置へ出力する請求項１に記
載の運転制御動作支援装置。
【請求項３】
　前記緊急車両認識部は、前記緊急車両の通過を認識する機能をさらに有し、
　前記制御部は、前記追従指示情報の出力後に、前記緊急車両認識部により前記緊急車両
の通過が認識された場合に、前記先行車両への追従動作を解除して自律的な自動走行モー
ドに復帰させるための復帰指示情報を前記自動運転制御装置へ出力する
　請求項１記載の運転制御動作支援装置。
【請求項４】
　自動運転モードと手動運転モードとを選択的に使用して車両を走行動作させる自動運転
制御装置の動作を支援する支援装置が実行する運転制御動作支援方法であって、
　前記支援装置が、緊急車両の接近を認識する緊急車両認識過程と、
　前記支援装置が、先行車両の存在を検出する先行車両検出過程と、
　前記支援装置が、前記車両の運転者の状態を判定する運転者状態判定過程と、
　前記支援装置が、前記車両が前記自動運転モードにより走行している状態で、前記緊急
車両認識過程により前記緊急車両の接近が認識された場合に、前記運転者状態判定過程に
よる運転者状態の判定結果をもとに前記運転者が手動運転可能な状態にあるか否かを判定
し、手動運転可能な状態にないと判定され、かつ前記先行車両検出過程により前記先行車
両の存在が検出された場合に、前記車両を前記先行車両に追従させるための追従指示情報
を前記自動運転制御装置へ出力する制御過程と、
　を備える運転制御動作支援方法。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の運転制御動作支援装置が備える各部としてコンピュ
ータを機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動運転モードと手動運転モードとを選択的に使用して車両を走行動作させ
る自動運転制御装置の動作を支援する運転制御動作支援装置、運転制御動作支援方法及び
運転制御動作支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、乗用車等の車両走行の運転モードとして、運転者による手動運転モード以外に、
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運転者の運転操作によらず予め設定された経路に沿って車両を走行させる自動運転モード
を備えた自動運転制御装置の実用化が進められ、実際の道路上における試験走行の段階に
至っている。
【０００３】
　自動運転モードは、地図情報と現在位置情報とに自動車の走行制御の組み合わせから成
り立ち、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning System）を利用したナビゲーションシス
テムの情報や、路車間通信により取得される交通情報、周辺の人や車両の位置と動きを監
視する周辺モニタリングシステムの情報をもとに、パワーユニットや操舵装置、ブレーキ
等を制御することで、車両の自動運転を可能にするものである（例えば特許文献１を参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１３７８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　通常、車両は、道路上を走行中に緊急車両が接近した場合に、原則的に道路の左端に退
避して徐行又は停車して通過させる義務がある。　
　運転者による手動運転モードであれば、運転者の判断に基づく操作により、道路の路肩
又は路側帯に車両を寄せて、緊急車両を通過させることは容易である。しかしながら、前
述した自動運転モードにおける、緊急車両の接近に対する退避動作については、十分な検
討がなされていないのが現状である。
【０００６】
　そこで、本発明は、緊急車両の接近時の自動運転制御装置による退避動作を効果的に支
援する運転制御動作支援装置、運転制御動作支援方法及び運転制御動作支援プログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る第１の態様は、自動運転モードと手動運転モ
ードとを選択的に使用して車両を走行動作させる自動運転制御装置の動作を支援する運転
制御動作支援装置又は支援方法であって、緊急車両の接近を認識する緊急車両認識部又は
認識過程と、先行車両の存在を検出する先行車両検出部又は検出過程と、前記車両の運転
者の状態を判定する運転者状態判定部又は判定過程と、前記車両が前記自動運転モードに
より走行している状態で、前記緊急車両認識部又は認識過程により前記緊急車両の接近が
認識された場合に、前記運転者状態判定部又は判定過程による運転者状態の判定結果をも
とに前記運転者が手動運転可能な状態にあるか否かを判定し、手動運転可能な状態にない
と判定され、かつ前記先行車両検出部又は検出過程により前記先行車両の存在が検出され
た場合に、前記車両を前記先行車両に追従させるための追従指示情報を前記自動運転制御
装置へ出力する制御部又は制御過程とを備えるようにしたものである。
【０００８】
　この発明に係る第２の態様は、前記制御部が、前記運転者状態判定部による運転者状態
の判定結果をもとに前記運転者が手動運転可能な状態にあると判定された場合には、前記
自動運転モードを前記手動運転モードに切り替えるための切替指示情報を前記自動運転制
御装置へ出力するようにしたものである。
【０００９】
　この発明に係る第３の態様は、前記緊急車両認識部が、前記緊急車両の通過を認識する
機能をさらに有し、前記制御部が、前記追従指示情報の出力後に、前記緊急車両認識部に
より前記緊急車両の通過が認識された場合に、前記先行車両への追従動作を解除して自律
的な自動走行モードに復帰させるための復帰指示情報を前記自動運転制御装置へ出力する
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ようにしたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明の第１の態様によれば、自動運転モードによる走行中に緊急車両が接近した際
に、運転者が手動運転不可能な状態であっても、先行車両が存在する場合には、自身の車
両は先行車両に追従して走行する。このため、先行車両の退避行動に従い、自身の車両を
路肩側に寄って徐行又は停車させることができる。
【００１１】
　第２の態様によれば、運転者状態判定部によって運転者自身で運転可能か否かの判定結
果を基づき、運転者が手動運転可能な状態にあると判定された場合には、自動運転モード
から手動運転モードに切り替える指示が行われる。このため、以後速やかに運転者の操作
による退避行動が可能となる。
【００１２】
　この発明の第３の態様によれば、追従指示情報の出力後に、緊急車両の通過が認識され
ると、自動走行モードへの復帰指示情報が出力される。このため、先行車両への追従動作
は解除され、自律的な自動走行モードに自動的に復帰する。従って、緊急車両の通過後に
、例えば運転者が自動走行モードの再設定操作を行わなくても、自動運転モードによる走
行動作を再開することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、この発明の一実施形態に係る運転制御動作支援装置を備えた車両の全体
構成を示す図である。
【図２】図２は、この発明の一実施形態に係る運転制御動作支援装置の機能構成を示すブ
ロック図である。
【図３】図３は、図２に示した運転制御動作支援装置による支援制御の処理手順と処理内
容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】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　図１は、この発明の一実施形態に係る運転制御動作支援装置を備えた車両の全体構成を
示す図である。以下の説明において、運転者が乗車している自動車を単に車両と称し、こ
の車両の前方を走行する自動車を先行車両と称する。
【００１５】
　車両１は、基本設備として、動力源および変速装置を含むパワーユニット２と、ステア
リングホイール３ａが装備された操舵装置３とを備えている。動力源は、燃料を燃焼して
動力を発生するエンジン及び、充電池等の電力により駆動力を発生するモータのいずれか
一方、又はそれら両方を組み合わせたハイブリッド構成として用いている。
【００１６】
　さらに、車両１は、自動運転モードによる運転制御を実行するための自動運転制御装置
４を備えている。自動運転制御装置４には、ステアリングセンサ１１と、アクセルペダル
センサ１２と、ブレーキペダルセンサ１３と、ＧＰＳ受信機１４と、ジャイロセンサ１５
と、車速センサ１６が接続され、それぞれからセンシングデータを取得する。
【００１７】
　自動運転制御装置４は、手動運転モードと自動運転モードのいずれかの運転モードを選
択するための運転モード選択スイッチ７を有している。尚、自動運転モードによる走行途
中で休憩や給油等でエンジンを停止又はモータへの主電源をオフさせた場合には、再始動
時に、運転者に対して自動運転モードに設定されていることを確認させる。この確認は、
例えば、運転モード選択スイッチ７を操作させるか、表示ディスプレイ等に確認アイコン
を表示させて、タッチ操作により確認させてもよい。
【００１８】
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　まず、手動運転モードは、運転者の手動による運転操作を主体として車両１を走行させ
るモードである。手動運転モードには、例えば、運転者の運転操作のみに基づいて車両１
を走行させる動作モードを主体として、運転者の運転操作を主体としながら運転者の運転
操作を支援する運転操作支援制御を行う動作モードも含まれものとする。
【００１９】
　この運転操作支援制御は、例えば、車両１のカーブ走行時にカーブの曲率に基づいて運
転者の操舵が適切な操舵量となるように操舵トルクをアシストする。また運転操作支援制
御には、運転者のアクセル操作（例えばアクセルペダルの操作）又はブレーキ操作（例え
ばブレーキペダルの操作）を支援する制御と、手動操舵（操舵の手動運転）および手動速
度調整（速度調整の手動運転）も含まれる。手動操舵は、運転者のステアリングホイール
３ａの操作を主体として車両１の操舵を行う。手動速度調整は、運転者のアクセル操作又
はブレーキ操作を主体として車両１の速度調整を行う。
【００２０】
　なお、運転操作支援制御には、運転者の運転操作に強制的に介入して、車両１を自動走
行させる制御は含まれない。すなわち、手動運転モードには、予め設定された許容範囲に
おいて運転者の運転操作を車両１の走行に反映させるが、一定条件（例えば車両１の車線
逸脱等）の下で車両１の走行に強制的に介入する制御は含まれない。
【００２１】
　これに対して、自動運転モードは、例えば、車両１の走行する道路に沿って自動で車両
１を走行させる運転状態を実現するモードである。自動運転モードには、運転者が運転操
作をすることなく、予め設定された目的地に向かって自動的に車両１を走行させる運転状
態が含まれる。自動運転モードは、必ずしも車両１の全ての制御を自動で行う必要はなく
、予め設定された許容範囲において、運転者の運転操作を車両１の走行に反映する運転状
態も自動運転モードに含まれる。すなわち、自動運転モードには、予め設定された許容範
囲において運転者の運転操作を車両１の走行に反映させるが、一定条件の下で車両１の走
行に強制的に介入する制御が含まれる。
【００２２】
　自動運転制御装置４は、前述したステアリングセンサ１１と、アクセルペダルセンサ１
２と、ブレーキペダルセンサ１３と、ＧＰＳ受信機１４と、ジャイロセンサ１５と、車速
センサ１６とからのセンシングデータと、図示しないナビゲーションシステムで生成され
る経路情報や、路車間通信により取得される交通情報、周辺の人や車両１の位置と動きを
監視する周辺モニタリングシステムにより得られる情報をもとに、車両１の走行を自動制
御する。
【００２３】
　この自動制御には、例えば、自動操舵（操舵の自動運転）と自動速度調整（速度の自動
運転）がある。自動操舵は、操舵装置３を自動で制御する運転状態である。自動操舵には
ＬＫＡ（Lane Keeping Assist）が含まれる。ＬＫＡは、例えば、運転者がステアリング
操作をしない場合であっても、車両１が車両通行帯から逸脱しないように自動で操舵装置
３を制御する。尚、ＬＫＡの実行中であっても、車両１が車両通行帯を逸脱しない範囲（
許容範囲）において運転者のステアリング操作を車両１の操舵に反映してもよい。なお、
自動操舵はＬＫＡに限らない。
【００２４】
　自動速度調整は、車両１の速度を自動で制御する運転状態である。自動速度調整にはＡ
ＣＣ（Adaptive Cruise Control）が含まれる。ＡＣＣとは、例えば、車両１の前方に先
行車が存在しない場合は、予め設定された設定速度で車両１を定速走行させる定速制御を
行い、車両１の前方に先行車が存在する場合には先行車との車間距離に応じて車両１の車
速を調整する追従モードにより制御を行うものである。後述する運転制御動作支援装置５
から追従指示情報を受信した場合、自動運転制御装置４は上記追従モードにより車両１を
走行させる。
【００２５】
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　自動運転制御装置４は、ＡＣＣを実行中であっても、安全面及び利便性の点から運転者
の手動操作が優先される。例えば、運転者によるブレーキ操作（例えばブレーキペダルの
操作）された場合には、ＡＣＣは、一旦、解除されて車両１が減速され、又は、運転者に
よるアクセル操作（例えばアクセルペダルの操作）があれば、予め設定された最大許容速
度（例えば走行中の道路において法的に定められた最高速度）まで、車両１を加速させる
ことができる。なお、自動速度調整は、ＡＣＣに限定されず、ＣＣ（Cruise Control：定
速制御）等も含まれる。
【００２６】
　手動運転モードから自動運転モードへの切り替えは、原則的には運転者が行う。また、
自動運転モードから手動運転モードに切り替える場合に、運転者が運転モード選択スイッ
チ７を操作して、自ら切り替える場合には問題とはならない。しかし、自動運転モードに
より走行ができない、例えば、未整備等で自動運転モードに対応できない道路に進入する
事態があれば、自動運転モードから手動運転モードに切り替える必要がある。この時、運
転者がうたた寝等により手動運転モードに切り替えても運転操作に直ちに移れないことも
想定される。このため、手動運転モードへ切り替わる際に、運転者が直ちに手動運転モー
ドに対応できるか否かを監視する監視システムを備えている。この監視システムは、自動
運転のシステム自体が対応できない場合には、自動運転制御装置４に車両１が自動的に走
行を止めて停車するように指示する。
【００２７】
　上記監視システムは、運転者の顔や身体状態を撮像するための運転者カメラ６と、運転
者の顔画像や身体画像から運転者が運転できるか否かを判定する運転者状態判定部２１と
、運転者状態判定部２１による判定結果から、手動運転モードと自動運転モードとの間の
運転モードの切り替えの指示を行う運転モード切替指示部２２とを備えている。運転者カ
メラ６は、運転者の顔を撮像できる箇所に設置され、例えば、ダッシュボード上、ステア
リング中央、速度メータ脇、フロントピラー等に配置して、運転者の顔を含む上半身を撮
像する。また、監視システムは、運転者を必要に応じて覚醒させるために、音声、警告音
又は運転席の振動などを用いて覚醒させる覚醒装置２６が設けられている。
【００２８】
　ところで、本実施形態の車両１は、運転制御動作支援装置５と、緊急車両認識部８と、
先行車両検出部９とをさらに備えている。　
　緊急車両認識部８は、後方から接近する緊急車両を認識する機能を有するもので、後方
カメラ３３と、測距センサ３４と、マイクロフォン３５と、退避指示受信部３６と、接近
判断部３７とを有している。
【００２９】
　後方カメラ３３は、後方から接近する、警告灯を点灯している緊急車両を撮像し、撮像
された画像情報を接近判断部３７へ出力する。なお、後方カメラ３３は、駐車時に利用さ
れる駐車用カメラを流用してもよい。なお、後方カメラ３３は、単に画像を見るのであれ
ば、１つの光路による撮像光学系を備える構造でもよいが、測距センサとして利用するの
であれば、２つの光路による視差を有する撮像光学系でもよい。
【００３０】
　測距センサ３４は、視差を有する後方カメラ３３およびミリ波レーダを用いて緊急車両
までの距離を時系列的に繰り返し測定する。測距センサ３４の測距結果は、接近判断部３
７に入力される。接近判断部３７は、測距された距離の変化から緊急車両が近づく速度を
算出して、退避するタイミングを調整する。
【００３１】
　後方カメラ３３は、近距離から中距離までの測距に用いることができる。ミリ波レーダ
は、遠距離にある対象部の検知に適している。また、中遠距離を検知できる赤外線レーザ
センサであれば、ミリ波レーダに代わって、赤外線レーザセンサを用いてもよい。なお、
視差を持つ後方カメラ３３は、トンネル出入り口等の照度の急な変化や霧や大雨の際には
、カメラの性能により撮像画像から緊急車両が正しく識別できず、測距できない事態も想
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定される。このため、確実性を求めるならば、後方カメラ３３とは別に、ミリ波レーダ等
の専用の測距センサを並設することが好ましい。
【００３２】
　マイクロフォン３５は、緊急車両が緊急時に発するサイレン音を集音する集音部である
。マイクロフォン３５から出力されたサイレン音の信号は接近判断部３７に入力される。
接近判断部３７は、上記サイレン音の音量変化と音の波長変化（ドップラー効果）により
、緊急車両が後方から接近していることを検知する。これにより、後方にバスや貨物車等
の大型車が存在し、測距センサ３４及び後方カメラ３３により緊急車両を認識できない場
合でも、後方からの緊急車両の接近を認識することができる。なお、マイクロフォン３５
を無指向性とすることにより、前方からの緊急車両の接近も検知することができる。
【００３３】
　接近判断部３７は、後方から緊急車両が近づいてきていることを検知すると、緊急車両
の接近信号を制御部２３へ出力する。　
　退避指示受信部３６は、緊急車両が退避指示信号を無線放送している場合に、当該待避
指示信号を受信してその受信信号を接近判断部３７に入力する。接近判断部３７は、上記
待避要請情報を受信することで、緊急車両の接近を認識する機能も有する。
【００３４】
　なお、以上の説明では、後方から緊急車両が接近する例について説明したが、先行車両
検出部９が有する前方カメラの撮像画像を利用することで、前方から接近する緊急車両を
認識することも可能である。
【００３５】
　先行車両検出部９は、先行車両の有無と、先行車両が存在する場合にその車間距離と速
度を検出するもので、前方カメラ３１と、距離センサ３２とを有している。前方カメラ３
１は、前述した後方カメラ３３と同様に、近距離における距離測定を行う。測距センサ３
２は、測距センサ３４と同等で、ミリ波レーダや赤外線レーザセンサが用いられる。
【００３６】
　図２は、運転制御動作支援装置５の運転制御動作を支援する機能を示すブロック図であ
る。運転制御動作支援装置５は、上記自動運転制御装置４による運転制御動作を支援する
機能を有する。　
　すなわち、運転制御動作支援装置５は、制御ユニット２０と、情報記憶部２５と、イン
ターフェース部２７とを備えている。インターフェース部２７は、自動運転制御装置４、
運転者カメラ６、運転モード選択スイッチ７、緊急車両認識部８、先行車両検出部９およ
び覚醒装置２６との間で、それぞれ信号の送受信を行う。
【００３７】
　情報記憶部２５は、記憶媒体として、例えばＳＳＤ（Solid State Drive）やＨＤＤ（H
ard Disk Drive）等の随時書き込みおよび読み出しが可能な不揮発性メモリと、ＲＡＭ（
Random Access Memory）等の随時書き込みおよび読み出しが可能な揮発性メモリとを使用
したもので、本実施形態を実施するために使用する記憶領域として、顔特徴パターン情報
記憶部４４を有している。顔特徴パターン情報記憶部４４は、運転者状態判定部２１が顔
特徴パターンを判定するために用いる顔特徴基準パターン情報を記憶する。
【００３８】
　制御ユニット２０は、コンピュータを構成するＣＰＵ（Central Processing Unit）お
よびプログラムメモリを有し、本実施形態を実施するために必要な制御機能として、運転
者状態判定部２１と、運転モード切替指示部２２と、制御部２３とを備えている。これら
の制御機能はいずれも上記プログラムメモリに格納されたプログラムを上記ＣＰＵに実行
させることにより実現される。
【００３９】
　運転者状態判定部２１は、顔画像処理部４１と、顔特徴パターン抽出部４２と、顔特徴
パターン判定部４３とを備える。顔画像処理部４１は、運転者カメラ６が所定の周期で撮
像した運転者の顔を含む画像情報を、インターフェース部２７を介して取り込む。そして
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、取り込んだ上記顔を含む画像情報をデジタル処理して顔画像データを生成する。
【００４０】
　顔特徴パターン抽出部４２は、顔画像データから覚醒時、うたた寝時および眠気がある
時（例えばあくびをしている時）のそれぞれの特徴、例えば眼のまぶた、瞳孔、口の形状
等の特徴を抽出する。
【００４１】
　顔特徴パターン判定部４３は、上記抽出された各特徴を、情報記憶部２５の顔特徴パタ
ーン情報記憶部に予め記憶されている運転者の顔特徴基準パターンと比較して、運転者の
状態を判定する。判定される運転者の状態としては、例えば、覚醒状態、うたた寝状態、
眠気がある状態、及び脇見状態とする。また、顔特徴パターン判定部４３は、顔が写し込
まれていない画像においては、気を失って倒れている状態、運転席を離席している状態と
想定して、運転することができない状態であると判定してもよい。
【００４２】
　運転モード切替指示部２２は、手動運転モードと自動運転モードとの切り替えを自動運
転制御装置４へ指示する。運転モード切り替えに際しては、手動運転モードから自動運転
モードへの切り替えは、運転者が運転モード選択スイッチ７を操作して行われる。自動運
転モードから手動運転モードへの切り替えは、運転者の操作により行われる場合と、自動
運転モードが維持できない事態となった場合には、運転者状態判定部２１の判定結果に従
い、自動運転制御装置４へ運転モードの切り替えが指示される。原則的には、運転者によ
る切り替え操作が好ましく、覚醒装置２６により、警告音や音声又は、運転席に振動等を
与えて、運転者を覚醒させて、運転者自身で運転操作を切り替えるように促す。
【００４３】
　制御部２３は、上記緊急車両認識部８により緊急車両の接近が認識された場合に、上記
運転者状態判定部２１により判定された運転者の状態を表す情報をもとに運転者が運転操
作可能な状態か不可能な状態かを判定する。また制御部２３は、上記先行車両検出部９に
よる検出結果をもとに先行車両の有無を判定する。そして制御部２３は、上記運転者が運
転操作可能な状態か不可能な状態かの判定結果と、上記先行車両の有無の判定結果に基づ
いて、先行車両への追従を指示する情報と、手動運転モードへの切り替えを指示する情報
を選択的に生成し、当該生成した指示情報を自動運転制御装置４へ出力する。また制御部
２３は、上記追従指示情報の出力後に、緊急車両認識部８により緊急車両の通過が認識さ
れた場合に、自動運転モードへの復帰を指示する情報を生成して、自動運転制御装置４へ
出力する機能も有する。
【００４４】
　次に、図３に示すフローチャートを参照して、運転制御動作支援装置５による、緊急車
両の接近時の対応動作について説明する。このフローチャートは、制御手順と制御内容を
示している。　
　まず、ステップＳ１により自動運転モードにより走行している状態で、運転制御動作支
援装置５は、制御部２３の制御の下、先ずステップＳ２により緊急車両認識部８の認識結
果をもとに緊急車両の接近の有無を判定する。この状態で、緊急車両が接近していると判
定されると、制御部２３は、次にステップＳ３により、運転者状態判定部２１による運転
者状態判定結果をもとに、運転者が手動運転可能な状態にあるか否かを判定する。そして
、運転者が手動運転可能な状態にあると判定された場合には、ステップＳ４において手動
運転モードへの切替指示情報を生成し、この切替指示情報をインターフェース部２７から
自動運転制御装置４へ出力する。
【００４５】
　この結果自動運転制御装置４は、運転モードを自動運転モードから手動運転モードに切
替え、以後運転者は手動操作により車両を路側帯等に寄せて停止させる等の待避操作を行
うことができる。　
　一方、上記ステップＳ３において、運転者による手動運転操作が不可能な状態にあると
判定されたとする。この場合制御部２３は、ステップＳ５において、先行車両検出部９に
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よる検出結果をもとに先行車両の有無を判定する。この先行車両の有無の判定は、先行車
両との車間距離と相対速度を考慮して行われる。
【００４６】
　先行車両が存在すると判定されると、制御部２３はステップＳ６において、自車両を先
行車両に追従させるための指示情報を生成し、この追従指示情報をインターフェース部２
７から自動運転制御装置４へ出力する。上記追従指示情報には、追従対象の先行車両まで
の車間距離と相対速度を表す情報が挿入される。
【００４７】
　この結果自動運転制御装置４は、上記追従指示情報に従い、車両の走行状態を先行車両
に追従させるように制御する。従って、先行車両が緊急車両の接近に応じて車両を路側帯
等に寄せて停止させる等の待避操作を行えば、自車両も上記先行車両に追従して路側帯等
に寄せて停止する。
【００４８】
　制御部２３は、上記追従指示情報の出力後において、ステップＳ７により緊急車両の通
過を監視する。この緊急車両の通過は、緊急車両認識部８による緊急車両の認識結果に基
づいて行われる。上記ステップＳ７において、緊急車両が自車両の横を通過したことが判
定されると、制御部２３はステップＳ８により、先行車両検出部９による検出結果に基づ
いて先行車両の発進を監視する。そして、先行車両の発進が確認されると、ステップＳ９
において自動運転モードへの復帰を指示する情報を生成し、この復帰指示情報をインター
フェース部２７から自動運転制御装置４へ出力する。
【００４９】
　この結果自動運転制御装置４は、運転モードを上記追従モードに変更する前の自動運転
モードに復帰させ、当該自動運転モードによる自動運転制御動作を再開する。従って、運
転者が手動運転モードによる車両の発進操作を行うか、または自動運転モードを再設定し
なくても、車両は自動的に自動運転モードによる走行動作に復帰する。
【００５０】
　なお、上記ステップＳ５において先行車両が存在しないと判定されると、制御部２３は
先行車両への追従走行は困難であると判断し、ステップＳ１０において覚醒装置２６に対
し動作指示を出力する。覚醒動作としては、例えば鳴音や音声メッセージの発生、発光、
座席に設けた振動子の振動等が用いられる。尚、ステップＳ１０の覚醒装置２６による運
転者への覚醒動作は、前述したステップＳ２の緊急車両を検知してから、ステップＳ３の
運転者が手動モードに対応できる否かを判定しているまでの間に動作させてもよい。
【００５１】
　上記覚醒動作により運転者が覚醒したことが確認されると、自動運転制御措置４は手動
運転モードに切り替わり、以後運転者による手動運転操作により車両を待避させることが
可能となる。　
　なお、上記覚醒動作を一定時間行っても運転者が覚醒しなかった場合には、運転制御動
作支援装置５から自動運転制御装置４に対し強制停止の指示信号が出力される。この結果
、自動運転制御装置４の制御の下、車両は路側部等に停止する。
【００５２】
　以上詳述したように一実施形態によれば、自動運転モードによる走行中に緊急車両が接
近した際に、運転者が手動運転不可能な状態であっても、先行車両が存在する場合には自
身の車両は先行車両に追従して走行する。このため、先行車両の退避行動に従い、自身の
車両を路肩側に寄って徐行又は停車させることができる。　
　また、運転者が自身で手動運転可能な状態にある場合には、自動運転モードから手動運
転モードに切り替える指示が行われる。このため、以後速やかに運転者の操作による退避
行動が可能となる。
【００５３】
　さらに、追従指示情報の出力後に、緊急車両の通過が認識されると、自動走行モードへ
の復帰指示情報が出力される。このため、先行車両への追従動作は解除され、自律的な自
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動走行モードに自動的に復帰する。従って、緊急車両の通過後に、例えば運転者が自動走
行モードの再設定操作を行わなくても、自動運転モードによる走行動作を再開することが
可能となる。
【００５４】
　本発明は、前述した実施形態をそのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、前記実施形態に開示さ
れている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施
形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施
形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【００５５】
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限
られるものではない。　
　（付記１）
　自動運転モードと手動運転モードとを選択的に使用して車両を走行動作させる自動運転
制御装置の動作を支援する運転動作支援装置であって、ハードウェアプロセッサと、メモ
リとを有し、
　前記ハードウェアプロセッサは、
　緊急車両の接近を認識し、
　先行車両の存在を検出し、
　前記車両の運転者の状態を判定し、
　前記車両が前記自動運転モードにより走行している状態で、前記緊急車両認識部により
前記緊急車両の接近が認識された場合に、前記運転者状態判定部による運転者状態の判定
結果をもとに前記運転者が手動運転可能な状態にあるか否かを判定し、手動運転可能な状
態にないと判定され、かつ前記先行車両検出部により前記先行車両の存在が検出された場
合に、前記車両を前記先行車両に追従させるための追従指示情報を前記自動運転制御装置
へ出力するように構成される運転制御動作支援装置。
【００５６】
　（付記２）
　自動運転モードと手動運転モードとを選択的に使用して車両を走行動作させる自動運転
制御装置の動作を支援する支援装置が実行する運転制御動作支援方法であって、
　少なくとも１つのハードウェアプロセッサを用いて、緊急車両の接近を認識する緊急車
両認識過程と、
　少なくとも１つのハードウェアプロセッサを用いて、先行車両の存在を検出する先行車
両検出過程と、
　少なくとも１つのハードウェアプロセッサを用いて、前記車両の運転者の状態を判定す
る運転者状態判定過程と、
　少なくとも１つのハードウェアプロセッサを用いて、前記車両が前記自動運転モードに
より走行している状態で、前記緊急車両認識過程により前記緊急車両の接近が認識された
場合に、前記運転者状態判定過程による運転者状態の判定結果をもとに前記運転者が手動
運転可能な状態にあるか否かを判定し、手動運転可能な状態にないと判定され、かつ前記
先行車両検出過程により前記先行車両の存在が検出された場合に、前記車両を前記先行車
両に追従させるための追従指示情報を前記自動運転制御装置へ出力する制御過程と
　を備える運転制御動作支援方法。
【符号の説明】
【００５７】
　１…車両、２…パワーユニット、３…操舵装置、３ａ…ステアリングホイール、４…自
動運転制御装置、５…運転制御動作支援装置、６…運転者カメラ、７…運転モード選択ス
イッチ、８…緊急車両認識部、９…先行車両検出部、１１…ステアリングセンサ、１２…
アクセルペダルセンサ、１３…ブレーキペダルセンサ、１４…ＧＰＳ受信機、１５…ジャ
イロセンサ、１６…車速センサ、２０…制御ユニット、２１…運転者状態判定部、２２…
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運転モード切替指示部、２３…制御部、２５…情報記憶部、２６…覚醒装置、２７…イン
ターフェース部、３１…前方カメラ、３２…測距センサ、３３…後方カメラ、３４…測距
センサ、３５…マイクロフォン、３６…退避指示受信部、３７…接近判断部、４１…顔画
像処理部、４２…顔特徴パターン抽出部、４３…顔特徴パターン判定部、４４…顔特徴パ
ターン情報記憶部。

【図１】 【図２】
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【図３】
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