
JP 2018-24351 A 2018.2.15

10

(57)【要約】
【課題】車両の運転が自動運転から手動運転へ切り替わ
った際に、運転者が車外を見難くなる可能性を低減でき
る自動運転システムを提供する。
【解決手段】自動運転システム１００は、車両Ｖの車室
Ｒ内を照らす室内灯８と、車両Ｖの前方を照らす前照灯
９と、前照灯９を制御する前照灯制御部２２と、車両Ｖ
を自動運転させる自動運転制御を実行すると共に、実行
中の自動運転制御を終了させて車両Ｖの運転を自動運転
から手動運転へ切替え可能な運転制御部１２と、を備え
る。前照灯制御部２２は、自動運転制御の実行中で且つ
室内灯８が点灯状態の場合に、運転制御部１２で車両Ｖ
の運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたとき、
前照灯９が照らす所定領域の明るさを、車両Ｖの運転が
手動運転の場合に前照灯９が照らす所定領域の明るさで
ある通常光度よりも、予め定められた所定時間増光させ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の車室内を照らす室内灯と、
　前記車両の前方を照らす前照灯と、
　前記前照灯を制御する前照灯制御部と、
　前記車両を自動運転させる自動運転制御を実行すると共に、実行中の前記自動運転制御
を終了させて前記車両の運転を自動運転から手動運転へ切替え可能な運転制御部と、を備
え、
　前記前照灯制御部は、
　　前記自動運転制御の実行中で且つ前記室内灯が点灯状態の場合に、前記運転制御部で
前記車両の運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたとき、前記前照灯が照らす所定
領域の明るさを、前記車両の運転が手動運転の場合に前記前照灯が照らす所定領域の明る
さである通常光度よりも、予め定められた所定時間増光させる、自動運転システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動運転システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の自動運転システムとして、特許文献１に記載された自動運転制御装置が知られて
いる。特許文献１に記載された自動運転制御装置では、車両の運転を自動運転から手動運
転へ切替え可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－０８８３３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来技術では、夜間に自動運転で車両を運転中に室内灯を点灯していた場合、車両
の運転が自動運転から手動運転へ切り替わると、運転者は明るい車内に目が慣れた状態で
暗い車外を見る必要がある。そのため、当該運転者は、車外を見難くなる可能性がある。
【０００５】
　本発明は、車両の運転が自動運転から手動運転へ切り替わった際に、運転者が車外を見
難くなる可能性を低減できる自動運転システ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】
【０００６】
　本発明に係る自動運転システムは、車両の車室内を照らす室内灯と、車両の前方を照ら
す前照灯と、前照灯を制御する前照灯制御部と、車両を自動運転させる自動運転制御を実
行すると共に、実行中の自動運転制御を終了させて車両の運転を自動運転から手動運転へ
切替え可能な運転制御部と、を備え、前照灯制御部は、自動運転制御の実行中で且つ室内
灯が点灯状態の場合に、運転制御部で車両の運転が自動運転から手動運転へ切り替えられ
たとき、前照灯が照らす所定領域の明るさを、車両の運転が手動運転の場合に前照灯が照
らす所定領域の明るさである通常光度よりも、予め定められた所定時間増光させる。
【０００７】
　この自動運転システムでは、車両が自動運転で運転中に室内灯が点灯状態の場合、車両
の運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたときに、所定時間、前照灯が照らす所定
領域の明るさを通常光度よりも増光させる。これにより、自動運転から手動運転へ切り替
えられたときに、所定領域に対する運転者の視界を一時的に向上できるため、運転者の目
を暗い車外に順応させやすくすることができる。よって、車両の運転が自動運転から手動
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運転へ切り替わった際に、運転者の瞳孔が明るい車室内に慣れていたために狭くなってい
たとしても、運転者が車外を見難くなる可能性を低減することが可能となる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、車両の運転が自動運転から手動運転へ切り替わった際に、運転者が車
外を見難くなる可能性を低減できる自動運転システムを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態に係る自動運転システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１の自動運転システムの室内灯を示す図である。
【図３】図１の自動運転システムの前照灯を示す図である。
【図４】図１の自動運転システムの前照灯が照らす所定領域の明るさの一例を示す図であ
る。
【図５】図１の自動運転システムの処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。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用い、重複する説明は省略する。
【００１１】
　図１は、実施形態に係る自動運転システム１００の構成を示すブロック図である。図１
に示すように、自動運転システム１００は、自動車等の車両Ｖに搭載される。自動運転シ
ステム１００は、外部センサ１、内部センサ２、ＧＰＳ［Global Positioning System］
受信部３、地図データベース４、ナビゲーションシステム５、アクチュエータ６、ＨＭＩ
［Human Machine Interface］７、室内灯８、前照灯９、自動運転ＥＣＵ［ElectronicCon
trol Unit］１０、及び、照明制御ＥＣＵ２０を備えている。
【００１２】
　外部センサ１は、車両Ｖの周辺状況を検出する検出機器である。外部センサ１は、カメ
ラ、レーダー［Radar］、及びライダー［LIDAR：LaserImaging Detection and Ranging］
のうち少なくとも一つを含む。カメラは、車両Ｖの周辺状況を撮像する撮像機器である。
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。レーダーは、電波
（例えばミリ波）を利用して車両Ｖの周囲の周辺状況を検出する。ライダーは、光を利用
して車両Ｖの周囲の周辺状況を検出する。
【００１３】
　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。外部センサ１
は、検出した周辺状況に関する情報を、自動運転ＥＣＵ１０へ送信する。周辺状況は、車
両Ｖの周囲の他車両状況（例えば周囲の他車両の位置、速度等）、道路の形状（例えば走
行車線及び隣接車線の曲率等）、及び、車両の周辺の障害物の状況（例えば障害物の位置
、移動障害物の移動方向、速度等）の少なくとも何れかを含む。
【００１４】
　内部センサ２は、車両Ｖの走行状態を検出する検出機器である。内部センサ２は、車速
センサ、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む。車速センサ
は、車両Ｖの速度を検出する検出器である。車速センサとしては、車輪の回転速度を検出
する車輪速センサが用いられる。加速度センサは、車両Ｖの加速度を検出する検出器であ
る。加速度センサは、車両Ｖ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Ｖ
の横加速度を検出する横加速度センサとを含んでいる。ヨーレートセンサは、車両Ｖ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、ジャイロセンサを用いることができる。
【００１５】
　内部センサ２は、ステアリングセンサ、アクセルセンサ、ブレーキセンサ及びウィンカ
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センサのうち少なくとも一つを含む。ステアリングセンサは、運転者又は自動運転システ
ム１００によるステアリング操作を検出する。アクセルセンサは、運転者又は自動運転シ
ステム１００によるアクセル操作を検出する。ブレーキセンサは、運転者又は自動運転シ
ステム１００によるブレーキ操作を検出する。ウィンカセンサは、運転者又は自動運転シ
ステム１００によるウィンカ（方向指示灯）の操作を検出する。
【００１６】
　ステアリングセンサ、アクセルセンサ、ブレーキセンサ及びウィンカセンサのそれぞれ
としては、特に限定されず、公知の種々のセンサを用いることができる。ステアリングセ
ンサ、アクセルセンサ、ブレーキセンサ及びウィンカセンサは、必ずしも重複して備える
必要はない。内部センサ２は、検出した車両Ｖの走行状態に関する情報を、自動運転ＥＣ
Ｕ１０へ送信する。走行状態は、車両Ｖの速度、加速度、ヨーレート、操舵角、アクセル
開度、及び移動方向の少なくとも何れかを含む。
【００１７】
　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Ｖの位
置（車両Ｖの緯度及び経度）を測定する。ＧＰＳ受信部３は、測定した車両Ｖの位置に関
する位置情報を自動運転ＥＣＵ１０及びナビゲーションシステム５へ送信する。なお、Ｇ
ＰＳ受信部３に代えて、車両Ｖの緯度及び経度が特定できる他の手段を用いてもよい。
【００１８】
　地図データベース４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、
車両Ｖ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、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４は、車両Ｖ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。
【００１９】
　ナビゲーションシステム５は、車両Ｖの運転者によって設定された目的地まで、車両Ｖ
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５は、ＧＰＳ受信部３
の測定した車両Ｖの位置情報と地図データベース４の地図情報とに基づいて、車両Ｖ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５は、車両Ｖの現在地から目的地に至るまでの
目標ルートを演算する。ナビゲーションシステム５は、車両Ｖの目標ルートの情報を自動
運転ＥＣＵ１０へ送信する。なお、ナビゲーションシステム５は、車両Ｖ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。
【００２０】
　アクチュエータ６は、車両Ｖの走行制御を実行する装置である。アクチュエータ６は、
エンジンアクチュエータ、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。エンジンアクチュエータは、自動運転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Ｖの駆動力を制御する。なお
、車両Ｖがハイブリッド車である場合には、エンジンに対する空気の供給量の他に、動力
源としてのモータに自動運転ＥＣＵ１０からの制御信号が入力されて当該駆動力が制御さ
れる。車両Ｖが電気自動車である場合には、動力源としてのモータに自動運転ＥＣＵ１０
からの制御信号が入力されて当該駆動力が制御される。これらの場合における動力源とし
てのモータは、アクチュエータ６を構成する。
【００２１】
　ブレーキアクチュエータは、自動運転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Ｖ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、
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、自動運転ＥＣＵ１
０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、車両Ｖの操舵
トルクを制御する。
【００２２】
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　ＨＭＩ７は、車両Ｖの乗員（運転者を含む）と自動運転システム１００との間で情報の
出力及び入力を行うインターフェイスである。ＨＭＩ７は、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では、乗員により各種機能の操作入力が
行われる。ＨＭＩ７に対する操作入力は、車両Ｖの運転を自動運転と手動運転との間で切
り替える操作入力、後述する前照灯９の増光制御のＯＮ及びＯＦＦに関する操作入力、並
びに、ナビゲーションシステム５の目的地を設定する操作入力を含む。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。
【００２３】
　室内灯８は、図２に示すように、車両Ｖの車室Ｒ内を照らす車両用照明機器である。室
内灯８は、車室Ｒ内の天井に設けられた天井灯を含む。室内灯８は、インサイドミラーの
周辺に設けられた前席室内灯を含む。室内灯８は、後部座席のドア上部の天井に設けられ
た後席室内灯を含む。室内灯８は、座席の足元に設けられた足元灯を含む。室内灯８とし
ては、特に限定されず、種々の照明機器を用いることができる。室内灯８は、車室Ｒ内に
１つ設けられていてもよいし、複数設けられていてもよい。
【００２４】
　室内灯８としては、例えばＬＥＤが用いられている。室内灯８は、その照度を調整可能
に構成されている。例えば、室内灯８は、調光機能を有し、多段階又は無段階で照度を調
整可能であってもよい。１つの室内灯８が複数のＬＥＤにより構成されている場合、点灯
するＬＥＤ数を変えることで照度を調整可能であってもよい。室内灯８は、その遮光の程
度を調整することで照度を調整可能であってもよい。室内灯８は、その周辺に配置された
スイッチに対する操作入力、ＨＭＩ７に対する操作入力、又は音声入力等によって、消灯
及び点灯可能である。
【００２５】
　前照灯９は、図３に示すように、車両Ｖの前方を照らす車両用照明機器である。前照灯
９は、車両Ｖの前端部において車幅方向両端部に設けられた一対のヘッドライトである。
前照灯９が照らす領域は、車両進行方向右側の前照灯９の配光Ｌ１と、車両進行方向左の
前照灯９の配光Ｌ２と、によって画定される。前照灯９の配光及び光度は、後述の照明制
御ＥＣＵ２０によって制御される。前照灯９の配光及び光度は、外部センサ１による車両
Ｖの周辺状況及び内部センサ２による車両Ｖの走行状態に応じて照明制御ＥＣＵ２０によ
って自動調整される。前照灯９は、先行他車両又は対向車両に光が直接的に当たらないよ
うに照明制御ＥＣＵ２０によって配光及び光度が自動調整されるＡＨＳ［Adaptive Hi-be
am System］である。
【００２６】
　図４は、車両Ｖの車室Ｒ側からウインドシールドＷを介して前方（車両進行方向）を見
たときの前照灯９が照らす領域を示す図である。前照灯９は、例えば先行他車両及び対向
車両が存在しない場合、いわゆるハイビーム状態の配光で車両Ｖの前方を照らす。図４の
（ａ）及び（ｂ）に示す例では、前照灯９は、ハイビーム状態の配光で車両Ｖの前方にお
ける領域Ｌ３を照らす。前照灯９は、車両Ｖの運転が手動運転の場合には、通常光度にて
領域Ｌ３を照らす。通常光度は、車両Ｖの運転が手動運転の場合に前照灯９が照らす所定
領域（後述）の明るさである。通常光度は、先行他車両及び対向車両が存在しない場合と
、先行他車両及び対向車両が存在する場合と、で同じ光度であってもよく、異なる光度で
あってもよい。先行他車両及び対向車両が存在しない場合の通常光度は、ハイビーム状態
での光度と同じ光度であってもよい。
【００２７】
　前照灯９は、例えば先行他車両又は対向車両が存在する場合、当該先行他車両又は対向
車両に光が直接的に当たらないように車両Ｖの前方を照らす。図４の（ｃ）及び（ｄ）に
示す例では、前照灯９は、先行他車両ＦＶに光が直接的に当たらないように、ハイビーム
状態の配光の一部を遮光した配光で車両Ｖの前方における領域Ｌ５を照らす。前照灯９は
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、車両Ｖの運転が手動運転の場合には、通常光度にて領域Ｌ５を照らす。先行他車両及び
対向車両が存在する場合の通常光度は、ハイビーム状態での光度以下の光度であってもよ
い。
【００２８】
　図１に戻り、自動運転ＥＣＵ１０及び照明制御ＥＣＵ２０は、ＣＰＵ[Central Process
ing Unit]、ＲＯＭ[Read OnlyMemory]、ＲＡＭ[Random Access Memory]等を有する電子制
御ユニットである。自動運転ＥＣＵ１０及び照明制御ＥＣＵ２０は、ＲＯＭに記憶されて
いるプログラムをＲＡＭにロードし、ＣＰＵで実行することで、各種の制御を実行する。
自動運転ＥＣＵ１０及び照明制御ＥＣＵ２０は、複数の電子制御ユニットから構成されて
いてもよい。
【００２９】
　自動運転ＥＣＵ１０は、運転制御部１２及び切替タイミング設定部１４を有している。
運転制御部１２は、車両Ｖの周辺状況、走行状態、位置、地図データ及び目標ルートの少
なくとも何れかに基づいて、車両Ｖを自動運転させる自動運転制御を実行する。一例とし
て、運転制御部１２は、次のようにして自動運転制御を実行する。
【００３０】
　運転制御部１２は、目標ルート、車両Ｖの位置及び周辺状況に基づいて、車両Ｖの進路
を生成する。進路は、目標ルートにおいて車両Ｖが進む軌跡である。目標ルート上におい
て車両Ｖが安全、法令順守、走行効率等の基準に照らして好適に走行するように進路を生
成する。なお、目標ルートには、目的地の設定が運転者から明示的に行われていない際に
、周辺状況又は地図情報に基づき自動的に生成される走行ルートも含まれる。
【００３１】
　運転制御部１２は、周辺状況と地図情報とに少なくとも基づいて、予め設定された目標
ルートに沿った走行計画を生成する。運転制御部１２は、生成する走行計画を、車両Ｖの
進路を車両Ｖに固定された座標系での目標位置ｐと各目標点での速度ｖとの二つの要素か
らなる組、すなわち配位座標（ｐ、ｖ）を複数持つものとして出力してもよい。それぞれ
の目標位置ｐは、少なくとも車両Ｖに固定された座標系でのｘ座標、ｙ座標の位置もしく
はそれと等価な情報を有する。なお、走行計画は、車両Ｖの挙動を記すものであれば特に
限定されるものではない。走行計画は、速度ｖの代わりに目標時刻ｔを用いてもよいし、
目標時刻ｔとその時点での車両Ｖの方位とを付加したものでもよい。
【００３２】
　走行計画は、現在時刻から微小時間経過後までにおいての走行制御の目標とすべき車両
Ｖの位置、速度及び加速度等の運動プロファイルを含む。運動プロファイルは、壁や周辺
車とのマージンを確保しつつ、乗り心地を考慮して運動限界の範囲で算出される。走行計
画は、概ね現在時刻から数秒先の将来のデータで充分であるが、交差点の右折、車両Ｖの
追い越し等の状況によっては数十秒のデータが必要となるので、走行計画の配位座標の数
は可変、且つ配位座標間の距離も可変としてもよい。さらに、配位座標をつなぐ曲線をス
プライン関数等で近似し、当該曲線のパラメータを走行計画としてもよい。走行計画の生
成としては、車両Ｖの挙動を記すことができるものであれば、任意の公知手法を用いるこ
とができる。走行計画は、目標ルートに沿った進路を車両Ｖが走行する際における、車両
Ｖの車速、加減速度及び操舵トルク等の推移を示すデータとしてもよい。走行計画は、車
両Ｖの速度パターン、加減速度パターン及び操舵パターンを含んでいてもよい。
【００３３】
　速度パターンとは、進路上に所定間隔で設定された目標制御位置に対して、目標制御位
置ごとに時間に関連付けられて設定された目標車速からなるデータである。加減速度パタ
ーンとは、進路上に所定間隔で設定された目標制御位置に対して、目標制御位置ごとに時
間に関連付けられて設定された目標加減速度からなるデータである。操舵パターンとは、
進路上に所定間隔で設定された目標制御位置に対して、目標制御位置ごとに時間に関連付
けられて設定された目標操舵トルクからなるデータである。
【００３４】
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　運転制御部１２は、生成した走行計画に基づいて車両Ｖの走行を自動で制御する。運転
制御部１２は、走行計画に応じた制御信号をアクチュエータ６に出力する。これにより、
運転制御部１２は、走行計画に沿って車両Ｖを自動運転させる自動運転制御を実行する。
【００３５】
　なお、運転制御部１２の自動運転制御は、上記の一例に限定されない。運転制御部１２
は、路車間通信又は車車間通信を行う車載通信ユニットを車両Ｖが備えている場合、この
車載通信ユニットを介した遠隔操作により車両Ｖを自動運転させる自動運転制御を実行し
てもよい。運転制御部１２は、車載通信ユニットを介して取得した先行他車両に関する情
報に基づいて、当該先行他車両に追従するように車両Ｖを自動運転させる走行制御を実行
してもよい。これらの自動運転制御では、車両Ｖの周辺状況、走行状態、位置、地図デー
タ及び目標ルートの少なくとも何れかを利用してもよい。
【００３６】
　運転制御部１２は、実行中の自動運転制御を終了させて、車両Ｖの運転を自動運転から
手動運転へ切替え可能である。運転制御部１２には、切替タイミング設定部１４から切替
タイミングが入力される。運転制御部１２は、現時点が当該切替タイミングに達した場合
、実行中の自動運転制御を終了させて、車両Ｖの運転を自動運転から手動運転へ切替える
。運転制御部１２は、切替えタイミングが入力された場合、運転を自動運転から手動運転
へ切り替える旨をＨＭＩ７から出力させる。
【００３７】
　切替タイミング設定部１４は、自動運転制御の実行中、運転制御部１２で車両Ｖの運転
を自動運転から手動運転へ切り替えるタイミングである切替タイミングを設定する。切替
タイミング設定部１４は、設定した切替タイミングを運転制御部１２及び照明制御ＥＣＵ
２０へ出力する。例えば切替タイミング設定部１４は、次のように切替タイミングを設定
する。
【００３８】
　切替タイミング設定部１４は、車両Ｖが自動運転制御で自動運転中、車両Ｖの周辺状況
、走行状態、位置及び地図データの少なくとも何れかに基づいて、自動運転が許可されて
いないエリアへ車両Ｖが進入するタイミングを、切替タイミングとして予測して設定（推
定）する。この場合、切替タイミングの予測は、運転制御部１２で生成した走行計画に基
づき行ってもよい。
【００３９】
　切替タイミング設定部１４は、自動運転が許可された特定道路（高速道路等）を車両Ｖ
が自動運転制御で自動運転中、ナビゲーションシステム５又は車載通信ユニットの車載通
信情報によって目標ルートを取得できるとき、この目標ルートに基づいて、自動運転が許
可されていない一般道路へ車両Ｖが退出予定であるか否かを判定する。切替タイミング設
定部１４は、一般道路へ車両Ｖが退出予定である場合、当該退出時のタイミングを、切替
タイミングとして予測して設定する。この場合、切替タイミングの予測は、車両Ｖの周辺
状況、走行状態、位置及び地図データの少なくとも何れかに基づき行ってもよいし、運転
制御部１２で生成した走行計画に基づき行ってもよい。
【００４０】
　切替タイミング設定部１４は、自動運転が許可された特定道路を車両Ｖが自動運転制御
で自動運転中、目標ルートを取得できないとき、特定道路の退出口の近くで車両Ｖが車線
変更し且つ車両Ｖが減速した場合に、当該退出口からの退出時のタイミングを、切替タイ
ミングとして予測して設定する。この場合、切替タイミングの予測は、車両Ｖの周辺状況
、走行状態、位置及び地図データの少なくとも何れかに基づき行ってもよいし、運転制御
部１２で生成した走行計画に基づき行ってもよい。
【００４１】
　切替タイミング設定部１４は、車両Ｖが自動運転制御で自動運転中、車両Ｖの運転を自
動運転から手動運転とで切り替える操作入力（自動運転のキャンセルスイッチのＯＮ操作
）がＨＭＩ７においてなされたとき、この操作入力の時点から予め設定された所定待機時
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間後のタイミングを、切替タイミングとして設定する。所定待機時間は、予め設定されて
自動運転ＥＣＵ１０に記憶されている時間である。所定待機時間は、固定値であってもよ
いし、例えば車両Ｖの走行状態等に応じた可変値であってもよい。
【００４２】
　切替タイミング設定部１４は、先行他車両に追従するように車両Ｖを走行させる自動運
転制御で自動運転中には、自動運転が不能となるまで先行他車両が離れる（先行他車両を
ロストする）ことが予測できたとき、自動運転が不能となるタイミングの直前を、切替タ
イミングとして設定する。自動運転が不能となるタイミングは、車両Ｖの周辺状況、走行
状態、位置、地図データ、及び、車載通信ユニットの車載通信情報の少なくとも何れかに
基づき予測できる。
【００４３】
　切替タイミング設定部１４は、車載通信ユニットを介した遠隔操作で車両Ｖを自動運転
中には、遠隔操作が不能なエリアに車両Ｖが進入することが予測できたとき、遠隔操作が
不能なエリアに車両Ｖが進入するタイミングの直前を、切替タイミングとして設定する。
遠隔操作が不能なエリアに車両Ｖが進入するタイミングは、車両Ｖの周辺状況、走行状態
、位置、地図データ、及び、車載通信ユニットの車載通信情報の少なくとも何れかに基づ
き予測できる。切替タイミング設定部１４は、自動運転システム１００の異常を検知した
場合、異常の検知時点の直後のタイミングを切替タイミングとして設定する。
【００４４】
　照明制御ＥＣＵ２０は、前照灯制御部２２及び増光パターン生成部２４を有している。
前照灯制御部２２は、前照灯９を制御する。前照灯制御部２２は、自動運転制御の実行中
で且つ室内灯８が点灯状態の場合に、運転制御部１２で車両Ｖの運転が自動運転から手動
運転へ切り替えられたとき、増光制御を実行する。具体的には、前照灯制御部２２は、自
動運転制御の実行中で且つ室内灯８が点灯状態の場合、切替タイミング設定部１４で設定
した切替タイミングに現時点が達したとき、増光制御を実行する。
【００４５】
　増光制御は、前照灯９が照らす所定領域の明るさを、上記通常光度よりも、予め定めら
れた所定時間増光させる制御である。増光制御は、増光パターン生成部２４で生成した増
光パターンに応じて、所定時間、前照灯９が照らす所定領域の明るさを通常光度に対して
増光させた光度とする、前照灯９の配光及び光度の制御である。すなわち、前照灯制御部
２２は、自動運転制御の実行中で且つ室内灯８が点灯状態の場合、切替タイミングに現時
点が達したときから予め定められた所定時間経過するまでの期間、増光パターン生成部２
４で生成した増光パターンに応じて、前照灯９が照らす所定領域の明るさを上記通常光度
よりも増光させる。
【００４６】
　所定領域は、車両Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたとき、増光制御に
よって一時的に前照灯９の光度が増加される領域である。所定領域は、例えば先行他車両
及び対向車両が存在しない場合、前照灯９が照らす領域Ｌ３に含まれる一部領域であって
もよい。図４の（ａ）に示す例では、所定領域は、領域Ｌ４である。所定領域は、例えば
先行他車両及び対向車両が存在する場合、前照灯９が照らす領域Ｌ５に含まれる一部領域
であってもよい。図４の（ｃ）に示す例では、所定領域は、領域Ｌ６である。所定領域は
、車両Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたとき、運転者の視線が向けられ
易い領域であってもよい。所定時間は、予め設定されて照明制御ＥＣＵ２０に記憶されて
いる時間である。所定時間は、固定値であってもよいし、例えば車両Ｖの走行状態等に応
じた可変値であってもよい。
【００４７】
　自動運転制御が実行中か否かについては、例えば、自動運転フラグが立っているか否か
、又は、自動運転制御の実行中を示す自動運転実行信号が自動運転ＥＣＵ１０から入力さ
れているか等で判断してもよい。自動運転フラグは、運転制御部１２により自動運転制御
の実行中に成立される。車両Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたか否かに
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ついては、例えば立っていた自動運転フラグが落ちたとき、又は、運転切替えを示す切替
信号が自動運転ＥＣＵ１０から入力されたか否かで判断してもよい。室内灯８が点灯状態
か否かについては、例えば、室内灯８の点灯フラグが立っているか否か、室内灯８へ供給
する電力、又は、室内灯８の点灯状態を示す点灯状態信号が室内灯８から入力されている
か等により判断してもよい。点灯フラグは、室内灯８により当該室内灯８が点灯状態のと
きに成立される。点灯状態は、室内灯８が点灯しており、車室Ｒ内を照らしている状態で
ある。点灯状態は、室内灯８の照度が０よりも大きい状態である。切替タイミングは、切
替タイミング設定部１４から入力されて取得される。
【００４８】
　前照灯制御部２２により前照灯９の光度を制御する際の具体的な手法又は方式は、特に
限定されず、前照灯９の光度を増加できれば種々の公知手法又は公知方式であってもよい
。増光制御が実行される前の前照灯９の状態は、特に限定されず、消灯状態であってもよ
いし、通常光度で車両Ｖの前方を照らしている状態であってもよい。前照灯制御部２２は
、車両Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたときから所定時間経過後には、
前照灯９が照らす所定領域の明るさを、上記通常光度としてもよい。
【００４９】
　増光パターン生成部２４は、前照灯制御部２２の増光制御で用いる増光パターンを生成
する。増光パターンは、前照灯９が照らす所定領域の明るさを増光させる際の当該明るさ
の増加に係るパターンである。増光パターンは、上記所定領域における前照灯９の増光の
させ方である。
【００５０】
　図４の（ａ）に示すように、例えば先行他車両及び対向車両等が存在しない場合、車両
Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたときには、運転者は、領域Ｌ３内の中
央部（センタエリア）に視線を向ける蓋然性が高い。そこで、先行他車両及び対向車両等
が存在しない場合、増光パターンは、車両Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替えら
れたときから一時的に、領域Ｌ３内の中央部である領域Ｌ４の光度を、通常光度よりも高
い増光光度に増加させるパターンとされることができる。つまり、この場合、所定領域は
、領域Ｌ４である。
【００５１】
　図４の（ｃ）に示すように、例えば先行他車両ＦＶが存在する場合、車両Ｖの運転が自
動運転から手動運転へ切り替えられたときには、運転者は、当該先行他車両ＦＶ付近に視
線を向ける蓋然性が高い。そこで、先行他車両ＦＶが存在する場合、増光パターンは、車
両Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたときから一時的に、先行他車両ＦＶ
付近の領域である領域Ｌ６の光度を、通常光度よりも高い増光光度に増加させるパターン
とされることができる。つまり、この場合、所定領域は、領域Ｌ６である。領域Ｌ６は、
領域Ｌ５内において先行他車両ＦＶに光が直接的に当たらないようなロービームエリアで
ある。
【００５２】
　増光パターンは、時間の経過とともに、予め定めた一定比率又は変動する比率で光度を
増加させるパターンであってもよい。増光パターンは、時間の経過とともに、多段階で光
度を増加させるパターンであってもよい。増光パターンは、光度を緩やかに増加させた後
に急に増加させるパターン、又は、その逆パターンであってもよい。
【００５３】
　増光パターンは、運転者の操作入力（好み）に応じたパターンであってもよい。増光パ
ターンの当該操作入力は、ＨＭＩ７を介して入力できる。増光パターンは、運転者に応じ
たパターンであってもよい。この場合、例えば運転者が高齢者の場合には急な比率で光度
を増加させる増光パターンとし、運転者が若年者の場合には緩やかな比率で光度を増加さ
せる増光パターンとしてもよい。運転者の情報は、ＨＭＩ７に対する操作入力又は車内カ
メラにより取得できる。増光パターンは、周辺状況に応じたパターンであってもよい。増
光パターンは、車両Ｖの周辺が夜間でも明るい市街地の場合、緩やかな比率で光度を増加
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させるパターンとしてもよい。なお、「緩やかな比率」及び「急な比率」とは、任意の基
準比率に対して、緩やか及び急であることを意味する。
【００５４】
　次に、自動運転システム１００において車両Ｖの自動運転時に実行される、前照灯９の
増光制御に関する処理の一例について、図５のフローチャートを参照しつつ具体的に説明
する。
【００５５】
　自動運転システム１００では、運転制御部１２で自動運転制御が実行中で、且つ、室内
灯８が点灯状態の場合において、ＨＭＩ７に対して運転者により増光制御がＯＮにされて
いるとき（増光制御の作動が要求されているとき）、照明制御ＥＣＵ２０において次の処
理を実行する。
【００５６】
　前照灯制御部２２により、自動運転から手動運転への切替タイミングを、切替タイミン
グ設定部１４から取得する（ステップＳ１）。前照灯制御部２２により、現時点が切替タ
イミングに達したか否かに基づいて、車両Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替わっ
たか否かを判定する（ステップＳ２）。上記ステップＳ２でＹＥＳの場合、前照灯制御部
２２により、前照灯９の配光及び光度を制御する増光制御を実行し、増光パターン生成部
２４で生成した増光パターンに応じて、所定時間、前照灯９が照らす所定領域の明るさを
通常光度に対して増光させた光度とする（ステップＳ３）。上記ステップＳ３と同時に、
運転を自動運転から手動運転へ切り替える旨、及び、増光制御を実行する旨をＨＭＩ７か
ら出力させてもよい。
【００５７】
　前照灯制御部２２により、切替タイミングから所定時間経過したか否かを判定する（ス
テップＳ４）。上記ステップＳ４でＹＥＳの場合、増光制御を終了し（ステップＳ５）、
前照灯制御部２２により前照灯９が照らす所定領域の明るさを通常光度に設定する。その
後、処理を終了する。上記ステップＳ２でＮＯの場合、上記ステップＳ１に戻る。上記ス
テップＳ４でＮＯの場合、上記ステップＳ３に戻る。なお、室内灯８が乗員により消灯状
態とされた場合、又は、ＨＭＩ７に対して乗員により増光制御がＯＦＦにされた場合には
、処理を終了し、前照灯制御部２２により前照灯９が照らす所定領域の明るさが通常光度
に設定される。
【００５８】
　以上、自動運転システム１００では、車両Ｖが自動運転で運転中に室内灯８が点灯状態
の場合、車両Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたときに、前照灯９が照ら
す所定領域の明るさを、車両Ｖの運転が手動運転の場合に前照灯９が照らす所定領域の明
るさである通常光度よりも、予め定められた所定時間増光させる。これにより、自動運転
から手動運転へ切り替えられたときに、所定領域に対する運転者の視界を一時的に向上で
きるため、運転者の目を暗い車外に順応させやすくすることができる。よって、車両Ｖの
運転が自動運転から手動運転へ切り替わった際に、運転者の瞳孔が明るい車室Ｒ内に慣れ
ていたために狭くなっていたとしても、運転者が車外を見難くなる可能性を低減すること
が可能となる。
【００５９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されること
なく様々な形態で実施される。
【００６０】
　上記実施形態では、自動運転ＥＣＵ１０及び照明制御ＥＣＵ２０の各機能の一部は、車
両Ｖ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おいて実行されてもよい。
上記実施形態では、照明制御ＥＣＵ２０により実行される図５の処理は、外部センサ１か
らの周辺状況に基づいて現在が夜間であると判定された場合に、実行してもよい。
【００６１】
　上記実施形態では、自動運転システム１００の異常を検知した場合、乗員に当該異常に
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ついて報知する時間的な余裕がないときには、前照灯制御部２２が直ちに増光制御を実行
すると共に、運転制御部１２が運転を手動運転に直ちに切り替えてもよい。自動運転シス
テム１００の異常を検知した場合、時間的な余裕があるときには、ＨＭＩ７を介して乗員
に自動運転システム１００の異常を報知し、その後に前照灯制御部２２が増光制御を実行
すると共に、運転制御部１２が運転を手動運転に直ちに切り替えてもよい。
【００６２】
　上記実施形態では、前照灯制御部２２は、自動運転制御の実行中で且つ室内灯８が点灯
状態の場合に、切替タイミング設定部１４で設定した切替タイミングに現時点が達したと
きから、予め定められた所定時間経過するまでの期間、増光制御を実行した。すなわち、
車両Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替えられたときから所定時間、増光制御を実
行した。しかしながら、前照灯制御部２２は、自動運転制御の実行中で且つ室内灯８が点
灯状態の場合に、当該切替タイミングよりも所定時間早いタイミングに現時点が達したと
きから、予め定められた所定時間経過するまでの期間、増光制御を実行してもよい。要は
、前照灯制御部２２は、少なくとも車両Ｖの運転が自動運転から手動運転へ切り替えられ
たときから所定時間、増光制御を実行するものであればよい。
【００６３】
　上記実施形態は、自動運転制御の実行中において、車両Ｖの運転を自動運転から手動運
転へ切り替える切替地点を設定する切替地点設定部を備えていてもよい。この場合、前照
灯制御部２２は、自動運転制御の実行中で且つ室内灯８が点灯状態の場合に、車両Ｖが切
替地点設定部で設定した切替地点に到達したとき、上記増光制御を実行してもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　８…室内灯、９…前照灯、Ｒ…車室、１２…運転制御部、１４…切替タイミング設定部
、２２…前照灯制御部、１００…自動運転システム、Ｌ４，Ｌ６…領域（所定領域）、Ｖ
…車両。
【図１】 【図２】
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