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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車線に対して予め設定された基準走行軌跡に沿って車両を走行させる自動運転制御を行
う自動運転制御装置において、
　前記自動運転制御中に前記車両の運転者による操舵を検出する操舵検出部と、
　前記車線の車線幅方向における範囲として前記車線内に前記基準走行軌跡を含む許容範
囲を設定すると共に、前記許容範囲内に前記基準走行軌跡を含む第一範囲と前記第一範囲
の左右両側の第二範囲を設定する範囲設定部と、
　前記自動運転制御を実行すると共に、前記操舵検出部により前記運転者による操舵が検
出された場合に前記車両の車線幅方向の位置が前記許容範囲に含まれるときには前記自動
運転制御中における前記運転者の操舵を前記車両の走行に反映する自動運転制御部と、
　前記操舵検出部により前記運転者による操舵が検出された場合に、前記車両の車線幅方
向の位置が前記第二範囲に含まれるか否かを判定する位置判定部と、
　前記位置判定部により前記車両の車線幅方向の位置が前記第二範囲に含まれると判定さ
れた場合に、前記車両の走行について前記運転者に注意喚起する注意喚起部と、
を備える、自動運転制御装置。
【請求項２】
　前記操舵検出部により検出された前記運転者による操舵の操舵量が操舵量閾値以上から
前記操舵量閾値未満になったか否かを判定する操舵判定部を更に備え、
　前記位置判定部は、前記車両の車線幅方向の位置が前記第一範囲に含まれるか否かを判
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定し、
　前記自動運転制御部は、前記操舵判定部により前記運転者による操舵の操舵量が前記操
舵量閾値以上から前記操舵量閾値未満になったと判定され、かつ、前記位置判定部により
前記車両の車線幅方向の位置が前記第一範囲に含まれると判定された場合に、前記車両の
車線幅方向の位置を維持するように前記自動運転制御を実行する、請求項１に記載の自動
運転制御装置。
【請求項３】
　前記車両の車速を検出する車速検出部を更に備え、
　前記範囲設定部は、前記車両の車速に基づいて、前記許容範囲、前記第一範囲、及び前
記第二範囲を設定し、前記車速が遅いほど前記車線内で前記許容範囲、前記第一範囲、及
び前記第二範囲を広く設定する、
請求項１又は請求項２に記載の自動運転制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の自動運転制御を行う自動運転制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両の自動運転制御を行う装置として、例えば、米国特許８６７０８９１号明細
書に記載されるように、車両の自動運転制御中にブレーキ、ハンドルおよびアクセルのう
ち少なくとも一つの操作が検出され、その操作量が閾値を超えた場合に自動運転制御を中
止する装置が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許８６７０８９１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、車両の自動運転制御中においては、予め生成された走行計画に含まれる基準
となる軌跡に沿って走行するように車両が制御される。しかしながら、車線内にて車線幅
方向において車両の走行位置を運転者が修正したい場合がある。例えば、大型車両が隣り
の車線を走行しているときに、運転者が大型車両から少し離れて車両を走行させたい場合
などである。この場合、基準となる軌跡から一定の許容範囲内においては、運転者の操舵
に応じて基準となる軌跡から逸れるような車両の走行を許容することが考えられる。その
一方で、運転者による操舵を制限なく車両の走行に反映させると、車両が基準となる軌跡
から外れすぎるおそれがある。
【０００５】
　そこで、本技術分野において、自動運転制御中であっても運転者の意図に沿った車両の
走行を実現しつつ、車両の走行について運転者に注意喚起することができる自動運転制御
装置の開発が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち、本発明の一側面は、車線に対して予め設定された基準走行軌跡に沿って車両
を走行させる自動運転制御を行う自動運転制御装置において、前記自動運転制御中に前記
車両の運転者による操舵を検出する操舵検出部と、前記車線の車線幅方向における範囲と
して前記車線内に前記基準走行軌跡を含む許容範囲を設定すると共に、前記許容範囲内に
前記基準走行軌跡を含む第一範囲と前記第一範囲の左右両側の第二範囲を設定する範囲設
定部と、前記自動運転制御を実行すると共に、前記操舵検出部により前記運転者による操
舵が検出された場合に前記車両の車線幅方向の位置が前記許容範囲に含まれるときには前



(3) JP 6332170 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

記自動運転制御中における前記運転者の操舵を前記車両の走行に反映する自動運転制御部
と、前記操舵検出部により前記運転者による操舵が検出された場合に、前記車両の車線幅
方向の位置が前記第二範囲に含まれるか否かを判定する位置判定部と、前記位置判定部に
より前記車両の車線幅方向の位置が前記第二範囲に含まれると判定された場合に、前記車
両の走行について前記運転者に注意喚起する注意喚起部とを備えて構成される。
【０００７】
　この自動運転制御装置によれば、自動運転制御中であっても車両の車線幅方向の位置が
許容範囲に含まれる場合には運転者の操舵を車両の走行に反映するので、運転者の意図に
沿った車両の走行を実現することができ、車両が基準走行軌跡から大きく外れて第二範囲
に至ったときには、車両の走行について運転者に注意喚起することができる。
【０００８】
　本発明の一側面における自動運転制御装置は、操舵検出部により検出された運転者によ
る操舵の操舵量が操舵量閾値以上から操舵量閾値未満になったか否かを判定する操舵判定
部を更に備え、位置判定部は、車両の車線幅方向の位置が第一範囲に含まれるか否かを判
定し、自動運転制御部は、操舵判定部により運転者による操舵の操舵量が操舵量閾値以上
から操舵量閾値未満になったと判定され、かつ、位置判定部により車両の車線幅方向の位
置が第一範囲に含まれると判定された場合に、車両の車線幅方向の位置を維持するように
自動運転制御を実行してもよい。この自動運転制御装置は、自動運転制御中に運転者の操
舵の操舵量が操舵量閾値以上となって車両の車線幅方向における位置が変更された後、運
転者の操舵量が操舵量閾値未満になった場合に、車両の車線幅方向の位置が第一範囲に含
まれるとき、車両の車線幅方向の位置を維持するように自動運転制御を実行するので、運
転者の意図した位置で車両を走行させることができる。
【０００９】
　本発明の一側面における自動運転制御装置は、車両の車速を検出する車速検出部を更に
備え、範囲設定部は、車両の車速に基づいて、許容範囲、第一範囲、及び第二範囲を設定
し、車速が遅いほど車線内で許容範囲、第一範囲、及び第二範囲を広く設定してもよい。
この自動運転制御装置は、車速が遅いほど車線内で許容範囲、第一範囲、及び第二範囲を
広く設定するので、許容範囲、第一範囲、及び第二範囲を固定の範囲にする場合と比べて
、車両の車速を考慮して運転者の操舵を車両の走行に反映する範囲を広げることができる
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、自動運転制御中であっても車両の車線幅方向の位置が許容範囲に含ま
れる場合には運転者の操舵を車両の走行に反映するので、運転者の意図に沿った車両の走
行を実現することができ、車両が基準走行軌跡から大きく外れて第二範囲に至ったときに
は、車両の走行について運転者に注意喚起することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る自動運転制御装置の構成概要を示すブロック図である
。
【図２】図１の自動運転制御装置における範囲設定の説明図である。
【図３】図１の自動運転制御装置における範囲設定の説明図である。
【図４】図１の自動運転制御装置における走行計画生成処理及び自動運転制御処理を示す
フローチャートである。
【図５】図１の自動運転制御装置における注意喚起処理を示すフローチャートである。
【図６】図１の自動運転制御装置における目標横位置設定処理を示すフローチャートであ
る。
【図７】図１の自動運転制御装置第一変形例における範囲設定処理を示すフローチャート
である。
【図８】図１の自動運転制御装置の第二変形例における車両走行の説明図である。
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【図９】図１の自動運転制御装置の第二変形例における目標横位置設定処理を示すフロー
チャートである。
【図１０】図１の自動運転制御装置の第三変形例における制御ゲインの説明図である。
【図１１】図１の自動運転制御装置の第四変形例における目標横位置設定処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１２】図１の自動運転制御装置の第五変形例における目標横位置設定処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】図１の自動運転制御装置の第六変形例における目標横位置設定処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１４】図１の自動運転制御装置の第七変形例における目標横位置設定処理を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　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。
【００１３】
　図１は、本発明の一実施形態に係る自動運転制御装置１の構成概要図である。図１にお
いて、本実施形態に係る自動運転制御装置１は、車両に搭載され、車両の自動運転制御を
行う装置である。この自動運転制御装置１は、車両の自動運転制御中に運転者によって操
舵が行われた場合に、所定の条件の下で運転者の操舵を車両の走行に反映する。また、自
動運転制御装置１は、所定の条件の下で自動運転から手動運転への切替を行う機能を備え
ている。自動運転は、自動運転制御装置１が自動で車両を走行させる運転状態を意味する
。手動運転は、車両の運転者が手動運転操作により車両の運転を行うことを意味する。
【００１４】
　自動運転制御装置１は、ＥＣＵ［Electronic　Control　Unit］１０を備えている。Ｅ
ＣＵ１０は、車両の走行制御を行う電子制御ユニットであり、ＣＰＵ［Central　Process
ing　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。
【００１５】
　ＥＣＵ１０には、外部センサ２、ＧＰＳ［Global Positioning System］受信部３、内
部センサ４、操舵検出センサ５、地図データベース６、ナビゲーションシステム７、アク
チュエータ８、表示部２１、音出力部２２及び振動部２３がそれぞれ接続されている。
【００１６】
　外部センサ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。外部セン
サ２は、カメラ、レーダー［Radar］、及びライダー［LIDAR：Laser Imaging Detection 
and Ranging］のうち少なくとも一つを含む。
【００１７】
　カメラは、車両の外部状況を撮像する撮像機器である。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、カメラは先行車や障害物を含む物体を検出する物体検出部
として用いることができる。また、カメラは、車両が走行する車線の白線を検出するセン
サとして用いることができる。
【００１８】
　レーダーは、電波（例えばミリ波）を利用して車両の外部の障害物を検出する。レーダ
ーは、電波を車両の周囲に送信し、障害物で反射された電波を受信することで障害物等を
検出する。レーダーは、検出した障害物情報をＥＣＵ１０へ出力する。
【００１９】
　ライダーは、光を利用して車両の外部の障害物を検出する。ライダーは、光を車両の周
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囲に送信し、障害物等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、障害
物等を検出する。ライダーは、検出した物体情報をＥＣＵ１０へ出力する。カメラ、ライ
ダー、レーダー及び通信機は、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
をＥＣＵ１０へ出力する。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】
　内部センサ４は、車両の走行状態を検出する検出機器である。内部センサ４は、車両の
走行状態を検出するセンサとして、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備えている。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に出力する。
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ＥＣＵ１０に出力
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へ出力する。
【００２２】
　操舵検出センサ５は、運転者による操舵の操舵量を検出するセンサである。操舵量とは
、運転者の操作したステアリングホイールにおける操舵角又は操舵トルクである。操舵検
出センサ５は、例えば、操舵角センサ、操舵トルクセンサなどが用いられる。操舵検出セ
ンサ５は、検出信号をＥＣＵ１０へ出力する。
【００２３】
　地図データベース６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６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（例えば車線数、車線の種類等）、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。
【００２４】
　ナビゲーションシステム７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７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６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７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７は、例えば、車両の目標ルートの情報を
ＥＣＵ１０へ出力する。なお、ナビゲーションシステム７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】
　アクチュエータ８は、車両の自動運転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。なお、車
両がハイブリッド車又は電気自動車である場合には、スロットルアクチュエータを含まず
、動力源としてのモータにＥＣＵ１０からの制御信号が入力されて当該駆動力が制御され
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る。
【００２６】
　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、車両の操舵トルクを制御
する。
【００２７】
　表示部２１は、視覚を通じて車両の走行について運転者に注意喚起する機器として機能
する。表示部２１は、例えば、自動運転制御中において運転者による操舵が検出され、操
舵が車両の走行に反映されている場合、車両の車線幅方向における位置に応じて運転者に
注意喚起を与える表示を行う。表示部２１としては、例えば、ディスプレイ、モニタ、イ
ンジケータなどが用いられる。
【００２８】
　音出力部２２は、聴覚を通じて車両の走行について運転者に注意喚起する機器として機
能する。音出力部２２は、例えば、自動運転制御中において運転者による操舵が検出され
、操舵が車両の走行に反映されている場合、車両の車線幅方向における位置に応じて運転
者に注意喚起を与える音を出力する。音出力部２２としては、例えば、スピーカ、ブザー
などが用いられる。
【００２９】
　振動部２３は、触覚を通じて車両の走行について運転者に注意喚起する機器として機能
する。振動部２３は、例えば、自動運転制御中において運転者による操舵が検出され、操
舵が車両の走行に反映されている場合、車両の車線幅方向における位置に応じて運転者に
注意喚起を与える振動を発する。振動部２３としては、例えば、ハンドル又はシートに設
けられるバイブレータなどが用いられる。
【００３０】
　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、走行
計画生成部１４、自動運転制御部１５、操舵検出部１６、操舵判定部１７、範囲設定部１
８、位置判定部１９及び注意喚起部２０を備えている。
【００３１】
　外部状況認識部１１は、外部センサ２の検出結果（例えばカメラの撮像情報、レーダー
の障害物情報、ライダーの障害物情報等）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、道路幅、道路の形状、車両の周辺の他車両の状況、車両の周辺の障害物
の状況を含む。
【００３２】
　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６の地図情報に基づいて、地図上における車両の位置を認識する。また、車両位置認
識部１２は、外部センサ２のカメラの画像情報を用いて白線を認識し、車線に対する車両
の位置を認識する。車両位置認識部１２は、外部センサ２のカメラの画像情報を用いて、
周知の手法により、車線幅方向における車両と白線との横距離を認識してもよい。
【００３３】
　走行状態認識部１３は、内部センサ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。
つまり、走行状態認識部１３は、車両の車速を検出する車速検出部として機能する。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。
【００３４】
　走行計画生成部１４は、予め設定された目的地、車両位置認識部１２で認識された車両
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位置、及び地図情報に基づいて、長期の走行計画を生成する。予め設定された目的地は、
運転者によって設定されてもよく、周知の手法によりナビゲーションシステム７等が提案
してもよい。長期の走行計画とは、例えば、現在の車両の位置から目的地に至るまでの走
行計画である。長期の走行計画は、車両の走行位置に関する基準走行軌跡と、車両の位置
に応じた速度に関する計画速度パターンを含んでいる。基準走行軌跡は、例えば、ナビゲ
ーションシステム７で演算された目標ルートに沿って車両が進む軌跡である。基準走行軌
跡は、車両の走行の基準となる軌跡であり、例えば車線の中央位置を結ぶように設定され
る。基準走行軌跡は、車線の中央位置から左右にオフセットした位置を通るように設定さ
れてもよい。計画速度パターンは、例えば、基準走行軌跡上で所定間隔（例えば１ｍ）毎
に設定された目標車速からなるデータである。計画速度パターンは、例えば、一時停止線
及びカーブの進入前に車両を十分に減速させるように設定される。
【００３５】
　走行計画生成部１４は、車両の周辺情報である外部状況及び車両の走行状態に基づいて
、短期の走行計画を生成する。短期の走行計画とは、例えば、現在時刻から数秒先又は数
十秒先までの車両の走行に関する走行計画である。短期の走行計画には、実際に車両が走
行する軌跡である目標走行経路と、実際に車両の目標速度となる目標速度パターンを含ん
でいる。目標走行経路は、例えば、長期の走行計画における基準走行軌跡が初期値として
採用される。同様に、目標速度パターンは、例えば、長期の走行計画における計画速度パ
ターンが初期値として採用される。走行計画生成部１４は、例えば、車両の前方に障害物
を検出した場合、障害物を回避するように短期の走行計画（目標走行経路及び目標速度パ
ターン）を生成する。この場合、目標走行経路は基準走行軌跡と異なる軌跡となる。同様
に、この場合、目標速度パターンは計画速度パターンと異なるデータとなる。
【００３６】
　自動運転制御部１５は、走行計画生成部１４により生成される走行計画に沿って車両を
走行させる自動運転制御を実行する。例えば、自動運転制御部１５は、基準走行軌跡を基
準として設定される目標走行経路に従って車両が走行するように自動運転制御を実行する
。つまり、自動運転制御部１５は、目標走行経路に従って車両が走行するように、制御信
号をアクチュエータ８に出力し、操舵制御、加速制御及び制動制御を行う。この自動運転
制御部１５は、例えば、運転者による自動運転制御の開始ボタンの操作などの開始条件に
従って、自動運転制御を開始する。また、自動運転制御部１５は、例えば、運転者による
自動運転制御の終了ボタンの操作に従って、自動運転制御を終了する。
【００３７】
　自動運転制御部１５は、自動運転制御中において運転者による操舵が検出された場合に
車両の車線幅方向の位置が予め設定される許容範囲に含まれるときには、運転者の操舵を
車両の走行に反映し、自動運転制御を継続する。一方、自動運転制御部１５は、自動運転
制御中において運転者による操舵が検出された場合に車両の車線幅方向の位置が許容範囲
に含まれないときには、自動運転から手動運転に切り替え、自動運転制御を終了する。ま
た、自動運転制御部１５は、自動運転制御中において運転者による操舵が検出され、その
操舵量が操舵量閾値以上から操舵量閾値未満になり、かつ、車両の車線幅方向の位置が第
一範囲に含まれると判定された場合に、車両の車線幅方向の位置（操舵終了時の車両位置
）を維持するように自動運転制御を実行する。第一範囲は、許容範囲内に設定される範囲
である。第一範囲の詳細については、後述する。
【００３８】
　操舵検出部１６は、自動運転制御中において車両の運転者の操舵を検出する。例えば、
操舵検出部１６は、操舵検出センサ５の検出信号に基づいて、例えば、自動運転制御中に
おける運転者の操舵の有無、運転者の操舵量を検出する。操舵量としては、例えばハンド
ルの操舵角又は操舵トルクなどが用いられる。
【００３９】
　操舵判定部１７は、自動運転制御中において車両の運転者の操舵があった場合に、その
操舵の操舵量が操舵量閾値以上から操舵量閾値以下になったか否かを判定する。操舵量閾
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値は、例えば、ＥＣＵ１０に予め設定される設定値が用いられる。
【００４０】
　範囲設定部１８は、車両の走行する車線内において、許容範囲、第一範囲及び第二範囲
を設定する。例えば、範囲設定部１８は、基準走行軌跡及び地図データベース６の情報に
基づいて、許容範囲、第一範囲及び第二範囲を設定する。許容範囲は、車線の幅方向にお
ける範囲であり、車線内で基準走行軌跡を含む範囲として設定される。例えば、図２、３
に示すように、車両が走行する車線７０内において基準走行軌跡８５を含む範囲として、
許容範囲８０が設定される。図２、３では、基準走行軌跡８５は車線７０の中央位置に設
定されており、車両６０は車線７０の中央位置を走行している。許容範囲８０は、車両６
０の自動運転制御中に運転者の操舵が許容される範囲であり、運転者が操舵した場合でも
自動運転制御が継続される範囲として設定される。許容範囲８０内には、第一範囲８１と
第二範囲８２が設定されている。すなわち、許容範囲８０内において、基準走行軌跡８５
を含む位置に第一範囲８１が設定され、第一範囲８１の左右両側に第二範囲８２、８２が
設定されている。また、第二範囲８２、８２の車線７０端部側には、第三範囲８３、８３
がそれぞれ設定されている。
【００４１】
　図１において、位置判定部１９は、自動運転制御中に運転者による操舵が検出された場
合に、車両６０の車線幅方向の位置が許容範囲８０内であるか否かを判定する。そして、
位置判定部１９は、車両６０の車線幅方向の位置が許容範囲８０内であると判定した場合
、車両６０の車線幅方向の位置が第二範囲８２内であるか否かを判定する。また、位置判
定部１９は、自動運転制御中に運転者による操舵が検出された場合に、車両６０の車線幅
方向の位置が第一範囲８１に含まれるか否かを判定する。例えば、位置判定部１９は、範
囲設定部１８による許容範囲８０、第一範囲８１及び第二範囲８２の設定情報と車両位置
認識部１２における車両位置情報に基づいて、車両６０の車線幅方向の位置が許容範囲８
０に含まれるか否か、第一範囲８１に含まれるか否か、及び第二範囲８２に含まれるか否
かを判定する。車両６０の位置は、例えば車両の中心位置に基づいて判定される。つまり
、車両６０の中心位置が第一範囲８１に含まれる場合には、車両６０の位置が第一範囲８
１に含まれるとして判定される。
【００４２】
　注意喚起部２０は、自動運転制御中において運転者による操舵があり、その操舵により
車両の車線幅方向の位置が第二範囲に含まれる場合、運転者に対し車両の走行について注
意喚起する。すなわち、注意喚起部２０は、自動運転制御中において運転者の操舵により
車両の車線幅方向の位置が第二範囲になった場合、表示部２１、音出力部２２及び振動部
２３に対し制御信号を出力し、表示部２１、音出力部２２及び振動部２３を作動させ、運
転者に対し車両の走行について注意喚起を与える。このとき、表示部２１、音出力部２２
及び振動部２３の全部を作動させてもよいし、その一部を作動させてもよい。
【００４３】
　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、走行
計画生成部１４、自動運転制御部１５、操舵検出部１６、操舵判定部１７、範囲設定部１
８、位置判定部１９及び注意喚起部２０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
全部を別の電子制御ユニットにより構成してもよい。
【００４４】
　次に、本実施形態に係る自動運転制御装置１の動作について説明する。
【００４５】
　図４（ａ）の走行計画生成処理では、まず、ステップＳ１０（以下、単に「Ｓ１０」と
示す。他のステップＳについても同様とする。）に示すように、車両位置の認識処理が行
われる。この認識処理は、地図上における車両の位置を認識する処理である。例えば、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６
の地図情報に基づいて、地図上における車両の位置を認識する。
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【００４６】
　そして、Ｓ１２に処理が移行し、地図情報に基づく走行計画生成処理が行われる。走行
計画生成処理は、車両の現在位置から目的地までの車両の長期の走行計画を生成する処理
である。例えば、走行計画生成部１４は、予め設定された目的地とＳ１０において認識さ
れた車両位置を用い、地図情報に基づいて基準走行軌跡及び計画速度パターンを含む長期
の走行計画を生成する。Ｓ１２の処理を終えたら、図４（ａ）の一連の制御処理を終了す
る。
【００４７】
　図４（ｂ）の自動運転制御処理では、まず車両の外部状況及び車両の走行状態の認識処
理が行われる（Ｓ２０）。この認識処理は、道路の車線幅、車線形状、車両周辺の他車両
の状況、車両周辺の障害物の状況など車両の外部状況を認識し、車両の車速などの車両の
走行状態を認識する処理である。例えば、外部状況認識部１１は、カメラ、レーダなどの
外部センサ２の検出結果に基づいて、車両の外部状況を認識する。また、走行状態認識部
１３は、車速センサなどの内部センサ４の検出結果に基づいて、車両の走行状態を認識す
る。
【００４８】
　そして、Ｓ２２に処理が移行し、短期の走行計画の生成が行われる。走行計画生成部１
４は、車両の周辺情報である外部状況及び車両の走行状態に基づいて、現在時刻から数秒
先又は数十秒先までの車両の走行に関する短期の走行計画（目標走行経路及び目標速度パ
ターン）を生成する。目標走行経路は、基準走行軌跡と同じ位置に設定されてもよいが、
例えば車線上に障害物が存在する場合、その障害物との接触を回避するように基準走行軌
跡から外れた位置に目標走行経路が設定される場合もある。
【００４９】
　その後、Ｓ２４に処理が移行し、自動運転制御処理が行われる。自動運転制御処理は、
目標走行経路に応じて車両を走行させる自動運転制御を実行する処理である。例えば、自
動運転制御部１５は、短期の走行計画に従って車両が走行するように、制御信号をアクチ
ュエータ８に出力し、操舵制御、加速制御及び制動制御を行う。このとき、目標走行経路
が車線の幅方向の中央位置に設定されている場合には、車両が中央位置を走行するように
自動運転制御が行われる。一方、自動運転制御中に運転者の操舵が行われた結果、目標走
行経路が中央位置から外れた位置に設定される場合には、車両が中央位置から外れた位置
を走行するように自動運転制御が行われる。Ｓ２４の処理を終えたら、図４（ｂ）の一連
の制御処理を終了する。
【００５０】
　図５は、本実施形態に係る自動運転制御装置１の注意喚起処理を示すフローチャートで
ある。注意喚起処理は、車両の自動運転制御中に運転者の操舵が検出され、その操舵より
車両位置が第二範囲となっている場合に運転者に対し車両の走行について注意喚起を行う
処理である。図５の注意喚起処理は、自動運転制御の開始に伴って開始され、ＥＣＵ１０
によって実行される。
【００５１】
　図５の注意喚起処理では、まずＳ２０に示すように、運転者の操舵量が操舵量閾値以上
であるか否かが判定される。この判定処理は、自動運転制御中において運転者の操舵があ
ったか否かを判定する処理である。例えば、操舵検出部１６は、自動運転制御中において
運転者の操舵量が操舵量閾値以上であるか否かが判定する。
【００５２】
　Ｓ２０にて運転者の操舵量が操舵量閾値以上でないと判定された場合、図５の一連の制
御処理は終了する。一方、Ｓ２０にて運転者の操舵量が操舵量閾値以上であると判定され
た場合、車両位置が許容範囲内であるか否かが判定される（Ｓ２２）。すなわち、位置判
定部１９は、車両の車線幅方向の位置が許容範囲内であるか否かを判定する。位置判定部
１９は、車両の中心位置が車線に設定される許容範囲に含まれるか否かに基づいて、車両
の車線幅方向の位置が許容範囲内であるか否かを判定すればよい。Ｓ２２にて車両位置が
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許容範囲内であると判定された場合には、運転者の操舵が車両走行に反映される（Ｓ２４
）。この処理は、自動運転制御中であるが、運転者の操舵を車両走行に反映させる処理で
ある。例えば、自動運転制御部１５は、自動運転制御による制御トルクを低減させ、運転
者の操舵に応じた車両走行を許容する。
【００５３】
　そして、Ｓ２６に処理が移行し、車両位置が第二範囲内であるか否かが判定される。す
なわち、位置判定部１９は、車両の車線幅方向の位置が第二範囲内であるか否かを判定す
る。位置判定部１９は、車両の中心位置が車線に設定される第二範囲に含まれるか否かに
基づいて、車両の車線幅方向の位置が第二範囲内であるか否かを判定すればよい。
【００５４】
　Ｓ２６にて車両位置が第二範囲内であると判定された場合、注意喚起処理が行われる（
Ｓ２８）。注意喚起処理は、運転者に対し車両の走行について注意喚起する処理である。
例えば、注意喚起部２０は、表示部２１、音出力部２２及び振動部２３に対し制御信号を
出力し、表示部２１、音出力部２２及び振動部２３を作動させ、運転者に対し車両の走行
について注意喚起する。このとき、表示部２１、音出力部２２及び振動部２３の全部を作
動させてもよいし、その一部を作動させてもよい。具体的な注意喚起として、注意喚起部
２０は、車両走行に注意する旨又は車両進行方向を確認する旨の音声をスピーカから出力
させ、インジケータ又はモニタに車両走行に注意する旨又は車両進行方向を確認する旨の
マーク又は文字を表示、点灯もしくは点滅させるなどを行う。一方、Ｓ２６にて車両位置
が第二範囲内でないと判定された場合、図５の一連の制御処理を終了する。
【００５５】
　ところで、Ｓ２２にて車両位置が許容範囲内でないと判定された場合、車両位置が第三
範囲内であるか否かが判定される（Ｓ３０）。すなわち、位置判定部１９は、車両の車線
幅方向の位置が第三範囲内であるか否かを判定する。このとき、車両の中心位置が車線に
設定される第三範囲に含まれるか否かに基づいて、車両の車線幅方向の位置が第三範囲内
であるか否かを判定すればよい。
【００５６】
　Ｓ３０にて車両位置が第三範囲内でないと判定された場合、図５の一連の制御処理を終
了する。一方、Ｓ３０にて車両位置が第三範囲内であると判定された場合、手動運転切替
処理が行われる（Ｓ３２）。手動運転切替処理は、自動運転から手動運転に切り替える処
理である。例えば、ＥＣＵ１０において、手動運転への切替のフラグ又は手動運転のフラ
グが設定され、自動運転から手動運転への切替が行われたことが認識される。この場合、
自動運転制御の終了条件が成立し、自動運転制御が終了される。Ｓ２８、Ｓ３２の処理を
終えたら、図５の一連の制御処理を終了する。
【００５７】
　この注意喚起処理によれば、車両の自動運転制御中に運転者の操舵が検出され、その操
舵より車両位置が第二範囲となっている場合に運転者に対し車両の走行について注意喚起
が行われる。これにより、運転者に対し、自動運転制御が行われているが車両走行につい
て注意すべきことを認識させることができる。このように、運転者に注意喚起を与えるこ
とで、車両走行の安全性が高められるため、自動運転制御による車両走行範囲を拡大する
ことが可能となる。従って、運転者の意図により応じた車両走行が行える。
【００５８】
　なお、この注意喚起処理において、Ｓ３０にて車両位置が第三範囲内であると判定され
た場合、手動運転切替処理を行わず、車両位置を基準走行軌跡（例えば、車線の中央位置
）に強制復帰させる運転制御を行ってもよい。例えば、車両の目標横位置を基準走行軌跡
の位置に設定し、車両の位置を目標横位置に近づけるように自動運転制御が実行される。
このとき、運転者の操舵を許容せず、操舵制御が行われる。また、運転者への警報処理を
行ってもよい。警報処理は、運転者に対し車両の走行が緊急事態であることを報知する処
理である。例えば、注意喚起部２０は、表示部２１、音出力部２２及び振動部２３に対し
制御信号を出力し、表示部２１、音出力部２２及び振動部２３を作動させ、運転者に対し
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車両の走行が緊急事態であることを報知する。この場合、注意喚起部２０は、上述した注
意喚起処理と比べて、スピーカにより出力される音量を大きくし、インジケータの点滅速
度を速くし、振動機の振動強さを大きくする。
【００５９】
　また、注意喚起処理において、車両位置が第三範囲に近づいているときに、第三範囲内
に入る前に運転者に対し操舵により運転切替に近づいていることを報知してもよい。この
場合、運転者は運転状態をどのように移行したいかによって操舵量を決めることができ、
運転者の意図を反映させやすくなる。
【００６０】
　図６は、本実施形態に係る自動運転制御装置１の目標横位置設定処理を示すフローチャ
ートである。目標横位置設定処理は、自動運転制御中における車両の車幅方向における目
標位置となる目標横位置を設定する処理である。この目標横位置に応じて自動運転制御に
おける車両の目標走行経路が決定される。図６の目標横位置設定処理は、自動運転制御の
開始に伴って開始され、ＥＣＵ１０によって実行される。
【００６１】
　図６の目標横位置設定処理では、まずＳ４０に示すように、運転者の操舵による操舵量
が操舵量閾値以上となった後に操舵量閾値未満になったか否かが判定される。この判定処
理は、自動運転制御中に運転者の操舵があり、その操舵が終了したか否かを判定する処理
である。つまり、運転者の操舵の終了時における車両位置に応じて車両の目標横位置を設
定するために、操舵判定部１７は、運転者の操舵があり、かつ、その操舵が終了したこと
を判定する。Ｓ４０の判定処理では、例えば、操舵判定部１７は、運転者の操舵の操舵量
が操舵量閾値以上から操舵量閾値未満になったか否かを判定する。
【００６２】
　Ｓ４０にて運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後に操舵量閾値未満に
なったと判定された場合、車両位置が第一範囲内であるか否かが判定される（Ｓ４２）。
すなわち、位置判定部１９は、車両の車線幅方向の位置が第一範囲内であるか否かを判定
する。このとき、位置判定部１９は、車両の中心位置が車線に設定される第一範囲に含ま
れるか否かに基づいて、車両の車線幅方向の位置が第一範囲内であるか否かを判定すれば
よい。
【００６３】
　Ｓ４２にて車両位置が第一範囲内であると判定された場合、目標横位置が車両位置に設
定される（Ｓ４４）。すなわち、走行計画生成部１４は、自動運転制御中において運転者
の操舵があり、かつ、その操舵が終了した場合、車両の車幅方向の位置が第一範囲内であ
るときに、その車両の位置を車両の目標横位置として設定する。このため、自動運転制御
中において運転者の操舵があり、かつ、その操舵が終了した場合に車両位置が第一範囲内
であるときには、その車両位置が維持されるように自動運転制御が行われる。これにより
、自動運転制御中に運転者がハンドルの操舵により車両位置を変更することができ、運転
者の意図に応じた車両走行が可能となる。
【００６４】
　ところで、Ｓ４０にて運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後に操舵量
閾値未満になっていないと判定された場合、及び、Ｓ４２にて車両位置が第一範囲内でな
いと判定された場合には、目標横位置が基準走行軌跡に対応する位置（例えば、車線の中
央位置）に設定される（Ｓ４６）。すなわち、走行計画生成部１４は、自動運転制御中に
おいて運転者の操舵がなかった場合、及び、運転者の操舵があり、かつ、その操舵が終了
した場合の車両位置が第一範囲以外である場合、目標横位置を基準走行軌跡に対応する位
置に設定する。つまり、これらの場合、車両が基準走行軌跡に対応する位置を走行するよ
うに自動運転制御が行われる。Ｓ４４、Ｓ４６の処理を終えたら、図６の一連の制御処理
を終了する。
【００６５】
　この目標横位置設定処理によれば、自動運転制御中において運転者の操舵があり、かつ
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、その操舵が終了した場合に車両位置が第一範囲内であるときには、その車両位置が維持
されるように自動運転制御が行われる。このため、自動運転制御中に運転者がハンドルの
操舵によって、第一範囲内において車両位置を変更することが可能となり、運転者の意図
に応じた車両走行が行える。
【００６６】
　次に、本実施形態に係る自動運転制御装置１の第一変形例について説明する。
【００６７】
　図７は、本変形例に係る自動運転制御装置１の範囲設定処理を示すフローチャートであ
る。この範囲設定処理は、図２に示す許容範囲８０、第一範囲８１及び第二範囲８２の幅
を車両の車速に応じて設定する処理である。図７の制御処理は、自動運転制御の開始に伴
って開始され、ＥＣＵ１０によって実行される。
【００６８】
　まず、Ｓ５０に示すように、車速検出処理が行われる。車速検出処理は、車両の車速を
検出する処理である。例えば、走行状態認識部１３は、内部センサ４の車速センサの車速
情報に基づいて車両の車速を認識する。
【００６９】
　そして、Ｓ５２に処理が移行し、範囲設定処理が行われる。すなわち、範囲設定部１８
は、車両の車速に基づいて、許容範囲８０、第一範囲８１及び第二範囲８２を設定する。
このとき、範囲設定部１８は、車速が遅いほど車線内で許容範囲８０、第一範囲８１及び
第二範囲８２を広く設定する。
【００７０】
　車速に応じて許容範囲８０、第一範囲８１及び第二範囲８２をどのくらい広く設定する
かについては、車両運動学に基づいてもよい。まず、第一範囲８１、第二範囲８２、第三
範囲８３で使用する摩擦円の範囲が定義される。例えば、第一範囲８１は乗り心地優先と
して±０．４Ｇ以内とし、第二範囲８２は乗り心地悪いが許容される範囲として±０．７
Ｇとし、第三範囲８３は摩擦円限界に近い領域として１Ｇ以内とする。ここで、運転者の
通常のハンドル操作において、車両の左右方向の揺らぎが正弦波状に発生すると仮定する
。例えば、揺らぎの周波数で仮定すると、揺らぎによる車両運動軌跡は次の式（１）で導
出される。
【００７１】
　ｆ（ｔ）＝Ｘ・ｓｉｎ（ω・ｔ）　…　（１）
【００７２】
　式（１）において、ωは角周波数、ｔは時刻である。Ｘは振幅であり、第一範囲８１で
はその幅の半分の距離、第二範囲８２では左右の第二範囲８２、８２の端部の間の半分の
距離、第三範囲８３では左右の第三範囲８３、８３の端部の間の半分の距離が相当する。
正弦波ｆ（ｔ）の各時刻ｔにおける旋回半径をＲ（ｔ）とし、現在の車速をＶとすると、
最大横加速度ａ（ｔ）は、次の式（２）により表される。
【００７３】
　ａ（ｔ）＝Ｖ２／Ｒ（ｔ）　…　（２）
【００７４】
　この式（２）について、定義したＧ範囲、車速Ｖ、揺らぎの周波数ωを代入することに
より、第一範囲８１の幅、第二範囲８２、８２の端部間の距離、第三範囲８３、８３の端
部間の距離を決定することができる。これにより、第一範囲８１、第二範囲８２、許容範
囲８０の広さを適切に設定することができる。Ｓ５２の処理を終えたら、図７の一連の制
御処理を終了する。
【００７５】
　この範囲設定処理によれば、車両の車速に応じて許容範囲、第一範囲及び第二範囲を設
定し、車速が遅いほど車線内で許容範囲、第一範囲及び第二範囲を広く設定する。このた
め、許容範囲、第一範囲、及び第二範囲を固定の範囲にする場合と比べて、車両の車速を
考慮して運転者の操舵を車両の走行に反映する範囲を広げることができる。また、車両運
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動学上の観点から許容範囲、第一範囲、及び第二範囲の大きさを設定することにより、車
両走行に適した範囲を設定することができ、車両走行について運転者が違和感を覚えるこ
とを抑制できる。
【００７６】
　次に、本実施形態に係る自動運転制御装置１の第二変形例について説明する。
【００７７】
　図８は、本変形例に係る自動運転制御装置１における自動運転制御中の車両走行の説明
図である。本変形例に係る自動運転制御装置１は、自動運転制御中に運転者の操舵があっ
た場合であってその操舵が隣接する車線７１で並走する他車両６１から離れるために行わ
れた場合には、他車両６１と並走する間、操舵により変更された車両位置を維持し、他車
両６１との並走状態でなくなったときに車両位置を基準走行軌跡８５の位置に復帰させる
ように自動運転制御を行う。
【００７８】
　図９は、本変形例に係る自動運転制御装置１の目標横位置設定処理を示すフローチャー
トである。この目標横位置設定処理は、自動運転制御中における車両の車幅方向における
目標位置となる目標横位置を設定する処理である。図９の目標横位置設定処理は、自動運
転制御中において運転者の操舵が行われて車両位置が第一範囲又は第二範囲となっている
場合であって車両６０の左右のいずれかに他車両６１が検出された場合に、ＥＣＵ１０に
より実行される。
【００７９】
　まず、図９のＳ６０に示すように、車両の横方向のクリアランスが所定距離以下になっ
ているか否かが判定される。例えば、外部状況認識部１１は、車両６０の横方向を走行す
る他車両６１との間の距離、すなわちクリアランスが所定距離以下になっているか否かを
判定する。所定距離は、ＥＣＵ１０に設定される距離値が用いられる。
【００８０】
　ここで、図８の（ａ）は、他車両６１から離れるために運転者の操舵によって車両６０
の位置を変更する車両６０を示している。図８の（ｂ）は、他車両６１と並走している状
態である。このとき、他車両６１とのクリアランスＣは所定距離以下になっている。図８
の（ｃ）は、他車両６１との並走状態が解除され、他車両６１とのクリアランスＣは所定
距離以下になっていない。図８の（ｄ）は、他車両６１との並走状態が解除されたことに
より、車両６０の横位置が車線中央の基準走行軌跡８５の位置となるように自動運転制御
が行われている。
【００８１】
　図９のＳ６０にて車両６０の横方向のクリアランスＣが所定距離以下になっていると判
定された場合、目標横位置が車両位置に設定される（Ｓ６２）。すなわち、走行計画生成
部１４は、自動運転制御中において運転者の操舵があった場合であって他車両６１とのク
リアランスＣが所定距離以下であるときには、他車両６１と並走していると判断し、現在
の車両６０の位置を目標横位置として設定する。このため、現在の車両位置が維持される
ように自動運転制御が行われる。これにより、他車両６１から離れた位置で車両６０を運
転しようという運転者の意図に応じた運転制御が行える。
【００８２】
　一方、Ｓ６０にて車両６０の横方向のクリアランスＣが所定距離以下になっていないと
判定された場合、目標横位置が基準走行軌跡に対応する位置に設定される（Ｓ６４）。す
なわち、走行計画生成部１４は、他車両６１とのクリアランスＣが所定距離以下でないと
きには、他車両６１と並走状態が解除されたと判断し、基準走行軌跡に対応する位置を目
標横位置として設定する。これにより、車両６０は、基準走行軌跡に対応する位置、例え
ば車線の中央位置を走行するように自動運転制御される。Ｓ６２、Ｓ６４の処理を終えた
ら、図９の一連の制御処理を終了する。
【００８３】
　この目標横位置設定処理によれば、自動運転制御中において、車両の横を並走する他車
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両から離れるために運転者が操舵を行った場合、他車両と並走している間、車両位置を維
持して走行させ、他車両との並走状態が解除されたときに車両位置を基準走行軌跡に対応
する位置に戻すことができる。
【００８４】
　次に、本実施形態に係る自動運転制御装置１の第三変形例について説明する。
【００８５】
　図１０は、本変形例に係る自動運転制御装置１における制御ゲインの状態を示す説明図
である。図１０の制御ゲインは、車両の位置を目標横位置とするために用いられるゲイン
である。制御ゲインが大きいほど目標横位置に向かう速度が速まることとなる。図１０の
実線では、第一範囲及び第二範囲の制御ゲインは同じであり、第三範囲の制御ゲインは大
きく設定されている。この場合、車両位置が第三範囲内である場合には操舵制御量が大き
くなり、目標横位置に向かう速度が速くなる。
【００８６】
　ここで、第二範囲において二点鎖線で示すように、車両の制御状態に応じて制御ゲイン
を下げることが示されている。この場合、制御ゲインが低下することで、制御トルクが低
減されることとなり、運転者が操舵を行う場合、大きな反力を感じることなく、ハンドル
操作を行うことができる。これにより、運転者の意図する車両走行がしやすくなる。また
、制御ゲインは、図１０の第二範囲と第三範囲の間のように離散的に設定しなくてもよく
、範囲と範囲の間に連続性を持たせて設定してもよい。
【００８７】
　次に、本実施形態に係る自動運転制御装置１の第四変形例について説明する。
【００８８】
　図１１は、本変形例に係る自動運転制御装置１の目標横位置設定処理を示すフローチャ
ートである。本変形例に係る自動運転制御装置１は、自動運転制御中に運転者の操舵が検
出された場合に、運転者の運転傾向を考慮して車両の目標横位置を設定し、その目標横位
置に応じて自動運転制御を行う装置である。図１１の目標横位置設定処理は、自動運転制
御中における車両の車幅方向における目標位置となる目標横位置を設定する処理であり、
自動運転制御の開始に伴って開始され、ＥＣＵ１０により実行される。
【００８９】
　まず、Ｓ７０に示すように、運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後に
操舵量閾値未満になったか否かが判定される。この判定処理は、自動運転制御中に運転者
の操舵があり、その操舵が終了されたか否かを判定する処理である。つまり、運転者の操
舵の終了時における車両位置に応じて車両の目標横位置を設定するため、運転者の操舵が
ありその操舵が終了したことを判定する。Ｓ７０の判定処理では、例えば、操舵判定部１
７は、運転者の操舵の操舵量が操舵量閾値以上から操舵量閾値未満になったか否かを判定
する。操舵量としては、例えばハンドルの操舵角又は操舵トルクなどが用いられる。また
、操舵量閾値は、ＥＣＵ１０に設定される設定値を用いればよい。
【００９０】
　Ｓ７０にて運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後に操舵量閾値未満に
なったと判定された場合、車両位置が第一範囲内であるか否かが判定される（Ｓ７２）。
すなわち、位置判定部１９は、車両の車線幅方向の位置が第一範囲内であるか否かを判定
する。このとき、車両の中心位置が車線に設定される第一範囲に含まれるか否かに基づい
て、車両の車線幅方向の位置が第一範囲内であるか否かを判定すればよい。
【００９１】
　Ｓ７２にて車両位置が第一範囲内であると判定された場合、運転者の操舵方向が運転者
の運転傾向方向であるか否かが判定される（Ｓ７４）。運転傾向方向は、運転者の通常の
運転における傾向方向であり、例えば過去の運転履歴データなどによって取得すればよい
。Ｓ７４にて運転者の操舵方向が運転者の運転傾向方向であると判定された場合、目標横
位置が車両位置に設定される（Ｓ７６）。すなわち、走行計画生成部１４は、自動運転制
御中において運転者の操舵があった場合に車両の車幅方向の位置が第一範囲内であり、か
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つ、操舵方向が運転者の運転傾向方向である場合、その車両の位置を車両の目標横位置と
して設定する。この場合、自動運転制御中において、運転者が自分の好みの運転を行うた
めに意図的に車両位置を変更したと判断し、車両位置が維持されるように自動運転制御が
行われる。これにより、自動運転制御中に運転者がハンドルの操舵により車両位置を変更
することができ、運転者の意図に応じた車両走行が可能となる。
【００９２】
　ところで、Ｓ７０にて運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後に操舵量
閾値未満になっていないと判定された場合、Ｓ７２にて車両位置が第一範囲内でないと判
定された場合、及び、Ｓ７４にて運転者の操舵方向が運転者の運転傾向方向でないと判定
された場合、目標横位置が基準走行軌跡に対応する位置に設定される（Ｓ７８）。すなわ
ち、走行計画生成部１４は、目標横位置を基準走行軌跡に対応する位置に設定する。これ
により、車両が基準走行軌跡に対応する位置（例えば、車線の中央位置）を走行するよう
に自動運転制御が行われることとなる。Ｓ７６、Ｓ７８の処理を終えたら、図１１の一連
の制御処理を終了する。
【００９３】
　この目標横位置設定処理によれば、自動運転制御中において運転者の操舵があり、その
操舵の方向が運転者の運転傾向方向である場合に、車両位置が維持されて自動運転制御が
行われる。これにより、運転者の意図に沿った車両走行が行える。
【００９４】
　次に、本実施形態に係る自動運転制御装置１の第五変形例について説明する。
【００９５】
　図１２は、本変形例に係る自動運転制御装置１の目標横位置設定処理を示すフローチャ
ートである。本変形例に係る自動運転制御装置１は、自動運転制御中に運転者の操舵が検
出された場合に、道路のカーブや分岐路などの道路形状を考慮して車両の目標横位置を設
定し、その目標横位置に応じて自動運転制御を行う装置である。図１２の目標横位置設定
処理は、自動運転制御中における車両の車幅方向における目標位置となる目標横位置を設
定する処理であり、自動運転制御の開始に伴って開始され、ＥＣＵ１０により実行される
。
【００９６】
　まず、Ｓ８０に示すように、運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後に
操舵量閾値未満になったか否かが判定される。Ｓ８０にて運転者の操舵による操舵量が操
舵量閾値以上となった後に操舵量閾値未満になったと判定された場合、車両位置が第一範
囲内又は第二範囲内であるか否かが判定される（Ｓ８２）。すなわち、位置判定部１９は
、車両の車線幅方向の位置が第一範囲内又は第二範囲内であるか否かを判定する。このと
き、車両の中心位置が車線に設定される第一範囲又は第二範囲に含まれるか否かに基づい
て、車両の車線幅方向の位置が第一範囲内又は第二範囲内であるか否かを判定すればよい
。
【００９７】
　Ｓ８２にて車両位置が第一範囲内又は第二範囲内であると判定された場合、車両から所
定距離内にカーブ又は分岐路があるか否かが判定される（Ｓ８４）。この判定は、例えば
地図データベース６の道路情報に基づいて行われる。Ｓ８４にて車両から所定距離内にカ
ーブ又は分岐路があると判定された場合、運転者の操舵方向がカーブの曲がり方向又は分
岐路の分岐方向であるか否かが判定される（Ｓ８６）。Ｓ８６にて運転者の操舵方向がカ
ーブの曲がり方向又は分岐路の分岐方向であると判定された場合、目標横位置が車両位置
に設定される（Ｓ８８）。すなわち、走行計画生成部１４は、現在の車両の位置を車両の
目標横位置として設定する。この場合、自動運転制御中において、運転者がカーブ又は分
岐路に応じて意図的に車両位置を変更したと判断し、車両位置が維持されるように自動運
転制御が行われる。これにより、自動運転制御中に運転者がハンドルの操舵により車両位
置を変更することができ、運転者の意図に応じた車両走行が可能となる。
【００９８】
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　ところで、Ｓ８０にて運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後に操舵量
閾値未満になっていないと判定された場合、Ｓ８２にて車両位置が第一範囲内及び第二範
囲内でないと判定された場合、Ｓ８４にて車両から所定距離内にカーブ及び分岐路がない
と判定された場合、及び、Ｓ８６にて運転者の操舵方向がカーブの曲がり方向又は分岐路
の分岐方向でないと判定された場合、目標横位置が基準走行軌跡に対応する位置に設定さ
れる（Ｓ９０）。すなわち、走行計画生成部１４は、目標横位置を基準走行軌跡に対応す
る位置に設定する。これにより、車両が基準走行軌跡に対応する位置（例えば、車線の中
央位置）を走行するように自動運転制御が行われることとなる。Ｓ８８、Ｓ９０の処理を
終えたら、図１２の一連の制御処理を終了する。
【００９９】
　この目標横位置設定処理によれば、自動運転制御中において運転者の操舵があり、その
操舵の方向がカーブの曲がり方向又は分岐路の分岐方向である場合に、車両位置が維持さ
れて自動運転制御が行われる。これにより、運転者の意図に沿った車両走行が行える。
【０１００】
　次に、本実施形態に係る自動運転制御装置１の第六変形例について説明する。
【０１０１】
　図１３は、本変形例に係る自動運転制御装置１の目標横位置設定処理を示すフローチャ
ートである。本変形例に係る自動運転制御装置１は、自動運転制御中に運転者の操舵が検
出された場合に、車線沿いに存在する構造物を考慮して車両の目標横位置を設定し、その
目標横位置に応じて自動運転制御を行う装置である。図１３の目標横位置設定処理は、自
動運転制御中における車両の車幅方向における目標位置となる目標横位置を設定する処理
であり、自動運転制御の開始に伴って開始され、ＥＣＵ１０により実行される。
【０１０２】
　まず、Ｓ１００に示すように、運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後
に操舵量閾値未満になったか否かが判定される。Ｓ１００にて運転者の操舵による操舵量
が操舵量閾値以上となった後に操舵量閾値未満になったと判定された場合、車両位置が第
一範囲内又は第二範囲内であるか否かが判定される（Ｓ１０２）。すなわち、位置判定部
１９は、車両の車線幅方向の位置が第一範囲内又は第二範囲内であるか否かを判定する。
このとき、車両の中心位置が車線に設定される第一範囲又は第二範囲に含まれるか否かに
基づいて、車両の車線幅方向の位置が第一範囲内又は第二範囲内であるか否かを判定すれ
ばよい。
【０１０３】
　Ｓ１０２にて車両位置が第一範囲内又は第二範囲内であると判定された場合、車両から
所定距離以内に車線沿いに壁があるか否かが判定される（Ｓ１０４）。この判定は、例え
ば地図データベース６の情報に基づいて行えばよい。Ｓ１０４にて車両から所定距離以内
に車線沿いに壁があると判定された場合、運転者の操舵方向が壁と逆方向であるか否かが
判定される（Ｓ１０６）。Ｓ１０６にて運転者の操舵方向が壁と逆方向であると判定され
た場合、目標横位置が車両位置に設定される（Ｓ１０８）。すなわち、走行計画生成部１
４は、現在の車両の位置を車両の目標横位置として設定する。この場合、自動運転制御中
において、運転者が壁から離れるように意図的に車両位置を変更したと判断され、車両位
置が維持されるように自動運転制御が行われる。これにより、自動運転制御において、運
転者の意図に応じた車両走行が可能となる。
【０１０４】
　ところで、Ｓ１００にて運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後に操舵
量閾値未満になっていないと判定された場合、Ｓ１０２にて車両位置が第一範囲内及び第
二範囲内でないと判定された場合、Ｓ１０４にて車両から所定距離内に車線沿いに壁がな
いと判定された場合、及び、Ｓ１０６にて運転者の操舵方向が壁と逆方向でないと判定さ
れた場合、目標横位置が基準走行軌跡に対応する位置に設定される（Ｓ１１０）。すなわ
ち、走行計画生成部１４は、目標横位置を基準走行軌跡に対応する位置に設定する。これ
により、車両が基準走行軌跡に対応する位置（例えば、車線の中央位置）を走行するよう
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に自動運転制御が行われることとなる。Ｓ１０８、Ｓ１１０の処理を終えたら、図１３の
一連の制御処理を終了する。
【０１０５】
　この目標横位置設定処理によれば、自動運転制御中において運転者の操舵があり、その
操舵の方向が壁の逆方向である場合に、車両位置が維持されて自動運転制御が行われる。
これにより、運転者の意図に沿った車両走行が行える。なお、本変形例においては、車線
沿いに壁がある場合について説明したが、その他の構造物に適用してもよい。
【０１０６】
　次に、本実施形態に係る自動運転制御装置１の第七変形例について説明する。
【０１０７】
　図１４は、本変形例に係る自動運転制御装置１の目標横位置設定処理を示すフローチャ
ートである。本変形例に係る自動運転制御装置１は、自動運転制御中に運転者の操舵が検
出された場合に、同じ車線を走行する前後の他車両の運転傾向を考慮して車両の目標横位
置を設定し、その目標横位置に応じて自動運転制御を行う装置である。図１４の目標横位
置設定処理は、自動運転制御中における車両の車幅方向における目標位置となる目標横位
置を設定する処理であり、自動運転制御の開始に伴って開始され、ＥＣＵ１０により実行
される。
【０１０８】
　まず、Ｓ１２０に示すように、運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後
に操舵量閾値未満になったか否かが判定される。Ｓ１２０にて運転者の操舵による操舵量
が操舵量閾値以上となった後に操舵量閾値未満になったと判定された場合、車両位置が第
一範囲内又は第二範囲内であるか否かが判定される（Ｓ１２２）。すなわち、位置判定部
１９は、車両の車線幅方向の位置が第一範囲内又は第二範囲内であるか否かを判定する。
このとき、車両の中心位置が車線に設定される第一範囲又は第二範囲に含まれるか否かに
基づいて、車両の車線幅方向の位置が第一範囲内又は第二範囲内であるか否かを判定すれ
ばよい。
【０１０９】
　Ｓ１２２にて車両位置が第一範囲内又は第二範囲内であると判定された場合、運転者の
操舵方向が同じ車線を走行する他車両の運転傾向の方向と一致するか否かが判定される（
Ｓ１２４）。他車両の運転傾向方向の情報は、例えば図示しない通信部により取得すれば
よい。Ｓ１２４にて運転者の操舵方向が同じ車線を走行する他車両の運転傾向の方向と一
致すると判定された場合、目標横位置が車両位置に設定される（Ｓ１２６）。すなわち、
走行計画生成部１４は、現在の車両の位置を車両の目標横位置として設定する。この場合
、自動運転制御中において、運転者が他車両の運転に合わせて意図的に車両位置を変更し
たと判断され、車両位置が維持されるように自動運転制御が行われる。これにより、自動
運転制御において、運転者の意図に応じた車両走行が可能となる。
【０１１０】
　ところで、Ｓ１２０にて運転者の操舵による操舵量が操舵量閾値以上となった後に操舵
量閾値未満になっていないと判定された場合、Ｓ１２２にて車両位置が第一範囲内及び第
二範囲内でないと判定された場合、及び、Ｓ１２４にて運転者の操舵方向が同じ車線を走
行する他車両の運転傾向の方向と一致しないと判定された場合、目標横位置が基準走行軌
跡に対応する位置に設定される（Ｓ１２８）。すなわち、走行計画生成部１４は、目標横
位置を基準走行軌跡に対応する位置に設定する。これにより、車両が基準走行軌跡に対応
する位置（例えば、車線の中央位置）を走行するように自動運転制御が行われることとな
る。Ｓ１２６、Ｓ１２８の処理を終えたら、図１４の一連の制御処理を終了する。
【０１１１】
　この目標横位置設定処理によれば、自動運転制御中において運転者の操舵があり、その
操舵の方向が他車両の運転傾向の方向と一致する場合に、車両位置が維持されて自動運転
制御が行われる。これにより、運転者の意図に沿った車両走行が行える。
【０１１２】
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　以上説明したように、本実施形態に係る自動運転制御装置１によれば、自動運転制御中
であっても車両の車線幅方向の位置が許容範囲に含まれる場合には運転者の操舵を車両の
走行に反映するので、運転者の意図に沿った車両の走行を実現することができ、車両が基
準走行軌跡から大きく外れて第二範囲に至ったときには、車両の走行について運転者に注
意喚起することができる。このため、運転者に注意喚起することで、自動運転制御を行え
る許容範囲を広く設定することが可能となる。
【０１１３】
　また、本実施形態に係る自動運転制御装置１において、自動運転制御中に運転者の操舵
の操舵量が操舵量閾値以上となって車両の車線幅方向における位置が変更された後、運転
者の操舵量が操舵量閾値未満になった場合に、車両の車線幅方向の位置が第一範囲に含ま
れるときには、車両の車線幅方向の位置を維持するように自動運転制御を実行するので、
運転者の意図した位置で車両を走行させることができる。
【０１１４】
　また、本実施形態に係る自動運転制御装置１において、車速が遅いほど車線内で許容範
囲、第一範囲、及び第二範囲を広く設定することにより、許容範囲、第一範囲、及び第二
範囲を固定の範囲にする場合と比べて、車両の車速を考慮して運転者の操舵を車両の走行
に反映する範囲を広げることができる。
【０１１５】
　なお、上述した実施形態は、本発明に係る自動運転制御装置の一実施形態を説明したも
のであり、本発明に係る自動運転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。本発明に係る自動運転制御装置は、各請求項に記載した要旨を変更しないように上記
実施形態に係る自動運転制御装置を変形し、又は他のものに適用したものであってもよい
。
【符号の説明】
【０１１６】
　１…自動運転制御装置、２…外部センサ、３…ＧＰＳ受信部、４…内部センサ、５…操
舵検出センサ、６…地図データベース、７…ナビゲーションシステム、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…走行計画生成部、１５…自動運転制御部、１６…操舵検出部、１７…操舵判定
部、１８…範囲設定部、１９…位置判定部、２０…注意喚起部、２１…表示部、２２…音
出力部、２３…振動部。
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