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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現在の自車両状態および現在の自車両周囲の走行環境を検出する状況認識手段と、
　前記状況認識手段の検出状況より自車両と自車両周囲の走行環境との相対関係の変化を
予測する将来状況予測手段と、
　予測された前記相対関係の変化に対応するために、当該予測された相対関係に基づいて
推定された走行軌跡に沿って走行するために必要な将来の運転操作量を推定する必要操作
量推定手段と、
　前記予測された相対関係に基づいて推定された走行軌跡に沿うような運転者の運転操作
を促すように、前記必要な運転操作量を実現するために運転者の操作するハンドルの操舵
反力の特性を変更する運転操作量制御手段とを備えることを特徴とする車両用運転操作補
助装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用運転操作補助装置において、
　前記運転操作量制御手段の制御特性は、前記必要な運転操作量に対して右操舵したとき
の操舵反力と左操舵したときの操舵反力とを異ならせることを特徴とする車両用運転操作
補助装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両用運転操作補助装置において、
　前記運転操作量制御手段の制御特性は、前記走行軌跡を実現する方向の操舵反力を、前
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記走行軌跡とは異なる方向の操舵反力よりも小さくすることを特徴とする車両用運転操作
補助装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の車両用運転操作補助装置において、
　前記運転操作量制御手段の制御特性は、前記必要な運転操作量に対して右操舵したとき
の操舵反力と左操舵したときの操舵反力の変化率を異ならせることを特徴とする車両用運
転操作補助装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の車両用運転操作補助装置において、
　前記運転操作量制御手段の制御特性は、前記必要な運転操作量付近で略ゼロとすること
を特徴とする車両用運転操作補助装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の車両用運転操作補助装置において、
　前記状況認識手段として、自車速および先行車までの車間距離と相対速度を検出するこ
とを特徴とする車両用運転操作補助装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の車両用運転操作補助装置において、
　前記将来状況予測手段として、先行車と自車の将来の相対位置関係を予測することを特
徴とする車両用運転操作補助装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、運転者の操作を補助する車両用運転操作補助装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
運転者の操作を補助する車両用運転操作補助装置として、特開平１０－２１１８８６号公
報に開示されたものが知られている。この車両用運転操作補助装置では、車両周囲の状況
（障害物）を検出し、その時点における潜在的危険度合を求め、操舵補助トルクを制御す
ることにより、適切でない状況へ至ろうとする操舵操作を抑制する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したような車両用運転操作補助装置では、適切でない状況での操作の
禁止を促すものであり、運転者の操作を積極的にアシストし、より適切な方向へ誘導する
ことはできなかった。
【０００４】
本発明は、運転者の操作を将来の走行環境に応じて適切にアシストできるような車両用運
転操作補助装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　一実施の形態を示す図１、図２に対応づけて本発明を説明する。
（１）請求項１に記載された発明は、現在の自車両状態および現在の自車両周囲の走行環
境を検出する状況認識手段１０，２０，２１，３０と、状況認識手段１０，２０，２１，
３０の検出状況より自車両と自車両周囲の走行環境との相対関係の変化を予測する将来状
況予測手段５０と、予測された相対関係の変化に対応するために、当該予測された相対関
係に基づいて推定された走行軌跡に沿って走行するために必要な将来の運転操作量を推定
する必要操作量推定手段５０と、予測された相対関係に基づいて推定された走行軌跡に沿
うような運転者の運転操作を促すように、必要な運転操作量を実現するために運転者の操
作するハンドルの操舵反力の特性を変更する運転操作量制御手段６０とを備えることによ
り、上述した目的を達成する。
（２）請求項２の発明は、請求項１に記載の車両用運転操作補助装置において、運転操作



(3) JP 4173292 B2 2008.10.29

10

20

30

40

50

量制御手段の制御特性は、必要な運転操作量に対して右操舵したときの操舵反力と左操舵
したときの操舵反力とを異ならせることを特徴とする。
（３）請求項３の発明は、請求項２に記載の車両用運転操作補助装置において、運転操作
量制御手段の制御特性は、走行軌跡を実現する方向の操舵反力を、走行軌跡とは異なる方
向の操舵反力よりも小さくすることを特徴とする。
（４）請求項４の発明は、請求項２に記載の車両用運転操作補助装置において、運転操作
量制御手段の制御特性は、必要な運転操作量に対して右操舵したときの操舵反力と左操舵
したときの操舵反力の変化率を異ならせることを特徴とする。
（５）請求項５の発明は、請求項３に記載の車両用運転操作補助装置において、運転操作
量制御手段の制御特性は、必要な運転操作量付近で略ゼロとすることを特徴とする。
（６）請求項６の発明は、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の車両用運転操作
補助装置において、状況認識手段として、自車速および先行車までの車間距離と相対速度
を検出することを特徴とする。
（７）請求項７の発明は、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の車両用運転操作
補助装置において、将来状況予測手段として、先行車と自車の将来の相対位置関係を予測
することを特徴とする。
【０００６】
なお、本発明の構成を説明する、上記課題を解決するための手段の項では、本発明をわか
りやすく説明するために実施の形態の図を用いたが、これにより本発明が実施の形態に限
定されるものではない。
【０００７】
【発明の効果】
本発明によれば、以下のような効果を奏することができる。
（１）請求項１の発明によれば、車両周囲の走行環境を認識し、将来の走行環境を予測し
て、将来において必要な運転操作量を推定し、運転者にその運転操作を促すべく、車両機
器の動作を制御する構成としているため、現在及び将来予測される状況に応じて、より適
切な操作量となる運転者の操作へと導くようにアシストすることが可能となる。
（２）請求項２の発明によれば、車両周囲の走行環境として自車の走行車速と、先行車ま
での車間距離，相対速度を認識し、必要な運転操作量を推定し、運転者にその運転操作を
促すべく、車両機器の動作を制御する構成としているため、先行車までの接近度合に応じ
て、より適切な操作量となる運転者の操作へと導くアシストすることが可能となる。
（３）請求項３の発明によれば、車両周囲の走行環境として自車の走行車速と、先行車ま
での車間距離，相対速度を認識し、将来の先行車までの接近度合を予測して、将来におい
て必要な運転操作量を推定し、運転者にその運転操作を促すべく、車両機器の動作を制御
する構成としているため、将来予測される先行車までの接近度合に応じて、より適切な操
作量となる運転者の操作へと導くアシストすることが可能となる。
（４）請求項４の発明によれば、車両周囲の走行環境を認識し、将来の走行環境を予測し
て、現在及び将来において必要なハンドル操作量を推定し、運転者にそのハンドル操作を
促すべく、操舵反力を制御する構成としているため、現在及び将来予測される状況に応じ
て、より適切なハンドル操作量となる運転者のハンドル操作へと導くようにアシストする
ことが可能となる。
（５）請求項５の発明によれば、車両周囲の走行環境を認識し、将来の走行環境を予測し
て、現在及び将来において必要なアクセルペダル操作量を推定し、運転者にそのアクセル
操作を促すべく、アクセルペダル反力を制御する構成としているため、現在及び将来予測
される状況に応じて、より適切なアクセル操作量となる運転者のアクセルペダル操作へと
導くようにアシストすることが可能となる。
（６）請求項６の発明によれば、車両周囲の走行環境を認識し、将来の走行環境を予測し
て、現在及び将来において必要なブレーキペダル操作量を推定し、運転者にそのブレーキ
操作を促すべく、ブレーキペダル反力を制御する構成としているため、現在及び将来予測
される状況に応じて、より適切なブレーキ操作量となる運転者のブレーキペダル操作へと
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導くようにアシストすることが可能となる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
《第１の実施の形態》
図１は、本発明の第１の実施の形態による車両用運転操作補助装置１の構成を示すシステ
ム図であり、図３は、車両用運転操作補助装置１を搭載する車両の構成図である。
【０００９】
まず、構成を説明する。状況認識手段であるレーザレーダ１０は、車両の前方グリル部も
しくはバンパ部等に取り付けられ、水平方向にスキャンしながら赤外光パルスを伝播し、
前方にある複数の反射物（通常、前方車の後端）で反射された反射波を計測し、反射波の
到達時間より、複数の前方車までの車間距離とその存在方向を検出し、検出した車間距離
及び方向をコントローラ５０へ出力する。レーザレーダ１０によりスキャンされる前方の
領域は、自車正面に対して±６ｄｅｇ 程度であり、この範囲内に存在する前方物体が検
出される。
【００１０】
状況認識手段たる前方カメラ２０は、フロントウィンドウ上部に取り付けられた小型のＣ
ＣＤカメラ、もしくは、ＣＭＯＳカメラ等であり、前方道路の状況を画像として検出し、
コントローラ５０へと出力する。この前方カメラ２０による検知領域は水平方向に±３０
ｄｅｇ程度であり、この領域に含まれる前方道路風景が取り込まれる。
【００１１】
状況認識手段たる後側方カメラ２１は、リアウィンドウ上部の左右端付近に取り付けられ
た２つの小型のＣＣＤカメラ、もしくは、ＣＭＯＳカメラ等であり、自車後方の道路，特
に隣接車線上の状況を画像として検出し、将来状況予測手段及び必要操作量推定手段たる
コントローラ５０へと出力する。状況認識手段たる車速センサ３０は、自車の走行車速を
車輪の回転数などから検出し、コントローラ５０へと出力する。
【００１２】
コントローラ５０は、車速センサ３０からの自車速と、レーザレーダ１０からの車間距離
入力、前方カメラ２０，後側方カメラ２１からの画像入力から、自車前方に走行する他車
両までの車間距離、及び、隣接車線を後方から接近する他車両の有無と接近度合、車線識
別線（白線）に対する自車両の左右位置と角度などを算出し、現在の自車の走行状況を推
定する。さらにその走行状況が将来どのように変化するかを推定して、制御を行う。
【００１３】
制御の内容は、現在および将来の走行状況から、望ましい自車の走行軌跡を推定し、その
軌跡を実現するために必要となる操舵角を算出し、さらにその操舵角を実現するための操
舵反力特性を算出して、操作量制御手段たる操舵反力制御装置６０へと出力する。
【００１４】
操舵反力制御装置６０は、車両の操舵系に組み込まれ、反力を制御するサーボモータ６１
で発生させるトルクを制御する。サーボモータ６１では操舵反力制御装置６０の指令値に
応じて、発生させるトルクを制御してドライバがハンドルを操作する際に発生する操舵反
力を任意に制御することができる。
【００１５】
次に作用を説明する。概略の作用としては、以下の通りである。
コントローラ５０により、自車前方や後側方に存在する他車両の相対位置やその移動方向
と、自車の走行車速、および、自車の車線識別線（白線）に対する相対位置といった走行
状況を認識し、さらにその走行状況が将来どのように変化するかを推定して、その中で最
適となるような自車の軌跡を求め、その軌跡に沿って走行するために最適操舵角を求め、
操舵反力制御装置６０へと指令値を出力する。操舵反力装置６０は、指令値を受けてサー
ボモータ６１を制御することにより操舵反力特性を変更し、ドライバの実際の操舵角を最
適操舵角に促すように制御する。
【００１６】
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このような操舵反力制御を行う中で、どのように操舵反力特性指令値を決定するかについ
て、図５のフローチャートを用いて、コントローラ５０での処理内容を説明する。本処理
内容は、一定間隔（例えば５０ｍｓｅｃ）ごとに連続的に行われる。
【００１７】
－コントローラ５０の処理フロー（図５）－
まず、ステップＳ１１０で走行状態を読み込む。ここでは、レーザレーダ１０により検出
される前方走行車までの車間距離や相対角度、前方カメラ２０による自車に対する白線の
相対位置（左右方向の変位と相対角度）、後側方カメラ２１による隣接車線後方に存在す
る走行車両の相対位置、車速センサ３０による自車の走行車速などを読み込む。
【００１８】
続いて、読み込まれた走行状態データより、ステップＳ１２０で現在の車両周囲状況を認
識する。ここでは、前回の処理周期以前に検出され、記憶されている他車両の相対位置や
その移動方向・速度と、ステップＳ１１０で得られた現在の走行状態データより、現在の
各他車両の相対位置やその移動方向・速度を認識し、自車の走行に対して障害物となる他
車両が、自車の周囲にどう配置されるかを記述する現在のハザードマップを求める。
【００１９】
このハザードマップは、自車位置を原点として衝突可能性の分布を記述した２次元のマッ
プである。ある他車両が存在する場合、その他車両による衝突可能性は、他車両の存在位
置を極大として、そこからの距離が遠くなるほど同心円的に衝突可能性が小さくなるよう
なものとする。例えば、他車両中心からの距離あるいは距離の二乗に反比例するように設
定する。また、衝突可能性による同心円の形状は全ての方向に均等ではなく、その時の他
車両の相対的な移動方向に相対的な移動速度の大きさに応じて広げられるように設定され
る。すなわち、他車両の進行方向に引き延ばされた同心円の形状となる。また、複数の他
車両が存在する場合、それらによる衝突可能性の値は足し合わされて計算される。
【００２０】
衝突可能性は、他車両だけにより定義されるのではなく、前方カメラ２０により認識され
た白線の相対位置情報によって求められる、走行している車線形状によっても定義される
。この白線による衝突可能性は、自車の走行する車線領域が低く、隣接車線、あるいは、
路肩は高い値となるように設定される。白線による衝突可能性と前述した他車両による衝
突可能性はそれぞれ別の重み付けを持って足し合わされて、最終的な衝突可能性の分布を
記述したハザードマップを定義する。ここで、他車両による衝突可能性の重み付けは、白
線による衝突可能性の重み付けよりも小さく設定する。
【００２１】
現在（時刻ｔ＝０）におけるハザードマップの例を図６に示す。道路上の濃度値が濃い（
黒い）部分ほど、高い衝突可能性を示している。この例では、３車線道路の中央車線を走
行中に、同一車線の前方に接近してくる（自車よりも遅い）他車両が１台、左隣接車線に
自車よりも遅い他車両が１台、右隣接車線に自車よりも速い他車両が１台それぞれ示され
ている。この現在の状況だけで見ると、自車前方の車両との距離にはまだ余裕があるが、
左右の隣接車線には車線変更をする余裕がないことが分かる。
【００２２】
現在の車両周囲の状況（ハザードマップ）を認識した後、ステップＳ１３０では、認識さ
れたハザードマップの将来予測を行う。これは、現在の他車両の相対位置と移動方向・速
度で、ある予測時間だけ経過した時点でのハザードマップの状況を予測する。また、予測
時間は比較的小さい値から所定時間まで複数の値について計算し、時間と共にハザードマ
ップがどのように変化するかを求める。予測時間としては、例えば制御処理周期ごとに５
秒先までの変化を求めれば良い。
【００２３】
ある時刻ｔ＝Ｔにおけるハザードマップの例を図７に示す。この時点では、自車前方の車
両との余裕が小さくなり、依然として右側隣接車線との余裕はないままであるが、左側隣
接車線の余裕が大きくなって、車線変更が可能であることが分かる。
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【００２４】
続いて、ステップＳ１４０では求められた将来のハザードマップの変化予測から、各時点
での最適経路を算出する。ここでの最適経路は、各時点でのハザードマップにおける自車
位置（原点）の衝突可能性が極小となり、かつ、急な操舵を行わないように、その経路を
実現するために必要となる車両の横加速度やヨー角速度の値と変化量が所定範囲内である
ように求められる。また、本発明の第１の実施の形態では、操舵反力特性の制御を行うが
、アクセルやブレーキペダルへの制御を行わないため、自車の走行車速は現在のままで一
定であると仮定し、操舵角の変化だけにより得られる最適経路を算出する。求めた最適経
路の例を図６，図７に点線で示す。
【００２５】
ステップＳ１５０では、求められた最適経路を実現するために各時刻において必要な最適
操舵角δ＊（ｔ）と、その時の操舵反力特性を求める。まず、最適操舵角δ＊は、求めら
れた最適経路と、車両の操舵特性を逆計算することにより求められる。具体的な最適操舵
角δ＊の変化の例を図８に示す。また、ドライバの操作する実際の操舵角をこの最適操舵
角δ＊に導くため、操舵反力特性を変更することとなる。操舵反力特性の例を図９に示す
。この特性は、最適操舵角δ＊付近で操舵反力ＦＳをほぼゼロとし、その左右でそれぞれ
の傾きＫＳＬ，ＫＳＲを持った反力特性とする。
【００２６】
ここで、左右の傾きＫＳＬ，ＫＳＲは、ステップＳ１３０で求めたハザードマップの最適
経路の周囲の衝突可能性の傾きに応じて設定する。すなわち、最適経路から左右どちらか
にずれた場合に衝突可能性の値が急変する場合には、その急変する度合に応じて傾きの大
きさを設定する。このことにより、最適経路をどれくらいきちんとトレースしなければな
らないかをドライバに知覚させることが可能となる。
【００２７】
最後に、ステップＳ１６０で求められた最適操舵角δ＊と操舵反力特性を操舵反力制御装
置６０へと出力し、今回の処理を終了する。
【００２８】
以上のような処理により、コントローラ５０により、自車前方や後側方に存在する他車両
の相対位置やその移動方向と、自車の走行車速、および、自車の車線識別線（白線）に対
する相対位置といった走行状況を認識し、さらにその走行状況が将来どのように変化する
かを推定して、その中で最適となるような自車の軌跡を求め、その軌跡に沿って走行する
ために必要な最適操舵角が求められる。また、操舵反力装置６０は、指令値を受けてサー
ボモータ６１を制御することにより操舵反力特性を変更し、ドライバの実際の操舵角を最
適操舵角に促すように制御する。ドライバにとってみれば、現在の自車両周囲の状況と、
将来の予測から求められた最適な操舵角になるように、操舵反力が自然と導くこととなる
ため、システムに導かれるまま操舵反力が小さくなるように自ら操舵することにより、現
在および将来の衝突可能性がより小さい適切な経路を走行することを促される。
【００２９】
《第２の実施の形態》
図２は、本発明の第２の実施の形態である車両用運転操作補助装置２の構成を示すシステ
ム図であり、図４は車両用運転操作補助装置２を搭載する車両の構成図である。
【００３０】
まず、構成を説明する。レーザレーダ１０は、車両の前方グリル部もしくはバンパ部等に
取り付けられ、水平方向にスキャンしながら赤外光パルスを伝播し、前方にある複数の反
射物（通常、前方車の後端）で反射された反射波を計測し、反射波の到達時間より、複数
の前方車までの車間距離とその存在方向を検出し、検出した車間距離及び方向をコントロ
ーラ５０へ出力する。レーザレーダ１０によりスキャンされる前方の領域は、自車正面に
対して±６ｄｅｇ程度であり、この範囲内に存在する前方物体が検出される。
【００３１】
前方カメラ２０は、フロントウィンドウ上部に取り付けられた小型のＣＣＤカメラ、もし
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くは、ＣＭＯＳカメラ等であり、前方道路の状況を画像として検出し、コントローラ５０
へと出力する。この前方カメラ２０による検知領域は水平方向に±３０ｄｅｇ程度であり
、この領域に含まれる前方道路風景が取り込まれる。車速センサ３０は、自車の走行車速
を車輪の回転数などから検出し、コントローラ５０へと出力する。
【００３２】
コントローラ５０は、車速センサ３０からの自車速と、レーザレーダ１０からの車間距離
入力、前方カメラ２０からの画像入力から、自車前方に走行する先行車両までの車間距離
などを算出し、現在の自車の走行状況を推定する。さらにその走行状況が将来どのように
変化するかを推定して、制御を行う。
【００３３】
制御の内容は、現在および将来の走行状況から、望ましい自車の走行軌跡（車速パターン
）を推定し、その軌跡を実現するために必要となるアクセルペダル，ブレーキペダルの操
作量を算出し、さらにその操作量を実現するためのアクセルペダル，ブレーキペダル反力
特性を算出して、アクセルペダル反力制御装置８０，ブレーキペダル反力制御装置９０へ
と出力する。
【００３４】
アクセルペダル反力制御装置８０は、図１７に示すようにアクセルペダル８２のリンク機
構に組み込まれたサーボモータ８１で発生させるトルクを制御する。サーボモータ８１で
はアクセルペダル反力制御装置８０の指令値に応じて、発生させる反力を制御してドライ
バがアクセルペダル８２を操作する際に発生する踏力を任意に制御することができる。
【００３５】
ブレーキペダル反力制御装置９０は、ブレーキブースタ９１で発生させるブレーキアシス
ト力を制御する。ブレーキブースタ９１ではブレーキペダル反力制御装置９０の指令値に
応じて、発生させるブレーキアシスト力を制御してドライバがブレーキペダル９２を操作
する際に発生する踏力を任意に制御することができる。
【００３６】
次に作用を説明する。概略の作用としては、以下の通りである。
コントローラ５０により、自車走行車線上の前方に存在する先行車両の相対位置と、自車
の走行車速といった走行状況を認識し、さらにその走行状況が将来どのように変化するか
を推定して、その中で最適となるような自車の走行軌跡（車速パターン）を求め、その軌
跡に沿って走行するために最適なアクセル，ブレーキペダル操作量を求め、アクセルペダ
ル反力制御装置８０，ブレーキペダル反力制御装置９０へと指令値を出力する。アクセル
ペダル反力制御装置８０，ブレーキペダル反力制御装置９０は、それぞれ指令値を受けて
サーボモータ８１もしくはブレーキブースタ９１を制御することによりアクセル，ブレー
キペダル反力特性を変更し、ドライバの実際のアクセル，ブレーキペダル操作量を最適値
に促すように制御する。
【００３７】
このような反力制御を行う中で、どのように反力特性指令値を決定するかについて、図１
０のフローチャートを用いて、コントローラ５０での処理内容を説明する。本処理内容は
、一定間隔（例えば５０ｍｓｅｃ）ごとに連続的に行われる。
【００３８】
－コントローラ５０の処理フロー（図１０）－
まず、ステップＳ２１０で走行状態を読み込む。ここでは、レーザレーダ１０により検出
される前方走行車までの車間距離や相対角度、前方カメラ２０による自車に対する白線の
相対位置（左右方向の変位と相対角度）、車速センサ３０による自車の走行車速などを読
み込む。また、白線の相対位置関係と前方走行車の相対位置関係から、レーザレーダ１０
で検出される前方走行車のうち、自車線上に存在するものだけを制御対象となる先行車と
して検出する。
【００３９】
続いて、読み込まれた走行状態データより、ステップＳ２２０で現在の車両周囲状況を認
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識する。ここでは、前回の処理周期以前に検出され、記憶されている先行車両の相対位置
やその移動速度と、ステップＳ２１０で得られた現在の走行状態データより、現在の先行
車両の相対位置やその移動速度を認識し、自車の走行に対して障害物となる先行車両によ
る衝突可能性を記述する現在のハザードマップを求める。
【００４０】
このハザードマップは、自車位置を原点として自車の前後進行方向への相対距離に応じた
、衝突可能性の分布を記述した１次元のマップである。先行車両が存在する場合衝突可能
性は、先行車両の存在位置を極大として、そこからの距離が遠くなるほど同心円的に衝突
可能性が小さくなるようなものとする。例えば、先行車両中心からの距離あるいは距離の
二乗に反比例するように設定する。
【００４１】
現在（時刻ｔ＝０）におけるハザードマップの例を図１１に示す。道路上の濃度値が濃い
（黒い）部分ほど、高い衝突可能性を示している。この例では、同一車線の前方に接近し
てくる（自車よりも遅い）先行車両が１台示されている。この現在の状況だけで見ると、
自車前方の車両との距離にはまだ余裕があることが分かる。
【００４２】
現在の車両周囲の状況（ハザードマップ）を認識した後、ステップＳ２３０では、認識さ
れたハザードマップの将来予測を行う。これは、現在の他車両の相対位置と移動方向・速
度で、ある予測時間だけ経過した時点でのハザードマップの状況を予測する。また、予測
時間は比較的小さい値から所定時間まで複数の値について計算し、時間と共にハザードマ
ップがどのように変化するかを求める。予測時間としては、例えば制御処理周期ごとに５
秒先までの変化を求めれば良い。ある時刻ｔ＝Ｔにおけるハザードマップの例を図１２に
示す。この時点では、自車前方の車両との余裕が小さくなっていることが分かる。
【００４３】
続いて、ステップＳ２４０では求められた将来のハザードマップの変化予測から、各時点
での最適経路を算出する。ここでの最適経路は、各時点でのハザードマップにおける自車
位置（原点）の衝突可能性が極小となり、かつ、急な加減速を行わないように、その経路
を実現するために必要となる車両の前後加速度の値と変化量が所定範囲内であるように求
められる。また、本発明の第２の実施の形態では、アクセル，ブレーキペダル反力特性の
制御は行うが、ハンドルへの制御を行わないため、自車は現在の走行車線を維持したまま
であると仮定し、車速の変化だけにより得られる最適経路を算出する。
【００４４】
ステップＳ２５０では、求められた最適経路を実現するために各時刻において必要な最適
車速パターンＶ＊（ｔ）と、最適なペダル操作量θＡ＊，θＢ＊、および、その時のペダ
ル反力特性を求める。まず、最適車速Ｖ＊は、求められた最適経路からそれを実現するた
めに必要な車速を計算することにより求められる。具体的な最適車速Ｖ＊の変化の例を図
１３に示す。この車速パターンを実現するために必要な、最適アクセル操作量θＡ＊，最
適ブレーキ操作量θＢ＊の例を図１４に示す。この例では、まず、緩減速が必要な時刻Ｔ
１～Ｔ２で最適アクセル操作量θＡ＊を漸減させ、その後、時刻Ｔ２～Ｔ３でより減速す
るために最適ブレーキ操作量θＢ＊を適切に制御し、最後に先行車両の車速に調整して安
定して追従するように時刻Ｔ３～Ｔ４で最適アクセル操作量θＡ＊を調整する。
【００４５】
また、ドライバの操作する実際のペダル操作を各最適アクセル操作量θＡ＊，最適ブレー
キ操作量θＢ＊に導くため、アクセルペダルとブレーキペダルの反力特性を変更すること
となる。
【００４６】
アクセルペダル反力特性の例を図１５に示す。この特性は、最適アクセル操作量θＡ＊付
近でアクセルペダル反力ＦＡが小さくなるようなくぼみを作り、その前後でそれぞれの傾
きＫＡＦ，ＫＡＢを持った反力特性とする。ここで、前後の傾きＫＡＦ，ＫＡＢは、通常
のアクセルペダルにおける反力特性の傾きＫＡＯを基準として、相対的な差が、ステップ



(9) JP 4173292 B2 2008.10.29

10

20

30

40

50

Ｓ２３０で求めたハザードマップの衝突可能性の傾きに応じて変化するように設定する。
すなわち、前後どちらかにずれた場合に衝突可能性の値が急変する場合にはその急変する
度合に応じて傾きの大きさを設定する。このことにより、最適経路をどれくらいきちんと
トレースしなければならないかをドライバに知覚させることが可能となる。
【００４７】
ブレーキペダル反力特性の例を図１６に示す。この特性は、最適ブレーキ操作量θＢ＊付
近でブレーキペダル反力ＦＢが小さくなるようなくぼみを作り、その前後でそれぞれの傾
きＫＢＦ，ＫＢＢを持った反力特性とする。ここで、前後の傾きＫＢＦ，ＫＢＢは、ステ
ップＳ２３０で求めたハザードマップの衝突可能性の傾きに応じて変化するように設定す
る。すなわち、前後どちらかにずれた場合に衝突可能性の値が急変する場合には、その急
変する度合に応じて傾きの大きさを設定する。このことにより、最適経路をどれくらいき
ちんとトレースしなければならないかをドライバに知覚させることが可能となる。
【００４８】
最後に、ステップＳ２６０で求められた最適アクセル操作量θＡ＊とアクセルペダル反力
特性をアクセルペダル反力制御装置８０へ、最適ブレーキ操作量θＢ＊とブレーキペダル
反力特性をブレーキペダル反力制御装置９０へとそれぞれ出力し、今回の処理を終了する
。
【００４９】
以上のような処理により、コントローラ５０により、自車前方に存在する先行車両の相対
位置やその移動速度と、自車の走行車速といった走行状況を認識し、さらにその走行状況
が将来どのように変化するかを推定して、その中で最適となるような自車の軌跡（車速パ
ターン）を求め、その軌跡に沿って走行するために必要な最適ペダル操作量が求められる
。また、アクセルペダル反力制御装置８０とブレーキペダル反力制御装置９０は、指令値
を受けてそれぞれサーボモータ８１とブレーキブースタ９１を制御することによりペダル
反力特性を変更し、ドライバの実際のペダル操作量を最適ペダル操作量に促すように制御
する。ドライバにとってみれば、現在の自車両周囲の状況と、将来の予測から求められた
最適なペダル操作となるように、ペダルの踏力が自然と導くこととなるため、システムに
導かれるまま自らペダル操作することにより、現在および将来の衝突可能性がより小さい
適切な車速パターンで走行することを促される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による第１の実施の形態のシステム図
【図２】　本発明による第２の実施の形態のシステム図
【図３】　本発明による第１の実施の形態の構成図
【図４】　本発明による第２の実施の形態の構成図
【図５】　第１の実施の形態の作用を示すフローチャート
【図６】　第１の実施の形態の作用を示す説明図
【図７】　第１の実施の形態の作用を示す説明図
【図８】　第１の実施の形態の作用を示す説明図
【図９】　第１の実施の形態の作用を示す説明図
【図１０】　第２の実施の形態の作用を示すフローチャート
【図１１】　第２の実施の形態の作用を示す説明図
【図１２】　第２の実施の形態の作用を示す説明図
【図１３】　第２の実施の形態の作用を示す説明図
【図１４】　第２の実施の形態の作用を示す説明図
【図１５】　第２の実施の形態の作用を示す説明図
【図１６】　第２の実施の形態の作用を示す説明図
【図１７】　第２の実施の形態の構成の一部を示す説明図
【符号の説明】
１０：レーザレーダ
２０：前方カメラ
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２１：後側方カメラ
３０：車速センサ
５０：コントローラ
６０：操舵反力制御装置
８０：アクセルペダル反力制御装置
９０：ブレーキペダル反力制御装置
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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