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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得
する検出情報入力部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、前記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動にな
り得る１つ以上の第１行動を決定する第１決定部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す統計情報であって、前記第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報と、前
記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の第２行動
を決定する第２決定部と、
　前記１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、前記１つ以上の第２行動を表す第２
画像を生成する画像生成部と、
　前記車両の運転者の一定視野内に前記第１画像と前記第２画像を表示させるように前記
第１画像と前記第２画像を前記車両内の表示部に出力する画像出力部と、
　を備え、
　前記検出情報は、前記車両の速度、前記車両に対する先行車両の相対速度、自車両と先
行車両との距離、自車両に対する側方車線の車両の相対速度、自車両と側方車線の車両と
の距離、および、自車両の位置情報のうちの少なくとも一つを含む運転支援装置。
【請求項２】
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　前記第１統計情報と前記第２統計情報の少なくとも一方を蓄積する蓄積部をさらに備え
る請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　通信網を介して、前記第１統計情報と前記第２統計情報の少なくとも一方を蓄積する本
車両外部の蓄積部と通信可能な通信インタフェースをさらに備え、
　前記第１決定部と前記第２決定部の少なくとも一方は、前記通信インタフェースを介し
て前記蓄積部の前記第１統計情報または前記第２統計情報にアクセスする請求項１に記載
の運転支援装置。
【請求項４】
　前記第２決定部が決定する１つ以上の第２行動は、前記第２統計情報と前記検出情報と
の相関性に応じた各第１行動に対する優先度を示すものである請求項１から３のいずれか
一項に記載の運転支援装置。
【請求項５】
　前記画像生成部により生成される第２画像は、前記第２決定部により決定された各第１
行動に対する優先度をヒストグラムまたは数字で表すものである請求項４に記載の運転支
援装置。
【請求項６】
　車両の自動運転における前記車両の行動を決定する自動運転制御部と、
　車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得
する検出情報入力部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、前記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動にな
り得る１つ以上の第１行動を決定する第１決定部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す統計情報であって、前記第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報と、前
記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の第２行動
を決定する第２決定部と、
　前記１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、前記１つ以上の第２行動を表す第２
画像を生成する画像生成部と、
　前記車両の運転者の一定視野内に前記第１画像と前記第２画像を表示させるように前記
第１画像と前記第２画像を前記車両内の表示部に出力する画像出力部と、
　を備え、
　前記検出情報は、前記車両の速度、前記車両に対する先行車両の相対速度、自車両と先
行車両との距離、自車両に対する側方車線の車両の相対速度、自車両と側方車線の車両と
の距離、および、自車両の位置情報のうちの少なくとも一つを含む運転制御装置。
【請求項７】
　本車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取
得する検出情報入力部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、前記検出情報に基づいて、本車両に実行させる予定の行動になり
得る１つ以上の第１行動を決定する第１決定部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す統計情報であって、前記第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報と、前
記検出情報に基づいて、本車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の第２行動を
決定する第２決定部と、
　前記１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、前記１つ以上の第２行動を表す第２
画像を生成する画像生成部と、
　本車両の運転者の一定視野内に前記第１画像と前記第２画像を表示させるように前記第
１画像と前記第２画像を本車両内の表示部に出力する画像出力部と、
　を備え、
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　前記検出情報は、前記車両の速度、前記車両に対する先行車両の相対速度、自車両と先
行車両との距離、自車両に対する側方車線の車両の相対速度、自車両と側方車線の車両と
の距離、および、自車両の位置情報のうちの少なくとも一つを含む車両。
【請求項８】
　車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得
するステップと、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、前記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動にな
り得る１つ以上の第１行動を決定するステップと、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す統計情報であって、前記第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報と、前
記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の第２行動
を決定するステップと、
　前記１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、前記１つ以上の第２行動を表す第２
画像を生成するステップと、
　前記車両の運転者の一定視野内に前記第１画像と前記第２画像を表示させるように前記
第１画像と前記第２画像を前記車両内の表示部に出力するステップと、
　をコンピュータが実行することを特徴とする運転支援方法であって、
　前記検出情報は、前記車両の速度、前記車両に対する先行車両の相対速度、自車両と先
行車両との距離、自車両に対する側方車線の車両の相対速度、自車両と側方車線の車両と
の距離、および、自車両の位置情報のうちの少なくとも一つを含む運転支援方法。
【請求項９】
　車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得
する機能と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、前記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動にな
り得る１つ以上の第１行動を決定する機能と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す統計情報であって、前記第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報と、前
記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の第２行動
を決定する機能と、
　前記１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、前記１つ以上の第２行動を表す第２
画像を生成する機能と、
　前記車両の運転者の一定視野内に前記第１画像と前記第２画像を表示させるように前記
第１画像と前記第２画像を前記車両内の表示部に出力する機能と、
　をコンピュータに実現させるための運転支援プログラムであって、
　前記検出情報は、前記車両の速度、前記車両に対する先行車両の相対速度、自車両と先
行車両との距離、自車両に対する側方車線の車両の相対速度、自車両と側方車線の車両と
の距離、および、自車両の位置情報のうちの少なくとも一つを含む運転支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両、車両に設けられる運転支援方法およびそれを利用した運転支援装置、
運転制御装置、運転支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両の周囲の状況や前記車両の走行状態（例えば、自車両の速度や操舵・アクセ
ル・ブレーキ・方向指示器・アクチュエータの制御情報など）に基づいて、運転者が自ら
運転操作を行う手動運転と一部若しくはすべての運転操作を自動で行う自動運転とによる
走行が可能な車両や完全自動運転可能な車両に関する様々な技術が提案され、実用化され
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ている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、自車両が自動操舵制御や自動加減速制御となる場合に、自動
操舵制御や自動加減速制御の作動状態を視覚的にドライバに認識させる走行制御装置が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－６７４８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、自動運転（完全自動運転及び一部自動運転の両方を含む）中、車に運転
を任せるということで、車と運転者の間の信頼関係が極めて大事であり、車両と運転者（
乗員）との間に適切な情報を伝達することが必要となる。特許文献１には、運転者に対し
て現在の作動状態のみを報知している。
【０００６】
　自動運転中、車両の現在の挙動（作動状態）を報知されるだけで、これから実施する挙
動（例えば、特に合流前、交差点進入の前や緊急車両が近くにいた場合や周囲の他車が何
らかの作動をした/しそうなときに、車両が実施しようとする車線変更、加速、減速とい
った挙動）について何も知らされていない状態だと、運転者が非常に不安感を抱えてしま
うという第１の課題があった。
【０００７】
　また、完全自動運転中だと、運転者が運転監視以外の他の行動を取っている可能性が高
く、いきなり現在の作動状態のみ表示されても、現在の車両の周囲状況や車両の走行状態
も把握できないし、運転者の意思で運転を指示しようとしてもすぐに対応できなく、運転
者がスムーズに車へ指示を与えることができないという第２の課題があった。
【０００８】
　また、運転者に現在の作動状態のみを報知しているだけで、運転者が車に対して直接手
動運転を行おうとしても、すぐに切り替えられないという第３の課題があった。
【０００９】
　また、運転者若しくは乗員によって、車が同じ動作を取るとしても、動作のタイミング
や操作量は人によって異なり、実際運転者が手動運転する場合の感覚と乖離する可能性が
高く、最悪な場合、自動運転中に運転者による不要な操作介入を誘発してしまうことがあ
るという第４の課題があった。
【００１０】
　本発明は、完全自動運転または一部自動運転中において、上記課題のうち少なくとも１
つの課題を解決することが可能な運転支援方法およびそれを利用した運転支援装置、自動
運転制御装置、車両、プログラムに関する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の運転支援装置は、車両の周囲状況およ
び走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得する検出情報入力部と
、所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、検出情報に基づいて、車両に実行させる予定の行動になり得る１
つ以上の第１行動を決定する第１決定部と、所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状
況および走行状態と車両の行動との関連性を示す統計情報であって、第１統計情報とは統
計の範囲が異なる第２統計情報と、検出情報に基づいて、車両に実行させる予定の行動に
なり得る１つ以上の第２行動を決定する第２決定部と、１つ以上の第１行動を表す第１画
像を生成し、１つ以上の第２行動を表す第２画像を生成する画像生成部と、車両の運転者
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の一定視野内に第１画像と第２画像を表示させるように第１画像と第２画像を車両内の表
示部に出力する画像出力部と、を備える。
【００１２】
　本発明の別の態様は、運転制御装置である。この装置は、車両の自動運転における車両
の行動を決定する自動運転制御部と、車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部か
ら、検出結果を示す検出情報を取得する検出情報入力部と、所定の記憶領域に蓄積された
、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性を示す第１統計情報と、検出情
報に基づいて、車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の第１行動を決定する第
１決定部と、所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動
との関連性を示す統計情報であって、第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報
と、検出情報に基づいて、車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の第２行動を
決定する第２決定部と、１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、１つ以上の第２行
動を表す第２画像を生成する画像生成部と、車両の運転者の一定視野内に第１画像と第２
画像を表示させるように第１画像と第２画像を車両内の表示部に出力する画像出力部と、
を備える。
【００１３】
　本発明のさらに別の態様は、車両である。この車両は、本車両の周囲状況および走行状
態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得する検出情報入力部と、所定の
記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性を示す第
１統計情報と、検出情報に基づいて、本車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上
の第１行動を決定する第１決定部と、所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況およ
び走行状態と車両の行動との関連性を示す統計情報であって、第１統計情報とは統計の範
囲が異なる第２統計情報と、検出情報に基づいて、本車両に実行させる予定の行動になり
得る１つ以上の第２行動を決定する第２決定部と、１つ以上の第１行動を表す第１画像を
生成し、１つ以上の第２行動を表す第２画像を生成する画像生成部と、本車両の運転者の
一定視野内に第１画像と第２画像を表示させるように第１画像と第２画像を本車両内の表
示部に出力する画像出力部と、を備える。
【００１４】
　本発明のさらに別の態様は、運転支援方法である。この方法は、車両の周囲状況および
走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得するステップと、所定の
記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性を示す第
１統計情報と、検出情報に基づいて、車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の
第１行動を決定するステップと、所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走
行状態と車両の行動との関連性を示す統計情報であって、第１統計情報とは統計の範囲が
異なる第２統計情報と、検出情報に基づいて、車両に実行させる予定の行動になり得る１
つ以上の第２行動を決定するステップと、１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、
１つ以上の第２行動を表す第２画像を生成するステップと、車両の運転者の一定視野内に
第１画像と第２画像を表示させるように第１画像と第２画像を車両内の表示部に出力する
ステップと、をコンピュータが実行する。
【００１５】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を装置、システム、方法、プログ
ラム、プログラムを記録した記録媒体、本装置を搭載した車両などの間で変換したものも
また、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、完全自動運転または一部自動運転において、車両と運転者の操作が対
立しにくい、快適な自動運転ができるように、適切に情報を伝達することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る情報報知装置を含む車両の要部構成を示すブロック
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図である。
【図２】走行環境の第１の例と、それに対する報知部の表示、及び、操作部の操作につい
て説明する図である。
【図３】報知部における表示の別の例を示す図である。
【図４】本実施の形態における情報報知処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】走行環境の第１の例と、それに対する表示制御を示す図である。
【図６】走行環境の第１の例と、それに対する別の表示制御を示す図である。
【図７】走行環境の第２の例と、それに対する表示制御を示す図である。
【図８】走行環境の第３の例と、それに対する表示制御を示す図である。
【図９】走行環境の第４の例と、それに対する表示制御を示す図である。
【図１０】走行環境の第５の例と、それに対する表示制御を示す図である。
【図１１】図５に示した走行環境の第１の例に対する別の表示制御を示す図である。
【図１２】図７に示した走行環境の第２の例に対する別の表示制御を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態２に係る情報報知装置を含む車両の要部構成を示すブロッ
ク図である。
【図１４】実施の形態２におけるタッチパネルの表示を説明する図である。
【図１５】本発明の実施の形態３における報知部の表示を説明する図である。
【図１６】走行履歴の一例を示す図である。
【図１７】クラスタリング型のドライバモデルの構築方法を示す図である。
【図１８】構築されたクラスタリング型のドライバモデルの一例を示す図である。
【図１９】構築されたクラスタリング型のドライバモデルの別の一例を示す図である。
【図２０】個別適応型のドライバモデルの構築方法を示す図である。
【図２１】構築された個別適応型のドライバモデルの一例を示す図である。
【図２２】運転特性モデルの一例を示す図である。
【図２３】本発明の実施の形態４における報知部の表示を説明する図である。
【図２４】本発明の実施の形態４における報知部の表示を説明する図である。
【図２５】本発明の実施の形態４における報知部の表示を説明する図である。
【図２６】本発明の実施の形態４における報知部の表示を説明する図である。
【図２７】走行履歴の一例を示す図である。
【図２８】本変形例におけるドライバモデルの使用方法を示す図である。
【図２９】本変形例におけるキャッシュの配置の一例を示すブロック図である。
【図３０】本変形例におけるキャッシュの作成方法の一例を示す図である。
【図３１】本変形例におけるキャッシュの作成方法の一例を示す図である。
【図３２】車両の構成を示すブロック図である。
【図３３】図３２の車両の室内を模式的に示す図である。
【図３４】図３２の検出部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図３５】自動運転制御装置から入力される行動情報を示す図である。
【図３６】運転支援装置の制御部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図３７】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図３８】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図３９】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図４０】車両のＨＭＩ制御に係る処理の例を示すシーケンス図である。
【図４１】運転支援装置の処理の例を示すフローチャートである。
【図４２】運転支援装置の記憶部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図４３】統計情報蓄積部に蓄積される統計情報を模式的に示す図である。
【図４４】運転支援装置の制御部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図４５】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図４６】車両のＨＭＩ制御に係る処理の例を示すシーケンス図である。
【図４７】運転支援装置の処理の例を示すフローチャートである。
【図４８】運転支援装置の処理の例を示すフローチャートである。
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【図４９】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図５０】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図５１】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図５２】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図５３】運転支援装置の処理の例を示すフローチャートである。
【図５４】運転支援装置の処理の例を示すフローチャートである。
【図５５】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図５６】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図５７】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図５８】運転支援装置の処理の例を示すフローチャートである。
【図５９】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図６０】運転支援装置の処理の例を示すフローチャートである。
【図６１】運転支援装置の記憶部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図６２】運転支援装置の制御部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図６３】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図６４】車両のＨＭＩ制御に係る処理の例を示すシーケンス図である。
【図６５】運転支援装置の処理の例を示すフローチャートである。
【図６６】自動運転情報画面の一例を示す図である。
【図６７】運転支援装置の処理の例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】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に説
明する各実施の形態は一例であり、本発明はこれらの実施の形態により限定されるもので
はない。
【００１９】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る情報報知装置を含む車両１の要部構成を示すブロ
ック図である。車両１は、運転者の操作を必要とせずに、運転制御の全てまたは一部を自
動で行うことができる車両である。
【００２０】
　車両１は、ブレーキペダル２と、アクセルペダル３と、ウィンカレバー４と、ステアリ
ングホイール５と、検出部６と、車両制御部７と、記憶部８と、情報報知装置９とを有す
る。
【００２１】
　ブレーキペダル２は、運転者によるブレーキ操作を受けつけ、車両１を減速させる。ま
たブレーキペダル２は、車両制御部７による制御結果を受けつけ、車両１の減速の度合い
に対応した量変化してもよい。アクセルペダル３は、運転者によるアクセル操作を受けつ
け、車両１を加速させる。またアクセルペダル３は、車両制御部７による制御結果を受け
つけ、車両１の加速の度合いに対応した量変化してもよい。ウィンカレバー４は、運転者
によるレバー操作を受けつけ、車両１の図示しない方向指示器を点灯させる。またウィン
カレバー４は、車両制御部７による制御結果を受けつけ、車両１の方向指示方向に対応す
る状態にウィンカレバー４を変化させ、車両１の図示しない方向指示器を点灯させてもよ
い。
【００２２】
　ステアリングホイール５は、運転者によるステアリング操作を受けつけ、車両１の走行
する方向を変更する。またステアリングホイール５は、車両制御部７による制御結果を受
けつけ、車両１の走行する方向の変更に対応した量変化してもよい。ステアリングホイー
ル５は、操作部５１を有する。
【００２３】
　操作部５１は、ステアリングホイール５の前面（運転者と対向する面）に設けられ、運
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転者からの入力操作を受け付ける。操作部５１は、例えば、ボタン、タッチパネル、グリ
ップセンサ等の装置である。操作部５１は、運転者から受けつけた入力操作の情報を車両
制御部７へ出力する。
【００２４】
　検出部６は、車両１の走行状態、及び、車両１の周囲の状況を検出する。そして、検出
部６は、検出した走行状態、及び、周囲の状況の情報を車両制御部７へ出力する。
【００２５】
　この検出部６は、位置情報取得部６１と、センサ６２と、速度情報取得部６３と、地図
情報取得部６４とを有する。
【００２６】
　位置情報取得部６１は、ＧＰＳ（Global Positioning System）測位等により車両１の
位置情報を走行状態の情報として取得する。
【００２７】
　センサ６２は、車両１の周囲に存在する他車両の位置および車線位置情報から、他車両
の位置および先行車両かどうかという種別、他車両の速度と自車両の速度から衝突予測時
間（ＴＴＣ：Time To Collision）、車両１の周囲に存在する障害物など、車両１の周囲
の状況を検出する。
【００２８】
　速度情報取得部６３は、走行状態の情報として、図示しない速度センサ等から車両１の
速度或いは走行方向などの情報を取得する。
【００２９】
　地図情報取得部６４は、車両１が走行する道路、道路における他車両との合流ポイント
、現在走行中の車線、交差点の位置などの車両１の周辺の地図情報を、車両１の周囲の状
況の情報として取得する。
【００３０】
　なお、センサ６２は、ミリ波レーダ、レーザレーダ或いはカメラなど、またそれらの組
合せから構成される。
【００３１】
　記憶部８は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ハード
ディスク装置或いはＳＳＤ（Solid State Drive）などの記憶装置であり、現時点の走行
環境と、次に（第１の所定時間経過後に）とり得る挙動の候補との間の対応関係を記憶す
る。
【００３２】
　現時点の走行環境とは、車両１の位置、車両１が走行している道路、車両１の周囲に存
在する他車両の位置および速度等によって判定される環境である。なお、瞬間的なデータ
のみならず、その時点の前後のデータまでを基に、例えば、他車両の位置或いは速度によ
り加速中、減速中、他車両が割込んできて１秒後には衝突する可能性まで判定してもよい
。これにより、他車両の行動を予測することができ、走行環境をより詳細かつ正確に把握
することが可能である。挙動の候補とは、現時点の走行環境に対して、車両１が次に（第
１の所定時間経過後に）とり得る挙動の候補である。
【００３３】
　例えば、記憶部８は、車両１が走行する車線の前方に合流路があり、車線の左方から合
流する車両が存在し、かつ、車両１が走行する車線の右方への車線変更が可能な走行環境
に対応付けて、車両１の加速、車両１の減速、及び、車両１の右方への車線変更の３通り
の挙動の候補を予め記憶する。
【００３４】
　また、記憶部８は、車両１と同一車線の前方を走行する車両（以下、「先行車両」と記
載）が車両１よりも遅い速度で走行し、かつ、隣の車線への車線変更が可能な走行環境に
対応付けて、先行車両を追い越す走行、隣の車線へ車線変更を行う走行、車両１を減速さ
せて先行車両に追従する走行の３通りの挙動の候補を予め記憶する。
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【００３５】
　さらに、記憶部８は、それぞれの挙動の候補に対する優先順位を記憶してもよい。例え
ば、記憶部８は、過去の同一の走行環境において実際に採用された挙動の回数を記憶し、
採用された回数の多い挙動ほど高く設定された優先順位を記憶してもよい。
【００３６】
　車両制御部７は、例えば、ＬＳＩ回路、または、車両を制御する電子制御ユニット（Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ：ＥＣＵ）の一部として実現可能である
。車両制御部７は、検出部６から取得する走行状態および周囲の状況の情報に基づいて、
車両を制御し、車両制御結果に対応してブレーキペダル２、アクセルペダル３、ウィンカ
レバー４、情報報知装置９を制御する。なお、車両制御部７が制御する対象は、これらに
限定されない。
【００３７】
　まず、車両制御部７は、走行状態および周囲の状況の情報に基づいて、現時点の走行環
境を判定する。この判定には、従来提案されている様々な方法が利用され得る。
【００３８】
　例えば、車両制御部７は、走行状態および周囲の状況の情報に基づいて、現時点の走行
環境が、「車両１が走行する車線の前方に合流路があり、車線の左方から合流する車両が
存在し、かつ、車両１が走行する車線の右方への車線変更が可能な走行環境」であると判
定する。
【００３９】
　また、例えば、車両制御部７は、走行状態および周囲の状況の情報に基づいて、走行環
境の時系列が、「車両１と同一車線の前方を走行する車両が車両１よりも遅い速度で走行
し、かつ、隣の車線への車線変更が可能な走行環境」であると判定する。
【００４０】
　車両制御部７は、走行状態および周囲の状況を示す走行環境に関する情報を情報報知装
置９の報知部９２に報知させる。また、車両制御部７は、判定した走行環境に対して、車
両１が次に（第１の所定時間経過後に）とり得る挙動の候補を記憶部８から読み出す。
【００４１】
　車両制御部７は、読み出した挙動の候補から、現在の走行環境に最も適した挙動がどれ
かを判定し、現在の走行環境に最も適した挙動を第１の挙動に設定する。なお、第１の挙
動は車両現在実施している挙動と同じ挙動、即ち現在実施している挙動を継続することで
あってもよい。そして、車両制御部７は、現在の走行環境において第１の挙動を除く他に
運転者が実施可能性な挙動の候補を第２の挙動（いわゆる実施する挙動とは異なる挙動）
に設定する。
【００４２】
　例えば、車両制御部７は、走行状態および周囲の状況の情報に基づいて最も適した挙動
を判定する従来技術を用いて、最も適した挙動を第１の挙動に設定することとしてもよい
。
【００４３】
　または、車両制御部７は、複数の挙動の候補のうち、予め設定された挙動を最も適した
挙動として設定してもよいし、前回選択された挙動の情報を記憶部８に記憶しておき、そ
の挙動を最も適した挙動と判定してもよいし、過去に各挙動が選択された回数を記憶部８
に記憶しておき、回数が最も多い挙動を最も適した挙動と判定してもよい。
【００４４】
　そして、車両制御部７は、第１の挙動と第２の挙動の情報を情報報知装置９の報知部９
２に報知させる。なお、車両制御部７は第２の挙動が無いと判定した場合、第１の挙動の
みを報知部９２に報知させる。
【００４５】
　なお、車両制御部７は、第１の挙動と第２の挙動の情報と、走行状態および周囲の状況
の情報とを、同時に、報知部９２に報知させてもよい。
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【００４６】
　さらに、車両制御部７は、操作部５１が運転者から受けつけた操作の情報を取得する。
車両制御部７は、第１の挙動と第２の挙動を報知してから、第２の所定時間内に操作部５
１が操作を受けつけたか否かを判定する。この操作は、例えば、第２の挙動に含まれる挙
動の中から１つの挙動を選択する操作である。
【００４７】
　車両制御部７は、第２の所定時間内に操作部５１が操作を受けつけなかった場合、第１
の挙動を実行するように車両を制御し、車両制御結果に対応してブレーキペダル２、アク
セルペダル３、ウィンカレバー４を制御する。
【００４８】
　車両制御部７は、第２の所定時間内に操作部５１が操作を受けつけた場合、受けつけた
操作に対応する制御を行う。
【００４９】
　情報報知装置９は、車両制御部７から車両１の走行に関する種々の情報を取得し、取得
した情報を報知する。情報報知装置９は、情報取得部９１と報知部９２とを有する。
【００５０】
　情報取得部９１は、車両制御部７から車両１の走行に関する種々の情報を取得する。例
えば、情報取得部９１は、車両制御部７が車両１の挙動を更新する可能性があると判定し
た場合に、車両制御部７から第１の挙動の情報と第２の挙動の情報を取得する。
【００５１】
　そして、情報取得部９１は、取得した情報を図示しない記憶部に一時的に記憶し、必要
に応じて記憶した情報を記憶部から読み出して報知部９２へ出力する。
【００５２】
　報知部９２は、車両１の走行に関する情報を運転者に報知する。報知部９２は、例えば
、車内に設置されているカーナビゲーションシステム、ヘッドアップディスプレイ、セン
ターディスプレイ、ステアリングホイール５或いはピラーに設置されているＬＥＤなどの
発光体などのような情報を表示する表示部であってもよいし、情報を音声に変換して運転
者に報知するスピーカであってもよいし、あるいは、運転者が感知できる位置（例えば、
運転者の座席、ステアリングホイール５など）に設けられる振動体であってもよい。また
、報知部９２は、これらの組み合わせであってもよい。
【００５３】
　以下の説明では、報知部９２が報知装置であるものとする。
【００５４】
　この場合、報知部９２とは、例えば、ヘッドアップディスプレイ（Head Up Display：
ＨＵＤ）、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＨＭＤ（Head-Mounted DisplayまたはHe
lmet-Mounted Display）、眼鏡型ディスプレイ（Smart Glasses）、その他の専用のディ
スプレイなどである。ＨＵＤは、例えば、車両１のウインドシールドであってもよいし、
別途設けられるガラス面、プラスチック面（例えば、コンバイナ）などであってもよい。
また、ウインドシールドは、例えば、フロントガラスであってもよいし、車両１のサイド
ガラスまたはリアガラスであってもよい。
【００５５】
　さらに、ＨＵＤは、ウインドシールドの表面または内側に備えられた透過型ディスプレ
イであってもよい。ここで、透過型ディスプレイとは、例えば、透過型の有機ＥＬディス
プレイ、または、特定の波長の光を照射した際に発光するガラスを用いた透明なディスプ
レイである。運転者は、背景を視認すると同時に、透過型ディスプレイ上の表示を視認す
ることができる。このように報知部９２は、光を透過する表示媒体であってもよい。いず
れの場合も、画像が報知部９２に表示される。
【００５６】
　報知部９２は、車両制御部７から情報取得部９１を介して取得した走行に関する情報を
運転者に報知する。例えば、報知部９２は、車両制御部７から取得した第１の挙動、及び
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、第２の挙動の情報を運転者に報知する。
【００５７】
　ここで、具体的な表示内容、及び、操作部５１に対してなされる操作について説明する
。
【００５８】
　図２は、走行環境の第１の例と、それに対する報知部９２の表示、及び、操作部５１の
操作について説明する図である。
【００５９】
　図２（ａ）は、車両１の走行環境を示す俯瞰図である。具体的には、図２（ａ）は、車
両１が走行する車線の前方に合流路があり、車線の左方から合流する車両が存在し、かつ
、車両１が走行する車線の右方への車線変更が可能な走行環境であることを示している。
【００６０】
　車両制御部７は、走行状態および周囲の状況の情報に基づき、走行環境が、図２（ａ）
に示すような走行環境であると判定する。なお、車両制御部７は、図２（ａ）に示す俯瞰
図を生成し、第１の挙動、及び、第２の挙動の情報に加えて、生成した俯瞰図を報知部９
２に報知させてもよい。
【００６１】
　図２（ｂ）は、図２（ａ）に示した走行環境に対する報知部９２の表示の一例を示して
いる。報知部９２の表示範囲のうち、右側には、車両１の挙動に関わる選択肢が表示され
、左側には、手動運転に切り替えるための情報が表示される。
【００６２】
　第１の挙動は、表示領域２９ａ～２９ｃ、２９ｇのうち、強調されている表示領域２９
ｂに示されている「車線変更」である。第２の挙動は、表示領域２９ａ、２９ｃにそれぞ
れ示されている「加速」、「減速」である。また、表示領域２９ｇには、手動運転に切替
えることを示す「自動運転終了」が表示されている。
【００６３】
　図２（ｃ）は、ステアリングホイール５に設けられる操作部５１の一例を示している。
操作部５１は、ステアリングホイール５の右側に設けられる操作ボタン５１ａ～５１ｄと
、ステアリングホイール５の左側に設けられる操作ボタン５１ｅ～５１ｈとを有する。な
お、ステアリングホイール５に設けられる操作部５１の数や形状等はこれらに限定されな
い。
【００６４】
　本実施の形態では、図２（ｂ）に示す表示領域２９ａ～２９ｃと操作ボタン５１ａ～５
１ｃがそれぞれ対応し、表示領域２９ｇと操作ボタン５１ｇとが対応する。
【００６５】
　この構成において、運転者は、各表示領域に表示される内容のいずれかを選択する際に
、各表示領域に対応する操作ボタンを押下する。例えば、運転者が表示領域２９ａに表示
される「加速」という挙動を選択する場合、運転者は、操作ボタン５１ａを押下する。
【００６６】
　なお、図２（ｂ）には、各表示領域に文字の情報のみが表示されているが、次に説明す
るように、車両の駆動に関する記号或いはアイコンを表示してもよい。これにより、運転
者に表示内容を一目瞭然に把握できる。
【００６７】
　図３は、報知部９２における表示の別の例を示す図である。図３に示すように、表示領
域３９ａ～３９ｃ、３９ｇに文字の情報とその情報を示す記号の両方が表示される。なお
、記号のみが表示されてもよい。
【００６８】
　次に、具体的な走行環境を例に挙げて、表示制御の流れについて説明する。
【００６９】
　図４は、本実施の形態における情報報知処理の処理手順を示すフローチャートである。
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図５は、走行環境の第１の例と、それに対する表示制御を示す図である。
【００７０】
　図４に示すように、検出部６は、車両の走行状態を検出する（ステップＳ１１）。次に
、検出部６は、車両の周囲の状況を検出する（ステップＳ１２）。検出された車両の走行
状態、及び、車両の周囲の状況の情報は、検出部６により車両制御部７へ出力される。
【００７１】
　つぎに、車両制御部７は、走行状態および周囲の状況の情報に基づいて、現時点の走行
環境を判定する（ステップＳ１３）。図５（ａ）の例の場合、車両制御部７は、現時点の
走行環境が、「車両１が走行する車線の前方に合流路があり、車線の左方から合流する車
両が存在し、かつ、車両１が走行する車線の右方への車線変更が可能な走行環境」である
と判定する。
【００７２】
　その後、車両制御部７は、判定した走行環境の情報を情報報知装置９の報知部９２に報
知させる（ステップＳ１４）。図５（ｂ）の例の場合、車両制御部７は、判定した走行環
境の情報を情報取得部９１へ出力する。報知部９２は、情報取得部９１から走行環境の情
報を取得し、文字情報５９として表示させる。なお、車両制御部７は、走行環境の情報を
報知部９２に表示させる代わりに、スピーカ等で音声として走行環境の情報を運転者に報
知してもよい。これにより、運転者がディスプレイ或いはモニターを見ていない、もしく
は見落としている場合でも、運転者に確実に情報を伝達できる。
【００７３】
　次に、車両制御部７は、判定した走行環境が挙動の更新の可能性があるとするか否かを
判定し、更新する可能性があるとすると判定された場合、さらに第１の挙動、及び、第２
の挙動の判定を行う（ステップＳ１５）。走行環境が挙動の更新の可能性があるとするか
否かの判定は、走行環境が変更したか否かによって判定される。更新後実施する挙動とは
、例えば、他の車両等と衝突が発生する可能性がある場合に減速する、ＡＣＣ（Adaptive
 Cruise Control）において先行車両が消えた場合に速度変更する、隣の車線が空いた場
合に車線変更するなどが考えられる。更新するか否かを判定するときは従来技術を用いて
なされる。
【００７４】
　この場合、車両制御部７は、判定した走行環境に対して、車両１が次に（第１の所定時
間経過後に）とり得る挙動の候補を記憶部８から読み出す。そして、車両制御部７は、挙
動の候補から、現在の走行環境に最も適した挙動がどれかを判定し、現在の走行環境に最
も適した挙動を第１の挙動に設定する。そして、車両制御部７は、第１の挙動を除く挙動
の候補を第２の挙動に設定する。
【００７５】
　図５（ｂ）の例の場合、車両制御部７は、記憶部８から、車両１の加速、車両１の減速
、及び車両１の右方への車線変更の３通りの挙動の候補を読み出す。そして、車両制御部
７は、左方から合流する車両の速度、及び、車両１の右方の車線の状況に基づき、車両１
の右方への車線変更が最も適した挙動であると判定し、その挙動を第１の挙動に設定する
。そして、車両制御部７は、第１の挙動を除く挙動の候補を第２の挙動に設定する。
【００７６】
　次に、車両制御部７は、第１の挙動、及び、第２の挙動を情報報知装置９の報知部９２
に報知させる（ステップＳ１６）。図５（ｂ）の例の場合、報知部９２は、第１の挙動の
情報である「車線変更」という文字情報を表示領域５９ｂに強調して表示し、第２の挙動
の情報である「加速」、「減速」をそれぞれ表示領域５９ａ、５９ｃに表示させる。
【００７７】
　次に、車両制御部７は、第２の所定時間内に操作部５１が運転者からの操作を受けつけ
たか否かを判定する（ステップＳ１７）。
【００７８】
　例えば、車両制御部７は、現時点での走行環境が図５（ａ）に示す走行環境であると判



(13) JP 6558735 B2 2019.8.14

10

20

30

40

50

定してから、合流ポイントに到達するまでの時間を第１の所定時間と設定する。そして、
車両制御部７は、第１の所定時間よりも短い第２の所定時間を、合流ポイントまでに実行
される次の挙動に対する操作の受付が可能な時間として設定する。
【００７９】
　車両制御部７は、第２の所定時間内に操作部５１が運転者からの操作を受けつけた場合
（ステップＳ１７においてＹＥＳ）、受けつけた操作が自動運転終了の操作か、挙動の選
択操作（いわゆる更新）かを判定する（ステップＳ１８）。
【００８０】
　図２にて説明したように、報知部９２の各表示領域と操作部５１の各操作ボタンとは対
応している。運転者は、図５（ｂ）における自動運転終了を選択する場合、図２（ｃ）に
示した操作ボタン５１ｇを押下する。また、運転者は、挙動の選択を行う場合、図２（ｃ
）に示した操作ボタン５１ａ～５１ｃのいずれかを押下する。
【００８１】
　車両制御部７は、操作部５１が受けつけた操作が自動運転終了の操作である場合（つま
り、操作ボタン５１ｇが押下されたことを検知した場合）、自動運転を終了させる（ステ
ップＳ１９）。車両制御部７は、操作部５１が受けつけた操作が挙動の選択操作である場
合（つまり、操作ボタン５１ａ～５１ｃのいずれかが押下された場合）、押下された操作
ボタンに対応する挙動を実行するように、車両１の制御を行う（ステップＳ２０）。
【００８２】
　車両制御部７は、第２の所定時間内に操作部５１が運転者からの操作を受けつけなかっ
た場合（ステップＳ１７においてＮＯ）、第１の挙動を実行するように、車両１の制御を
行う（ステップＳ２１）。
【００８３】
　図６は、走行環境の第１の例と、それに対する別の表示制御を示す図である。図６（ａ
）は、図５（ａ）と同様であるが、図６（ｂ）の表示制御が図５（ｂ）の表示制御とは異
なっている。
【００８４】
　図５（ｂ）を用いて説明した場合と同様に、車両制御部７は、図６（ａ）に示した走行
環境に対して、記憶部８から、車両１の加速、車両１の減速、及び車両１の右方への車線
変更の３通りの挙動の候補を読み出す。その際、記憶部８には、車両１の右方への車線変
更が最も優先される挙動として記憶されているものとする。
【００８５】
　この場合、車両制御部７は、走行環境の情報と、第１の挙動の情報とを報知部９２に報
知させる。図６（ｂ）の場合、車両制御部７は、走行環境の情報と、第１の挙動の情報を
示す文字情報６９を生成し、報知部９２に文字情報６９を表示させる。
【００８６】
　そして、車両制御部７は、運転者に第１の挙動の採否を促す表示を表示領域６９ａ、６
９ｃに表示させる。また、車両制御部７は、手動運転に切り替え可能であることを示す「
自動運転終了」という表示を表示領域６９ｇに表示させる。
【００８７】
　ここで、車両制御部７は、第１の挙動を採用することに対応する「ＹＥＳ」を強調して
表示する。「ＹＥＳ」、「ＮＯ」のどちらを強調して表示するかは、予め定められていて
もよいし、前回選択された選択肢を強調して表示することとしてもよいし、過去に選択さ
れた回数を記憶部８に記憶しておき、回数が多い方を報知部９２が強調して表示すること
としてもよい。
【００８８】
　このように過去に選択された挙動を学習することにより、車両制御部７は、運転者に適
切に情報を報知できる。また、図５（ｂ）の場合よりも報知部９２に報知させる表示を減
らすことができ、運転者の煩わしさを低減できる。
【００８９】
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　図７は、走行環境の第２の例と、それに対する表示制御を示す図である。図７（ａ）は
、走行環境を示す俯瞰図である。図７（ａ）に示す走行環境は、前方に合流路がある点で
図５（ａ）、図６（ａ）と同様であるが、車両１の右側に走行車両が存在する点で図５（
ａ）、図６（ａ）と異なる。このような場合、車両制御部７は、車線変更が行えないと判
断する。
【００９０】
　そして、車両制御部７は、車両１の走行環境が図７（ａ）のようなものと判定した場合
、図７（ｂ）に示すように、判定した走行環境の情報を報知部９２に文字情報７９として
表示させる。
【００９１】
　さらに、車両制御部７は、記憶部８から読み出した車両１の加速、車両１の減速、及び
、車両１の右方への車線変更の３通りの挙動の候補のうち、車両１の右方への車線変更は
できないため、車両１の加速、及び、車両１の減速のみを選択する。
【００９２】
　また、車両制御部７は、このままの速度で進むと合流車両と接近しすぎることを予測し
、車両１の減速が最も適した挙動である、つまり、第１の挙動であると判定する。
【００９３】
　ここで、３通りの挙動の候補のうち、最も適した挙動がどれかは、走行状態および周囲
の状況の情報に基づいて最も適した挙動を判定する従来技術を用いて判定される。また、
最も適した挙動がどれかは、予め定められていてもよいし、前回選択された挙動の情報を
記憶部８に記憶しておき、その挙動を最も適した挙動と判定してもよいし、過去に各挙動
が選択された回数を記憶部８に記憶しておき、回数が最も多い挙動を最も適した挙動と判
定してもよい。
【００９４】
　その後、車両制御部７は、「減速」を第１の挙動として表示領域７９ｃに表示させ、「
加速」を第２の挙動として表示領域７９ａに表示させる。また、車両制御部７は、手動運
転に切替えることを示す「自動運転終了」という表示を表示領域７９ｇに表示させる。
【００９５】
　このような表示制御により、車両制御部７は、走行環境に応じて、その走行環境に最も
適した挙動を第１の挙動として運転者に報知できる。
【００９６】
　第１の挙動の情報を上方に、第２の挙動の情報を下方に配置し、それぞれ操作ボタン５
１ａ、５１ｃに選択機能を割り当ててもよいし、加速挙動の情報を上方に、減速挙動の情
報を下方に、右車線変更の挙動の情報を右方に、左車線変更の挙動の情報を左方へ配置し
、それぞれ操作ボタン５１ａ、５１ｃ、５１ｂ、５１ｄに選択機能を割り当ててもよいし
、それらを切り替えられるようにし、別途行動優先配置か、操作優先配置かを表示しても
よい。さらに、第１の挙動の情報の表示サイズを大きく、第２の挙動の情報の表示サイズ
を小さくしてもよい。なお、車の前後・左右の挙動と対応して挙動情報の表示を配置する
ことにより、運転者に直感的な認識と操作が可能である。
【００９７】
　次に、前方に合流路があるという走行環境以外の走行環境の例について説明する。
【００９８】
　図８は、走行環境の第３の例と、それに対する表示制御を示す図である。図８（ａ）は
、車両１の走行環境を示す俯瞰図である。具体的には、図８（ａ）には、先行車両が車両
１よりも遅い速度で走行し、かつ、隣の車線への車線変更が可能な走行環境が示されてい
る。
【００９９】
　車両制御部７は、走行状態および周囲の状況の情報に基づき、走行環境が、図８（ａ）
に示すような走行環境であると判定する。この場合、車両制御部７は、判定した走行環境
の情報を報知部９２に文字情報８９として表示させる。
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【０１００】
　また、車両制御部７は、判定した走行環境に対応する挙動の候補として、先行車両を追
い越す走行、隣の車線へ車線変更を行う走行、車両１を減速させて先行車両を追従する走
行の３通りの挙動の候補を記憶部８から読み出す。
【０１０１】
　そして、車両制御部７は、例えば、先行車両の減速後の速度が所定値より高く許容でき
ることから、車両１を減速させて先行車両を追従する走行が最も適した挙動、つまり、第
１の挙動であると判定する。
【０１０２】
　ここで、３通りの挙動の候補のうち、最も適した挙動がどれかは、走行状態および周囲
の状況の情報に基づいて最も適した挙動を判定する従来技術を用いて判定される。また、
最も適した挙動がどれかは、予め定められていてもよいし、前回選択された挙動の情報を
記憶部８に記憶しておき、その挙動を最も適した挙動と判定してもよいし、過去に各挙動
が選択された回数を記憶部８に記憶しておき、回数が最も多い挙動を最も適した挙動と判
定してもよい。
【０１０３】
　さらに、車両制御部７は、図８（ｂ）に示すように、第１の挙動を示す「追従」という
文字情報を表示領域８９ｃに強調して表示し、第２の挙動を示す「追い越し」、「車線変
更」という文字情報をそれぞれ表示領域８９ａ、８９ｂに表示させる。また、車両制御部
７は、手動運転に切替えることを示す「自動運転終了」という表示を表示領域８９ｇに表
示させる。
【０１０４】
　第１の挙動の情報を上方に、第２の挙動の情報を下方に配置し、それぞれ操作ボタン５
１ａ、５１ｃに選択機能を割り当ててもよいし、追い越し挙動の情報を上方に、追従挙動
の情報を下方に、右車線変更の挙動の情報を右方に、左車線変更の挙動の情報を左方へ配
置し、それぞれ操作ボタン５１ａ、５１ｃ、５１ｂ、５１ｄに選択機能を割り当ててもよ
いし、それらを切り替えられるようにし、別途行動優先配置か、操作優先配置かを表示し
てもよい。さらに、第１の挙動の情報の表示サイズを大きく、第２の挙動の情報の表示サ
イズを小さくしてもよい。
【０１０５】
　図９は、走行環境の第４の例と、それに対する表示制御を示す図である。図９（ａ）は
、車両１の走行環境を示す俯瞰図である。具体的には、図９（ａ）は、走行環境が、車両
１と同一車線の前方において、車線が減少する走行環境であることを示している。
【０１０６】
　車両制御部７は、走行状態および周囲の状況の情報に基づき、走行環境が、図９（ａ）
に示すような走行環境であると判定する。この場合、車両制御部７は、判定した走行環境
の情報を報知部９２に文字情報９９として表示させる。
【０１０７】
　また、車両制御部７は、判定した走行環境に対応する挙動の候補として、隣の車線へ車
線変更を行う走行、そのまま現車線を維持する走行の２通りの挙動の候補を記憶部８から
読み出す。
【０１０８】
　そして、車両制御部７は、例えば、車線減少箇所までのＴＴＣが所定値より短いため、
隣の車線へ車線変更を行う走行が最も適した挙動である、つまり、第１の挙動であると判
定する。
【０１０９】
　ここで、２通りの挙動の候補のうち、最も適した挙動がどれかは、走行状態および周囲
の状況の情報に基づいて最も適した挙動を判定する従来技術を用いて判定される。また、
最も適した挙動がどれかは、予め定められていてもよいし、前回選択された挙動の情報を
記憶部８に記憶しておき、その挙動を最も適した挙動と判定してもよいし、過去に各挙動
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が選択された回数を記憶部８に記憶しておき、回数が最も多い挙動を最も適した挙動と判
定してもよい。
【０１１０】
　さらに、車両制御部７は、図９（ｂ）に示すように、第１の挙動を示す「車線変更」と
いう文字情報を表示領域９９ｂに強調して表示し、第２の挙動を示す「そのまま」という
文字情報を表示領域９９ｃに表示させる。また、車両制御部７は、手動運転に切替えるこ
とを示す「自動運転終了」という表示を表示領域９９ｇに表示させる。
【０１１１】
　第１の挙動の情報を上方に、第２の挙動の情報を下方に配置し、それぞれ操作ボタン５
１ａ、５１ｃに選択機能を割り当ててもよいし、何もしない挙動の情報を下方に、右車線
変更の挙動の情報を右方に、左車線変更の挙動の情報を左方へ配置し、それぞれ操作ボタ
ン５１ｃ、５１ｂ、５１ｄに選択機能を割り当ててもよいし、それらを切り替えられるよ
うにし、別途行動優先配置か、操作優先配置かを表示してもよい。さらに、第１の挙動の
情報の表示サイズを大きく、第２の挙動の情報の表示サイズを小さくしてもよい。なお、
図７、８、９に示されているように、異なる走行環境によって、表示領域にはそれぞれ異
なる機能が割り当てられることで、少ない領域で情報報知或いは操作することができる。
【０１１２】
　上記の説明では、車両制御部７が、走行環境および周囲の状況の情報に応じて、報知部
９２に挙動を報知させる場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば
、運転者による所定の操作があったときに、報知部９２に挙動を報知させることとしても
よい。
【０１１３】
　図１０は、走行環境の第５の例と、それに対する表示制御を示す図である。図１０（ａ
）は、車両１の走行環境を示す俯瞰図である。具体的には、図１０（ａ）には、車両１が
左方と右方にそれぞれ車線変更可能な走行環境であることを示す走行環境が示されている
。
【０１１４】
　図１０（ａ）に示す走行環境は、図５（ａ）～図９（ａ）の場合と異なり、車線の変更
或いは車両の加速、減速が不要な通常走行が可能な走行環境である。この場合、車両制御
部７は、図１０（ｂ）の表示１０９に示すように、走行環境の情報を報知部９２に文字情
報として表示させなくともよい。
【０１１５】
　このように報知部９２に文字情報が表示されていない状況において、運転者が操作部５
１のいずれかの操作ボタンを押下した場合、車両制御部７は、通常走行における挙動の候
補を記憶部８から読み出す。
【０１１６】
　具体的には、記憶部８には、図１０（ａ）に示すような通常走行の走行環境に対応付け
て、車両１の加速、車両１の減速、車両１の右方への車線変更、車両１の左方への車線変
更の４通りの挙動の候補が記憶されている。車両制御部７は、これらを読み出し、報知部
９２の表示領域１０９ａ～１０９ｄにそれぞれ表示させる。
【０１１７】
　また、車両制御部７は、手動運転に切り替えることを示す「自動運転終了」という表示
を表示領域９９ｇに表示させるとともに、挙動の更新をキャンセルすることを示す「キャ
ンセル」という表示を表示領域１０９ｅに強調して表示させる。
【０１１８】
　以上説明した本実施の形態によれば、運転者に次に実施される挙動の候補を効果的に報
知し、運転者により好ましい挙動を選択させることができる。
【０１１９】
　なお、運転者が実施したい挙動を選択する代わりに、直接ステアリングホイールなどの
手動操作をしてもよい。これにより、運転者が自分の意思により素早く手動運転操作に切
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り替えられる。
【０１２０】
［変形例］
　以上説明した本実施の形態では、報知部９２における表示は、文字情報であるとして説
明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、挙動を示す記号を用いて運転者に視覚
的に表示させてもより。以下では、運転者に視覚的に表示させる記号を用いた表示を図５
および図７に対する表示を例にとって説明する。
【０１２１】
　図１１は、図５に示した走行環境の第１の例に対する別の表示制御を示す図である。こ
の例では、上述した第１の挙動が車両１の右方への車線変更であり、第２の挙動が車両１
の加速、及び、車両１の減速である。
【０１２２】
　この場合、第１の挙動である「車線変更」を示す記号１１１が中央に大きく表示され、
第２の挙動である「車両１の加速」を示す記号１１２、及び、「車両１の減速」を示す記
号１１３が右方に小さく表示される。また、自動運転終了を示す記号１１４が左方に小さ
く表示される。
【０１２３】
　そして、このまま運転手により車両１の挙動の変更指示を受けつけなければ、車線変更
が行われる。
【０１２４】
　図１２は、図７に示した走行環境の第２の例に対する別の表示制御を示す図である。こ
の例では、上記第１の例と異なり、車両１の右方に別の車両が走行しているため、車線変
更ができない。そのため、例えば、「車両１の減速」が第１の挙動に設定され、「車両１
の加速」が第２の挙動に設定される。
【０１２５】
　そして、この場合、図１２（ａ）に示すように、第１の挙動である「車両１の減速」を
示す記号１２１が中央に大きく表示され、第２の挙動である「車両１の加速」を示す記号
１２２が右方に小さく表示される。また、自動運転終了を示す記号１２３が左方に小さく
表示される。
【０１２６】
　ここで、操作部５１が運転手から「車両１の加速」を選択する操作を受けつけたものと
する。この場合、図１２（ｂ）に示すように、第１の挙動である「車両１の加速」を示す
記号１２２’が中央に大きく表示され、第２の挙動である「車両１の減速」を示す記号１
２１’が右方に小さく表示されることになる。
【０１２７】
　以上説明した本実施の形態によれば、運転者に次に実施される挙動の候補を効果的に報
知し、運転者により好ましい挙動を選択させることができる。一方、運転者は、車両が実
施する挙動や他に選択可能な挙動を把握でき、安心感を持って自動運転を継続することで
きる。または、運転者がスムーズに車へ指示を与えることができる。
【０１２８】
　また、本実施の形態によれば、走行環境に応じて、報知部に報知させる選択肢、つまり
、第２の挙動を可変にすることができる。
【０１２９】
（実施の形態２）
　実施の形態１では、ステアリングホイール５に設けられた操作部５１によって、報知部
９２の表示に応じた操作を行う構成について説明した。本実施の形態では、ステアリング
ホイール５に設けられる操作部５１の代わりに、タッチパネルが設けられる構成について
説明する。
【０１３０】
　図１３は、本発明の実施の形態２に係る情報報知装置を含む車両１の要部構成を示すブ
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ロック図である。なお、図１３において、図１と共通する構成には図１と同一の符号を付
し、その詳しい説明を省略する。図１３に示す車両１には、ステアリングホイール５の操
作部５１の代わりにタッチパネル１０が設けられている。
【０１３１】
　タッチパネル１０は、情報の表示と入力の受付が可能な液晶パネル等からなる装置であ
り、車両制御部７と接続される。タッチパネル１０は、車両制御部７による制御に基づい
て情報を表示する表示部１０１と、運転者等からの操作を受けつけ、受けつけた操作を車
両制御部７へ出力する入力部１０２とを有する。
【０１３２】
　次に、タッチパネル１０の表示制御について説明する。ここでは、車両１が３車線の中
央を走行中であり、右方の車線と左方の車線のいずれかに車線変更が可能である場合の表
示制御について説明する。
【０１３３】
　図１４は、実施の形態２におけるタッチパネル１０の表示を説明する図である。図１４
（ａ）は、タッチパネル１０の表示部１０１の初期表示である。車両制御部７は、車両１
が右方の車線と左方の車線のいずれかに車線変更が可能であると判定した場合、タッチパ
ネル１０の表示部１０１に図１４（ａ）のような表示を実行させる。ここで、表示領域１
２１における「Ｔｏｕｃｈ」という表示は、タッチパネル１０が運転者によるタッチ操作
を受けつけ可能なモードであることを示している。
【０１３４】
　運転者は、図１４（ａ）に示す表示において、表示領域１２１をタッチするタッチ操作
を行う場合、入力部１０２は、この操作を受けつけて、この操作が行われたことを示す情
報を車両制御部７へ出力する。車両制御部７は、この情報を受けつけると、図１４（ｂ）
に示す表示を表示部１０１に表示させ、また、図１４（ｃ）に示す表示を報知部９２に表
示させる。
【０１３５】
　図１４（ｂ）には、車両１へ移動を指示する操作であることを示す「Ｍｏｖｅ」と表示
された表示領域１２１ａが示されている。また、図１４（ｂ）には、車両１が３車線のそ
れぞれを走行可能であることを示す表示領域１２１ｂ～１２１ｄが示されている。なお、
表示領域１２１ｂ～１２１ｄは、それぞれ、図１４（ｃ）に矢印Ｘ、Ｙ、Ｚで示される車
線での走行と対応する。
【０１３６】
　また、図１４（ｂ）の各表示領域と、図１４（ｃ）の各矢印とは、それぞれ、態様（例
えば、色或いは配置など）を一致させる。これにより、運転者により理解しやすい表示と
なる。
【０１３７】
　さらに、矢印Ｘ、Ｙ、Ｚで示される車線の太さなどを変えて、車両制御が判定した車両
が実施する挙動と他に運転者が選択可能な挙動が区別できるように表示してもよい。
【０１３８】
　運転者は、表示領域１２１ｂ～１２１ｄのうち、走行したい車線に対応する表示領域に
触れることによって、車両１の挙動の選択を行う。この場合、入力部１０２は、運転者の
挙動の選択操作を受けつけて、選択された挙動の情報を車両制御部７へ出力する。そして
、車両制御部７は、選択された挙動を実行するよう車両１を制御する。これにより、運転
者が走行したい車線を車両１が走行することになる。
【０１３９】
　なお、運転者は、タッチパネル１０に対して、タッチ操作の代わりに、スワイプ操作を
行ってもよい。例えば、図１４に示す例において、運転者が図１４（ｃ）の矢印Ｘで示さ
れる車線への変更を行いたい場合、運転者は、タッチパネル１０において右方へのスワイ
プ操作を行う。
【０１４０】
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　この場合、入力部１０２は、スワイプ操作を受けつけ、スワイプ操作の内容を示す情報
を車両制御部７へ出力する。そして、車両制御部７は、選択された挙動である矢印Ｘで示
される車線への車線変更を実行するよう車両１を制御する。
【０１４１】
　さらに、車両１へ移動を指示する操作であることを示す「Ｍｏｖｅ」と表示された表示
領域１２１ａが示されるときに、音声で「挙動選択」などと発話してもよい。これにより
、手元のタッチパネルを見ることなく、ＨＵＤの表示のみで操作が可能となる。
【０１４２】
　また、タッチ操作或いはスワイプ操作の際に、選択したタッチパネルの表示領域に対応
する車線の表示態様を変更し、どの車線を選択しようとしているのか選択前に確認できる
ようにしてもよい。例えば、表示領域ｂをタッチした瞬間に、車線Ｘの太さが拡大し、す
ぐに手を離せば車線Ｘは選択されず車線Ｘの太さが元の大きさに戻り、表示領域１２１ｃ
にタッチを移動した瞬間に、車線Ｙの太さが拡大し、しばらくその状態を保持すると、車
線Ｙが選択され、車線Ｙが点滅することで決定されたことを伝えても良い。これにより、
手元を目視せずに選択或いは決定の操作ができる。
【０１４３】
　なお、実施の形態１と同様に、加速、減速、追越し、そのままなどの車両制御機能を、
走行環境に応じて、表示領域に割り当てても良い。
【０１４４】
　以上説明した本実施の形態によれば、操作部の代わりにタッチパネルを設けることによ
り、運転者に直感的な操作を行わせることができる。また、タッチパネルは、操作を受け
つける表示領域の数、形状、色などを自由に変更させることができるため、ユーザインタ
フェースの自由度が向上する。
【０１４５】
（実施の形態３）
　実施の形態１では、第１の挙動と第２の挙動が同時に表示される場合について説明した
。本実施の形態では、まず、報知部９２に第１の挙動が表示され、運転者の操作を受けつ
けた場合に、第２の挙動が表示される構成について説明する。
【０１４６】
　本実施の形態に係る構成は、実施の形態１で説明した図１の構成において、操作部５１
に運転者がステアリングホイール５を握ったか否かを検出するグリップセンサがさらに含
まれた構成となる。
【０１４７】
　図１５は、本発明の実施の形態３における報知部９２の表示を説明する図である。図１
５には、図８（ａ）に示した場合と同様に、車両１と同一車線の前方を走行する車両が車
両１よりも遅い速度で走行し、かつ、隣の車線への車線変更が可能な走行環境における表
示の例が示されている。
【０１４８】
　車両制御部７は、走行環境が、図８（ａ）に示した走行環境であると判定すると、まず
、報知部９２に図１５（ａ）に示す表示を実行させる。
【０１４９】
　図１５（ａ）には、第１の所定時間が経過した後に実施される挙動の候補うち、第１の
挙動である「追い越し」を示す記号１３１が第１の態様（例えば、第１の色）で示されて
いる。
【０１５０】
　車両制御部７は、図１５（ａ）に示す表示を報知部９２に実行させた後、第２の所定時
間が経過した場合、記号１３１を第１の態様から、第１の態様とは異なる第２の態様（例
えば、第１の色とは異なる第２の色）で報知部９２に表示させる。ここで、第２の所定時
間は、実施の形態１で説明した第２の所定時間と同様のものである。
【０１５１】
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　つまり、記号１３１が第１の態様で示されている間、運転者は、第２の挙動の選択が可
能であるが、記号１３１が第２の態様に変更された場合、運転者は、第２の挙動の選択が
不可能になる。
【０１５２】
　また、図１５（ａ）には、第２の挙動が選択可能であることを示すステアリングホイー
ル形状の記号１３２が示されている。記号１３２が表示されている場合に運転者がステア
リングホイール５を握ることによって、第２の挙動が表示される。記号１３２は、第２の
挙動が選択可能であることを示す表示であるが、記号１３１が第１の態様にて表示される
ことによって、運転者に第２の挙動が選択可能であることを示すこととしてもよい。この
場合、記号１３２は、表示されなくてもよい。
【０１５３】
　また、図１５（ａ）には、現在、自動運転中であることを示す記号１３３が示されてい
る。記号１３３は、自動運転で走行中であることを運転者に示す補助的な表示であるが、
記号１３３は表示されなくてもよい。
【０１５４】
　図１５（ａ）の表示に対して運転者がステアリングホイール５を握った場合、グリップ
センサがそれを検出し、その検出結果の情報を車両制御部７へ出力する。この場合、車両
制御部７は、図１５（ｂ）に示す表示を報知部９２に実行させる。
【０１５５】
　図１５（ｂ）には、図１５（ａ）と同様に、第１の挙動である「追い越し」を示す記号
１３１が第１の態様（例えば、第１の色）で示されている。また、第２の挙動である「車
線変更」を示す記号１３４と、第２の挙動である「減速」を示す記号１３５が示されてい
る。
【０１５６】
　運転者は、ステアリングホイール５の操作部５１を操作することによって、第１の挙動
から第２の挙動への変更を行う。例えば、運転者は、操作部５１の操作ボタン５１ａ、ま
たは、操作ボタン５１ｃ（図２（ｃ）参照）を押下することによって、「車線変更」（記
号１３４）、または、「減速」（記号１３５）への挙動の更新を行う。
【０１５７】
　また、図１５（ｂ）には、車両制御部７が、車両１の挙動を学習中であることを示す記
号１３６が示されている。記号１３６が表示されている場合、車両制御部７は、運転者が
選択した挙動を学習する。記号１３６は表示されなくても構わない。また、学習は常に行
っていても構わない。
【０１５８】
　つまり、車両制御部７は、運転者が選択した挙動を記憶部８に記憶し、次に同様の走行
環境になった場合、記憶した挙動を第１の挙動として、報知部９２に表示させる。または
、車両制御部７は、過去に各挙動が選択された回数を記憶部８に記憶しておき、回数が最
も多い挙動を第１の挙動として、報知部９２に表示させてもよい。
【０１５９】
　また、図１５（ｂ）には、自動運転中ではないことを示す記号１３７が示されている。
記号１３７が表示されている場合、車両制御部７は、第１の所定時間経過後に行う挙動が
運転者によって選択されるまで待機する。
【０１６０】
　図１５（ｂ）に示す表示に対して、運転者が操作部５１の操作ボタン５１ａを押下して
「車線変更」を選択した場合、車両制御部７は、この選択操作の情報を受けつけ、図１５
（ｃ）に示す表示を報知部９２に実行させる。
【０１６１】
　図１５（ｃ）には、「車線変更」を示す記号１３４’が、第１の態様で示されている。
車両制御部７は、「車線変更」を選択する選択操作の情報を受けつけた場合、この選択さ
れた挙動が次に行う挙動であると判定し、「車線変更」を示す記号１３４’を第１の態様
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で報知部９２に表示させる。
【０１６２】
　また、図１５（ｃ）の記号１３１’は、図１５（ｂ）において第１の挙動として表示さ
れていた記号１３１が記号１３４と入れ替わって表示されたものである。
【０１６３】
　また、図１５（ｃ）に示す表示に対して、運転者が操作ボタンのいずれかを２度連続し
て押下した場合、運転者が前に行った選択操作をキャンセルできるようにしてもよい。こ
の場合、車両制御部７は、操作ボタンのいずれかを２度連続して押下する操作の情報を受
けつけ、図１５（ｃ）に示す表示から図１５（ｂ）に示す表示への変更を報知部９２に実
行させる。
【０１６４】
　車両制御部７は、図１５（ａ）に示す表示を報知部９２に実行させてから、第２の所定
時間が経過するまでの間に、運転者の操作に基づいて、図１５（ｂ）、図１５（ｃ）へと
報知部９２の表示を変化させる。その後、車両制御部７は、図１５（ａ）に示す表示を報
知部９２に実行させてから第２の所定時間が経過した後に、図１５（ｄ）に示す表示を報
知部９２に表示させる。
【０１６５】
　なお、車両制御部７は、運転者がステアリングホイール５から手を離したこと示す情報
をグリップセンサから取得した場合に、第２の所定時間が経過する前に図１５（ｄ）に示
す表示を報知部９２に表示させてもよい。
【０１６６】
　ここで、図１５（ｄ）には、次の挙動として、運転者が選択した「車線変更」を示す記
号１３４’が第２の態様で表示され、また、自動運転で走行中であることを示す記号１３
３が、再び、表示された状態が示されている。
【０１６７】
　以上説明した本実施の形態によれば、車両制御部７は、運転者が次にとる挙動の更新し
たい場合にのみ、他の挙動の候補を確認できるように、報知部９２での表示を変更する。
この構成により、運転者が視認する表示を減らすことができ、運転者の煩わしさを低減で
きる。
【０１６８】
　（実施の形態４）
　上述した実施の形態において、車両１が実行しうる複数の挙動の候補のうち最も適した
挙動がどれかを判定する方法についていくつか説明した。本実施の形態では、最も適した
挙動を判定する方法として、予め学習により構築されたドライバモデルを用いる場合につ
いて説明する。
【０１６９】
　ここで、ドライバモデルの構築方法について説明する。ドライバモデルは、走行環境毎
の運転者による操作の傾向を各操作の頻度の情報などに基づいてモデル化したものである
。ドライバモデルは、複数の運転者の走行履歴を集約し、集約した走行履歴から構築され
る。
【０１７０】
　運転者の走行履歴は、例えば、各走行環境に対応する挙動の候補のうち、運転者が実際
に選択した挙動の頻度が、挙動の候補毎に集約された履歴である。
【０１７１】
　図１６は、走行履歴の一例を示す図である。図１６には、運転者ｘが「合流路が近づく
」という走行環境において、「減速」、「加速」、「車線変更」という挙動の候補を、そ
れぞれ、３回、１回、５回選択したことが示されている。また、図１６には、運転者Ｘが
「前方に低速車あり」という走行環境において、「追従」、「追い越し」、「車線変更」
という挙動の候補を、それぞれ、２回、２回、１回選択したことが示されている。運転者
ｙについても同様である。
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【０１７２】
　運転者の走行履歴は、自動運転中に選択した挙動を集約してもよいし、運転者が手動運
転中に実際に行った挙動を集約してもよい。これにより、自動運転或いは手動運転といっ
た運転状態に応じた走行履歴の収集ができる。
【０１７３】
　ドライバモデルには、複数の運転者の走行履歴をクラスタリングして構築するクラスタ
リング型と、特定の運転者（例えば、運転者ｘ）の走行履歴と類似する複数の走行履歴か
ら運転者ｘのドライバモデルを構築する個別適応型とがある。
【０１７４】
　まず、クラスタリング型について説明する。クラスタリング型のドライバモデルの構築
方法は、図１６に示したような複数の運転者の走行履歴を予め集約する。そして、互いの
走行履歴の類似度が高い複数の運転者、つまり、類似した運転操作傾向を有する複数の運
転者をグループ化してドライバモデルを構築する。
【０１７５】
　図１７は、クラスタリング型のドライバモデルの構築方法を示す図である。図１７には
、運転者ａ～ｆの走行履歴が表形式で示されている。そして、運転者ａ～ｆの走行履歴か
ら、モデルＡが運転者ａ～ｃの走行履歴から構築され、モデルＢが運転者ｄ～ｆの走行履
歴から構築されることが示されている。
【０１７６】
　走行履歴の類似度は、例えば、運転者ａと運転者ｂの走行履歴における各頻度（各数値
）を頻度分布として扱い、互いの頻度分布の相関値を算出し、算出した相関値を類似度と
してもよい。この場合、例えば、運転者ａと運転者ｂの走行履歴から算出した相関値が所
定値よりも高い場合に、運転者ａと運転者ｂの走行履歴を１つのグループとする。
【０１７７】
　なお、類似度の算出については、これに限定されない。例えば、運転者ａと運転者ｂの
各走行履歴において、最も頻度の高い挙動が一致する数に基づいて、類似度を算出しても
よい。
【０１７８】
　そして、クラスタリング型のドライバモデルは、例えば、各グループ内の運転者の走行
履歴において、それぞれの頻度の平均を算出することによって構築される。
【０１７９】
　図１８は、構築されたクラスタリング型のドライバモデルの一例を示す図である。図１
７で示した各グループ内の運転者の走行履歴において、それぞれの頻度の平均を算出する
ことによって、各グループの走行履歴の平均頻度を導出する。このように、クラスタリン
グ型のドライバモデルは、走行環境毎に定められた挙動に対する平均頻度で構築される。
【０１８０】
　なお、ドライバモデルは、算出した平均頻度から最も頻度の高いもののみで構築しても
よい。図１９は、構築されたクラスタリング型のドライバモデルの別の一例を示す図であ
る。図１９に示すように、走行環境毎に最頻の挙動が選択され、選択された挙動からドラ
イバモデルが構築される。
【０１８１】
　ここで、構築したクラスタリング型のドライバモデルの使用方法について、例を挙げて
説明する。
【０１８２】
　図１８に示したようなドライバモデルは、予め車両１の記憶部８に記憶される。また、
車両制御部７は、運転者ｙが過去に運転した際の走行履歴を記憶部８に記憶しておく。な
お、運転者ｙの検知は、車内に設置されるカメラ等（図示しない）で実行される。
【０１８３】
　そして、車両制御部７は、運転者ｙの走行履歴とドライバモデルの各モデルの走行履歴
との類似度を算出し、どのモデルが運転者ｙに最も適しているかを判定する。例えば、図
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１６に示した運転者ｙの走行履歴と図１８に示したドライバモデルの場合、車両制御部７
は、モデルＢが運転者ｙに最も適していると判定する。
【０１８４】
　車両制御部７は、実際の自動走行の際に、モデルＢの各走行環境において、最も頻度が
高い挙動が運転者ｙに最も適した挙動、つまり、第１の挙動であると判定する。
【０１８５】
　このように、予め複数の運転者の走行履歴からドライバモデルを構築することにより、
運転者により適した挙動を報知できる。
【０１８６】
　例えば、図１６の示すように、運転者ｙの走行履歴に「前方に低速車あり」という走行
環境に対する挙動の頻度が０、つまり、運転者が「前方に低速車あり」という走行環境に
おいて「追従」、「追い越し」、「車線変更」という挙動を選択したことが無い場合にお
いても、車両制御部７は、図１８に示すモデルＢに基づき、「前方に低速車あり」という
走行環境において、「追従」を第１の挙動として判定できる。
【０１８７】
　次に、個別適応型について説明する。個別適応型のドライバモデルの構築方法は、クラ
スタリング型の場合と同様に、図１６に示したような複数の運転者の走行履歴を予め集約
する。ここで、クラスタリング型の場合と異なる点は、運転者毎にドライバモデルを構築
する点である。以下では、運転者ｙに対してドライバモデルを構築する例について説明す
る。
【０１８８】
　まず、集約した複数の運転者の走行履歴の中から、運転者ｙの走行履歴と類似度が高い
複数の運転者の走行履歴を抽出する。そして、抽出した複数の運転者の走行履歴から運転
者ｙのドライバモデルを構築する。
【０１８９】
　図２０は、個別適応型のドライバモデルの構築方法を示す図である。図２０には、図１
７と同様に、運転者ａ～ｆの走行履歴が表形式で示されている。また、図２０には、図１
６に示した運転者ｙの走行履歴と類似度が高い運転者ｃ～ｅの走行履歴とから運転者ｙの
ドライバモデルが構築されることが示されている。
【０１９０】
　個別適応型のドライバモデルは、抽出した各運転者の走行履歴において、それぞれの頻
度の平均を算出することによって構築される。
【０１９１】
　図２１は、構築された個別適応型のドライバモデルの一例を示す図である。図１６に示
した運転者ｙの走行履歴、及び、図２０に示した運転者ｃ～ｅの走行履歴において、走行
環境毎に、各挙動の平均頻度を導出する。このように、運転者ｙに対する個別適応型のド
ライバモデルは、各走行環境に対応する挙動の平均頻度で構築される。
【０１９２】
　ここで、構築した個別適応型のドライバモデルの使用方法について、例を挙げて説明す
る。
【０１９３】
　図２１に示したような運転者ｙのドライバモデルは、予め車両１の記憶部８に記憶され
る。また、車両制御部７は、運転者ｙが過去に運転した際の走行履歴を記憶部８に記憶し
ておく。なお、運転者ｙの検知は、車内に設置されるカメラ等（図示しない）で実行され
る。
【０１９４】
　そして、車両制御部７は、実際の自動走行の際に、運転者ｙのドライバモデルの各走行
環境において、最も頻度が高い挙動が運転者ｙに最も適した挙動、つまり、第１の挙動で
あると判定する。
【０１９５】
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　このように、予め複数の運転者の走行履歴から運転者個人のドライバモデルを構築する
ことにより、運転者により適した挙動を報知できる。
【０１９６】
　例えば、図１６の示すように、運転者ｙの走行履歴に「前方に低速車あり」という走行
環境に対する挙動の頻度が０、つまり、運転者が「前方に低速車あり」という走行環境に
おいて「追従」、「追い越し」、「車線変更」という挙動を選択したことが無い場合にお
いても、車両制御部７は、図２１に示すドライバモデルに基づき、「前方に低速車あり」
という走行環境において、「車線変更」を第１の挙動として判定できる。
【０１９７】
　次に、運転者の運転特性（運転の癖）を取得し、運転者の嗜好に応じた自動運転を行う
場合について説明する。一般に、１つの挙動（例えば、車線変更）に対する実際の動作（
例えば、加速、減速の大きさ、あるいは、ステアリングホイールの操作量）は、運転者毎
に異なる。そのため、運転者の嗜好に応じた自動運転を行うことにより、運転者にとって
より快適な走行が可能となる。
【０１９８】
　なお、以下の説明では、手動運転中に運転者の運転特性を取得し、取得した運転特性を
自動運転の際に反映させる場合について説明するが、本発明はこれに限定されない。
【０１９９】
　車両制御部７は、運転者の車両１の各部の操作内容から、運転者の運転特性を示す特徴
量を抽出し、記憶部８に記憶する。ここで、特徴量とは、例えば、速度に関する特徴量、
ステアリングに関する特徴量、操作タイミングに関する特徴量、車外センシングに関する
特徴量、車内センシングに関する特徴量等がある。
【０２００】
　速度に関する特徴量は、例えば、車両の速度、加速度、減速度などがあり、これらの特
徴量は、車両が有する速度センサ等から取得される。
【０２０１】
　ステアリングに関する特徴量は、例えば、ステアリングの舵角、角速度、各加速度など
があり、これらの特徴量は、ステアリングホイール５から取得される。
【０２０２】
　操作タイミングに関する特徴量は、例えば、ブレーキ、アクセル、ウィンカレバー、ス
テアリングホイールの操作タイミングなどがあり、これらの特徴量は、それぞれ、ブレー
キペダル２、アクセルペダル３、ウィンカレバー４、ステアリングホイール５から取得さ
れる。
【０２０３】
　車外センシングに関する特徴量は、例えば、前方、側方、後方に存在する車両との車間
距離などがあり、これらの特徴量は、センサ６２から取得される。
【０２０４】
　車内センシングに関する特徴量は、例えば、運転者が誰であるか、及び、同乗者が誰で
あるかを示す個人認識情報であり、これらの特徴量は、車内に設置されるカメラ等から取
得される。
【０２０５】
　例えば、運転者が手動で車線変更を行う場合、車両制御部７は、運転者が手動で車線変
更を行ったことを検知する。検知方法は、予め車線変更の操作時系列パターンをルール化
しておくことにより、CAN情報などから取得した操作時系列データを解析することで検知
する。その際、車両制御部７は、上述した特徴量を取得する。車両制御部７は、運転者毎
に、特徴量を記憶部８に記憶し、運転特性モデルを構築する。
【０２０６】
　なお、車両制御部７は、運転者毎の特徴量に基づき、上述したドライバモデルを構築し
てもよい。つまり、車両制御部７は、速度に関する特徴量、ステアリングに関する特徴量
、操作タイミングに関する特徴量、車外センシングに関する特徴量、車内センシングに関
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する特徴量を抽出し、記憶部８に記憶する。そして、記憶部８に記憶した特徴量に基づい
て、走行環境毎の運転者による操作の傾向と各操作の頻度の情報を対応づけたドライバモ
デルを構築してもよい。
【０２０７】
　図２２は、運転特性モデルの一例を示す図である。図２２は、運転者毎に、特徴量が表
形式で示されている。また、図２２には、運転者毎に、各挙動を過去に選択した回数が示
されている。特徴量についても一部のみが記載されているが、上記に挙げたいずれか、ま
たはその全てを記載してもよい。
【０２０８】
　図２２に記載の特徴量について詳細を説明する。速度の数値は、実際の速度を段階的に
示している数値である。ステアリングホイール、ブレーキ、アクセルの数値は、操作量を
段階的に示している数値である。これらの数値は、例えば、過去の所定の期間内の速度、
ステアリングホイール、ブレーキ、アクセルの操作量の平均値を算出し、その平均値を段
階的に表すことによって得られる。
【０２０９】
　例えば、図２２において、運転者ｘが同乗者がいない状態で車線変更を行う場合、速さ
のレベルは８であり、ステアリングホイール、ブレーキ、アクセルの操作量のレベルはそ
れぞれ４、６、８である。
【０２１０】
　自動運転の際は、車両制御部７は、運転者が誰か、どのような挙動が実行されるか、及
び、同乗者が誰かに応じて、運転者、挙動、及び、同乗者に対応する運転特性モデルが図
２２に示す運転特性モデルの中から選択する。
【０２１１】
　そして、車両制御部７は、選択した運転特性モデルに対応する速度で車両１を走行させ
、また、ステアリングホイール、ブレーキ、アクセルの操作量およびそのタイミングの組
み合わせで車両１を制御する。これにより、運転者の嗜好に応じた自動運転を行うことが
できる。なお、図２２に示すような運転特性モデルの情報は、報知部９２に報知させるこ
とができる。
【０２１２】
　図２３は、本発明の実施の形態４における報知部９２の表示を説明する図である。図２
３は、図５に示した走行環境の第１の例に対する表示である。
【０２１３】
　図２３（ａ）は、車線の変更或いは車両の加速、減速が不要な通常走行を行っている状
態の報知部９２の表示である。図２３（ａ）には、運転者の運転特性が「減速が多い」運
転特性であることを示す記号２３１と、現在、自動運転中であることを示す記号２３２が
示されている。
【０２１４】
　車両制御部７は、例えば、図２２に示した運転特性モデルに含まれる各挙動を過去に選
択した回数に基づいて、運転者の運転特性を判定する。この場合、車両制御部７は、例え
ば、運転特性から「減速」が多い（いわゆる「減速」という挙動を選択した回数が多い）
運転者に対して、図２３のような記号２３１を含む表示を報知部９２に表示させる。
【０２１５】
　そして、車両制御部７が、走行環境が図５に示した第１の例の走行環境であると判定し
た場合、車両制御部７は、運転者の運転特性が「減速が多い」運転特性であることに基づ
いて、第１の挙動を「減速」と判定し、図２３（ｂ）の表示を報知部９２に実行させる。
【０２１６】
　図２３（ｂ）には、第１の挙動である「減速」を示す記号２３３が第１の態様（例えば
、第１の色）で示されている。また、第２の挙動である「加速」を示す記号２３４と、第
２の挙動である「車線変更」を示す記号２３５が示されている。
【０２１７】
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　運転者は、実施の形態１で説明したような操作により、「加速」への挙動の変更を行っ
た場合、車両制御部７は、図２３（ｃ）の表示を報知部９２に実行させる。
【０２１８】
　図２３（ｃ）には、選択された挙動である「加速」を示す記号２３４’が、第１の態様
で示されている。また、記号２３３’は、図２３（ｂ）において第１の挙動として表示さ
れていた記号２３３が記号２３４と入れ替わって表示されたものである。
【０２１９】
　その後、車両制御部７は、図２３（ａ）に示す表示を報知部９２に実行させてから第２
の所定時間が経過した後に、図２３（ｄ）に示す表示を報知部９２に表示させる。ここで
、図１５（ｄ）には、次の挙動として、運転者が選択した「加速」を示す記号２３４’が
第２の態様で表示される。
【０２２０】
　車両制御部７は、次にとる挙動が「加速」と決定した場合、運転特性モデルに含まれる
「加速」の挙動に対応する特徴量を読み出し、それらの特徴量を反映させた「加速」を行
うように、車両１を制御する。
【０２２１】
　図２４は、本発明の実施の形態４における報知部９２の表示を説明する図である。図２
４は、図７に示した走行環境の第２の例に対する表示である。なお、図２４において、図
２３と共通する構成には図２３と同一の符号を付し、その詳しい説明を省略する。図２４
は、図２３から、「車線変更」を示す記号２３５が削除された図である。
【０２２２】
　前述の通り、第２の例（図７）では、第１の例（図５）と異なり、車両１の右方に別の
車両が走行しているため、車線変更ができない。そのため、図２４（ｂ）、（ｃ）では、
「車線変更」が表示されていない。また、図２４（ｃ）の例では、図２３（ｃ）の場合と
同様に、「加速」が選択されたため、車両制御部７は、図２３と同様に、運転特性モデル
に含まれる「加速」の挙動に対応する特徴量を読み出し、それらの特徴量を反映させた「
加速」を行うように、車両１を制御する。
【０２２３】
　図２５は、本発明の実施の形態４における報知部９２の表示を説明する図である。図２
５は、図８に示した走行環境の第３の例に対する表示である。
【０２２４】
　図２５（ａ）は、図２３（ａ）と同様である。車両制御部７が図８に示した第３の例の
走行環境であることを判定した場合、車両制御部７は、運転者の運転特性が「減速が多い
」運転特性であることに基づいて、第１の挙動を「減速」と判定し、図２５（ｂ）の表示
を報知部９２に実行させる。
【０２２５】
　図２５（ｂ）には、第１の挙動である「減速」を示す記号２５１が第１の態様（例えば
、第１の色）で示されている。また、第２の挙動である「追い越し」を示す記号２５２と
、第２の挙動である「車線変更」を示す記号２５３が示されている。
【０２２６】
　運転者は、実施の形態１で説明したような操作により、「追い越し」への挙動の変更を
行った場合、車両制御部７は、図２５（ｃ）の表示を報知部９２に実行させる。
【０２２７】
　図２５（ｃ）には、選択された挙動である「追い越し」を示す記号２５２’が、第１の
態様で示されている。また、記号２５１’は、図２５（ｂ）において第１の挙動として表
示されていた記号２５１が記号２５２と入れ替わって表示されたものである。
【０２２８】
　その後、車両制御部７は、図２５（ａ）に示す表示を報知部９２に実行させてから第２
の所定時間が経過した後に、図２５（ｄ）に示す表示を報知部９２に表示させる。ここで
、図１５（ｄ）には、次の挙動として、運転者が選択した「追い越し」を示す記号２５２
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’が第２の態様で表示される。
【０２２９】
　車両制御部７は、次にとる挙動が「追い越し」と決定した場合、運転特性モデルに含ま
れる「追い越し」の挙動に対応する特徴量を読み出し、それらの特徴量を反映させた「加
速」を行うように、車両１を制御する。
【０２３０】
　次に、運転者の運転特性が「減速が多い」運転特性ではない場合の表示の例を説明する
。
【０２３１】
　図２６は、本発明の実施の形態４における報知部９２の表示を説明する図である。図２
６は、図５に示した走行環境の第１の例に対する表示である。なお、図２６（ａ）は、運
転者の運転特性が「加速が多い」運転特性である場合の例を示し、図２６（ｂ）は、運転
者の運転特性が「車線変更が多い」運転特性である場合の例を示している。
【０２３２】
　図２６（ａ）には、運転者の運転特性が「加速が多い」運転特性であることを示す記号
２６１が示されている。また、第１の挙動である「加速」を示す記号２６２が第１の態様
（例えば、第１の色）で示されている。また、第２の挙動である「車線変更」を示す記号
２６３と、第２の挙動である「減速」を示す記号２６４が示されている。
【０２３３】
　車両制御部７は、例えば、運転特性から過去に「加速」が多い（いわゆる過去に「加速
」という挙動を選択した回数が多い）運転者に対して、図２６（ａ）のような記号２６１
を含む表示を報知部９２に実行させる。また、車両制御部７は、運転者の運転特性が「加
速が多い」運転特性であることに基づいて、第１の挙動を「加速」と判定し、図２６（ａ
）の表示を報知部９２に実行させる。
【０２３４】
　図２６（ｂ）には、運転者の運転特性が「車線変更が多い」運転特性であることを示す
記号２６５が示されている。また、第１の挙動である「車線変更」を示す記号２６６が第
１の態様（例えば、第１の色）で示されている。また、第２の挙動である「車線変更」を
示す記号２６７と、第２の挙動である「減速」を示す記号２６８が示されている。
【０２３５】
　車両制御部７は、例えば、運転特性から過去に「車線変更」が多い（いわゆる過去に「
車線変更」という挙動を選択した回数が多い）運転者に対して、図２６（ｂ）のような記
号２６５を含む表示を報知部９２に実行させる。車両制御部７は、運転者の運転特性が「
車線変更が多い」運転特性であることに基づいて、第１の挙動を「車線変更」と判定し、
図２６（ｂ）の表示を報知部９２に実行させる。
【０２３６】
　上記は、運転特性モデルのみを使用して説明したが、ドライバモデルを加味してもよく
、図２３、図２５、図２６において、記号２３１は運転者の操作履歴から選択されたドラ
イバモデルの種類を示してもよい。例えば、図５に示した走行環境の第１の例について、
「減速」をよく選ぶ運転者に適用するドライバモデルには図２３のような記号２３１を含
む表示を報知部９２に実行させ、第１の挙動を「減速」と判定する。「加速」をよく選ぶ
運転者に適用するドライバモデルには図２６（ａ）のような記号２６１を含む表示を報知
部９２に実行させ、第１の挙動を「加速」と判定する。「車線変更」をよく選ぶ運転者に
適用するドライバモデルには図２６（ａ）のような記号２６１を含む表示を報知部９２に
実行させ、第１の挙動を「車線変更」と判定する。
【０２３７】
　以上説明した本実施の形態によれば、車の将来の挙動を決定する際に、運転者の過去の
走行履歴を学習し、その結果を将来の挙動の決定に反映させることができる。また、車両
制御部が車を制御する際に、運転者の運転特性（運転嗜好）を学習し、車の制御に反映さ
せることができる。
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【０２３８】
　これにより、車両が運転者若しくは乗員が嗜好するタイミング或いは操作量で自動運転
を制御でき、実際運転者が手動運転する場合の感覚と乖離することなく、自動運転中に運
転者による不要な操作介入を抑制することができる。
【０２３９】
　なお、本発明では、車両制御部７が実行する機能と同様の機能をクラウドサーバなどの
サーバ装置に実行させてもよい。また、記憶部８は、車両１ではなく、クラウドサーバな
どのサーバ装置にあってもよい。あるいは、記憶部８は、既に構築されたドライバモデル
を記憶し、車両制御部７は、記憶部８に記憶されたドライバモデルを参照して、挙動を判
定することとしてもよい。
【０２４０】
　このように、実施の形態４では、車両制御部７が、運転者の運転特性を示す特徴量の情
報を取得し、記憶部８がその特徴量の情報を記憶し、車両制御部７が記憶部８に記憶され
た特徴量の情報に基づいて、運転者が選択した車両の挙動の傾向を、選択された各挙動の
頻度で示すドライバモデルを車両の走行環境毎に構築することとした。
【０２４１】
　また、車両制御部７は、複数の運転者のうち、類似した挙動の選択を行う運転者のグル
ープを決定し、グループ毎、車両の走行環境毎にドライバモデルを構築することとした。
【０２４２】
　また、車両制御部７は、類似した操作を行う運転者のグループ毎に各運転者が選択した
挙動の頻度の平均値を算出し、運転者が選択した車両の挙動の傾向を、算出した平均値で
示すドライバモデルを車両の走行環境毎に構築することとした。
【０２４３】
　また、車両制御部７は、特定の運転者が選択した車両の挙動の傾向と類似する傾向があ
る他の運転者が選択した車両の挙動に基づいて、上記特定の運転者が選択した車両の挙動
の傾向を、選択された各挙動の頻度で示すドライバモデルを車両の走行環境毎に構築する
こととした。
【０２４４】
　以上により、車両制御部７は、運転者の運転傾向により適したドライバモデルを構築で
き、構築したドライバモデルに基づいて、運転者に対してより適切な自動運転を行うこと
ができる。
【０２４５】
　（ドライバモデルの変形例）
　なお、上記で説明したドライバモデルは、走行環境毎の運転者による操作（挙動）の傾
向を各操作の頻度の情報などに基づいてモデル化したものであったが、本発明はこれに限
定されない。
【０２４６】
　例えば、ドライバモデルは、過去に走行した走行環境（つまり、シチュエーション）を
示す環境パラメータと、その走行環境において運転者が実際に選択した操作（挙動）とを
対応させた走行履歴に基づいて構築されてもよい。環境パラメータをドライバモデルに組
み込むことにより、走行環境の検出・分類を別途行い、その分類結果をドライバモデルに
入力（記憶）するという手続きを踏むことなく、選択肢を決めることが出来る。具体的に
は、図２３、２４のような走行環境の違いを、環境パラメータとして取得し、ドライバモ
デルに直接入力（記憶）することにより、図２３では「加速」、「減速」、「車線変更」
が選択肢となり、図２４では、「加速」、「減速」が選択肢となる。以下では、このよう
なドライバモデルを構築する場合について説明する。なお、以下に説明するドライバモデ
ルは、シチュエーションデータベースと言い換えても良い。
【０２４７】
　ここで、本変形例におけるドライバモデルを構築するための走行履歴について説明する
。図２７は、走行履歴の一例を示す図である。図２７には、運転者ｘが運転する車両が、
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過去に走行した走行環境を示す環境パラメータと、その走行環境において運転者が実際に
選択した操作（挙動）とを対応させた走行履歴が示されている。
【０２４８】
　図２７に示す走行履歴の（ａ）～（ｃ）の環境パラメータは、それぞれ、例えば、図８
（ｂ）、図５（ｂ）、図７（ｂ）に示したようにして運転者に車両の挙動を提示した際の
走行環境を示すものである。この走行履歴の環境パラメータは、センシング情報およびイ
ンフラ情報から得られる。
【０２４９】
　センシング情報は、車両が有するセンサ或いはレーダ等が検知した情報である。インフ
ラ情報は、ＧＰＳの情報、地図情報、路車間通信で取得される情報などである。
【０２５０】
　例えば、図２７に示す走行履歴の環境パラメータは、「自車両の情報」、自車両ａが走
行する車線の前方を走行する車両の情報を示す「先行車両の情報」、自車両が走行する車
線の側方車線の情報を示す「側方車線の情報」、自車両が走行する位置に合流車線がある
場合に、その合流車線の情報を示す「合流車線の情報」、自車両の位置とその周囲の情報
を示す「位置情報」などを含む。また、後方車両の情報を含めてもよい。その場合、後方
車両と自車両との相対速度、車頭間距離、車頭間距離の変化率などを用いても良い。また
、車両の存在の情報を含めてもよい。
【０２５１】
　例えば、「自車両の情報」は、自車両の速度Ｖａの情報を含む。「先行車両の情報」は
、自車両に対する先行車両の相対速度Ｖｂａ、先行車両と自車両との車間距離ＤＲｂａ、
先行車両のサイズの変化率ＲＳｂの情報を含む。
【０２５２】
　ここで、自車両の速度Ｖａは、自車両が有する速度センサによって検知される。相対速
度Ｖｂａ、車間距離ＤＲｂａは、センサ或いはレーダ等によって検知される。サイズの変
化率ＲＳｂは、ＲＳｂ＝－Ｖｂａ／ＤＲｂａという関係式によって算出される。
【０２５３】
　「側方車線の情報」は、側方車線において自車両より後方を走行する側後方車両ｃの情
報と、側方車線において自車両より前方を走行する側前方車両ｄの情報と、自車両の残存
側方車線長ＤＲｄａの情報とを含む。
【０２５４】
　側後方車両の情報は、自車両に対する側後方車両の相対速度Ｖｃａ、側後方車両と自車
両との車頭間距離Ｄｃａ、車頭間距離の変化率Ｒｃａの情報を含む。側後方車両と自車両
との車頭間距離Ｄｃａとは、自車両（および側後方車両）の進行方向に沿った方向におい
て測定される自車両の先端部（車頭）と側後方車両の先端部（車頭）との間の距離である
。なお、車頭間距離は、車間距離及び車長から算出してもよい。また、車頭間距離は、車
間距離に代替させてもよい。
【０２５５】
　ここで、相対速度Ｖｃａ、車頭間距離Ｄｃａは、センサ或いはレーダ等によって検知さ
れる。車頭間距離の変化率Ｒｃａは、Ｒｃａ＝Ｖｃａ／Ｄｃａという関係式によって算出
される。
【０２５６】
　また、側前方車両の情報は、自車両に対する側前方車両の相対速度Ｖｄａ、側前方車両
と自車両との車頭間距離Ｄｄａ、車頭間距離の変化率Ｒｄａの情報を含む。側前方車両と
自車両との車頭間距離Ｄｄａは、自車両（および側前方車両）の進行方向に沿って測定さ
れる自車両の先端部（車頭）と側前方車両の先端部（車頭）との間の距離である。
【０２５７】
　相対速度Ｖｄａ、車頭間距離Ｄｄａは、センサ或いはレーダ等によって検知される。ま
た、車頭間距離の変化率Ｒｄａは、Ｒｄａ＝Ｖｄａ／Ｄｄａという関係式によって算出さ
れる。
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【０２５８】
　自車両の残存側方車線長ＤＲｄａは、側方車線への車線変更の可能性の高さを示すパラ
メータである。具体的には、自車両の残存側方車線長ＤＲｄａは、自車両（および側前方
車両）進行方向に沿った方向において測定される自車両の先端部（車頭）と側前方車両の
後端部との間の距離が、先行車両と自車両との車間距離ＤＲｂａより長い場合、自車両の
先端部（車頭）と側前方車両の後端部との間の距離となり、自車両の先端部（車頭）と側
前方車両の後端部との間の距離が、ＤＲｂａより短い場合、ＤＲｂａとなる。自車両の残
存側方車線長ＤＲｄａは、センサ或いはレーダ等によって検知される。
【０２５９】
　「合流車線の情報」は、自車両に対する合流車両の相対速度Ｖｍａ、合流車両と自車両
との車頭間距離Ｄｍａ、車頭間距離の変化率Ｒｍａの情報を含む。ここで、合流車両と自
車両との車頭間距離Ｄｍａは、自車両（および合流車両）の進行方向に沿った方向におい
て測定される自車両の先端部（車頭）と合流車両の先端部（車頭）との間の距離である。
【０２６０】
　相対速度Ｖｍａ、車頭間距離Ｄｍａは、センサ或いはレーダ等によって検知される。車
頭間距離の変化率Ｒｍａは、Ｒｍａ＝Ｖｍａ／Ｄｍａという関係式によって算出される。
【０２６１】
　図２７に示す走行履歴の例では、上記で説明した速度、距離、及び変化率の数値が複数
のレベルに分類され、分類されたレベルを示す数値が記憶されている。なお、速度、距離
、及び変化率の数値は、レベルに分類されることなくそのまま記憶されてもよい。
【０２６２】
　位置情報は、「自車両の位置情報」、「走行車線数」、「自車両の走行車線」、「合流
区間の開始・終了地点までの距離」「分岐区間の開始・終了地点までの距離」「工事区間
開始・終了地点までの距離」「車線減少区間開始・終了地点までの距離」「交通事故発生
地点までの距離」などの情報を含む。図２７には、位置情報の例として「自車両の走行車
線」（図２７の走行車線）、及び「合流区間の開始・終了地点までの距離」の情報が示さ
れている。
【０２６３】
　例えば、「自車両の位置情報」の欄には、ＧＰＳより得られた緯度・経度を示す数値情
報が記憶される。「走行車線数」の欄には、走行している道の車線の数が記憶される。「
自車両の走行車線」の欄には、走行している車線の位置を示す数値情報が記憶される。「
合流区間の開始・終了地点までの距離」の欄には、所定の距離内に合流区間の開始・終了
地点が存在する場合に、合流区間の開始・終了地点までの距離が予め決められた複数のレ
ベルに分類され、分類されたレベルの数値が記憶される。なお、所定の距離内に合流区間
の開始・終了地点が存在しない場合、「合流区間の開始・終了地点までの距離」の欄には
「０」が記憶される。
【０２６４】
　「分岐区間の開始・終了地点までの距離」の欄には、所定の距離内に分岐区間の開始・
終了地点が存在する場合に、分岐区間の開始・終了地点までの距離が予め決められた複数
のレベルに分類され、分類されたレベルの数値が記憶される。なお、所定の距離内に分岐
区間の開始・終了地点が存在しない場合、「分岐区間の開始・終了地点までの距離」の欄
には「０」が記憶される。「工事区間開始・終了地点までの距離」の欄には、所定の距離
内に工事区間開始・終了地点が存在する場合に、工事区間開始・終了地点までの距離が予
め決められた複数のレベルに分類され、分類されたレベルの数値が記憶される。なお、所
定の距離内に工事区間開始・終了地点が存在しない場合、「工事区間開始・終了地点まで
の距離」の欄には「０」が記憶される。
【０２６５】
　「車線減少区間開始・終了地点までの距離」の欄には、所定の距離内に車線減少区間開
始・終了地点が存在する場合に、車線減少区間開始・終了地点までの距離が予め決められ
た複数のレベルに分類され、分類されたレベルの数値が記憶される。なお、所定の距離内
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に車線減少区間開始・終了地点が存在しない場合、「車線減少区間開始・終了地点までの
距離」の欄には「０」が記憶される。
【０２６６】
　「交通事故発生地点までの距離」の欄には、所定の距離内に交通事故発生地点が存在す
る場合に、交通事故発生地点までの距離が予め決められた複数のレベルに分類され、分類
されたレベルの数値が記憶される。なお、所定の距離内に交通事故発生地点が存在しない
場合、「交通事故発生地点までの距離」の欄には「０」が記憶される。
【０２６７】
　さらに、位置情報は、自車両が走行している道の全車線のうちどの車線が合流車線、分
岐車線、工事車線、減少車線、事故発生車線かの情報を含んでも良い。
【０２６８】
　なお、図２７に示した走行履歴はあくまで一例であり、本発明はこれに限定されない。
例えば、上記側方車線の情報が右側方車線の情報である場合、走行履歴に、その反対側で
ある「左側方車線の情報」がさらに含まれても良い。
【０２６９】
　「左側方車線の情報」は、左側方車線において自車両より後方を走行する左側後方車両
の情報と、左側方車線において自車両より前方を走行する左側前方車両の情報と、自車両
の残存左側方車線長ＤＲｄａの情報とを含む。
【０２７０】
　左側後方車両の情報は、自車両に対する左側後方車両の相対速度Ｖｆａ、左側後方車両
と自車両との車頭間距離Ｄｆａ、車頭間距離の変化率Ｒｆａの情報を含む。左側後方車両
と自車両との車頭間距離Ｄｆａとは、自車両（および左側後方車両）の進行方向に沿った
方向において測定される自車両の先端部（車頭）と左側後方車両の先端部（車頭）との間
の距離である。
【０２７１】
　ここで、相対速度Ｖｆａ、車頭間距離Ｄｆａは、センサ或いはレーダ等によって検知さ
れる。また、車頭間距離の変化率Ｒｆａは、Ｒｆａ＝Ｖｆａ／Ｄｆａという関係式によっ
て算出される。
【０２７２】
　また、左側前方車両の情報は、自車両に対する左側前方車両の相対速度Ｖｇａ、左側前
方車両と自車両との車頭間距離Ｄｇａ、車頭間距離の変化率Ｒｇａの情報を含む。左側前
方車両と自車両との車頭間距離Ｄｇａは、自車両（および左側前方車両）の進行方向に沿
って測定される自車両の先端部（車頭）と左側前方車両の先端部（車頭）との間の距離で
ある。
【０２７３】
　ここで、相対速度Ｖｇａ、車頭間距離Ｄｇａは、センサ或いはレーダ等によって検知さ
れる。また、車頭間距離の変化率Ｒｇａは、Ｒｇａ＝Ｖｇａ／Ｄｇａという関係式によっ
て算出される。
【０２７４】
　なお、ここでは、車両の通行が左側通行である場合について説明したが、左右を逆転さ
せることにより右側通行の場合にも同様の処理が可能である。
【０２７５】
　また、図２７に示す走行履歴は、走行車線において自車両より後方を走行する後方車両
の情報を示す「後方車両の情報」を含んでもよい。
【０２７６】
　後方車両の情報は、自車両に対する後方車両の相対速度Ｖｅａ、後方車両と自車両との
車頭間距離Ｄｅａ、車頭間距離の変化率Ｒｅａの情報を含む。後方車両と自車両との車頭
間距離Ｄｅａとは、自車両（および後方車両）の進行方向に沿った方向において測定され
る自車両の先端部（車頭）と後方車両の先端部（車頭）との間の距離である。
【０２７７】
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　ここで、相対速度Ｖｅａ、車頭間距離Ｄｅａは、センサ或いはレーダ等によって検知さ
れる。車頭間距離の変化率Ｒｅａは、Ｒｅａ＝Ｖｅａ／Ｄｅａという関係式によって算出
される。
【０２７８】
　なお、移動体に隠れて車頭間距離が計測できない場合などは、車頭間距離の代替として
、計測できる車間距離或いは車間距離に所定の車長を加えた近似値を使用しても良いし、
車間距離に認識した車種ごとの車長を加えて算出してもよい。また、車頭間距離が計測で
きるかできないかに拘わらず、車頭間距離の代替として、計測できる車間距離或いは車間
距離に所定の車長を加えた近似値を使用しても良いし、車間距離に認識した車種ごとの車
長を加えて算出してもよい。
【０２７９】
　走行履歴には、車両の走行環境に関する他の様々な情報が含まれていてもよい。例えば
、走行履歴には、先行車両、側方車両、合流車両の大きさ或いは種別、または自車両との
相対位置の情報が含まれていてもよい。例えば、後方から接近する車両の種別をカメラセ
ンサで認識し、車両が緊急車両である場合に車両が救急車両であることを示す情報を含め
ても良い。これにより、緊急車両への対応のための情報報知であることを情報報知できる
。あるいは、図２２で説明したような、ステアリングホイール、ブレーキ、アクセル操作
量を段階的に示した数値或いは同乗者の情報などが走行履歴に含まれていてもよい。
【０２８０】
　また、運転者の走行履歴として、自動運転中に選択した挙動が集約されてもよいし、運
転者が手動運転中に実際に行った挙動が集約されてもよい。これにより、自動運転或いは
手動運転といった運転状態に応じた走行履歴の収集ができる。
【０２８１】
　また、図２７の例では、走行履歴に含まれる環境パラメータが、運転者に車両の挙動を
提示した際の走行環境を示すものとしたが、運転者が挙動の選択を行った際の走行環境を
示すものであってもよい。あるいは、運転者に車両の挙動を提示した際の走行環境を示す
環境パラメータと、運転者が挙動の選択を行った際の走行環境を示す環境パラメータとが
両方とも走行履歴に含まれてもよい。
【０２８２】
　さらに、車両制御部７が、図２（ａ）、図５（ａ）、図６（ａ）、図７（ａ）、図８（
ａ）、図９（ａ）、図１０（ａ）に示す俯瞰図、または図１４（ｃ）に示す表示を生成す
るに伴い、第１の挙動、及び、第２の挙動が選択される要因となった、寄与度の高い環境
パラメータの情報、および、その環境パラメータに関連する情報（例えば、アイコンなど
）の少なくとも一つを報知情報として生成し、生成した報知情報を俯瞰図上に示すなどし
て報知情報を報知部９２に報知させてもよい。
【０２８３】
　この場合、例えば、車両制御部７は、先行車両と自車両との車間距離ＤＲｂａ或いは先
行車両のサイズの変化率ＲＳｂの寄与度が高ければ、俯瞰図における先行車両と自車両と
の間に輝度を上げたり色を変えたりした領域を表示させ、報知情報を報知部９２に報知さ
せてもよい。
【０２８４】
　また、車両制御部７が、先行車両と自車両との間の領域に車間距離ＤＲｂａ或いは変化
率ＲＳｂの寄与度が高いことを示すアイコンを報知情報として表示させてもよい。さらに
、車両制御部７が、報知部９２に、俯瞰図上で先行車両と自車両とを結ぶ線分を報知情報
として描画させるか、全ての周辺車両と自車両とを結ぶ線分を報知情報として描画させ、
俯瞰図上で先行車両と自車両とを結ぶ線分を強調させてもよい。
【０２８５】
　また、車両制御部７は、俯瞰図ではなく、運転者から見える視点画像の中で、報知部９
２に先行車両と自車両との間に周囲の領域よりも輝度を上げたり、周囲の領域と異なる色
にした領域を報知情報として表示させたりしてＡＲ（Augmented Reality）表示を実現さ
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せてもよい。また、車両制御部７が視点画像の中で、先行車両と自車との間の領域に高い
寄与度の環境パラメータを示すアイコンを報知情報として報知部９２にＡＲ表示させても
よい。
【０２８６】
　さらに、車両制御部７が視点画像の中で、先行車両と自車とを結ぶ線分を報知情報とし
てＡＲ表示させるか、視点画像の中で、全ての周辺車両と自車両とを結ぶ線分を報知情報
としてＡＲ表示させ、先行車両と自車両とを結ぶ線分を強調させてもよい。
【０２８７】
　なお、寄与度の高い環境パラメータあるいはその環境パラメータに関連する情報を報知
する方法は、上記に限定されない。例えば、車両制御部７は、寄与度の高い環境パラメー
タの対象となる先行車両を強調表示した画像を報知情報として生成し、報知部９２に表示
させてもよい。
【０２８８】
　また、車両制御部７が、俯瞰図またはＡＲ表示において、寄与度の高い環境パラメータ
の対象となる先行車両等の方向を示す情報を報知情報として生成し、その情報を自車両ま
たは自車両の周辺に表示させてもよい。
【０２８９】
　また、例えば、車両制御部７は、寄与度が高い環境パラメータの情報あるいはその環境
パラメータに関連する情報を報知する代わりに、寄与度が低い環境パラメータの対象とな
る先行車両等の表示輝度を低くするなどして目立たなくし、相対的に目立つようにした寄
与度が高い環境パラメータの情報あるいはその環境パラメータに関連する情報を報知情報
として生成し、報知部９２に表示させてもよい。
【０２９０】
　次に、運転者の走行履歴に基づくドライバモデルの構築について説明する。ドライバモ
デルには、複数の運転者の走行履歴をクラスタリングして構築するクラスタリング型と、
特定の運転者（例えば、運転者ｘ）の走行履歴と類似する複数の走行履歴から運転者ｘの
ドライバモデルを構築する個別適応型とがある。
【０２９１】
　まず、クラスタリング型について説明する。クラスタリング型のドライバモデルの構築
方法は、図２７に示したような運転者の走行履歴を運転者毎に予め集約する。そして、互
いの走行履歴の類似度が高い複数の運転者、つまり、類似した運転操作傾向を有する複数
の運転者をグループ化してドライバモデルを構築する。
【０２９２】
　走行履歴の類似度は、例えば、運転者ａと運転者ｂの走行履歴における挙動を所定のル
ールに基づいて数値化した場合に、環境パラメータの数値と挙動の数値とを要素とするベ
クトルの相関値から決定できる。この場合、例えば、運転者ａと運転者ｂの走行履歴から
算出した相関値が所定値よりも高い場合に、運転者ａと運転者ｂの走行履歴を１つのグル
ープとする。なお、類似度の算出については、これに限定されない。
【０２９３】
　次に、個別適応型について説明する。個別適応型のドライバモデルの構築方法は、クラ
スタリング型の場合と同様に、図２７に示したような複数の運転者の走行履歴を予め集約
する。ここで、クラスタリング型の場合と異なる点は、運転者毎にドライバモデルを構築
する点である。例えば、運転者ｙに対してドライバモデルを構築する場合、運転者ｙの走
行履歴と他の複数の運転者の走行履歴とを比較し、類似度が高い複数の運転者の走行履歴
を抽出する。そして、抽出した複数の運転者の走行履歴から運転者ｙの個別適応型のドラ
イバモデルを構築する。
【０２９４】
　なお、図２７に示す走行履歴に基づくドライバモデル（シチュエーションデータベース
）は、クラスタリング型、または、個別適応型に限定されず、例えば、全ての運転者の走
行履歴を含むように構成されてもよい。
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【０２９５】
　ここで、構築したドライバモデルの使用方法について、例を挙げて説明する。以下の例
では、運転者ｘに対し、４人の運転者ａ～ｄの走行履歴を集約したドライバモデルが用い
られる場合について説明する。なお、ドライバモデルは、車両制御部７によって構築され
る。
【０２９６】
　図２８は、本変形例におけるドライバモデルの使用方法を示す図である。図２８（ａ）
は、運転者ｘが運転する車両の現時点における走行環境を示す環境パラメータである。図
２８（ｂ）は、運転者ｘに対するドライバモデルの一例である。
【０２９７】
　図２８（ａ）に示すように、現時点における走行環境を示す環境パラメータに対する挙
動（操作）はブランクになる。車両制御部７は、環境パラメータを所定の間隔で取得し、
環境パラメータのいずれかをトリガとして、図２８（ｂ）に示すドライバモデルから次の
挙動を判定する。
【０２９８】
　トリガとしては、例えば、合流区間の開始地点までの距離が所定の距離以下になった場
合、あるいは、先行車両との相対速度が所定値以下になった場合など、車両の操作の変更
が必要となる場合を示す環境パラメータをトリガとしてもよい。
【０２９９】
　車両制御部７は、図２８（ａ）に示す環境パラメータと、図２８（ｂ）に示すドライバ
モデルのそれぞれの走行履歴の環境パラメータとを比較し、最も類似する環境パラメータ
に対応づけられた挙動を第１の挙動であると判定する。また、それ以外の類似する環境パ
ラメータに対応づけられたいくつかの挙動については、第２の挙動と判定する。
【０３００】
　環境パラメータが類似するか否かは、環境パラメータの数値を要素とするベクトルの相
関値から決定できる。例えば、図２８（ａ）に示す環境パラメータの数値を要素とするベ
クトルと、図２８（ｂ）に示す環境パラメータの数値を要素とするベクトルとから算出し
た相関値が所定値よりも高い場合に、これらの環境パラメータが類似すると判定される。
なお、環境パラメータが類似するか否かの判定方法については、これに限定されない。
【０３０１】
　例えば、ここでは環境パラメータの類似度に基づいて挙動を決定することとしたが、ま
ず環境パラメータの類似度の高いグループを作成し、そのグループにおける環境パラメー
タの統計をとり、その統計データから挙動を決定してもよい。
【０３０２】
　このように、予め複数の運転者の走行履歴から運転者個人のドライバモデルを構築する
ことにより、運転者により適した挙動を報知できる。なお、より安全な走行履歴をデータ
ベースに登録するため、安全な走行の基準を示す情報を記憶部８が記憶しておき、走行履
歴がこの基準を満たすか否かを車両制御部７が判定し、さらに車両制御部７が、この基準
を満たす走行履歴をデータベースに登録し、この基準を満たさない走行履歴をデータベー
スに登録しないこととしてもよい。
【０３０３】
　さらに、走行環境を示すパラメータと挙動とが対応づけられることにより、車両制御部
７が、具体的な走行環境を判定することなく、つまり、走行環境のラベリングを行う事無
く、精度よく次の挙動を判定できる。
【０３０４】
　なお、ドライバモデル（シチュエーションデータベース）は、自動運転中に運転者が選
択した挙動とその挙動を提示した際の走行環境を示す環境パラメータとを対応づけた走行
履歴から構築されてもよい。あるいは、ドライバモデル（シチュエーションデータベース
）は、自動運転中に運転者が選択した挙動とその挙動を車両が行った際の走行環境を示す
環境パラメータとを対応付けた走行履歴から構築されてもよい。
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【０３０５】
　環境パラメータが、運転者により選択された挙動を車両が行った際の走行環境を示すも
のである場合、現時点における走行環境を示す環境パラメータから将来の走行環境を示す
環境パラメータを予測し、運転者により選択された挙動を車両が行った際の走行環境を示
す環境パラメータのうち、予測された環境パラメータに最も類似する環境パラメータに対
応付けられた挙動を第１の挙動、それ以外の類似する環境パラメータに対応付けられたい
くつかの挙動を第２の挙動であると判定してもよい。
【０３０６】
　上記予測は、例えば、現時点と現時点よりも前の時点の走行環境を示す環境パラメータ
から将来の時点の環境パラメータを外挿することにより行う。
【０３０７】
　あるいは、ドライバモデル（シチュエーションデータベース）は、自動運転中に運転者
が選択した挙動とその挙動を提示した際の走行環境を示す環境パラメータとを対応づけた
走行履歴、および、自動運転中に運転者が選択した挙動とその挙動を車両が行った際の走
行環境を示す環境パラメータとを対応付けた走行履歴の両方から構築されてもよい。
【０３０８】
　この場合、例えば、両者の走行履歴が図２８（ｂ）に示したような形式で記憶され、車
両制御部７は、それらから次の挙動を判定する。ここで、車両制御部７は、両者の間で優
先度を設け、例えば、自動運転中に運転者が選択した挙動とその挙動を車両が行った際の
走行環境を示す環境パラメータとを対応付けた走行履歴から優先的に次の挙動を判定して
もよい。
【０３０９】
　なお、本発明では、車両制御部７が実行する機能と同様の機能をクラウドサーバなどの
サーバ装置に実行させてもよい。特に、記憶部８は走行履歴の蓄積に伴い膨大なデータ数
となるため、車両１ではなくクラウドサーバなどのサーバ装置にあってもよい。あるいは
、記憶部８は、既に構築されたドライバモデルを記憶し、車両制御部７は、記憶部８に記
憶されたドライバモデルを参照して、挙動を判定することとしてもよい。
【０３１０】
　なお、記憶部８がクラウドサーバに設けられる構成では、通信速度の低下・通信断など
の原因により記憶部８にアクセスできない場合に備えキャッシュが設けられることが望ま
しい。
【０３１１】
　図２９は、キャッシュの配置の一例を示すブロック図である。車両制御部７は、通信部
２９１を通じて記憶部８に走行履歴を保存させ、通信部２９１を通じてキャッシュ２９２
に記憶部８に記憶されたドライバモデル（シチュエーションデータベース）の一部を保持
させる。
【０３１２】
　車両制御部７は、キャッシュ２９２のドライバモデルにアクセスする。このときのキャ
ッシュの作成方法については、環境パラメータの有無で限定する方法、位置情報を用いる
方法、データを加工する方法などが考えられる。以下、それぞれについて説明する。
【０３１３】
　まず、環境パラメータの有無で限定する方法について説明する。周囲の状況の比較によ
り似た状況を抽出するには、同じ環境パラメータのみが存在する走行環境（シチュエーシ
ョン）が十分にあれば可能である。従って、車両制御部７は、記憶部８に記憶された走行
環境の中から同じ環境パラメータのみを持つ走行環境を抽出して、これらをソートし、キ
ャッシュ２９２に保持する。
【０３１４】
　ここで、車両制御部７は、検出された状況から得られる環境パラメータが変更されたタ
イミングで、一次キャッシュの更新を行う。こうすることで、車両制御部７は、通信速度
の低下が発生しても似た周囲の状況を抽出することが可能になる。なお、変更の有無を判
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断する環境パラメータは、先に挙げた全ての環境パラメータでもよいし、一部の環境パラ
メータでもよい。
【０３１５】
　さらに、この環境パラメータは刻一刻と変化するため、キャッシュ２９２内に一次キャ
ッシュおよび二次キャッシュを用意しても良い。例えば、車両制御部７は、同じ環境パラ
メータを持つ走行環境を一次キャッシュに保持する。さらに、車両制御部７は、環境パラ
メータが一時キャッシュに保持された走行環境に一つ追加された状態にある走行環境、お
よび、環境パラメータが一時キャッシュに保持された走行環境から一つ削減された状態に
ある走行環境の少なくとも一方を二次キャッシュに保持する。
【０３１６】
　このようにすることで、車両制御部７は、一時的な通信断が発生しても、キャッシュ２
９２のデータのみで、似た状況を抽出することが可能になる。
【０３１７】
　図３０を使って、この場合についてさらに具体的に説明する。センサ６２により、自車
両３０１の周囲に側前方車両３０２のみが存在している周囲状況３０３が検出されたとき
、車両制御部７は、側前方車両３０２のみが存在している走行環境（同一の環境パラメー
タのみ存在する走行環境）を、全ての走行環境（シチュエーション）が記憶された記憶部
８から抽出し、一次キャッシュ３０４に格納させる。
【０３１８】
　さらに、車両制御部７は、側前方車両３０２以外の車が１台だけ追加された走行環境（
同一の環境パラメータに１つの環境パラメータが追加された状態にある走行環境）もしく
は、側前方車両３０２のいない走行環境（同一の環境パラメータから１つの環境パラメー
タが削減された状態にある走行環境）を記憶部８から抽出し、二次キャッシュ３０５に格
納させる。
【０３１９】
　そして、センサ６２により検出された周囲状況３０３が変わったとき、車両制御部７は
、変わった周囲状況３０３に対応する走行環境を二次キャッシュ３０５から一次キャッシ
ュ３０４にコピーし、変わった周囲状況３０３に対応する走行環境に対し、環境パラメー
タが一つ追加された走行環境、及び、環境パラメータが一つ削減された走行環境を記憶部
８から抽出し、二次キャッシュ３０５に格納することで、二次キャッシュ３０５を更新す
る。これにより、車両制御部７は、周囲状況のスムーズに比較により似た周囲状況をスム
ーズに抽出することが可能になる。
【０３２０】
　次に、位置情報を用いる方法について説明する。環境パラメータに位置情報が含まれて
いる場合、車両制御部７は、その位置情報により示される位置が自車位置を中心とする一
定の範囲内に含まれる走行環境（シチュエーション）を記憶部８から抽出し、キャッシュ
２９２に格納させることが可能となる。
【０３２１】
　この場合、車両制御部７は、走行環境に対応する位置情報により示される位置が上記一
定の範囲から外れたときに、キャッシュ２９２の更新を行う。このようにすることで、車
両制御部７は、長期間の通信断が発生しても位置が一定の範囲内であれば似た周囲状況を
抽出することが可能になる。
【０３２２】
　さらに、データを加工する方法について説明する。記憶部８には環境パラメータを含む
操作履歴が蓄積されている。車両制御部７は、各々の環境パラメータを一定の範囲毎に分
割し、多次元空間上でメッシュを作成する。そして、車両制御部７は、各々のメッシュに
含まれる挙動をその種別ごとにカウントしたテーブルを作成する。
【０３２３】
　例えば、使用する環境パラメータを二つに限定して説明する。車両制御部７は、操作履
歴に含まれる環境パラメータを図３１（ａ）のように平面状にマッピングし、これらの各
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々の軸を一定の範囲で分割することで、平面を複数のブロックに分ける。これをメッシュ
と呼ぶ。
【０３２４】
　車両制御部７は、各々のメッシュの中に含まれる挙動の個数をその種別（例えば、加速
、減速、車線変更、追い越しなどの種別）ごとにカウントする。図３１（ｂ）に各メッシ
ュの中に含まれる挙動の個数をその種別ごとにカウントしたテーブルを示す。
【０３２５】
　車両制御部７は、この内容をキャッシュ２９２に保持する。そして、車両制御部７は、
周囲状況の比較により似た周囲状況の抽出を行う際に、検出された環境パラメータがどの
メッシュに位置するかを判別し、判別したメッシュの中に含まれる挙動のうち個数が最大
である挙動を選択し、選択された挙動を報知する挙動に決定する。
【０３２６】
　例えば、車両制御部７は、検出された環境パラメータがメッシュの３番に位置すると判
別したとき、３番のメッシュの中に含まれる挙動のうち最大個数を示す挙動（ここでは「
加速」）の操作を報知する挙動に決定する。この方法であれば、キャッシュ２９２の更新
タイミングはいつでもよく、キャッシュ２９２の容量も一定とすることができる。
【０３２７】
　これらの方法を一つもしくは複数を組み合わせることでキャッシュを作成する。ただし
、上に挙げた方法は一例であり、キャッシュの作成方法はこの限りではない。
【０３２８】
　このように、実施の形態４のドライバモデル拡張の例では、車両制御部７が、過去の走
行環境の情報を含む運転者の運転特性を示す特徴量の情報を取得し、記憶部８がその特徴
量の情報を記憶し、車両の挙動を変更する必要があると判定された場合、車両制御部７が
記憶部８に記憶された特徴量の情報の中から、新たに取得した走行環境の情報を含む運転
者の運転特性を示す特徴量に類似する情報を決定し、決定された情報に対応する挙動を報
知することとした。
【０３２９】
　また、実施の形態４のドライバモデル拡張の例では、過去の走行環境の情報を含む運転
者の運転特性を示す特徴量の情報は、運転者に車両の挙動を提示した際の特徴量の情報、
および、運転者が挙動の選択を行った際の特徴量の情報の少なくとも１つであることとし
た。
【０３３０】
　また、実施の形態４のドライバモデル拡張の例では、過去の走行環境の情報を含む運転
者の運転特性を示す特徴量の情報が、運転者に車両の挙動を提示した際の特徴量の情報、
および、運転者が挙動の選択を行った際の特徴量の情報の両方である場合、それら両方の
特徴量の情報の中から、新たに取得した走行環境の情報を含む運転者の運転特性を示す特
徴量に類似する情報を決定し、決定された情報に対応する挙動を報知することとした。
【０３３１】
　また、実施の形態４のドライバモデル拡張の例では、過去の走行環境の情報を含む運転
者の運転特性を示す特徴量の情報が、運転者に車両の挙動を提示した際の特徴量の情報、
および、運転者が挙動の選択を行った際の特徴量の情報の両方である場合、運転者が挙動
の選択を行った際の特徴量の情報の中から優先的に、新たに取得した走行環境の情報を含
む運転者の運転特性を示す特徴量に類似する情報を決定し、決定された情報に対応する挙
動を報知することとした。
【０３３２】
　また、実施の形態４のドライバモデル拡張の例では、過去の走行環境の情報を含む運転
者の運転特性を示す特徴量の情報が、車両の自動運転時、および／または、手動運転時の
運転者の運転特性を示す特徴量の情報であることとした。
【０３３３】
　以上により、車両制御部７は、運転者の運転傾向により適したドライバモデルを構築で
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き、構築したドライバモデルに基づいて、運転者に対してより適切な自動運転を行うこと
ができる。走行環境を示すパラメータと挙動とが対応づけられることにより、具体的な走
行環境を判定する処理を要することなく、つまり、走行環境のラベリングを行うことなく
、精度よく次の挙動を判定できる。
【０３３４】
　（実施の形態５～１１に関する共通説明）
　近年、自動車の自動運転に関する開発が進められている。自動運転について、ＮＨＴＳ
Ａ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｈｉｇｈｗａｙ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｓａｆｅｔｙ　Ａｄｍｉｎｉ
ｓｔｒａｔｉｏｎ）が２０１３年に定義した自動化レベルは、自動化なし（レベル０）、
特定機能の自動化（レベル１）、複合機能の自動化（レベル２）、半自動運転（レベル３
）、完全自動運転（レベル４）に分類される。レベル１は加速・減速・操舵の内、１つを
自動的に行う運転支援システムであり、レベル２は加速・減速・操舵の内、２つ以上を調
和して自動的に行う運転支援システムである。いずれの場合も運転者による運転操作の関
与が残る。自動化レベル４は加速・減速・操舵の全てを自動的に行う完全自動走行システ
ムであり、運転者が運転操作に関与しない。自動化レベル３は加速・減速・操舵の全てを
自動的に行うが、必要に応じて運転者が運転操作を行う準完全自動走行システムである。
【０３３５】
　以下の実施の形態では主に、自動運転のレベル３または４において、車両の自動運転に
関する情報を車両の乗員（例えば運転者）との間でやり取りするためのＨＭＩ（Human Ma
chine Interface）を制御する装置（以下「運転支援装置」とも呼ぶ。）を提案する。実
施の形態５～１１に記載の技術は、車両の自動運転中に、運転者に対して有用な情報を提
示することにより、安心で快適な自動運転の実現を支援することを１つの目的とする。ま
た、実施の形態５～１１に記載の技術は、運転者に対して違和感の少ない情報を提示する
ことで、運転者が自動運転中の車両側の決められた行動に対する変更をより簡単且つ簡便
にできる。
【０３３６】
　なお、以下の説明における車両の「行動」は、実施の形態１～４の説明における車両の
「挙動」に対応し、自動運転または手動運転において、車両の走行中または停止時の操舵
や制動などの作動状態、もしくは自動運転制御に係る制御内容を含む。例えば、定速走行
、加速、減速、一時停止、停止、車線変更、進路変更、右左折、駐車など。なお、車両の
行動は、現在実行している行動（「現在行動」とも呼ぶ。）、現在実行中の行動の後に実
行する行動（「予定行動」とも呼ぶ。）などに分けられる。更に予定行動では、直後に実
行する行動、現在実行中の行動の終了後にタイミングを問わず実行予定の行動を含む。な
お、予定行動は、現在実行中の行動が終了後に実行する行動を含んでもよい。
【０３３７】
　図３２は、車両１０００の構成を示すブロック図であり、自動運転に関する構成を示し
ている。車両１０００は、自動運転モードで走行可能であり、報知装置１００２、入力装
置１００４、無線装置１００８、運転操作部１０１０、検出部１０２０、自動運転制御装
置１０３０、運転支援装置１０４０を備える。図３２に示す各装置の間は、専用線或いは
ＣＡＮ（Controller Area Network）等の有線通信で接続されてもよい。また、ＵＳＢ、
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）等の有線通信または無線通信で接続されてもよい。
【０３３８】
　報知装置１００２は、車両１０００の走行に関する情報を運転者に報知する。報知装置
１００２は、例えば、車内に設置されているカーナビゲーションシステム、ヘッドアップ
ディスプレイ、センターディスプレイ、ステアリングホイール、ピラー、ダッシュボード
、メータパネル周りなどに設置されているＬＥＤなどの発光体などのような情報を表示す
る表示部であってもよいし、情報を音声に変換して運転者に報知するスピーカであっても
よいし、あるいは、運転者が感知できる位置（例えば、運転者の座席、ステアリングホイ
ールなど）に設けられる振動体であってもよい。また、報知装置１００２は、これらの組
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み合わせであってもよい。
【０３３９】
　車両１０００は実施の形態１～４の車両１に対応する。報知装置１００２は図１、図１
３の情報報知装置９に対応し、入力装置１００４は図１の操作部５１、図１３の入力部１
０２に対応し、検出部１０２０は図１、図１３の検出部６に対応する。また自動運転制御
装置１０３０と運転支援装置１０４０は、図１、図１３の車両制御部７に対応する。以下
、実施の形態１～４で説明済の構成の説明は適宜省略する。
【０３４０】
　報知装置１００２は、車両の自動運転に関する情報を乗員へ提示するユーザインタフェ
ース装置である。報知装置１００２は、カーナビゲーションシステム、ディスプレイオー
ディオ等のヘッドユニットであってもよいし、スマートフォン、タブレット等の携帯端末
機器であってもよいし、専用のコンソール端末装置であってもよい。また報知装置１００
２は、液晶ディスプレイ或いは有機ＥＬディスプレイ或いはヘッドアップディスプレイ（
ＨＵＤ）であってもよい。入力装置１００４は、乗員による操作入力を受け付けるユーザ
インタフェース装置である。例えば入力装置１００４は、運転者が入力した自車の自動運
転に関する情報を受け付ける。入力装置１００４は、受け付けた情報を操作信号として運
転支援装置１０４０に出力する。
【０３４１】
　図３３は、図３２の車両１０００の室内を模式的に示す。報知装置１００２は、ヘッド
アップディスプレイ（ＨＵＤ）１００２ａであってもよく、センターディスプレイ１００
２ｂであってもよい。入力装置１００４は、ステアリング１０１１に設けられた第１操作
部１００４ａであってもよく、運転席と助手席との間に設けられた第２操作部１００４ｂ
であってもよい。なお、報知装置１００２と入力装置１００４は一体化されてもよく、例
えばタッチパネルディスプレイとして実装されてもよい。
【０３４２】
　以下では言及しないが、図３３に示すように、車両１０００には自動運転に関する情報
を音声にて乗員へ提示するスピーカ１００６が設けられてもよい。この場合、運転支援装
置１０４０は、自動運転に関する情報を示す画像を報知装置１００２に表示させ、それと
ともに、またはそれに代えて、自動運転に関する情報を示す音声をスピーカ１００６から
出力させてもよい。
【０３４３】
　図３２に戻り、無線装置１００８は、携帯電話通信システム、ＷＭＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等に対応しており、車両
１０００外部の装置（図示せず）との無線通信を実行する。運転操作部１０１０は、ステ
アリング１０１１、ブレーキペダル１０１２、アクセルペダル１０１３、ウィンカスイッ
チ１０１４を備える。ステアリング１０１１は図１、図１３のステアリングホイール５、
ブレーキペダル１０１２は図１、図１３のブレーキペダル２、アクセルペダル１０１３は
図１、図１３のアクセルペダル３、ウィンカスイッチ１０１４は図１、図１３のウィンカ
レバー４に対応する。
【０３４４】
　ステアリング１０１１、ブレーキペダル１０１２、アクセルペダル１０１３、ウィンカ
スイッチ１０１４は、ステアリングＥＣＵ、ブレーキＥＣＵ、エンジンＥＣＵとモータＥ
ＣＵとの少なくとも一方、ウィンカコントローラにより電子制御が可能である。自動運転
モードにおいて、ステアリングＥＣＵ、ブレーキＥＣＵ、エンジンＥＣＵ、モータＥＣＵ
は、自動運転制御装置１０３０から供給される制御信号に応じて、アクチュエータを駆動
する。またウィンカコントローラは、自動運転制御装置１０３０から供給される制御信号
に応じてウィンカランプを点灯あるいは消灯する。
【０３４５】
　検出部１０２０は、車両１０００の周囲状況および走行状態を検出する。実施の形態１
～４で一部既述したが、例えば検出部１０２０は、車両１０００の速度、車両１０００に
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対する先行車両の相対速度、車両１０００と先行車両との距離、車両１０００に対する側
方車線の車両の相対速度、車両１０００と側方車線の車両との距離、車両１０００の位置
情報を検出する。検出部１０２０は、検出した各種情報（以下、「検出情報」という）を
自動運転制御装置１０３０、運転支援装置１０４０に出力する。なお、検出部１０２０の
詳細は後述する。
【０３４６】
　自動運転制御装置１０３０は、自動運転制御機能を実装した自動運転コントローラであ
り、自動運転における車両１０００の行動を決定する。自動運転制御装置１０３０は、制
御部１０３１、記憶部１０３２、Ｉ／Ｏ部１０３３を備える。制御部１０３１の構成はハ
ードウェア資源とソフトウェア資源の協働、又はハードウェア資源のみにより実現できる
。ハードウェア資源としてプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、その他のＬＳＩを利用でき、ソ
フトウェア資源としてオペレーティングシステム、アプリケーション、ファームウェア等
のプログラムを利用できる。記憶部１０３２は、フラッシュメモリ等の不揮発性記録媒体
を備える。Ｉ／Ｏ部１０３３は、各種の通信フォーマットに応じた通信制御を実行する。
例えば、Ｉ／Ｏ部１０３３は、自動運転に関する情報を運転支援装置１０４０に出力する
とともに、制御コマンドを運転支援装置１０４０から入力する。また、Ｉ／Ｏ部１０３３
は、検出情報を検出部１０２０から入力する。
【０３４７】
　制御部１０３１は、運転支援装置１０４０から入力した制御コマンド、検出部１０２０
或いは各種ＥＣＵから収集した各種情報を自動運転アルゴリズムに適用して、車両１００
０の進行方向等の自動制御対象を制御するための制御値を算出する。制御部１０３１は算
出した制御値を、各制御対象のＥＣＵ又はコントローラに伝達する。本実施の形態ではス
テアリングＥＣＵ、ブレーキＥＣＵ、エンジンＥＣＵ、ウィンカコントローラに伝達する
。なお電気自動車或いはハイブリッドカーの場合、エンジンＥＣＵに代えて又は加えてモ
ータＥＣＵに制御値を伝達する。
【０３４８】
　運転支援装置１０４０は、車両１０００と運転者との間のインタフェース機能を実行す
るＨＭＩコントローラであり、制御部１０４１、記憶部１０４２、Ｉ／Ｏ部１０４３を備
える。制御部１０４１は、ＨＭＩ制御等の各種データ処理を実行する。制御部１０４１は
、ハードウェア資源とソフトウェア資源の協働、またはハードウェア資源のみにより実現
できる。ハードウェア資源としてプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、その他のＬＳＩを利用で
き、ソフトウェア資源としてオペレーティングシステム、アプリケーション、ファームウ
ェア等のプログラムを利用できる。
【０３４９】
　記憶部１０４２は、制御部１０４１により参照され、または更新されるデータを記憶す
る記憶領域である。例えばフラッシュメモリ等の不揮発の記録媒体により実現される。Ｉ
／Ｏ部１０４３は、各種の通信フォーマットに応じた各種の通信制御を実行する。Ｉ／Ｏ
部１０４３は、操作入力部１０５０、画像出力部１０５１、検出情報入力部１０５２、コ
マンドＩＦ１０５３、通信ＩＦ１０５６を備える。
【０３５０】
　操作入力部１０５０は、入力装置１００４に対してなされた運転者或いは乗員もしくは
車外にいるユーザの操作による操作信号を入力装置１００４から受信し、制御部１０４１
へ出力する。画像出力部１０５１は、制御部１０４１が生成した画像データを報知装置１
００２へ出力して表示させる。検出情報入力部１０５２は、検出部１０２０による検出処
理の結果であり、車両１０００の現在の周囲状況および走行状態を示す情報（以下「検出
情報」と呼ぶ。）を検出部１０２０から受信し、制御部１０４１へ出力する。
【０３５１】
　コマンドＩＦ１０５３は、自動運転制御装置１０３０とのインタフェース処理を実行し
、行動情報入力部１０５４とコマンド出力部１０５５を含む。行動情報入力部１０５４は
、自動運転制御装置１０３０から送信された車両１０００の自動運転に関する情報を受信
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し、制御部１０４１へ出力する。コマンド出力部１０５５は、自動運転制御装置１０３０
に対して自動運転の態様を指示する制御コマンドを、制御部１０４１から受け付けて自動
運転制御装置１０３０へ送信する。
【０３５２】
　通信ＩＦ１０５６は、無線装置１００８とのインタフェース処理を実行する。通信ＩＦ
１０５６は、制御部１０４１から出力されたデータを無線装置１００８へ送信し、無線装
置１００８から車外の装置へ送信させる。また、通信ＩＦ１０５６は、無線装置１００８
により転送された、車外の装置からのデータを受信し、制御部１０４１へ出力する。
【０３５３】
　なお、ここでは、自動運転制御装置１０３０と運転支援装置１０４０は別個の装置とし
て構成される。変形例として、図３２の破線で示すように、自動運転制御装置１０３０と
運転支援装置１０４０を１つのコントローラに統合してもよい。言い換えれば、１つの自
動運転制御装置が、図３２の自動運転制御装置１０３０と運転支援装置１０４０の両方の
機能を備える構成としてもよい。この場合に、統合したコントローラ内に複数のＥＣＵを
設け、一方のＥＣＵが自動運転制御装置１０３０の機能を実現し、他方のＥＣＵが運転支
援装置１０４０の機能を実現してもよい。また、統合したコントローラ内の１つのＥＣＵ
が複数のＯＳ（Operating System）を実行し、一方のＯＳが自動運転制御装置１０３０の
機能を実現し、他方のＯＳが運転支援装置１０４０の機能を実現してもよい。
【０３５４】
　図３４は、図３２の検出部１０２０の詳細な構成を示すブロック図である。検出部１０
２０は、位置情報取得部１０２１、センサ１０２２、速度情報取得部１０２３、地図情報
取得部１０２４を備える。位置情報取得部１０２１は、ＧＰＳ受信機から車両１０００の
現在位置を取得する。
【０３５５】
　センサ１０２２は、車外の状況および車両１０００の状態を検出するための各種センサ
の総称である。車外の状況を検出するためのセンサとして例えばカメラ、ミリ波レーダ、
ＬＩＤＡＲ（Light Detection and Ranging、Laser Imaging Detection and Ranging）、
気温センサ、気圧センサ、湿度センサ、照度センサ等が搭載される。車外の状況は、車線
情報を含む自車の走行する道路状況、天候を含む環境、自車周辺状況、近傍位置にある他
車（隣接車線を走行する他車等）を含む。なお、センサが検出できる車外の情報であれば
何でもよい。また車両１０００の状態を検出するためのセンサとして例えば、加速度セン
サ、ジャイロセンサ、地磁気センサ、傾斜センサ等が搭載される。
【０３５６】
　速度情報取得部１０２３は、車速センサから車両１０００の現在速度を取得する。地図
情報取得部１０２４は、地図データベースから車両１０００の現在位置周辺の地図情報を
取得する。地図データベースは、車両１０００内の記録媒体に記録されていてもよいし、
使用時にネットワークを介して地図サーバからダウンロードしてもよい。以下、各実施の
形態を説明する。
【０３５７】
　（実施の形態５）
　まず概要を説明する。車両の自動運転中に、車両の現在の行動を報知するだけで将来の
行動について何も報知しない場合、車両の乗員に不安感を抱かせてしまうことがあった。
そこで実施の形態５では、自動運転において車両１０００に現在実行させる行動（以下「
現在行動」と呼ぶ。）と、その行動の次に実行させる予定の行動（以下「予定行動」と呼
ぶ。）の両方を運転者へ提示する。具体的には、自動運転制御装置１０３０が現在行動と
予定行動を決定する。そして運転支援装置１０４０が、現在行動と予定行動の両方を車両
１０００内の報知装置１００２に表示させる。
【０３５８】
　以下では、これまでの実施の形態で説明済の内容は適宜省略する。本実施の形態で説明
する構成或いは動作は、趣旨を逸脱しない範囲で、他の実施の形態或いは変形例で説明す
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る構成或いは動作と組み合わせることができ、また置き換えることができる。
【０３５９】
　実施の形態５の自動運転制御装置１０３０は、検出部１０２０が出力した検出情報に基
づいて、現在行動と予定行動の両方を決定する。運転支援装置１０４０の行動情報入力部
１０５４は、自動運転制御装置１０３０が車両１０００に実行させる現在行動を示す現在
行動情報と、その現在行動の次に自動運転制御装置１０３０が車両１０００に実行させる
予定行動を示す予定行動情報を自動運転制御装置１０３０から取得する。実施の形態５で
は、現在行動情報と予定行動情報の両方を含むデータを行動情報として取得する。現在行
動とは、車両が現在実行している行動と言える。また予定行動とは、現在実行している行
動が終了した後に、実行する行動と言え、例えば現在行動の次に実行する行動であっても
よく、現在行動の次の次に実行する行動であってもよい。
【０３６０】
　図３５は、自動運転制御装置１０３０から入力される行動情報を示す。この行動情報に
は、現在行動の識別情報である現在行動情報と、予定行動の識別情報である予定行動情報
が含まれる。現在行動および予定行動の識別情報は、行動の種類をユニークに識別可能な
コード等であってもよい。また行動情報には、現在時刻から予定行動が実行されるまでの
時間であり、言い換えれば、現在行動から予定行動に切り替わるまでの現在時刻からの時
間を示す残り時間情報が含まれる。例えば、図３５の行動情報は、現在行動が右への車線
変更であり、予定行動が加速であり、現在行動を終了して予定行動を開始するまでの残り
時間が１０秒であることを示している。「現在時刻」は、自動運転制御装置１０３０が認
識する現在時点の時刻であり、例えば自動運転制御装置１０３０内部のシステム時刻でも
よい。また、車両１０００内部で現在時刻を計時する不図示の時計装置から取得した時刻
でもよい。さらにまた、現在行動の内容を決定した時点の時刻でもよく、将来実行する予
定行動の内容を決定した時点の時刻でもよく、行動情報を運転支援装置１０４０へ通知す
る時点の時刻でもよい。
【０３６１】
　図３６は、運転支援装置１０４０の制御部１０４１の詳細な構成を示すブロック図であ
る。制御部１０４１は画像生成部１０６０を含む。画像生成部１０６０は、自動運転制御
装置１０３０から入力された現在行動情報に基づいて現在行動を表す現在行動画像を生成
し、予定行動情報に基づいて予定行動を表す予定行動画像を生成する。実施の形態５では
、予定行動画像のサイズよりも大きいサイズの現在行動画像を生成する。
【０３６２】
　運転支援装置１０４０の画像出力部１０５１は、車両１０００の運転者の一定視野内に
現在行動画像と予定行動画像を表示させるように、現在行動画像と予定行動画像を報知装
置１００２へ出力する。運転者の一定視野内に表示させるとは、運転者の同一視野内に表
示させるとも言える。例えば、現在行動画像と予定行動画像の両方を運転者が同時に視認
可能なように、それらの画像を近傍位置或いは予め定められた距離内に同時に表示させて
もよい。また、それらの画像を同一画面内の予め定められた位置に時間的な重なりを設け
て表示させてもよい。また、現在行動画像と予定行動画像の両方を視線の移動が不要な近
傍範囲に表示させてもよい。さらにまた、このような近傍範囲に現在行動画像と予定行動
画像を並べた画面の画像データを画像生成部１０６０が生成してもよい。
【０３６３】
　また画像生成部１０６０は、自動運転制御装置１０３０から入力された残り時間情報に
よって更新される予定行動が実行されるまでの時間を表す残り時間画像をさらに生成する
。画像出力部１０５１は、残り時間画像を報知装置１００２へさらに出力し、車両１００
０の運転者の一定視野内に、現在行動画像と、残り時間画像を加えた予定行動画像とを表
示させる。
【０３６４】
　報知装置１００２に表示される自動運転に関する各種情報を含む画面を「自動運転情報
画面」とも呼ぶ。図３７は、自動運転情報画面の一例を示す。図３７（ａ）は第１時点で
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の自動運転情報画面１１０３の例を示し、図３７（ｂ）は第１時点より後の第２時点での
自動運転情報画面１１０３の例を示している。
【０３６５】
　自動運転情報画面１１０３における現在行動画像１１０４の表示態様は、予定行動画像
１１０６の表示態様とは異なるよう設定される。これにより、車両の現在行動と、その現
在行動に続く予定行動とを運転者が混同してしまうことを防止する。例えば、現在行動画
像１１０４は、予定行動画像１１０６より大きいサイズで表示される。また、現在行動画
像１１０４は、車両１０００の運転者の一定視野内の中心位置で表示され、例えば自動運
転情報画面１１０３の中心の近傍位置に表示される。その一方、予定行動画像１１０６は
、運転者の一定視野内の周辺位置で表示され、例えば自動運転情報画面１１０３の端付近
に表示される。図３７（ａ）（ｂ）の例では、現在行動画像１１０４は、自動運転情報画
面１１０３上の画面上のメイン領域１１００に表示される一方、予定行動画像１１０６は
メイン領域１１００よりも小さいサブ領域１１０２に表示される。
【０３６６】
　また自動運転情報画面１１０３では、残り時間画像１１０８が予定行動画像１１０６に
対応付けて表示される、具体的には、予定行動画像１１０６と残り時間画像１１０８は、
同じサブ領域１１０２内の近傍位置に並べて表示される。実施の形態５では、残り時間画
像１１０８は複数の時間インジケータ１１０９を含む。各時間インジケータ１１０９は、
点灯状態または消灯状態で表示され、予定行動が実行されるまでの残り時間が長いほど多
くの時間インジケータ１１０９が点灯状態で表示される。
【０３６７】
　また残り時間画像１１０８では、時間経過に伴って、点灯状態の時間インジケータ１１
０９が徐々に消灯状態へ変化していくことにより、予定行動実行までの残り時間の状況を
運転者に報知する。例えば、１つの時間インジケータ１１０９あたり５秒が割当てられ、
５つの時間インジケータ１１０９で最大２５秒の残り時間を示す構成であってもよい。１
つの時間インジケータ１１０９が消灯するまでの時間は、開発者の知見或いは実験等によ
り適切な値が定められてよく、運転者等のユーザが任意の時間を設定可能であってもよい
。
【０３６８】
　典型的には、図３７（ａ）の自動運転情報画面１１０３が表示された第１時点から、１
つの時間インジケータ１１０９分の時間が経過すると、車両１０００の現在行動が図３７
（ａ）の予定行動画像１１０６で示された「加速」に切り替わる。それとともに、報知装
置１００２でも図３７（ｂ）の自動運転情報画面１１０３が表示される。図３７（ｂ）の
自動運転情報画面１１０３においては、図３７（ａ）の予定行動画像１１０６で示された
「加速」が現在行動画像１１０４で示される。
【０３６９】
　自動運転制御装置１０３０は、予定行動として、複数の行動（単一行動）を連続して組
み合わせた情報である行動計画を決定してもよい。行動計画は「追い越し」を含む。例え
ば、行動計画「追い越し」は、３つの単一行動の組み合わせで構成され、具体的には（１
）右への車線変更、（２）加速、（３）左への車線変更、の組み合わせで構成される。自
動運転制御装置１０３０が予定行動として行動計画を決定した場合、運転支援装置１０４
０の行動情報入力部１０５４は、その行動計画を示す予定行動情報を取得する。具体的に
は、図３５で示した行動情報の予定行動欄（予定行動情報）に、複数の単一行動と、それ
ぞれの単一行動の実行順序を示す情報が設定される。
【０３７０】
　予定行動が行動計画である場合、画像生成部１０６０は、行動計画に含まれる複数の単
一行動を行動単位で表現した複数の画像を、複数の単一行動が実行される順序にしたがっ
て配列した予定行動画像１１０６を生成する。図３８は、自動運転情報画面の一例を示す
。同図の自動運転情報画面１１０３には、追い越しを示す行動計画を表す予定行動画像１
１０６が表示されている。また同図の予定行動画像１１０６は、３つの単一行動を示す３
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つの画像を含み、実行順序が早い単一行動の画像ほど下位置に配置されている。
【０３７１】
　また自動運転制御装置１０３０は、予定行動として、自動運転において現在行動の次に
実行することが可能な複数の行動候補を予定行動として決定してもよい。この場合の予定
行動は、例えば第１候補「加速」と第２候補「減速」の２つを含んでもよく、さらに第３
候補「左への車線変更」を加えた３つを含んでもよい。自動運転制御装置１０３０は、複
数の行動候補のそれぞれを実行する場合の残り時間を決定し、さらに複数の行動候補間の
優先順位を決定する。
【０３７２】
　運転支援装置１０４０の行動情報入力部１０５４は、複数の行動候補を含む予定行動情
報（ここでは「候補情報」と呼ぶ。）を取得する。具体的には、図３５で示した行動情報
の予定行動欄に、複数の行動候補と、各行動候補についての残り時間および優先順位を示
す候補情報が設定される。
【０３７３】
　画像生成部１０６０は、行動情報が示す現在行動を表す現在行動画像１１０４と、行動
情報が示す複数の行動候補に対応する複数の候補画像を生成する。実施の形態５では、複
数の候補画像として、複数の行動候補を表す複数の予定行動画像１１０６と、各行動候補
の残り時間を表す複数の残り時間画像１１０８を生成する。画像出力部１０５１は、報知
装置１００２に対して現在行動画像１１０４を出力するとともに、複数の候補画像を所定
の順位付けをして出力する。これにより、運転者の一定視野内に現在行動画像１１０４と
ともに、所定の順位付けにより表示配置された複数の候補画像を表示させる。
【０３７４】
　候補行動間の順位付けは、行動情報に示された各行動候補の優先度にしたがって実行し
、具体的には、優先度が高い行動候補ほど順位を高くする。変形例として、実行までの残
り時間が短い行動候補ほど順位を高くしてもよい。また、後述の実施の形態で説明するよ
うに、現在の車両１０００の周囲状況および走行状態の下、運転者の嗜好或いは操作パタ
ーンとの合致の度合いが高い行動候補ほど順位を高くしてもよい。
【０３７５】
　順位付けによる表示配置は、複数の行動候補に対応する複数の候補画像を、各行動候補
の順位に応じた自動運転情報画面１１０３内の所定位置に、上下左右などに順位の並びに
可視化したノンパラメトリック表示の形態で、配置することでもよい。この順位（他の実
施の形態でも同様）は、画面上の表示或いは運転者への提案の優先順位、優先度合と言え
、推奨順位、推奨度合とも言える。例えば、高順位の行動候補の候補画像ほど自動運転情
報画面１１０３のサブ領域１１０２における右側（左側でもよく、事前に取決められてよ
い）に配置してもよい。
【０３７６】
　また、順位付けによる表示配置は、ヒストグラムなどで順位を可視化したパラメトリッ
ク表示であってもよい。例えば、各候補画像を、画像生成部１０６０により生成された順
位を示すオブジェクトを付加した態様で表示させてもよい。このオブジェクトは、順位に
応じた形状のヒストグラム画像或いは順位そのものを示す数字画像等でもよく、画像生成
部１０６０により生成されてもよい。パラメトリック表示の例は後述の図６３（ａ）（ｂ
）にも示す。さらにまた、高順位の行動候補の候補画像ほど目立つ外観（意匠）で表示し
てもよく、例えば表示サイズを大きくしてもよく、より視認性が高いと想定される色彩で
表示してもよい。
【０３７７】
　図３９は、自動運転情報画面の一例を示す。同図の自動運転情報画面１１０３では、第
１行動候補「加速」を表す第１予定行動画像１１０６ａと、第２行動候補「減速」を表す
第２予定行動画像１１０６ｂが表示されている。また、第１行動候補が実行されるまでの
残り時間を示す第１残り時間画像１１０８ａと、第２行動候補が実行されるまでの残り時
間を示す第２残り時間画像１１０８ｂが表示されている。ここでは、「加速」の方の優先
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度が高いこととし、「加速」を表す第１予定行動画像１１０６ａが、より順位が高いこと
を示す右側に表示されている。図３９では、ノンパラメトリック表示の形態で、第１予定
行動画像１１０６ａと残り時間画像１１０８の順位を提示している。既述したように、第
１予定行動画像１１０６ａと第２予定行動画像１１０６ｂのそれぞれに対して順位に応じ
た形状のヒストグラム等を付加するパラメトリック形式で順位を提示してもよい。
【０３７８】
　この態様によると、車両の自動運転で将来実行されうる複数の行動候補を運転者に事前
に把握させ、運転者に一層の安心感を提供できる。また、後の実施の形態で説明するよう
に、運転者が予定行動を選択可能である場合、運転者は、自動運転における車両の将来行
動を複数の候補の中から選択可能になる。また、候補間の順位を運転者に示すことで、運
転者による候補の選択を支援できる。
【０３７９】
　図４０は、車両１０００のＨＭＩ制御に係る処理の例を示すシーケンス図である。検出
部１０２０は、車両１０００の周囲状況および走行状態を検出し、その検出結果を示す検
出情報を自動運転制御装置１０３０へ出力する（Ｐ１）。自動運転制御装置１０３０は、
検出部１０２０から取得した検出情報にしたがって、車両の現在行動、予定行動、予定行
動実行までの残り時間を決定する。そして、現在行動の実行を指示する行動指示を運転操
作部１０１０へ出力することにより、その現在行動を車両１０００に実行させる（Ｐ２）
。さらに自動運転制御装置１０３０は、現在行動情報、予定行動情報、残り時間情報を運
転支援装置１０４０へ送信する（Ｐ３）。
【０３８０】
　運転支援装置１０４０は、自動運転制御装置１０３０から取得した現在行動情報、予定
行動情報、残り時間情報をもとに現在行動画像、予定行動画像、残り時間画像を生成し、
報知装置１００２に表示させる（Ｐ４）。具体的には、運転支援装置１０４０の画像生成
部１０６０は、現在行動画像、予定行動画像、残り時間画像の画面上での表示位置をさら
に決定する。運転支援装置１０４０の画像出力部１０５１は、現在行動画像、予定行動画
像、残り時間画像とともに、各画像の表示位置を示す表示位置情報を報知装置１００２へ
出力し、各画像を図３７等で示した位置に配置した自動運転情報画面を表示させる。
【０３８１】
　変形例として、運転支援装置１０４０の画像生成部１０６０は、現在行動画像を中心位
置に配置し、予定行動画像および残り時間画像を周辺位置に配置した自動運転情報画面全
体の画像データを生成してもよい。運転支援装置１０４０の画像出力部１０５１は、生成
された自動運転情報画面の画像データを報知装置１００２へ出力して表示させてもよい。
【０３８２】
　運転支援装置１０４０は、Ｐ４からの時間を計測し（Ｐ５）、時間経過を反映した更新
後の残り時間画像を報知装置１００２へ出力することにより、自動運転情報画面における
残り時間画像の態様を更新する（Ｐ６）。更新後の残り時間画像は、例えばそれまで点灯
状態であった時間インジケータを消灯状態に変更した画像である。運転支援装置１０４０
は、新たな現在行動情報、予定行動情報、残り時間情報を自動運転制御装置１０３０から
取得するまで、残り時間画像の更新処理を繰り返す（Ｓ７～Ｓ８）。
【０３８３】
　検出部１０２０は定期的に、車両１０００の周囲状況および走行状態を検出し、その検
出結果を示す検出情報を自動運転制御装置１０３０へ出力する（Ｐ９）。自動運転制御装
置１０３０は、検出情報にしたがって現在行動、予定行動、予定行動までの残り時間を新
たに決定する。そして、新たに決定した現在行動の実行を指示する行動指示を運転操作部
１０１０へ出力することにより、新たに決定した現在行動を車両１０００に実行させる（
Ｐ１０）。自動運転制御装置１０３０は、新たに決定した現在行動、予定行動、残り時間
を示す新たな現在行動情報、予定行動情報、残り時間情報を運転支援装置１０４０へ送信
する（Ｐ１１）。運転支援装置１０４０は、自動運転制御装置１０３０から取得した新た
な現在行動情報、新たな予定行動情報、新たな残り時間情報に基づいて、新たな現在行動
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画像、新たな予定行動画像、新たな残り時間画像を生成し、報知装置１００２に表示させ
る（Ｐ１２）。
【０３８４】
　なお図４０の破線で示すように、自動運転制御装置１０３０と運転支援装置１０４０は
１つの自動運転制御装置に統合されてよい。その場合、１つの自動運転制御装置が自動運
転制御装置１０３０と運転支援装置１０４０の両方の処理を実行してもよい。以降の実施
形態についても同様である。
【０３８５】
　図４１は、運転支援装置１０４０の処理の例を示すフローチャートである。自動運転制
御装置１０３０から出力された行動情報を行動情報入力部１０５４が取得すると（Ｓ１０
０のＹ）、画像生成部１０６０は、行動情報が示す現在行動と、予め記憶部１０４２に記
憶させた現在行動とが一致するか否かを判定する。さらに、行動情報が示す予定行動と、
予め記憶部１０４２に記憶させた予定行動とが一致するか否かを判定する。
【０３８６】
　行動情報が示す現在行動と記憶部１０４２に予め記憶された現在行動が不一致の場合、
すなわち現在行動が更新された場合（Ｓ１０２のＹ）、画像生成部１０６０は、行動情報
が示す現在行動を表す現在行動画像を生成する（Ｓ１０３）。画像出力部１０５１は、現
在行動画像を報知装置１００２へ出力して表示させ（Ｓ１０４）、画像生成部１０６０は
、行動情報が示す現在行動を記憶部１０４２に記憶させる（Ｓ１０５）。行動情報が示す
現在行動と記憶部１０４２に予め記憶された現在行動が一致する場合、すなわち現在行動
の更新がなければ（Ｓ１０２のＮ）、Ｓ１０３～Ｓ１０５をスキップする。
【０３８７】
　行動情報が示す予定行動と記憶部１０４２に予め記憶された予定行動が不一致の場合、
すなわち予定行動が更新された場合（Ｓ１０６のＹ）、画像生成部１０６０は、行動情報
が示す予定行動を表す予定行動画像を生成する。さらに画像生成部１０６０は、行動情報
が示す残り時間を表す残り時間画像を生成する（Ｓ１０７）。画像出力部１０５１は、予
定行動画像と残り時間画像を報知装置１００２へ出力して表示させ（Ｓ１０８）、画像生
成部１０６０は、行動情報が示す予定行動を記憶部１０４２に記憶させる（Ｓ１０９）。
画像生成部１０６０は、予定行動画像と残り時間画像の表示開始からの経過時間の計測を
開始する（Ｓ１１０）。
【０３８８】
　所定の終了条件が満たされた場合（Ｓ１１１のＹ）、本図のフローを終了し、終了条件
が満たされなければ（Ｓ１１１のＮ）、Ｓ１００に戻る。終了条件は、以降の実施の形態
で共通であり、例えば運転者が自動運転モードを終了させた場合或いは、車両のイグニッ
ションキーまたは電源がオフに切り替わった場合に満たされる。
【０３８９】
　自動運転制御装置１０３０から行動情報が未入力の場合（Ｓ１００のＮ）、画像生成部
１０６０は、経過時間の計測開始から所定時間が経過したか否かを判定する。同様に、行
動情報が示す予定行動と記憶部１０４２に予め記憶された予定行動が一致する場合、すな
わち予定行動の更新がない場合（Ｓ１０６のＮ）、画像生成部１０６０は、経過時間の計
測開始から所定時間が経過したか否かを判定する。経過時間の計測開始から所定時間が経
過したことを検出すると（Ｓ１１２のＹ）、画像生成部１０６０は、残り時間画像を更新
する（Ｓ１１３）。例えば、１つの時間インジケータ１１０９に割当てられた時間が経過
したことを検出すると、１つの時間インジケータ１１０９を点灯状態から消灯状態に変更
した残り時間画像を生成する。画像出力部１０５１は、更新された残り時間画像を報知装
置１００２へ出力して表示させる（Ｓ１１４）。変形例として、残り時間画像を更新する
場合も、自動運転情報画面の画像全体を更新してもよい。経過時間の計測開始から所定時
間が未経過であれば（Ｓ１１２のＮ）、Ｓ１１３とＳ１１４をスキップする。
【０３９０】
　図４１のＳ１０６～Ｓ１０９に関連し、自動運転制御装置１０３０は、ある現在行動を
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実行中に、予定行動を第１予定行動（例えば右への車線変更）から第２予定行動（例えば
加速）に変更することがある。この場合、運転支援装置１０４０の行動情報入力部１０５
４は、現在行動情報が未更新の一方、予定行動情報および残り時間情報が更新された行動
情報を自動運転制御装置１０３０から取得する。具体的には、予定行動情報が第２予定行
動を示すように更新され、残り時間情報が第２予定行動を実行するまでの時間を示すよう
に更新された行動情報を取得する。
【０３９１】
　画像生成部１０６０は、第２予定行動を表す新たな予定行動画像と、第２予定行動を実
行するまでの時間を表す新たな残り時間画像を生成する。画像出力部１０５１は、新たな
予定行動画像と新たな残り時間画像を報知装置１００２へ出力する。これにより、運転者
の一定視野内に、第１予定行動を表すそれまでの予定行動画像と残り時間画像に代えて、
第２予定行動を表す新たな予定行動画像と新たな残り時間画像を、未更新の現在行動画像
とともに表示させる。
【０３９２】
　なお、図４１のフローチャートでは各処理を順次実行することとしたが、各処理を適宜
並行実行してもよい。例えば、Ｓ１０２～Ｓ１０５の処理と、Ｓ１０６～Ｓ１１０の処理
を並行実行してもよい。また、自動運転制御装置１０３０から行動情報が入力された場合
にＳ１０２およびＳ１０６の判定をスキップしてもよい。すなわち、現在行動と予定行動
の更新有無にかかわらず、常に現在行動画像、予定行動画像、残り時間画像の新たな生成
と出力を実行してもよい。
【０３９３】
　以上説明したように、実施の形態５の運転支援装置１０４０は、車両の乗員（運転者等
）に対して、自動運転における現在行動を報知するとともに、将来時点の行動であり、具
体的には現在行動に続く予定行動も事前に報知する。また、現在行動が予定行動に切り替
わるまでの残り時間もさらに報知する。これにより、車両の運転者が自動運転における予
定行動を予見し、また、その予定行動がいつ実行されるかを予見できるよう支援できる。
言い換えれば、車両の自動運転において乗員の予期せぬ行動を実行することを抑制し、乗
員に不安感を抱かせてしまうことを抑制できる。また、自動運転を中止して運転権限を取
り戻すかどうかの判断を運転者が適切に下せるように支援できる。
【０３９４】
　変形例を説明する。自動運転制御装置１０３０は、車両の自動運転中に、現在行動であ
る第１行動（例えば右への車線変更）の次に実行させる予定の第２行動（例えば加速）と
、その第２行動を実行するまでの残り時間を決定する。この場合に、自動運転制御装置１
０３０は、第２行動の次に実行させる予定の第３行動（例えば減速）と、その第３行動を
実行するまでの残り時間をさらに決定してもよい。
【０３９５】
　運転支援装置１０４０の行動情報入力部１０５４は、第１行動を示す現在行動情報と、
第２行動と第３行動を示す予定行動情報と、第２行動までの残り時間と第３行動までの残
り時間を示す残り時間情報を自動運転制御装置１０３０から取得してもよい。画像生成部
１０６０は、第１行動を表す現在行動画像、第２行動と第２行動までの残り時間を示す予
定行動画像と残り時間画像、第３行動と第３行動までの残り時間を示す予定行動画像と残
り時間画像を生成してもよい。
【０３９６】
　画像出力部１０５１は、これらの画像データを報知装置１００２へ出力し、これらの画
像を図３９に示した態様で運転者の一定視野内に並べて表示させてもよい。例えば、第２
行動と第２行動までの残り時間を示す予定行動画像と残り時間画像を、図３９の第１予定
行動画像１１０６ａ、第２予定行動画像１１０６ｂのように配置してもよい。また、第３
行動と第３行動までの残り時間を示す予定行動画像と残り時間画像を、図３９の第２予定
行動画像１１０６ｂ、第２残り時間画像１１０８ｂのように配置してもよい。
【０３９７】
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　なお、車両の現在行動が第１行動の間は、第３行動と第３行動までの残り時間を示す予
定行動画像と残り時間画像を非表示としてもよい。例えば、これらの画像の生成、出力ま
たは表示に係る処理をスキップしてもよい。第３行動を非表示とする場合、図３７（ａ）
の態様で表示させてもよい。
【０３９８】
　ここで、車両の現在行動が第１行動から第２行動に切り替わった場合、画像出力部１０
５１は、第１行動を表す画像を非表示とするとともに、運転者の同一視野内に第２行動を
表す画像と第３行動を表す画像を表示させてもよい。これは例えば、車両の現在行動を第
１行動から第２行動に切り替えた旨の通知（新たな行動情報等）を自動運転制御装置１０
３０から受け付けた場合である。画像生成部１０６０は、第２行動を現在行動として表す
現在行動画像と、第３行動を予定行動として示す予定行動画像を生成し、画像出力部１０
５１は、それらの画像を報知装置１００２に出力して自動運転情報画面１１０３の内容を
切り替えてもよい。
【０３９９】
　この変形例の自動運転情報画面１１０３は、第１行動の実行中に第３行動を非表示とす
る場合、例えば図３７（ａ）から図３７（ｂ）への画面遷移になる。その一方、第１行動
の実行中に第３行動を表示させる場合、例えば図３９から図３７（ｂ）への画面遷移にな
る。第１行動の実行中に第３行動を表示するか否かに関わらず、車両の現在行動が第１行
動から第２行動に切り替わると、第２行動を表す画像の位置は、運転者の一定視野内の周
辺位置から中心位置に変わる。また、第２行動を表す相対的に小さい予定行動画像の表示
から、第２行動を表す相対的に大きい現在行動画像の表示へ切り替わる。その一方、第３
行動を表す画像である予定行動画像は、第２行動を表す現在行動画像よりも小さいサイズ
で運転者の一定視野内の周辺位置に表示される。
【０４００】
　（実施の形態６）
　まず概要を説明する。車両の自動運転中に、車両に即時実行させる行動として指示可能
な行動が何かを運転者が把握できないことがあり、またそのために、運転者に不安感を抱
かせてしまうことがあった。
【０４０１】
　そこで実施の形態６では、自動運転における車両の現在行動に代えて車両に即時実行さ
せる行動の候補（以下「現在行動候補」と呼ぶ。）を運転者へ提示する。現在行動候補は
、現在行動に代わる代替行動の候補とも言え、また、現在行動に代わって車両１０００に
実行させることが可能な行動の候補とも言える。具体的には、自動運転制御装置１０３０
が現在行動を決定し、運転支援装置１０４０が現在行動候補を決定する。そして運転支援
装置１０４０が、現在行動と現在行動候補の両方を車両１０００内の報知装置１００２に
表示させる。なお、運転者が即時実行すべき行動を指示した場合も、実際には各装置内の
処理或いは装置間での通信等が発生するため、現在時点からある程度の遅延が許容される
ことはもちろんである。
【０４０２】
　以下では、これまでの実施の形態で説明済の内容は適宜省略する。本実施の形態で説明
する構成或いは動作は、趣旨を逸脱しない範囲で、他の実施の形態或いは変形例で説明す
る構成或いは動作と組み合わせることができ、また置き換えることができる。
【０４０３】
　図４２は、運転支援装置１０４０の記憶部１０４２の詳細な構成を示すブロック図であ
る。記憶部１０４２は、統計情報蓄積部１０７０と判定基準保持部１０７１を含む。
【０４０４】
　統計情報蓄積部１０７０は、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性を
示す統計情報を蓄積する。図４３は、統計情報蓄積部１０７０に蓄積される統計情報を模
式的に示す。実施の形態６の統計情報は、図２７の走行履歴および図２８のドライバモデ
ルに対応する。統計情報は、車両の周囲状況および走行状態を示す複数種類の環境パラメ
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ータの値と、車両に即時実行させる行動（もしくは車両に即時実行させた行動実績）を対
応付けたレコードを複数含む情報である。言い換えれば、様々な環境状態において実行さ
れた現在行動を、その環境状態を示すパラメータ値と対応付けて蓄積された情報である。
既知の統計処理によりモデル化・パターン化された情報であってもよい。
【０４０５】
　実施の形態６の統計情報で規定される行動は、車両の現在行動であり、言い換えれば、
車両に即時実行させる行動である。統計情報で規定される行動には、履歴（ｄ）（ｅ）で
示すように単一行動が含まれ、履歴（ｆ）で示すように複数の単一行動を組み合わせた行
動計画も含まれる。また、統計情報で規定される各環境パラメータの意味は、実施の形態
４で説明済のためここでの説明は省略する。なお、環境パラメータには、車両１０００の
速度、車両１０００に対する先行車両の相対速度、車両１０００と先行車両との距離、車
両１０００に対する側方車線の他車両の相対速度、車両１０００と側方車線の他車両との
距離、車両１０００の位置情報が含まれる。統計情報で規定される環境パラメータの項目
は、検出部１０２０から入力される検出情報に含まれ、もしくは検出情報に基づく計算に
より項目値を特定可能である。
【０４０６】
　図４２に戻り、判定基準保持部１０７１は、後述の判定部１０６２による判定処理の基
準となるデータ（以下「判定基準」と呼ぶ。）を保持する。判定基準は、検出部１０２０
から入力される検出情報の複数のパターンについて、パターン毎に車両１０００に現在（
即時）実行させることが可能な行動を定めたデータである。例えば、検出情報のあるパタ
ーンが前方と右車線に他の車両が存在することを示す場合、そのパターンには可能な行動
候補として減速と左への車線変更が定められてもよい。言い換えれば、可能な行動候補か
ら加速と右への車線変更が除外されてもよい。
【０４０７】
　運転支援装置１０４０の行動情報入力部１０５４は、自動運転制御装置１０３０が車両
１０００に実行させる現在行動を示す行動情報を自動運転制御装置１０３０から取得する
。運転支援装置１０４０の検出情報入力部１０５２は、車両１０００の周囲状況および走
行状態の検出結果を示す検出情報を検出部１０２０から取得する。
【０４０８】
　図４４は、運転支援装置１０４０の制御部１０４１の詳細な構成を示すブロック図であ
る。制御部１０４１は、画像生成部１０６０、候補決定部１０６１、判定部１０６２、指
示部１０６３を含む。候補決定部１０６１および判定部１０６２は、自動運転制御装置１
０３０から取得した行動情報が示す現在行動とは別に実行可能な行動候補を、検出部１０
２０から取得した検出情報に基づいて決定する。
【０４０９】
　具体的には、候補決定部１０６１は、統計情報蓄積部１０７０に蓄積された統計情報に
おける環境パラメータの個数（ｎ）に対応するｎ次元のベクトル空間を構築し、統計情報
に定められた行動をそのベクトル空間に配置する。次に、ベクトル空間内の特定の位置で
あり、検出情報が示す環境パラメータ値に対応する位置（以下「現在環境位置」とも呼ぶ
。）を特定する。そして、ベクトル空間において現在環境位置から所定範囲内（言い換え
れば所定の距離内）に存在する１つ以上の行動を仮の現在行動候補として決定する。すな
わち、候補決定部１０６１は、統計情報に規定された複数種類の行動のうち、検出情報に
近似する環境パラメータ値に対応付けられた行動を仮の現在行動候補として決定する。所
定範囲の閾値は、開発者の知見或いは実験により決定されてよい。
【０４１０】
　判定部１０６２は、検出部１０２０から出力された検出情報と、判定基準保持部１０７
１に保持された判定基準を参照して、候補決定部１０６１により決定された仮の現在行動
候補のそれぞれが、車両に現在（即時）実行させることが可能か否かを判定する。判定部
１０６２は、候補決定部１０６１により決定された１つ以上の仮の現在行動候補のうち、
車両に現在実行させることが可能な候補を、運転者に提示する最終的な現在行動候補とし
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て決定する。例えば、仮の現在行動候補が右への車線変更である場合に、右車線に他の車
両が存在しなければ、その仮の現在行動候補を最終的な現在行動候補として決定してもよ
い。逆に、仮の現在行動候補が右への車線変更である場合に、右車線に他の車両が存在す
れば、その仮の現在行動候補を最終的な現在行動候補から除外してもよい。なお、判定部
１０６２による、特定の行動を車両に現在実行させることが可能か否かの判定処理は既知
の方法により実現されてもよい。
【０４１１】
　このように、実施の形態６では、候補決定部１０６１と判定部１０６２の連携により運
転者へ提示する現在行動候補を決定するが、いずれか一方の処理のみ実行して現在行動候
補を決定してもよい。なお、候補決定部１０６１または判定部１０６２は、１つ以上の現
在行動候補を一旦決定すると、行動情報が示す現在行動と各候補とが一致するか否かを判
定する。そして、現在行動と一致する現在行動候補は候補から除外し、現在行動と不一致
の現在行動候補のみ運転者へ提示対象として画像生成部１０６０に渡す。これにより、現
在行動と一致する行動を、現在行動に代わる行動として提示することを抑制する。
【０４１２】
　画像生成部１０６０は、行動情報が示す現在行動を表す現在行動画像を生成し、候補決
定部１０６１および判定部１０６２により決定された最終的な現在行動候補を表す現在行
動候補画像を生成する。画像出力部１０５１は、車両の運転者の一定視野内に現在行動画
像と現在行動候補画像を表示させるように、現在行動画像と現在行動候補画像を報知装置
１００２に出力する。実施の形態６では言及しないが、実施の形態５と同様に、運転支援
装置１０４０は、現在行動情報に加えて予定行動情報および残り時間情報を自動運転制御
装置１０３０から取得し、予定行動画像および残り時間画像を報知装置１００２にさらに
表示させてもよい。
【０４１３】
　報知装置１００２は、運転支援装置１０４０から出力された現在行動画像と現在行動候
補画像を含む自動運転情報画面を表示する。図４５は、自動運転情報画面の一例を示す。
同図では、メイン領域１１００に現在行動画像１１０４を配置し、サブ領域１１０２に２
つの現在行動候補画像１１１０を配置した自動運転情報画面１１０３を示している。同図
において上の現在行動候補画像１１１０は第１の現在行動候補である「減速」を示し、下
の現在行動候補画像１１１０は第２の現在行動候補である「前進（速度維持）」を示して
いる。
【０４１４】
　また自動運転情報画面１１０３における現在行動画像１１０４の表示態様は、現在行動
候補画像１１１０の表示態様とは異なるよう設定される。これにより、自動運転コントロ
ーラで決定済の現在行動と、その現在行動に代わる行動として提案された現在行動候補と
を運転者が混同することを防止する。例えば、現在行動画像１１０４は、現在行動候補画
像１１１０より大きいサイズで表示される。また、現在行動画像１１０４は、車両１００
０の運転者の一定視野内の中心位置で表示され、例えば自動運転情報画面１１０３の中心
の近傍位置に表示される。その一方、現在行動候補画像１１１０は、運転者の一定視野内
の周辺位置で表示され、例えば自動運転情報画面１１０３の端付近に表示される。
【０４１５】
　図４４に戻り、指示部１０６３は、現在行動候補画像１１１０を出力後（表示後）、所
定時間が経過した場合に、現在行動候補を車両に実行させるための制御コマンドをコマン
ド出力部１０５５から自動運転制御装置１０３０へ出力させる。
【０４１６】
　具体的には、操作入力部１０５０は、自動運転中に実行すべき車両の行動を指定する信
号（以下「操作指示」と呼ぶ。）を入力装置１００４から受信する。指示部１０６３は、
現在行動画像１１０４および現在行動候補画像１１１０が報知装置１００２に表示されて
いる所定時間内に操作指示を未受信の場合、現在行動候補画像１１１０が表す現在行動候
補を実行させるための制御コマンドをコマンド出力部１０５５から自動運転制御装置１０
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３０へ出力させる。この状況は、現在行動候補画像１１１０を出力後の所定時間内に操作
指示を受け付けない場合とも言える。操作指示の受信を待機する所定時間は、開発者の知
見或いは実験により適切な値が定められてよく、例えば５秒～１０秒に設定されてもよい
。
【０４１７】
　また指示部１０６３は、現在行動画像１１０４および現在行動候補画像１１１０が報知
装置１００２に表示されている所定時間内に操作指示が受信された場合、その操作指示に
より指定された行動を車両に実行させる制御コマンドをコマンド出力部１０５５から自動
運転制御装置１０３０へ出力させる。操作指示により指定される行動は、自動運転制御装
置１０３０が決定した現在行動または運転支援装置１０４０が決定した現在行動候補であ
る。
【０４１８】
　例えば、現在行動候補画像１１１０を選択する操作指示が入力装置１００４から入力さ
れた場合、現在行動候補画像１１１０が表す現在行動候補を車両に実行させる制御コマン
ドをコマンド出力部１０５５から自動運転制御装置１０３０へ出力させる。逆に、現在行
動画像１１０４を選択する操作指示が入力装置１００４から入力された場合、現在行動画
像１１０４が表す現在行動を車両に実行させる制御コマンドをコマンド出力部１０５５か
ら自動運転制御装置１０３０へ出力させる。
【０４１９】
　図４６は、車両１０００のＨＭＩ制御に係る処理の例を示すシーケンス図である。検出
部１０２０は、車両１０００の周囲状況および走行状態を定期的に検出し、その検出結果
を示す検出情報を自動運転制御装置１０３０へ定期的に出力する（Ｐ２１）。自動運転制
御装置１０３０は、検出部１０２０から取得した検出情報にしたがって車両の現在行動を
決定する。そして、現在行動の実行を指示する行動指示を運転操作部１０１０へ出力する
ことにより、その現在行動を車両１０００に実行させる（Ｐ２２）。さらに自動運転制御
装置１０３０は、現在行動を示す行動情報を運転支援装置１０４０へ送信する（Ｐ２３）
。運転支援装置１０４０は、自動運転制御装置１０３０から取得した現在行動情報をもと
に現在行動画像を生成し、報知装置１００２に表示させる（Ｐ２４）。
【０４２０】
　運転支援装置１０４０は、検出部１０２０が定期的に出力する検出情報を取得する（Ｐ
２５）。例えば、Ｐ２１において検出部１０２０が出力した検出情報を、自動運転制御装
置１０３０と並行して（独立して）取得してもよい。または、自動運転制御装置１０３０
により転送された検出情報を取得してもよい。運転支援装置１０４０は、定期的に出力さ
れる検出情報を取得する都度、その検出情報に基づいて現在行動候補を決定する（Ｐ２６
）。運転支援装置１０４０は、現在行動候補を表す現在行動候補画像を生成して報知装置
１００２に表示させる（Ｐ２７）。
【０４２１】
　報知装置１００２の自動運転情報画面を確認した運転者が、現在行動候補の実行を指示
するための選択操作を入力装置１００４へ入力すると、入力装置１００４は、現在行動候
補の実行を指示する旨の操作指示を運転支援装置１０４０へ送信する（Ｐ２８）。運転支
援装置１０４０は、現在行動候補の実行を指示する内容の制御コマンドを自動運転制御装
置１０３０へ送信する（Ｐ２９）。自動運転制御装置１０３０は、制御コマンドで指定さ
れた現在行動候補を新たな現在行動として識別し、新たな現在行動の実行を指示する新た
な行動指示を運転操作部１０１０へ出力することにより、新たな現在行動を車両１０００
に実行させる（Ｐ３０）。
【０４２２】
　自動運転制御装置１０３０は、新たな現在行動を示す新たな行動情報を運転支援装置１
０４０へ送信する（Ｐ３１）。運転支援装置１０４０は、自動運転制御装置１０３０から
取得した新たな現在行動情報をもとに新たな現在行動画像を生成し、報知装置１００２に
表示させる（Ｐ３２）。運転支援装置１０４０は、検出部１０２０が出力した最新の検出
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情報を取得し（Ｐ３３）、新たな現在行動候補を決定する（Ｐ３４）。運転支援装置１０
４０は、新たな現在候補画像を報知装置１００２に表示させる（Ｐ３５）。
【０４２３】
　図４６のＰ２９～Ｐ３５に関連し、運転支援装置１０４０の検出情報入力部１０５２は
、制御コマンドが自動運転制御装置１０３０へ送信された後、その制御コマンドに応じて
更新された現在行動を示す行動情報を自動運転制御装置１０３０から取得する。更新され
た現在行動は、制御コマンドで指定した行動であり、すなわち運転者により指定された現
在行動候補である。そして運転支援装置１０４０は、報知装置１００２の自動運転情報画
面１１０３の内容を、最新の状態を反映するように更新する。
【０４２４】
　図４７は、運転支援装置１０４０の処理の例を示すフローチャートである。自動運転制
御装置１０３０から出力された行動情報を行動情報入力部１０５４が取得すると（Ｓ１２
０のＹ）、画像生成部１０６０は、行動情報が示す現在行動と、予め記憶部１０４２に記
憶させた現在行動とが一致するか否かを判定する。以降のＳ１２１～Ｓ１２４の処理は、
図４１のＳ１０２～Ｓ１０５の処理と同じであるため説明を省略する。行動情報を未取得
の場合（Ｓ１２０のＮ）、Ｓ１２１～Ｓ１２４をスキップする。
【０４２５】
　検出部１０２０から出力された検出情報を検出情報入力部１０５２が取得すると（Ｓ１
２５のＹ）、候補決定部１０６１は、その検出情報、統計情報蓄積部１０７０に蓄積され
た統計情報、判定基準保持部１０７１に保持された判定基準に基づいて、１つ以上の現在
行動候補を決定する（Ｓ１２６）。候補決定部１０６１は、Ｓ１２６で決定した現在行動
候補が、予め記憶部１０４２に記憶させた現在行動候補と一致する否かを判定する。Ｓ１
２６で決定した現在行動候補が、予め記憶部１０４２に記憶させた現在行動候補と不一致
であり、すなわち現在行動候補が更新された場合（Ｓ１２７のＹ）、候補決定部１０６１
は、Ｓ１２６で決定した現在行動候補と、行動情報が示す現在行動とが一致するか否かを
判定する。そして、現在行動と一致する現在行動候補を以降の処理対象から除外する（Ｓ
１２８）。
【０４２６】
　画像生成部１０６０は、Ｓ１２７とＳ１２８のフィルタリングを通過した現在行動候補
を表す現在行動候補画像を生成し（Ｓ１２９）、画像出力部１０５１は、現在候補画像を
報知装置１００２へ出力して表示させる（Ｓ１３０）。候補決定部１０６１は、現在行動
候補画像が生成された現在行動候補の情報を記憶部１０４２に記憶させる（Ｓ１３１）。
検出情報を未取得であれば（Ｓ１２５のＮ）、Ｓ１２６～Ｓ１３１をスキップし、現在行
動候補の更新がなければ（Ｓ１２７のＮ）、Ｓ１２８～Ｓ１３１をスキップする。所定の
終了条件が満たされた場合（Ｓ１３２のＹ）、本図のフローを終了し、終了条件が満たさ
れなければ（Ｓ１３２のＮ）、Ｓ１２０に戻る。
【０４２７】
　後述の変形例で説明するが、複数の現在行動候補を運転者に提示する場合、候補決定部
１０６１は、現在の車両１０００の周囲状況および走行状態の下、運転者の嗜好或いは操
作パターンとの合致の度合いが高い行動候補ほど順位を高くしてもよい。そして、実施の
形態５において複数の予定行動が入力された場合と同様に、画像生成部１０６０は、複数
の現在行動候補に対応する複数の現在行動候補画像を、各候補の順位に応じた態様で生成
してもよい。また、画像出力部１０５１は、複数の現在行動候補画像を、各候補の順位に
応じた態様で報知装置１００２に表示させてもよい。
【０４２８】
　また、実施の形態５で既述したように、画像生成部１０６０は、現在行動画像と現在行
動候補画像の両方を含む自動運転情報画面のデータを生成し、画像出力部１０５１は、自
動運転情報画面のデータを報知装置１００２へ出力して表示させてもよい。すなわち、現
在行動画像と現在行動候補画像の両方を一括して報知装置１００２へ出力してもよい。
【０４２９】
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　図４８も、運転支援装置１０４０の処理の例を示すフローチャートである。現在行動候
補画像が画像出力部１０５１から報知装置１００２へ出力されると（Ｓ１４０のＹ）、指
示部１０６３は、その出力からの経過時間の測定を開始する（Ｓ１４１）。入力装置１０
０４から操作指示が入力されず（Ｓ１４２のＮ）、経過時間が所定の閾値に達すると（Ｓ
１４３のＹ）、指示部１０６３は、現在行動候補の実行を指示する制御コマンドをコマン
ド出力部１０５５から自動運転制御装置１０３０へ出力させる（Ｓ１４４）。この閾値は
、開発者の知見或いは実験により予め定められた時間値であり、例えば５秒～１０秒であ
ってもよい。なお、複数の現在行動候補を運転者に提示した場合、指示部１０６３は、予
め決定された各候補の順位にしたがって、最も高順位の現在行動候補の実行を指示する制
御コマンドを出力させてもよい。
【０４３０】
　経過時間が所定の閾値に未達であれば（Ｓ１４３のＮ）、Ｓ１４２に戻る。現在行動ま
たは現在行動候補を指定する操作指示が入力されると（Ｓ１４２のＹ）、指示部１０６３
は、操作指示で指定された現在行動または現在行動候補の実行を指示する制御コマンドを
コマンド出力部１０５５から自動運転制御装置１０３０へ出力させる（Ｓ１４５）。この
操作指示は、自動運転情報画面上の現在行動画像と現在行動候補画像の一方を選択する操
作が入力されたことを示す信号であってもよい。現在行動候補画像を未出力であれば（Ｓ
１４０のＮ）、Ｓ１４１以降の処理をスキップして本図のフローを終了する。
【０４３１】
　以上説明したように、実施の形態６の運転支援装置１０４０は、車両の乗員（運転者等
）に対して、自動運転における現在行動を報知するとともに、その現在行動に代えて即時
実行可能な現在行動候補を提案する。このように、車両の直近の行動の選択肢を運転者へ
提示することで、運転者の意思を一層反映した自動運転であり、運転者の嗜好等に即した
自動運転を実現できる。また、運転者が選択可能な現在行動候補は現在の車両の周囲状況
或いは走行状態において実行可能なものであるため、運転者は安心して自動運転に対する
変更の指示を出すことができる。
【０４３２】
　変形例を説明する。実施の形態６では、現在行動画像１１０４および現在行動候補画像
１１１０が報知装置１００２に表示されている所定時間内に操作指示を未受信の場合、現
在行動候補を実行させるための制御コマンドを自動運転制御装置１０３０へ出力した。す
なわち、実施の形態６では、自動運転制御装置１０３０が決定した行動よりも運転支援装
置１０４０が決定した行動を優先的に車両に実行させた。変形例として、所定時間内に操
作指示を未受信であれば、指示部１０６３は、現在行動画像１１０４が表す現在行動を車
両に実行させるための制御コマンドをコマンド出力部１０５５から自動運転制御装置１０
３０へ出力させてもよい。すなわち、運転支援装置１０４０が決定した行動よりも自動運
転制御装置１０３０が決定した行動を優先的に車両に実行させてもよい。
【０４３３】
　別の変形例を説明する。実施の形態６では、運転支援装置１０４０が、車両の周囲状況
および走行状態と車両の行動との関連性を示す統計情報をローカルの記憶部に蓄積した。
変形例として、この統計情報は、車両外部の情報処理装置、例えば通信網を介して接続さ
れるデータベースサーバ等に蓄積されてもよい。すなわち統計情報蓄積部１０７０は、車
両外部の遠隔地（例えばクラウド上）に設けられてもよい。運転支援装置１０４０の候補
決定部１０６１は、通信ＩＦ１０５６および無線装置１００８を介して、車両外部の統計
情報蓄積部に蓄積された統計情報へアクセスし、その統計情報と、検出部１０２０の検出
情報にしたがって現在行動候補を決定してもよい。統計情報を使用する以降の実施の形態
においても同様である。
【０４３４】
　さらに別の変形例を説明する。一部既述したが、統計情報蓄積部１０７０に蓄積される
統計情報は、車両の乗員（典型的には運転者）の嗜好或いは運転パターンを反映した情報
（ドライバモデル）であってもよい。本変形例の統計情報は、過去の環境パラメータ値と
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、その環境下での現在行動の実績の組み合わせを蓄積したものと言える。例えば、運転支
援装置１０４０は、車両の走行における過去の環境パラメータ値と、その環境パラメータ
値の場合の運転者による直近の操作（結果としての車両の直近行動）を統計情報蓄積部１
０７０の統計情報へ逐次記録する統計情報記録部をさらに備えてもよい。
【０４３５】
　本変形例の候補決定部１０６１は、統計情報蓄積部１０７０を参照して、現在検出され
た環境パラメータ値との差異が所定範囲内の環境パラメータ値に対応付けられた複数の現
在行動候補を決定する。また、それとともに複数の現在行動候補それぞれの優先順位（優
先度合とも言える）を決定する。例えば候補決定部１０６１は、複数の現在行動候補を決
定した場合に、現在検出された環境パラメータ値に近い環境パラメータ値に対応付けられ
た現在行動候補ほど順位を高くしてもよい。すなわち、複数の現在行動候補の中で、運転
者の嗜好或いは運転パターンに即した現在行動候補ほど高い優先順位を付与してもよい。
【０４３６】
　画像生成部１０６０は、候補決定部１０６１により決定された複数の現在行動候補に対
応する複数の現在行動候補画像であり、すなわち各候補の内容を表す画像を生成する。画
像出力部１０５１は、車両１０００の運転者の一定視野内に現在行動画像と複数の現在行
動候補画像を表示させるように現在行動画像と複数の現在行動候補画像を報知装置１００
２へ出力する。また画像出力部１０５１は、複数の現在行動候補画像を各候補の優先順位
に応じた態様で報知装置１００２に表示させる。
【０４３７】
　例えば、画像生成部１０６０および画像出力部１０５１は、実施の形態５で既述したよ
うに、ヒストグラムなどで優先度を可視化したパラメトリック表示、または上下左右など
に順位の並びに可視化したノンパラメトリック表示の形態にて、複数の現在行動候補画像
を表示させてもよい。具体的には、順位そのものを示す画像を現在行動候補画像のそれぞ
れに付加してもよく、高順位の現在行動候補画像ほど視認性が高い態様で表示させてもよ
く、自動運転情報画面１１０３の所定位置から順位の降順に現在行動候補画像を並べても
よい。また、所定の順位以上の現在行動候補のみ画像を生成し、また表示対象としてもよ
い。
【０４３８】
　この変形例によると、複数の現在行動候補の中から乗員にとって好適な候補を選択でき
るよう支援できる。また、ドライバモデルに即した優先順位を決定することで、ドライバ
モデルの対象者（例えば運転者自身、同乗者自身、標準的または模範的な運転者のモデル
等）の運転パターンに即した優先順位を提示できる。他の実施の形態における現在候補画
像または予定行動候補画像の生成、表示にも本変形例を適用できる。
【０４３９】
　なお、図４５では、現在行動画像１１０４が現在行動「車線変更」を示しながら、上の
現在行動候補画像１１１０は第１の現在行動候補である「減速」を示し、下の現在行動候
補画像１１１０は第２の現在行動候補である「前進（速度維持）」を示している。図示し
ないが別例として、先行車が減速し車間距離が短くなったことから、自動運転制御装置１
０３０（自動走行制御ＥＣＵとも言える）は、現在行動「追い越し車線側へ車線変更」の
実行を決定し、運転支援装置１０４０（ＨＭＩ制御ＥＣＵとも言える）は、その現在行動
が実行されていることを提示していることとする。このときに運転支援装置１０４０は、
先行車の右ウィンカーが点灯していることが検知されたことに基づいて、『先行車も追い
越し車線側へ車線変更することにより、自車が車線変更するメリットが減少すること』を
判定してもよい。そして運転支援装置１０４０は、現在行動「追い越し車線側へ車線変更
」に代わる現在行動候補として「車線維持の後に可能であれば加速」を、今すぐ指示が出
せる（言い換えれば選択可能な）選択肢として推薦提示してもよい。
【０４４０】
　（実施の形態７）
　まず概要を説明する。車両の自動運転中に、自動運転の制御を変えるために指示可能な
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車両の将来行動が何かを運転者が把握できないことがあり、またそのために、運転者に不
安感を抱かせてしまうことがあった。
【０４４１】
　そこで実施の形態７では、自動運転において車両に将来実行させる行動の候補（以下「
予定行動候補」と呼ぶ。）を運転者へ提示する。具体的には、自動運転制御装置１０３０
が現在行動を決定し、運転支援装置１０４０が予定行動候補を決定する。そして運転支援
装置１０４０が、現在行動と予定行動候補の両方を車両１０００内の報知装置１００２に
表示させる。予定行動候補は、現在実行している行動の後に実行可能な行動であって、次
に選択できる行動計画とも言える。また予定行動候補は、実施の形態５の予定行動に対応
するものであり、実施の形態７では運転支援装置１０４０が決定して、選択可能な候補と
して運転者へ提示する予定行動とも言える。
【０４４２】
　以下では、これまでの実施の形態で説明済の内容は適宜省略する。本実施の形態で説明
する構成や動作は、趣旨を逸脱しない範囲で、他の実施の形態や変形例で説明する構成や
動作と組み合わせることができ、また置き換えることができる。
【０４４３】
　運転支援装置１０４０の機能ブロックは実施の形態６と同様である。すなわち、制御部
１０４１は、図４４に示すように、画像生成部１０６０、候補決定部１０６１、判定部１
０６２、指示部１０６３を含む。また、記憶部１０４２は、図４２に示すように、統計情
報蓄積部１０７０、判定基準保持部１０７１を含む。
【０４４４】
　判定基準保持部１０７１に保持される判定基準は実施の形態６と同様である。すなわち
判定基準は、検出部１０２０から入力される検出情報の複数のパターンについて、パター
ン毎に車両１０００に現在（即時）実行させることが可能な行動を定めたデータである。
【０４４５】
　実施の形態７の統計情報蓄積部１０７０に蓄積される統計情報も、図２７の走行履歴お
よび図２８のドライバモデルに対応し、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との
関連性を示す統計情報（図４３）である。ただし、実施の形態７の統計情報は、車両の周
囲状況および走行状態を示す複数種類の環境パラメータの値と、将来時点で車両に実行さ
せる行動（もしくは行動実績）を対応付けたレコードを複数含む情報である。言い換えれ
ば、現在の環境状態に対して将来時点で（所定時間後に）実行された行動を、現在の環境
状態を示すパラメータ値と対応付けて蓄積された情報である。将来時点は１０秒後～数分
後であってもよい。また、統計情報が規定する各行動には、その行動が将来実行されるま
での残り時間情報（例えば１０秒～数分）が対応付けられている。既述したように、統計
情報は車両１０００の外部の装置に蓄積されてもよく、運転支援装置１０４０は、通信Ｉ
Ｆ１０５６および無線装置１００８を介してリモートの統計情報にアクセスしてもよい。
【０４４６】
　運転支援装置１０４０の行動情報入力部１０５４は、自動運転制御装置１０３０が車両
１０００に実行させる現在行動を示す行動情報を自動運転制御装置１０３０から取得する
。運転支援装置１０４０の検出情報入力部１０５２は、車両１０００の周囲状況および走
行状態の検出結果を示す検出情報を検出部１０２０から取得する。
【０４４７】
　候補決定部１０６１は、行動情報が示す現在行動の後に車両１０００に実行させること
が可能な行動である１つ以上の予定行動候補を、検出部１０２０から出力された検出情報
に基づいて決定する。具体的には、候補決定部１０６１は、実施の形態６と同様に、統計
情報に規定された行動のうち、検出情報に近似する環境パラメータ値に対応付けられた１
つ以上の行動を候補として抽出する。ただし、実施の形態７の統計情報から抽出される候
補は、実施の形態６とは異なり将来時点で車両に実行させる行動を示す予定行動候補とな
る。予定行動候補は、車両１０００の現在行動に続いて実行が予定される行動であっても
よく、車両１０００の現在行動終了後、他の行動を挟みつつ、現在から数十秒後或いは数
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分後に実行が予定される行動であってもよい。両者の行動は、統計情報において異なる残
り時間が規定される。
【０４４８】
　画像生成部１０６０は、行動情報が示す現在行動を表す現在行動画像を生成し、１つ以
上の予定行動候補を表す１つ以上の予定行動候補画像を生成する。画像出力部１０５１は
、車両の運転者の一定視野内に現在行動画像と予定行動候補画像を表示させるように、現
在行動画像と予定行動候補画像を報知装置１００２に出力する。報知装置１００２は、運
転支援装置１０４０から出力された現在行動画像と予定行動候補画像を含む自動運転情報
画面を表示する。
【０４４９】
　また候補決定部１０６１は、予定行動候補を決定すると、統計情報においてその予定行
動候補に対応付けられた残り時間情報をさらに画像生成部１０６０に渡す。画像生成部１
０６０は、予定行動候補を表す予定行動候補画像を生成する際に、残り時間情報が示す残
り時間を表す残り時間画像をさらに生成する。画像出力部１０５１は、現在行動画像と予
定行動候補画像に加えて残り時間画像を報知装置１００２へ出力することにより、残り時
間画像を加えた予定行動候補画像を自動運転情報画面に表示させる。
【０４５０】
　図４９は、自動運転情報画面の一例を示す。同図では、メイン領域１１００に現在行動
画像１１０４を配置し、サブ領域１１０２に１つの予定行動候補を表す予定行動候補画像
１１１２と残り時間画像１１０８を配置した自動運転情報画面１１０３を示している。同
図の予定行動候補画像１１１２は、１つの予定行動候補として、３つの単一行動を組み合
わせた行動計画（この例では追い越し）を示している。
【０４５１】
　また同図の残り時間画像１１０８は、予定行動候補が実行されるまでの残り時間の長さ
を、サブ領域１１０２に占める網掛け領域の割合で示している。例えば、残り時間が減少
するほど、網掛け領域の割合を増加させてもよい。具体的には、当初の残り時間が６０秒
である場合に、予定行動候補画像１１１２の表示開始から２０秒が経過すると、サブ領域
１１０２の下から３分の１の領域を網掛け領域とするように残り時間画像１１０８の表示
態様を更新してもよい。また、予定行動候補画像１１１２の表示開始から４０秒が経過す
ると、サブ領域１１０２の下から３分の２の領域を網掛け領域とするように残り時間画像
１１０８の表示態様を更新してもよい。このように模様或いは色彩の変化により残り時間
を報知してもよく、残り時間をカウントするタイマオブジェクトを表示させる等、他の方
法で残り時間を報知してもよい。
【０４５２】
　なお、予定行動候補画像１１１２の表示開始後、予定行動候補実行までの残り時間がゼ
ロになった場合、画像出力部１０５１は、予定行動候補画像１１１２の表示を終了するよ
う指示するコマンドを報知装置１００２へ送信して、予定行動候補画像１１１２の表示を
終了させてもよい。また、画像生成部１０６０は、候補決定部１０６１が新たに決定した
予定行動候補を示す新たな予定行動候補画像を生成し、画像出力部１０５１は新たな予定
行動候補画像を報知装置１００２へ送信して表示させてもよい。
【０４５３】
　図５０も、自動運転情報画面の一例を示す。図５０（ａ）～（ｆ）の自動運転情報画面
１１０３では、二重円の中心位置に予定行動候補画像１１１２を配置し、外側の円に現在
行動画像１１０４を配置している。また、外側の円には残り時間表示領域１１１４を設け
ており、予定行動候補が実行されるまでの残り時間が短くなるほど、残り時間画像１１０
８で示す網掛け領域が拡大していく（図５０（ａ）～（ｅ））。例えば、当初の残り時間
が６０秒である場合に、予定行動候補画像１１１２の表示開始から２０秒が経過すると、
残り時間表示領域１１１４の３分の１の領域を網掛け領域とするように残り時間画像１１
０８の表示態様を更新してもよい。
【０４５４】
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　図５０（ｆ）は、予定行動候補実行までの残り時間がゼロになった場合、言い換えれば
、予定行動候補画像１１１２の表示開始からの経過時間が、統計情報で予定行動候補に対
応付けられた残り時間に達した場合の自動運転情報画面１１０３を示している。この例で
は、それまで予定行動候補画像１１１２に示されていた予定行動候補（加速）が現在行動
に切り替わり、それに伴って、右への車線変更を示す現在行動画像１１０４から、加速を
示す現在行動画像１１０４に切り替わっている。
【０４５５】
　図５１も、自動運転情報画面の一例を示す。図５１の自動運転情報画面１１０３は、図
５０に示した自動運転情報画面１１０３と以下の３点で異なる。（１）実施の形態５と同
様に予定行動を自動運転制御装置１０３０から取得し、その予定行動を表す予定行動画像
１１０６を二重円の中心位置に配置している点。（２）予定行動候補画像１１１２を内側
の円の周辺部に配置している点。なお上向きの三角は加速、下向きの三角は減速、左向き
の三角は左への車線変更、右向きの三角は右への車線変更を示している。（３）残り時間
画像１１０８は、予定行動画像１１０６により表される予定行動が実行されるまでの残り
時間を示す点。
【０４５６】
　図５１（ａ）～（ｅ）で示すように、予定行動画像１１０６が示す予定行動「加速」が
実行されるまでの残り時間が減っていく間、運転者に提示される予定行動候補（予定行動
候補画像１１１２）は随時更新される。図５１（ｆ）は、予定行動実行までの残り時間が
ゼロになった場合、言い換えれば、予定行動画像１１０６の表示開始からの経過時間が、
自動運転制御装置１０３０から通知された残り時間に達した場合の自動運転情報画面１１
０３を示している。この例では、それまで予定行動画像１１０６に示されていた予定行動
（加速）が現在行動に切り替わり、それに伴って、右への車線変更を示す現在行動画像１
１０４から、加速を示す現在行動画像１１０４に切り替わっている。
【０４５７】
　運転者は、入力装置１００４に設けられた十字ボタンを押下して予定行動候補画像１１
１２が表す予定行動候補の実行を指示してもよい。例えば、上向きの三角を示す予定行動
候補画像１１１２が表示中に、運転者が十字ボタンにおける上ボタンを選択することで、
予定行動候補画像１１１２が示す加速の実行を指示してもよい。
【０４５８】
　図５２も、自動運転情報画面の一例を示す。自動運転情報画面１１０３では、２つの予
定行動候補（２つの行動計画）を表す２つの予定行動候補画像１１１２が表示されている
。また自動運転情報画面１１０３では、それぞれの予定行動候補が実行されるまでの残り
時間を表す残り時間画像１１０８を、実施の形態５と同様に複数の時間インジケータ１１
０９で示している。また自動運転情報画面１１０３では、複数の予定行動候補画像１１１
２が表す複数の予定行動候補の中から特定の予定行動候補を運転者に選択させるための選
択枠１１１６が表示されている。運転者は、選択枠１１１６により所望の予定行動候補を
指定する操作を入力装置１００４に入力する。
【０４５９】
　運転支援装置１０４０の画像生成部１０６０は、操作入力部１０５０を介して、予定行
動候補を指定する操作が入力された場合、指定された予定行動候補の「実行」または「予
約」を運転者に問い合わせる内容の問い合わせ画像を生成する。「実行」は、予定行動候
補を車両に即時実行させることを意味する。「予約」は、予約を指定する操作指示から所
定時間後のタイミングであり、予定行動候補を車両が実行可能になったタイミングで実行
させることを意味する。画像出力部１０５１は、問い合わせ画像を報知装置１００２へ出
力して表示させる。
【０４６０】
　指示部１０６３は、操作入力部１０５０を介して、問い合わせ画像の表示中に「実行」
を指定する操作が入力された場合、予定行動候補を車両１０００に実行させるための制御
コマンドを第１のタイミングにおいて自動運転制御装置１０３０へ出力する。その一方、



(58) JP 6558735 B2 2019.8.14

10

20

30

40

50

問い合わせ画像の表示中に「予約」を指定する操作が入力された場合、予定行動候補を車
両１０００に実行させるための制御コマンドを、第１のタイミングより後の第２のタイミ
ングにおいて自動運転制御装置１０３０へ出力する。
【０４６１】
　実施の形態７における車両１０００の処理シーケンスは、実施の形態６で説明した図４
６の処理シーケンスと同様である。ただし、現在行動候補の決定と現在行動候補画像の表
示は、予定行動候補の決定と予定行動候補画像の表示に置き換わる（Ｐ２６、Ｐ２７）。
また入力装置１００４は、予定行動候補の選択操作を運転支援装置１０４０へ通知する（
Ｐ２８）。運転支援装置１０４０は、予定行動候補の実行を指示する制御コマンドを自動
運転制御装置１０３０へ出力する（Ｐ２９）。
【０４６２】
　図４６のＰ２９～Ｐ３５に関連し、運転支援装置１０４０の検出情報入力部１０５２は
、制御コマンドが自動運転制御装置１０３０へ送信された後、その制御コマンドに応じて
更新された現在行動を示す行動情報を自動運転制御装置１０３０から取得する。更新され
た現在行動は、制御コマンドで指定した行動であり、すなわち運転者により指定された予
定行動候補である。運転支援装置１０４０は、報知装置１００２の自動運転情報画面１１
０３の内容を、車両の最新行動を反映するように更新する。
【０４６３】
　図５３は、運転支援装置１０４０の処理の例を示すフローチャートである。自動運転制
御装置１０３０から出力された行動情報を行動情報入力部１０５４が取得すると（Ｓ１５
０のＹ）、画像生成部１０６０は、行動情報が示す現在行動と、予め記憶部１０４２に記
憶させた現在行動とが一致するか否かを判定する。以降のＳ１５１～Ｓ１５４の処理は、
図４１のＳ１０２～Ｓ１０５の処理と同じであるため説明を省略する。行動情報を未取得
の場合（Ｓ１５０のＮ）、Ｓ１５１～Ｓ１５４をスキップする。
【０４６４】
　検出部１０２０から出力された検出情報を検出情報入力部１０５２が取得すると（Ｓ１
５５のＹ）、候補決定部１０６１は、その検出情報と、統計情報蓄積部１０７０に蓄積さ
れた統計情報に基づいて、１つ以上の予定行動候補を決定する（Ｓ１５６）。画像生成部
１０６０は、Ｓ１５６で決定された予定行動候補が、予め記憶部１０４２に記憶させた予
定行動候補と一致する否かを判定する。Ｓ１５６で決定された予定行動候補が、予め記憶
部１０４２に記憶させた予定行動候補と不一致であり、すなわち予定行動候補が更新され
た場合（Ｓ１５７のＹ）、画像生成部１０６０は、予定行動候補を表す予定行動候補画像
を生成する（Ｓ１５８）。
【０４６５】
　画像生成部１０６０は、統計情報において予定行動候補に予め対応付けられた実行まで
の残り時間をさらに識別し、Ｓ１５８において、その残り時間を表す残り時間画像をさら
に生成する。画像出力部１０５１は、予定行動候補画像と残り時間画像を報知装置１００
２へ出力して自動運転情報画面を表示させる（Ｓ１５９）。画像生成部１０６０は、画像
を生成した予定行動候補を示す情報を記憶部１０４２に格納し（Ｓ１６０）、予定行動候
補画像を出力（表示開始）してからの経過時間の計測を開始する（Ｓ１６１）。所定の終
了条件が満たされた場合（Ｓ１６２のＹ）、本図のフローを終了し、終了条件が満たされ
なければ（Ｓ１６２のＮ）、Ｓ１５０に戻る。
【０４６６】
　検出情報の入力がなく（Ｓ１５５のＮ）、または、予定行動候補が更新されない場合（
Ｓ１５７のＮ）、画像生成部１０６０は、経過時間の計測開始から所定時間が経過したか
否かを判定する。この所定時間は、残り時間画像を更新すべき単位時間であり、例えば１
つの時間インジケータ１１０９に割当てられた時間であってもよい。経過時間の計測開始
から所定時間が経過したことを検出すると（Ｓ１６３のＹ）、画像生成部１０６０は、残
り時間画像を更新する（Ｓ１６４）。画像出力部１０５１は、更新された残り時間画像を
報知装置１００２へ出力して表示させる（Ｓ１６５）。これにより、例えば図４９、図５
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０の残り時間表示領域１１１４における網掛け領域を拡大させ、また、図５２の１つの時
間インジケータ１１０９を点灯状態から消灯状態へ切り替える。経過時間の計測開始から
所定時間が未経過であれば（Ｓ１６３のＮ）、Ｓ１６４とＳ１６５をスキップする。
【０４６７】
　図５４も、運転支援装置１０４０の処理の例を示すフローチャートである。画像出力部
１０５１が予定行動候補画像を報知装置１００２へ出力後、予定行動候補画像が報知装置
１００２の自動運転情報画面で表示中に（Ｓ１７０のＹ）、予定行動候補（予定行動候補
画像）が未選択であれば（Ｓ１７１のＮ）、Ｓ１７０に戻る。自動運転情報画面で予定行
動候補が選択されると（Ｓ１７１のＹ）、候補決定部１０６１は、新たな予定行動候補決
定処理を一時的に停止する（Ｓ１７２）。
【０４６８】
　判定部１０６２は、選択された予定行動候補（以下「選択行動」とも呼ぶ。）を車両１
０００が即時実行可能か否かを判定する（Ｓ１７３）。具体的には、判定部１０６２は、
検出部１０２０から出力された最新の検出情報と、判定基準保持部１０７１に保持された
判定基準を参照して、選択行動を車両に現在実行させることが可能か否かを判定する。こ
こで、車両に即時実行させることができない選択行動であっても、車両の周囲環境或いは
走行状態が変化すれば実行可能になることがある。そこで実施の形態７では、選択行動の
予約を可能にする。予約は、ある程度の時間範囲内の可能なタイミングで選択行動を実行
するように指示する行為と言える。
【０４６９】
　画像生成部１０６０は、選択行動の即時実行または予約を運転者に問い合わせるための
問い合わせ画像を生成し、画像出力部１０５１は、問い合わせ画像を報知装置１００２へ
出力して表示させる（Ｓ１７４）。図５５は、自動運転情報画面の一例を示す。図５５（
ａ）の自動運転情報画面１１０３には、図５２の自動運転情報画面１１０３で選択された
予定行動候補画像１１１２が表示されている。また同図の自動運転情報画面１１０３には
、実行ボタン１１１８と予約ボタン１１２０を含む問い合わせ画像が表示されている。画
像生成部１０６０は、判定部１０６２により選択行動の即時実行が可能と判定された場合
、実行ボタン１１１８と予約ボタン１１２０の両方を含む問い合わせ画像を生成する。そ
の一方、判定部１０６２により選択行動の即時実行が不可と判定された場合、予約ボタン
１１２０を含むが実行ボタン１１１８を含まない問い合わせ画像を生成する。これにより
即時実行できない選択行動は予約のみ可能になる。
【０４７０】
　図５４に戻り、自動運転情報画面において選択行動の「実行」が選択された場合（Ｓ１
７５のＮ）、操作入力部１０５０は、選択行動の即時実行を指示する操作指示を入力装置
１００４から受け付ける。この操作指示は、予定行動候補画像が表す予定行動候補を即時
に実行させることが問い合わせ画像において選択されたことを示す信号であってもよい。
指示部１０６３は、選択行動の即時実行を指示する制御コマンドをコマンド出力部１０５
５から自動運転制御装置１０３０へ送信する（Ｓ１７６）。この制御コマンドは、自動運
転情報画面の現在行動画像が表す現在行動に代えて、予定行動候補画像が表す予定行動候
補を車両に即時に実行することを指示する制御コマンドと言える。
【０４７１】
　以降、図５３のＳ１５０～Ｓ１５３の処理により、自動運転情報画面の現在行動画像が
選択行動を示すものに変化する。候補決定部１０６１は、新たな予定行動候補決定処理を
再開する（Ｓ１７７）。予定行動候補画像が表示中でなければ（Ｓ１７０のＮ）、以降の
処理をスキップして本図のフローを終了する。
【０４７２】
　自動運転情報画面において選択行動の「予約」が選択された場合（Ｓ１７５のＹ）、操
作入力部１０５０は、選択行動の予約を指示する操作指示を入力装置１００４から受け付
ける。画像生成部１０６０は、予約が指示された選択行動（以下、「予約行動」とも呼ぶ
。）の実行をキャンセルするまでの時間を運転者に設定させるためのキャンセル時間設定
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画像を生成する。画像出力部１０５１は、キャンセル時間設定画像を報知装置１００２へ
出力して表示させる（Ｓ１７８）。図５５（ｂ）は、キャンセル時間設定画像１１２２を
含む自動運転情報画面１１０３を示す。同図のキャンセル時間設定画像１１２２では、３
０秒から１０分の間でキャンセル時間の設定が可能である。予約中は新たな予定行動候補
の決定処理が停止するが、運転者が予約のキャンセル時間を設定することで、予約のキャ
ンセル以降、新たな予定行動候補が運転者へ提示される。
【０４７３】
　図５４に戻り、運転者が予約のキャンセル時間を設定する操作を入力装置１００４へ入
力すると、操作入力部１０５０は、設定されたキャンセル時間を示す信号を入力装置１０
０４から受け付ける（Ｓ１７９）。指示部１０６３は、予約開始からの経過時間の測定を
開始する（Ｓ１８０）。画像生成部１０６０は、予約行動を表す画像である予約行動画像
と、予約のキャンセル時間までの長さを表す画像である制限時間画像を生成する。画像出
力部１０５１は、予約行動画像と制限時間画像を報知装置１００２へ出力して表示させる
（Ｓ１８１）。予約行動画像は、予定行動候補画像とは異なる表示態様の画像であり、運
転者により選択された特定の行動が予約中であることを示す画像である。例えば、予約中
を示す所定のシンボルが付加された画像であってもよい。
【０４７４】
　図５６は、自動運転情報画面の一例を示す。図５６（ａ）の自動運転情報画面１１０３
では、そのサブ領域１１０２に、予約行動画像１１２４と制限時間画像１１２６が表示さ
れている。この例では、制限時間画像１１２６は、複数の時間インジケータ１１０９によ
り予約キャンセルまでの時間の長さを表している。画像生成部１０６０は、予定行動候補
画像１１１２の態様とは異なる態様で予約行動画像１１２４を生成する。または、画像出
力部１０５１は、予定行動候補画像１１１２の態様とは異なる態様で予約行動画像１１２
４を表示させる。これにより、自動運転情報画面１１０３において、予約行動候補が提案
中であるのか、既に予約済であるのかを運転者が容易に判別できるようにする。
【０４７５】
　具体的には、図５２の自動運転情報画面１１０３のように、予定行動候補を運転者へ提
示する場合は、予定行動候補画像１１１２の左側に残り時間画像１１０８を配置する。そ
の一方、図５６（ａ）の自動運転情報画面１１０３のように、予約行動を運転者へ提示す
る場合は、予約行動画像１１２４の右側に制限時間画像１１２６を配置する。変形例とし
て、予定行動候補画像１１１２と予約行動画像１１２４の背景色を異ならせてもよいし、
表示サイズを異ならせてもよい。また、予約行動画像１１２４に対して予約中であること
を示す所定のシンボルの画像を付加してもよい。
【０４７６】
　図５４に戻り、判定部１０６２は、検出部１０２０から出力された最新の検出情報と、
判定基準保持部１０７１に保持された判定基準にしたがって、予約行動を車両に即時実行
させることが可能か否かを判定する（Ｓ１８２）。予約行動を即時実行させることが可能
であれば（Ｓ１８３のＹ）、指示部１０６３は、予約行動の即時実行を指示する制御コマ
ンドを、コマンド出力部１０５５から自動運転制御装置１０３０へ送信させる（Ｓ１７６
）。以降、図５３のＳ１５０～Ｓ１５３の処理により、自動運転情報画面の現在行動画像
が予約行動を示すものに変化する。
【０４７７】
　予約行動の即時実行が不可と判定され（Ｓ１８３のＮ）、キャンセル時間が経過すると
（Ｓ１８４のＹ）、予約行動の実行を指示することなく、候補決定部１０６１は新たな予
定行動候補の決定処理を再開し（Ｓ１７７）、本図のフローを終了する。キャンセル時間
が未経過であり（Ｓ１８４のＮ）、制限時間画像を更新すべき所定時間も未経過であれば
（Ｓ１８５のＮ）、Ｓ１８２に戻り、予約行動の即時実行可否を再度判定する。制限時間
画像を更新すべき所定時間が経過した場合（Ｓ１８５のＹ）、画像生成部１０６０は、制
限時間画像を更新する。画像出力部１０５１は、更新された制限時間画像を報知装置１０
０２へ出力して表示させる（Ｓ１８６）。そしてＳ１８２に戻り、予約行動の即時実行可
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否を再度判定する。
【０４７８】
　図５６（ｂ）は、図５６（ａ）より後の時点の自動運転情報画面１１０３を示している
。図５６（ａ）と（ｂ）との間では、現在行動画像１１０４が表す車両の現在行動が減速
から前進（速度維持）へ切り替わっているが、予約行動がまだ実行できないため、サブ領
域１１０２では制限時間画像１１２６のみ変化している。具体的には、時間インジケータ
１１０９の一部を点灯状態から消灯状態へ変化させることで、予約キャンセルまでの残り
時間が減少したことを運転者へ報知する。予約開始からの経過時間がキャンセル時間（例
えば５分）に至ると、予約行動画像１１２４の表示は終了し、新たに候補決定部１０６１
が決定した予定行動候補を提示する自動運転情報画面１１０３（図５２等）に戻る。
【０４７９】
　以上説明したように、実施の形態７の運転支援装置１０４０は、車両の乗員（運転者等
）に対して、自動運転における現在行動を報知するとともに、自動運転の制御を変えるた
めに指示可能な車両の将来行動を運転者に提示する。このように、自動運転における車両
の将来行動の選択肢を運転者へ提示することで、運転者の意思を一層反映した自動運転で
あり、運転者の嗜好等に即した自動運転を実現できる。また、自動運転に対する運転者の
不安感を抑制できる。また、実施の形態７の運転支援装置１０４０によると、現在は実行
できない行動であっても、将来に亘る行動の予約が可能であるため、運転者の嗜好等に即
した自動運転を一層実現しやすくなる。
【０４８０】
　変形例を説明する。実施の形態７では、運転者による選択行動の即時実行可否を運転支
援装置１０４０が判定した。変形例として、自動運転制御装置１０３０が運転者による選
択行動の即時実行可否を判定してもよい。この場合、運転支援装置１０４０はこの判定処
理を実行しなくてもよい。運転支援装置１０４０は、運転者による選択行動が即時実行可
能か否かにかかわらず、即時実行と予約の両方を選択可能な問い合わせ画像を生成し、運
転者へ提示してもよい。
【０４８１】
　また運転支援装置１０４０の指示部１０６３は、問い合わせ画像に対する運転者の操作
として、選択操作の即時実行を示す操作指示を受け付けた場合、選択操作を即時に車両に
実行させる第１の制御コマンドをコマンド出力部１０５５から自動運転制御装置１０３０
へ送信させてもよい。また、問い合わせ画像に対する運転者の操作として、選択行動の予
約を示す操作指示を受け付けた場合、選択行動を所定時間後に車両に実行させる第２の制
御コマンドをコマンド出力部１０５５から自動運転制御装置１０３０へ送信させてもよい
。第２の制御コマンドは、例えば、キャンセル時間設定画像１１２２に対して運転者が設
定したキャンセル時間内に選択行動を実行することを指示する制御コマンドであってもよ
い。言い換えれば、キャンセル時間が経過した場合、選択行動の実行をキャンセルするこ
とを指示する制御コマンドであってもよい。
【０４８２】
　別の変形例を説明する。実施の形態７では言及していないが、予定行動候補を車両に実
行させる構成は、実施の形態６で説明した構成と同様であってもよい。すなわち、運転支
援装置１０４０の指示部１０６３は、現在行動画像１１０４と予定行動候補画像１１１２
が自動運転情報画面１１０３に所定時間表示された後、予定行動候補を車両に実行させる
制御コマンドをコマンド出力部１０５５から自動運転制御装置１０３０へ送信させてもよ
い。
【０４８３】
　また指示部１０６３は、現在行動画像１１０４と予定行動候補画像１１１２が自動運転
情報画面１１０３に表示されている所定時間内に車両の行動を指定する操作指示が未入力
である場合、予定行動候補を車両に実行させる制御コマンドをコマンド出力部１０５５か
ら自動運転制御装置１０３０へ送信させてもよい。さらにまた指示部１０６３は、現在行
動画像１１０４と予定行動候補画像１１１２が自動運転情報画面１１０３に表示されてい
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る所定時間内に予定行動候補（予定行動候補画像１１１２）を選択する操作指示を受け付
けた場合、予定行動候補を車両に実行させる制御コマンドをコマンド出力部１０５５から
自動運転制御装置１０３０へ送信させてもよい。
【０４８４】
　さらに別の変形例を説明する。統計情報蓄積部１０７０に蓄積される統計情報は、車両
の乗員（典型的には運転者）の嗜好或いは運転パターンを反映した情報（ドライバモデル
）であってもよい。本変形例の統計情報は、過去の環境パラメータ値と、その環境下での
予定行動の実績の組み合わせを蓄積したものと言える。例えば、運転支援装置１０４０は
、車両の走行における過去の環境パラメータ値と、その環境パラメータ値の場合の運転者
による所定の未来時点の操作（結果としての車両の将来行動）を統計情報蓄積部１０７０
の統計情報へ逐次記録する統計情報記録部をさらに備えてもよい。
【０４８５】
　本変形例の候補決定部１０６１は、統計情報蓄積部１０７０を参照して、現在検出され
た環境パラメータ値との差異が所定範囲内の環境パラメータ値に対応付けられた複数の予
定行動候補を決定する。また、それとともに複数の予定行動候補それぞれの優先順位（優
先度合とも言える）を決定する。例えば候補決定部１０６１は、複数の予定行動候補を決
定した場合に、現在検出された環境パラメータ値に近い環境パラメータ値に対応付けられ
た予定行動候補ほど順位を高くしてもよい。すなわち、複数の予定行動候補の中で、運転
者の嗜好或いは運転パターンに即した予定行動候補ほど高い優先順位を付与してもよい。
【０４８６】
　画像生成部１０６０は、候補決定部１０６１により決定された複数の予定在行動候補に
対応する複数の予定行動候補画像であり、すなわち各候補の内容を表す画像を生成する。
画像出力部１０５１は、車両１０００の運転者の一定視野内に現在行動画像と複数の予定
行動候補画像を表示させるように現在行動画像と複数の予定行動候補画像を報知装置１０
０２へ出力する。また画像出力部１０５１は、複数の予定行動候補画像を各候補の優先順
位に応じた態様で報知装置１００２に表示させる。
【０４８７】
　例えば、画像生成部１０６０および画像出力部１０５１は、実施の形態５で既述したよ
うに、ヒストグラムなどで優先度を可視化したパラメトリック表示、または上下左右など
に順位の並びに可視化したノンパラメトリック表示の形態にて、複数の予定行動候補画像
を表示させてもよい。具体的には、順位そのものを示す画像を予定行動候補画像のそれぞ
れに付加してもよく、高順位の予定行動候補画像ほど視認性が高い態様で表示させてもよ
く、自動運転情報画面１１０３の所定位置から順位の降順に予定行動候補画像を並べても
よい。また、所定の順位以上の予定行動候補のみ画像を生成し、また表示対象としてもよ
い。この変形例によると、複数の予定行動候補の中から乗員にとって好適な候補を選択で
きるよう支援できる。また、ドライバモデルに即した優先順位を決定することで、ドライ
バモデルの対象者（例えば運転者自身、同乗者自身、標準的または模範的な運転者のモデ
ル等）の運転パターンに即した優先順位を提示できる。
【０４８８】
　なお、図示しないが別例として、先行車が減速し車間距離が短くなったが、追い越し車
線後方から自車より速度の速い車両が連続して接近していることから、自動運転制御装置
１０３０は、現在行動「減速」の実行を決定し、運転支援装置１０４０は、その現在行動
が実行されていることを提示していることとする。このときに運転支援装置１０４０は、
検出部１０２０の検出情報に基づいて、『追い越し車線後方から接近する車両がいなけれ
ばメリットが大きくなること』を判定してもよい。そして運転支援装置１０４０は、現在
行動「減速」のあとに、タイミングを見計らって走行制御指示できる予定行動候補として
「追い越し車線側へ車線変更」を、指示が予約できる選択肢として運転者へ推薦提示して
もよい。
【０４８９】
　（実施の形態８）
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　まず概要を説明する。車両の自動運転中に、計画されている将来時点での車両の行動（
以下「予定行動」と呼ぶ。）が運転者へ提示される場合であっても、その予定行動より前
に車両に実行させる行動として指示可能な行動が何かを運転者が把握できないことがあっ
た。またその結果、運転者に不安感を抱かせることがあった。
【０４９０】
　そこで実施の形態８では、自動運転コントローラで計画されている予定行動に加えて、
予定行動より前に車両に実行させる行動の候補を運転者へ提示する。実施の形態８で運転
者に提示する候補は、車両に即時実行させる行動の候補（以下「現在行動候補」と呼ぶ。
）とする。具体的には、自動運転制御装置１０３０が予定行動を決定し、運転支援装置１
０４０が現在行動候補を決定する。そして運転支援装置１０４０が、予定行動と現在行動
候補の両方を車両１０００内の報知装置１００２に表示させる。
【０４９１】
　以下では、これまでの実施の形態で説明済の内容は適宜省略する。本実施の形態で説明
する構成或いは動作は、趣旨を逸脱しない範囲で、他の実施の形態或いは変形例で説明す
る構成或いは動作と組み合わせることができ、また置き換えることができる。
【０４９２】
　実施の形態８は、実施の形態６における現在行動の表示が予定行動の表示に置き換わっ
たものと言え、実施の形態８の運転支援装置１０４０の機能ブロックは、実施の形態６と
同様である。すなわち、制御部１０４１は、画像生成部１０６０、候補決定部１０６１、
判定部１０６２、指示部１０６３を含む。また、記憶部１０４２は、統計情報蓄積部１０
７０、判定基準保持部１０７１を含む。
【０４９３】
　統計情報蓄積部１０７０に蓄積される統計情報と、判定基準保持部１０７１に保持され
る判定基準も実施の形態６と同様である。すなわち、統計情報蓄積部１０７０には現在行
動候補を決定するための統計情報が蓄積され、判定基準保持部１０７１には環境パラメー
タに応じた即時実行可能な行動の判定基準が保持される。既述したように、統計情報は車
両１０００の外部の装置に蓄積されてもよく、運転支援装置１０４０は、通信ＩＦ１０５
６および無線装置１００８を介してリモートの統計情報にアクセスしてもよい。
【０４９４】
　行動情報入力部１０５４は、自動運転制御装置１０３０が車両１０００に将来時点で実
行させる予定の行動である予定行動を示す行動情報（実施の形態５の「予定行動情報」）
を自動運転制御装置１０３０から取得する。行動情報入力部１０５４はさらに、現在の時
刻から予定行動を実行させるまでの時間を示す残り時間情報を自動運転制御装置１０３０
から取得する。図３５で示したように、残り時間情報は、自動運転制御装置１０３０から
取得される行動情報のデータセットに含まれることとする。
【０４９５】
　検出情報入力部１０５２は、車両１０００の周囲状況および走行状態の検出結果を示す
検出情報を検出部１０２０から取得する。運転支援装置１０４０の候補決定部１０６１お
よび判定部１０６２は、行動情報が示す予定行動の前に車両１０００に実行させることが
可能な行動を検出情報に基づいて決定する。実施の形態７では、その行動として、現在、
車両１０００に即時実行させることが可能な行動を現在行動候補として決定する。変形例
として、行動情報が示す予定行動の実行時点より前であるが、現在時点からは遅れて実行
される行動であり、例えば車両１０００が実行中の現在行動が終了後に実行される行動を
現在行動候補として決定してもよい。
【０４９６】
　具体的には、候補決定部１０６１は、実施の形態６と同様に、統計情報蓄積部１０７０
の統計情報に規定された複数種類の行動のうち、検出情報に近似する環境パラメータ値に
対応付けられた１つ以上の行動を仮の現在行動候補として決定する。判定部１０６２も、
実施の形態６と同様に、検出部１０２０から出力された検出情報と、判定基準保持部１０
７１の判定基準を参照して、候補決定部１０６１により決定された仮の現在行動候補のそ



(64) JP 6558735 B2 2019.8.14

10

20

30

40

50

れぞれが、車両に現在（即時）実行させることが可能か否かを判定する。そして、車両に
現在実行させることが可能な候補を、運転者に提示する最終的な現在行動候補として決定
する。
【０４９７】
　画像生成部１０６０は、行動情報が示す予定行動を表す予定行動画像を生成し、候補決
定部１０６１および判定部１０６２により決定された最終的な現在行動候補を表す現在行
動候補画像を生成する。画像出力部１０５１は、車両１０００の運転者の一定視野内に予
定行動画像と現在行動候補画像を表示させるように、予定行動画像と現在行動候補画像を
報知装置１００２に出力する。
【０４９８】
　また画像生成部１０６０は、自動運転制御装置１０３０から入力された残り時間情報に
よって更新される予定行動が実行されるまでの時間を表す残り時間画像をさらに生成する
。画像出力部１０５１は、残り時間画像を報知装置１００２へさらに出力して、車両１０
００の運転者の一定視野内に、残り時間画像を加えた予定行動画像、および、現在行動候
補画像を表示させる。報知装置１００２は、これらの画像を含む自動運転情報画面を表示
する。
【０４９９】
　図５７は、自動運転情報画面の一例を示す。図５７（ａ）～（ｅ）の自動運転情報画面
１１０３では、内側の円に予定行動画像１１０６と残り時間画像１１０８を配置し、外側
の円に現在行動候補画像１１１０を配置している。内側の円はその全体が残り時間表示領
域であり、予定行動実行までの残り時間が減るほど、網掛けで示す残り時間画像１１０８
の範囲が拡大していくように残り時間画像１１０８を更新する。現在行動候補画像１１１
０について、例えば上向きの三角は加速、下向きの三角は減速、左向きの三角は左への車
線変更、右向きの三角は右への車線変更を示す。例えば図５７（ｂ）の自動運転情報画面
１１０３では、２つの現在行動候補「左への車線変更」「減速」を提示している。
【０５００】
　図５７（ａ）～（ｄ）に示すように、予定行動実行までの残り時間が減少する間も、車
両の周囲状況或いは走行状態の変化に応じて現在行動候補画像１１１０は随時更新される
。運転者は、入力装置１００４に設けられた十字ボタンを押下して現在行動候補画像１１
１０が表す現在行動候補の実行を指示してもよい。例えば、下向きの三角を示す現在行動
候補画像１１１０が表示中に、運転者が十字ボタンにおける下ボタンを選択することで、
現在行動候補画像１１１０が示す減速の実行を指示してもよい。
【０５０１】
　図５７（ｅ）は、図５７（ｄ）の予定行動画像１１０６が示す加速が実行される前に、
運転者がいずれかの現在行動候補（現在行動候補画像１１１０）を選択した結果を示して
いる。例えば、図５７（ｄ）の自動運転情報画面１１０３において運転者が現在行動候補
「減速」を選択した場合、車両の現在行動は減速に切り替わる。それとともに図５７（ｅ
）の自動運転情報画面１１０３では、自動運転制御装置１０３０が決定した車両の予定行
動（予定行動画像１１０６）と、運転支援装置１０４０が決定した車両の現在行動候補（
現在行動候補画像１１１０）が変化している。
【０５０２】
　実施の形態８における車両１０００の処理シーケンスは、実施の形態６で説明した図４
６の処理シーケンスと同様であるため説明を省略する。ただし、現在行動を示す行動情報
の取得（Ｐ２３、Ｐ３１）、現在行動画像の生成および出力（Ｐ２４、Ｐ３２）はそれぞ
れ、予定行動および残り時間を示す行動情報の取得と、予定行動画像の生成および出力に
置き換わる。
【０５０３】
　図５８は、運転支援装置１０４０の処理の例を示すフローチャートである。予定行動画
像の生成と表示に係る同図のＳ１９０～Ｓ１９９の処理は、実施の形態５で説明した図４
１のＳ１００、Ｓ１０６～Ｓ１１０、Ｓ１１２～Ｓ１１４の処理と同じであるため、説明
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を省略する。検出部１０２０から出力された検出情報を検出情報入力部１０５２が取得す
ると（Ｓ２００のＹ）、候補決定部１０６１は、その検出情報、統計情報蓄積部１０７０
に蓄積された統計情報、判定基準保持部１０７１に保持された判定基準に基づいて、１つ
以上の現在行動候補を決定する（Ｓ２０１）。画像生成部１０６０は、Ｓ２０１で決定さ
れた現在行動候補が、予め記憶部１０４２に記憶させた現在行動候補と一致する否かを判
定する。
【０５０４】
　Ｓ２０１で決定された現在行動候補が、予め記憶部１０４２に記憶させた現在行動候補
と不一致であり、すなわち現在行動候補が更新された場合（Ｓ２０２のＹ）、画像生成部
１０６０は、現在行動候補を表す現在行動候補画像を生成する（Ｓ２０３）。画像出力部
１０５１は、現在行動候補画像を報知装置１００２へ出力して表示させる（Ｓ２０４）。
画像生成部１０６０は、現在行動候補画像を生成した現在行動候補の情報を記憶部１０４
２に記憶させる（Ｓ２０５）。検出情報を未取得であれば（Ｓ２００のＮ）、Ｓ２０１～
Ｓ２０５をスキップし、現在行動候補の更新がなければ（Ｓ２０２のＮ）、Ｓ２０３～Ｓ
２０５をスキップする。所定の終了条件が満たされた場合（Ｓ２０６のＹ）、本図のフロ
ーを終了し、終了条件が満たされなければ（Ｓ２０６のＮ）、Ｓ１９０に戻る。
【０５０５】
　運転者による現在行動候補の選択に係る運転支援装置１０４０の処理は、実施の形態６
と同様であり、処理フローは図４８の処理フローと同様である。現在行動候補の選択を受
け付ける時間の長さは、予め定められた固定値でもよく、自動運転制御装置１０３０で決
定された予定行動実行までの残り時間未満の値（例えば残り時間－５秒等）であってもよ
い。
【０５０６】
　以上説明したように、実施の形態８の運転支援装置１０４０は、車両の乗員（運転者等
）に対して、自動運転において計画されている予定行動を報知するとともに、現在におい
て即時実行可能な現在行動候補を提案する。このように、車両の直近の行動の選択肢を運
転者へ提示することで、運転者の意思を一層反映した自動運転であり、運転者の嗜好等に
即した自動運転を実現できる。また、運転者が選択可能な現在行動候補は現在の車両の周
囲状況或いは走行状態において実行可能なものであるため、運転者は安心して自動運転に
対する変更の指示を出すことができる。
【０５０７】
　実施の形態６に既述した変形例は実施の形態８にも適用でき、同様の効果を奏する。例
えば、統計情報蓄積部１０７０に蓄積される統計情報は、車両の乗員（典型的には運転者
）の嗜好或いは運転パターンを反映した情報（ドライバモデル）であってもよい。候補決
定部１０６１は、統計情報蓄積部１０７０を参照して、現在検出された環境パラメータ値
との差異が所定範囲内の環境パラメータ値に対応付けられた複数の現在行動候補を決定し
てもよい。また、それとともに複数の現在行動候補それぞれの優先順位を決定してもよい
。画像生成部１０６０は、候補決定部１０６１により決定された複数の現在行動候補に対
応する複数の現在行動候補画像であり、すなわち各候補の内容を表す画像を生成してもよ
い。画像出力部１０５１は、車両１０００の運転者の一定視野内に予定行動画像と複数の
現在行動候補画像を表示させるように予定行動画像と複数の現在行動候補画像を報知装置
１００２へ出力してもよい。また画像出力部１０５１は、複数の現在行動候補画像を各候
補の優先順位に応じた態様で報知装置１００２に表示させてもよい。
【０５０８】
　なお、図示しないが、予定行動（将来についての走行制御計画とも言える）と現在行動
候補（現在についての状況適応型推薦とも言える）を提示する別例を説明する。ここでは
、合流路に接近する最左側車線を走行中に合流車両がいないことに基づいて、自動運転制
御装置１０３０は、現在の運転行動の次に、予定行動「車線維持」を実行することを決定
し、運転支援装置１０４０は、「車線維持」を実行予定であることを提示していることと
する。このときに運転支援装置１０４０は、『合流路に接近するまでに合流車両が現れる
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と急な操作が必要となりデメリットが大きくなること』を判定してもよい。そして運転支
援装置１０４０は、車両１０００がこの後に実行する予定の「車線維持」の前に、走行制
御指示できる現在行動候補として「最左側車線から右車線へ車線変更」を、今すぐ指示が
出せる選択肢として推薦提示してもよい。
【０５０９】
　（実施の形態９）
　まず概要を説明する。車両の自動運転中に、計画されている将来時点での車両の行動（
以下「予定行動」と呼ぶ。）が運転者へ提示される場合であっても、その予定行動に代わ
る行動として指示可能な行動が何かを運転者が把握できないことがあった。またその結果
、運転者に不安感を抱かせてしまうことがあった。
【０５１０】
　そこで実施の形態９では、自動運転コントローラで計画されている予定行動に加えて、
予定行動に代えて将来時点で車両に実行させる行動の候補である予定行動候補を運転者へ
提示する。具体的には、自動運転制御装置１０３０が予定行動を決定し、運転支援装置１
０４０が予定行動候補を決定する。そして運転支援装置１０４０が予定行動と予定行動候
補の両方を車両１０００内の報知装置１００２に表示させる。予定行動候補は、自動運転
コントローラが決定した予定行動とは異なる行動であり、車両に実行させる予定の行動に
なり得るものと言える。
【０５１１】
　以下では、これまでの実施の形態で説明済の内容は適宜省略する。本実施の形態で説明
する構成或いは動作は、趣旨を逸脱しない範囲で、他の実施の形態或いは変形例で説明す
る構成或いは動作と組み合わせることができ、また置き換えることができる。
【０５１２】
　実施の形態９は、実施の形態７における現在行動の表示が予定行動の表示に置き換わっ
たものと言え、実施の形態９の運転支援装置１０４０の機能ブロックは、実施の形態７と
同様である。すなわち、制御部１０４１は、画像生成部１０６０、候補決定部１０６１、
判定部１０６２、指示部１０６３を含む。また、記憶部１０４２は、統計情報蓄積部１０
７０、判定基準保持部１０７１を含む。
【０５１３】
　統計情報蓄積部１０７０に蓄積される統計情報と、判定基準保持部１０７１に保持され
る判定基準も実施の形態７と同様である。すなわち、統計情報蓄積部１０７０には予定行
動候補を決定するための統計情報が蓄積され、判定基準保持部１０７１には環境パラメー
タに応じた即時実行可能な行動の判定基準が保持される。既述したように、統計情報は車
両１０００の外部の装置に蓄積されてもよく、運転支援装置１０４０は、通信ＩＦ１０５
６および無線装置１００８を介してリモートの統計情報にアクセスしてもよい。
【０５１４】
　行動情報入力部１０５４は、自動運転制御装置１０３０が車両１０００に将来時点で実
行させる予定の行動である予定行動を示す行動情報（実施の形態５の「予定行動情報」）
を自動運転制御装置１０３０から取得する。行動情報入力部１０５４はさらに、現在の時
刻から予定行動を実行させるまでの時間を示す残り時間情報を自動運転制御装置１０３０
から取得する。図３５で示したように、残り時間情報は、自動運転制御装置１０３０から
取得される行動情報のデータセットに含まれることとする。
【０５１５】
　検出情報入力部１０５２は、車両１０００の周囲状況および走行状態の検出結果を示す
検出情報を検出部１０２０から取得する。候補決定部１０６１は、行動情報が示す予定行
動とは異なる行動であって、車両１０００に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の
予定行動候補を検出部１０２０から出力された検出情報に基づいて決定する。予定行動候
補は、行動情報が示す予定行動に代えて車両１０００に実行させることが可能な行動とも
言える。具体的には、候補決定部１０６１は、実施の形態７と同様に、統計情報に規定さ
れた行動のうち、検出情報に近似する環境パラメータ値に対応付けられた１つ以上の行動
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を予定行動候補として抽出する。
【０５１６】
　候補決定部１０６１は、統計情報から抽出した１つ以上の予定行動候補の中に、行動情
報が示す予定行動と同じ候補があれば、その候補を運転者への提示対象から除外する。言
い換えれば、候補決定部１０６１は、統計情報から抽出した予定行動候補のうち、行動情
報が示す予定行動とは異なる候補を運転者への提示対象として決定する。これにより、予
定行動と同じ予定行動候補を運転者へ提示することを防止する。
【０５１７】
　画像生成部１０６０は、行動情報が示す予定行動を表す予定行動画像を生成し、候補決
定部１０６１により運転者への提示対象として決定された１つ以上の予定行動候補を表す
１つ以上の予定行動候補画像を生成する。画像出力部１０５１は、車両の運転者の一定視
野内に予定行動画像と予定行動候補画像を表示させるように、予定行動画像と予定行動候
補画像を報知装置１００２に出力する。報知装置１００２は、運転支援装置１０４０から
出力された予定行動画像と予定行動候補画像を含む自動運転情報画面を表示する。
【０５１８】
　また画像生成部１０６０は、自動運転制御装置１０３０から入力された残り時間情報に
よって更新される予定行動が実行されるまでの時間を表す第１残り時間画像をさらに生成
する。画像出力部１０５１は、予定行動画像に対応付けて第１残り時間画像を報知装置１
００２へさらに出力することにより、第１残り時間画像を加えた予定行動画像を自動運転
情報画面に表示させる。
【０５１９】
　また候補決定部１０６１は、予定行動候補を決定すると、統計情報においてその予定行
動候補に対応付けられた残り時間情報をさらに画像生成部１０６０に渡す。画像生成部１
０６０は、予定行動候補を表す予定行動候補画像を生成する際に、残り時間情報が示す残
り時間を表す第２残り時間画像をさらに生成する。画像出力部１０５１は、予定行動候補
画像に対応付けて第２残り時間画像を報知装置１００２へさらに出力することにより、第
２残り時間画像を加えた予定行動候補画像を自動運転情報画面に表示させる。
【０５２０】
　図５９は、自動運転情報画面の一例を示す。同図の自動運転情報画面１１０３では、１
つの予定行動を表す１つの予定行動画像１１０６と、１つの予定行動候補を表す１つの予
定行動候補画像１１１２が表示されている。複数の予定行動が決定された場合は複数の予
定行動画像１１０６が表示されてよく、複数の予定行動候補が決定された場合は複数の予
定行動候補画像１１１２が表示されてよい。また、第１残り時間画像１１０８ａは予定行
動画像１１０６の近傍位置に配置され、第２残り時間画像１１０８ｂは予定行動候補画像
１１１２の近傍位置に配置され、いずれも複数の時間インジケータ１１０９の表示態様に
より残り時間の長さを報知する。なお、図５９で示す予定行動と予定行動候補はいずれも
、複数の単一行動を組み合わせた行動計画であるが、単一行動であってもよい。
【０５２１】
　自動運転情報画面１１０３において、予定行動画像１１０６の表示態様は、予定行動候
補画像１１１２の表示態様と異なるように設定される。例えば、予定行動画像１１０６と
予定行動候補画像１１１２の間で、模様或いは色彩、サイズ等を異ならせてもよい。これ
により、自動運転コントローラにおいて計画済の予定行動と、その予定行動に代わる行動
として提案された予定行動候補とを運転者が混同することを防止する。図５９では、予定
行動画像１１０６にはラベル「予定行動」が付加され、予定行動候補画像１１１２にはラ
ベル「オススメ行動」が付加されている。予定行動候補画像１１１２にはさらに、網掛け
領域が付加されている。
【０５２２】
　予定行動画像１１０６と予定行動候補画像１１１２間で表示態様を異ならせるために、
画像生成部１０６０は、予定行動画像１１０６とは異なるシンボル或いは装飾を予定行動
候補画像１１１２に設定してもよい。また画像出力部１０５１は、予定行動画像１１０６
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の表示態様と、予定行動候補画像１１１２の表示態様とが異なるように指定する表示制御
データを報知装置１００２へさらに出力してもよい。
【０５２３】
　また自動運転情報画面１１０３には、１つ以上の予定行動（予定行動画像１１０６）と
、１つ以上の予定行動候補（予定行動候補画像１１１２）の中から特定の行動を運転者に
選択さえるための選択枠１１１６が表示されている。運転者は、選択枠１１１６により所
望の予定行動または予定行動候補を選択する操作を入力装置１００４へ入力する。
【０５２４】
　予定行動または予定行動候補が選択された場合の処理は実施の形態７と同様である。す
なわち、判定部１０６２は、選択行動の即時実行可否を判定する。画像生成部１０６０は
、判定部１０６２の判定結果に応じて、選択行動の「実行」または「予約」を運転者に指
定させるための問い合わせ画像（例えば図５５）を生成する。指示部１０６３は、問い合
わせ画像表示中に「実行」または「予約」が指定された場合に、指定された「実行」また
は「予約」に応じたタイミングで、運転者による選択行動を実行させるための制御コマン
ドを自動運転制御装置１０３０へ送信する。
【０５２５】
　実施の形態９における車両１０００の処理シーケンスは、実施の形態６で説明した図４
６の処理シーケンスと同様であるため説明を省略する。ただし、現在行動を示す行動情報
の取得（Ｐ２３、Ｐ３１）、現在行動画像の生成および出力（Ｐ２４、Ｐ３２）はそれぞ
れ、予定行動および残り時間を示す行動情報の取得と、予定行動画像の生成および出力に
置き換わる。また、現在行動候補画像の生成と出力（Ｐ２６、Ｐ２７、Ｐ３４、Ｐ３５）
は、予定行動候補画像の生成と出力に置き換わる。
【０５２６】
　図６０は、運転支援装置１０４０の処理の例を示すフローチャートである。予定行動画
像の生成と表示に係る同図のＳ２１０～Ｓ２１８の処理は、実施の形態５で説明した図４
１のＳ１００、Ｓ１０６～Ｓ１１０、Ｓ１１２～Ｓ１１４の処理と同じであるため、説明
を省略する。検出部１０２０から出力された検出情報を検出情報入力部１０５２が取得す
ると（Ｓ２１９のＹ）、候補決定部１０６１は、その検出情報と、統計情報蓄積部１０７
０に蓄積された統計情報に基づいて、１つ以上の予定行動候補を決定する。その際、候補
決定部１０６１は、行動情報が示す予定行動と同じ行動を統計情報から抽出した場合、そ
の行動については予定行動候補から除外する。すなわち候補決定部１０６１は、予定行動
とは異なる予定行動候補を決定する（Ｓ２２０）。
【０５２７】
　画像生成部１０６０は、Ｓ２２０で決定された予定行動候補が、予め記憶部１０４２に
記憶させた予定行動候補と一致する否かを判定する。Ｓ２２０で決定された現在行動候補
が、予め記憶部１０４２に記憶させた予定行動候補と不一致であり、すなわち予定行動候
補が更新された場合（Ｓ２２１のＹ）、画像生成部１０６０は、予定行動候補を表す予定
行動候補画像を生成する（Ｓ２２２）。画像生成部１０６０は、統計情報において予定行
動候補に予め対応付けられた実行までの残り時間をさらに識別し、Ｓ２２２において、そ
の残り時間を表す残り時間画像をさらに生成する。
【０５２８】
　画像出力部１０５１は、予定行動候補画像と残り時間画像を報知装置１００２へ出力し
て自動運転情報画面を表示させる（Ｓ２２３）。画像生成部１０６０は、画像を生成した
予定行動候補を示す情報を記憶部１０４２に格納し（Ｓ２２４）、予定行動候補画像を出
力（表示開始）してからの経過時間の計測を開始する（Ｓ２２５）。所定の終了条件が満
たされた場合（Ｓ２２９のＹ）、本図のフローを終了し、終了条件が満たされなければ（
Ｓ２２９のＮ）、Ｓ２１０に戻る。
【０５２９】
　検出情報の入力がなく（Ｓ２１９のＮ）、または、予定行動候補が更新されない場合（
Ｓ２２１のＮ）、画像生成部１０６０は、経過時間の計測開始から所定時間が経過したか
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否かを判定する。この所定時間は、残り時間画像を更新すべき単位時間であり、例えば１
つの時間インジケータ１１０９に割当てられた時間であってもよい。経過時間の計測開始
から所定時間が経過したことを検出すると（Ｓ２２６のＹ）、画像生成部１０６０は、残
り時間画像を更新する（Ｓ２２７）。画像出力部１０５１は、更新された残り時間画像を
報知装置１００２へ出力して表示させる（Ｓ２２８）。これにより、例えば図５９の１つ
の時間インジケータ１１０９を点灯状態から消灯状態へ切り替える。経過時間の計測開始
から所定時間が未経過であれば（Ｓ２２６のＮ）、Ｓ２２７とＳ２２８をスキップする。
【０５３０】
　運転者による予定行動または予定行動候補の選択に係る運転支援装置１０４０（画像生
成部１０６０、判定部１０６２、指示部１０６３等）の処理は、実施の形態７と同様であ
る。例えば、図５４のフローチャートに示す処理と、図５５および図５６の自動運転情報
画面１１０３に示すユーザインタフェースは、実施の形態９にそのまま適用される。ただ
し、運転者による選択対象は、運転支援装置１０４０が決定した予定行動候補に加えて、
自動運転制御装置１０３０が決定した予定行動を含む。
【０５３１】
　以上説明したように、実施の形態９の運転支援装置１０４０は、車両の乗員（運転者等
）に対して、自動運転における予定行動を報知するとともに、その予定行動に代えて実行
可能な予定行動候補を提案する。このように、車両の将来時点の行動の選択肢を運転者へ
提示することで、運転者の意思を一層反映した自動運転であり、運転者の嗜好等に即した
自動運転を実現できる。また、自動運転に対する運転者の不安感を抑制できる。また、実
施の形態７と同様に、現在は実行できない行動であっても、将来に亘る行動の予約が可能
であるため、運転者の嗜好等に即した自動運転を一層実現しやすくなる。
【０５３２】
　実施の形態７に既述した変形例は実施の形態９にも適用でき、同様の効果を奏する。例
えば、統計情報蓄積部１０７０に蓄積される統計情報は、車両の乗員（典型的には運転者
）の嗜好或いは運転パターンを反映した情報（ドライバモデル）であってもよい。候補決
定部１０６１は、統計情報蓄積部１０７０を参照して、現在検出された環境パラメータ値
との差異が所定範囲内の環境パラメータ値に対応付けられた複数の予定行動候補を決定し
てもよい。また、それとともに複数の予定行動候補それぞれの優先順位を決定してもよい
。画像生成部１０６０は、候補決定部１０６１により決定された複数の予定行動候補に対
応する複数の予定行動候補画像であり、すなわち各候補の内容を表す画像を生成してもよ
い。画像出力部１０５１は、車両１０００の運転者の一定視野内に予定行動画像と複数の
予定行動候補画像を表示させるように予定行動画像と複数の予定行動候補画像を報知装置
１００２へ出力してもよい。また画像出力部１０５１は、複数の予定行動候補画像を各候
補の優先順位に応じた態様で報知装置１００２に表示させてもよい。
【０５３３】
　なお、図示しないが、予定行動（将来についての走行制御計画とも言える）と予定行動
候補（将来についての状況適応型推薦とも言える）を提示する別例を説明する。ここでは
、合流路に接近する最左側車線を走行中に、右車線後方から自車より速度の速い車両が連
続して接近していることに基づいて、自動運転制御装置１０３０は、現在の運転行動の次
に、予定行動「車線維持」を実行することを決定し、運転支援装置１０４０は、「車線維
持」を実行予定であることを提示していることとする。このときに運転支援装置１０４０
は、『合流路に接近するまでに合流車両が現れると急な操作が必要となりデメリットが大
きくなること』を判定してもよい。そして運転支援装置１０４０は、車両１０００がこの
後に実行する予定の「車線維持」の前に、タイミングを見計らって走行制御指示できる予
定行動候補として「最左側車線から右車線へ車線変更」を、指示が予約できる選択肢とし
て推薦提示してもよい。
【０５３４】
　（実施の形態１０）
　まず概要を説明する。車両の自動運転中、車両に即時実行させる行動（以下「現在行動
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」と呼ぶ。）を運転者に選択させる場合に、その行動選択を支援する情報が運転者に対し
て十分に提供されておらず、運転者によるスムーズな行動選択が困難なことがあった。ま
た、運転者に不安感を抱かせることがあった。
【０５３５】
　そこで実施の形態１０では、車両の現在行動の選択を支援する情報として、運転者個人
に適応した情報を提供する。具体的には、運転支援装置１０４０が、車両１０００の周囲
状況或いは走行状態に基づく観点と、運転者個人に基づく観点の両方から現在行動候補を
決定し、車両１０００内の報知装置１００２に表示させる。これにより、運転者の意に即
したスムーズな行動選択を支援し、また、運転者が安心して行動選択或いは行動変更の指
示を出せるよう支援する。
【０５３６】
　以下では、これまでの実施の形態で説明済の内容は適宜省略する。本実施の形態で説明
する構成或いは動作は、趣旨を逸脱しない範囲で、他の実施の形態或いは変形例で説明す
る構成或いは動作と組み合わせることができ、また置き換えることができる。
【０５３７】
　図６１は、運転支援装置１０４０の記憶部１０４２の詳細な構成を示すブロック図であ
る。判定基準保持部１０７１は、他の実施の形態と同様の判定基準を保持する。統計情報
蓄積部１０７０は、第１統計情報を蓄積する第１統計情報蓄積部１０７２と、第２統計情
報を蓄積する第２統計情報蓄積部１０７３を含む。
【０５３８】
　第１統計情報と第２統計情報はいずれも、これまでの実施の形態と同様に、車両の周囲
状況および走行状態と車両の行動との関連性を示す統計情報である。具体的には、実施の
形態６の統計情報（図４３）と同様に、車両の周囲状況および走行状態を示す複数種類の
環境パラメータの値と、車両に即時実行させる行動（もしくは車両に即時実行させた行動
実績）を対応付けたレコードを複数含む情報である。
【０５３９】
　ただし、第１統計情報と第２統計情報は統計の範囲が異なり、具体的には第１統計情報
の方が第２統計情報よりも統計の範囲が広い。第１統計情報は、複数人の集団・多数の車
両を対象として、様々な環境状態における操作実績、行動実績を記録したものである。も
ちろん、様々な環境状態における操作実績、行動実績の履歴を既知の統計手法により操作
パターン、行動パターンとしてモデル化したものでもよい。第２統計情報は、運転者個人
・車両１０００単体を対象として、これまでの環境状態における操作実績或いは行動実績
を記録したものである。運転者個人の操作実績、車両１０００単体の行動実績の履歴を、
既知の統計手法により操作パターン、行動パターンとしてモデル化したものでもよい。
【０５４０】
　例えば、第１統計情報は、大人数の集団における操作履歴、言い換えれば、複数の車両
の行動履歴が、環境パラメータ値とともに逐次記録されたものであってもよい。また、大
人数の集団における環境パラメータ値と行動との平均的な組み合わせが記録されたもので
あってもよい。第１統計情報は、様々な周囲環境或いは走行状態に応じた、典型的な操作
パターン、言い換えれば、車両の典型的な行動パターンを示す情報と言える。また第１統
計情報は、大人数の集団における操作履歴、多数の車両の行動履歴に基づくため、環境パ
ラメータ値および行動の網羅性が高い。
【０５４１】
　その一方、第２統計情報は、運転者個人の操作履歴、言い換えれば、車両１０００単独
の行動履歴を蓄積したものであってもよい。また、運転者個人の操作に基づく環境パラメ
ータ値と行動との組み合わせが逐次記録されたものであってもよい。第２統計情報は、運
転者個人の嗜好或いは操作パターンを第１統計情報より強く反映した統計情報であると言
える。また第２統計情報は、運転者個人の操作履歴、車両１０００単独の行動履歴を蓄積
したものであるため、環境パラメータ値および行動の網羅性が低い。
【０５４２】
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　実施の形態１０では、第１統計情報と第２統計情報の両方が車両１０００のローカルに
記憶されるが、第１統計情報と第２統計情報の少なくとも一方が車両外部の装置、例えば
クラウド上のデータベース等に蓄積されてもよい。例えば、第２統計情報は、統計の範囲
が運転者個人または車両１０００単独であるため、車両１０００のローカルに逐次蓄積さ
れてもよい。その一方、第１統計情報は、統計の範囲が大人数の集団または多数の車両に
亘るため、クラウド上のサーバで集計・統計・蓄積等の処理が実行されてもよい。運転支
援装置１０４０は、通信ＩＦ１０５６および無線装置１００８を介してリモートの統計情
報にアクセスしてもよい。
【０５４３】
　運転支援装置１０４０の行動情報入力部１０５４は、自動運転制御装置１０３０が車両
１０００に実行させる現在行動を示す行動情報を自動運転制御装置１０３０から取得する
。運転支援装置１０４０の検出情報入力部１０５２は、車両１０００の周囲状況および走
行状態の検出結果を示す検出情報を検出部１０２０から取得する。
【０５４４】
　図６２は、運転支援装置１０４０の制御部１０４１の詳細な構成を示すブロック図であ
る。制御部１０４１は、第１決定部１０８０、第２決定部１０８２、画像生成部１０６０
、判定部１０６２、指示部１０６３を含む。
【０５４５】
　第１決定部１０８０は、検出部１０２０から出力された検出情報と、第１統計情報蓄積
部１０７２に蓄積された第１統計情報に基づいて、車両１０００に実行させることが可能
な１つ以上の第１行動を決定する。第１決定部１０８０は状況適応型決定部１０８１を含
む。
【０５４６】
　状況適応型決定部１０８１は、実施の形態６の候補決定部１０６１に対応する。状況適
応型決定部１０８１は、行動情報が示す現在行動に代えて車両１０００に実行させること
が可能な１つ以上の行動の候補（以下「状況適応現在行動候補」と呼ぶ。）を第１行動と
して決定する。具体的には、実施の形態６と同様に、第１統計情報に規定された行動のう
ち、検出情報に近似する環境パラメータ値に対応付けられた行動を状況適応現在行動候補
（実施の形態６の現在行動候補に対応）として決定する。状況適応現在行動候補は、現在
の周囲状況或いは走行状態において即時実行される典型的な操作パターン・行動パターン
と言える。
【０５４７】
　なお、状況適応型決定部１０８１は、第１統計情報から抽出した状況適応現在行動候補
の中に、行動情報が示す現在行動と同じ候補があれば、その候補を運転者への提示対象か
ら除外する。言い換えれば、状況適応型決定部１０８１は、第１統計情報から抽出した状
況適応現在行動候補のうち、行動情報が示す現在行動とは異なる候補を運転者への提示対
象として決定する。これにより、現在行動と同じ候補を運転者へ提示することを防止する
。
【０５４８】
　判定部１０６２は、実施の形態６と同様に、検出部１０２０から出力された検出情報と
、判定基準保持部１０７１の判定基準を参照して、状況適応型決定部１０８１により決定
された状況適応現在行動候補のそれぞれが、車両に即時実行させることが可能か否かを判
定する。状況適応型決定部１０８１は、第１統計情報から抽出した１つ以上の状況適応現
在行動候補のうち、判定部１０６２により即時実行可能と判定された候補を運転者への提
示対象として決定する。
【０５４９】
　第２決定部１０８２は、検出部１０２０から出力された検出情報と、第２統計情報蓄積
部１０７３に蓄積された第２統計情報に基づいて、車両１０００に実行させることが可能
な１つ以上の第２行動を決定する。実施の形態１０では、第２決定部１０８２は、１つ以
上の状況適応現在行動候補それぞれに対する優先度であり、第２統計情報と検出情報との



(72) JP 6558735 B2 2019.8.14

10

20

30

40

50

相関性に応じた優先度を示す情報を第２行動として決定する。言い換えれば、第２決定部
１０８２が決定する１つ以上の第２行動は、１つ以上の第１行動それぞれの優先度を示す
ものである。
【０５５０】
　第２決定部１０８２は、個人適応型決定部１０８３と優先度決定部１０８４を含む。個
人適応型決定部１０８３は、実施の形態６の候補決定部１０６１に対応する。個人適応型
決定部１０８３は、行動情報が示す現在行動に代えて車両１０００に実行させることが可
能な１つ以上の行動（以下「個人適応現在行動候補」と呼ぶ。）を決定する。具体的には
、実施の形態６と同様に、第２統計情報に規定された行動のうち、検出情報に近似する環
境パラメータ値に対応付けられた行動を個人適応現在行動候補（実施の形態６の現在行動
候補に対応）として決定する。個人適応現在行動候補は、現在の周囲状況或いは走行状態
における運転者個人の操作パターンと言え、また車両１０００単体の行動パターンと言え
る。
【０５５１】
　なお、個人適応型決定部１０８３は、第２統計情報から抽出した個人適応現在行動候補
の中に、行動情報が示す現在行動と同じ候補があれば、その候補を後述の順位付けの対象
から除外する。言い換えれば、個人適応型決定部１０８３は、第２統計情報から抽出した
個人適応現在行動候補のうち、行動情報が示す現在行動とは異なる候補を順位付けの対象
として決定する。
【０５５２】
　判定部１０６２は、状況適応現在行動候補と同様に、検出情報と判定基準を参照して、
個人適応型決定部１０８３により決定された個人適応現在行動候補のそれぞれが即時実行
可能か否かを判定してもよい。個人適応型決定部１０８３は、第２統計情報から抽出した
１つ以上の個人適応現在行動候補のうち、即時実行可能と判定された候補を順位付けの対
象とするよう絞り込んでもよく、即時実行できない候補を個人適応現在行動候補から除外
してもよい。
【０５５３】
　個人適応型決定部１０８３は、１つ以上の個人適応現在行動候補を順位付けする。個人
適応型決定部１０８３は、最新の検出情報が示す環境パラメータ値に近い環境パラメータ
値に対応付けられた個人適応現在行動候補ほど順位を高くしてもよい。例えば、ｎ個の環
境パラメータに対応するｎ次元のベクトル空間において、最新の検出情報が示す環境パラ
メータ値の位置（現在環境位置）から所定範囲内の環境パラメータ値に対応付けられた行
動を個人適応現在行動候補として抽出してもよい。そして、抽出した各候補について、ベ
クトル空間内の位置が現在環境位置に近い候補ほど順位を高くしてもよい。
【０５５４】
　優先度決定部１０８４は、個人適応型決定部１０８３により決定された１つ以上の個人
適応現在行動候補の順位に基づいて、状況適応型決定部１０８１により運転者提示対象と
して決定された１つ以上の状況適応現在行動候補の優先度を決定する。例えば、個人適応
現在行動候補と同じ行動を示す状況適応現在行動候補に対して、その個人適応現在行動候
補の順位を仮順位として付与する。そして、１つ以上の状況適応現在行動候補のそれぞれ
に付与した仮順位にしたがって、仮順位が高いものほど画面表示上の優先度、言い換えれ
ば、運転者への提案・お勧めの優先順位を高く設定する。なお、同じ行動を示す個人適応
現在行動候補が存在しない状況適応現在行動候補、すなわち仮順位を付与できない状況適
応現在行動候補の優先順位は最下位とする。
【０５５５】
　画像生成部１０６０は、１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、１つ以上の第２
行動を表す第２画像を生成する。具体的には、画像生成部１０６０は、１つ以上の状況適
応現在行動候補のそれぞれを表わす現在行動候補画像を第１画像として生成する。また画
像生成部１０６０は、１つ以上の状況適応現在行動候補のそれぞれに対して優先度決定部
１０８４が設定した優先順位を表わす優先度画像を第２画像として生成する。画像生成部
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１０６０は、１つ以上の状況適応現在行動候補のそれぞれに付与された優先順位をヒスト
グラムまたは数字で表わす優先度画像を生成してもよい。ヒストグラムは、優先度合に対
応する表示サイズが設定された図形オブジェクトの画像であってもよい。
【０５５６】
　画像出力部１０５１は、車両の運転者の一定視野内に現在行動候補画像と優先度画像を
表示させるように、現在行動候補画像と優先度画像を報知装置１００２に出力する。報知
装置１００２は、現在行動候補画像と優先度画像を含む自動運転情報画面を表示する。
【０５５７】
　図６３は、自動運転情報画面の一例を示す。図６３（ａ）の自動運転情報画面１１０３
では、各状況適応現在行動候補の優先順位を数字で示している。図６３（ａ）では、外側
の円が行動候補表示領域１１２８になり、４つの状況適応現在行動候補を表わす４つの現
在行動候補画像１１１０が表示されている。また図６３（ａ）では、内側の円が優先度表
示領域１１３０になり、４つの状況適応現在行動候補の優先順位を表わす４つの優先度画
像１１３２が表示されている。図６３（ａ）では、右への車線変更を示す現在行動候補画
像１１１０に対して最も高い優先度「１」を示す優先度画像１１３２が付与されており、
右への車線変更が運転者個人に対する最もお勧めの現在行動であることを示している。
【０５５８】
　図６３（ｂ）の自動運転情報画面１１０３では、各状況適応現在行動候補の優先度合を
ヒストグラムで示している。図６３（ｂ）では、円の周辺部に４つの状況適応現在行動候
補を表わす４つの現在行動候補画像１１１０が表示されている。また図６３（ｂ）では、
４つの状況適応現在行動候補の優先順位を表わす４つの優先度画像１１３２が表示されて
おり、優先度が高い状況適応現在行動候補ほど大きいサイズの優先度画像１１３２が付加
されている。図６３（ｂ）では、右への車線変更を示す現在行動候補画像１１１０に対し
て最も高い優先度を示す最大サイズの優先度画像１１３２が付与されており、右への車線
変更が運転者個人に対する最もお勧めの現在行動であることを示している。
【０５５９】
　図６３（ａ）（ｂ）の自動運転情報画面１１０３が表示中に、運転者は、入力装置１０
０４に設けられた十字ボタンを押下して現在行動候補画像１１１０が表す現在行動候補の
実行を指示してもよい。例えば、下向きの三角を示す現在行動候補画像１１１０が表示中
に、運転者が十字ボタンにおける下ボタンを選択することで、現在行動候補画像１１１０
が示す減速の実行を指示してもよい。運転支援装置１０４０の指示部１０６３の処理は、
実施の形態６と同様である。
【０５６０】
　図６４は、車両１０００のＨＭＩ制御に係る処理の例を示すシーケンス図である。同図
のＰ４１～Ｐ４４は、実施の形態６で説明した図４６のシーケンス図のＰ２１～Ｐ２３、
Ｐ２５と同じである。図６４では不図示だが、図４６のＰ２４で示されるように、運転支
援装置１０４０は、自動運転制御装置１０３０から取得した行動情報に基づいて現在行動
画像を報知装置１００２にさらに表示させてもよい。
【０５６１】
　運転支援装置１０４０は、検出情報と第１統計情報の相関性に応じて１つ以上の状況適
応現在行動候補を決定し、検出情報と第２統計情報の相関性に応じて各状況適応現在行動
候補の優先度を決定する（Ｓ４５）。運転支援装置１０４０は、１つ以上の状況適応現在
行動候補を表わす現在行動候補画像と、各候補の優先度を表わす優先度画像を生成し、報
知装置１００２へ出力して表示させる（Ｓ４６）。以降のＰ４７～Ｐ４９の処理は、実施
の形態６で説明した図４６のシーケンス図のＰ２８～Ｐ３０と同じである。
【０５６２】
　図６５は、運転支援装置１０４０の処理の例を示すフローチャートである。自動運転制
御装置１０３０から出力された行動情報を行動情報入力部１０５４が取得すると（Ｓ２４
０のＹ）、制御部１０４１は、行動情報が示す現在行動と、予め記憶部１０４２に記憶さ
せた現在行動とが一致するか否かを判定する。不一致であり、すなわち現在行動が更新さ
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れた場合（Ｓ２４１のＹ）、制御部１０４１は、行動情報が示す現在行動を記憶部１０４
２に記憶させる（Ｓ２４２）。行動情報を未取得であれば（Ｓ２４０のＮ）、Ｓ２４１と
Ｓ２４２をスキップし、現在行動が未更新であれば（Ｓ２４１のＮ）、Ｓ２４２をスキッ
プする。
【０５６３】
　検出部１０２０から出力された検出情報を検出情報入力部１０５２が取得すると（Ｓ２
４３のＹ）、状況適応型決定部１０８１は、検出情報と第１統計情報に基づいて１つ以上
の状況適応現在行動候補を決定する（Ｓ２４４）。状況適応型決定部１０８１は、一旦決
定した１つ以上の状況適応現在行動候補のうち記憶部１０４２に格納された現在行動と一
致するものは候補から除外する（Ｓ２４５）。個人適応型決定部１０８３は、検出情報と
第２統計情報に基づいて１つ以上の個人適応現在行動候補を決定し、それぞれの候補の順
位を決定する。なお、状況適応型決定部１０８１も、一旦決定した１つ以上の個人適応現
在行動候補のうち記憶部１０４２に格納された現在行動と一致するものは候補から除外し
てもよい。優先度決定部１０８４は、１つ以上の個人適応現在行動候補の順位に基づいて
、１つ以上の状況適応現在行動候補の画面表示上の優先度を決定する（Ｓ２４６）。優先
度決定部１０８４は、状況適応現在行動候補と優先度を示す情報を記憶部１０４２へ格納
する。
【０５６４】
　状況適応現在行動候補が更新された場合（Ｓ２４７のＹ）、画像生成部１０６０は、更
新された状況適応現在行動候補を表わす現在行動候補画像を生成する（Ｓ２４８）。画像
出力部１０５１は、現在行動候補画像を報知装置１００２へ出力して表示させる（Ｓ２４
９）。画像生成部１０６０は、１つ以上の状況適応現在行動候補それぞれの優先度を表わ
す優先度画像を生成し（Ｓ２５０）、画像出力部１０５１は、優先度画像を報知装置１０
０２へ出力して表示させる（Ｓ２５１）。状況適応現在行動候補が未更新であるが（Ｓ２
４７のＮ）、優先度が更新された場合（Ｓ２５２のＹ）、Ｓ２５０へ進み、優先度も未更
新であれば（Ｓ２５２のＮ）、Ｓ２５３へ進む。
【０５６５】
　所定の終了条件が満たされた場合（Ｓ２５３のＹ）、本図のフローを終了し、終了条件
が満たされなければ（Ｓ２５３のＮ）、Ｓ２４０に戻る。検出情報が未入力であれば（Ｓ
２４３のＮ）、Ｓ２４４～Ｓ２５１をスキップする。このように、実施の形態１０の運転
支援装置１０４０は、検出情報が入力される都度、状況適応現在行動候補を決定し、運転
者の嗜好に応じた提案の優先度を決定する。そして、状況適応現在行動候補と優先度の少
なくとも一方が更新されると、自動運転情報画面１１０３の表示内容も更新される。
【０５６６】
　運転者による現在行動候補の選択に係る運転支援装置１０４０の処理は、実施の形態６
と同様であり、処理フローは図４８の処理フローと同様である。現在行動候補の選択を受
け付ける待機時間の長さは、予め定められた固定値でもよい。現在行動候補画像１１１０
を表示させてから待機時間が経過するまでに行動の選択が未入力の場合、運転支援装置１
０４０の指示部１０６３は、優先度が最も高い現在行動候補（状況適応現在行動候補）の
即時実行を指示する制御コマンドをコマンド出力部１０５５から自動運転制御装置１０３
０へ送信させてもよい。
【０５６７】
　以上説明したように、実施の形態１０の運転支援装置１０４０は、１つ以上の状況適応
現在行動候補に対して、運転者個人または車両１０００単体に適応した優先度を付与した
自動運転情報画面１１０３を運転者へ提示する。これにより、車両の現在行動の選択を支
援するために有用な情報を運転者へ提示できる。実施の形態１０では、自動運転情報画面
１１０３に表示させる現在行動の候補を、様々な環境パラメータ値と様々な行動が網羅的
に記録された第１統計情報から抽出することで、刻々と変化する車両の環境パラメータ値
により適合した現在行動候補を提示しやすくなる。また、各候補の優先順位を、運転者の
嗜好を強く反映する第２統計情報をもとに決定することで、運転手個人の嗜好或いは操作
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パターンに応じた優先度を提示することができる。
【０５６８】
　変形例を説明する。実施の形態１０では、状況適応型決定部１０８１が決定した状況適
応現在行動候補と、優先度決定部１０８４が決定した優先度を自動運転情報画面１１０３
に表示させた。変形例として、状況適応型決定部１０８１が決定した状況適応現在行動候
補と、個人適応型決定部１０８３が決定した個人適応現在行動候補の両方を並列して自動
運転情報画面１１０３に表示させてもよい。
【０５６９】
　本変形例の状況適応型決定部１０８１は、自動運転制御装置１０３０から取得された行
動情報が示す現在行動とは異なる状況適応現在行動候補を決定することが望ましい。同様
に個人適応型決定部１０８３も、行動情報が示す現在行動とは異なる個人適応現在行動候
補を決定することが望ましい。これにより、車両の現在行動と同じ候補を運転者へ提示す
ることを防止できる。
【０５７０】
　本変形例の自動運転情報画面１１０３では、状況適応現在行動候補の表示態様と、個人
適応現在行動候補の表示態様とが異なることが望ましい。例えば、運転者が状況適応現在
行動候補と個人適応現在行動候補を容易に区別できるように、表示位置、模様、色彩、サ
イズ等を異ならせてもよい。画像生成部１０６０は、状況適応現在行動候補の画像の態様
とは異なる態様で個人適応現在行動候補の画像を生成してもよい。画像出力部１０５１は
、状況適応現在行動候補の画像と個人適応現在行動候補の画像を報知装置１００２へ送信
する際に、両者の画像を異なる態様で表示させるように指示する表示制御データをさらに
送信してもよい。
【０５７１】
　また、本変形例の状況適応型決定部１０８１は、１つ以上の状況適応現在行動候補の優
先順位を、検出情報と第１統計情報との相関性に基づき決定してもよい。個人適応型決定
部１０８３も、１つ以上の個人適応現在行動候補の優先順位を、実施の形態と同様に検出
情報と第２統計情報との相関性に基づき決定してもよい。画像生成部１０６０および画像
出力部１０５１は、１つ以上の状況適応現在行動候補を表わす画像と各候補の優先順位を
表わす画像、および、１つ以上の個人適応現在行動候補を表わす画像と各候補の優先順位
を表わす画像を自動運転情報画面１１０３に表示させてもよい。また、優先順位毎に、１
つ以上の状況適応現在行動候補と１つ以上の個人適応現在行動候補を比較容易な態様で並
べて表示させてもよい。
【０５７２】
　なお、図示しないが、状況適応現在行動候補（現在についての状況適応型推薦とも言え
る）と個人適応現在行動候補（現在についての個人適応型推薦とも言える）を提示する別
例を説明する。ここでは、合流路に接近する最左側車線を走行中に、右車線後方から自車
より速度の速い車両が連続して接近していることに基づいて、自動運転制御装置１０３０
は、現在行動「車線維持（任意）」を実行することを決定し、運転支援装置１０４０は、
「車線維持（任意）」を実行していることを提示していることとする（例えば実施の形態
５、６等を参照）。
【０５７３】
　このときに運転支援装置１０４０は、『合流路に接近するまでに合流車両が現れると急
な操作が必要となりデメリットが大きくなること』を判定してもよい。そして運転支援装
置１０４０は、車両１０００が実行している「車線維持」に代わり走行制御指示できる状
況適応現在行動候補として「減速」を、今すぐ指示が出せる選択肢として推薦提示しても
よい。
【０５７４】
　さらに運転支援装置１０４０は、『合流路の手前において、左側車線の後方からある速
度で接近する車両がある場合にドライバが採る運転行動の傾向に基づいて』、車両１００
０が実行している「車線維持」に代わり走行制御指示できる個人適応現在行動候補として
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「加速」を決定してもよい。そして運転支援装置１０４０は、個人適応現在行動候補「加
速」を、今すぐ指示が出せる選択肢としてさらに推薦提示してもよい。このように、運転
支援装置１０４０は、近似のタイミングで決定した状況適応現在行動候補と個人適応現在
行動候補のそれぞれを同時並行して運転者へ提示してもよい。
【０５７５】
　（実施の形態１１）
　まず概要を説明する。車両の自動運転中、車両に将来時点で実行させる行動、言い換え
れば、所定時間後に車両に実行させる予定の行動（以下「予定行動」と呼ぶ。）を運転者
に選択させる場合に、その行動選択を支援する情報が運転者に対して十分に提供されてお
らず、運転者によるスムーズな行動選択が困難なことがあった。また、運転者に不安感を
抱かせることがあった。
【０５７６】
　そこで実施の形態１１では、車両の予定行動の選択を支援する情報として、運転者個人
に適応した情報を提供する。具体的には、運転支援装置１０４０が、車両１０００の周囲
状況或いは走行状態に基づく観点と、運転者個人に基づく観点の両方から予定行動候補を
決定し、車両１０００内の報知装置１００２に表示させる。これにより、運転者の意に即
したスムーズな行動選択を支援し、また、運転者が安心して行動選択或いは行動変更の指
示を出せるよう支援する。
【０５７７】
　上記の実施の形態１０では、車両の現在行動の候補を運転者へ提示したが、本実施の形
態１１では、車両の予定行動の候補を運転者へ提示する点で異なる。以下では、これまで
の実施の形態で説明済の内容は適宜省略する。本実施の形態で説明する構成或いは動作は
、趣旨を逸脱しない範囲で、他の実施の形態或いは変形例で説明する構成或いは動作と組
み合わせることができ、また置き換えることができる。
【０５７８】
　運転支援装置１０４０の記憶部１０４２は、実施の形態１０で説明した図６１に示す構
成であり、運転支援装置１０４０の制御部１０４１は、実施の形態１０で説明した図６２
に示す構成である。
【０５７９】
　第１統計情報蓄積部１０７２に蓄積される第１統計情報と、第２統計情報蓄積部１０７
３に蓄積される第２統計情報はいずれも、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動と
の関連性を示す統計情報（図４３）である。具体的には、実施の形態７と同様に、車両の
周囲状況および走行状態を示す複数種類の環境パラメータの値と、将来時点で車両に実行
させる行動（もしくは行動実績）を対応付けたレコードを複数含む情報である。言い換え
れば、現在の環境状態に対して将来時点で（所定時間後に）実行された行動を、現在の環
境状態を示すパラメータ値と対応付けて蓄積された情報である。このように、第１統計情
報と第２統計情報で規定される行動が予定行動である点で実施の形態１０と異なる。
【０５８０】
　その一方、実施の形態１０と同様に、第１統計情報と第２統計情報は統計の範囲が異な
り、具体的には第１統計情報の方が第２統計情報よりも統計の範囲が広い。第１統計情報
は、複数人の集団・多数の車両を対象として、様々な環境状態における操作実績、行動実
績を記録したものである。もちろん、様々な環境状態における操作実績、行動実績の履歴
を既知の統計手法により操作パターン、行動パターンとしてモデル化したものでもよい。
第２統計情報は、運転者個人・車両１０００単体を対象として、これまでの環境状態にお
ける操作実績或いは行動実績を記録したものである。運転者個人の操作実績、車両１００
０単体の行動実績の履歴を、既知の統計手法により操作パターン、行動パターンとしてモ
デル化したものでもよい。
【０５８１】
　実施の形態１１では、第１統計情報と第２統計情報の両方が車両１０００のローカルに
記憶されるが、第１統計情報と第２統計情報の少なくとも一方が車両外部の装置、例えば
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クラウド上のデータベース等に蓄積されてもよい。例えば、第２統計情報は、統計の範囲
が運転者個人または車両１０００単独であるため、車両１０００のローカルに逐次蓄積さ
れてもよい。その一方、第１統計情報は、統計の範囲が大人数の集団または多数の車両に
亘るため、クラウド上のサーバで集計・統計・蓄積等の処理が実行されてもよい。運転支
援装置１０４０は、通信ＩＦ１０５６および無線装置１００８を介してリモートの統計情
報にアクセスしてもよい。
【０５８２】
　運転支援装置１０４０の検出情報入力部１０５２は、車両１０００の周囲状況および走
行状態の検出結果を示す検出情報を検出部１０２０から取得する。第１決定部１０８０は
、検出部１０２０から出力された検出情報と、第１統計情報蓄積部１０７２に蓄積された
第１統計情報に基づいて、車両１０００に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の第
１行動を決定する。
【０５８３】
　第１決定部１０８０の状況適応型決定部１０８１は、車両１０００に実行させる予定の
行動になり得る１つ以上の行動の候補（以下「状況適応予定行動候補」と呼ぶ。）を第１
行動として決定する。具体的には、実施の形態７と同様に、第１統計情報に規定された行
動のうち、検出情報に近似する環境パラメータ値に対応付けられた行動を状況適応予定行
動候補（実施の形態７の予定行動候補に対応）として決定する。状況適応予定行動候補は
、現在の周囲状況或いは走行状態に対して将来時点で実行される典型的な操作パターン・
行動パターンと言える。
【０５８４】
　第２決定部１０８２は、検出部１０２０から出力された検出情報と、第２統計情報蓄積
部１０７３に蓄積された第２統計情報に基づいて、車両１０００に実行させる予定の行動
になり得る１つ以上の第２行動を決定する。実施の形態１１では、第２決定部１０８２は
、１つ以上の状況適応予定行動候補それぞれに対する優先度であり、第２統計情報と検出
情報との相関性に応じた優先度を示す情報を第２行動として決定する。言い換えれば、第
２決定部１０８２が決定する１つ以上の第２行動は、１つ以上の第１行動それぞれの優先
度を示すものである。
【０５８５】
　第２決定部１０８２の個人適応型決定部１０８３は、車両１０００に実行させる予定の
行動になり得る１つ以上の行動の候補（以下「個人適応予定行動候補」と呼ぶ。）を決定
する。具体的には、実施の形態７と同様に、第２統計情報に規定された行動のうち、検出
情報に近似する環境パラメータ値に対応付けられた行動を個人適応予定行動候補（実施の
形態７の予定行動候補に対応）として決定する。個人適応予定行動候補は、現在の周囲状
況或いは走行状態に対する運転者個人の将来の操作パターンと言え、また車両１０００単
体の将来の行動パターンと言える。
【０５８６】
　個人適応型決定部１０８３は、実施の形態１０と同様に、第２統計情報から抽出した１
つ以上の個人適応予定行動候補を順位付けする。優先度決定部１０８４は、実施の形態１
０と同様に、個人適応型決定部１０８３により決定された１つ以上の個人適応予定行動候
補の順位に基づいて、状況適応型決定部１０８１により決定された１つ以上の状況適応予
定行動候補の優先順位を決定する。
【０５８７】
　画像生成部１０６０は、１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、１つ以上の第２
行動を表す第２画像を生成する。具体的には、画像生成部１０６０は、１つ以上の状況適
応予定行動候補のそれぞれを表わす予定行動候補画像を第１画像として生成する。また画
像生成部１０６０は、１つ以上の状況適応予定行動候補のそれぞれに対して優先度決定部
１０８４が設定した優先順位を表わす優先度画像を第２画像として生成する。画像生成部
１０６０は、１つ以上の状況適応予定行動候補のそれぞれに付与された優先度合をヒスト
グラムまたは数字で表わす優先度画像を生成してもよい。ヒストグラムは、優先度合に対
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応する表示サイズが設定された図形オブジェクトの画像であってもよい。
【０５８８】
　画像出力部１０５１は、車両の運転者の一定視野内に予定行動候補画像と優先度画像を
表示させるように、予定行動候補画像と優先度画像を報知装置１００２に出力する。報知
装置１００２は、予定行動候補画像と優先度画像を含む自動運転情報画面を表示する。
【０５８９】
　図６６は、自動運転情報画面の一例を示す。同図の自動運転情報画面１１０３では、予
定行動候補画像として第１予定行動候補画像１１１２ａと第２予定行動候補画像１１１２
ｂが表示されている。同図の予定行動候補（状況適応予定行動候補）はいずれも、複数の
単一行動を組み合わせた行動計画であるが、状況適応現在行動候補として単一行動が決定
された場合、その単一行動を表わす予定行動候補画像が表示される。
【０５９０】
　また同図では、各予定行動候補の優先度をヒストグラムで示している。具体的には、第
１予定行動候補画像１１１２ａが示す予定行動候補の優先度を第１優先度画像１１３２ａ
（網掛け）で示し、第２予定行動候補画像１１１２ｂが示す予定行動候補の優先度を第２
優先度画像１１３２ｂ（網掛け）で示している。同図では、第１予定行動候補画像１１１
２ａに対して相対的に大きい優先度画像１１３２が付加されている。これにより、第１予
定行動候補画像１１１２ａが示す行動の方が、運転者個人に対するお勧め度が高いことを
示している。なお、図６３（ａ）で示したように、各予定行動候補の優先度を数字を表わ
す優先度画像を表示してもよい。
【０５９１】
　実施の形態１１における車両１０００の処理シーケンスは、実施の形態１０で説明した
図６４の処理シーケンスと同様であるため説明を省略する。ただし、図６４のＰ４３で示
した自動運転制御装置１０３０から運転支援装置１０４０への行動情報の入力は、実施の
形態１１ではないものとし、後述の変形例において説明する。また、図６４に記載の現在
行動候補と現在行動候補画像はそれぞれ、予定行動候補（具体的には状況適応予定行動候
補、個人適応予定行動候補）と予定行動候補画像に置き換わる。
【０５９２】
　図６７は、運転支援装置１０４０の処理の例を示すフローチャートである。検出部１０
２０から出力された検出情報を検出情報入力部１０５２が取得すると（Ｓ２６０のＹ）、
状況適応型決定部１０８１は、検出情報と第１統計情報に基づいて１つ以上の状況適応予
定行動候補を決定する（Ｓ２６１）。個人適応型決定部１０８３は、検出情報と第２統計
情報に基づいて１つ以上の個人適応予定行動候補を決定し、各候補の順位を決定する。優
先度決定部１０８４は、１つ以上の個人適応予定行動候補の順位に基づいて、１つ以上の
状況適応予定行動候補の優先度を決定する（Ｓ２６２）。優先度決定部１０８４は、状況
適応予定行動候補と優先度を示す情報を記憶部１０４２へ格納する。
【０５９３】
　状況適応予定行動候補が更新された場合（Ｓ２６３のＹ）、画像生成部１０６０は、更
新された状況適応予定行動候補を表わす予定行動候補画像を生成する（Ｓ２６４）。画像
出力部１０５１は、予定行動候補画像を報知装置１００２へ出力して表示させる（Ｓ２６
５）。画像生成部１０６０は、１つ以上の状況適応予定行動候補それぞれの優先度を表わ
す優先度画像を生成し（Ｓ２６６）、画像出力部１０５１は、優先度画像を報知装置１０
０２へ出力して表示させる（Ｓ２６７）。状況適応予定行動候補が未更新であるが（Ｓ２
６３のＮ）、優先度が更新された場合（Ｓ２６８のＹ）、Ｓ２６６へ進み、優先度も未更
新であれば（Ｓ２６８のＮ）、Ｓ２６９へ進む。
【０５９４】
　所定の終了条件が満たされた場合（Ｓ２６９のＹ）、本図のフローを終了し、終了条件
が満たされなければ（Ｓ２６９のＮ）、Ｓ２４０に戻る。検出情報が未入力であれば（Ｓ
２６０のＮ）、Ｓ２６１～Ｓ２６８をスキップする。このように、実施の形態１０の運転
支援装置１０４０は、検出情報が入力される都度、状況適応予定行動候補を決定し、運転
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者の嗜好に応じた提案の優先度を決定する。そして、状況適応予定行動候補と優先度の少
なくとも一方が更新されると、自動運転情報画面１１０３の表示内容も更新される。
【０５９５】
　運転者による予定行動候補の選択に係る運転支援装置１０４０（画像生成部１０６０、
判定部１０６２、指示部１０６３等）の処理は、実施の形態７と同様である。例えば、図
５４のフローチャートに示す処理と、図５５および図５６の自動運転情報画面１１０３に
示すユーザインタフェースは、実施の形態１１にそのまま適用される。
【０５９６】
　以上説明したように、実施の形態１１の運転支援装置１０４０は、１つ以上の状況適応
予定行動候補に対して、運転者個人または車両１０００単体に適応した優先度を付与した
自動運転情報画面１１０３を運転者へ提示する。これにより、車両の予定行動の選択を支
援するために有用な情報を運転者へ提示できる。実施の形態１１では、自動運転情報画面
１１０３に表示させる予定行動の候補を、様々な環境パラメータ値と様々な行動が網羅的
に記録された第１統計情報から抽出することで、刻々と変化する車両の環境パラメータ値
により適合した予定行動候補を提示しやすくなる。また、各候補の優先順位を、運転者の
嗜好を強く反映する第２統計情報をもとに決定することで、運転手個人の嗜好或いは操作
パターンに応じた優先度を提示することができる。
【０５９７】
　なお、図示しないが、状況適応予定行動候補（将来についての状況適応型推薦とも言え
る）と個人適応予定行動候補（将来についての個人適応型推薦とも言える）を提示する別
例を説明する。ここでは、片側二車線道路の交差点を右折する際に、対向車線を接近する
車両がいることに基づいて、自動運転制御装置１０３０は、現在行動「一時停止」を実行
することを決定し、運転支援装置１０４０は、「一時停止」を実行していることを提示し
ていることとする（例えば実施の形態５、６等を参照）。
【０５９８】
　このとき運転支援装置１０４０は、『自車が右折するために要する時間が充分確保でき
る対向車線前方から接近する車両との距離』を判定してもよい。そして運転支援装置１０
４０は、現在行動「一時停止」のあとに、タイミングを見計らって走行制御指示できる状
況適応予定行動候補として「右折」を、指示が予約できる選択肢として推薦提示してもよ
い。
【０５９９】
　さらに運転支援装置１０４０は、『対抗車線の前方から接近する車両がある場合におい
て運転者が採る運転行動の傾向』に基づいて、現在行動「一時停止」のあとに、タイミン
グを見計らって走行制御指示できる個人適応予定行動候補として「タイミングを見て一車
線分右折→一時停止→タイミングを見て一車線分右折」（ここでは複数の単一行動を組み
合わせた行動計画）を決定してもよい。そして運転支援装置１０４０は、その個人適応現
在行動候補を、指示が予約できる選択肢としてさらに推薦提示してもよい。なお運転者が
採る運転行動の傾向は、例えば、対向車線手前側後方が信号で詰まっており前方から接近
する車両が減速しており、かつ対向車線奥側前方から接近する車両が左折ウィンカーを点
灯する場合には、対向車線手前側前方から接近する車両の前に右折で割込み、一時停止し
たあと再度対向車線奥側前方から接近する車両の減速或いは左折ウィンカーの継続など左
折意思が確認できる場合に右折を再開する傾向があること、などであってもよい。このよ
うに、運転支援装置１０４０は、近似するタイミングで決定した状況適応予定行動候補と
個人適応予定行動候補のそれぞれを同時並行して運転者へ提示してもよい。
【０６００】
　変形例を説明する。行動情報入力部１０５４は、自動運転制御装置１０３０により決定
された予定行動を示す行動情報を自動運転制御装置１０３０から取得してもよい。画像生
成部１０６０は、予定行動を示す予定行動画像をさらに生成してもよい。画像出力部１０
５１は、予定行動画像を報知装置１００２へさらに出力して、予定行動画像、予定行動候
補画像、優先度画像を運転者の一定視野内に同時に表示させてもよい。この場合、運転支
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援装置１０４０が決定した予定行動候補に加えて、自動運転制御装置１０３０が決定した
予定行動が、運転者による選択対象となってよく、運転支援装置１０４０から自動運転制
御装置１０３０へ指示する行動の候補となってよい。
【０６０１】
　また、この変形例において、状況適応型決定部１０８１は、第１統計情報から抽出した
状況適応予定行動候補の中に、行動情報が示す予定行動と同じ候補があれば、その候補を
状況適応予定行動候補（例えば運転者への提示対象）から除外してもよい。また、個人適
応型決定部１０８３は、第２統計情報から抽出した個人適応予定行動候補の中に、行動情
報が示す予定行動と同じ候補があれば、その候補を個人適応予定行動候補（例えば順位付
けの対象）から除外してもよい。これにより、自動運転制御装置１０３０で計画済の予定
行動と同じ候補を運転者へ提示することを防止できる。
【０６０２】
　別の変形例として、実施の形態１１では言及していないが、実施の形態７或いは実施の
形態９と同様に、統計情報（例えば第１統計情報）で規定された予定行動が実行されるま
での残り時間を自動運転情報画面１１０３にさらに表示させてもよい。例えば、予定行動
候補画像に対して、その画像が示す予定行動候補（例えば状況適応現在行動候補）が実行
されるまでの残り時間を示す残り時間画像を付加してもよい。
【０６０３】
　次に各実施の形態に共通の変形例を説明する。
　車両１０００内のシートが、手動運転中の前向き状態と、自動運転中に前列と後列が向
い合せる対面状態とに変形できる場合、運転支援装置１０４０は、シート状態を検知する
不図示のシートセンサの検出情報に基づいて、シートが対面状態の場合、報知方法を全て
音声にしてもよい。また、報知方法を表示から音声に切り替えてもよい。また、運転支援
装置１０４０は、現在行動を音声で報知し、予定行動を表示で報知してもよい。言い換え
れば、現在行動、現在行動候補、予定行動、予定行動候補について、その一部種類の情報
を報知する手段（媒体）を、他の種類の情報を報知する手段（媒体）と異ならせてもよい
。さらにまた、自動運転制御装置１０３０により決定された行動情報を音声で報知し、運
転支援装置１０４０により決定された行動候補を画面表示で報知してもよく、この逆の組
み合わせでもよい。運転者、乗員などを含む車両１０００内の状態に合わせて報知方法を
適切に変更することで、受け取り側が煩わしく感じにくくなり、且つ情報伝達の確実性を
高めることができる。
【０６０４】
　また、運転支援装置１０４０は、報知装置１００２（ここではヘッドアップディスプレ
イ等の表示装置）を見るべきことを振動により運転者へ知らせた後（自動運転では運転者
は報知装置１００２を常に見ている必要がないため）、運転者が報知装置１００２の表示
を見るタイミング付近で音声による説明音声をスピーカから出力させてもよい。人間は、
触覚（振動）と、聴覚（音）≒触覚（鼓膜への振動）への反応は早いが、視覚（表示）へ
の反応は遅い。一方で、触覚や単音の聴覚は、その意味するところがわかりにくい。音声
による聴覚は、意味は伝わるがその意味が伝わりきるまでに時間がかかる。視覚は、意味
を表現する情報を伝達可能である。本変形例の構成は、このような各感覚の特徴を好適に
組み合わせて利用するものである。
【０６０５】
　また、報知すべき状況は単発の連続でなく、重なることがあってもよい。例えば、踏切
の矢印表示のように、「←」が表示されていて、しばらく待つうちに「→」が追加され、
「←」は消えるが「→」は残り、両方が消えることで、出発可能になることを、触覚、聴
覚、視覚の組み合わせにより、運転者や同乗者に伝達してもよい。例えば、報知装置１０
０２（ここではヘッドアップディスプレイ等の表示装置）を見るべきことを振動により知
らせた後、運転者が報知装置１００２の表示を見るタイミング付近で音声による説明音声
を出力してもよい。さらに、その説明が終わらないうちに、状況が変化したことを所定の
報知音で知らせて、報知装置１００２の表示内容を変化させ、或いは追加してもよい。
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【０６０６】
　以上、本発明に係る実施形態について図面を参照して詳述してきたが、上述した装置或
いは各処理部の機能は、コンピュータプログラムにより実現され得る。
【０６０７】
　上述した機能をプログラムにより実現するコンピュータは、キーボード或いはマウス、
タッチパッドなどの入力装置、ディスプレイ或いはスピーカなどの出力装置、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memor
y）、ハードディスク装置或いはＳＳＤ（Solid State Drive）などの記憶装置、ＤＶＤ－
ＲＯＭ（Digital Versatile Disk Read Only Memory）或いはＵＳＢ（Universal Serial 
Bus）メモリなどの記録媒体から情報を読み取る読取装置、ネットワークを介して通信を
行うネットワークカードなどを備え、各部はバスにより接続される。
【０６０８】
　そして、読取装置は、上記プログラムを記録した記録媒体からそのプログラムを読み取
り、記憶装置に記憶させる。あるいは、ネットワークカードが、ネットワークに接続され
たサーバ装置と通信を行い、サーバ装置からダウンロードした上記各装置の機能を実現す
るためのプログラムを記憶装置に記憶させる。
【０６０９】
　そして、ＣＰＵが、記憶装置に記憶されたプログラムをＲＡＭにコピーし、そのプログ
ラムに含まれる命令をＲＡＭから順次読み出して実行することにより、上記各装置の機能
が実現される。
【０６１０】
　なお、実施の形態は、以下の項目によって特定されてもよい。
［項目１］
　車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得
する検出情報入力部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、前記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動にな
り得る１つ以上の第１行動を決定する第１決定部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す統計情報であって、前記第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報と、前
記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動になりうる１つ以上の第２行動
を決定する第２決定部と、
　前記１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、前記１つ以上の第２行動を表す第２
画像を生成する画像生成部と、
　前記車両の運転者の一定視野内に前記第１画像と前記第２画像を表示させるように前記
第１画像と前記第２画像を前記車両内の表示部に出力する画像出力部と、
　を備える運転支援装置。
　これにより、車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の行動を複数の観点から
抽出して運転者へ提示でき、運転者による車両の行動決定を支援できる。
［項目２］
　前記第１統計情報と前記第２統計情報の少なくとも一方を蓄積する蓄積部をさらに備え
る項目１に記載の運転支援装置。
　これにより、通信環境がない場合でも統計情報を参照して行動を決定することができる
。
［項目３］
　通信網を介して、前記第１統計情報と前記第２統計情報の少なくとも一方を蓄積する本
車両外部の蓄積部と通信可能な通信インタフェースをさらに備え、
　前記第１決定部と前記第２決定部の少なくとも一方は、前記通信インタフェースを介し
て前記蓄積部の前記第１統計情報または前記第２統計情報にアクセスする項目１に記載の
運転支援装置。
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　これにより、統計情報が車外の装置に蓄積される場合も、統計情報を参照して行動を決
定することができる。また、運転支援装置における記憶容量を低減できる。
［項目４］
　前記第２決定部が決定する１つ以上の第２行動は、前記第２統計情報と前記検出情報と
の相関性に応じた各第１行動に対する優先度を示すものである項目１から３のいずれか一
項に記載の運転支援装置。
　これにより、運転者に対して提案する各行動の推奨度合いを分かり易く提示できる。
［項目５］
　前記画像生成部により生成される第２画像は、前記第２決定部により決定された各第１
行動に対する優先度をヒストグラムまたは数字で表すものである項目４に記載の運転支援
装置。
　これにより、運転者に対して提案する各行動の優先度を直観的に分かり易く提示できる
。
［項目６］
　車両の自動運転における前記車両の行動を決定する自動運転制御部と、
　車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得
する検出情報入力部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、前記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動にな
り得る１つ以上の第１行動を決定する第１決定部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す統計情報であって、前記第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報と、前
記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動になりうる１つ以上の第２行動
を決定する第２決定部と、
　前記１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、前記１つ以上の第２行動を表す第２
画像を生成する画像生成部と、
　前記車両の運転者の一定視野内に前記第１画像と前記第２画像を表示させるように前記
第１画像と前記第２画像を前記車両内の表示部に出力する画像出力部と、
　を備える運転制御装置。
　これにより、車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の行動を複数の観点から
抽出して運転者へ提示でき、運転者による車両の行動決定を支援できる。
［項目７］
　本車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取
得する検出情報入力部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、前記検出情報に基づいて、本車両に実行させる予定の行動になり
得る１つ以上の第１行動を決定する第１決定部と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す統計情報であって、前記第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報と、前
記検出情報に基づいて、本車両に実行させる予定の行動になりうる１つ以上の第２行動を
決定する第２決定部と、
　前記１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、前記１つ以上の第２行動を表す第２
画像を生成する画像生成部と、
　本車両の運転者の一定視野内に前記第１画像と前記第２画像を表示させるように前記第
１画像と前記第２画像を本車両内の表示部に出力する画像出力部と、
　を備える車両。
　これにより、車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の行動を複数の観点から
抽出して運転者へ提示でき、運転者による車両の行動決定を支援できる。
［項目８］
　車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得



(83) JP 6558735 B2 2019.8.14

10

20

30

するステップと、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、前記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動にな
り得る１つ以上の第１行動を決定するステップと、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す統計情報であって、前記第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報と、前
記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の第２行動
を決定するステップと、
　前記１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、前記１つ以上の第２行動を表す第２
画像を生成するステップと、
　前記車両の運転者の一定視野内に前記第１画像と前記第２画像を表示させるように前記
第１画像と前記第２画像を前記車両内の表示部に出力するステップと、
　をコンピュータが実行することを特徴とする運転支援方法。
　これにより、車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の行動を複数の観点から
抽出して運転者へ提示でき、運転者による車両の行動決定を支援できる。
［項目９］
　車両の周囲状況および走行状態を検出する検出部から、検出結果を示す検出情報を取得
する機能と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す第１統計情報と、前記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動にな
り得る１つ以上の第１行動を決定する機能と、
　所定の記憶領域に蓄積された、車両の周囲状況および走行状態と車両の行動との関連性
を示す統計情報であって、前記第１統計情報とは統計の範囲が異なる第２統計情報と、前
記検出情報に基づいて、前記車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の第２行動
を決定する機能と、
　前記１つ以上の第１行動を表す第１画像を生成し、前記１つ以上の第２行動を表す第２
画像を生成する機能と、
　前記車両の運転者の一定視野内に前記第１画像と前記第２画像を表示させるように前記
第１画像と前記第２画像を前記車両内の表示部に出力する機能と、
　をコンピュータに実現させるための運転支援プログラム。
　これにより、車両に実行させる予定の行動になり得る１つ以上の行動を複数の観点から
抽出して運転者へ提示でき、運転者による車両の行動決定を支援できる。
【符号の説明】
【０６１１】
　１０００　車両、　１００２　表示装置、　１０２０　検出部、　１０３０　自動運転
制御装置、　１０４０　運転支援装置、　１０５１　画像出力部、　１０５２　検出情報
入力部、　１０５４　行動情報入力部、　１０５５　コマンド出力部、　１０６０　画像
生成部、　１０６１　候補決定部、　１０８０　第１決定部、　１０８２　第２決定部。
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