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(57)【要約】
【課題】　車両が走行中の車線を規定する一対の区画線
の一方のみを車線認識手段が認識している場合に車線変
更支援制御を実行可能でありながら、車線変更支援制御
によって車両が道路の車線数が減少する部位を通るとき
に、走行中の車線からこの車線に隣接する車線に隣接す
る車線まで一気に車線変更することを防止できる車線変
更支援装置を提供すること。
【解決手段】　車線変更支援制御手段が、車線認識手段
が元車線の一方側の区画線を認識せず且つ他方側の区画
線を認識したときに、元車線を走行中の自車両が前記一
方側から元車線に対して隣接する目標車線へ車線変更す
るように車線変更支援制御を実行することが禁止される
。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両が走行中の車線である元車線の左右両側縁部をそれぞれ規定する一対の区画線を
認識可能であり、且つ、少なくとも一方の前記区画線を認識したときに前記元車線に対す
る前記自車両の車線幅方向の相対位置を認識可能な車線認識手段と、
　前記車線認識手段が認識した前記相対位置が所定の目標軌道に沿って変化するように、
前記元車線を走行している前記自車両を左側と右側の一方側から前記元車線に対して隣接
する目標車線へ車線変更させる車線変更支援制御を実行可能な車線変更支援制御手段と、
　を備え、
　前記車線変更支援制御手段が、
　前記車線認識手段が前記元車線の前記一方側の前記区画線を認識せず且つ他方側の前記
区画線を認識したときに、前記元車線を走行中の前記自車両が前記一方側から前記元車線
に対して隣接する前記目標車線へ車線変更するように前記車線変更支援制御を実行するこ
とが禁止されるように構成された、
　車線変更支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車線変更を行うための操舵操作を支援する車線変更支援制御を実行可能な車
線変更支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、車両が車線変更を行うときに操舵ハンドルの操舵操作を支援する車線変
更支援制御を実行可能な車線変更支援装置を開示している。
【０００３】
　この車線変更支援装置は、車線変更支援装置を搭載した車両（以下、「自車両」と称す
る）を、自車両が現在走行中の車線（以下、元車線と称する）から元車線に隣接し且つ自
車両のドライバーが移動することを希望する車線である目標車線へ車線変更するための目
標軌道を規定する目標軌道関数を演算可能である。なお、元車線から見たときの目標車線
の方向は、自車両に設けられた操作手段によって設定可能である。換言すると、車線変更
支援制御による自車両の車線移動方向は操作手段によって設定可能である。
【０００４】
　この種の目標軌道関数は、例えば、元車線の車線幅方向の中心部を元車線と平行に延び
る車線中心ラインを基準とし且つ時間に対応する自車両の目標横位置を算出する関数であ
る。即ち、目標軌道関数を演算するためには、車線変更支援装置は元車線の車線中心ライ
ンの位置を認識する必要がある。
　そのために車線変更支援装置は、元車線の左右両側縁部をそれぞれ規定する一対の区画
線（白線）を、例えばカメラが取得した撮影データを利用して認識する。さらに車線変更
支援装置は、左右の区画線の間の車線幅方向の中央位置を元車線の車線中心ラインが通る
位置であると認識する。
【０００５】
　さらに車線変更支援装置は、演算した目標軌道関数によって規定された目標軌道に沿っ
て自車両が走行するように、自車両の操舵輪の舵角を制御する。
　車線変更支援装置はこのような要領で車線変更支援制御を実行する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１６－１２６３６０号公報
【特許文献２】特開２００２－１６３６４２号公報
【発明の概要】
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【０００７】
　自車両に搭載されたカメラは、元車線の一対の区画線を常に認識できるとは限らない。
即ち、一時的にカメラが一方の区画線のみを認識し且つ他方の区画線を認識しないことが
ある。
　しかしながら、カメラが他方の区画線を認識しなくなるまでに既に車線変更支援装置が
元車線の車線幅を認識していることがある。また、例えば自車両に搭載されたカーナビゲ
ーションシステムの地図データの情報から、車線変更支援装置が元車線の車線幅を認識可
能な場合がある。
　そしてカメラが一方の区画線のみを認識した場合においても、車線変更支援装置は元車
線の車線幅を認識していれば、元車線の一方の区画線の位置と車線幅とに基づいて元車線
の車線中心ラインの位置を認識（演算）可能である。
　従って、車線変更支援装置は、カメラが元車線の一対の区画線のうちの一方の区画線の
みを認識している場合も車線変更支援制御を実行可能である。
【０００８】
　しかしながら、車線変更支援装置がこのような車線変更支援制御を実行する場合は、以
下の問題が発生するおそれがある。
【０００９】
　図６に示す道路は３つの車線（車線１、車線２、車線３）を有している。車両はこの道
路上を矢印Ａ方向に走行する。
　さらに車線１上の位置Ｘ１に位置する自車両の前方において車線１が湾曲しながら車線
２と合流している。換言すると、位置Ｘ１に位置する自車両の前方において道路の車線数
が「３」から「２」へ減少している。
　さらに車線１の車線２との合流部（湾曲部）において、車線１の左側の区画線は実線で
描かれている。一方、この道路には、車線１の車線２との合流部の右側縁部を規定する区
画線は描かれていない。
【００１０】
　ここで、位置Ｘ１に位置する自車両が車線変更支援制御を実行している場合を想定する
。
【００１１】
　なお、前記操作手段によって、元車線から見たときの目標車線の方向は右側に設定され
ている。即ち、位置Ｘ１に位置する自車両のドライバーは、車線変更支援制御によって自
車両が車線１から車線２へ車線変更することを予想している。換言すると、ドライバーは
、車線変更支援制御によって自車両が車線１から右側の車線２へ車線変更することを予想
している。
　しかしながら車線１の合流部上の位置Ｘ２まで移動した自車両のカメラが合流部の左側
の区画線を認識したときに、車線変更支援制御が、既に取得している車線１の車線幅情報
及び車線１の合流部の左側の区画線の位置情報に基づいて、合流部に車線１の車線中心ラ
インＰＣＬがあるものと誤認識するおそれがある。換言すると、車線変更支援制御が、車
線１を合流部よりも前方の位置まで延びる車線であると誤認識するおそれがある。
【００１２】
　そのため、仮に位置Ｘ２に位置する自車両Ｃの車線変更支援制御がこのように誤認識す
ると、位置Ｘ２に位置する自車両Ｃが矢印Ｍが示す目標軌道に沿って車線３へ車線変更す
るおそれがある。即ち、自車両のドライバーは、車線変更支援制御によって自車両が車線
１から車線２へ車線変更することを予想していたにも拘わらず、自車両が車線１から車線
３へ一気に車線変更してしまうおそれがある。この場合、自車両のドライバーが違和感を
覚えるおそれがある。
【００１３】
　本発明は前記課題に対処するためになされた。即ち、本発明の目的の一つは、車両が走
行中の車線を規定する一対の区画線の一方のみを車線認識手段が認識している場合に車線
変更支援制御を実行可能でありながら、車両が道路の車線数が減少する部位を通るときに
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、走行中の車線からこの車線に隣接する車線に隣接する車線まで一気に車線変更すること
を防止できる車線変更支援装置を提供することを目的とする。
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明の車線変更支援装置の特徴は、
　自車両（Ｃ）が走行中の車線である元車線の左右両側縁部をそれぞれ規定する一対の区
画線（ＷＬ）を認識可能であり、且つ、少なくとも一方の前記区画線を認識したときに前
記元車線に対する前記自車両の車線幅方向の相対位置を認識可能な車線認識手段（１２）
と、
　前記車線認識手段が認識した前記相対位置が所定の目標軌道に沿って変化するように、
前記元車線を走行している前記自車両を左側と右側の一方側から前記元車線に対して隣接
する目標車線へ車線変更させる車線変更支援制御を実行可能な車線変更支援制御手段（１
０、２０）と、
　を備え、
　前記車線変更支援制御手段が、
　前記車線認識手段が前記元車線の前記一方側の前記区画線を認識せず且つ他方側の前記
区画線を認識したときに、前記元車線を走行中の前記自車両が前記一方側から前記元車線
に対して隣接する前記目標車線へ車線変更するように前記車線変更支援制御を実行するこ
とが禁止されるように構成されたことにある。
【００１５】
　区画線は、例えば白線である。
　但し、区画線が、白線とは異なる線を含んでもよい。
【００１６】
　本発明の車線認識手段は、自車両が走行中の車線である元車線の左右両側縁部をそれぞ
れ規定する一対の区画線を認識可能である。さらに車線認識手段は、少なくとも一方の区
画線を認識したときに元車線に対する自車両の車線幅方向の相対位置を認識可能である。
　さらに車線変更支援制御手段は、車線認識手段が認識した相対位置が所定の目標軌道に
沿って変化するように、元車線を走行している自車両を左側と右側の一方側から元車線に
対して隣接する目標車線へ車線変更させる車線変更支援制御を実行可能である。
　即ち、車線認識手段が車両が走行中の車線の一方の区画線のみを認識している場合に、
車線変更支援制御手段が車線変更支援制御を実行可能である。
【００１７】
　但し、車線変更支援制御手段は、車線認識手段が元車線の前記一方側の区画線を認識せ
ず且つ他方側の区画線を認識したときに、元車線を走行中の自車両が前記一方側から元車
線に対して隣接する目標車線へ車線変更するように車線変更支援制御を実行することが禁
止される。
　例えば、元車線の左側の区画線のみを車線認識手段が認識している場合は、車線変更支
援制御手段は、元車線を走行中の自車両を、この元車線の右隣の目標車線へ車線変更させ
ることが禁止される。
【００１８】
　そのため、例えば、図６の車線１の位置Ｘ２に位置する自車両が、車線変更支援制御に
よって車線１（元車線の合流部）から車線３へ車線変更することが禁止される。即ち、車
線変更支援制御によって自車両が車線１から車線３へ一気に車線変更させられるおそれが
ない。
【００１９】
　前記説明においては、本発明の理解を助けるために、後述する実施形態に対応する発明
の構成に対し、その実施形態で用いた名称及び／又は符号を括弧書きで添えている。しか
しながら、本発明の各構成要素は、前記符号によって規定される実施形態に限定されるも
のではない。本発明の他の目的、他の特徴及び付随する利点は、以下の図面を参照しつつ
記述される本発明の実施形態についての説明から容易に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
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【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係る車線変更支援装置の概略構成図である。
【図２】ウインカーレバーの作動を説明するための図である。
【図３】実施形態に係る操舵支援制御ルーチンを表すフローチャートである。
【図４】自車両の目標軌道を表す図である。
【図５】自車両が道路の車線数が減少する部位を車線維持支援制御及び車線変更支援制御
を実行しながら走行する様子を示す図である。
【図６】比較例の自車両が道路の車線数が減少する部位を車線変更支援制御を実行しなが
ら走行する様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態に係る操舵支援装置について図面を参照しながら説明する。
【００２２】
　本発明の実施形態に係る操舵支援装置は、車両Ｃ（以下において、他の車両と区別する
ために、「自車両Ｃ」と称呼される場合がある。）に適用される。図１に示すように自車
両Ｃは、運転支援ＥＣＵ１０、電動パワーステアリングＥＣＵ２０、メータＥＣＵ３０、
ステアリングＥＣＵ４０、エンジンＥＣＵ５０、ブレーキＥＣＵ６０、および、ナビゲー
ションＥＣＵ７０を備えている。
【００２３】
　これらのＥＣＵは、マイクロコンピュータを主要部として備える電気制御装置（Electr
ic　Control　Unit）であり、ＣＡＮ（Controller　Area　Network）１００を介して相互
に情報を送信可能及び受信可能に接続されている。本明細書において、マイクロコンピュ
ータは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、不揮発性メモリ及びインターフェースＩ／Ｆ等を含む
。ＣＰＵはＲＯＭに格納されたインストラクション（プログラム、ルーチン）を実行する
ことにより各種機能を実現するようになっている。これらのＥＣＵは、幾つか又は全部が
一つのＥＣＵに統合されてもよい。
【００２４】
　また、ＣＡＮ１００には、車両状態を検出する複数種類の車両状態センサ８０、および
、運転操作状態を検出する複数種類の運転操作状態センサ９０が接続されている。車両状
態センサ８０は、例えば、車両の走行速度を検出する車速センサ、車両の前後方向の加速
度を検出する前後Ｇセンサ、車両の横方向の加速度を検出する横Ｇセンサ、および、車両
のヨーレートを検出するヨーレートセンサなどである。
【００２５】
　運転操作状態センサ９０は、アクセルペダルの操作量を検出するアクセル操作量センサ
、ブレーキペダルの操作量を検出するブレーキ操作量センサ、ブレーキペダルの操作の有
無を検出するブレーキスイッチ、操舵角を検出する操舵角センサ、操舵トルクを検出する
操舵トルクセンサ、および、変速機のシフトポジションを検出するシフトポジションセン
サなどである。
【００２６】
　車両状態センサ８０、および、運転操作状態センサ９０によって検出された情報（セン
サ情報と呼ぶ）は、ＣＡＮ１００に送信される。各ＥＣＵにおいては、ＣＡＮ１００に送
信されたセンサ情報を、適宜、利用することができる。
【００２７】
　運転支援ＥＣＵ１０は、ドライバーの運転支援を行う中枢となる制御装置であって、車
線変更支援制御、車線維持支援制御、および、追従車間距離制御を実施する。運転支援Ｅ
ＣＵ１０には、図１に示すように、周辺センサ１１が接続されている。
【００２８】
　周辺センサ１１は、レーダ送受信部と信号処理部（図示略）とを備えており、レーダ送
受信部が、ミリ波帯の電波（以下、「ミリ波」と称呼する。）を放射し、放射範囲内に存
在する立体物（例えば、他車両、歩行者、自転車、建造物など）によって反射されたミリ
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波（即ち、反射波）を受信する。信号処理部は、送信したミリ波と受信した反射波との位
相差、反射波の減衰レベル及びミリ波を送信してから反射波を受信するまでの時間等に基
づいて、自車両Ｃと立体物との距離、自車両Ｃと立体物との相対速度、自車両Ｃに対する
立体物の相対位置（方向）等を表す情報（以下、周辺情報と呼ぶ）を所定時間の経過毎に
取得して運転支援ＥＣＵ１０に供給する。この周辺情報によって、自車両Ｃと立体物との
距離における前後方向成分と横方向成分、および、自車両Ｃと立体物との相対速度におけ
る前後方向成分と横方向成分とを検出することができる。
【００２９】
　周辺センサ１１は、本実施形態においては、レーダセンサであるが、それに代えて、例
えば、クリアランスソナー、ライダーセンサなど、他のセンサを採用することもできる。
【００３０】
　また、運転支援ＥＣＵ１０には、カメラセンサ１２が接続されている。カメラセンサ１
２は、カメラ部、および、カメラ部によって撮影して得られた画像データを解析して道路
の区画線の一種である白線ＷＬを認識するレーン認識部を備えている。カメラセンサ１２
（カメラ部）は、自車両Ｃの前方の風景を撮影する。カメラセンサ１２（レーン認識部）
は、認識した白線ＷＬに関する情報を所定の演算周期にて繰り返し運転支援ＥＣＵ１０に
供給する。
【００３１】
　カメラセンサ１２は、一対の白線ＷＬによって区画される領域を表す車線（図５参照）
を認識するとともに、白線ＷＬと自車両Ｃとの位置関係に基づいて、車線に対する自車両
Ｃの相対的な位置関係を検出できるようになっている。ここで、自車両Ｃの位置とは、自
車両Ｃの重心位置である。また、自車両Ｃの横位置とは、自車両Ｃの重心位置の車線幅方
向における位置を表し、自車両Ｃの横速度は、自車両Ｃの重心位置の車線幅方向における
速度を表し、自車両Ｃの横加速度は、自車両Ｃの重心位置の車線幅方向における加速度を
表す。これらは、カメラセンサ１２によって検出される白線ＷＬと自車両Ｃとの相対位置
関係によって求められる。
【００３２】
　カメラセンサ１２は、図５に示すように、自車両Ｃの走行している車線における左右の
白線ＷＬの幅方向の中心位置となる車線中心ラインＣＬ（一点鎖線）を設定する。この車
線中心ラインＣＬは、後述する車線維持支援制御における目標走行ラインとして利用され
る。また、カメラセンサ１２は、車線中心ラインＣＬのカーブの曲率Ｃｕを演算する。
【００３３】
　カメラセンサ１２は、自車両Ｃが走行している車線の左右両側縁部をそれぞれ規定する
一対の白線ＷＬを共に（同時に）認識したときは、認識した一対の白線ＷＬの間の車線幅
方向の中央位置を、この車線の車線中心ラインＣＬが通る位置であると認識する。
【００３４】
　またカメラセンサ１２は自車両Ｃが走行している車線の一対の白線ＷＬを常に認識でき
るとは限らない。即ち、一時的にカメラセンサ１２が一方の白線ＷＬのみを認識し且つ他
方の白線ＷＬを認識しないことがある。
　しかしながら、後述するように、ナビゲーションＥＣＵ７０に接続された地図データベ
ース７２に記憶されている地図情報には、道路（各車線）の車線幅に関する情報が含まれ
ている。従って、このような状況になっても、カメラセンサ１２は、地図データベース７
２の情報に基づいてこの車線の車線幅を認識できる。また、このような状況になる前にカ
メラセンサ１２がこの車線の一対の白線ＷＬを既に少なくとも１回同時に認識していた場
合は、取得済みの一対の白線ＷＬの位置情報に基づいてカメラセンサ１２はこの車線の車
線幅を認識できる。
　そしてカメラセンサ１２は、この車線の車線幅に関する情報と、一方の白線ＷＬの位置
に関する情報とに基づいて、この車線の車線中心ラインＣＬの位置を認識（演算）するこ
とが可能である。
　なお、図５に示す道路は複数の車線１、２、３を有している。この場合は、自車両Ｃの
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カメラセンサ１２が車線１の左右の白線ＷＬを認識することにより車線１の車線幅を認識
したとき、カメラセンサ１２は車線２及び車線３の車線幅も車線１の車線幅と同一である
と認識する。但し、地図データベース７２に記憶された情報が、車線１の車線幅と車線２
、３の車線幅とが異なることを示す場合は、カメラセンサ１２は、車線２、３の車線幅は
地図データベース７２に記憶された情報が示す車線幅であると認識する。
【００３５】
　また、カメラセンサ１２は、自車両Ｃが走行している車線に限らずこの車線に隣接する
車線も含めて、検出した白線ＷＬの種類（実線、破線）、隣り合う左右の白線ＷＬ間の距
離（車線幅）、白線ＷＬの形状など、白線ＷＬに関する情報についても、所定の演算周期
にて運転支援ＥＣＵ１０に供給する。白線ＷＬが実線の場合は、車両がその白線ＷＬを跨
いで車線変更することは禁止されている。一方、白線ＷＬが破線（一定の間隔で断続的に
形成されている白線）の場合は、車両がその白線ＷＬを跨いで車線変更することは許可さ
れている。
【００３６】
　運転支援ＥＣＵ１０は、周辺センサ１１から供給された周辺情報、カメラセンサ１２の
白線認識に基づいて得られた車線に関する情報、車両状態センサ８０にて検出された車両
状態、および、運転操作状態センサ９０にて検出された運転操作状態等に基づいて、車線
変更支援制御、車線維持支援制御、および、追従車間距離制御を実施する。
【００３７】
　運転支援ＥＣＵ１０には、ドライバーによって操作される設定操作器１４が接続されて
いる。設定操作器１４は、車線変更支援制御、車線維持支援制御、および、追従車間距離
制御のそれぞれについて実施するか否かについての設定等を行うための操作器である。運
転支援ＥＣＵ１０は、設定操作器１４の設定信号を入力して、各制御の実施の有無を決定
する。この場合、追従車間距離制御の実施が選択されていない場合は、車線変更支援制御
および車線維持支援制御についても実施されないように自動設定される。また、車線維持
支援制御の実施が選択されていない場合は、車線変更支援制御についても実施されないよ
うに自動設定される。
【００３８】
　また、設定操作器１４は、上記制御を実施するにあたって、ドライバーの好みを表すパ
ラメータ等を入力する機能も備えている。
【００３９】
　電動パワーステアリングＥＣＵ２０は、電動パワーステアリング装置の制御装置である
。以下、電動パワーステアリングＥＣＵ２０をＥＰＳ・ＥＣＵ（Electric　Power　Steer
ing　ＥＣＵ）２０と呼ぶ。ＥＰＳ・ＥＣＵ２０は、モータドライバ２１に接続されてい
る。モータドライバ２１は、転舵用モータ２２に接続されている。転舵用モータ２２は、
図示しない車両の「操舵ハンドル、操舵ハンドルに連結されたステアリングシャフト及び
操舵用ギア機構等を含むステアリング機構」に組み込まれている。ＥＰＳ・ＥＣＵ２０は
、ステアリングシャフトに設けられた操舵トルクセンサによって、ドライバーが操舵ハン
ドル（図示略）に入力した操舵トルクを検出し、この操舵トルクに基づいて、モータドラ
イバ２１の通電を制御して、転舵用モータ２２を駆動する。このアシストモータの駆動に
よってステアリング機構に操舵トルクが付与されて、ドライバーの操舵操作をアシストす
る。
【００４０】
　また、ＥＰＳ・ＥＣＵ２０は、ＣＡＮ１００を介して運転支援ＥＣＵ１０から操舵指令
を受信した場合には、操舵指令で特定される制御量で転舵用モータ２２を駆動して操舵ト
ルクを発生させる。この操舵トルクは、上述したドライバーの操舵操作（ハンドル操作）
を軽くするために付与される操舵アシストトルクとは異なり、ドライバーの操舵操作を必
要とせずに、運転支援ＥＣＵ１０からの操舵指令によってステアリング機構に付与される
トルクを表す。
【００４１】
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　尚、ＥＰＳ・ＥＣＵ２０は、運転支援ＥＣＵ１０から操舵指令を受信している場合であ
っても、ドライバーのハンドル操作による操舵トルクが検出されている場合には、その操
舵トルクが閾値よりも大きい場合には、ドライバーのハンドル操舵を優先して、そのハン
ドル操作を軽くする操舵アシストトルクを発生させる。
【００４２】
　メータＥＣＵ３０は、表示器３１、および、左右のウインカー３２（ウインカーランプ
を意味する。ターンランプと呼ばれることもある）に接続されている。表示器３１は、例
えば、運転席の正面に設けられたマルチインフォーメーションディスプレイであって、車
速等のメータ類の計測値の表示に加えて、各種の情報を表示する。例えば、メータＥＣＵ
３０は、運転支援ＥＣＵ１０から運転支援状態に応じた表示指令を受信すると、その表示
指令で指定された画面を表示器３１に表示させる。尚、表示器３１としては、マルチイン
フォーメーションディスプレイに代えて、あるいは、加えて、ヘッドアップディスプレイ
（図示略）を採用することもできる。ヘッドアップディスプレイを採用する場合には、ヘ
ッドアップディスプレイの表示を制御する専用のＥＣＵを設けるとよい。
【００４３】
　また、メータＥＣＵ３０は、ウインカー駆動回路（図示略）を備えており、ＣＡＮ１０
０を介してウインカー点滅指令を受信した場合には、ウインカー点滅指令で指定された方
向（右、左）のウインカー３２を点滅させる。また、メータＥＣＵ３０は、ウインカー３
２を点滅させている間、ウインカー３２が点滅状態であることを表すウインカー点滅情報
をＣＡＮ１００に送信する。従って、他のＥＣＵにおいては、ウインカー３２の点滅状態
を把握することができる。
【００４４】
　ステアリングＥＣＵ４０は、ウインカーレバー４１に接続されている。ウインカーレバ
ー４１は、ウインカー３２を作動（点滅）させるための操作器であり、ステアリングコラ
ムに設けられている。ウインカーレバー４１は、右回り操作方向、および、左回り操作方
向のそれぞれについて、支軸Ｏ周りに２段の操作ストロークにて揺動可能に設けられる。
【００４５】
　本実施形態のウインカーレバー４１は、ドライバーが車線変更支援制御を要求する操作
器としても兼用されている。ウインカーレバー４１は、図２に示すように、支軸Ｏを中心
として左回り操作方向、および、右回り操作方向のそれぞれについて、中立位置ＰＮから
第１角度θＷ１回動した位置である第１ストローク位置Ｐ１Ｌ（Ｐ１Ｒ）と、中立位置Ｐ
Ｎから第２角度θＷ２（＞θＷ１）回動した位置である第２ストローク位置Ｐ２Ｌ（Ｐ２
Ｒ）とに選択的に操作可能に構成される。ウインカーレバー４１は、第１ストローク位置
Ｐ１Ｌ（Ｐ１Ｒ）では、ドライバーのレバー操作力が解除されると中立位置ＰＮに戻り、
第２ストローク位置Ｐ２Ｌ（Ｐ２Ｒ）では、レバー操作力が解除されても、ロック機構に
よりその状態が保持される。また、ウインカーレバー４１は、第２ストローク位置Ｐ２Ｌ
（Ｐ２Ｒ）に保持されている状態で、操舵ハンドルが逆回転して中立位置に戻された場合
、あるいは、ドライバーがウインカーレバー４１を中立位置方向に戻し操作した場合に、
ロック機構によるロックが解除されて中立位置ＰＮに戻される。
【００４６】
　ウインカーレバー４１は、第１ストローク位置Ｐ１Ｌ（Ｐ１Ｒ）に倒されている場合に
のみオンする第１スイッチ４１１Ｌ（４１１Ｒ）と、第２ストローク位置Ｐ２Ｌ（Ｐ２Ｒ
）に倒されている場合にのみオンする第２スイッチ４１２Ｌ（４１２Ｒ）とを備えている
。
【００４７】
　ステアリングＥＣＵ４０は、第１スイッチ４１１Ｌ（４１１Ｒ）、および、第２スイッ
チ４１２Ｌ（４１２Ｒ）の状態に基づいて、ウインカーレバー４１の操作状態を検出し、
ウインカーレバー４１が、第１ストローク位置Ｐ１Ｌ（Ｐ１Ｒ）に倒されている状態、お
よび、第２ストローク位置Ｐ２Ｌ（Ｐ２Ｒ）に倒されている状態のそれぞれにおいて、そ
の操作方向（左右）を表す情報を含めたウインカー点滅指令をメータＥＣＵ３０に対して
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送信する。
【００４８】
　また、ステアリングＥＣＵ４０は、ウインカーレバー４１が、第１ストローク位置Ｐ１
Ｌ（Ｐ１Ｒ）に、予め設定された設定時間（車線変更要求確定時間：例えば、１秒）以上
継続して保持されたことを検出した場合、運転支援ＥＣＵ１０に対して、その操作方向（
左右）を表す情報を含めた車線変更支援要求信号を出力する。従って、ドライバーは、運
転中に、車線変更支援を受けたい場合には、ウインカーレバー４１を、車線変更方向の第
１ストローク位置Ｐ１Ｌ（Ｐ１Ｒ）に倒して、設定時間以上保持すればよい。こうした操
作を車線変更支援要求操作と呼ぶ。
【００４９】
　尚、本実施形態においては、ドライバーが車線変更支援を要求する操作器としてウイン
カーレバー４１を兼用しているが、それに代えて、専用の車線変更支援要求操作器を操舵
ハンドル等に設けてもよい。
【００５０】
　エンジンＥＣＵ５０は、エンジンアクチュエータ５１に接続されている。エンジンアク
チュエータ５１は内燃機関５２の運転状態を変更するためのアクチュエータである。本実
施形態において、内燃機関５２はガソリン燃料噴射・火花点火式・多気筒エンジンであり
、吸入空気量を調整するためのスロットル弁を備えている。エンジンアクチュエータ５１
は、少なくとも、スロットル弁の開度を変更するスロットル弁アクチュエータを含む。エ
ンジンＥＣＵ５０は、エンジンアクチュエータ５１を駆動することによって、内燃機関５
２が発生するトルクを変更することができる。内燃機関５２が発生するトルクは図示しな
い変速機を介して図示しない駆動輪に伝達されるようになっている。従って、エンジンＥ
ＣＵ５０は、エンジンアクチュエータ５１を制御することによって、自車両Ｃの駆動力を
制御し加速状態（加速度）を変更することができる。
【００５１】
　ブレーキＥＣＵ６０は、ブレーキアクチュエータ６１に接続されている。ブレーキアク
チュエータ６１は、ブレーキペダルの踏力によって作動油を加圧する図示しないマスタシ
リンダと、左右前後輪に設けられる摩擦ブレーキ機構６２との間の油圧回路に設けられる
。摩擦ブレーキ機構６２は、車輪に固定されるブレーキディスク６２ａと、車体に固定さ
れるブレーキキャリパ６２ｂとを備える。ブレーキアクチュエータ６１は、ブレーキＥＣ
Ｕ６０からの指示に応じてブレーキキャリパ６２ｂに内蔵されたホイールシリンダに供給
する油圧を調整し、その油圧によりホイールシリンダを作動させることによりブレーキパ
ッドをブレーキディスク６２ａに押し付けて摩擦制動力を発生させる。従って、ブレーキ
ＥＣＵ６０は、ブレーキアクチュエータ６１を制御することによって、自車両Ｃの制動力
を制御することができる。
【００５２】
　ナビゲーションＥＣＵ７０には、自車両Ｃの現在位置を検出するためのＧＰＳ信号を受
信するＧＰＳ受信機７１、地図情報等を記憶した地図データベース７２、および、タッチ
パネル（タッチパネル式ディスプレイ）７３が接続されている。ナビゲーションＥＣＵ７
０は、ＧＰＳ信号に基づいて現時点の自車両Ｃの位置を特定するとともに、自車両Ｃの位
置及び地図データベース７２に記憶されている地図情報等に基づいて各種の演算処理を行
い、タッチパネル７３を用いて経路案内を行う。
【００５３】
　地図データベース７２に記憶されている地図情報には、道路情報が含まれている。道路
情報には、その道路の位置および形状を示すパラメータ（例えば、道路の曲率半径又は曲
率、道路の車線幅、車線数、各車線の中央ラインの位置など）が含まれている。また、道
路情報には、自動車専用道路であるか否かを区別することができる道路種別情報等も含ま
れている。
【００５４】
＜運転支援ＥＣＵ１０の行う制御処理＞
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　次に、運転支援ＥＣＵ１０の行う制御処理について説明する。運転支援ＥＣＵ１０は、
車線維持支援制御および追従車間距離制御の両方が実施されている状況において、車線変
更支援要求が受け付けられた場合に、車線変更支援制御を実施する。そこで、先ず、車線
維持支援制御および追従車間距離制御について簡単に説明する。
【００５５】
＜車線維持支援制御（ＬＴＡ）＞
　車線維持支援制御は、自車両Ｃの位置が「その自車両Ｃが走行している車線」内の目標
走行ライン付近に維持されるように、操舵トルクをステアリング機構に付与してドライバ
ーの操舵操作を支援する制御である。本実施形態においては、目標走行ラインは、車線中
心ラインＣＬであるが、車線中心ラインＣＬから所定距離だけ車線幅方向にオフセットさ
せたラインを採用することもできる。
　以下、車線維持支援制御をＬＴＡ（レーントレーシングアシスト）と呼ぶ。ＬＴＡは周
知であり、例えば、特開２００８－１９５４０２号公報、特開２００９－１９０４６４号
公報、特開２０１０－６２７９号公報、及び、特許第４３４９２１０号明細書、等にその
制御内容が開示されている。
　運転支援ＥＣＵ１０は、設定操作器１４の操作によってＬＴＡが要求され且つ所定のＬ
ＴＡ開始条件が成立している場合にＬＴＡを実行する。運転支援ＥＣＵ１０がＬＴＡを実
行するためには、カメラセンサ１２が車線の車線中心ラインＣＬを認識する必要がある。
そのため、ＬＴＡ開始条件には少なくとも、「カメラセンサ１２（レーン認識部）が車線
の左右両側縁部をそれぞれ規定する一対の白線ＷＬの一方のみ及び車線幅を認識している
こと、又は、一対の白線ＷＬの両方をカメラセンサ１２が同時に認識していること」とい
う要件が含まれる。
【００５６】
＜追従車間距離制御（ＡＣＣ）＞
　追従車間距離制御は、周辺情報に基づいて自車両Ｃの前方を走行している先行車が存在
すると判定した場合には、その先行車と自車両Ｃとの車間距離を所定の距離に維持しなが
ら自車両Ｃを先行車に追従させ、先行車が存在しない場合には自車両Ｃを設定車速にて定
速走行させる制御である。この制御は、運転支援ＥＣＵ１０が、エンジンＥＣＵ５０又は
／及びブレーキＥＣＵ６０を介して、エンジンアクチュエータ５１又は／及びブレーキア
クチュエータ６１を制御することにより実行される。以下、追従車間距離制御をＡＣＣ（
アダプティブ・クルーズ・コントロール）と呼ぶ。ＡＣＣは周知であり、例えば、特開２
０１４－１４８２９３号公報、特開２００６－３１５４９１号公報、特許第４１７２４３
４号明細書、及び、特許第４９２９７７７号明細書等にその制御内容が開示されている。
　運転支援ＥＣＵ１０は、設定操作器１４の操作によってＡＣＣが要求されている場合に
ＡＣＣを実行する。
【００５７】
＜車線変更支援制御（ＬＣＡ）＞
　車線変更支援制御は、周辺センサ１１が取得した周辺情報を利用することにより自車両
Ｃの周囲を監視して安全に車線変更が可能であると判定された後に、自車両Ｃの周囲を監
視しつつ、自車両Ｃが現在走行している車線から隣接する車線に移動するように操舵トル
クをステアリング機構に付与して、ドライバーの操舵操作（車線変更操作）を支援する制
御である。従って、車線変更支援制御によれば、ドライバーの操舵操作（ハンドル操作）
を必要とせずに、自車両Ｃの走行する車線を変更することができる。以下、車線変更支援
制御をＬＣＡ（レーン・チェンジ・アシスト）と呼ぶ。
【００５８】
　ＬＣＡは、ＬＴＡと同様に自車両Ｃの車線に対する横位置の制御であり、ＬＴＡおよび
ＡＣＣの実施中に車線変更支援要求が受け付けられた場合に、ＬＴＡに代わって実施され
る。以下、ＬＴＡとＬＣＡとをあわせて操舵支援制御と総称し、操舵支援制御の状態を操
舵支援制御状態と呼ぶ。
【００５９】



(11) JP 2018-206129 A 2018.12.27

10

20

30

40

50

　尚、操舵支援装置は、ドライバーの操舵操作を支援するものであるため、操舵支援制御
（ＬＴＡ，ＬＣＡ）を実施する場合、ドライバーのハンドル操作が優先されるように、制
御用の操舵力を発生させる。従って、ドライバーは、操舵支援制御中においても、自身の
ハンドル操作で自車両Ｃを意図した方向に進めることができる。
【００６０】
　図３は、運転支援ＥＣＵ１０の実施する操舵支援制御ルーチンを表す。操舵支援制御ル
ーチンは、ＬＴＡを実施許可条件が成立している場合に実施される。ＬＴＡ実施許可条件
は、設定操作器１４によってＬＴＡの実施が選択されていること、ＡＣＣが実施されてい
ること、ＬＴＡ開始条件が成立していること、などである。
【００６１】
　運転支援ＥＣＵ１０は、操舵支援制御ルーチンを開始すると、ステップＳ１１において
、操舵支援制御状態をＬＴＡ・ＯＮ状態に設定する。ＬＴＡ・ＯＮ状態とは、ＬＴＡが実
施される制御状態を表す。
【００６２】
　続いて、運転支援ＥＣＵ１０は、ステップＳ１２において、ＬＣＡ開始条件が成立した
か否かについて判定する。
【００６３】
　ＬＣＡ開始条件は、例えば、以下の条件が全て成立した場合に成立する。
　１．車線変更支援要求操作が検出されること。
　２．設定操作器１４によってＬＣＡの実施が選択されていること。
　３．ウインカー操作方向の白線ＷＬ（自車両Ｃが現在走行している車線である元車線と
目標車線との境界となる白線ＷＬ）が破線であること。
　４．周辺監視のＬＣＡ実施可否判定結果が可であること（周辺センサ１１により得られ
た周辺情報よって、車線変更に障害となる障害物（他車両等）が検出されていなく、安全
に車線変更ができると判定されていること）。
　５．道路が自動車専用道路であること（ナビゲーションＥＣＵ７０から取得した道路種
別情報が自動車専用道路を表していること）。
　６．自車両Ｃの車速がＬＣＡの許可されるＬＣＡ許可車速範囲に入っていること。
　７．カメラセンサ１２（レーン認識部）が元車線の左右両側縁部をそれぞれ規定する一
対の白線ＷＬの左側と右側の一方の白線ＷＬのみを認識し且つ運転支援ＥＣＵ１０が元車
線の車線幅に関する情報を取得している場合に車線変更支援要求操作による自車両Ｃの車
線変更方向と自車両Ｃから見た当該一方の白線ＷＬの方向とが互いに同一であること、又
は、一対の白線ＷＬの両方をカメラセンサ１２が同時に認識していること。なお、例えば
、地図データベース７２の地図情報に道路（各車線）の車線幅に関する情報が含まれてい
る場合、又は、運転支援ＥＣＵ１０のメモリ（ＲＯＭ）に道路の車線幅に関する情報が固
定値（例えば３．５ｍ）として記録されている場合には、カメラセンサ１２が一方の白線
ＷＬのみを認識している場合においても、運転支援ＥＣＵ１０は元車線の車線幅に関する
情報を取得できる。
　例えば、条件「４．」は、自車両Ｃと目標車線を走行する他車両との相対速度に基いて
、車線変更後における両者の車間距離が適正に確保されると推定される場合に成立する。
　尚、ＬＣＡ開始条件は、条件「７．」を含む限り、こうした条件に限るものでは無く、
任意に設定することができる。
【００６４】
　運転支援ＥＣＵ１０は、ＬＣＡ開始条件が成立しない場合には、その処理をステップＳ
１１に戻してＬＴＡの実施を継続させる。
【００６５】
　ＬＴＡが実施されている最中に、ＬＣＡ開始条件が成立すると（ステップＳ１２：Ｙｅ
ｓ）、運転支援ＥＣＵ１０は、ステップＳ１３において、ＬＴＡに代えてＬＣＡを実施す
る。そして運転支援ＥＣＵ１０は、メータＥＣＵ３０に対して、ＬＣＡ実施表示指令を送
信する。
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　例えば、条件「１．」乃至「６．」が満たされ、且つ、図５の車線３を走行している自
車両Ｃのカメラセンサ１２（レーン認識部）が車線３の右側の白線ＷＬを認識せず左側の
白線ＷＬのみを認識し且つ車線３の車線幅を認識している場合に車線変更支援要求操作に
よる自車両Ｃの車線変更方向が左側の場合に、運転支援ＥＣＵ１０はステップＳ１２でＹ
ｅｓと判定する。
【００６６】
　運転支援ＥＣＵ１０は、ステップＳ１３において周知の方法により自車両Ｃの目標軌道
を表す目標軌道関数を演算する。この目標軌道関数は、元車線の車線中心ラインＣＬを基
準とする自車両Ｃの目標横位置（車線幅方向位置）を、時間に基づいて算出する関数であ
る。
【００６７】
　目標軌道関数が演算されると、運転支援ＥＣＵ１０は、続くステップＳ１４において、
目標軌道関数に基づいて操舵制御を行う。
　即ち、運転支援ＥＣＵ１０は、目標軌道関数に現在時刻を代入して得た値を利用して、
現在時刻における操舵輪の目標舵角を演算する。このとき、運転支援ＥＣＵ１０は、例え
ば、目標軌道関数に現在時刻を代入して得た自車両Ｃの横位置とカメラセンサ１２によっ
て得られた現在時刻における実際の横位置との誤差を小さくするように目標舵角を演算す
る。即ち、運転支援ＥＣＵ１０が目標舵角を求めるために利用する演算式には、フィード
バック項が含まれる。なお、このフィードバック項は、横位置の誤差の他に、自車両の横
速度及び横加速度の誤差を小さくするものであってもよい。
　そして、運転支援ＥＣＵ１０は、この目標舵角に関する情報をＥＰＳ・ＥＣＵ２０に送
信する。すると、ＥＰＳ・ＥＣＵ２０が、現在時刻において操舵輪が目標舵角で回転する
ように転舵用モータ２２を駆動制御する。その結果、自車両Ｃが目標軌道に沿って車線変
更を実行する。
【００６８】
　さらに、ステップＳ１４の処理を終えた運転支援ＥＣＵ１０は、ステップＳ１５におい
て、所定のＬＣＡ中断条件が成立しているか否かについて判定する。本実施形態のＬＣＡ
中断条件は、ＬＣＡ開始条件の上記「７．」が満たされなくなったときに成立する。即ち
、カメラセンサ１２（レーン認識部）が元車線の左右両側縁部をそれぞれ規定する一対の
白線ＷＬの左側と右側の一方の白線ＷＬのみを認識し且つ運転支援ＥＣＵ１０が元車線の
車線幅に関する情報を取得している場合に車線変更支援要求操作による自車両Ｃの車線変
更方向と車両Ｃから見た当該一方の白線ＷＬの方向とが互いに異なるとき、又は、一対の
白線ＷＬの両方をカメラセンサ１２が同時に認識しなくなったとき、にＬＣＡ中断条件が
成立する。
【００６９】
　運転支援ＥＣＵ１０は、ステップＳ１５においてＹｅｓと判定すると、ＬＣＡを中断し
且つステップＳ１１へ戻って操舵支援制御状態をＬＴＡ・ＯＮ状態に設定する。即ち、運
転支援ＥＣＵ１０はＬＴＡを再開する。
【００７０】
　ステップＳ１５でＮｏと判定した運転支援ＥＣＵ１０は、ステップＳ１６においてＬＣ
Ａ完了条件が成立したか否かについて判定する。本実施形態のＬＣＡ完了条件は、自車両
Ｃの横位置がステップＳ１３で演算した目標軌道（目標軌道関数）が表す最終目標横位置
と一致したとき（自車両Ｃの横速度がゼロになったとき）に成立する。運転支援ＥＣＵ１
０は、ＬＣＡ完了条件が成立していない場合は、その処理をステップＳ１４に戻して、ス
テップＳ１４及びステップＳ１５の処理を所定の演算周期で繰り返し実施する。なお、目
標軌道が表す最終目標横位置は、目標車線の車線中心ラインＣＬ上の位置である。
【００７１】
　一方、ステップＳ１６においてＬＣＡ完了条件が成立したと判定した場合、運転支援Ｅ
ＣＵ１０はステップＳ１７において、操舵支援制御状態をＬＴＡ・ＯＮ状態に設定する。
つまり、ＬＣＡを終了して、ＬＴＡを再開する。これにより、自車両Ｃが目標車線におけ
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る車線中心ラインＣＬに沿って走行するように操舵制御が行われる。運転支援ＥＣＵ１０
は、ステップＳ１７において操舵支援制御状態をＬＴＡ・ＯＮ状態に設定すると、その処
理をステップＳ１１に戻して、上述した操舵支援制御ルーチンをそのまま継続させる。
【００７２】
　尚、運転支援ＥＣＵ１０は、ＬＣＡを開始してから本操舵支援制御ルーチンを終了する
までの期間において、メータＥＣＵ３０に対して、ウインカー操作方向のウインカー３２
の点滅指令を送信する。ウインカー３２は、ＬＣＡが開始される前から、ウインカーレバ
ー４１の第１ストローク位置Ｐ１Ｌ（Ｐ１Ｒ）への操作に伴ってステアリングＥＣＵ４０
から送信される点滅指令によって点滅する。メータＥＣＵ３０は、ステアリングＥＣＵ４
０から送信される点滅指令が停止されても、運転支援ＥＣＵ１０から点滅指令が送信され
ている間、ウインカー３２の点滅を継続させる。
【００７３】
　以上説明した本実施形態の車線変更支援装置によれば、図３のフローチャートのステッ
プＳ１２及びステップＳ１５において、カメラセンサ１２が元車線の左右両側縁部をそれ
ぞれ規定する一対の白線ＷＬの左側と右側の一方の白線ＷＬのみを認識し且つ元車線の車
線幅を認識している場合に、車線変更支援要求操作による自車両Ｃの車線変更方向と車両
Ｃから見た当該一方の白線ＷＬの方向とが互いに異なるときに、ＬＣＡ制御が実行されな
い（中断される）。そのため、以下に説明する作用効果を発揮可能である。
【００７４】
　図５に示す道路は３つの車線（車線１、車線２、車線３）を有している。車両はこの道
路上を矢印Ａ方向に走行する。
　さらに車線１上の位置Ｘ１に位置する自車両Ｃの前方において車線１が湾曲しながら車
線２と合流している。換言すると、位置Ｘ１に位置する自車両Ｃの前方において道路の車
線数が「３」から「２」へ減少している。
　さらに車線１の車線２との合流部（湾曲部）において、車線１の左側の白線ＷＬは実線
で描かれている。一方、この道路には、車線１の車線２との合流部の右側縁部を規定する
白線ＷＬは描かれていない。即ち、自車両Ｃのカメラセンサ１２は、合流部においては左
側の白線ＷＬのみを認識可能である。
【００７５】
　ここで、位置Ｘ１に位置する自車両ＣがＬＴＡ及びＬＣＡを実行中であり、且つ、ドラ
イバーがウインカーレバー４１を第１ストローク位置Ｐ１Ｒに設定時間（車線変更要求確
定時間）以上継続して保持した場合を想定する。
　位置Ｘ１に位置する自車両Ｃのドライバーは、ＬＣＡによって自車両Ｃが元車線である
車線１から目標車線である車線２へ車線変更することを予想している。換言すると、ドラ
イバーは、ＬＣＡによって自車両Ｃが車線１から右側の車線２へ車線変更することを予想
している。
　しかしながらＬＴＡによって車線１の合流部上の位置Ｘ２まで移動した自車両Ｃのカメ
ラセンサ１２が合流部の左側の白線ＷＬを認識したときに、カメラセンサ１２が車線１の
車線幅情報及び車線１の合流部の左側の白線ＷＬの位置情報に基づいて、合流部に車線１
の車線中心ラインＰＣＬがあるものと誤認識するおそれがある。換言すると、カメラセン
サ１２が、車線１を合流部よりも前方の位置まで延びる車線であると誤認識するおそれが
ある。
【００７６】
　そのため、仮に位置Ｘ２に位置する自車両Ｃのカメラセンサ１２が車線１をこのように
誤認識し且つ自車両Ｃが位置Ｘ２においてＬＣＡを開始すると、ＬＣＡによって位置Ｘ２
に位置する自車両Ｃが矢印ＰＭが示す目標軌道に沿って車線３へ車線変更するおそれがあ
る。即ち、自車両ＣのドライバーはＬＣＡによって車線１（元車線）から車線２（目標車
線）へ車線変更することを予想していたにも拘わらず、自車両Ｃが車線１から車線３へ一
気に車線変更してしまうおそれがある。この場合、自車両Ｃのドライバーが違和感を覚え
るおそれがある。
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【００７７】
　しかし本実施形態ではこの場合に、車線１の合流部の左側の白線ＷＬのみをカメラセン
サ１２が認識している。その一方で、ウインカーレバー４１の回転方向によって規定され
る自車両Ｃの車線１からの車線変更方向が「右側」である。即ち、カメラセンサ１２が元
車線である車線１の一対の白線ＷＬの左側と右側の一方の白線ＷＬ（左側の白線ＷＬ）の
みを認識し且つカメラセンサ１２が車線１（及び車線２、３）の車線幅を認識している場
合に、車線変更支援要求操作による自車両Ｃの車線変更方向（右側）と車両Ｃから見た当
該一方の白線ＷＬの方向（左側）とが互いに異なる。そのため、運転支援ＥＣＵ１０が、
ステップＳ１２でＮｏ、及び／又は、ステップＳ１５でＹｅｓと判定する。
　従って、本実施形態では位置Ｘ２に位置する自車両ＣはＬＣＡを実行しない。そのため
、自車両Ｃが矢印ＰＭが示す目標軌道に沿って車線１（位置Ｘ２）から車線３まで一気に
車線変更するおそれはない。
【００７８】
　一方、例えば、自車両ＣがＬＴＡによって車線２上の位置Ｘ３まで移動した場合を想定
する。位置Ｘ３に位置する自車両Ｃのカメラセンサ１２が車線２の右側の白線ＷＬのみを
認識し且つ車線２の車線幅を認識している場合に、車線変更支援要求操作による自車両Ｃ
の車線変更方向が右側のときに、ＬＣＡによって自車両Ｃが車線２（位置Ｘ３）から矢印
Ｍが示す目標軌道に沿って車線３上の位置Ｘ４まで車線変更する。
【００７９】
　以上、本実施形態に係る車線変更支援装置について説明したが、本発明は上記実施形態
に限定されるものではなく、本発明の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能で
ある。
【００８０】
　例えば、本実施形態においては、操舵支援制御状態がＬＴＡ・ＯＮ状態（ＬＴＡが実施
されている状態）であることがＬＣＡを実施するための前提となっているが、必ずしも、
そのような前提は必要としない。また。ＡＣＣが実施されている状態であるという前提も
なくてもよい。また、本実施形態においては、ＬＣＡは、自車両Ｃが走行する道路が自動
車専用道路であることを条件として実施されるが、必ずしも、そうした条件を設ける必要
はない。
【符号の説明】
【００８１】
　１０…運転支援ＥＣＵ、１１…周辺センサ、１２…カメラセンサ、２０…ＥＰＳ・ＥＣ
Ｕ、２１…モータドライバ、２２…転舵用モータ、４０…ステアリングＥＣＵ、４１…ウ
インカーレバー、８０…車両状態センサ、９０…運転操作状態センサ、ＣＬ…車線中心ラ
イン、ＷＬ…白線（区画線）。
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