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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両前方の障害物を検出する処理と、
　自車両の運動状態を検出する処理と、
　前記自車両の運動状態に基づいて、前記障害物に自車両が衝突することを回避するため
の衝突回避軌道を複数生成する処理と、
　運転者による自車両の操作を検出する処理と、
　前記運転者による自車両の操作に基づいて、前記複数の衝突回避軌道の中から、前記運
転者による自車両の操作に対応する衝突回避軌道を選択する処理と、
　前記選択された衝突回避軌道に基づいて自車両を走行制御する処理と
　を有することを特徴とする車両の走行制御方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両の走行制御方法において、前記複数の衝突回避軌道の中には、右
方向への操舵操作によって障害物との衝突を回避する衝突回避軌道、及び左方向への操舵
操作によって障害物との衝突を回避する衝突回避軌道との少なくとも２種類の衝突回避軌
道が含まれることを特徴とする車両の走行制御方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両の走行制御方法において、前記選択する処理は、
　運転者による右方向への操舵操作が検出された場合に右方向への操舵操作によって障害
物との衝突を回避する衝突回避軌道を選択し、
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　運転者による左方向への操舵操作が検出された場合に左方向への操舵操作によって障害
物との衝突を回避する衝突回避軌道を選択する
　ことを特徴とする車両の走行制御方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御方法において、
　前記自車両の操作を検出する処理は、操作量を検出し、
　前記自車両を走行制御する処理は、前記操作量が前記選択した衝突回避軌道に満たない
回避操作量であった場合は、前記選択した衝突回避軌道に達するように自車両を走行制御
し、前記操作量が前記選択した衝突回避軌道を越える回避操作量であった場合は、前記走
行制御を抑制することを特徴とする車両の走行制御方法。
【請求項５】
　請求項２乃至請求項４のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御方法において、
　前記複数の衝突回避軌道の中には、制動動作によって障害物との衝突を回避する衝突回
避軌道を加えた少なくとも３種類の衝突回避軌道が含まれ、
　前記選択する処理は、運転者による制動操作が検出された場合に制動動作によって障害
物との衝突を回避する衝突回避軌道を選択することを特徴とする車両の走行制御方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御方法において、前
記衝突回避軌道を選択する処理は、運転者による自車両の操作に対応する衝突回避軌道が
ないと判断した場合、衝突回避制御を開始する地点が操作開始地点に最も近い衝突回避軌
道を選択することを特徴とする車両の走行制御方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御方法において、
　前記自車両の操作を検出する処理は、操作量を検出し、
　前記衝突回避軌道を選択する処理は、運転者の操作による自車両の走行軌道が、前記選
択された衝突回避軌道と重なるか否かを判別し、
　前記自車両を走行制御する処理は、前記判別結果に基づいて走行制御態様を変更するこ
とを特徴とする車両の走行制御方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御方法において、
　前記自車両の操作を検出する処理は、操作量を検出し、
　前記衝突回避軌道を選択する処理は、運転者の操作開始地点が、前記選択された衝突回
避軌道の制御開始地点よりも障害物側か否かを判別し、
　前記自車両を走行制御する処理は、前記判別結果に基づいて走行制御態様を変更するこ
とを特徴とする車両の走行制御方法。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御方法において、選
択された衝突回避軌道の衝突回避制御開始地点に自車両が到達する前に運転者による自車
両の操作が検出された場合、運転者による自車両の操作が検出された地点から衝突回避制
御を開始するように選択された衝突回避軌道を補正する処理を有することを特徴とする車
両の走行制御方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御方法において、複
数の衝突回避軌道の衝突回避制御開始地点の中で障害物から最も遠い位置にある衝突回避
制御開始地点から所定距離だけ、障害物方向に進んだ地点に自車両が到達したか否かを判
別し、車両が当該地点に到達した場合に警報を発する処理を含むことを特徴とする車両の
走行制御方法。
【請求項１１】
　自車両の前方に存在する障害物を検出する障害物検出手段と、
　自車両の運動状態を検出する車両運動状態検出手段と、
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　前記車両運動状態検出手段により検出された自車両の運動状態を参照して、前記障害物
に自車両が衝突することを回避するための衝突回避軌道を複数生成する回避軌道生成手段
と、
　運転者による自車両の操作を検出する運転操作検出手段と、
　前記運転者による自車両の操作に基づいて、前記複数の衝突回避軌道の中から、前記運
転者による自車両の操作に対応する衝突回避軌道を選択する回避軌道選択手段と、
　前記回避軌道選択手段によって選択された衝突回避軌道に基づいて自車両を走行制御す
る車両運動制御手段と
　を備えることを特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の車両の走行制御装置において、前記複数の衝突回避軌道の中には、
右方向への操舵操作によって障害物との衝突を回避する衝突回避軌道、及び左方向への操
舵操作によって障害物との衝突を回避する衝突回避軌道との少なくとも２種類の衝突回避
軌道が含まれることを特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の車両の走行制御装置において、前記回避軌道選択手段は、
　運転者による右方向への操舵操作が検出された場合に右方向への操舵操作によって障害
物との衝突を回避する衝突回避軌道を選択し、
　運転者による左方向への操舵操作が検出された場合に左方向への操舵操作によって障害
物との衝突を回避する衝突回避軌道を選択する
　ことを特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項１４】
　請求項１１乃至請求項１３のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御装置において
、
　前記運転操作検出手段は、操作量を検出し、
　前記車両運動制御手段は、前記操作量が前記選択した衝突回避軌道に満たない回避操作
量であった場合は、前記選択した衝突回避軌道に達するように自車両を走行制御し、前記
操作量が前記選択した衝突回避軌道を越える回避操作量であった場合は、前記走行制御を
抑制することを特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項１５】
　請求項１２乃至請求項１４のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御装置において
、
　前記複数の衝突回避軌道の中には、制動動作によって障害物との衝突を回避する衝突回
避軌道を加えた少なくとも３種類の衝突回避軌道が含まれ、
　前記回避軌道選択手段は、運転者による制動操作が検出された場合に制動動作によって
障害物との衝突を回避する衝突回避軌道を選択することを特徴とする車両の走行制御装置
。
【請求項１６】
　請求項１１乃至請求項１５のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御装置において
、前記回避軌道選択手段は、運転者による自車両の操作に対応する衝突回避軌道がないと
判断した場合、衝突回避制御を開始する地点が操作開始地点に最も近い衝突回避軌道を選
択することを特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項１７】
　請求項１１乃至請求項１６のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御装置において
、
　前記運転操作検出手段は、操作量を検出し、
　前記回避軌道選択手段は、運転者の操作による自車両の走行軌道が、前記選択された衝
突回避軌道と重なるか否かを判別し、
　前記車両運動制御手段は、前記判別結果に基づいて走行制御態様を変更することを特徴
とする車両の走行制御装置。
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【請求項１８】
　請求項１１乃至請求項１７のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御装置において
、
　前記運転操作検出手段は、操作量を検出し、
　前記回避軌道選択手段は、運転者の操作開始地点が、前記選択された衝突回避軌道の制
御開始地点よりも障害物側か否かを判別し、
　前記車両運動制御手段は、前記判別結果に基づいて走行制御態様を変更することを特徴
とする車両の走行制御装置。
【請求項１９】
　請求項１１乃至請求項１８のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御装置において
、
　選択された衝突回避軌道の衝突回避制御開始地点に自車両が到達する前に運転者による
自車両の操作が検出された場合、運転者による自車両の操作が検出された地点から衝突回
避制御を開始するように選択された衝突回避軌道を補正する補正手段をさらに有すること
を特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項２０】
　請求項１１乃至請求項１９のうち、いずれか１項に記載の車両の走行制御装置において
、複数の衝突回避軌道の衝突回避制御開始地点の中で障害物から最も遠い位置にある衝突
回避制御開始地点から所定距離だけ、障害物方向に進んだ地点に自車両が到達したか否か
を判別し、車両が当該地点に到達した場合に警報を発する警報手段をさらに有することを
特徴とする車両の走行制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両が障害物に衝突することを回避するための車両の走行制御方法及び走行
制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両の走行状況及び運転者の操作状況に応じて、操舵制御による衝突回避制
御，速度制御による衝突回避制御，若しくはこれら双方の制御による衝突回避制御のうち
のいずれかの衝突回避制御を選択，実行する、車両の走行制御装置が知られている（特許
文献１参照）。このような走行制御装置によれば、車両の走行状況及び運転者の操作状況
に応じた衝突回避制御によって車両が障害物に衝突することを回避できる。
【特許文献１】特許第３１９７３０７号公報（例えば図１０参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１記載の走行制御装置は、運転者が操舵操作を行っていない場合は操舵制
御による衝突回避制御，制動操作を行っていない場合は速度制御による衝突回避制御，操
舵操作と制動操作の双方を行っていない場合は操舵制御と速度制御の双方による衝突回避
制御といった具合に、運転者が行っていない車両操作に制御を介入させる構成になってい
る。このため、上記特許文献１記載の走行制御装置によれば、衝突回避制御が、運転者の
操作意図と異なる場合、衝突回避制御によって運転者がこれから行おうとする車両操作が
妨げられ、衝突回避制御に対し運転者が違和感を感じることがある。
【０００４】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、運転者の車両
操作を可能な限り妨げずに衝突回避制御を行うことにより、衝突回避制御に対し運転者が
違和感を感じることを防止可能な車両の走行制御方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明に係る車両の走行制御方法及び走行制御装置は、自車両の運動状態に基づいて、
障害物に自車両が衝突することを回避するための衝突回避軌道を複数生成し、運転者によ
る自車両の操作に基づいて、生成された複数の衝突回避軌道の中から運転者の車両操作に
対応する衝突回避軌道を選択し、選択された衝突回避軌道に基づいて走行制御する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係る車両の走行制御方法及び走行制御装置によれば、衝突回避制御の際、運転
者による自車両の操作に対応する衝突回避軌道に基づいて自車両を走行制御するので、運
転者の車両操作を妨げずに衝突回避制御を行うことができ、衝突回避制御に対し運転者が
違和感を感じることを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して、本発明の第１及び第２の実施形態となる車両の走行制御装置及
びその動作について説明する。
【０００８】
〔第１の実施形態〕
　始めに、図１乃至図４を参照して、本発明の第１の実施形態となる車両の走行制御装置
（以下“制御装置”と略記）の構成と動作について説明する。
【０００９】
〔制御装置の構成〕
　本発明の第１の実施形態となる制御装置は、図１に示すように、車両１に搭載され、レ
ーダ２，撮像装置３，画像処理装置４，ヨーレートセンサ５，横Ｇ・前後Ｇセンサ６，車
輪速センサ７，操舵角センサ８，ブレーキペダルセンサ９，ブレーキアクチュエータ１０
，操舵アクチュエータ１１，及び車両制御コントローラ１２を主な構成要素として備える
。
【００１０】
　レーダ２は、車両前方にレーザ光を照射し、レーザ光が照射された物体からの反射光を
受光系で受光し、レーザ発射時点と反射光の受光時点との時間差を検出することにより、
障害物の有無，車両１と障害物との間の距離や障害物の位置を測定する。レーダ２は、測
定結果を車両制御コントローラ１２に入力する。
【００１１】
　撮像装置３は、車両１前方の画像を撮像して画像処理装置４に出力する。画像処理装置
４は、撮像装置３により撮像された画像を処理することにより周囲車両や道路環境等の車
両１の走行環境情報を検出し、検出結果を車両制御コントローラ１２に入力する。レーザ
２，撮像装置３，及び画像処理装置４は、図２に示す本発明に係る障害物検出手段２１と
して機能する。
【００１２】
　ヨーレートセンサ５は、車両１に発生するヨーレートを検出し、検出値を車両制御コン
トローラ１２に入力する。横Ｇ・前後Ｇセンサ６は、車両１に発生する横加速度Ｇ（横Ｇ
）と前後加速度Ｇ（前後Ｇ）を検出し、検出値を車両制御コントローラ１２に入力する。
車輪速センサ７は、車両１の各車輪の回転速度（車輪速度）を検出し、検出値を車両制御
コントローラ１２に入力する。ヨーレートセンサ５，横Ｇ・前後Ｇセンサ６，及び車輪速
センサ７は、図２に示す本発明に係る車両運動状態検出手段２２として機能する。
【００１３】
　操舵角センサ８は、車両１のステアリングの操舵角を検出し、検出値を車両制御コント
ローラ１２に入力する。ブレーキペダルセンサ９は、車両１のブレーキペダルの踏み込み
量を検出し、検出値を車両制御コントローラ１２に入力する。操舵角センサ８とブレーキ
ペダルセンサ９は、図２に示す本発明に係る運転者操作量検出手段２３として機能する。
【００１４】
　ブレーキアクチュエータ１０は、車両１のホイールシリンダに供給される制動液圧を制
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御することにより、車両１に制動力を発生させて車両１の制動動作を行う。操舵アクチュ
エータ１１は、車両１のステアリングの操舵角を制御することにより、車両１に横力を発
生させて車両１の操舵動作を行う。ブレーキアクチュエータ１０及び操舵アクチュエータ
１１は、図２に示す本発明に係る車両運動制御手段２４として機能する。
【００１５】
　車両制御コントローラ１２は、マイクロコンピュータにより構成され、レーダ２，画像
処理装置４，ヨーレートセンサ５，横Ｇ・前後Ｇセンサ６，車輪速センサ７，操舵角セン
サ８，及びブレーキペダルセンサ９から入力された情報に基づきブレーキアクチュエータ
１０及び操舵アクチュエータ１１の動作を制御する。車両制御コントローラ１２は、内部
のＣＰＵが制御プログラムを実行することにより、図２に示す本発明に係る回避軌道生成
手段２６及び回避軌道選択手段２７として機能する。
【００１６】
〔走行制御処理〕
　このような構成を有する制御装置では、車両制御コントローラ１２が以下に示す走行制
御処理を実行することにより車両１が障害物に衝突することを回避する。以下、図３に示
すフローチャートを参照して、この走行制御処理を実行する際の車両制御コントローラ１
２の動作について説明する。
【００１７】
　図３に示すフローチャートは、車両１のイグニッションスイッチがオフ状態からオン状
態に切り替わったタイミングで開始となり、走行制御処理はステップＳ１の処理に進む。
【００１８】
　ステップＳ１の処理では、車両制御コントローラ１２が、レーダ２と画像処理装置３４
からの入力情報を利用して車両１が走行可能な領域（以下“走行路”と表記）と走行路内
に存在する物体を検出する。なお、走行路の検出方法は本願発明の出願時点で既に公知で
あるので詳細な説明を省略する。走行路の検出方法の詳細については例えば特許第３５２
１８６０号公報を参照されたい。これにより、ステップＳ１の処理は完了し、走行制御処
理はステップＳ２の処理に進む。
【００１９】
　ステップＳ２の処理では、車両制御コントローラ１２が、ステップＳ１の処理結果を利
用して、車両１と衝突する可能性がある物体（以下“障害物”と表記）が走行路内に存在
するか否かを判別する。なお、障害物の検出方法は本願発明の出願時点で既に公知である
ので詳細な説明を省略する。障害物の検出方法の詳細については例えば特開２０００－２
０７６９３号公報を参照されたい。判別の結果、障害物が走行路内に存在しないと判定さ
れた場合、車両制御コントローラ１２は走行制御処理をステップＳ１の処理に戻す。一方
、障害物が走行路内に存在すると判定された場合には、車両制御コントローラ１２は走行
制御処理をステップＳ３の処理に進める。
【００２０】
　ステップＳ３の処理では、車両制御コントローラ１２が、障害物と車両１との間の距離
及び障害物と車両１の相対速度の情報を利用して、ステップＳ２の処理により確認された
障害物に車両１が衝突するまでの時間を衝突予測時間ＴＴＴＣとして算出する。なお、障
害物と車両１との間の距離はレーダ２からの入力情報により算出でき、車両１と障害物の
相対速度は例えば算出された距離を微分することによって算出できる。これにより、ステ
ップＳ３の処理は完了し、走行制御処理はステップＳ４の処理に進む。
【００２１】
　ステップＳ４の処理では、走行制御コントローラ１２が、ステップＳ３の処理により算
出された衝突予測時間ＴＴＴＣが予め設定された時間Ｔ１以下であるか否かを判別する。
判別の結果、衝突予測時間ＴＴＴＣが所定時間Ｔ１以下でない場合、走行制御コントロー
ラ１２は走行制御処理をステップＳ１の処理に戻す。一方、衝突予測時間ＴＴＴＣが所定
時間Ｔ１以下である場合には、走行制御コントローラ１２は走行制御処理をステップＳ５
の処理に進める。
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【００２２】
　一般に、衝突予測時間ＴＴＴＣが時間Ｔ１以下でない、換言すれば、車両１が障害物に
衝突するまでの時間が比較的長い場合には、その後の運転者による車両操作によって障害
物との衝突の危険性がなくなり、衝突回避制御を実行する必要性がなくなる可能性が高い
。従って、このステップＳ４の判定処理によれば、衝突回避制御を実行する必要性がない
のにも係わらず後述する処理が実行されることを防止し、車両コントローラ１２の処理負
荷を低減することができる。
【００２３】
　ステップＳ５の処理では、走行制御コントローラ１２が、ステップＳ１の処理により検
出された走行路の情報とヨーレートセンサ５，横Ｇ・前後Ｇセンサ６，及び車輪速センサ
７からの入力情報とを利用して、車両１の走行路及び運動状態を考慮した障害物との衝突
を回避するための車両１の走行軌道を衝突回避軌道として複数生成（算出）する。
【００２４】
　本実施形態では、走行制御コントローラ１２は、図４に示すように、運転者が車両１の
ブレーキペダルを踏み込んで制動操作を開始した場合、右方向への操舵操作を開始した場
合、及び左方向に操舵操作を開始した場合、それぞれの場合に適合する衝突回避軌道Ｒ１
，Ｒ２，Ｒ３を生成する。なおこの時、走行制御コントローラ１２は、走行路の範囲内か
ら外れる衝突回避軌道や運転者による車両１の操作では障害物との衝突を回避できない衝
突回避軌道は生成しない。
【００２５】
　具体的には、運転者が制動操作を開始した場合に適合する衝突回避軌道Ｒ１を生成する
場合、車両制御コントローラ１２は、始めに、ヨーレートセンサ５，横Ｇ・前後Ｇセンサ
６，及び車輪速センサ７からの入力情報と車両１のタイヤ特性を考慮して障害物との衝突
を回避するための車両１の減速度を設定し、設定された減速度によって車両１が障害物と
の衝突を回避できるか否かを判別する。
【００２６】
　回避可能と判定された場合、次に、車両制御コントローラ１２は減速度のみの車両制御
による衝突回避軌道を走行路の範囲内で算出し、逆に回避不可能と判定された場合には、
必要最低限の横力を発生させることで障害物との衝突を回避する衝突回避軌道を走行路の
範囲内で算出する。但し、横力に関しては、車両１のタイヤ特性を考慮した上限値を設定
しておき、この上限値を超える横力が必要となる場合、走行制御コントローラ１２は衝突
回避軌道を算出しない。
【００２７】
　同様に運転者が操舵操作（右方向への操舵操作，左方向への操舵操作）を開始した場合
に適合する衝突回避軌道Ｒ２，Ｒ３を生成する場合、車両制御コントローラ１２は、始め
に、ヨーレートセンサ５，横Ｇ・前後Ｇセンサ６，及び車輪速センサ７からの入力情報と
車両１のタイヤ特性を考慮して障害物との衝突を回避するための車両１の横加速度を設定
し、設定された横加速度によって障害物との衝突を回避できるか否かを判別する。
【００２８】
　回避可能と判定された場合、次に、車両制御コントローラ１２は横加速度のみの車両制
御による衝突回避軌道を走行路の範囲内で算出し、逆に回避不可能と判定された場合には
、必要最低限の制動力を発生させることで障害物との衝突を回避する衝突回避軌道を走行
路の範囲内で算出する。但し、制動力に関しても車両１のタイヤ特性を考慮した上限値を
設定しておき、この上限値を超える制動力が必要となる場合には、走行制御コントローラ
１２は衝突回避軌道を算出しない。また横加速度のみの車両制御による衝突回避軌道を算
出した場合であっても、車両１が障害物の近くを算出する際にはできるだけ車速を落とし
て通過した方が一般的に安全であるので、上述の上限値を超えない範囲の制動力を付加し
た衝突回避軌道を算出してもよい。これにより、ステップＳ５の処理は完了し、走行制御
処理はステップＳ６の処理に進む。
【００２９】
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　ステップＳ６の処理では、車両制御コントローラ１２が、操舵角センサ８とブレーキペ
ダル９からの入力情報を参照して、運転者による操舵操作と制動操作の少なくとも一方が
検出されたか否かを判別する。判別の結果、操舵操作と制動操作のいずれも検出されてい
ない場合、車両制御コントローラ１２は走行制御処理をステップＳ８の処理に進める。一
方、操舵操作と制動操作の少なくとも一方が検出された場合には、車両制御コントローラ
１２は走行制御処理をステップＳ７の処理に進める。操舵操作の検出方法は、例えば、ス
テップＳ５において衝突回避軌道が算出されたときの操舵角から、左右いずれの方向に操
舵がされたかを検出するものであれば良い。また、単に操舵方向だけでなく、衝突回避軌
道が算出されたときの操舵角からの操舵角変化が所定のしきい値以上生じたか否かを判別
するものであってもよい。さらに、操舵角変化の代わりに、操舵角速度又は操舵角加速度
が所定のしきい値以上生じたか否かを判別するものであってもよい。
【００３０】
　ステップＳ７の処理では、車両制御コントローラ１２が、ステップＳ５の処理により生
成された複数の衝突回避軌道の中からステップＳ６の処理により検出された運転者の操作
内容に適合した衝突回避軌道を選択する。具体的には、車両制御コントローラ１２は、制
動操作が検出された場合は運転者が制動操作を開始した場合に適合する衝突回避軌道Ｒ１
を選択し、右方向の操舵操作が検出された場合は右方向への操舵を開始した場合に適合す
る衝突回避軌道Ｒ２を選択し、左方向の操舵操作が検出された場合は左方向に操舵を開始
した場合に適合する衝突回避軌道Ｒ３を選択する。なおこの処理の際、車両制御コントロ
ーラ１２は、基本的に運転者の操作内容に適合した衝突回避軌道を選択するが、運転者の
操作が検出されたタイミングによっては以下の表１に示すように衝突回避制御の内容を変
更する。



(9) JP 5309582 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

【表１】

【００３１】
　すなわち、表１と図４を参照して具体的に説明すると、例えば、運転者が左方向への操
舵操作を行った場合、車両制御コントローラ１２は操舵操作を開始した場合に適合する衝
突回避軌道Ｒ３を選択する。しかしながら、衝突回避軌道Ｒ３の制御開始地点Ｐ３が運転
者が操舵操作を開始した地点より障害物側に位置する又は同一地点である場合において、
運転者の操舵操作による車両１の走行軌道が衝突回避軌道Ｒ３と重ならない場合、車両制
御コントローラ１２は車両制御処理を終了する。また、衝突回避軌道Ｒ３の制御開始地点
Ｐ３が運転者が操舵操作を開始した地点より障害物に近い又は同一地点である場合におい
て、運転者の操舵操作による車両１の走行軌道が衝突回避軌道Ｒ３と重なる場合には、車
両制御コントローラ１２は運転者の操舵操作による車両１の走行軌道が衝突回避軌道Ｒ３
と重なる地点から衝突回避制御を実行する。
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【００３２】
　一方、衝突回避軌道Ｒ３の制御開始地点Ｐ３が運転者が操舵操作を開始した地点より障
害物から遠い位置にある場合において、運転者の操舵操作による車両１の走行軌道が衝突
回避軌道Ｐ３と重ならない場合には、車両制御コントローラ１２は運転者が操舵操作を開
始した地点から制御開始地点が最も近い衝突回避軌道を選択する。また、衝突回避軌道Ｒ
３の制御開始地点Ｐ３が運転者が操舵操作を開始した地点より障害物から遠い位置にある
場合において、運転者の操舵操作による走行軌道が衝突回避軌道Ｒ３と重なる場合には、
車両制御コントローラ１２は運転者の操舵操作による車両１の走行軌道が衝突回避軌道Ｒ
３と重なる地点から衝突回避制御を実行する。これにより、ステップＳ７の処理は完了し
、車両制御処理はステップＳ１０の処理に進む。
【００３３】
　なお、衝突回避軌道の選択方法は、単に操舵操作の方向のみから選択してもよい。また
、衝突回避軌道Ｒ３の制御開始地点Ｐ３が運転者が操舵操作を開始した地点より障害物か
ら遠い位置にある場合であって、車両１の走行軌道が衝突回避軌道Ｒ３と重なる場合は、
衝突回避軌道Ｒ３に沿うように衝突回避制御を実行しても良い。この場合、運転者の操作
量が衝突回避軌道Ｒ３に対して足りない分を、衝突回避制御で補うことになる。
【００３４】
　ステップＳ８の処理では、車両制御コントローラ１２が、ステップＳ３の処理により算
出された衝突予測時間ＴＴＴＣが制御開始地点が障害物から最も近い衝突回避軌道の制御
開始地点（図４に示す例では回避制御開始地点Ｐ２）に車両が到達した際の衝突予測時間
Ｔ２以上であるか否かを判別する。判別の結果、衝突予測時間ＴＴＴＣが衝突予測時間Ｔ

２以上である場合、車両制御コントローラ１２は車両制御処理をステップＳ６の処理に戻
す。一方、衝突予測時間ＴＴＴＣが衝突予測時間Ｔ２以上でない場合には、車両制御コン
トローラ１２は車両制御処理をステップＳ９の処理に進める。
【００３５】
　ステップＳ９の処理では、車両制御コントローラ１２が、運転者が操作を開始した地点
がいずれの衝突回避軌道の制御開始地点よりも障害物に近く、運転者がどの衝突回避軌道
の制御開始地点に到達しても何も操作をしていないと判断し、制御開始地点が最も障害物
に近い衝突回避軌道を選択する。これにより、ステップＳ９の処理は完了し、車両制御処
理はステップＳ１０の処理に進む。
【００３６】
　ステップＳ１０の処理では、車両制御コントローラ１２が、ステップＳ７又はステップ
Ｓ９の処理により選択された衝突回避軌道に沿って車両１が走行するようにブレーキアク
チュエータ１０及び操舵アクチュエータ１１を制御する。これにより、ステップＳ１０の
処理は完了し、走行制御処理はステップＳ１１の処理に進む。
【００３７】
　ステップＳ１１の処理では、車両制御コントローラ１２が、車両制御又は運転者の車両
操作によって車両１と障害物の衝突の可能性がなくなったか否かを判別する。判別の結果
、衝突の可能性がなくなってない場合、車両制御コントローラ１２は、現在の制御状態を
維持し、衝突の可能性がなくなったタイミングで車両制御処理をステップＳ１の処理に戻
して他の障害物に対する車両制御処理を実行する。
【００３８】
　なお、ステップＳ１の処理では、走行路内に存在する物体を検出していたが、走行路内
か否かを考慮せず、例えば自車両前方の所定の領域内に存在する物体を検出しても良い。
【００３９】
　また、ステップＳ７において、選択された衝突回避軌道と車両の予測軌道とが重なるか
否かを判別したが、特にこの判別をせず、単に選択された衝突回避軌道に沿うように操舵
アクチュエータ１１（及び制動アクチュエータ１０）を制御しても良い。
【００４０】
　さらに、ステップＳ５において、衝突回避軌道Ｒ１は生成せず、衝突回避経路Ｒ２、Ｒ
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３のみを生成してもよい。このとき、運転者が制動操作を開始した場合は、制動操作開始
地点から最も近い制御開始地点の衝突回避軌道を選択すればよい。これにより、車両制御
コントローラ１２の演算処理負荷をより低減することができる。
【００４１】
　従来の衝突回避制御技術は、運転者が行っていない車両操作に制御を介入させる構成に
なっていたために、衝突回避制御が、運転者の操作意図と異なる場合、衝突回避制御によ
って運転者がこれから行おうとする車両操作、換言すれば運転者が意図する車両操作が妨
げられ、衝突回避制御に対し運転者が違和感を感じることがあった。これに対して、本発
明の第１の実施形態となる車両制御処理では、上述の通り、車両制御コントローラ１２が
、運転者による車両１の操舵及びブレーキペダル踏み込みに対応する衝突回避軌道を選択
し、選択した衝突回避軌道に基づいて走行するように車両１を制御するので、衝突回避制
御に対し運転者が違和感を感じることを防止できる。
【００４２】
　また従来の衝突回避制御技術は、運転者が行っている車両操作には制御が介入しない構
成になっているために、運転者が行っている車両操作が車両１と障害物の衝突を回避する
上で不適切な内容である場合、車両１と障害物の衝突を回避できない可能性があった。こ
れに対して、本発明の第１の実施形態となる車両制御処理では、上述の通り、車両制御コ
ントローラ１２が、運転者の車両操作により障害物との衝突を回避できる場合は衝突回避
制御を実行せずに運転者の車両操作に任せ、運転者の操作量が障害物との衝突を回避する
上で不足している場合には操作量を補助的に増やすように衝突回避制御を実行するので、
運転者が行っている車両操作が車両１と障害物の衝突を回避する上で不適切な内容である
場合に車両１が障害物に衝突することが回避できる。
【００４３】
　また本発明の第１の実施形態となる車両制御処理では、車両制御コントローラ１２は、
図４に示すように、制動動作によって障害物との衝突を回避する衝突回避軌道Ｒ１、右方
向への操舵操作によって障害物との衝突を回避する衝突回避軌道Ｒ２、及び左方向への操
舵操作によって障害物との衝突を回避する衝突回避軌道Ｒ３との少なくとも３種類の衝突
回避軌道を生成するので、障害物との衝突を回避する運転者の車両操作に適合した衝突回
避軌道を生成することができる。
【００４４】
　また本発明の第１の実施形態となる車両制御処理では、車両制御コントローラ１２は、
運転者による制動操作が検出された場合は制動動作によって障害物との衝突を回避する衝
突回避軌道Ｒ１を選択し、運転者による右方向への操舵操作が検出された場合は右方向へ
の操舵操作によって障害物との衝突を回避する衝突回避軌道Ｒ２を選択し、運転者による
左方向への操舵操作が検出された場合は左方向への操舵操作によって障害物との衝突を回
避する衝突回避軌道Ｒ３を選択し、運転者の車両操作に対応する衝突回避軌道が生成され
ていない場合は運転者の車両操作が検出された地点から見て衝突回避制御を開始する地点
が障害物に最も近い衝突回避軌道を選択するので、運転者にできるだけ違和感を与えるこ
となく衝突回避制御を実行できる。
【００４５】
　また本発明の第１の実施形態となる車両制御処理では、車両制御コントローラ１２は、
複数の衝突回避軌道の衝突回避制御開始地点が運転者の車両操作が検出された地点よりも
障害物側に位置する又は同一地点である場合、運転者の車両操作による車両１の走行軌道
が複数の衝突回避軌道のいずれかと重なるか否かを判別する。そして、運転者の車両操作
による車両１の走行軌道が複数の衝突回避軌道のいずれかと重なる場合、車両制御コント
ローラ１２は、運転者の車両操作による車両１の走行軌道と重なる衝突回避軌道を選択し
、運転者の車両操作による車両１の走行軌道が衝突回避軌道と重なるタイミングで衝突回
避制御を実行し、運転者の車両操作による車両１の走行軌道が複数の衝突回避軌道のいず
れとも重ならない場合には衝突回避制御を実行しない。
【００４６】
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　一方、複数の衝突回避軌道の衝突回避制御開始地点が運転者の車両操作が検出された地
点よりも障害物から遠い位置にある場合には、車両制御コントローラ１２は、運転者の車
両操作による車両１の走行軌道が複数の衝突回避軌道のいずれかと重なるか否かを判別し
、運転者の車両操作による車両１の走行軌道が複数の衝突回避軌道のいずれかと重なる場
合、運転者の車両操作による車両１の走行軌道と重なる衝突回避軌道を選択し、運転者の
車両操作による車両１の走行軌道が衝突回避軌道と重なるタイミングで衝突回避制御を実
行し、運転者の車両操作による車両１の走行軌道が複数の衝突回避軌道のいずれとも重な
らない場合には、衝突回避制御開始地点が車両１から最も近い衝突回避軌道を選択する。
【００４７】
　このような処理によれば、運転者の車両操作により障害物との衝突を回避できる場合は
衝突回避制御を実行せずに運転者の車両操作に任せ、運転者の操作量が障害物との衝突を
回避する上で不足している場合には、運転者の運転操作を妨げることなく、自然に衝突回
避制御を実行できる。
【００４８】
〔変形例〕
　次に、図５に示すフローチャートを参照して、上記第１の実施形態となる走行制御処理
の変形例について説明する。図５に示すフローチャートは、車両１のイグニッションスイ
ッチがオフ状態からオン状態に切り替わったタイミングで開始となり、走行制御処理はス
テップＳ２１の処理に進む。なお、ステップＳ２１乃至ステップＳ２４の処理は、図３に
示すフローチャートのステップＳ１乃至ステップＳ４の処理と同じ内容であるので、以下
ではその説明を省略し、ステップＳ２５の処理から説明を始める。
【００４９】
　ステップＳ２５の処理では、車両制御コントローラ１２が、操舵角センサ８とブレーキ
ペダル９からの入力情報を参照して、運転者による操舵操作と制動操作の少なくとも一方
が検出されたか否かを判別する。判別の結果、操舵操作と制動操作のいずれも検出されて
いない場合、車両制御コントローラ１２は走行制御処理をステップＳ２６の処理に進める
。一方、操舵操作と制動操作の少なくとも一方が検出された場合には、車両制御コントロ
ーラ１２は走行制御処理をステップＳ２８の処理に進める。
【００５０】
　ステップＳ２６の処理では、車両制御コントローラ１２が、ステップＳ２３の処理によ
り算出された衝突予測時間ＴＴＴＣが制御開始地点が障害物から最も近い衝突回避軌道の
制御開始地点に車両が到達した際の衝突予測時間Ｔ２以上であるか否かを判別する。判別
の結果、衝突予測時間ＴＴＴＣが衝突予測時間Ｔ２以上である場合、車両制御コントロー
ラ１２は車両制御処理をステップＳ２５の処理に戻す。一方、衝突予測時間ＴＴＴＣが衝
突予測時間Ｔ２以上でない場合には、車両制御コントローラ１２は車両制御処理をステッ
プＳ２７の処理に進める。
【００５１】
　ステップＳ２７の処理では、車両制御コントローラ１２が、障害物を回避するのに最も
適した経路を自動的に生成する。この経路は、例えば障害物との最低相対距離を１ｍに設
定し、障害物の進行方向に沿って描かれる軌跡から設定される。これにより、ステップＳ
２７の処理は完了し、車両制御処理はステップＳ３１の処理に進む。
【００５２】
　ステップＳ２８の処理では、走行制御コントローラ１２が、ステップＳ２１の処理によ
り検出された走行路の情報とヨーレートセンサ５，横Ｇ・前後Ｇセンサ６，及び車輪速セ
ンサ７からの入力情報とを利用して、ステップＳ２５の処理において検出された運転者の
車両操作に適合する車両１と障害物の衝突を回避するための車両１の走行軌道を衝突回避
軌道として複数生成する。具体的には、ステップＳ２５の処理において運転者による右方
向への操舵操作が検出された場合、走行制御コントローラ１２は、右方向への操舵操作を
行った場合に適合する衝突回避軌道と、右方向への操舵操作と制動操作の双方を行った場
合に適合する衝突回避軌道を生成する。なおこの場合、走行制御コントローラ１２は、操
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舵角速度に応じて複数の衝突回避軌道を生成してもよい。これにより、ステップＳ２８の
処理は完了し、走行制御処理はステップＳ２９の処理に進む。
【００５３】
　ステップＳ２９の処理では、車両制御コントローラ１２が、ステップＳ２３の処理によ
り算出された衝突予測時間ＴＴＴＣが所定時間Ｔ３以下であるか否かを判別する。そして
車両制御コントローラ１２は衝突予測時間ＴＴＴＣが所定時間Ｔ３以下になったタイミン
グで車両制御処理をステップＳ３０の処理に進める。
【００５４】
　ステップＳ３０の処理では、車両制御コントローラ１２が、ステップＳ２８の処理によ
り生成された複数の衝突回避軌道の中から、複数の衝突回避軌道を生成してから衝突予測
時間が所定値Ｔ３以下になるまでの間に運転者が行った車両操作に応じた衝突回避軌道を
選択する。具体的には、複数の衝突回避軌道を生成してから衝突予測時間が所定値Ｔ３以
下になるまでの間に運転者が行った車両操作が右方向への操舵操作のみである場合、車両
制御コントローラ１２は、右方向への操舵操作を行った場合に適合する衝突回避軌道を選
択する。なお、操舵角速度に応じて複数の衝突回避軌道を生成した場合には、車両制御コ
ントローラ１２は、複数の衝突回避軌道を生成してから衝突予測時間が所定値Ｔ３以下に
なるまでの間の操舵角速度を算出し、算出された操舵角速度に最も近い操舵角速度の衝突
回避軌道を選択する。これにより、ステップＳ３０の処理は完了し、車両制御処理はステ
ップＳ３１の処理に進む。
【００５５】
　ステップＳ３１の処理では、車両制御コントローラ１２が、ステップＳ２７又はステッ
プＳ３０の処理により選択された衝突回避軌道に沿って車両１が走行するようにブレーキ
アクチュエータ１０及び操舵アクチュエータ１１を制御する。これにより、ステップＳ３
１の処理は完了し、走行制御処理はステップＳ３２の処理に進む。
【００５６】
　ステップＳ３２の処理では、車両制御コントローラ１２が、車両制御又は運転者の車両
操作によって車両１と障害物の衝突の可能性がなくなったか否かを判別する。判別の結果
、衝突の可能性がなくなってない場合、車両制御コントローラ１２は、現在の制御状態を
維持し、衝突の可能性がなくなったタイミングで車両制御処理をステップＳ２１の処理に
戻して他の障害物に対する車両制御処理を実行する。
【００５７】
　以上の説明から明らかなように、この変形例によれば、第１の実施例の効果に加え、複
数の回避軌道生成後、衝突予測時間が所定値Ｔ３以下になったら（ステップＳ２９）、軌
道生成後からＴ２までのドライバの操作に応じた回避軌道を選択する（ステップＳ３０）
ため、例えばドライバの操作が右操舵だけだったら右操舵のみの軌道を選択し、より運転
者の操舵に沿った軌跡を迅速に選択することができる。
【００５８】
　なお、衝突回避軌道の選択は、数の衝突回避軌道を生成してから衝突予測時間が所定値
Ｔ３以下になるまでの間に運転者が行った車両操作に基づくもの以外であっても良い。例
えば、運転者の運転操作を開始してから所定時間の間、運転操作の状態を検出して、その
運転操作の状態に基づいて衝突回避軌道の選択を行っても良い。
【００５９】
〔第２の実施形態〕
　次に、図６乃至図９を参照して、本発明の第２の実施形態となる制御装置の動作につい
て説明する。
【００６０】
〔制御装置の構成〕
　本発明の第２の実施形態となる制御装置は、図６に示すように、第１の実施形態となる
制御装置に警報装置１３が加わった構成となっており、警報装置１３は車両制御コントロ
ーラ１２の制御にしたがって障害物との衝突の危険性を運転者に知らせる警報を発する。
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なおこの制御装置では、車両制御コントローラ１２は図７に示す本発明に係る回避軌道生
成手段２５，回避軌道選択・補正手段２７，及び衝突警報発生判断手段２８として機能し
、警報装置１３は図７に示す本発明に係る衝突警報発生手段２９として機能する。
【００６１】
〔車両制御処理〕
　このような構成を有する制御装置では、車両制御コントローラ１２が以下に示す走行制
御処理を実行することにより車両１が障害物に衝突することを回避する。以下、図８に示
すフローチャートを参照して、この走行制御処理を実行する際の車両制御コントローラ１
２の動作について説明する。なお、ステップＳ４１乃至ステップＳ４５の処理は、図３に
示すフローチャートのステップＳ１乃至ステップＳ５の処理と同じであるので、以下では
その説明を省略し、ステップＳ４６の処理から説明を始める。
【００６２】
　ステップＳ４６の処理では、車両制御コントローラ１２が、障害物との衝突の危険性を
運転者に知らせる警報を発するタイミングであるか否かを判別し、警報を発するタイミン
グであると判定した場合、警報装置１３を制御することにより警報を発する。なお本実施
形態では、警報を発するタイミングであるか否かの判別処理は、ステップＳ４５の処理に
より生成された複数の衝突回避軌道の制御開始地点の中で障害物から最も遠い制御開始地
点から、運転者が警報を聞いてから反応するまでの間に車両１が空走する距離だけ、障害
物方向に進んだ地点に車両１が到達したか否かにより行い、車両が当該地点に到達した場
合に警報が発せられる。これにより、ステップＳ４６の処理は完了し、車両制御処理はス
テップＳ４７の処理に進む。
【００６３】
　ステップＳ４７の処理では、車両制御コントローラ１２が、操舵角センサ８とブレーキ
ペダル９からの入力情報を参照して、運転者による操舵操作と制動操作の少なくとも一方
が検出されたか否かを判別する。判別の結果、操舵操作と制動操作のいずれも検出されて
いない場合、車両制御コントローラ１２は走行制御処理をステップＳ４８の処理に進める
。なお、ステップＳ４８及びステップＳ４９の処理は、図３に示すフローチャートのステ
ップＳ８の処理及びステップＳ９の処理と同じであるので、以下ではその説明を省略する
。一方、操舵操作と制動操作の少なくとも一方が検出された場合には、車両制御コントロ
ーラ１２は走行制御処理をステップＳ５０の処理に進める。
【００６４】
　ステップＳ５０の処理では、車両制御コントローラ１２が、ステップＳ４５の処理によ
り生成された複数の衝突回避軌道の中からステップＳ４７の処理により検出された運転者
の操作内容に適合した衝突回避軌道を選択する。なおこのステップＳ５０の処理は、図３
に示すフローチャートのステップＳ７の処理と同じであるので、詳細な説明を省略する。
これにより、ステップＳ５０の処理は完了し、車両制御処理はステップＳ５１の処理に進
む。
【００６５】
　ステップＳ５１の処理では、車両制御コントローラ１２が、運転者が操作を行ったタイ
ミングに応じてステップＳ５０により選択された衝突回避軌道を補正する。具体的には図
９に示すように、選択された衝突回避軌道Ｒの制御開始地点ＰＢに車両１が到達するより
も前に運転者が車両操作を開始した場合、車両制御コントローラ１２は、運転者による車
両操作による車両１の走行軌道ＲＡが衝突回避軌道Ｒと重なるように、運転者が操作を開
始した地点ＰＡから衝突回避制御が開始する。これにより、ステップＳ５１の処理は完了
し、車両制御処理はステップＳ５２の処理に進む。
【００６６】
　ステップＳ５２の処理では、車両制御コントローラ１２が、ステップＳ４９の処理によ
り選択された衝突回避軌道又はステップＳ５１の処理により補正された衝突回避軌道に沿
って車両１が走行するようにブレーキアクチュエータ１０及び操舵アクチュエータ１１を
制御する。これにより、ステップＳ５２の処理は完了し、走行制御処理はステップＳ５３
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の処理に進む。
【００６７】
　ステップＳ５３の処理では、車両制御コントローラ１２が、車両制御又は運転者の車両
操作によって車両１と障害物の衝突の可能性がなくなったか否かを判別する。判別の結果
、衝突の可能性がなくなってない場合、車両制御コントローラ１２は、現在の制御状態を
維持し、衝突の可能性がなくなったタイミングで車両制御処理をステップＳ４１の処理に
戻して他の障害物に対する車両制御処理を実行する。
【００６８】
　以上の説明から明らかなように、本発明の第２の実施形態となる車両制御処理では、車
両制御コントローラ１２が、選択された衝突回避軌道の衝突回避制御開始地点に車両１が
到達する前に運転者の車両操作が検出された場合、運転者の車両操作が検出された地点か
ら衝突回避制御を開始するように選択された衝突回避軌道を補正するので、運転者が自ら
の意志で衝突回避操作を開始しても、運転者に違和感を感じさせることなく衝突回避制御
を付加できる。
【００６９】
　また本発明の第２の実施形態となる車両制御処理では、車両制御コントローラ１２が、
複数の衝突回避軌道の衝突回避制御開始地点の中で障害物から最も遠い位置にある衝突回
避制御開始地点から、運転者が警報を聞いてから反応するまでの間に車両１が空走する距
離だけ、障害物方向に進んだ地点に車両１が到達したか否かを判別し、車両が当該地点に
到達した場合に警報装置１３を制御することにより警報を発するので、適切なタイミング
で運転者に対し衝突警報を報知することができる。
【００７０】
　以上、本発明者によってなされた発明を適用した実施の形態について説明したが、この
実施の形態による本発明の開示の一部をなす論述及び図面により本発明は限定されること
はない。すなわち、この実施の形態に基づいて当業者等によりなされる他の実施の形態、
実施例及び運用技術等は全て本発明の範疇に含まれることは勿論であることを付け加えて
おく。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の第１の実施形態となる車両の走行制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】図１に示す車両の走行制御装置の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態となる走行制御処理の流れを示すフローチャート図であ
る。
【図４】図３に示す走行制御処理より生成される衝突回避軌道の一例を示す図である。
【図５】図３に示す走行制御処理の変形例の流れを示すフローチャート図である。
【図６】本発明の第２の実施形態となる車両の走行制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図７】図６に示す車両の走行制御装置の機能ブロック図である。
【図８】本発明の第２の実施形態となる走行制御処理の流れを示すフローチャート図であ
る。
【図９】図８に示す走行制御処理より補正された衝突回避軌道の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００７２】
１：車両
２：レーダ
３：撮像装置
４：画像処理装置
５：ヨーレートセンサ
６：横Ｇ・前後Ｇセンサ
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７：車輪速センサ
８：操舵角センサ
９：ブレーキペダルセンサ
１０：ブレーキアクチュエータ
１１：操舵アクチュエータ
１２：車両制御コントローラ
１３：警報装置
２１：障害物検出手段
２２：車両運動状態検出手段
２３：運転者操作量検出手段
２４：車両運動制御手段
２５：回避軌道生成手段
２６：回避軌道選択手段
２７：回避軌道選択・補正手段
２８：衝突警報発生判断手段
２９：衝突警報発生手段

【図１】 【図２】
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