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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一部に、移動手段を監視するドライバーの動作意思に基づかずに運転操作可
能な制御機能が備わった移動手段が備える運転支援装置において、
　前記移動手段を実際に操作する操作系統には連動せずに前記操作系統とは別個に設けら
れ、前記移動手段の移動中における移動手段を監視するドライバーの操作に応じてドライ
バーの動作意思を受け取る操作部と、
　前記操作部を介して移動手段を監視するドライバーの動作意思が、異なる意思に変化す
る遷移過程を継続的に測定し、異なる意思に変化した測定値に基づき前記移動手段を実際
に操作する主導権をドライバーに与えるか否かを判断する制御部と、を有し、
　前記操作部は、ドライバーが前記操作部を所定の推進方向に倒す段階が増えるに応じて
ドライバーの加速したい意思が大きくなることを前記制御部に伝達し、
　前記制御部は、前記移動手段の加速中に前記操作部が中立点に維持されると、現在のス
ピードを維持する意思であると判断することを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記操作部の操作に基づいてドライバーの運転意識に関する情報を逐次
、記憶部に記憶し、前記記憶部に記憶されたドライバーの運転意識に関する情報を用いて
操作の主導権をドライバーに与えるか否かを判断する請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　前記制御部は、ドライバーが前記操作部による前記移動手段の方向角度およびドライバ
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ーの意思変更を行った点を記録し、
　ドライバーの意思が変化または遷移した点を始点および終点とみなし、
　前記始点と終点とに基づき算出した測定値を検出時の移動手段の加速度と対比すること
により実際に操作する主導権をドライバーに与えるか否かを判断する請求項１または２に
記載の制御装置。
【請求項４】
　少なくとも一部に、移動手段を監視するドライバーの動作意思に基づかずに運転操作可
能な制御機能が備わった移動手段の制御方法において、
　コンピュータが、
　前記移動手段を実際に操作する操作系統には連動せずに前記操作系統とは別個に設けら
れ、前記移動手段の移動中における移動手段を監視するドライバーの操作に応じてドライ
バーの動作意思を、操作部を介して受け取り、
　前記操作部を介して移動手段を監視するドライバーの動作意思が、異なる意思に変化す
る遷移過程を継続的に測定し、
　前記操作部は、ドライバーが前記操作部を所定の推進方向に倒す段階が増えるに応じて
ドライバーの加速したい意思が大きくなることを伝達し、
　異なる意思に変化した測定値に基づき前記移動手段を実際に操作する主導権をドライバ
ーに与えるか否かを判断し、前記移動手段の加速中に前記操作部が中立点に維持されると
、現在のスピードを維持する意思であると判断する、
　ことを特徴とする制御方法。
【請求項５】
　少なくとも一部に移動手段を監視するドライバーの動作意思に基づかずに運転可能な機
能を備える移動手段に実装されるプログラムにおいて、
　コンピュータに、
　前記移動手段を実際に操作する操作系統には連動せずに前記操作系統とは別個に設けら
れ、前記移動手段の移動中における移動手段を監視するドライバーの操作に応じてドライ
バーの動作意思を、操作部を介して受け取り、
　前記操作部を介して移動手段を監視するドライバーの動作意思が、異なる意思に変化す
る遷移過程を継続的に測定し、
　前記操作部は、ドライバーが前記操作部を所定の推進方向に倒す段階が増えるに応じて
ドライバーの加速したい意思が大きくなることを伝達し、
　異なる意思に変化した測定値に基づき前記移動手段を実際に操作する主導権をドライバ
ーに与えるか否かを判断し、前記移動手段の加速中に前記操作部が中立点に維持されると
、現在のスピードを維持する意思であると判断する、
　処理を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項６】
　前記制御部は、ドライバーが進もうとする方向と任意の秒数後の目指す位置を前記移動
手段の走行スピードと方向舵角度に基づき進行方向に可変する位置マーク画像を形成し、
　前記移動手段を実際に操縦操作する操作系統には連動せずに前記操作系統とは別個に設
けられた前記操作部を、前記移動手段に搭乗したドライバーが、認知、予測、または体感
によって思い描いた判断に基づき、前後左右方向に操作を行った始点と終点とを含む運転
意思の入力操作を行ない、
　前記制御部は、前記操作部の入力操作に基づいて、前記ドライバーが前記移動手段を前
後左右方向へと制御を行う判断を加えた運転意思画像を、前記位置マーク画像に付加構成
し、
　構成された前記位置マーク画像を、人工知能読み込み可能な走行画像に、合成し、
　人工知能が読み込み可能な機械学習用データセット画像に、前記移動手段を前後左右方
向に制御する運転意思を示す属性・ラベルを、付加する請求項１ないし３のいずれかに記
載の運転支援装置。
【請求項７】
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　少なくとも一部に、移動手段を監視するドライバーの動作意思に基づかずに運転操作可
能な制御機能が備わった移動手段が備える運転支援装置において、
　前記移動手段を実際に操作する操作系統には連動せずに前記操作系統とは別個に設けら
れ、前記移動手段の移動中における移動手段を監視するドライバーの操作に応じてドライ
バーの動作意思を受け取る操作部と、
　前記操作部を介して移動手段を監視するドライバーの動作意思が、異なる意思に変化す
る遷移過程を継続的に測定し、異なる意思に変化した測定値に基づき前記移動手段を実際
に操作する主導権をドライバーに与えるか否かを判断する制御部と、を有し、
　前記制御部は、ドライバーが前記操作部による前記移動手段の方向角度およびドライバ
ーの意思変更を行った点を記録し、
　ドライバーの意思が変化または遷移した点を始点および終点とみなし、
　前記始点と終点とに基づき算出した測定値を検出時の移動手段の加速度と対比すること
により実際に操作する主導権をドライバーに与えるか否かを判断することを特徴とする制
御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は運転支援装置、運転支援方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
車両の走行制御において、運転者が自動運転制御から手動運転制御へ引き継ぎ可能な状態
であることを確認する技術が知られている。
【０００３】
　例えば、自動走行車両の運転者が自動運転制御から手動運転制御へ引き継ぎ可能な状態
であることを確認するための運転者による視認行為を決定する視認行為決定部と、視認行
為決定部で決定された視認行為を運転者に実行させるための制御を行う視認行為制御部と
、運転者によって実行された前記視認行為を検出する運転者解析部とを備える装置が知ら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１８５０８８号公報
【特許文献２】特開２０１６－１２４５４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　自動運転制御中、突発した危機回避のため、自動運転制御からドライバーの意思により
手動運転制御に切り換える際に、手動運転に切り換えた方が良い場合もあれば、自動運転
のままの方がよい場合も存在する。またドライバーが運転行為をしていたとしても自動運
転制御の方が安全な場合も存在する。何れにせよドライバーの運転意識を計測する必要が
ある。
　１つの側面では、本発明は、移動手段の移動中において、操作の主導権をドライバーに
与えてよい基準を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、開示の運転支援装置が提供される。この運転支援装置は、
少なくとも一部にドライバーの意思に基づかずに運転操作可能な機能を備える移動手段が
有しており、移動手段を実際に操作する操作系統とは別個に設けられた、移動手段の移動
中におけるドライバーの操作に応じてドライバーの動作意思を受け取る操作部と、操作部
を介してドライバーの動作意思が、異なる意思に変化した遷移過程を継続的に測定し、異
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なる意思に変化した測定値に基づき移動手段を操作する主導権をドライバーに与えるか否
かを判断する制御部と、を有している。
【発明の効果】
【０００７】
　１態様では、移動手段の移動中において、操作の主導権をドライバーに与えてよい基準
を提供することができる。
　本発明の上記および他の目的、特徴および利点は本発明の例として好ましい実施の形態
を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態の乗用車を示す図である。
【図２】乗用車のフロントガラスから見える景色のイメージ図の一例である。
【図３】グリップの動作を説明する図である。
【図４】乗用車が備えるコンピュータのハードウェア構造を説明する図である。
【図５】動作部の構成を説明する図である。
【図６】動作部の位置を説明する図である。
【図７】実施の形態のコンピュータの機能を示すブロック図である。
【図８】推進方向にグリップを倒したときのフロントガラスに表示される位置マーク情報
を説明する図である。
【図９】制動方向にグリップを倒したときのフロントガラスに表示される位置マーク情報
を説明する図である。
【図１０】左右旋回時の動作を説明する図である。
【図１１】指標の位置関係を説明する図である。
【図１２】運転条件を説明する図である。
【図１３】図１２に示す各位置におけるドライバーの運転意思、センサの振れ圧力、およ
び制御部の運転操縦を説明する図である。
【図１４】図１２に示す各位置におけるドライバーの運転意思、センサの振れ圧力、およ
び制御部の運転操縦を説明する図である。
【図１５】イメージセンサの座標軸に時間軸を加えた表を示す図である。
【図１６】推進、制動、左右旋回度数に時間軸を含め位置表示した図である。
【図１７】第２の実施の形態の乗用車を説明する図である。
【図１８】第３の実施の形態のグリップを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態の乗用車を、図面を参照して詳細に説明する。
　＜実施の形態＞
　図１は、実施の形態の乗用車を示す図である。
【００１０】
　実施の形態の乗用車１００は、移動体の一例である。移動体としては特に限定されない
が、乗用車以外には例えば貨物車、船舶や飛行機等、人間が操縦するものが挙げられる。
乗用車１００は、少なくとも一部に運転者の動作意思に基づかずに運転可能な機能（所謂
ドライブアシスト機能など）を備えている。例えば、乗用車１００は、前を走る車を検知
して、自動で発進や停車を行う機能を備えている。また、ドライバーが指定した目的地に
向かって道路を完全に自動運転する機能を備えている。
【００１１】
　乗用車１００に搭乗するドライバーは、目的地へ行くために「運転意思」を持つ。乗用
車１００に備えられた運転支援装置は、このドライバーの運転意思（運転意識、運転マイ
ンド）を認識し数値化を可能とする。ここに言う運転支援とは人間に対しても、自動運転
を司る制御部に対しても支援する意味を表す。
【００１２】
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　運転意思の要素は、例えば走って行く方向と走る速度、安全のために停止する意思等が
挙げられる。手動運転であればドライバーはこの意思を手や足等を使って、ハンドル、ア
クセルやブレーキを操作し乗用車１００に伝える。本実施の形態では、乗用車１００には
、ドライバーの意思を伝える手段（操作部）としてグリップが設けられている。なお、グ
リップについては、後に詳述する。
【００１３】
　ドライバーは、急角度で曲がる、ゆるやかに曲がる、曲がる方向、早く、遅く走る、停
止したい、現状のまま等の意思を、グリップを介して乗用車１００に伝えることができる
。但し、グリップは、乗用車１００の駆動や操舵を実際に司る装置（操作系統）には連動
していない。乗用車１００は、グリップを介して受け取った意思を数値化してドライバー
の運転意思を判断する。
　運転意思を説明するために、乗用車１００は、レーザー光等の指向性の強い周波数を前
方に発するイメージを例に採る。
【００１４】
　図１中、位置Ａは、乗用車１００の時速０ｋｍ時の１秒後の位置を示している。位置Ｂ
は、乗用車１００の時速４０ｋｍ時の１秒後の位置（Ａから１１．１１ｍ離間した位置）
を示している。位置Ｃは、乗用車１００の時速８０ｋｍ時の１秒後の位置（Ａから２２．
２２ｍ離間した位置）を示している。
　図２は、乗用車のフロントガラスから見える景色のイメージ図の一例である。
【００１５】
　乗用車１００は、所謂ヘッドアップディスプレイ等の機能により、現在走行している時
速に応じて１秒後の乗用車１００の位置を示す指標２０をフロントガラスに表示するイメ
ージである。
【００１６】
　図２（ａ）に示す指標２０は、乗用車１００の時速０ｋｍ時の１秒後の位置（すなわち
図１に示す位置Ａ）を示している。図２（ｂ）に示す指標２０は、乗用車１００の時速４
０ｋｍ時の１秒後の位置（すなわち図１に示す位置Ｂ）を示している。図２（ｃ）に示す
指標２０は、乗用車１００の時速／８０ｋｍ時の１秒後の位置（すなわち図１に示す位置
Ｃ）を示している。
　図３は、実施の形態のグリップを説明する図である。
【００１７】
　グリップ１は、乗用車１００の左右の肘掛けアームレストの先端に折りたたみ式で装備
できる。あるいはオートマチック車のギアシフトレバーにシフトチェンジ機能と兼ね添え
て内蔵することもできる。その場合、運転意思入力操作とシフトチェンジ操作との混同が
発生することを抑制するため、グリップ１は、位置固定ロック機構などを備えるのが好ま
しい。
【００１８】
　グリップ１は、可動部分は後述する撮像素子が備える魚眼レンズ等の撮像角度の範囲内
でドライバーが把持して前後左右方向（３６０°）に自由に傾斜させて移動させることが
できる。グリップ１を把持して前後左右に移動させることで、ドライバーはノッチ感覚の
刻み振動が手に感じる抵抗感を掌に受けることができてもよい。
【００１９】
　グリップ１の可動部分は手を離した状態では左右方向舵と推進制御方向の中立点が交わ
った点で静止する。グリップ１の可動部分と角度調節器具の接続部には衝突時に人体を守
るため弾力性のある変動可能の素材で中継されていてもよい。
【００２０】
　本実施の形態では、ドライバーがグリップ１を奥方向（図３中、上方向）に倒すと「制
動」、ドライバーがグリップ１を手前方向（図３中、下方向）に倒すと「推進」、ドライ
バーがグリップ１を左方向に倒すと「左旋回」、ドライバーがグリップ１を右方向に倒す
と「右旋回」、となる。推進が後ろ方向になっているのは、オートバイは手前旋回がアク
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セルとなっている事にならった。実際に推進力を乗用車１００に与えると人間の体は後方
に加速度の圧力がかかるので自然な感覚になると思える。
　なお、移動傾斜方向は一例であり、例えば推進と制動を図３に示す方向と逆方向にして
もよい。
【００２１】
　中立地点（図３に示す位置）に静止したグリップ１をいずれかの方向に一方向倒した段
階で、始点となる。また一方向へ倒した段階から、手を離すと、可動部分は中立点に回帰
する。
　グリップ１は、電車のマスコンのように、各方向に複数段階（本実施の形態では倒す角
度を５段階）に調整することができてもよい。
【００２２】
　グリップ１は、傾斜する４方向の数値を制御部に伝達する。グリップ１のそれぞれの傾
きと回転度合いは、後述する撮像素子により撮像され、制御部により数値化される。数値
化された信号は、左右方向舵、推進、制動およびそれぞれの中立点の６つのドライバーの
意思を座標軸上の数値に変換したデータとなって、後述する記憶部に記憶される。
【００２３】
　手動運転時ドライバーが無意識にハンドルを的確に回転させるように、ドライバーは無
意識の内にグリップ１を的確に傾斜させることができる。しかもその傾斜角度はドライバ
ーの感覚によるものである。このように、あやふやな根拠による傾斜角度でも、制御部に
対して、ドライバーの運転意思を的確な２つの数値で伝えることができる。
　一つは行きたい方角を角度数値で示す。そしてもう一つはグリップ１を動かす度に発生
する一方向から逆方向に傾斜操作を変更させる意思変更点である。
【００２４】
　推進制動の操作と同じく、道路のカーブの度毎にドライバーは、グリップ１を左右に傾
斜する。左右への行きたい方角が遷移するその度毎に、制御部は、方向角度と意思変更の
始点と終点を記録する。そして制御部は自動運転のために車体に備えられたセンサや深層
学習されたプログラムにより、意思変更の意味も知っていると考えられる。（例えば赤青
信号、歩行者の姿や左右カーブなど）このようにして制御部は乗用車１００を監視する立
場のドライバーの信頼性を測る。また制御部とドライバーとの意見交換や、ドライバーか
らの助言を受取ることが可能になる（例えば信頼性の高いドライバーが急にグリップを制
動方向に傾けた場合、何らかの危険が迫っていると制御部は判断出来る）。これらの効果
はグリップ１により入力された運転意思の測定値と、移動手段に備えられたジャイロセン
サ、加速度センサの測定値を比較することで得られる。人間そのものも高感度なセンサで
あり、機械である自動運転車は人間センサの測定値を、後述する制御部において、数値デ
ータ、画像データ、線形データなどに置き換えて比較する。
　以下、乗用車１００の制御を詳しく説明する。
　図４は、乗用車が備えるコンピュータのハードウェア構造を説明する図である。
【００２５】
　コンピュータ（運転支援装置）１００ａは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０
１によって装置全体が制御されている。ＣＰＵ１０１には、バス１０９を介してＲＡＭ（
Random Access Memory）１０２と複数の周辺機器が接続されている。
【００２６】
　ＲＡＭ１０２は、コンピュータ１００ａの主記憶装置として使用される。ＲＡＭ１０２
には、ＣＰＵ１０１に実行させるＯＳ（Operating System）のプログラムやアプリケーシ
ョンプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ１０２には、ＣＰ
Ｕ１０１による処理に使用する各種データが格納される。
【００２７】
　バス１０９には、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ:Hard Disk Drive）１０３、グラフ
ィック処理装置１０４、入力インタフェース１０５、ドライブ装置１０６、センサ部１０
７、および通信インタフェース１０８が接続されている。
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【００２８】
　ハードディスクドライブ１０３は、内蔵したディスクに対して、磁気的にデータの書き
込みおよび読み出しを行う。ハードディスクドライブ１０３は、コンピュータ１００ａの
二次記憶装置として使用される。ハードディスクドライブ１０３には、ＯＳのプログラム
、アプリケーションプログラム、および各種データが格納される。なお、二次記憶装置と
しては、フラッシュメモリ等の半導体記憶装置を使用することもできる。
【００２９】
　グラフィック処理装置１０４には、モニタ１０４ａが接続されている。グラフィック処
理装置１０４は、ＣＰＵ１０１からの命令に従って、画像をモニタ１０４ａの画面に表示
させる。モニタ１０４ａとしては、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）を用いた表示装置や、液
晶表示装置等が挙げられる。
【００３０】
　入力インタフェース１０５は、グリップ１やその他のポインティングデバイスから送ら
れてくる信号をＣＰＵ１０１に送信する。ポインティングデバイスとしては、グリップ１
以外にも例えばタッチパネル、タブレット、タッチパッド、トラックボール等が挙げられ
る。
【００３１】
　ドライブ装置１０６は、例えば、光の反射によって読み取り可能なようにデータが記録
された光ディスクや、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ等の持ち運び可能な記録媒
体に記録されたデータの読み取りを行う。例えば、ドライブ装置１０６が光学ドライブ装
置である場合、レーザー光等を利用して、光ディスク２００に記録されたデータの読み取
りを行う。光ディスク２００には、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）、ＤＶＤ（Digital Vers
atile Disc）、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、Ｃ
Ｄ－Ｒ（Recordable）／ＲＷ（ReWritable）等が挙げられる。
【００３２】
　センサ部１０７は、ジャイロセンサ１０７ａと撮像素子１０７ｂとを有している。ジャ
イロセンサ１０７ａは、乗用車１００の現段階の加速度を検出する。なお、ジャイロセン
サ１０７ａの代わりに加速度センサを用いてもよいし、ジャイロセンサ１０７ａと加速度
センサの両方を用いてもよい。
　撮像素子１０７ｂは、グリップ１の可動部分に対向して固定された位置に据え付けられ
ている。
【００３３】
　撮像素子１０７ｂは、例えばＣＣＤやＣＭＯＳであり、グリップ１に設けられた動作部
が作動する方向を撮像する。動作部については後述する。撮像素子１０７ｂが撮像した画
像はＣＰＵ１０１に送られる。ＣＰＵ１０１は、撮像したグリップ１の位置を電子化する
。
【００３４】
　通信インタフェース１０８は、ネットワーク５０に接続されている。通信インタフェー
ス１０８は、ネットワーク５０を介して、他のコンピュータまたは通信機器との間でデー
タを送受信する。
　以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することがで
きる。
　図５は、動作部の構成を説明する図である。
　図５（ａ）は、動作部３の光源が撮像素子１０７bに照射する図であり、図５（ｂ）は
、受光部を側面から見た図である。
【００３５】
　動作部３は半円球形をなしている。動作部３の外郭には直進性の強いＬＥＤ光源が照射
される。魚眼レンズ１０７ｃを通過した光線は撮像素子１０７ｂが備えるイメージセンサ
１０７ｄに照射される。
　ＣＰＵ１０１は、方眼状に区画された位置メッシュに動作部３の現在の相対位置を記録
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する。
　図６は、動作部の位置を説明する図である。
　魚眼レンズ１０７ｃを通した画像は周囲がすぼまり円形となるが、二次元の平面図に置
き換えるため、周囲を拡大、中心部を縮小している。
【００３６】
　この図６に示すように、動作部３の位置を検出することにより、現時点のドライバーの
運転意思を点に置き換えることができる。制御部１１は、動作部３の位置毎にこれらの位
置を検出した時間情報を加える。
【００３７】
　グリップ１の機構は、ドライバーが手を離した状態で中立点Ｃに光源が位置するように
なっている。その為、可動する外郭部とグリップ１を支えるスティック部との間に輪っか
状等のスプリングが挟み込まれていてもよい。
【００３８】
　さらに半円球形の光源部分には、内面が液晶のディスプレイが設けられている。ドライ
バーの視線からの映像をディスプレイに映写することで、撮像素子１０７ｂは、ドライバ
ーが進もうとする方向と任意の秒数の目指す位置を撮影する。その位置は走行スピードと
方向舵角度に基づきＣＰＵ１０１が計算する。ドライブレコーダー動画の中に数秒後の自
車の姿を薄い透明の車両形体で記録することも可能となる。この画像を深層学習するため
のトレーニング用正解データ素材に使用することにより、自らの運転意思を学習したプロ
グラムを常に構成し、他車と共有する事が可能となる。
【００３９】
　なお、撮像素子１０７ｂが複数設けられていてもよい。例えば、ドライバーの左右方向
の意思と推進、制動方向の意思を別個に読み取る場合等は、撮像素子１０７ｂが２つ設け
られていてもよい。
　図７は、実施の形態のコンピュータの機能を示すブロック図である。
　コンピュータ１００ａは、制御部１１と記憶部１２とを有している。
【００４０】
　制御部１１は、乗用車１００を制御する。この制御部１１により乗用車１００は、ドラ
イバーが手動で操作しなくても道路上を走行可能である。自動運転に関して制御部１１が
備える機能については、従来公知のものを用いることができる。
【００４１】
　また、制御部１１は、グリップ１の操作状況からグリップ１が逆の方向、又は一つの方
向に遷移する瞬間を検出する。この瞬間にこそ最も強く運転意思による人間の判断が鋭く
表れる。
【００４２】
　そして、制御部１１は、グリップ１の操作状況からドライバーの意識レベルを判断し、
ドライバーの操作に従うか否かを判断する。この判断は、振れ圧力が同じ位置方向に発生
し、終結した動きが連続して継続している実績により決定される。この判断により自動運
転中であっても、ドライバーの意思により手動運転装置を操作することが制御部11により
認められる。
【００４３】
　乗用車１００の限られた位置に取り付けられたセンサでは計測できない情報も、ドライ
バーは外界状況の認識判断により、脳内に取り込むことができる。例えば大型コンテナ車
の真後ろで信号待ちをしている場合、街路のショーウインドに写ったコンテナ車の一台前
の車が、信号が変わり走り出した様子も認識できる。その時点でグリップ１を推進方向に
倒せば、制御部１１よりも早く発進情報を座標軸に記録できる。その数秒後に制御部１１
自身も発進制御を行い、同時に車体の加速度センサが振れ圧力を記録すれば、制御部１１
は、このドライバーはしっかりと状況認識を行っていると判定できる。
　記憶部１２は、制御部１１の演算結果を記憶する。また、記憶部１２は、ドライバーの
意識レベルを記憶することができる。
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　次に、推進、制動、左右旋回時の動作を説明する。
　＜推進時の動作＞
　図８は、推進方向にグリップを倒したときのフロントガラスに表示される位置マーク情
報を説明する図である。
【００４４】
　例えば、図８（ａ）に示すように、乗用車１００が４０ｋｍ／ｈで走行しているときに
、ドライバーがグリップ１を推進方向に１段階倒すと、フロントガラスに表示される指標
２０の上部に印２１が１つ表示される。ドライバーが推進方向にグリップ１を倒すにつれ
て、印２１の数が増えていく。この印２１は、何キロまで加速したいかという具体的数値
を示すものではない。あくまでドライバーが沢山加速したいのか、少ししか加速したくな
いのかという意思を示すものである。
　図８（ｂ）は、ドライバーがグリップ１を推進方向に５段階倒したときの印２１を示し
ている。
　グリップ１を中立点まで戻せば、全ての印２１は消える。
【００４５】
　推進する意思の場合、ドライバーは、ゆっくりとアクセルを踏込み徐々に加速するイメ
ージでグリップ１を手前に引く。手前にすべて引き終わった段階で時速４０ｋｍ／ｈに到
達したと仮定する。
【００４６】
　制御部１１は、そのまま手を離さずに５の段階でグリップ１を保持していれば、さらに
加速を行いたい意思であると判断する。また、制御部１１は、ドライバーが手を離すか中
立点にグリップ１を戻すことで、現在のスピードを維持する意思であると判断する。そし
てもう一度グリップ１を手前に引けば、制御部１１は、ドライバーが時速４０ｋｍ／ｈか
らさらに加速を行いたいという意思であると判断する。
【００４７】
　推進方向にグリップ１を動かす動作は、水面をオールで漕ぐような意味を持つ。水中で
オールを後ろ方向に漕げば推進力が生まれる。漕ぎきった時点でオールを水中から空中に
持ち上げる。そして再び進行方向の水中にオールを沈める。このオールが空中にある過程
が、グリップ１を中立地点に戻す動作に該当する。つまり時速４０ｋｍ／ｈで手前に振り
切っているグリップ１を中立点に戻しても、車体は時速４０ｋｍ／ｈで巡航しており、決
して時速を時速０ｋｍ／ｈに減速する意思を表してはいないという特性を持っている。
【００４８】
　推進方向のこの意思に左右への方向変更意思を重ね合わせることもできる。現在時速４
０ｋｍ／ｈのままに左方向にカーブを曲がる意思ならば中立交差点にあるグリップ１を、
単に左方向に倒すだけで良いし、カーブ後半に差しかかった時点で加速を行いたい意思な
らばグリップ１を左側に倒したまま手前に引くことで、制御部１１は、遠心力を打ち消す
推進力を得る走行イメージを表現することができる。
＜制動時の動作＞
　図９は、制動方向にグリップを倒したときのフロントガラスに表示される位置マーク情
報を説明する図である。
　制動方向にグリップ１を１段階倒すと、図９（ａ）に示すように、指標２０の下部に矢
印２１が１つ表示される。
　ドライバーが制動方向にグリップ１を倒すにつれて、印２１の数が増えていく。
【００４９】
　図９（ｂ）は、ドライバーがグリップ１を制動方向に５段階倒したときの印２１を示し
ている。ドライバーがグリップ１を制動方向に５段階倒したときは、印２１に加え、さら
に例えば黒丸色の印２２が表示される。例えばドライバーが目前の信号が赤に変わったの
を認識した時に、このドライバーがグリップ１を制動方向に５段階倒して印２２を表示さ
せる操作をすれば、ドライバーが止まる意思を、制御部１１に示したことになる。
【００５０】
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　このとき乗用車１００は、実際に停止しなくても良い。印２２は自車が数秒後には完全
停車することを制御部１１に事前に伝えさえすれば、停止地点までグリップ操作を省略で
きる。
　これらの指標２０および印２１、２２は、ドライバーの運転を妨げない位置および大き
さで表示される。
【００５１】
　なお、前述したように、グリップ１は、乗用車１００の駆動や操舵を司る装置には連動
していない。従って、グリップ１の傾け角度は乗用車１００を制御する角度や強度を示す
数値ではない。
【００５２】
　ドライバーが制動方向に最大限グリップ１を倒すと、制御部１１は、乗用車１００の停
止状態を含んだ制動意思であるものと判断する。実際に乗用車１００が停止しなくとも、
この時点で制御部１１は、終点を記憶部１２に記録する。ドライバーが最大限前方に倒し
たグリップ１から手を離すか、握った力を緩めればグリップ１は元の中立点に戻る。
【００５３】
　先のオールの例と同じく、推進、制動ともに棒が往復する時の復路には、たとえ推進方
向に棒が動いたとしても中立点までは、人間の推進意思としてカウントされない。
【００５４】
　ところで、最大に前倒しをしたグリップ１が、さらに前方に倒れた場合、制御部１１は
、緊急事態が発生したものと判断する。これは推進方向の意思表示には無い特性である。
　自動車は走るための機械と言えるが、最も大切な機能は止まることである。走ることは
自分のためだけの行為であるが、止まることは他人の安全に関わる。
【００５５】
　仮にグリップ１の操作による自動運転が日常になったとき、制御部１１も推測できない
アクシデントが発生したとする。本来であれば人間がパニックブレーキを踏むべきである
。しかし、グリップ１の操作に慣れきってしまったら、咄嗟にグリップ１を前に倒すこと
しか実行できないかもしれない。そのときのために、最大に前倒しをしたグリップ１が、
さらに前方に倒れ、緊急事態を制御部１１に知らせる仕組みを備えていてもよい。機構的
にはグリップ１の先端に備えた押し釦を押しながら最前方に倒す方法が挙げられる。また
一定限度以上の力量でロックが外れ最前方のさらに前方にグリップ１を倒す方法も挙げら
れる。
＜左右旋回時の動作＞
　左右方向へ倒す角度は実際のタイヤの切れ角度と関連付けられている。
【００５６】
　例えば乗用車１００の前輪の切れ角度（最大舵角・外輪側）が３０°～３５°である場
合、グリップ１を倒す角度もこの切れ角度に準じる傾斜角度を連動させることもできる。
　図１０は、左右旋回時の動作を説明する図である。
　図１０（ａ）に示す表は、図６に示す表と同じものである。
【００５７】
　図１０（ａ）に示す印２３は、ドライバーの意思によるグリップ１の位置を示している
。ドライバーが制動をかけながら左側に曲がる意思であることを示している。
　図１０（ｂ）は、フロントガラスに表示される情報を説明する図である。
　直線から左方向へのカーブが実際の道路位置である。
【００５８】
　指標２０は、一秒後の乗用車の位置を示している。指標２０の位置は、制御部１１がま
だハンドル操作を行っていないので現在の乗用車１００の位置からハンドル操作を行わな
いときに進行する方向の延長線上に位置している。この段階では制御部１１はまだハンド
ルを左に切らないで、車体の向きを変えていないと見える。
【００５９】
　ドライバーの目には左にカーブする道が見えているので、そちらの方へグリップ１を倒
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す。指標２０ａは、グリップ１を左に倒すことにより、ドライバーが意思表示したときの
乗用車１００の一秒後の位置を示している。
　図１１は、指標の位置関係を説明する図である。
　図１１（ａ）は、図１０における指標２０の軌跡を示し、図１１（ｂ）は、図１０にお
ける指標２０ａの軌跡を示している。
【００６０】
　このように人間が指標２０の照射される場所を任意にイメージすることで照射位置を道
路からはみ出さずに画像上に記録できる。このトレースが無意識のうちに可能となるのは
、ドライバーがハンドル操作を無意識のうちに切り回すのと、グリップ１を無意識のうち
に傾斜させることが、ドライバーにとって同じ作業感覚に基づいているからである。
【００６１】
　しかもドライバーは、ハンドルを操作するときには同時にブレーキアクセル操作も行う
。人間の体は加減速左右回転を三半規管や内臓の振れ圧力で感受する。内臓器官には下部
延髄から脳神経である迷走神経が広く分布している。迷走神経は内臓の運動神経と副交換
性の知覚神経を支配している。ジェットコースターに乗った時に腹部が浮く感覚もこの迷
走神経から知覚されている。この知覚がグリップ１を操作した時の振れ圧力による車体と
の一体感覚をもたらす。さらに前後左右への振れ圧力（重力加速度）を操縦操作の度に予
測体感する。外界の認識判断が正確で、自動運転中に車体の重心移動と同期させてグリッ
プ１を操作することで、実際には操縦していない乗用車１００を実際に操縦していると錯
誤するほどの一体感が生まれる。
【００６２】
　図１１（ｂ）に示す指標２０ａは、下方向に三つの矢印が表示されている。従って、体
には前方向への制動圧力がかかっているはずである。しかし、その振れ圧力の数値的な度
合いは、実際に制御部１１が司令した制動力によって決定されるので、ドライバーが想像
した振れ圧力とは異なる。あくまでもこの三つの矢印は制動をかけながら左方向にハンド
ルを切る意思を表している。
【００６３】
　なぜこのようなあやふやな感覚が意味を成すかということについては、ドライバーの操
作によって、制御部１１は、逐次その時点でのドライバーの運転意識の状態を記録する数
値として計測している理由による。
　次にドライバーのグリップ操作と制御部１１の操縦結果とその結果の振れ圧力を同じテ
ーブル上で比較する図表を示す。
　図１２は、運転条件を説明する図である。
【００６４】
　位置Ａは、乗用車１００が直進方向に定速度走行を行っている位置を示している。路面
の傾斜はなく平地での走行である。位置Ｂは、乗用車１００が停止標識１４を認識した位
置を示している。位置Ｃは、乗用車１００が一時停止をした位置を示している。位置Ｄは
、乗用車１００が加速して左折している位置を示している。位置Ｅは、乗用車１００がハ
ンドルを戻しつつ加速している位置を示している。
　位置Ｆは、乗用車１００が直進方向に加速している位置を示している。
【００６５】
　図１３および図１４は、図１２に示す各位置におけるドライバーの運転意思、センサの
振れ圧力、および制御部の運転操縦を説明する図である。図１３中、左側からドライバー
の運転意思、センサの振れ圧力、および制御部１１の運転操縦を示している。
　図１３（ａ）は、位置Ａでのドライバーの運転意思、センサの振れ圧力、および制御部
の運転操縦を説明する図である。
　ジャイロセンサの計測値は、グリップ１の左右への操作とは逆の方向に振れ圧力がかか
る。
【００６６】
　位置Ａの時点で乗用車１００は直進方向に定速度走行をしている。乗用車１００は一定
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速度で走るためにわずかな加速をしている。そのため制御部１１の運転操縦は推進状態に
あり、ジャイロセンサは後方への振れ圧力を記録している。ドライバーの運転意思は加速
でも減速でもない現在のスピード維持と直進をイメージしているので、グリップ１は中立
点にある。
【００６７】
　図１３（ｂ）に示すように、位置Ｂの時点でドライバーは、止まれの標識と左折地点が
近づいた事を認識する。同時にドライバーは、グリップ１を一気に中立点から制動停止ま
で前方に倒す。例題の条件が信号とは異なる一時停止であり、停止することが必要で、直
進道路であるためである。制御部１１も停止地点に止まるため減速を始める。位置Ｂの地
点では制動中なので乗用車１００はまだ停止していない。もちろんドライバーが操作する
グリップ１も徐々に前方向へ倒し、制御部１１と同じベクトルを記録することもできる。
しかし、この場合グリップ操作をワンアクションで停止位置まで倒し、操作を簡略化でき
る。
【００６８】
　さらにドライバーはグリップ１を最前方へ倒したことにより、「空中を移動するオール
」の原則が働き、グリップ１を手から離すか手の力を抜くだけで、中立位置にグリップ１
が回帰され、実車体が減速走行中に停止中立意思を記録できる。
【００６９】
　図１３（ｃ）に示すように、位置Ｃの時点でドライバーはすでに停止中立意思を示して
いる。しかし位置Ｂから位置Ｃの移動経路に左右へのハンドル操作が必要な場合も有る。
その場合、新たな運転意思ベクトルが発生する。同時に振れ圧力にも新たな重力加速度が
発生する。図１３にて示した運転要件に新たな要件が位置Ｂから位置Ｃの間に増えること
になる。その場合でもドライバーの運転意思と振れ圧力との関係に相似形が記録される。
図１３の振れ圧力と制御部１１の運転操作では制動状態から停止状態に移り変わる矢印が
発生している。車体が完全に停止した時点で、停止したボートの「オール」は停止した水
中に降ろされているイメージである
【００７０】
　図１４（ａ）に示すように、位置Ｄの時点では、制御部１１はアクセルを踏みながらハ
ンドルを左に回転させている。ドライバーはグリップ１を手前に引きながら左側に傾斜さ
せている。図４のジャイロセンサ１０７ａの振れ圧力はグリップ１を傾斜させた方向と逆
に遠心力と推進力が働き、左折方向とは逆の右後方に重力加速度が働いている。
【００７１】
　図１４（ｂ）に示すように、位置Ｅの時点では、カーブの出口に前輪が差しかかってい
る。そのためドライバーは左方向に傾斜させていたグリップ１を左右中立位置に戻してい
る。このようにグリップを一つの方向から逆の方向に変節させたポイントを区切り、その
時のジャイロセンサ１０７ａが検出した加速度（実際の振れ圧力）と対比することにより
、制御部１１はドライバーの運転意識のレベルを測り、その操作の正確性を数値により記
録し自動運転状態からドライバーへ車両を制御する権限を与える判断を行う。移動手段で
ある車両の操作系統には、手動運転の操作系統であるハンドルアクセルブレーキなどと、
自動運転の制御機能が操作するアクチュエータが行う操作との両方を含む。
【００７２】
　ドライバーがグリップ１を操作する動作が多いほど、その区切り区間の計測時間は短く
なり、計測する運転要件は増え、ドライバーを監視する制御部１１の情報は多くなる。そ
の為市街地走行であれば、制御部１１はドライバーに対して綿密な観察が可能となる。し
かし高速道路のような単調な道路では、運転要件が少なくなる。制御部１１がドライバー
を観察する情報自体が減少する。このためドライバーの運転意思読み取りの区切り区間が
時間的に長くなる。市街地走行に比べ、移動距離あたりの意思確認回数が、走行速度に反
比例して少なくなってしまう。つまりスピードを加速するに連れてドライバーの運転意思
が計測上希薄になり、その分危険性（死傷率）が増大する。
　次に、グリップ１の動作に基づき、運転意思を可視化する方法を説明する。
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　図１５は、イメージセンサの座標軸に時間軸を加えた表を示す図である。
【００７３】
　ある時刻（現在）を時刻Ｔとする。時刻Ｔから過去の２秒間にドライバーが操作した数
値を表に示した。この２秒間という仮定は１０秒間と読み替えても良い説明用の数字であ
る。推進の欄の数字が「２」であれば推進強度は「２」の位置にあることを示している。
【００７４】
　図１５によれば、時刻Ｔにおいて、ドライバーがハンドルは直進、アクセルは強度「２
」の強さで踏んでいる状態をイメージしてグリップ１を操作していることが分かる。
【００７５】
　時刻Ｔ１０から時間をたどって一枚の表に印を置くことで、乗用車１００を制御するド
ライバーが車両を４方向にコントロールする意思を、時間軸も含んだ図表で形成すること
ができる。
　図１６は、推進、制動、左右旋回度数に時間軸を含め位置表示した図である。
【００７６】
　図１６に示す図は、ドライバーがイメージした運転操作意思であるが、乗用車１００が
実際に車両をコントロールした結果の数値も同様に座標軸上に描き出すことができる。さ
らに時間軸を三次元の座標に置くことで、連続した曲線で運転意思と実動軌跡を立体的に
描き出すことが可能となる。
【００７７】
　次にドライバーの運転意思と乗用車１００の運転意思を比較するための要素を選び出し
、最終的に乗用車１００を制御する制御部１１を支援する方法を説明する。
【００７８】
　例えば図１６の時刻Ｔ９、Ｔ８、Ｔ７、Ｔ６の動きを見る。左右方向舵つまりハンドル
操作部門ではＴ９から最大Ｔ６まで左にグリップ１を倒している。このＴ６の時点で運転
意思が異なる意思に変化、遷移した時間を含めた地点となり、一つの意思の終結点であり
、また始点ともなる。推進制動つまりアクセルブレーキ部門では、最大Ｔ７まで制動をか
けている。このＴ７の時点で制動意思が異なる意思に変化、遷移した時間を含めた地点と
なり一つの意思の終結点であり、また始点ともなる。この場合、走行中、前方の赤信号が
青に変わり、信号機で停車する前に現状スピードで巡航する意思が発生した例などが考え
られる。
【００７９】
　一つの判断動作から逆の動作に移り変わる区間が、ドライバーの運転意思と、制御部１
１の制御との比較ポイントになる。何故ならこの意思の変わり目地点にこそ、例えば前車
のブレーキランプ、車間、前方に走行車両がいなくなったとき等、何らかの状況から読み
取った判断が、ドライバーの頭脳感覚に発生しているからと推定されるからである。
【００８０】
　この走行中絶え間ない判断による加速減速の区間をひとつひとつ制御部１１が読み取る
ことで、制御部１１は、ドライバーの信頼性を過去のデータとして蓄えることができる。
　このような方法で制御部１１は、自らの判断に誤りがないか、見落とした又はセンサが
感知できなかった情報が無かったかを省みることも可能となる。
　そして制御部１１は、ドライバーの運転集中度を知ることで、乗用車１００の能力自体
をフォールバック機能縮減状態に落とすことも可能になる。
【００８１】
　米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)によって採用された６段階の自動化レベル（SAE J30
16）を例に挙げると、例えば条件付き運転自動化のレベル３で運転操作を制御部１１が行
っているときに居眠りが発生すれば、制御部１１は、警報を発し瞬時に運転自動化のレベ
ル１に格下げをしてさらにハンドルを触る反応が無ければ路肩に避難停止を行う。
【００８２】
　本案方式では自動運転制御が行う判断に対して、グリップ１を意図的に操作することに
より、レベル４の高度運転自動化で走行中に制御部１１が自動で追い越しをかけようと判
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断したときにドライバーの運転意識が高いか否かを判断する。ドライバーの運転意識が高
ければ、追い越しをかけようとしたそのときに、急にドライバーが減速制動方向にレバー
を倒せば制御部１１は追い越しを取りやめる判断をすることもできる。
【００８３】
　以上述べたように、乗用車１００によれば、少なくとも一部に、移動手段を監視するド
ライバーの意思に基づかずに運転操作可能な制御機能が備わった乗用車１００が備えるコ
ンピュータ１００ａにおいて、乗用車１００の操作系統とは別個に設けられ、乗用車１０
０の移動中における乗用車１００を監視するドライバーの操作に応じてドライバーの動作
意思を受け取るグリップ１と、グリップ１を介して乗用車１００を監視するドライバーの
動作意思が、異なる意思に変化する遷移過程を継続的に測定し、異なる意思に変化した測
定値に基づき乗用車１００を操作する主導権をドライバーに与えるか否かを判断する制御
部１１と、を有する。
【００８４】
　また、制御部１１は、グリップ１の操作に基づいてドライバーの運転意識に関する情報
を逐次、記憶部１２に記憶し、記憶部１２に記憶されたドライバーの運転意識に関する情
報を用いて操作の主導権をドライバーに与えるか否かを判断するようにした。
【００８５】
　また、制御部１１は、ドライバーがグリップ１を異なる方向に移動させたポイントを検
出し、検出時の乗用車１００の加速度と対比することにより操作の主導権をドライバーに
与えるか否かを判断するようにした。
【００８６】
　制御部１１の判断の結果。乗用車１００に発生する振れ圧力と、ドライバーが認知した
情報によって判断したグリップ１の動きは、その操作幅や強さ、経過時間、起動時刻、終
結時刻が異なっても起点・終点が記録されるパターンには規則性、類似性が発生する。
【００８７】
　このため乗用車１００は、乗用車１００が実際に制御をした重加速度の方向、強さと遷
移の終始した時刻期間と、ドライバーがグリップ１を介して入力した運転意思とを比較す
ることで、乗用車１００はドライバーが正しく車両を監視しているか、秒単位で知ること
ができる。従って、ドライバーの運転意識のレベルを乗用車１００が判断して、非常時な
どの運転操作を人間に権限移譲するかどうかの判断材料にすることができる。
　ドライバーが乗用車１００を持続的に監視していないならば、乗用車１００は、ドライ
バーに注意を促し乗用車１００を安全地帯に停止する判断ができる。
【００８８】
　さらに不正解な入力や熱心に運転意思を車両の制御部１１に伝えていない場合に、制御
部１１は運転制御機能の一部を縮減する判断を行うようにしてもよい。例えば追い越しを
する判断を行わない、制限速度よりも速度を下げるなどが挙げられる。
　さらに、乗用車１００によれば、以下のような効果が期待できる。
　ディープラーニングのために、収集する画像情報に、ドライバーの意思を位置マークと
して上乗せ記録ができる。
　例えば車線変更多発ゾーン等、運転意思情報をマップ上に記載できる。
　乗用車１００が追越しをする意思を表示したときに、ドライバーはその可否を、グリッ
プ１を使い返答できる。
【００８９】
　ドライバーは手動自動車と同じく、グリップ１を使い運転操作をしなければならない。
しかし現実に車両を運転するのは制御部１１であり、ドライバーの知覚の及ばない情報を
読み取り、自動運転用センサの読み取った障害物情報などを基礎に運転走行を行う。誤っ
たグリップ１操作を人間が行ったとしても、その誤った意思が実際に車両を操作制御する
ことはない。このためドライバーの安全を高めることができる。
【００９０】
　自動運転をする際には行き先を事前に決定する。しかし乗用車１００は、行き先を決め
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なくとも位置マーカーで走る方向を指定できる。従って、乗用車１００は、運転意思の思
うままに移動する極めて自由度の高い乗物となる。
【００９１】
　その場その場でのドライバーの意思により、目的地への途中で自由にどこにでも立ち寄
る事ができる。その場合でも自動運転のスイッチをＯＦＦにする必要は無い。
　グリップ１一本で自由に安全に車を操縦できる。グリップ１が乗用車１００の運転操縦
操作装置となる。
　車を運転する楽しさを求めるドライバー、単に移動することを求めるドライバー、その
どちらの立場も否定することのない乗物となる。
【００９２】
　数値化された運転意思は、すべて車両の前方を写したドライブレコーダーの動画に位置
マークとして記録することができる。同じく制御部１１が操作した制御結果も位置マーク
画像として記録できる。その結果、車両前方を写した一つの走行動画の中に人間と自動運
転制御部の二つの運転意思が同時に形成される。記憶部１２は車両のエンジン始動後常に
二つの画像を記録する。同時に制御部１１は常に自動運転制御部の進路決定を第一基準と
して運転意思画像を採点する。採点結果は記憶部１２に記憶される。採点方法は交通法規
に従っているか、車道の幅や車線ライン上の正しい位置に位置マークを導いているか、往
来する他車との車間位置、発進停止のタイミングが正しく認識されているか、などが採点
基準となる。
【００９３】
　さらに積算された加点と減点の比率が一定値を越えた場合、優良ドライバーの評価域に
昇格する。優良実績点数を与えられた運転意思は、走行動画の中に位置する自動運転制御
部の位置マークをホールドする事が可能となる。図１６を使い説明する。時間ごとにグリ
ップ１は外界条件に応じた操作がなされる。同時に人間は相似した振れ圧力を感じる。自
動運転車の制御部はその振れ圧力を発生させる司令を操作装置に送信している。その指令
値は一定時間後の自車両の位置を予め予測して決定される。この予測位置（位置マーク）
はダイナミックマップ、センサ情報などにより危険が回避できる条件下で生成される。図
１６のＴ１からＴ１０に至るグリップ１の操作が人間によってなされるには、自動運転車
の制御部自体が位置マークを生成して、その位置に基づき同時にアクチュエータにより車
両を制御している。人間が操作する位置マークと自動運転車の制御部が生成した位置マー
クが常に重なり遷移（三半規管と迷走神経の知覚に基づき）するならば人間の制御判断は
優良とされる。この状態でグリップ１は自動運転制御部の位置マークを掴み動かす権限を
与えられ、人間の意思で好む方向に移動できる。その人間に移動された自動運転車制御の
位置マークに基づき制御部１は操作装置に指令値を送信することが可能となる。結果的に
操作装置には連動していないグリップ１により、車両は制御される。この場合においても
適法安全な制御の原則は守られる。この方式により、カーナビゲーションに設定された目
的地以外の立ち寄り先でさえも、ある程度自由に進路を向けることが可能となる。
【００９４】
　同時に車線の選択も手動運転時のように自由に選択が可能となり、例えば駐車場入庫渋
滞を車線変更により回避するときなどの、自動運転により発生すると思われるストレスを
避けることも可能となる。
【００９５】
　ドライバーが制御部１１に対して一切運転意思を伝えない場合、プログラムに規定され
た安全化走行を行い、車両を停止させる。例えば高速道路ではサービスエリアパーキング
へ導く、市街地ならばパーキングへ導く、あるいは道路幅が一定以上の路肩での車両停止
を可能にする。
　また運転意思を周囲の車両等に伝達することも、交通安全上必要となる。
制御部１１またはドライバーの運転意思、あるいは双方の運転意思を車体外部に伝達でき
る。
【００９６】
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　また、上記データとドライバーがグリップ１を傾斜させた数値データを、周囲の車両に
伝達するために、乗用車１００の前後のボディーやナンバープレート部分に可視光線で表
示するようにしてもよい。同じくそのデータを無線通信で周囲の車に伝達するようにして
もよい。高速道路等、運転要件が少ない道路であれば、グリップ１を使い路上や周囲の要
注意対象を、人間の感覚で選び出し、制御部１１に知らせることができる。
【００９７】
　なお、制御部１１の制御状況や、ドライバーの意思を、ドライバーや第三者に報知する
ようにしてもよい。例えば、乗用車１００の前後に取り付けられたナンバープレートなど
に制御部１１の制御状況や、ドライバーの意思を表示するようにしてもよい。
【００９８】
　さらに、一つの走行動画の中に人間と自動運転制御部の二つの運転意思が同時に形成さ
れた画像は、自動運転車の実現に欠かすことのできないディープラーニングに画像として
合成することができる。その画像は位置マークである。トレーニング用の画像に実際に人
間が操縦した時の位置マークを挿入する。位置マークには推進意思と制動意思が出現する
。
【００９９】
　自動運転車の走行プログラムは深層学習により形成される。学習をさせるための「正解
」のデータは熟練したドライバーが運転をした車両の撮像画像を用いることも考えられる
。本案方式によれば撮像画像には上記二つの運転意思と、それぞれ制動場面、推進場面の
位置マークが挿入された画像が合成可能となる。
【０１００】
　推進意思の時の画像であればポジティブトレーニング、制動意思の時の画像であればネ
ガティブトレーニングである。常に移り変わる動画も静止させれば一枚の画像でしか無い
。静止した画像では時間軸を含めないと、推進制動の判断を与えることは出来ない。位置
マークには推進意思と制動意思が静止画として記録されている。外界の視覚画像情報には
この二つの運転に欠かすことのできない要素を常に表示することができる。スコアとして
与えられた正解判断を含んだデータにより特徴量を抽出分類する処理が行われる。
　つまりドライバーが教師あり学習の先生となり、安全なときのエッジと危険なときのエ
ッジを制御部１１に教えることができる。
　上記の方式の結果、自動運転化のレベル概念も変動する。レベルの主体が乗用車１００
からドライバーになる。例えば、以下のレベル分けが考えられる。
　レベル０：ドライバーはすべての手動運転装置を意のままに制御する。
　レベル１．１：ドライバーはすべての自動化システムを監視する。
　レベル１．２：ドライバーはすべての自動化システムから監視される。
　レベル１．３：ドライバーはすべての自動化システムと常に対話を行い、ドライバーが
望む制御を自動化システムに委ねる。
　レベル２：ドライバーはすべての自動化システムに服従する。
　＜第２の実施の形態＞
　次に、第２の実施の形態の乗用車について説明する。
　以下、第２の実施の形態の乗用車について、前述した第１の実施の形態との相違点を中
心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
　図１７は、第２の実施の形態の操作部を説明する図である。
　第２の実施の形態の乗用車は、グリップ１の機能の一部と同等の機能を有するグリップ
２がハンドル３に装着されている。
【０１０１】
　図１７に示すハンドル３に装着されたグリップ２の左右部分は、外回転（図１７中、矢
印の方向）が制動、内回転が推進。底辺部分は内回転が制動、外回転が推進である。
【０１０２】
　ハンドル部位に設置した回転パイプによりドライバーは運転意思の内、加減速の部分だ
けを制御部１１に伝えることができる。長時間で単調な高速道路の運転中、加減速の意思
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だけを制御部１１に伝える。高速道路では路側の白線が整備されている。また左右方向の
制御は微小で神経の集中が伴う。コーナーケースの場合の対応もハンドル位置に手が添え
てあった方が即座に対応できる。情報密度は低くなるが、車間距離や道路のアップダウン
、追い越し車線からの割り込み等、スピードコントロール意思が働く度に、意識レベルを
制御部１１にリアルタイムに伝えることができる。
　第２の実施の形態の乗用車によれば、第１の実施の形態の乗用車１００と同様の効果が
得られる。
【０１０３】
　そして、第２の実施の形態の乗用車によれば、さらに、高速度運転中にドライバーが読
み込み判断する情報を減縮させて、加減速という一点だけに注意力を集中させることがで
きる。
　次に、走行距離あたりの認知判断情報を増加させる方法を説明する。
　＜第３の実施の形態＞
　次に、第３の実施の形態の操作部について説明する。
【０１０４】
　以下、第３の実施の形態の操作部について、前述した第１の実施の形態（の運転支援装
置、運転支援方法およびプログラム）との相違点を中心に説明し、同様の事項については
、その説明を省略する。
　図１８は、第３の実施の形態のグリップを示す図である。
【０１０５】
　第３の実施の形態のグリップ４の機能はグリップ１と同じである。このグリップ４は、
さらにドライバーが前後左右に移動させることにより、フロントガラスに表示される印３
０の位置を自由に移動させることができる。
　また、グリップ４は、印３０のロックボタンであるボタン４ａを有している。
【０１０６】
　ドライバーは、走行中に注意を向けなければならない対象に印３０を重ねた後に、ボタ
ン４ａを押下することにより、制御部１１に注意情報を送信することができる。
【０１０７】
　図１８（ｂ）には、一例として標識５ａ、走行車線の先行車両５ｂおよび追い越し車線
の先行車両５ｃに３つの印３０を付けた例を図示しているが、この印３０の数は特に限定
されず、例えば１つの印だけをフロントガラスに表示するようにしてもよい。
【０１０８】
　長距離高速走行を行うドライバーにとって、固定された一つの姿勢を取り続けることは
苦痛でも有る。例えば右足でアクセルを加減しながら押し下げ続ける。自動運転実現への
欲求はこのような肉体的な拘束から逃れる目的もあると思われる。しかし大切なことは高
速道路であるから車両の自重と速度により、加速度的に危険性が増すという事実である。
二トンに近い乗用車が木の葉のように宙を舞う動画は記憶に新しい。
【０１０９】
　しかし上記に述べたグリップ１方式でさえも、運転要件が減少する高速道路では安全性
を高める要素とはなりにくい。高速道路で自動運転車に搭乗するドライバーはさらに細心
の注意が求められる。自動運転車であるからちょっとした居眠りもできるかもしれない。
このような幻想を持つことは禁物である。なぜなら現在考えられる自動運転車が走行でき
る高速道路には、必ず手動運転車が並走するからである。高速道路が自動手動混合走行領
域である場合、上記グリップ１方式のドライバーは、手動運転車のドライバーに課せられ
た以上の安全確認作業が求められる。前方の注意要素を印３０で指定することは手動運転
車には無い作業である。さらに後方から追越してくる車両に対しても印３０を貼付するこ
とは安全性を高めるために有効となる。仮に後方撮像カメラの画像が液晶タッチパネルに
映写されるとして、その追越し車の画像部分を指でタッチすることも考えられる。制御部
は現在時点で気をつける対象物を人間であるドライバーが指定することで、重点注意対象
を人間と共有することが可能となる。制御部は指定された注意対象を漏らさず監視を行い
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走行速度、車線選択、追越し実施不実施などを判断する直接的な要素と捉える事ができる
。
　＜具体例＞
　以下、実施の形態の乗用車１００による運転の具体例を説明する。
　乗用車１００がどのような自動車社会を実現するのかをイメージしてみます。右側通行
の国を想定しています。
【０１１０】
　朝、出勤のために車に乗り込みます。カーナビに登録してある勤め先を目的地にセット
します。グリップ１を手前に引き駐車場から歩道のある小道に出ます。歩道の手前では一
旦停止のためグリップ１を前方に最大倒します。そして人などが附近に居ない事を確認し
グリップ１を手前に引きながら右に倒します。ちょうどグリップ１の頂点部分が曲がりた
い方角になるように操作します。小道の右車線に車両の前部が入ったところでグリップ１
を徐々に左右中立点に進行しながら戻します。幹線道路との交差点の信号は赤です。横断
歩道の手前で車は一旦停止をします。すでにグリップ１は最前方に一回倒して停止意思を
示してあります。信号は赤ですが右折の場合、安全を確認して右折できます。幹線道路は
片側３車線です。左からの車が来ないことを確かめて、一気に一番外側の車線に進行しま
す。先ほどと同じくグリップ１を右手前に回転傾斜しながら中立点に戻します。車体が進
行方向に向き直った途端にスクールバスが停車しているのを認識しました。左後方からは
中央車線を何台も車が続けて追越してゆきます。バスの後方で乗用車１００は制御部１１
の判断で一旦停止しました。ドライバーはその後、グリップ１を左側に傾け制御部１１に
左車線への進路変更意思を示します。制御部１１はその意思を読み取り、後方のセンサを
頼りに車列が途切れるのを待ちます。ここで先程の交差点の信号が赤に変わりました。制
御部１１は左後方から車が来ないのを確認して左にハンドルを切り中央車線に合流しまし
た。ここまでの時点で制御部１１はドライバーが行ったグリップ１の操作で一旦停止の地
点、加速減速の時期、左右方向への意思表示を測定しています。操作の適格性はダッシュ
ボードのインジケーターに表示されています。運転車の信頼性は８０％と評価されました
。スクールバスを認識し、一旦停止する判断に遅れがあったことが減点の原因です。スク
ールバス附近に子供は居て当たり前です。
【０１１１】
　もうすぐ都市間バイパス道に入ります。ドライバーは流入路に向けてグリップ１を左に
倒し、進路を制御部１１に伝えます。乗用車１００は、速度が時速７０ｋｍ／ｈを越した
時点で高速モードを使うことができます。ハンドル下部中央の加減速入力パイプを左手で
握ります。右手はグリップ１を握っています。ドライバーの好みによりグリップ１はアー
ムレストの中から立ち上げることができる構造です。左手でグリップ１を操作したい場合
には、左側のアームレストを引き出します。時速７０ｋｍ／ｈを超えるとグリップ１に付
属したトリガーを引く事ができます。フロントガラスには印３０が投影されています。引
き金を引きながらグリップ１を動かすと外界の注意ポイントに印３０を重ね合わせる事が
できます。前方車両や交通標識などのターゲットに印３０を合わせ、ボタン４ａを押しま
す。実際に制御部１１がそれらの注意ポイントを観察していることは言うまでもありませ
ん。
【０１１２】
　さらに現在、制御部１１は、実際にハンドル操作や加減速をおこなっています。ドライ
バーの運転意思とぴたりと重なるかどうかは分かりません。制御部１１が提案をした追越
しを、ドライバーが否定しているかも知れません。制御部１１は双方の運転意思を比較し
て安全性を向上させようとしています。その双方の運転意思は、常時、法定の金属製ナン
バープレートに表示されています。ナンバープレートにはＬＥＤ発光体が埋め込まれてお
り、常に現在制御部１１が監視している双方の運転意思が、車体の前後に取り付けられた
ナンバープレートに表示されています。前後を走る乗用車との連携も発光体及び無線を仲
介して容易に計ることが可能です。
【０１１３】
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　会社に到着したドライバーは、今日もハンドルやブレーキ、アクセルを一度も操作して
いないことに気づきました。そう言えば子供の頃に読んだコミック・ブックのスーパーヒ
ーローが運転していたコクピットにはハンドルなど無かったかも知れない。有るのは一本
の操縦桿だけだったような気がする。と思いがよぎった。
【０１１４】
　以上、本発明の運転支援装置、運転支援方法およびプログラムを、図示の実施の形態に
基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機
能を有する任意の構成のものに置換することができる。また、本発明に、他の任意の構成
物や工程が付加されていてもよい。
　また、本発明は、前述した各実施の形態のうちの、任意の２以上の構成（特徴）を組み
合わせたものであってもよい。
【０１１５】
　上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が当業
者にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成および応用例に限定さ
れるものではなく、対応するすべての変形例および均等物は、添付の請求項およびその均
等物による本発明の範囲とみなされる。
【０１１６】
　なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、乗
用車１００が有する機能の処理内容を記述したプログラムが提供される。そのプログラム
をコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現される。処
理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録しておく
ことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気記憶装置、光ディ
スク、光磁気記録媒体、半導体メモリ等が挙げられる。磁気記憶装置には、ハードディス
クドライブ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープ等が挙げられる。光ディスクに
は、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ／ＲＷ等が挙げられる。光磁気記録媒体には
、ＭＯ（Magneto-Optical disk）等が挙げられる。
【０１１７】
　プログラムを流通させる場合には、例えば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、ＣＤ
－ＲＯＭ等の可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの記
憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュー
タにそのプログラムを転送することもできる。
【０１１８】
　プログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記録されたプログラ
ムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納する
。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに従
った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読み
取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは、ネ
ットワークを介して接続されたサーバコンピュータからプログラムが転送される毎に、逐
次、受け取ったプログラムに従った処理を実行することもできる。
【０１１９】
　また、上記の処理機能の少なくとも一部を、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、Ａ
ＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、ＰＬＤ（Programmable Logic De
vice）等の電子回路で実現することもできる。
【符号の説明】
【０１２０】
　１、２、４　グリップ
　３　ハンドル
　４ａ　ボタン
　１１　制御部
　１２　記憶部
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　２１、２２、３０　印
　１００　乗用車
【要約】
移動手段の移動中において、操作の主導権をドライバーに与えてよい基準を提供する。少
なくとも一部に運転者の意思に基づかずに運転可能な機能を備える乗用車（１００）は、
乗用車（１００）の操作系統とは別個に設けられ、ドライバーの操作に応じてドライバー
の動作意思を受け取るグリップ（１）と、グリップ（１）を介してドライバーの動作意思
が、異なる意思に変化したか否かを判断し、異なる意思に変化したときに操作の主導権を
ドライバーに与えるか否かを判断する制御部（１１）と、を有する。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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