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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の周辺環境状態に関する周辺環境情報を取得するための周辺環境情報取得装置と
、
　自車両の状態に関する自車両情報を取得するための自車両情報取得装置と、
　自車両のドライバの状態に関するドライバ情報を取得するためのドライバ情報取得装置
と、
を備える車両を制御するための車両の制御装置であって、
　複数の運転支援操作の中からドライバによる実施許可を得た運転支援操作を自動的に行
う自動運転制御部を備え、
　前記自動運転制御部は、
　　前記複数の運転支援操作のそれぞれの実施可否をパッケージ化した運転支援パッケー
ジを決定するパッケージ決定部と、
　　前記運転支援パッケージで実施が許可されている運転支援操作の実施許可を得るため
に、当該運転支援パッケージへの切り替えをドライバに提案するパッケージ提案部と、
を備え、
　前記パッケージ決定部は、
　　前記周辺環境情報、前記自車両情報、及び前記ドライバ情報の少なくとも１つに基づ
いて、少なくとも一部の運転支援操作に難易度に応じた点数が付与された単位パッケージ
を複数選択し、
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　　選択された複数の単位パッケージをそれぞれ組み合わせることにより前記運転支援パ
ッケージを作成し、
　　作成された前記運転支援パッケージで実施許可となっている運転支援操作の中で、前
記複数の単位パッケージでそれぞれ付与されている点数を加算した合計点が所定の閾値以
上となる運転支援操作があるときは、当該運転支援操作を実施許可から実施不許可に変更
する、
車両の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、従来の車両の制御装置として、ドライバのスイッチ操作によって手動
運転モードから自動運転モードに切り替えられると、車間距離制御や車線追従制御などの
各種の運転支援操作を自動的に行う自動運転を実施するものが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第８６７０８９１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら前述した従来の車両の制御装置は、自動運転モードに切り替えられたこと
をもって、ドライバが全ての運転支援操作に対する実施許可を与えたと判断していた。そ
のためドライバは、自動運転を実施するにあたって手動運転モードから自動運転モードへ
の切り替え操作しか行うことができず、各運転支援操作の実施可否を任意に設定すること
ができなかった。
【０００５】
　ここで自動運転を実施するにあたっては、自動運転の開始前や実施中にその場の状況に
応じてドライバが各運転支援操作の実施可否を設定できるようにした方が、例えばドライ
バにとって不要な運転支援操作が自動的に行われるのを防止できるので、望ましい場合も
ある。しかしながら、その場の状況は車両走行中に時々刻々と変化するので、ドライバが
自ら各運転支援操作の実施可否の設定を行って、その場の状況に適した自動運転を実施さ
せるのは難しいという問題点がある。
【０００６】
　本発明はこのような問題点に着目してなされたものであり、その場の状況に適した自動
運転をドライバによって簡便に実施させることができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様によれば、自車両の周辺環境状態に関す
る周辺環境情報を取得するための周辺環境情報取得装置と、自車両の状態に関する自車両
情報を取得するための自車両情報取得装置と、自車両のドライバの状態に関するドライバ
情報を取得するためのドライバ情報取得装置と、を備える車両を制御するための車両の制
御装置が、複数の運転支援操作の中からドライバによる実施許可を得た運転支援操作を自
動的に行う自動運転制御部を備える。自動運転制御部は、複数の運転支援操作のそれぞれ
の実施可否をパッケージ化した運転支援パッケージを決定するパッケージ決定部と、運転
支援パッケージで実施が許可されている運転支援操作の実施許可を得るために、当該運転
支援パッケージへの切り替えをドライバに提案するパッケージ提案部と、を備える。パッ
ケージ決定部は、周辺環境情報、自車両情報、及びドライバ情報の少なくとも１つに基づ
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いて、少なくとも一部の運転支援操作に点数が付与された単位パッケージを複数選択し、
選択された複数の単位パッケージをそれぞれ組みわせることにより運転支援パッケージを
作成し、作成された運転支援パッケージで実施許可となっている運転支援操作の中で、複
数の単位パッケージでそれぞれ付与されている点数を加算した合計点が所定の閾値以上と
なる運転支援操作があるときは、当該運転支援操作を実施許可から実施不許可に変更する
ように構成されている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のこの態様によれば、その場の状況に適した自動運転をドライバによって簡便に
実施させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の一実施形態による車両用の自動運転システムの概略構成図であ
る。
【図２】図２は、本発明の一実施形態による自動運転システムを搭載した自車両の概略外
観図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態による自動運転システムを搭載した自車両の概略内
観図である。
【図４】図４は、自動運転モード中に実施される本発明の一実施形態による運転支援操作
の一覧を示した図である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態による気象条件に関するパッケージ群を示す図であ
る。
【図６】図６は、本発明の一実施形態による日照条件に関するパッケージ群を示す図であ
る。
【図７】図７は、本発明の一実施形態による道路種別に関するパッケージ群を示す図であ
る。
【図８】図８は、本発明の一実施形態による道路状況に関するパッケージ群を示す図であ
る。
【図９】図９は、本発明の一実施形態によるドライバ状態に関するパッケージ群を示す図
である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態による自車両状態に関するパッケージ群を示す
図である。
【図１１】図１１は、本発明の一実施形態による自動運転制御について説明するフローチ
ャートである。
【図１２】図１２は、本発明の一実施形態によるパッケージ決定処理の内容について説明
するフローチャートである。
【図１３】図１３は、走行支援操作ごとの付与点数の合計点を算出すると共に、高難度走
行支援操作については実施不許可に変更する理由について説明する図である。
【図１４】図１４は、走行支援操作ごとの付与点数の合計点を算出すると共に、高難度走
行支援操作については実施不許可に変更する理由について説明する図である。
【図１５】図１５は、走行支援操作ごとの付与点数の合計点を算出すると共に、高難度走
行支援操作については実施不許可に変更する理由について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、以下の説明で
は、同様な構成要素には同一の参照番号を付す。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態による車両用の自動運転システム１００の概略構成図であ
る。図２は、本実施形態による自動運転システム１００を搭載した自車両１の概略外観図
である。図３は、本実施形態による自動運転システム１００を搭載した自車両１の概略内
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観図である。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態による自動運転システム１００は、周辺環境情報取得装
置１０と、自車両情報取得装置２０と、ドライバ情報取得装置３０と、地図データベース
４０と、記憶装置５０と、ヒューマン・マシン・インターフェース（Human Machine Inte
rface；以下「ＨＭＩ」という。）６０と、ナビゲーション装置７０と、電子制御ユニッ
ト８０と、を備える。
【００１３】
　周辺環境情報取得装置１０は、自車両周辺の障害物（例えば建物や、道路上の先行車や
後続車、対向車といった走行車両、停止車両、縁石、落下物、歩行者等）や天候といった
自車両１の周辺環境状態に関する情報（以下「周辺環境情報」という。）を取得するため
の装置である。図１から図３に示すように、本実施形態による周辺環境情報取得装置１０
は、ライダ（LIDAR；Laser Imaging Detection And Ranging）１１と、ミリ波レーダーセ
ンサ１２と、外部カメラ１３と、照度センサ１４と、レインセンサ１５と、外部情報受信
装置１６と、を備える。
【００１４】
　ライダ１１は、レーザー光を利用して自車両周辺の道路や障害物を検出する。図２に示
すように、本実施形態ではライダ１１は、自車両１のルーフ上に取り付けられている。ラ
イダ１１は、自車両１の全周囲に向けてレーザー光を順次照射し、その反射光から道路及
び自車両周辺の障害物までの距離を計測する。そしてライダ１１は、その計測結果に基づ
いて自車両１の全周囲における道路及び障害物の三次元画像を生成し、生成した三次元画
像の情報を電子制御ユニット８０に送信する。
【００１５】
　なお、ライダ１１の取り付け箇所は、三次元画像を生成するために必要な情報を取得で
きる箇所であれば特に限られるものではない。例えば、自車両１のグリルや、ヘッドライ
トやブレーキランプといったライト類の内部に取り付けても良いし、自車両１の車両本体
部分（骨格）に取り付けても良い。
【００１６】
　ミリ波レーダーセンサ１２は、電波を利用してライダ１１よりも遠距離に亘る自車両周
辺の障害物を検出する。図２に示すように、本実施形態ではミリ波レーダーセンサ１２は
、自車両１のフロントバンパー及びリヤバンパーにそれぞれ取り付けられている。ミリ波
レーダーセンサ１２は、自車両１の周囲（本実施形態では自車両１の前方、後方及び側方
）に電波を発射し、その反射波から自車両周辺の障害物までの距離や当該障害物との相対
速度を計測する。そしてミリ波レーダーセンサ１２は、その計測結果を自車両周辺情報と
して電子制御ユニット８０に送信する。
【００１７】
　なお、ミリ波レーダーセンサ１２の取り付け箇所は、必要な自車両周辺情報を取得でき
る箇所であれば特に限られるものではない。例えば、自車両１のグリルや、ヘッドライト
やブレーキランプといったライト類の内部に取り付けても良いし、自車両１の車両本体部
分（骨格）に取り付けても良い。
【００１８】
　外部カメラ１３は、自車両１の前方を撮影する。図２に示すように、本実施形態では外
部カメラ１３は、自車両１のルーフ先端の中央部に取り付けられている。外部カメラ１３
は、撮影した自車両前方の映像の画像処理を行うことで、自車両前方の障害物情報や、走
行レーンの車線幅や道路形状、道路標識、白線の有無、信号機の状態といった自車両前方
の道路情報、ヨー角（走行レーンに対する車両の相対的な方向）や走行レーン中央からの
車両オフセット位置といった自車両１の走行情報、雨や雪、霧といった自車両周辺の気象
情報などを検出する。そして外部カメラ１３は、検出したこれらの撮影情報を電子制御ユ
ニット８０に送信する。
【００１９】
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　なお、外部カメラ１３の取り付け箇所は、自車両１の前方を撮影できる箇所であれば特
に限られるものではない。例えば、自車両内のフロントガラス裏面の中央上部に取り付け
ても良い。
【００２０】
　照度センサ１４は、自車両周囲の照度を検出する。図２に示すように、本実施形態では
、照度センサ１４は自車両内のインストルメントパネルの上面に取り付けられている。照
度センサ１４は、検出した自車両周囲の照度情報を電子制御ユニット８０に送信する。
【００２１】
　レインセンサ１５は、降水の有無及び降水量を検出する。図２に示すように、本実施形
態では、レインセンサ１５は自車両１のフロントガラス表面の中央上部に取り付けられて
いる。レインセンサ１５は、内蔵された発光素子によって生じさせた光をフロントガラス
表面に向けて照射し、そのときの反射光の変化を計測することで、降水の有無や降水量と
いった降水情報を検出する。そしてレインセンサ１５は、検出した降水情報を電子制御ユ
ニット８０に送信する。
【００２２】
　外部情報受信装置１６は、例えば道路交通情報通信システムセンタなどの外部の通信セ
ンタから送信されてくる渋滞情報や気象情報（雨や雪、霧、風速等の情報）などの外部情
報を受信する。外部情報受信装置１６は、受信した外部情報を電子制御ユニット８０に送
信する。
【００２３】
　自車両情報取得装置２０は、自車両１の速度や加速度、姿勢、現在位置といった自車両
１の状態に関する情報（以下「自車両情報」という。）を取得するための装置である。図
１に示すように、本実施形態による自車両情報取得装置２０は、車速センサ２１と、加速
度センサ２２と、ヨーレートセンサ２３と、ＧＰＳ受信機２４と、を備える。
【００２４】
　車速センサ２１は、自車両１の速度を検出するためのセンサである。車速センサ２１は
、検出した自車両１の車速情報を電子制御ユニット８０に送信する。
【００２５】
　加速度センサ２２は、加速時や制動時における自車両１の加速度を検出するためのセン
サである。加速度センサ２２は、検出した自車両１の加速度情報を電子制御ユニット８０
に送信する。
【００２６】
　ヨーレートセンサ２３は、自車両１の姿勢を検出するためのセンサであって、詳しくは
自車両１の旋回時におけるヨー角の変化速度、すなわち自車両１の鉛直軸まわりの回転角
速度（ヨーレート）を検出する。ヨーレートセンサ２３は、検出した自車両１の姿勢情報
を電子制御ユニット８０に送信する。
【００２７】
　ＧＰＳ受信機２４は、３個以上のＧＰＳ衛星からの信号を受信して自車両１の緯度及び
経度を特定し、自車両１の現在位置を検出する。ＧＰＳ受信機２４は、検出した自車両１
の現在位置情報を電子制御ユニット８０に送信する。
【００２８】
　ドライバ情報取得装置３０は、自車両１のドライバの状態に関する情報（以下「ドライ
バ情報」という。）を取得するための装置である。図１及び図３に示すように、本実施形
態によるドライバ情報取得装置３０は、ドライバモニタカメラ３１と、ステアリングタッ
チセンサ３２と、を備える。
【００２９】
　ドライバモニタカメラ３１は、ステアリングコラムカバーの上面に取り付けられ、ドラ
イバの外観を撮影する。ドライバモニタカメラ３１は、撮影したドライバの映像を画像処
理することで、ドライバの表情（ドライバの顔の向きや眼の開閉度など）や姿勢といった
ドライバの外観情報を検出する。そしてドライバモニタカメラ３１は、検出したドライバ
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の外観情報を電子制御ユニット８０に送信する。
【００３０】
　ステアリングタッチセンサ３２は、ステアリングに取り付けられる。ステアリングタッ
チセンサ３２は、ドライバがステアリングを把持しているか否かを検出し、検出したステ
アリングの把持情報を電子制御ユニット８０に送信する。
【００３１】
　地図データベース４０は、地図情報に関するデータベースである。この地図データベー
ス４０は、例えば車両に搭載されたハードディスクドライブ（HDD；Hard Disk Drive）内
に記憶されている。地図情報には、道路の位置情報や道路形状の情報（例えばカーブと直
線部の種別、カーブの曲率など）、交差点及び分岐点の位置情報、道路種別などの情報な
どが含まれる。
【００３２】
　記憶装置５０は、自動運転専用の道路地図を記憶する。自動運転専用の道路地図は、ラ
イダ１１が生成した三次元画像に基づいて電子制御ユニット８０が作成しており、電子制
御ユニット８０によって常時又は定期的に更新される。
【００３３】
　ＨＭＩ６０は、ドライバ又は車両乗員と自動運転システム１００との間で情報の入出力
を行うためのインターフェイスである。本実施形態によるＨＭＩ６０は、ドライバに各種
の情報を提供するための情報提供装置６１と、ドライバの音声を認識するためのマイク６
２と、ドライバが入力操作を行うためのタッチパネルや操作ボタンなど入力操作器６３と
、を備える。
【００３４】
　情報提供装置６１は、文字情報や画像情報を表示するためのディスプレイ６１１と、音
を発生させるためのスピーカ６１２と、を備える。
【００３５】
　ナビゲーション装置７０は、ＨＭＩ６０を介してドライバによって設定された目的地ま
で自車両１を案内する装置である。ナビゲーション装置７０は、ＧＰＳ受信機２４で検出
した自車両１の現在位置情報と地図データベース４０の地図情報とに基づいて、目的地ま
での目標ルートを演算し、演算した目標ルートに関する情報をナビゲーション情報として
電子制御ユニット８０に送信する。
【００３６】
　電子制御ユニット８０は、双方向性バスによって相互に接続された中央演算装置（ＣＰ
Ｕ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、入力ポート
、及び出力ポートを備えたマイク６２ロコンピュータである。
【００３７】
　電子制御ユニット８０は、ドライバが手動運転モード（加速、操舵、及び制動に関する
運転操作をドライバが行うモード）から自動運転モードに切り替えたときに、図４に示す
各運転支援操作の中からドライバによる実施許可を得た運転支援操作を自動的に行う自動
運転制御部９０を備える。自動運転制御部９０は、パッケージ決定部９１と、パッケージ
提案部９２と、判定部９３と、備えており、電子制御ユニット８０に入力された周辺環境
情報や自車両情報、ドライバ情報、ナビゲーション情報などの自動運転に必要な各種の情
報に基づいて、各運転支援操作を行うために必要な各種の制御部品を制御し、車両の自動
運転を実施する。
【００３８】
　図４は、本実施形態において自動運転モード中に実施される運転支援操作の一覧を示し
た図である。
【００３９】
　図４に示すように本実施形態では、運転支援操作を機能別に走行支援機能、視界支援機
能、及び渋滞時支援機能の３つの機能群に大別している。
【００４０】
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　走行支援機能の欄に分別されている運転支援操作は、運転支援操作の中で、加速、操舵
、及び制動の少なくとも１つを実施する機能（走行支援機能）を持つ運転支援操作である
。本実施形態では、走行支援機能を持つ運転支援操作として、車間距離制御、車線追従制
御、自動車線変更、自動追越、自動分流、及び自動合流を例示しているが、走行支援機能
を持つ運転支援操作はこれらに限られるものではなく、必要に応じて図４に例示したもの
よりも多くしても良いし、少なくしても良い。
【００４１】
　なお車間距離制御とは、車速に応じた適切な車間距離を保持しながら先行車の車速の変
化に合わせて追従走行を行うことができるように、制限車速の範囲内で自動的に車速の調
節を行う制御である。車線追従制御とは、走行レーンの車線幅に応じた適切な走行ライン
を自車両１が走行するように、自動的に操舵量や車速の調節を行う制御である。
【００４２】
　視界支援機能の欄に分別されている運転支援操作は、走行支援機能を持たない（すなわ
ち加速、操舵、及び制動のいずれも実施しない）運転支援操作の中で、ドライバの視界、
ひいては安全を確保する機能（視界支援機能）を持つ運転支援操作である。本実施形態で
は、視界支援機能を持つ運転支援操作として、車線逸脱警報やブラインドスポットモニタ
などの１１個の運転支援操作を例示しているが、視界支援機能を持つ運転支援操作はこれ
らに限られるものではなく、必要に応じて図４に例示したものよりも多くしても良いし、
少なくしても良い。
【００４３】
　渋滞時支援機能の欄に分別されている運転支援操作は、渋滞時におけるドライバ及び乗
員の疲労を緩和させる機能（渋滞時支援機能）を持つ運転支援操作である。本実施形態で
は、渋滞時支援機能を持つ運転支援操作として、渋滞時における停止からの自動発進やハ
ザードランプの一時点灯制御などの８個の運転支援操作を例示しているが、渋滞時支援機
能を持つ運転支援操作はこれらに限られるものではなく、必要に応じて図４に例示したも
のよりも多くしても良いし、少なくしても良い。
【００４４】
　ここで、前述したように、手動運転モードから自動運転モードに切り替えられると、各
運転支援操作の中からドライバによる実施許可を得た運転支援操作を自動的に行う自動運
転が実施されることになる。このような自動運転を実施するにあたっては、自動運転の開
始前や実施中に、周辺環境状態や自車両状態、ドライバ状態に応じてドライバが各運転支
援操作の実施可否を設定できるようにすることが望ましい。
【００４５】
　しかしながら、自動運転を実施するにあたって各運転支援操作の実施可否を一つ一つド
ライバが設定しなければならないと、ドライバによる実施可否の設定操作が煩雑となり、
結果として自動運転の利便性を失わせることになる。また周辺環境状態や自車両状態、ド
ライバ状態は、車両走行中に時々刻々と変化する。そのため、車両走行中にドライバが自
ら各運転支援操作の実施可否の設定を行って、周辺環境状態等に適した自動運転を実施さ
せるのは困難である。
【００４６】
　そこで本実施形態では、周辺環境情報、自車両情報、及びドライバ情報に基づいて、各
運転支援操作の実施可否を一括りにまとめてパッケージ化した運転支援パッケージを決定
し、決定した運転支援パッケージをドライバに提案することとした。具体的には、図５か
ら図１０に示す各パッケージ群の中から気象条件、日照条件、道路種別、道路状況、ドラ
イバ状態、及び自車両状態に応じた最適な単位パッケージを選択し、選択した各単位パッ
ケージを組み合わせることで決定した運転支援パッケージをドライバに提案することとし
た。
【００４７】
　以下、図５から図１０を参照して各パッケージ群について説明した後、図１１から図１
５を参照して本実施形態による自動運転制御について説明する。なお図５から図１０にお
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いて、マルが実施許可を表し、バツが実施不許可を表す。また各パッケージ群は、電子制
御ユニット８０のＲＯＭに記憶されている。
【００４８】
　図５は、気象条件に関するパッケージ群を示す図である。気象条件に関するパッケージ
群は、気象条件を「晴」、「雨」、「大雨」、「雪」、「大雪」、「霧」、「濃霧」、「
風」、及び「強風」の９つに大別し、気象条件ごとに各運転支援操作の実施可否をパッケ
ージ化すると共に、走行支援機能の欄に分別されている各運転支援操作のうち、実施許可
となっている運転支援操作に対してそれぞれ点数を付与したものである。なお以下の説明
では、走行支援機能の欄に分別されている各運転支援操作と、視界支援機能及び渋滞時支
援機能の欄に分別された各運転支援操作とを区別するために、走行支援機能の欄に分別さ
れている各運転支援操作のことを必要に応じて「走行支援操作」という。
【００４９】
　本実施形態では、外部カメラ１３で検出した自車両周辺の気象情報（雨や雪、霧などの
情報）と、外部情報受信装置１６で受信した外部情報に含まれる気象情報（雨や雪、霧、
風速などの情報）とに基づいて、気象条件の判定を実施している。
【００５０】
　気象条件に関するパッケージ群において、実施許可となっている各走行支援操作に対し
て付与されている点数は、気象条件が「晴」の場合を基準として、気象条件が「晴」以外
のときに、その走行支援操作を自動で実施する際の難易度（以下「実施難易度」という。
）、及び自車両１の周辺状況を確認して各走行支援操作が問題なく実施されているか否か
をドライバが監視する際の難易度（以下「ドライバ監視難易度」という。）が、どの程度
高くなるかを考慮して付与された点数である。本実施形態では、気象条件が「晴」のとき
と比較して、実施難易度が高くなるほど、またドライバ監視難易度が高くなるほど、各走
行支援操作に対して高い点数を付与している。
【００５１】
　気象条件が「晴」のときと比較して、気象条件が「雨」、「大雨」、「雪」、「大雪」
、「霧」、又は「濃霧」のときは、ライダ１１やミリ波レーダーセンサ１２、外部カメラ
１３の検出精度が低下すると共に、ドライバの視界が悪化する。そのため、気象条件が「
雨」、「大雨」、「雪」、「大雪」、「霧」、又は「濃霧」のときは、実施難易度、及び
ドライバ監視難易度が高くなる傾向にある。したがって本実施形態では、図５に示すよう
に、気象条件が「雨」、「大雨」、「雪」、「大雪」、「霧」、又は「濃霧」のときには
、実施許可となっている一部又は全部の各走行支援操作に対して付与されている点数が、
気象条件が「晴」のときよりも高い値となっている。
【００５２】
　また、気象条件が「晴」のときと比較して、気象条件が「風」、又は「強風」のときは
、車両挙動が不安定になりやすい。そのため、気象条件が「風」、又は「強風」のときは
、各走行支援操作の実施難易度が高くなる傾向にある。したがって本実施形態では、図６
に示すように、気象条件が「風」、又は「強風」のときは、実施許可となっている一部又
は全部の各走行支援操作に対して付与されている点数が、気象条件が「晴」のときよりも
高い値となっている。なお、実施許可となっている各走行支援操作に対してこのような点
数を付与した理由については、図１３から図１５を参照して後述する。
【００５３】
　図６は、日照条件に関するパッケージ群を示す図である。日照条件に関するパッケージ
群は、日照条件を「昼」と「夜と」に大別し、日照条件ごとに各運転支援操作の実施可否
をパッケージ化すると共に、実施許可となっている各走行支援操作に対してそれぞれ点数
を付与したものである。
【００５４】
　本実施形態では、照度センサ１４で検出した照度情報と、日時とに基づいて、日照条件
の判定を実施している。
【００５５】
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　日照条件に関するパッケージ群において、実施許可となっている各走行支援操作に対し
て付与されている点数は、日照条件が「昼」の場合を基準として、日照条件が「夜」のと
きに、各走行支援操作の実施難易度、及び各走行支援操作が実施されているときのドライ
バ監視難易度がどの程度高くなるかを考慮して付与された点数である。本実施形態では、
日照条件が「昼」のときと比較して、実施難易度が高くなるほど、またドライバの監視難
易度が高くなるほど、各走行支援操作に対して高い点数を付与している。
【００５６】
　日照条件が「昼」のときと比較して、日照条件が「夜」のときは、ドライバの視界が悪
化する。そのため、日照条件が「夜」のときは、ドライバ監視難易度が高くなる傾向にあ
る。したがって本実施形態では、図６に示すように、日照条件が「夜」のときは、実施許
可となっている一部の各走行支援操作に対して付与されている点数が、日照条件が「昼」
のときよりも高い値となっている。
【００５７】
　図７は、道路種別に関するパッケージ群を示す図である。道路種別に関するパッケージ
群は、道路種別を「一般道路」、「幹線道路」、東名高速道路や名神高速道路等の「都市
間高速道路」、及び首都高速道路や阪神高速道路等の「都市高速道路」の４つに大別し、
道路種別ごとに各運転支援操作の実施可否をパッケージ化すると共に、走行支援機能の欄
に分別されている各運転支援操作のうち、実施許可となっている運転支援操作に対してそ
れぞれ点数を付与したものである。
【００５８】
　本実施形態では、外部カメラ１３で検出した自車両前方の道路情報と、地図データベー
ス４０の地図情報に含まれる道路種別情報とに基づいて、道路種別の判定を実施している
。
【００５９】
　道路種別に関するパッケージ群において、実施許可となっている各走行支援操作に対し
て付与されている点数は、道路種別が「都市間高速道路」の場合を基準として、道路種別
が「都市間高速道路」以外のときに、各走行支援操作の実施難易度、及び各走行支援操作
が実施されているときのドライバ監視難易度がどの程度高くなるかを考慮して付与された
点数である。本実施形態では、道路種別が「都市間高速道路」のときと比較して、実施難
易度が高くなるほど、またドライバ監視難易度が高くなるほど、各走行支援操作に対して
高い点数を付与している。
【００６０】
　道路種別が「都市間高速道路」のときと比較して、道路種別が「一般道路」、「幹線道
路」、又は「都市高速道路」のときは、一般的に急カーブなどが多く、また道幅も狭い。
さらに自車両の周囲に存在する他車両の数も多くなる傾向にある。そのため、道路種別が
「一般道路」、「幹線道路」、又は「都市高速道路」のときは、実施難易度、及びドライ
バ監視難易度が高くなる傾向にある。したがって本実施形態では、図７に示すように、道
路種別が「一般道路」、「幹線道路」、又は「都市高速道路」のときは、実施許可となっ
ている一部又は全部の各走行支援操作に対して付与されている点数が、道路種別が「都市
間高速道路」のときよりも高い値となっている。
【００６１】
　図８は、道路状況に関するパッケージ群を示す図である。道路状況に関するパッケージ
群は、道路状況を「渋滞」と「非渋滞」とに大別し、道路状況ごとに各運転支援操作の実
施可否をパッケージ化すると共に、実施許可となっている各走行支援操作に対してそれぞ
れ点数を付与したものである。なお本実施形態において、「渋滞」とは、自車両周辺に他
車両（先行車又は後続車）があり、かつ、自車両１及び自車両周辺の他車両の車速が継続
的に一定速度（例えば一般道路や幹線道路では２０［ｋｍ／ｈ］、都市間高速道路や都市
高速走路では４０［ｋｍ／ｈ］）以下となっている状態をいう。一方で「非渋滞」とは、
渋滞以外の状態をいう。
【００６２】
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　本実施形態では、ライダ１１で生成した三次元画像の情報と、ミリ波レーダーセンサ１
２で検出した自車両周辺情報と、外部カメラ１３で検出した自車両前方の障害物情報及び
道路情報と、外部情報受信装置１６で受信した外部情報に含まれる渋滞情報と、車速セン
サ２１で検出した車速情報とに基づいて、道路状況の判定を実施している。
【００６３】
　道路状況に関するパッケージ群において、実施許可となっている各走行支援操作に対し
て付与されている点数は、道路状況が「非渋滞」の場合を基準として、道路状況が「渋滞
」のときに、各走行支援操作の実施難易度、及び各走行支援操作が実施されているときの
ドライバ監視難易度がどの程度高くなるかを考慮して付与された点数である。本実施形態
では、道路状況が「非渋滞」のときと比較して、実施難易度が高くなるほど、またドライ
バ監視難易度が高くなるほど、高い点数を付与している。
【００６４】
　道路状況が「非渋滞」のときと比較して、道路状況が「渋滞」のときは、二輪車などの
すり抜け等に注意を払いながら各走行支援操作を行う必要があるため、実施難易度が高く
なる傾向にある。したがって本実施形態では、図８に示すように、道路状況が「渋滞」の
ときは、実施許可となっている一部の各走行支援操作に対して付与されている点数が、道
路状況が「非渋滞」のときよりも高い値となっている。
【００６５】
　図９は、ドライバ状態に関するパッケージ群を示す図である。ドライバ状態に関するパ
ッケージ群は、ドライバ状態を眠気、疲労、過労、漫然、及び平常の５つに大別し、ドラ
イバ状態ごとに各運転支援操作の実施可否をパッケージ化すると共に、実施許可となって
いる各走行支援操作に対してそれぞれ点数を付与したものである。
【００６６】
　なお本実施形態において、「眠気」とは、すぐには運転をやめなければならない程では
ないが、眠気を原因として運転操作に対するドライバの集中力が低下している状態をいう
。「疲労」とは、すぐには運転をやめなければならない程ではないが、疲労を原因として
運転操作に対するドライバの集中力が低下している状態をいう。「漫然」とは、例えばド
ライバが携帯電話やタブレットパソコン等の携帯機器の操作や動画の視聴等といった運転
操作以外のセカンドタスクを実施している場合や、脇見をしている場合など、眠気や疲労
以外の要因によって運転操作に対するドライバの集中力が低下している状態をいう。「過
労」とは、すぐに運転をやめなければならない程、眠気や疲労、漫然によって運転操作に
対するドライバの集中力が低下している状態をいう。「平常」とは、眠気、疲労、過労、
及び漫然以外の状態をいう。
【００６７】
　本実施形態では、ドライバモニタカメラ３１で検出したドライバの外観情報と、ステア
リングタッチセンサ３２で検出したステアリングの把持情報とに基づいて、ドライバ状態
の判定を実施している。具体的には、ステアリングの把持情報を参照しつつ、ドライバの
外観情報からドライバの表情（顔の向きや眼の開閉度など）を検出し、検出したドライバ
の表情を予めＲＯＭに記憶させたドライバ状態に応じた表情と比較することで、ドライバ
状態の判定を実施している。
【００６８】
　なお、ドライバ状態を判定するための指標となるのはドライバの外観情報やステアリン
グの把持情報に限られるものではなく、例えばドライバの心拍数や脈拍数、脳波などを検
出し、これらを予めＲＯＭに記憶させたドライバ状態に応じた心拍数や脈拍数、脳波など
と比較して、ドライバ状態の判定をしても良い。
【００６９】
　ドライバ状態に関するパッケージ群において、実施許可となっている各走行支援操作に
対して付与されている点数は、ドライバ状態が「平常」の場合を基準として、ドライバ状
態が「平常」以外のときに、各走行支援操作の実施難易度、及び各走行支援操作が実施さ
れているときのドライバ監視難易度がどの程度高くなるかを考慮して付与された点数であ
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る。本実施形態では、ドライバ状態が「平常」のときと比較して、実施難易度が高くなる
ほど、またドライバ監視難易度が高くなるほど、高い点数を付与している。
【００７０】
　ドライバ状態が「平常」のときと比較して、ドライバ状態が「眠気」、「疲労」、「過
労」又は「漫然」のときは、ドライバによる周辺状況の確認能力が低下するため、ドライ
バ監視難易度が高くなる傾向にある。したがって本実施形態では、図９に示すように、ド
ライバ状態が「眠気」、「疲労」、「過労」又は「漫然」のときは、実施許可となってい
る全部の各走行支援操作に対して付与されている点数が、ドライバ状態が「平常」のとき
よりも高い値となっている。
【００７１】
　図１０は、自車両状態に関するパッケージ群を示す図である。自車両状態に関するパッ
ケージ群は、自車両状態を不安定と安定とに大別し、自車両状態ごとに各運転支援操作の
実施可否をパッケージ化すると共に、実施許可となっている各走行支援操作に対してそれ
ぞれ点数を付与したものである。
【００７２】
　なお本実施形態において、自車両状態が「不安定」とは、ピッチングやローリング、ヨ
ーイングなどが継続して起こっており、自車両１の挙動が乱れている状態をいう。ピッチ
ングとは、車両の重心を通る左右方向の水平軸を中心にして車両が前後に揺動している状
態のことをいう。ローリングとは、車両の重心を通る前後方向の水平軸を中心にして車両
が左右に揺動している状態のことをいう。ヨーイングとは、車両の重心を通る鉛直軸を中
心にして車両が左右に揺動している状態のことをいう。一方で自車両状態が「安定」とは
、不安定以外の状態、すなわち自車両１の挙動が乱れている状態をいう。
【００７３】
　本実施形態では、加速度センサ２２で検出した加速度情報と、ヨーレートセンサ２３で
検出した自車両１の姿勢情報と、に基づいて、自車両状態の判定を実施している。
【００７４】
　自車両状態に関するパッケージ群において、実施許可となっている各走行支援操作に対
して付与されている点数は、自車両状態が「安定」の場合を基準として、自車両状態が「
不安定」のときに、各走行支援操作の実施難易度、及び各走行支援操作が実施されている
ときのドライバ監視難易度がどの程度高くなるかを考慮して付与された点数である。本実
施形態では、自車両状態が「安定」のときと比較して、実施難易度が高くなるほど、また
ドライバ監視難易度が高くなるほど、高い点数を付与している。
【００７５】
　自車両状態が「安定」のときと比較して、自車両状態が「不安定」のときは、車両の挙
動が乱れているため、実施難易度が高くなる傾向にある。したがって本実施形態では、図
１０に示すように、自車両状態が「不安定」のときは、実施許可となっている全部の各走
行支援操作に対して付与されている点数が、自車両状態が「安定」のときよりも高い値と
なっている。
【００７６】
　図１１は、電子制御ユニット８０が実施する本実施形態による自動運転制御について説
明するフローチャートである。電子制御ユニット８０は、本ルーチンを所定の演算周期で
繰り返し実施する。
【００７７】
　ステップＳ１において、電子制御ユニット８０は、車両の運転モードが自動運転モード
か否かを判定する。電子制御ユニット８０は、車両の運転モードが自動運転モードであれ
ば、ステップＳ２の処理に進む。一方で電子制御ユニット８０は、運転モードが手動運転
モードであれば、ステップＳ９の処理に進む。
【００７８】
　ステップＳ２において、電子制御ユニット８０は、運転支援パッケージを決定するため
の運転支援パッケージ決定処理を実施する。運転支援パッケージ決定処理の詳細な内容に



(12) JP 6790522 B2 2020.11.25

10

20

30

40

50

ついては、図１２を参照して後述する。
【００７９】
　ステップＳ３において、電子制御ユニット８０は、ステップＳ２で決定した運転支援パ
ッケージをドライバに提案する必要があるか否かを判定する。具体的には電子制御ユニッ
ト８０は、ステップＳ２で決定した運転支援パッケージが、現在選択されている運転支援
パッケージと異なるものであるか否かを判定する。電子制御ユニット８０は、ステップＳ
２で決定した運転支援パッケージが現在選択されている運転支援パッケージと異なるもの
であれば、ステップＳ４の処理に進む。一方で電子制御ユニット８０は、ステップＳ２で
決定した運転支援パッケージが、現在選択されている運転支援パッケージと同じものであ
れば、ステップＳ７の処理に進む。
【００８０】
　ステップＳ４において、電子制御ユニット８０は、ステップＳ２で決定した運転支援パ
ッケージへの切り替えを、ＨＭＩ６０を介してドライバに提案する。本実施形態では電子
制御ユニット８０は、ステップＳ２で決定した運転支援パッケージをディスプレイに表示
すると共に、スピーカによって当該運転支援パッケージへの切り替えを提案する。
【００８１】
　ここで運転支援パッケージは、各運転支援操作の実施可否を予め一括りにまとめてパッ
ケージ化したものである。そのため、ドライバに運転支援パッケージを提案する際には、
例えばタッチパネル上に１つの承認ボタンを表示するなどして、ドライバが一度の操作で
運転支援パッケージの切り替えを実行することができるような形態で運転支援パッケージ
を提案することができる。したがって、ドライバは容易に運転支援パッケージの切り替え
を実行することができる。
【００８２】
　ステップＳ５において、電子制御ユニット８０は、提案した運転支援パッケージへの切
り替えをドライバが承認したか否かを判定する。具体的には電子制御ユニット８０は、運
転支援パッケージを提案してから所定時間が経過するまでの間に、ドライバがＨＭＩ６０
を介して承認の意思を示したときに、提案した運転支援パッケージへの切り替えをドライ
バが承認したと判定する。電子制御ユニット８０は、提案した運転支援パッケージへの切
り替えをドライバが承認したと判定したときは、ステップＳ６の処理に進む。一方で電子
制御ユニット８０は、提案した運転支援パッケージへの切り替えをドライバが承認しなか
ったと判定したときは、ステップＳ７の処理に進む。
【００８３】
　ステップＳ６において、電子制御ユニット８０は、運転支援パッケージをステップＳ２
で決定した運転支援パッケージに切り替える。
【００８４】
　ステップＳ７において、電子制御ユニット８０は、現在の運転支援パッケージを維持す
る。
【００８５】
　ステップＳ８において、電子制御ユニット８０は、ドライバの承認が得られている運転
支援パッケージに基づいて、自動的に車両を制御する。具体的には、運転支援パッケージ
の中で実施が許可されている運転支援操作が自動的に行われるように、車両を制御する。
【００８６】
　ステップＳ９において、電子制御ユニット８０は、運転モードが自動運転モードに切り
替えられるまで、全ての運転支援操作の自動実施を停止する。
【００８７】
　図１２は、運転支援パッケージ決定処理の内容について説明するフローチャートである
。
【００８８】
　ステップＳ２１において、電子制御ユニット８０は、周辺環境情報と、自車両情報と、
ドライバ情報とに基づいて、周辺環境状態（本実施形態では気象条件、日照条件、道路種
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別、及び道路状況）、自車両状態、及びドライバ状態を特定する。
【００８９】
　ステップＳ２２において、電子制御ユニット８０は、ステップＳ２１で特定した周辺環
境状態、自車両状態、及びドライバ状態に合致する単位パッケージを、各パッケージ群の
中から選択する。
【００９０】
　具体的には電子制御ユニット８０は、気象条件に関するパッケージ群の中から現在の気
象条件として特定された気象条件の単位パッケージを選択する。例えばステップＳ２１に
おいて現在の気象条件が「晴」であると特定されたときは、電子制御ユニット８０は気象
条件に関するパッケージ群の中から「晴」の単位パッケージを選択する。同様にして電子
制御ユニット８０は、日照条件に関するパッケージ群の中から現在の日照条件として特定
された日照条件の単位パッケージを選択する。また電子制御ユニット８０は、道路種別に
関するパッケージ群の中から現在走行中の道路種別として特定された道路種別の単位パッ
ケージを選択する。また電子制御ユニット８０は、道路状況に関するパッケージ群の中か
ら現在の道路状況として特定された道路状況の単位パッケージを選択する。また電子制御
ユニット８０は、ドライバ状態に関するパッケージ群の中から現在のドライバ状態として
特定されたドライバ状態の単位パッケージを選択する。さらに電子制御ユニット８０は、
自車両状態に関するパッケージ群の中から現在の自車両状態として特定された自車両状態
の単位パッケージを選択する。
【００９１】
　ステップＳ２３において、電子制御ユニット８０は、ステップＳ２２で選択された各単
位パッケージを組み合わせることで、運転支援パッケージを作成する。このとき本実施形
態では、走行支援機能についてはＡＮＤ条件で組み合わせ、視界支援機能及び渋滞時支援
機能についてはＯＲ条件で組み合わせている。
【００９２】
　したがって、走行支援機能の欄の各運転支援操作については、全ての単位パッケージで
実施許可（マル）となっている運転支援操作が、運転支援パッケージにおいて実施許可と
なる。一方で、少なくとも１つの単位パッケージで実施不許可（バツ）となっている運転
支援操作が、運転支援パッケージにおいて実施不許可となる。
【００９３】
　また、視界支援機能及び渋滞時支援機能の欄の各運転支援操作については、少なくとも
１つの単位パッケージで実施許可となっている運転支援操作が、運転支援パッケージにお
いて実施許可となる。また、全ての単位パッケージで実施許可となっている運転支援操作
も、運転支援パッケージにおいて実施許可となる。一方で、全ての単位パッケージで実施
不許可となっている運転支援操作が、運転支援パッケージにおいて実施不許可となる。
【００９４】
　このように本実施形態では、走行支援機能についてはＡＮＤ条件で組み合わせ、視界支
援機能及び渋滞時支援機能についてはＯＲ条件で組み合わせているが、その組み合わせ方
法は限られるものではなく、必要に応じてＡＮＤ条件又はＯＲ条件で組み合わせれば良い
。また、各機能を全てＡＮＤ条件で組み合わせても、またＯＲ条件で組み合わせても良い
。
【００９５】
　ステップＳ２４において、電子制御ユニット８０は、ステップＳ２２で選択された各単
位パッケージで、実施許可となっている各走行支援操作に対してそれぞれ付与されている
点数を、走行支援操作ごとに全単位パッケージ分加算して、走行支援操作ごとに付与点数
の合計点を算出する。
【００９６】
　ここで、各単位パッケージで実施許可となっている走行支援操作に対して付与されてい
る点数は、その走行支援操作の実施難易度が高くなるほど、またその走行支援操作が実施
されているときのドライバ監視難易度が高くなるほど高い点数となっている。そのため、
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ステップＳ２４で算出される各走行支援操作の付与点数の合計点が高いときほど、その走
行支援操作の実施難易度、及びその走行支援操作が実施されているときのドライバ監視難
易度の一方又は双方が高くなっているということができる。
【００９７】
　ステップＳ２５において、電子制御ユニット８０は、ステップＳ２３で作成された運転
支援パッケージの各走行支援操作の中で、実施許可となっており、かつ付与点数の合計点
が所定の閾値以上となっている走行支援操作（以下「高難度走行支援操作」という。）が
あるか否かを判定する。電子制御ユニット８０は、高難度走行支援操作があればステップ
Ｓ２６の処理に進む。一方で電子制御ユニット８０は、高難度走行支援操作がなければス
テップＳ２７の処理に進む。
【００９８】
　ステップＳ２６において、電子制御ユニット８０は、ステップＳ２３で作成された運転
支援パッケージに対し、高難度走行支援操作を実施不許可（バツ）に変更したものを、運
転支援パッケージとする。
【００９９】
　ステップＳ２７において、電子制御ユニット８０は、ステップＳ２３で作成された運転
支援パッケージを、そのまま運転支援パッケージとする。
【０１００】
　以下、各単位パッケージで実施許可となっている走行支援操作に点数を付与し、このよ
うに走行支援操作ごとの付与点数の合計点を算出すると共に、高難度走行支援操作につい
ては実施不許可に変更する理由について、図１３から図１５を参照して説明する。
【０１０１】
　図１３は、ステップＳ２１において、気象条件が「晴」、日照条件が「昼」、道路種別
が「都市間高速道路」、道路状況が「非渋滞」、ドライバ状態が「平常」、自車両状態が
「安定」であると特定されたときに、ステップＳ２３で作成される運転支援パッケージと
、ステップＳ２４で算出される各走行支援操作の付与点数の合計点と、を示した図である
。なお以下の説明では簡単のため、気象条件が「晴」、日照条件が「昼」、道路種別が「
都市間高速道路」、道路状況が「非渋滞」、ドライバ状態が「平常」、自車両状態が「安
定」であるときを、必要に応じて「周辺環境状態等が基準状態にある」という。
【０１０２】
　図１４は、ステップＳ２１において、気象条件が「晴」、日照条件が「夜」、道路種別
が「幹線道路」、道路状況が「非渋滞」、ドライバ状態が「疲労」、自車両状態が「安定
」であると特定されたときに、ステップＳ２３で作成される運転支援パッケージと、ステ
ップＳ２４で算出される各走行支援操作の付与点数の合計点と、を示した図である。
【０１０３】
　図５から図１０を参照して前述した通り、気象条件が「晴」のときと比較して、気象条
件が「晴」以外のときには、各走行支援操作の実施難易度、及び各走行支援操作が実施さ
れているときのドライバの監視難易度が高くなる。また日照条件が「昼」のときと比較し
て、気象条件が「夜」のときには、各走行支援操作が実施されているときのドライバの監
視難易度が高くなる。また気道路種別が「都市間高速道路」」のときと比較して、道路種
別が「都市間高速道路」以外のときには、各走行支援操作の実施難易度、及びドライバの
監視難易度が高くなる。また道路状況が「非渋滞」のときと比較して、道路状況が「渋滞
」のときには、各走行支援操作の実施難易度が高くなる。またドライバ状態が「平常」の
ときと比較して、ドライバ状態が「平常」以外のときには、各走行支援操作が実施されて
いるときのドライバの監視難易度が高くなる。さらに自車両状態が「安定」のときと比較
して、自車両状態が「不安定」のときには、各走行支援操作の実施難易度が高くなる。
【０１０４】
　すなわち、各走行支援操作の実施難易度、及び各走行支援操作が実施されているときの
ドライバの監視難易度は、周辺環境状態等が基準状態にあるときに最も低くなる。そのた
め、図１３に示すように、周辺環境状態等が基準状態にあるときは、ステップＳ２４で算
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出される各走行支援操作の付与点数が、それぞれ０点となっている。またステップＳ２３
で作成される運転支援パッケージは、全ての走行支援操作が実施許可とされたパッケージ
となっている。
【０１０５】
　一方、周辺環境状態等が基準状態から変化するほど、各走行支援操作の実施難易度、及
び各走行支援操作が実施されているときのドライバの監視難易度が基本的に高くなってい
く。そのため、例えば図１４に示すように、日照条件、道路種別、及びドライバ状態が基
準状態からそれぞれ「夜」、「幹線道路」、「疲労」に変化したときは、ステップＳ２４
で算出される各走行支援操作の付与点数の合計点が、上から順に１点、３点、１０点、９
点、６点、６点となっている。またステップＳ２３で作成される運転支援パッケージは、
車間距離制御、車線追従制御、及び自動車線変更が実施許可とされ、自動追越、自動分流
、及び自動合流が実施不許可とされたパッケージとなっている。
【０１０６】
　このとき、付与点数の合計点が１０点となっている自動車線変更については、実施許可
となっているものの、周辺環境状態が基準状態にあるときと比べて、自動車線変更を自動
で実施する実施難易度、及び自動車線変更が実施されているときのドライバ監視難易度の
一方又は双方が非常に高くなっていると言える。
【０１０７】
　このように、各パッケージ群の中から選択した各単位パッケージを組み合わせることで
運転支援パッケージを作成した場合には、その作成した運転支援パッケージで実施許可と
なっているものの、実施難易度、及びドライバ監視難易度の一方又は双方が、周辺環境状
態等が基準状態にあるときと比べて高くなる走行支援操作が生じてしまうことがある。そ
して、実施難易度、及びドライバ監視難易度の一方又は双方が、周辺環境状態等が基準状
態にあるときと比べて非常に高くなっている走行支援操作に関しては、実施不許可とした
方が、安全を考慮すると、より望ましいと言える。すなわち、各パッケージ群の中から選
択した各単位パッケージを組み合わせることで作成された運転支援パッケージにおいて、
実施難易度、及びドライバ監視難易度の一方又は双方が或る一定以上高くなっている走行
支援操作がある場合には、その走行支援操作については実施不許可に変更したほうが、周
辺環境状態、自車両状態、及びドライバ状態により適した運転支援パッケージになると言
える。
【０１０８】
　そこで本実施形態では、ステップＳ２３で作成された運転支援パッケージの各走行支援
操作の中で、実施許可となっており、かつ付与点数の合計点が所定の閾値以上となってい
る走行支援操作（高難度走行支援操作）については、実施不許可に変更することとしたの
である。
【０１０９】
　図１５は、ステップＳ２１において、図１４と同様に気象条件が「晴」、日照条件が「
夜」、道路種別が「幹線道路」、道路状況が「非渋滞」、ドライバ状態が「疲労」、自車
両状態が「安定」であると特定されたときに、ステップＳ２４で算出される各走行支援操
作の付与点数の合計点と、ステップＳ２６で最終的に作成される運転支援パッケージと、
を示した図である。
【０１１０】
　図１５に示すように、例えば閾値を１０点とした場合は、自動車線変更が高難度走行支
援操作となり、自走車線変更が実施許可から実施不許可に変更される。これにより、周辺
環境状態、自車両状態、及びドライバ状態に一層適した運転支援パッケージを作成するこ
とができる。特に本実施形態では、各走行支援操作の実施難易度、及び各走行支援操作が
実施されているときのドライバの監視難易度がどの程度高くなるかを考慮して、各単位パ
ッケージの走行支援操作に点数を付与しているので、より安全を考慮した運転支援パッケ
ージを作成することができる。
【０１１１】
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　なお、本実施形態では、周辺環境情報、自車両情報、及びドライバ情報の３つの情報に
基づいて運転支援パッケージを作成していたが、必ずしもこれら３つの情報が必要なわけ
でない。例えば気象条件に関するパッケージ群しか有していない場合であれば、周辺環境
情報のみに基づいて運転支援パッケージを作成すればよい。また自車両状態に関するパッ
ケージ群しか有していない場合であれば、自車両情報のみに基づいて運転支援パッケージ
を決定すればよい。なお、この場合は自車両状態に関するパッケージ群が少なくとも２つ
必要となる。またドライバ状態に関するパッケージ群しか有していない場合であれば、ド
ライバ情報のみに基づいて運転支援パッケージを決定すればよい。なお、この場合はドラ
イバ状態に関するパッケージ群が少なくとも２つ必要となる。
【０１１２】
　このように運転支援パッケージは、ＲＯＭに記憶されたパッケージ群の種類に応じて、
必要な情報に基づき決定すればよいものである。すなわち運転支援パッケージは、ＲＯＭ
に記憶されたパッケージ群の種類に応じて、周辺環境情報、自車両情報、及びドライバ情
報の少なくとも１つに基づき決定すればよいものである。
【０１１３】
　以上説明した本実施形態によれば、自車両１の周辺環境状態に関する周辺環境情報を取
得するための周辺環境情報取得装置１０と、自車両１の状態に関する自車両情報を取得す
るための自車両情報取得装置２０と、自車両１のドライバの状態に関するドライバ情報を
取得するためのドライバ情報取得装置３０と、を備える車両を制御する電子制御ユニット
８０（制御装置）が、複数の運転支援操作の中からドライバによる実施許可を得た運転支
援操作を自動的に行う自動運転制御部９０を備える。自動運転制御部９０は、複数の運転
支援操作のそれぞれの実施可否をパッケージ化した運転支援パッケージを決定するパッケ
ージ決定部９１と、運転支援パッケージで実施が許可されている運転支援操作の実施許可
を得るために、当該運転支援パッケージへの切り替えをドライバに提案するパッケージ提
案部９２と、を備える。
【０１１４】
　そしてパッケージ決定部９１が、周辺環境情報、自車両情報、及びドライバ情報の少な
くとも１つに基づいて、少なくとも一部の運転支援操作に点数が付与された単位パッケー
ジを複数選択し、選択された複数の単位パッケージをそれぞれ組みわせることにより運転
支援パッケージを作成し、作成された運転支援パッケージで実施許可となっている運転支
援操作の中で、前記複数の単位パッケージでそれぞれ付与されている点数を加算した合計
点が所定の閾値以上となる運転支援操作があるときは、当該運転支援操作を実施許可から
実施不許可に変更するように構成されている。
【０１１５】
　これにより、複数の運転支援操作の中からドライバによる実施許可を得た運転支援操作
を自動的に行う自動運転を実施する場合において、周辺環境状態、自車両状態、及びドラ
イバ状態が変化したときには、変化した各状態に適した運転支援パッケージをその都度ド
ライバに提案することができる。ドライバに提案される運転支援パッケージは、各運転支
援操作の実施可否が予めパッケージ化されたものなので、ドライバは各運転支援操作の実
施可否の設定を行う必要がなくなる。そのため、周辺環境状態、自車両状態、及びドライ
バ状態に適した自動運転を、ドライバによって簡便に実施させることができる。
【０１１６】
　特に本実施形態では、運転支援パッケージを作成する際に選択された複数の単位パッケ
ージでそれぞれ付与されている点数を加算した合計点が所定の閾値以上となる運転支援操
作があるときは、当該運転支援操作を実施許可から実施不許可に変更している。そのため
、各単位パッケージの少なくとも一部の運転支援操作に対して付与した点数を適切な点数
とすることで、ある特定の単位パッケージが組み合わされたときに作成される運転支援パ
ッケージにおいて、実施許可とすることが適当でない運転支援操作を実施不許可にするこ
とができる。よって、周辺環境状態、自車両状態、及びドライバ状態が変化したときに、
変化した各状態に一層適した運転支援パッケージをその都度ドライバに提案することがで



(17) JP 6790522 B2 2020.11.25

10

20

30

40

きる。
【０１１７】
　また自動運転制御部９０は、パッケージ提案部９２によって提案された運転支援パッケ
ージへの切り替えを、ドライバが承認したか否かを判定する判定部９３をさらに備え、判
定部９３の判定結果に応じて運転支援操作を自動的に行うように構成されている。具体的
には、判定部９３が運転支援パッケージへの切り替えをドライバが承認したと判定したと
きに、当該運転支援パッケージで実施が許可されている運転支援操作を自動的に行うよう
に構成されている。
【０１１８】
　これにより、提案された運転支援パッケージに基づいて自動運転が実施されるようにす
るか否か、すなわち、提案された運転支援パッケージの中で実施が許可されている運転支
援操作のみが行われるようにするか否かを、ドライバの意思で決定することができる。そ
のため、ドライバの意思を反映させた自動運転を実施することができ、ドライバにとって
好ましくない運転支援操作が実施されるのを抑制できる。
【０１１９】
　またパッケージ提案部９２は、ドライバが一度の操作で運転支援パッケージの切り替え
を実行できるような形態で、当該運転支援パッケージへの切り替えをドライバに提案する
ように構成されている。
【０１２０】
　これにより、ドライバは容易に運転支援パッケージの切り替えを実行することができる
ので、周辺環境状態、自車両状態、及びドライバ状態に適した自動運転を、より一層簡便
に実施させることができる。
【０１２１】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を
示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではな
い。
【０１２２】
　例えば上記の実施形態では、各単位パッケージの走行支援機能の欄に分別された運転支
援操作に対してのみ点数を付与していたが、視界支援機能及び渋滞時支援機能の欄に分別
された運転支援操作に対しても、種々の観点から点数を付与し、付与点数の合計点が閾値
以上となった運転支援操作に関しては実施不許可にするようにしても良い。
【符号の説明】
【０１２３】
　１　　自車両
　１０　　周辺環境情報取得装置
　２０　　自車両情報取得装置
　３０　　ドライバ情報取得装置
　８０　　電子制御ユニット（制御装置）
　９０　　自動運転制御部
　９１　　パッケージ決定部
　９２　　パッケージ提案部
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