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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され、自車両が走行する車線に対して隣接する車線（以下、「隣接車線」と
いう。）に自車両が車線変更する際に他車両と衝突しないように支援を行う衝突回避支援
装置であって、
　前記隣接車線において自車両の真横の領域を含む領域を、自車両が現在の速度のまま車
線変更する際に必要となる等速変更領域として設定する等速変更領域設定手段と、
　前記隣接車線において前記等速変更領域よりも自車両の進行方向に対して前方の領域を
含み、自車両が加速してから車線変更する際に必要となる加速変更領域、および前記隣接
車線において前記等速変更領域よりも自車両の進行方向に対して後方の領域を含み、自車
両が減速してから車線変更する際に必要となる減速変更領域、のうちの少なくとも一方を
設定する加減速変更領域設定手段と、
　前記隣接車線を走行する他車両の位置の検出結果を取得する他車両位置取得手段と、
　前記他車両の位置の検出結果に基づいて、前記各変更領域設定手段が設定した各領域の
うち、他車両が存在しない領域を抽出する領域抽出手段と、
　前記等速変更領域に他車両が存在しない場合、現在の速度のまま車線変更可能と判断し
、前記加速変更領域または前記減速変更領域に他車両が存在しない場合、加速または減速
すれば車線変更可能と判断する車線変更判断手段と、
　前記車線変更判断手段により加速または減速すれば車線変更可能と判断された場合に、
前記車線変更判断手段により等速車線変更が可能と判断されるまで自動的に加速または減
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速する加減速手段と、
　を備えたことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の衝突回避支援装置において、
　自車両の移動速度の情報を取得する車速取得手段を備え、
　前記等速変更領域設定手段および前記加減速変更領域設定手段は、前記自車両の移動速
度の情報に基づいて前記各領域の大きさを設定すること
　を特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の衝突回避支援装置において、
　前記隣接車線に存在する他車両の自車両に対する相対速度の検出結果を取得する相対速
度取得手段と、
　前記相対速度に応じて前記各領域の大きさを補正する領域補正手段と、
　を備えたことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の衝突回避支援装置において、
　前記領域補正手段は、前記隣接車線における自車両の真横の位置を基準として、前記各
領域において、他車両が存在する方向側の端部の位置を、前記相対速度に応じて変更する
ことによって前記各領域の大きさを補正すること
　を特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項５】
　請求項１または請求項２に記載の衝突回避支援装置において、
　前記隣接車線に存在する他車両の自車両に対する相対速度の検出結果を取得する相対速
度取得手段、を備え、
　前記車線変更判断手段は、前記何れかの領域に他車両が存在する場合であって、かつ他
車両が自車両に接近する相対速度が予め設定された基準速度以上である場合に、他車両が
存在しない領域がある場合であっても、該他車両が通過するまで待機すべきと判断するこ
と
　を特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項６】
　請求項１～請求項５の何れか１項に記載の衝突回避支援装置において、
　前記車線変更判断手段による判断結果を運転者に報知する報知手段、
　を備えたことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の衝突回避支援装置において、
　自車両の運転者が車線変更する際の操作の検出結果を取得する操作結果取得手段と、
　前記車線変更する際の操作が検出されないときに前記報知手段の作動を禁止する作動禁
止手段と、
　を備えたことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の衝突回避支援装置において、
　自車両の運転者が車線変更する際の操作の検出結果を取得する操作結果取得手段と、
　前記車線変更する際の操作が検出されないときに前記加減速手段の作動を禁止する作動
禁止手段と、
　を備えたことを特徴とする衝突回避支援装置。
【請求項９】
　コンピュータに請求項１～請求項８の何れか１項に記載の衝突回避支援装置を構成する
各手段を実現させるための衝突回避支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、自車両が車線変更する際に他車両と衝突しないように支援を行う衝突回避支
援装置、および衝突回避支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の衝突回避支援装置として、隣接車線を走行する他車両までの距離に応じて警報
を行うか否かを設定するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３８７２０３３号公報
【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、上記衝突回避支援装置において警報が発せられたときには、運転者は現
在車線変更できないことについては理解できるが、どのようにすれば車線変更できるよう
になるかについては運転者自身で判断する必要がある。即ち、警報が発せられた後で車線
変更しようとする際の運転者の負担が軽減できないという問題点があった。
【０００５】
　そこで、このような問題点を鑑み、自車両が車線変更する際に他車両と衝突しないよう
に支援を行う衝突回避支援装置において、車線変更時の運転者の負担をより軽減できるよ
うにすることを本発明の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するために成された衝突回避支援装置において、等速変更領域設定手
段は、隣接車線において自車両の真横の領域を含む領域を、自車両が現在の速度のまま車
線変更する際に必要となる等速変更領域として設定し、加減速変更領域設定手段は、隣接
車線において等速変更領域よりも自車両の進行方向に対して前方の領域を含み、自車両が
加速してから車線変更する際に必要となる加速変更領域、および隣接車線において等速変
更領域よりも自車両の進行方向に対して後方の領域を含み、自車両が減速してから車線変
更する際に必要となる減速変更領域、のうちの少なくとも一方を設定する。そして、領域
抽出手段は、隣接車線を走行する他車両の位置の検出結果を取得する他車両位置取得手段
による他車両の位置の検出結果に基づいて、各変更領域設定手段が設定した各領域のうち
、他車両が存在しない領域を抽出する。さらに、車線変更判断手段は、等速変更領域に他
車両が存在しない場合、現在の速度のまま車線変更可能と判断し、加速変更領域または減
速変更領域に他車両が存在しない場合、加速または減速すれば車線変更可能と判断する（
請求項１）。
【０００７】
　即ち、本発明の衝突回避支援装置においては、自車両の前後に位置が異なる複数の領域
を設定し、各領域のそれぞれに他車両が位置するか否かに応じて、自車両が等速のまま、
或いは加速または減速すれば車線変更できると判断するようにしている。
【０００８】
　従って、このような衝突回避支援装置によれば、自車両が等速のままでは車線変更でき
ない場合であっても、加速または減速すれば車線変更できる場合には、その旨の判断をす
ることができる。よって、本発明の衝突回避支援装置では、どのようにすれば車線変更で
きるようになるかについての判断をすることができるので、車線変更時の運転者の負担を
より軽減することができる。
　また、上記の衝突回避支援装置においては、車線変更判断手段により加速または減速す
れば車線変更可能と判断された場合に、車線変更判断手段により等速車線変更が可能と判
断されるまで自動的に加速または減速する加減速手段、を備えている。
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　このような衝突回避支援装置によれば、自車両が安全に車線変更できるように自車両を
加減速することができる。
【０００９】
　ところで、上記衝突回避支援装置においては、自車両の移動速度の情報を取得する車速
取得手段を備え、等速変更領域設定手段および加減速変更領域設定手段は、自車両の移動
速度の情報に基づいて各領域の大きさを設定するようにしてもよい（請求項２）。
【００１０】
　例えば、自車両または他車両が衝突を回避することができる程度の時間に設定された回
避時間（例えば１秒程度）に自車両が走行可能な範囲内を各領域の大きさに設定すること
が考えられる。
【００１１】
　このような衝突回避支援装置によれば、自車両の移動速度に応じた適切な領域の大きさ
を設定することができる。
　また、上記衝突回避支援装置においては、隣接車線に存在する他車両の自車両に対する
相対速度の検出結果を取得する相対速度取得手段と、相対速度に応じて前記各領域の大き
さを補正する領域補正手段と、を備えていてもよい（請求項３）。特に、領域補正手段は
、隣接車線における自車両の真横の位置を基準として、各領域において、他車両が存在す
る方向側の端部の位置を、相対速度に応じて変更することによって各領域の大きさを補正
するようにしてもよい（請求項４）。
【００１２】
　なお、請求項４の記載において、「他車両が存在する方向側の端部」とは、各領域にお
いて、自車両に対して他車両が存在する側の端部を表し、具体的には、他車両が自車両よ
りも後方に位置していれば、各領域の後方端部を表し、他車両が自車両よりも前方にあれ
ば、各領域の前方端部を表す。
【００１３】
　これらのような衝突回避支援装置によれば、車線変更可能か否かを判定する際に利用す
る各領域の大きさを相対速度に応じて変更するので、車線変更可能か否かの判定をより実
情に合わせた形態で行うことができる。特に、他車両が存在する方向側の端部の位置を、
相対速度に応じて変更すれば、他車両との相対速度に応じて判断結果を変化させ易くする
ことができるので、より細かな判断を行うことができる。
【００１４】
　さらに、上記衝突回避支援装置においては、隣接車線に存在する他車両の自車両に対す
る相対速度の検出結果を取得する相対速度取得手段、を備え、車線変更判断手段は、何れ
かの領域に他車両が存在する場合であって、かつ他車両が自車両に接近する相対速度が予
め設定された基準速度以上である場合に、他車両が存在しない領域がある場合であっても
、この他車両が通過するまで待機すべきと判断するようにしてもよい（請求項５）。
【００１５】
　このような衝突回避支援装置によれば、他車両が接近してくる場合には、この他車両が
通過するまで待機すべきと判断することで、自車両の運転者に分かり易くするためのより
細かな判断を行うことができる。
【００１６】
　なお、本発明（請求項５）は、請求項１，２の従属項としているが、請求項３，４の従
属項とすることができる。この場合、相対速度取得手段が重複することになるが、何れか
一方の相対速度取得手段のみを備えていればよい。
【００１７】
　また、上記衝突回避支援装置においては、車線変更判断手段による判断結果に応じて自
車両の挙動を制御する挙動制御手段を備えた構成が考えられるが、車線変更判断手段によ
る判断結果を運転者に報知する報知手段を備えていてもよい（請求項６）。
【００１８】
　このような衝突回避支援装置によれば、報知手段によって自車両の運転者が安全に車線
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変更できるように、自車両を加速または減速すべき旨を報知することができる。
　さらに、上記衝突回避支援装置においては、自車両の運転者が車線変更する際の操作の
検出結果を取得する操作結果取得手段と、車線変更する際の操作が検出されないときに報
知手段の作動を禁止する作動禁止手段と、を備えていてもよい（請求項７）。
【００１９】
　このような衝突回避支援装置によれば、車線変更するときのみに報知を行うことができ
るので、車線変更しないときに報知がされることによる煩わしさを防止することができる
。
【００２１】
　さらに、自車両の運転者が車線変更する際の操作の検出結果を取得する操作結果取得手
段と、車線変更する際の操作が検出されないときに加減速手段の作動を禁止する作動禁止
手段と、を備えていてもよい（請求項８）。
【００２２】
　このような衝突回避支援装置によれば、自車両を加減速する制御を運転者が車線変更し
ようとするときのみに行うことができる。
　次に、上記目的を達成するために成された衝突回避支援プログラムは、コンピュータに
上記衝突回避支援装置を構成する各手段を実現させるためのプログラムであることを特徴
としている（請求項９）。このような衝突回避支援プログラムによれば、少なくとも請求
項１に記載の衝突回避支援装置と同様の効果を享受することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明が適用された衝突回避支援システム１の概略構成を示すブロック図である
。
【図２】車線変更支援処理を示すフローチャート（ａ）、および領域設定・判定処理を示
すフローチャート（ｂ）である。
【図３】車線変更可否判定処理を示すフローチャートである。
【図４】制御処理を示すフローチャートである。
【図５】自車両の後方から他車両が接近する際の領域設定例を示す説明図（ａ）、および
自車両を追い越した他車両が遠ざかる際の領域設定例を示す説明図（ｂ）である。
【図６】１台の他車両が自車両と並走する際の領域設定例を示す説明図（ａ）、および複
数台の他車両が並走する際の領域設定例を示す説明図（ｂ）である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に本発明にかかる実施の形態を図面と共に説明する。
　［本実施形態の構成］
　図１は、本発明が適用された衝突回避支援システム１の概略構成を示すブロック図であ
る。衝突回避支援システム１は、例えば乗用車等の車両に搭載され、この衝突回避支援シ
ステム１が搭載された車両（以下、「自車両」という。）が走行する車線に対して隣接す
る車線（以下、「隣接車線」という。）に自車両が車線変更する際に他車両と衝突しない
ように支援を行うシステムである。
【００２５】
　本実施形態においては、自車両が右側の隣接車線に車線変更するときの処理について説
明するが、左側の隣接車線に車線変更するときにおいても同様のハードウェア構成および
同様の処理によって本実施形態と同様の作用および効果をできることは言うまでもない。
また同様に、右側および左側の隣接車線の両方について本処理を採用することもできる。
【００２６】
　具体的には、図１に示すように、衝突回避支援システム１は、車線変更制御部１０（衝
突回避支援装置）と、各側方センサ１１～１３と、車輪速センサ１４と、ウインカ１５と
、警報装置２１と、エンジン制御部３１と、ブレーキ制御部３２とを備えている。また、
各側方センサと１１～１３しては、前側方センサ１１と、側方センサ１２と、後側方セン
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サ１３とを備えている。
【００２７】
　各側方センサ１１～１３は、自車両が走行する車線の右側に隣接する右側車線内の、そ
れぞれのセンサ毎に予め設定された領域内に電波等の電磁波を送信し、この反射波を検出
することによって、右側車線を走行する他車両の相対的な位置（位置）と相対的な速度（
相対速度）を検出する。特に、側方センサ１２は、自車両の真横を含む領域に電磁波を送
信し、この領域に存在する他車両を検出する。
【００２８】
　また、前側方センサ１１は、側方センサ１２が電磁波を送信する領域よりも前方の領域
を含むように電磁波を送信し、この領域に存在する他車両を検出する。この際、前側方セ
ンサ１１と側方センサ１２とが電磁波を送信する領域は一部が重複するよう設定されてい
る。
【００２９】
　さらに、後側方センサ１３は、側方センサ１２が電磁波を送信する領域よりも後方の領
域を含むように電磁波を送信し、この領域に存在する他車両を検出する。この際、後側方
センサ１３と側方センサ１２とが電磁波を送信する領域は一部が重複するよう設定されて
いる。
【００３０】
　車輪速センサ１４は、自車両における車輪の回転速度を検出する周知のセンサである。
また、ウインカ１５は、周知の方向指示器として構成されている。
　このような各側方センサ１１～１３、車輪速センサ１４による検出結果、およびウイン
カ１５の作動状態の情報は、車線変更制御部１０が取得できるよう構成されている。ここ
で、車線変更制御部１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えた周知のマイクロコンピュ
ータとして構成されており、ＲＯＭやＲＡＭに格納されたプログラム（例えば、衝突回避
支援プログラム）に基づく処理を実施する。
【００３１】
　また、車線変更制御部１０は、エンジンの作動を制御するエンジン制御部３１やブレー
キの作動を制御するブレーキ制御部３２にも接続されており、自車両が他車両と衝突する
可能性が所定値以上になると、エンジン制御部３１に作動を停止させる指令を送信したり
、ブレーキ制御部３２にブレーキを作動させたりする、周知のプリクラッシュシステムと
しての機能を備えている。また、車線変更制御部１０は、処理結果に応じて警報装置２１
に警報（報知）を行うように指示をする。
【００３２】
　ここで、警報装置２１は、報知する内容の種別が特定できるように、報知する内容の種
別に応じた異なる態様の作動を行うことができる。具体的には、警報装置２１がスピーカ
を鳴動させる構成である場合には、報知する内容に応じて異なる音や、報知する内容に応
じて異なるメッセージ音声を発するようにする。また、警報装置２１が表示装置を備えて
いる場合には、報知する内容に応じたメッセージを表示させたり、報知する内容に応じた
マークを点灯・点滅させたりする。
【００３３】
　［本実施形態による処理］
　このような衝突回避支援システム１においては、以下に示す処理が実施される。図２（
ａ）は車線変更制御部１０が実行する車線変更支援処理を示すフローチャート、図２（ｂ
）は車線変更支援処理のうちの領域設定・判定処理を示すフローチャートである。図３は
車線変更支援処理のうちの車線変更可否判定処理を示すフローチャート、図４は車線変更
支援処理のうちの制御処理を示すフローチャートである。
【００３４】
　車線変更支援処理は、イグニッションスイッチ（図示省略）等の車両の電源が投入され
ると開始され、その後、予め設定された周期（例えば１００ｍｓ毎）に繰り返し実行され
る処理である。具体的には、まず、各側方センサ１１～１３から隣接車線に位置する車両
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の位置情報を取得する（Ｓ１１０：他車両位置取得手段）。
【００３５】
　そして、車輪速センサ１４から自車両の移動速度（車速）の情報を取得し（Ｓ１２０：
車速取得手段）、各側方センサ１１～１３から隣接車線に存在する他車両の自車両に対す
る相対速度の検出結果を取得する（Ｓ１３０：相対速度取得手段）。
【００３６】
　続いて、領域設定・判定処理（Ｓ１４０）、車線変更可否判定処理（Ｓ１５０：車線変
更判断手段）、制御処理（Ｓ１６０）を順に実施し、これらの処理が終了すると車線変更
支援処理を終了する。
【００３７】
　ここで、領域設定・判定処理（Ｓ１４０）は、隣接車線において自車両の真横（右側）
の領域を含む領域を、自車両が現在の速度のまま車線変更する際に必要となる等速変更領
域として設定するとともに、隣接車線において等速変更領域よりも自車両の進行方向に対
して前方の領域を含み、自車両が加速してから車線変更する際に必要となる加速変更領域
、および隣接車線において等速変更領域よりも自車両の進行方向に対して後方の領域を含
み、自車両が減速してから車線変更する際に必要となる減速変更領域、の両方を設定する
処理を含む。
【００３８】
　この際、図２（ｂ）に示すように、まず、等速変更領域、加速変更領域、および減速変
更領域（以下、これらをまとめて「各領域」ともいう）のそれぞれについて、ベース領域
を設定する（Ｓ２１０：等速変更領域設定手段、加減速変更領域設定手段）。ここで、ベ
ース領域とは、自車両の移動速度の情報に基づいて設定される領域を表す。
【００３９】
　等速変更領域のベース領域においては、監視対象とする隣接車線（本実施形態では、右
側の隣接車線）において、自車両の前方端部（前端）の真横の位置を基準として、前方お
よび後方に、自車両が所定時間（例えば１秒）の間に移動できる距離分の領域が設定され
る。つまり、等速変更領域におけるベース領域の前方端部は、自車両の前端を基準として
、自車両が所定時間（例えば１秒）の間に移動できる距離だけ前方に設定され、ベース領
域の後方端部は自車両の前端を基準として、自車両が所定時間（例えば１秒）の間に移動
できる距離だけ後方に設定され、この間の領域が等速変更領域におけるベース領域として
設定される。
【００４０】
　また、加速変更領域のベース領域においては、自車両の前端から２ｍ後方における真横
の位置から前方に、等速変更領域のベース領域よりもより前方の領域を含むように設定さ
れる。つまり、加速変更領域におけるベース領域の前方端部は、自車両の前端を基準とし
て、自車両が前述の所定時間の２倍（例えば２秒）の間に移動できる距離だけ前方に設定
され、ベース領域の後方端部は自車両の前端から２ｍ後方に設定される。そして、この間
の領域が加速変更領域におけるベース領域として設定される。
【００４１】
　さらに、減速変更領域のベース領域においては、自車両の後方端部（後端）から２ｍ前
方における真横の位置から後方に、等速変更領域のベース領域よりもより後方の領域を含
むように設定される。つまり、減速変更領域におけるベース領域の前方端部は、自車両の
前端から２ｍ後方に設定され、ベース領域の後方端部は自車両の前端を基準として、自車
両が前述の所定時間の２倍（例えば２秒）の間に移動できる距離だけ後方に設定される。
そして、この間の領域が減速変更領域におけるベース領域として設定される。
【００４２】
　続いて、相対速度に応じて各領域の大きさを補正する（Ｓ２２０：領域補正手段）。つ
まり、各領域におけるベース領域の大きさを補正する。
　ここでは、自車両と他車両との距離が所定時間（例えば２秒間）にどの程度変化するか
を相対速度に基づき算出し、この距離分だけ、各ベース領域における後方端部および前方
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端部の位置を変更する。なお、複数の他車両が検出された場合には、各他車両との相対速
度に応じて各端部の位置を変更したとき最も領域が大きくなるような端部の位置を採用す
る。
【００４３】
　また、この処理では、他車両の速度が自車両の速度よりも速いときには、相対速度に応
じた距離分だけ、各ベース領域における後方端部および前方端部の位置を後方に移動させ
、他車両の速度が自車両の速度よりも遅いときには、相対速度に応じた距離分だけ、各ベ
ース領域における後方端部および前方端部の位置を前方に移動させる。
【００４４】
　なお、本処理では、明らかに他車両が存在しない領域（後方のみに他車両が存在する場
合の加速変更領域、前方のみに他車両が存在する場合の減速変更領域）については領域の
補正を行わない。また、加速変更領域の後方端部、減速変更領域の前方端部についても補
正を行わない。さらに、補正される各端部においては、自車両の前端を基準として、この
基準からの距離が１０ｍ未満にはならないよう設定される。
【００４５】
　ここで、具体的な領域の設定例について、図５および図６を用いて説明する。図５（ａ
）は、自車両の後方から他車両が接近する際の領域設定例を示す説明図、図５（ｂ）は、
自車両を追い越した他車両が遠ざかる際の領域設定例を示す説明図である。また、図６（
ａ）は、１台の他車両が自車両と並走する際の領域設定例を示す説明図、図６（ｂ）は、
複数台の他車両が並走する際の領域設定例を示す説明図である。
【００４６】
　図５（ａ）に示す例では、自車両が６０ｋｍ／ｈで走行し、自車両の後方から８０ｋｍ
／ｈで他車両が接近している。この場合においては、自車両の速度が６０ｋｍ／ｈである
ので、１秒当たりに移動する距離は約１７ｍである。したがって、等速変更領域のベース
領域は、前方端部が自車両の前端の真横の位置から前方に１７ｍ移動した位置に設定され
、後方端部が自車両の前端の真横の位置から後方に１７ｍ移動した位置に設定される。
【００４７】
　また、自車両の速度が６０ｋｍ／ｈであるので、２秒間に移動する距離は約３４ｍであ
る。加速変更領域のベース領域は、前方端部が自車両の前端の真横の位置から前方に３４
ｍ移動した位置に設定され、後方端部が自車両の前端の真横の位置から後方に２ｍ移動し
た位置に設定される。さらに、同様にして、減速変更領域のベース領域は、前方端部が自
車両の後端の真横の位置から前方に２ｍ移動した位置に設定され、後方端部が自車両の前
端の真横の位置から後方に３４ｍ移動した位置に設定される。
【００４８】
　そして、これらのベース領域は、自車両と他車両との相対速度に応じて補正される。図
５（ａ）に示す例では、自車両と他車両との相対速度は、接近側２０ｋｍ／ｈであるため
、２秒間で接近する距離は約１１ｍである。したがって、補正後の等速変更領域は、前方
端部と後方端部とがそれぞれ後方に１１ｍずつ移動されることになる。ここで、前方端部
は自車両の前端の真横の位置から前方に６ｍの位置となるが、最小値の１０ｍが適用され
る。また、後方端部は自車両の前端の真横の位置から後方に２ｍ移動した位置に設定され
る。後方端部は、１７ｍに１１ｍが加算され、自車両の前端の真横の位置から２８ｍ後方
に設定される。
【００４９】
　また、補正後の減速変更領域は、前方端部については補正されることはなく、後方端部
については補正後の等速変更領域と同様に後方に１１ｍ移動され、自車両の前端の真横の
位置から４５ｍ後方に設定される。なお、加速変更領域については、自車両の後方のみに
他車両が位置するので補正しない。
【００５０】
　次に、このまま自車両および他車両の速度が変化することなく、他車両が自車両を追い
越した場合には、図５（ｂ）に示すようになる。即ち、各領域のベース領域については、
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自車両の速度が６０ｋｍ／ｈで変わらないことから、図５（ａ）と同様に設定される。ま
た、補正後の等速変更領域についても、相対速度が変化していないことから、図５（ａ）
と同様に設定される。
【００５１】
　加速変更領域については、他車両の位置が自車両の後方から前方に移動したことから、
補正される。即ち、加速変更領域の前方端部の位置が、ベース領域の３４ｍから１１ｍ後
方に設定され、２３ｍに設定される。
【００５２】
　なお、減速変更領域については、他車両の位置が自車両の後方から前方に移動したこと
から、補正されない。
　図６（ａ）や図６（ｂ）に示すように、自車両と１または複数の他車両とが等速で走行
している場合には、各領域についてベース領域を図５（ａ）、図５（ｂ）に示した手順と
同様に設定するのみで、補正は行わない。
【００５３】
　このようなＳ２１０，Ｓ２２０の処理によって各領域が設定されると、隣接車線に位置
する他車両の位置を判定する（Ｓ２３０：領域抽出手段）。この処理では、設定された各
領域のうち、他車両が存在する領域および存在しない領域を、各側方センサ１１～１３に
よる他車両の位置の検出結果に基づいて抽出する。この処理が終了すると、領域設定・判
定処理を終了する。
【００５４】
　次に、車線変更可否判定処理（Ｓ１５０）について図３を用いて説明する。車線変更可
否判定処理は、他車両が存在しない領域が存在しない場合、車線変更すると危険であると
判断し、等速変更領域に他車両が存在しない場合、現在の速度のまま車線変更可能と判断
し、加速変更領域または減速変更領域に他車両が存在しない場合、加速または減速すれば
車線変更可能と判断する処理である。
【００５５】
　具体的な車線変更可否判定処理としては、まず、領域設定・判定処理にて設定した等速
変更領域に他車両があるか否かを判定する（Ｓ３１０）。等速変更領域に他車両がなけれ
ば（Ｓ３１０：ＮＯ）、等速のままで車線変更が可能であると判定し（Ｓ３２０）、車線
変更可否判定処理を終了する。
【００５６】
　一方、等速変更領域に他車両があれば（Ｓ３１０：ＹＥＳ）、等速変更領域内の他車両
の自車両に対する相対速度を基準となる相対速度（例えば接近方向を正としたとき、＋５
ｋｍ／ｈ）とを比較する（Ｓ３３０）。この相対速度が基準となる相対速度以上であれば
（Ｓ３３０：ＹＥＳ）、この他車両が自車両の側方を通過するまで車線変更することは危
険であると判断し、待機するよう判定（待機判定）する（Ｓ３９０）。待機判定の場合に
は、このままの状態で数秒間待機することによって、車線変更可能になることを示す。
【００５７】
　Ｓ３３０の処理において、他車両の自車両に対する相対速度が基準となる相対速度未満
であれば（Ｓ３３０：ＮＯ）、領域設定・判定処理にて設定した減速変更領域に他車両が
あるか否かを判定する（Ｓ３４０）。減速変更領域に他車両がなければ（Ｓ３４０：ＮＯ
）、等速変更領域に他車両が存在しても、減速すれば車線変更可能であると判断し、自車
両が減速するよう促すための減速指示判定を行い（Ｓ３５０）、車線変更可否判定処理を
終了する。
【００５８】
　また、減速変更領域に他車両があれば（Ｓ３４０：ＹＥＳ）、加速変更領域に他車両が
あるか否かを判定する（Ｓ３６０）。そして、加速変更領域に他車両がなければ（Ｓ３６
０：ＮＯ）、加速すれば車線変更可能であると判断し、自車両が加速するよう促すための
加速指示判定を行い（Ｓ３７０）、車線変更可否判定処理を終了する。
【００５９】
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　また、加速変更領域に他車両があれば（Ｓ３６０：ＹＥＳ）、当分の間、車線変更が不
可能であるとして、車線変更不可判定を行い（Ｓ３８０）、車線変更可否判定処理を終了
する。なお、車線変更可否判定処理による各判定結果は、車線変更制御部１０のＲＡＭ等
のメモリに記録される。
【００６０】
　次に、制御処理（Ｓ１６０）について図５を用いて説明する。制御処理は、車線変更可
否判定処理による判定結果を受けて、自車両の運転者への報知等を行う処理である。具体
的には、図５に示すように、まず、自車両の運転者が車線変更する際の操作の検出結果と
して、ウインカ１５の作動状態を取得する（Ｓ５１０：操作結果取得手段）。そして、ウ
インカ１５が作動しているか否かを判定する（Ｓ５２０：作動禁止手段）。
【００６１】
　本処理においては右側の隣接車線に車線変更することを想定しているので、Ｓ５１０の
処理では右側ウインカ１５の作動状態を取得する。なお、左側の隣接車線に車線変更する
際の衝突を回避する構成の場合には、左側ウインカの作動状態を取得するようにすればよ
い。また、両側の隣接車線に隣接車線に車線変更する際の衝突を回避する構成の場合には
、両側のウインカの作動状態を取得し、続く処理にて何れのウインカが作動しているかを
判定するようにすればよい。
【００６２】
　ウインカ１５が作動していれば（Ｓ５２０：ＹＥＳ）、車線変更可否判定処理による判
定結果をＲＡＭ等のメモリから読み出し、この内容を報知するよう警報装置２１に指示し
（Ｓ５３０：報知手段）、制御処理を終了する。また、ウインカ１５が作動していなけれ
ば（Ｓ５２０：ＮＯ）、直ちに制御処理を終了する。
【００６３】
　このような制御処理にて判定結果を報知するよう指示された警報装置２１は、判定結果
毎に異なる表示や鳴動を行い、判定結果に基づいて運転者が車線変更に関して行うべき操
作を報知する。
【００６４】
 またエンジン制御部３１とブレーキ制御部３２は、警報装置２１同様、ウィンカ１５が
作動していれば、車線変更可否判定処理による判定結果に応じて自動的に加速、または減
速してもよい。具体的には、ウィンカ１５が作動し且つ車線変更可否判定処理により減速
指示判定が行われている場合は、等速車線変更が可能と判定されるまで自動減速すること
をブレーキ制御部３２に指示し、ウィンカ１５が作動し且つ車線変更可否判定処理により
加速指示判定が行われている場合は、等速車線変更が可能と判定されるまで自動加速する
ことをエンジン制御部３１に指示してもよい。
【００６５】
　［本実施形態による効果］
　以上のように詳述した衝突回避支援システム１において車線変更制御部１０は、車線変
更支援処理にて、隣接車線において自車両の真横の領域を含む領域を、自車両が現在の速
度のまま車線変更する際に必要となる等速変更領域として設定するとともに、隣接車線に
おいて等速変更領域よりも自車両の進行方向に対して前方の領域を含み、自車両が加速し
てから車線変更する際に必要となる加速変更領域、および隣接車線において等速変更領域
よりも自車両の進行方向に対して後方の領域を含み、自車両が減速してから車線変更する
際に必要となる減速変更領域を設定する。そして、他車両の位置の検出結果に基づいて、
各変更領域設定手段が設定した各領域のうち、他車両が存在しない領域を抽出する。さら
に、他車両が存在しない領域が存在しない場合、車線変更すると危険であると判断し、等
速変更領域に他車両が存在しない場合、現在の速度のまま車線変更可能と判断し、加速変
更領域または減速変更領域に他車両が存在しない場合、加速または減速すれば車線変更可
能と判断する。
【００６６】
　即ち、本発明の衝突回避支援システム１においては、各変更領域設定手段が設定した複
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数の領域のそれぞれに他車両が位置するか否かに応じて、自車両が等速のまま、或いは加
速または減速すれば車線変更できると判断することができる。
【００６７】
　従って、このような衝突回避支援システム１によれば、自車両が等速のままでは車線変
更できない場合であっても、加速または減速すれば車線変更できる場合には、その旨の判
断をすることができる。よって、本発明の車線変更制御部１０では、どのようにすれば車
線変更できるようになるかについての判断をすることができるので、車線変更時の運転者
の負担をより軽減することができる。
【００６８】
　また、衝突回避支援システム１において車線変更制御部１０は、自車両の移動速度の情
報を取得し、自車両の移動速度の情報に基づいて各領域の大きさを設定する。特に、自車
両または他車両が衝突を回避することができる程度の時間に設定された回避時間（例えば
１秒程度）に自車両が走行可能な範囲内を各領域の大きさに設定する。
【００６９】
　このような衝突回避支援システム１によれば、自車両の移動速度に応じた適切な領域の
大きさを設定することができる。
　また、衝突回避支援システム１において車線変更制御部１０は、隣接車線に存在する他
車両の自車両に対する相対速度の検出結果を取得し、この相対速度に応じて各領域の大き
さを補正する。特に、この際には、各領域において、隣接車線における自車両の真横の位
置を基準として、他車両が存在する方向側の端部の位置を、相対速度に応じて変更するこ
とによって各領域の大きさを補正する。
【００７０】
　これらのような衝突回避支援システム１によれば、車線変更可能か否かを判定する際に
利用する各領域の大きさを相対速度に応じて変更するので、車線変更可能か否かの判定を
より実情に合わせた形態で行うことができる。
【００７１】
　さらに、衝突回避支援システム１において車線変更制御部１０は、何れかの領域に他車
両が存在する場合であって、かつ他車両が自車両に接近する相対速度が予め設定された基
準速度以上である場合に、他車両が存在しない領域がある場合であっても、この他車両が
通過するまで待機すべきと判断する。
【００７２】
　このような衝突回避支援システム１によれば、他車両が接近してくる場合には、この他
車両が通過するまで待機すべきと判断することで、より細かな判断を行うことができる。
　また、衝突回避支援システム１において車線変更制御部１０は、車線変更可否判定処理
（Ｓ１５０）による判断結果を運転者に報知する。
【００７３】
　このような衝突回避支援システム１によれば、自車両の運転者が安全に車線変更できる
ように、自車両を加速または減速すべき旨を報知することができる。
　さらに、衝突回避支援システム１において車線変更制御部１０は、自車両の運転者が車
線変更する際の操作の検出結果を取得し、車線変更する際の操作が検出されないときには
車線変更可否判定処理（Ｓ１５０）による判断結果を報知する作動を禁止する。
【００７４】
　このような衝突回避支援システム１によれば、車線変更するときのみに報知を行うこと
ができるので、車線変更しないときに報知がされることによる煩わしさを防止することが
できる。
【００７５】
　［その他の実施形態］
　本発明の実施の形態は、上記の実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的
範囲に属する限り種々の形態を採りうる。
【００７６】
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　例えば、上記実施形態においては、車線変更可否判定処理（Ｓ１５０）による判断結果
に応じて、制御処理（Ｓ１６０）では報知を行うようにしたが、制御処理では、判断結果
に応じて自車両の挙動を制御するようにしてもよい（挙動制御手段）。
【００７７】
　また、制御処理では、ウインカ１５の作動状態を取得するようにしたが、自車両の運転
者が車線変更する際の操作であればどのような操作を検出するようにしてもよい。
　さらに、領域設定・判定処理（Ｓ１４０）では、各領域についてベース領域を設定し、
一部の領域についてベース領域の大きさを補正するようにしたが、全てのベース領域につ
いて補正するようにしてもよい。
【００７８】
　上記のようにしても、上記実施形態と概ね同様の効果を享受することができる。
【符号の説明】
【００７９】
　１…衝突回避支援システム、１０…車線変更制御部、１１…前側方センサ、１２…側方
センサ、１３…後側方センサ、１４…車輪速センサ、１５…ウインカ、２１…警報装置、
３１…エンジン制御部、３２…ブレーキ制御部。

【図１】 【図２】
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