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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転操作を支援する運転支援装置であって、
　自車両の走行に関する情報を収集して状況を判定する状況判定手段と、
　前記状況判定手段による判定結果に基づき、それぞれの目的を達成するために自車両が
取るべき動作を判断する複数の動作判断サービス提供手段と、
　前記複数の動作判断サービス提供手段による複数の判断結果を調停する動作調停手段と
、
　を備え、
　前記動作調停手段は、前記複数の動作判断サービス提供手段がそれぞれ出力する複数の
判断結果を重ね合わせたうえで自車両の理想的な走行モデルを算出し、該理想的な走行モ
デルを現状に即した走行モデルへ修正し、修正後の走行モデルに対して自車両の挙動をフ
ィードバックすることで自車両のとるべき動作を判断し、該動作の実現に必要な制御値を
車両制御系へ出力することを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記動作調停手段は、自車両の走行予定経路、前記走行予定経路の形状および／または
傾斜、走行予定時刻の天候、交通状態のうち、少なくともいずれか一つを用いて前記理想
的な走行モデルを事前に算出することを特徴とする請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記動作調停手段は、自車両が現に迎えた状況に応じて前記理想的な走行モデルを修正
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することを特徴とする請求項１または２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　前記動作調停手段は、路面状況、他車両の状態、歩行者の状態、交通状態のうち、少な
くともいずれか一つを用いて前記理想的な走行モデルを修正することを特徴とする請求項
３に記載の運転支援装置。
【請求項５】
　前記動作調停手段は、自車両の道路上の位置と速度との関係を示す速度変化モデルを前
記理想的な走行モデルとして少なくとも算出することを特徴とする請求項１～４のいずれ
か一つに記載の運転支援装置。
【請求項６】
　前記動作調停手段は、前記複数の動作判断サービス提供手段が共通して遵守すべき制御
方針に従って前記理想的な走行モデルを算出することを特徴とする請求項１～５のいずれ
か一つに記載の運転支援装置。
【請求項７】
　前記動作調停手段は、前記速度変化モデルを算出する際に、前記制御方針として加速度
の最大値を定めることを特徴とする請求項５に記載の運転支援装置。
【請求項８】
　前記動作調停手段による動作調停に対応し、運転者へ通知すべき内容を調停する通知調
停手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の運転支援装
置。
【請求項９】
　前記動作調停手段は、前記状況判定手段による判定の結果、危険回避の必要性がある場
合に、当該危険回避に必要な動作制御を前記動作判断サービス提供手段による判断結果に
対して優先することを特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載の運転支援装置。
【請求項１０】
　車両の運転操作を支援する運転支援方法であって、
　自車両の走行に関する情報を収集して状況を判定する状況判定ステップと、
　前記状況判定ステップによる判定結果に基づき、それぞれの目的を達成するために自車
両が取るべき動作を判断する複数の動作判断サービス提供ステップと、
　前記複数の動作判断サービス提供ステップによる複数の判断結果を調停する動作調停ス
テップと、を含み、
　前記動作調停ステップは、前記複数の動作判断サービス提供ステップがそれぞれ出力す
る複数の判断結果を重ね合わせたうえで自車両の理想的な走行モデルを算出し、該理想的
な走行モデルを現状に即した走行モデルへ修正し、修正後の走行モデルに対して自車両の
挙動をフィードバックすることで自車両のとるべき動作を判断し、該動作の実現に必要な
制御値を車両制御系へ出力することを特徴とする運転支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両の運転操作を支援する運転支援装置および運転支援方法に関し、多様
な状況に対応して適切な挙動制御を提案・実行する運転支援装置および運転支援方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両の運転に関する各種情報を取得し、運転者への情報提供や運転操作の補助、
車両動作への介入を行なう運転支援装置が考案されている。
【０００３】
　例えば特許文献１は、一時停止が義務づけられた交差点や踏み切りの手前における車両
の停止を促進すべく、画像認識などを用いて交差点や踏切を検出するとともに、測距手段
によって停止位置までの距離を算出し、運転者に対する警告や運転への介入をおこなう車
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両安全装置を開示している。
【０００４】
　また、特許文献２は、路面の傾斜度を測定し、測定した傾斜度に基づいてスロットルバ
ルブを制御する技術を開示している。
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－３３９１９７号公報
【特許文献２】特開２００２－２５４９５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の技術では「一旦停止の確実な実行」、「坂道の速度変化防止」な
ど、それぞれ固有の目的を達成するために必要な制御を行なっていた。そのため、状況に
よっては互いに競合する判断がなされる場合があった。
【０００７】
　例えば上り坂の途中に一旦停止線がある場合、一旦停止を支援するサービスは、停止線
に正確に停止するために減速が必要であると判断するが、坂道の速度変化を防止するサー
ビスは速度低下を防ぐためにスロットルバルブを開くべきであると判断する。
【０００８】
　このように相反する判断の発生を防ぐためには、全ての状況に対応した統合的なサービ
スを設ける方法が考えられる。しかしながら、車種によって搭載されるサービスの数や種
類に差があるため、全車種にそれぞれ専用の統合サービスを設計することは現実的ではな
く、また、車両購入後の機能向上（サービスの追加など）の点でも望ましくない。
【０００９】
　そこで、各サービスに独自に判断をさせつつ、その判断結果を調停し、統合的なサービ
スを実現する運転支援装置の実現が重要な課題となっていた。
【００１０】
　本発明は、上述した従来技術における問題点を解消し、課題を解決するためになされた
ものであり、多様な状況に対応して適切な挙動制御を提案・実行する運転支援装置および
運転支援方法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】
【００１１】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明は、車両の運転操作を支援する運
転支援装置であって、自車両の走行に関する情報を収集して状況を判定する状況判定手段
と、前記状況判定手段による判定結果に基づき、それぞれの目的を達成するために自車両
が取るべき動作を判断する複数の動作判断サービス提供手段と、前記複数の動作判断サー
ビス提供手段による複数の判断結果を調停する動作調停手段と、を備え、前記動作調停手
段は、前記複数の動作判断サービス提供手段がそれぞれ出力する複数の判断結果を用いて
自車両の理想的な走行モデルを算出することを特徴とする。
【００１２】
　本発明によれば、自車両の走行に関する情報を収集して状況を判定し、その判定結果に
基づいて自車両が取るべき動作を判断する複数の動作判断サービスを提供するとともに、
複数の動作判断サービスによる判断結果を調停し、自車両が取るべき動作である自車両の
理想的な走行モデルを算出する。
【００１３】
　ここで、前記複数の動作判断サービス提供手段は、カーブにおける走行を支援するカー
ブ走行支援サービス提供手段、交差点における走行を支援する交差点走行支援サービス提
供手段、登降坂路における走行を支援する坂路走行支援サービス提供手段のうち、少なく
ともいずれか一つを含む構成とすることができる。
【００１４】
　かかる構成によれば、状況判定の結果に応じて、カーブにおける走行を支援するカーブ
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走行支援サービス、交差点における走行を支援する交差点走行支援サービス、登降坂路に
おける走行を支援する坂路走行支援サービスなどのサービスを提供し、各サービスによる
判断結果が競合する場合には判断結果を調停して自車両が取るべき動作の競合を解消する
。
【００１７】
　また、本発明は、前記動作調停手段は、自車両の走行予定経路、前記走行予定経路の形
状および／または傾斜、走行予定時刻の天候、交通状態のうち、少なくともいずれか一つ
を用いて前記理想的な走行モデルを事前に算出することを特徴とする。
【００１８】
　本発明によれば、自車両の走行予定経路、走行予定経路の形状および／または傾斜、走
行予定時刻の天候、交通状態のうち、少なくともいずれか一つを用いて理想的な走行モデ
ルを事前に算出する。
【００１９】
　また、本発明は、自車両が現に迎えた状況に応じて前記走行モデルを修正することを特
徴とする。
【００２０】
　本発明によれば、状況判定の結果に応じて各種の動作判断サービスを提供するとともに
、複数の動作判断サービスによる判断結果から自車両の理想的な走行モデルを算出し、自
車両が現に迎えた状況に応じて走行モデルを修正する。
【００２１】
　また、本発明は、前記動作調停手段は、路面状況、他車両の状態、歩行者の状態、交通
状態のうち、少なくともいずれか一つを用いて前記走行モデルを修正することを特徴とす
る。
【００２２】
　本発明によれば、状況判定の結果に応じて各種の動作判断サービスを提供するとともに
、複数の動作判断サービスによる判断結果から自車両の理想的な走行モデルを算出し、路
面状況、他車両の状態、歩行者の状態、交通状態などに応じて走行モデルを修正する。
【００２３】
　また、本発明は、前記動作調停手段は、自車両の道路上の位置と速度との関係を示す速
度変化モデルを少なくとも算出することを特徴とする。
【００２４】
　本発明によれば、状況判定の結果に応じて各種の動作判断サービスを提供するとともに
、複数の動作判断サービスによる判断結果から自車両の道路上の位置と速度との関係を示
す速度変化モデルを少なくとも算出する。
【００２５】
　また、本発明は、前記動作調停手段は、前記複数の動作判断サービス提供手段が共通し
て遵守すべき制御方針に従って前記走行モデルを算出することを特徴とする。
【００２６】
　本発明によれば、状況判定の結果に応じて各種の動作判断サービスを提供するとともに
、複数の動作判断サービスによる判断結果と、各サービスが共通して遵守すべき制御方針
から自車両の理想的な走行モデルを算出する。
【００２７】
　また、本発明は、前記動作調停手段は、前記速度変化モデルを算出する際に、前記制御
方針として加速度の最大値を定めることを特徴とする。
【００２８】
　本発明によれば、状況判定の結果に応じて各種の動作判断サービスを提供するとともに
、複数の動作判断サービスによる判断結果と、各サービスが共通して遵守すべき加速度の
最大値から自車両の理想的な速度変化モデルを算出する。
【００２９】
　また、本発明は、前記動作調停手段による動作調停に対応し、運転者へ通知すべき内容
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を調停する通知調停手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００３０】
　本発明によれば、状況判定の結果に基づいて自車両が取るべき動作を判断する複数の動
作判断サービスを提供するとともに、複数の動作判断サービスによる判断結果の調停と運
転者へ通知すべき内容の調停を行なう。
【００３１】
　また、本発明は、前記動作調停手段は、前記状況判定手段による判定の結果、危険回避
の必要性がある場合に、当該危険回避に必要な動作制御を前記動作判断サービス提供手段
による判断結果に対して優先することを特徴とする。
【００３２】
　本発明によれば、状況判定の結果に基づいて自車両が取るべき動作を判断する複数の動
作判断サービスを提供するとともに、危険回避の必要性がある場合には危険回避に必要な
動作制御を各動作判断サービスに対して優先する。
【００３３】
　また、本発明は、車両の運転操作を支援する運転支援方法であって、自車両の走行に関
する情報を収集して状況を判定する状況判定ステップと、前記状況判定ステップによる判
定結果に基づき、それぞれの目的を達成するために自車両が取るべき動作を判断する複数
の動作判断サービス提供ステップと、前記複数の動作判断サービス提供ステップによる複
数の判断結果を調停する動作調停ステップと、を含み、前記動作調停ステップは、前記複
数の動作判断サービス提供ステップがそれぞれ出力する複数の判断結果を用いて自車両の
理想的な走行モデルを算出することを特徴とする。
【００３４】
　本発明によれば、自車両の走行に関する情報を収集して状況を判定し、その判定結果に
基づいて自車両が取るべき動作を判断する複数の動作判断サービスを提供するとともに、
複数の動作判断サービスによる判断結果を調停し、自車両が取るべき動作として自車両の
理想的な走行モデルを算出する。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、自車両の走行に関する情報を収集して状況を判定し、その判定結果に
基づいて自車両が取るべき動作を判断する複数の動作判断サービスを提供するとともに、
複数の動作判断サービスによる判断結果を調停し、自車両が取るべき動作である自車両の
理想的な走行モデルを算出するので、多様な状況に対応して適切な挙動制御を提案・実行
する運転支援装置を得ることができるという効果を奏する。
【００３６】
　また、状況判定の結果に応じて、カーブにおける走行を支援するカーブ走行支援サービ
ス、交差点における走行を支援する交差点走行支援サービス、登降坂路における走行を支
援する坂路走行支援サービスなどのサービスを提供し、各サービスによる判断結果が競合
する場合には判断結果を調停して自車両が取るべき動作の競合を解消するので、カーブや
交差点、坂路などの組み合わせに柔軟に対応して適切な挙動制御を提案・実行する運転支
援装置を得ることができるという効果を奏する。
【００３８】
　また、本発明によれば、自車両の走行予定経路、走行予定経路の形状および／または傾
斜、走行予定時刻の天候、交通状態のうち、少なくともいずれか一つを用いて理想的な走
行モデルを事前に算出するので、多様な状況に対応して適切な走行モデルを事前に算出し
、走行モデルに沿った提案や動作制御を行なう運転支援装置を得ることができるという効
果を奏する。
【００３９】
　また、本発明によれば、状況判定の結果に応じて各種の動作判断サービスを提供すると
ともに、複数の動作判断サービスによる判断結果から自車両の理想的な走行モデルを算出
し、自車両が現に迎えた状況に応じて走行モデルを修正するので、現状に即した適切な走
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行モデルを算出し、走行モデルに沿った提案や動作制御を行なう運転支援装置を得ること
ができるという効果を奏する。
【００４０】
　また、本発明によれば、状況判定の結果に応じて各種の動作判断サービスを提供すると
ともに、複数の動作判断サービスによる判断結果から自車両の理想的な走行モデルを算出
し、路面状況、他車両の状態、歩行者の状態、交通状態などに応じて走行モデルを修正す
るので、路面状況や他車両の状態、歩行者の状態、交通状態に即した適切な走行モデルを
算出し、走行モデルに沿った提案や動作制御を行なう運転支援装置を得ることができると
いう効果を奏する。
【００４１】
　また、本発明によれば、状況判定の結果に応じて各種の動作判断サービスを提供すると
ともに、複数の動作判断サービスによる判断結果から自車両の道路上の位置と速度との関
係を示す速度変化モデルを少なくとも算出するので、多様な状況に対応した適切な速度変
化モデルを算出し、加減速に関する提案や動作制御を行なう運転支援装置を得ることがで
きるという効果を奏する。
【００４２】
　また、本発明によれば、状況判定の結果に応じて各種の動作判断サービスを提供すると
ともに、複数の動作判断サービスによる判断結果と、各サービスが共通して遵守すべき制
御方針から自車両の理想的な走行モデルを算出するので、多様な状況に対応し、かつ制御
方針に則った適切な走行モデルを算出し、走行モデルに沿った提案や動作制御を行なう運
転支援装置を得ることができるという効果を奏する。
【００４３】
　また、本発明によれば、状況判定の結果に応じて各種の動作判断サービスを提供すると
ともに、複数の動作判断サービスによる判断結果と、各サービスが共通して遵守すべき加
速度の最大値から自車両の理想的な速度変化モデルを算出するので、予め定めた加速度の
範囲内で適切な速度変化モデルを算出することができるという効果を奏する。
【００４４】
　また、本発明によれば、状況判定の結果に基づいて自車両が取るべき動作を判断する複
数の動作判断サービスを提供するとともに、複数の動作判断サービスによる判断結果を調
停と運転者へ通知すべき内容の調停を行なうので、多様な状況に対応して適切な挙動制御
と通知制御を実行する運転支援装置を得ることができるという効果を奏する。
【００４５】
　また、本発明によれば、状況判定の結果に基づいて自車両が取るべき動作を判断する複
数の動作判断サービスを提供するとともに、危険回避の必要性がある場合には危険回避に
必要な動作制御を各動作判断サービスに対して優先するので、危険回避を優先しつつ多様
な状況に対応して適切な挙動制御を提案・実行する運転支援装置を得ることができるとい
う効果を奏する。
【００４６】
　また、本発明によれば、自車両の走行に関する情報を収集して状況を判定し、その判定
結果に基づいて自車両が取るべき動作を判断する複数の動作判断サービスを提供するとと
もに、複数の動作判断サービスによる判断結果を調停し、自車両が取るべき動作である自
車両の理想的な走行モデルを算出するので、多様な状況に対応して適切な挙動制御を提案
・実行する運転支援方法を得ることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る運転支援装置の好適な実施例について詳細
に説明する。
【実施例】
【００４８】
　図１は、本発明の実施の形態である運転支援装置１の概要構成を示す概要構成図である
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。同図に示すように運転支援装置１は、ナビゲーション装置２、道路情報収集装置３１、
速度センサ３２、加速度センサ３３、カメラ３４、車両間通信装置３５、レーダ３６、車
内通知系４０、および車両制御系５０に接続する。
【００４９】
　ナビゲーション装置２は、ＧＰＳ（Global Positioning System）人工衛星と通信して
特定した自車両の位置と地図データ２１とを利用して走行経路の設定および誘導を行なう
車載装置である。この経路の誘導は具体的には車内通知系４０を用いて行なう。また、ナ
ビゲーション装置２は、道路情報収集装置３１が取得した道路情報を経路設定や経路誘導
に利用する。さらに、ナビゲーション装置２は運転支援装置１に対して自車両の位置情報
や道路形状、路幅、傾斜に関する情報を供給する。
【００５０】
　道路情報収集装置３１は、ＶＩＣＳ（Vehicle Information and Communication System
）による道路交通情報の受信や路側に設置された路側通信装置との通信によって道路の形
状、他車両の走行状況、渋滞の発生状況、工事や事故の有無、天候、路面状況などの情報
を収集する。そして、道路情報収集装置３１は、収集した情報をナビゲーション装置２お
よび運転支援装置１に提供する。
【００５１】
　速度センサ３２は自車両の走行速度を測定する測定手段であり、加速度センサ３３は自
車両にかかる加速度を測定する測定手段である。また、カメラ３４は自車両の周囲を撮影
する撮影手段である。
【００５２】
　さらに、車両間通信装置３５は、自車両周辺の他車両と通信する通信装置であり、レー
ダ３６は、ミリ波やマイクロ波を用いて自車両周辺の物体を検出する検知手段である。
【００５３】
　車内通知系４０は、自車両の乗員に対して通知を行なう装置群であり、表示による通知
を行なうディスプレイ４１や音声による通知を行なうスピーカ４２などを含む。この車内
通知系４０は、運転支援装置１、ナビゲーション装置２の他、車載オーディオ装置など各
種車載装置で共用することができる。
【００５４】
　車両制御系５０は、車両の動作制御を行なう装置群であり、アクセル操作に基づいてエ
ンジンの動作を制御するエンジン制御機構５１、ブレーキペダルの操作に基づいて車両の
制動を行なうブレーキ制御機構５２、ハンドル操作に基づいて車両の舵角を制御する舵角
制御機構５３などを含む。
【００５５】
　そして車両制御系５０はその動作状態（運転者による操作状態を含む）を運転支援装置
１に出力するとともに、運転支援装置１からの制御を受ける。
【００５６】
　運転支援装置１は、その内部に状況判定部１１、サービス管理部１２、カーブ快適走行
サービス１２ａ、交差点快適走行サービス１２ｂ、坂路快適走行サービス１２ｃ、通知調
停部１３および動作調停部１４を有する。
【００５７】
　状況判定部１１は、ナビゲーション装置２、道路情報収集装置３１、速度センサ３２、
加速度センサ３３、カメラ３４、車両間通信装置３５、レーダ３６および車両制御系５０
の出力を用いて自車両の状況を判定する。
【００５８】
　サービス管理部１２は、状況判定部１１の判定結果に基づいて、必要なサービスを起動
する処理を行なう。例えば、自車両の走行経路上にカーブが存在する場合には、サービス
管理部１２は、カーブ快適走行サービス１２ａを起動する。そして、自車両の走行経路上
に交差点が存在する場合には、サービス管理部１２は、交差点快適走行サービス１２ｂを
起動する。同様に、自車両の走行経路上に傾斜が存在する場合には、サービス管理部１２
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は坂路快適走行サービス１２ｃを起動する。
【００５９】
　カーブ快適走行サービス１２ａは、カーブの曲率や長さ、制限速度、自車両の性能や車
体形状、積載重量などから、自車両が安定して円滑にカーブを通過するために自車両が取
るべき動作を判断し、運転者への通知および車両の挙動制御を実行するサービスを提供す
る。
【００６０】
　また、交差点快適走行サービス１２ｂは、減速や一旦停止など、交差点を安全に通過す
るために自車両が取るべき動作を判断し、運転者への通知および車両の挙動制御を実行す
るサービスを提供する。
【００６１】
　同様に、坂路快適走行サービス１２ｃは、上り坂による速度低下や下り坂による速度上
昇を防止して定速走行するために自車両が取るべき動作を判断し、車両の挙動制御を実行
するサービスを提供する。
【００６２】
　このように、各サービスはそれぞれ所定の目的を達成するために自車両が取るべき動作
を判断する。また、図１に示したカーブ快適走行サービス１２ａ、交差点快適走行サービ
ス１２ｂ、坂路快適走行サービス１２ｃの他にも、先行車両との車間距離を一定に保つ追
従走行サービスなど、任意のサービスを使用することができる。
【００６３】
　この各サービスは、それぞれ独自に自車両が取るべき動作を判断するので、状況によっ
ては各サービスの判断結果が競合する場合がある。そこで、動作調停部１４が各サービス
の判断結果を調停して競合を解消し、車両の取るべき動作を決定する。その際、動作調停
部１４は、各サービスに共通して遵守すべき制御方針である制御ポリシー１４ａに従って
調停を行なう。また、競合していない場合は、順番に処理（優先度がある場合は優先度の
高い順に処理）を行なう。
【００６４】
　動作調停部１４は、この調停結果に基づいて運転者への通知と車両の制御を実行する。
ここで、運転者への通知内容については、通知調停部１３によって調停（取捨選択および
矛盾の解消）を行なう。
【００６５】
　なお、状況判定部１１の結果、危険回避の必要性がある場合には、危険回避に必要な動
作制御を各サービスの判断結果に対して優先する。しかしながら、かかる回避行動におい
てもカーブの状態やステアリングの状態など、自車両の状態に合わせて動作制御の内容を
決定することが求められる。そこで、危険回避時を優先すべき状況が発生した場合におけ
る車両の挙動制御の内容は、動作調停部１４が決定する。
【００６６】
　なお、ここでは運転支援装置１とナビゲーション装置２が別体である例を示しているが
、一体型（統合型）など任意の構成で実施することができ、本実施例に示した構成と同様
の動作を実行させることができる。
【００６７】
　つづいて図２を参照し、動作調停部１４の処理動作についてさらに説明する。動作調停
部１４は、同図に示すように、「サービス要求の重ね合わせ」、「理想的な走行モデルの
算出」、「現状に即した走行モデルの補正」、「車両挙動の走行モデルへのフィードバッ
ク」の４つのステップを経て車両制御系５０の制御値を算出する。
【００６８】
　「サービス要求の重ね合わせ」のステップでは、動作調停部１４は、各サービスが出力
するサービス要求、すなわちカーブ快適走行サービス１２ａ、交差点快適走行サービス１
２ｂ、坂路快適走行サービス１２ｃなどのそれぞれの判断結果を受け付け、その内容を重
ね合わせる。なお、このサービス要求の重ね合わせは、要求調停の手法の一つを例示した



(9) JP 4541973 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

ものであり、これに限定されず任意の手法を用いればよい。
【００６９】
　つぎに、「理想的な走行モデルの算出」のステップでは、動作調停部１４は、重ね合わ
せたサービス要求から、自車両の理想的な走行モデルを作成する。この理想的な走行モデ
ルは、各サービス要求を統合し、かつ制御ポリシー１４ａに従って走行する場合に、自車
両が理想的にはどのように走行すべきかを示すものであり、自車両がその場所を走行する
前に、予め作成する。
【００７０】
　なお、作成のタイミングは任意に定めればよい。たとえば、ナビゲーション装置２が目
的地までの走行予定経路を設定したタイミングで、走行する予定の道路、形状、周辺状況
、走行予定の時刻、天候などから走行モデルを算出することができる。また、走行中に自
車両の進行方向の交通情報などを取得し、その地点に到達する以前に算出しておいてもよ
い。
【００７１】
　つづいて「現状に即した走行モデルの補正」のステップでは、自車両が現に迎えた状況
に応じて事前に算出した走行モデルを修正する。具体的には、動作調停部１４は、路面状
況、他車両の状態、歩行者の状態、交通状態などを応じて走行モデルを修正する。
【００７２】
　さらに「車両挙動の走行モデルへのフィードバック」では、自車両の挙動を走行モデル
にフィードバックして自車両の取るべき動作を最終的に判断し、その動作を実現するため
に必要な車両制御系５０の制御値を算出する。
【００７３】
　ここで「現状に即した走行モデルの補正」および「車両挙動の走行モデルへのフィード
バック」においても、動作調停部１４は、制御ポリシー１４ａを遵守する範囲内で走行モ
デルの修正を行う。
【００７４】
　この動作調停部１４の処理動作の具体例を図３～５を参照して説明する。図３に示す状
況において自車両Ｃ１は、道路Ｒ１を走行中である。そして、道路Ｒ１は、一定の曲率で
カーブするとともに、自車両の前方で道路Ｒ２と交差している。さらに道路Ｒ２は優先道
路であり、道路Ｒ１には一旦停止線が引かれている。なお、道路Ｒ１は平坦な道路である
。
【００７５】
　この状況下では、サービス管理部１２は、カーブ快適走行サービス１２ａおよび交差点
快適走行サービス１２ｂを起動する。そして図４に示すように、カーブ快適走行サービス
１２ａは自車両が一定の速度でカーブを通過する（具体的には図３に示した位置Ｌ１およ
びＬ２をそれぞれ理想速度Ｖ１で走行する）ことをサービス要求として出力し、交差点快
適走行サービス１２ｂは停止線の引かれた位置Ｌ３に停止することをサービス要求として
出力する。
【００７６】
　動作調停部１４は、「サービス要求の重ね合わせ」のステップでこれらの要求（位置Ｌ
１，Ｌ２で速度Ｖ１、位置Ｌ３で速度０）を重ね合わせる。そして、「理想的な走行モデ
ルの算出」のステップにおいて、各サービス要求を統合し、かつ制御ポリシー１４ａに従
って理想的な走行モデルを作成する。
【００７７】
　同図では、まず、位置Ｌ１において速度Ｖ１とし、そこから減速して位置Ｌ３で停止し
、再び加速して位置Ｌ２において速度をＶ１に回復させる走行モデルを作成している。し
かし、この走行モデルでは、位置Ｌ１から位置Ｌ３に至るまでの減速によって制御ポリシ
ーに定められた最大加速度を上回る。そこで、位置Ｌ１における速度を「Ｖ１」から「Ｖ
１´」に落とすことで、制御ポリシー１４ａを遵守した理想的な走行モデルを得ることが
できる。
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【００７８】
　その後、動作調停部１４は、図５に示すように「現状に即した走行モデルの補正」のス
テップで自車両の現在位置や自車両の速度を加えて走行モデルを補正し、さらに「車両挙
動の走行モデルへのフィードバック」のステップを経て自車両の取るべき動作、ここでは
速度変化の走行モデルを最終的に判断している。
【００７９】
　このように各サービスに独自に判断をさせつつ、その判断結果を調停し、統合して最終
的な判断を行なうことで、多様な状況に対応して適切な挙動制御を提案・実行することが
できる。
【００８０】
　つぎに、通知調停部１３による運転者への通知内容の調停について、図６を参照して説
明する。同図に示すように、カーブ快適走行サービス１２ａ、交差点快適走行サービス１
２ｂ、坂路快適走行サービス１２ｃなど各サービスは、それぞれ自車両の現在の状況につ
いての通知（現状通知）の要求を行なう。
【００８１】
　また、「理想的な走行モデルの算出」のステップでは、算出した理想的な走行モデルの
運転者への提示（理想走行モデル提示）の要求が発生し、「現状に即した走行モデルの補
正」では運転者への行動（運転操作）への提案（行動提案）の要求が発生し、「車両挙動
の走行モデルへのフィードバック」では、動作制御部１４による車両制御系５０の制御、
即ち車両動作への介入や運転操作のサポートについて報告（介入・サポートの報告）を行
なう要求が発生する。
【００８２】
　通知調停部１３は、これらの要求をうけ、運転者に通知すべき内容の取捨選択や矛盾の
解消を行なう。具体的には、通知調停部１３は、「介入・サポートの報告」を最優先とし
、「行動提案」、「理想走行モデル提示」、「現状通知」の順で優先して通知内容の調停
を行なう。
【００８３】
　上述してきたように、本実施例にかかる運転支援装置１は、サービス管理部１２が自車
両の状況に対応した複数のサービスを起動し、各サービスが独自にそれぞれの目的を達成
するために自車両が取るべき動作を判断して動作調停部１４がその内容を調停するので、
多様な状況に対応して適切な挙動制御を提案・実行することができる。
【００８４】
　なお、本実施例では、カーブ快適走行サービス１２ａのサービス要求と交差点快適走行
サービス１２ｂとのサービス要求を調停して速度変化モデルを算出する場合を例に説明を
行なったが、本発明の利用はこれに限定されるものではなく、他の任意のサービスを利用
することができ、またステアリング操作モデルやシフトチェンジモデルなど任意のモデル
を作成することができる。
【００８５】
　加えて、本実施例では制御ポリシーとして加速度の最大値を使用する場合を例に説明を
行なったが、本発明の利用はこれに限定されるものではなく、任意の条件を制御ポリシー
として使用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　以上のように、本発明にかかる運転支援装置は、車両の運転の支援に有用であり、特に
最適な挙動制御の提案・実行に適している。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の実施例にかかる運転支援装置の概要構成を示す概要構成図である。
【図２】図１に示した動作調停部の処理について説明する説明図である。
【図３】自車両の状況の具体例を説明する説明図である。
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【図４】図３に示した状況における事前予測について説明する説明図である。
【図５】図３に示した状況におけるリアルタイム制御について説明する説明図である。
【図６】図１に示した通知調停部の処理動作について説明する説明図である。
【符号の説明】
【００８８】
　　１　　運転支援装置
　　２　　ナビゲーション装置
　１１　　状況判定部
　１２　　サービス管理部
　１２ａ　カーブ快適走行サービス
　１２ｂ　交差点快適走行サービス
　１２ｃ　坂路快適走行サービス
　１３　　通知調停部
　１４　　動作調停判定部
　３１　　道路情報収集装置
　３２　　速度センサ
　３３　　加速度センサ
　３４　　カメラ
　３５　　車両間通信装置
　３６　　レーダ
　４０　　車内通知系
　４１　　ディスプレイ
　４２　　スピーカ
　５０　　車両制御系
　５１　　エンジン制御機構
　５２　　ブレーキ制御機構
　５３　　舵角制御機構
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