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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両の走行制御装置であって、前記車両の周囲環境を検知する周囲環境検知手段と、前
記車両の運転者による前記車両に対する操縦入力を用いて前記操縦入力に対応した前記車
両の将来軌跡を推定する将来軌跡推定手段と、前記周囲環境検知手段により検知される周
囲環境情報と前記将来軌跡とに基づいて前記車両の走行軌跡を制御する走行軌跡制御手段
とを含み、前記走行軌跡制御手段が、前記周囲環境情報を参照して推定される前記操縦入
力の変更が実行される前記将来軌跡上の地点に前記車両の実際の軌跡が合致するよう前記
車両の運動を制御する運動制御手段を含んでいることを特徴とする装置。
【請求項２】
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請求項１の装置であって、前記車両に対して前記運転者により新たな操縦入力が為され
ると、前記将来軌跡推定手段が新たな将来軌跡を推定することを特徴とする装置。
【請求項３】
請求項１の装置であって、前記周囲環境検知手段により検知される周囲環境情報が前記
車両の走行する道路の道路線形を含み、前記地点が前記将来軌跡に前記道路線形を重ね合
わせることによって推定されることを特徴とする装置。
【請求項４】
請求項３の装置であって、前記地点が前記将来軌跡と前記道路線形とが所定距離以上離
隔し始める地点であることを特徴とする装置。
【請求項５】
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請求項３の装置であって、前記操縦入力が前記車両の操舵角を含み、前記地点が前記将
来軌跡と前記道路線形とを重ね合わせたときに、前記操舵角が所定角度以上変更されると
推定される地点であることを特徴とする装置。
【請求項６】
請求項３の装置であって、前記操縦入力が前記車両の加減速度を含み、前記地点が前記
将来軌跡と前記道路線形とを重ね合わせたときに、前記加減速度が所定量以上変更される
と推定される地点であることを特徴とする装置。
【請求項７】
請求項３の装置であって、前記操縦入力が前記車両のアクセルペダル又はブレーキペダ
ルの踏込量を含み、前記地点が前記将来軌跡と前記道路線形とを重ね合わせたときに、前
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記アクセルペダル又はブレーキペダルの踏込量が所定量以上変更されると推定される地点
であることを特徴とする装置。
【請求項８】
請求項３の装置であって、前記周囲環境情報がカーナビゲーションシステム情報を含み
、前記道路線形が前記カーナビゲーションシステム情報から取得されることを特徴とする
装置。
【請求項９】
請求項３の装置であって、前記地点がカーブ路の出口であることを特徴とする装置。
【請求項１０】
請求項３の装置であって、前記地点が前記車両の道路線形の曲率が変化する地点である
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ことを特徴とする装置。
【請求項１１】
請求項１の装置であって、前記周囲環境情報がカーナビゲーションシステム情報を含み
、前記車両の実際の軌跡が前記カーナビゲーションシステム情報に基づいて決定されるこ
とを特徴とする装置。
【請求項１２】
車両の走行制御装置であって、前記車両の周囲環境を検知する周囲環境検知手段と、前
記車両の運転者の操縦入力を用いて前記操縦入力に対応した前記車両の第一の将来軌跡と
該第一の将来軌跡よりも後の前記操縦入力に対応した第二の将来軌跡とを推定する将来軌
跡推定手段と、前記周囲環境検知手段により検知される周囲環境情報と前記第一及び第二
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の将来軌跡とに基づいて前記車両の走行軌跡を制御する走行軌跡制御手段とを含み、前記
走行軌跡制御手段が、前記周囲環境情報を利用して前記第二の将来軌跡に前記車両の実際
の軌跡が合致するよう前記車両の運動を制御する運動制御手段を含んでいることを特徴と
する装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、自動車等の車両の走行制御に係り、より詳細には、車両の運転者の運転支援
を行うべく車両の走行・運動状態を自動的に制御する走行制御装置に係る。
【背景技術】
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【０００２】
近年、自動車等の車両の知能化技術、情報化技術の進歩により、車両の運転・走行を支
援する車両の制御技術は、従前に比して高度に発展し、車両の運転者の操縦負担は軽減さ
れ、車両の安全性が向上されている。例えば、車載レーダー、車車間通信技術等を用いて
、自車の進行方向に存在する先行車両や障害物を自動的に発見し、それらを適切に回避し
又は適正な車間距離を維持するよう運転者に警告を発し或いは自車の走行・運動を制御す
る技術（ＡＣＣ。例えば、特許文献１、２参照）や、車両のフロントガラス上部に備えら
れたビデオカメラを用いて車両の走行路面上の左右の白線を認識し、車両が車線を逸脱し
そうになると、運転者に対し警告を発し（例えば、警告音、警告灯、操舵トルクの増大な
ど）、或いは、自動操舵を実行して、車両が車線内にて走行するよう制御する技術（ＬＫ
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Ａ。例えば、特許文献３参照）などが提案されている。また、ＧＰＳ（Global
ing

Position

System）によるカーナビゲーションシステムを用いることにより、自車両の現在位

置の情報や周辺の道路状況に関する情報を取得し、それらの情報と運転者の長期希望（目
的地、到着時刻など）とを参照して車両の走行制御を計画的に実行する技術（例えば、本
願出願人による特願２００６−３１３２５８）、或いは、上記の如き外部環境の情報と共
に運転者の視覚から感じる刺激量に基づいて車両の走行制御指令を出力し、運転者の不快
感を解消するといった技術が提案されている（特許文献４）。
【０００３】
上記の如き車両の知能化技術、情報化技術を利用した車両の運転支援制御のいくつかに
於いては、既に触れたように、障害物の回避や横風等の外乱に対する車両の走行・運動の
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修正が自動的に実行される。かかる自動制御に於いては、種々の形式の車両運動制御技術
、例えば、ＶＳＣ（車両安定化制御）、ブレーキアシスト制御、自動ステアリング制御又
はＶＤＩＭ（Vehicle

Dynamics

Integrated

Management）制御が実行され、車両に於

いて、障害物の回避、走行状態の変更を行うべく、ヨーモーメント又は制駆動力の発生又
は調節が自動的に為される。
【特許文献１】特開２００３−３４１５０１
【特許文献２】特開２００５−１００３３６
【特許文献３】特開２００２−６７９９８
【特許文献４】特開２００７−２２１１７
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、通常、車両の運転者は、自車の前方の走行経路の方向又は形状（「道路線形
」）や自車周囲環境を認識して、車両を操縦する。典型的には、運転者は、車両の進行方
向前方の或る点を注視して、自車が（例えば、数秒後に）その前方の注視点に到達したと
きの自車の走行状態（車速、ヨー角など）・走行位置が意図した状態・位置となるよう車
両の操舵又は加減速を行う（ハンドルを切る、又はアクセル・ブレーキペダルを踏むなど
。以下、「操縦」又は「操縦入力」と称する。）。
【０００５】
しかしながら、従前の車両運動制御技術（特に、舵角、ヨーモーメント、加減速度など
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を自動的に調節するもの）に於いては、運転者の前方注視点の参照に応じた操縦が十分に
反映された態様にて制御が実行されていない。従前の車両運動制御では、独立的に実行さ
れるものも、或いは、知能化技術、情報化技術を利用した車両の運転支援制御の一部とし
て利用されるものも、自車両の現在時点の状態（車速、ヨーレート又はアンダーステア・
オーバーステア状態の指標値）のみを参照して、時々刻々に車両の状態を安全な状態又は
目標とされる状態に導くよう車両の各部を自動的に制御するよう構成されている。従って
、かかる制御手法の場合、その制御が実行される瞬間の車両の走行状態の安定性又は安全
性が確保されることにはなるが、かかる制御前の車両の運動に対する運転者の操縦の寄与
が低減され、或いは、自動制御の作用により凌駕されることとなる。そして、上記の如き
運動制御が実行された場合には、運転者の操縦入力時から数秒後の車両の走行状態又は位
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置は、その操縦入力直前の運転者の前方注視点の参照に基づいて意図したところの走行状
態又は位置と合致しなくなる場合がある。即ち、車両の運動制御に於いて運転者に対する
運転支援を考えるとき、好ましくは、前記の如き運転者の操縦の意図が車両の走行状態又
は走行位置に反映されているべきであるが、従前の運動制御手法では、そのような運転者
の意図に合致した運転支援が必ずしも提供できるわけではない。
【０００６】
かくして、本発明の一つの課題は、従来の技術の如く車両の運動状態を現在のその状態
を参照して時々刻々に修正するのではなく、運転者の操縦入力をも考慮して、車両の将来
の走行状態又は位置が運転者の意図に合致するよう運動制御を行い、従前に比して、より
好ましい態様にて車両の運転支援を実現する車両の走行制御装置を提供することである。
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【０００７】
また、本発明の一つの課題は、上記の如き車両の運転支援を実現する車両の走行制御装
置であって、車両の知能化技術、情報化技術を利用した車両の運転支援制御を行う車両の
走行制御装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の車両の運転支援を実行する車両の走行制御装置は、一つの態様に於いて、車両
の周囲環境を検知する周囲環境検知手段と、車両の将来軌跡を推定する将来軌跡推定手段
と、周囲環境検知手段により検知される周囲環境情報と将来軌跡とに基づいて車両の走行
軌跡を制御する走行軌跡制御手段とを含んでいる。走行軌跡制御手段は、車両の実際の軌
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跡が、車両の運転者による車両に対する操縦入力の変更が実行される将来軌跡上の地点に
合致するよう車両の運動を制御する運動制御手段を含む。上記の構成に於いて、車両の将
来軌跡とは、現在の車両の走行・運転状態が継続した場合に車両が辿ると推定される経路
である。将来軌跡は、典型的には、運転者の操縦入力に基づいて任意の手法により推定さ
れるが、車両に搭載される別の自動走行制御装置による制御入力又は遠隔操作による制御
入力により推定されてもよい。また、車両の運転者が車両に対する操縦入力の変更を実行
する将来軌跡上の「地点」とは、運転者から又は（本制御装置以外からの）任意の制御装
置からの車両の走行・運動に対する現在の要求が有効である経路の限界、即ち、現在推定
されている将来軌跡が有効である最終地点に相当する。従って、将来軌跡が、運転者の操
縦入力に基づいて決定される場合には、現在までの運転者による操縦入力に基づいて算定
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される将来軌跡が有効な地点ということとなり、運転者による操縦入力が新たに与えられ
ると、新たな将来軌跡が算定されることとなる。なお、「将来軌跡」に於ける車両の経路
と伴に、その際の車速・ヨーレート等の車両の走行状態量の変化も推定され、実際の車両
の走行状態量の変化が推定された変化に追従するよう制御されてよい。車両の実際の軌跡
は、例えば、周囲環境情報検知手段の検出する情報に含まれるカーナビゲーション情報（
例えば、ＧＰＳにより捕捉される車両の位置・進行方向情報）に基づいて決定されるよう
になっていてよい。（本明細書に於いては、カーナビゲーション情報から抽出される情報
（自車両位置など）も周囲環境情報として記載する。）
【０００９】
上記の本発明の走行制御装置の作動に於いて、将来軌跡推定手段により推定された将来
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軌跡は、車両に要求されている制御量に従って推定されるものであるので、車両は、基本
的には、将来軌跡に沿うよう走行する。しかしながら、例えば、横風や路面の摩擦状態の
急激な変化等の外乱により、車両の運動に変化があった場合には、その外乱による車両の
挙動・運動の乱れを修正するというよりは、現在有効な将来軌跡の終点（車両の運転者に
よる車両に対する操縦入力の変更が実行される地点）に於いて、実際の車両の軌跡が合致
するよう制御される。これにより、外乱等により車両の運動が乱れた場合であっても、車
両は、自動的に予定した軌跡（つまり、将来軌跡）に戻ることが期待され、運転者に於け
る自車の軌道修正の負担が大幅に低減される。即ち、本発明の装置により、運転者の意図
した軌跡に沿って車両を走行するための運転の支援が可能となる。
【００１０】
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上記の本発明の構成に於いて、運転者が車両に対する操縦入力の変更を実行する「地点
」は、通常の車両の走行に於いては、車両の道路線形によって予め推定されるようになっ
ていてよい（もっとも、道路線形に沿って走行できない情報が任意の方法で取得可能な場
合は、その情報に従って「地点」が決定されてよい。）。従って、かかる「地点」は、将
来軌跡に道路線形を重ね合わせることによって推定されるようになっていてよい。その場
合、典型的には、運転者は、既に触れたように、任意の前方注視点を目掛けて車両を走行
するべく、それに対応した操縦入力を車両へ与えるので、その入力が更新される地点、即
ち、将来軌跡と道路線形とがずれ始める位置がかかる「地点」として決定されてよい。な
お、実際には、道路線形の検出結果と将来軌跡の推定結果は誤差を有するので、両者が所
定距離以上離隔し始める位置がかかる「地点」として決定されてよい。また、運転者が車
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両に対する操縦入力の変更を実行することが推測される「地点」は、車両が道路線形に沿
って走行するものとすれば、道路線形に基づいて決定できる。従って、将来軌跡と道路線
形との隔離距離によらず、道路線形に於けるカーブ路の出口、道路線形の曲率が変化する
地点が、運転者が車両に対する操縦入力の変更が実行されることが推測される「地点」と
して選択されてよい。更に、将来軌跡が推定され、道路線形とを重ね合わせた上で、将来
軌跡上に車両の進行方向に障害物・先行車・道路幅若しくは勾配の変化等の位置が検出さ
れ、かかる障害物・道路状態変化等の存在によって運転者が操舵角を所定角度以上変更す
るか、加減速度を所定量以上変更するか若しくはアクセルペダル又はブレーキペダルの踏
込量を所定量以上変更することが推定される場合には、特定された障害物・道路状態変化
等の位置が、運転者が車両に対する操縦入力の変更が実行される「地点」として推定され
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てもよい。
【００１１】
上記の道路線形・障害物・道路状態変化等の位置は、周囲環境検知手段を用いて車両の
知能化技術・情報化技術の分野に於いて公知の確立された任意の手法により取得すること
が可能である。道路線形は、典型的には、カーナビゲーションシステム情報から取得され
るようになっていてよい。なお、本発明の装置に於いて、カーナビゲーションシステムか
らの情報を本発明の制御に適合するよう変換し、道路線形情報（座標等）を抽出又は算出
するようになっていてよいことは理解されるべきである。障害物・道路状態変化等の位置
は、カーナビゲーションシステム情報や車載のビデオカメラ・レーダー装置を用いて検出
されるようになっていてよい。
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【００１２】
ところで、上記の本発明の走行制御装置の一つの態様に於いては、或る位置又は時点で
推定された将来軌跡が有効である最終地点は、運転者による車両に対する操縦入力の変更
が実行される地点又はそのことが推測される地点として決定するようになっているところ
、その制御の意図するところは、実際の車両の軌跡・走行状態を車両の通常走行時の運転
者の希望に沿ったものとする、換言すれば、現在の車両の位置よりも前方の、現在から数
秒後に於いて車両が通過する地点に於ける車両の軌跡・走行状態を運転者の希望に沿った
ものとするよう車両の運動を制御するということである。従って、車両の運動制御は、現
在より或る程度時間が経過した際の車両の軌跡が予定された状態になっていればよいとい
うことになる。
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【００１３】
かくして、本発明のもう一つの態様によれば、本発明の車両の走行制御装置は、車両の
周囲環境を検知する周囲環境検知手段と、車両の運転者の操縦入力に基づいて車両の第一
の将来軌跡と該第一の将来軌跡よりも後の第二の将来軌跡とを推定する将来軌跡推定手段
と、周囲環境検知手段により検知される周囲環境情報と第一及び第二の将来軌跡とに基づ
いて車両の走行軌跡を制御する走行軌跡制御手段とを含み、走行軌跡制御手段に含まれる
車両の運動を制御する運動制御手段が、第二の将来軌跡に車両の実際の軌跡が合致するよ
う、典型的には、周囲環境検知手段により検知される周囲環境情報を利用して、車両の運
動を制御するになっていてよい。ここで、第一の将来軌跡とは、現在までの車両の運転者
の操縦入力に基づいて推定される現在位置から或る程度の距離までの位置に至る車両の軌
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跡であり、第二の将来軌跡とは、最終的に本発明の走行制御装置の作動により達成される
べき車両の目標軌跡に相当する。なお、第二の将来軌跡は、車両の運転者の操縦入力に基
づいて決定されるものであってもよく、或いは、道路線形等の外部情報に基づいて決定さ
れるものであってもよい。
【発明の効果】
【００１４】
上記の説明から理解される如く、本発明の走行制御装置は、要すれば、現在の時点より
も後の、典型的には、数秒後の車両の軌跡・走行状態（車速、ヨーレートなど）が運転者
の希望に沿うように車両の運動を制御するものであるということができる。既に述べた如
く、従前の車両運動制御技術では、時々刻々の車両の走行安定性を維持することを目的と
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して構成されているため、横風などの外乱が長時間（数秒間）に亙って発生した場合には
、車両の走行軌道を修正する作用は得られず、運転者に対して十分な運転支援が与えられ
なかった（ＬＫＡの場合には、道路線形に沿う車両の走行が実現されるが、認識可能な白
線の在る道路であり、且つ、白線に沿った走行以外では、車両の軌道を修正する運転支援
が与えられない。）。しかしながら、上記の本発明の構成によれば、車両が現在の時点よ
りも後の目標とされる地点に達する間に車両の運動が外乱により乱れたとしても、車両の
運動は、単に、その瞬間の車両の走行安定性を維持するだけでなく、車両が目標とされる
地点に於いて予定された又は計画された状態となるよう制御され、自動的に車両の軌道修
正が実行されることとなる。従って、本発明の制御装置では、運転者の、自ら意図した状
態を達成するための車両の操縦負担を（従前の装置によりも）軽減する運転支援が達成さ
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れることとなる。
【００１５】
本発明の走行制御装置は、前記の特願２００６−３１３２５８の例示されている如き、
車両の走行制御計画生成システムの一部として有利に用いることができる。車両の走行制
御計画生成システムでは、既に触れたように、周辺環境状況と運転者の長期希望等に基づ
いて決定された車両の自動運転の制御目標により車両の走行が制御される。かかるシステ
ムに於ける運動制御の部分に、本発明の装置が組み込まれれば、運転者の長期希望だけで
はなく、運転者の短期の希望、即ち、操縦入力を考慮した車両の自動運転制御が達成でき
ることとなる。本発明の走行制御で用いられる道路線形は、車両の走行制御計画生成シス
テムによる走行経路に基づいて決定されてよい（例えば、道路が分岐している場合など）
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。
【００１６】
本発明のその他の目的及び利点は、以下に於いて、部分的に明らかになり、指摘される
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
車両の構成
図１は、本発明による車両の走行制御装置の好ましい実施形態が組み込まれた車両の構
成を模式的に示している。同図を参照して、左右前輪１２ＦＬ、１２ＦＲと、左右後輪１
２ＲＬ、１２ＲＲを有する車両１０には、運転者によるアクセルペダル１４の踏込みに応
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じて各輪（図示の例では、後輪駆動車であるから、後輪のみ）に制駆動力を発生する動力
装置２０と、ステアリング装置３０と、各輪に制動力を発生する制動装置４０とが搭載さ
れる。動力装置２０は、図示の例では、エンジン２２からトルクコンバータ２４、自動変
速機２６、差動歯車装置２８等を介して出力される回転制駆動力が後輪１２ＲＬ、１２Ｒ
Ｒへ伝達されるよう構成されている（エンジン２２に代えて電動機が用いられる電気式、
或いは、エンジンと電動機との双方を有するハイブリッド式の駆動系装置であってもよい
。）。動力装置２０の発生する制駆動力は、本発明の走行制御の実行時には、後述の電子
制御装置６０により適宜調節される。
【００１８】
ステアリング装置３０は、運転者によって作動されるステアリングホイール３２の回転
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に応答してタイロッド３４Ｌ、Ｒを介して前輪１２ＦＬ、１０ＦＲを転舵する。かかるス
テアリング装置３０は、好ましくは、運転者の操舵とは独立に前輪の舵角を変えることが
できる「アクティブステアリング装置」であり、ステアリングシャフトの途中に転舵角可
変装置３６が設けられる。転舵角可変装置３６は、内部に駆動用電動機を含み、該電動機
は、後述の電子制御装置６０の制御下、前輪舵角δｗを、ステアリングホイール３２の回
転によらず、転舵できるよう構成されている。ステアリングホイールの操舵角δｈ及び車
輪舵角δｗは、それぞれ、舵角センサ３２ａ、３６ａにより検出される。なお、図示して
いないが、後輪にも同様の電子制御装置６０の制御下、後輪を転舵する後輪操舵装置が設
けられていてもよい。
【００１９】
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制動装置４０は、各車輪の制動力を個別に発生することのできる油圧式制動装置であり
、オイルリザーバ、オイルポンプ、種々の弁等（図示せず）、各輪に装備をされたホイー
ルシリンダ４２ＦＬ、４２ＦＲ、４２ＲＬ、４２ＲＲ、及び、運転者によりブレーキペダ
ル４４の踏込みに応答して作動されるマスタシリンダ４６を含む油圧回路４８を有し、各
ホイールシリンダ内のブレーキ圧、即ち、各輪に於ける制動力は、通常は、マスタシリン
ダ圧力に応答して油圧回路４８によって調節されるところ、本発明の走行制御の実行時に
於いては、以下に述べる如く、電子制御装置６０の制御下、加減速制御、ＶＳＣ又はその
他のヨーモーメント生成を行う制御に応じて一斉又は個別に制御されるようになっている
。また、ブレーキ圧を制御するために、圧力センサ（図示せず）が、それぞれ、マスタシ
リンダ圧力、ホイールシリンダ４２ＦＬ−４２ＲＲの各圧力を検出するために設けられて
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いる。なお、制動装置は、各車輪の制動力を個別に調節できるものであれば、任意の形式
（例えば、電磁式など）のものであってよい。
【００２０】
エンジンの駆動出力、各輪のブレーキ圧、即ち、制動力、車輪舵角を制御する電子制御
装置６０は、通常の形式の、双方向コモン・バスにより相互に連結されたＣＰＵ、ＲＯＭ
、ＲＡＭ及び入出力ポート装置を有するマイクロコンピュータ及び駆動回路を含んでいて
よい。制御装置６０へは、本発明の制御を実施するために、アクセルペダルセンサ（図示
せず）からのアクセルペダル踏込量θａ、ブレーキペダルセンサ（図示せず）からのブレ
ーキペダル踏込量θｂ、ステアリングホイール（ハンドル）舵角δｈ、各輪の備えられた
車輪速センサ（図示せず）からの車輪速Ｖｗｉ、各輪のホイールシリンダ４２ＦＬ−４２
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ＲＲ内の圧力Ｐｂｉ（ｉ＝ＦＬ、ＦＲ、ＲＬ、ＲＲ）、前輪舵角δｗ、前後加速度センサ
６４により検出される前後加速度Ｇｘ、横方向加速度センサ６６により検出される横加速
度Ｇｙ、ヨーレートセンサ６８により検出されるヨーレートγ、エンジン回転数・吸入空
気量等のエンジン動作情報Ｅｒ等が入力される。
【００２１】
また、図示の車両に於いては、車両の周辺環境情報を取得する手段として、車両の前方
の障害物・先行車両、レーン形状等を認識するための検出器（ビデオカメラ、レーダー装
置）７０と、ＧＰＳ人工衛星と通信して種々の情報を取得するカーナビゲーションシステ
ム７２が設けられている。ビデオカメラ又はレーダー装置７０の検出データは、電子制御
装置６０内のデータ解析装置ＩＰ（画像処理装置等）へ送信され、任意の公知の手法にて
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車両前方の障害物の有無とその位置（自車両からの相対距離・相対速度と方向）や、走行
路面の形状に関する情報を生成するために用いられる。一方、カーナビゲーションシステ
ムは、自車両の位置（緯度、経度）・車体の向き、走行路の道路線形等のデータを生成し
、それらの情報を電子制御装置６０へ送信する。更に、電子制御装置６０の内部に於いて
、公知の任意の方式により（好ましくは各輪の）路面摩擦係数μを推定する装置が組み込
まれ、路面摩擦係数μが本発明の制御（将来軌跡の推定、フィードバック制御指令量の決
定など）に於いて適宜利用される。なお、その他、任意に、制御に必要なパラメータが各
種センサにより電子制御装置６０へ検出され入力されてよい。
【００２２】
走行制御装置の構成及び作動の概要
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本実施形態の走行制御装置は、基本的には、運転者の操縦入力、即ち、アクセル踏込量
θａ、ブレーキ踏込量θｂ、ハンドル操舵角δｈに従って、車両の制駆動力、旋回方向を
制御するべく、動力装置２０、ステアリング装置３０、制動装置４０のそれぞれの作動を
公知の態様にて制御し、車両の走行状態が外乱等の影響によって乱れたとき又は乱れるお
それがあるとき、その外乱の影響を補償するよう車両の運動が制御される。この点に関し
、既に述べた如く（「発明の開示」の欄参照）、通常の車両の走行時には、運転者は、自
車の前方の走行経路の道路線形や自車周囲環境を認識して、前方の走行路に於いて自車両
が所望の軌跡・走行状態となるように、車両に対して操縦入力を与える。そこで、本発明
に於ける運動制御では、単に車両の走行状態を安定化させるだけではなく、種々の車両の
状態量、周辺環境情報等を用いて、現在の時点よりも後の車両の軌跡、車速、ヨーレート
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が、運転者の操縦入力に対応した軌跡、車速、ヨーレートと合致するように車両の運動が
制御される。
【００２３】
図２は、本発明の走行制御装置の好ましい実施形態の構成の概略を制御ブロック図の形
式で表したものである。図中、符号６０a〜ｉ、６１ａ〜ｃが付されているブロック及び
加算器は、電子制御装置６０の内部構成及びその内部の記憶装置に記憶されたプログラム
に従った演算処理作動により実現される。なお、同図に於いて、信号の流れについては、
簡単のため、主要な信号の流れのみが記載されている。
【００２４】
図２を参照して、本発明の走行制御装置の好ましい実施形態は、まず、通常の走行制御
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装置と同様に、アクセル踏込量θａとブレーキ踏込量θｂとに基づいて運転者の要求加減
速度αｔを決定する加減速度制御指令決定部６０ａと、要求加減速度αｔに応答して動力
装置２０により発生させる要求制駆動力Ｆａｔ（動力装置は、エンジンブレーキ又は回生
制動により制動力を発生し得る）又は制動装置４０により各輪に於いて発生させる要求制
動力Ｆｂｔｉとを決定する制駆動力制御司令部６０ｂと、ハンドル操舵角δｈに基づいて
車輪の目標転舵角δｗｔを決定する車輪舵角制御指令決定部６０ｃとを含む。要求制駆動
力Ｆａｔ、各輪の要求制動力Ｆｂｔｉ、目標転舵角δｗｔは、それぞれ、駆動制御装置６
０ｄ、制動制御装置６０ｅ、操舵制御装置６０ｆへ送信され、制御装置６０ｄ〜ｆは、そ
れぞれ、この分野に於いて公知の任意の制御態様にて、対応する要求値又は目標値（各輪
の制動力Ｆｂｔｉは、任意の制御手法により個別に制御されてよい。）が達成されるよう
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動力装置２０、制動装置４０、ステアリング装置３０を作動する。なお、図示していない
が、制御装置６０ｄ〜ｆは、内部に於いて、それぞれの要求値又は目標値と実際値が一致
するようサーボ制御が実行される。
【００２５】
更に、本発明の走行制御装置に於いては、上記の通常の構成に加えて、車両に対して外
乱が作用したときでも、実際の車両の軌跡・車速・ヨーレートが運転者の操縦入力に対応
する軌跡・車速・ヨーレートに合致させるための制御ブロックが構成される。具体的には
、図２に示されている如く、自車両の将来の軌跡を推定する将来軌跡推定部６０ｇと、か
かる将来軌跡に実際の車両の軌跡が追従するよう車両の運動をフィードバック制御するた
めのフィードバック制御指令量又はフィードバック補償量を決定するフィードバック制御
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指令決定部６０ｈと、前記のフィードバック制御指令量に応答して車両の挙動を制御する
挙動制御装置６０ｉと、要求加減速度αｔ、各輪の要求制動力Ｆｂｔｉ及び目標転舵角δ
ｗｔの各々に於いてフィードバック制御指令量を反映させるための加算器６１ａ〜６１ｃ
とが設けられる。
【００２６】
概して述べれば、将来軌跡推定部６０ｇでは、後で説明される如く、運転者の現在まで
の操縦入力、即ち、要求加減速度αｔと目標転舵角δｗｔとを用いて、運転者が現在から
新たな操縦入力を行うまでの車両の将来軌跡（車両の操縦入力が為された直後からの車両
の走行軌道の座標Ｓ＊、その走行軌道を車両が走行するときの車速Ｖ＊及びヨーレートγ
＊

）が推定される。また、フィードバック制御指令決定部６０ｈでは、実際の車両の軌跡
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（車両の位置座標、車速、ヨーレート）と上記の推定された将来軌跡とが比較され、両者
の偏差を低減又は最小化するフィードバック制御指令量として、要求加減速度αｔの補償
量Δαｔと軌跡とヨーレートとを補償するための補償ヨーモーメントＭｔが生成される。
補償ヨーモーメントＭｔは、挙動制御装置６０ｉへ送信され、目標転舵角δｗｔの補償量
Δδｗｔ及び／又は各輪への要求制動力Ｆｂｉの補償量ΔＦｂｉが生成される。そして、
かくして生成された補償量Δαｔ、ΔＦｂｉ、Δδｗｔは、それぞれ、加算器６１ａ〜ｃ
に於いて、αｔ、Ｆｂｉ、δｗｔに対して加算され、αｔ、Ｆｂｉ、δｗｔが修正されて
車両の運動が補償される。
【００２７】
将来軌跡推定部の作動
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上記の将来軌跡推定部６０ｇでは、より詳細に述べれば、
（ｉ）要求加減速度αｔと目標転舵角δｗｔとを用いた車両の将来軌跡の座標・車速・ヨ
ーレートの推定、
(ii)将来軌跡と、カーナビゲーションシステムによりＧＰＳから取得される道路線形との
重ね合わせ、
(iii)運転者が現在から新たな操縦入力を行うと推定される地点、現在の将来軌跡終点の
決定
が実行され、推定された将来軌跡の座標・車速・ヨーレートは、フィードバック制御指令
決定部に於いて適宜使用される。図３は、将来軌跡推定部６０ｇに於ける処理をフローチ
ャートの形式にて表したものである。同図の制御処理は、車両の運転中、常に実行されて
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いてよいが、運転者が本発明の走行制御を要求する場合のみ実行されるようになっていて
もよい。
【００２８】
まず、図３（Ａ）を参照して、将来軌跡推定部の動作が開始されると、まず、現在有効
な将来軌跡の推定値（将来軌跡の座標値Ｓ＊・車速値Ｖ＊・ヨーレート値γ＊）が存在し
、フィードバック制御指令決定部がその値を利用できる状態に設定されているか否かが判
定される（ステップ１０）。将来軌跡推定部が動作開始された直後は将来軌跡設定されて
いないので、その場合には、将来軌跡の推定が実行される（ステップ４０）。
【００２９】
ステップ４０の将来軌跡の推定に於いては、既に述べた如く、そのときの操縦入力であ

20

る要求加減速度αｔと目標転舵角δｗｔとが参照され、これらの値及び路面摩擦係数推定
装置からの推定摩擦係数等のパラメータに基づいて任意の車両の運動モデルを用いて、そ
のときの時間（τ＝０）から任意の時間（τ＝τｍａｘ）が経過するまでの車両の軌跡の
座標Ｓ＊（τ）と、車速値Ｖ＊（τ）と、ヨーレート値γ＊（τ）とが推定される（＊は
、将来軌跡に於ける推定値を表す。以下同様）。これらの値の推定演算のうち、車速値Ｖ
＊

（τ）は、典型的には、車両のエンジンの出力特性・動力装置の性能仕様・制動装置の

性能仕様・基準車重などを用いて一般的な力学的な算出方法に従って与えられてよい。ヨ
ーレート値γ＊（τ）は、一般的な車両のヨー方向運動モデル又は定常若しくは準定常旋
回運動モデルに従って、δｗｔ、Ｖ＊（τ）等を用いて与えられてよい。
30

【００３０】
＊

車両の軌跡の座標値Ｓ

（τ）は、地上に固定した座標系に於ける任意の車両のヨー方

向運動モデル（例えば、アッカーマンモデル・その他の任意の車両の走行軌跡シミュレー
ション法）に従った推定演算により、典型的には、車両の重心の軌跡の座標値として与え
られる。地上に固定した座標系としては、例えば、図４（Ａ）に例示されている如きＸ−
Ｙ直交座標系が用いられてよい。同図の座標系が用いられる場合、まず、軌跡推定時の車
両の重心が座標系の原点に設定され、そのときの車両の重心の速度ベクトルの方向がＸ軸
に設定される（従って、車両の重心が座標系の原点にあるときには、座標系のＸ軸から図
った車両のヨー角θ（前後方向軸までの角度）の大きさは、そのときの車両のスリップ角
βの大きさに一致する。）。ここで、Ｘ軸と重心軌跡上の任意の地点Ｑに於ける軌跡の接
線方向（速度ベクトル）との為す角をΨ（Ｘ）とすると、Ψ（Ｘ）は、
Ψ（Ｘ）＝θ（Ｘ）−｜β（Ｘ）｜

40

…（１）

により与えられ、重心軌跡の任意のＸに於けるＹ座標は、
Ｙ（Ｘ）＝∫ｔａｎΨ（χ）ｄχ

…（２）

［積分区間は、０〜Ｘ］
Ｘの関数として表される。座標系のＸ軸から図った車両のヨー角θ（Ｘ）は、
θ（ｔ）＝β（０）＋∫γ＊（τ）ｄτ

…（３）

［積分区間は、０〜ｔ］
により与えられ、スリップ角βは、ヨーレートγ＊と車速Ｖ＊との関数である。従って、
任意の車両運動モデルによって、各時刻τに於けるＶ＊（τ）、γ＊（τ）、Ｘ＊（τ）
を逐次的に算出した後、各時刻τに於けるＸ＊に対応して、β（Ｘ）、θ（Ｘ）［式（３
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）］を算出し、しかる後に、式（２）により、Ｙ＊が、Ｘ＊の関数として与えられる。な
お、上記以外の任意の座標系が軌跡を表すために用いられてよい。重要なことは、後の道
路線形との重ね合わせ、フィードバック制御指令値の算出の際に、軌跡の座標値の一方（
上記の例ではＹ＊）、車速値Ｖ＊、ヨーレートγ＊が、それぞれ、軌跡の他方の座標値（
Ｘ＊）の関数として値が参照できるようになっていることである。また、上記の推定値の
各々は、数値演算により与えられてよく、座標値Ｘ＊をパラメータとするマップとして構
成されてよい。
【００３１】
かくして、τ＝０〜τmaxの間の将来軌跡の座標Ｙ＊（Ｘ＊）、車速値Ｖ＊（Ｘ＊）、
ヨーレート値γ＊（Ｘ＊）が決定されると、カーナビゲーションシステム７２から取得さ

10

れるＧＰＳ座標系に於ける現在の車両の重心位置座標（ＸａＧＰＳ，ＹａＧＰＳ）、車速
ベクトルの方向ξ及び車両の走行路の道路線形の座標（ＬｘＧＰＳ，ＬｙＧＰＳ）を用い
て、ステップ４０で推定された将来軌跡Ｙ＊（Ｘ＊）が有効であると推定される最終地点
、即ち、新たな操縦入力が為される地点の推定が為される（ステップ５０，６０）。
【００３２】
図３（Ｂ）は、ステップ５０−６０に於ける処理をより詳細にフローチャートの形式に
て表したものである。同図を参照して、ステップ５０−６０に於いては、まず、道路線形
の座標値（ＬｘＧＰＳ，ＬｙＧＰＳ）が、図４（Ａ）の座標系での値に変換される（ステ
ップ５１）。上記の記載から理解される如く、ステップ４０で推定された将来軌跡Ｙ＊（
Ｘ＊）は、図４（Ａ）に例示の（現在の）車両の重心を原点とする座標系で表されている
ＧＰＳ

のに対し、道路線形座標（Ｌｘ

ＧＰＳ

，Ｌｙ

ＧＰＳ

）は、ＧＰＳ座標系（Ｘ

20

Ｇ

−Ｙ

ＰＳ

座標系）により表されている（図４（Ｂ））。そこで、ステップ５１に於いては、

（ＬｘＧＰＳ，ＬｙＧＰＳ）→（Ｌｘ，Ｌｙ）

…（４）

（ここで、
Ｌｘ＝ｃｏｓξ・ＬｘＧＰＳ＋ｓｉｎξ・ＬｙＧＰＳ−ＸａＧＰＳ
Ｌｙ＝−ｓｉｎξ・Ｌｘ＋ｃｏｓξ・Ｌｙ−ＹａＧＰＳ）
なる座標変換が実行され、これにより、将来軌跡Ｙ＊（Ｘ＊）と道路線形との座標値を同
一の座標系に表し、両者が、これらの座標値を用いて、両者の幾何学的な関係が比較可能
な状態に重ね合わせられた状態とされる。
30

【００３３】
しかる後、図３（Ｂ）のチャートから理解される如く、Ｘ方向に沿って、逐次的に、道
路線形座標値（Ｌｘ，Ｌｙ）と将来軌跡Ｙ＊（Ｘ＊）とが逐次的比較され、運転者が新た
な操縦入力を与える地点、即ち、現在推定されている将来軌跡の有効な最終地点の探索が
実行される。
【００３４】
かかる探索に於いては、（ｉ）将来軌跡と道路線形とがずれ始める地点、(ii)道路線形
の曲率の大きい地点、(iii)道路線形に於いてカーブ出口である情報が在る地点、(iv)車
載のビデオカメラ・レーダー装置の観測により先行車・障害物が存在すると判定された地
点又は道路幅・道路勾配等の状態が変化すると判定された地点が探索される。

40

【００３５】
＊

具体的には、まず、将来軌跡Ｙ

（Ｘ

＊

）とＬｙ（Ｘ

＊

）との偏差が所定値以上である

か否かが判定される（ステップ５２）。なお、Ｌｙ（Ｘ＊）は、Ｌｘ＝Ｘ＊のときのＬｙ
を表している。将来軌跡Ｙ＊と道路線形Ｌｙとが離隔し、ずれ始める場合には、運転者は
、当然に自車両を道路線形に合わせるべく、操縦入力を変更すると推定される。従って、
｜Ｙ＊（Ｘ＊）−Ｌｙ（Ｘ＊）｜＞Ｙｍａｘ

…（５）

（Ｙｍａｘは、任意に設定される定数又は車速依存の関数であってよい。）
が成立するときには、その地点が、現在推定されている将来軌跡の有効な最終地点（Ｘｅ
＊

，Ｙｅ＊）として設定される（ステップ６０）。なお、閾値Ｙｍａｘは、運転者が操舵

角を所定量以上変更すると推定される軌跡と道路線形との偏差に基づいて決定されてよく
、閾値Ｙｍａｘの値は、実験的又は理論的に予め決定されてよい。
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【００３６】
次いで、道路線形Ｌｙ（Ｘ＊）の曲率Ｃ（Ｘ＊）について、その変化ΔＣ（Ｘ＊）に於
いて、
｜ΔＣ（Ｘ＊）｜＞Ｃｍａｘ

…（６）

が成立するか否かが判定されるようになっていてよい（ステップ５３）。ここで、Ｃｍａ
ｘは、任意に設定される閾値である。曲率Ｃ（Ｘ＊）は、図４（Ａ）の座標系に於いては
、
Ｃ（Ｘ＊）＝ｃｏｓΨ（Ｘ＊）・ｄΨ（Ｘ＊）／ｄｘ

…（６）

により与えられる。従って、ΔＣ（Ｘ＊）は、Ｃ（Ｘ＊）を更にＸについて微分した値に
より与えられる。実際の演算処理では、検査されるＸ＊に隣接するデータ点を用いて、Ψ

10

（Ｘ＊）、Ｃ（Ｘ＊）、ΔＣ（Ｘ＊）がディジタル演算の分野に於いて公知の任意の手法
により算出されてよい。道路線形Ｌｙ（Ｘ＊）の曲率Ｃ（Ｘ＊）の変化が大きい場合には
、（将来軌跡が道路線形に概ね整合していても）運転者が操縦入力を変更する可能性が高
い。そこで、式（６）が成立するときには、その地点が、現在推定されている将来軌跡の
有効な最終地点（Ｘｅ＊，Ｙｅ＊）として設定される（ステップ６０）。
【００３７】
更に、Ｌｙ（Ｘ＊）に於いてカーブ出口である旨の情報があるか否かが判定される(ス
テップ５４)。カーブ出口では、運転者が操縦入力を変更する可能性が高いので、その場
合には、その地点が、現在推定されている将来軌跡の有効な最終地点（Ｘｅ＊，Ｙｅ＊）
20

として設定される（ステップ６０）。
【００３８】
次いで、車載のビデオカメラ・レーダー装置の観測により判定された先行車・障害物が
存在する地点又は道路幅・道路勾配等の状態が変化する地点が、将来軌跡Ｙ＊（Ｘ＊）上
に存在するか否かが判定される（ステップ５５ａ、５５ｂ）。先行車・障害物等の位置、
道路幅・道路勾配等の道路状態変化の位置は、通常、車載のビデオカメラ・レーダー装置
により自車両からの相対位置・方向により特定されるが、カーナビゲーションシステムの
情報を用いて特定されてもよい。
【００３９】
図３（Ｂ）に例示の処理に於いては、まず、将来軌跡の推定時に於いて観測される先行
車・障害物・道路幅・道路勾配等の変化する個所の位置が、図４（Ａ）の座標系に於いて

30

＊

、（Ｏｂｘ，Ｏｂｙ）と表される。そして、Ｘ方向について、逐次的にＯｂｘとＸ

との

偏差が検査され（ステップ５５ａ）、偏差が閾値ΔＯｂｘより小さいときには、更に、Ｏ
ｂｙとＹ＊との偏差が閾値ΔＯｂｙにより小さいか否かが検査される（ステップ５５ｂ）
。かくして、ステップ５５ａ、５５ｂの条件式が共に成立するときは、図４（Ａ）中の星
印の如く、将来軌跡上に先行車・障害物・道路幅・道路勾配等の変化する個所が存在する
と判定することができる。車両の走行中、先行車・障害物・道路幅・道路勾配等の変化す
る個所に遭遇すると、運転者が操縦入力を変更する可能性が高い。従って、その地点が、
現在推定されている将来軌跡の有効な最終地点（Ｘｅ＊，Ｙｅ＊）として設定される（ス
テップ６０）。
【００４０】

40

なお、上記の障害物等又は道路状態変化の位置（Ｏｂｘ，Ｏｂｙ）は、好適には、運転
者が操舵角を所定角度以上変更するか否か、加減速度若しくはアクセルペダル又はブレー
キペダルの踏込量を所定量以上変更するか否かにより決定されてよい。障害物等に関して
は、障害物の大きさ、自車両の大きさ、障害物の相対距離・速度・方向に基づいて、車両
が障害物に近接したときに運転者が操舵角を所定角度以上変更するか又は加減速度若しく
はアクセルペダル又はブレーキペダルの踏込量を所定量以上変更すると推定される相対距
離が、ステップ５５ａ−ｂに於いて用いられる閾値（ΔＯｂｘ，ΔＯｂｙ）として特定さ
れる。また、道路幅又は道路勾配については、その変化に対応して、運転者が加減速度若
しくはアクセルペダル又はブレーキペダルの踏込量を所定量以上変更すると推定される場
合にステップ５５ａ−ｂに於いて考慮される位置（Ｏｂｘ，Ｏｂｙ）として認定される（
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閾値（ΔＯｂｘ，ΔＯｂｙ）は、車両の応答時間を考慮して決定されてよい。）。運転者
が操舵角を所定角度以上変更する（と推定される）障害物等と自車両との距離・方向及び
加減速度若しくはアクセルペダル又はブレーキペダルの踏込量を所定量以上変更する（と
推定される）道路状態の変化量は、実験的に又は理論的に予め決定されていてよい。また
、図３（Ｂ）では、一つの位置（Ｏｂｘ，Ｏｂｙ）の判定のみ記載されているが、（Ｏｂ
ｘ，Ｏｂｙ）となる対象が複数あるときには、それぞれについて、将来軌跡上に存在して
いるか否かが判定される。
【００４１】
かくして、図３（Ｂ）のサイクルが繰り返すうち、一度も上記の判定により、運転者が
操縦入力を行うと推定される地点が検出されずに、Ｘ＊＝Ｘ＊max（τ＝τmaxのときのＸ

10

＊

）に到達した場合には、推定された将来軌跡の最後の（Ｘ＊，Ｙ＊）が、最終地点（Ｘ

＊

，Ｙｅ＊）として設定される（ステップ６０）。

ｅ

【００４２】
ステップ５０−６０により将来軌跡の最終地点が決定されると、将来軌跡の座標Ｙ＊（
Ｘ＊）、車速値Ｖ＊（Ｘ＊）、ヨーレート値γ＊（Ｘ＊）が、Ｘをパラメータとして、後
に説明するフィードバック制御指令量の算出の際に適宜利用できるよう記憶され設定され
る。そして、図３（Ａ）のサイクルは、車両の走行中繰り返されるが、将来軌跡は、一旦
、設定されると、ステップ２０−操縦入力変化があったとき、ステップ３０−車両が推定
された将来軌跡の最終地点（Ｘｅ＊，Ｙｅ＊）に到達したとき（車両は走行中である。）
20

まで維持される。
【００４３】
ステップ２０の操縦入力の変化については、要求加減速度αｔと目標転舵角δｗｔのい
ずれが将来軌跡の推定時の値よりも所定値以上変化したとき、即ち、
｜αｔ−αｔ（推定時）｜＞αｏ

…（７ａ）

又は
｜δｗｔ−δｗｔ（推定時）｜＞δｏ

…（７ｂ）

のいずれか成立したときに、操縦入力に変化があったと判定されてよい。（αｏ、
δｏは、任意に設定される閾値である。）。
【００４４】
車両が推定された将来軌跡の最終地点（Ｘｅ＊，Ｙｅ＊）に到達したか否かは、カーナ
ＧＰＳ

ビゲーション情報からの車両の現在位置（Ｘａ

30

，Ｙａ

ＧＰＳ

）に対して、式（４）

と同様の座標変換を行い、その座標変換後の現在位置のＸ座標Ｘａについて、
｜Ｘａ｜＞｜Ｘｅ＊｜

…（８）

が成立したときに（絶対値で比較するのは、Ｘは、負の値も取り得るため）、車両が推定
された将来軌跡の最終地点に到達した判定されてよい。
【００４５】
かくして、ステップ２０又はステップ３０のいずれかが成立したときには、ステップ４
０−６０に於いて、上記の如く新たな将来軌跡の推定演算が実行される。
【００４６】
将来軌跡に基づくフィードバック制御

40

既に述べた如く、本発明の走行制御装置では、車両の軌跡・車速・ヨーレートが、運転
者の操縦入力に基づいて決定される将来軌跡とこれに対応する車速・ヨーレートに合致す
るように、車両の運動がフィードバック制御される。かかるフィードバック制御は、図２
に示されている如く、フィードバック制御指令決定部６０ｈと挙動制御装置６０ｉにより
為される。
【００４７】
フィードバック制御指令決定部６０ｈに於いては、まず、カーナビゲーションシステム
７２からの車両の現在位置（ＸａＧＰＳ，ＹａＧＰＳ）、車輪速センサからの車輪速値か
ら任意の方法により算出される現在の車速Ｖａ、ヨーレートセンサからのヨーレートγａ
が取得される。車両の現在位置の座標値（ＸａＧＰＳ，ＹａＧＰＳ）は、式（４）により
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、現在設定されている将来軌跡の座標系の値（Ｘａ，Ｙａ）に変換される。そして、現在
の車両の重心位置のＸ座標の値Ｘａをパラメータとして、Ｘ＊＝Ｘａのときの将来軌跡の
座標Ｙ＊（Ｘ＊）、車速値Ｖ＊（Ｘ＊）、ヨーレート値γ＊（Ｘ＊）を（将来軌跡推定部
６０ｇから）呼び出し、各々対応する偏差：
Ｙ座標：｜Ｙ＊（Ｘ＊）−Ｙａ｜
車速値：｜Ｖ＊（Ｘ＊）−Ｖａ｜
＊

ヨーレート値：｜γ

…（９）

（Ｘ

＊

）−γａ｜

が低減又は最小化する要求加減速度αｔと目標転舵角δｗｔに対するフィードバック補償
量Δαｔと補償ヨーモーメントＭｔとが算出される。かかるΔαｔとＭｔの算出には、上
記の偏差を低減又は最小化するＰＩＤ制御又はＬＱＩ制御（最適レギュレータ）等のこの
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分野に公知の任意の演算方法が用いられてよい。なお、フィードバック制御量の演算に於
いて、現在の加減速度、ヨーモーメント、路面摩擦係数が使用される場合には、Ｇセンサ
の検出値Ｇｘａ、ヨーレートγａの時間微分値、路面摩擦係数推定装置からの推定値が適
宜用いられるようになっていてよい。
【００４８】
かくして、算出されたフィードバック補償量のうち、要求加減速度に対するΔαｔは、
加算器６１ａに於いて加減速度制御指令決定部からの要求加減速度αｔに対して加算され
（Δαｔは、負値で在り得る。）、制駆動力制御指令部６０ｂを介して駆動制御装置又は
制動制御装置への指令に反映される。一方、補償ヨーモーメントＭｔは、挙動制御装置６
０ｉに送信され、ここに於いて、Ｍｔ及びその他のパラメータを用いて目標転舵角δｗｔ
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に対する補償量Δδｗｔと各輪の要求制動力に対する補償量ΔＦｂｔｉとが算定される。
かかる補償量Δδｗｔ、ΔＦｂｔｉの算定は、この分野に於いて公知の任意のＶＳＣ技術
又はＶＤＩＭ制御技術に従って実行されてよい。かくして、算定された補償量Δδｗｔ、
ΔＦｂｔｉは、それぞれ、操舵制御装置６０ｆ、制動制御装置６０ｅへの制御指令に於い
て反映されるべく、それぞれの目標値δｗｔ、Ｆｂｔｉに対して加算される。
【００４９】
ところで、実際の車両に於いては、車両の各部の制御装置又は駆動装置に操縦入力又は
制御入力に応じた指令を与えた場合、その指令に対して種々の遅れをもって応答すること
となる。また、既に説明したように、通常の車両の運転に於いて、運転者は、現在の車両
の位置・走行状態ではなく、車両の前方の、典型的には、数秒後の車両の位置・走行状態

30

が所望のものとなることを想定して操縦を実行する。そこで、これらの事情を考慮して、
本発明のフィードバック制御に於いては、現在の車両の位置・走行状態と推定された将来
軌跡に於ける位置・走行状態の偏差ではなく、現在よりも後の時点の車両の位置・走行状
態と将来軌跡に於ける位置・走行状態との偏差が低減され又は最小化されるようフィード
バック制御が実行されるようになっていてよい。
【００５０】
現在よりも後の時点での車両の位置・走行状態に於ける実際値と推定された将来軌跡の
各値との偏差によりフィードバック制御を実行する場合には、まず、現在の車両位置（Ｘ
ａ，Ｙａ）、加減速度値（Ｇセンサ値）Ｇｘａ、ヨーレートγａ、車輪舵角センサ値δｗ
ａ、車速値Ｖａ等を用いて、将来軌跡推定部６０ｇの場合と同様の任意の運動モデルを従
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って、現在の車両の走行状態がそのまま任意の時間ν経過した後の車両の軌跡に於けるＸ
座標値Ｘ（ν）、車速Ｖ（ν）、ヨーレートγ（ν）が推定され、式（２）により、時間
ν後の車両の重心のＹ座標値Ｙ(ν)が決定される。そして、Ｘ＊＝Ｘ（ν）のときの将来
軌跡の座標Ｙ＊（Ｘ＊）、車速値Ｖ＊（Ｘ＊）、ヨーレート値γ＊（Ｘ＊）を（将来軌跡
推定部６０ｇから）呼び出し、式（９）の場合と同様に各々対応する偏差：
Ｙ座標：｜Ｙ＊（Ｘ＊）−Ｙ（ν)｜
車速値：｜Ｖ＊（Ｘ＊）−Ｖ（ν) ｜

…（９ａ）

ヨーレート値：｜γ＊（Ｘ＊）−γ（ν)｜
が決定され、かかる式（９ａ）の偏差が低減され又は最小化されるよう、ＰＩＤ制御又は
ＬＱＩ制御に従ってフィードバック制御量が実行され、制御装置６０ｄ〜ｆの補償量とし
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て利用される。
【００５１】
上記の時間νは、車両の操縦入力又は制御入力に対する応答特性を考慮して、実験的に
又は理論的に設定されてよい。この点に関し、本発明の制御では、最終的には、現在の将
来軌跡の最終地点（Ｘｅ＊，Ｙｅ＊）に於いて、車両の軌跡・走行状態が将来軌跡に合致
するよう制御することが目標とされているので、時間νは、Ｘ（ν）＝Ｘｅ＊となる時点
であってもよい。
【００５２】
将来軌跡に基づくフィードバック制御時の車両の走行軌跡の例
図５は、上記の本発明の走行制御装置による将来軌跡に基づくフィードバック制御が実
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行された場合の車両の走行軌跡の例を示したものである。同図を参照して、車両がカーブ
路に進入したとき（左下）、将来軌跡推定部６０ｇにより、そのときの操縦入力に従って
将来軌跡（実細線）が推定演算される。そして、車両は、何ら外乱を受けない場合には、
その将来軌跡に沿って走行することとなる。しかしながら、カーブ路の走行中に、車両に
対して、図示の如く、横風外乱等が作用すると、車両の軌跡は、旋回外方へ膨らむ（実太
線）。かかる状態に於いて、本発明による将来軌跡に基づくフィードバック制御が実行さ
れない場合には、点線で示されている如く、将来軌跡、即ち、運転者の希望する軌跡より
も旋回外方へ膨らんだままと走行を続けることとなる。一方、将来軌跡に基づくフィード
バック制御が実行される場合には、実軌跡と将来軌跡との偏差が低減又は最小化されるこ
ととなるので、実太線の如く、実軌跡は将来軌跡へ復帰されることとなる。
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【００５３】
以上に於いては本発明を特定の実施例について詳細に説明したが、本発明は上述の実施
例に限定されるものではなく、本発明の範囲内にて他の種々の実施例が可能であることは
当業者にとって明らかであろう。
【００５４】
例えば、上記の将来軌跡の推定処理に於いては、最終地点（Ｘｅ＊，Ｙｅ＊）を道路線
形その他の条件により設定しているが、最終地点（Ｘｅ＊，Ｙｅ＊）を、常に将来軌跡の
最後の点（Ｘmax＊，Ｙmax＊）としてもよい。この場合の将来軌跡の最後の点までの軌跡
が、発明の開示の欄で記載した第一の将来軌跡であり、最後の点（Ｘmax＊，Ｙmax＊）が
第二の将来軌跡に相当する。また、この場合、ステップ５０−６０の処理は省略され、将
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来軌跡推定を長めに実行する場合には、実質的には、操縦入力の変化があったときに、将
来軌跡の推定及び設定が実行される。フィードバック制御に於いては、Ｘ（ν）＝Ｘmax
＊

となる実軌跡の推定がなされ、そのときのＹ座標値Ｙ（ν）、車速値Ｖ（ν）、ヨーレ

ート値γ（ν）が、Ｙ＊（Ｘmax＊）、車速値Ｖ＊（Ｘmax＊）、ヨーレート値γ＊（Ｘma
x＊）に一致するよう制御が実行されてよい。
【００５５】
また、上記実施形態に於いては、軌跡座標値、車速値、ヨーレート値が将来軌跡に合致
するよう制御されているが、軌跡座標値とスリップ角又はヨー角の将来軌跡が推定され、
実軌跡がそれに合致するようフィードバック制御が実行されてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００５６】
【図１】図１は、本発明の好ましい実施形態である走行制御装置が搭載される車両の模式
図である。
【図２】図２は、本発明の好ましい実施形態に於ける走行制御装置の内部構成を制御ブロ
ックの形式で表したものである。
【図３】図３（Ａ）は、将来軌跡推定部に於ける処理を過程の流れをフローチャートの形
式で表したものであり、図３（Ｂ）は、（Ａ）のステップ５０−６０に於ける処理の流れ
を詳細に示したものである。
【図４】図４（Ａ）は、本発明の走行制御装置に於ける将来軌跡の推定、将来軌跡（実曲
線）と道路線形（一点鎖線）との比較を行う際に用いられる座標系を示したものである。
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図４（Ｂ）は、ＧＰＳ座標系と図４（Ａ）の座標系との関係を表した図である。
【図５】図５は、旋回走行中に横風外乱を受けたときの車両の軌跡の例を示したものであ
る。実細線は、操縦入力に基づいて推定される将来軌跡、点線は、横風外乱を受けた後、
将来軌跡に基づくフィードバック制御を実行しない場合の軌跡（従来技術）、実太線は、
横風外乱を受けた後、将来軌跡に基づくフィードバック制御を実行した場合の軌跡（本発
明）を示している。
【符号の説明】
【００５７】
１０…車両
10

１２ＦＬ〜１２ＲＲ…車輪
１４…アクセルペダル
２０…動力装置
３０…ステアリング装置
３２…ステアリングホイール
３６…転舵角可変装置
４０…制動装置
４２FL〜４２RR…ホイールシリンダ
４４…ブレーキペダル
４８…油圧回路
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６０…電子制御装置
６４…前後加速度センサ
６６…横方向加速度センサ
６８…ヨーレートセンサ
７０…ビデオカメラ又はレーダー装置
７２…カーナビゲーションシステム
【図１】

【図２】
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【図３】

【図５】

【図４】
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