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(57)【要約】
【課題】コーナ部を快適に走行できる車両の走行制御装
置を提供する。
【解決手段】車両を走行予定ラインに沿って走行するよ
うに制御する車両の走行制御装置において、自車両と道
端との最小距離を設定する車幅間隔設定手段（ステップ
Ｓ４）と、自車両の前方のコーナ部におけるクロソイド
曲線を、そのコーナ部における道端と自車両との距離が
前記車幅間隔設定手段で設定された最小距離以上となる
よう求めるクロソイド曲線設定手段（ステップＳ６，Ｓ
７）と、そのクロソイド曲線設定手段によって求められ
たクロソイド曲線に沿って走行するように制御する制御
手段（ステップＳ１０～Ｓ１２）とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両を走行予定ラインに沿って走行するように制御する車両の走行制御装置において、
　自車両と道端との最小距離を設定する車幅間隔設定手段と、
　自車両の前方のコーナ部におけるクロソイド曲線を、そのコーナ部における道端と自車
両との距離が前記車幅間隔設定手段で設定された最小距離以上となるよう求めるクロソイ
ド曲線設定手段と、
　そのクロソイド曲線設定手段によって求められたクロソイド曲線に沿って走行するよう
に制御する制御手段と
を備えていることを特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項２】
　前記車幅間隔設定手段は、過去に走行したコーナ部での自車両とそのコーナ部の道端と
の間隔に基づいて、前方のコーナ部における道端と自車両との最小距離を学習する手段を
含むことを特徴とする請求項１に記載の車両の走行制御装置。
【請求項３】
　前記車両は左右の車輪の駆動トルクを個別に制御できる車両を含み、
　前記制御手段は、前記クロソイド曲線設定手段によって求められたクロソイド曲線に沿
って走行するように左右の車輪の駆動トルクを制御する手段を含む
ことを特徴とする請求項１または２に記載の車両の走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両の駆動力や走行ラインなどを求めて車両の走行を制御する装置に関し
、特にコーナ部を走行する際の制御を行う装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高速道路などの車道における円形のカープの前後に、直線と円とを繋ぐ中間に緩和曲線
が挿入される場合があり、これはクロソイド曲線と称され、滑らかにステアリングホイー
ルを回して曲線区間（コーナ部）を走行できるようにするためのものである。したがって
、コーナ部におけるクロソイド曲線に沿って走行できれば、ドライバーの負担を軽減して
安定した走行を行うことができる。
【０００３】
　そこで例えば特許文献１に記載された発明では、コーナ部にクロソイド曲線の区間が含
まれ、かつその区間の道路長などが道路地図情報として格納されている場合、その道路地
図情報におけるクロソイド曲線の区間の道路長と一定曲率の部分の道路長とに基づいて推
奨車速を求めるように構成された発明が記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、道路状況に適した駆動力制御を行うために、地図データのデー
タベースに格納されているノード点に関する情報に基づいてコーナ部におけるクロソイド
曲線を求めるように構成された発明が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３３１０００号公報
【特許文献２】特開２００５－２１４８３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載されている発明では、コーナ部に設定されているクロソイド曲線の情
報を車速の制御に取り入れることができるので、コーナ部の走行の安定性が向上する可能
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性があるが、その制御のためには、コーナ部にクロソイド曲線の区間が設けられ、かつそ
の道路地図情報を入手できることが前提条件となる。したがって、クロソイド曲線の区間
が設けられていないコーナ部やその道路地図情報を入手できないなどの場合には、コーナ
部を走行するための推奨車速が得られず、またそのようなコーナ部が多数存在しているの
で、結局は多様な道路を安定して走行するためには未だ改善の余地がある。
【０００７】
　これに対して特許文献２に記載された発明では、ノード点の情報に基づいてクロソイド
曲線を設定するので、地図情報にクロソイド曲線の区間やその情報が格納させていなくて
もクロソイド曲線に沿った走行もしくはそれに近似した走行が可能になる。しかしながら
、コーナ部自体がクロソイド曲線に沿った曲線になっていない場合には、クロソイド曲線
は実際の道路を斜めに横切るように設定され、そのためこのようにして設定されたクロソ
イド曲線に沿って走行するとすれば、車両が道端に接近する事態が生じ、搭乗者に違和感
を与える可能性がある。
【０００８】
　この発明は上記の技術的課題に着目してなされたものであり、コーナ部の走行を容易に
する走行制御装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、請求項１の発明は、車両を走行予定ラインに沿って走行
するように制御する車両の走行制御装置において、自車両と道端との最小距離を設定する
車幅間隔設定手段と、自車両の前方のコーナ部におけるクロソイド曲線を、そのコーナ部
における道端と自車両との距離が前記車幅間隔設定手段で設定された最小距離以上となる
よう求めるクロソイド曲線設定手段と、そのクロソイド曲線設定手段によって求められた
クロソイド曲線に沿って走行するように制御する制御手段とを備えていることを特徴とす
るものである。
【００１０】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記車幅間隔設定手段は、過去に走行し
たコーナ部での自車両とそのコーナ部の道端との間隔に基づいて、前方のコーナ部におけ
る道端と自車両との最小距離を学習する手段を含むことを特徴とする車両の走行制御装置
である。
【００１１】
　請求項３の発明は、請求項１または２の発明において、前記車両は左右の車輪の駆動ト
ルクを個別に制御できる車両を含み、前記制御手段は、前記クロソイド曲線設定手段によ
って求められたクロソイド曲線に沿って走行するように左右の車輪の駆動トルクを制御す
る手段を含むことを特徴とする車両の走行制御装置である。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、走行が予想される前方のコーナ部におけるクロソイド曲線を
求めるにあたり、道端（特にイン側の道端）と自車両との車幅方向での間隔が予め設定さ
れた最小距離以上となるようにクロソイド曲線が求められる。そして、そのクロソイド曲
線に沿って走行するように制御される。したがって、クロソイド曲線が設定されていない
コーナ部あるいはクロソイド曲線に関するデータが得られないコーナ部を走行するにあた
って、その入口や出口で加速度が変化する過渡領域での横加速度の変動を低減して乗り心
地を向上させることができ、またその場合に自車両が道端や路肩に過度に接近することが
ないので、搭乗者に違和感を与えることを回避もしくは抑制することができる。
【００１３】
　また、請求項２の発明によれば、コーナ部で設定されたクロソイド曲線に沿って走行す
る場合の自車両と道端との最接近距離は、過去の走行で学習されるから、自車両が道端に
過度に接近することがないのみならず、その接近距離は運転者の経験した距離以上に短く
なることを回避できる。
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【００１４】
　さらに、請求項３の発明によれば、左右の車輪の駆動力が制御されてクロソイド曲線に
沿って走行することになるので、コーナ部の走行がより容易になり、あるいは快適な走行
を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明に係る走行制御装置によって実行される制御の一例を説明するためのフ
ローチャートである。
【図２】コーナ部とその手前に位置する自車両との位置関係を模式的に示す図である。
【図３】クロソイド曲線の算出方法を説明するための線図である。
【図４】この発明で対象とすることのできる車両の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　この発明で対象とする車両は、運転者が操舵操作や加減速操作を行って道路を走行する
車両であり、最も定型的な例は動力源を搭載した四輪の自動車である。この種の車両では
、各車輪における駆動トルクに応じて回頭性（旋回性）が異なり、例えば後輪の駆動力が
前輪の駆動力より大きい場合には旋回しやすくなり、また旋回時の外輪の駆動力が内輪よ
り大きい場合には同様に旋回しやすくなる。したがって、前後左右の四輪の全て駆動トル
クを個別に制御できる車両では、旋回時や直線走行時の走行制御をより多様に、また容易
に制御できる。
【００１７】
　前後左右の四輪の駆動トルクを個別に制御できる車両の一例を図４に模式的に示してあ
る。ここに示す例は、インホイールモータなどの駆動力源を車輪毎に設け、それぞれの駆
動力源を個別に制御するように構成された車両である。すなわち、図４において、左右の
前輪ＷFL，ＷFRと左右の後輪ＷRL，ＷRRとのそれぞれに対応してモータＭFL，ＭFR，ＭRL
，ＭRRが設けられ、それらのモータＭFL，ＭFR，ＭRL，ＭRRの出力トルクをそれぞれに対
応する車輪ＷFL，ＷFR，ＷRL，ＷRRに伝達するように構成されている。また、各車輪ＷFL
，ＷFR，ＷRL，ＷRRに負の駆動トルクすなわち制動トルクを生じさせるために各車輪ＷFL
，ＷFR，ＷRL，ＷRR毎にブレーキＢFL，ＢFR，ＢRL，ＢRRが設けられており、それらのブ
レーキＢFL，ＢFR，ＢRL，ＢRRを個別に制御することにより、各車輪ＷFL，ＷFR，ＷRL，
ＷRRの制動トルクを個別に制御できるように構成されている。
【００１８】
　上記の各モータＭFL，ＭFR，ＭRL，ＭRRはモータコントローラＭCRに接続されいる。こ
のモータコントローラＭCRは、蓄電器やインバータおよびマイクロコンピュータなどから
構成され、運転者の操作に基づく要求や車両の状態あるいは道路の状況などに基づく要求
によって各モータＭFL，ＭFR，ＭRL，ＭRRの出力を個別に制御するように構成されている
。さらに、そのモータコントローラＭCRにはナビゲーションシステムＮVSが接続されてい
る。このナビゲーションシステムＮVSは、地図情報や道路情報を記憶し、自立航法システ
ムやＧＰＳ（グローバルポジションニングシステム）を利用して地図データ上での車両の
位置を求め、道路情報あるいは地図情報と併せて自車両の位置をディスプレーなどに表示
し、さらには制御データをモータコントローラＭCRなどの他のコンピュータに出力するよ
うに構成されている。
【００１９】
　このような車両を対象とするこの発明に係る制御装置は、ナビゲーションシステムＮVS
で得られる自車両の位置情報および自車両の周囲の道路情報ならびに前方のコーナ部の道
路情報に基づいてそのコーナ部の走行予定ラインを求め、またそのコーナ部を走行するた
めの制御を行うように構成されている。その制御は、例えば上記のモータコントローラＭ
CRによって行うよう構成することができる。
【００２０】
　図１はその制御の一例を説明するためのフローチャートであって、ここに示す例は、走
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左右の駆動トルクを制御するように構成した例である。図１に示す例では、先ず、自車両
の位置および車速が取得される（ステップＳ１）。自車両の位置は、上記のナビゲーショ
ンシステムＮVSによって得られ、また車速は車両に搭載している車速センサによって得ら
れる。また、前方のコーナ部の半径Ｒおよび車線幅が取得される（ステップＳ２）。これ
らはいずれもナビゲーションシステムＮVSに記憶させてあるデータから読み出したもので
あってよい。なお、車線幅は、現在時点の自車両の位置での車線幅およびコーナ部の車線
幅の両方である。
【００２１】
　コーナ部Ｃとその手前に位置する自車両ＶH との位置関係を図２に模式的に示してある
。なお、図２において、細い破線Ｌｗは、道路形状どおりの走行ラインを示し、太い破線
Ｌｔは、目標とする走行ラインを示している。また、符号Ｗは車線幅を示している。前方
にコーナ部Ｃが検出された時点などの所定の時点に、取得された自車両の位置およびその
時点の車幅とに基づいて、自車両と車線の端（コーナ部のイン側の道端）までの距離Ｄが
演算される（ステップＳ３）。なおその場合、自車両の幅のデータを必要とするが、これ
は、自車両に関するデータとして予め記憶させておけばよい。また、自車両と道端（イン
側の道端）との間に設定するべき最小距離Ｄｃが求められる（ステップＳ４）。これは、
過去に走行したコーナ部での自車両と道端との距離の平均値など過去のデータに基づく学
習によって得ることが好ましい。なお、これに限らず、この発明では、手動で予め入力し
た値やコーナ部の曲率半径毎にマップなどの形で予め記憶させた値などであってもよい。
【００２２】
　ついで、前方のコーナ部Ｃに進入する部分におけるクロソイド定数Ａの自乗が演算され
（ステップＳ５）、またクロソイド曲線の長さＬtgが演算される（ステップＳ６）。これ
らは以下に説明するクロソイド曲線の算出方法によって得られる。図３は、コーナ部Ｃの
入口に設定するクロソイド曲線を、Ｘ－Ｙ座標に示した図であり、走行ラインの中心線か
ら車幅方向へのズレ量ｄと、コーナ部Ｃでの道路形状から決まる曲率半径Ｒf とに基づい
てクロソイド定数Ａと、その曲線長さＬtgを決定する。これらの関係は、（１）式で表さ
れる。

【数１】

【００２３】
　クロソイド曲線の始点を原点とし、道路形状から決まる走行ラインの半径がＲf となる
点の座標を（Ｘ，Ｙ）とすると、上記のズレ量ｄは（２）式で表される。
【数２】

なお、τは点（Ｘ，Ｙ）における接線の傾きである。
【００２４】
　クロソイドの関係式により、Ｙおよびτは、下記の（３）式および（４）式によって表
される。

【数３】
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【数４】

【００２５】
　上記のsinτおよびcosτをマクローリン展開すると、（５）式および（６）式のように
なる。

【数５】

【数６】

【００２６】
　したがって、上記の（３）式のＹ、および（４）式のズレ量ｄは、（７）式および（８
）式のようになる。
【数７】

【数８】

【００２７】
　したがって、マクローリン展開の第二項までを用いてクロソイド定数Ａ、および曲線長
さＬtgは下記の（９）式および（１０）式で近似できる。
【数９】

【数１０】

【００２８】
　これら（９）式および（１０）式におけるズレ量ｄに、前述した直線走行中における自
車両から道端までの間隔Ｄと、図２に示す最小距離Ｄc との差（Ｄ－Ｄc）を代入するこ
とにより、前方のコーナ部Ｃにおけるクロソイド定数Ａの自乗およびクロソイド曲線長さ
Ｌtgが求められる。
【００２９】
　さらに、コーナ開始点からクロソイド曲線の終了点までの長さＬe が演算される（ステ
ップＳ７）。具体的には、下記の（１１）式で近似できる。
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【数１１】

【００３０】
　ついで、クロソイド曲線の開始位置が求められる（ステップＳ８）。上記のようにコー
ナ開始点からクロソイド曲線の終了点までの長さＬe が演算され、またクロソイド曲線の
終点の座標が、曲率半径がＲf になる点として判っているので、コーナ開始点からクロソ
イド曲線の終了点までの長さＬe を、クロソイド曲線長さＬtgから減算することによりク
ロソイド曲線の開始点を求めることができる。すなわち、クロソイド曲線の開始点は、コ
ーナ開始点から（Ｌtg－Ｌe ＝Ｌtg／２）の距離だけ手前の位置となる。
【００３１】
　上記のようにして設定されたクロソイド曲線に沿って走行する際の駆動力を制御するた
めに、先ず、ステップＳ８で求められたクロソイド曲線の開始点を通過したか否かが判断
される（ステップＳ９）。このステップＳ９で否定的に判断された場合には、クロソイド
曲線に沿った走行を行わないので、駆動力の制御を特には行う必要がなく、したがって特
に制御を行うことなくリターンする。これとは反対に、自車両がクロソイド曲線の開始点
に到ってステップＳ９で肯定的に判断された場合には、クロソイド曲線の区間の走行時間
ｔが演算される（ステップＳ１０）。一定の車速Ｖで走行するとした場合、その時間ｔは
、クロソイド曲線の長さＬtgを車速Ｖで除算して求められる。
【００３２】
　このようにして求められた走行時間ｔを使用して目標ヨーレートγが演算される（ステ
ップＳ１１）。クロソイド曲線上を一定の車速で走行すると、横加速度（横Ｇ）は、
　　Ｖ３／Ａ２　（ｍ／ｓ３）
の一定の変化量で増加する。したがって、クロソイド曲線の区間の走行時間が「ｔ」であ
るから、横加速度が
　　Ｖ３／Ａ２×ｔ　（ｍ／ｓ２）
となるように走行すれば、クロソイド曲線上を走行することになる。したがって、横加速
度を車速で除算することによりヨーレートが求められるから、ステップＳ１１での目標ヨ
ーレートγは、
　　γ＝Ｖ２／Ａ２×ｔ　（ｒａｄ／ｓ）
として演算することができる。
【００３３】
　これに続くステップＳ１２では、車両に生じるヨーレートが上記の目標ヨーレートγと
なるように、左右の車輪の駆動トルクが制御される。この制御は、検出された実ヨーレー
トと目標ヨーレートγとの偏差に基づくフィードバック制御によって行うことができ、あ
るいはフィードフォワード制御によって行うこともできる。そして、図４に示すように各
車輪ＷFL，ＷFR，ＷRL，ＷRRにそれぞれに対応してモータＭFL，ＭFR，ＭRL，ＭRRを設け
た車両では、モータコントローラＭCRによってそれらのモータＭFL，ＭFR，ＭRL，ＭRRを
個別に制御することによりクロソイド曲線に沿った走行を行うことができる。その場合、
クロソイド曲線は、前述した道端との間に最小距離Ｄc を考慮して設定されているので、
自車両が過度に道端に接近することはなく、運転者に違和感を与えることを回避できる。
そして、クロソイド曲線の区画が無いコーナ部を走行する場合であっても、車両の走行ラ
インはクロソイド曲線に設定されるので、横加速度が急変するなどのことなく、快適に走
行することができる。
【００３４】
　ここで、上述した具体例とこの発明との関係を簡単に説明すると、図１に示すステップ
Ｓ４の制御を実行する機能的手段がこの発明における車幅間隔設定手段に相当し、またス
テップＳ６およびステップＳ７の制御を実行する機能的手段がこの発明におけるクロソイ
ド曲線設定手段に相当し、さらにステップＳ１０ないしステップＳ１２の制御を実行する
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機能的手段がこの発明における制御手段に相当する。
【００３５】
　なお、この発明は、自車両の前方のコーナ部に、自車両に適した新たなクロソイド曲線
を走行予定ラインとして設定するように構成されていればよく、したがって前方のコーナ
部がクロソイド曲線区間を有していないように設計されている場合に限らず、クロソイド
曲線区間を有するように設計されている場合であっても、自車両に適したクロソイド曲線
を走行予定ラインとして設定し、運転者の違和感を解消もしくは抑制することができる。
これを簡単に説明すると、前方のコーナ部に設計上設けられているクロソイド曲線の長さ
と、コーナ部の半径とに基づいて、コーナ部の手前の直線部におけるズレ量を求める。こ
れは、前述した図３を参照して説明したクロソイド曲線の算出方法での演算とは逆の演算
になる。こうして逆算されたズレ量に、直線部における自車両と道端との間隔Ｄと、学習
などによって予め定められた自車両と道端との最小距離Ｄc との差（Ｄ－Ｄc ）を加算し
て新しいクロソイド曲線のズレ量とする。この新しいズレ量と前述した（９）式および（
１０）式によって新たにクロソイド定数、およびクロソイド曲線長を求め、これに基づい
て自車両の新たな制御目標を設定する。こうすることにより、前方のコーナ部に設計上設
定されているクロソイド曲線とは異なる、自車両の走行に適したクロソイド曲線を設定し
、自車両に適したコーナ走行を行うことができる。
【００３６】
　上述したように、この発明に係る制御装置では、過去のコーナ部の走行に際に得られた
自車両と道端との間隔（距離）を利用して制御を行うことが可能であり、そのような間隔
（距離）は、ナビゲーションシステムＮVSによる自車両の位置とナビゲーションシステム
ＮVSに記憶させてある道路情報とに基づいて求めることができ、またこれ以外にミリ波や
マイクロ波、レーダ、レーザ、超音波などを使用して実測することとしてもよい。
【００３７】
　さらに、上記の具体例では、算出したクロソイド曲線に沿うように走行する制御として
、目標ヨーレートに基づいて左右の車輪の駆動トルクを制御する例を挙げたが、この発明
における走行制御は、車輪の駆動トルクを制御する以外に、算出されたクロソイド曲線に
基づく走行予定ラインをナビゲーションシステムＮVSにおけるディスプレーやフロントガ
ラスなどに表示し、これにより運転者に対してクロソイド曲線に沿った走行を促す制御で
あってもよい。また、この発明で対象とする車両は、前後いずれかの二輪を駆動輪とした
車両であってもよく、その場合、クロソイド曲線に沿った走行を行うためのヨーを発生さ
せるためには、その駆動輪の駆動力を大小に制御すればよく、あるいはそのような駆動ト
ルクの制御を、操舵角の制御と併せて実行することとすればよい。
【００３８】
　そして、この発明には、コーナ部での自車両と道端との間隔が前述した最小距離に一致
する必要は特にはなく、最小距離以上であればよい。
【符号の説明】
【００３９】
　ＷFL，ＷFR…前輪、　ＷRL，ＷRR…後輪、　ＭFL，ＭFR，ＭRL，ＭRR…モータ、　ＢFL
，ＢFR，ＢRL，ＢRR…ブレーキ、　ＭCR…モータコントローラ、　ＮVS…ナビゲーション
システム、　Ｃ…コーナ部、　ＶH…自車両。
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