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(57)【要約】
【課題】運転者の簡単な操作により、様々な駐車スペー
スや車両の周辺環境にあわせて車両速度を変更しながら
スムーズに車両を駐車させることができる車両制御装置
を得る。
【解決手段】車両に設けられて車両の周辺をモニタする
センサからの出力に基づいて、車両を駐車することがで
きる駐車スペースを検索する周辺監視部と、駐車スペー
スへの車両の誘導経路を設定し、車両の位置姿勢を演算
するとともに、車両の舵角制御を行う操舵制御部と、誘
導経路に沿って車両が走行するように、車両の制駆動制
御を行う制駆動制御部と、を備え、車両の運転者により
、自動駐車の開始が指示された場合に、操舵制御部は、
車両の舵角制御を、運転者の操舵力を補助するアシスト
モードから、運転者によるハンドルの操舵を必要としな
い自動操舵モードに移行し、制駆動制御部は、車両の制
駆動制御を、車両のトルクを制御するトルク制御から、
車両の速度を制御する速度制御に移行する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に設けられて前記車両の周辺をモニタするセンサからの出力に基づいて、前記車両
を駐車することができる駐車スペースを検索する周辺監視部と、
　前記駐車スペースへの前記車両の誘導経路を設定し、前記車両の位置姿勢を演算すると
ともに、前記車両の舵角制御を行う操舵制御部と、
　前記誘導経路に沿って車両が走行するように、前記車両の制駆動制御を行う制駆動制御
部と、を備え、
　前記車両の運転者により、自動駐車の開始が指示された場合に、
　前記操舵制御部は、前記車両の舵角制御を、前記運転者の操舵力を補助するアシストモ
ードから、前記運転者によるハンドルの操舵を必要としない自動操舵モードに移行し、
　前記制駆動制御部は、前記車両の制駆動制御を、前記車両のトルクを制御するトルク制
御から、前記車両の速度を制御する速度制御に移行する
　車両制御装置。
【請求項２】
　前記制駆動制御部は、前記自動駐車時に、前記車両のアクセルペダルまたはブレーキペ
ダルからの入力に基づいて、前記車両の目標車速を決定し、現在の車速と前記目標車速と
の差に応じた制駆動トルクを演算して、前記車両の制駆動制御を行う
　請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　前記制駆動トルクは、前記ハンドルのハンドル角に応じて補正される
　請求項２に記載の車両制御装置。
【請求項４】
　前記目標車速は、前記センサによって検知された前記車両周辺に存在する障害物と前記
車両との距離に基づいて決定される
　請求項２または請求項３に記載の車両制御装置。
【請求項５】
　車両に設けられて前記車両の周辺をモニタするセンサからの出力に基づいて、前記車両
を駐車することができる駐車スペースを検索する周辺監視ステップと、
　前記駐車スペースへの前記車両の誘導経路を設定し、前記車両の位置姿勢を演算すると
ともに、前記車両の舵角制御を行う操舵制御ステップと、
　前記誘導経路に沿って車両が走行するように、前記車両の制駆動制御を行う制駆動制御
ステップと、を有し、
　前記車両の運転者により、自動駐車の開始が指示された場合に、
　前記車両の舵角制御を、前記運転者の操舵力を補助するアシストモードから、前記運転
者によるハンドルの操舵を必要としない自動操舵モードに移行するステップと、
　前記車両の制駆動制御を、前記車両のトルクを制御するトルク制御から、前記車両の速
度を制御する速度制御に移行するステップと、をさらに有する
　車両制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、目標とする駐車スペースへの誘導経路を設定し、この誘導経路に沿って車
両が走行するように、車両の舵角制御および制駆動制御を行う車両制御装置および車両制
御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電動パワーステアリング装置において、運転者の操舵力を補助する通常のアシス
ト機能（アシストモード）に加えて、運転者によるハンドルの操舵を必要としない自動操
舵機能（自動操舵モード）を備え、自動操舵機能によって駐車支援や車線維持走行を可能
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にする操舵制御装置が増加している。
【０００３】
　このような操舵制御装置として、初期位置から目標位置へと至る経路を算出する経路算
出手段と、経路に沿った操舵を行い、車両を誘導する自動操舵手段と、自動操舵手段の作
動時に、車速が設定されている警報車速を超えた場合に、運転者に対して警報を発する警
報装置とを備え、経路は、操舵角を変化させる操舵領域と操舵角を保持する保舵領域とか
ら構成され、保舵領域における警報車速が、操舵領域における警報車速よりも大きく設定
されている車両用走行支援装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、最近では、操舵制御装置の自動操舵機能によって運転者がハンドルの操舵を行わ
ないばかりでなく、車両のエンジンやブレーキといった制駆動装置を制御する制駆動制御
により、運転者がアクセルやブレーキを操作することなく車両の駐車を可能にする車両制
御装置が提案されている。
【０００５】
　このような車両制御装置として、車両と周囲に存在する物体との距離を測定する距離測
定部と、車両の運転者毎に、車両と物体との距離と、その距離に対応する車両の駐車支援
時における速度との関係を、速度プロファイルとして記憶する速度プロファイル記憶部と
、運転者を特定する運転者特定部と、速度プロファイル記憶部に記憶されている、特定し
た運転者に対応する速度プロファイルを読み出して、駐車支援を制御する駐車支援制御部
とを備えた駐車支援装置が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１４７７６号公報
【特許文献２】特開２０１３－８２３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来技術には、以下のような課題がある。
　特許文献１の車両用走行支援装置では、駐車時の車両速度の制御を運転者が行う必要が
あるので、運転者は、車両の周辺環境を確認しながらアクセルやブレーキを操作しなけれ
ばならず、運転者の操作が複雑になってスムーズな駐車が困難になるという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献２の駐車支援装置では、駐車時の車両速度が運転者毎に記憶された速度
プロファイルで制御されるので、運転者は、アクセルやブレーキを操作しなくてもよいが
、様々な駐車スペースや車両の周辺環境にあわせて車両速度を変更することができないと
いう問題がある。
【０００９】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、運転者の簡単な
操作により、様々な駐車スペースや車両の周辺環境にあわせて車両速度を変更しながらス
ムーズに車両を駐車させることができる車両制御装置および車両制御方法を得ることを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る車両制御装置は、車両に設けられて車両の周辺をモニタするセンサから
の出力に基づいて、車両を駐車することができる駐車スペースを検索する周辺監視部と、
駐車スペースへの車両の誘導経路を設定し、車両の位置姿勢を演算するとともに、車両の
舵角制御を行う操舵制御部と、誘導経路に沿って車両が走行するように、車両の制駆動制
御を行う制駆動制御部と、を備え、車両の運転者により、自動駐車の開始が指示された場
合に、操舵制御部は、車両の舵角制御を、運転者の操舵力を補助するアシストモードから
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、運転者によるハンドルの操舵を必要としない自動操舵モードに移行し、制駆動制御部は
、車両の制駆動制御を、車両のトルクを制御するトルク制御から、車両の速度を制御する
速度制御に移行するものである。
【００１１】
　また、この発明に係る車両制御方法は、車両に設けられて車両の周辺をモニタするセン
サからの出力に基づいて、車両を駐車することができる駐車スペースを検索する周辺監視
ステップと、駐車スペースへの車両の誘導経路を設定し、車両の位置姿勢を演算するとと
もに、車両の舵角制御を行う操舵制御ステップと、誘導経路に沿って車両が走行するよう
に、車両の制駆動制御を行う制駆動制御ステップと、を有し、車両の運転者により、自動
駐車の開始が指示された場合に、車両の舵角制御を、運転者の操舵力を補助するアシスト
モードから、運転者によるハンドルの操舵を必要としない自動操舵モードに移行するステ
ップと、車両の制駆動制御を、車両のトルクを制御するトルク制御から、車両の速度を制
御する速度制御に移行するステップと、をさらに有するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明に係る車両制御装置によれば、車両の運転者により、自動駐車の開始が指示さ
れた場合に、操舵制御部は、車両の舵角制御を、運転者の操舵力を補助するアシストモー
ドから、運転者によるハンドルの操舵を必要としない自動操舵モードに移行し、制駆動制
御部は、車両の制駆動制御を、車両のトルクを制御するトルク制御から、車両の速度を制
御する速度制御に移行する。
　そのため、運転者の簡単な操作により、様々な駐車スペースや車両の周辺環境にあわせ
て車両速度を変更しながらスムーズに車両を駐車させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】この発明の実施の形態１に係る車両制御装置が適用される自動駐車システムを示
すブロック構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１に係る車両制御装置の制駆動制御部を示すブロック構成
図である。
【図３】この発明の実施の形態１に係る車両制御装置の処理を示すフローチャートである
。
【図４】この発明の実施の形態１に係る車両制御装置の速度制御時の目標車速とアクセル
入力との関係を示す説明図である。
【図５】この発明の実施の形態１に係る車両制御装置の速度制御時の目標車速と、障害物
と車両との距離との関係を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、この発明に係る車両制御装置および車両制御方法の好適な実施の形態につき図面
を用いて説明するが、各図において同一、または相当する部分については、同一符号を付
して説明する。
【００１５】
　実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１に係る車両制御装置が適用される自動駐車システムを
示すブロック構成図である。図１において、この自動駐車システムは、運転者の操作する
機器類として、自動駐車開始時に押下する自動駐車スイッチ１、方向指示器であるウィン
カー２、アクセルペダル３およびブレーキペダル４を備えている。
【００１６】
　また、この自動駐車システムは、車両や車両周辺の状態量をモニタするセンサ類として
、超音波センサ５、カメラ６、車輪速センサ７、加速度センサ８、ハンドル角センサ９、
操舵トルクセンサ１０およびシフトポジションセンサ１１を備えている。
【００１７】
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　超音波センサ５は、車両周辺の障害物を検知する。カメラ６は、道路上の白線や車両周
辺の障害物、歩行者等を検知する。車輪速センサ７は、車両の車輪の回転速度を検知する
。加速度センサ８は、車両の加速度および角速度を検知する。ハンドル角センサ９は、運
転者が操舵するハンドルのハンドル角を検知する。操舵トルクセンサ１０は、運転者のハ
ンドル操舵トルクを検知する。シフトポジションセンサ１１は、後述するシフトのシフト
ポジションを検知する。
【００１８】
　また、この自動駐車システムは、これらの機器類に対する運転者の操作入力およびセン
サ類で検知された車両や車両周辺の状態量に基づいて、自動駐車処理を行う車両制御装置
２０を備えている。車両制御装置２０は、周辺監視部２１、操舵制御部２２および制駆動
制御部２３を有している。
【００１９】
　また、車両制御装置２０は、ともに図示しないＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）とプログラムを格納した記憶部とを有するマイクロプロセッサで構
成されている。車両制御装置２０を構成する各ブロックは、記憶部にソフトウェアとして
記憶されている。
【００２０】
　また、この駐車システムは、車両制御装置２０の制御対象として、表示装置であるＨＭ
Ｉ（Ｈｕｍａｎ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３１、電動パワーステアリング
装置（ＥＰＳ：Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｔｅｅｒｉｎｇ）を構成する操舵用モ
ータ３２、シフト３３、駆動装置を構成するモータ、エンジン３４および制動装置を構成
するブレーキ、モータ３５を備えている。
【００２１】
　周辺監視部２１は、上記の機器類およびセンサ類からの出力に基づいて、車両を駐車す
ることができる駐車スペースを検索するとともに、車両周辺の障害物までの距離を演算す
る。また、周辺監視部２１は、ＨＭＩ３１を制御して、運転者に自動駐車時の車両の状況
を報知する。
【００２２】
　操舵制御部２２は、上記の機器類およびセンサ類、並びに周辺監視部２１からの出力に
基づいて、車両の誘導経路を設定し、自車両の位置姿勢を演算するとともに、車両の舵角
制御を行う。具体的には、操舵制御部２２は、ＨＭＩ３１を制御して、運転者に自動駐車
時の車両の状況を報知するとともに、設定された誘導経路および演算された位置姿勢に基
づいて、操舵用モータ３２およびシフト３３を制御し、車両の軌跡を制御する。
【００２３】
　制駆動制御部２３は、上記の機器類およびセンサ類、並びに周辺監視部２１および操舵
制御部２２からの出力に基づいて、車両のトルク制御または車速制御を行う。具体的には
、制駆動制御部２３は、モータ、エンジン３４およびブレーキ、モータ３５を制御するこ
と、すなわち制駆動装置となるアクチュエータを制御することで、自動駐車時の車両の動
きを制御する。
【００２４】
　図２は、この発明の実施の形態１に係る車両制御装置の制駆動制御部を示すブロック構
成図である。制駆動制御部２３は、トルク制御部２３１、速度制御部２３２および切り換
えスイッチ２３３を有している。
【００２５】
　また、制駆動制御部２３には、アクセルペダル３からのアクセル入力４１、ブレーキペ
ダル４からのブレーキ入力４２、車輪速センサ７からの車速４３、周辺監視部２１からの
障害物距離４４、自動駐車スイッチ１からのスイッチ入力４５、操舵トルクセンサ１０か
らのオーバーライド判定４６およびハンドル角センサ９からのハンドル角４７が入力され
る。なお、オーバーライド判定は、自動駐車中に、運転者のハンドル操作があった場合に
判定を行うものである。
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【００２６】
　ここで、制駆動制御部２３は、基本的に、自動駐車時以外は、トルク制御部２３１にお
いて、運転者のアクセル入力４１、ブレーキ入力４２、車速４３および障害物距離４４に
基づいて、運転者の要求する制駆動トルクを演算し、モータ、エンジン３４およびブレー
キ、モータ３５を制御する。
【００２７】
　これに対して、制駆動制御部２３は、自動駐車スイッチ１が押下され、スイッチ入力４
５があった場合には、速度制御部２３２において、運転者のアクセル入力４１に基づいて
目標車速を決定し、現在の車速４３との関係から必要な制駆動トルクを演算し、モータ、
エンジン３４およびブレーキ、モータ３５を制御する。なお、速度制御部２３２は、運転
者のブレーキ入力４２に基づいて目標車速を決定してもよい。
【００２８】
　なお、速度制御部２３２で演算される制駆動トルクは、ハンドル角４７によって補正さ
れる。すなわち、ハンドル角がゼロの直進状態に比べて、ハンドルが切れた状態では、ハ
ンドル角に応じてタイヤの受ける走行抵抗が大きくなるので、その分の制駆動トルクを補
正することで、ハンドル角によらない速度制御を実現することができる。
【００２９】
　また、トルク制御部２３１によるトルク制御と、速度制御部２３２による速度制御とは
、切り換えスイッチ２３３により切り換えられる。ここで、切り換えスイッチ２３３は、
基本的に、スイッチ入力４５があった場合には、自動駐車中として速度制御に切り換える
が、自動駐車中でも、運転者による操舵があった場合には、オーバーライド判定４６に応
じて、トルク制御に切り換える。
【００３０】
　また、運転者の好みにより、自動駐車中以外でもトルク制御から速度制御に切り換えた
り、自動駐車中でも速度制御からトルク制御に切り換えたりできるように、運転者の操作
により、切り換えスイッチ２３３を切り換える選択スイッチが設けられてもよい。
【００３１】
　最終的に、制駆動制御部２３で演算された制駆動トルクが正である場合には、駆動装置
を構成するモータ、エンジン３４を操作し、制駆動トルクが負である場合には、制動装置
を構成するブレーキ、モータ３５を操作することで、車両の制駆動制御が行われる。
【００３２】
　続いて、図３のフローチャートを参照しながら、制駆動制御部２３の具体的な処理につ
いて説明する。図３は、この発明の実施の形態１に係る車両制御装置の処理を示すフロー
チャートである。なお、図３のフローチャートは、制駆動制御部２３が周期的に繰り返し
実行するものである。
【００３３】
　まず、周辺監視部２１は、車両の側面に取り付けられた超音波センサ５およびカメラ６
を用いて、駐車スペースを検索し、目標とする駐車スペースを検出したか否かを判定する
（ステップＳ１０１）。
【００３４】
　ステップＳ１０１において、駐車スペースを検出した（すなわち、Ｙｅｓ）と判定され
た場合には、操舵制御部２２は、誘導経路を探索し、誘導経路を設定したか否かを判定す
る（ステップＳ１０２）。
【００３５】
　ステップＳ１０２において、誘導経路を設定した（すなわち、Ｙｅｓ）と判定された場
合には、操舵制御部２２は、自車両の目標位置姿勢を演算し（ステップＳ１０３）、制駆
動制御部２３は、自動駐車スイッチ１が押下されたか否かを判定する（ステップＳ１０４
）。
【００３６】
　ステップＳ１０４において、自動駐車スイッチ１が押下された（すなわち、Ｙｅｓ）と
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判定された場合には、制駆動制御部２３は、制駆動装置の制御を通常のトルク制御から速
度制御に変更し、操舵制御部２２は、ＥＰＳのモードを通常のアシストモードから自動操
舵モードに変更して、自動駐車を開始する（ステップＳ１０５）。
【００３７】
　一方、ステップＳ１０１において、駐車スペースを検出していない（すなわち、Ｎｏ）
と判定された場合、ステップＳ１０２において、誘導経路を設定していない（すなわち、
Ｎｏ）と判定された場合、およびステップＳ１０４において、自動駐車スイッチ１が押下
されていない（すなわち、Ｎｏ）と判定された場合には、そのまま図３の処理を終了する
。
【００３８】
　続いて、制駆動制御部２３は、運転者のアクセル入力４１と障害物距離４４とに基づい
て目標車速を決定し、車速４３との関係から加減速度を演算し、演算された加減速度に近
づくように制駆動装置を速度制御する（ステップＳ１０６）。具体的には、加減速度が正
である場合には、モータの力行トルクやエンジンのトルクを制御し、加減速度が負である
場合には、モータの回生トルクやブレーキを制御する。
【００３９】
　また、このとき、操舵制御部２２は、自車両の位置姿勢を演算し、設定された誘導経路
に応じて、ＥＰＳの舵角制御を行う（ステップＳ１０６）。
【００４０】
　次に、制駆動制御部２３は、運転者の操舵介入があるか否か、すなわちオーバーライド
判定４６があるか否かを判定する（ステップＳ１０７）。なお、制駆動制御部２３は、自
動駐車中に、常に操舵トルクセンサ１０により運転者によるハンドル操作がないか監視し
ており、ハンドル操作があった場合には、オーバーライド判定を行う。
【００４１】
　ステップＳ１０７において、運転者の操舵介入があった（すなわち、Ｙｅｓ）と判定さ
れた場合には、制駆動制御部２３は、制駆動装置の制御を速度制御から通常のトルク制御
に変更し、操舵制御部２２は、ＥＰＳのモードを自動操舵モードから通常のアシストモー
ドに変更して（ステップＳ１０８）、図３の処理を終了する。
【００４２】
　一方、ステップＳ１０７において、運転者の操舵介入がない（すなわち、Ｎｏ）と判定
された場合には、操舵制御部２２は、現在の自車両の位置姿勢がステップＳ１０３で演算
された目標位置姿勢に到達したか否かを判定する（ステップＳ１０９）。
【００４３】
　ステップＳ１０９において、自車両の位置姿勢が目標位置姿勢に到達した（すなわち、
Ｙｅｓ）と判定された場合には、図３の処理を終了する。
【００４４】
　一方、ステップＳ１０９において、自車両の位置姿勢が目標位置姿勢に到達していない
（すなわち、Ｎｏ）と判定された場合には、ステップＳ１０６に移行して、目標位置姿勢
に到達するまで制駆動装置の速度制御とＥＰＳの舵角制御が繰り返される。
【００４５】
　続いて、図４、５を参照しながら、速度制御時の目標速度について説明する。図４は、
この発明の実施の形態１に係る車両制御装置の速度制御時の目標車速とアクセル入力との
関係を示す説明図である。図５は、この発明の実施の形態１に係る車両制御装置の速度制
御時の目標車速と、障害物と車両との距離との関係を示す説明図である。
【００４６】
　図４に示されるように、速度制御時の目標車速は、運転者が操作するアクセルペダル３
からのアクセル入力４１に対して、基本的にリニアに増加し、上限となる制限車速を有し
ている。ここで、制限車速は、車両に設けられた入力スイッチを運転者が操作することで
、運転者の好みや車両の周辺環境に応じて調整されてもよい。
【００４７】
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　また、図５に示されるように、速度制御時の目標車速は、超音波センサ５等が検知する
障害物と車両との距離に応じても変更され、障害物と車両との距離が近くなることで、目
標車速が減少し、障害物と車両との距離が任意に設定される距離閾値よりも近くなると、
目標車速はゼロとなる。
【００４８】
　そこで、図４および図５に示した目標車速の最小値を設定することで、障害物と車両と
の距離が近い場合には、仮に運転者が障害物を見逃してアクセルペダル３を踏んでいたと
きであっても、車両が停止して障害物に接触することを防止することができる。
【００４９】
　このように、自動駐車中は運転者のアクセル入力４１に基づいて車両の速度制御を行い
、車両の制駆動装置を制御することにより、運転者がアクセルペダルの操作のみで車両速
度を一定に保つことができ、自動駐車の精度を確保しながら、運転者にとって操作が容易
、単純でロバスト性が高く、様々な駐車スペースや車両の周辺環境にあわせた自動駐車を
行うことができる。
【００５０】
　以上のように、実施の形態１によれば、車両の運転者により、自動駐車の開始が指示さ
れた場合に、操舵制御部は、車両の舵角制御を、運転者の操舵力を補助するアシストモー
ドから、運転者によるハンドルの操舵を必要としない自動操舵モードに移行し、制駆動制
御部は、車両の制駆動制御を、車両のトルクを制御するトルク制御から、車両の速度を制
御する速度制御に移行する。
　そのため、運転者の簡単な操作により、様々な駐車スペースや車両の周辺環境にあわせ
て車両速度を変更しながらスムーズに車両を駐車させることができる。
【００５１】
　なお、上記実施の形態１では、駐車スペースの検索や障害物を検知するセンサとして、
超音波センサ５やカメラ６を挙げて説明したが、センサは、赤外線レーダーやミリ波レー
ダー、レーザーレーダー等の何れのセンサを用いてもよいし、単眼カメラやステレオカメ
ラ、アラウンドビュー用のカメラ等の何れのカメラを用いても同様の効果が得ることがで
きる。
【００５２】
　また、上記実施の形態１では、駆動装置としてエンジンやモータ等を挙げ、制動装置と
してブレーキやモータ等を挙げており、エンジン車両、エンジンとモータとのハイブリッ
ド車両の何れにも適用が可能である。ここで、エンジン車両の場合は、エンジンで駆動し
、ブレーキで制動するが、このとき、負の制駆動トルク指示を減速度に変換してブレーキ
の制御を行う。また、ハイブリッド車両の場合は、蓄電池の状態等の車両状態によって、
エンジンやモータによる駆動か、またはブレーキやモータによる制動かを選択する。
【符号の説明】
【００５３】
　１　自動駐車スイッチ、２　ウィンカー、３　アクセルペダル、４　ブレーキペダル、
５　超音波センサ、６　カメラ、７　車輪速センサ、８　加速度センサ、９　ハンドル角
センサ、１０　操舵トルクセンサ、１１　シフトポジションセンサ、２０　車両制御装置
、２１　周辺監視部、２２　操舵制御部、２３　制駆動制御部、３１　ＨＭＩ、３２　操
舵用モータ、３３　シフト、３４　モータ、エンジン、３５　ブレーキ、モータ、４１　
アクセル入力、４２　ブレーキ入力、４３　車速、４４　障害物距離、４５　スイッチ入
力、４６　オーバーライド判定、４７　ハンドル角、２３１　トルク制御部、２３２　速
度制御部、２３３　切り換えスイッチ。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月4日(2016.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　この発明に係る車両制御装置は、車両に設けられて車両の周辺をモニタするセンサから
の出力に基づいて、車両を駐車することができる駐車スペースを検索する周辺監視部と、
駐車スペースへの車両の誘導経路を設定し、車両の位置姿勢を演算するとともに、車両の
舵角制御を行う操舵制御部と、誘導経路に沿って車両が走行するように、車両の制駆動制
御を行う制駆動制御部と、を備え、車両の運転者により、自動駐車の開始が指示された場
合に、操舵制御部は、車両の舵角制御を、運転者の操舵力を補助するアシストモードから
、運転者によるハンドルの操舵を必要としない自動操舵モードに移行し、制駆動制御部は
、車両の制駆動制御を、車両のトルクを制御するトルク制御から、車両の速度を制御する
速度制御に移行し、制駆動制御部は、自動駐車時に、車両のアクセルペダルまたはブレー
キペダルからの入力に基づいて、車両の目標車速を決定し、現在の車速と目標車速との差
に応じた制駆動トルクを演算して、車両の制駆動制御を行うものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、この発明に係る車両制御方法は、車両に設けられて車両の周辺をモニタするセン
サからの出力に基づいて、車両を駐車することができる駐車スペースを検索する周辺監視
ステップと、駐車スペースへの車両の誘導経路を設定し、車両の位置姿勢を演算するとと
もに、車両の舵角制御を行う操舵制御ステップと、誘導経路に沿って車両が走行するよう
に、車両の制駆動制御を行う制駆動制御ステップと、を有し、車両の運転者により、自動
駐車の開始が指示された場合に、車両の舵角制御を、運転者の操舵力を補助するアシスト
モードから、運転者によるハンドルの操舵を必要としない自動操舵モードに移行するステ
ップと、車両の制駆動制御を、車両のトルクを制御するトルク制御から、車両の速度を制
御する速度制御に移行するステップと、自動駐車時に、車両のアクセルペダルまたはブレ
ーキペダルからの入力に基づいて、車両の目標車速を決定し、現在の車速と目標車速との
差に応じた制駆動トルクを演算して、車両の制駆動制御を行うステップと、をさらに有す
るものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に設けられて前記車両の周辺をモニタするセンサからの出力に基づいて、前記車両
を駐車することができる駐車スペースを検索する周辺監視部と、
　前記駐車スペースへの前記車両の誘導経路を設定し、前記車両の位置姿勢を演算すると
ともに、前記車両の舵角制御を行う操舵制御部と、
　前記誘導経路に沿って車両が走行するように、前記車両の制駆動制御を行う制駆動制御
部と、を備え、
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　前記車両の運転者により、自動駐車の開始が指示された場合に、
　前記操舵制御部は、前記車両の舵角制御を、前記運転者の操舵力を補助するアシストモ
ードから、前記運転者によるハンドルの操舵を必要としない自動操舵モードに移行し、
　前記制駆動制御部は、前記車両の制駆動制御を、前記車両のトルクを制御するトルク制
御から、前記車両の速度を制御する速度制御に移行し、
　前記制駆動制御部は、前記自動駐車時に、前記車両のアクセルペダルまたはブレーキペ
ダルからの入力に基づいて、前記車両の目標車速を決定し、現在の車速と前記目標車速と
の差に応じた制駆動トルクを演算して、前記車両の制駆動制御を行う
　車両制御装置。
【請求項２】
　前記制駆動トルクは、前記ハンドルのハンドル角に応じて補正される
　請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　前記目標車速は、前記センサによって検知された前記車両周辺に存在する障害物と前記
車両との距離に基づいて決定される
　請求項２に記載の車両制御装置。
【請求項４】
　車両に設けられて前記車両の周辺をモニタするセンサからの出力に基づいて、前記車両
を駐車することができる駐車スペースを検索する周辺監視ステップと、
　前記駐車スペースへの前記車両の誘導経路を設定し、前記車両の位置姿勢を演算すると
ともに、前記車両の舵角制御を行う操舵制御ステップと、
　前記誘導経路に沿って車両が走行するように、前記車両の制駆動制御を行う制駆動制御
ステップと、を有し、
　前記車両の運転者により、自動駐車の開始が指示された場合に、
　前記車両の舵角制御を、前記運転者の操舵力を補助するアシストモードから、前記運転
者によるハンドルの操舵を必要としない自動操舵モードに移行するステップと、
　前記車両の制駆動制御を、前記車両のトルクを制御するトルク制御から、前記車両の速
度を制御する速度制御に移行するステップと、
　前記自動駐車時に、前記車両のアクセルペダルまたはブレーキペダルからの入力に基づ
いて、前記車両の目標車速を決定し、現在の車速と前記目標車速との差に応じた制駆動ト
ルクを演算して、前記車両の制駆動制御を行うステップと、をさらに有する
　車両制御方法。
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