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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車輪の転舵角が変化するときに前記操舵装置に入力されるトルクと相関する物理量を検
出する検出手段と、
前記検出手段により検出された物理量の大きさがピークに到達した後に閾値以上の大き
さを維持する時間を計測する計測手段と、
前記計測手段により計測された時間が基準時間以上であるときは、前記車輪の転舵角の
変化が運転者の意図によると判定する判定手段と、
を備える車両の操作状態判定システム。
【請求項２】
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請求項１において、前記判定手段は、前記検出手段により検出される物理量の大きさの
ピークが前記閾値より大きな基準ピーク値以上であり、かつ前記計測手段により計測され
る時間が前記基準時間以上であるときに、前記車輪の転舵角の変化が運転者の意図による
と判定する車両の操作状態判定システム。
【請求項３】
操舵装置に入力されるトルクと相関する物理量を検出する検出手段と、
前記検出手段により検出される物理量の大きさがピークに到達した後に閾値以上の大き
さを維持する時間を計測する計測手段と、
前記計測手段により計測された時間が基準時間以上であるときは、運転支援処理の実行
を制限する制限手段と、
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を備える車両の運転支援システム。
【請求項４】
運転者により操作される操作装置の操作量が変化したときに、前記操作装置に入力され
るトルクと相関する物理量がピークに到達した後に閾値以上の大きさを維持する時間が基
準時間以上であるときは、操作量の変化が運転者の意図に因るものと判定する車両の操作
状態判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、車両の運転者による操作状態を判定する技術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
自動車等の車両の安全性を高めるために、運転者の運転操作を支援する技術が提案され
ている。このような技術としては、たとえば、障害物の存在や走路からの逸脱などを運転
者に知らせるシステムや、障害物を回避するための操作や走路へ復帰させるための操作を
補助するシステムなどが知られている。
【０００３】
上記したようなシステムは、運転者の意図的な操作に起因した車両挙動に対しては作動
しないことが望ましい。これに対し、操舵角が閾値を上回る場合やアクセル操作量（アク
セル開度）が閾値を上回る場合は、運転者の意図による車線変更であると判定し、運転支
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援システムの作動を制限する技術が提案されている（たとえば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６−５１５５４５号公報
【特許文献２】特開平０９−２７７８４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
ところで、操舵角は、路面の形状や車体の振動などの外乱によって車輪の転舵角が変化
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した場合にも変化する。また、車両の走行速度が高いときは運転者の意図的な車線変更で
あっても操舵角が小さくなる場合もある。よって、運転者の意図的な運転操作を正確に判
別することができない可能性がある。
【０００６】
本発明は、上記したような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、車両の操作
状態判定システムにおいて、運転者の意図的な運転操作をより正確に判別することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、上記した課題を解決するために、運転者が意図的に操舵装置を操作した場合
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に特有の現象である保舵操作に着目した。
【０００８】
本願発明者が鋭意の実験および検証を行った結果、運転者が意図的に操舵装置を操作し
た場合は、操舵装置に入力されるトルク（操舵トルク）がピークに到達した後も、操舵反
力に抗するトルク（以下、「保舵トルク」と称する）が入力されることを見出した。
【０００９】
そこで、本発明に係わる車両の操作状態判定システムは、車輪の転舵角またはステアリ
ングホイールの操舵角が変化したときに、操舵装置に入力されるトルクと相関する物理量
がピークに到達した後の大きさをパラメータとして、車輪の転舵角の変化が運転者の意図
に因るものか否かを判別するようにした。かかる発明によれば、運転者が意図的に操舵装
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置を操作させたか否かをより正確に判別することができる。
【００１０】
なお、本発明に係わる車両の操作状態判定システムは、操舵装置に入力されるトルクと
相関する物理量がピークに到達した後の大きさの変化をパラメータとして、車輪の転舵角
の変化が運転者の意図に因るものか否かを判別することもできる。すなわち、前記物理量
がピークに到達した後の大きさは、保舵トルクが発生した場合と保舵トルクが発生しない
場合とにおいて異なる変化を示す。よって、前記物理量がピークに到達した後の大きさの
変化をパラメータとして、運転者が意図的に操舵作装置を操作させたか否かを判別するこ
とができる。
【００１１】
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本発明にかかる車両の操作状態判定システムは、車輪の転舵角が変化するときに操舵装
置に入力されるトルクと相関する物理量を検出する検出手段と、検出手段により検出され
た物理量の大きさがピークに到達した後に閾値以上の大きさを維持する時間を計測する計
測手段と、計測手段により計測された時間が基準時間以上であるときは、車輪の転舵角の
変化が運転者の意図によると判定する判定手段と、を備えるようにしてもよい。
【００１２】
ここでいう「閾値」は、覚醒度の低い意識低下状態の運転者が操舵装置に入力し得る最
大トルクより大きく設定される値である。また、ここでいう「基準時間」は、覚醒度の低
い意識低下状態の運転者が操舵装置に入力し得る最大トルクを維持することができる時間
（最大トルクを操舵装置へ入力し続けることができる時間）の最大値より長く設定される
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時間である。これら「閾値」と「基準時間」は、予め実験などを利用した適合作業により
求めておくことができる。
【００１３】
このように構成された発明によれば、運転者の意図的な操作に因らずに車輪の転舵角が
変化した場合において、転舵角の変化が運転者の意図的な操舵に因ると誤判定する事態を
回避することができる。
【００１４】
なお、上記した判定手段は、検出手段により検出される物理量の大きさのピークが前記
閾値より大きな基準ピーク値以上であり、かつ前記計測手段により計測される時間が前記
基準時間以上であるときに、車輪の転舵角の変化が運転者の意図によると判定するように
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してもよい。
【００１５】
ここでいう「基準ピーク値」は、覚醒度の高い（意識低下度合いが低い）運転者が車両
を直進状態に保つために前記操舵装置へ入力し得るトルクの最大値、および覚醒度の低い
（意識低下度合いが高い）運転者が前記操舵装置に入力し得るトルクの最大値より大きく
設定される値である。
【００１６】
このように構成された発明によれば、運転者の意図的な操作に因らずに車輪の転舵角が
変化した場合において、車輪の転舵角の変化が運転者の意図的な操舵に因ると誤判定する
事態をより確実に回避することができる。
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【００１７】
なお、本発明において、操舵装置に入力されるトルク（操舵トルク）と相関する物理量
としては、トルクセンサにより測定されたトルク値、操舵装置の操舵量、車両に作用する
ヨーレートなどを用いることができる。
【００１８】
また、本発明は、運転者により操作される操作装置の操作量が変化したときに、前記操
作装置に入力されるトルクと相関する物理量がピークに到達した後の大きさをパラメータ
として、操作量の変化が運転者の意図に因るものか否かを判別する操作状態判定方法とし
て捉えることもできる。
【００１９】
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ここでいう「操作装置」は、操舵装置に限られるものではなく、操作装置の操作に対し
て反力を発生し得る装置であればよい。たとえば、アクセルペダルのように、該アクセル
ペダルの踏み込み操作に対してリターンスプリングの反力が作用するような装置であれば
よい。
【００２０】
次に、本発明は、車輪の転舵角が変化したときに、操舵装置に入力されるトルクと相関
する物理量がピークに到達した後の大きさをパラメータとして、運転支援処理の実行を制
限する車両の運転支援システムとして捉えることもできる。
【００２１】
ここでいう「運転支援処理」とは、たとえば、障害物の存在や走路からの逸脱などを運
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転者に知らせる処理、障害物の回避や走路への復帰に必要な操作を補助する処理、などで
ある。
【００２２】
かかる発明によれば、運転者の意図的な操作に因って走路から逸脱或いは走路境界に接
近した場合などに、運転支援処理の実行を制限することができる。なお、ここでいう「制
限」は、障害物の存在や走路からの逸脱などを運転者に知らせる処理と障害物を回避する
操作や走路へ復帰させる操作を補助する処理の双方を禁止する事項と、障害物の存在や走
路からの逸脱などを運転者に知らせる処理と障害物を回避する操作や走路へ復帰させる操
作を補助する処理の何れか一方を禁止する事項を含む。
【００２３】
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また、本発明に係わる車両の運転システムは、操舵装置に入力されるトルクと相関する
物理量がピークに到達した後の大きさの変化をパラメータとして、運転支援処理の実行を
制限してもよい。
【００２４】
本発明にかかる車両の運転支援システムは、車輪の転舵角が変化するときに操舵装置に
入力されるトルクと相関する物理量を検出する検出手段と、検出手段により検出される物
理量の大きさがピークに到達した後に閾値以上の大きさを維持する時間を計測する計測手
段と、計測手段により計測された時間が基準時間以上であるときは、運転操作の支援を制
限する制限手段と、を備えるようにしてもよい。
【００２５】
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ここでいう「閾値」と「基準時間」は、前述した車両の操作状態判定システムにおける
「閾値」および「基準時間」と同様に設定される値である。
【００２６】
このように構成された発明によれば、運転者の意図的な操作に因らずに車輪の転舵角が
変化した場合において、運転支援処理の実行が制限される事態をより確実に回避すること
ができる。
【発明の効果】
【００２７】
本発明にかかる車両の操作状態判定システムによれば、運転者の意図的な運転操作をよ
り正確に判別することができる。
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【００２８】
また、本発明にかかる車両の運転支援システムによれば、運転者が意図的に運転操作を
行った場合に運転支援処理の実行を制限することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明を適用する車両の運転支援システムの構成を機能別に示すブロック図であ
る。
【図２】運転者が意図的に操舵を行ったときの操舵トルクを測定した一例を示す図である
。
【図３】運転者意図判定ルーチンを示すフローチャートである。
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【図４】運転支援処理の実行を制限するか否かを判別する際に実行されるルーチンを示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
以下、本発明の具体的な実施形態について図面に基づいて説明する。ここでは、車両の
走路や障害物を判定し、判定された走路からの逸脱や障害物との衝突を回避するための運
転支援処理を行う運転支援システムについて説明する。なお、ここでいう「運転支援処理
」は、車両が障害物を回避可能なタイミングで実行される処理であり、車両と障害物との
衝突が不可避な場合に実行される衝突被害軽減処理より早い時期に実行される。また、以
下の実施例において説明する構成は、本発明の一実施態様を示すものであり、本発明の構
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成を限定するものではない。
【００３１】
＜実施例１＞
先ず、本発明の第１の実施例について図１乃至図３に基づいて説明する。図１は、本発
明を適用する車両の運転支援システムの構成を機能別に示すブロック図である。図１に示
すように、車両には、運転支援用の制御ユニット（ＥＣＵ）１が搭載されている。
【００３２】
ＥＣＵ１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、バックアップＲＡＭ、Ｉ／Ｏインターフェイス
などを備えた電子制御ユニットである。ＥＣＵ１には、レーダ装置２、車外用カメラ３、
ドライバー用カメラ４、ヨーレートセンサ５、車輪速センサ６、ブレーキセンサ７、アク
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セルセンサ８、ウィンカースイッチ９、舵角センサ１０、操舵トルクセンサ１１などの各
種センサが電気的に接続され、それらセンサの出力信号がＥＣＵ１へ入力されるようにな
っている。
【００３３】
レーダ装置２は、たとえば、車両の前部に取り付けられ、車両の前方へミリ波を送信す
るとともに車外の物体により反射された電波（反射波）を受信することにより、車両に対
する物体の相対位置に関する情報（たとえば、座標情報）を出力する。車外用カメラ３は
、たとえば、車室内において車両前方を視野に捉えることができる位置に配置され、車両
前方の画像を出力する。ドライバー用カメラ４は、たとえば、車室内において運転者を視
野に捉えることができる位置に配置され、運転者の画像を出力する。ヨーレートセンサ５
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は、たとえば、車体に取り付けられ、車両のヨーレートに相関する電気信号を出力する。
車輪速センサ６は、車両の車輪に取り付けられ、車両の走行速度に相関する電気信号を出
力するセンサである。
【００３４】
ブレーキセンサ７は、たとえば、車室内のブレーキペダルに取り付けられ、ブレーキペ
ダルの操作トルク（踏力）に相関する電気信号を出力する。アクセルセンサ８は、たとえ
ば、車室内のアクセルペダルに取り付けられ、アクセルペダルの操作トルク（踏力）に相
関する電気信号を出力する。ウィンカースイッチ９は、たとえば、車室内のウィンカーレ
バーに取り付けられ、ウィンカーレバーが操作されたときにウィンカー（方向指示器）が
示す方向に相関する電気信号を出力する。舵角センサ１０は、たとえば、車室内のステア
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リングホイールに接続されたステアリングロッドに取り付けられ、ステアリングホイール
の中立位置からの回転角度（回転角度）に相関する電気信号を出力する。操舵トルクセン
サ１１は、ステアリングロッドに取り付けられ、ステアリングホイールに入力されるトル
ク（操舵トルク）に相関する電気信号を出力する。
【００３５】
また、ＥＣＵ１には、ブザー１２、表示装置１３、電動パワーステアリング（ＥＰＳ）
１４、電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５などの各種機器が接続され、それら各種機器が
ＥＣＵ１によって電気的に制御されるようになっている。
【００３６】
ブザー１２は、たとえば、車室内に取り付けられ、警告音などを出力する装置である。
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表示装置１３は、たとえば、車室内に取り付けられ、各種メッセージや警告灯を表示する
装置である。電動パワーステアリング（ＥＰＳ）１４は、電動モータが発生するトルクを
利用して、ステアリングホイールの操作を補助する装置である。電子制御式ブレーキ（Ｅ
ＣＢ）１５は、各車輪に設けられた摩擦ブレーキの作動油圧（ブレーキ油圧）を電気的に
調整する装置である。
【００３７】
ＥＣＵ１は、上記した各種センサの出力信号を利用して各種機器を制御するために、以
下のような機能を有している。すなわち、ＥＣＵ１は、障害物情報処理部１００、車線情
報処理部１０１、意識低下判定部１０２、運転者意図判定部１０３、統合認識処理部１０
４、共通支援判定部１０５、警報判定部１０６、制御判定部１０７、および制御量演算部
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１０８を備えている。
【００３８】
障害物情報処理部１００は、前記レーダ装置２から出力される物体の情報に基づいて、
自車両を原点とする座標系における物体の位置座標を演算する。障害物情報処理部１００
は、物体の位置座標や物体に対する自車両のヨー角などを含む障害物情報を生成する。ま
た、前記レーダ装置２が複数の物体を検出した場合は、障害物情報処理部１００は、自車
両を原点とする座標系において、複数の物体を回避することができる回帰直線（または回
帰曲線）を生成するとともに、その回帰直線（または回帰曲線）の座標情報や回帰直線（
または回帰曲線）に対する車両のヨー角などを含む障害物情報を生成する。なお、障害物
情報処理部１００は、車外用カメラ３により撮像された画像に基づいて、上記したような
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障害物情報を生成してもよい。
【００３９】
車線情報処理部１０１は、車外用カメラ３により撮像された画像に基づいて、車線に関
する情報や車線に対する車両の姿勢に関する情報などを含む車線情報を生成する。車線に
関する情報は、たとえば、車線境界を示す指標（たとえば、車線境界を示す白線や黄色線
などの道路標示や、車線脇に延在する縁石、ガードレール、溝、壁などの立体物）に関す
る情報や、車線幅に関する情報である。車線に対する車両の姿勢に関する情報は、たとえ
ば、車線境界を示す指標と車両との距離に関する情報、車線中央部に対する車両位置のオ
フセット量に関する情報、車線境界を示す指標に対する車両進行方向のヨー角に関する情
報である。なお、車両がナビゲーションシステムを搭載している場合には、車線情報処理
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部１０１は、ナビゲーションシステムが有する地図情報とＧＰＳ情報から車線に関する情
報を生成してもよい。
【００４０】
意識低下判定部１０２は、ドライバー用カメラ４により撮影された画像に基づいて、運
転者の意識低下度合い（覚醒度）を判定する。たとえば、意識低下判定部１０２は、ドラ
イバー用カメラ４により撮影された画像から運転者の閉眼時間や閉眼頻度を演算し、閉眼
時間または閉眼頻度が上限値を超えたときに運転者の意識が低下していると判定（覚醒度
が低いと判定）する。また、意識低下判定部１０２は、ドライバー用カメラ４により撮影
された画像から運転者の顔の向きや視線の方向が車両進行方向から逸脱している時間を演
算し、算出された時間が上限値を超えたときに運転者が脇見をしていると判定してもよい
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。
【００４１】
運転者意図判定部１０３は、車輪速センサ６、ブレーキセンサ７、アクセルセンサ８、
ウィンカースイッチ９、舵角センサ１０、および操舵トルクセンサ１１の出力信号に基づ
いて、ブレーキペダルの操作量の変化、アクセルペダルの操作量の変化、或いはステアリ
ングホイールの操作（操舵）量の変化が運転者の意図に因るものであるか否かを判別する
。なお、運転者意図判定部１０３に関する詳細な説明は後述する。
【００４２】
統合認識処理部１０４は、前記障害物情報処理部１００により生成された障害物情報と
前記車線情報処理部１０１により生成された車線情報とに基づいて、車両が走行可能な領
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域（走路）を特定し、走路境界に対する車両のヨー角や、走路中央部に対する車両のオフ
セット量を求める。
【００４３】
なお、車線の幅が狭い道路においては、運転者は、車両を車線から逸脱させざるを得な
い場合がある。これに対し、統合認識処理部１０４は、車線の幅が狭い道路については、
車線境界を示す道路標示（白線、黄色線など）や、車線脇に延在する立体物（縁石、ガー
ドレール、溝、壁など）に関する情報に基づいて走路を設定するようにしてもよい。たと
えば、車線の両側に道路標示が存在する場合には、統合認識処理部１０４は、車線中央部
（車線両側に存在する道路標示間の中心）を基準にして当初の車線より広い走路を設定し
てもよい。また、車線の片側のみに道路標示が存在する場合には、統合認識処理部１０４

10

は、道路標示より外側に基準位置を設定し、その基準位置から所定幅の範囲を走路に設定
してもよい。ただし、拡大された走路内に物体が存在する場合には、走路の拡大設定を制
限することが望ましい。
【００４４】
また、統合認識処理部１０４は、前記障害物情報処理部１００から小さい物体に関する
情報を受け取った場合に、その物体の大きさを車線境界を示す指標と平行に拡大させるこ
とにより、走路を設定するようにしてもよい。すなわち、統合認識処理部１０４は、座標
系において点で表される物体について、車線境界を示す指標と平行な線と仮定して走路の
設定を行うようにしてもよい。その際の拡大量（線の長さ）は、車輪速センサ６の出力信
号（車速）が高いときや線に対する車両のヨー角が大きいときは、車速が低いときや線に
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対するヨー角が小さいときより長くされてもよい。
【００４５】
共通支援判定部１０５は、前記統合認識処理部１０４により生成された情報と、前記意
識低下判定部１０２の判定結果と、前記運転者意図判定部１０３の判定結果と、に基づい
て、運転支援処理の実行を制限するか否かを判別する。たとえば、前記意識低下判定部１
０２により運転者の意識が低下している（意識低下度合いが高い、または覚醒度が低い）
と判定された場合、或いは運転者が脇見をしていると判定された場合は、運転支援処理の
実行を許可する。また、前記運転者意図判定部１０３により運転者が意図的な操作を行っ
ていると判定された場合は、運転支援処理の実行を制限する。
【００４６】
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警報判定部１０６は、前記共通支援判定部１０５により運転支援処理の実行が許可され
た場合に、ブザー１２の鳴動タイミングや、表示装置１３による警告メッセージまたは警
告灯の表示タイミングを決定する。たとえば、警報判定部１０６は、車両幅方向における
車両と走路境界との距離が所定距離以下となったときに、ブザー１２の鳴動や、表示装置
１３による警告メッセージまたは警告灯の表示を行う。
【００４７】
また、警報判定部１０６は、車両が走路境界に到達するまでの時間が所定時間以下とな
ったときに、ブザー１２の鳴動や、表示装置１３による警告メッセージまたは警告灯の表
示を行うようにしてもよい。なお、走路幅が狭い場合は、警報判定部１０６は、車両幅方
向における車両と立体物（走路脇に存在する縁石、ガードレール、溝、壁など）との距離
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が所定距離以下となったときに、ブザー１２の鳴動や、表示装置１３による警告メッセー
ジまたは警告灯の表示を行うようにしてもよい。車両がカーブに進入する場合や車両がカ
ーブを走行している場合は、警報判定部１０６は、車両進行方向における車両と走路境界
との距離が所定距離以下となったときに、ブザー１２の鳴動や、表示装置１３による警告
メッセージまたは警告灯の表示を行うようにしてもよい。また、車両がカーブに進入する
場合や車両がカーブを走行している場合は、警報判定部１０６は、車両が走路境界に到達
する時間が所定時間以下となったときに、ブザー１２の鳴動や、表示装置１３による警告
メッセージまたは警告灯の表示を行うようにしてもよい。
【００４８】
ここで、前記した所定距離や所定時間は、車輪速センサ６の出力信号（車速）やヨーレ
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ートセンサ５の出力信号（ヨーレート）に応じて変更される値である。たとえば、車速が
高いときは低いときに比べ、所定距離が長く設定され、または所定時間が長く設定される
。また、ヨーレートが大きいときは小さいときに比べ、所定距離が長く設定され、または
所定時間が長く設定される。
【００４９】
なお、運転者に対する警告の方法は、ブザー１２の鳴動や表示装置１３における警告メ
ッセージまたは警告灯の表示に限られず、たとえば、シートベルトの締め付けトルクを断
続的に変化させる方法などを採用してもよい。
【００５０】
制御判定部１０７は、前記共通支援判定部１０５により運転支援処理の実行が許可され
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た場合に、走路からの逸脱や障害物との衝突を回避するために、電動パワーステアリング
（ＥＰＳ）１４や電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５を作動させるタイミングを決定する
。たとえば、制御判定部１０７は、車両幅方向における車両と走路境界との距離が所定距
離以下となるときに、電動パワーステアリング（ＥＰＳ）１４や電子制御式ブレーキ（Ｅ
ＣＢ）１５を作動させるようにしてもよい。
【００５１】
また、制御判定部１０７は、車両が走路境界に到達するまでの時間が所定時間以下とな
るときに、電動パワーステアリング（ＥＰＳ）１４や電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５
を作動させるようにしてもよい。なお、走路幅が狭い場合は、制御判定部１０７は、車両
幅方向における車両と立体物（走路脇に存在する縁石、ガードレール、溝、壁など）との
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距離が所定距離以下となるときに、電動パワーステアリング（ＥＰＳ）１４や電子制御式
ブレーキ（ＥＣＢ）１５を作動させるようにしてもよい。
【００５２】
車両がカーブに進入する場合や車両がカーブを走行している場合は、制御判定部１０７
は、車両進行方向における車両と走路境界との距離が所定距離以下となるときに、電動パ
ワーステアリング（ＥＰＳ）１４や電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５を作動させるよう
にしてもよい。なお、車両がカーブに進入する場合や車両がカーブを走行している場合は
、制御判定部１０７は、車両が走路境界に到達する時間が所定時間以下となるときに、電
動パワーステアリング（ＥＰＳ）１４や電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５を作動させる
ようにしてもよい。
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【００５３】
制御判定部１０７が使用する所定距離や所定時間は、前記警報判定部１０６が使用する
所定距離や所定時間と同様に車速やヨーレートに応じて変更されるが、前記警報判定部１
０６が使用する所定距離や所定時間より短く設定される。
【００５４】
制御量演算部１０８は、前記制御判定部１０７により電動パワーステアリング（ＥＰＳ
）１４や電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５の作動要求が発生したときに、電動パワース
テアリング（ＥＰＳ）１４や電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５の制御量を演算するとと
もに、算出された制御量と前記制御判定部１０７により判定されたタイミングとにしたが
って電動パワーステアリング（ＥＰＳ）１４や電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５を作動
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させる。たとえば、制御量演算部１０８は、統合認識処理部１０４により生成された情報
と、車輪速センサ６の出力信号（車速）と、ヨーレートセンサ５の出力信号（ヨーレート
）と、をパラメータとして、走路逸脱を回避するために必要な目標ヨーレート、または障
害物を回避するために必要な目標ヨーレートを演算する。詳細には、制御量演算部１０８
は、走路境界または障害物と車両との相対距離をＤ、車両が走路境界または障害物へ到達
する時間をＴ、走路境界または障害物に対する車両のヨー角をθとした場合に、以下の式
により目標ヨーレートＹｔｒｇを演算する。
Ｙｔｒｇ＝（θ・Ｖ・ｓｉｎθ）／Ｄ
【００５５】
制御量演算部１０８は、目標ヨーレートＹｔｒｇを引数として、電動パワーステアリン
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グ（ＥＰＳ）１４の制御量（操舵トルク）と電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５の制御量
（ブレーキ油圧）を求める。その際、目標ヨーレートＹｔｒｇと操舵トルクとの関係、お
よび目標ヨーレートＹｔｒｇとブレーキ油圧との関係は、予めマップ化されていてもよい
。なお、目標ヨーレートＹｔｒｇが所定値（走路逸脱の回避や障害物の回避を操舵のみで
達成し得るヨーレートの最大値）より小さいときは、電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５
のブレーキ油圧は零に設定されてもよい。また、電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５が作
動する際に、車両の左右輪の摩擦ブレーキに対して異なるブレーキ油圧が印加されると、
電動パワーステアリング（ＥＰＳ）１４により発生させられるヨーレートと干渉するヨー
レートが発生してしまう。そのため、左右輪の摩擦ブレーキに対して同等のブレーキ油圧
が印加されることが望ましい。
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【００５６】
なお、車両を減速させる方法は、電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５により摩擦ブレー
キを作動させる方法に限られず、車両の運動エネルギを電気エネルギに変換（回生）させ
る方法や、変速機の変速比を変更させてエンジンブレーキを増大させる方法を用いてもよ
い。
【００５７】
以上述べた運転支援システムによれば、障害物の存在や走路からの逸脱などを運転者に
知らせたり、走路逸脱を回避するための操作や障害物を回避するための操作を補助したり
することが可能になる。
【００５８】
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ところで、運転者の意図的な操作により車両が走路から逸脱する場合や、車両が障害物
に接近する場合は、運転支援処理の実行が制限されることが望ましい。これに対し、ウィ
ンカー操作、アクセル操作、ブレーキ操作を伴う操舵角の変化が発生した場合（たとえば
、右左折、車線変更、追越しなど）には、運転者が意図的に操作していると判定する方法
が考えられる。
【００５９】
しかしながら、車両が走路幅の狭い道路などを走行する場合には、運転者は意図的に車
両を障害物と接近させたり、或いは車両を走路から逸脱させたりする場合がある。そのよ
うな場合は、ウィンカー操作、アクセル操作、およびブレーキ操作を伴わずに操舵のみが
行われる可能性がある。そのため、運転者が意図的に操舵しているにもかかわらず、運転
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支援処理が実行されてしまう可能性がある。
【００６０】
そこで、本実施例における運転支援システムは、ウィンカー操作、アクセル操作、およ
びブレーキ操作を伴わずに操舵が行われた場合についても、運転支援処理の実行を制限す
ることができるようにした。
【００６１】
以下、本実施例における運転者意図判定部１０３の機能について詳説する。
【００６２】
本願発明者が鋭意の実験および検証を行ったところ、運転者が意図的に操舵を行う場合
は保舵操作を伴うことを見出した。ここで、運転者が意図的に操舵を行ったときの操舵ト
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ルクを測定した一例を図２に示す。
【００６３】
図２に示すように、運転者が操舵を開始すると、操舵トルクが急増する。操舵角が所望
の角度に達すると、操舵トルクが増加傾向から減少傾向に転じる。ただし、運転者は、操
舵角が直ちに中立位置へ戻らないようにするため、セルフアライングトルク（操舵反力）
に抗するトルクをステアリングホイールへ入力する（保舵操作）。その結果、操舵トルク
の減少量が少なくなる期間（図２中の丸印で囲んだ範囲）が発生する。つまり、保舵操作
が行われた場合は、操舵トルクがピークに到達した後に一定の大きさ以上に維持される期
間（保舵操作期間）が発生することになる。その結果、操舵トルクがピークに到達した後
の大きさは、運転者が意図的に操舵した場合と運転者が意図的に操舵していない場合とに
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おいて異なる変化を示すことになる。
【００６４】
そこで、本実施例における運転者意図判定部１０３は、操舵トルクがピークに到達した
後の大きさの変化、言い換えると操舵トルクがピークに到達した後の保舵操作期間の有無
に基づいて、運転者が意図的に操舵しているか否かを判別するようにした。保舵操作期間
の有無を判別するにあたり、運転者意図判定部１０３は、操舵トルクのピーク値が基準ピ
ーク値Ｔａ以上であり、かつ操舵トルクが基準ピーク値Ｔａ以上に達した後に閾値Ｔｂ以
上の大きさを維持する期間が基準時間ｔｂａｓｅ以上であることを条件に、保舵操作期間
が有ると判定する。そして、運転者意図判定部１０３は、保舵操作期間が有る場合に運転
者が意図的に操舵していると判定する。
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【００６５】
前記した基準ピーク値Ｔａは、覚醒度の高い運転者が車両を直進状態に保つためにステ
アリングホイールに入力し得るトルクの最大値、および覚醒度の低い意識低下状態にある
運転者がステアリングホイールに入力し得るトルクの最大値より大きく設定される値であ
る。なお、運転者が意図的に操舵していない場合に運転支援処理がより確実に実行される
ようにするためには、前記した基準ピーク値Ｔａを可能な限り大きく設定することが望ま
しい。ただし、基準ピーク値Ｔａが過大になると、運転者の意図的な操舵に対しても運転
支援処理が実行され易くなる。よって、運転者が意図的に操舵した場合に操舵トルクのピ
ーク値が取り得る最小値を統計的に求めておき、基準ピーク値Ｔａが前記最小値から大き
く懸け離れないように適合させることが望ましい。
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【００６６】
前記した閾値Ｔｂは、覚醒度の低い意識低下状態の運転者が操舵装置に入力し得る最大
トルクにマージンを加算した値である。また、前記した基準時間ｔｂａｓｅは、覚醒度の
低い意識低下状態の運転者が操舵装置に入力し得る最大トルクを維持することができる時
間（最大トルクを操舵装置へ入力し続けることができる時間）の最大値にマージンを加算
した時間である。これら「閾値」と「基準時間」は、予め実験などを利用した適合作業に
より求めておくものとする。
【００６７】
このような方法により運転者意図判定が行われると、運転者の意図的な操舵により車両
が障害物と接近したり、或いは車両が走路から逸脱したりする場合に、運転支援処理の実
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行を制限することができる。
【００６８】
ここで、運転者意図判定処理の実行手順について図３に沿って説明する。図３は、運転
者意図判定ルーチンを示すフローチャートである。このルーチンは、ＥＣＵ１のＲＯＭに
予め記憶されているルーチンであり、ＥＣＵ１によって周期的に実行される。
【００６９】
運転者意図判定ルーチンでは、ＥＣＵ１は、先ずＳ１０１において操舵トルクセンサ１
１の出力信号（操舵トルク）Ｔｒｑを読み込む。ＥＣＵ１がＳ１０１の処理を実行するこ
とにより、本発明にかかる検出手段が実現される。
【００７０】
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Ｓ１０２では、ＥＣＵ１は、前記Ｓ１０１で読み込まれた操舵トルクＴｒｑの絶対値が
基準ピーク値Ｔａ以上であるか否かを判別する。Ｓ１０２において否定判定された場合（
｜Ｔｒｑ｜＜Ｔａ）は、ＥＣＵ１は、Ｓ１０８へ進み、運転者が意図的に操舵していない
（操舵意図無し）と判定する。一方、Ｓ１０２において肯定判定された場合（｜Ｔｒｑ｜
≧Ｔａ）は、ＥＣＵ１は、Ｓ１０３へ進む。
【００７１】
Ｓ１０３では、ＥＣＵ１は、タイマｔを起動させる。タイマｔは、操舵トルクＴｒｑが
基準ピーク値Ｔａ以上に到達した時点からの経過時間を計測するものである。なお、ＥＣ
Ｕ１がＳ１０３の処理を実行することにより、本発明にかかる計測手段が実現される。
【００７２】
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Ｓ１０４では、ＥＣＵ１は、操舵トルクセンサ１１の出力信号（Ｔｒｑ）を再度読み込
む。続いて、ＥＣＵ１は、Ｓ１０５へ進み、前記Ｓ１０４で読み込まれた操舵トルクＴｒ
ｑの絶対値が閾値Ｔｂ以上であるか否かを判別する。Ｓ１０５において否定判定された場
合（｜Ｔｒｑ｜＜Ｔｂ）は、ＥＣＵ１は、Ｓ１０８へ進み、運転者が意図的に操舵してい
ないと判定する。
【００７３】
前記Ｓ１０５において肯定判定された場合（｜Ｔｒｑ｜≧Ｔｂ）は、ＥＣＵ１は、Ｓ１
０６へ進む。Ｓ１０６では、ＥＣＵ１は、タイマｔの計測時間ｔが基準時間ｔｂａｓｅ以
上であるか否かを判別する。前記Ｓ１０６において否定判定された場合（ｔ＜ｔｂａｓｅ
）は、ＥＣＵ１は、Ｓ１０４以降の処理を再度実行する。一方、前記Ｓ１０６において肯
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定判定された場合（ｔ≧ｔｂａｓｅ）は、ＥＣＵ１は、Ｓ１０７へ進み、運転者が意図的
に操舵している（操舵意図有り）と判定する。なお、ＥＣＵ１がＳ１０６乃至Ｓ１０８の
処理を実行することにより本発明にかかる判定手段が実現される。
【００７４】
このようにＥＣＵ１が図３の処理を実行することにより、運転者が意図的に操舵を行っ
ているか否かをより正確に判別することができる。その結果、運転者が意図的に操舵を行
っているときには、運転支援処理の実行を制限することが可能となる。
【００７５】
なお、本実施例では、操舵トルクＴｒｑをパラメータとして、運転者が意図的に操舵し
ているか否かを判別する例について述べたが、操舵トルクＴｒｑと相関する物理量をパラ
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メータとしてもよい。操舵トルクＴｒｑと相関する物理量としては、舵角センサ１０の出
力信号（操舵角）やヨーレートセンサ５の出力信号（ヨーレート）などを用いることがで
きる。
【００７６】
また、本実施例では、操舵角の変化が運転者の意図的な操舵に因るものか否かを判別す
る例について述べたが、アクセル開度の変化が運転者の意図的なアクセル操作に因るもの
か否かを判別することも可能である。その場合、アクセルペダルの操作トルク（踏力）が
基準ピーク値に達した後に閾値以上の大きさを維持する期間が基準時間以上であることを
条件に、運転者が意図的にアクセル操作していると判定すればよい。
【００７７】
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＜実施例２＞
次に、本発明の第２の実施例について図４に基づいて説明する。ここでは、前述した第
１の実施例と異なる構成について説明し、同様の構成については説明を省略する。
【００７８】
前述した第１の実施例では、保舵操作期間の有無に応じて運転者が意図的に操舵を行っ
ているかを判別した上で運転支援処理の実行を制限する例について述べたが、本実施例で
は保舵操作期間の有無に応じて運転支援処理の実行を制限する例について述べる。
【００７９】
図４は、運転支援処理の実行を制限するか否かを判別する際にＥＣＵ１が実行するルー
チンを示すフローチャートである。このルーチンは、予めＥＣＵ１のＲＯＭに記憶されて
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いるルーチンであり、ＥＣＵ１によって周期的に実行される。なお、図４のルーチンにお
いて、前述した図３のルーチンと同様の処理には同等の符号を付してある。
【００８０】
前述した図３のルーチンと図４のルーチンとの相違点は、図３中のＳ１０７とＳ１０８
の処理の代わりに、Ｓ２０１とＳ２０２の処理がそれぞれ実行される点にある。すなわち
、ＥＣＵ１は、Ｓ１０６においてタイマｔの計測時間ｔが基準時間ｔｂａｓｅ以上である
と判定した場合に、Ｓ２０１へ進み、運転支援処理の実行を制限する。一方、ＥＣＵ１は
、Ｓ１０２またはＳ１０５において否定判定された場合は、Ｓ２０２へ進み、運転支援処
理の実行を許可する。
【００８１】
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なお、ここでいう「制限」は、ブザー１２や表示装置１３による警告の実行と電動パワ
ーステアリング（ＥＰＳ）１４や電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５による操作補助の実
行とを禁止するものであってもよく、ブザー１２や表示装置１３による警告の実行を許容
しつつ電動パワーステアリング（ＥＰＳ）１４や電子制御式ブレーキ（ＥＣＢ）１５によ
る操作補助の実行を禁止するものであってもよい。
【符号の説明】
【００８２】
１

ＥＣＵ

２

レーダ装置

３

車外用カメラ

４

ドライバー用カメラ

５

ヨーレートセンサ

６

車輪速センサ

７

ブレーキセンサ

８

アクセルセンサ

９

ウィンカースイッチ

１０

舵角センサ

１１

操舵トルクセンサ

１２

ブザー

１３

表示装置

１００ 障害物情報処理部
１０１ 車線情報処理部
１０２ 意識低下判定部
１０３ 運転者意図判定部
１０４ 統合認識処理部
１０５ 共通支援判定部
１０６ 警報判定部
１０７ 制御判定部
１０８ 制御量演算部
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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