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(57)【要約】
プロセッサにより実行される、車両の走行軌跡補正方法
であって、データベースに記憶された地図情報に基づき
、自車両が走行する自車両走行経路を生成し、自車両が
自車両走行経路上を走行する時の目標軌跡となる自車両
の走行軌跡を演算し、自車両に設けられたセンサにより
、自車両に対して車幅方向に位置する他車両の位置を検
出し、他車両の位置に基づき、他車両が走行する他車車
線内における他車両の位置の偏りを演算し、偏りに応じ
て、自車両の走行軌跡を補正する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサにより実行される、車両の走行軌跡補正方法であって、
　データベースに記憶された地図情報に基づき、自車両が走行する自車両走行経路を生成
し、
　前記自車両が前記自車両走行経路上を走行する時の目標軌跡となる前記自車両の走行軌
跡を演算し、
　前記自車両に設けられたセンサにより、前記自車両に対して車幅方向に位置する車線を
走行する他車両の位置を検出し、
　前記他車両の位置に基づき、前記他車両が走行する他車車線内における前記他車両の位
置の偏りを演算し、
　前記偏りに応じて、前記自車両の走行軌跡を補正する走行軌跡補正方法。
【請求項２】
　前記地図情報に含まれる走路境界の情報、又は、前記地図情報に含まれる走行領域の情
報に基づき、前記自車両走行経路を生成する請求項１記載の走行軌跡補正方法。
【請求項３】
　前記センサの検出データを用いて、前記他車両の走行軌跡を演算し、
　前記他車両の走行軌跡に基づき、前記偏りを演算する請求項１又は２記載の走行軌跡補
正方法。
【請求項４】
　前記地図情報に基づき、前記他車車線を特定し、
　前記他車車線の車線中心に対する偏差、及び、前記他車車線の車線境界に対する偏差の
少なくともいずれか一方の偏差を、前記偏りとして演算する請求項１～３のいずれか一項
に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項５】
　前記地図情報及び前記センサの検出データの少なくともいずれか一方に基づき、前記走
行軌跡を補正する補正対象領域を設定し、
　前記補正対象領域内で前記偏りを一定の値とし、前記自車両の走行軌跡を補正する請求
項１～４のいずれか一項に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項６】
　前記地図情報及び前記センサの検出データの少なくともいずれか一方に基づき、前記走
行軌跡を補正する補正対象領域を設定し、
　前記補正対象領域のうち、前記自車両走行経路と重なる領域の始点及び終点のいずれか
一方を固定点として設定し、
　補正された前記自車両の走行軌跡は、前記固定点を通る請求項１～５のいずれか一項に
記載の走行軌跡補正方法。
【請求項７】
　前記自車両の走行軌跡は前記自車両の車幅方向に補正される請求項１～６のいずれか一
項に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項８】
　前記車幅方向への補正量の上限値が設定されている請求項７記載の走行軌跡補正方法。
【請求項９】
　前記地図情報に基づき、前記他車車線を特定し、
　前記偏りに基づき、前記他車両の位置が前記他車車線内において前記自車両側に偏って
いるか否かを判定し、
　前記前記他車両の位置が前記他車車線内において前記自車両側に偏っていると判定した
場合には、前記自車両走行経路内における走行可能領域が前記偏りの大きさに応じて減少
するように、前記走行可能領域を補正する請求項１～８のいずれか一項に記載の走行軌跡
補正方法。
【請求項１０】
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　補正後の前記走行可能領域の中心線を、前記走行軌跡として演算する請求項９に記載の
走行軌跡補正方法。
【請求項１１】
　補正後の前記走行可能領域内に前記走行軌跡を演算する請求項９に記載の走行軌跡補正
方法。
【請求項１２】
　前記自車両走行経路内における前記走行可能領域が、前記偏りの大きさに応じて前記自
車両の車幅方向に減少するように、前記走行可能領域を補正し、
　補正後の前記走行可能領域の前記車幅方向の長さが、前記自車両の幅より短い場合には
、前記走行可能領域のうち、減少した領域に対して車幅方向で反対側に位置する領域を広
げる請求項９～１１のいずれか一項に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項１３】
　前記自車両走行経路内における走行可能領域が前記偏りの大きさに応じて減少した後に
、前記偏りの大きさが小さくなった場合には、前記自車両走行経路内における走行可能領
域が広がるように、前記走行可能領域を補正する請求項９～１２のいずれか一項に記載の
走行軌跡補正方法。
【請求項１４】
　補正後の前記走行可能領域の大きさが、所定時間、維持される請求項９～１２のいずれ
か一項に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項１５】
　請求項９～１４のいずれ一項に記載の走行軌跡補正方法により補正された走行軌跡に基
づき、前記自車両の走行を制御する走行制御方法において、
　補正後の前記走行可能領域の車幅方向の長さが、前記自車両の幅より短い場合には、前
記自車両の車速を減少させる走行制御方法。
【請求項１６】
　プロセッサを有する走行軌跡補正装置であって、
前記プロセッサは、
　データベースに記憶された地図情報に基づき、自車両が走行する自車両走行経路を生成
し、
　前記自車両が前記自車両走行経路上を走行する時の目標軌跡となる前記自車両の走行軌
跡を演算し、
　前記自車両に設けられたセンサを用いて、前記自車両に対して車幅方向に位置する車線
を走行する他車両の位置を検出し、
　前記他車両の位置に基づき、前記他車両が走行する他車車線内における前記他車両の位
置の偏りを演算し、
　前記偏りに応じて、前記前記自車両の走行軌跡を補正する走行軌跡補正装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の走行軌跡を補正する走行軌跡補正方法、車両の走行を制御する走行制
御方法、及び走行軌跡補正装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両用走行制御装置において、地図情報に含まれる車線形状情報を取得し、カメラにて
取得した画像情報に基づき自車周辺の車線形状に関する情報を取得し、周辺車両の走行軌
跡を演算し、取得された車線形状と他車両の走行軌跡の形状を比較演算し、その形状の類
似度が所定以上の車線形状を選択し、選択された車線形状と現在の目標経路が一致しない
場合に経路を補正するものが知られている（たとえば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】国際公開２０１７／１６９０２１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術において、例えば交差点内など、車線の区分線が路面上に
描かれていない場合には、カメラの撮像画像から車線形状を検出できないため、走行軌跡
を補正できないという問題がある。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、路面上に区分線がない場合、又は、区分線を適切に
検出できない場合などの環境下において、走行軌跡を補正する走行軌跡補正方法、走行制
御方法、及び走行軌跡補正装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、地図情報に基づき自車両走行経路を生成し、自車両が自車両走行経路上を走
行する時の目標軌跡となる自車両の走行軌跡を演算し、センサにより、自車両に対して車
幅方向に位置する車線を走行する他車両の位置を検出し、他車両の位置に基づき、他車両
が走行する車線内における他車両の位置の偏りを演算し、演算された偏りに応じて、自車
両の走行軌跡を補正することで、上記課題を解決する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、路面上に区分線がない場合、又は、区分線を適切に検出できない場合
などの環境下において、自車両の走行軌跡を補正できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施の形態に係る走行制御装置を示すブロック図である。
【図２】本実施形態に係る制御処理が実行される場面の一例を示す図である。
【図３】図１の制御装置で実行される制御フローのフローチャートである。
【図４】図４は、隣接車線の中心線、自車両が走行する車線の境界線（車線境界線）を説
明するための概念図である。
【図５】図５は、車線境界線上の点に対する移動量の比率（ｒａｔｉｏ）を示すグラフで
ある。
【図６】図６は、隣接車線の中心線、自車両が走行する車線の境界線（車線境界線）を説
明するための概念図である。
【図７】図７は、車線境界線上の点に対する移動量の比率（ｒａｔｉｏ）を示すグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施の形態に係る車両の走行制御装置（走行軌跡補正装置）及び方法
を図面に基づいて説明する。なお、本実施形態では、車両に搭載される走行制御装置を例
示して本発明を説明する。
【００１０】
≪第１実施形態≫
　図１は、本発明の実施形態に係る車両の走行制御装置１００の構成を示す図である。図
１に示すように、本実施形態に係る走行制御装置１００は、自車位置検出装置１１０と、
地図データベース１２０と、車速センサ１３０と、測距センサ１４０と、カメラ１５０と
、駆動機構１７０と、制御装置１８０と、ヨーレートセンサ１９０とを備える。これら装
置は、相互に情報の授受を行うためにＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）その他の車載ＬＡＮによって接続されている。
【００１１】
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　自車位置検出装置１１０は、ＧＰＳユニットを備え、複数の衛星通信から送信される電
波をロケータ（ＧＰＳアンテナ）により検出して、自車両の位置情報を、周期的に取得す
るとともに、取得した自車両の位置情報と、ジャイロセンサから取得した角度変化情報と
、車速センサから取得した車速とに基づいて、自車両の現在位置を検出する。また、自車
位置検出装置１１０は、周知のマップマッチング技術を用いて、自車両の位置を検出する
こともできる。
【００１２】
　地図データベース１２０には、地図情報が格納されている。地図データベース１２０が
記憶する地図情報には、各地図座標における道路形状の情報、たとえばカーブ、坂道、交
差点、インターチェンジ、狭路、直線路、路肩構造物、合流地点に関する属性が、地図座
標に対応付けて記録されている。地図情報には、走行経路に関する情報として、車線境界
線（走路境界）の情報、走行領域の中心線（車線中心線）の情報などを含んでいる。走行
経路は、車線境界線に挟まれた車線全体を示す。路面上に車線が引かれている場合には、
車線境界線の情報は、路面上の車線の位置を表している。例えば交差点など、路面上に車
線が引かれていない領域では、車線境界線の情報は車両の走行進路を規定した上で、仮想
の車線境界線を表している。例えば、車両が、左折、右折、及び直進できる交差点では、
車線境界線は、交差点の入口（車両の進入口）と出口（車両の退出口）を結ぶように、左
折用の走路の境界線、右折用の走路の境界線、及び、直進用の走路の境界線をそれぞれ示
している。なお、車線境界線は、交差点内の全ての走行進路に対応させて、走路の境界線
を示す必要ない。走行経路に関する情報は、走行経路の代わりに、走行領域の中心線の情
報を含んでもよい。走行領域の中心線は、車両の車幅方向で、左側の車線境界線と右側の
車線境界線の間の中心線に相当する。また、走行経路に関する情報は、走行経路の境界線
及び走行領域の中心線の両方を含んでもよい。地図情報は、車両の自動運転制御に使用す
るための高精度地図である。
【００１３】
　車速センサ１３０は、ドライブシャフトなどの駆動系の回転速度を計測し、これに基づ
いて自車両の走行速度（以下、車速ともいう）を検出する。車速センサ１３０により検出
された自車両の車速情報は制御装置１８０に出力される。ヨーレートセンサ１９０は、車
室内などの適宜箇所に装着され、自車両のヨーレート（旋回方向への回転角の変化速度）
を検出し、検出された自車両のヨーレート情報は制御装置１８０に出力される。
【００１４】
　測距センサ１４０は、自車両の周囲に存在する対象物を検出する。また、測距センサ１
４０は、自車両と対象物との相対距離および相対速度を演算する。測距センサ１４０によ
り検出された対象物の情報は制御装置１８０に送信される。なお、このような測距センサ
１４０としては、レーザーレーダー、ミリ波レーダーなど（ＬＲＦ等）を用いることがで
きる。
【００１５】
　カメラ１５０は、自車両の周囲の道路や対象物を撮像する。本実施形態において、カメ
ラ１５０は、自車両の前方を撮像する。カメラ１５０により撮像された画像情報は制御装
置１８０に送信される。カメラ１５０は、自車両の前方を撮像するカメラ及び／又は自車
両の側方を撮像するカメラである。なお、走行制御装置１００は、自車両の周囲の状態を
検出するために、測距センサ１４０及びカメラ１５０の他に、レーダー又はライダを備え
てもよい。
【００１６】
　入力装置１６０は、ドライバーが操作可能な操作部材である。本実施形態において、ド
ライバーは入力装置１６０を操作することで、自動運転制御のオン／オフを設定すること
ができる。なお、本実施形態に係る車両の自動運転制御では、自車両の前方に先行車両が
存在する場合には、自車両と先行車両との車間距離をドライバーが設定した車間距離に維
持して、自車両が先行車両を追随するように、自車両を走行させる車間距離制御（先行車
追随制御）が行われ、自車両の前方に先行車両が存在しない場合には、ドライバーが設定
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した車速で自車両を走行させる速度制御が行われる。また、本実施形態において、ドライ
バーは入力装置１６０を操作することで、速度制御における自車両の設定車速（例えば、
具体的な速度値）および車間距離制御における設定車間距離（たとえば、短、中、長の三
段階）を設定することができる。
【００１７】
　駆動機構１７０には、自車両を自動走行させるためのエンジン及び／又はモータ（動力
系）、ブレーキ（制動系）およびステアリングアクチュエータ（操舵系）などが含まれる
。本実施形態では、後述する自動運転制御が行われる際に、制御装置１８０により、駆動
機構１７０の動作が制御される。
【００１８】
　制御装置１８０は、プロセッサを有したコンピュータであって、自車両の走行を制御す
るためのプログラムを格納したＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）と、このＲ
ＯＭに格納されたプログラムを実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ）と、アクセス可能な記憶装置として機能するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）とから構成される。なお、動作回路としては、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）に代えて又はこれとともに、ＭＰＵ（Ｍｉｃ
ｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　
Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）などを用いることができる。
【００１９】
　制御装置１８０は、ＲＯＭに格納されたプログラムをＣＰＵにより実行することにより
、自車両の走行経路を生成する自車両走行経路生成機能、他車両の車線を特定するする他
車車線特定機能、偏り演算機能、走行軌跡生成（演算）および補正機能、及び、自車両の
走行を制御する走行制御機能（自動追従機能を含む）とを実現する。以下において、制御
装置１８０が備える各機能について説明する。なお、制御装置１８０は、以下に説明する
機能の他に、例えば自車位置を検出する推定する機能など、他の機能も有している。
【００２０】
　制御装置１８０は、自車両走行経路生成機能により、自車位置及び地図情報に基づき、
自車両走行経路を演算する。自車両の走行経路は、車線中心線、車線境界線（走路境界）
、及び／又は走行領域で表される。制御装置１８０は、自車位置検出装置１１０により検
出された自車両の位置情報と、地図情報に基づき、地図上における自車両の位置を推定す
る。なお、制御装置１８０は、カメラ１５０の撮像画像を用いて自車両走行経路を演算し
てもよい。例えば、制御装置１８０は、自車両の側方及び／又は前方の撮像画像から車線
を検出する。制御装置１８０は、検出された境界線を車線境界線として特定することで、
自車両走行経路を生成してもよい。
【００２１】
　制御装置１８０は、他車車線特定機能により、他車両の位置を検出し、他車両が走行し
ている車線を特定する。制御装置１８０は、測距センサ１４０及び／又はカメラ１５０を
用いて、自車両の周囲に存在する他車両の位置を検出する。制御装置１８０は、地図情報
を用いて、自車両の周囲の車線を特定する。制御装置１８０は、検出された他車両の検出
結果を用いて、地図上における他車両の位置を演算し、他車両の現在位置に属する車線を
特定する。例えば、制御装置１８０は、他車両の位置情報を周期的に検出して、検出され
た位置の軌跡を、他車両の走行軌跡として演算する。次に、制御装置１８０は、地図情報
に含まれる車線境界線の情報から、自車両の周囲に位置する車線を特定する。そして、演
算された他車両の走行経路が車線境界線で挟まれている場合には、制御装置１８０は、他
車両の走行軌跡を挟んでいる車線境界線から、他車両が属している車線を特定する。なお
、他車車線を特定する際には、必ずしも他車両の走行経路を演算しなくてもよい。例えば
、制御装置１８０は、測距センサ１４０及び／又はカメラ１５０を用いて他車両の位置を
検出し、地図情報から自車両の周囲に位置する車線を抽出する。制御装置１８０は、抽出
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された車線の中から、検出された他車両の位置が属する車線を、他車車線として特定する
。
【００２２】
　制御装置１８０は、偏り演算機能により、他車両走行経路の車線内における他車両の位
置の偏りを演算する。他車両の位置の偏り（以下、単に「偏り」とも称す）は、車線の中
心線に対する他車両の車幅方向の位置ずれを表している。例えば、他車両の現在位置が車
両の中心線付近である場合には、偏りは小さくなる。一方、他車両の現在位置が、車線の
中心線よりも右側の車線境界線側に位置するときには、車両の車幅方向で右側の偏りが大
きくなる。他車両の偏りは、車線境界線に対する他車両の車幅方向の位置の偏差（位置ず
れ）に相当する。制御装置１８０は、演算された他車両の走行軌跡と、他車両が属する車
線の中心線又は車線境界線との、車幅方向の偏差（差分）を、他車両の偏りとして演算す
る。
【００２３】
　制御装置１８０は、走行軌跡生成（演算）および補正機能により、自車両が自車両走行
経路上を走行する時の目標軌跡となる自車両の走行軌跡を演算し、演算された偏りに応じ
て、自車両走行経路の車線内における自車両の走行軌跡を補正する。他車両の位置が自車
両側に偏っていない場合には、例えば、自車両走行経路を示す車線境界線の間の中央に走
行軌跡を設定（演算）する。一方、他車両が自車両の隣接車線を走行している状態で、他
車両が自車両に近づくように、他車両の位置が自車両側に偏っている場合には、制御装置
１８０は、自車両の走行軌跡が他車両の走行軌跡に対して離れるように、自車両の走行軌
跡を補正する。
【００２４】
　制御装置１８０は、走行制御機能により、駆動機構１７０を制御することで、自車両が
目標となる走行軌跡上を走行するように、自車両の走行の全部または一部を自動で行う自
動運転制御を実行する。走行軌跡生成および補正機能により走行軌跡が補正される場合に
は、自車両が走行するときの目標軌跡は補正後の走行軌跡である。たとえば、制御装置１
８０は、走行制御機能により、自車両が演算された走行軌跡に沿って走行するように、自
車両のステアリングアクチュエータ等を制御する。また、制御装置１８０は、自車両の前
方に先行車両が存在する場合に、エンジン、ブレーキ、ステアリングアクチュエータなど
の駆動機構１７０の動作を制御することで、自車両と先行車両との車間距離を、車間距離
設定機能により設定された車間距離にして、先行車両が走行した走行軌跡を自車両が追従
走行するように、自車両を走行させる自動追従制御を実行する。さらに、制御装置１８０
は、エンジンやブレーキなどの駆動機構１７０の動作を制御することで、ドライバーが設
定した所定の設定速度で自車両を走行させる速度走行制御を実行する。なお、走行制御機
能による自動運転制御は、各国の交通法規を遵守した上で実行される。
【００２５】
　次に、車両の走行を支援するための制御処理を説明する。図２は、本実施形態に係る制
御処理が実行される場面の一例を示す図である。車両が右側を通行する交通環境を例とし
て説明する。図２において、Ａは自車両を表し、Ｂは他車両を表す。図２に示すように、
交差点内において、車線境界線が実線等で路上に描かれておらず、ドライバーの目視又は
カメラ等のセンシングでは、車線境界線を特定できない。図２の例では、自車両がこのよ
うな交差点を左折し、他車両が、自車両の左側で自車両と並んで走っており、自車両と同
様に、交差点内で左折する。このとき、他車両は自車両側に膨らんで走行している。
【００２６】
　図３は、本実施形態の制御処理のフローを示すフローチャートである。なお、以下に説
明する走行制御処理は、制御装置１８０により実行される。また、以下に説明する走行制
御処理は、イグニッションスイッチ又はパワースイッチがオンになった場合に開始し、イ
グニッションスイッチ又はパワースイッチがオフとなるまで所定の周期で（たとえば１０
ミリ秒ごとに）繰り返し実行される。
【００２７】
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　また以下においては、ドライバーにより自動運転制御が入力（オン）されている場面を
例示して説明する。すなわち、ドライバーが入力装置１６０を介して自動運転制御をオン
に設定し、これにより、自車両が演算された走行軌跡に沿って走行するように、自動運転
制御が実行される。
【００２８】
　ステップＳ１０１にて、制御装置１８０は、自車位置検出装置１１０により検出された
自車両の位置情報を取得し、地図データベース１２０から地図情報を取得する。制御装置
１８０は、自車両の位置情報及び地図情報に基づき、自車両がどの車線を走行しているか
地図上で特定し、地図情報から、特定された車線の情報を取得する。また、制御装置１８
０は、取得した車線の情報及び自車両の位置情報に基づき、自車両の走行経路を生成する
。
【００２９】
　ステップＳ１０２にて、制御装置１８０は、自車両の現在情報及び地図情報に基づき、
自車両の周囲の車線情報を取得する。車線情報は、車線境界線の情報及び／又は車線の中
心線の情報である。制御装置１８０は、車線情報を、線で囲まれた領域の情報として取得
してもよい。
【００３０】
　ステップＳ１０３にて、制御装置１８０は、測距センサ１４０等を用いて、自車両の周
囲に位置する他車両の位置情報を取得する。制御装置１８０は、測距センサ１４０に限ら
ず、例えば、カメラ１５０による物体認識結果、レーダによる物体認識結果、またはライ
ダによるクラスタリング結果などを用い、位置情報を取得してもよい。すなわち、制御装
置１８０は、測距センサ１４０等を用いて、自車両に対して車幅方向に位置する車線を走
行している他車両の位置を検出している。
【００３１】
　ステップＳ１０４にて、制御装置１８０は、他車両の位置情報及び地図情報に基づき、
地図上で、どの車線を走行しているか特定し、地図情報から特定された車線の情報を取得
する。
【００３２】
　ステップ１０５にて、制御装置１８０は、他車両の位置情報及び地図情報に基づき、他
車両がどの車線を走行しているか地図上で特定する。制御装置１８０は、特定された他車
両の走行車線が隣接車線であるか否かを判定する。隣接車線は、自車両が走行している走
行車線に対して、右側又は左側に位置する車線である。
【００３３】
　他車両の走行車線が隣接車線である場合には、ステップＳ１０６にて、制御装置１８０
は、車線内における、他車両の位置の偏りを演算する。制御装置１８０は、隣接車線（自
車両に対して車幅方向に位置する車線）の情報を、地図データベース１２０から取得する
。隣接車線は車線境界線で区切られている。車線境界線の情報は点列で示されている。点
列に含まれる各点は地図上の位置座標で表される。連続した位置座標を繋げた線が車線境
界線に相当する。車線境界線は、隣接車線の左右の境界をそれぞれ表しており、一対の車
線境界線の中心線が、車線中心線となる。また、制御装置１８０は、他車両の位置座標の
時間的な推移から、他車両の走行軌跡を演算する。次に、制御装置１８０は、他車両の走
行軌跡と車線中心線との位置の偏差（位置の差分）を演算する。位置の偏差は、車両の車
幅方向の偏差である。例えば、図２に示すように、他車両が左方向への曲線状に走行して
いる場合には、車幅方向は、曲率半径の半径方向となる。これにより、制御装置１８０は
他車両の偏りを演算する。他車両の走行車線が隣接車線ではない場合には、制御装置１８
０は、ステップＳ１１２の制御フローを実行する。
【００３４】
　ステップＳ１０７にて、制御装置１８０は偏りが自車両側であるか否かを判定する。制
御装置１８０は、車線内における、他車両の位置の偏りの方向を、値の正負で区別して演
算している。そして、制御装置１８０は、偏りの正負と、自車両の現在位置との関係から
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、偏りが自車両側であるか否かを判定する。例えば、図２に示す例では、他車両が車線の
中心線に対して外側に寄って走行している場合には、制御装置１８０は、位置の偏差が正
の値になるように、偏りを演算する。一方、図２の例で、他車両が車線の中心線に対して
内側に寄って走行している場合には、制御装置１８０は、位置の偏差が負の値になるよう
に、偏りを演算する。そして、自車両が他車両の走行車線より外側の車線を走行しており
、偏りが正の値である場合には、制御装置１８０は、偏りが自車両側であると判定する。
制御装置１８０は、自車両が他車両の走行車線より外側の車線を走行しており、偏りが負
の値である場合には、制御装置１８０は、偏りが自車両側ではないと判定する。また、自
車両が他車両の走行車線より内側の車線を走行しており、偏りが負の値である場合には、
制御装置１８０は、偏りが自車両側であると判定する。制御装置１８０は、自車両が他車
両の走行車線より内側の車線を走行しており、偏りが正の値である場合には、制御装置１
８０は、偏りが自車両側ではないと判定する。
【００３５】
　偏りが自車両側であると判定した場合には、ステップＳ１０８にて、制御装置１８０は
、自車両の車線境界線の移動基準点を演算する。偏りがないと判定した場合および、偏り
が自車両側ではないと判定した場合には、制御装置１８０は、ステップＳ１１２の制御処
理を実行する。移動基準点は、車線境界線を示す点列の移動方向（補正方向）を規定する
ために使用される。移動基準点は、走行経路の形状に基づき設定される。例えば、図２に
示すように、制御装置１８０は、自車両の走行経路が曲線状である場合には、曲線状の車
線境界線の曲率中心に、移動基準点を設定する。自車両の走行経路が直線状である場合に
は、制御装置１８０は、自車両の現在位置、又は、自車両の走行経路上の点に、移動基準
点を設定する。
【００３６】
　以下、ステップＳ１０８からステップＳ１１２までの制御処理について、図２及び図４
を参照しつつ説明する。図４は、隣接車線の中心線、自車両が走行する車線の境界線（車
線境界線）を説明するための概念図であって、図２の場面と対応している。図２に示す自
車両Ａの走行経路の車線境界線が図４に示す車線境界線に対応し、図２に示す他車両Ｂの
走行経路における車線中心線が、図４に示す隣接中心線に相当する。自車両Ａの走行経路
は、補正前の車線境界線Ｌ２と車線境界線Ｌ３により区切られた経路で合って、図４に示
されるエリアＳ２の部分である。また他車両Ｂの走行経路は、車線境界線Ｌ１と補正前の
車線境界線Ｌ２とにより区切られた経路で合って、図４に示されるエリアＳ１の部分であ
る。なお、図４の点線で示す車線境界線及び隣接車線中心線の情報は、地図データベース
１０２の地図情報に含まれている。
【００３７】
　制御装置１８０は、ステップＳ１０８の制御フローを実行することで、図４に示す点Ｃ
を移動基準点に設定する。すなわち、図４に示すように、移動中心線Ｃを円近似した円心
が移動基準点となる。
【００３８】
　ステップＳ１０９にて、制御装置１８０は、自車両の走行軌跡を示す点列の各点の移動
量を演算する。まず、制御装置１８０は、地図情報、及び／又は、測距センサ１０４等の
センサの検出データに基づき、自車両の走行軌跡を補正する補正対象領域を特定する。制
御装置１８０は、交差点内など、車線が描かれていない領域を、補正対象領域に設定する
。なお、補正対象領域は、必ずしも路面上に車線のない領域とする必要はなく、車線の検
出が困難な領域、又は、カメラ１５０の撮像画像から車線が検出できなかった領域でもよ
い。また、例えば天候等により、車線の検出が困難な場合には、制御装置１８０は、自車
両の前方の周囲を補正対象領域として設定してもよい。図２及び図４の例では、制御装置
１８０は、交差点内を補正対象領域に設定する。また、補正対象領域は必ずしも設定する
必要はない。
【００３９】
　制御装置１８０は、地図情報に基づき、補正対象領域において、他車両の走行軌跡と、
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他車両の車線中心線との偏差を演算する。偏差は、移動基準点Ｃを中心とした円の半径方
向の偏差である。制御装置１８０は、他車両の走行軌跡を示す点列の各点に対して、偏差
をそれぞれ演算する。また制御装置１８０は、補正対象領域内で演算された、各点の偏差
のうち最も大きな偏差を、最大移動量（Ｄｍａｘ）に設定する。
【００４０】
　制御装置１８０は、補正対象領域において、自車両走行経路の車線境界線の始点と終点
を特定する。図２、図４の例では、自車両は、交差点に向かって直進し、交差点内で左折
し、左折した先となる車線上を走行する。このとき、自車両走行経路の走行境界線の始点
は、交差点の入口に設定され、終点は交差点の出口に設定されている。図４の例では、点
Ｐｓが始点となり、点Ｐｅが終点となる。すなわち、制御装置１８０は、補正対象領域の
うち、自車両走行経路と重なる領域の端部に、始点及び終点をそれぞれ設定する。また制
御装置１８０は、自車両走行経路の車線境界線上で、始点と終点との間に中央点を設定す
る。中央点は、車線境界線上で、始点から終点までの中点に設定される。なお、中央点は
、必ずしも中点である必要はなく、例えば車線境界線が、移動中心線Ｃを円近似した円に
対して部分的に膨らんでる場合には、点Ｃに対して最も半径が大きくなる位置に、中央点
を設定してもよい。図４の例では、点Ｐ３が中央点となる。
【００４１】
　制御装置１８０は、移動量が始点及び終点でゼロとなり、中央点で最大移動量（Ｄｍａ

ｘ）となるような、移動量の関数を演算する。
【００４２】
　図５は、車線境界線上の点に対する移動量の比率（ｒａｔｉｏ）を示すグラフである。
図５に示すグラフにおいて、横軸は、車線境界線上の位置を示し、縦軸は移動量の比率（
ｒａｔｉｏ）を示している。移動量の比率（ｒａｔｉｏ）は、始点でゼロとなり、始点か
ら中央点に向けて比例関係で増加し、中央点で最大値（１．０）となる。そして、移動量
の比率（ｒａｔｉｏ）は、中央点から終点に向けて比例関係で減少し、終点でゼロとなる
。
【００４３】
　制御装置１８０は、図５に示すような移動量の比率（ｒａｔｉｏ）の関係を用いて、下
記式（１）により、自車両走行経路を示す車線境界線の各点の移動量（ｄ（ｉ））を演算
する。
【数１】

　なお、ｉは、車線境界線上で所定距離又は所定演算周期ごとにプロットされる点の順番
を表している。ｉ＝０が始点となり、ｉは終点に向かって自然数で増加する
【００４４】
　ステップＳ１１０にて、制御装置１８０は、移動中心点Ｃから、自車両の車線境界線を
示す点列の各点に向かって、ベクトル（Ｖ（ｉ））を点毎に演算する。図４の例では、制
御装置１８０は、移動中心点Ｃから車線境界線上の各点（Ｐｓ、Ｐ１．．．Ｐ８、Ｐｅ）
に向かい、長さがｄ（ｉ）となるベクトルＶ（ｉ）を演算する。
【００４５】
　ステップＳ１１１にて、制御装置１８０は、車線境界線上の各点（Ｐｓ、Ｐ１．．．Ｐ

８、Ｐｅ）を、対応するベクトルＶ（ｉ）で移動させる。図４の例では、下記式（２）に
示すように、移動中心点Ｃから各点（Ｐｓ、Ｐ１．．．Ｐ８、Ｐｅ）に向かうベクトルＰ
（ｉ）に、ベクトルＶ（ｉ）を加えて、移動後（補正後）の各点（Ｐ’ｓ、Ｐ’１．．．
Ｐ’８、Ｐ’ｅ）に向かうベクトルＰ’（ｉ）を演算する。



(11) JP WO2020/025991 A1 2020.2.6

10

20

30

40

50

【数２】

【００４６】
　移動後（補正後）の各点（Ｐ’ｓ、Ｐ’１．．．Ｐ’８、Ｐ’ｅ）を繋げた線が、自車
両の補正後の境界線Ｌ２’となる。図４に示すように、補正後の車線境界線は、始点（Ｐ

ｓ）及び終点（Ｐｅ）を通る。
【００４７】
　ステップＳ１０６において、他車両の走行車線が隣接車線ではない場合および、ステッ
プＳ１０７において、偏りがないと判定した場合、偏りが自車両側ではないと判定した場
合には、ステップＳ１１２にて、自車両走行経路の車線境界線に基づき、自車両の走行軌
跡を演算する。一方、ステップＳ１０７において、偏りが自車両側であると判定した場合
には、ステップＳ１１２にて、制御装置１８０は、補正後の車線境界線に基づき、自車両
の走行軌跡を補正する。図４の例では、制御装置１８０は、自車両の進行方向に対して、
左側の補正前の車線境界線Ｌ２と右側の車線境界線の間の中心線Ｑ０を、自車両の走行軌
跡として演算する。一方、左側の補正後の車線境界線と右側の車線境界線の間の中心線Ｑ

１を、補正した自車両の走行軌跡として演算する。図４の例では、左側の車線境界線は他
車両から遠ざかるように補正されるが、右側の車線境界線は補正されない。そのため、一
対の車線境界線で規定される自車両の走行可能領域は、偏りの大きさに応じて車幅方向に
減少する。走行可能領域は、自車両が走行できる経路を領域で規定したものであり、補正
後の車線境界線Ｌ２’と補正前の車線境界線Ｌ３とにより区切られた経路に相当する。そ
して、補正後の走行可能領域の中心線（自車両の進行方向に沿う線）が、自車両の走行軌
跡Ｑ１となる。この走行軌跡は、自車両が自車両走行経路上を走行する時の目標軌跡とな
る。
【００４８】
　なお、図４の例では、制御装置１８０は、補正後の車線境界線に対して、所定の長さ分
、外側に移動させた線を、自車両の走行軌跡として演算してもよい。
【００４９】
　また、図４の例において、制御装置は、左側の車線境界線の補正に加えて、右側の車線
境界線も補正し、補正後の一対の車線境界線の中心線を、自車両の走行軌跡として演算し
てもよい。右側の車線境界線は、ステップＳ１０８からステップＳ１１１までの制御フロ
ーと同様の方法により補正されればよい。このように、一方の車線境界線が補正されるこ
とで、自車両の走行可能領域の車幅方向の長さが減少する場合には、制御装置１８０は、
他方の車線境界線を補正して、走行可能領域のうち、減少した領域（図４の例では内側の
領域）と反対側に位置する領域（図４の例では外側の領域）を広げてもよい。そして補正
後の走行可能領域の中心線（自車両の進行方向に沿う線）が、自車両の走行軌跡となる。
これにより、走行可能領域を確保できる。なお、自車両の走行軌跡は、必ずしも走行可能
領域の中心線である必要はなく、走行可能領域内に演算されればよい。
【００５０】
　ステップＳ１１３にて、制御装置１８０は、自車両が自車両走行経路上を走行する時の
目標軌跡がステップＳ１１２の制御処理で演算された走行軌跡となるように、ステアリン
グアクチュエータ等の制御量を演算する。
【００５１】
　ステップＳ１１４にて、制御装置１８０は、演算された制御量で駆動機構１７０を制御
することで、自車両の走行制御を実行する。そして、図３に示す制御フローが終了する。
このように、本実施形態では、車線境界線が明確に示されていない交差点等において、自
車両と他車両が並走している状態で、他車両が自車両側に膨らんで走行していると判定し
た場合には、自車両の走行軌跡を、他車両から遠ざかるように補正することで、自車両と
他車両との間の車幅方向の距離が短くなることを抑制することができる。



(12) JP WO2020/025991 A1 2020.2.6

10

20

30

40

50

【００５２】
　上記のように、本実施形態では、地図情報に基づき自車両走行経路を生成し、自車両が
自車両走行経路上を走行する時の目標軌跡となる自車両の走行軌跡を演算し、センサによ
り、自車両に対して車幅方向に位置する車線を走行する他車両の位置を検出し、他車両の
位置に基づき、他車両が走行する車線内における他車両の位置の偏りを演算し、演算され
た偏りに応じて、自車両の走行軌跡を補正する。これにより、路面上に区分線（車線境界
線）がない場合、又は、区分線を適切に検出できない場合などの環境下において、適切に
走行軌跡を補正できる。また例えば、隣接車線を走行する他車両の位置が自車両側に近づ
いた場合には、自車両が他車両から遠ざかるような走行軌跡を演算できる。
【００５３】
　また本実施形態では、地図情報に含まれる車線境界線の情報、又は、地図情報に含まれ
る走行領域の情報に基づき、自車両走行経路を生成する。これにより、自車両の走行軌跡
を、自車両走行経路を含む領域内に演算できる。
【００５４】
　また本実施形態では、センサの検出データを用いて、他車両の走行軌跡を演算し、他車
両の走行軌跡に基づき偏りを演算する、これにより、他車両のある時点での偏り、及び、
偏りの履歴を演算できるため、他車両の位置の偏りの演算精度を高めることができる。
【００５５】
　また本実施形態では、地図情報に基づき他車車線を特定し、他車車線の車線中心に対す
る偏差、及び、他車車線の車線境界に対する偏差の少なくともいずれか一方の偏差を、他
車両の位置の偏りとして演算する。これにより、他車両の位置の偏りの演算精度を高める
ことができる。
【００５６】
　また本実施形態では、地図情報及びセンサの検出データの少なくともいずれか一方に基
づき、走行軌跡を補正する補正対象領域を設定し、補正対象領域のうち自車両走行経路と
重なる領域の始点及び終点のいずれか一方の固定点として設定し、補正された自車両の走
行軌跡は固定点を通る。これにより境界が明確でない領域において、領域の端点を固定す
ることで、区間端点での走行軌跡がずれることを抑制できる。すなわち、補正対象領域の
前後で、走行軌跡の連続性を保つことができる。
【００５７】
　また本実施形態では、自車両の走行軌跡は自車両の車幅方向に補正される。これにより
、車線境界線が明確でない区間において、区間全体で自車両の走行軌跡を補正することが
できる。
【００５８】
　また本実施形態では、地図情報に基づき他車車線を特定し、他車両の位置が他車車線内
において自車両側に偏っているか否かを判定し、他車両の位置が自車両側に偏っていると
判定した場合には、自車両走行経路内における走行可能領域が偏りの大きさに応じて減少
するように、走行可能領域を補正する。これにより、隣接車線を走行する他車両の位置が
自車両側に近づいた場合には、自車両が他車両から遠ざかるような走行軌跡を演算できる
。
【００５９】
　また本実施形態では、補正後の走行可能領域の中心線を、自車両の走行軌跡として演算
する。また本実施形態では、補正後の走行可能領域内に自車両の走行軌跡を演算してもよ
い。これにより、例えば、隣接車線を走行する他車両の位置が自車両側に近づいた場合に
は、自車両が他車両から遠ざかるような走行軌跡を演算できる。
【００６０】
　なお、本実施形態では、移動量に対して上限値を設定してもよい。例えば、最大移動量
（Ｄｍａｘ）に対して上限値が予め設定されている。制御装置１８０は、ステップＳ１０
９の制御処理により、他車両の走行軌跡を示す点列の各点に対して偏差をそれぞれ演算し
、各点の偏差のうち最も大きな最大偏差を演算する。最大偏差と最大移動量（Ｄｍａｘ）
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との対応関係は、最大偏差が大きいほど、最大移動量（Ｄｍａｘ）は大きくなる。制御装
置１８０は、最大偏差に対応する最大移動量（Ｄｍａｘ）を演算し、最大移動量（Ｄｍａ

ｘ）と上限値とを比較する。最大移動量（Ｄｍａｘ）が上限値より大きい場合には、制御
装置１８０は、最大移動量（Ｄｍａｘ）を上限値に制限する。制御装置１８０は、制限さ
れた最大移動量（Ｄｍａｘ）を、式（１）の演算式に用いる。これにより、自車両の走行
軌跡の補正量に上限値が設けられるため、自車の走行可能領域が狭まりすぎることを抑制
できる。
【００６１】
　なお、本実施形態では、自車両の走行軌跡を補正することで、走行可能領域が車幅方向
に減少した場合に、補正後の走行可能領域の車幅方向の長さが自車両の幅より短いときに
は、制御装置１８０は、走行可能領域のうち、減少した領域に対して車幅方向で反対側に
位置する領域を広げてもよい。これにより、自車両の走行可能領域を確保できる。
【００６２】
　なお、本実施形態では、偏り演算機能、及び、ステップＳ１０６、Ｓ１０７の制御フロ
ーにおいて、他車両の位置の偏りを演算する際に他車両の走行軌跡を演算しなくてもよい
。制御装置１８０は、測距センサ１０４又はカメラ１０５により検出された他車両の位置
と、車線境界線位置との距離を演算する。距離は、車幅方向の長さである。制御装置１８
０は、地図情報から他車車線の幅を特定し、幅の大きさと演算された距離を比較すること
で、他車両の位置の偏りを演算する。一例として、制御装置１８０は、他車車線の一対の
境界線のうち、右側の車線境界線を基準線として設定する。制御装置１８０は、基準線か
ら、他車両の位置までの距離を演算する。演算された距離が短いほど、他車両の位置は右
側車線境界線側に偏る。演算された距離が、車線の幅の大きさの半分程度である場合には
、他車両の位置は車線の中心線付近となる。演算された距離が長いほど、他車両の位置は
左側車線境界線に偏る。このように、制御装置１８０は、車線境界線を基準として、他車
両の車幅方向の位置までの距離を演算し、演算された距離に応じて、他車車線内における
他車両の位置の偏りを演算できる。なお、基準線は、左側の車線境界線でもよく、車線の
中心線でもよい。
【００６３】
　なお本実施形態の変形例では、補正対象領域において移動量の関数式を設定せずに、所
定周期で演算される偏差に対して、演算周期に合わせて、対応する移動量を演算してもよ
い。例えば、偏差の大きさと移動量の大きさとの対応関係が予め決まっており、制御装置
１８０は、対応関係をテーブルとして格納している。そして、図４の例では、制御装置１
８０は、車線境界線上で点（Ｐｓ）から点（Ｐｅ）まで、各点で偏差を演算し、かつ、テ
ーブルを参照して演算された偏差に対応する移動量をそれぞれ演算する。また、制御装置
１８０は、演算された移動量に応じて、自車両の走行軌跡を補正する。これにより、例え
ば、補正対象領域において偏差が変化した場合には、偏差の変化に合わせて移動量も変化
し、補正後の走行軌跡も変化する。すなわち、本実施形態では、自車両走行経路内におけ
る走行可能領域が偏りの大きさに応じて減少した後に、偏りの大きさが小さくなった場合
には、自車両走行経路内における走行可能領域が広がるように、走行可能領域を補正する
。これにより、走行軌跡の補正後に、偏差が小さくなった場合に、走行可能領域の補正量
を減らすことで、自車の走行経路をもとの形状に近づけることができる。
【００６４】
　なお、上記の変形例では、偏差の変化に合わせて走行軌跡を補正することで、走行可能
領域の大きさを変化させたが、走行可能領域を補正した後、走行可能領域の大きさを、所
定時間維持してよい。所定時間は、例えば、自車両が補正対象領域を走行する時間である
。これにより、走行可能領域の補正後の変化を抑制できる。
【００６５】
　なお本実施形態の変形例では、ステップＳ１１３及びステップＳ１１４の制御処理にお
いて、補正後の走行可能領域の車幅方向の長さが自車両の幅より短い場合には、制御装置
１８０は、自車両の車速を現在の車速よりも減少させてもよい。これにより、自車両の車
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速を減速させることで自車両が他車両に接近することを抑制できる。
【００６６】
　なお、本実施形態に係る制御装置の制御処理は、自車両の現在位置、及び／又は、他車
両の現在位置が補正対象領域に含まれる場合に限らず、例えば、自車両が補正対象領域に
近づいている場合など、自車両の現在位置、及び／又は、他車両の現在位置が補正対象領
域外にある場合に、実行してもよい。例えば、図２の例では、自車両が交差点に近づいて
いる場合に、制御装置１８０は、自車両の車線に位置する他車両の位置を演算し、他車両
の位置に対して偏差を演算する。そして、制御装置１８０は、演算された偏差に対する移
動量を演算する。そして、制御装置１８０は、演算された移動量を用いて、補正対象領域
内において、自車両の走行軌跡を補正する。
【００６７】
≪第２実施形態≫
　本発明の他の実施形態に係る走行制御装置１００及び走行制御方法を説明する。本実施
形態では、第１実施形態に対して、自車両の走行軌跡を示す点列の各点の移動量を一定値
にしている点が異なる。それ以外の、走行制御装置１００の各構成及び制御装置１８０の
制御処理は、第１実施形態と同様であり、第１実施形態の記載を適宜、援用する。
【００６８】
　制御装置１８０は、第１実施形態のステップＳ１０９の制御処理の代わりに、以下の制
御処理を実行する。他の制御処理は第１実施形態と同様である。以下、図２及び図６を参
照しつつ制御処理を説明する。図６は、隣接車線の中心線、自車両が走行する車線の境界
線（車線境界線）を説明するための概念図であって、図２の場面と対応している。図２に
示す自車両Ａの走行経路の車線境界線が図６に示す補正前の車線境界線に対応し、図２に
示す他車両Ｂの走行経路における車線中心線が、図６に示す隣接中心線に相当する。なお
、図６の点線で示す車線境界線及び隣接車線中心線の情報は、地図データベース１０２の
地図情報に含まれている。
【００６９】
　まず、制御装置１８０は、地図情報、及び／又は、測距センサ１０４等のセンサの検出
データに基づき、自車両の走行軌跡を補正する補正対象領域を特定する。補正対象領域の
特定は、第１実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【００７０】
　制御装置１８０は、地図情報に基づき、補正対象領域において、他車両の走行軌跡と、
他車両の車線中心線との偏差を演算する。このとき、偏差は一定の値として演算される。
一定の偏差は、例えば、他車両の走行軌跡を示す点列の各点に対する偏差の平均値、最大
値、又は最小値である。制御装置１８０は、一定の偏差に対応する一定の移動量（オフセ
ット値）を演算する。偏差と移動量との対応関係は予め設定されており、偏差が大きいほ
ど、一定移動量は大きくなる。なお、一定移動量には上限値を設定してもよい。上限値は
、例えば車線幅に応じて設定されればよい。
【００７１】
　制御装置１８０は、補正対象領域において、自車両走行経路の車線境界線の始点と終点
を特定する。車線境界線の始点と終点の特定は、第１実施形態と同様であるため、説明を
省略する。次に、制御装置１８０は、始点から終了点までの移動比率（ｒａｔｉｏ）を固
定値（１．０）に設定し、各点Ｐ（ｉ）の移動量を一定値にする。
【００７２】
　図７は、車線境界線上の点に対する移動量の比率（ｒａｔｉｏ）を示すグラフである。
図５に示すグラフにおいて、横軸は、車線境界線上の位置を示し、縦軸は移動量の比率（
ｒａｔｉｏ）を示している。移動量の比率（ｒａｔｉｏ）は、１．０で固定値になってい
る。
【００７３】
　そして、制御装置１８０は、演算された移動量を用いて、自車両の走行軌跡を補正する
。図６に示すように、補正後の車線境界線は、補正前の車線境界線（地図情報で示される
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施形態では、車線境界線が明確に示されていない交差点等において、自車両と他車両が並
走している状態で、他車両が自車両側に膨らんで走行していると判定した場合には、補正
前の車線境界線から一定移動量分、外側にオフセットして補正後の車線境界線を演算して
、補正後の車線境界線に基づいて、自車両の走行軌跡を、他車両から遠ざかるように全体
的に補正することで、自車両と他車両との間の車幅方向の距離が短くなることを抑制する
ことができる。
【００７４】
　上記のように、本実施形態では、補正対象領域内で偏りを一定の値とし、自車両の走行
軌跡を補正する。これにより、偏差の変動に対して、走行軌跡が急激に変化することを抑
制できる。
【符号の説明】
【００７５】
　１００…走行制御装置
　　１１０…自車位置検出装置
　　１２０…地図データベース
　　１３０…車速センサ
　　１４０…測距センサ
　　１５０…カメラ
　　１６０…入力装置
　　１７０…駆動機構
　　１８０…制御装置
　　１９０…ヨーレートセンサ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月21日(2019.6.21)
【手続補正１】
【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】
　制御装置により実行される、車両の走行軌跡を補正する方法であって、
前記制御装置は、自車両に設けられたセンサによる車線の検出が不可能又は困難な場合に
前記走行軌跡を補正することを実現させる機能を有し、
前記方法は、
　データベースから、仮想車線の情報を含む地図情報を取得し、
　前記地図情報に基づき、前記自車両が自車両走行経路上を走行する時の目標軌跡となる
前記自車両の走行軌跡を演算し、
　前記センサにより、前記自車両に対して車幅方向に位置する前記仮想車線を走行する他
車両の位置を検出し、
　前記他車両の位置に基づき、前記他車両が走行する前記仮想車線である他車車線内にお
ける前記他車両の位置の偏りを演算し、
　前記偏りに応じて、前記自車両の走行軌跡を補正する方法である走行軌跡補正方法。
【請求項２】
　前記地図情報に含まれる走路境界の情報、又は、前記地図情報に含まれる走行領域の情
報に基づき、前記自車両走行経路を生成する請求項１記載の走行軌跡補正方法。
【請求項３】
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　前記センサの検出データを用いて、前記他車両が前記他車車線を走行する時の前記他車
両の走行軌跡を演算し、
　前記他車両の走行軌跡に基づき、前記偏りを演算する請求項１又は２記載の走行軌跡補
正方法。
【請求項４】
　前記地図情報に基づき、前記他車車線を特定し、
　前記他車車線の車線中心に対する偏差、及び、前記他車車線の車線境界に対する偏差の
少なくともいずれか一方の偏差を、前記偏りとして演算する請求項１～３のいずれか一項
に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項５】
　前記地図情報及び前記センサの検出データの少なくともいずれか一方に基づき、前記自
車両の走行軌跡を補正する補正対象領域を設定し、
　前記他車両の位置に基づき、前記補正対象領域における前記他車両の位置の偏りを演算
し、
　前記補正対象領域における前記他車両の偏りに応じて、前記自車両の走行軌跡を補正す
る請求項１～４のいずれか一項に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項６】
　前記地図情報及び前記センサの検出データの少なくともいずれか一方に基づき、前記自
車両の前記走行軌跡を補正する補正対象領域を設定し、
　前記補正対象領域内で前記偏りを一定の値とし、前記自車両の走行軌跡を補正する請求
項１～５のいずれか一項に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項７】
　前記地図情報及び前記センサの検出データの少なくともいずれか一方に基づき、前記自
車両の前記走行軌跡を補正する補正対象領域を設定し、
　前記補正対象領域のうち、前記自車両走行経路と重なる領域の始点及び終点のいずれか
一方を固定点として設定し、
　補正された前記自車両の走行軌跡は、前記固定点を通る請求項１～６のいずれか一項に
記載の走行軌跡補正方法。
【請求項８】
　前記自車両の走行軌跡は前記自車両の車幅方向に補正される請求項１～７のいずれか一
項に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項９】
　前記車幅方向への補正量の上限値が設定されている請求項８記載の走行軌跡補正方法。
【請求項１０】
　前記地図情報に基づき、前記他車車線を特定し、
　前記偏りに基づき、前記他車両の位置が前記他車車線内において前記自車両側に偏って
いるか否かを判定し、
　前記他車両の位置が前記他車車線内において前記自車両側に偏っていると判定した場合
には、前記自車両走行経路内における走行可能領域が前記偏りの大きさに応じて減少する
ように、前記走行可能領域を補正する請求項１～９のいずれか一項に記載の走行軌跡補正
方法。
【請求項１１】
　補正後の前記走行可能領域の中心線を、前記自車両の前記走行軌跡として演算する請求
項１０に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項１２】
　補正後の前記走行可能領域内に前記自車両の前記走行軌跡を演算する請求項１０に記載
の走行軌跡補正方法。
【請求項１３】
　前記自車両走行経路内における前記走行可能領域が、前記偏りの大きさに応じて前記自
車両の車幅方向に減少するように、前記走行可能領域を補正し、
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　補正後の前記走行可能領域の前記車幅方向の長さが、前記自車両の幅より短い場合には
、前記走行可能領域のうち、減少した領域に対して車幅方向で反対側に位置する領域を広
げる請求項１０～１２のいずれか一項に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項１４】
　前記自車両走行経路内における走行可能領域が前記偏りの大きさに応じて減少した後に
、前記偏りの大きさが小さくなった場合には、前記自車両走行経路内における走行可能領
域が広がるように、前記走行可能領域を補正する請求項１０～１３のいずれか一項に記載
の走行軌跡補正方法。
【請求項１５】
　補正後の前記走行可能領域の大きさが、所定時間、維持される請求項１０～１３のいず
れか一項に記載の走行軌跡補正方法。
【請求項１６】
　請求項１０～１５のいずれ一項に記載の走行軌跡補正方法により補正された前記自車両
の走行軌跡に基づき、前記自車両の走行を制御する走行制御方法。
【請求項１７】
　補正後の前記走行可能領域の車幅方向の長さが、前記自車両の幅より短い場合には、前
記自車両の車速を減少させる請求項１６に記載の走行制御方法。
【請求項１８】
　制御装置を有し、車両の走行軌跡を補正する装置であって、
前記制御装置は、自車両に設けられたセンサによる車線の検出が不可能又は困難な場合に
前記走行軌跡を補正することを実現させる機能を有し、
前記制御装置は、
　データベースから、仮想車線の情報を含む地図情報を取得し、
　前記地図情報に基づき、自車両が自車両走行経路上を走行する時の目標軌跡となる前記
自車両の走行軌跡を演算し、
　前記センサを用いて、前記自車両に対して車幅方向に位置する前記仮想車線を走行する
他車両の位置を検出し、
　前記他車両の位置に基づき、前記他車両が走行する前記仮想車線である他車車線内にお
ける前記他車両の位置の偏りを演算し、
　前記偏りに応じて、前記自車両の走行軌跡を補正する走行軌跡補正装置。
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