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(57)【要約】
【課題】不適切なタイミングでの運転支援の度合の低下
を抑制することができる車両制御システム、車両制御方
法、およびプログラムを提供することを目的の一つとす
る。
【解決手段】車両制御システムにおいて、車両の周辺状
況を認識する認識部（１６、３２１、３２２）と、前記
認識部により認識された周辺状況に基づいて、前記車両
の操舵または加減速のうち一方または双方を制御して前
記車両の運転支援を行う制御部（２００、３００）と、
前記車両の乗員による前記運転支援に関する指示を受け
付ける受付部（４０、８０）と、前記受付部により前記
運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられ
た場合において、前記車両の周辺状況が所定の周辺状況
である、または将来において前記所定の周辺状況となる
ことが予測される場合に、前記制御部による運転支援の
非作動または機能低下を抑制する抑制部（１３０）と、
を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周辺状況を認識する認識部と、
　前記認識部により認識された周辺状況に基づいて、前記車両の操舵または加減速のうち
一方または双方を制御して前記車両の運転支援を行う制御部と、
　前記車両の乗員による前記運転支援に関する指示を受け付ける受付部と、
　前記受付部により前記運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合に
おいて、前記車両の周辺状況が所定の周辺状況である、または将来において前記所定の周
辺状況となることが予測される場合に、前記制御部による運転支援の非作動または機能低
下を抑制する抑制部と、
　を備える車両制御システム。
【請求項２】
　前記制御部は、前記認識部の認識レベルが第１の閾値以上である場合に、第１の度合の
運転支援を可能とし、前記認識部の認識レベルが前記第１の閾値よりも高い第２の閾値以
上である場合に、前記第１の度合よりも運転者に課されるタスクが小さい第２の度合の運
転支援を可能とし、
　前記抑制部は、前記認識部の認識レベルが前記第２の閾値以上である状況において、前
記受付部により前記運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合に、前
記制御部による運転支援の非作動または機能低下を抑制する、
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項３】
　前記抑制部は、前記車両が所定の走行シーンを走行する場合に、前記認識部による認識
の状態が低下すると予測し、前記所定の走行シーンを走行する前に、前記受付部により前
記運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合に、前記制御部による運
転支援の非作動または機能低下を抑制する、
　請求項１または２に記載の車両制御システム。
【請求項４】
　情報を出力する出力部と、
　前記受付部により前記運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合に
おいて、前記車両の周辺状況が所定の周辺状況である、または将来において前記所定の周
辺状況となることが予測される場合に、前記運転支援の非作動または機能低下を実行して
もよいか否かを前記出力部に出力させる出力制御部と、を更に備える、
　請求項１から３のうち何れか１項に記載の車両制御システム。
【請求項５】
　前記抑制部は、前記制御部による運転支援の非作動または機能低下を抑制した状態にお
いて、前記認識部により認識された周辺状況が、前記所定の周辺状況ではない場合、また
は前記所定の周辺状況となってから更なる状況の変化が将来において予測されない場合に
、前記制御部による運転支援の非作動または機能低下の抑制を解除する、
　請求項１から４のうち何れか１項に記載の車両制御システム。
【請求項６】
　前記受付部は、ブレーキペダルを含み、
　前記抑制部は、前記ブレーキペダルにより前記運転支援の非作動または機能低下の指示
が受け付けられた場合に、前記車両の周辺状況が所定の周辺状況である、または将来にお
いて前記所定の周辺状況となることが予測される場合であっても、前記制御部による運転
支援の非作動または機能低下を抑制しない、
　請求項１から５のうち何れか１項に記載の車両制御システム。
【請求項７】
　コンピュータが、
　車両の周辺状況を認識し、
　認識された前記周辺状況に基づいて、前記車両の操舵または加減速のうち一方または双
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方を制御して前記車両の運転支援を行い、
　前記車両の乗員による前記運転支援に関する指示を受け付け、
　前記運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合において、前記車両
の周辺状況が所定の周辺状況である、または将来において前記所定の周辺状況となること
が予測される場合に、前記運転支援の非作動または機能低下を抑制する、
　車両制御方法。
【請求項８】
　コンピュータに、
　車両の周辺状況を認識させ、
　認識された前記周辺状況に基づいて、前記車両の操舵または加減速のうち一方または双
方を制御して前記車両の運転支援を行わせ、
　前記車両の乗員による前記運転支援に関する指示が受け付けられ、
　前記運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合において、前記車両
の周辺状況が所定の周辺状況である、または将来において前記所定の周辺状況となること
が予測される場合に、前記運転支援の非作動または機能低下を抑制させる、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両制御システム、車両制御方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の加減速または操舵の少なくとも一方を自動的に制御して車両を走行させる技術（
以下、「自動運転」と称する）についての研究が進められている。これに関連して、夜間
、豪雨、霧等の気象条件により、カメラやレーダを含む自動運転に必要なセンサ群の検出
精度が低下し、自動運転に必要な周辺環境を正しく検出できない場合に、手動運転から自
動運転への移行を禁止する技術が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－８８３３４号公報
【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、従来技術の手法では、自動運転から手動運転へと運転支援の度合が低下
する場合に、車両の周辺状況が考慮されていない場合があった。そのため、車両の周辺状
況によっては、乗員が周辺状況を認知するまでに時間がかかる場合があり、手動運転が困
難となり得る可能性があった。
【０００５】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、不適切なタイミングでの運
転支援の度合の低下を抑制することができる車両制御システム、車両制御方法、およびプ
ログラムを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）：車両の周辺状況を認識する認識部と、前記認識部により認識された周辺状況に
基づいて、前記車両の操舵または加減速のうち一方または双方を制御して前記車両の運転
支援を行う制御部と、前記車両の乗員による前記運転支援に関する指示を受け付ける受付
部と、前記受付部により前記運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場
合において、前記車両の周辺状況が所定の周辺状況である、または将来において前記所定
の周辺状況となることが予測される場合に、前記制御部による運転支援の非作動または機
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能低下を抑制する抑制部と、を備える車両制御システムである。
【０００７】
　（２）：（１）において、前記制御部は、前記認識部の認識レベルが第１の閾値以上で
ある場合に、第１の度合の運転支援を可能とし、前記認識部の認識レベルが前記第１の閾
値よりも高い第２の閾値以上である場合に、前記第１の度合よりも運転者に課されるタス
クが小さい第２の度合の運転支援を可能とし、前記抑制部は、前記認識部の認識レベルが
前記第２の閾値以上である状況において、前記受付部により前記運転支援の非作動または
機能低下の指示が受け付けられた場合に、前記制御部による運転支援の非作動または機能
低下を抑制するものである。
【０００８】
　（３）：（１）または（２）において、前記抑制部は、前記車両が所定の走行シーンを
走行する場合に、前記認識部による認識の状態が低下すると予測し、前記所定の走行シー
ンを走行する前に、前記受付部により前記運転支援の非作動または機能低下の指示が受け
付けられた場合に、前記制御部による運転支援の非作動または機能低下を抑制するもので
ある。
【０００９】
　（４）：（１）～（３）のうち何れか一つにおいて、情報を出力する出力部と、前記受
付部により前記運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合において、
前記車両の周辺状況が所定の周辺状況である、または将来において前記所定の周辺状況と
なることが予測される場合に、前記運転支援の非作動または機能低下を実行してもよいか
否かを前記出力部に出力させる出力制御部と、を更に備えるものである。
【００１０】
　（５）：（１）～（４）のうち何れか一つにおいて、前記抑制部は、前記制御部による
運転支援の非作動または機能低下を抑制した状態において、前記認識部により認識された
周辺状況が、前記所定の周辺状況ではない場合、または前記所定の周辺状況となってから
更なる状況の変化が将来において予測されない場合に、前記制御部による運転支援の非作
動または機能低下の抑制を解除するものである。
【００１１】
　（６）：（１）～（５）のうち何れか一つにおいて、前記受付部は、ブレーキペダルを
含み、前記抑制部は、前記ブレーキペダルにより前記運転支援の非作動または機能低下の
指示が受け付けられた場合に、前記車両の周辺状況が所定の周辺状況である、または将来
において前記所定の周辺状況となることが予測される場合であっても、前記制御部による
運転支援の非作動または機能低下を抑制しない。
【００１２】
　（７）：コンピュータが、車両の周辺状況を認識し、認識された前記周辺状況に基づい
て、前記車両の操舵または加減速のうち一方または双方を制御して前記車両の運転支援を
行い、前記車両の乗員による前記運転支援に関する指示を受け付け、前記運転支援の非作
動または機能低下の指示が受け付けられた場合において、前記車両の周辺状況が所定の周
辺状況である、または将来において前記所定の周辺状況となることが予測される場合に、
前記運転支援の非作動または機能低下を抑制する、車両制御方法である。
【００１３】
　（８）：コンピュータに、車両の周辺状況を認識させ、認識された前記周辺状況に基づ
いて、前記車両の操舵または加減速のうち一方または双方を制御して前記車両の運転支援
を行わせ、前記車両の乗員による前記運転支援に関する指示が受け付けられ、前記運転支
援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合において、前記車両の周辺状況が
所定の周辺状況である、または将来において前記所定の周辺状況となることが予測される
場合に、前記運転支援の非作動または機能低下を抑制させる、プログラムである。
【発明の効果】
【００１４】
　（１）～（８）によれば、不適切なタイミングでの運転支援の度合の低下を抑制するこ
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とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態の車両システム１の構成図である。
【図２】抑制制御部１３０の機能構成図である。
【図３】走行シーンごとの抑制制御部１３０の処理の一例を説明するための図である。
【図４】抑制実行制御部１３６の処理の一例を説明するための図である。
【図５】表示部４４に表示される画像ＩＭ１の一例を示す図である。
【図６】抑制実行制御部１３６が運転支援の非作動の抑制を解除するタイミングについて
説明するための図である。
【図７】抑制制御部１３０により実行される処理の流れの一例を示すフローチャートであ
る。
【図８】実施形態のマスター制御部１００のハードウェア構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照し、本発明の車両制御システム、車両制御方法、およびプログラムの
実施形態について説明する。以下の実施形態では、車両制御システムが自動運転車両に適
用されたものとする。自動運転とは、乗員による操作に依らず操舵制御または速度制御の
うち一方または双方を制御して車両を走行させることをいい、運転支援の一種である。ま
た、実施形態において、運転支援には、例えば、ＡＣＣ（Adaptive Cruise Control Syst
em）やＬＫＡＳ（Lane Keeping Assistance System）等の運転支援装置が作動することで
運転支援を実行する第１の度合と、第１の度合よりも制御度合が高い第２の度合とがある
ものとする。第２の度合の運転支援は、第１の度合の運転支援に比して運転者に課される
タスクが小さい。運転者に課されるタスクとは、例えば、周辺監視やステアリングホイー
ルを把持する動作等である。また、本実施形態において、第２の度合の運転支援は、自動
運転であるものとする。また、実施形態における「乗員」とは、例えば、運転席すなわち
運転操作子が設けられた座席に着座した乗員であるものとする。
【００１７】
　［全体構成］
　図１は、実施形態の車両システム１の構成図である。車両システム１が搭載される車両
（以下、自車両Ｍと称する）は、例えば、二輪や三輪、四輪等の車両であり、その駆動源
は、ディーゼルエンジンやガソリンエンジン等の内燃機関、電動機、或いはこれらの組み
合わせである。電動機は、内燃機関に連結された発電機による発電電力、或いは二次電池
や燃料電池の放電電力を使用して動作する。
【００１８】
　車両システム１は、例えば、カメラ１０と、レーダ装置１２と、ファインダ１４と、物
体認識装置１６と、通信装置２０と、ＨＭＩ（Human Machine Interface）４０と、ナビ
ゲーション装置５０と、ＭＰＵ（Map Positioning Unit）６０と、車両センサ７０と、運
転操作子８０と、車室内カメラ９０と、マスター制御部１００と、運転支援制御部２００
と、自動運転制御ユニット３００と、走行駆動力出力装置５００と、ブレーキ装置５１０
と、ステアリング装置５２０とを備える。これらの装置や機器は、ＣＡＮ（Controller A
rea Network）通信線等の多重通信線やシリアル通信線、無線通信網等によって互いに接
続される。なお、図１に示す構成はあくまで一例であり、構成の一部が省略されてもよい
し、更に別の構成が追加されてもよい。また、物体認識装置１６と、外界認識部３２１と
、自車位置認識部３２２とを合わせたものが、「認識部」の一例である。また、運転支援
制御部２００と、自動運転制御ユニット３００とを合わせたものが、「制御部」の一例で
ある。また、ＨＭＩ４０は、「出力部」の一例である。また、ＨＭＩ制御部１２０は、「
出力制御部」の一例である。また、抑制制御部１３０が「抑制部」の一例である。また、
ＨＭＩ４０と、運転操作子８０とを合わせたものが、「受付部」の一例である。
【００１９】
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　カメラ１０は、自車両Ｍの周辺を撮像し、撮像画像を生成する。カメラ１０は、例えば
、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semicondu
ctor）等の固体撮像素子を利用したデジタルカメラである。カメラ１０は、車両システム
１が搭載される自車両Ｍの任意の箇所に取り付けられる。自車両Ｍの周辺とは、自車両の
前方を含み、自車両の側方又は後方を含んでいてもよい。前方を撮像する場合、カメラ１
０は、フロントウインドシールド上部やルームミラー裏面等に取り付けられる。後方を撮
像する場合、カメラ１０は、リアウインドシールド上部やバックドア等に取り付けられる
。側方を撮像する場合、カメラ１０は、ドアミラー等に取り付けられる。カメラ１０は、
例えば、周期的に繰り返し自車両Ｍの周辺を撮像する。カメラ１０は、ステレオカメラで
あってもよい。
【００２０】
　レーダ装置１２は、自車両Ｍの周辺にミリ波等の電波を放射するとともに、物体によっ
て反射された電波（反射波）を検出して少なくとも物体の位置（距離および方位）を検出
する。レーダ装置１２は、自車両Ｍの任意の箇所に一つまたは複数が取り付けられる。レ
ーダ装置１２は、ＦＭＣＷ（Frequency Modulated Continuous Wave）方式によって物体
の位置および速度を検出してもよい。
【００２１】
　ファインダ１４は、照射光に対する散乱光を測定し、対象までの距離を検出するＬＩＤ
ＡＲ（Light Detection and Ranging、或いはLaser Imaging Detection and Ranging）で
ある。ファインダ１４は、自車両Ｍの任意の箇所に一つまたは複数が取り付けられる。
【００２２】
　物体認識装置１６は、カメラ１０、レーダ装置１２、およびファインダ１４のうち一部
または全部による検出結果に対してセンサフュージョン処理を行って、自車両Ｍの周辺状
況を認識する。また、物体認識装置１６は、自車両Ｍの周囲に存在する物体の位置、種類
、速度等を認識してもよい。物体認識装置１６は、認識結果をマスター制御部１００、運
転支援制御部２００、および自動運転制御ユニット３００に出力する。
【００２３】
　通信装置２０は、例えば、セルラー網やＷｉ－Ｆｉ網、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）、ＤＳＲＣ（Dedicated Short Range Communication）等を利用して、自車両Ｍの周辺
に存在する他車両と通信し、或いは無線基地局を介して各種サーバ装置と通信する。
【００２４】
　ＨＭＩ４０は、自車両Ｍの乗員に対して各種情報を提示するとともに、乗員による入力
操作を受け付ける。ＨＭＩ４０は、例えば、運転支援切替スイッチ４２と、表示部４４と
を備える。また、ＨＭＩ４０は、スピーカやマイク、発光部、ブザー、タッチパネル、各
種操作スイッチ、キー等を含んでもよい。ＨＭＩ４０に含まれる各機器は、例えば、イン
ストルメントパネルの各部、運転席、ステアリングホイールの任意の箇所に取り付けられ
る。
【００２５】
　運転支援切替スイッチ４２は、自車両Ｍの運転支援を開始する操作を受け付ける。運転
支援を開始するとは、例えば、第１の度合または第２の度合の運転支援を実行することで
ある。また、運転支援切替スイッチ４２は、自車両Ｍの運転支援の非作動または機能低下
の指示（運転支援を非作動にする指示、または運転支援の機能を低下させる指示）を受け
付ける。運転支援の非作動とは、例えば、運転支援制御部２００および自動運転制御ユニ
ット３００による運転支援を停止することである。また、運転支援の機能低下とは、例え
ば、運転支援の度合を、第２の度合から第１の度合に切り替えることである。運転支援切
替スイッチ４２が操作されない場合、または運転支援切替スイッチ４２により運転支援を
非作動とする操作を受け付けられた場合には、乗員による手動運転が行われる。手動運転
では、運転操作子８０の操作量に応じて、走行駆動力出力装置５００、ブレーキ装置５１
０、およびステアリング装置５２０が制御される。
【００２６】
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　表示部４４は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（Electrolumin
escence）ディスプレイである。また、表示部４４は、タッチパッドと一体となったタッ
チパネルであってもよい。表示部４４は、インストルメントパネルにおける運転席の正面
付近またはインストルメントパネルの中央部に設けられる。また、表示部４４は、ＨＵＤ
（Head Up Display）であってもよい。この場合、表示部４４は、運転席前方のフロント
ウインドシールドの一部に画像を投影することで、乗員の眼に虚像を視認させる。
【００２７】
　ナビゲーション装置５０は、例えば、ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System
）受信機５１と、ナビＨＭＩ５２と、経路決定部５３とを備え、ＨＤＤ（Hard Disk Driv
e）やフラッシュメモリ等の記憶装置に第１地図情報５４を保持している。ＧＮＳＳ受信
機５１は、ＧＮＳＳ衛星から受信した信号に基づいて、自車両Ｍの位置を特定する。自車
両Ｍの位置は、車両センサ７０の出力を利用したＩＮＳ（Inertial Navigation System）
によって特定または補完されてもよい。ナビＨＭＩ５２は、表示装置、スピーカ、タッチ
パネル、キー等を含む。ナビＨＭＩ５２は、後述するＨＭＩ４０と一部または全部が共通
化されてもよい。経路決定部５３は、例えば、ＧＮＳＳ受信機５１により特定された自車
両Ｍの位置（或いは入力された任意の位置）から、ナビＨＭＩ５２を用いて乗員により入
力された目的地までの経路（例えば、目的地まで走行するときの経由地に関する情報を含
む）を、第１地図情報５４を参照して決定する。第１地図情報５４は、例えば、道路を示
すリンクと、リンクによって接続されたノードとによって道路形状が表現された情報であ
る。第１地図情報５４は、道路の曲率やＰＯＩ（Point Of Interest）情報等を含んでも
よい。経路決定部５３により決定された経路は、ＭＰＵ６０に出力される。また、ナビゲ
ーション装置５０は、経路決定部５３により決定された経路に基づいて、ナビＨＭＩ５２
を用いた経路案内を行ってもよい。
【００２８】
　ＭＰＵ６０は、例えば、推奨車線決定部６１として機能し、ＨＤＤやフラッシュメモリ
等の記憶装置に第２地図情報６２を保持している。推奨車線決定部６１は、ナビゲーショ
ン装置５０から提供された経路を、第２地図情報６２を参照してブロックごとに推奨車線
を決定する。
【００２９】
　第２地図情報６２は、第１地図情報５４よりも高精度な地図情報である。第２地図情報
６２は、例えば、車線の中央の情報、車線の境界の情報、道路情報、交通規制情報、住所
情報、施設情報、電話番号情報等を有している。また、第２地図情報６２は、車線変更が
可能な区間や追い越しが可能な区間に関する情報が含まれていてもよい。
【００３０】
　車両センサ７０は、自車両Ｍの速度を検出する車速センサ、加速度を検出する加速度セ
ンサ、鉛直軸回りの角速度を検出するヨーレートセンサ、自車両Ｍの向きを検出する方位
センサ等を含む。
【００３１】
　運転操作子８０は、例えば、アクセルペダル、ブレーキペダル、シフトレバー、ステア
リングホイールその他の操作子を含んでよい。運転操作子８０には、操作量あるいは操作
の有無を検出するセンサが取り付けられており、その検出結果は、マスター制御部１００
、運転支援制御部２００、自動運転制御ユニット３００、もしくは、走行駆動力出力装置
５００、ブレーキ装置５１０、およびステアリング装置５２０のうち、何れか一つまたは
複数に出力される。
【００３２】
　［マスター制御部］
　マスター制御部１００は、例えば、切替制御部１１０と、ＨＭＩ制御部１２０と、抑制
制御部１３０とを備える。これらの構成要素は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing U
nit）等のハードウェアプロセッサがプログラム（ソフトウェア）を実行することにより
実現される。また、これらの構成要素のうち一部または全部は、ＬＳＩ（Large Scale In
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tegration）やＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、ＦＰＧＡ（Fiel
d-Programmable Gate Array）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）等のハードウェア
（回路部；circuitryを含む）によって実現されてもよいし、ソフトウェアとハードウェ
アの協働によって実現されてもよい。
【００３３】
　切替制御部１１０は、抑制制御部１３０からの指示に基づいて運転支援の切り替え制御
を抑制したり、実行したりする。例えば、切替制御部１１０は、抑制制御部１３０から切
り替え制御の実行指示を受け付けた場合に、運転支援切替スイッチ４２により受け付けら
れた操作信号に基づいて運転支援の開始や終了、または運転支援の度合の切り替えを行う
。また、切替制御部１１０は、抑制制御部１３０から切り替え制御の実行指示を受け付け
た場合に、アクセルペダルやブレーキペダル、ステアリングホイール等の運転操作子８０
に対する加速、減速または操舵を指示する操作に基づいて、運転支援を終了して手動運転
に切り替えてもよい。
【００３４】
　ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援の作動、非作動の切り替えに関する情報、または運転
支援の度合に関する情報等を、ＨＭＩ４０に出力させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、
ＨＭＩ４０により受け付けられた情報を運転支援制御部２００または自動運転制御ユニッ
ト３００の一方または双方に出力してもよい。
【００３５】
　抑制制御部１３０は、運転支援切替スイッチ４２または運転操作子８０から運転支援の
非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合において、自車両Ｍの周辺状況が所定
の状況である、または将来において所定の状況になることが予測できる場合に、切替制御
部１１０による運転支援の度合の切り替え制御を抑制する。抑制制御部１３０の機能の詳
細については後述する。
【００３６】
　［運転支援制御部］
　運転支援制御部２００は、マスター制御部１００からの指示により第１の度合の運転支
援を実行する。運転支援制御部２００は、例えば、ＡＣＣやＬＫＡＳその他の運転支援制
御を実行する。例えば、運転支援制御部２００は、ＡＣＣを実行する際には、カメラ１０
、レーダ装置１２、およびファインダ１４から物体認識装置１６を介して入力される情報
に基づいて、自車両Ｍと、前走車両との車間距離を一定に保った状態で走行するように走
行駆動力出力装置５００およびブレーキ装置５１０を制御する。すなわち、運転支援制御
部２００は、前走車両との車間距離に基づく加減速制御（速度制御）を行う。
【００３７】
　また、運転支援制御部２００は、ＬＫＡＳを実行する際には、自車両Ｍが、現在走行中
の走行車線を維持（レーンキープ）しながら走行するようにステアリング装置５２０を制
御する。すなわち、運転支援制御部２００は、車線維持のための操舵制御を行う。第１の
度合の運転支援の種類に関しては、運転操作子８０への操作を要求しない自動運転（第２
の度合の運転支援）以外の種々の制御を含んでよい。
【００３８】
　［自動運転制御ユニット］
　自動運転制御ユニット３００は、マスター制御部１００からの指示により第２の度合の
運転支援を実行する。自動運転制御ユニット３００は、例えば、第１制御部３２０と、第
２制御部３４０とを備える。第１制御部３２０と、第２制御部３４０とは、それぞれ、Ｃ
ＰＵ等のプロセッサがプログラムを実行することで実現される。また、これらの各機能部
のうち一部または全部は、ＬＳＩやＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ等のハードウェアによって実現さ
れてもよいし、ソフトウェアとハードウェアの協働によって実現されてもよい。
【００３９】
　第１制御部３２０は、例えば、外界認識部３２１と、自車位置認識部３２２と、行動計
画生成部３２３とを備える。外界認識部３２１は、カメラ１０、レーダ装置１２、および
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ファインダ１４から物体認識装置１６を介して入力される情報に基づいて、周辺車両の位
置および速度、加速度等の状態を認識する。周辺車両の位置は、その周辺車両の重心やコ
ーナー等の代表点で表されてもよいし、周辺車両の輪郭で表現された領域で表されてもよ
い。周辺車両の「状態」とは、周辺車両の加速度やジャーク、あるいは「行動状態」（例
えば車線変更をしている、またはしようとしているか否か）を含んでもよい。
【００４０】
　外界認識部３２１は、上述した周辺車両、障害物（例えば、ガードレールや電柱、駐車
車両、歩行者等の人物）、道路形状、その他の物体のうち、少なくとも一つを認識しても
よい。
【００４１】
　自車位置認識部３２２は、例えば、自車両Ｍが走行している車線（走行車線）、並びに
走行車線に対する自車両Ｍの相対位置および姿勢を認識する。自車位置認識部３２２は、
例えば、第２地図情報６２から得られる道路区画線のパターン（例えば実線と破線の配列
）と、カメラ１０によって撮像された画像から認識される自車両Ｍの周辺の道路区画線の
パターンとを比較することで、走行車線を認識する。自車位置認識部３２２は、走行車線
に対する自車両Ｍの位置や姿勢を認識してもよい。
【００４２】
　行動計画生成部３２３は、自車両Ｍが目的地等に対して自動運転を行うための行動計画
を生成する。例えば、行動計画生成部３２３は、推奨車線決定部６１により決定された推
奨車線を走行するように、且つ、自車両Ｍの周辺状況に対応できるように、自動運転制御
において順次実行されるイベントを決定する。自動運転におけるイベントには、例えば、
一定速度で同じ走行車線を走行する定速走行イベント、低速（例えば４０［ｋｍ／ｈ］以
下）を条件に、前走車両に追従する低速追従イベント、自車両Ｍの走行車線を変更する車
線変更イベント、前走車両を追い越す追い越しイベント、合流地点で車両を合流させる合
流イベント、道路の分岐地点で自車両Ｍを目的の方向に走行させる分岐イベント、自車両
Ｍを緊急停車させる緊急停車イベント等がある。また、これらのイベントの実行中に、自
車両Ｍの周辺状況（周辺車両や歩行者の存在、道路工事による車線狭窄等）に基づいて、
回避のための行動が計画される場合もある。また、行動計画生成部３２３は、上述した各
種イベント等に対応付けて自車両Ｍが将来走行する目標軌道を生成する。目標軌道は、自
車両Ｍの到達すべき地点（軌道点）を順に並べたものとして表現される。
【００４３】
　第２制御部３４０は、例えば、走行制御部３４２を備える。走行制御部３４２は、行動
計画生成部３２３によって生成された目標軌道を、予定の時刻通りに自車両Ｍが通過する
ように、走行駆動力出力装置５００、ブレーキ装置５１０、およびステアリング装置５２
０を制御する。
【００４４】
　走行駆動力出力装置５００は、車両が走行するための走行駆動力（トルク）を駆動輪に
出力する。走行駆動力出力装置５００は、例えば、内燃機関、電動機、および変速機等の
組み合わせと、これらを制御するＥＣＵ（Electronic Control Unit）とを備える。ブレ
ーキ装置５１０は、例えば、ブレーキキャリパーと、ブレーキキャリパーに油圧を伝達す
るシリンダと、シリンダに油圧を発生させる電動モータと、ブレーキＥＣＵとを備える。
ブレーキＥＣＵは、走行制御部３４２から入力される情報、或いは運転操作子８０から入
力される情報に従って電動モータを制御し、制動操作に応じたブレーキトルクが各車輪に
出力されるようにする。ステアリング装置５２０は、例えば、ステアリングＥＣＵと、電
動モータとを備える。ステアリングＥＣＵは、走行制御部３４２から入力される情報、或
いは運転操作子８０から入力される情報に従って、電動モータを駆動し、転舵輪の向きを
変更させる。
【００４５】
　［抑制制御部の機能］
　次に、実施形態の抑制制御部１３０の機能について説明する。なお、以下の説明では、
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主に運転支援切替スイッチ４２により運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付け
られた場合について説明する。図２は、抑制制御部１３０の機能構成図である。抑制制御
部１３０は、例えば、周辺状況判定部１３２と、周辺状況予測部１３４と、抑制実行制御
部１３６とを備える。
【００４６】
　周辺状況判定部１３２は、物体認識装置１６により認識された自車両Ｍの周辺状況およ
び地図情報（第１地図情報５４、第２地図情報６２）に基づいて、自車両Ｍの周辺状況が
、所定の周辺状況であるか否かを判定する。所定の周辺状況とは、例えば、「自車両Ｍが
走行している道路がカーブ路である」、「自車両Ｍがトンネルを走行するため周辺の明度
が変化する」、「悪天候（豪雨等）により視界が悪い」、「乗員の顔に日が差し込むため
まぶしい」等の状況である。
【００４７】
　周辺状況予測部１３４は、自車両Ｍが近い将来において、所定の周辺状況となるかを予
測する。近い将来とは、例えば、数秒後から数分後等をいう。
【００４８】
　抑制実行制御部１３６は、運転支援切替スイッチ４２により運転支援の非作動または機
能低下の指示が受け付けられた場合に、周辺状況判定部１３２による判定結果および周辺
状況予測部１３４による予測結果に基づいて、運転支援の非作動または機能低下を抑制す
るか否かを判定する。具体的には、抑制実行制御部１３６は、運転支援切替スイッチ４２
により運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合において、周辺状況
判定部１３２により自車両Ｍが所定の周辺状況であると判定された場合、または周辺状況
予測部１３４により自車両Ｍが将来において所定の周辺状況となることが予測される場合
に、運転支援の非作動または機能低下を抑制すると判定する。また、抑制実行制御部１３
６は、自車両Ｍが所定の周辺状況ではない場合、または将来において所定の周辺状況にな
ることが予測されない場合に、運転支援の非作動または機能低下を抑制しないと判定する
。
【００４９】
　また、抑制実行制御部１３６は、抑制するか否かの判定結果に基づいて、切替制御部１
１０に運転支援の切り替え制御を実行させる。例えば、抑制実行制御部１３６は、運転支
援の非作動または機能低下を抑制すると判定された場合に、切替制御部１１０に運転支援
の切り替えを抑制させる指示を出力し、抑制しないと判定された場合に、切替制御部１１
０に運転支援の切り替えを実行させる指示を出力する。また、抑制実行制御部１３６は、
抑制しないと判定された場合にのみ、切替制御部１１０に運転支援の切り替えを実行させ
る指示を出力してもよい。
【００５０】
　以下に、所定の周辺状況に相当する走行シーンごとの抑制制御部１３０の処理について
説明する。図３は、走行シーンごとの抑制制御部１３０の処理の一例を説明するための図
である。
【００５１】
　＜走行シーン（１）＞
　図３に示す走行シーン（１）は、道路Ｒ１を走行する自車両Ｍがカーブ路ＣＲを走行す
るシーンを示している。走行シーン（１）において、周辺状況判定部１３２は、自車両Ｍ
の位置情報と、地図情報に含まれる位置情報とを照合し、合致する位置に存在する道路の
形状がカーブ路ＣＲである場合に、自車両Ｍがカーブ路ＣＲを走行していると判定する。
また、周辺状況判定部１３２は、自車両Ｍの操舵角を検出し、検出した操舵角が所定角度
以上であり、且つその状態で所定距離以上走行している場合に、自車両Ｍがカーブ路ＣＲ
を走行していると判定してもよい。
【００５２】
　周辺状況予測部１３４は、行動計画生成部３２３により生成された目標軌道と、地図情
報に基づいて、近い将来において、自車両Ｍがカーブ路ＣＲを走行するか否かを判定する
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。例えば、周辺状況予測部１３４は、目標軌道に含まれる軌道点に基づいて、地図情報を
参照し、軌道点の位置に対応する位置に存在する道路形状がカーブ路ＣＲである場合に、
近い将来において自車両Ｍがカーブ路ＣＲを走行すると予測する。また、周辺状況予測部
１３４は、目標軌道によって形成される曲率半径が所定値以下である場合に、カーブ路Ｃ
Ｒを走行すると予測してもよい。
【００５３】
　抑制実行制御部１３６は、運転支援切替スイッチ４２により運転支援の非作動または機
能低下の指示が受け付けられた場合において、自車両Ｍがカーブ路ＣＲを走行していると
判定された場合、または将来において自車両Ｍがカーブ路ＣＲを走行することが予測され
る場合に、運転支援の非作動または機能低下を抑制する。これにより、カーブ路ＣＲにお
いて、運転支援の非作動または機能低下を実行することで、乗員による運転のリスクが高
くなることが予測される状況下において、運転支援を継続させることができる。
【００５４】
　＜走行シーン（２）＞
　図３に示す走行シーン（２）は、道路Ｒ１を走行する自車両Ｍが、近い将来にトンネル
ＴＮ内を走行する場面を示している。走行シーン（２）において、周辺状況判定部１３２
は、自車両Ｍの位置情報と、地図情報に含まれる位置情報とを照合し、合致する位置に存
在する道路がトンネルＴＮ内の道路である場合に、自車両ＭがトンネルＴＮ内を走行して
いると判定する。
【００５５】
　周辺状況予測部１３４は、行動計画生成部３２３により生成された目標軌道と、地図情
報に基づいて、近い将来において自車両ＭがトンネルＴＮ内を走行するか否かを判定する
。例えば、周辺状況予測部１３４は、目標軌道に含まれる軌道点に基づいて、地図情報を
参照し、軌道点の位置に対応する位置にトンネルＴＮが存在する場合に、近い将来におい
て自車両ＭがトンネルＴＮ内を走行すると予測する。また、周辺状況予測部１３４は、目
標軌道に含まれる軌道点に基づいて、地図情報を参照し、軌道点の位置に対応する位置に
トンネルＴＮから出る場合に、近い将来において自車両ＭがトンネルＴＮ内を出て走行す
ると予測してもよい。
【００５６】
　抑制実行制御部１３６は、運転支援切替スイッチ４２により運転支援の非作動または機
能低下の指示が受け付けられた場合において、自車両ＭがトンネルＴＮ内を走行している
と判定された場合、または、将来において自車両ＭがトンネルＴＮ内を走行することが予
測される場合に、運転支援の非作動または機能低下を抑制する。このように、トンネルＴ
Ｎを通行することにより、周辺の明度（輝度）が変化し見づらくなるような場面で、運転
支援を継続させることで、乗員による運転のリスクを減らすことができる。
【００５７】
　＜走行シーン（３）＞
　図３に示す走行シーン（３）は、自車両Ｍが豪雨ＲＮ中の道路Ｒ１を走行する場面を示
している。豪雨とは、例えば、所定時間における雨量が所定量以上の場合である。豪雨に
は、一時的な集中豪雨が含まれる。この場合、周辺状況判定部１３２は、例えば、カメラ
１０の撮像画像を解析して走行している地点の天候を推定し、天候が所定量以上の雨量で
あることが予測された場合に、自車両Ｍの周辺状況が豪雨であると判定する。
【００５８】
　周辺状況予測部１３４は、通信装置２０を介して気象状況を管理する外部サーバにアク
セスし、外部サーバから得られる自車両Ｍの将来の走行経路の地域の天候に基づいて、将
来において、自車両Ｍが豪雨の地域を通過するかを予測する。
【００５９】
　抑制実行制御部１３６は、運転支援切替スイッチ４２により運転支援の非作動または機
能低下の指示が受け付けられた場合において、自車両Ｍの周辺が豪雨ＲＮであると判定さ
れた場合、または将来において自車両Ｍが豪雨ＲＮの中を走行することが予測される場合
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に、運転支援の非作動または機能低下を抑制する。これにより、悪天候により見通しが悪
い道路環境での運転支援の非作動または機能低下を抑制することで、乗員による運転のリ
スクを減らすことができる。
【００６０】
　＜走行シーン（４）＞
　図３に示す走行シーン（４）は、道路Ｒ１を走行する自車両Ｍが、交差点を道路Ｒ２の
方向に左折する場面を示している。なお、走行シーン（４）では、左折後の自車両Ｍの前
方に太陽ＳＮが存在しているものとする。この場合、周辺状況判定部１３２は、例えば、
左折後のカメラ１０の撮像画像を解析して自車両Ｍに対する太陽ＳＮの位置および方向を
推定し、自車両Ｍの前方に太陽ＳＮが存在するか否かを判定する。
【００６１】
　周辺状況予測部１３４は、周囲の天候、道路Ｒ２に対する進行方向、道路Ｒ２を走行す
る日時情報等に基づいて、交差点を左折した場合に自車両Ｍの前方に太陽ＳＮが存在する
ことを予測する。また、周辺状況予測部１３４は、カメラ１０の撮影画像を解析し、解析
結果として得られる周辺の物体の影の位置や向き、画像領域中における明度分布等により
、分岐交差点を左折する前に、道路Ｒ２の方向に太陽ＳＮが存在することを予測してもよ
い。
【００６２】
　抑制実行制御部１３６は、運転支援切替スイッチ４２により運転支援の非作動または機
能低下の指示が受け付けられた場合において、自車両Ｍの前方に太陽ＳＮが存在すると判
定された場合、または将来において自車両Ｍの前方に太陽ＳＮが存在することが予測され
る場合に、運転支援の非作動または機能低下を抑制する。これにより、太陽の日差しによ
って乗員がまぶしくなり、前方を視認しにくくなることが予想される状況での運転支援の
非作動または機能低下を抑制することで、乗員による運転のリスクを減らすことができる
。
【００６３】
　また、上述した走行シーン以外の例としては、例えば、自車両Ｍの夜間走行において、
対向車両のハイライト表示によって、乗員がまぶしくなっている場合、または近い将来に
おいてまぶしくなると予測される場合がある。この場合、抑制実行制御部１３６は、走行
シーン（４）の太陽を他車両に置き換えて同様の処理を行う。
【００６４】
　なお、上述した各走行シーンにおいては、物体認識装置１６における認識レベル（認識
精度）が低くなり、実行中の運転支援を継続できない場合がある。この場合、抑制実行制
御部１３６は、物体認識装置１６における認識レベルに基づいて、運転支援の非作動また
は機能低下の抑制ができるか否かの判定を行ってもよい。
【００６５】
　図４は、抑制実行制御部１３６の処理の一例を説明するための図である。図４の例では
、物体認識装置１６が、カメラ１０、レーダ装置１２、およびファインダ１４によって認
識される周辺状況の認識レベルが０～１００［％］の範囲で示されている。認識レベルは
、値が大きいほど認識精度が高いものとする。
【００６６】
　認識レベルは、例えば、カメラ１０、レーダ装置１２、ファインダ１４、および物体認
識装置１６による処理結果において、機器間での処理結果の整合度合や、時系列での処理
結果の整合度合に基づいて導出される。また、認識レベルは、更に、各機器の故障状態や
、自車両Ｍの外部環境（例えば、天候、周辺の明度、物体の混雑度等）に基づいて導出さ
れてもよい。また、認識レベルは、物体認識装置１６によって導出されてもよいし、外界
認識部３２１によって導出されてもよい。また、認識レベルは、カメラ１０、レーダ装置
１２、およびファインダ１４の内部ＩＣ（Integrated Circuit）等が導出する値が加味さ
れてもよい。
【００６７】



(13) JP 2019-119266 A 2019.7.22

10

20

30

40

50

　図４の例において、抑制実行制御部１３６は、物体認識装置１６の認識レベルが、第１
の閾値Ｔｈ１以上であり、且つ第１の閾値Ｔｈ１よりも高い第２の閾値未満である場合に
は、運転支援制御部２００による第１の度合の運転支援が実行可能であると判定する。ま
た、物体認識装置１６の認識レベルが、抑制実行制御部１３６は、第２の閾値Ｔｈ２以上
である場合には、自動運転制御ユニット３００による第２の度合の運転支援が実行可能で
あると判定する。そして、抑制実行制御部１３６は、物体認識装置１６の認識レベルが第
２の閾値以上となる状況において、運転支援切替スイッチ４２により運転支援の非作動ま
たは機能低下の指示が受け付けられた場合に、運転支援の非作動または機能低下の指示が
受け付けられた場合に、運転支援の非作動または機能低下を抑制する。これにより、車両
システム１で第２の度合の運転支援が可能な状況下において、運転支援を適切に継続させ
ることができる。
【００６８】
　なお、ＨＭＩ制御部１２０は、認識レベルを表示部４４に表示して乗員に通知してもよ
い。この場合、乗員が認識レベルを視認し易くするため、認識レベルとともに、図４に示
すように「見える」、「見えない」等のテキストデータを表示させてもよい。
【００６９】
　また、抑制実行制御部１３６は、運転支援切替スイッチ４２により運転支援の非作動ま
たは機能低下の指示が受け付けられた場合において、自車両Ｍの周辺状況が所定の周辺状
況である、または将来において所定の周辺状況となることが予測される場合に、運転支援
の非作動または機能低下を実行してもよいかを乗員に問い合わせ、問い合わせ結果に基づ
いて抑制制御を行ってもよい。この場合、抑制実行制御部１３６は、ＨＭＩ制御部１２０
により生成された運転支援の非作動または機能低下を実行してもよいかを乗員に問い合わ
せるための画像を表示部４４に表示させる。図５は、表示部４４に表示される画像ＩＭ１
の一例を示す図である。画像ＩＭ１には、運転支援の非作動または機能低下を実行しても
よいかを乗員に問い合わせる旨の情報が表示され、更に、乗員が同意するか否かを指示す
るためのＹＥＳボタンのアイコンＩＣ１とＮＯボタンのアイコンＩＣ２とが表示されてい
る。
【００７０】
　抑制実行制御部１３６は、アイコンＩＣ１が乗員に選択された場合には、運転支援の非
作動または機能低下を実行し、アイコンＩＣ２が乗員に選択された場合には、運転支援の
非作動または機能低下を抑制する。また、抑制実行制御部１３６は、アイコンＩＣ１およ
びＩＣ２の何れもが乗員に選択されていない場合には、運転支援の非作動または機能低下
を抑制してもよい。これにより、乗員が誤って運転支援切替スイッチ４２を操作したこと
による運転支援の非作動または機能低下を抑制することができる。また、乗員におい合わ
せをして意図を確認してから運転支援の非作動または機能低下を行うことで、より適切な
タイミングで運転支援の非作動または機能低下を実行することができる。
【００７１】
　また、抑制実行制御部１３６は、運転支援の非作動または機能低下を抑制した後におい
て、自車両Ｍの周辺状況が所定の周辺状況ではない場合、または、所定の周辺状況となっ
てから更なる状況の変化が将来において予測されない場合に、運転支援の非作動または機
能低下の抑制を解除する。図６は、抑制実行制御部１３６が運転支援の非作動の抑制を解
除するタイミングについて説明するための図である。図６の例では、道路Ｒ１を走行する
自車両Ｍがトンネルを通過する場面を示している。例えば、トンネルＴＮを走行する前の
地点Ｐ１において、運転支援切替スイッチ４２により運転支援の非作動の指示が受け付け
られたとする。この場合、抑制実行制御部１３６は、近い将来において自車両Ｍがトンネ
ルＴＮ内を走行することが予測されるため、実際にトンネルＴＮ内を走行する前に運転支
援の非作動を抑制する。
【００７２】
　そして、抑制実行制御部１３６は、自車両Ｍの位置情報に基づいて、自車両Ｍが周囲の
明度が変化すると予測されるトンネル入口から所定距離Ｄ１以上走行したか否かを判定す
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る。Ｃ走行したと判定された場合、抑制実行制御部１３６は、運転支援の非作動の抑制を
解除する。したがって、図６の例では、地点Ｐ１から地点Ｐ２までの区間が、運転支援の
非作動を抑制する区間となる。また、抑制実行制御部１３６は、運転支援の非作動または
機能低下の抑制を開始してから所定時間が経過した後に抑制を解除してもよい。これによ
り、変化後の周辺状況に乗員が慣れてきていると予測される状況下で、手動運転に切り替
えることができる。
【００７３】
　［処理フロー］
　図７は、抑制制御部１３０により実行される処理の流れの一例を示すフローチャートで
ある。図７の処理は、例えば、運転支援を実行中において、所定のタイミングで繰り返し
実行される。また、図７の例では、物体認識装置１６による認識処理が実行されていると
ともに、自車両Ｍに対して第２の度合の運転支援が実行されているものとする。
【００７４】
　図７の例において、まず、抑制実行制御部１３６は、自車両Ｍの運転支援の非作動また
は機能低下を実行させる指示が受け付けられたか否かを判定する（ステップＳ１００）。
自車両Ｍの運転支援の非作動または機能低下を実行させる指示が受け付けられた場合、抑
制実行制御部１３６は、周辺状況判定部１３２および周辺状況予測部１３４に基づいて、
自車両Ｍの周辺状況が所定の周辺状況か、または将来において所定の周辺状況となること
が予測されるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
【００７５】
　自車両Ｍの周辺状況が所定の周辺状況か、または将来において所定の周辺状況となるこ
とが予測される場合、抑制実行制御部１３６は、周辺状況の認識レベルが第２の閾値以上
であるか否かを判定する（ステップＳ１０４）。周辺状況の認識レベルが第２の閾値以上
である場合、運転支援の非作動または機能低下を実行してもよいか否かの問い合わせ情報
をＨＭＩ制御部１２０により表示部４４に出力させる（ステップＳ１０６）。
【００７６】
　次に、抑制実行制御部１３６は、表示部４４から実行してもよい旨の指示が受け付けら
れたか否かを判定する（ステップＳ１０８）。実行してもよい旨の指示が受け付けられた
場合、抑制実行制御部１３６は、切替制御部１１０に、乗員の指示に応じた運転支援の非
作動または機能低下を実行させる（ステップＳ１１０）。また、ステップＳ１０８の処理
において、実行してもよい旨の指示が受け付けられなかった場合、抑制実行制御部１３６
は、運転支援の非作動または機能低下を抑制する（ステップＳ１１２）。次に、抑制実行
制御部１３６は、自車両Ｍの周辺状況が所定の周辺状況ではない、または更なる状況の変
化が将来において予測されないか否かを判定する（ステップＳ１１４）。自車両Ｍの周辺
状況が所定の周辺状況ではない、または更なる状況の変化が将来において予測されないと
判定された場合、抑制実行制御部１３６は、抑制を解除し（ステップＳ１１６）、切替制
御部１１０に、乗員の指示に応じた運転支援の非作動または機能低下を実行させる。
【００７７】
　また、ステップＳ１０２の処理において、自車両Ｍの周辺状況が所定の周辺状況ではな
く、且つは将来において所定の周辺状況となることが予測されない場合、抑制実行制御部
１３６は、切替制御部１１０に、乗員の指示に応じた運転支援の非作動または機能低下を
実行させる（ステップＳ１１８）。また、ステップＳ１０４の処理において、周辺状況の
認識レベルが第２の閾値以上でない場合、抑制実行制御部１３６は、切替制御部１１０に
、乗員の指示に応じた運転支援の非作動または機能低下を実行させる（ステップＳ１１８
）。また、ステップＳ１００の処理において、運転支援の非作動または機能低下を実行さ
せる指示が受け付けられなかった場合、第２の度合の運転支援が継続される。これにより
、本フローチャートの処理が終了する。なお、Ｓ１１４の処理では、運転支援の非作動ま
たは機能低下の抑制を開始してから所定時間が経過したか否かを判定し、所定時間が経過
した場合に、抑制を解除してもよい。
【００７８】
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　［変形例］
　本実施形態において、抑制制御部１３０は、運転支援の実行中に、運転支援切替スイッ
チ４２に代えて、運転操作子８０から運転支援の非作動または機能低下を実行する指示が
受け付けられた場合に、上述した抑制制御を行ってもよい。この場合、抑制実行制御部１
３６は、例えば、運転支援の実行中において、ブレーキペダル、アクセルペダル、または
ステアリングホイールから所定量以上の操作量が受け付けられた場合に、運転操作子８０
から運転支援の非作動または機能低下を実行する指示が受け付けられたと判定する。
【００７９】
　また、抑制実行制御部１３６は、ブレーキペダルにより運転支援の非作動または機能低
下の指示が受け付けられた場合に、抑制制御部１３０は、自車両Ｍの周辺状況が所定の周
辺状況である、または将来において所定の周辺状況となることが予測される場合であって
も、運転支援の非作動または機能低下を抑制しない。これにより、ブレーキペダルによる
操作を優先させることができるため、乗員が緊急に停止させたい場合や減速させたい場合
に、速やかに指示通りの運転制御を行うことができる。
【００８０】
　以上説明した実施形態によれば、不適切なタイミングでの運転支援の度合の低下を抑制
することができる。また、本実施形態によれば、乗員による切り替え指示が受け付けられ
た場合であっても、手動運転への切り替え時における運転リスクが高くなると予測される
所定の周辺状況下において、手動運転への切り替えを抑制することで、手動運転によるリ
スクを軽減させることができる。
【００８１】
　なお、上述した実施形態では、現状の自車両Ｍの周辺状況と、近い将来における自車両
の周辺状況の予測結果とに基づく運転支援の抑制制御について説明したが、現状の自車両
Ｍの周辺状況のみ、あるいは将来の周辺状況の予測結果のみに基づいて運転支援の抑制制
御を行ってもよい。
【００８２】
　［ハードウェア構成］
　上述した実施形態のマスター制御部１００は、例えば、図８に示すようなハードウェア
の構成により実現される。図８は、実施形態のマスター制御部１００のハードウェア構成
の一例を示す図である。
【００８３】
　マスター制御部１００は、通信コントローラ１００－１、ＣＰＵ１００－２、ＲＡＭ１
００－３、ＲＯＭ１００－４、フラッシュメモリやＨＤＤ等の二次記憶装置１００－５、
およびドライブ装置１００－６が、内部バスあるいは専用通信線によって相互に接続され
た構成となっている。ドライブ装置１００－６には、光ディスク等の可搬型記憶媒体が装
着される。二次記憶装置１００－５に格納されたプログラム１００－５ａがＤＭＡコント
ローラ（不図示）等によってＲＡＭ１００－３に展開され、ＣＰＵ１００－２によって実
行されることで、マスター制御部１００の機能部が実現される。また、ＣＰＵ１００－２
が参照するプログラムは、ドライブ装置１００－６に装着された可搬型記憶媒体に格納さ
れていてもよいし、ネットワークＮＷを介して他の装置からダウンロードされてもよい。
【００８４】
　上記実施形態は、以下のように表現することができる。
　記憶装置と前記記憶装置に格納されたプログラムを実行するハードウェアプロセッサと
、を備え、
　前記ハードウェアプロセッサは、前記プログラムを実行することにより、
　車両の周辺状況を認識し、
　認識された前記周辺状況に基づいて、前記車両の操舵または加減速のうち一方または双
方を制御して前記車両の運転支援を行い、
　前記車両の乗員による前記運転支援に関する指示を受け付け、
　前記運転支援の非作動または機能低下の指示が受け付けられた場合において、前記車両
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の周辺状況が所定の周辺状況である、または将来において前記所定の周辺状況となること
が予測される場合に、前記運転支援の非作動または機能低下を抑制する、
　ように構成されている車両制御システム。
【００８５】
　以上、本発明を実施するための形態について実施形態を用いて説明したが、本発明はこ
うした実施形態に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内におい
て種々の変形及び置換を加えることができる。
【符号の説明】
【００８６】
　１…車両システム、１０…カメラ、１２…レーダ装置、１４…ファインダ、１６…物体
認識装置、２０…通信装置、４０…ＨＭＩ、４２…運転支援切替スイッチ、４４…表示部
、５０…ナビゲーション装置、６０…ＭＰＵ、７０…車両センサ、８０…運転操作子、１
００…マスター制御部、１１０…切替制御部、１２０…ＨＭＩ制御部、１３０…抑制制御
部、２００…運転支援制御部、３００…自動運転制御ユニット、３２０…第１制御部、３
４０…第２制御部、５００…走行駆動力出力装置、５１０…ブレーキ装置、５２０…ステ
アリング装置、Ｍ…自車両

【図１】 【図２】
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