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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動運転車両の走行制御計画の安全性を評価する走行制御計画評価装置であって、
　ある時刻において前記自動運転車両の周辺車両が取る可能性がある行動を推定する行動
推定手段と、
　前記ある時刻における前記周辺車両の存在位置と前記行動推定手段により推定した行動
とに基づいて、前記ある時刻より未来の前記周辺車両の存在位置を予測する存在位置予測
手段と、
　前記存在位置予測手段により予測した前記周辺車両の存在位置と、前記自動運転車両の
前記走行制御計画による存在位置とに基づいて、該走行制御計画の安全性を評価する評価
手段と、を備え、
　前記行動推定手段は、前記周辺車両が取る可能性がある行動を、その確率と合わせて推
定するものであり、
　前記評価手段は、
　前記存在位置予測手段により予測した前記周辺車両の存在位置と前記行動推定手段で推
定した前記確率とに基づいて、前記周辺車両が存在すると予想される領域を確率分布で表
した干渉推定領域を生成する干渉推定領域生成手段と、
　前記自動運転車両を囲むように、前記周辺車両との干渉を禁止するための領域を確率分
布で表した干渉不可領域を生成する干渉不可領域生成手段と、
　前記自動運転車両を囲むように、緊急時に前記周辺車両との干渉を回避するための領域
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を確率分布で表した緊急回避確保領域を生成する緊急回避確保領域生成手段と、
　前記干渉推定領域と前記干渉不可領域との積和がいずれの時刻においても第１閾値以下
であり、且つ、前記干渉推定領域と前記緊急回避確保領域との積和がいずれの時刻におい
ても前記第１閾値よりも大きい第２閾値以下である場合に、当該走行制御計画を安全であ
ると判定する判定手段と、
を有することを特徴とする走行制御計画評価装置。
【請求項２】
　前記行動推定手段は、少なくとも道路形状情報に基づいて、前記行動を推定することを
特徴とする請求項１に記載の走行制御計画評価装置。
【請求項３】
　前記自動運転車両の複数の走行制御計画を生成する走行制御計画生成手段と、
　前記評価手段による評価結果に基づいて、前記複数の走行制御計画から実行する走行制
御計画を選定する走行制御計画選定手段と、
を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の走行制御計画評価装置。
【請求項４】
　前記自動運転車両の走行制御計画を生成する走行制御計画生成手段を備え、
　前記走行制御計画生成手段は、前記評価手段による評価結果に基づいて、前記走行制御
計画を修正することを特徴とする請求項１又は２に記載の走行制御計画評価装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動運転車両の走行制御計画を評価する評価装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の自動運転を制御する装置として、例えば特許文献１に開示されたものがある。こ
の装置では、自車両の行動の影響により周辺車両を含めた車群に生じると予想される未来
の挙動を予測し、自車両の未来の操作の望ましさを評価した上で、自車両にとって望まし
い操作量を現時点から未来まで提示する。
【特許文献１】特許第３７１４２５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、自車両の周りの周辺車両が手動運転車両の場合は、行動が時々刻々と変
わるためその行動を予測するのが難しく、自車両の走行制御計画の安全性を評価するのが
難しかった。
【０００４】
　本発明は、上記した事情に鑑みて為されたものであり、自動運転車両の走行制御計画の
安全性をより適確に評価することを可能とする走行制御計画評価装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る走行制御計画評価装置は、自動運転車両の走行制御計画の安全性を評価す
る走行制御計画評価装置であって、ある時刻において自動運転車両の周辺車両が取る可能
性がある行動を推定する行動推定手段と、ある時刻における周辺車両の存在位置と行動推
定手段により推定した行動とに基づいて、ある時刻より未来の周辺車両の存在位置を予測
する存在位置予測手段と、存在位置予測手段により予測した周辺車両の存在位置と、自動
運転車両の走行制御計画による存在位置とに基づいて、走行制御計画の安全性を評価する
評価手段と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
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　この走行制御計画評価装置では、周辺車両が取る可能性がある行動を時々刻々と推定し
、未来の周辺車両の存在位置を予測して、走行制御計画の安全性を評価することができる
ため、自動運転車両の走行制御計画の安全性を適確に評価することができる。
【０００７】
　行動推定手段は、少なくとも道路形状情報に基づいて、行動を推定すると好ましい。こ
のようにすれば、例えば車線減少やカーブなどの情報に基づいて、周辺車両が取る可能性
のある行動を適確に推定することができる。
【０００８】
　走行制御計画評価装置は、自動運転車両の複数の走行制御計画を生成する走行制御計画
生成手段と、評価手段による評価結果に基づいて、複数の走行制御計画から実行する走行
制御計画を選定する走行制御計画選定手段と、を備えると好ましい。このようにすれば、
より安全性の高い走行制御計画を実行する走行制御計画として選定することができる。
【０００９】
　走行制御計画評価装置は、自動運転車両の走行制御計画を生成する走行制御計画生成手
段を備え、走行制御計画生成手段は、評価手段による評価結果に基づいて、走行制御計画
を修正すると好ましい。このようにすれば、走行制御計画の修正により、より安全である
走行制御計画を得ることができる。
【００１０】
　行動推定手段は、周辺車両が取る可能性がある行動を、その確率と合わせて推定すると
好ましい。このようにすれば、周辺車両の存在位置をその存在確率と合わせて知ることが
できる。
【００１１】
　評価手段は、存在位置予測手段により予測した周辺車両の存在位置と行動推定手段で推
定した確率とに基づいて、周辺車両が存在すると予想される領域を確率分布で表した干渉
推定領域を生成する干渉推定領域生成手段と、自動運転車両を囲むように、周辺車両との
干渉を禁止するための領域を確率分布で表した干渉不可領域を生成する干渉不可領域生成
手段と、干渉推定領域と干渉不可領域との積和がいずれの時刻においても第１閾値以下で
ある場合に、当該走行制御計画を安全であると判定する判定手段と、を有すると好ましい
。このようにすれば、自動運転車両の走行制御計画の安全性を積和により適確に評価する
ことができる。
【００１２】
　評価手段は、自動運転車両を囲むように、緊急時に周辺車両との干渉を回避するための
領域を確率分布で表した緊急回避確保領域を生成する緊急回避確保領域生成手段を有し、
判定手段は、干渉推定領域と緊急回避確保領域との積和がいずれの時刻においても第２閾
値以下である場合に、当該走行制御計画を安全であると判定すると好ましい。このように
すれば、緊急時対応まで考慮することで、より厳しく安全性を評価することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、自動運転車両の走行制御計画の安全性を適確に評価することを可能と
する走行制御計画評価装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、図面の説明にお
いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１５】
　本実施形態に係る走行制御計画評価装置（以下、単に「評価装置」ともいう）を備えた
自動運転制御装置は、ＥＣＵ（Electric Control Unit）等のマイクロコンピュータのハ
ードウェアおよびソフトウェアを利用して構成され、自動運転制御車両に搭載されている
。この自動運転制御装置１は、図1に示すように、評価装置１０と運動制御部３０とを備
えている。評価装置１０は、周辺車認識部１２、自車状態量推定部１４、推定予測演算部
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１６、走行制御計画生成部１８、評価部２０、及び走行制御計画選定部２２を備えている
。
【００１６】
　周辺車認識部１２は、ミリ波レーダ、画像センサ、レーザレーダ、超音波センサなどの
周辺を監視する周辺センサ２４と接続されている。この周辺車認識部１２は、周辺センサ
２４からの検出値（例えば、周辺車両等の物体からの反射情報など）に基づいて、自動運
転制御車両（自車両ともいう）の周辺に存在する周辺車両を認識し、自車両からの相対的
な距離、角度、速度などの周辺車情報を算出する。
【００１７】
　自車状態量推定部１４は、自車状態量を検出する自車センサ２６と接続されている。自
車センサ２６は、例えばヨーレートセンサ、車速センサ、加速度センサ、操舵角センサ、
白線検知センサ、GPSなどである。自車状態量推定部１４は、自車センサ２６からの検出
値に基づいて、その時点の自車両の状態量推定値（ヨーレート、レーン内の横位置、横速
度、道路線形に対するヨー角、自車位置など）を算出する。
【００１８】
　推定予測演算部１６は、行動推定部（行動推定手段）１６ａと存在位置予測部（存在位
置予測手段）１６ｂとを有している。行動推定部１６ａは、周辺車認識部１２で算出した
周辺車情報と、自車状態量推定部１４で算出した自車両の状態量推定値を取得する。そし
て、取得した情報から自車両の位置情報履歴、周辺車両の相対位置情報履歴、相対速度な
どを算出し、更にこれらの情報から、周辺車両の位置情報履歴、現状状態（速度、加速度
、道路線形に対するヨー角など）を推定する。これにより、周辺車両の位置関係や周辺車
両の傾向（車間、車速、加減速、レーンチェンジ抵抗感などのドライバ嗜好）が推定でき
る。また行動推定部１６ａは、ナビゲーションシステムやインフラ設備等から、走行して
いる道路形状情報（車線増減、合流、分岐、線形、カーブなど）を取得する。そして、周
辺車両の位置情報履歴、現状状態と道路形状情報に基づいて、周辺車両の位置関係や周辺
車両の傾向を加味して、周辺車両の取り得る可能性のある行動を推定する。このとき、行
動推定部１６ａは、それらの行動を取り得る確率も合わせて推定する。
【００１９】
　例えば、図２に示すように、現在の時刻Ｔ０において周辺車両Ａが真中の車線を走行し
ている場合、そのまま直進、左レーンチェンジ、右レーンチェンジを取り得る行動として
推定する。そして、例えば、過去の位置情報履歴からレーンチェンジが少ない傾向があれ
ば、そのまま直進する確率を高めに設定する。また、頻繁にレーンチェンジを繰り返す傾
向があれば、左右レーンチェンジする確率を高めに設定する。また、周辺車両Ａの道路線
形に対するヨー角などの情報から、車体の向きが左レーンに向かって傾斜しているときに
は、左レーンチェンジする確率を高めに設定する。
【００２０】
　なお、周辺車両の行動推定は、道路形状や周辺車両との位置関係などの情報と関連付け
て、シチュエーションごとに実際に取られた行動を蓄積して学習し、学習により得られた
傾向も加味して行うとより好ましい。
【００２１】
　存在位置予測部１６ｂは、周辺車両の現在の時刻Ｔ０における存在位置と、行動推定部
１６ａで推定した行動とに基づいて、周辺車両の車速、加速度等の現状状態を加味して、
所定時間間隔後（例えば５０ｍS後）の時刻Ｔ１における存在位置を予測する。
【００２２】
　時刻Ｔ１における存在位置を予測した後、行動推定部１６ａは、更に時刻Ｔ１において
周辺車両が取り得る可能性のある行動を同様に推定し、存在位置予測部１６ｂは、周辺車
両の時刻Ｔ１における存在位置と、行動推定部１６ａで推定した行動とに基づいて、周辺
車両の車速、加速度等の予測値を加味して、所定時間間隔後（例えば５０ｍS後）の時刻
Ｔ２における存在位置を予測する。このようにして、全ての周辺車両について、所定時間
間隔ごとの未来の存在位置の予測を、規定予測時間（例えば、数十秒間）に亘って行う。
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【００２３】
　走行制御計画生成部（走行制御計画生成手段）１８は、ドライバの要望（旅行時間、燃
費優先度合い、休憩計画など）や走行環境条件などを考慮しながら、規定予測時間（例え
ば、数十秒間）における仮の走行制御計画（走行軌跡及び速度パターンを含む）を複数生
成する。例えば、旅行時間優先であれば、頻繁なレーンチェンジも許容してより速く目的
地に到達できるような走行制御計画を複数生成する。或いは、燃費優先ならば、ブレーキ
回数を減らしレーンチェンジも少なく、滑らかな軌跡の走行制御計画を複数生成する。
【００２４】
　評価部（評価手段）２０は、干渉推定領域生成部（干渉推定領域生成）２０ａ、干渉不
可領域・緊急回避確保領域生成部（干渉不可領域生成手段、緊急回避確保領域生成手段）
２０ｂ、及び判定部（判定手段）２０ｃを有している。
【００２５】
　干渉推定領域生成部２０ａは、推定予測演算部１６の行動推定部１６ａ及び存在位置予
測部１６ｂで推定・予測した、規定予測時間内における各時刻での周辺車両の存在位置、
及び存在確率を取得し、図２に示すような、周辺車両Ａが存在すると予想される領域を確
率分布で表した干渉推定領域ＳＡを生成する。図２においては、存在確率を濃淡で表して
おり、濃度が濃い方が存在確率が高いことを表している。そして、周辺車両が複数Ａ，Ｂ
，Ｃあるときには、図３に示すように、全ての干渉推定領域ＳＡ，ＳＢ，ＳＣを重畳する
。
【００２６】
　干渉不可領域・緊急回避確保領域生成部２０ｂは、走行制御計画生成部１８から複数の
走行制御計画を取得する。そして、各走行制御計画について、図４（ａ）に示すように、
現在の時刻Ｔ０から規定予測時間内の所定時間間隔毎の各時刻Ｔ１、Ｔ２、・・・におけ
る各存在位置を中心として、自車両Ｍを囲むように、周辺車両との干渉を禁止するための
領域を確率分布で表した干渉不可領域Ｎを生成する。また、各走行制御計画について、図
４（ｂ）に示すように、現在の時刻Ｔ０から規定予測時間内の所定時間間隔毎の各時刻Ｔ
１、Ｔ２、・・・における各存在位置を中心として、自車両Ｍを囲むように、緊急時に周
辺車両との干渉を回避するための領域を確率分布で表した緊急回避確保領域Ｐを生成する
。
【００２７】
　干渉不可領域Ｎは、ほぼ車両Ｍの外形に沿った領域とし、ドライバが安全重視や車間確
保を優先する傾向がある場合には、広めでその確率を高く設定する。また、緊急回避確保
領域Ｐは、緊急時に確保されているべき領域となっており、基本的に制動による回避優先
であるため、後方に領域を広く取る。自車両Ｍが減速中であれば、後方を広くし前方を狭
くする。レーンチェンジ中などで横速度発生時には、移動方向を広く、反対方向を狭く取
る。カーブ中などで横加速度が発生している時には、より多くの横加速度発生回避は困難
であるため、横加速度緩和側を広く、横加速度増大側を狭く取る。またドライバしてが安
全重視であれば、前方や側方よりも後方を広く高い値とし、旅行時間重視であれば後方の
みでなく前方や側方にも低い値で領域を設定する。
【００２８】
　図５は、干渉不可領域Ｎ及び緊急回避確保領域Ｐの設定例を示したものである。図５（
ａ）は、通常の干渉不可領域Ｎと緊急回避確保領域Ｐとを表しており、干渉不可領域Ｎで
は確率が高く、緊急回避確保領域Ｐでは確率が低く設定されている。例えば、干渉不可領
域Ｎでは確率を１００％とし、緊急回避確保領域Ｐでは確率を５０％として、両者を滑ら
かに接続することで、これら領域が設定される。図５（ｂ）は、自車両Ｍが減速中のとき
の領域設定を示しており、後方へ緊急回避確保領域Ｐが拡大されている。また、図５（ｃ
）は、自車両Ｍが加速中のときの領域設定を示しており、前方へ緊急回避確保領域Ｐが拡
大されている。図５（ｄ）は、自車両Ｍがレーンチェンジ中のときの領域設定を示してお
り、移動方向へ緊急回避確保領域Ｐが拡大されている。
【００２９】
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　判定部２０ｃは、干渉推定領域Ｓと干渉不可領域Ｎとを取得し、図６（ａ）に示すよう
に、これらの積和がいずれの時刻においても第１閾値Ｌ１以下であるか判定する。すなわ
ち、走行している道路上に（ｘ、ｙ）座標系を設定し、干渉推定領域Ｓを確率分布Ｓ（ｘ
、ｙ）、干渉不可領域Ｎを確率分布Ｎ（ｘ、ｙ）で表したとき、
【数１】

がいずれの時刻においても成り立つか否かを判定する。
また、判定部２０ｃは、干渉推定領域Ｓと緊急回避確保領域Ｐとを取得し、図６（ｂ）に
示すように、これらの積和がいずれの時刻においても第２閾値Ｌ２以下であるか判定する
。すなわち、走行している道路上に（ｘ、ｙ）座標系を設定し、干渉推定領域Ｓを確率分
布Ｓ（ｘ、ｙ）、緊急回避確保領域Ｐを確率分布Ｐ（ｘ、ｙ）で表したとき、

【数２】

がいずれの時刻においても成り立つか否かを判定する。
そして、いずれかの時刻で積和が第１閾値を越えたり、積和が第２閾値を越えたりしたと
きには、走行不能と判定して、評価中である当該走行制御計画を安全でないと評価する。
一方で、いずれの時刻においても積和が第１閾値以下であり、且ついずれの時刻において
も積和が第２閾値以下であるときには、走行可能であると判定して、評価中である当該走
行制御計画を安全であると評価する。
【００３０】
　走行制御計画選定部（走行制御計画選定手段）２２は、評価部２０の判定部２０ｃで評
価された評価結果に基づいて、複数の走行制御計画から実行する走行制御計画を選定する
。例えば、安全であると評価された評価結果が一つであるときには、それを実行する走行
制御計画として選定する。また、安全であると評価された評価結果が複数あるときには、
積和の値がより低くて安全性のより高いものを実行する走行制御計画として選定する。安
全であると評価された評価結果が存在しないときには、最も安全性の高いものを実行する
走行制御計画として選定するか、走行制御計画生成部１８において条件を緩和し仮の走行
制御計画を再生成して、評価し直す。
【００３１】
　運動制御部３０は、自車状態量の推定値を加味しながら、選定された走行制御計画（走
行軌跡、速度パターン）に基づいて、各時刻における位置と速度を忠実に再現できるよう
に、アクチュエータ２８に対する指示値を生成する。
【００３２】
　次に、上記した自動運転制御装置１による自動運転車両の運転制御について、評価装置
１０による走行制御計画の評価方法も含めて説明する。
【００３３】
　まず、周辺車認識部１２において、周辺センサ２４からの検出値に基づいて、自車両の
周辺に存在する周辺車両を認識し、自車両からの相対的な距離、角度、速度などの周辺車
情報を算出する。また、自車状態量推定部１４において、自車センサ２６からの検出値に
基づいて、その時点の自車両の状態量推定値（自車位置、ヨーレート、レーン内の横位置
、横速度、道路線形に対するヨー角など）を算出する。
【００３４】
　次に、推定予測演算部１６において、現時刻から規定予測時間（例えば、数十秒間）に
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亘って、将来における周辺車両の存在位置とその存在確率を算出する。図７は、推定予測
演算部１６における処理の流れを示すフローチャートである。図７に示すように、行動推
定部１６ａは、自車状態量推定部１４で算出した自車両の状態量推定値を取得する（ステ
ップＳ７０１）。また行動推定部１６ａは、周辺車認識部１２で算出した周辺車情報を取
得する（ステップＳ７０２）。更に、行動推定部１６ａは、ナビゲーションシステムやイ
ンフラ設備等から、走行している道路形状情報（車線増減、合流、分岐、線形、カーブな
ど）を取得する（ステップＳ７０３）。そして、行動推定部１６ａは、取得した情報から
自車両の位置情報履歴、周辺車両の相対位置情報履歴、相対速度などを算出し、更にこれ
らの情報から、周辺車両の位置情報履歴、現状状態を推定する。そして、周辺車両の位置
情報履歴、現状状態と道路形状情報に基づいて、周辺車両の位置関係や周辺車両の傾向を
加味して、周辺車両の取り得る可能性のある行動を推定する。
【００３５】
　存在位置予測部１６ｂは、周辺車両の現在の時刻Ｔ０における存在位置と、行動推定部
１６ａで推定した行動とに基づいて、周辺車両の車速、加速度等の現状状態を加味して、
所定時間間隔後（例えば５０ｍS後）の時刻Ｔ１における存在位置を予測する。
【００３６】
　そして、規定予測時間（例えば、数十秒間）分の存在位置及び存在確率の予測・推定が
終了したか否かを判定し（ステップＳ７０６）、判定結果がＮｏであればステップＳ７０
４に戻る。そして、行動推定部１６ａは、更に時刻Ｔ１において周辺車両が取り得る可能
性のある行動を推定し、存在位置予測部１６ｂは、周辺車両の時刻Ｔ１における存在位置
と、行動推定部１６ａで推定した行動とに基づいて、周辺車両の車速、加速度等の予測値
を加味して、所定時間間隔後（例えば５０ｍS後）の時刻Ｔ２における存在位置を予測す
る。このようにして、全ての周辺車両について、所定時間間隔ごとの存在位置の予測及び
存在確率の推定を規定予測時間（例えば、数十秒間）に亘って行う。そして、ステップＳ
７０６における判定結果がＹｅｓとなれば処理を終了する。
【００３７】
　次に、干渉推定領域生成部２０ａは、周辺車両が存在すると予想される領域を確率分布
で表した干渉推定領域を生成する。図８は、干渉推定領域生成部２０ａにおける処理の流
れを示すフローチャートである。干渉推定領域生成部２０ａは、図８に示すように、推定
予測演算部１６の行動推定部１６ａ及び存在位置予測部１６ｂで推定・予測した、規定予
測時間内における各時刻での周辺車両の存在位置、及び存在確率を取得する（ステップＳ
８０１、Ｓ８０２）。そして、図２に示すような、各時刻における各周辺車両の干渉推定
領域を生成する（ステップＳ８０３）。次に、周辺車両が複数あるときには、全ての干渉
推定領域を重畳する（ステップＳ８０４）。そして、規定予測時間（例えば、数十秒間）
分の干渉推定領域の生成が終了したか否かを判定し（ステップＳ８０５）、判定結果がＮ
ｏであればステップＳ８０３に戻る。また、判定結果がＹｅｓであれば処理を終了する。
【００３８】
　図９は、このようにして生成した各周辺車両Ａ，Ｂ，Ｃごとの干渉推定領域を示してお
り、図１０は、各周辺車両Ａ，Ｂ，Ｃの干渉推定領域を重畳して、時刻ごとに表したもの
である。図９及び図１０に示すように、黒塗り、右ハッチ、左ハッチ、白抜き等は異なる
確率を表しており、各周辺車両Ａ，Ｂ，Ｃの存在は、図示のような確率分布で表すことが
できる。
【００３９】
　一方、走行制御計画生成部１８は、ドライバの要望（旅行時間、燃費優先度合い、休憩
計画など）や走行環境条件などを考慮しながら、規定予測時間（例えば、数十秒間）にお
ける走行軌跡及び速度パターンを含む仮の走行制御計画を複数生成する。
【００４０】
　干渉不可領域・緊急回避確保領域生成部２０ｂは、自車両を囲むように、干渉不可領域
及び緊急回避確保領域を生成する。図１１は、干渉不可領域・緊急回避確保領域生成部２
０ｂにおける処理の流れを示すフローチャートである。干渉不可領域・緊急回避確保領域
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生成部２０ｂは、図１１に示すように、走行制御計画生成部１８から自車両の複数の走行
制御計画を取得する（ステップＳ１１０１）。そして、各走行制御計画について、現在の
時刻Ｔ０から規定予測時間内の所定時間間隔毎の各時刻Ｔ１、Ｔ２、・・・における各存
在位置を中心として、自車両を囲むように、周辺車両との干渉を禁止するための領域を確
率分布で表した干渉不可領域を生成する（ステップＳ１１０２）。また、各走行制御計画
について、現在の時刻Ｔ０から規定予測時間内の所定時間間隔毎の各時刻Ｔ１、Ｔ２、・
・・における各存在位置を中心として、自車両を囲むように、緊急時に周辺車両との干渉
を回避するための領域を確率分布で表した緊急回避確保領域を生成する（ステップＳ１１
０３）。そして、規定予測時間（例えば、数十秒間）分の干渉不可領域及び緊急回避確保
領域の生成が終了したか否かを判定し（ステップＳ１１０４）、判定結果がＮｏであれば
ステップＳ１１０２に戻る。また、判定結果がＹｅｓであれば処理を終了する。
【００４１】
　次に、判定部２０ｃは、取得した走行制御計画が安全であるか否かを判定する。図１２
は、判定部２０ｃにおける処理の流れを示すフローチャートである。まず判定部２０ｃは
、複数の走行制御計画にそれぞれ対応して干渉不可領域と緊急回避確保領域とを取得する
（ステップＳ１２０１）。次に、周辺車両の干渉推定領域を取得する（ステップＳ１２０
２）。次に、評価する一の走行制御計画を選択する（ステップＳ１２０３）。次に、選択
した走行制御計画の干渉不可領域と干渉推定領域との積和を算出する（ステップＳ１２０
４）。そして、これらの積和がいずれの時刻においても第１閾値以下であるか判定する（
ステップＳ１２０５）。例えば、いずれかの時刻において積和が第１閾値として１％を越
えるようであれば、走行不能と判定し（ステップＳ１２０６）、その走行制御計画は安全
でないと評価する。一方、これらの積和がいずれの時刻においても第１閾値以下であれば
、ステップＳ１２０７に進む。
【００４２】
　ステップＳ１２０７では、選択した走行制御計画の干渉推定領域と緊急回避確保領域と
の積和を算出する。そして、これらの積和がいずれの時刻においても第２閾値以下である
か判定する（ステップＳ１２０８）。例えば、いずれかの時刻において積和が第２閾値と
して１０％を越えるようであれば、走行不能と判定し（ステップＳ１２０６）、その走行
制御計画は安全でないと評価する。一方、これらの積和がいずれの時刻においても第２閾
値以下であれば、ステップＳ１２０９に進み、走行可能であると判定して、評価中である
当該走行制御計画を安全であると評価する。そして、全ての走行制御計画について評価が
終了したか否かを判定し（ステップＳ１２１０）、判定結果がＮｏであればステップＳ１
２０３に戻る。また、判定結果がＹｅｓであれば処理を終了する。
【００４３】
　次に、走行制御計画選定部２２は、評価部２０の判定部２０ｃで評価された評価結果に
基づいて、複数の走行制御計画から実行する走行制御計画を選定する。例えば、安全であ
ると評価された評価結果が一つであるときには、それを実行する走行制御計画として選定
する。また、安全であると評価された評価結果が複数あるときには、積和の値がより低く
て安全性のより高いものを実行する走行制御計画として選定する。安全であると評価され
た評価結果が存在しないときには、最も安全性の高いものを実行する走行制御計画として
選定するか、走行制御計画生成部１８において条件を緩和し仮の走行制御計画を再生成し
て、評価し直す。
【００４４】
　運動制御部３０は、自車状態量の推定値を加味しながら、選定された走行制御計画（走
行軌跡、速度パターン）に基づいて、各時刻における位置と速度を忠実に再現できるよう
に、アクチュエータ２８に対する指示値を生成する。
【００４５】
　図１３は、上記評価により安全であると評価される走行制御計画の一例を示す図である
。図１３に示すような走行制御計画に沿って自車両Ｍを自動運転制御することで、通常時
においては周辺車両と干渉することなく、かつ緊急時にも周辺車両と干渉する可能性が低
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く、極めて安全に自車両Ｍを自動運転制御することができる。
【００４６】
　次に、上記した評価装置１０を含む自動運転制御装置１の作用及び効果について説明す
る。
【００４７】
　本実施形態では、行動推定部１６ａにおいて周辺車両が取る可能性がある行動を時々刻
々と推定し、存在位置予測部１６ｂにおいて未来の周辺車両の存在位置を予測して、評価
部２０において走行制御計画の安全性を評価することができる。従って、時々刻々と変わ
る手動運転車両の行動をより適確に予測することができ、自動運転車両の走行制御計画の
安全性を適確に評価することができる。
【００４８】
　また、行動推定部１６ａにおいては、少なくとも道路形状情報に基づいて行動を推定す
るため、例えば車線減少やカーブなどの情報に基づいて、周辺車両が取る可能性のある行
動を適確に推定することができる。
【００４９】
　また、走行制御計画生成部１８において自動運転車両の複数の走行制御計画を生成し、
評価部２０における評価結果に基づいて、走行制御計画選定部２２において複数の走行制
御計画から実行する走行制御計画を選定することができる。従って、より安全性の高い走
行制御計画を実行する走行制御計画として選定することができる。
【００５０】
　また、行動推定部１６ａは、周辺車両が取る可能性がある行動を、その確率と合わせて
推定するため、周辺車両の存在位置をその存在確率と合わせて知ることができ、安全性の
評価に役立てることができる。
【００５１】
　また、評価部２０の判定部２０ｃにおいて、周辺車両が存在すると予想される領域を確
率分布で表した干渉推定領域と、周辺車両との干渉を禁止するための領域を確率分布で表
した干渉不可領域との積和がいずれの時刻においても第１閾値以下である場合に、当該走
行制御計画を安全であると判定するため、自動運転車両の走行制御計画の安全性を積和に
より適確に評価することができる。
【００５２】
　また、評価部２０の判定部２０ｃにおいて、緊急時に周辺車両との干渉を回避するため
の領域を確率分布で表した緊急回避確保領域と、干渉推定領域との積和がいずれの時刻に
おいても第２閾値以下である場合に、当該走行制御計画を安全であると判定するため、緊
急時対応まで考慮することで、より厳しく安全性を評価することができる。
【００５３】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されることなく、種々の変形が可能である。例
えば、上記した実施形態では、走行制御計画生成部１８において複数の仮の走行制御計画
を生成し、判定部２０ｃでそれぞれの安全性を評価した上で、走行制御計画選定部におい
て、実行する一の走行制御計画を選定していた。しかしながら、図１４に示すように、走
行制御計画生成部１８は一の走行制御計画を生成し、判定部２０ｃにおける安全性の評価
に基づいて、安全側に走行制御計画を修正するように、符号Ｆで示すようなフィードバッ
クをかけることで、より安全な走行制御計画を生成するようにしてもよい。
【００５４】
　また、上記実施形態では、干渉推定領域と干渉不可領域との積和がいずれの時刻におい
ても第１閾値以下であり、且つ、緊急回避確保領域と干渉推定領域との積和がいずれの時
刻においても第２閾値以下である場合に、当該走行制御計画を安全であると評価していた
。しかしながら、緊急回避確保領域を考慮することなく干渉不可領域のみ考慮し、干渉不
可領域と干渉推定領域の積和がいずれの時刻においても第１閾値以下であれば、走行可能
で安全であると判定するようにしてもよい。
【００５５】
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　また、上記した実施形態では、周辺車両全てについて行動推定と存在予測とを行ってい
たが、周辺車両の一部が自動運転車両であるときは、通信によりその車両の走行制御計画
を取得し、干渉推定領域を生成した上で他の領域と重畳して、安全性の評価を行うように
してもよい。このとき、周辺車両が自動運転車両であるときは、行動予測の精度が高いた
め、干渉推定領域はより狭いものとなる。
【００５６】
　また、上記した実施形態では、走行制御計画評価装置１０が自動運転車両に搭載された
場合について説明したが、走行制御計画評価装置１０はインフラ設備側に備えられていて
もよい。このようにすれば、インフラ設備側で評価して選定した走行制御計画を通信等に
より自動運転車両に送信して、自動運転制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本実施形態に係る走行制御計画評価装置を備えた自動運転制御装置の構成を示す
ブロック図である。
【図２】周辺車両の行動推定と存在位置予測を説明するための図である。
【図３】複数の周辺車両の行動推定と存在位置予測を説明するための図である。
【図４】干渉不可領域（図４（ａ））と緊急回避確保領域（図４（ｂ））を説明するため
の図である。
【図５】干渉不可領域と緊急回避確保領域の設定方法を説明するための図である。
【図６】干渉不可領域と干渉推定領域との積和（図６（ａ））、及び、緊急回避確保領域
と干渉推定領域との積和（図６（ｂ））について説明するための図である。
【図７】推定予測演算部における処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】干渉推定領域生成部における処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】各周辺車両Ａ，Ｂ，Ｃごとの干渉推定領域を示す図である。
【図１０】各周辺車両Ａ，Ｂ，Ｃの干渉推定領域を重畳して、時刻ごとに表した図である
。
【図１１】干渉不可領域・緊急回避確保領域生成部における処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１２】判定部における処理の流れを示すフローチャートである。
【図１３】評価部における評価により安全であると評価される走行制御計画の一例を示す
図である。
【図１４】走行制御計画評価装置を備えた自動運転制御装置の構成の変形例を示すブロッ
ク図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１…自動運転制御装置、１０…走行制御計画評価装置、１６…推定予測演算部、１６ａ
…行動推定部、１６ｂ…存在位置予測部、１８…走行制御計画生成部、２０…評価部、２
０ａ…干渉推定領域生成部、２０ｂ…干渉不可領域・緊急回避確保領域生成部、２０ｃ…
判定部、２２…走行制御計画選定部。
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