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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の乗員の操作を受け付ける受付部と、
　情報を出力する情報出力部と、
　前記自車両を自動的に走行させる自動運転を実行する自動運転制御部と、
　前記自動運転制御部に前記自動運転を実行させる自動運転モード、または前記受付部に
対する操作に応じて前記自車両を走行させる手動運転モードを少なくとも含む複数の運転
モードのいずれかに、前記自車両の運転モードを切り替える切替制御部と、
　前記自車両の運転モードが前記自動運転モードであり、且つ所定条件を満たす場合に、
前記情報出力部に所定情報を出力させる出力制御部と、を備え、
　前記切替制御部は、
　　前記受付部により所定操作が受け付けられた場合、前記所定操作を受け付けたタイミ
ングが前記所定情報の出力開始タイミング以降であるか否かに応じて、前記運転モードの
切替態様を決定し、
　　前記受付部により第１操作および第２操作の二段階の操作が受け付けられた場合に、
前記自車両の運転モードを、前記手動運転モードから前記自動運転モードに切り替え、
　　前記自動運転モード下において、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情
報の出力開始タイミング以前である場合、前記自動運転モードを継続し、前記所定操作を
受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以降である場合、前記自車両
の運転モードを、前記自動運転モードから前記手動運転モードに切り替える、
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　車両制御システム。
【請求項２】
　前記切替制御部は、
　　前記受付部により第１操作が受け付けられた場合に、前記自車両の運転モードを、前
記手動運転モードから、前記自動運転モードに比して制御度合の低い運転支援モードに切
り替え、
　　前記第１操作後に、前記受付部により第２操作が受け付けられた場合に、前記自車両
の運転モードを、前記運転支援モードから前記自動運転モードに切り替え、
　　前記自動運転モード下において、
　　　前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以前で
ある場合、前記自車両の運転モードを、前記自動運転モードから前記運転支援モードに切
り替え、
　　　前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以降で
ある場合、前記自車両の運転モードを、前記自動運転モードから前記手動運転モードに切
り替える、
　請求項１に記載の車両制御システム。
【請求項３】
　前記運転支援モード下において、少なくとも走行車線を逸脱しないように前記自車両の
操舵制御を行う運転支援制御部を更に備える、
　請求項２に記載の車両制御システム。
【請求項４】
　前記受付部は、ステアリングホイールを含み、
　前記出力制御部は、前記乗員に前記ステアリングホイールを操作することを要求する情
報、手動運転を前記乗員に要求する情報、または前記自動運転モード下において前記自車
両を停止させる自動運転が行われることを示す情報のうちいずれかを、前記所定情報とし
て前記情報出力部に出力させる、
　請求項１から３のうちいずれか１項に記載の車両制御システム。
【請求項５】
　前記切替制御部は、前記自動運転モード下において前記自動運転制御部により前記自車
両を停止させる自動運転が行われた以降に、前記ステアリングホイールにより操作が受け
付けられた場合、前記自車両の運転モードを、前記自動運転モードから前記手動運転モー
ドに切り替える、
　請求項４に記載の車両制御システム。
【請求項６】
　前記情報出力部は、表示部を含み、
　前記出力制御部は、前記自車両の運転モードが前記自動運転モードから前記手動運転モ
ードに切り替わるまで、前記表示部に第１画面を表示させ、前記自動運転モードから前記
手動運転モードに切り替わった場合、前記表示部に前記第１画面と異なる第２画面を表示
させる、
　請求項１から５のうちいずれか１項に記載の車両制御システム。
【請求項７】
　前記自車両の周辺の物標を認識し、前記物標の認識結果を所定の周期で更新する認識部
を更に備え、
　前記自動運転制御部は、前記認識部の認識結果に基づいて、前記自動運転を実行し、
　前記認識部は、前記切替制御部により前記自車両の運転モードが前記自動運転モードか
ら前記手動運転モードに切り替えられた場合、前記認識結果を更新せずに所定時間保持す
る、
　請求項１から６のうちいずれか１項に記載の車両制御システム。
【請求項８】
　自車両の乗員の操作を受け付ける受付部と、
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　情報を出力する情報出力部と、
　前記自車両を自動的に走行させる自動運転を実行する自動運転制御部と、
　前記自動運転制御部に前記自動運転を実行させる自動運転モード、または前記受付部に
対する操作に応じて前記自車両を走行させる手動運転モードを少なくとも含む複数の運転
モードのいずれかに、前記自車両の運転モードを切り替える切替制御部と、
　前記自車両の運転モードが前記自動運転モードであり、且つ所定条件を満たす場合に、
前記情報出力部に所定情報を出力させる出力制御部と、を備え、
　前記切替制御部は、前記受付部により所定操作が受け付けられた場合、前記所定操作を
受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以降であるか否かに応じて、
前記運転モードの切替態様を決定し、
　前記受付部は、ステアリングホイールを含み、
　前記切替制御部は、前記自動運転モード下において前記自動運転制御部により前記自車
両を停止させる自動運転が行われた以降に、前記ステアリングホイールにより操作が受け
付けられた場合、前記自車両の運転モードを、前記自動運転モードから前記手動運転モー
ドに切り替える、
　車両制御システム。
【請求項９】
　車載コンピュータが、
　自車両の乗員の操作を受け付け、
　前記自車両を自動的に走行させる自動運転を実行し、
　前記自動運転を実行する自動運転モード、または前記受け付けた操作に応じて前記自車
両を走行させる手動運転モードを少なくとも含む複数の運転モードのいずれかに、前記自
車両の運転モードを切り替え、
　前記自車両の運転モードが前記自動運転モードであり、且つ所定条件を満たす場合に、
所定情報を出力し、
　所定操作を受け付けた場合、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出
力開始タイミング以降であるか否かに応じて、前記運転モードの切替態様を決定し、
　第１操作および第２操作の二段階の操作を受け付けた場合に、前記自車両の運転モード
を、前記手動運転モードから前記自動運転モードに切り替え、
　前記自動運転モード下において、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報
の出力開始タイミング以前である場合、前記自動運転モードを継続し、前記所定操作を受
け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以降である場合、前記自車両の
運転モードを、前記自動運転モードから前記手動運転モードに切り替える、
　車両制御方法。
【請求項１０】
　車載コンピュータに、
　自車両の乗員の操作を受け付けることと、
　前記自車両を自動的に走行させる自動運転を実行することと、
　前記自動運転を実行する自動運転モード、または前記受け付けた操作に応じて前記自車
両を走行させる手動運転モードを少なくとも含む複数の運転モードのいずれかに、前記自
車両の運転モードを切り替えることと、
　前記自車両の運転モードが前記自動運転モードであり、且つ所定条件を満たす場合に、
所定情報を出力することと、
　所定操作を受け付けた場合、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出
力開始タイミング以降であるか否かに応じて、前記運転モードの切替態様を決定すること
と、
　第１操作および第２操作の二段階の操作を受け付けた場合に、前記自車両の運転モード
を、前記手動運転モードから前記自動運転モードに切り替えることと、
　前記自動運転モード下において、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報
の出力開始タイミング以前である場合、前記自動運転モードを継続し、前記所定操作を受
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け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以降である場合、前記自車両の
運転モードを、前記自動運転モードから前記手動運転モードに切り替えることと、
　を実行させるための車両制御プログラム。
【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、および車両制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動操舵中に乗員が操舵のオーバーライドをしたときに、手動運転に移行させる
技術が知られている（例えば、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２０１７－６１２２４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、従来の技術では、乗員の意思に反して手動運転に移行してしまう場合が
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、より忠実に乗員の意思通り
に手動運転に移行させることができる車両制御システム、車両制御方法、および車両制御
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）：自車両の乗員の操作を受け付ける受付部と、情報を出力する情報出力部と、前
記自車両を自動的に走行させる自動運転を実行する自動運転制御部と、前記自動運転制御
部に前記自動運転を実行させる自動運転モード、または前記受付部に対する操作に応じて
前記自車両を走行させる手動運転モードを少なくとも含む複数の運転モードのいずれかに
、前記自車両の運転モードを切り替える切替制御部と、前記自車両の運転モードが前記自
動運転モードであり、且つ所定条件を満たす場合に、前記情報出力部に所定情報を出力さ
せる出力制御部と、を備え、前記切替制御部が、前記受付部により所定操作が受け付けら
れた場合、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以
降であるか否かに応じて、前記運転モードの切替態様を決定し、前記受付部により第１操
作および第２操作の二段階の操作が受け付けられた場合に、前記自車両の運転モードを、
前記手動運転モードから前記自動運転モードに切り替え、前記自動運転モード下において
、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以前である
場合、前記自動運転モードを継続し、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情
報の出力開始タイミング以降である場合、前記自車両の運転モードを、前記自動運転モー
ドから前記手動運転モードに切り替える車両制御システムである。
【０００７】
　（２）：（１）に記載の車両制御システムは、前記切替制御部が、前記受付部により第
１操作が受け付けられた場合に、前記自車両の運転モードを、前記手動運転モードから、
前記自動運転モードに比して制御度合の低い運転支援モードに切り替え、前記第１操作後
に、前記受付部により第２操作が受け付けられた場合に、前記自車両の運転モードを、前
記運転支援モードから前記自動運転モードに切り替え、前記自動運転モード下において、
前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以前である場
合、前記自車両の運転モードを、前記自動運転モードから前記運転支援モードに切り替え
、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以降である
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場合、前記自車両の運転モードを、前記自動運転モードから前記手動運転モードに切り替
えるものである。
【０００８】
　（３）：（２）に記載の車両制御システムは、前記運転支援モード下において、少なく
とも走行車線を逸脱しないように前記自車両の操舵制御を行う運転支援制御部を更に備え
るものである。
【００１０】
　（４）：（１）から（３）のうちいずれか１つに記載の車両制御システムは、前記受付
部が、ステアリングホイールを含み、前記出力制御部が、前記乗員に前記ステアリングホ
イールを操作することを要求する情報、手動運転を前記乗員に要求する情報、または前記
自動運転モード下において前記自車両を停止させる自動運転が行われることを示す情報の
うちいずれかを、前記所定情報として前記情報出力部に出力させるものである。
【００１１】
　（５）：（４）に記載の車両制御システムは、前記切替制御部が、前記自動運転モード
下において前記自動運転制御部により前記自車両を停止させる自動運転が行われた以降に
、前記ステアリングホイールにより操作が受け付けられた場合、前記自車両の運転モード
を、前記自動運転モードから前記手動運転モードに切り替えるものである。
【００１２】
　（６）：（１）から（５）のうちいずれか１つに記載の車両制御システムは、前記情報
出力部が、表示部を含み、前記出力制御部が、前記自車両の運転モードが前記自動運転モ
ードから前記手動運転モードに切り替わるまで、前記表示部に第１画面を表示させ、前記
自動運転モードから前記手動運転モードに切り替わった場合、前記表示部に前記第１画面
と異なる第２画面を表示させるものである。
【００１３】
　（７）：（１）から（６）のうちいずれか１つに記載の車両制御システムは、前記自車
両の周辺の物標を認識し、前記物標の認識結果を所定の周期で更新する認識部を更に備え
、前記自動運転制御部が、前記認識部の認識結果に基づいて、前記自動運転を実行し、前
記認識部が、前記切替制御部により前記自車両の運転モードが前記自動運転モードから前
記手動運転モードに切り替えられた場合、前記認識結果を更新せずに所定時間保持するも
のである。
【００１４】
　（８）：自車両の乗員の操作を受け付ける受付部と、情報を出力する情報出力部と、前
記自車両を自動的に走行させる自動運転を実行する自動運転制御部と、前記自動運転制御
部に前記自動運転を実行させる自動運転モード、または前記受付部に対する操作に応じて
前記自車両を走行させる手動運転モードを少なくとも含む複数の運転モードのいずれかに
、前記自車両の運転モードを切り替える切替制御部と、前記自車両の運転モードが前記自
動運転モードであり、且つ所定条件を満たす場合に、前記情報出力部に所定情報を出力さ
せる出力制御部と、を備え、前記切替制御部が、前記受付部により所定操作が受け付けら
れた場合、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以
降であるか否かに応じて、前記運転モードの切替態様を決定し、前記受付部が、ステアリ
ングホイールを含み、前記切替制御部が、前記自動運転モード下において前記自動運転制
御部により前記自車両を停止させる自動運転が行われた以降に、前記ステアリングホイー
ルにより操作が受け付けられた場合、前記自車両の運転モードを、前記自動運転モードか
ら前記手動運転モードに切り替える車両制御システムである。
　（９）：車載コンピュータが、自車両の乗員の操作を受け付け、前記自車両を自動的に
走行させる自動運転を実行し、前記自動運転を実行する自動運転モード、または前記受け
付けた操作に応じて前記自車両を走行させる手動運転モードを少なくとも含む複数の運転
モードのいずれかに、前記自車両の運転モードを切り替え、前記自車両の運転モードが前
記自動運転モードであり、且つ所定条件を満たす場合に、所定情報を出力し、前記所定操
作を受け付けた場合、所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミ
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ング以降であるか否かに応じて、前記運転モードの切替態様を決定し、第１操作および第
２操作の二段階の操作を受け付けた場合に、前記自車両の運転モードを、前記手動運転モ
ードから前記自動運転モードに切り替え、前記自動運転モード下において、前記所定操作
を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以前である場合、前記自動
運転モードを継続し、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タ
イミング以降である場合、前記自車両の運転モードを、前記自動運転モードから前記手動
運転モードに切り替える車両制御方法である。
【００１５】
　（１３）：車載コンピュータに、自車両の乗員の操作を受け付けることと、前記自車両
を自動的に走行させる自動運転を実行することと、前記自動運転を実行する自動運転モー
ド、または前記受け付けた操作に応じて前記自車両を走行させる手動運転モードを少なく
とも含む複数の運転モードのいずれかに、前記自車両の運転モードを切り替えることと、
前記自車両の運転モードが前記自動運転モードであり、且つ所定条件を満たす場合に、所
定情報を出力することと、所定操作を受け付けた場合、前記所定操作を受け付けたタイミ
ングが前記所定情報の出力開始タイミング以降であるか否かに応じて、前記運転モードの
切替態様を決定することと、第１操作および第２操作の二段階の操作を受け付けた場合に
、前記自車両の運転モードを、前記手動運転モードから前記自動運転モードに切り替える
ことと、前記自動運転モード下において、前記所定操作を受け付けたタイミングが前記所
定情報の出力開始タイミング以前である場合、前記自動運転モードを継続し、前記所定操
作を受け付けたタイミングが前記所定情報の出力開始タイミング以降である場合、前記自
車両の運転モードを、前記自動運転モードから前記手動運転モードに切り替えることと、
を実行させるための車両制御プログラムである。
【発明の効果】
【００１６】
　上記態様によれば、より忠実に乗員の意思通りに手動運転に移行させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施形態の車両制御システムを含む車両システム１の構成図である。
【図２】自車位置認識部３２２により走行車線Ｌ１に対する自車両Ｍの相対位置および姿
勢が認識される様子を示す図である。
【図３】推奨車線に基づいて目標軌道が生成される様子を示す図である。
【図４】車線変更の際の処理について説明するための図である。
【図５】車線変更の際の処理について説明するための図である。
【図６】自車両ＭにおけるＨＭＩ４００の一例を示す図である。
【図７】第３の表示部４７０と発光部４６２の位置関係の一つの側面を例示した図である
。
【図８】第３の表示部４７０と発光部４６２の位置関係の他の側面を例示した図である。
【図９】第３の表示部４７０の画面の一部の領域を用いて、第３の表示部４７０が使用可
能であること通知することについて説明するための図である。
【図１０】手動運転から運転支援に切り替えられた後、運転支援による車線変更が実行さ
れるまでの各種場面を示す図である。
【図１１】手動運転時に表示される第１画面ＩＭ１－１および第２画面ＩＭ２－１の一例
を示す図である。
【図１２】メインスイッチ３１２が操作されたことで表示される第３画面ＩＭ３－１およ
び第４画面ＩＭ４－１の一例を示す図である。
【図１３】オートスイッチ３１４が操作されたときに、第１の表示部４５０およびＨＵＤ
４６０に表示される画面ＩＭ３－２およびＩＭ４－２の一例を示す図である。
【図１４】第２の度合の運転支援において、第１の表示部４５０およびＨＵＤ４６０に表
示される画面の一例を示す図である。
【図１５】自車両Ｍを上から見た時の車室内の構造を模式的に示す図である。
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【図１６】自車両Ｍの挙動が変化する前の第１のタイミングにおいて表示される第３画面
ＩＭ３－４および第４画面ＩＭ４－４の一例を示す図である。
【図１７】自車両Ｍの挙動が変化する前の第２のタイミングにおいて表示される第３画面
ＩＭ３－５および第４画面ＩＭ４－５の一例を示す図である。
【図１８】車線変更開始時に第１角度範囲Δθ１の基準とする向きが変更される様子を模
式的に示した図である。
【図１９】場面（１）～（３）において、マスター制御部１００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２０】第２の度合の運転支援から第３の度合の運転支援に切り替わり、その後、第３
の度合の運転支援から第２の度合の運転支援に切り替わるまでの各種場面を示す図である
。
【図２１】自車両Ｍの加速制御時に表示される第３画面ＩＭ３－６および第４画面ＩＭ４
－６の一例を示す図である。
【図２２】低速追従走行時に表示される第３画面ＩＭ３－７および第４画面ＩＭ４－７の
一例を示す図である。
【図２３】乗員に周辺監視を行わせるために表示される第３画面ＩＭ３－８、第４画面Ｉ
Ｍ４－８の一例を示す図である。
【図２４】第３の度合の運転支援から第２の度合の運転支援に切り替わった場合の第３画
面ＩＭ３－９、第４画面ＩＭ４－９の一例を示す図である。
【図２５】場面（４）～（６）において、マスター制御部１００および自動運転制御ユニ
ット３００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２６】第２の度合の運転支援から手動運転による走行に切り替わるまでの各種場面を
示す図である。
【図２７】手動運転時への切り替え要求時に表示される第３画面ＩＭ３－１０、第４画面
ＩＭ４－１０の一例を示す図である。
【図２８】乗員に手動運転を実行させるための警告を強めた第３画面ＩＭ３－１１および
第４画面ＩＭ４－１１の一例を示す図である。
【図２９】自動運転を終了する旨の情報を表示する第３画面ＩＭ３－１２および第４画面
ＩＭ４－１２の一例を示す図である。
【図３０】代替制御時における第３画面ＩＭ３－１３および第４画面ＩＭ４－１３の一例
を示す図である。
【図３１】場面（７）～（９）において、ＨＭＩ制御部１２０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３２】ハンズオンの要求前にハンズオンとなる場面の一例を示す図である。
【図３３】ハンズオンの要求後にハンズオンとなる場面の一例を示す図である。
【図３４】ハンズオンの要求後にハンズオンとならない場面の一例を示す図である。
【図３５】マスター制御部１００により実行される処理の流れの他の例を示すフローチャ
ートである。
【図３６】現在実施されている制御が維持される場面の一例を示す図である。
【図３７】現在実施されている制御が変更される場面の一例を示す図である。
【図３８】運転支援に関連する各種機器または制御の切り替えタイミングについて説明す
るための図である。
【図３９】物体認識装置１６による一連の処理の流れの一例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】
【００１８】
　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、および車両制御プロ
グラムの実施形態について説明する。実施形態では、車両制御システムは、自動運転（自
律運転）可能な自動運転車両に適用される。自動運転は、原則として乗員による操作を必
要としない状態で車両を走行させることをいい、運転支援の一種であると考えられる。な
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お、自動運転車両は手動運転により走行させることもできる。手動運転は、乗員の運転操
作子に対する操作に応じて車両を走行させることをいう。以下の説明において、「乗員」
とは、運転席すなわち運転操作子が設けられたシートに着座した乗員を指すものとする。
【００１９】
　本実施形態において、運転支援の度合には、例えば、第１の度合と、第１の度合よりも
制御度合（自動化率）が高い第２の度合と、第２の度合よりも制御度合が高い第３の度合
とがあるものとする。第１の度合の運転支援では、例えば、ＡＣＣ（Adaptive Cruise Co
ntrol System）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制御が実行される。第２の度合および第３の度合の運転支援では、例
えば、原則として乗員による運転操作子の操作を必要とせずに、車両の加減速および操舵
の双方を自動的に制御する自動運転が実行される。これらの運転支援の実行に伴って、乗
員にはその運転支援の度合に応じたタスク（責務）が課される。例えば、第１の度合およ
び第２の度合の運転支援では、乗員に周辺監視義務が課されるのに対し、第３の度合の運
転支援では、乗員に周辺監視義務が課されない（或いは周辺監視義務の程度が低い）。乗
員が周辺監視義務を果たさない場合、例えば、運転支援の度合が低下する。第２の度合ま
たは第３の度合の運転支援が行われる状態は、「自動運転モード」の一例であり、第１の
度合の運転支援が行われる状態は、「運転支援モード」の一例であり、運転支援が行われ
ない状態は、「手動運転モード」の一例である。
【００２０】
　［全体構成］
　図１は、実施形態の車両制御システムを含む車両システム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。
【００２１】
　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、ナビゲーション装置５０と、ＭＰＵ（Map Position
ing 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、ＨＭＩ（
Human Machine Interface）４００と、走行駆動力出力装置５００と、ブレーキ装置５１
０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
 Area 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。
【００２２】
　例えば、車両システム１が備える車室内カメラ９０と、マスター制御部１００と、自動
運転制御ユニット３００とを合わせたものは、「車両制御システム」の一例である。
【００２３】
　カメラ１０は、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary
 Metal Oxide Semiconductor）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の任意の箇所に一つまたは複数が取り付
けられる。前方を撮像する場合、カメラ１０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。
【００２４】
　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
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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。
【００２５】
　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。
【００２６】
　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、物体の位置、種類
、速度等を認識する。物体認識装置１６は、認識結果を自動運転制御ユニット３００に出
力する。
【００２７】
　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。また
、通信装置２０は、車外の人物が所持する端末装置と通信する。
【００２８】
　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ＨＭＩ４００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ＨＭＩ５
２を用いた経路案内を行ってもよい。なお、ナビゲーション装置５０は、例えば、ユーザ
の保有するスマートフォンやタブレット端末等の端末装置の機能によって実現されてもよ
い。また、ナビゲーション装置５０は、通信装置２０を介してナビゲーションサーバに現
在位置と目的地を送信し、ナビゲーションサーバから返信された経路を取得してもよい。
【００２９】
　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複数のブロックに分割し（例えば、車両進行方向に関し
て１００［ｍ］毎に分割し）、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。推奨車線決定部６１は、左から何番目の車線を走行するといった決定を行う。推
奨車線決定部６１は、経路において分岐箇所や合流箇所等が存在する場合、自車両Ｍが、
分岐先に進行するための合理的な走行経路を走行できるように、推奨車線を決定する。
【００３０】
　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、車線の中央の情報あるいは車線の境界の情報等を含んでいる。また、第
２地図情報６２には、道路情報、交通規制情報、住所情報（住所・郵便番号）、施設情報
、電話番号情報等が含まれてよい。道路情報には、高速道路、有料道路、国道、都道府県
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道といった道路の種別を表す情報や、道路の車線数、非常駐車帯の領域、各車線の幅員、
道路の勾配、道路の位置（経度、緯度、高さを含む３次元座標）、車線のカーブの曲率、
車線の合流および分岐ポイントの位置、道路に設けられた標識等の情報が含まれる。第２
地図情報６２は、通信装置２０を用いて他装置にアクセスすることにより、随時、アップ
デートされてよい。
【００３１】
　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。
【００３２】
　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
の有無を検出する操作検出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。運転操作子８０は、「受付部」の一例である。
【００３３】
　車室内カメラ９０は、例えば、車室内に設置されたシートに着座する乗員（特に、運転
席に着座する乗員）の顔を中心に撮像する。車室内カメラ９０は、ＣＣＤやＣＭＯＳ等の
固体撮像素子を利用したデジタルカメラである。車室内カメラ９０は、例えば、周期的に
乗員を撮像する。車室内カメラ９０の撮像画像は、マスター制御部１００に出力される。
【００３４】
　［各種制御装置］
　車両システム１は、制御系の構成として、例えば、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とを備える。なお、マスター制御部１００
は、運転支援制御部２００または自動運転制御ユニット３００のどちらかに統合されても
よい。
　［マスター制御部］
　マスター制御部１００は、運転支援の度合の切り替えと、それに関連するＨＭＩ４００
の制御等を行う。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、操作子状態判定部１３０と、乗員状態監視部１４０とを備える。切替制御部１
１０、ＨＭＩ制御部１２０、操作子状態判定部１３０、および乗員状態監視部１４０は、
それぞれ、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＧＰＵ（Graphics Processing Unit）
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、これらの機能部のうち
一部または全部は、ＬＳＩ（Large Scale Integration）やＡＳＩＣ（Application Speci
fic Integrated Circuit）、ＦＰＧＡ（Field-Programmable Gate Array）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。
【００３５】
　切替制御部１１０は、例えば、ＨＭＩ４００に含まれる所定のスイッチ（例えば後述す
るメインスイッチおよびオートスイッチ）から入力される操作信号に基づいて、運転支援
の度合を手動運転の状態から第１以上の度合に、或いは第１以上の度合から手動運転の状
態に切り替える。また、切替制御部１１０は、例えば、アクセス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、運転支援の度合を第１以上の度合から手動運転の状態に切り替えてもよい
。
【００３６】
　例えば、第１の度合の運転支援（運転支援制御）では、自車両Ｍの設定車速（下限速度
および上限速度）が所定の速度範囲（例えば５０～１００［ｋｍ／ｈ］程度）に設定され
る。この設定車速は、乗員操作により適宜変更されてよい。
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【００３７】
　例えば、第２の度合の運転支援（自動運転制御）では、自車両Ｍの設定車速（下限速度
および上限速度）が法定速度などの基準速度に設定される。例えば、自車両Ｍが高速道路
を走行する場合、その高速道路の法定速度に合わせて、上限速度は、８０［ｋｍ／ｈ］や
１００［ｋｍ／ｈ］程度に設定され、下限速度は、５０［ｋｍ／ｈ］程度に設定される。
【００３８】
　また、第３の度合の運転支援（自動運転制御）では、自車両Ｍの上限速度が第２の度合
の運転支援のときよりも小さい速度に設定される。例えば、上限速度は、６０［ｋｍ／ｈ
］程度に設定される。また、下限速度は、第２の度合の運転支援のときと同じ速度（５０
［ｋｍ／ｈ］程度）やそれよりも小さい速度（例えば３０［ｋｍ／ｈ］程度）に設定され
る。
【００３９】
　また、第３の度合の運転支援（自動運転制御）では、第２の度合の運転支援と同様の設
定車速が設定される。第３の度合の運転支援は、例えば、第２の度合の運転支援下におい
て、前走車両の速度が所定速度以下である場合に開始される。前走車両とは、自車両Ｍが
走行する走行車線（自車線）において、自車両Ｍの前方の所定距離（例えば５０［ｍ］程
度）以内に存在する車両である。また、所定速度とは、例えば、６０［ｋｍ／ｈ］である
。
【００４０】
　また、切替制御部１１０は、ナビゲーション装置５０により特定された自車両Ｍの位置
が、自車位置認識部３２２によって自車両の走行車線が認識されるエリアに存在する場合
に、運転支援の度合を第３の度合に切り替えてもよい。言い換えれば、切替制御部１１０
は、地図情報において車線数や各車線の幅員などの情報を含む区間を自車両Ｍが走行する
場合に、運転支援の度合を第３の度合に切り替えてよい。
【００４１】
　ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援の度合の切り替えに関連する通知等を、ＨＭＩ４００
に出力させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、操作子状態判定部１３０または乗員状態監
視部１４０の一方または双方による判定結果に関する情報を、ＨＭＩ４００に出力させて
もよい。また、ＨＭＩ制御部１２０は、ＨＭＩ４００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。
ＨＭＩ制御部１２０の機能の詳細については後述する。ＨＭＩ４００は、「情報出力部」
の一例であり、ＨＭＩ制御部１２０は、「出力制御部」の一例である。また、ＨＭＩ４０
０は、「受付部」の他の例でもある。
【００４２】
　操作子状態判定部１３０は、例えば、運転操作子８０に含まれるステアリングホイール
が操作されている状態（具体的には、現に意図的な操作を行っている場合、直ちに操作可
能な状態、または把持状態を指すものとする）であるか否かを判定する。以下、ステアリ
ングホイールが乗員によって操作されている状態を「ハンズオン」と称し、そうでない状
態を「ハンズオフ」と称して説明する。ステアリングホイールを操作すること（ハンズオ
ン）は、「第２操作」の他の例である。
【００４３】
　また、操作子状態判定部１３０は、運転操作子８０に含まれるブレーキペダルやアクセ
ルペダルが操作されている状態（ペダルが踏み込まれている状態）であるか否かを判定す
る。操作子状態判定部１３０の機能の詳細については後述する。
【００４４】
　乗員状態監視部１４０は、例えば、画像処理部１４０Ａと、監視判定部１４０Ｂとを備
える。画像処理部１４０Ａは、乗員状態監視部１４０の代わりに車室内カメラ９０が備え
ていてもよい。画像処理部１４０Ａは、例えば、車室内カメラ９０の撮像画像を解析して
、運転席の乗員の視線の向きや顔の向きを検出する。監視判定部１４０Ｂは、画像処理部
１４０Ａにより検出された視線または顔の向きに基づいて、運転席の乗員が自車両Ｍの周
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囲を監視しているか否かを判定する。以下、乗員が自車両Ｍの周囲を監視している状態を
「アイズオン」と称し、そうでない状態を「アイズオフ」と称して説明する。乗員状態監
視部１４０の機能の詳細については後述する。
【００４５】
　［運転支援制御部］
　運転支援制御部２００は、例えば、自車両Ｍの運転支援の度合が第１の度合である場合
に、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５
１０を制御する。前走車両とは、自車両Ｍが走行する走行車線（自車線）において、自車
両Ｍの直前に存在する車両である。言い換えれば、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。また、運転支援制御部２００は、Ｌ
ＫＡＳ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２
００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の度合および第３の度合の運転支援）
以外の種々の制御を含んでよい。
【００４６】
　［自動運転制御ユニット］
　自動運転制御ユニット３００は、自車両Ｍの運転支援の度合が第２の度合または第３の
度合である場合に、自動運転制御を実行する。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３
４０とは、それぞれ、ＣＰＵ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。自動運転制御ユニット３００は、「自動運転制御部」の一例である。
【００４７】
　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。
【００４８】
　外界認識部３２１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、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。
【００４９】
　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、少なくとも一つの位置を認識
してもよい。
【００５０】
　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。この認識において、ナビゲーション
装置５０から取得される自車両Ｍの位置やＩＮＳによる処理結果が加味されてもよい。
【００５１】
　そして、自車位置認識部３２２は、例えば、走行車線に対する自車両Ｍの位置や姿勢を
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認識する。図２は、自車位置認識部３２２により走行車線Ｌ１に対する自車両Ｍの相対位
置および姿勢が認識される様子を示す図である。自車位置認識部３２２は、例えば、自車
両Ｍの基準点（例えば重心）の走行車線中央ＣＬからの乖離ＯＳ、および自車両Ｍの進行
方向の走行車線中央ＣＬを連ねた線に対してなす角度θを、走行車線Ｌ１に対する自車両
Ｍの相対位置および姿勢として認識する。なお、これに代えて、自車位置認識部３２２は
、走行車線Ｌ１の何れかの側端部に対する自車両Ｍの基準点の位置等を、走行車線に対す
る自車両Ｍの相対位置として認識してもよい。自車位置認識部３２２により認識される自
車両Ｍの相対位置は、推奨車線決定部６１および行動計画生成部３２３に提供される。
【００５２】
　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実行するための行動
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。実施形態の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、低速度（例えば６
０［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。
【００５３】
　行動計画生成部３２３は、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。軌道点は、所
定の走行距離ごとの自車両Ｍの到達すべき地点であり、それとは別に、所定のサンプリン
グ時間（例えば０コンマ数［ｓｅｃ］程度）ごとの目標速度（目標加速度を含む）が、目
標軌道の一部として生成される。また、軌道点は、所定のサンプリング時間ごとの、その
サンプリング時刻における自車両Ｍの到達すべき位置であってもよい。この場合、目標速
度や目標加速度の情報は軌道点の間隔で表現される。
【００５４】
　例えば、行動計画生成部３２３は、運転支援の度合に対応した設定車速の範囲内で、自
車両Ｍの目標速度を決定する。例えば、運転支援の度合が第１の度合である場合、行動計
画生成部３２３は、５０～１００［ｋｍ／ｈ］の範囲内で目標速度を決定する。また、運
転支援の度合が第２の度合である場合、行動計画生成部３２３は、５０～８０［ｋｍ／ｈ
］または５０～１００［ｋｍ／ｈ］の範囲内で目標速度を決定する。また、運転支援の度
合が第３の度合であり、且つ前走車両が存在しない場合、行動計画生成部３２３は、運転
支援の度合が第２の度合であるときと同様に、５０～８０［ｋｍ／ｈ］または５０～１０
０［ｋｍ／ｈ］の範囲内で目標速度を決定し、前走車両が存在する場合、少なくとも前走
車両の速度以下に目標速度を決定する。
【００５５】
　図３は、推奨車線に基づいて目標軌道が生成される様子を示す図である。図示するよう
に、推奨車線は、目的地までの経路に沿って走行するのに都合が良いように設定される。
行動計画生成部３２３は、推奨車線の切り替わり地点の所定距離手前（イベントの種類に
応じて決定されてよい）に差し掛かると、車線変更イベント、分岐イベント、合流イベン
ト等を起動する。各イベントの実行中に、障害物を回避する必要が生じた場合には、図示
するように障害物を回避するための目標軌道が生成される。
【００５６】
　また、行動計画生成部３２３は、車線変更イベントを起動すると、車線変更のための目
標軌道を生成する。図４および図５は、車線変更の際の処理について説明するための図で
ある。まず、行動計画生成部３２３は、自車両Ｍが走行する自車線Ｌ１に対して隣接する
隣接車線であって、車線変更先の隣接車線Ｌ２を走行する周辺車両から２台の周辺車両を
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選択し、これらの周辺車両の間に車線変更ターゲット位置ＴＡｓを設定する。以下、隣接
車線において車線変更ターゲット位置ＴＡｓの直前を走行する周辺車両を前方基準車両ｍ
Ｂと称し、隣接車線において車線変更ターゲット位置ＴＡｓの直後を走行する周辺車両を
後方基準車両ｍＣと称して説明する。車線変更ターゲット位置ＴＡｓは、自車両Ｍと前方
基準車両ｍＢおよび後方基準車両ｍＣとの位置関係に基づく相対的な位置である。
【００５７】
　図４の例では、行動計画生成部３２３が車線変更ターゲット位置ＴＡｓを設定した様子
を示している。図中、ｍＡは前走車両を表し、ｍＢは前方基準車両を表し、ｍＣは後方基
準車両を表している。また、矢印ｄは自車両Ｍの進行（走行）方向を表している。図４の
例の場合、行動計画生成部３２３は、隣接車線Ｌ２上において、前方基準車両ｍＢと後方
基準車両ｍＣとの間に車線変更ターゲット位置ＴＡｓを設定する。
【００５８】
　次に、行動計画生成部３２３は、車線変更ターゲット位置ＴＡｓに（すなわち前方基準
車両ｍＢと後方基準車両ｍＣとの間に）車線変更が可能か否かを判定するための一次条件
を満たすか否かを判定する。
【００５９】
　一次条件は、例えば、隣接車線に設けた禁止領域ＲＡに周辺車両が一部でも存在せず、
且つ、自車両Ｍと、前方基準車両ｍＢおよび後方基準車両ｍＣとのＴＴＣがそれぞれ閾値
よりも大きいことである。なお、この判定条件は、自車両Ｍの側方に車線変更ターゲット
位置ＴＡｓを設定した場合の一例である。一次条件を満たさない場合、行動計画生成部３
２３は、車線変更ターゲット位置ＴＡｓを再設定する。この際に、一次条件を満たすよう
な車線変更ターゲット位置ＴＡｓが設定できるタイミングまで待機したり、或いは車線変
更ターゲット位置ＴＡｓを変更し、車線変更ターゲット位置ＴＡｓの側方に移動するため
の速度制御が行われてもよい。
【００６０】
　図４に示すように、行動計画生成部３２３は、例えば、自車両Ｍを車線変更先の車線Ｌ
２に射影し、前後に若干の余裕距離を持たせた禁止領域ＲＡを設定する。禁止領域ＲＡは
、車線Ｌ２の横方向の一端から他端まで延在する領域として設定される。
【００６１】
　禁止領域ＲＡ内に周辺車両が存在しない場合、行動計画生成部３２３は、例えば、自車
両Ｍの前端および後端を車線変更先の車線Ｌ２側に仮想的に延出させた延出線ＦＭおよび
延出線ＲＭを想定する。行動計画生成部３２３は、延出線ＦＭと前方基準車両ｍＢの衝突
余裕時間ＴＴＣ（Ｂ）、および延出線ＲＭと後方基準車両ｍＣの衝突余裕時間ＴＴＣ（Ｃ
）を算出する。衝突余裕時間ＴＴＣ（Ｂ）は、延出線ＦＭと前方基準車両ｍＢとの距離を
、自車両Ｍおよび前方基準車両ｍＢの相対速度で除算することで導出される時間である。
衝突余裕時間ＴＴＣ（Ｃ）は、延出線ＲＭと後方基準車両ｍＣとの距離を、自車両Ｍおよ
び後方基準車両ｍＣの相対速度で除算することで導出される時間である。行動計画生成部
３２３は、衝突余裕時間ＴＴＣ（Ｂ）が閾値Ｔｈ（Ｂ）よりも大きく、且つ衝突余裕時間
ＴＴＣ（Ｃ）が閾値Ｔｈ（Ｃ）よりも大きい場合に、一次条件を満たすと判定する。閾値
Ｔｈ（Ｂ）とＴｈ（Ｃ）は同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。
【００６２】
　一次条件を満たす場合、行動計画生成部３２３は、車線変更のための軌道の候補を生成
する。図５の例では、行動計画生成部３２３は、前走車両ｍＡ、前方基準車両ｍＢおよび
後方基準車両ｍＣが所定の速度モデルで走行するものと仮定し、これら３台の車両の速度
モデルと自車両Ｍの速度とに基づいて、自車両Ｍが前走車両ｍＡと干渉せずに、将来のあ
る時刻において前方基準車両ｍＢと後方基準車両ｍＣとの間に位置するように軌道の候補
を生成する。例えば、行動計画生成部３２３は、現在の自車両Ｍの位置から、将来のある
時刻における前方基準車両ｍＢの位置や、車線変更先の車線の中央、且つ車線変更の終了
地点までをスプライン曲線等の多項式曲線を用いて滑らかに繋ぎ、この曲線上に等間隔あ
るいは不等間隔で軌道点Ｋを所定個数配置する。この際、行動計画生成部３２３は、軌道
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点Ｋの少なくとも１つが車線変更ターゲット位置ＴＡｓ内に配置されるように軌道を生成
する。
【００６３】
　各種場面において、行動計画生成部３２３は、複数の目標軌道の候補を生成し、その時
点で目的地までの経路に適合する最適な目標軌道を選択する。
【００６４】
　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。
【００６５】
　走行制御部３４２は、例えば、目標軌道に含まれる目標速度に応じて、走行駆動力出力
装置５００およびブレーキ装置５１０の制御量を決定し、この制御量で走行駆動力出力装
置５００およびブレーキ装置５１０を制御することで、自車両Ｍの速度制御を行う。
【００６６】
　また、走行制御部３４２は、例えば、目標軌道に含まれる、ある任意の軌道点ｋｉとそ
の前に到達すべき軌道点ｋｉ－１とを結ぶ線と、軌道点ｋｉの次に到達すべき軌道点ｋｉ

＋１とを結ぶ線とのなす角度に基づいて、軌道点ｋｉにおける自車両Ｍの目標舵角を決定
し、この目標舵角分の変位を車輪に与えるようにステアリング装置５２０における電動モ
ータの制御量を決定する。そして、走行制御部３４２は、決定した制御量でステアリング
装置５２０を制御することで自車両Ｍの操舵制御を行う。
【００６７】
　ＨＭＩ４００は、車内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。ＨＭＩ４００は、例えば、各種表示装置、発光部、スピーカ、ブザー、
タッチパネル、各種操作スイッチ、キー等のうち一部または全部を含む。また、ＨＭＩ４
００は、シートに着座した乗員をシートベルトによって保持するシートベルト装置の一部
が含まれてよい。ＨＭＩ４００の機能の詳細については後述する。
【００６８】
　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、これらを制御するパワーＥＣＵ（Electronic Control Unit）とを備える
。パワー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、上記の構成を制御する。
【００６９】
　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。ブレーキ装置５１０は、運転操作子８０に含まれるブレー
キペダルの操作によって発生させた油圧を、マスターシリンダを介してシリンダに伝達す
る機構をバックアップとして備えてよい。なお、ブレーキ装置５１０は、上記説明した構
成に限らず、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
る情報に従ってアクチュエータを制御して、マスターシリンダの油圧をシリンダに伝達す
る電子制御式油圧ブレーキ装置であってもよい。また、ブレーキ装置５１０は、油圧や電
動などの複数系統のブレーキ装置を備えていてもよい。
【００７０】
　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。
電動モータは、例えば、ラックアンドピニオン機構に力を作用させて転舵輪の向きを変更
する。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。
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【００７１】
　なお、手動運転時には、運転操作子８０からの入力情報が、直接的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５２０に出力される。また、運
転操作子８０からの入力情報は、自動運転制御ユニット３００を介して走行駆動力出力装
置５００、ブレーキ装置５１０、およびステアリング装置５２０に出力されてもよい。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の各ＥＣ
Ｕは、運転操作子８０等からの入力情報に基づいて、それぞれの動作を行う。
【００７２】
　［ＨＭＩ４００の構成］
　以下、実施形態のＨＭＩ４００の構成例について説明する。図６は、自車両Ｍにおける
ＨＭＩ４００の一例を示す図である。ＨＭＩ４００は、例えば、第１の操作部４１０と、
第２の操作部４２０と、発光部４３０Ｒ、４３０Ｌと、第３の操作部４４０と、第１の表
示部４５０と、ＨＵＤ（Head Up Display）４６０と、第３の表示部４７０とを備える。
【００７３】
　第１の操作部４１０、第２の操作部４２０、および発光部４３０Ｒ、４３０Ｌは、運転
操作子８０の一つであるステアリングホイール８２に設けられている。また、ステアリン
グホイール８２には、把持センサ８２Ａが設けられている。把持センサ８２Ａは、例えば
、ステアリングホイール８２の周方向に沿うように設けられた静電容量センサである。把
持センサ８２Ａは、検出対象の領域に物体が近接または接触したことを、静電容量の変化
として検出する。把持センサ８２Ａは、検出した静電容量が閾値以上である場合、所定の
検出信号をマスター制御部１００の操作子状態判定部１３０に出力する。この閾値は、例
えば、乗員がステアリングホイール８２を把持している場合に生じる静電容量よりも低い
値に設定されている。また、把持センサ８２Ａは、閾値以上であるか否かに関わらずに、
静電容量を示す検出信号を操作子状態判定部１３０に出力してもよい。
【００７４】
　また、ステアリングホイール８２には、把持センサ８２Ａに代えて、或いは加えて、操
舵トルクセンサ８２Ｂが設けられてもよい。操舵トルクセンサ８２Ｂは、例えば、ステア
リングホイール８２のシャフトに与えられた操舵トルクを検出し、検出した操舵トルクが
閾値以上である場合、所定の検出信号を操作子状態判定部１３０に出力する。この閾値は
、例えば、乗員がステアリングホイール８２を操作している場合にシャフトに与えられる
操舵トルクよりも低い値に設定されている。また、操舵トルクセンサ８２Ｂは、閾値以上
であるか否かに関わらずに、操舵トルクを示す検出信号を操作子状態判定部１３０に出力
してもよい。
【００７５】
　第１の操作部４１０は、例えば、メインスイッチ３１２と、オートスイッチ３１４とを
備える。メインスイッチ３１２は、運転支援を開始可能な状態（待機状態）にするための
スイッチである。換言すれば、メインスイッチ３１２は、後述する、運転支援を実行する
前の準備段階における処理（内部処理）を開始するためのスイッチ、或いは運転支援を開
始可能な状態か否かを判定することを可能にするためのスイッチである。メインスイッチ
３１２をオフ状態にする操作と、オートスイッチ３１４をオフ状態またはオン状態にする
操作は、「第１操作」の一例である。また、オートスイッチ３１４をオフ状態またはオン
状態にする操作は、「第２操作」の一例でもある。
【００７６】
　メインスイッチ３１２が操作された場合、運転支援がすぐさま開始されるのではなく、
手動運転下において運転支援を実行するための事前処理が行われる。事前処理とは、例え
ば、物体認識装置１６に物体認識の処理（具体的にはカルマンフィルタを用いた物標の逐
次認識処理等）を予め所定時間継続させる処理である。メインスイッチ３１２が操作され
て待機状態となった後に（すなわち操作されてから、ある程度の時間が経過した後）、更
にオートスイッチ３１４が操作されると、最も度合の小さい第１の度合の運転支援が開始
される。すなわち、オートスイッチ３１４は、手動運転から運転支援制御へと切り替える
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ためのスイッチである。
【００７７】
　第２の操作部４２０は、画像付き通話機能（以下、テレビ電話とも称する）の提供を開
始させるための操作スイッチ４２２を備える。発光部４３０Ｒ、４３０Ｌは、例えば、ス
テアリングホイール８２の中央のボス部から環状のリム部に向かって延びるスポーク部に
配置される。発光部３３０Ｒは、ＨＭＩ制御部１２０の制御により点灯状態が制御される
。
【００７８】
　第３の操作部４４０は、例えば、乗員から見て手前側に突出する回動操作部４４２と、
スイッチ操作部４４４とを備える。回動操作部４４２は、略円筒状に形成され、軸線回り
に回転操作可能である。スイッチ操作部４４４は、回動操作部４４２の周辺や、回動操作
部４４２の天面に設けられる。第３の操作部４４０は、回動操作部４４２の回転角度と回
転速度を検出するエンコーダ等の図示しない回転センサと、スイッチ操作部４４４の変位
を検出する図示しない変位センサとを備え、それぞれのセンサから出力される検出値をマ
スター制御部１００に出力する。マスター制御部１００に出力される検出値は、第３の表
示部４７０の画面に出力される矢印や選択ボタン、確定ボタン等の操作や、入力文字の選
択や確定等に用いられる。
【００７９】
　また、第３の操作部４４０は、表示画面を指先でタッチすることによって選択や確定操
作等を行う、いわゆるタッチパネル式の操作部でもよい。第３の操作部４４０の近傍には
、所定の色で発光可能な発光部４４６が設けられている。
【００８０】
　第１の表示部４５０は、例えば、インストルメントパネルにおける運転席の正面付近に
設けられ、乗員がステアリングホイール８２の間隙から、或いはステアリングホイール８
２越しに視認可能な表示装置である。第１の表示部４５０は、例えば、ＬＣＤ（Liquid C
rystal Display）や有機ＥＬ（Electro Luminescence）表示装置等である。第１の表示部
４５０には、自車両Ｍの手動運転時または自動運転時の走行に必要な情報、あるいは乗員
への指示に関する情報が表示される。手動運転時の自車両Ｍの走行に必要な情報とは、例
えば、自車両Ｍの速度、エンジン回転数、燃料残量、ラジエータ水温、走行距離、その他
の情報である。一方、自動運転時における自車両Ｍの走行に必要な情報とは、例えば、自
車両Ｍの将来の軌道、運転支援の度合、乗員に対する指示等の情報である。
【００８１】
　ＨＵＤ４６０は、例えば、第１の表示部４５０よりも高い位置に配置される。ＨＵＤ４
６０は、所定の結像部に映像を投影する。例えば、ＨＵＤ４６０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、運転席に着座した乗員の眼に虚像を
視認させる。ＨＵＤ４６０により投影される画像の表示領域は、第１の表示部４５０にお
ける画像の表示領域に比して小さい。これは、ＨＵＤ４６０により投影された画像によっ
て、その先にある現実の物体を乗員が見逃すことを抑制するためである。なお、実施形態
では、ＨＵＤ４６０の代わりに、自車両Ｍのフロントウインドシールドを第２の表示部４
２０としてもよい。この場合、例えば、インストルメントパネルに組み込まれたＬＥＤ（
Light Emitting Diode）を発光させ、フロントウインドシールドでＬＥＤの発光を反射さ
せてもよい。
【００８２】
　第３の表示部４７０は、インストルメントパネルの中央部に設けられる。第３の表示部
４７０は、例えば、ＬＣＤや有機ＥＬ表示装置等である。第３の表示部４７０は、例えば
、ナビゲーション装置５０により実行されるナビゲーション処理に対応する画像またはテ
レビ電話における通話相手を映した映像等を表示する。また、第２の表示部３６０は、テ
レビ番組を表示したり、ＤＶＤを再生したり、ダウンロードされた映画等のコンテンツを
表示してもよい。
【００８３】
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　また、第３の表示部４７０には、発光部４６２が設けられてもよい。図７は、第３の表
示部４７０と発光部４６２の位置関係の一つの側面（aspect）を例示した図である。例え
ば、発光部４７２は、第３の表示部４７０の一部または近傍に設けられる。「近傍」とは
、発光部４７２と、第３の表示部４７０との最短距離が例えば数［ｃｍ］（より具体的に
は３［ｃｍ］程度）以下の近い範囲である。図７の例では、例えば、第３の表示部の画面
形状を形成する少なくとも一つの辺に沿って延在する発光部４６２が取り付けられている
。
【００８４】
　図８は、第３の表示部４７０と発光部４６２の位置関係の他の側面を例示した図である
。図８の例では、第３の表示部４７０は、その前方の上部にあるインストルメントパネル
部のバイザー部３７４の下部に設けられる。また、発光部４６２の発光は、３７４に遮ら
れずに、乗員により視認可能である。この形態を採用することで、バイザー部３７４が、
発光部４６２に差し込む日光等の外光を遮蔽するため、乗員による発光の視認性を向上さ
せることができる。
【００８５】
　発光部４６２は、第３の表示部４７０が使用可能である場合に発光するようにＨＭＩ制
御部１２０によって制御される。使用可能とは、例えば、第２の操作部４２０が操作され
ることで画像付通話機能に関する画面が第３の表示部４７０に表示されたり、第３の操作
部４４０の操作によって、映画やテレビ番組に関する画像が第３の表示部４７０に表示さ
れたりすることができることである。
【００８６】
　図９は、第３の表示部４７０の画面の一部の領域を用いて、第３の表示部４７０が使用
可能であること通知することについて説明するための図である。ＨＭＩ制御部１２０は、
第３の表示部４７０の全画面領域に対して、第１の表示領域４６６と、第２の表示領域４
６８とを割り当てる。第１の表示領域４６６は、第３の表示部４７０の画面全体のうち、
何れかの辺に沿って延在する領域の画素領域である。ＨＭＩ制御部１２０は、第３の表示
部４７０が使用可能となった場合に、第１の表示領域４６６を所定の色または模様で点灯
または点滅させる。これにより、発光部４７２を設けずに第３の表示部４７０が使用可能
な状態であることを乗員に通知することができる。
【００８７】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、第２の表示領域４６８に、第２の操作部４２０または第
３の操作部４４０で操作された内容、或いは操作により実行される内容を表示する。
【００８８】
　［自動運転に関連するＨＭＩ４００の表示制御］
　次に、自動運転に関連するＨＭＩ４００の表示制御について説明する。なお、以下に示
す表示画面におけるレイアウトについては、あくまで一例であり、任意に変更可能である
。レイアウトとは、配置、色彩、縮尺、その他をいう。
【００８９】
　図１０は、手動運転から運転支援に切り替えられた後、運転支援による車線変更が実行
されるまでの各種場面を示す図である。図１０の例において、場面（１）は、自車両Ｍが
手動運転により一般道路から高速道路に進入する場面である。場面（２）は、手動運転か
ら第１の度合の運転支援に切り替わる場面である。場面（３）は、自車両Ｍが自動運転制
御により車線変更を実行する場面である。以下場面（１）～（３）のそれぞれの場面に対
応する表示制御について説明する。
【００９０】
　＜場面（１）＞
　場面（１）は、例えば、高速道路に進入する前の場面である。この場面では、第１の操
作部４１０のメインスイッチ３１２およびオートスイッチ３１４が操作されていないため
、運転支援が実行されず、手動運転が行われる。手動運転が行われる場合、ＨＭＩ制御部
１２０は、運転席の乗員が運転操作子８０を用いて、自車両Ｍを手動運転するために必要
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な情報を第１の表示部４５０に画像として表示させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、第
１の表示部４５０に表示されている情報のうち一部の情報をＨＵＤ４６０に画像として表
示させる。この場合の画面を図１１に示す。
【００９１】
　図１１は、手動運転時に表示される第１画面ＩＭ１－１および第２画面ＩＭ２－１の一
例を示す図である。第１画面ＩＭ１－１は、第１の表示部４５０により表示される画面で
あり、第２画面ＩＭ２－１は、ＨＵＤ４６０により投影されることで乗員の眼に映る画面
である。ＨＭＩ制御部１２０は、第１画面ＩＭ１－１に、手動運転時の自車両Ｍの走行に
必要な情報として、例えば、自車両Ｍのバッテリ残量、回転速度、シフトポジション、室
内気温、走行距離、走行速度、燃料残量等の情報を表示させる。また、ＨＭＩ制御部１２
０は、第２画面ＩＭ２－１に、第１画面ＩＭ１－１に表示された画像のうち、速度の情報
を、第１画面ＩＭ１－１よりも小さく表示させる。前述したように、ＨＵＤ４６０により
投影されることで乗員の眼に映る画像の認識領域は、第１の表示部４５０による画像の表
示領域に比して小さい。このため、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の表示部４５０に、自車
両Ｍの運転支援に関する比較的詳細な詳細情報（第１の情報）を表示させ、ＨＵＤ４６０
には、運転支援に関する簡易情報（第２の情報）を表示させる。簡易情報とは、例えば、
詳細情報に対して情報量が少ない情報である。また、簡易情報とは、表示する項目の種類
や数が、詳細情報として表示する項目の種類や数に比して少ない情報であってもよい。ま
た、簡易情報とは、詳細情報として表示する画像に対し、解像度を低下させたり、単純化
あるいはデフォルメさせた画像であってもよい。また、簡易情報は、詳細情報のうち、重
要度の高い情報や緊急性の高い情報であってもよい。手動運転時に表示される第１画面Ｉ
Ｍ１－１および第２画面ＩＭ２－１は、請求の範囲における「第２画面」の一例である。
【００９２】
　例えば、ＨＭＩ制御部１２０は、詳細情報の一部を抜粋した情報を簡易情報としてＨＵ
Ｄ４６０に表示させる。例えば、図１１において、ＨＭＩ制御部１２０は、第１画面ＩＭ
１－１に表示された詳細の情報のうち、自車両Ｍの速度を示す情報を抜粋し、抜粋した情
報を第２画面ＩＭ２－１に表示させる。このように、第１の表示部４５０に詳細情報を表
示させ、ＨＵＤ４６０に簡易情報を表示させることで、運転支援に関する情報を適切に提
供すると共に、乗員の眼を疲れさせないようにすることができる。
【００９３】
　＜場面（２）＞
　場面（２）では、自車両Ｍが高速道路に進入している。ＨＭＩ制御部１２０は、乗員に
よりメインスイッチ３１２が操作されたことを受け付けると、第１の表示部４５０および
ＨＵＤ４６０に表示される画面を変更する。変更後の画面を、図１２に示す。
【００９４】
　図１２は、メインスイッチ３１２が操作されたことで表示される第３画面ＩＭ３－１お
よび第４画面ＩＭ４－１の一例を示す図である。第３画面ＩＭ３－１は、第１の表示部４
５０により表示される画面であり、第４画面ＩＭ４－１は、ＨＵＤ４６０により投影され
る画面である。以下の図面に示す第３画面ＩＭ３－Ｘ（Ｘは任意の自然数）および第４画
面ＩＭ４－Ｘについても同様とする。第３画面ＩＭ３－Ｘおよび第４画面ＩＭ４－Ｘは、
運転支援が実行可能な状態および運転支援が実行中の状態において継続的に表示される。
第３画面ＩＭ３－Ｘおよび第４画面ＩＭ４－Ｘは、請求の範囲における「第１画面」の一
例である。
【００９５】
　第３画面ＩＭ３－１には、運転支援を開始可能な状態（待機状態）であることを表示す
る領域として、周辺検知情報表示領域６００－１、運転支援状態表示領域６２０－１、お
よび運転支援開始操作ガイド領域６４０－１が含まれている。以下、第３画面ＩＭ３－Ｘ
におけるそれぞれの領域を周辺検知情報表示領域６００－Ｘ、運転支援状態表示領域６２
０－Ｘ、および運転支援開始操作ガイド領域６４０－Ｘと称する。
【００９６】
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　ＨＭＩ制御部１２０は、周辺検知情報表示領域６００－１に、例えば、第２地図情報６
２から取得した自車両Ｍが走行している道路形状を示す画像と、自車位置認識部３２２に
より認識された自車両Ｍを示す画像と、外界認識部３２１により認識された周辺車両ｍを
示す画像とを表示させる。なお、ＨＭＩ制御部１２０は、外界認識部３２１により認識さ
れた全ての周辺車両ｍを示す画像を第１の表示部４５０に表示させる。また、ＨＭＩ制御
部１２０は、外界認識部３２１により認識された全ての周辺車両ｍのうち、自車両Ｍの将
来の軌道に影響を与える周辺車両ｍのみを第１の表示部４５０に表示させてもよい。これ
により、乗員が監視する対象の車両を減らすことができ、監視負担を軽減することができ
る。
【００９７】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援状態表示領域６２０－１に、自車両Ｍが実行可
能な運転支援（自動運転を含む）の度合を示す情報を表示させる。図１２の例では、運転
支援の度合を示す情報として、「Ａｓｓｉｓｔ」、「Ｈａｎｄｓ　Ｏｆｆ（ハンズオフ）
」、「Ｅｙｅｓ　Ｏｆｆ（アイズオフ）」の３つのインジケータを示す画像６２１が示さ
れている。それぞれのインジケータ単体で、または複数のインジケータの組み合わせによ
って、運転支援の度合が表される。
【００９８】
　インジケータ「Ａｓｓｉｓｔ」は、第１の度合の運転支援が実行されている状態（オン
状態）、或いは、第１の度合の運転支援に遷移可能な状態（オフ状態）であることを示す
インジケータである。
【００９９】
　インジケータ「Ｈａｎｄｓ　Ｏｆｆ」とは、第２の度合の運転支援が実行されている状
態（オン状態）、或いは、第２の度合の運転支援に遷移可能な状態（オフ状態）であるこ
とを示すインジケータである。
【０１００】
　インジケータ「Ｅｙｅｓ　Ｏｆｆ」は、第３の度合の運転支援が実行されている状態（
オン状態）、或いは、第３の度合の運転支援に遷移可能な状態（オフ状態）であることを
示すインジケータである。
【０１０１】
　これらのインジケータは、運転支援が実行されている状態と運転支援に遷移可能な状態
とのそれぞれに対応するインジケータが用意されてもよい。各度合の運転支援が実行され
ているのか、或いは、各度合の運転支援に遷移可能な状態であるかについては、後述する
要求動作通知画像６２２によって把握することができる。各インジケータは、例えば、対
応する度合の運転支援が実行されている場合、ハイライト表示され、対応する度合の運転
支援に遷移可能な場合、グレーアウト表示される。図１２の例では、全てのインジケータ
がグレーアウト表示されていることから、いずれの度合の運転支援が実行されていない、
すなわち手動運転であることを示している。
【０１０２】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援状態表示領域６２０－１に、「Ａｓｓｉｓｔ」
、「Ｈａｎｄｓ　Ｏｆｆ」、「Ｅｙｅｓ　Ｏｆｆ」の３つのインジケータを示す画像６２
１に対応する表示位置で、要求動作通知画像６２２を表示させる。「対応する」とは、横
並び、縦並び、対応付けを示すガイドラインがある等、人によって対応関係が認識可能な
様をいう。一例として「インジケータの画像６２１に対応する表示位置」とは、画像６２
１に隣接する表示位置であり、画像６２１の表示位置を基準として上下左右の少なくとも
一方に数［ｃｍ］以下（例えば、３［ｃｍ］以下）の表示位置を示す。要求動作通知画像
６２２は、例えば、乗員が運転操作子８０に対して行う所定の動作を示す画像である。要
求動作通知画像６２２は、例えば、運転操作子８０を示す画像と、乗員の所定の部位を示
す画像とを含む。要求動作通知画像６２２は、例えば、ステアリングホイール８２と乗員
の手との位置関係を模式的に示す画像である。
【０１０３】
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　ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援開始操作ガイド領域６４０－１に、運転支援を開始さ
せるための乗員の操作について案内する情報を表示させる。図１２の例では、運転支援開
始操作ガイド領域６４０－１において、乗員がオートスイッチ４１４を操作することで運
転支援が開始されることが案内される。
【０１０４】
　ＨＭＩ制御部１２０は、乗員がオートスイッチ４１４を操作することで運転支援が開始
されることを運転支援開始操作ガイド領域６４０－１に表示することに加えて、或いは代
えて、乗員がオートスイッチ４１４を操作することで運転支援が開始される旨を示す音声
をＨＭＩ４００に含まれるスピーカから出力させてもよい。
【０１０５】
　周辺検知情報表示領域６００－１、運転支援状態表示領域６２０－１、および運転支援
開始操作ガイド領域６４０－１のそれぞれに表示される情報の少なくとも一部は、他の表
示領域に表示されてもよい。また、第３画面ＩＭ３－１には、自車両Ｍの走行距離、車内
温度、燃料、速度、シフトポジションに関する情報が示されていてもよい。
【０１０６】
　ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３－１に表示された詳細情報に対して、ＨＵＤ４
６０の第４画面ＩＭ４－１に、詳細情報の一部を抜粋した簡易情報を表示させる。ＨＵＤ
４６０の第４画面ＩＭ４－１には、第１の表示部４５０の第３画面ＩＭ３－１に表示され
る運転支援に関する情報のうち、自車両Ｍの前方の道路形状に関する情報および自車両Ｍ
の速度を示す情報が表示される。
【０１０７】
　図１２に示す状態において、乗員によりオートスイッチ３１４が操作されたことを検知
すると、マスター制御部１００は、運転支援制御部２００に第１の度合の運転支援を実行
させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の表示部４５０およびＨＵＤ４６０に表示す
る画面を、例えば図１３に示す画面に変更する。
【０１０８】
　図１３は、オートスイッチ３１４が操作されたときに表示される第３画面ＩＭ３－２お
よび第４画面ＩＭ４－２の一例を示す図である。ＨＭＩ制御部１２０は、実行されている
運転支援の度合を示す画像を、他の運転支援の度合を示す画像と識別可能に表示させる（
例えばハイライト表示とグレーアウト表示）。例えば、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面
ＩＭ３－２の運転支援状態表示領域６２０－２に、第１の度合の運転支援に対応した「Ａ
ｓｓｉｓｔ」のインジケータがハイライト表示させる。これにより、乗員は、第１の度合
の運転支援が行われていることを把握することができる。
【０１０９】
　ここで、ＨＭＩ制御部１２０は、要求動作通知画像６２２として、「Ｈａｎｄｓ　Ｏｆ
ｆ」に対応する運転支援の度合（自動運転）に移行するために必要な動作を乗員に要求す
る動画像を要求動作通知画像６２２として表示させる。動画像とは、例えば、所定の物体
が時間経過に伴って動的に移動する動的オブジェクトを含む画像である。また、動画像に
は、アニメーションが含まれてよい。
【０１１０】
　例えば、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の度合の運転支援が実行中であって、且つ、第２
の度合の運転支援が実行可能である場合に、第２の度合の運転支援に切り替えさせるため
の乗員の操作方法に関する情報として、乗員の手をステアリングホイール８２から離した
状態にするための乗員の操作内容を模式的に示した要求動作通知画像６２２を、第３画面
ＩＭ３－２の運転支援状態表示領域６２０－２に表示させる。
【０１１１】
　例えば、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の度合の運転支援が実行中であって、且つ、第２
の度合の運転支援が実行可能である場合に、第２の度合の運転支援に切り替えさせるため
の乗員の操作方法に関する情報として、乗員の手をステアリングホイール８２から離した
状態にするための乗員の操作内容を模式的に示した要求動作通知画像６２２を、第３画面
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ＩＭ３－２の運転支援状態表示領域６２０－２に表示させる。
【０１１２】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、アクセルペダルと乗員の足との位置関係を模式的に示す
画像、或いは、ブレーキペダルと乗員の足との位置関係を模式的に示す画像を要求動作通
知画像６２３として、第３画面ＩＭ３－２の運転支援状態表示領域６２０－２に表示させ
てもよい。
【０１１３】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、要求動作通知画像６２２に対応する動作を乗員が実行す
ることで、運転支援が開始される旨を示す情報を、周辺検知情報表示領域６００－２に表
示させてもよい。図１３の例では、周辺検知情報表示領域６００－２に、ステアリングホ
イール８２（図では「ハンドル」）から手を離すことで運転支援（図では「自動走行」）
が開始される旨の情報が表示される。
【０１１４】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、ステアリングホイール８２から手を離す動作を乗員に要
求する場合に、ステアリングホイール８２に設けられた発光部４３０Ｒ、４３０Ｌを点灯
または点滅させてもよい。
【０１１５】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、ステアリングホイール８２から手を離す動作を乗員に要
求する場合に、その旨を示す音声をＨＭＩ４００に含まれるスピーカから出力させてもよ
い。ＨＭＩ制御部１２０は、ステアリングホイール８２から手を離す動作に対応する要求
動作通知画像６２２の表示、発光部４３０Ｒ、４３０Ｌの点灯または点滅、音声出力の複
数を組み合わせて各種機器より出力させてもよい。
【０１１６】
　ＨＭＩ制御部１２０は、ＨＵＤ４６０の第４画面ＩＭ４－２に、第４画面ＩＭ４－１と
同様の情報を表示させる。
【０１１７】
　ここで、操作子状態判定部１３０は、把持センサ８２Ａから入力される検出信号の有無
に基づいて、乗員がハンズオン状態であるのかまたはハンズオフ状態であるのか否かを判
定する。例えば、操作子状態判定部１３０は、把持センサ８２Ａから検出信号が入力され
ると、乗員がハンズオン状態であると判定し、検出信号が入力されないと、乗員がハンズ
オフ状態であると判定する。また、操作子状態判定部１３０は、例えば、把持センサ８２
Ａから入力される検出信号の信号強度などに基づいて、静電容量が閾値以上変化したか否
かを判定し、静電容量が閾値以上変化した場合に、乗員がハンズオン状態であると判定し
てもよい。
【０１１８】
　また、操作子状態判定部１３０は、操舵トルクセンサ８２Ｂから検出信号が入力された
場合、乗員がハンズオン状態であると判定し、検出信号が入力されない場合、ハンズオフ
状態であると判定してもよい。また、操作子状態判定部１３０は、操舵トルクセンサ８２
Ｂから入力された検出信号の信号強度などに基づいて、操舵トルクが閾値以上であるか否
かを判定し、操舵トルクが閾値以上である場合に、乗員がハンズオン状態であると判定し
てもよい。
【０１１９】
　また、操作子状態判定部１３０は、静電容量や操舵トルクに代えて、或いは加えて、ス
テアリングホイール８２が把持されたときの乗員の握力（ホイールに加えられた圧力）や
、ステアリング装置５２０における電動モータの制御量（操舵量）に基づいて、乗員がハ
ンズオン状態であるのかまたはハンズオフ状態であるのか否かを判定してもよい。
【０１２０】
　また、操作子状態判定部１３０は、ブレーキペダルやアクセルベダルに設けられた操作
検出センサから入力される検出信号に基づいて、各ペダルが操作されているか否かを判定
する。
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【０１２１】
　マスター制御部１００の切替制御部１１０は、オートスイッチ４１４が操作されたこと
を受けて、運転支援の度合を第１の度合に切り替えた後、操作子状態判定部１３０により
乗員がハンズオフ状態であると判定されるまで、運転支援の度合として第１の度合を維持
する。一方、切替制御部１１０は、第２の度合の運転支援に移行するための諸条件を満た
し、且つ、操作子状態判定部１３０により乗員がハンズオフ状態であると判定された場合
、運転支援の度合を第１の度合から第２の度合に切り替える。このような制御によって、
乗員がハンズオフ状態になるまでは運転支援制御部２００が運転支援制御を行い、乗員が
ハンズオフ状態になると運転支援制御部２００から自動運転制御ユニット３００に制御権
が移行し、自動運転制御ユニット３００が自動運転制御を開始する。
【０１２２】
　運転支援の度合が第２の度合であるときに自動運転制御ユニット３００が自動運転制御
を実行する場合、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の表示部４５０およびＨＵＤ４６０に表示
する画面を、例えば図１４に示す画面に変更する。
【０１２３】
　図１４は、第２の度合の運転支援において、第１の表示部４５０およびＨＵＤ４６０に
表示される画面の一例を示す図である。ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３－３の運
転支援状態表示領域６２０－３に、第２の度合の運転支援に対応した「Ｈａｎｄｓ　Ｏｆ
ｆ」のインジケータをハイライト表示させる。これにより、乗員は、第２の度合の運転支
援が行われていることを把握することができる。
【０１２４】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、周辺検知情報表示領域６００－３に、例えば、第２地図
情報６２から取得した自車両Ｍの前方の道路形状を示す画像と、自車位置認識部３２２に
より認識された自車両Ｍを示す画像と、外界認識部３２１により取得した周辺車両ｍを示
す画像と、行動計画生成部３２３により生成された自車両Ｍの将来の軌道を示す将来軌道
画像６０２とを表示させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、周辺検知情報表示領域６００
－３に、第２の度合における運転支援（図では「自動走行」）を開始するが、乗員に周辺
の交通状況を継続して監視させる旨の情報を表示させる。
【０１２５】
　マスター制御部１００の乗員状態監視部１４０は、運転支援の度合が第２の度合である
場合、乗員が周辺監視義務を果たしているかどうかを確認するために、車室内カメラ９０
の撮像画像に基づいて、乗員がアイズオン状態であるのかアイズオフ状態であるのかを判
定する。例えば、乗員状態監視部１４０の画像処理部１４０Ａは、車室内カメラ９０の撮
像画像から乗員の顔が含まれる画像領域を抽出し、抽出した画像領域において乗員の瞳孔
や虹彩、目頭等の位置を基に乗員の視線の向き、或いは顔の向きを検出する。このとき、
画像処理部１４０Ａは、人の顔画像から視線や顔の向きを検出するように予め学習された
ニューラルネットワークなどを利用して、自車両Ｍの乗員の視線の向きや顔の向きを検出
してよい。
【０１２６】
　例えば、乗員状態監視部１４０の監視判定部１４０Ｂは、運転支援の度合が第２の度合
である場合、画像処理部１４０Ａにより検出された顔または視線の向きが、ある向きを基
準とした第１角度範囲Δθ１内であるか否かを判定し、乗員の顔や視線の向きが第１角度
範囲Δθ１内であれば、乗員がアイズオン状態であると判定し、そうでなければ乗員がア
イズオフ状態であると判定する。第１角度範囲Δθ１の基準となる「ある向き」とは、例
えば、運転席のシートに乗員が着座したとき、その乗員が正面（フロントウィンドウシー
ルド側）を向いたときの顔または視線の向きである。例えば、第１角度範囲Δθ１は、そ
の向きを基準に、車幅方向（乗員から見て左右方向）に関して所定角度をとったときの角
度範囲として定められる。
【０１２７】
　監視判定部１４０Ｂにより乗員がアイズオン状態であると判定された場合、すなわち、
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乗員が周辺監視義務を果たしている場合、切替制御部１１０は、運転支援の度合として第
２の度合を維持する。このとき、図１４に示すように、第１の表示部４５０の第３画面Ｉ
Ｍ３－１の運転支援開始操作ガイド領域６４０－３には何も表示されず、ＨＵＤ４６０の
第４画面ＩＭ４－３には、図１３の第４画面ＩＭ４－２と同様の情報に加えて、新たに自
車両Ｍの将来の軌道６０２に関する情報が表示される。
【０１２８】
　一方、監視判定部１４０Ｂにより乗員がアイズオフ状態であると判定された場合、すな
わち、乗員が周辺監視義務を果たしていない場合、ＨＭＩ制御部１２０は、ＨＭＩ４００
の第１の表示部４５０や第３の表示部４７０に画像を表示させたり、スピーカに音声を出
力させたりすることで、乗員に周辺監視をするよう警告する。アイズオフ状態が所定時間
以上継続した場合、切替制御部１１０は、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、運転支援制御部２００に運転支援制御を行わせてよい。
【０１２９】
　また、切替制御部１１０は、監視判定部１４０Ｂにより乗員がアイズオフ状態であると
判定されてからアイズオフ状態が所定時間以上継続した場合、自動運転制御ユニット３０
０に第２の度合に応じた自動運転制御を行わせるのではなく、代替制御を行わせてよい。
代替制御とは、例えば、自車両Ｍを徐々に減速させながら路肩などの停止可能なエリアに
停車させる自動運転制御である。これによって、例えば、乗員が意識を失っていて周辺監
視を行えないような場合に、乗員の操作なしで自車両Ｍを停止させることができる。
【０１３０】
　また、監視判定部１４０Ｂは、運転支援の度合が第３の度合である場合、乗員に周辺監
視義務が課されないものの、第３の度合の運転支援から周辺監視義務が課される運転支援
に切り替わった場合、乗員が速やかに周辺監視を行う必要があるため、乗員がどの程度覚
醒しているのかといった監視を継続する。例えば、運転支援の度合が第３の度合の場合、
周辺環境の変化に応じて第２の度合の運転支援などのより度合の小さい運転支援へと移行
する可能性があることから、システム側から周辺監視の要請があった場合に備えて、乗員
は速やかに周辺監視へと移れる態勢でいることが求められる。従って、監視判定部１４０
Ｂは、乗員に周辺監視義務が課されない間も、乗員の監視を継続して、乗員が速やかに周
辺監視を行える状態か否かを判定する。
【０１３１】
　例えば、監視判定部１４０Ｂは、画像処理部１４０Ａにより検出された顔または視線の
向きが、第１角度範囲Δθ１よりも広い第２角度範囲Δθ２内であるか否かを判定し、乗
員の顔や視線の向きが第２角度範囲Δθ２内であれば、乗員が速やかに周辺監視を行える
状態であると判定する。
【０１３２】
　図１５は、自車両Ｍを上から見た時の車室内の構造を模式的に示す図である。図中ＳＴ

Ｄは、運転席のシートを表し、矢印Ｖは、第１角度範囲Δθ１の基準となる向き（方向）
を表している。例えば、第１角度範囲Δθ１は、自車両Ｍを上から見た時に、その角度範
囲に第１の表示部４５０が含まれるように決定される。また、第２角度範囲Δθ２は、自
車両Ｍを上から見た時に、その角度範囲に第１の表示部４５０と第３の表示部４７０の双
方が少なくとも含まれるように決定される。なお、図示のように、第１角度範囲Δθ１お
よび第２角度範囲Δθ２は、方向Ｖを基準に左右対称である必要はなく、いずれか一方に
角度範囲が偏していてもよい。
【０１３３】
　監視判定部１４０Ｂにより乗員が速やかに周辺監視を行える状態であると判定された場
合、切替制御部１１０は、運転支援の度合として第３の度合を維持する。一方、監視判定
部１４０Ｂにより乗員が速やかに周辺監視を行えない状態であると判定された場合、ＨＭ
Ｉ制御部１２０は、ＨＭＩ４００の第１の表示部４５０や第３の表示部４７０に画像を表
示させたり、スピーカに音声を出力させたりすることで、少なくとも第１の表示部４５０
や第３の表示部４７０が視界に入るような態勢をとるよう乗員に警告する。周辺監視を行
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えない状態が所定時間以上継続した場合、切替制御部１１０は、運転支援の度合を第３の
度合から第２の度合に切り替えてよい。
【０１３４】
　また、乗員状態監視部１４０は、運転支援の度合が第２の度合である場合、乗員がどの
程度覚醒しているのかを判定してもよい。例えば、監視判定部１４０Ｂは、画像処理部１
４０Ａが車室内カメラ９０の撮像画像から乗員の瞳孔や虹彩を検出できなかった時間、す
なわち乗員が目を閉じている時間を計時し、その時間が長いほど乗員の覚醒度が低いと判
定する。また、監視判定部１４０Ｂは、運転席のシートＳＴＤに設けられた圧力センサ（
不図示）による検出結果に基づいて、乗員の覚醒の有無を判定してもよい。例えば、圧力
センサにより検出された圧力の変化が閾値以下である場合、監視判定部１４０Ｂは、乗員
が覚醒していないと判定する。
【０１３５】
　切替制御部１１０は、乗員状態監視部１４０の判定処理の過程で求められた乗員の覚醒
度に応じて、第２の度合の運転支援を継続するのか、または他の度合の運転支援や手動運
転に切り替えるのかを決定する。例えば、乗員が覚醒しているときの覚醒度を１とし、覚
醒していないときの覚醒度を０とした場合、切替制御部１１０は、覚醒度の数値がある閾
値（例えば０．５程度）以上であれば、その乗員が覚醒しているものと判断し、運転支援
の度合を第２の度合として継続する。
【０１３６】
　＜場面（３）＞
　場面（３）では、第２の度合の運転支援時に自動運転制御ユニット３００が自動運転制
御により自車両Ｍを車線変更させる様子を示している。この場合、ＨＭＩ制御部１２０は
、第１の表示部４５０およびＨＵＤ４６０に、車線変更の自動運転制御に対応した画面を
表示させる。
【０１３７】
　例えば、ＨＭＩ制御部１２０は、自動運転制御ユニット３００により実行される自車両
Ｍの車線変更イベントの発生を示す画像を自車両Ｍの挙動が変化する前の第１のタイミン
グ（例えば、挙動が変化する５秒前）において第１の態様で表示させる。
【０１３８】
　図１６は、自車両Ｍの挙動が変化する前の第１のタイミングにおいて表示される第３画
面ＩＭ３－４および第４画面ＩＭ４－４の一例を示す図である。ＨＭＩ制御部１２０は、
第３画面ＩＭ３－４の周辺検知情報表示領域６００－４に、周辺検知情報表示領域６００
－３で表示された内容に加えて、例えば、自車両Ｍが車線変更する方向を示す旨を示す画
像６０４を表示させる。図１６の例では、自車両Ｍが走行車線に隣接する右車線に車線変
更する画像６０４が表示される。
【０１３９】
　画像６０４は、例えば、テキストを含まない画像である。図１６の例において、画像６
０４は道路幅方向に沿って自車両Ｍの進路変更方向を示す図形である。ＨＭＩ制御部１２
０は、例えば、自車両Ｍの進路変更方向を示す図形に外枠を付与し、付与した外枠画像を
第１の表示部４５０に表示させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、画像６０４を複数の領
域に区分し、区分された複数の領域のそれぞれに外枠を付与して表示させる。また、ＨＭ
Ｉ制御部１２０は、複数の区分されたそれぞれの領域の外枠を、自車両Ｍの進路変更方向
に沿って順番に表示させたアニメーションで表示させてもよい。
【０１４０】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援状態表示領域６２０－４に、自車両Ｍの進路変
更を示すウインカインジケータ６２４を表示させる。ウインカインジケータ６２４は、例
えば、進路変更方向を示す矢印等の図形である。ＨＭＩ制御部１２０は、ウインカインジ
ケータ６２４を、画像６０４を表示させる第１のタイミングに同期したタイミングで第１
の表示部４５０に表示させる。
【０１４１】
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　ＨＭＩ制御部１２０は、ＨＵＤ４６０の第４画面ＩＭ４－４に、第４画面ＩＭ４－３と
同様の情報を表示させる。
【０１４２】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、第１のタイミングよりも後のタイミングであって自車両
Ｍの挙動が変化する前の第２のタイミング（例えば、挙動が変化する２秒前）において画
像６０４を強調表示した画像を周辺検知情報表示領域６００－４に表示させる。
【０１４３】
　図１７は、自車両Ｍの挙動が変化する前の第２のタイミングにおいて表示される第３画
面ＩＭ３－５および第４画面ＩＭ４－５の一例を示す図である。ＨＭＩ制御部１２０は、
第３画面ＩＭ３－５の周辺検知情報表示領域６００－５に、画像６０４を強調表示した画
像６０６を表示させる。ＨＭＩ制御部１２０は、例えば、画像６０４の外枠の中を発色さ
せた表示態様を周辺検知情報表示領域６００－５に表示させる。また、ＨＭＩ制御部１２
０は、画像６０４において区分された複数の領域のそれぞれの外枠に対して、自車両Ｍの
進路変更方向に沿って順番に強調表示されるようにアニメーションで表示させてもよい。
また、ＨＭＩ制御部１２０は、第１のタイミングで画像６０６を表示させ、第２のタイミ
ングで画像６０６を点滅表示させてもよい。また、ＨＭＩ制御部１２０は、第１のタイミ
ングで画像６０６を表示させ、第２のタイミングで画像６０６を、第１のタイミングで表
示させた色より目立つ色で表示させてもよい。これにより、乗員に進路変更方向を直感的
に把握させることができる。
【０１４４】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、周辺検知情報表示領域６００－５に表示させた将来軌道
画像６０２を、第２のタイミングに同期したタイミングで進路変更方向に対応する方向に
変化させる。これにより、乗員は、自車両Ｍの車線変更における挙動の変化が開始される
ことを直感的に把握することができる。
【０１４５】
　ＨＭＩ制御部１２０は、ＨＵＤ４６０の第４画面ＩＭ４－５に、第４画面ＩＭ４－４と
同様の情報を表示させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、ＨＵＤ４６０の第４画面ＩＭ４
－５に表示させる将来軌道画像６０２を、第２のタイミングに同期したタイミングで進路
変更に対応する方向に変化して表示させる。
【０１４６】
　上述したように、第２の度合の運転支援時に自動運転制御によって車線変更が開始され
る場合、すなわち自車両Ｍの進路方向が変更される場合、乗員状態監視部１４０は、自車
両Ｍの将来の進行方向に応じて、第１角度範囲Δθ１の基準とする向き（方向）と、第１
角度範囲Δθ１とのうち一方または双方を変更してよい。
【０１４７】
　図１８は、車線変更開始時に第１角度範囲Δθ１の基準とする向きが変更される様子を
模式的に示した図である。例えば、図示のように、右側の隣接車線に車線変更することが
予定されている場合、図１８に示すように、第１の表示部４５０には自車両Ｍの進路方向
を示す軌道が表示されるため、乗員が正面監視を止めて進路方向先を監視することが想定
される。従って、乗員状態監視部１４０は、自車両Ｍの進路方向側（右手側）に第１角度
範囲Δθ１の基準とする方向Ｖを傾けることで、乗員が監視することが想定される方向に
第１角度範囲Δθ１を移動させる。これによって、乗員が正面から視線を外した場合であ
っても、周辺監視が継続していると判定される。なお、乗員状態監視部１４０は、第１角
度範囲Δθ１を自車両Ｍの進路方向側に広げることで、車線変更時に乗員が正面から視線
を外すことに対応してもよい。
【０１４８】
　＜場面（１）～（３）に対応する処理フロー＞
　図１９は、場面（１）～（３）において、マスター制御部１００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。本フローチャートの処理は、手動運転時に実
行される。
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【０１４９】
　まず、ＨＭＩ制御部１２０は、メインスイッチ４１２が操作されたか否かを判定する（
ステップＳ１００）メインスイッチ４１２が操作されていないと判定した場合、ＨＭＩ制
御部１２０は、第１の表示部４５０に第１画面ＩＭ１－１を表示させ（ステップＳ１０２
）、ＨＵＤ４６０に第２画面ＩＭ２－１を表示させる（ステップＳ１０４）。
【０１５０】
　一方、メインスイッチ４１２が操作されたと判定した場合、ＨＭＩ制御部１２０は、第
１の表示部４５０に第３画面ＩＭ３－１を表示させ（ステップＳ１０６）、ＨＵＤ４６０
に第４画面ＩＭ４－１を表示させる（ステップＳ１０８）。
【０１５１】
　次に、切替制御部１１０は、オートスイッチ４１４が操作されたか否かを判定する（ス
テップＳ１１０）。オートスイッチ４１４が操作されたと判定した場合、切替制御部１１
０は、手動運転から第１の度合に切り替えることで、運転支援制御部２００に運転支援制
御を開始させる（ステップＳ１１２）。
【０１５２】
　次に、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３－１および第４画面ＩＭ４－１に第１の
度合の運転支援が実行されていることを示す画像を表示する（ステップＳ１１４）。次に
、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３－２に第２の度合の運転支援を移行するための
情報を表示する（ステップＳ１１６）。
【０１５３】
　次に、操作子状態判定部１３０は、乗員がハンズオフ状態であるか否かを判定する（ス
テップＳ１１８）。操作子状態判定部１３０により乗員がハンズオン状態であると判定さ
れた場合、切替制御部１１０は、Ｓ１１２の処理に戻り、運転支援の度合として第１の度
合を維持する。
【０１５４】
　一方、操作子状態判定部１３０により乗員がハンズオフ状態であると判定された場合、
監視判定部１４０Ｂは、乗員の顔または視線の向きが、第１角度範囲Δθ１内であるか否
かを判定する（ステップＳ１２０）。
【０１５５】
　監視判定部１４０Ｂにより乗員の顔または視線の向きが第１角度範囲Δθ１内でないと
判定された場合、すなわち、乗員がアイズオフ状態である場合、切替制御部１１０は、Ｓ
１１２の処理に戻り、運転支援の度合として第１の度合を維持する。
【０１５６】
　また、監視判定部１４０Ｂは、画像処理部１４０Ａにより乗員の顔や視線の向きが所定
時間以上検出されない場合、乗員がアイズオフ状態であると判定してもよい。
【０１５７】
　一方、監視判定部１４０Ｂにより乗員の顔または視線の向きが第１角度範囲Δθ１内で
あると判定された場合、すなわち、乗員がアイズオン状態である場合、切替制御部１１０
は、運転支援の度合を第１の度合から第２の度合に切り替える（ステップＳ１２２）。
【０１５８】
　次に、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の表示部４５０の第３画面ＩＭ３－３に、第２の度
合の運転支援が実行されていることを示す画像を表示させる（ステップＳ１２４）。これ
により、本フローチャートの処理が終了する。
【０１５９】
　次に、第２の度合の運転支援に移行した後の場面（４）～（６）について説明する。図
２０は、第２の度合の運転支援から第３の度合の運転支援に切り替わり、その後、第３の
度合の運転支援から第２の度合の運転支援に切り替わるまでの各種場面を示す図である。
図２０の例において、場面（４）は、自車両Ｍが渋滞中の周辺車両ｍに追従することで、
第２の度合の運転支援から第３の度合の運転支援に切り替わる場面である。
【０１６０】
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　場面（５）は、第３の度合の運転支援の一例である低速追従走行（ＴＪＰ；Traffic Ja
m Pilot）が実行されている場面である。低速追従走行とは、所定速度以下で前走車両に
追従する制御態様である。所定速度とは、（例えば、６０［ｋｍ／ｈ］以下）である。低
速追従走行は、前走車両ｍの速度が所定速度以下であり、且つ前走車両ｍとの車間距離が
所定距離（例えば、５０［ｍ］程度）以内であるときを条件に実行される。低速追従走行
では、混雑した道路で前走車両に追従するという、比較的容易な自動運転制御を継続する
ことで、乗員に周辺監視義務を課さない自動運転、或いは乗員に義務として課す周辺監視
の度合を低下させた自動運転を実現することができる。「周辺監視の度合を低下させた」
とは、上述したように第１角度範囲Δθ１を第２角度範囲Δθ２まで拡大し、乗員の顔や
視線の向きとして許容する空間を大きくすることで、周辺監視義務がより継続され易くす
ることである。また、例えば、低速追従走行では、制御開始から所定時間（例えば５秒間
）経過するまでは周辺監視を不要とすることで、周辺監視義務の度合を低下させてもよい
。なお、低速追従走行は、所定速度以下、または前走車両に追従していることのいずれか
一方を発動条件としてもよい。
【０１６１】
　場面（６）は、第３の度合の運転支援から第２の度合の運転支援に切り替わる場面であ
る。以下、場面（４）～（６）のそれぞれの場面に対応する表示制御について説明する。
【０１６２】
　＜場面（４）＞
　場面（４）では、自動運転制御ユニット３００は、まだ低速追従走行に至らず、自車両
Ｍの加速制御を行っている。この場合、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の表示部４５０また
はＨＵＤ４６０の一方または双方に、運転支援に対応する画面を表示させる。
【０１６３】
　図２１は、自車両Ｍの加速制御時に表示される第３画面ＩＭ３－６および第４画面ＩＭ
４－６の一例を示す図である。この図に示す場面では、まだ低速追従走行の発動条件を満
たしていない。ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３－６の周辺検知情報表示領域６０
０－６に、加速制御が実行されていることを示す画像６０８を表示させる。画像６０８は
、自車両Ｍの加速を示す図形である。画像６０８は、自車両Ｍを示す画像の前方に表示さ
れる。この場合、ＨＭＩ制御部１２０は、自車両Ｍが加速する前の第１のタイミングにお
いて、画像６０８の外枠を付与した第１の表示態様で表示させ、自車両Ｍが加速する前の
第２のタイミングにおいて、画像の外枠の中を着色する第２の表示態様で表示させてもよ
い。また、ＨＭＩ制御部１２０は、加速時には、画像６０８が自車両の進行方向に向かっ
て移動するようなアニメーションを表示させてもよい。この逆に、ＨＭＩ制御部１２０は
、減速時には、画像６０８が自車両に向かって移動するようなアニメーションを表示させ
てもよい。これにより、乗員は、自車両Ｍの加速制御が実行されていることを直観的に把
握することができる。
【０１６４】
　＜場面（５）＞
　場面（５）では、切替制御部１１０が運転支援の度合を第２の度合から第３の度合に切
り替えおり、更に自動運転制御ユニット３００によって低速追従走行が実行されている。
この場合、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の表示部４５０およびＨＵＤ４６０に、第３の度
合の運転支援（低速追従走行）に対応する画面を表示させる。
【０１６５】
　図２２は、低速追従走行時に表示される第３画面ＩＭ３－７および第４画面ＩＭ４－７
の一例を示す図である。ＨＭＩ制御部１２０は、周辺検知情報表示領域６００－７に、第
３の度合の運転支援が実行されていることを示す周辺検知画像６１０Ａを表示させる。周
辺検知画像６１０は、カメラ１０、レーダ装置１２、ファインダ１４、物体認識装置１６
、および外界認識部３２１により、自車両Ｍの周囲の監視が行われていることを示す画像
である。周辺検知画像６１０は、例えば、自車両Ｍの中心から外側に向かって波紋が広が
っていくようなアニメーション（動画）である。
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【０１６６】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３－７の運転支援状態表示領域６２０－７
に、例えば、乗員に周辺監視義務が課されていないことを示すインジケータ「Ｅｙｅｓ　
Ｏｆｆ」と、運転操作子８０の操作を必要としないことを示すインジケータ「Ｈａｎｄｓ
　ＯＦＦ」とをハイライト表示させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援状態表示
領域６２０－７に、カメラ１０、レーダ装置１２、ファインダ１４、物体認識装置１６、
および外界認識部３２１により、自車両Ｍの周囲の監視が行われていることを示す画像６
２６を表示させる。
【０１６７】
　ＨＭＩ制御部１２０は、ＨＵＤ４６０の第４画面ＩＭ４－７に、第４画面ＩＭ４－６と
同様の情報に加えて、第３の度合の運転支援が実行されていることを示す画像６１０を表
示させる。
【０１６８】
　第３の度合の運転支援が行われる場合、乗員に周辺監視義務が課されないことから、乗
員は自動運転中に第３の表示部４７０などの第１角度範囲Δθ１外に設置された機器を新
たに使用することができる。そのため、ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援の度合が大きく
なったことで新たに使用可能になった機器を乗員に通知するための制御を行う。
【０１６９】
　例えば、ＨＭＩ制御部１２０は、切替制御部１１０により運転支援の度合が第２の度合
から第３の度合に切り替えられた場合、第３の表示部４７０に設けられた発光部４６２を
所定の色で発光するように制御することで、第３の表示部４７０が新たに使用可能となっ
たことを乗員に通知する。これによって、乗員は、第３の表示部４７０を利用してテレビ
電話やテレビ番組などのコンテンツを楽しむことができる。
【０１７０】
　また、第３の表示部４７０に表示される内容の選択等を行うために第３の操作部４４０
を操作する必要がある場合、ＨＭＩ制御部１２０は、第３の操作部４４０に設けられた発
光部４４６を所定の色で発光させる。例えば、ＨＭＩ制御部１２０は、発光部４６２おお
び発光部４４６を同一の色で発光させる。これにより、乗員は、使用可能な機器と、その
機器の操作部とを直感的に把握することができる。
【０１７１】
　例えば、ＨＭＩ制御部１２０は、第３の表示部４７０が使用可能な状態で第３の操作部
４４０が操作された場合に、操作内容に対応する画面を第３の表示部４７０に表示する。
また、ＨＭＩ制御部１２０は、第３の表示部４７０が使用可能な状態で、第２の操作部４
２０の操作スイッチ４２２が操作された場合に、第３の表示部４７０に通話する相手の画
像を表示する。これにより、乗員は、第３の表示部４７０に表示される相手を見ながら通
話を楽しむことができる。
【０１７２】
　＜場面（６）＞
　場面（６）では、低速追従する対象の前走車両が存在しないため、切替制御部１１０は
、運転支援の度合を第３の度合から第２の度合に切り替える。この場合、ＨＭＩ制御部１
２０は、図２３に示すように、運転支援の度合の変化に基づいて、乗員に要求する乗員の
監視対象または操作対象を示唆する情報を画像として、第１の表示部４５０またはＨＵＤ
４６０の一方または双方に表示させる。
【０１７３】
　図２３は、乗員に周辺監視を行わせるために表示される第３画面ＩＭ３－８、第４画面
ＩＭ４－８の一例を示す図である。ＨＭＩ制御部１２０は、周辺検知情報表示領域６００
－８に、低速追従走行（図中「渋滞追従自動運転」）が終了する旨の情報と、乗員に周辺
の交通状況を確認させる旨を示す情報とを表示させる。
【０１７４】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、第４画面ＩＭ４－８に、乗員に自車両Ｍの前方を注視さ
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せることを要求する前方注視要求画像６５０を表示させる。ＨＭＩ制御部１２０は、例え
ば、前方注視要求画像６５０は、車両Ｍの前方の所定の領域を示す楕円状の領域である。
また、前方注視要求画像６５０は、円状や矩形状等の所定の形状でもよく、乗員に注意を
促すマークや記号文字等の情報でもよい。また、ＨＭＩ制御部１２０は、前方注視要求画
像６５０を所定の色で点灯または点滅させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、インストル
メントパネルに組み込まれたＬＥＤを発光させ、フロントウインドシールドでＬＥＤの発
光を反射させることで、乗員に前方への注視を促してもよい。
【０１７５】
　ＨＭＩ制御部１２０は、切替制御部１１０により運転支援の度合が第３の度合から第２
の度合に切り替えられると、第１の表示部４５０およびＨＵＤ４６０に、第２の度合の運
転支援に対応する画面を表示させる。
【０１７６】
　図２４は、第３の度合の運転支援から第２の度合の運転支援に切り替わった場合の第３
画面ＩＭ３－９、第４画面ＩＭ４－９の一例を示す図である。図２４の例では、第２の度
合の運転支援により、行動計画生成部３２３により定められた目標速度（例えば８０［ｋ
ｍ／ｈ］）まで加速する例を示している。例えば、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ
３－９の周辺検知情報表示領域６００Ｈに、加速制御が実行されていることを示す画像６
０８を表示させる。
【０１７７】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３－９の運転支援状態表示領域６２０－９
に、第２の度合の運転支援に対応する「Ｈａｎｄｓ　ＯＦＦ」のインジケータをハイライ
ト表示させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援状態表示領域６２０－９に、第２
の度合の運転支援に対応する乗員の操作内容を示す要求動作通知画像６２２を表示させる
。これにより、乗員は、第３の度合から第２の度合の運転支援に切り替わったことを直感
的に把握することができる。
【０１７８】
　＜場面（４）～（６）に対応する処理フロー＞
　図２５は、場面（４）～（６）において、マスター制御部１００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。本フローチャートの処理は、運転支援の度合
が第２の度合に切り替えられたときに実行される。
【０１７９】
　まず、乗員状態監視部１４０は、周辺監視義務が課されていない乗員の覚醒度が閾値以
上であるか否かを判定する（ステップＳ２００）。乗員の覚醒度が閾値以上であると判定
した場合、乗員状態監視部１４０は、更に、乗員の顔または視線の向きが、第２角度範囲
Δθ２内であるか否かを判定する（ステップＳ２０２）。
【０１８０】
　監視判定部１４０Ｂにより乗員の顔または視線の向きが第２角度範囲Δθ２内であると
判定された場合、すなわち、乗員がアイズオン状態である場合、切替制御部１１０は、低
速追従走行が可能か否かを判定する（ステップＳ２０４）。
【０１８１】
　例えば、切替制御部１１０は、前走車両が存在すること、前走車両との車間距離が所定
距離以下であること、前走車両の速度が閾値以下であることを全て満たす場合に、低速追
従走行が可能であると判定し、運転支援の度合を第３の度合に設定する（ステップＳ２０
６）。
【０１８２】
　次に、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３および第４画面ＩＭ４に、第３の度合の
運転支援が実行されていることを示す画像を表示する（ステップＳ２０８）。次に、ＨＭ
Ｉ制御部１２０は、運転支援の度合が第３の度合になったことで新たに使用可能となった
機器に対応した発光部を発光させる（ステップＳ２１０）。
【０１８３】



(31) JP 6796202 B2 2020.12.2

10

20

30

40

50

　一方、乗員の覚醒度が閾値以上でない場合、乗員の顔または視線の向きが第２角度範囲
Δθ２内でない場合、或いは低速追従走行が可能でない場合、ＨＭＩ制御部１２０は、Ｈ
ＭＩ４００を用いて乗員に周辺監視（アイズオン）を要求する（ステップＳ２１２）。
【０１８４】
　乗員状態監視部１４０は、周辺監視の要求の結果、乗員の顔または視線の向きが第１角
度範囲Δθ１内となったか否かを判定する（ステップＳ２１４）。乗員状態監視部１４０
は、乗員の顔または視線の向きが第１角度範囲Δθ１内でない場合、所定時間経過したか
否かを判定する（ステップＳ２１６）。
【０１８５】
　所定時間経過するまでに乗員の顔または視線の向きが第１角度範囲Δθ１内とならなか
った場合、切替制御部１１０は、自動運転制御ユニット３００に代替制御を行わせる（ス
テップＳ２１８）。このとき、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３および第４画面Ｉ
Ｍ４に、代替制御が実行されていることを示す画像を表示する（ステップＳ２２０）。
【０１８６】
　なお、自動運転制御ユニット３００は、所定時間経過するまでに乗員の顔または視線の
向きが第１角度範囲Δθ１内とならなかった場合、代替制御を行わずに、第３の度合の運
転支援を継続してもよい。この場合、自動運転制御ユニット３００の行動計画生成部３２
３は、第３の度合の運転支援を継続する際の目標速度を、基準速度以下の速度（すなわち
８０［ｋｍ／ｈ］または１００［ｋｍ／ｈ］以下の速度）や、現在の自車両Ｍの速度以下
の速度（すなわち６０［ｋｍ／ｈ］以下の速度）に決定する。これによって、乗員がアイ
ズオン状態でない場合には、第３の度合の運転支援の上限速度として決められた本来の速
度まで自車両Ｍを加速させずに、比較的緩やかに自車両Ｍを加速させたり、現在の車速を
維持するように走行させたりすることができる。
【０１８７】
　所定時間経過するまでに乗員の顔または視線の向きが第１角度範囲Δθ１内となった場
合、切替制御部１１０は、運転支援の度合を第３の度合から第２の度合に切り替える（ス
テップＳ２２２）。これを受けて、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３および第４画
面ＩＭ４に、第２の度合の運転支援が実行されていることを示す画像を表示する（ステッ
プＳ２２４）。これによって、本フローチャートの処理が終了する。
【０１８８】
　次に、場面（７）～（９）について説明する。図２６は、第２の度合の運転支援から手
動運転による走行に切り替わるまでの各種場面を示す図である。図２６の例において、場
面（７）は、自車両Ｍが行動計画に基づき高速道路を抜けるための車線変更を行う場面で
ある。場面（８）は、自車両Ｍが手動運転に切り替わる場面である。場面（９）は、自車
両Ｍが手動運転により高速道路から一般道路へ移動する場面である。以下場面（７）～（
９）のそれぞれの場面に対応する表示制御について説明する。
【０１８９】
　＜場面（７）＞
　場面（７）では、自動運転制御ユニット３００は、自車両Ｍが左側に車線変更するため
の運転支援を実行する。この場合、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の表示部４５０またはＨ
ＵＤ４６０の一方または双方に、運転支援に対応する画面を表示する。なお、車線変更の
開始時および実行時における表示例については、図１６および図１７に示す自車両Ｍの右
車線への車線変更の内容を、左車線への車線変更に置き換えて同様の表示を行うため、こ
こでの具体的な説明は省略する。
【０１９０】
　＜場面（８）＞
　場面（８）では、自動運転制御ユニット３００は、自車両Ｍが手動運転に切り替わるた
めの制御を行う。この場合、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の表示部４５０またはＨＵＤ４
６０の一方または双方に、乗員に手動運転を実行させるための画像を表示する。
【０１９１】
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　図２７は、手動運転時への切り替え要求時に表示される第３画面ＩＭ３－１０、第４画
面ＩＭ４－１０の一例を示す図である。ＨＭＩ制御部１２０は、高速道路の出口が近づい
ているため、第３画面ＩＭ３－１０の周辺検知情報表示領域６００－１０に、乗員にハン
ズオン（ステアリングホイール８２を操作させること）を要求する旨の要求動作通知画像
６２８を表示させる。また、ＨＭＩ制御部１２０は、要求動作通知画像６２８として、ス
テアリングホイール８２を示す画像から乗員の手を示す画像が近づいていくようなアニメ
ーションを表示させてもよい。乗員にハンズオンを要求する旨の要求動作通知画像６２８
を表示することは、「所定情報」を出力することの一例である。
【０１９２】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３－１０の運転支援状態表示領域６２０－
１０に、第２の度合の運転支援に対応する「Ｈａｎｄｓ　ＯＦＦ」の画像、および第１の
度合の運転支援に対応する「Ａｓｓｉｓｔ」の画像をハイライト表示させる。
【０１９３】
　ここで、操作子状態判定部１３０は、乗員がハンズオン状態であるか否かを判定する。
ＨＭＩ制御部１２０は、所定時間経過しても操作子状態判定部１３０により乗員がハンズ
オン状態であると判定されない場合に、第１の表示部４５０またはＨＵＤ４６０の一方ま
たは双方に、例えば図２８に示すような段階的に警告を強めて乗員に手動運転を実行させ
るための画像を表示させる。
【０１９４】
　図２８は、乗員に手動運転を実行させるための警告を強めた第３画面ＩＭ３－１１およ
び第４画面ＩＭ４－１１の一例を示す図である。ＨＭＩ制御部１２０は、例えば、第３画
面ＩＭ３－１１の運転支援状態表示領域６００－１１に、自車両Ｍの周辺状況の表示より
も強調して、乗員に監視させる監視対象や操作対象を示唆する情報を表示させる。具体的
には、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ－１１の運転支援状態表示領域６００－１１
に、自車両Ｍの前方の道路形状を示す画像や自車両Ｍを示す画像、自車両Ｍの将来の軌道
を示す画像に代えて、乗員のステアリングホイール８２を操作させることを示す情報を重
畳して表示させる。
【０１９５】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、第４画面ＩＭ４－１１に、ステアリングホイール８２と
乗員の手との位置関係を模式的に示す要求動作通知画像６６０を表示させる。ＨＭＩ制御
部１２０は、要求動作通知画像６６０として、乗員の手を示す画像がステアリングホイー
ル８２を示す画像に近づいて把持するようなアニメーションを表示させてもよい。また、
ＨＭＩ制御部１２０は、乗員にステアリングホイール８２を把持させるために、音声等に
よる警告を行ってもよい。
【０１９６】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、乗員にステアリングホイール８２を把持させるために、
ステアリングホイール８２に設けられた発光部４３０Ｒ、４３０Ｌを発光させたり、点滅
させたり、発光を停止させたりする。これにより、運転支援の度合の変化に伴って乗員に
要求する内容を、乗員に認識し易くすることができる。
【０１９７】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、例えば、自車両Ｍの運転支援の度合に応じて発光部４３
０Ｒ、４３０Ｌを発光、点滅させている状態で、乗員にハンズオンを要求する場合に、発
光部４３０Ｒ、４３０Ｌの発光状態を、現在の発光状態とは異ならせる。例えば、ＨＭＩ
制御部１２０は、現在の発光状態に対して、発光部４３０Ｒ、４３０Ｌの発光、点滅、発
光色、発光輝度のうち、少なくとも一つを異ならせる。
【０１９８】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援の度合が現在の運転支援の度合よりも低い度合
に変化する場合に、発光部４３０Ｒ、４３０Ｌを発光、点滅、または発光を停止させる。
これにより、ステアリングホイール８２を把持させる必要性が高い運転支援であることを
乗員に伝えることができる。
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【０１９９】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、乗員にハンズオンを要求した後、所定時間を経過するま
でに操作子状態判定部１３０によりハンズオン状態であると判定されない場合、段階的に
警告を強めてスピーカに音声を出力させてもよい。ＨＭＩ制御部１２０は、乗員が着座す
るシートまたはシートベルトを振動させるアクチュエータを作動させて、シートまたはシ
ートベルトを段階的な強さで振動させることで、乗員に警告してもよい。
【０２００】
　また、図２８に示す画像を表示してから所定時間を経過するまでに操作子状態判定部１
３０によりハンズオン状態であると判定されない場合、ＨＭＩ制御部１２０は、図２９に
示すように、運転支援（自動運転制御）を終了する旨の画面を表示する。
【０２０１】
　図２９は、自動運転を終了する旨の情報を表示する第３画面ＩＭ３－１２および第４画
面ＩＭ４－１２の一例を示す図である。ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ－１２の運
転支援状態表示領域６００－１２に、自車両Ｍの前方の道路形状を示す画像や自車両Ｍを
示す画像、自車両Ｍの将来の軌道を示す画像に重畳して、テイクオーバーを要求する情報
を表示させる。テイクオーバーの要求とは、運転支援を終了させて手動運転を開始させる
ために、乗員に運転操作子８０の操作（ハンズオンを含む）を要求することをいう。また
、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３－１２の運転支援状態表示領域６２０－１２に
、「Ｈａｎｄｓ　Ｏｆｆ」の画像がハイライト表示されるが、図２８に示すハイライト表
示とは異なる色等でハイライト表示させてもよい。
【０２０２】
　また、第４画面ＩＭ４－１２には、ステアリングホイール８２と乗員の手との位置関係
を模式的に示す要求動作通知画像６６０が表示される。また、ＨＭＩ制御部１２０は、乗
員にステアリングホイール８２を把持させるために、図２９に示す第３画面ＩＭ３－１１
および第４画面ＩＭ４－１２を表示させることで警告したのに比べてより強めに警告を行
ってもよい。
【０２０３】
　また、ＨＭＩ制御部１２０は、例えば、第１の表示部４５０に第３画面ＩＭ３－１２を
表示し、ＨＵＤ４６０に第４画面ＩＭ４－１２を表示するタイミングでシートやシートベ
ルトを振動させるアクチュエータを作動させることで、シートまたはシートベルトの少な
くとも一方を振動させてよい。この場合、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３－１１
および第４画面ＩＭ４－１１を表示させたときの振動に比して強い振動になるように、ア
クチュエータを作動させてもよい。これにより、乗員は、自動運転が終了することを直感
的に把握することができる。
【０２０４】
　また、図２９に示す画面を表示してから所定時間を経過するまでに操作子状態判定部１
３０によりハンズオン状態であると判定されない場合、マスター制御部１００は、自動運
転制御ユニット３００に代替制御を実行させる。この場合、ＨＭＩ制御部１２０は、図３
０に示すように、代替制御を実行するための自動運転を実行する旨を示す画面を表示する
。
【０２０５】
　図３０は、代替制御時における第３画面ＩＭ３－１３および第４画面ＩＭ４－１３の一
例を示す図である。第３画面ＩＭ－１２の運転支援状態表示領域６００－１３には、代替
制御として自車両Ｍを停車させる旨の情報（図中では「緊急停止、運転操作を交代してく
ださい」）が表示される。
【０２０６】
　＜場面（９）＞
　場面（９）では、乗員がステアリングホイール８２を把持する旨の指示を受けて、運転
支援が終了するまでにステアリングホイール８２を把持し、手動運転を開始して、高速道
路から一般道路に進入する場面である。切替制御部１１０は、自車両Ｍの走行状態を、乗
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員の手動運転によって行う状態に切り替える。ＨＭＩ制御部１２０は、第１の表示部４５
０に第１画面ＩＭ１－１を表示し、ＨＵＤ４６０に第２画面ＩＭ２－１を表示するように
制御する。
【０２０７】
　＜場面（７）～（９）に対応する処理フロー＞
　図３１は、場面（７）～（９）において、マスター制御部１００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。本フローチャートの処理は、第２の度合の運
転支援の開始に伴って実行される。
【０２０８】
　まず、ＨＭＩ制御部１２０は、第３画面ＩＭ３および第４画面ＩＭ４に、第２の度合の
運転支援が実行されていることを示す画像を表示させる（ステップＳ３００）。
【０２０９】
　次に、切替制御部１１０は、手動運転への切り替えが必要か否かを判定する（ステップ
Ｓ３０２）。例えば、高速道路の出口付近などの自動運転が可能な区間（車線認識可能な
区間）の終了地点に自車両Ｍが到達した場合、切替制御部１１０は、手動運転への切り替
えが必要であると判定する。
【０２１０】
　ＨＭＩ制御部１２０は、切替制御部１１０により手動運転への切り替えが必要であると
判定された場合、第３画面ＩＭ３－１０の周辺検知情報表示領域６００－１０に、乗員に
ハンズオンを要求するための要求動作通知画像６２８を表示させる（ステップＳ３０４）
。一方、切替制御部１１０により手動運転への切り替えが必要でないと判定された場合、
ＨＭＩ制御部１２０は、ステップＳ３０４の処理を省略する。
【０２１１】
　次に、操作子状態判定部１３０は、把持センサ８２Ａの検出信号に基づいて、乗員がハ
ンズオン状態であるのかまたはハンズオフ状態であるのか否かを判定する（ステップＳ３
０６）。
【０２１２】
　操作子状態判定部１３０により乗員がハンズオフ状態であると判定された場合、ＨＭＩ
制御部１２０は、既に乗員にハンズオンを要求しているか否か（すなわちステップＳ３０
４の処理を行っているか否か）を判定する（ステップＳ３０８）。
【０２１３】
　乗員がハンズオフ状態であり、未だ乗員にハンズオンを要求していない場合、ＨＭＩ制
御部１２０は、上述したステップＳ３００に処理を戻す。
【０２１４】
　一方、乗員がハンズオフ状態であり、既に乗員にハンズオンを要求している場合、ＨＭ
Ｉ制御部１２０は、ハンズオンを要求してから第１所定時間が経過したか否かを判定する
（ステップＳ３１０）。
【０２１５】
　ハンズオンを要求してから第１所定時間が経過していないと判定した場合、ＨＭＩ制御
部１２０は、上述したステップＳ３０６に処理を戻す。
【０２１６】
　一方、ハンズオンを要求してから第１所定時間が経過したと判定した場合、ＨＭＩ制御
部１２０は、第３画面ＩＭ－１２の運転支援状態表示領域６００－１２に、テイクオーバ
ーを要求する情報を表示させる（ステップＳ３１２）。
【０２１７】
　次に、操作子状態判定部１３０は、把持センサ８２Ａの検出信号に基づいて、乗員がハ
ンズオン状態であるのかまたはハンズオフ状態であるのか否かを判定する（ステップＳ３
１４）。
【０２１８】
　操作子状態判定部１３０により乗員がハンズオン状態であると判定された場合、ＨＭＩ
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制御部１２０は、後述するステップＳ３２４に処理を進める。
【０２１９】
　一方、操作子状態判定部１３０により乗員がハンズオフ状態であると判定された場合、
ＨＭＩ制御部１２０は、テイクオーバーを要求してから第２所定時間が経過したか否かを
判定する（ステップＳ３１６）。第２所定時間は、第１所定時間と同じ長さであってもよ
いし、異なる長さであってもよい。
【０２２０】
　テイクオーバーを要求してから第２所定時間が経過していないと判定した場合、ＨＭＩ
制御部１２０は、上述したステップＳ３１４に処理を戻す。
【０２２１】
　一方、ＨＭＩ制御部１２０によりテイクオーバーを要求してから第２所定時間が経過し
たと判定された場合、切替制御部１１０は、自動運転制御ユニット３００に代替制御を行
わせる（ステップＳ３１８）。このとき、ＨＭＩ制御部１２０は、ＨＭＩ４００の各表示
部に代替制御が実行されていることを示す画面を表示させる（ステップＳ３２０）。
【０２２２】
　一方、上述したステップＳ３０６の処理において、操作子状態判定部１３０により乗員
がハンズオン状態であると判定された場合、ＨＭＩ制御部１２０は、既に乗員にハンズオ
ンを要求しているか否か（すなわちステップＳ３０４の処理を行っているか否か）を判定
する（ステップＳ３２２）。
【０２２３】
　乗員がハンズオン状態であり、既に乗員にハンズオンを要求している場合、乗員がハン
ズオンの要求に応えてハンズオンしたものと判断できることから、切替制御部１１０は、
当初の予定通りに、自動運転制御ユニット３００に第２の度合の運転支援（自動運転制御
）を停止させ、手動運転に切り替える（ステップＳ３２４）。
【０２２４】
　なお、切替制御部１１０は、第２の度合の運転支援から手動運転に切り替えるのではな
く、第２の度合の運転支援から一旦第１の度合の運転支援に切り替え、第１の度合の運転
支援を所定時間継続させた後、第１の度合の運転支援から手動運転に切り替えてもよい。
例えば、切替制御部１１０は、一旦第１の度合の運転支援に切り替える場合、自動運転制
御ユニット３００に第２の度合の運転支援（自動運転制御）を停止させ、運転支援制御部
２００に第１の度合の運転支援（運転支援制御部）を開始させる。この場合、運転支援制
御部２００は、第１の度合の運転支援として、例えば、ＬＫＡＳのような走行車線を維持
させる操舵制御を行う。走行車線を維持させる操舵制御は、例えば、自車両Ｍが自車線の
中央から所定距離以上離れた場合や、自車線を区画線する区画線との距離が所定距離以下
となった場合に、転舵輪の向きを車線中央側に変更し、自車両Ｍが自車線内へと復帰する
ように支援する制御である。なお、運転支援制御部２００は、第１の度合の運転支援とし
て、ＡＣＣのような速度制御を行ってもよい。
【０２２５】
　次に、ＨＭＩ制御部１２０は、第１の表示部４５０に、手動運転が実行されていること
を示す第１画面ＩＭ１を表示させ（ステップＳ３２６）、ＨＵＤ４６０に、同じく手動運
転が実行されていることを示す第２画面ＩＭ２を表示させる（ステップＳ３２８）。
【０２２６】
　一方、乗員がハンズオン状態であり、未だ乗員にハンズオンを要求していない場合、シ
ステム側からの要求に関係なく乗員が運転操作をする意思を示したものと判断できること
から、切替制御部１１０は、ステアリングホイール８２に対する操作に応じた操舵制御の
介入を許可するために、原則として乗員の操作を必要としない第２の度合の運転支援を、
乗員のステアリングホイール８２の操作（ハンズオン）を必要とする第２の度合の運転支
援に切り替える（ステップＳ３３０）。
【０２２７】
　自動運転制御ユニット３００の走行制御部３４２は、乗員のステアリングホイール８２
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の操作を必要とする第２の度合の運転支援として、例えば、行動計画生成部３２３により
生成された目標軌道に含まれる目標速度を基に走行駆動力出力装置５００およびブレーキ
装置５１０の制御量を決定する。この際、走行制御部３４２は、目標軌道に含まれる軌道
点同士の位置関係（なす角度）に基づいてステアリング装置５２０の制御量を決定する処
理については中止し、目標軌道に関係なく、自車線を維持させるように操舵制御を行って
よい。これによって、車両システム１は、第２の度合の運転支援（自動運転制御）を見か
け上継続したまま、手動運転によって自車両Ｍの操舵を制御することができる。
【０２２８】
　また、乗員の操作を必要とする第２の度合の運転支援が実行されている間、ＨＭＩ制御
部１２０は、第３画面ＩＭ３および第４画面ＩＭ４に、乗員の操作を必要としない第２の
度合の運転支援が実行されるときと同様に、第２の度合の運転支援が実行されていること
を示す画像を表示させる。これによって、乗員は、自らの操作によって自車両Ｍの操舵を
制御している場合であっても、自動運転制御が継続していると認識することができる。
【０２２９】
　なお、乗員がハンズオン状態であり、未だ乗員にハンズオンを要求していない場合、切
替制御部１１０は、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、第
２の度合の運転支援を中断してもよい。この場合、自動運転制御ユニット３００が自動運
転制御を停止し、代わりに運転支援制御部２００がＡＣＣやＬＫＡＳなどの運転支援制御
を開始する。
【０２３０】
　次に、切替制御部１１０は、ステアリングホイール８２の操作検出センサの検出結果に
基づいて、乗員によるステアリングホイール８２の操作が終了したか否かを判定し（ステ
ップＳ３３２）、乗員によるステアリングホイール８２の操作が終了するまで、乗員の操
作を必要としない第２の度合の運転支援を中断し、乗員の操作を必要とする第２の度合の
運転支援を継続させる。
【０２３１】
　一方、乗員によるステアリングホイール８２の操作が終了した場合、切替制御部１１０
は、乗員の操作を必要とする第２の度合の運転支援を中止させ、乗員の操作を必要としな
い第２の度合の運転支援を再開させる（ステップＳ３３４）。これによって、本フローチ
ャートの処理が終了する。
【０２３２】
　なお、上述したフローチャートにおいて、切替制御部１１０は、ハンズオンとなったと
きに、既にハンズオンが要求されていれば手動運転に切り替え、未だハンズオンが要求さ
れていなければ自動運転制御ユニット３００に運転支援を継続させるものとして説明した
がこれに限られない。例えば、切替制御部１１０は、ハンズオンとなったときに、テイク
オーバーの要求の有無や代替制御の実行画面の表示の有無に応じて、手動運転に切り替え
るのか、または運転支援を継続させるのかを決定してもよい。例えば、切替制御部１１０
は、ハンズオンとなったときに、既にテイクオーバーが要求されていれば手動運転に切り
替え、未だテイクオーバーが要求されていなければ自動運転制御ユニット３００に運転支
援の一つである代替制御を行わせる。また、切替制御部１１０は、ハンズオンとなったと
きに、既に代替制御の実行画面が表示されていれば手動運転に切り替え、未だ代替制御の
実行画面が表示されていなければ自動運転制御ユニット３００に代替制御を行わせてもよ
い。テイクオーバーを要求すること、または代替制御の実行画面を表示することは、「所
定情報」を出力することの他の例である。
【０２３３】
　図３２は、ハンズオンの要求前にハンズオンとなる場面の一例を示す図である。図示の
ように、乗員が目視などによって自車両Ｍの前方に障害物が存在することを認識した場合
、運転支援が行われている場合であっても、障害物を回避しようとしてステアリングホイ
ール８２を操作する場合がある。この場合、切替制御部１１０は、ステアリングホイール
８２が操作されている間、乗員の操作を必要としない第２の度合の運転支援を、乗員の操
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作を必要とする第２の度合の運転支援に切り替えて、ステアリングホイール８２の操作が
終了した時点で、元の乗員の操作を必要としない第２の度合の運転支援に復帰させる。こ
の結果、ステアリングホイール８２が操作されている間は、目標軌道に基づく速度制御と
、走行車線の区画線に基づく操舵制御が自動運転制御により実施され、ステアリングホイ
ール８２の操作が終了すると、目標軌道に基づく速度制御および操舵制御が自動運転によ
り実施される。また、ステアリングホイール８２の操作前後において絶えず第２の運転支
援が継続されるため、メインスイッチ４１２およびオートスイッチ４１は、オン状態に維
持される。
【０２３４】
　図３３は、ハンズオンの要求後にハンズオンとなる場面の一例を示す図である。図示の
ように、高速道路を下りるときにハンズオンが要求された後、乗員がステアリングホイー
ル８２を操作することでハンズオンとなった場合、切替制御部１１０は、自動運転制御ユ
ニット３００に、第２の度合の運転支援としての自動運転制御を停止させ、手動運転に切
り替える。このとき、メインスイッチ４１２は、制御態様の変更に関わらずにオン状態に
維持され、オートスイッチ４１は、手動運転への切り替えのタイミングでオフ状態に変更
される。なお、ハンズオンの要求後にハンズオンとなった場合、切替制御部１１０は、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、自動運転制御ユニット３
００に第２の度合の運転支援としての自動運転制御を停止させ、運転支援制御部２００に
第１の度合の運転支援として、ＬＫＡＳなどの運転支援制御を行わせてもよい。また、メ
インスイッチ４１２は、オートスイッチ４１と同様に、手動運転への切り替えのタイミン
グでオフ状態に変更されてもよい。
【０２３５】
　図３４は、ハンズオンの要求後にハンズオンとならない場面の一例を示す図である。図
示の例では、ハンズオンが要求されてから第１所定時間τ１が経過するまでハンズオンと
ならず更にテイクオーバーが要求されている。このテイクオーバーの要求後、第２所定時
間τ２が経過するまでにハンズオンとならないため、切替制御部１１０は、自動運転制御
ユニット３００に代替制御を行わせる。このとき、メインスイッチ４１２およびオートス
イッチ４１は、オン状態に維持される。
【０２３６】
　また、マスター制御部１００は、図３１に示すフローチャートとは別に、図３５に示す
フローチャートを行う。図３５は、マスター制御部１００により実行される処理の流れの
他の例を示すフローチャートである。
【０２３７】
　まず、操作子状態判定部１３０は、乗員が運転操作子８０に対して所定操作を行ったか
否かを判定する（ステップＳ４００）。所定操作とは、上述した、ステアリングホイール
８２を操作すること（ハンズオン）、アクセルペダルを踏み込むこと、またはブレーキペ
ダルを踏み込むことである。
【０２３８】
　操作子状態判定部１３０により所定操作が行われたと判定された場合、切替制御部１１
０は、ＨＭＩ制御部１２０によってＨＭＩ４００から所定情報が出力されているか否かを
判定する（ステップＳ４０２）。所定情報とは、例えば、ハンズオンを要求するための情
報、テイクオーバーを要求するための情報、または代替制御が実行されていることを示す
情報である。
【０２３９】
　切替制御部１１０は、所定情報が既に出力されている場合、現在実施されている制御を
変更し（ステップＳ４０４）、所定情報が未だ出力されていない場合、現在実施されてい
る制御を維持する（ステップＳ４０６）。これによって、本フローチャートの処理が終了
する。
【０２４０】
　図３６は、現在実施されている制御が維持される場面の一例を示す図である。図示の例
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では、乗員にハンズオンを要求してから第１所定時間τ１が経過してもハンズオンとなら
ず、更にテイクオーバーを要求している場面を示している。このような場面において、例
えば、乗員が、ブレーキペダルを踏み込んだ場合、すなわち要求と異なる操作を行った場
合、切替制御部１１０は、所定操作を要求した後に行う予定の制御（代替制御）が、乗員
によって拒否されたものと判定し、現在実施されている制御（第２の度合の運転支援）を
他の制御に切り替えずに、引き続き同じ制御を実施させる。このとき、メインスイッチ４
１２およびオートスイッチ４１は、オン状態に維持される。なお、図示の例では、テイク
オーバーの要求について説明したがハンズオンの要求時も同様である。例えば、乗員にハ
ンズオンを要求してから第１所定時間τ１が経過するまでに、乗員がブレーキペダルやア
クセルペダルを踏み込んだ場合、切替制御部１１０は、ハンズオンを要求した後に行う予
定の制御（手動運転）が、乗員によって拒否されたものと判定し、現在実施されている制
御（第２の度合の運転支援）を他の制御に切り替えずに、引き続き同じ制御を実施させる
。
【０２４１】
　図３７は、現在実施されている制御が変更される場面の一例を示す図である。図示の例
では、テイクオーバーの要求後に代替制御が行われたことから、自車両Ｍが路肩などの停
止可能なエリアに停車した場面を示している。自車両Ｍが停車した後も代替制御が継続さ
れるため、ＨＭＩ制御部１２０は、ハンズオンとなるまで、第３画面ＩＭ－１２の運転支
援状態表示領域６００－１２に、テイクオーバーを要求する情報を表示させ続ける。
【０２４２】
　例えば、テイクオーバーの要求後に、乗員がブレーキペダルやアクセルペダルを踏み込
まずに、ステアリングホイール８２を操作した場合、乗員は要求通りの操作を行ったこと
になる。この場合、切替制御部１１０は、テイクオーバーを要求した後に行う予定の制御
（すなわち手動運転）が、乗員によって拒否されなかったと判定し、現在実施されている
制御（第２の度合の運転支援）を手動運転に切り替える。このとき、オートスイッチ４１
は、手動運転への切り替えのタイミングでオフ状態に変更され、メインスイッチ４１２は
、引き続きオン状態に維持される。なお、メインスイッチ４１２についても、オートスイ
ッチ４１と同様に、手動運転への切り替えのタイミングでオフ状態に変更されてもよい。
【０２４３】
　このように、切替制御部１１０は、乗員によって所定操作がなされた場合、その所定操
作を要求する情報の出力の有無に応じて、システム側が提案する制御が乗員によって拒否
されているのか否かを判定する。そして、切替制御部１１０は、システム側が提案する制
御が乗員によって拒否されている場合には、現在実施されている制御を維持させ、そうで
なければ当初の予定通りに制御を変更させる。これによって、乗員の意思をより反映させ
ながら自車両Ｍを自動運転させることができる。
【０２４４】
　＜運転支援に関連する各種機器または制御の切り替えタイミング＞
　以下、自車両Ｍの運転支援に関連する各種機器または制御の切り替えタイミングについ
て図を用いて説明する。図３８は、運転支援に関連する各種機器または制御の切り替えタ
イミングについて説明するための図である。
【０２４５】
　図３８では、運転支援に関連する切り替えとして、（Ａ）メインスイッチ４１２のオン
／オフ、（Ｂ）オートスイッチ４１４のオン／オフ、（Ｃ）手動運転表示のオン／オフ、
（Ｄ）運転支援モード表示のオン／オフ、（Ｅ）第１の度合の運転支援のオン／オフ、（
Ｆ）ステアリングホイール８２を把持している／把持していない、（Ｇ）第２の度合の運
転支援のオン／オフ、（Ｈ）第３の度合の運転支援のオン／オフ、（Ｉ）乗員の運転監視
の要／不要の時刻の経過に対する切り替えタイミングを示している。
【０２４６】
　時刻Ｔ０では、乗員の手動運転により自車両Ｍが走行している。この場合、メインスイ
ッチスイッチ４１２およびオートスイッチ４１４は操作されておらず、第１の表示部４５
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０およびＨＵＤ４６０には、手動運転での画面（第１画面ＩＭ１、第２画面ＩＭ２）が表
示される。また、時刻Ｔ０では、いずれの度合の運転支援も実施されていないことから、
必然的に乗員はステアリングホイール８２を操作するとともに周辺監視を行う。
【０２４７】
　時刻Ｔ１では、乗員によりメインスイッチ４１２をオンにする操作が実行されている。
この場合、第１の表示部４５０およびＨＵＤ４６０には、運転支援モードでの画面（第３
画面ＩＭ３、第４画面ＩＭ４）が表示される。時刻Ｔ１～Ｔ２までは、運転支援による走
行制御は行われておらず、手動運転が継続されている。
【０２４８】
　時刻Ｔ２では、乗員によりオートスイッチ４１４をオンにする操作が実行されている。
この場合、マスター制御部１００の切替制御部１１０は、運転支援の度合を第１の度合に
切り替える。これにより、運転支援制御部２００は、第１の度合の運転支援を実行する。
ＨＭＩ制御部１２０は、運転支援モード表示において、乗員がステアリングホイール８２
から手を離すことで、第２の度合の運転支援が実行されることを示す画像を表示する。
【０２４９】
　時刻Ｔ３では、自車両Ｍが第２の度合の運転支援が可能な状態で、乗員がステアリング
ホイール８２から手を離している。この場合、切替制御部１１０は、運転支援の度合を第
１の度合から第２の度合に切り替える。これを受けて、運転支援制御部２００が運転支援
制御を停止し、新たに自動運転制御ユニット３００が第２の度合の運転支援（すなわち自
動運転制御）を開始する。
【０２５０】
　時刻Ｔ４では、例えば、低速追従走行の開始条件が成立し、切替制御部１１０が運転支
援の度合を第３の度合に切り替える。これによって、自動運転制御ユニット３００が第３
の度合の運転支援として低速追従走行を開始する。これに伴って、乗員の周辺監視は不要
となる。
【０２５１】
　時刻Ｔ５では、第３の度合の運転支援が終了し、第２の度合の運転支援に切り替わる。
従って、乗員に周辺監視義務が課される。また、時刻Ｔ５では、第２の度合の運転支援か
ら手動運転に切り替えるための表示が行われる。この場合、ＨＭＩ制御部１２０は、運転
支援モード表示において、乗員にステアリングホイール８２を操作させるための情報を表
示する。
【０２５２】
　時刻Ｔ６では、乗員がステアリングホイール８２を操作しハンズオン状態となる。この
場合、切替制御部１１０は、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。
これによって、自動運転制御ユニット３００が第２の度合の運転支援を停止し、運転支援
制御部２００が第１の度合の運転支援を開始する。このとき、切替制御部１１０は、第１
の度合の運転支援が所定時間経過された後、手動運転に切り替えてよい。
【０２５３】
　時刻Ｔ７では、自車両Ｍが手動運転に切り替わっている。この場合、メインスイッチ４
１２およびオートスイッチ４１４は、例えば、自車両Ｍが手動運転に切り替わるタイミン
グでオフ状態に切り替わる。
【０２５４】
　以上説明した実施形態によれば、自車両Ｍの乗員の操作を受け付けるＨＭＩ４００およ
び運転操作子８０と、自車両Ｍを自動的に走行させる自動運転制御を実行する自動運転制
御ユニット３００と、自動運転制御ユニット３００に自動運転制御を実行させる第２また
は第３の度合の運転支援を含む複数の運転支援のいずれか、または手動運転に切り替える
切替制御部１１０と、第２または第３の度合の運転支援であり、且つ所定条件を満たす場
合に、ＨＭＩ４００に所定情報を出力させるＨＭＩ制御部１２０と、を備え、切替制御部
１１０は、ＨＭＩ４００または運転操作子８０により所定操作が受け付けられた場合、所
定操作を受け付けたタイミングが所定情報の出力開始タイミング以降であるか否かに応じ
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て、運転支援の度合を切り替えるのか、手動運転へ移行するのか、または運転支援を継続
するのかといった切替態様を決定する。これによって、例えば、ハンズオンなどの所定情
報を出力させた後に、ブレーキペダルの踏み込みなどの所定操作があれば、当初予定され
た制御を実施し、所定情報の出力前に所定操作があれば、予定された制御を取りやめて現
在の制御を継続させることができる。この結果、より忠実に乗員の意思通りに手動運転に
移行させることができる。
【０２５５】
　また、上述した実施形態によれば、ハンズオンを要求した後、テイクオーバーを要求し
た後、または代替制御の実行画面を表示させた後に、乗員がハンズオンとなった場合、手
動運転に切り替え、上記のいずれかを要求していないときにハンズオンとなっても運転支
援を継続するため、メインスイッチ３１２などの各種スイッチが頻繁にオフ状態となるの
を抑制することができる。*
【０２５６】
　また、上述した実施形態によれば、代替制御の実施後に自車両Ｍが停止した場合、ステ
アリングホイール８２が操作されたことを条件に手動運転に切り替えるため、例えば、ブ
レーキペダルが踏み込まれたことを条件とする場合に比べて、より乗員の意思を汲みとっ
て手動運転に移行させることができる。
【０２５７】
　また、上述した実施形態によれば、運転支援から手動運転に切り替わるまで、第１の表
示部４５０に第３画面ＩＭ３－Ｘを表示させると共に、ＨＵＤ４６０に第４画面ＩＭ４－
Ｘを表示させ、運転支援から手動運転に切り替わった場合に、第１の表示部４５０に第１
画面を表示させると共に、ＨＵＤ４６０に第２画面を表示させるため、乗員に手動運転に
切り替わったことを視認させることができる。
【０２５８】
　以下、上述した実施形態の変形例について説明する。実施形態の変形例において、物体
認識装置１６は、所定の処理周期で繰り返し物体を認識する過程で、切替制御部１１０に
より運転支援から手動運転に切り替えられた場合、運転支援に復帰したときに備えて一定
時間認識結果を保持する。
【０２５９】
　図３９は、物体認識装置１６による一連の処理の流れの一例を示すフローチャートであ
る。本フローチャートの処理は、例えば、所定の処理周期で繰り返し実行される。
【０２６０】
　まず、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
ち一部または全部から検出結果を取得する（ステップＳ５００）。次に、物体認識装置１
６は、取得した検出結果に対してセンサフュージョン処理を実施して物体を認識する（ス
テップＳ５０２）。
【０２６１】
　次に、物体認識装置１６は、認識結果を、自動運転制御ユニット３００に出力すると共
に、ＲＡＭやＨＤＤなどの記憶装置に記憶させる（ステップＳ５０４）。
【０２６２】
　次に、物体認識装置１６は、記憶装置に記憶させた認識結果の更新タイミングが到来す
るまで待機し（ステップＳ５０６）、更新タイミングが到来すると、切替制御部１１０に
よって運転支援（例えば第２の度合や第３の度合の運転支援）から手動運転に切り替えら
れたか否かを判定する（ステップＳ５０８）。更新タイミングは、例えば、記憶装置に認
識結果を記憶させてから所定時間（例えば、処理周期よりも短い時間）が経過したタイミ
ングである。
【０２６３】
　更新タイミングが到来し、且つ運転支援から手動運転に切り替えられていないと判定し
た場合、物体認識装置１６は、前回の処理周期で記憶装置に記憶させた認識結果を、今回
の処理周期で得られた認識結果に更新する（ステップＳ５１０）。
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　一方、更新タイミングが到来し、且つ運転支援から手動運転に切り替えられたと判定し
た場合、物体認識装置１６は、所定時間（例えば、処理周期よりも長い時間）が経過した
か否かを判定し（ステップＳ５１２）、所定時間が経過した場合には、Ｓ４０８に処理を
移し、認識結果に更新し、所定時間が経過していない場合には、手動運転から運転支援に
復帰したか否かを判定する（ステップＳ５１４）。
　
　手動運転から運転支援に復帰したと判定した場合、物体認識装置１６は、記憶装置から
認識結果を読み出して、これを自動運転制御ユニット３００に出力する（ステップＳ５１
６）。そして、物体認識装置１６は、ステップＳ５１０に処理を進め、前回の処理周期で
記憶装置に記憶させた認識結果を、今回の処理周期で得られた認識結果に更新する。これ
によって、本フローチャートの処理が終了する。
【０２６５】
　このような処理によって、例えば、運転支援が実施されている中でオートスイッチ４１
４やメインスイッチ４１２が操作されて手動運転へと切り替わった場合に、運転支援下で
得られた物体の認識結果を所定時間保持しておくことができる。この結果、所定時間経過
するまでに再度スイッチが操作されて運転支援が復帰した場合には、保持した過去の認識
結果を、カルマンフィルタ等を用いた物体の逐次認識処理に利用することができるため、
事前処理として、カルマンフィルタ等を動作させるために一定時間認識処理を継続させる
必要がなくなる。この結果、より速やかに運転支援を開始することができる。
【０２６６】
　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】
【０２６７】
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、５０…ナビゲーション装置、５１…ＧＮＳＳ受信機、５２…ナ
ビＨＭＩ、５３…経路決定部、５４…第１地図情報、６０…ＭＰＵ、６１…推奨車線決定
部、６２…第２地図情報、７０…車両センサ、８０…運転操作子、８２…ステアリングホ
イール、８２Ａ…把持センサ、９０…車室内カメラ、１００…マスター制御部、１１０…
切替制御部、１２０…ＨＭＩ制御部、１３０…操作子状態判定部、１４０…乗員状態監視
部、１４０Ａ…画像処理部、１４０Ｂ…監視判定部、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、３２１…外界認識部、３２２…自車位置認
識部、３２３…行動計画生成部、３４０…第２制御部、３４２…走行制御部、４００…Ｈ
ＭＩ、４５０…第１の表示部、４６０…ＨＵＤ、４７０…第３の表示部、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
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