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(57)【要約】
【課題】自動運転中にドライバーまたは同乗者に急病等
の異常が生じた場合に、自車両に緊急事態が発生中であ
ることを適切且つ明示的に自車両の周囲に位置する他車
両等に報知して、当該他車両に注意喚起を強く促し適切
な行動を取らせることができる。
【解決手段】車両走行制御装置１００または車両１は、
ドライバーもしくは同乗者に異常が生じたと判定された
場合に、車両１の周辺の状況の認識結果とドライバーも
しくは同乗者が救助を受けられる退避目的地の位置情報
とに基づいて、車両１を退避目的地へと退避走行させる
退避走行制御部２３０を備える。退避走行制御部２３０
は、退避走行中に、車両１の周辺に位置する他車両等の
通知対象物に、通知対象物への要求行動を促す情報を報
知する。
【選択図】図４



(2) JP 2019-175404 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動運転が可能な自車両に搭載される車両走行制御装置であって、
　自動運転中に前記自車両のドライバーもしくは同乗者における急病等の異常の有無を判
定する異常判定部と、
　前記自車両に搭載された１つ以上のセンサの検知情報に応じて、前記自車両の周辺の状
況を認識する周辺状況認識部と、
　前記ドライバーもしくは同乗者に前記異常が生じたと判定された場合に、前記自車両の
周辺の状況の認識結果と前記ドライバーもしくは同乗者が救助を受けられる退避目的地の
位置情報とに基づいて、前記自車両を前記退避目的地へと退避走行させる退避走行制御部
と、を備え、
　前記退避走行制御部は、退避走行中に、前記自車両の周辺に位置する他車両等の通知対
象物に、前記通知対象物への要求行動を促す情報を報知する、
　車両走行制御装置。
【請求項２】
　前記退避走行制御部は、前記退避走行中で前記自車両の進路を変更する時に、前記通知
対象物への要求行動を促す情報を報知する、
　請求項１に記載の車両走行制御装置。
【請求項３】
　前記自車両の位置情報を含む走行情報を取得する走行情報取得部と、
　前記自車両の位置情報と前記退避目的地の位置情報とに基づいて、前記退避目的地まで
の退避経路を算出する退避経路算出部と、をさらに備え、
　前記退避走行制御部は、前記退避経路に従って、前記自車両を前記退避走行させる、
　請求項１に記載の車両走行制御装置。
【請求項４】
　前記退避走行制御部は、前記要求行動を促す情報の報知として、前記要求行動を促す情
報を示す画像を、前記自車両に配置された画像投影装置を介して投影する、
　請求項１に記載の車両走行制御装置。
【請求項５】
　前記退避走行制御部は、前記要求行動を促す情報の報知として、前記要求行動を促す情
報を示す画像を、前記自車両に配置された車載表示装置に表示する、
　請求項１に記載の車両走行制御装置。
【請求項６】
　前記退避走行制御部は、前記要求行動を促す情報の報知として、前記要求行動を促す音
声を、前記自車両に配置された複数の車載スピーカのうち前記通知対象物に近い側の車載
スピーカから音声出力する、
　請求項１に記載の車両走行制御装置。
【請求項７】
　前記退避走行制御部は、前記自車両が退避走行中であることを、前記自車両に配置され
たハザードランプの点滅により前記通知対象物に報知する、
　請求項４～６のうちいずれか一項に記載の車両走行制御装置。
【請求項８】
　自動運転を制御する車両走行制御装置を搭載する車両であって、
　前記車両走行制御装置は、
　自動運転中に前記車両のドライバーもしくは同乗者における急病等の異常の有無を判定
する異常判定部と、
　前記車両に搭載された１つ以上のセンサの検知情報に応じて、前記車両の周辺の状況を
認識する周辺状況認識部と、
　前記ドライバーもしくは同乗者に前記異常が生じたと判定された場合に、前記車両の周
辺の状況の認識結果と前記ドライバーもしくは同乗者が救助を受けられる退避目的地の位
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置情報とに基づいて、前記車両を前記退避目的地へと退避走行させる退避走行制御部と、
を備え、
　前記退避走行制御部は、退避走行中に、前記車両の周辺に位置する他車両等の通知対象
物に、前記通知対象物への要求行動を促す情報を報知する、
　車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、自動運転が可能な自車両に搭載される車両走行制御装置、および自動運転を
制御する車両走行制御装置を搭載する車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動運転が可能な自車両に搭載される車両走行制御装置（以下、自動運転システ
ムとも言う。）を有する車両の開発が加速している。ＮＨＴＳＡ（National Highway Tra
ffic Safety Administration）は２０１６年、自動運転システムのレベルに関して、ＳＡ
Ｅ（Society of Automotive Engineers）の自動運転レベルの定義を採用し、自動運転レ
ベルを、運転自動化なし（レベル０）、運転者支援(レベル１)、部分的運転自動化（レベ
ル２）、条件付運転自動化（レベル３）、高度運転自動化（レベル４）、および完全自動
運転化（レベル５）に分類した。
【０００３】
　レベル０では、人間のドライバー（運転者）が全てを行う。レベル１では、車両の自動
運転システムが、人間のドライバーを時々支援し、いくつかの運転タスクを実施すること
ができる。レベル２では、車両の自動運転システムが、いくつかの運転タスクを事実上実
施することができる一方、人間のドライバーは、運転環境を監視し、また、残りの部分の
運転タスクを実施し続ける。レベル３では、自動運転システムは、いくつかの運転タスク
を事実上実施するとともに、運転環境をある場合に監視する一方、人間のドライバーは、
自動運転システムから要請があった場合に、制御を取り戻す準備をしておかなければなら
ない。レベル４では、自動運転システムは、運転タスクを実施し、運転環境を監視するこ
とができる。人間は、制御を取り戻す必要はないが、自動運転システムは、ある環境・条
件下のみ運航することができる。レベル５では、自動運転システムは、人間のドライバー
が運転できる全ての条件下において、全ての運転タスクを実施することができる。
【０００４】
　レベル４，５では人間のドライバーは運転に関与する必要がない。レベル４は専用空間
または限定地域での自動運転であり、レベル５は地域を限定しない自動運転である。レベ
ル１は２０１７年現在広く実用化されており、レベル２は一部実用化されている。レベル
３では、自動運転システムが運転を主導しつつ、必要に応じて人間による運転が要請され
る。
【０００５】
　このように定義される自動運転システムは、ドライバーが発作等で適切に運転操作がで
きなくなったり、または同乗者に急病等の異常が発生したりした際には、自車両を安全な
退避目的地まで自動走行することも要求される場合も想定される。
【０００６】
　退避目的地まで自動走行する車両走行制御装置に関する従来技術としては、リスク判定
部を備え、このリスク判定部が、ドライバーが適切に運転操作を実施可能な状態にない場
合に、自車両の進行先となり得る複数の地点それぞれについて、各地点で停車する場合の
リスクと、各地点を通過する場合のリスクとを、地図情報、自車両情報および周辺環境情
報に基づいて判定する技術が知られる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特許第６１２８０５９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１では、退避目的地までの自動での退避走行の際に、ハザ
ードランプやブレーキランプの点滅等の一定の通知方法で周辺に通知するため、退避走行
中の状況によっては、緊急事態の発生中であることを必ずしも適切且つ明示的に通知でき
ていない可能性があった。または、運転に不慣れなドライバーがその通知を認識しても具
体的にどのような行動を採れば良いかが分かり難い可能性があり、改善の余地があった。
【０００９】
　本開示は、上述した従来の事情に鑑みて案出され、自動運転中にドライバーまたは同乗
者に急病等の異常が生じた場合に、自車両に緊急事態が発生中であることを適切且つ明示
的に自車両の周囲に位置する他車両等に報知して、当該他車両に注意喚起を強く促し適切
な行動を取らせることができる車両に搭載可能な車両走行制御装置、および車両を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示は、自動運転が可能な自車両に搭載される車両走行制御装置であって、自動運転
中に前記自車両のドライバーもしくは同乗者における急病等の異常の有無を判定する異常
判定部と、前記自車両に搭載された１つ以上のセンサの検知情報に応じて、前記自車両の
周辺の状況を認識する周辺状況認識部と、前記ドライバーもしくは同乗者に前記異常が生
じたと判定された場合に、前記自車両の周辺の状況の認識結果と前記ドライバーもしくは
同乗者が救助を受けられる退避目的地の位置情報とに基づいて、前記自車両を前記退避目
的地へと退避走行させる退避走行制御部と、を備え、前記退避走行制御部は、前記退避走
行中に、前記自車両の周辺に位置する他車両等の通知対象物に、前記通知対象物への要求
行動を促す情報を報知する、車両走行制御装置を提供する。
【００１１】
　また、本開示は、自動運転を制御する車両走行制御装置を搭載する車両であって、前記
車両走行制御装置は、自動運転中に前記車両のドライバーもしくは同乗者における急病等
の異常の有無を判定する異常判定部と、前記車両に搭載された１つ以上のセンサの検知情
報に応じて、前記車両の周辺の状況を認識する周辺状況認識部と、前記ドライバーもしく
は同乗者に前記異常が生じたと判定された場合に、前記車両の周辺の状況の認識結果と前
記ドライバーもしくは同乗者が救助を受けられる退避目的地の位置情報とに基づいて、前
記車両を前記退避目的地へと退避走行させる退避走行制御部と、を備え、前記退避走行制
御部は、退避走行中に、前記車両の周辺に位置する他車両等の通知対象物に、前記通知対
象物への要求行動を促す情報を報知する、車両を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示によれば、自動運転中にドライバーまたは同乗者に急病等の異常が生じた場合に
、応急処置等を含む救助を受けられる場所に自車両を退避させるとともに、自車両に緊急
事態が発生中であることを適切且つ明示的に自車両の周囲に位置する他車両等に報知する
。この報知により、当該他車両等に注意喚起を強く促し適切な行動を取らせる。このため
、車両同士の衝突など二次的な事故の発生を防ぎ、自車両を安全に退避目的地まで走行さ
せることができる。これにより、退避目的地で当該ドライバーまたは同乗者は応急処置等
を含む救助を受けられるようにして、早期発見や早期処置などの救助機会の可能性を高め
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態１に係る車両の側面図
【図２】実施の形態１に係る車両の上面図
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【図３】画像表示部の後側プロジェクター装置の動作を説明する動作説明図
【図４】実施の形態１に係る車両のシステム構成を説明する機能ブロック図
【図５】退避目的地の種別ごとに設定される目的地別設定値と救助リスクとの対応を示す
リスク対応表を示す図
【図６】救助リスクと退避目的地との関係を示す線形グラフを示す図
【図７】車両の第１走行状態を例示する走行状態図
【図８】車両の第２走行状態を例示する走行状態図
【図９】車両の第３走行状態を例示する走行状態図
【図１０】車両の第４走行状態を例示する走行状態図
【図１１】実施の形態１に係る車両走行制御装置の動作手順のうち前段を示すフローチャ
ート
【図１２】実施の形態１に係る車両走行制御装置の動作手順のうち後段を示すフローチャ
ート
【図１３】実施の形態１を用いた場合の実施例を例示する車両経路図
【図１４】実施例において退避目的地選択部が作成する目的地候補テーブルを示す図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（実施の形態１の内容に至る経緯）
　上記特許文献１では、退避目的地を設定する際に、退避走行していた車両が退避目的地
に到着して停車した後に異常が生じたドライバーまたは同乗者に対する救助が可能かどう
かの判定が考慮されていない。このため、例えば救助に適していない場所（例えば、入口
から離れた高速道路上の路肩）に車両が停車した場合には、異常が生じたドライバーまた
は同乗者が救助を受けられるまでに相当の時間を要してしまい、その結果、適切な処置が
遅れる可能性があった。
【００１５】
　そこで、上述した従来の事情に鑑みて、以下の実施の形態１では、自動運転中にドライ
バーまたは同乗者に急病等の異常が生じた場合に、速やかに応急処置等を含む救助を受け
られる退避目的地を的確に選択して退避走行することができる車両に搭載可能な車両走行
制御装置、および車両の例を説明する。
【００１６】
　また、車両の退避走行中には緊急事態の発生中であることを自車両の周辺を走行中の他
車両や自転車、さらには歩行者に通知する必要があると考えられる。
【００１７】
　ところが、上記特許文献１では、退避目的地までの自動での退避走行の際に、ハザード
ランプやブレーキランプの点滅等の一定の通知方法で周辺に通知するため、退避走行中の
状況によっては、緊急事態の発生中であることを必ずしも適切且つ明示的に通知できてい
ない可能性があった。または、運転に不慣れなドライバーがその通知を認識しても具体的
にどのような行動を採れば良いかが分かり難い可能性があり、改善の余地があった。
【００１８】
　そこで、上述した従来の事情に鑑みて、以下の実施の形態１では、自動運転中にドライ
バーまたは同乗者に急病等の異常が生じた場合に、自車両に緊急事態が発生中であること
を適切且つ明示的に自車両の周囲に位置する他車両等に報知して、当該他車両に注意喚起
を強く促し適切な行動を取らせることができる車両に搭載可能な車両走行制御装置、およ
び車両の例を説明する。
【００１９】
　以下、適宜図面を参照しながら、本開示に係る車両に搭載される車両走行制御装置、お
よび車両を具体的に開示した実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明
は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成
に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを
避け、当業者の理解を容易にするためである。なお、添付図面および以下の説明は、当業
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者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲
に記載の主題を限定することは意図されていない。
【００２０】
　また、実施の形態１でいう「部」または「装置」とは単にハードウェアによって実現さ
れる物理的構成に限定されず、その構成が有する機能をプログラム等のソフトウェアによ
り実現されるものも含む。また、１つの構成が有する機能が２つ以上の物理的構成により
実現されても、または２つ以上の構成の機能が例えば１つの物理的構成によって実現され
ていても構わない。
【００２１】
（実施の形態１）
　図１～図３を参照して、実施の形態１に係る車両１の構成について説明する。図１は、
実施の形態１の車両１の側面図である。図２は、実施の形態１に係る車両１の上面図であ
る。図３は、画像表示部３０の後側プロジェクター装置３４の動作を説明する動作説明図
である。
【００２２】
　図１および図２に示すように、実施の形態１に係る車両１は、道路運送車両法に基づく
自動車において自動走行が可能な自動車を一例に挙げている。車両１は、実施の形態１の
車両走行制御装置１００（図４参照）が搭載されており、自律的な走行（すなわち自動運
転）が可能である。また、実施の形態１に係る車両１は、自動運転のレベル１以上の車両
であり、以下ではレベル３以上の車両として説明するが、これに限定されない。
【００２３】
　車両１は、車両１を構成する車体２と車輪３とを有し、また、安全走行に必要であり、
車両１の前方を照らしたり、車両１の周辺に車両１の行動を照明により報知したりする複
数の照明装置１０と、車両１の周辺に音声を出力する音声出力部２０と、車両１の内外に
所定の情報や画像を表示する画像表示部３０と、を有する。
【００２４】
　車両１は、車輪３を回転させることにより走行が可能であり、各車輪３はそれぞれ操舵
に対して可動または固定が可能であり、前進、後退、右左折、回転等の走行が可能である
。なお、実施の形態１の車両１は、一般的な４輪の乗用車を一例に挙げて説明するが、そ
の大きさ、形状、車輪数等に実施の形態１に限定されず、適宜変更可能である。
【００２５】
　照明装置１０は、車体２の外前方に配置されたヘッドライト１１と、車体２の外後方に
配置されたテイルランプ１２と、これらヘッドライト１１およびテイルランプ１２内に共
通に設けられたハザードランプ１３と、を含む。
【００２６】
　音声出力部２０は、入力された音声信号を増幅するアンプ（増幅回路の一例）２１と、
この増幅された音声信号を車両１の周辺に位置する、例えば他車両、歩行者、バイクまた
は自転車等（以下、「他車両等」ともいう）に出力して、音声情報を報知する複数の車載
スピーカ２２と、を含む。複数の車載スピーカ２２は、車両１の車両１の前方、後方、左
右の少なくとも４箇所に配置される。
【００２７】
　画像表示部３０は、車体２内に配置され、車両１のドライバーまたは同乗者に対し画像
情報を報知する１つ以上の車内向けディスプレイ装置（車載表示装置の一例）３１と、同
様に車体２内に配置され、他車両等に画像情報を報知する複数の車外向けディスプレイ装
置（車載表示装置の一例）３２と、車両１のルーフの前方および後方にそれぞれ配置され
る前後一対のプロジェクター装置（つまり、前側プロジェクター装置３３および後側プロ
ジェクター装置３４、画像投影装置の一例）と、を含む。
【００２８】
　また、車体２内の運転席に着座するドライバーの前方には、インストルメントパネル４
が配置される。インストルメントパネル４には、不図示のメーターユニットが配置される
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。メーターユニットは、そのメーターパネル上に、速度計、エンジン回転計、方向指示表
示部等の各種計器類や計測表示部を有する。この計測表示部の内部またはその近傍には、
前述の車内向けディスプレイ装置３１が配置される。なお、車内向けディスプレイ装置３
１がメーターユニットの計測表示部の近傍に配置される場合には、車内向けディスプレイ
装置３１を例えば透明ディスプレイを用いて構成し、インストルメントパネル９の上面に
配置しても良い。
【００２９】
　また、複数の車外向けディスプレイ装置３２は、他車両等に向けて画像情報の報知が可
能なように車体２の左右窓部またはその近傍にそれぞれ配置される。このときにも、車外
向けディスプレイ装置３２を例えば透明ディスプレイを用いて構成しても良い。
【００３０】
　図３に示すように後側プロジェクター装置３４は、例えば車体１のトランクルームのリ
ッド表面上に画像情報をその曲面形状に合わせて歪補正して投影する。前側プロジェクタ
ー装置３３も同様に、エンジンフード表面上にその曲面形状に合わせて歪補正して投影す
る（図示略）。なお、図３において、後述するように車両１外の他車両等に報知する画像
情報の１つとして「急減速中。お先にどうぞ」が表面上に表示されるが、実施の形態１は
この表示に限定されず、種々の画像情報を表示可能である。
【００３１】
　また、インストルメントパネル４の上面には、ユーザ入力部５が配置される。ユーザ入
力部５は、実施の形態１に係る車両走行制御装置１００に含まれ、車両走行制御装置１０
０のドライバーまたは同乗者のマン・マシン・インターフェースとして機能する。また、
ユーザ入力部５は、スイッチ装置（不図示）等により構成され、後述する車両走行制御装
置１００の退避走行制御部２３０（後述参照）に接続される。スイッチ装置は、押しボタ
ンを有し、押しボタンが物理的に押された際にＯＮ信号が退避走行制御部２３０に送信さ
れる。
【００３２】
　次に図４を参照して、実施の形態１の車両１のシステム構成について説明する。図４は
、実施の形態１に係る車両１のシステム構成を説明する機能ブロック図である。
【００３３】
　車両１には、照明装置１０と、音声出力部２０と、画像表示部３０と、動力部４０と、
操舵部５０と、制動部６０と、通信部７０と、実施の形態１に係る車両走行制御装置１０
０と、が搭載される。なお、照明装置１０、音声出力部２０および画像表示部３０は前述
の通りである。
【００３４】
　動力部４０は、車両１を加速させるための部材の総称であり、エンジンおよび／または
走行用モータ、トランスミッションおよび動力系ＥＣＵ（Electronic Control Unit）４
１等を含んで構成される。
【００３５】
　操舵部５０は、車両１をカーブさせるための部材の総称であり、パワーステアリング装
置や操舵系ＥＣＵ５１等を含んで構成される。
【００３６】
　制動部６０は、車両１を減速または停止させるための部材の総称であり、ブレーキ（油
圧ブレーキ、回生ブレーキ、回生協調ブレーキ）、ＡＢＳ（Antilock Brake System）お
よび制動系ＥＣＵ６１等を含んで構成される。
【００３７】
　通信部７０は、無線通信の機能を有しており、外部のデータセンタ、路側機、他車両等
と無線通信を行う。例えば、通信部７０として、携帯電話網（セルラー網）、無線ＬＡＮ
、ＥＴＣ（Electronic Toll Collection System）、ＤＳＲＣ（Dedicated Short Range C
ommunications ）、Ｖ２Ｉ（Vehicle-to- Infrastructure）、Ｖ２Ｖ（Vehicle-to-Vehic
le）等を使用することが可能である。なお、後述する車両走行制御装置１００の地図情報
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取得部１７０等は、通信部７０を介して外部の地図や施設または設備等の各種の情報をク
ラウド上のデータセンタからダウンロードして自データベースを適宜、または所定の周期
でアップデート可能である。
【００３８】
　動力系ＥＣＵ４１、操舵系ＥＣＵ５１および制動系ＥＣＵ６１は、不図示の車載ネット
ワークのメインネットワークにそれぞれ接続される。車両１の操作情報は、アクセルペダ
ル等に対するドライバーによる操作を電気的な制御信号に変換し、車載ネットワークを介
して動力系ＥＣＵ４１、操舵系ＥＣＵ５１または制動系ＥＣＵ６１に送信する。動力系Ｅ
ＣＵ４１、操舵系ＥＣＵ５１または制動系ＥＣＵ６１は、受信した制御信号に基づき該当
するアクチュエータを制御する。
【００３９】
　実施の形態１の車両走行制御装置１００は、複数のセンサ部（センサの一例）１１０と
、車内撮像部１２０と、車内人員状態識別部（異常判定部の一例）１３０と、車外状況検
知認識部（周辺状況認識部の一例）１４０と、走行情報取得部１５０と、燃料／電池残量
情報取得部１６０と、地図情報取得部１７０と、音声制御部１８０と、車体表示制御部１
９０と、中央制御部２００、ユーザ入力部５と、を含む。
【００４０】
　複数のセンサ部１１０は、車両１の状態および車両１周辺環境（気候等）を把握するた
めの種々のセンサ（車内撮像部１２０を除く）の総称である。具体的には複数のセンサ部
１１０は、車外照度センサ（センサの一例）１１１、車外撮像部（センサの一例）１１２
、ＬｉＤＡＲ（センサの一例）１１３、ミリ波レーダ（センサの一例）１１４およびＧＮ
ＳＳセンサ（センサの一例）１１５等を含んで構成される。
【００４１】
　車外照度センサ１１１は、例えばフォトダイオードと電流増幅回路とを含んで構成され
、車両１の周囲の明るさに対応した電気信号を車外状況検知認識部１４０に送信する。ま
た、車外照度センサ１１１は、ドライバーの比視感度に近い波長特性を有しており、ドラ
イバーの感性に近い信号を出力可能である。
【００４２】
　車外撮像部１１２は、例えば可視光カメラを含んで構成され、車両１の前方、後方、左
右の４箇所に配置される。車外撮像部１１２は、４つの可視光カメラで車両１の前方、後
方、左右の映像を撮影する。これにより、車外撮像部１１２は、光電変換して生成した画
像信号を車外状況検知認識部１４０に送信する。なお、車外撮像部１１２は、カメラとし
て可視光のみならず赤外光感知カメラでも良く、この場合には夜間走行をより安全に行う
ことが可能である。
【００４３】
　ＬｉＤＡＲ１１３は、車両１の周囲に光線（例えば、赤外線レーザ）を放射して、その
反射信号を受信し、受信した反射信号をもとに周囲に存在する対象物との距離、対象物の
大きさ、および対象物の組成を測定する。ＬｉＤＡＲ１１３は、この測定結果を車外状況
検知認識部１４０に送信する。
【００４４】
　ミリ波レーダ１１４は、車両１の周囲に電波（例えばミリ波）を放射して、その反射信
号を受信し、受信した反射信号をもとに周囲に存在する対象物までの距離を測定する。ミ
リ波レーダ１１４は、この測定結果を車外状況検知認識部１４０に送信する。なお、ミリ
波レーダ１１４は、ＬｉＤＡＲ１１３で検出困難な、より遠方の対象物も検出可能である
。
【００４５】
　ＧＮＳＳセンサ１１５は、車両１の位置情報を検出する。具体的には、複数のＧＰＳ衛
星からそれぞれ発信時刻を受信し、受信した複数の発信時刻をもとに受信地点の緯度経度
を算出して、この算出結果を車両１の位置情報として車外状況検知認識部１４０および地
図情報取得部１７０に送信する。
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【００４６】
　車内撮像部１２０は、例えば可視光カメラを含んで構成され、ドライバーやその同乗者
の挙動や運転操作等の状況を検知するためにドライバーやその同乗者を撮影する。車内撮
像部１２０は、光電変換して生成した画像信号を車内人員状態識別部１３０に送信する。
【００４７】
　車内人員状態識別部１３０は、車内撮像部の撮影結果に基づき、ドライバーまたは同乗
者の顔面の向き、視線、姿勢の変化を検知し、ドライバーまたは同乗者に急病等の異常が
発生した否かの有無を判定する。
【００４８】
　具体的には、車内人員状態識別部１３０は、ドライバーまたは同乗者の顔面部分の画像
を抽出し、ドライバーまたは同乗者の顔面または視線が車両１の正面を向いているか、シ
ートにもたれていないか、目を閉じていないか、どのような表情をしているのか等の人間
の顔面画像を検知してドライバーまたは同乗者の異常を判定する。
【００４９】
　また、車内人員状態識別部１３０には人間の通常の挙動を示すパターンデータが記憶保
持されている。車内人員状態識別部１３０は、車内撮像部１２０の撮像結果からドライバ
ーまたは同乗者の身体部を含んだ挙動がパターンデータと比較して相違しているか否か（
例えば急な全身的動き、完全な静止等）、この相違が所定時間以上継続しているか否か等
を判定して、ドライバーまたは同乗者の異常を判定する。
【００５０】
　車外状況検知認識部１４０は、複数のセンサ部１１０のそれぞれより検知された各種検
知情報に基づき車両１外の状況を認識する。車外状況検知認識部１４０は、例えば、車両
１の状態、車両１外の天候、他車両等の位置や走行状況等を検知し、車両１の周辺の状況
を認識する。車外状況検知認識部１４０は、この認識結果を中央制御部２００の退避走行
制御部２３０（後述参照）に送信する。
【００５１】
　走行情報取得部１５０は、車載ネットワークを介して送受信される各種制御信号、例え
ば車両１の位置情報、車両１の走行速度、操舵部５０の操舵角度、ギヤのレンジ情報等の
走行情報や時刻情報等を取得し、中央制御部２００に送信する。
【００５２】
　燃料／電池残量情報取得部１６０は、車両１のガソリン等の燃料の残量、または／およ
び車両１が電気自走車やハイブリッド車等であればバッテリー等の電池の電流容量等を検
知するセンサと、この検知情報を送信する通信機と、を含んで構成される。燃料／電池残
量情報取得部は、検知した燃料または／および電池のエネルギ残量の検知情報（以下、エ
ネルギ残量情報ともいう）を中央制御部２００の退避目的地選択部２１０（後述参照）に
送信する。
【００５３】
　地図情報取得部１７０は、ＡＤＡＳ（先進運転支援システム、Advanced driver-assist
ance systems）に関する高精度な地図情報を、例えば通信部７０を介してダウンロードし
データベースとして内部に記憶保持する。地図情報取得部１７０は、ＧＮＳＳセンサ１１
５の車両１の位置情報およびこのデータベースに基づき車両１の周辺の領域に関する地図
情報を常時または周期的に取得する。地図情報取得部１７０は、中央制御部２００の要求
に応じ、この車両１の位置情報および地図情報を中央制御部２００に送信する。
【００５４】
　中央制御部２００は、退避目的地選択部２１０と、退避経路算出部２２０と、退避走行
制御部２３０と、を含む。中央制御部２００は、車両走行制御装置１００のコントローラ
として機能し、車両１の内外の状況、走行状況、燃料／電池残量および位置等の情報に基
づいて退避目的地に向けて自動退避走行（つまり、退避行動のための自動運転）を実行す
る。なお、以下、中央制御部２００等の構成について退避目的地に向けた自動退避走行に
関する特別の構成に関し中心的に説明するが、中央制御部２００は一般的な自動運転シス
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テムの中心的な制御機能を含んで構成されており、所定の自動運転アルゴリズムに基づき
車両１を制御する。
【００５５】
　また、実施の形態１に係る自動運転アルゴリズムは、例えばディープラーニングに基づ
く人工知能（ＡＩ：Artificial Intelligence）により生成される。自動運転アルゴリズ
ムの各種パラメータは、事前にハイスペックなコンピュータにより学習された値に初期設
定されるとともに、クラウド上のデータセンタからアップデートされた値が適宜、ダウン
ロードされる。
【００５６】
　退避目的地選択部２１０は、車内人員状態識別部１３０の異常検知をトリガーにしてド
ライバーまたは同乗者の救助の受け入れ可能な退避目的地を選択する。このとき、退避目
的地選択部２１０は、走行情報取得部１５０の時刻情報に基づき、現在時刻を取得しドラ
イバーまたは同乗者に異常が生じた時刻を異常発生時刻として特定して設定する。
【００５７】
　また、退避目的地選択部２１０は、その内部に航続可能距離取得部２１１を有する。航
続可能距離取得部２１１は、燃料／電池残量情報取得部１６０のエネルギ残量情報に基づ
き、車両１の現時点での航続可能距離を算出する。
【００５８】
　退避目的地選択部２１０は、地図情報取得部１７０の地図情報およびＧＮＳＳセンサの
車両１の現在の位置情報を取得する。退避目的地選択部２１０は、この取得情報に基づき
、リスク対応テーブル（後述参照）に示される退避目的地種別に該当し且つ救助を受けら
れる可能性がある施設または設備を、車両１の周辺領域で１箇所以上抽出する。また、退
避目的地選択部２１０は、この抽出された施設または設備が車両１の位置を中心として所
定範囲内、より具体的には航続可能距離内に位置するか否かを判定する。
【００５９】
　さらに、退避目的地選択部２１０は、リスク対応テーブルを参照して、この抽出且つ判
定された複数の施設または設備のうち救助を受けられないリスクが最も低い（すなわち救
助難易度が最小となる）施設または設備を退避目的地として選択し設定する。退避目的地
選択部２１０は、設定した退避目的地を退避経路算出部２２０に送信する。
【００６０】
　退避経路算出部２２０は、退避目的地選択部２１０が設定した退避目的地、ならびに地
図情報取得部１７０の車両１の位置情報および地図情報に基づき、車両１の現在位置から
退避目的地までの詳細な退避経路を算出する。退避経路算出部２２０は、この算出結果を
退避経路情報として退避走行制御部２３０に送信する。
【００６１】
　退避走行制御部２３０は、退避経路算出部２２０の退避経路情報を取得するとまず、画
像表示部３０の車内向けディスプレイ装置３１に退避経路と自動退避走行の要否の確認メ
ッセージとを表示させる。退避走行制御部２３０は、この表示後にユーザ入力部５からＯ
Ｎ信号が送信された否か、または所定時間以内にＯＮ信号がないか否かを判定する。
【００６２】
　退避走行制御部２３０は、この判定の結果に基づき、音声制御部１８０、照明装置１０
および車体表示制御部１９０に車両１の周辺に位置する他車両等の通知対象者に向けて要
求行動を促す情報を退避目的地までの退避走行の間、報知するようにそれぞれ指示する。
【００６３】
　その一方、退避走行制御部２３０は、車外状況検知認識部１４０の認識結果、走行情報
取得部１５０の走行情報および地図情報取得部１７０の地図情報等に基づき、車両１の状
態、車両１周辺環境の状況および車両１の位置を示す各種検知情報を自動運転アルゴリズ
ムに適用する。この適用の結果、退避走行制御部２３０は、退避路経路情報に従った車両
１の自動退避行動を決定する。
【００６４】
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　退避走行制御部２３０は、決定した自動退避行動に基づき制御コマンドを生成し、当該
制御コマンドを動力系ＥＣＵ、操舵系ＥＣＵ１４１または制動系ＥＣＵ１５１に送信する
。動力系ＥＣＵ１３１、操舵系ＥＣＵ１４１または制動系ＥＣＵ１５１は、受信した制御
コマンドに基づき、該当するアクチュエータを制御し、選択された退避目的地まで自動走
行する。すなわち、退避走行制御部２３０は、退避経路算出部２２０の退避経路情報に従
って、車両１を退避目的地へと自動退避走行させる。
【００６５】
　音声制御部１８０は、要求行動を促す情報の報知として、要求行動を促す音声を生成し
、音声信号として音声出力部２０に出力する。すなわち、退避走行制御部２３０は、音声
制御部１８０を介して要求行動を促す音声を車載スピーカ２２から音声出力する。また、
この音声信号は、後述するように例えば「急減速中。お先にどうぞ。」等とされる。また
、音声制御部１８０は、退避走行制御部２３０の指示に従い、車両１に配置された複数の
車載スピーカ２２のうち他車両等の通知対象物に近い側の音声出力部２０の車載スピーカ
２２から音声出力する。
【００６６】
　照明装置１０のハザードランプ１３は、退避走行制御部２３０の指示に従い、要求行動
を促す情報の報知として点滅する。換言すれば、退避走行制御部２３０は、車両１が退避
走行中であることをハザードランプ１３の点滅により他車両等の通知対象者に報知する。
【００６７】
　車体表示制御部１９０は、要求行動を促す情報の報知として、要求行動を促す画像を各
種生成し、画像信号として画像表示部３０に出力する。画像表示部３０の車外向けディス
プレイ装置３２、前側プロジェクター装置３３および後側プロジェクター装置３４は、車
体表示制御部１９０の画像信号を当該表示部または投影部それぞれに表示して他車両等の
通知対象者に要求行動を促す情報を報知する。すなわち、退避走行制御部２３０は、車外
向けディスプレイ装置３２、前側プロジェクター装置３３および後側プロジェクター装置
３４を介して要求行動を促す画像を表示または投影する。また、この表示画像は、後述す
るように音声出力に対応して「急減速中。お先にどうぞ。」等を示す文字や図形とされる
。
【００６８】
　また、退避走行制御部２３０は、車外状況検知認識部１４０の認識結果および走行情報
取得部１５０の走行情報に基づき、車両１と他車両との相対位置および相対速度等を算出
する。この算出結果に応じて、退避走行制御部２３０は、他車両等の通知対象者への要求
行動を促す情報を適宜変更して画像表示部３０を介して表示する。
【００６９】
　なお、実施の形態１では、車内向けディスプレイ装置３１は、前述したように、退避走
行制御部２３０に直接指示を受けるが、これに限定されない。車内向けディスプレイ装置
３１は、他の画像表示部３０と同様に車体表示制御部１９０を介して指示を受けるように
構成しても良い。
【００７０】
　また、中央制御部２００、動力系ＥＣＵ４１、操舵系ＥＣＵ５１、制動系ＥＣＵ６１お
よび不図示の車載ネットワークはＩＳＯ２６２６２規格のＡＳＩＬに準拠して設けられる
。また、前述したインストルメントパネル４のメーターユニットもＩＳＯ２６２６２規格
のＡＳＩＬに準拠して設けられる。
【００７１】
　自動運転走行に関連する情報には、退避走行制御部２３０により決定された車両１の自
動退避行動が含まれる。退避走行制御部２３０は基本的に、車両１の現在の行動（例えば
、加速、減速、右カーブ、左カーブ）をメーターユニットに表示させても良い。また、退
避走行制御部２３０は、自動運転アルゴリズムに基づき決定した車両１の次の行動を、当
該行動を実行する予定時刻の所定時間前から表示させても良い。
【００７２】
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　次に、図５および図６を参照して、実施の形態１の退避目的地選択部２１０の退避目的
地の選択の方法についてさらに説明する。図５は、退避目的地の種別ごとに設定される目
的地別設定値と救助リスクとの対応を示すリスク対応表を示す図である。図６は、救助リ
スクと退避目的地との関係を示す線形グラフを示す図である。
【００７３】
　退避目的地選択部２１０には、退避目的地ごとに設定される目的地別設定値と救助リス
クとの対応関係を示すリスク対応テーブルが事前に設定されており、退避目的地選択部２
１０はこのリスク対応テーブルを所定の記憶部（図示略）に記憶保持する。
【００７４】
　図５に示すように、リスク対応テーブルは、退避目的地の種別ごとの、目的地別設定値
、救助リスクおよびその退避目的地の利用可能時間のデータを関連付けて示している。
【００７５】
　退避目的地種別は、地図情報取得部１７０の地図情報に含まれる各施設情報や各設備情
報に対応付けられる種類を示す。
【００７６】
　目的地別設定値は、退避目的地の種別ごとに設定される設定値であり、退避目的地、す
なわちその施設または設備それぞれでの人の多寡および救助設備の多寡を示す値である。
目的地別設定値が高ければ、人や救助設備が少ないことを意味する（図６参照）。
【００７７】
　また、救助リスクは、退避目的地それぞれにおける救助を受けられないリスクを数値と
して示す値である。つまり、救助リスクが高ければ、救助を受けられない可能性が高いこ
とを意味する（図６参照）。
【００７８】
　また、利用可能時間は、退避目的地の種別ごとの施設または設備の利用可能時間を示す
。なお、退避目的地選択部２１０は、走行情報取得部１５０の走行情報や時刻情報に基づ
き、施設または設備への到着（予定）時刻が当該退避目的地の利用可能時間内か否かを含
めて判定する。
【００７９】
　図６に示すように、目的地別設定値および救助リスクを退避目的地種別ごとにプロット
すると、線形関係にあることが示される。救助リスクが高いほど目的地別設定値が高く、
すなわち人通り（または救済設備）が少なくなる傾向があることが示される。退避目的地
選択部２１０は、目的地別設定値および救助リスクを踏まえて退避目的地を選択する。
【００８０】
　ここで、退避目的地選択部２１０の退避目的地の選択方法についてさらに具体的に説明
する。
【００８１】
　退避目的地の選択の際には、退避目的地選択部２１０は、車両１の現在の位置情報およ
び地図情報に基づき、車両１の位置を中心として航続可能距離の範囲内において、所定の
施設または設備を目的地候補として複数箇所抽出する。このとき、当該施設または設備は
、リスク対応テーブルで退避目的地種別に対応付けられる種別のものとされる。さらに、
退避目的地選択部２１０は、リスク対応テーブルを参照して、この抽出された目的地候補
ごとの救助リスクを取得する。
【００８２】
　その一方、退避目的地選択部２１０は、車両１の現在位置から目的地候補までの道なり
距離をそれぞれ算出する。退避目的地選択部２１０は、この道なり距離を航続可能距離で
除算した値（＝道なり距離／航続可能距離）を距離係数としてそれぞれ算出する。
【００８３】
　この算出の結果、退避目的地選択部２１０は、この距離係数と前述の救助リスクとを乗
算して（＝距離係数＊救助リスク）、救助難易度をそれぞれ算出する。すなわち、退避目
的地選択部２１０は、複数の施設または設備のそれぞれの種別の救助リスク、および複数
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の施設または設備のそれぞれまでの道なり距離と航続可能距離との割合に基づいて、退避
目的地を選択可能とする。
【００８４】
　最終的に、退避目的地選択部２１０は、複数の目的地候補のうち救助難易度が最小とな
る施設または設備を退避目的地として選択し、当該目的地候補を設定する。すなわち、退
避目的地選択部２１０は、車両１の退避目的地の到着時刻における人の多寡および／また
は救助設備の多寡等に応じて、救助難易度が最小である退避目的地を選択して設定するこ
とになる。なお、救助難易度は、救助を受けられないリスクの程度を意味し、高い値にな
るほど救助可能性が低下することを示す。
【００８５】
　次に図７～図１０を参照して、退避走行制御部２３０が退避走行中に行う報知動作につ
いて４つのケースを例にして説明する。図７は、車両１の第１走行状態（第１ケース）を
例示する走行状態図である。図８は、車両１の第２走行状態（第２ケース）を例示する走
行状態図である。図９は、車両１の第３走行状態（第３ケース）を例示する走行状態図で
ある。図１０は、車両の第４走行状態（第４ケース）を例示する走行状態図である。なお
、図７～図１０は退避走行制御部２３０の報知動作の一例をそれぞれ説明するものであり
、図示の動作やその内容に限定されることは意図されない。
【００８６】
　第１ケースでは、図７に示すように、３車線の道路において車両１Ａが中央車線を走行
するとともに、左車線の他車両１Ｂが先行走行している。この走行中にドライバーまたは
同乗者に異常が発生した場合、車両走行制御装置１００は自動退避走行を行う。この異常
発生の際、退避走行制御部２３０は先ず車外状況検知認識部１４０の認識結果および走行
情報取得部１５０の走行情報に基づき、他車両１Ｂが車両１Ａに対し前方左側を先行走行
していると認識する。
【００８７】
　この認識の結果、本ケースでは退避走行制御部２３０は、退避走行の中で左車線に車線
変更（進路変更の一例）する。但し、このときには退避走行制御部２３０は、音声出力部
２０の複数の車載スピーカ２２のうち車両前方左側の車載スピーカ２２を介して「減速中
。そのまま進んで下さい。」との音声を出力する。また、退避走行制御部２３０は、画像
表示部３０の左窓部の車外向けディスプレイ装置３２および前側プロジェクター装置３３
を介して「減速中。そのまま進んで下さい。」との画像を表示または投影する。なお、こ
のとき退避走行制御部２３０は、照明装置１０のハザードランプ１３も点滅させる。また
、以下の第２～第４ケースのいずれも共通に、退避走行制御部２３０は照明装置のハザー
ドランプを点滅させる。
【００８８】
　第２ケースでは、図８に示すように、左車線の他車両１Ｂが併走している。同様に異常
発生の際に、退避走行制御部２３０はまず他車両１Ｂが車両１Ａに対し左側側方で併走し
ていると認識する。
【００８９】
　この認識の結果、本ケースでは退避走行制御部２３０は、強く減速し他車両１Ｂが遠ざ
かった後に左車線に車線変更する。但し、このとき退避走行制御部２３０は、音声出力部
２０の複数の車載スピーカ２２のうち車両左側方の車載スピーカ２２を介して「急減速中
。お先にどうぞ。」との音声を出力する。また、退避走行制御部２３０は、画像表示部３
０の左窓部の車外向けディスプレイ装置３２および前側プロジェクター装置３３を介して
「急減速中。お先にどうぞ。」との画像を表示または投影する。
【００９０】
　第３ケースでは、図９に示すように、左車線の他車両１Ｂが後方走行している。同様に
異常発生の際に、退避走行制御部は２３０まず他車両１Ｂが車両１Ａに対し左側後方で後
方走行していると認識する。
【００９１】
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　この認識の結果、本ケースでは退避走行制御部２３０は、強く減速し他車両１Ｂが遠ざ
かった後に左車線に車線変更する。但し、このときには退避走行制御部２３０は、音声出
力部２０の複数の車載スピーカ２２のうち車両左側方および車両後方の車載スピーカ２２
を介して「急減速中。お先にどうぞ。」との音声を出力する。また、退避走行制御部２３
０は、画像表示部３０の左窓部の車外向けディスプレイ装置３２および後側プロジェクタ
ー装置３４を介して「急減速中。お先にどうぞ。」との画像を表示または投影する（図３
参照）。
【００９２】
　第４ケースでは、図１０に示すように、交差点において車両１Ａは右折待機をするとと
もに他車両１Ｂが対向車線を対向走行している。同様に異常発生の際に、退避走行制御部
２３０はまず他車両１Ｂが車両１Ａに対し交差点で対向走行していると認識する。
【００９３】
　この認識の結果、本ケースでは退避走行制御部２３０は、停止線手前で停車し、他車両
１Ｂが遠ざかった後、右折する。但し、このときには退避走行制御部２３０は、音声出力
部２０の複数の車載スピーカ２２のうち車両前方右側および車両右側側方の車載スピーカ
２２を介して「停止中。お先にどうぞ。」との音声を出力する。また、退避走行制御部２
３０は、画像表示部３０の右窓部の車外向けディスプレイ装置３２および前側プロジェク
ター装置３３を介して「停止中。お先にどうぞ。」との画像を表示または投影する。
【００９４】
　次に図１１および図１２を参照して、実施の形態１に車両走行制御装置の動作手順を説
明する。図１１は、実施の形態１に係る車両走行制御装置の動作手順のうち前段を示すフ
ローチャートである。図１２は、実施の形態１に係る車両走行制御装置の動作手順のうち
後段を示すフローチャートである。
【００９５】
　図１１に示すように、車内人員状態識別部１３０は、車内撮像部１２０の撮影結果に基
づき、ドライバーまたは同乗者の状態を検知する（Ｓ１）。車内人員状態識別部１３０は
、ドライバーまたは同乗者に急病等の異常が発生した否かの有無を判定する（Ｓ２）。判
定の結果、車内人員状態識別部１３０がドライバーまたは同乗者に異常が発生したと判定
すれば、車内人員状態識別部１３０の処理はステップＳ３に進む。その一方、車内人員状
態識別部１３０が異常は発生していないと判定すれば、車内人員状態識別部１３０の処理
はステップＳ１に戻る。すなわち、車内人員状態識別部１３０がドライバーまたは同乗者
に異常が発生したと判定しない限り、ステップＳ３以降の処理は実行されない。
【００９６】
　燃料／電池残量情報取得部１６０は、車両１の燃料または／および電池の残量を検知し
て、その検知したエネルギ残量情報を退避目的地選択部２１０に送信する（Ｓ３）。退避
目的地選択部２１０は、このエネルギ残量情報に基づき、車両１の航続可能距離を算出す
る（Ｓ４）。退避目的地選択部２１０は、リスク対応テーブル（図５参照）に示される退
避目的地種別に該当し且つ救助を受けられる可能性がある施設または設備を車両１の周辺
領域で１箇所以上抽出する（Ｓ５）。このとき、抽出範囲は所定の設定距離（例えば半径
４ｋｍの範囲）ごとに拡大されて設定される。
【００９７】
　また、退避目的地選択部２１０は、抽出された施設または設備が車両１の位置を中心と
して航続可能距離内に位置するか否かを判定する（Ｓ６）。判定の結果、退避目的地選択
部２１０が航続可能距離内に位置すると判定すれば当該施設または設備を目的地候補とし
て設定し、退避目的地選択部２１０の処理はステップＳ７に進む。その一方、退避目的地
選択部２１０が航続可能距離内に位置しないと判定すれば、退避目的地選択部２１０の処
理はステップＳ８に進む。
【００９８】
　退避目的地選択部２１０は、走行情報取得部１５０から現在時刻を取得しドライバーま
たは同乗者に異常が生じた時刻を異常発生時刻として設定する（Ｓ７）。



(15) JP 2019-175404 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

【００９９】
　その一方、退避目的地選択部２１０は、例えば高速道路を走行中であれば直近の停車可
能な路肩を退避目的地に選択し設定して（Ｓ８）、退避目的地選択部２１０の処理はステ
ップＳ１５（図１２のＳ１５）に進む。
【０１００】
　退避目的地選択部２１０は、リスク対応テーブル（図５参照）を参照して、目的地候補
ごとの救助リスクを取得する（Ｓ９）。退避目的地選択部２１０は、車両１の現在位置か
ら目的地候補までの道なり距離をそれぞれ算出する（Ｓ１０）。退避目的地選択部２１０
は、この道なり距離を航続可能距離で除算した値（＝道なり距離／航続可能距離）を距離
係数として目的地候補ごとにそれぞれ設定する（Ｓ１１）。
【０１０１】
　退避目的地選択部２１０は、この距離係数とリスク対応テーブルの救助リスクとを乗算
した値（＝距離係数＊救助リスク）を救助難易度として目的地候補ごとにそれぞれ算出す
る（Ｓ１２）。退避目的地選択部２１０は、複数の目的地候補のうち救助難易度が最小と
なる施設または設備を退避目的地として設定する（Ｓ１３）。
【０１０２】
　退避目的地選択部２１０は、地図情報取得部１７０の地図情報に基づき取得した目的地
候補の抽出結果が最後であるか否かを判定する（Ｓ１４）。退避目的地選択部２１０が最
後であると判定すれば、退避目的地選択部２１０の処理はステップＳ１５に進む。その一
方、退避目的地選択部２１０が最後ではないと判定すれば、退避目的地選択部２１０の処
理はステップＳ９に戻る。
【０１０３】
　図１２に示すように、退避経路算出部２２０は、退避目的地選択部２１０が設定した退
避目的地に基づき、車両１の現在位置から退避目的地までの詳細な退避経路を算出する（
Ｓ１５）。退避経路算出部２２０は、この算出結果を退避経路情報として退避走行制御部
２３０に送信する（Ｓ１６）。
【０１０４】
　退避走行制御部２３０は、画像表示部３０の車内向けディスプレイ装置３１に、退避経
路と自動退避走行の要否の確認メッセージ（例えば「自動退避走行を開始しますか。」）
とを表示させる（Ｓ１７）。退避走行制御部２３０は、ユーザ入力部５からＯＮ信号が入
力された否か、または所定時間（例えば１分以内）以内にＯＮ信号の入力がないか否かを
判定する（Ｓ１８）。退避走行制御部２３０が、入力があるまたは所定時間の入力がない
と判定すれば、退避走行制御部２３０の処理はステップＳ１９に進む。その一方、退避走
行制御部２３０が、所定時間内の入力があったと判定すれば、一連の車両走行制御装置１
００の動作手順は終了する。
【０１０５】
　退避走行制御部２３０は、車両１の位置や車両１周辺の障害物の位置等の各種検知情報
に基づき、車両１を退避目的地に退避走行する自動走行制御を開始または実行する（Ｓ１
９）。また、退避走行制御部２３０は、音声制御部１８０、照明装置１０および車体表示
制御部１９０に車両１の周辺に位置する他車両等の通知対象者に向けて要求行動を促す情
報を退避目的地までの退避走行の間、それぞれ報知するように指示する（Ｓ２０）。
【０１０６】
　具体的には、退避走行制御部２３０は、音声制御部１８０を介して要求行動を促す音声
を車載スピーカ２２から音声出力する。このとき、退避走行制御部２３０は、他車両等の
走行状態を認識し、複数の車載スピーカ２２のうち他車両等に最も近い車載スピーカ２２
を適応的に選択して音声出力する（図７～図１０参照）。また同様に、退避走行制御部２
３０は、要求行動を促す情報を他車両等に視認可能なように、画像表示部３０の車外向け
ディスプレイ装置３２、前側プロジェクター装置３３および後側プロジェクター装置３４
のうち１つ以上を適応的に選択して画像表示する（図３、図７～図１０参照）。さらに、
退避走行制御部２３０は、照明装置１０のハザードランプ１３を点滅させ他車両等の通知
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対象者に車両１の異常発生を報知する。
【０１０７】
　退避走行制御部２３０は、車両１が退避目的地選択部２１０により設定された退避目的
地へ到着したか否かを判定する（Ｓ２１）。判定の結果、退避走行制御部２３０が到着し
たと判定すれば、退避走行制御部２３０の処理はステップＳ２２に進む。その一方、退避
走行制御部２３０が未到着と判定すれば、退避走行制御部２３０の処理はステップＳ１９
に戻る。すなわち、退避走行制御部２３０は、退避目的地に到着するまで、一連のステッ
プＳ１９，Ｓ２０の処理を繰り返し実行する。
【０１０８】
　退避走行制御部２３０は、車両１が退避目的地に到着すると、通信部７０を介して例え
ば車両緊急通知サービス等の救助関連機関へ車両１の位置（経度、緯度）、退避目的地の
施設名やその位置、さらには異常が生じた人の状態を送信する。この送信により、車両走
行制御装置１００は救助を要請して、車両走行制御装置１００の処理は全て終了する。
【０１０９】
（実施例）
　ここで、図１３および図１４を参照して、以上説明したように構成された実施の形態１
に係る車両走行制御装置１００を用いて試験的シミュレーションとして行った退避走行の
実施例について説明する。図１３は、実施の形態１を用いた場合の実施例を例示する車両
経路図である。図１４は、実施例において退避目的地選択部２１０が作成する目的地候補
テーブルを示す図である。なお、図１３および図１４は具体的事例の１つとして例示する
ものであり、図示の動作や明細書の記載内容に限定されることは意図されない。すなわち
、実施の形態１はこの例示内容に限定されず、様々な状況に適応可能である。
【０１１０】
　図１３に示すように、車両１が例えばＡＡ市内の高速道路を走行中に、車内人員状態識
別部１３０は午前１０：００にドライバーに異常が発生したと認識した。この時点で、中
央制御部２００の退避目的地選択部２１０は、燃料／電池残量情報取得部１６０のエネル
ギ残量情報に基づき、車両１の航続可能距離が２０ｋｍであることを算出したとする。
【０１１１】
　退避目的地選択部２１０は、地図情報取得部１７０の地図情報に基づき、退避目的地種
別（図５参照）に該当し且つ救助を受けられる可能性がある施設または設備を目的地候補
として車両１の周辺領域で１箇所以上探索する。探索範囲は、例えば初期値として半径４
ｋｍの範囲にまず設定される。また、半径４ｋｍの範囲内で目的地候補が探索できない場
合には、航続可能距離を限界値として４ｋｍごとに探索範囲を拡大しながら再探索する。
なお、探索範囲の初期範囲は４ｋｍに限定されず、車両１の現在位置に応じて動的に変更
されてもよい。例えば、退避目的地選択部２１０は、図１３に示すように高速道路を走行
中である場合には、広域な４ｋｍを探索範囲の半径として設定し、一般道路を走行中であ
る場合には、２ｋｍを探索範囲の半径として設定してもよい。
【０１１２】
　次に退避目的地選択部２１０は、図１４に示すように、探索された目的地候補を基に、
退避経路情報の一部として目的地候補テーブルを作成する。さらに、退避目的地選択部２
１０は、異常発生時刻を午前１０：００に設定するとともに、リスク対応テーブル（図５
参照）を参照して、探索した目的地候補の種別ごとに救助リスクを取得する。
【０１１３】
　具体的には図１３に示すように、本実施例では、直近の目的地候補（つまり、退避場所
候補１）はＩパーキングエリア下りであり、また異常発生時刻は午前１０：００である。
このため、図１４に示すように、Ｉパーキングエリア下りの救助リスクＸは１５となる。
また、現在の車両１からの道なりの距離Ｖは２００［ｍ］であり航続可能距離Ｗは２０［
ｋｍ］（＝２００００［ｍ］）であるため、退避目的地選択部２１０は距離係数Ｙ（＝Ｖ
／Ｗ）として０．０１の値を算出する。本目的地候補について、退避目的地選択部２１０
は、救助リスクＸ（＝１５）とこの距離係数Ｙ（＝０．０１）とを乗算して救助難易度Ｚ
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として０．１５の値を得る。退避目的地選択部２１０は、これら算出結果を目的地候補テ
ーブルに記録する。Ｉパーキングエリア下りは最初の目的地候補であるため、退避目的地
選択部２１０は、暫定的に当該設備を退避目的地に設定する。なお、図１４に示す目的地
候補テーブルを画像表示部３０の車内向けディスプレイ装置３１に表示させるように構成
しても良い。他の目的地候補についても同様である。
【０１１４】
　図１３に示すように、次に近い目的地候補（つまり、退避場所候補２）はコンビニエン
スストア１である。そのため、図１４に示すように、退避目的地選択部２１０は、リスク
対応テーブルを参照して、コンビニエンスストア１の救助リスクＸを１０の値に設定する
。また、道なりの距離Ｖは２．６［ｋｍ］（＝２６００［ｍ］）であり航続可能距離Ｗは
２０［ｋｍ］（＝２００００［ｍ］）であるため、退避目的地選択部２１０は距離係数Ｙ
（＝Ｖ／Ｗ）として０．１３の値を算出する。本目的地候補について、退避目的地選択部
２１０は、救助リスクＸ（＝１０）とこの距離係数Ｙ（＝０．１３）とを乗算して救助難
易度Ｚとして１．３の値を得る。この値を退避目的地選択部２１０は、目的地候補テーブ
ルに記録する。
【０１１５】
　図１３に示すように、さらに次に近い目的地候補（つまり、退避場所候補３）は医学部
付属病院である。そのため、図１４に示すように、退避目的地選択部２１０は、リスク対
応テーブルを参照して、医学部付属病院の救助リスクＸを１の値に設定する。また、道な
りの距離Ｖは２．８［ｋｍ］（＝２８００［ｍ］）であり航続可能距離Ｗは２０［ｋｍ］
（＝２００００［ｍ］）であるため、退避目的地選択部２１０は距離係数Ｙ（＝Ｖ／Ｗ）
として０．１４の値を算出する。本目的地候補について、退避目的地選択部２１０は、救
助リスクＸ（＝１）とこの距離係数Ｙ（＝０．１４）とを乗算して救助難易度Ｚとして０
．１４の値を得る。この値を退避目的地選択部２１０は、目的地候補テーブルに記録する
。ここで、医学部付属病院の救助難易度Ｚ（＝０．１４）が最小であるので、退避目的地
選択部２１０は、退避目的地を医学部付属病院に更新して設定する。
【０１１６】
　図１３に示すように、さらに次に近い目的地候補（つまり、退避場所候補４）はコンビ
ニエンスストア２である。そのため、図１４に示すように、退避目的地選択部２１０は、
リスク対応テーブルを参照して、コンビニエンスストア２の救助リスクＸを１０の値に設
定する。また、道なりの距離Ｖは３．２［ｋｍ］（＝３２００［ｍ］）であり航続可能距
離Ｗは２０［ｋｍ］（＝２００００［ｍ］）であるため、退避目的地選択部２１０は距離
係数Ｙ（＝Ｖ／Ｗ）として０．１６の値を算出する。本目的地候補について、退避目的地
選択部２１０は、救助リスクＸ（＝１０）とこの距離係数Ｙ（＝０．１６）とを乗算して
救助難易度Ｚとして１．６の値を得る。この値を退避目的地選択部２１０は目的地候補テ
ーブルに記録する。
【０１１７】
　図１３に示すように、最も遠い目的地候補（つまり、退避場所候補５）はコンビニエン
スストア３である。そのため、図１４に示すように、退避目的地選択部２１０は、リスク
対応テーブルを参照して、コンビニエンスストア３の救助リスクＸを１０の値に設定する
。また、道なりの距離Ｖは３．９［ｋｍ］（＝３９００［ｍ］）であり航続可能距離Ｗは
２０［ｋｍ］（＝２００００［ｍ］）であるため、退避目的地選択部２１０は距離係数Ｙ
（＝Ｖ／Ｗ）として０．２０（小数点３桁四捨五入）の値を算出する。本目的地候補につ
いて、退避目的地選択部２１０は、救助リスクＸ（＝１０）とこの距離係数Ｙ（＝０．２
０）とを乗算して救助難易度Ｚとして２．０値を得る。この値を退避目的地選択部２１０
は、目的地候補テーブルに記録する。
【０１１８】
　このように目的地候補別に救助難易度Ｚを算出し、その結果、医学部付属病院の救助難
易度Ｚ（＝０．１４）が依然として最小であるため、退避目的地選択部２１０は最終的に
退避目的地を医学部付属病院に設定する。退避目的地選択部２１０は、最終的に設定した
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退避目的地を退避経路算出部２２０に送信する。退避経路算出部２２０は退避経路を算出
する。
【０１１９】
　その一方、退避走行制御部２３０は、退避経路とともに自動退避走行の要否の確認メッ
セージを車内向けディスプレイ装置３１に表示させる。確認メッセージとして「自動退避
走行を開始しますか。」が表示されるが、このときドライバーは異常な状態であり、１分
以内にユーザ入力部５を押すことができない。このため、退避走行制御部２３０はそのま
ま自動退避走行を行う。
【０１２０】
　退避走行制御部２３０は、車外状況検知認識部１４０が認識した車両１周囲状況および
退避経路を基に、動力部４０、操舵部５０および制動部６０を自律制御する。また、この
自動退避走行の際、高速道路上での進路変更、または一般道路であれば右左折等において
、他車両等に対し、要求行動を促す情報を音声または画像を用いて報知する（図３、図７
～図１０参照）。
【０１２１】
　音声出力としては、退避走行制御部２３０は、音声制御部１８０を介して要求行動を促
す音声を車載スピーカ２２から音声出力する。画像表示としては、退避走行制御部２３０
は、要求行動を促す情報を他車両等に視認可能なように、画像表示部３０の車外向けディ
スプレイ装置３２、前側プロジェクター装置３３および後側プロジェクター装置３４から
画像表示する。また、退避走行制御部２３０は、照明装置１０のハザードランプ１３を点
滅させ他車両等の通知対象者に車両１の異常発生を報知する。
【０１２２】
　続いて、退避走行制御部２３０は、車両１が退避目的地選択部２１０により設定された
退避目的地へ到着したか否かを判定する。退避走行制御部２３０が到着したと判定すれば
、車両緊急通知サービス等へ車両１の位置（経度、緯度）、退避目的地の施設名やその位
置、さらには異常が生じた人の状態を送信する。これにより、車両走行制御装置１００は
、車両緊急通知サービス等のオペレータ、または退避先が施設の場合はその関係者に対し
ドライバーの救助を要請する。
【０１２３】
　以上により、実施の形態１に係る車両走行制御装置１００または車両１は、車両１の位
置情報を含む走行情報を取得する走行情報取得部１５０を備える。車両走行制御装置１０
０または車両１は、自動運転中に車両１のドライバーもしくは同乗者における急病等の異
常の有無を判定する車内人員状態識別部（異常判定部の一例）１３０を備える。車両走行
制御装置１００または車両１は、車両１の周辺の領域に関する地図情報を取得する地図情
報取得部１７０を備える。車両走行制御装置１００または車両１は、ドライバーもしくは
同乗者に異常が生じたと判定された時刻と車両１の位置情報と地図情報とに基づいて、車
両１の位置から所定範囲内に位置するドライバーもしくは同乗者が救助を受けられる複数
の施設のうち、救助を受けられないリスクが最も低い施設を退避目的地として選択する退
避目的地選択部２１０を備える。
【０１２４】
　これにより、車両走行制御装置１００または車両１は、異常発生時刻や施設等の種別を
踏まえ、自動運動の車両１が退避目的地に到着して停車した後に異常が生じたドライバー
または同乗者に対する救助が可能かどうかの判定をした上で、退避目的地を設定する。こ
の退避目的地の設定により、車両走行制御装置１００または車両１は、車両走行中にドラ
イバーまたは同乗者に急病等の異常が生じた場合でも、退避目的地で速やかに応急処置等
を含む救助を受けられるようにして、当該ドライバーまたは同乗者に対する早期発見や早
期処置などの救助機会の可能性を高めることができる。
【０１２５】
　また、車両走行制御装置１００または車両１は、車両１に搭載された１つ以上のセンサ
部（センサの一例）１１０の検知情報に応じて、車両１の周辺の状況を認識する車外状況
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検知認識部（周辺状況認識部の一例）１４０をさらに備える。車両走行制御装置１００ま
たは車両１は、車両１の周辺の状況の認識結果と退避目的地の位置情報とに基づいて、車
両１を退避目的地へと退避走行させる退避走行制御部２３０をさらに備える。これにより
、車両走行制御装置１００または車両１は、退避目的地を選択した後に、他車両等の走行
状況や天候等の周辺の状況に鑑みて退避目的地までの退避走行を制御するので、退避走行
中に他車両等との衝突事故や悪天候に伴うスリップ事故等が発生するのを防止して退避目
的地に無事に到着することができる。
【０１２６】
　また、車両走行制御装置１００または車両１は、車両１の位置情報と退避目的地の位置
情報とに基づいて、退避目的地までの退避経路を算出する退避経路算出部２２０をさらに
備える。退避走行制御部２３０は、退避経路に従って、車両１を退避走行させる。これに
より、車両走行制御装置１００または車両１は、退避目的地までの退避経路を算出し、そ
れに従って退避走行させるので、より確実に、より無駄なく迅速に退避目的地に到着する
ことができる。
【０１２７】
　また、車両走行制御装置１００または車両１は、車両１の燃料もしくは電池残量の情報
に基づく車両１の航続可能距離を取得する航続可能距離取得部２１１をさらに備える。退
避目的地選択部２１０は、車両１の航続可能距離に基づいて、所定範囲を設定する。これ
により、車両走行制御装置１００または車両１は、退避走行中に燃料および／または電池
がその途中で切れてしまい到着が不可能になる事態を防止してより確実に退避目的地に到
着することができる。
【０１２８】
　また、車両走行制御装置１００または車両１は、車両１の退避目的地の到着時刻におけ
る人の多寡および救助設備の多寡のうち少なくとも１つに応じて、退避目的地を退避目的
地選択部２１０において選択する。これにより、車両走行制御装置１００または車両１は
、人の往来の多い施設や救助設備が整備されている施設（例えば医療機関等）を優先的に
退避目的地として設定されることになるので、退避した後でもより発見され易く、また異
常発生からより短時間で適切な救助を受けさせることができる。
【０１２９】
　また、実施の形態１に係る車両走行制御装置１００または車両１は、複数の施設のそれ
ぞれの種別と、複数の施設のそれぞれまでの距離と航続可能距離との割合とに基づいて、
退避目的地を退避目的地選択部２１０において選択する。これにより、車両走行制御装置
１００または車両１は、複数の施設のそれぞれの種別（例えば医療機関、カーディーラー
、コンビニ等）と、各施設までの距離と航続可能距離との割合とによって選択するので、
救助を受けやすく、また航続可能距離の範囲内且つ車両１から近距離な施設等を退避目的
地として設定することになるので、救助リスクをより小さくして迅速に適切な救助を受け
させることができる。
【０１３０】
　また、実施の形態１に係る車両走行制御装置１００または車両１は、自動運転中に車両
１のドライバーもしくは同乗者における急病等の異常の有無を判定する車内人員状態識別
部（異常判定部の一例）１３０を備える。車両走行制御装置１００または車両１は、車両
１に搭載された１つ以上のセンサ部（センサの一例）１１０の検知情報に応じて、車両１
の周辺の状況を認識する車外状況検知認識部（周辺状況認識部の一例）１４０を備える。
車両走行制御装置１００または車両１は、ドライバーもしくは同乗者に異常が生じたと判
定された場合に、車両１の周辺の状況の認識結果とドライバーもしくは同乗者が救助を受
けられる退避目的地の位置情報とに基づいて、車両１を退避目的地へと退避走行させる退
避走行制御部２３０を備える。車両走行制御装置１００または車両１は、退避走行中に、
車両１の周辺に位置する他車両等の通知対象物に、通知対象物への要求行動を促す情報を
退避走行制御部２３０において報知する。
【０１３１】
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　これにより、車両走行制御装置１００または車両１は、自動運転中にドライバーまたは
同乗者に急病等の異常が生じた場合に、応急処置等を含む救助を受けられる場所に車両１
を退避させるとともに、車両１に緊急事態が発生中であることを適切且つ明示的に車両１
の周囲に位置する他車両等に報知する。この報知により、当該他車両等に注意喚起を強く
促し適切な行動を取らせることが可能となる。このため、車両同士の衝突などの二次的な
事故の発生を防ぎ、車両１を安全に退避目的地まで走行させることができる。これにより
、退避目的地で当該ドライバーまたは同乗者は、応急処置等を含む救助を受けられるよう
にして、早期発見や早期処置などの救助機会の可能性を高めることができる。
【０１３２】
　また、車両走行制御装置１００または車両１は、退避走行中で車両１の進路を変更する
時に、通知対象物への要求行動を促す情報を退避走行制御部２３０において報知する。こ
れにより、車両走行制御装置１００または車両１は、車両同士の衝突の事故が発生し易い
進路変更時に報知するので、二次的な事故の発生をより効果的に防ぎ、車両１をより安全
に退避目的地まで走行させることができる。
【０１３３】
　また、車両走行制御装置１００または車両１は、車両１の位置情報を含む走行情報を取
得する走行情報取得部１５０をさらに備える。車両走行制御装置１００または車両１は、
車両１の位置情報と退避目的地の位置情報とに基づいて、退避目的地までの退避経路を算
出する退避経路算出部２２０をさらに備える。車両走行制御装置１００または車両１は、
退避経路に従って、自車両を退避走行制御部２３０において退避走行させる。これにより
、車両走行制御装置１００または車両１は、退避目的地までの退避経路を算出し、それに
従って退避走行させるので、より確実に、より無駄なく迅速に退避目的地に到着すること
ができる。
【０１３４】
　また、車両走行制御装置１００または車両１は、要求行動を促す情報の報知として、要
求行動を促す情報を示す画像を退避走行制御部２３０において、車両１に配置された前側
プロジェクター装置３３および後側プロジェクター装置３４（画像投影装置の一例）を介
して投影する。これにより、車両走行制御装置１００または車両１は、視覚においても要
求行動を促す情報を報知するので、他車両等に注意喚起をより強く促し適切な行動を迅速
に取らせ、車両同士の衝突など二次的な事故の発生を効果的に防ぐことができる。また、
画像表示部として画像投影装置を用いるので、車体２の任意の領域に所定の大きさで情報
を表示することができる。
【０１３５】
　また、実施の形態１に係る車両走行制御装置１００または車両１は、退避走行制御部２
３０は、要求行動を促す情報の報知として、要求行動を促す情報を示す画像を、車両１に
配置された車外向けディスプレイ装置（車載表示装置の一例）３２に表示する。これによ
り、車両走行制御装置１００または車両１は、画像投影装置と同様に視覚においても要求
行動を促す情報を報知するので、他車両等に注意喚起をより強く促し適切な行動を迅速に
取らせ、車両同士の衝突など二次的な事故の発生を効果的に防ぐことができる。
【０１３６】
　また、実施の形態１に係る車両走行制御装置１００または車両１は、退避走行制御部２
３０は、要求行動を促す情報の報知として、要求行動を促す音声を、車両１に配置された
複数の車載スピーカ２２のうち通知対象物に近い側の車載スピーカ２２から音声出力する
。これにより、車両走行制御装置１００または車両１は、聴覚においても要求行動を促す
情報を報知するので、他車両等に注意喚起をより強く促し適切な行動を迅速に取らせ、車
両同士の衝突など二次的な事故の発生を効果的に防ぐことができる。また、他車両等の通
知対象者に近い側の車載スピーカ２２を用いて報知するので、より確実に適切な行動を取
らせることができる。
【０１３７】
　また、実施の形態１に係る車両走行制御装置１００または車両１は、退避走行制御部２
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３０は、車両１が退避走行中であることを、車両１に配置されたハザードランプ１３の点
滅により通知対象物に報知する。これにより、車両走行制御装置１００または車両１は、
通常の交通規定に従った、または慣れ親しんだ報知手段により報知されるので、他車両等
は特に違和感なく異常事態が発生していることを認識することができる。すなわち、他車
両等に注意喚起を容易に促すことができる。また、ハザードランプ１３は通常の車両装備
品であるので、部品等を新設する必要がなく製造コストを抑制することができる。
【０１３８】
　以上、図面を参照しながら各種の実施の形態について説明したが、本開示はかかる例に
限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇
内において、各種の変更例、修正例、置換例、付加例、削除例、均等例に想到し得ること
は明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される
。また、発明の趣旨を逸脱しない範囲において、上述した各種の実施の形態における各構
成要素を任意に組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１３９】
　本開示は、自動運転中にドライバーまたは同乗者に急病等の異常が生じた場合に、自車
両に緊急事態が発生中であることを適切且つ明示的に自車両の周囲に位置する他車両等に
報知して、当該他車両に注意喚起を強く促し適切な行動を取らせることができる車両に搭
載可能な車両走行制御装置、および車両として有用である。
【符号の説明】
【０１４０】
１　　　車両
２　　　車体
３　　　車輪
４　　　インストルメントパネル
５　　　ユーザ入力部
１０　　照明装置
１１　　ヘッドライト
１２　　テイルランプ
１３　　ハザードランプ
２０　　音声出力部
２１　　アンプ
２２　　車載スピーカ
３０　　画像表示部
３１　　車内向けディスプレイ装置
３２　　車外向けディスプレイ装置
３３　　前側プロジェクター装置
３４　　後側プロジェクター装置
４０　　動力部
４１　　動力系ＥＣＵ
５０　　操舵部
５１　　操舵系ＥＣＵ
６０　　制動部
６１　　制動系ＥＣＵ
７０　　通信部
１００　車両走行制御装置
１１０　センサ部
１１１　車外照度センサ
１１２　車外撮像部
１１３　ＬｉＤＡＲ
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１１４　ミリ波レーダ
１１５　ＧＮＳＳセンサ
１２０　車内撮像部
１３０　車内人員状態識別部
１４０　車外状況検知認識部
１５０　走行情報取得部
１６０　燃料／電池残量情報取得部
１７０　地図情報取得部
１８０　音声制御部
１９０　車体表示制御部
２００　中央制御部
２１０　退避目的地選択部
２１１　航続可能距離取得部
２２０　退避経路算出部
２３０　退避走行制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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