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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像入力装置から入力された原画像から車線区画線の位置を推定する車線認識装置であ
って、
　複数の異なる時刻における前記原画像を基に合成された合成鳥瞰画像を生成する合成鳥
瞰画像作成手段と、
　前記原画像および前記合成鳥瞰画像のうち一方から当該画像の高輝度な点である特徴点
を通る直線として車線区画線候補を検出する区画線候補検出手段と、
　前記原画像および前記合成鳥瞰画像のうち前記区画線候補検出手段で車線区画線候補を
検出された側ではない画像において前記車線区画線候補周囲の予め定められた範囲におけ
る画素値の和に基づく評価値が予め定められた閾値以上である場合に前記車線区画線候補
が車線区画線として適していると判定する区画線候補検定手段と、
　前記区画線として適していると検定された車線区画線候補の中から前時刻での車線区画
線に近いものを選択して前記車線区画線の推定位置として出力する区画線位置推定手段と
を有することを特徴とする車線認識装置。
【請求項２】
　前記区画線候補検定手段が、
　前記原画像上での前記車線区画線候補の位置を前記合成鳥瞰画像上の手前切片位置に変
換する区画線位置変換手段と、
　前記車線区画線候補の前記合成鳥瞰画像内での角度を計算する合成鳥瞰画像内区画線位
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置計算手段と、
　前記合成鳥瞰画像上の前記車線区画線候補周囲の画素値の和が予め定められた閾値以上
である場合に車線区画線として適していると判定する区画線上画素検定手段と
を含むことを特徴とする、請求項１に記載の車線認識装置。
【請求項３】
　画像入力装置から入力された原画像から車線区画線の位置を推定する車線認識装置であ
って、
　前記原画像から鳥瞰画像を作成する鳥瞰画像作成手段と、
　複数の異なる時刻における前記原画像を基に合成された合成鳥瞰画像を生成する合成鳥
瞰画像作成手段と、
　前記鳥瞰画像と前記合成鳥瞰画像とを基に当該画素位置の前記鳥瞰画像の予め定められ
た範囲における画素値の和に基づく評価値および前記合成鳥瞰画像の前記評価値の間でよ
り暗い方の値である演算値を画素値とする第２合成鳥瞰画像を作成する第２合成鳥瞰画像
作成手段と、
　前記第２合成鳥瞰画像から当該画像の高輝度な点である特徴点を通る直線を検出してこ
れを車線区画線候補とする区画線候補検出手段と、
　前記車線区画線候補の中から前時刻での車線区画線に近いものを選択して前記車線区画
線の推定位置として出力する区画線位置推定手段と
を有することを特徴とする車線認識装置。
【請求項４】
　前記区画線位置推定手段が、
　前記区画線候補検定手段によって車線区画線として適していると検定された前記車線区
画線候補の中から前時刻での左右車線区画線の位置から予測される前記車線区画線の現時
刻での位置および前記評価値に基づき左右それぞれの車線区画線を選択する左右区画線候
補選択手段と、
　前記選択された車線区画線の位置を前記車線区画線の推定位置とする左右区画線位置推
定手段と
を含むことを特徴とする、請求項１ないし請求項３のうちいずれか１項に記載の車線認識
装置。
【請求項５】
　前記区画線位置推定手段によって推定された前記車線区画線の線種の判定を行う区画線
種判定手段を有することを特徴とする、請求項１ないし請求項４のうちいずれか１項に記
載の車線認識装置。
【請求項６】
　前記画像入力装置が車両に取り付けられたカメラであることを特徴とする、請求項１な
いし請求項５のうちいずれか１項に記載の車線認識装置。
【請求項７】
　車線区画線の位置を推定する車線認識方法であって、
　画像入力装置から原画像を入力する入力工程と、
　複数の異なる時刻における前記原画像を基に合成された合成鳥瞰画像を生成する合成鳥
瞰画像作成工程と、
　前記原画像および前記合成鳥瞰画像のうち一方から当該画像の高輝度な点である特徴点
を通る直線として車線区画線候補を検出する区画線候補検出工程と、
　前記原画像および前記合成鳥瞰画像のうち前記区画線候補検出手段で車線区画線候補を
検出された側ではない画像において前記車線区画線候補周囲の予め定められた範囲におけ
る画素値の和に基づく評価値が予め定められた閾値以上である場合に前記車線区画線候補
が車線区画線として適していると判定する区画線候補検定工程と、
　前記区画線として適していると検定された車線区画線候補の中から前時刻での車線区画
線に近いものを選択して前記車線区画線の推定位置として出力する区画線位置推定工程と
を有することを特徴とする車線認識方法。
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【請求項８】
　前記区画線候補検定工程が、
　前記原画像上での前記車線区画線候補の位置を前記合成鳥瞰画像上の手前切片位置に変
換する区画線位置変換工程と、
　前記車線区画線候補の前記合成鳥瞰画像内での角度を計算する合成鳥瞰画像内区画線位
置計算工程と、
　前記合成鳥瞰画像上の前記車線区画線候補周囲の画素値の和が予め定められた閾値以上
である場合に車線区画線として適していると判定する区画線上画素検定工程と
を含むことを特徴とする、請求項７に記載の車線認識方法。
【請求項９】
　車線区画線の位置を推定する車線認識方法であって、
　画像入力装置から原画像を入力する入力工程と、
　前記原画像から鳥瞰画像を作成する鳥瞰画像作成工程と、
　複数の異なる時刻における前記原画像を基に合成された合成鳥瞰画像を生成する合成鳥
瞰画像作成工程と、
　前記鳥瞰画像と前記合成鳥瞰画像とを基に当該画素位置の前記鳥瞰画像の予め定められ
た範囲における画素値の和に基づく評価値および前記合成鳥瞰画像の前記評価値の間でよ
り暗い方の値である演算値を画素値とする第２合成鳥瞰画像を作成する第２合成鳥瞰画像
作成工程と、
　前記第２合成鳥瞰画像から当該画像の高輝度な点である特徴点を通る直線を検出してこ
れを車線区画線候補とする区画線候補検出工程と、
　前記車線区画線候補の中から前時刻での車線区画線に近いものを選択して前記車線区画
線の推定位置として出力する区画線位置推定工程と
を有することを特徴とする車線認識方法。
【請求項１０】
　前記区画線位置推定工程が、
　前記区画線候補検定工程によって車線区画線として適していると検定された前記車線区
画線候補の中から前時刻での左右車線区画線の位置から予測される前記車線区画線の現時
刻での位置および前記評価値に基づき左右それぞれの車線区画線を選択する左右区画線候
補選択工程と、
　前記選択された車線区画線の位置を前記車線区画線の推定位置とする左右区画線位置推
定工程と
を含むことを特徴とする、請求項７ないし請求項９のうちいずれか１項に記載の車線認識
方法。
【請求項１１】
　前記区画線位置推定工程によって推定された前記車線区画線の線種の判定を行う区画線
種判定工程を有することを特徴とする、請求項７ないし請求項１０のうちいずれか１項に
記載の車線認識方法。
【請求項１２】
　画像入力装置から入力された原画像から車線区画線の位置を推定する車線認識装置を構
成するコンピュータに、
　複数の異なる時刻における前記原画像を基に合成された合成鳥瞰画像を生成する合成鳥
瞰画像作成処理と、
　前記原画像および前記合成鳥瞰画像のうち一方から当該画像の高輝度な点である特徴点
を通る直線として車線区画線候補を検出する区画線候補検出処理と、
　前記原画像および前記合成鳥瞰画像のうち前記区画線候補検出手段で車線区画線候補を
検出された側ではない画像において前記車線区画線候補周囲の予め定められた範囲におけ
る画素値の和に基づく評価値が予め定められた閾値以上である場合に前記車線区画線候補
が車線区画線として適していると判定する区画線候補検定処理と、
　前記区画線として適していると検定された車線区画線候補の中から前時刻での車線区画
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線に近いものを選択して前記車線区画線の推定位置として出力する区画線位置推定処理と
を実行させることを特徴とする車線認識プログラム。
【請求項１３】
　前記区画線候補検定処理が、
　前記原画像上での前記車線区画線候補の位置を前記合成鳥瞰画像上の手前切片位置に変
換する区画線位置変換処理と、
　前記車線区画線候補の前記合成鳥瞰画像内での角度を計算する合成鳥瞰画像内区画線位
置計算処理と、
　前記合成鳥瞰画像上の前記車線区画線候補周囲の画素値の和が予め定められた閾値以上
である場合に車線区画線として適していると判定する区画線上画素検定処理と
を含むことを特徴とする、請求項１２に記載の車線認識プログラム。
【請求項１４】
　画像入力装置から入力された原画像から車線区画線の位置を推定する車線認識装置を構
成するコンピュータに、
　前記原画像から鳥瞰画像を作成する鳥瞰画像作成処理と、
　複数の異なる時刻における前記原画像を基に合成された合成鳥瞰画像を生成する合成鳥
瞰画像作成処理と、
　前記鳥瞰画像と前記合成鳥瞰画像とを基に当該画素位置の前記鳥瞰画像の予め定められ
た範囲における画素値の和に基づく評価値および前記合成鳥瞰画像の前記評価値の間でよ
り暗い方の値である演算値を画素値とする第２合成鳥瞰画像を作成する第２合成鳥瞰画像
作成処理と、
　前記第２合成鳥瞰画像から当該画像の高輝度な点である特徴点を通る直線を検出してこ
れを車線区画線候補とする区画線候補検出処理と、
　前記車線区画線候補の中から前時刻での車線区画線に近いものを選択して前記車線区画
線の推定位置として出力する区画線位置推定処理と
を実行させることを特徴とする車線認識プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車線区画線の認識に関し、特に画像の処理によって車線区画線の位置を推定す
ることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＴ技術を応用して、輸送効率および道路交通の快適性を向上しようとするＩＴＳ（In
telligent Transport Systems、高度道路交通システム）の研究テーマの一つとして、Ｌ
ＫＳ（Lane Keep Support、車線維持支援）システムがある。これは、センサによって道
路上の車線を認識し、それによって自動車が車線の中央を常に走行するようにステアリン
グ、アクセル、ブレーキなどを制御するものである。
【０００３】
　このＬＫＳシステムを実現する上で重要であるのが車線認識技術である。特にカメラな
どの画像入力装置を走行中の車の前面もしくは後面に設置し、該画像入力装置が走行中の
道路を撮影した画像を処理して、白もしくは黄色などの高輝度の色で道路上に描かれた車
線区画線を認識する技術が特に盛んに研究されている。
【０００４】
　図１８は、特許文献１に記載された従来の車線認識装置１８００の構成の一例を示す概
念図である。従来の車線認識装置１８００は、画像入力装置１８１０と、鳥瞰画像作成手
段１８２０と、輝度プロファイル作成手段１８３０と、区画線検出手段１８４０から構成
されている。
【０００５】
　図１９は、図１８で示された車線認識装置１８００の動作を示す概念図である。図１９
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（ａ）は、画像入力装置１８１０によって撮影された走行中の道路の画像である。これを
原画像１９１０という。原画像１９１０を入力された鳥瞰画像作成手段１８２０は、原画
像１９１０から図１９（ｂ）に示す鳥瞰画像１９２０を作成する。
【０００６】
　輝度プロファイル作成手段１８３０は、鳥瞰画像１９２０に表される路面の路幅方向に
直交する方向の座標の輝度を積分することにより、図１９（ｃ）に示される積分輝度を路
幅方向の座標別に検出する。最後に、区画線検出手段１８４０が、積分輝度の分布より高
い積分輝度を示す路幅方向の座標に対応する位置を求め、車線区画線１９３０を検出する
。
【０００７】
　特許文献１以外にも、車線認識については次のような文献がある。特許文献２には、原
画像から車線を検出する技術の一例が開示されている。特許文献３には、平面移動量に基
づいて鳥瞰画像から合成鳥瞰画像を生成する技術の一例が開示されている。特許文献４に
は、原画像から車線の位置および線種を検出する技術の一例が開示されている。特許文献
５には、原画像から検出された車線が実線か破線かを判断する技術の一例が開示されてい
る。
【０００８】
　特許文献６には、時点の異なる複数の画像によって車線の検出精度を向上するする技術
の一例が開示されている。特許文献７には、輝度合計値の変動に基づいて車線の検出精度
を向上する技術の一例が開示されている。特許文献８には、車両に種々のセンサを備え付
けて路面の状況を判定することによって車線の検出精度を向上するする技術の一例が開示
されている。
【０００９】
　特許文献９には、時点の異なる複数の画像をつなぎ合わせて車両の周囲の鳥瞰画像を得
るという技術が開示されている。特許文献１０には、原画像から鳥瞰画像を得る際の画質
を改善する技術の一例が開示されている。特許文献１１には、近距離と遠距離で独立して
車線を認識することによって車線の検出精度を向上するする技術の一例が開示されている
。
【００１０】
【特許文献１】特開２００４－１４５８５２号公報
【特許文献２】特開２０００－２４２７６９号公報
【特許文献３】特開２００２－１２０６７５号公報
【特許文献４】特開２００２－１７５５３４号公報
【特許文献５】特開２００３－０６７７５５号公報
【特許文献６】特開２００３－３４６１６３号公報
【特許文献７】特開２００４－２４６６４１号公報
【特許文献８】特開２００５－２７６０４１号公報
【特許文献９】特開２００７－０９６４９７号公報
【特許文献１０】特開２００７－２４９３９２号公報
【特許文献１１】特開平０９－１６７２３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　図１８および１９に示した従来の車線認識装置１８００においては、誤認識が発生しや
すい問題がある。たとえば画像入力装置１８１０に雨滴や異物が付着した場合、原画像１
９１０にはそのような雨滴や異物に起因する点状のノイズが発生する。これを鳥瞰画像作
成手段１８２０によって鳥瞰画像１９２０に変換すると、縦方向の白線状のノイズとなり
、車線との区別が付きにくくなる。そのため、誤認識が発生しやすくなる。
【００１２】
　その一方で、原画像１９１０を鳥瞰画像１９２０に変換せず、そのまま輝度プロファイ
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ルから車線を検出しようとする場合、画像入力装置１８１０から遠い距離の映像が不鮮明
になりやすいので、車線を正確に認識することが難しい。
【００１３】
　このように、原画像１９１０から直接車線を検出する場合と、原画像１９１０を鳥瞰画
像１９２０に変換してから車線を検出する場合とでは、それぞれに発生しやすいノイズが
あり、誤認識が発生しやすい原因となる。しかしながら、特許文献１はもちろん、特許文
献２～１１にも、これらの両者のそれぞれで発生しやすいノイズを抑制できる構成は記載
されていない。
【００１４】
　本発明の目的は、原画像と鳥瞰画像のそれぞれで発生しやすいノイズを抑制し、車線の
認識精度を向上する車線認識装置、車線認識方法および車線認識プログラムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明に係る車線認識装置は、画像入力装置から入力された
原画像から車線区画線の位置を推定する車線認識装置であって、複数の異なる時刻におけ
る原画像を基に合成された合成鳥瞰画像を生成する合成鳥瞰画像作成手段と、原画像およ
び合成鳥瞰画像のうち一方から当該画像の高輝度な点である特徴点を通る直線として車線
区画線候補を検出する区画線候補検出手段と、原画像および合成鳥瞰画像のうち区画線候
補検出手段で車線区画線候補を検出された側ではない画像において車線区画線候補周囲の
予め定められた範囲における画素値の和に基づく評価値が予め定められた閾値以上である
場合に車線区画線候補が車線区画線として適していると判定する区画線候補検定手段と、
区画線として適していると検定された車線区画線候補の中から前時刻での車線区画線に近
いものを選択して車線区画線の推定位置として出力する区画線位置推定手段とを有するこ
とを特徴とする。
【００１６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る別の車線認識装置は、画像入力装置から入力さ
れた原画像から車線区画線の位置を推定する車線認識装置であって、原画像から鳥瞰画像
を作成する鳥瞰画像作成手段と、複数の異なる時刻における原画像を基に合成された合成
鳥瞰画像を生成する合成鳥瞰画像作成手段と、鳥瞰画像と合成鳥瞰画像とを基に当該画素
位置の鳥瞰画像の予め定められた範囲における画素値の和に基づく評価値および合成鳥瞰
画像の評価値の間でより暗い方の値である演算値を画素値とする第２合成鳥瞰画像を作成
する第２合成鳥瞰画像作成手段と、第２合成鳥瞰画像から当該画像の高輝度な点である特
徴点を通る直線を検出してこれを車線区画線候補とする区画線候補検出手段と、車線区画
線候補の中から前時刻での車線区画線に近いものを選択して車線区画線の推定位置として
出力する区画線位置推定手段と
を有することを特徴とする。
【００１７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る車線認識方法は、車線区画線の位置を推定する
車線認識方法であって、画像入力装置から原画像を入力する入力工程と、複数の異なる時
刻における原画像を基に合成された合成鳥瞰画像を生成する合成鳥瞰画像作成工程と、原
画像および合成鳥瞰画像のうち一方から当該画像の高輝度な点である特徴点を通る直線と
して車線区画線候補を検出する区画線候補検出工程と、原画像および合成鳥瞰画像のうち
区画線候補検出手段で車線区画線候補を検出された側ではない画像において車線区画線候
補周囲の予め定められた範囲における画素値の和に基づく評価値が予め定められた閾値以
上である場合に車線区画線候補が車線区画線として適していると判定する区画線候補検定
工程と、区画線として適していると検定された車線区画線候補の中から前時刻での車線区
画線に近いものを選択して車線区画線の推定位置として出力する区画線位置推定工程と
を有することを特徴とする。
【００１８】
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　上記目的を達成するため、本発明に係る別の車線認識方法は、車線区画線の位置を推定
する車線認識方法であって、画像入力装置から原画像を入力する入力工程と、原画像から
鳥瞰画像を作成する鳥瞰画像作成工程と、複数の異なる時刻における原画像を基に合成さ
れた合成鳥瞰画像を生成する合成鳥瞰画像作成工程と、鳥瞰画像と合成鳥瞰画像とを基に
当該画素位置の鳥瞰画像の予め定められた範囲における画素値の和に基づく評価値および
合成鳥瞰画像の評価値の間でより暗い方の値である演算値を画素値とする第２合成鳥瞰画
像を作成する第２合成鳥瞰画像作成工程と、第２合成鳥瞰画像から当該画像の高輝度な点
である特徴点を通る直線を検出してこれを車線区画線候補とする区画線候補検出工程と、
車線区画線候補の中から前時刻での車線区画線に近いものを選択して車線区画線の推定位
置として出力する区画線位置推定工程とを有することを特徴とする。
【００１９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る車線認識プログラムは、画像入力装置から入力
された原画像から車線区画線の位置を推定する車線認識装置を構成するコンピュータに、
複数の異なる時刻における原画像を基に合成された合成鳥瞰画像を生成する合成鳥瞰画像
作成処理と、原画像および合成鳥瞰画像のうち一方から当該画像の高輝度な点である特徴
点を通る直線として車線区画線候補を検出する区画線候補検出処理と、原画像および合成
鳥瞰画像のうち区画線候補検出手段で車線区画線候補を検出された側ではない画像におい
て車線区画線候補周囲の予め定められた範囲における画素値の和に基づく評価値が予め定
められた閾値以上である場合に車線区画線候補が車線区画線として適していると判定する
区画線候補検定処理と、区画線として適していると検定された車線区画線候補の中から前
時刻での車線区画線に近いものを選択して車線区画線の推定位置として出力する区画線位
置推定処理とを実行させることを特徴とする。
【００２０】
　上記目的を達成するため、本発明に係る別の車線認識プログラムは、画像入力装置から
入力された原画像から車線区画線の位置を推定する車線認識装置を構成するコンピュータ
に、原画像から鳥瞰画像を作成する鳥瞰画像作成処理と、複数の異なる時刻における原画
像を基に合成された合成鳥瞰画像を生成する合成鳥瞰画像作成処理と、鳥瞰画像と合成鳥
瞰画像とを基に当該画素位置の鳥瞰画像の予め定められた範囲における画素値の和に基づ
く評価値および合成鳥瞰画像の評価値の間でより暗い方の値である演算値を画素値とする
第２合成鳥瞰画像を作成する第２合成鳥瞰画像作成処理と、第２合成鳥瞰画像から当該画
像の高輝度な点である特徴点を通る直線を検出してこれを車線区画線候補とする区画線候
補検出処理と、車線区画線候補の中から前時刻での車線区画線に近いものを選択して車線
区画線の推定位置として出力する区画線位置推定処理とを実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、原画像と鳥瞰画像の両方を利用して車線区画線の候補となる線の位置を検出
するように構成したので、原画像と鳥瞰画像のそれぞれで発生しやすいノイズを相殺する
ことができる。これによって、ノイズを抑制して車線の認識精度を向上することができる
という、従来にない優れた車線認識装置、車線認識方法および車線認識プログラムを提供
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る車線認識装置１０の原理的な構成を示すブロ
ック図である。車線認識装置１０は、制御部１００と、画像入力装置１１０とから構成さ
れている。制御部１００は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、およびＯＳなどによって構成されるコンピ
ュータ装置の主要部であり、区画線候補検出手段１２０、合成鳥瞰画像作成手段１３０、
区画線候補検定手段１４０、区画線位置推定手段１５０、区画線位置出力手段１６０とい
う各機能を実行する。
【００２３】
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　画像入力装置１１０は、車線区画線を検出する対象となる画像を入力するカメラなどの
装置である。以後、画像入力装置１１０から入力された画像を原画像という。画像入力装
置１１０は自動車などの車両に取り付けられる。以後、画像入力装置１１０が取り付けら
れた車両を自車という。制御部１００を自車に搭載して、画像入力装置１１０と制御部１
００との間の接続を有線接続としてもよい。また、制御部１００を自車に搭載せず、画像
入力装置１１０と制御部１００との間の接続を無線接続としてもよい。
【００２４】
　合成鳥瞰画像作成手段１３０は、複数の異なる時刻において撮影された原画像を基に合
成された鳥瞰画像を生成する。区画線候補検出手段１２０は、原画像から、車線区画線の
候補となる線の位置を検出する。
【００２５】
　区画線候補検定手段１４０は、区画線候補検出手段１２０において検出された車線区画
線候補について、合成鳥瞰画像作成手段１３０において作成された合成鳥瞰画像内の車線
区画線候補位置周辺の情報に基づいて車線区画線として適しているか否かを検定する。
【００２６】
　区画線位置推定手段１５０は、区画線候補検定手段１４０において車線区画線として適
していると検定された車線区画線候補の位置に基づいて車線区画線の現時刻の位置を推定
する。区画線位置出力手段１６０は、区画線位置推定手段１５０において推定された現時
刻の車線区画線位置を出力する。
【００２７】
　図２は、図１で示した合成鳥瞰画像作成手段１３０によって行われる合成鳥瞰画像の生
成について示す概念図である。ここでいう鳥瞰画像とは、原画像に撮影されている風景を
、実世界で鉛直方向下向きの視線で見た場合の画像に変換したものである。鳥瞰画像化と
は、原画像をそのような画像に変換することをいう。
【００２８】
　合成鳥瞰画像は、複数の異なる時刻において撮影された原画像を用い、それぞれの原画
像の部分領域を鳥瞰画像化した部分鳥瞰画像をつなぎ合わせることにより作成される。図
２に示した例では、画像入力装置１１０は自車の進行方向と反対向きに設置され、自車の
後ろ方向を撮影している。図２（ａ）は時刻Ｔ－１の時点での原画像、図２（ｂ）は時刻
Ｔの時点での原画像である。図２（ｂ）の下部には、時刻Ｔ－１では撮影されていず、時
刻Ｔで始めて原画像の撮影範囲に入った部分が斜線部として示されている（これを手前領
域２１という）。なお図２（ａ）および（ｃ）中の矢印は、自車の進行方向を表す。
【００２９】
　図２（ｃ）は時刻Ｔ－１の時点で、図２（ａ）の原画像から生成された鳥瞰画像である
。図２（ｄ）は、図２（ｃ）の鳥瞰画像の画素を、時刻Ｔ－１から時刻Ｔの間に自車の移
動した距離の分だけ垂直方向に移動させた画像である。図２（ｃ）の鳥瞰画像には、図２
（ｂ）の手前領域２１に該当する部分は含まれていないので、図２（ｄ）の画像ではその
部分は空白部２２となる。
【００３０】
　ここで合成鳥瞰画像作成手段１３０は、図２（ｂ）を鳥瞰画像化して得られた画像と、
図２（ｄ）の画像とを合成することにより、図２（ｄ）の空白部２２（図２（ｂ）の手前
領域２１に該当する部分）を埋めて、図２（ｅ）の合成鳥瞰画像を生成する。
【００３１】
　図３は、図１で示した車線認識装置１０が実行する処理の概要について書き表したフロ
ーチャートである。処理を開始すると、まず画像入力装置１１０により車線区画線検出の
対象となる原画像が入力される（ステップＳ２００１）。次に、区画線候補検出手段１２
０が車線区画線の候補を検出し（ステップＳ２００２）、合成鳥瞰画像作成手段１３０が
合成鳥瞰画像を作成する（ステップＳ２００３）。
【００３２】
　さらに、未検定の車線区画線候補が存在する間は以下に示すステップＳ２００５～２０
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０７を、未検定の車線区画線が存在しなくなるまで繰り返す（ステップＳ２００４）。ス
テップＳ２００５では、区画線候補検定手段１４０が、合成鳥瞰画像内の検定対象車線区
画線候補周辺の情報から、検定対象車線区画線が車線区画線として適しているか否かを検
定する。ステップＳ２００５における「検定」の詳細については後述する。
【００３３】
　ステップＳ２００６において、検定に合格していれば区画線候補検定手段１４０が検定
対象車線区画線候補を検定合格候補に加え（ステップＳ２００７）、不合格であればステ
ップＳ２００４に戻る。さらに、区画線位置推定手段１５０が、検定に合格した車線区画
線候補の位置を基に現時刻における車線区画線位置を推定する（ステップＳ２００８）。
最後に、区画線位置出力手段１６０がステップＳ２００８において推定された車線区画線
位置を出力する（ステップＳ２００９）。
【００３４】
　なお、本実施の形態では車線区画線候補を原画像から検出し、合成鳥瞰画像内の情報に
よりそれらを検定するように構成されているが、逆に合成鳥瞰画像から車線区画線候補を
検出し、車線区画線候補を原画像もしくは原画像から生成される鳥瞰画像内の情報により
検定してもよい。また、本実施の形態における原画像や合成鳥瞰画像の代わりに、これら
にフィルタ等の処理を施した処理画像を用いてもよい。
【００３５】
　図４は、図２で示した合成鳥瞰画像の作成で、原画像に含まれるノイズの一例を示す概
念図である。図４（ａ）に示される原画像４１０では、本来の車線区画線４１１の他に、
雨滴などの異物４１２が一定時間以上原画像内の同一位置に留まっている。これを合成鳥
瞰画像作成手段１３０により図４（ｂ）に示される合成鳥瞰画像４２０とした場合、原画
像４１０の車線区画線４１１から変換された本来の車線区画線４２１に加えて、車線区画
線４１１に似た縦方向の白線状のノイズ４２２が発生する。
【００３６】
　このため、合成鳥瞰画像４２０だけで車線区画線を認識しようとした場合、ノイズ４２
２を車線区画線候補と誤認識してしまう危険性がある。しかしながら、ノイズ４２２の原
因となった異物４１２は、原画像４１０では点状の部分的なノイズにしかならないので、
車線区画線候補としては認識されにくい。
【００３７】
　逆に、原画像４１０で自車の遠方部分４１３は、距離が遠いため鮮明な映像にならない
。このため、原画像４１０だけで車線区画線を認識しようとした場合、遠方部分４１３の
映像が誤認識の要因となる危険性がある。しかしながら、遠方部分４１３の映像は、合成
鳥瞰画像作成手段１３０によって作成された合成鳥瞰画像４２０には含まれないので、車
線区画線候補の誤認識の要因とはならない。
【００３８】
　つまり、本実施の形態では、原画像４１０と合成鳥瞰画像４２０のそれぞれで車線区画
線候補を検出し、検定するように構成されているので、それぞれの画像において出現する
ノイズを相殺して、それらのノイズの影響を抑えて車線区画線を精度良く認識することが
できる。
【００３９】
　図５は、図１で示した車線認識装置１０を、実際に車両に実装する例を示す概念図であ
る。道路を走行する自車５２０の後部にカメラ５１０が取り付けられている。このカメラ
５１０が、画像入力装置１１０となる。カメラ５１０の撮影範囲５１１は、自車の進行方
向５３０の逆方向に向いている。車線認識装置１０は、カメラ５１０によって撮影された
画像から、車線区分線５４０および５５０を認識するものである。
【００４０】
　図６は、図１で示した区画線候補検出手段１２０、合成鳥瞰画像作成手段１３０、区画
線候補検定手段１４０、および区画線位置推定手段１５０の、より詳細な構成を示すブロ
ック図である。区画線候補検出手段１２０は、原画像２値化手段６２１と、ハフ変換手段
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６２２とを含む。ただし、区画線候補検出手段１２０はこの構成に限定されるものではな
く、区画線らしい高輝度の線分もしくは直線を検出する手段であればよい。
【００４１】
　合成鳥瞰画像作成手段１３０は、画素移動手段６３１と、原画像鳥瞰化手段６３２と、
手前領域付加手段６３３とを含む。区画線候補検定手段１４０は、区画線位置変換手段６
４１と、合成鳥瞰画像内区画線位置計算手段６４２と、区画線上画素検定手段６４３とを
含む。区画線位置推定手段１５０は、左右区画線候補選択手段６５１と、左右区画線位置
推定手段６５２とを含む。
【００４２】
　原画像２値化手段６２１は、原画像を、例えば原画像の階調数が２５６であれば輝度値
２００以上の画素を前景、それ以外の画素を背景とする、というように原画像を前景と背
景とに２値化する。ハフ変換手段６２２は原画像において前景とされた画素を基に公知の
ハフ(Hough)変換により直線を検出し、それらの直線を区画線候補とする。
【００４３】
　画素移動手段６３１は、図２に示すように前時刻からの自車の移動量に合わせて合成鳥
瞰画像の各画素を遠方に移動する。例えば、図２（ａ）の原画像から生成された図２（ｃ
）の合成鳥瞰画像の最下行を画像入力装置１１０の先端より１ｍの位置とし、合成鳥瞰画
像の各画素が道路面の縦５ｃｍ、横５ｃｍに相当するように合成鳥瞰画像を作成する場合
、自車の移動量が５０ｃｍであったならば、合成鳥瞰画像の各画素を遠方に１０ピクセル
ずつ移動させる。これにより図２（ｄ）に示した状態の画像になる。
【００４４】
　原画像鳥瞰化手段６３２は図２（ｂ）の原画像の手前領域２１を鳥瞰画像化する。ただ
し、手前領域２１の範囲は、実世界での自車の移動量に相当する距離範囲に対応する原画
像での領域を含んでいなければならない。手前領域付加手段６３３は、原画像鳥瞰化手段
６３２において鳥瞰画像化された原画像の手前領域２１を合成鳥瞰画像の空白部２２に付
加して、図２（ｅ）に示した合成鳥瞰画像を生成する。
【００４５】
　図７は、図６で示した原画像鳥瞰化手段６３２による原画像の鳥瞰画像化の原理につい
て説明するイメージ図である。画像入力装置１１０によって撮影される画像面７２０にお
ける原画像の座標系をｘｙとし、実世界の座標系をＸＹＺとする。撮像の際の実世界から
原画像への変換は透視変換であるとし、レンズ等の歪み等による他の変換の要因は無視で
きるものとする。Ｘ軸とｘ軸、Ｙ軸とｙ軸はそれぞれ平行であり、道路面７１０はＹ軸に
対して鉛直な平面をなし、実世界座標系の原点から道路面７１０までの距離７３０をＨと
し、両座標系の原点同士の距離７４０をｆとする。
【００４６】
　この場合、道路面上の点(Ｘi、Ｈ、Ｘi)に対応する原画像内の画素(ｘi、ｙi)は次の数
１のように表される。
【００４７】
【数１】

　鳥瞰画像は道路面を実世界で鉛直方向下向きの視線で見た場合の画像である。原画像か
ら鳥瞰画像への変換は、鳥瞰画像の各画素における輝度を、原画像内の数１で表される対
応する画素の輝度とすることにより行うことができる。従って、上述の数１で道路面上の
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点を原画像内の画素に変換したものは、道路面上の実世界座標を適当な間隔、例えば縦５
ｃｍ×横５ｃｍで量子化したものであると言える。
【００４８】
　なお、画像撮像系において透視変換以外の変換要因、例えばレンズの歪み、道路面７１
０とｘ軸との間の傾斜ズレ等が存在する場合は、数１の代わりにそれらの変換要因を考慮
した変換式を用いて補正することにより、同様に原画像の鳥瞰画像化を達成することがで
きる。これは当業者が任意にとりうる手法であるので、詳しい説明を省略する。
【００４９】
　区画線位置変換手段６４１は、区画線候補の位置を上述のような手法で合成鳥瞰画像内
での位置に変換する。合成鳥瞰画像内区画線位置計算手段６４２は合成鳥瞰画像内での区
画線候補の詳細な位置を計算する。区画線上画素検定手段６４３は各区画線候補が区画線
として適しているか否かを合成鳥瞰画像の情報を用いて検定する。
【００５０】
　図８は、図６で示した合成鳥瞰画像内区画線位置計算手段６４２による、区画線候補の
位置の計算を示す概念図である。原画像内区画線候補位置８２０は、区画線位置変換手段
６４１により変換された、合成鳥瞰画像８１０での区画線候補の位置である。合成鳥瞰画
像内区画線位置計算手段６４２では、原画像内区画線候補位置８２０を合成鳥瞰画像の手
前切片とし、角度を区画線角度範囲８３０内のいずれかであるとすることにより、合成鳥
瞰画像内での合成鳥瞰画像内区画線候補位置を表現する。
【００５１】
　角度の決定については、角度での位置における合成鳥瞰画像内区画線候補位置もしくは
その周辺における合成鳥瞰画像内の画素値の和が最大となる角度として決定する。たとえ
ば、区画線角度範囲８３０を±３０度とし、１度刻みで角度を変化させた場合の合成鳥瞰
画像内区画線候補位置もしくはその周辺、例えば合成鳥瞰画像内区画線候補位置を中心線
とした左右２０cmの範囲、における合成鳥瞰画像内の画素値の和をそれぞれ計算し、最大
の画素値の和をとる角度として決定する。
【００５２】
　ここで、合成鳥瞰画像内区画線候補位置の決定における評価値は画素値の和に限るもの
ではなく、合成鳥瞰画像内区画線候補位置もしくはその周辺における合成鳥瞰画像内の画
素の配置について、なんらかの区画線らしさを表現する値であればよい。
【００５３】
　区画線上画素検定手段６４３は、合成鳥瞰画像内区画線候補位置もしくはその周辺にお
ける合成鳥瞰画像内の画素に基づいて、各区画線候補が区画線として適しているか否かを
検定する。ここで、検定のための評価値としては、例えば、合成鳥瞰画像内区画線位置計
算手段６４２において計算した合成鳥瞰画像内区画線候補位置の決定における画素値の和
を用いることができる。
【００５４】
　すなわち、画素値の和が予め定められた閾値以上である場合、対象各区画線候補が区画
線として適しているとして検定に合格であるとする。ここで、検定のための評価値は画素
値の和に限るものではなく、合成鳥瞰画像内区画線候補位置もしくはその周辺における合
成鳥瞰画像内の画素の配置について、なんらかの区画線らしさを表現する値であればよい
。また、合成鳥瞰画像内区画線位置計算手段６４２において計算した評価値とは別の評価
値を用いてもよい。
【００５５】
　左右区画線候補選択手段６５１は自車レーンの左右車線区画線について、区画線上画素
検定手段６４３において検定に合格した車線区画線候補の中から、左右車線区画線のそれ
ぞれについて最も適した車線区画線候補を選択する。選択の基準は、例えば、前時刻での
左右車線区画線の位置そのものや予測される位置に最も近い位置のものを選択するように
してもよい。もしくは、前時刻での左右車線区画線の位置に近いある範囲、例えば１ｍ以
内に存在するもので、検定のための評価値が最も大きいものを選択するようにしてもよい
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。さらに、これらの基準を組み合わせて用いることもできる。
【００５６】
　左右区画線位置推定手段６５２は、左右車線区画線のそれぞれについて選択した車線区
画線候補の位置や、前時刻での左右車線区画線の位置等から現時刻での左右車線区画線の
位置を推定する。この推定は、例えば、左右車線区画線のそれぞれについて選択した車線
区画線候補の位置をそのまま現時刻での左右車線区画線の位置として行ってもよい。また
、左右車線区画線の位置について時系列的なフィルタリング手法、例えばカルマンフィル
タ等を用いることによって行ってもよい。
【００５７】
　図９は、図１および６で示した車線認識装置１０の、より詳細な動作を示すフローチャ
ートである。なお、図３のフローチャートで示した動作と同一の動作には、同一の参照番
号を付している。図３で示した動作が図９において複数のステップに分かれる場合は、図
３の参照番号にさらに子番号を付ける形で表している。たとえば図３のステップＳ２００
２が図９では２つのステップに分かれる場合、その各々をステップＳ２００２ａとステッ
プＳ２００２ｂというようにしている。
【００５８】
　処理を開始すると、まず画像入力装置１１０により車線区画線検出の対象となる原画像
が入力される（ステップＳ２００１）。次に、原画像２値化手段６２１が原画像を２値化
し、各画素を前景と背景とに分類する（ステップＳ２００２ａ）。続いてハフ変換手段６
２２によりステップＳ２００２ａで分類された前景の画素を特徴点としたハフ変換により
直線を検出し、車線区画線候補とする（ステップＳ２００２ｂ）。
【００５９】
　画素移動手段６３１は、前時刻の合成鳥瞰画像の画素を前時刻からの自車の移動量に合
わせて移動し、下部に空白部２２を作る。（ステップＳ２００３ａ）。原画像鳥瞰化手段
６３２は、原画像の手前部分２１を鳥瞰画像化する（ステップＳ２００３ｂ）。手前領域
付加手段６３３は、鳥瞰画像化された原画像手前部分２１を鳥瞰画像下部の空白部２２に
付加する（ステップＳ２００３ｃ）。
【００６０】
　さらに、未検定の車線区画線候補が存在する間は次のステップＳ２００５ａからステッ
プＳ２００７までを、未検定の車線区画線が存在しなくなるまで繰り返す（ステップＳ２
００４）。ステップＳ２００５ａでは、区画線位置変換手段６４１が、原画像での検定対
象車線区画線候補位置を合成鳥瞰画像の手前切片位置に変換する。ステップＳ２００５ｂ
では、合成鳥瞰画像内区画線位置計算手段６４２が、検定対象車線区画線位置の合成鳥瞰
画像内での角度を計算し、合成鳥瞰画像内での車線区画線候補位置を求める。
【００６１】
　ステップＳ２００５ｃでは、区画線上画素検定手段６４３が、検定対象車線区画線候補
が車線区画線として適しているか否かの検定評価値を計算する。ステップＳ２００６では
、検定評価値と予め定められた閾値とを比較し、検定評価値が閾値以上であればステップ
Ｓ２００７に進み、閾値より小さければステップＳ２００４に戻る。ステップＳ２００６
では、検定合格候補に検定対象区画線候補を加える。
【００６２】
　さらに、左右区画線候補選択手段６５１が、検定合格候補の中から、左右車線区画線の
それぞれについて最も適した車線区画線候補を選択する（ステップＳ２００８ａ）。続い
て左右区画線位置推定手段６５２が、選択された車線区画線候補を基に、現時刻での左右
車線区画線の位置を推定する（ステップＳ２００８ｂ）。最後に、区画線位置出力手段１
６０がステップＳ２００８において推定された車線区画線位置を出力する（ステップＳ２
００９）。
【００６３】
［第２の実施の形態］
　図１０は、本発明の第２の実施の形態に係る車線認識装置１１の原理的な構成を示すブ
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ロック図である。車線認識装置１１は、制御部１０００と、画像入力装置１１０とから構
成されている。制御部１０００は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、およびＯＳなどによって構成される
コンピュータ装置の主要部であり、鳥瞰画像作成手段１０２０、合成鳥瞰画像作成手段１
０３０、第２合成鳥瞰画像作成手段１０４０、区画線候補検出手段１０５０、区画線位置
推定手段１０６０、区画線位置出力手段１６０という各機能を実行する。
【００６４】
　画像入力装置１１０は、本発明の第１の実施の形態と同一の、カメラなどの装置である
。鳥瞰画像作成手段１０２０は、現時刻の原画像から、予め定められた実世界範囲、例え
ば、前後は自車からの距離が１ｍから８ｍまで、左右はそれぞれ自車から４ｍまで、につ
いて予め定められた精度、例えば縦５ｃｍ、横５ｃｍ精度、で鳥瞰画像を作成する。
【００６５】
　合成鳥瞰画像作成手段１０３０は、複数の異なる時刻において撮影された原画像を基に
合成された鳥瞰画像を作成する。第２合成鳥瞰画像作成手段１０４０は、鳥瞰画像と合成
鳥瞰画像とを基に第２合成鳥瞰画像を作成する。
【００６６】
　区画線候補検出手段１０５０は、第２合成鳥瞰画像から車線区画線の候補となる線の位
置を検出する。区画線位置推定手段１０６０は、車線区画線候補の位置に基づいて車線区
画線の現時刻の位置を推定する。区画線位置出力手段１６０は、本発明の第１の実施の形
態と同様に、区画線位置推定手段１０６０において推定された現時刻の車線区画線位置を
出力する。
【００６７】
　ここでいう第２合成鳥瞰画像とは、鳥瞰画像と合成鳥瞰画像とから新たに作成された鳥
瞰画像であり、鳥瞰画像と合成鳥瞰画像がそれぞれもつノイズを除去するように作成され
るものである。前述のように、合成鳥瞰画像は鳥瞰画像に多く含まれていると考えられる
遠方部分４１３でのノイズを含まず、また鳥瞰画像には合成鳥瞰画像に含まれる異物４１
２などに起因する白線状のノイズ４２２を含まない。このため、これらのノイズを鳥瞰画
像と合成鳥瞰画像とでお互いに相殺するように第２合成鳥瞰画像を作成することが可能で
ある。
【００６８】
　なお、本実施の形態における第２合成鳥瞰画像の代わりに、これにフィルタ等の処理を
施した処理画像を用いてもよい。
【００６９】
　図１１は、図１０で示した車線認識装置１１が実行する処理の概要について書き表した
フローチャートである。まず画像入力装置１１０により車線区画線検出の対象となる原画
像が入力される（ステップＳ２１０１）。次に、鳥瞰画像作成手段１０２０が原画像から
鳥瞰画像を作成し（ステップＳ２１０２）、合成鳥瞰画像作成手段１０３０が合成鳥瞰画
像を作成する（ステップＳ２１０３）。
【００７０】
　さらに、第２合成鳥瞰画像作成手段１０４０が第２合成鳥瞰画像を作成し（ステップＳ
２１０４）、区画線候補検出手段１０５０が第２合成鳥瞰画像から車線区画線候補を検出
し（ステップＳ２１０５）、区画線位置推定手段１０６０により区画線候補の位置を基に
車線区画線位置を推定する（ステップＳ２１０６）。最後に、区画線位置出力手段１６０
がステップＳ２１０６において推定された車線区画線位置を出力する（ステップＳ２１０
７）。
【００７１】
　本実施の形態では、鳥瞰画像と合成鳥瞰画像がそれぞれもつノイズを除去するように作
成される第２合成鳥瞰画像から車線区画線候補を検出するように構成されているため、ノ
イズの影響を抑えて車線区画線を精度良く認識することができる。
【００７２】
　図１０で示した車線認識装置１１は、本発明の第１の実施の形態と同じく、図５で説明
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した形で自車５２０の後部に取り付けられたカメラ５１０が画像入力装置１１０となる。
【００７３】
　図１２は、図１０で示した合成鳥瞰画像作成手段１０３０、区画線候補検出手段１０５
０、および区画線位置推定手段１０６０の、より詳細な構成を示すブロック図である。合
成鳥瞰画像作成手段１０３０は、画素移動手段１２３１と、原画像鳥瞰化手段１２３２と
、手前領域付加手段１２３３とを含む。区画線候補検出手段１０５０は、第２合成鳥瞰画
像２値化手段１２５１と、ハフ変換手段１２５２とを含む。区画線位置推定手段１０６０
は、左右区画線候補選択手段１２６１と、左右区画線位置推定手段１２６２とを含む。
【００７４】
　画素移動手段１２３１、原画像鳥瞰化手段１２３２、および手前領域付加手段１２３３
は、図６で示した本発明の第１の実施の形態の画素移動手段６３１、原画像鳥瞰化手段６
３２、および手前領域付加手段６３３とそれぞれ同一であるので、詳細な説明を省略する
。
【００７５】
　第２合成鳥瞰画像作成手段１２４０は、鳥瞰画像と合成鳥瞰画像とを基に第２合成鳥瞰
画像を作成する。第２合成鳥瞰画像の作成は、例えば以下のように行うことができる。原
画像鳥瞰化手段１２２０および合成鳥瞰画像作成手段１２３０において、鳥瞰画像と合成
鳥瞰画像を同じ実世界範囲、例えば前後は自車からの距離が１ｍから８ｍまで、左右はそ
れぞれ自車から４ｍまで、について同じ精度、例えば縦５ｃｍ、横５ｃｍ精度、で第２合
成鳥瞰画像を作成する。
【００７６】
　その際、第２合成鳥瞰画像も同じ実世界範囲および同じ精度とし、第２合成鳥瞰画像作
成手段１２４０において第２合成鳥瞰画像の各画素値を、対応する鳥瞰画像の画素値と合
成鳥瞰画像の画素値とでより暗い方の値とする。これにより、鳥瞰画像と合成鳥瞰画像と
に別個に現れる高輝度で車線区画線と間違えやすいノイズをお互いに相殺し、第２合成鳥
瞰画像としてノイズの少ない鳥瞰画像を得ることができる。
【００７７】
　なお、第２鳥瞰画像の作成手法は上記に限らず、鳥瞰画像と合成鳥瞰画像とに別個に現
れる車線区画線と間違えやすいノイズをお互いに相殺し、第２合成鳥瞰画像としてノイズ
の少ない鳥瞰画像が得られる手法であればよい。
【００７８】
　第２合成鳥瞰画像２値化手段１２５１は、第２合成鳥瞰画像を、例えば第２合成鳥瞰画
像の階調数が２５６であれば輝度値２００以上の画素を前景、それ以外の画素を背景とす
る、というように第２合成鳥瞰画像を前景と背景とに２値化する。ハフ変換手段１２５２
は第２合成鳥瞰画像において前景とされた画素を基に公知のハフ変換により直線を検出し
、それらの直線を区画線候補とする。
【００７９】
　左右区画線候補選択手段１２６１は自車レーンの左右車線区画線について、区画線候補
検出手段１２５０において検出された車線区画線候補の中から、左右車線区画線のそれぞ
れについて最も適した車線区画線候補を選択する。選択の基準および方法は、図６で示し
た本発明の第１の実施の形態の左右区画線候補選択手段６５１と同様にすることができる
ので、詳細な説明を省略する。
【００８０】
　また、左右区画線位置推定手段１２６２も、図６で示した本発明の第１の実施の形態の
左右区画線位置推定手段６５２と同様の動作を行うようにすることができるので、詳細な
説明を省略する。
【００８１】
　図１３は、図１０および１２で示した車線認識装置１１の、より詳細な動作を示すフロ
ーチャートである。なお、図１１のフローチャートで示した動作と同一の動作には、同一
の参照番号を付している。図１１で示した動作が図１３において複数のステップに分かれ
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る場合は、本発明の第１の実施の形態に係る詳細なフローチャート図９と同様に、図１１
の参照番号にさらに子番号を付ける形で表している。
【００８２】
　まず画像入力装置１１０により車線区画線検出の対象となる原画像が入力される（ステ
ップＳ２１０１）。次に、鳥瞰画像作成手段１０２０が原画像から鳥瞰画像を作成する（
ステップＳ２１０２）。
【００８３】
　さらに、画素移動手段１２３１が前時刻の合成鳥瞰画像の各画素を移動し（ステップＳ
２１０３ａ）、原画像鳥瞰化手段１２３２が原画像の手前部分を鳥瞰画像化し（ステップ
Ｓ２１０３ｂ）、手前領域付加手段１２３３が鳥瞰画像化された原画像手前部分２１を鳥
瞰画像下部の空白部２２に付加する（ステップＳ２１０３ｃ）。
【００８４】
　さらに、第２合成鳥瞰画像作成手段１２４０が鳥瞰画像と合成鳥瞰画像とから第２合成
鳥瞰画像を作成する（ステップＳ２１０４）。第２合成鳥瞰画像２値化手段１２５１が第
２合成鳥瞰画像を２値化し、第２合成鳥瞰画像の各画素を前景と背景とに分類する（ステ
ップＳ２１０５ａ）と、ハフ変換手段１２５２が前景の画素を特徴点としたハフ変換によ
り直線を検出し、車線区画線候補とする（ステップＳ２１０５ｂ）。さらに、左右区画線
候補選択手段１２６１が、車線区画線候補の中から左右区画線のそれぞれについて最も適
した区画線候補を選択する（ステップＳ２１０５ｃ）。
【００８５】
　さらに、左右区画線位置推定手段１２６２が現時刻での左右車線区画線の位置を推定し
（ステップＳ２１０６）、最後に区画線位置出力手段１６０が左右車線区画線の推定位置
を出力する（ステップＳ２１０７）。
【００８６】
［第３の実施の形態］
　図１４は、本発明の第３の実施の形態に係る車線認識装置１２の原理的な構成を示すブ
ロック図である。車線認識装置１２は、制御部１４００と、画像入力装置１１０とから構
成されている。制御部１４００は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、およびＯＳなどによって構成される
コンピュータ装置の主要部であり、区画線候補検出手段１４２０、合成鳥瞰画像作成手段
１４３０、区画線候補検定手段１４４０、区画線位置推定手段１４５０、区画線種判定手
段１４６０、区画線位置出力手段１６０という各機能を実行する。
【００８７】
　画像入力装置１１０は、本発明の第１および第２の実施の形態と同一の、カメラなどの
装置である。区画線候補検出手段１４２０は、原画像もしくは原画像から生成される鳥瞰
画像から、車線区画線の候補となる線の位置を検出する。合成鳥瞰画像作成手段１４３０
は、複数の異なる時刻において撮影された原画像を基に合成された鳥瞰画像を作成する。
【００８８】
　区画線候補検定手段１４４０は、区画線候補検出手段１４２０において検出された車線
区画線候補について、合成鳥瞰画像作成手段１４３０において作成された合成鳥瞰画像内
の車線区画線候補位置周辺の情報に基づいて車線区画線として適しているか否かを検定す
る。
【００８９】
　区画線位置推定手段１４５０は、区画線候補検定手段１４４０において車線区画線とし
て適していると検定された車線区画線候補の位置に基づいて車線区画線の現時刻の位置を
推定する。区画線種判定手段１４６０は、区画線位置推定手段１４５０により推定された
車線区画線の位置周辺の合成画像もしくは原画像もしくは原画像から生成される鳥瞰画像
の情報に基づいて車線区画線の線種、例えば実線や破線、の判定を行う。
【００９０】
　区画線位置出力手段１６０は、本発明の第１および第２の実施の形態と同様に、区画線
位置推定手段１４５０において推定された現時刻の車線区画線位置および区画線種判定手
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段１４６０において判定された車線区画線種を出力する。
【００９１】
　以上の説明からわかるように、図１４に示された車線認識装置１２は、図１に示された
本発明の第１の実施の形態に係る車線認識装置１０に、区画線種判定手段１４６０が付加
されたものであると言える。区画線候補検出手段１４２０、合成鳥瞰画像作成手段１４３
０、区画線候補検定手段１４４０、区画線位置推定手段１４５０、は、本発明の第１の実
施の形態に係る区画線候補検出手段１２０、合成鳥瞰画像作成手段１３０、区画線候補検
定手段１４０、区画線位置推定手段１５０と各々同一である。
【００９２】
　図１５は、図１４で示した車線認識装置１２が実行する処理の概要について書き表した
フローチャートである。まず画像入力装置１１０により車線区画線検出の対象となる原画
像が入力される（ステップＳ２２０１）。次に、区画線候補検出手段１４２０が車線区画
線の候補を検出し（ステップＳ２２０２）、合成鳥瞰画像作成手段１４３０が合成鳥瞰画
像を作成する（ステップＳ２２０３）。
【００９３】
　さらに、未検定の車線区画線候補が存在する間は以下に示すステップＳ２２０５～２２
０７を、未検定の車線区画線が存在しなくなるまで繰り返す（ステップＳ２２０４）。ス
テップＳ２２０５では、区画線候補検定手段１４４０が、合成鳥瞰画像内の検定対象車線
区画線候補周辺の情報から、検定対象車線区画線が車線区画線として適しているか否かを
検定する。ステップＳ２２０５における「検定」の詳細については後述する。
【００９４】
　ステップＳ２２０６において、検定に合格していれば区画線候補検定手段１４４０が検
定対象車線区画線候補を検定合格候補に加え（ステップＳ２２０７）、不合格であればス
テップＳ２２０４に戻る。さらに、区画線位置推定手段１４５０が、検定に合格した車線
区画線候補の位置を基に現時刻における車線区画線位置を推定し（ステップＳ２２０８）
、区画線種判定手段１４６０が推定車線区画線位置を基に車線区画線の線種を判定する（
ステップＳ２２０９）。最後に、区画線位置出力手段１６０によりステップＡ８において
推定された車線区画線位置および線種を出力する（ステップＳ２２１０）。
【００９５】
　以上の説明からわかるように、図１５のフローチャートのステップＳ２２０１～２２０
８は、図３で示した本発明の第１の実施の形態に係るフローチャートのステップＳ２００
１～２００８と同一である。車線区画線の線種を判定するステップＳ２２０９が、その後
に付加されたものであるとも言える。
【００９６】
　本実施の形態では、本発明の第１の実施の形態と同様に車線区画線を精度良く認識する
ことができるのみならず、車線区画線位置に基づく車線区画線種も精度良く判定すること
ができる。
【００９７】
　図１６は、図１４で示した区画線種判定手段１４６０の、より詳細な構成を示すブロッ
ク図である。区画線種判定手段１４６０は、合成鳥瞰画像２値化手段１６６１と、区画線
上連結前景長算出手段１６６２と、実線・破線判定手段１６６３とを含む。なお、図１４
で示した区画線候補検出手段１４２０、合成鳥瞰画像作成手段１４３０、区画線候補検定
手段１４４０、区画線位置推定手段１４５０の詳細な構成は、各々図６で示した区画線候
補検出手段１２０、合成鳥瞰画像作成手段１３０、区画線候補検定手段１４０、区画線位
置推定手段１５０と同一であるので、説明を省略する。
【００９８】
　合成鳥瞰画像２値化手段１６６１は、ステップＳ２２０８までの工程で得られた合成鳥
瞰画像を、例えば合成鳥瞰画像の階調数が２５６であれば輝度値２００以上の画素を前景
、それ以外の画素を背景とする、というように合成鳥瞰画像を前景と背景とに２値化する
。
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【００９９】
　区画線上連結前景長算出手段１６６２は、左右区画線位置推定手段１６５２において位
置を推定された左右区画線上に存在する合成鳥瞰画像の前景画素について、例えば８近傍
の意味での連結集合に区分けをし、それらの連結集合で最大の画素数を区画線上連結前景
長として算出する。
【０１００】
　実線・破線判定手段１６６３は、区画線上連結前景長が予め定められた閾値以上、例え
ば２００画素以上、の場合に車線区画線は実線であると判定し、閾値より小さい場合には
車線区画線は破線であると判定する。
【０１０１】
　図１７は、図１４および１６で示した車線認識装置１２の、より詳細な動作を示すフロ
ーチャートである。なお、前述のようにステップＳ２２０１～２２０８は図３で示した本
発明の第１の実施の形態に係るフローチャートのステップＳ２００１～２００８と同一で
あるので、詳細な説明を省略する。
【０１０２】
　また、図１５のフローチャートで示した動作と同一の動作には、同一の参照番号を付し
ている。図１５で示した動作が図１７において複数のステップに分かれる場合は、本発明
の第１および第２の実施の形態と同様に、図１５の参照番号にさらに子番号を付ける形で
表している。
【０１０３】
　ステップＳ２２０８までの工程で得られた合成鳥瞰画像に対して、合成鳥瞰画像２値化
手段１６６１は合成鳥瞰画像を２値化し、各画素を前景と背景とに分類する（ステップＳ
２２０９ａ）。続いて、区画線上連結前景長算出手段１６６２は左右区画線上での前景の
連結集合の中で最大の画素数を区画線上連結前景長として算出する（ステップＳ２２０９
ｂ）。
【０１０４】
　さらに、実線・破線判定手段１６６３は区画線上連結前景長と予め定められた閾値を比
較し、区画線上連結前景長が予め定められた閾値以上の場合に車線区画線は実線であると
判定し、閾値より小さい場合には車線区画線は破線であると判定する（ステップＳ２２０
９ｃ）。最後に、区画線位置出力手段１６０が推定された車線区画線位置および判定され
た車線区画線種を出力する（ステップＳ２２１０）。
【０１０５】
　図１４に示された車線認識装置１２は、本発明の第１の実施の形態に係る車線認識装置
１０に区画線種判定手段１４６０が付加されたものであるが、これと同様に図１０に示さ
れた本発明の第２の実施の形態に係る車線認識装置１１に区画線種判定手段１４６０を付
加することもできる。
【０１０６】
　これまで本発明について図面に示した特定の実施の形態をもって説明してきたが、本発
明は図面に示した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の効果を奏する限り、こ
れまで知られたいかなる構成であっても採用することができることは言うまでもないこと
である。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
　画像からの車線区画線位置推定および車線区画線の種別判定といった用途に適用可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る車線認識装置の原理的な構成を示すブロック図
である。
【図２】図１で示した合成鳥瞰画像作成手段によって行われる合成鳥瞰画像の生成につい
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て示す概念図である。
【図３】図１で示した車線認識装置が実行する処理の概要について書き表したフローチャ
ートである。
【図４】図２で示した合成鳥瞰画像の作成で、原画像に含まれるノイズの一例を示す概念
図である。
【図５】図１で示した車線認識装置を、実際に車両に実装する例を示す概念図である。
【図６】図１で示した区画線候補検出手段、合成鳥瞰画像作成手段、区画線候補検定手段
、および区画線位置推定手段の、より詳細な構成を示すブロック図である。
【図７】図６で示した原画像鳥瞰化手段による原画像の鳥瞰画像化の原理について説明す
るイメージ図である。
【図８】図６で示した合成鳥瞰画像内区画線位置計算手段による、区画線候補の位置の計
算を示す概念図である。
【図９】図９は、図１および６で示した車線認識装置の、より詳細な動作を示すフローチ
ャートである。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係る車線認識装置の原理的な構成を示すブロック
図である。
【図１１】図１０で示した車線認識装置が実行する処理の概要について書き表したフロー
チャートである。
【図１２】図１０で示した合成鳥瞰画像作成手段、区画線候補検出手段、および区画線位
置推定手段の、より詳細な構成を示すブロック図である。
【図１３】図１０および１２で示した車線認識装置の、より詳細な動作を示すフローチャ
ートである。
【図１４】本発明の第３の実施の形態に係る車線認識装置の原理的な構成を示すブロック
図である。
【図１５】図１４で示した車線認識装置１２が実行する処理の概要について書き表したフ
ローチャートである。
【図１６】図１４で示した区画線種判定手段の、より詳細な構成を示すブロック図である
。
【図１７】図１４および１６で示した車線認識装置の、より詳細な動作を示すフローチャ
ートである。
【図１８】特許文献１に記載された従来の車線認識装置の構成の一例を示す概念図である
。
【図１９】図１８で示された車線認識装置の動作を示す概念図である。
【符号の説明】
【０１０９】
　１０、１１、１２　車線認識装置
　１００、１０００、１４００　制御部
　１１０　画像入力装置
　１２０、１４２０　区画線候補検出手段
　１３０、１４３０　合成鳥瞰画像作成手段
　１４０、１４４０　区画線候補検定手段
　１５０、１４５０　区画線位置推定手段
　１６０　区画線位置出力手段
　６２１　原画像２値化手段
　６２２　ハフ変換手段
　６３１　画素移動手段
　６３２　原画像鳥瞰化手段
　６３３　手前領域付加手段
　６４１　区画線位置変換手段
　６４２　合成鳥瞰画像内区画線位置計算手段
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　６４３　区画線上画素検定手段
　６５１　左右区画線候補選択手段
　６５２　左右区画線位置推定手段
　１０２０　鳥瞰画像作成手段
　１０３０　合成鳥瞰画像作成手段
　１０４０　第２合成鳥瞰画像作成手段
　１０５０　区画線候補検出手段
　１０６０　区画線位置推定手段
　１２３１　画素移動手段
　１２３２　原画像鳥瞰化手段
　１２３３　手前領域付加手段
　１２５１　第２合成鳥瞰画像２値化手段
　１２５２　ハフ変換手段
　１２６１　左右区画線候補選択手段
　１２６２　左右区画線位置推定手段
　１４６０　区画線種判定手段
　１６６１　合成鳥瞰画像２値化手段
　１６６２　区画線上連結前景長算出手段
　１６６３　実線・破線判定手段

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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