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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両が走行している車線の区画線に対して前記自車両が所定の位置となるように前記
自車両の走行を制御する走行制御方法であって、
　前記区画線が検出されていた状態から前記区画線が検出されない状態になった場合、過
去に検出された前記区画線の位置に基づいて仮想区画線を推定し、前記仮想区画線に対し
て前記自車両が所定の位置となるように前記自車両の走行を制御し、
　前記車線において前記自車両の前方に存在する先行車を検出している場合、過去に検出
された、前記先行車に対する前記区画線の相対位置に基づいて前記仮想区画線を推定する
ことを特徴とする走行制御方法。
【請求項２】
　前記自車両が停止した場合に、前記過去に検出された区画線の位置を記憶し、前記自車
両が発進する際に、前記区画線が検出されない場合、前記過去に検出された区画線の位置
に基づいて仮想区画線を推定し、前記仮想区画線に対して前記自車両が所定の位置となる
ように前記自車両の走行を制御することを特徴とする請求項１に記載の走行制御方法。
【請求項３】
　前記先行車に対する前記区画線の相対位置は、前記先行車の側方における前記区画線ま
での距離の位置であることを特徴とする請求項１または２に記載の走行制御方法。
【請求項４】
　前記自車両と前記先行車との距離が、所定距離以下である場合に前記仮想区画線を推定
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することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の走行制御方法。
【請求項５】
　前記自車両が、高速道路を走行する場合に前記仮想区画線を推定することを特徴とする
請求項１～４のいずれか一項に記載の走行制御方法。
【請求項６】
　前記区画線が、所定時間検出されない場合は、前記仮想区画線の推定を中止することを
特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の走行制御方法。
【請求項７】
　自車両が走行している車線の区画線に対して前記自車両が所定の位置となるように前記
自車両の走行を制御する車両制御回路と、
　前記区画線が検出されていた状態から前記区画線が検出されない状態になった場合、過
去に検出された前記区画線の位置に基づいて仮想区画線を推定する区画線推定回路とを備
え、
　前記車両制御回路は、前記区画線が検出されていた状態から前記区画線が検出されない
状態になった場合、前記仮想区画線に対して前記自車両が所定の位置となるように前記自
車両の走行を制御し、
　前記区画線推定回路は、前記車線において前記自車両の前方に存在する先行車を検出し
ている場合、過去に検出された、前記先行車に対する前記区画線の相対位置に基づいて前
記仮想区画線を推定することを特徴とする走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の走行を制御する走行制御方法及び走行制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　路面に描画された区画線を認識し、区画線により定義される車線に沿って車両を走行さ
せ、区画線が認識されない場合には先行車を追従するように車両を走行させる技術が知ら
れている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２０６２７５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、単に先行車に追従すると、先行車が車線に沿って走行しない場合には、
車線の幅方向において所定の位置を保つように走行できない場合がある。これにより、車
線に沿って車両を走行させる所謂レーンキープ制御の精度が悪化する可能性がある。
【０００５】
　本発明は、上記問題点を鑑み、レーンキープ制御の精度を向上することができる走行制
御方法及び走行制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る走行制御方法は、車線の区画線が検出されていた状態から車線の
区画線が検出されない状態になった場合、過去に検出された区画線の位置に基づいて仮想
区画線を推定し、仮想区画線に対して自車両が所定の位置となるように走行を制御する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、レーンキープ制御の精度を向上することができる走行制御方法及び走
行制御装置を提供できる。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る走行制御装置の基本的な構成を説明するブロッ
ク図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る走行制御装置を用いた走行制御方法の一例を示
すフローチャートである。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る走行制御装置を用いた走行制御方法を適用する
場面を図示した一例である。
【図４】図４は、本発明の実施形態に係る走行制御装置を用いた走行制御方法において、
先行車との車間距離が小さい場面を図示した一例である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。図面の記載において、同一又は類似の
部分には同一又は類似の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１０】
　図１は、本発明の実施形態に係る走行制御システム１の構成を示すブロック図である。
走行制御システム１は、車両駆動コントローラ３と、エンジンコントローラ５と、カメラ
７と、通信ユニット９と、ＧＰＳ受信機１１と、レーダ１５と、車速センサ１７と、スイ
ッチ１８とを備える。また、走行制御システム１は、運転支援コントローラ１９と、ディ
スプレイ２１と、スピーカ２３と、ブレーキアクチュエータ２４と、ステアリングアクチ
ュエータ２５とを備える。走行制御システム１は、自車両に搭載されており、自車両には
アダプティブクルーズコントロール等の自車両前方の先行車に対して追従走行するシステ
ムが装備されている。
【００１１】
　車両駆動コントローラ３は、アンチロックブレーキシステムやトラクションコントロー
ルシステム、ビークルダイナミクスコントロール等の車両の駆動を制御するシステムを備
えている。エンジンコントローラ５は、エンジンの制御を行うコントローラである。カメ
ラ７は、自車両の前方の画像を撮影して、先行車や車線の区画線を含む画像を取得するイ
メージセンサである。カメラ７で撮像された画像は、先行車との車間距離や相対速度、区
画線の位置等の情報を取得するために使用される。通信ユニット９は、路車間通信や携帯
電話回線を使った情報通信サービスの送受信を行う通信機である。ＧＰＳ受信機１１は、
自車両の緯度、経度、高度の情報を衛星から受信する。レーダ１５は、例えばミリ波セン
サを用いて先行車と自車両との間の車間距離や相対速度を測定する。車速センサ１７は、
自車両の車速を計測する。スイッチ１８は、自車両が走行している車線の区画線に対して
自車両が所定の位置となるように自車両の走行を制御するレーンキープモードのオンオフ
を切り替えるためのスイッチであり、自車両の運転者により操作される。なお、レーンキ
ープモードは、運転者の運転操作の介入によってもオフに切り替わる。
【００１２】
　運転支援コントローラ１９は、アダプティブクルーズコントロールや緊急ブレーキ、オ
ートホールドブレーキ等の運転支援システムの制御を行う。さらに、アダプティブクルー
ズコントロールにステアリング制御機能を追加したシステムを備えていてもよい。運転支
援コントローラ１９は、カメラ７やレーダ１５を用いて先行車の有無や区画線の検知（レ
ーン検知）、車間距離、自車両または区画線に対する先行車の横位置を計測し、エンジン
コントローラ５、ブレーキアクチュエータ２４、ステアリングアクチュエータ２５等に指
令を送って自車両の加減速や操舵の制御を行う。運転支援コントローラ１９は、先行車が
いない場合は、設定車速を一定に保って走行する車速制御を行い、先行車がいる場合は先
行車との車間距離を一定に保って走行する車間維持制御を行う。先行車が止まった場合に
は、自車両も停止して停止保持制御を行う。なお、本実施形態では、運転者による操作を
必要とする運転支援システムを例に説明するが、運転者による操作をより低減した自動運
転システムでも適応できる。
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【００１３】
　ディスプレイ２１は、アダプティブクルーズコントロールや緊急ブレーキ、オートホー
ルドブレーキ等のシステム状態を表示する。スピーカ２３は、アダプティブクルーズコン
トロールや緊急ブレーキ、オートホールドブレーキ等からの情報提示や警告の際に、表示
とともに音声を出力する。ブレーキアクチュエータ２４は、運転支援コントローラ１９か
らの指示を受けて自車両の制動制御のためのブレーキ操作を行う。ステアリングアクチュ
エータ２５は、運転支援コントローラ１９からの指示を受けて自車両の横位置制御のため
のステアリング操作を行う。
【００１４】
　走行制御装置１００は、運転支援コントローラ１９と一体型のコントローラとして自車
両に搭載されている。走行制御装置１００は、自車両が走行している車線を認識し、車線
の区画線に対して自車両が所定の位置（例えば、左右の区画線の中央位置）となるように
自車両の走行を制御する。具体的には、走行制御装置１００は、自車両の横位置が車線の
区画線に対して所定の位置になるように、車両の操舵或いは制動の少なくも一方を制御す
る。ここでは、走行制御装置１００が、ステアリングアクチュエータ２５に対して制御信
号を送信することにより、車両の操舵を制御する場合を例に取り説明を続ける。
【００１５】
　走行制御装置１００は、例えば、ＣＰＵ（中央処理装置）、メモリ、及び入出力部を備
える汎用のマイクロコンピュータである。マイクロコンピュータを走行制御装置１００と
して機能させるためのコンピュータプログラム（走行制御プログラム）を、マイクロコン
ピュータにインストールして実行する。これにより、汎用のマイクロコンピュータは、走
行制御装置１００として機能する。なお、ここでは、ソフトウェアによって走行制御装置
１００を実現する例を示すが、もちろん、以下に示す各情報処理を実行するための専用の
ハードウェアを用意して、走行制御装置１００を構成することも可能である。また、走行
制御装置１００に含まれる複数のユニット（１１０、１２０、１３０）を個別のハードウ
ェアにより構成してもよい。更に、走行制御装置１００のみならず、車両駆動コントロー
ラ３、エンジンコントローラ５、運転支援コントローラ１９の各々も、同様にして、ソフ
トウェア或いは専用のハードウェアとして実現可能である。更に、走行制御装置１００は
、車両にかかわる他の制御に用いる電子制御ユニット（ＥＣＵ）と兼用してもよい。
【００１６】
　走行制御装置１００は、認識処理部１１０と、相対位置記憶部１２０と、区画線推定部
１３０と、車両制御部１４０とを備える。認識処理部１１０は、カメラ７により取得され
た画像から、自車両が走行する車線（自車線）を区画する区画線を認識する。認識処理部
１１０は、例えば、レーダ１５により取得された自車両に対する先行車の相対位置と、カ
メラ７により取得された自車両に対する先行車及び区画線の相対位置とに基づいて、先行
車に対する区画線の相対位置を算出する。相対位置記憶部１２０は、認識処理部１１０に
より算出された、先行車に対する区画線の相対位置を記憶する。区画線推定部１３０は、
自車両の前方に先行車が存在し、区画線が検出されない場合、過去に検出された、自車両
に対する区画線の相対位置に基づいて、仮想区画線を推定する。本実施形態において、「
過去」とは、走行中では、区画線が検出されなくなった時刻の直前（例えば数秒以内）の
間を意味し、停車中では、停車した時点から発進するまでの間を意味する。要するに、過
去の時点でも現時点でも自車に対する区画線の位置が大きく変化していないと推定される
間であれば、適用することができる。車両制御部１４０は、認識処理部１１０により認識
された区画線又は区画線推定部１３０により推定された仮想区画線に対して、自車両の横
位置が所定の位置になるように、自車両の走行、例えば自車両の操舵を制御する。具体的
に、車両制御部１４０は、ステアリングアクチュエータ２５に対して制御信号を送信する
ことにより、ステアリングアクチュエータ（モータ）２５が出力する操舵トルクを制御す
る。これにより、走行制御装置１００は、自車両の操舵を制御することができる。
【００１７】
　図２を参照して、走行制御装置１００を用いた走行制御方法の一例を説明する。図２の
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フローチャートに示す一連の処理は、レーンキープモードに移行することにより開始され
、レーンキープモードの間、所定の周期で繰り返し実行される。以下において、図３に示
すように、自車両Ａが走行する車線において、先行車Ｂが自車両Ａの前方の所定の距離範
囲を走行する場面について説明する。
【００１８】
　ステップＳ１において、認識処理部１１０は、カメラ７により取得される画像及びレー
ダ１５により取得される測距データの少なくとも何れかから、自車両Ａの前方の先行車Ｂ
を検出する。具体的には、認識処理部１１０は、自車両Ａに対する先行車Ｂの相対位置を
検出する。
【００１９】
　ステップＳ２において、認識処理部１１０は、自車両Ａの前方を撮像するカメラ７によ
り取得される画像から、自車両Ａが走行する車線の区画線Ｐが検出されたか否かを判定す
る。区画線Ｐが検出された場合、ステップＳ３に処理を進める。
【００２０】
　ステップＳ３において、認識処理部１１０は、ステップＳ１で検出された、自車両Ａに
対する先行車Ｂの相対位置と、ステップＳ２で検出された区画線Ｐとに基づいて、先行車
Ｂに対する区画線Ｐの相対位置を算出し、相対位置記憶部１２０に記憶させる。なお、相
対位置記憶部１２０に記憶される相対位置は、認識処理部１１０により相対位置が算出さ
れる毎に、所定の周期で更新される。これにより、相対位置記憶部１２０は、常に直近の
先行車Ｂに対する区画線Ｐの相対位置を記憶することができる。
【００２１】
　ステップＳ４において、車両制御部１４０は、ステップＳ２で検出された区画線Ｐに基
づいて、自車両Ａの走行を制御する。具体的には、車両制御部１４０は、認識処理部１１
０により検出された区画線Ｐに対して自車両Ａが所定の位置となるように、ステアリング
アクチュエータ２５を制御することにより自車両Ａの操舵を制御する。
【００２２】
　一方、例えば図４に示すように、自車両Ａと先行車Ｂとの車間距離が所定値以下になる
と、区画線Ｐの少なくとも一部が先行車Ｂにより遮蔽され、カメラ７を用いて検出するこ
とができない場合がある。このように、ステップＳ２において、区画線Ｐが検出されない
場合、ステップＳ５に処理を進める。
【００２３】
　ステップＳ５において、区画線推定部１３０は、相対位置記憶部１２０に記憶された相
対位置に基づいて、仮想区画線Ｒを推定する。例えば、相対位置記憶部１２０が、先行車
Ｂに対する区画線Ｐの相対位置として、先行車Ｂの側方における距離Ｑを記憶していると
する。この場合、区画線推定部１３０は、現在の処理周期のステップＳ１で認識処理部１
１０により検出された先行車Ｂの側方における距離Ｑの位置に、自車両Ａ又は先行車Ｂの
進行方向に沿う仮想区画線Ｒを推定する。
【００２４】
　ステップＳ６において、車両制御部１４０は、ステップＳ５で推定された仮想区画線Ｒ
に基づいて、自車両Ａの走行を制御する。具体的には、車両制御部１４０は、区画線推定
部１３０により検出された仮想区画線Ｒに対して自車両Ａが所定の位置となるように、ス
テアリングアクチュエータ２５を制御することにより自車両Ａの操舵を制御する。仮想区
画線に対して自車両が所定の位置となるように自車両の走行制御を開始してから、所定区
間（時間もしくは距離）で、区画線が検出されない場合には、走行制御を停止するように
してもよい。時間が経過すると、仮想区画線と実際の区画線とが乖離してしまう可能性が
あるため、走行制御を停止することによって、レーンキープ制御への影響を抑制できる。
【００２５】
　例えば、カメラ７が自車両Ａの車室内に設置される場合、自車両Ａと先行車Ｂとの車間
距離が所定値以下になると、カメラ７の画角内に自車両Ａが走行する車線の区画線が含ま
れず、区画線が検出されない可能性がある。同様に、自車両Ａが高速道路を走行する場合



(6) JP 6614353 B2 2019.12.11

10

20

30

40

50

、区画線の破線の間隔が一般道より広いため、停止時又は低速走行時において、区画線が
検出されない可能性がある。
【００２６】
　本発明の実施形態に係る走行制御装置１００によれば、車線の区画線が検出されていた
状態から検出されない状態になった場合、過去に検出された区画線の位置に基づいて仮想
区画線を推定する。これにより、自車両は、仮想区画線に対して所定の位置を維持した状
態で走行することができ、レーンキープ制御の精度を向上することができる。
【００２７】
　また、本発明の実施形態に係る走行制御装置１００によれば、自車両が走行する車線の
区画線が検出されない場合、現在検出される自車両に対する先行車の相対位置と、過去に
検出された、先行車に対する区画線の相対位置とに基づいて仮想区画線を推定する。これ
により、先行車が車線の幅方向において偏って走行する場合であっても、自車両は、仮想
区画線に対して所定の位置を維持した状態で走行することができ、レーンキープ制御の精
度を向上することができる。また、先行車の陰となり車線が検出できない場合は、先行車
との車間が詰まった状態である可能性が高い。この状態は、所定時間後の自車両の、車線
の延伸方向における位置が、先行車の位置となる可能性が高く、そのように推定可能であ
るため、レーンキープ制御の精度をより向上することができる。
【００２８】
　また、走行制御装置１００によれば、自車両が停止した場合に、過去に検出された区画
線の位置を記憶し、自車両が発進する際に区画線が検出されない場合、記憶された区画線
の位置に基づいて仮想区画線を推定する。これにより、自車両は、区画線が検出されない
場合であっても、高いレーンキープ制御の精度を維持した状態で走行を開始することがで
きる。
【００２９】
　また、走行制御装置１００によれば、赤信号の手前や渋滞において停止し、区画線が検
出されない状態で先行車に追従して自動的に発進する場合であっても、過去に検出された
、先行車に対する区画線の相対位置に基づいて仮想区画線を推定する。これにより、自車
両は、区画線が検出されない場合であっても、高いレーンキープ制御の精度を維持した状
態で走行を開始することができる。
【００３０】
　上記のように、本発明の実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び
図面は本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々
な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００３１】
　例えば、車両制御部１４０は、ステアリングアクチュエータ２５の代わりにブレーキア
クチュエータ２４を用いて、自車両の操舵に相当する制御を行うようにしてもよい。すな
わち、ブレーキアクチュエータ２４は、自車両の走行中に左右のブレーキを非対称にかけ
ることにより、自車両を左右に旋回させることができる。
【００３２】
　また、認識処理部１１０が検出する区画線は、路面にペイントされた区画線に限るもの
でなく、車線の境界であればよい。すなわち、認識処理部１１０が検出する区画線は、路
肩、縁石、ガードレール等の道路構造物を含む。縁石等の立体的な区画線を検出する場合
、認識処理部１１０は、レーダ１５により取得される３次元測距データから、区画線を検
出するようにすればよい。
【００３３】
　　上述の実施形態に記載される各機能は、１または複数の処理回路により実装され得る
。処理回路は、電気回路を含む処理装置等のプログラムされた処理装置を含む。処理回路
は、また、記載された機能を実行するようにアレンジされた特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）や回路部品等の装置を含む。
【００３４】
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　上記の他、上記の実施形態において説明される各構成を任意に応用した構成等、本発明
はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論である。したがって、本
発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によっての
み定められるものである。
【００３５】
　特願２０１６－１３８０２７号（出願日：２０１６年７月１２日）の全内容は、ここに
援用される。
【符号の説明】
【００３６】
７　カメラ（センサ）
１５　レーダ（センサ）
１１０　認識処理部（認識処理回路）
１２０　相対位置記憶部
１３０　区画線推定部（区画線推定回路）
１４０　車両制御部（車両制御回路）
２４　ブレーキアクチュエータ
２５　ステアリングアクチュエータ

【図１】 【図２】
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