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(57)【要約】
【課題】片側複数車線の道路を走行している自車の走行
車線を迅速且つ正確に判定することができる車線判定装
置を提供する。
【解決手段】車線判定装置１００は、片側複数車線道路
Ｂの進入口に予め設定された基準位置４０２、５０２を
検出し、その基準位置４０２、５０２からの進入距離Ｌ
と地図情報に基づいて、自車４００が片側複数車線道路
Ｂの走行車線Ｂ１～Ｂ３のいずれを走行しているのかを
判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一方向に複数の車両走行帯がある片側複数車線道路の外から該片側複数車線道路に車
両旋回により進入した自車の前記片側複数車線上における走行車線を判定する車線判定装
置であって、
　外部信号に基づいて自車位置を検出する自車位置検出部と、
　該自車位置検出部により検出された自車位置に基づいて自車位置周辺の地図情報を取得
する地図情報取得部と、
　前記片側複数車線道路の進入口周辺に予め設定された基準位置を検出する基準位置検出
部と、
　該基準位置検出部によって検出した基準位置から前記片側複数車線道路上の自車位置ま
での道路幅方向移動距離を演算する道路幅方向移動距離演算部と、
　該道路幅方向移動距離演算部により演算した道路幅方向移動距離と、前記地図情報取得
部により取得した地図情報に基づいて前記自車の前記走行車線を判定する車線判定部と、
　を有することを特徴とする車線判定装置。
【請求項２】
　前記地図情報には、前記片側複数車線の車線数、車線幅、及び前記基準位置から前記片
側複数車線までの道路幅方向に沿ったオフセット距離の各情報が含まれていることを特徴
とする請求項１に記載の車線判定装置。
【請求項３】
　自車の車速を検出する車速検出部と、自車の方位の変化量を検出する自車方位変化量検
出部と、前記車速および前記自車方位の変化量に基づいて前記基準位置からの走行軌跡を
演算する走行軌跡演算部を備え、
　前記車線判定部は、前記走行軌跡演算部により演算した走行軌跡を用いて前記道路幅方
向移動距離を演算することを特徴とする請求項１または２に記載の車線判定装置。
【請求項４】
　前記車線判定部は、前記自車方位変化量検出部により検出した自車方位の変化量が予め
設定された第一の基準角度以上となった場合に、前記車両旋回が行われていると判断する
ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の車線判定装置。
【請求項５】
　前記車線判定部は、前記片側複数車線道路の方位と前記自車方位との差が予め設定され
た第二の基準角度以下となった場合に、前記車両旋回が終了したと判断することを特徴と
する請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の車線判定装置。
【請求項６】
　前記基準位置検出部は、道路標示の位置を前記基準位置として検出することを特徴とす
る請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の車線判定装置。
【請求項７】
　前記基準位置検出部は、道路標識の位置を前記基準位置として検出することを特徴とす
る請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の車線判定装置。
【請求項８】
　前記基準位置検出部は、道路白線形状の特徴点の位置、縁石またはガードレールを含む
道路端の位置、建物の境界を含む道路外の特徴点の位置の少なくとも一つを前記基準位置
として検出することを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の車線判定
装置。
【請求項９】
　前記基準位置検出部は、自車に搭載された撮像装置で撮像された画像に基づき前記基準
位置を検出することを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の車線判定
装置。
【請求項１０】
　前記基準位置検出部は、道路側に設置された通信機からの通信を受信することにより前
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記基準位置を検出することを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の車
線判定装置。
【請求項１１】
　前記車線判定部は、
　前記道路幅方向移動距離演算部により演算された前記道路幅方向移動距離から前記オフ
セット距離を減算することによって前記片側複数車線道路の外端からの距離である路車間
距離を演算する路車間距離演算部と、
　該路車間距離演算部により演算された路車間距離と前記地図情報取得部により取得した
前記地図情報の車線幅と車線数の情報に基づいて前記自車の走行車線を推定する車線推定
部とを有することを特徴とする請求項２から請求項１０のいずれか一項に記載の車線判定
装置。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１に記載の車線判定装置を有するナビゲーションシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、いわゆる片側二車線や片側三車線などの、同一方向に複数の車両通行帯があ
る道路（以下、片側複数車線道路と称する）を自車が走行している場合に、自車がいずれ
の車線（車両通行帯）を走行しているのかを判定する車線判定装置及びナビゲーションシ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車に搭載されるナビゲーションシステムは、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ：全地球測位システム）やジャイロシステム等の自律的な手法
により検出される自車位置を、その付近の地図情報とともに表示する機能を有する。
【０００３】
　そして、ナビゲーションシステムに表示される自車位置が実際の自車位置と近いほど、
位置精度は高くなり、高精度な自車位置を出力することで、乗員は実際の自車位置におけ
る適切な道路情報を把握することができる。
【０００４】
　従来のナビゲーションシステムは、自車位置の推定精度が低く、例えば片側複数車線道
路を自車が走行している場合に、自車がいずれの車線を走行しているのかを判定すること
は困難であった。従って、高速道路における分岐の案内や交差点における進行方向の案内
を行う場合、車線毎に異なる経路誘導を行うことができずに、乗員に対しての快適性を向
上することが困難であった。すなわち、高度な経路誘導を実現するためには、自車の走行
する車線を正確に判定する必要がある。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、ウィンカ操作信号と白線検知部からの信号（白線またぎ）に
より車線変更を判定し、自車両が走行中の車線位置を判定し、また、前方の分岐を検出し
、判定された車線に基づき、所定の距離手前位置で、運転者に分岐案内を行う車載用ナビ
ゲーション装置が開示されている。また、特許文献２には、白線の種類（実線か破線か）
から走行している車線を判定する車両制御装置が開示されている。
【０００６】
　さらに、特許文献３には、交差点右左折時に車両の進行方位の変化量あるいは走行軌跡
から車両の旋回半径を計算し、その旋回半径に基づいて、右折または左折後の道路の車線
毎に車両が走行している確率を計算し、その確率に基づいて車両が走行している走行車線
を同定する車両位置同定装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２００６－０２３２７８号公報
【特許文献２】特開２０００－１０５８９８号公報
【特許文献３】特開平１１－２１１４９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１では、ウィンカ操作と白線またぎの両方を検出して車線変更
を判定するので、ウィンカの出し忘れや白線またぎの未検知により自車両が走行中の車線
位置を見失うおそれがある。また、白線またぎを前提としているため、高速道路や自動車
専用道では利用可能だが、一般道の交差点では、交差点内に白線が存在しないので、白線
またぎにより車線位置を推定することはできない。
【０００９】
　また、特許文献２では、例えば片側四車線の道路の場合、左右の車線の線種が同種にな
る第２および第３車線の区別ができない。従って、片側四車線以上の道路での使用は実質
不可能である。また、白線による破線や点線を検出するには、何本かのペイントを検出し
てから線種を判定するので、車線を判定するまでに時間がかかるという問題がある。また
、ペイントがかすれていたりすると、未検知や誤検知の原因にもなる。さらに、使用する
国が異なると線種の規格も異なるため、実用的ではない。
【００１０】
　さらに、特許文献３では、自車の方位データ、走行距離データ、ＧＰＳ受信機からの位
置データに基づいて自車の現在位置を算出する方法、いわゆる従来のナビゲーションシス
テムによる位置検出方法を採用しているので、自車位置の推定精度が低く、自車の走行す
る車線を正確に判定可能な位置精度を得ることはできない。特に、上記従来の算出方法に
より算出した自車の現在位置から走行軌跡を求めているので、走行軌跡の長さに応じて誤
差が累積されて自車位置の推定精度が悪化する。
【００１１】
　また、右左折時の旋回半径に基づいて走行車線を判断しているので、例えば交差点の中
央付近まで直進してかかる位置でハンドルを目一杯切って極小の旋回半径で曲がった場合
と、交差点に進入した時点からハンドルを切り始めて交差点内を大きな旋回半径で曲がっ
た場合を比較すると、運転の違い等によって大きな影響を受けやすく、自車の走行する車
線を正確に判定可能な位置精度を得ることはできない。
【００１２】
　そして、複数回の車線変更を行うことで走行車線の同定の精度が上がる構成を採用して
いるので、交差点右左折直後や車線変更が行われていない場合は走行車線の同定の精度が
低い。そのため、例えば、距離間隔の短い連続した交差点を走行する際に走行車線毎に適
切な経路誘導ができなくなり、その結果、ドライバが車線変更できずに経路誘導どおりの
走行ができなくなる。
【００１３】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、例えばナ
ビゲーションシステムによる高度な経路誘導を可能とすべく、片側複数車線の道路を走行
している自車の走行車線を迅速且つ正確に判定することができる車線判定装置及びナビゲ
ーションシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決する本発明の車線判定装置は、片側複数車線道路を走行している自車の
走行車線を判定する車線判定装置であって、片側複数車線道路の進入口周辺に設定された
基準位置から片側複数車線道路上の自車位置までの片側複数車線道路の道路幅方向距離で
ある進入距離と地図情報に基づいて走行車線を判定することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１５】
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　本発明によれば、片側複数車線道路の進入口周辺に設定された基準位置から片側複数車
線道路上の自車位置までの片側複数車線道路の道路幅方向距離である進入距離と地図情報
に基づいて走行車線を判定しているので、走行車線を判定するまでの走行距離を短くする
ことができ、走行軌跡の長さに応じて累積される誤差を小さくすることができる。
【００１６】
　従って、自車が片側複数車線道路のいずれの車線に進入して走行しているのかを正確に
判断でき、自車の走行車線を迅速且つ正確に判定することができる。従って、ナビゲーシ
ョンシステムによる高度な経路誘導が可能になる。例えば、距離間隔の短い連続した交差
点を走行する場合に、交差点を曲がった直後に自車の走行車線が判定できるので、次の交
差点で適切な経路誘導が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、車線判定装置の発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
　図１は、本実施の形態に係る車線判定装置を有するナビゲーションシステム１００の機
能を示すブロック図である。
【００１８】
　まず、ナビゲーションシステム１００の構成とその処理内容について説明する。ナビゲ
ーションシステム１００は、基準位置検出部１、車速検出部２、自車方位変化量検出部３
、走行軌跡演算部４、車線判定部５、自車位置検出部６、地図情報取得部７、地図情報記
憶部８、情報報知部９によって構成され、ナビゲーションシステム１００の図示しないコ
ンピュータにプログラミングされ、予め定められた周期で繰り返し実行される。
【００１９】
　基準位置検出部１は、片側複数車線道路に進入する進入口やその周辺に予め設定されて
いる基準位置を検出する処理を行う。基準位置は、車載カメラにより撮像した自車周囲の
画像データや、通信手段により取得した通信データ等を利用して検出される。
【００２０】
　車速検出部２は、自車の車速を検出するものであり、例えば車両の前後左右各輪に装着
された車輪速センサにより得られる値を平均して車速を検出する方法や、自車に搭載する
加速度センサにより得られる自車の加速度の値を積分して車速を算出する方法などがある
。
【００２１】
　自車方位変化量検出部３は、自車方位の変化量を検出するものであり、ジャイロセンサ
やヨーレイトセンサにより得られる値から自車方位の変化量を算出する。
【００２２】
　走行軌跡演算部４は、基準位置検出部１により検出した基準位置と、自車の車速及び自
車方位の変化量に基づいて、基準位置からの自車の走行軌跡を演算する。
【００２３】
　車線判定部５は、基準位置からの自車の走行軌跡と地図情報に基づいて、片側複数車線
道路の中で自車が走行している車線（車両通行帯）を判定する処理を行う。具体的には、
走行軌跡に基づいて、基準位置から自車位置までの道路幅方向移動距離を演算し、その演
算した道路幅方向移動距離と地図情報に基づいて自車の走行車線を判定する。
【００２４】
　自車位置検出部６は、例えばＧＰＳを利用する等、外部信号に基づいて自車位置を検出
する。なお、自車位置は、車速検出部２により検出した車速と自車方位変化量検出部３に
より検出した自車の方位の情報を組み合わせて自車の移動ベクトルを積分することにより
演算してもよく、さらに、ＧＰＳを利用して検出した位置情報との組み合わせによって演
算してもよい。
【００２５】
　地図情報記憶部８は、地図情報を格納した記憶媒体を備えている。記憶媒体として、コ
ンピュータが読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等が挙げら
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れるが、情報センタからの通信によって入手する様態で実施してもよい。
【００２６】
　地図情報には、ナビゲーションシステム１００のモニター画面（図示せず）に表示され
る道路地図データや、各地点の所在地データ、目的地検索や地点登録のために必要な登録
地点データ等が記録されており、更に、ノード情報やリンク情報などの情報が格納されて
いる。
【００２７】
　また、地図情報には、自車が進入する片側複数車線道路の車線数（車両通行帯の数）、
車線幅（車両通行帯の幅）、一般道や高速道路などの道路種別や、一時停止線、横断歩道
などの路上標示物から片側複数車線道路までの道路幅方向距離であるオフセット距離Ｌ０
（例えば図５、図６を参照）等の種々の道路情報が含まれている。
【００２８】
　地図情報取得部７は、自車位置検出部６により検出された自車位置に基づいて地図情報
記憶部８にアクセスし、地図情報記憶部８から自車位置周辺の地図情報を取得する。
【００２９】
　情報報知部９は、地図情報取得部７および車線判定部５から得られる各種情報を乗員に
分かり易く音声やモニター画面で報知する処理を行う。また、車線判定部５から得られる
自車が走行している車線に基づいて乗員に報知する内容を切り替えることで、より分かり
易く親切な案内を実施することが可能である。
【００３０】
　次に、上記した構成を有するナビゲーションシステム１００による車線判定方法につい
て説明する。図２は、本実施の形態における車線判定方法の処理内容を示すフローチャー
トである。
【００３１】
　まず、ステップＳ２０１では、車速検出部２により自車の車速を検出するとともに、自
車方位変化量検出部３により自車の方位を検出する。そして、ステップＳ３００において
、自車周辺の地図情報を取得する処理を行う。なお、自車周辺の地図情報が取得できない
場合は、車線判定処理は行われない。
【００３２】
　図３は、図２のステップＳ３００における地図情報取得処理の内容を詳細に説明するた
めのフローチャートである。
【００３３】
　ステップＳ３０１において、ＧＰＳから受信した自車位置の情報（緯度、経度など）や
ステップＳ２０１にて検出した車速、自車方位の情報を用いて、自車位置検出部６により
自車位置を検出し、ステップＳ３０２において、地図情報取得部７により地図情報記憶部
８のＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記憶媒体に記憶された地図情報
から自車位置周辺の必要な部分を読み込む。
【００３４】
　ステップＳ３０３において、ステップＳ３０１にて検出された自車位置を、ステップＳ
３０２にて読み込まれた地図情報にマッチングする処理を行う。マッチング処理の一例と
しては、地図上にメッシュを作成し、自車位置（緯度、経度）と地図上のメッシュ格子点
の位置を比較して、自車位置の最も近傍にあるメッシュ格子点を地図上の自車位置とする
マップマッチングが一般的である。
【００３５】
　ステップＳ３０４において、ステップＳ３０３で実行したマッチング処理の結果に応じ
て自車位置の更新を行い、ステップＳ３０５において、更新された自車位置に基づいてそ
の周辺の地図情報を出力する。ここで、出力される地図情報には、少なくとも車線数、道
路種別、路上標示物の位置、路上標示物から進入する道路までのオフセット距離などの道
路情報が含まれている。以上、説明したように、自車位置検出部６および地図情報取得部
７を用いて、自車周辺の地図情報を出力することが可能となる。
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【００３６】
　再び図２に示すフローチャートの説明に戻り、図２のステップＳ３００において自車周
辺の地図情報を取得した後、ステップＳ２０２に移行する。ステップＳ２０２では、自車
が車線判定をすべき道路の近傍に存在するか否かが判定される。
【００３７】
　ここで、自車が車線判定をすべき道路とは、自車が例えば左折または右折等の車両旋回
により進入する片側複数車線道路をいい、自車が片側複数車線道路の近傍に存在する場合
（ステップＳ２０２でＹＥＳ）には、基準位置の検出を行うべく、ステップＳ２０３に進
み、自車が車線判定をすべき道路の近傍に存在しない場合（ステップＳ２０２でＮＯ）に
は、一連の処理を終了する（ＲＥＴＵＲＮ）。
【００３８】
　ステップＳ２０３では、基準位置検出部１によって基準位置を検出したか否かが判定さ
れ、基準位置を検出した場合（ステップＳ２０３でＹＥＳ）には、自車の走行軌跡を求め
るべくステップＳ２０４に進む。一方、自車が基準位置を検出していない場合（ステップ
Ｓ２０３でＮＯ）には、一連の処理を終了する（ＲＥＴＵＲＮ）。
【００３９】
　基準位置は、例えば、車載カメラで路上標示物、縁石やガードレールなどの道路端、建
物の境界などの道路外の特徴のある場所等（以下、路上標示物等と称する）を撮像するこ
とによって検出される。
【００４０】
　なお、路上標示物には、例えば片側複数車線道路に進入する進入道路の路面に道路鋲や
ペイントなどで描かれた道路標示（停止線、横断歩道、横断歩道又は自転車横断帯あり、
前方優先道路など）、道路の傍らに設置された道路標識（一時停止、徐行、車両進入禁止
、通行止めなど）、信号機、道路の白線形状に特徴のある箇所（白線同士で交じり合う箇
所、大きく折れ曲がっている箇所など）が含まれる。
【００４１】
　基準位置検出部１では、車載カメラで撮影した路上標示物の位置や、路上標示物を検出
した自車の位置を基準位置として検出する。基準位置の検出に、車載カメラ（撮像装置）
を利用する場合、車載カメラの撮像方向は、車両前方（フロントビューカメラ）、車両側
方（サイドビューカメラ）、車両後方（リアビューカメラ）もしくは斜め方向のいずれで
もよく、また、全方位を撮像する全方位カメラでもよい。
【００４２】
　車載カメラの種類に関しては、１つのカメラで撮像する単眼カメラ、２つのカメラで撮
像するステレオカメラであってもよく、搭載数に関しても、車両の前後左右方向のそれぞ
れに配置してもよい。
【００４３】
　車載カメラにより撮像された画像情報は、基準位置検出部１で画像処理が施され、パタ
ーンマッチング等の既知の方法によって特定の路上標示物を検出し、該路上標示物までの
距離を演算する処理が行われる。
【００４４】
　図４は、車載カメラにより撮像した画像を用いて自車から路上標示物までの距離を演算
する方法の一例を説明する図である。図４（ａ）はリアビューカメラにて撮像された画像
であり、撮像範囲６００の中に、左側の白線６０１、右側の白線６０２、停止線６０３が
存在している。
【００４５】
　これらの道路標示６０１～６０３を検出するため、例えば既知の手法で、映像を２値化
処理してエッジを検出し、それぞれの道路標示６０１～６０３を検出する。
【００４６】
　次に、自車４００カメラから停止線６０３の手前エッジまでの離間距離Ｌｃを演算する
。カメラ映像の特徴上、撮像範囲６００の左側に示した距離軸のように、画像の上方に移
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行するほど指数関数的に距離が遠くなり、この距離の軸は、カメラの取り付け位置や取り
付け角度に応じて一意に決定できる。以上のように、図４（ａ）の場合、自車４００カメ
ラから停止線６０３の手前エッジまでの離間距離は、Ｌｃ＝１[ｍ]と算出できる。
【００４７】
　図４（ｂ）はフロントビューカメラにて撮像された映像であり、撮像範囲６１０の中に
、路上標示物として、左側の白線６１１、右側の白線６１２、停止線６１３、一時停止標
識６１４、この先に交差する片側２車線道路の白線６１５、６１６が存在している。ここ
で、自車４００カメラから一時停止を示す道路標識６１４までの離間距離Ｌｃは、図４（
ａ）と同様に求めることができ、この場合はＬｃ＝２０[ｍ]と算出できる。
【００４８】
　ここで、図４（ｂ）のようにカメラで撮像された映像の中に一時停止線と一時停止標識
の両方の路上標示物が存在する場合、離間距離Ｌｃを求める際の対象となる路上標示物は
一時停止標識とする。この理由としては、一般的に一時停止線は横方向のエッジの情報を
用いて検出するのに対し、一時停止標識はパターンマッチングで検出するため比較的検出
率が高いためである。
【００４９】
　さらに、路上標示物の検出に通信を利用する場合、自車および路側の両方に通信端末を
設置し、路側の通信端末から路上標示物の情報を自車に送信し、自車の通信端末でその情
報を受信することで路上標示物を検出すればよく、通信の手段（周波数帯、出力など）は
問わない。路側の通信端末として、例えばＶＩＣＳの電波ビーコンや光ビーコンなどが挙
げられる。具体的には、ビーコンにより停止線などの路上標示物の位置（絶対位置もしく
は自車との相対位置）を取得するとことで、自車から路上標示物間の距離を算出できる。
【００５０】
　なお、ここで自車が検出する路上標示物は、交差点においては一時停止線６１３のペイ
ントや横断歩道のペイントである確率が高いため、これらを検出することが望ましい。
【００５１】
　再び図２に示すフローチャートの説明に戻り、ステップＳ２０４では、自車の走行軌跡
を演算する処理が行われる。例えば、ステップＳ２０３で路上標示物を検出した自車の位
置を基準位置とし、ステップＳ２０１で検出した自車の車速と自車方位の情報を用いて、
基準位置からの走行軌跡が演算される。
【００５２】
　この走行軌跡の演算方法は、一般的には自律航法と呼ばれている。自律航法は、車速と
方位から求まる車両の速度ベクトルを初期位置に足し合わせていくことで車両の位置を逐
次計算する方法である。具体的には、自車の速度ＶＳＰ、自車の車両旋回角度ＤＩＲを用
いて（１）式および（２）式で計算できる。
       Ｘ＝ Ｘｚ１ ＋ ＶＳＰ × Δｔ ×ｓｉｎ（ＤＩＲ）      （１）
       Ｙ＝ Ｙｚ１ ＋ ＶＳＰ × Δｔ ×ｃｏｓ（ＤＩＲ）      （２）
【００５３】
　ここで、（Ｘ、Ｙ）は自車の現在位置、（Ｘｚ１、Ｙｚ１）は自車位置の前回の計算結
果、Δｔは計算周期である。
【００５４】
　次に、ステップＳ２０５では、自車が路上標示物を検出してから所定の基準角度以上の
車両旋回が行われたか否かが判定される。ここでは、自車方位の変化量である車両旋回角
度ＤＩＲが予め設定された第１の基準角度以上であるか否かが判断され、第１の基準角度
以上である場合（ステップＳ２０５でＹＥＳ）には、自車が車両旋回して片側複数車線道
路に進入していると判断して、車線判定を行うべくステップＳ２０６に進む。
【００５５】
　一方、自車の車両旋回角度が第１の基準角度に満たない場合（ステップＳ２０５でＮＯ
）は、一連の処理を終了する（ＲＥＴＵＲＮ）。
【００５６】



(9) JP 2011-13039 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

　なお、自車が車両旋回している間は車線を判定することができないので、操舵輪の舵角
や自車の方位が安定するなどの条件に基づいて車両旋回が終了したか否かを判断し、車両
旋回の終了後に車線判定を行う。例えば、交差点の場合では右左折など所定の角度以上車
両旋回して進入した片側複数車線道路の方位と、そのときの自車の方位との差が予め設定
された第二の基準角度以下となった場合に車両旋回が終了したと判断できる。
【００５７】
　次に、ステップＳ２０６において、自車が走行している車線を判定する車線判定処理が
行われる。ここでは、自車が進入する片側複数車線道路の延在方向をＸ軸方向と設定し、
片側複数車線道路の道路幅方向をＹ軸方向と設定する。尚、本実施の形態では、Ｘ軸方向
とＹ軸方向がほぼ直交する場合を例に説明しているが、角度は直交方向に限定されるもの
ではなく、Ｘ軸とＹ軸とが交差していればよい。
【００５８】
　まず、ステップＳ２０４で演算した自車の走行軌跡を用いて、ステップＳ２０３にて検
出した基準位置から自車の後部までの道路幅方向移動距離（Ｙ軸方向移動距離）である進
入距離Ｌを算出する。
【００５９】
　そして、進入距離Ｌからオフセット距離Ｌ０を減算して、片側複数車線道路の外端から
自車位置までの道路幅方向距離である路車間距離Ｌ１を算出する。そして、この路車間距
離Ｌ１とステップＳ３００にて取得した地図情報（車線数、道路種別、路上標示物から進
入する道路までの距離など）から自車が走行している走行車線を推定する。
【００６０】
　最後に、ステップＳ２０７において、ステップＳ２０６にて推定した自車の走行車線の
情報に基づいて、道路案内を切り替えて乗員に音声や画面を用いて情報を報知する。
【００６１】
　上記した構成を有するナビゲーションシステム１００によれば、車両旋回により片側複
数車線道路に自車が進入した場合に、片側複数車線道路の進入口周辺に予め設定された基
準位置からの車幅方向移動距離Ｌと地図情報に基づいて走行車線を判定しているので、走
行車線を判定するまでの走行軌跡の距離を短くすることができる。
【００６２】
　従って、自車の走行車線を迅速且つ正確に判定することができ、走行軌跡の長さに応じ
て累積される誤差を小さくすることができる。従って、例えばナビゲーションシステム１
００により、高速道路における分岐の案内や、車両前方に位置する交差点で進行方向の案
内を行う場合に、車線毎に異なる経路誘導を行うことができ、乗員に対する高度な経路誘
導を実現できる。
【００６３】
［具体例１］
　次に、図５を用いて、ナビゲーションシステム１００における車線判定処理の具体例に
ついて、所定の道路状況に当てはめて説明する。
【００６４】
　図５は、片側一車線道路Ａと片側三車線道路Ｂが交差する交差点Ｃにおいて、片側一車
線道路Ａを走行中の自車４００が交差点Ｃで左折して片側三車線道路Ｂに進入する場合に
ついて説明する図である。なお、このときの自車４００は地点Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４　
の順で走行し、実線４０１で示すような走行軌跡を描くものとする。
【００６５】
　まず、自車４００が地点Ｐ１に存在するとき、この地点Ｐ１が車線判定をすべき道路の
近傍に存在するか否かが地図情報に基づいて判定される。これから進入しようとしている
道路Ｂは片側三車線道路であることから、自車４００は車線判定をすべき道路の近傍に存
在すると判定され（ステップＳ２０２でＹＥＳ）、基準位置の検出が開始される。なお、
この判定は交差点Ｃの近傍にて行えばよく、自車位置推定誤差や地図の誤差などを考慮し
て判定する範囲を設定する。
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【００６６】
　そして、自車４００が道路Ｂへの進入口である地点Ｐ２に到達すると、路上標示物の停
止線４０２が検出され（ステップＳ２０３でＹＥＳ）、この停止線４０２の位置を基準位
置として、自律航法により自車４００の走行軌跡４０１を演算する処理が開始される（ス
テップＳ２０４）。
【００６７】
　なお、路上標示物である停止線４０２の検出は、自車４００の後部に搭載されたリアビ
ューカメラ（図示せず）を利用しており、図中に示す領域４０３は、リアビューカメラの
検出範囲である。
【００６８】
　ここで、図４（ａ）で説明したように、自車４００から停止線４０２の手前エッジまで
の離間距離はＬｃと算出されるため、実際には基準位置から離間距離Ｌｃ離れた地点から
自律航法による走行軌跡４０１の演算が開始される。
【００６９】
　そして、自車４００が停止線４０２を検出した後に所定角度以上旋回して、その旋回が
終了したか否かが判断される（ステップＳ２０５）。例えば、自車４００が左折中の地点
Ｐ３に存在する場合は、旋回角度ＤＩＲが予め設定された第一の基準角度（例えば８０度
（ｄｅｇ）以上）よりも足りないので旋回中であると判断される。そして、自車４００が
所定角度以上旋回して地点Ｐ４に存在する場合は、車両旋回角度ＤＩＲが第一の基準角度
以上となっているので、旋回終了と判断される。
【００７０】
　なお、旋回中であるか否かは、自車４００の舵角と方位に基づいて判断してもよい。例
えば、操舵輪の舵角が予め設定された閾値よりも大きく、自車方位も安定していない場合
には、旋回中であると判断できる。そして、自車４００が所定角度以上旋回して地点Ｐ４
に存在する場合は、操舵輪の舵角も閾値以下であり、自車方位も安定しているので、旋回
終了と判断できる。
【００７１】
　旋回終了と判断されると、自車４００が走行している車線を判定するために（ステップ
Ｓ２０６）、進入距離Ｌが算出される。進入距離Ｌは、道路Ｂに沿ってＸ軸が延在し、道
路Ｂの道路幅方向に沿ってＹ軸が延在するように設定された２軸座標において、停止線４
０２の手前エッジから旋回終了後の自車位置Ｐ４までの道路Ｂの道路幅方向移動距離であ
り、停止線４０２を基準位置として自律航法により計算される。なお、自律航法により計
算される進入距離Ｌは、停止線４０２の手前エッジと車両の基準位置（例えば重心位置）
までの道路Ｂの道路幅方向移動距離であるため、地点Ｐ２で停止線４０２を検出したとき
の進入距離Ｌは、リアビューカメラから車両の基準位置までの距離をＬｒ（図示しない）
とすると（３）式で表され、（３）式の進入距離Ｌに自律航法で計算する道路幅方向の移
動距離を足し合わせていき、旋回終了後の進入距離Ｌを算出する。
       Ｌ ＝ Ｌｃ ＋ Ｌｒ                                      （３）
【００７２】
　この進入距離Ｌを用いて、片側複数車線道路Ｂの中で、自車４００が走行している車線
を判定する。まず、片側複数車線道路Ｂの車線数および道路種別等の道路情報を地図情報
から取得する。ここで、道路種別を取得する理由は、道路種別と車線幅Ｌｗが対応してい
ると仮定しているためであり、車線幅Ｌｗが道路情報に付加されていれば直接に車線幅Ｌ
ｗを取得する構成でもよい。
【００７３】
　また、停止線４０２の手前エッジから片側複数車線道路Ｂまでのオフセット距離Ｌ０も
同様に地図情報から取得する。そして、進入距離Ｌからオフセット距離Ｌ０を引いた値で
ある路車間距離Ｌ１が車線幅Ｌｗの何倍になるかで自車４００が走行している車線を判定
する。すなわち、路車間距離Ｌ１は（４）式で表される。
       Ｌ１ ＝ Ｌ － Ｌ０                                      （４）
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なお、オフセット距離Ｌ０は、各々の場所にて実測するか、航空写真などを用いて計測し
て地図情報に格納しておくものとする。
【００７４】
　この路車間距離Ｌ１は、道路Ｂの外側の路側端から道路Ｂ上の自車位置までの道路幅方
向移動距離を示す。例えば、路車間距離Ｌ１が車線幅Ｌｗの０．３～０．７倍のときは最
も外側の車線である左側走行車線（第１通行帯）Ｂ１と判定し、路車間距離Ｌ１が車線幅
Ｌｗの１．３～１．７倍のときは中央走行車線（第２通行帯）Ｂ２と判定し、路車間距離
Ｌ１が車線幅Ｌｗの２．３～２．７倍のときは最も内側（センターライン寄り）の車線で
ある右側走行車線（第３通行帯）Ｂ３と判定し、それ以外は車線をまたいでいる可能性が
高いため判定しない。
【００７５】
　以上説明したように、片側複数車線道路Ｂの進入口に設けられた基準位置である停止線
４０２の手前エッジからの進入距離Ｌと地図情報に基づき、自車４００が交差点Ｃで車両
旋回して片側複数車線道路Ｂに進入した場合に、自車４００の走行車線を判定することが
できる。
【００７６】
［具体例２］
　次に、図６を用いてナビゲーションシステム１００における車線判定処理の具体例２に
ついて、所定の道路状況に当てはめて説明する。
【００７７】
　図６は、具体例２を説明する図であり、自車４００が細い路地Ｄから片側三車線の幹線
道路Ｂに進入した場合を示す図である。なお、このときの自車４００はＰ１、Ｐ２、Ｐ３
、Ｐ４の順で走行し、実線５０１で示すような走行軌跡を描くものとする。
【００７８】
　まず、自車４００が地点Ｐ１に存在するとき、この地点Ｐ１が車線判定をすべき道路の
近傍に存在するか否かを判定する。道路Ｂは、片側複数車線道路であることから、自車４
００は車線判定をすべき道路の近傍に存在すると判定され（ステップＳ２０２でＹＥＳ）
、基準位置の検出が開始される。この判定は、具体例１と同様に、路地Ｄから道路Ｂに進
入する進入口の近傍にて行えばよく、自車位置推定誤差や地図の誤差などを考慮して範囲
を設定する。
【００７９】
　そして、自車４００が片側複数車線道路Ｂの進入口である地点Ｐ２に到達すると、路上
標示物の停止線５０２が検出され（ステップＳ２０３でＹＥＳ）、この停止線５０２の位
置を基準位置として自律航法により自車４００の走行軌跡５０１を演算する処理が開始さ
れる（ステップＳ２０４）。
【００８０】
　ここで、図４（ａ）で説明したように、自車から停止線４０２の手前エッジまでの離間
距離はＬｃと算出されるため、実際には基準位置から離間距離Ｌｃだけ離れた地点から自
律航法による走行軌跡４０１の演算が開始される。
【００８１】
　そして、自車４００が停止線５０２を検出した後に所定の角度以上旋回して、その旋回
が終了したか否かが判定される（ステップＳ２０５）。なお、旋回が終了したか否かの判
定については、具体例１と同様であるのでその詳細な説明は省略する。
【００８２】
　そして、旋回終了と判定されると、自車４００が走行している車線を判定するために（
ステップＳ２０６）、図中の進入距離Ｌが算出される。進入距離Ｌは、片側複数車線道路
Ｂに沿ってＸ軸が延在し、道路幅方向に沿ってＹ軸が延在するように設定された２軸座標
において、停止線５０２の手前エッジから旋回後の自車４００までの道路幅方向移動距離
であり、停止線５０２を基準位置として自律航法により計算される。なお、自律航法によ
り計算される進入距離Ｌは、停止線５０２の手前エッジと車両の基準位置（例えば重心位
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置）までの道路Ｂの道路幅方向移動距離であるため、地点Ｐ２で停止線５０２を検出した
ときの進入距離Ｌは、リアビューカメラから車両の基準位置までの距離をＬｒ（図示しな
い）とすると（５）式で表され、（５）式の進入距離Ｌに自律航法で計算する道路幅方向
の移動距離を足し合わせていき、旋回終了後の進入距離Ｌを算出する。
       Ｌ ＝ Ｌｃ ＋ Ｌｒ                                      （５）
【００８３】
　この進入距離Ｌを用いて、片側複数車線道路Ｂの中で、自車４００が走行している車線
を判定する。ここでは、図５の場合と同様に、まず、片側複数車線道路Ｂの車線数および
道路種別を地図情報から取得する。また、停止線５０２の手前エッジから片側複数車線道
路Ｂまでのオフセット距離Ｌ０も同様に地図情報から取得する。そして、進入距離Ｌから
オフセット距離Ｌ０を引いた値が車線幅Ｌｗの何倍になるかによって、自車４００が走行
している車線を判定する。すなわち、路車間距離Ｌ１は（６）式で表される。
       Ｌ１ ＝ Ｌ － Ｌ０                                      （６）
なお、オフセット距離Ｌ０は、各々の場所にて実測するか、航空写真などを用いて計測し
て地図情報に格納しておくものとする。
【００８４】
　以上説明したように、片側複数車線道路Ｂの進入口に設けられた基準位置である停止線
５０２からの進入距離Ｌと地図情報に基づき、自車４００が路地Ｄから片側複数車線道路
Ｂに進入した場合に、自車４００の走行車線を判定することができる。
【００８５】
［具体例３］
　次に、図７を用いてナビゲーションシステム１００における車線判定処理の具体例３に
ついて、所定の道路状況に当てはめて説明する。
【００８６】
　図７は、具体例３を説明する図であり、自車７００が細い路地Ｄから片側三車線の幹線
道路Ｂに進入した場合を示す図である。なお、このときの自車７００はＰ１、Ｐ２、Ｐ３
、Ｐ４の順で走行し、実線７０１で示すような走行軌跡を描くものとする。
【００８７】
　まず、自車７００が地点Ｐ１に存在するとき、この地点Ｐ１が車線判定をすべき道路の
近傍に存在するか否かを判定する。道路Ｂは、片側複数車線道路であることから、自車７
００は車線判定をすべき道路の近傍に存在すると判定され（ステップＳ２０２でＹＥＳ）
、基準位置の検出が開始される。この判定は、具体例１および具体例２と同様に、路地Ｄ
から道路Ｂに進入する進入口の近傍にて行えばよく、自車位置推定誤差や地図の誤差など
を考慮して範囲を設定する。
【００８８】
　そして、自車７００が片側複数車線道路Ｂの進入口の手前である地点Ｐ２に到達すると
、路上標示物である止まれ標識７０３が検出され（ステップＳ２０３でＹＥＳ）、この止
まれ標識７０３の位置を基準位置として自律航法により自車７００の走行軌跡７０１を演
算する処理が開始される（ステップＳ２０４）。
【００８９】
　なお、路上標示物である止まれ標識７０３の検出は、自車７００の前部に搭載されたフ
ロントビューカメラ（図示せず）を利用しており、図中に示す領域７０４は、フロントビ
ューカメラの検出範囲である。また、本実施例の地点Ｐ２においては、路上標示物である
停止線７０２もフロントビューカメラを用いて検出可能であるが、一般的にパターンマッ
チングを用いた画像処理の場合、止まれ標識７０３の方が停止線７０２よりも認識しやす
いため、止まれ標識７０３を優先して検出している。
【００９０】
　ここで、図４（ｂ）で説明したように、自車から止まれ標識７０３までの離間距離はＬ
ｃと算出されるため、実際には基準位置から離間距離Ｌｃだけ離れた地点Ｐ２から自律航
法による走行軌跡７０１の演算が開始される。
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【００９１】
　そして、自車７００が止まれ標識７０３を検出した後に所定の角度以上旋回して、その
旋回が終了したか否かが判定される（ステップＳ２０５）。なお、旋回が終了したか否か
の判定については、具体例１、２と同様であるのでその詳細な説明は省略する。
【００９２】
　そして、旋回終了と判定されると、自車７００が走行している車線を判定するために（
ステップＳ２０６）、図中の進入距離Ｌが算出される。進入距離Ｌは、片側複数車線道路
Ｂに沿ってＸ軸が延在し、道路幅方向に沿ってＹ軸が延在するように設定された２軸座標
において、止まれ標識７０３から旋回後の自車７００までの道路Ｂの道路幅方向移動距離
であり、止まれ標識７０３を基準位置として自律航法により計算される。なお、自律航法
により計算される進入距離Ｌは、止まれ標識７０３と車両の基準位置（例えば重心位置）
までの道路Ｂの道路幅方向移動距離であるため、地点Ｐ２で止まれ標識７０３を検出した
ときの進入距離Ｌは、フロントビューカメラから車両の基準位置までの距離をＬｆ（図示
しない）とすると（７）式で表され、（７）式の進入距離Ｌに自律航法で計算する道路幅
方向の移動距離を足し合わせていき、旋回終了後の進入距離Ｌを算出する。
       Ｌ ＝ －（Ｌｃ ＋ Ｌｆ）                                （７）
【００９３】
　この進入距離Ｌを用いて、片側複数車線道路Ｂの中で、自車７００が走行している車線
を判定する。ここでは、図５の場合と同様に、まず、片側複数車線道路Ｂの車線数および
道路種別を地図情報から取得する。また、止まれ標識７０３から片側複数車線道路Ｂまで
のオフセット距離Ｌ０も同様に地図情報から取得する。そして、進入距離Ｌからオフセッ
ト距離Ｌ０を引いた値である路車間距離Ｌ１が車線幅Ｌｗの何倍になるかによって、自車
７００が走行している車線を判定する。すなわち、路車間距離Ｌ１は（８）式で表される
。
       Ｌ１ ＝ Ｌ － Ｌ０                                      （８）
なお、オフセット距離Ｌ０は、各々の場所にて実測するか、航空写真などを用いて計測し
て地図情報に格納しておくものとする。
【００９４】
　以上説明したように、片側複数車線道路Ｂの進入口に設けられた基準位置である止まれ
標識７０３からの進入距離Ｌと地図情報に基づき、自車７００が路地Ｄから片側複数車線
道路Ｂに進入した場合に、自車７００の走行車線を判定することができる。
［具体例４］
　次に、図８を用いてナビゲーションシステム１００における車線判定処理の具体例４に
ついて、所定の道路状況に当てはめて説明する。
【００９５】
　図８は、具体例４を説明する図であり、自車８００が細い路地Ｄから片側三車線の幹線
道路Ｂに進入した場合を示す図である。なお、このときの自車８００はＰ１、Ｐ２、Ｐ３
、Ｐ４の順で走行し、実線８０１で示すような走行軌跡を描くものとする。また、路地Ｄ
と幹線道路Ｂは角度αで交差している。
【００９６】
　まず、自車８００が地点Ｐ１に存在するとき、この地点Ｐ１が車線判定をすべき道路の
近傍に存在するか否かを判定する。道路Ｂは、片側複数車線道路であることから、自車８
００は車線判定をすべき道路の近傍に存在すると判定され（ステップＳ２０２でＹＥＳ）
、基準位置となる路上標示物の検索が開始される。この判定は、具体例１から具体例３と
同様に、路地Ｄから道路Ｂに進入する進入口の近傍にて行えばよく、自車位置推定誤差や
地図の誤差などを考慮して範囲を設定する。
【００９７】
　そして、自車８００が片側複数車線道路Ｂの進入口である地点Ｐ２に到達すると、路上
標示物である停止線８０２が検出され（ステップＳ２０３でＹＥＳ）、この停止線８０２
の位置を基準位置として自律航法により自車８００の走行軌跡８０１を演算する処理が開
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始される（ステップＳ２０４）。
【００９８】
　なお、路上標示物である停止線８０２の検出は、自車８００の後部に搭載されたリアビ
ューカメラ（図示せず）を利用しており、図中に示す領域８０３は、リアビューカメラの
検出範囲である。
【００９９】
　ここで、図４（ａ）で説明したように、自車から停止線８０２の手前エッジまでの離間
距離はＬｃと算出されるため、実際には基準位置から離間距離Ｌｃだけ離れた地点Ｐ２か
ら自律航法による走行軌跡８０１の演算が開始される。
【０１００】
　そして、自車８００が停止線８０２を検出した後に所定の角度以上旋回して、その旋回
が終了したか否かが判定される（ステップＳ２０５）。なお、旋回が終了したか否かの判
定については、具体例１から具体例３と同様であるのでその詳細な説明は省略する。
【０１０１】
　そして、旋回終了と判定されると、自車８００が走行している車線を判定するために（
ステップＳ２０６）、図中の進入距離Ｌが算出される。進入距離Ｌは、片側複数車線道路
Ｂに沿ってＸ軸が延在し、道路幅方向に沿ってＹ軸が延在するように設定された２軸座標
において、停止線８０２の手前エッジから旋回後の自車８００までの片側複数車線道路Ｂ
の道路幅方向移動距離であり、停止線８０２を基準位置として自律航法により計算される
。なお、自律航法により計算される進入距離Ｌは、停止線８０２の手前エッジと車両の基
準位置（例えば重心位置）までの道路Ｂの道路幅方向移動距離であるため、地点Ｐ２で停
止線８０２を検出したときの進入距離Ｌは、リアビューカメラから車両の基準位置までの
距離をＬｒ（図示しない）とすると（９）式で表され、（９）式の進入距離Ｌに自律航法
で計算する道路幅方向の移動距離を足し合わせていき、旋回終了後の進入距離Ｌを算出す
る。
       Ｌ ＝ （Ｌｃ ＋ Ｌｒ）×ｓｉｎ（α）                           （９）
ここで、路地Ｄと幹線道路Ｂの角度αは、地図情報から取得する。
【０１０２】
　この進入距離Ｌを用いて、片側複数車線道路Ｂの中で、自車８００が走行している車線
を判定する。ここでは、図５の場合と同様に、まず、片側複数車線道路Ｂの車線数および
道路種別を地図情報から取得する。また、停止線８０２の手前エッジから片側複数車線道
路Ｂまでのオフセット距離Ｌ０も同様に地図情報から取得する。そして、進入距離Ｌから
オフセット距離Ｌ０を引いた値が車線幅Ｌｗの何倍になるかによって、自車８００が走行
している車線を判定する。すなわち、路車間距離Ｌ１は（１０）式で表される。
       Ｌ１ ＝ Ｌ － Ｌ０                                      （１０）
なお、オフセット距離Ｌ０は、各々の場所にて実測するか、航空写真などを用いて計測し
て地図情報に格納しておくものとする。
【０１０３】
　以上説明したように、片側複数車線道路Ｂの進入口に設けられた基準位置である停止線
８０２からの進入距離Ｌと地図情報に基づき、自車８００が路地Ｄから片側複数車線道路
Ｂに進入した場合に、路地Ｄと片側複数車線道路Ｂの交差角が直角でなくても自車８００
の走行車線を判定することができる。
【０１０４】
　また、図６から図８においては、自車が細い路地Ｄから片側三車線道路Ｂに進入した場
合を説明したが、自車が駐車場（図示せず）などから道路Ｂに進入する場合も同様に、例
えばガードレールや歩道の端部を基準位置として、かかる基準位置からの進入距離Ｌに基
づき、自車が走行している車線を判定することが可能である。
【０１０５】
　なお、本発明は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱
しない範囲において、種々の様態で実施することができる。
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【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】第１実施の形態に係わるナビゲーションシステムの構成を説明するブロック図。
【図２】車線判定処理を含むナビゲーションシステムの処理内容を示すフローチャート。
【図３】地図情報取得処理の内容を示すフローチャート。
【図４】画像を用いて自車から路上標示物までの距離を演算する方法を説明する図。
【図５】具体例１を説明する図。
【図６】具体例２を説明する図。
【図７】具体例３を説明する図。
【図８】具体例４を説明する図。
【符号の説明】
【０１０７】
１　基準位置検出部
２　車速検出部
３　自車方位変化量検出部
４　走行軌跡演算部
５　車線判定部
６　自車位置検出部
７　地図情報取得部
８　地図情報記憶部
９　情報報知部
１００　ナビゲーションシステム（車線判定装置）
４００、７００、８００　自車
４０１、５０１、７０１、８０１　走行軌跡
４０２、５０２、８０３　停止線（基準位置）
Ｌ　進入距離
Ｌ０　オフセット距離
Ｌ１　路側間距離
Ｌｃ　離間距離
Ａ　片側一車線道路（進入道路）
Ｂ　片側三車線道路（片側複数車線道路）
Ｂ１　左側走行車線
Ｂ２　中央走行車線
Ｂ３　右側走行車線
Ｃ　交差点
Ｄ　路地
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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