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(57)【要約】
【課題】路面上にある小型の制御対象外目標物体からレ
ベルの大きい受信信号が得られた場合であっても、車両
制御システムの誤動作を回避する。
【解決手段】　車両の略水平方向の探索空間にレーダ信
号を送信して目標物体による反射信号を受信し、受信信
号に基づき前記目標物体の距離を検出するレーダ装置を
搭載した車両の制御システムであって、前記探索空間の
一部を含む撮影画像から目標物体画像を検出する目標物
体画像検出手段と、前記受信信号のレベルが基準レベル
を上回り、かつ前記目標物体画像が前記探索空間の下部
領域以外の前記撮影画像から検出されたときに、前記検
出された距離に基づいて前記車両のアクチュエータの動
作を制御する制御信号を出力する制御手段とを有するの
で、制御対象外目標物体からレベルの大きい受信信号が
得られた場合であっても、車両制御システムは誤動作を
回避できる
【選択図】　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の略水平方向の探索空間にレーダ信号を送信して目標物体による反射信号を受信し
、受信信号に基づき前記目標物体の距離を検出するレーダ装置を搭載した車両の車両制御
システムであって、
　前記探索空間の一部を含む撮影画像から目標物体画像を検出する目標物体画像検出手段
と、
　前記受信信号のレベルが基準レベルを上回り、かつ前記目標物体画像が前記探索空間の
下部領域以外の前記撮影画像から検出されたときに、前記検出された距離に基づいて前記
車両のアクチュエータの動作を制御する制御信号を出力する制御手段とを有する車両制御
システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記探索空間における路面の前記車両に対する傾斜を検出する傾斜検出手段をさらに有
し、
　前記制御手段は、前記傾斜が第１の傾斜のときには前記探索空間における第１の下部領
域以外の前記撮影画像から、前記傾斜が前記第１の傾斜より小さい第２の傾斜のときには
前記探索空間における前記第１の下部領域より小さい第２の下部領域以外の前記撮影画像
から前記目標物体画像が検出されたときに、前記制御信号を出力することを特徴とする車
両制御システム。　
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記目標物体画像検出手段は、前記目標物体画像の大きさをさらに検出し、
　前記制御手段はさらに、前記受信信号のレベルと前記検出された距離の組合せと前記目
標物体画像の大きさとが所定の対応関係を有するときに、前記制御信号を出力することを
特徴とする車両制御システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載のレーダ装置を有する車両制御システム。　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、車両の略水平方向の探索空間にレーダ信号を送受信するレーダ装置を搭載し
た車両の制御システムに関し、特に、前記レーダ装置における受信信号のレベルに基づい
て車両のアクチュエータを制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自車両周囲の他車両や障害物といった目標物体の挙動に応じて自車両の挙動を制御する
車両制御システムが知られており、その一例が特許文献１に記載されている。かかる車両
制御システムは例えば、先行車両を一定の車間距離で追尾する追従走行制御や、他車両や
障害物との衝突が予測されるときに警報や乗員保護装置を作動させる衝突対応制御といっ
た車両制御を行う。
【０００３】
　上記のような車両制御システムでは、車両周囲にレーダ信号を送受信するレーダ装置が
、受信信号に基づいて目標物体の距離や速度といった目標物体情報を検出する。そして、
レーダ装置は、目標物体情報とこれを検出したときの受信信号のレベルを、車両制御装置
に入力する。
【０００４】
  車両制御装置は、まず受信信号のレベルが基準レベルを上回るかを判断することにより
、目標物体の存在を判断する。これは、レーダ装置の受信信号のうち、路面などの乱反射
による反射信号より目標物体からの反射信号の方が相対的にレベルが大きいことによる。
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そして、目標物体が存在すると判断すると、目標物体情報に基づき、追従走行制御や衝突
対応制御といった車両制御に応じた制御信号を、車両のアクチュエータの制御装置に対し
出力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－６０９８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、車載用レーダ装置は、路面上にあって車両高に満たない小型の目標物体から
反射信号を受信する場合がある。かかる目標物体は例えば、路面に放置された空き缶やト
ラックの積荷から落下した金属片などであり、本来車両制御の対象とはならない（以下、
このような目標物体を、制御対象外目標物体という）。
【０００７】
　ここで、電磁波をレーダ信号として用いる場合に、上記のような金属製の制御対象外目
標物体からは、非金属製の目標物体より相対的にレベルが大きい反射信号が得られる。さ
らに、そのときの反射角度によっては、車両などの目標物体と同等のレベルの反射信号が
得られる場合がある。特に、空き缶の底面が凹形状を有しておりその底面がレーダ装置に
対向している場合には、底面の凹形状がパラボラ反射鏡として機能し反射信号のレベルを
増強させる。
【０００８】
　すると、車両制御装置が受信信号のレベルに基づき目標物体の存在を判断する際、車両
制御の対象とすべき、先行車両や他車両、あるいは障害物といった目標物体（以下、制御
対象目標物体という）が存在するものと誤って判断してしまう。そして、制御対象目標物
体に対する制御動作と同じ制御動作を制御対象外目標物体に対して実行すると、車両制御
上の安全性が低下するおそれがある。
【０００９】
　そこで、上記に鑑みてなされた本発明の目的は、制御対象外目標物体からレベルの大き
い受信信号が得られた場合であっても、誤動作を回避できる車両制御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】
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明における車両制御システムは、車両の略水平方向の探
索空間にレーダ信号を送信して目標物体による反射信号を受信し、受信信号に基づき前記
目標物体の距離を検出するレーダ装置を搭載した車両の車両制御システムであって、前記
探索空間の一部を含む撮影画像から目標物体画像を検出する目標物体画像検出手段と、前
記受信信号のレベルが基準レベルを上回り、かつ前記目標物体画像が前記探索空間の下部
領域以外の前記撮影画像から検出されたときに、前記検出された距離に基づいて前記車両
のアクチュエータの動作を制御する制御信号を出力する制御手段とを有する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、制御対象外目標物体からレベルの大きい受信信号が得られた場合であ
っても、車両制御システムは誤動作を回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態における車両制御システムの構成例について説明する図である。
【図２】レーダ装置１０による探索空間と画像センサ２０の撮影範囲の関係を説明する図
である。
【図３】車両制御システムの基本的な動作手順を説明するフローチャート図である。
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【図４】車両前方の路面の傾斜を検出する方法について説明する図である。
【図５】変形例における車両制御システムの構成例を示す。
【図６】変形例における画像センサ２０の動作について説明する図である。
【図７】変形例における車両制御装置３０の動作手順を説明するフローチャート図である
。
【図８】別の変形例における車両制御システムの構成例を説明する図である。
【図９】上記別の変形例における車両制御装置３０の動作手順を説明するフローチャート
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面にしたがって本発明の実施の形態について説明する。但し、本発明の技術的
範囲はこれらの実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された事項とその均等物
まで及ぶものである。
【００１４】
　図１は、本実施形態における車両制御システムの構成例について説明する図である。こ
の車両制御システムは、搭載される自車両周囲の目標物体の挙動に応じて、追従走行制御
や衝突対応制御といった車両制御を自車両に対し行うシステムである。この車両制御シス
テムは、車両周囲の探索空間における目標物体の少なくとも距離を含む目標物体情報を検
出するレーダ装置１０と、レーダ装置１０による探索空間の一部を撮影し、撮影画像から
目標物体画像を検出する画像センサ２０と、目標物体画像が検出されたときに目標物体情
報に基づいて車両のアクチュエータを制御するための制御信号を出力する車両制御装置３
０とを有する。
【００１５】
　なお、ここで説明する車両制御システムは、車両の前方における目標物体の挙動に応じ
て自車両の車両制御を行う、前方監視用システムである。しかしながら、本実施形態は前
方監視用システムに限定されるものではなく、車両の後方や側方用の監視システムにも適
用可能である。
【００１６】
　レーダ装置１０は、一例としてＦＭ－ＣＷ（Frequency Modulated-Continuous Wave）
方式のレーダ装置であり、時間に対し周波数が直線的に上昇及び下降するように周波数変
調したミリ波長の電磁波をレーダ信号として送受信し、送受信信号の周波数差を有するビ
ート信号を生成するレーダ送受信機１２と、デジタルデータ化されたビート信号を処理す
るマイクロコンピュータにより構成される信号処理部１４とを有する。信号処理部１４は
、ビート信号の周波数を解析して、目標物体の距離、速度を検出する。そして、検出した
目標物体の距離、速度を含む目標物体情報とこれを検出したときの受信信号のレベルを、
車両制御装置３０に入力する。
【００１７】
　画像センサ２０は、一例として単眼式の画像センサであり、単一のデジタルスチルカメ
ラ２２と、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）などのプロセッサで
構成されデジタルスチルカメラ２２の撮影画像データを処理する画像処理部２４とを有す
る。画像処理部２４は、デジタルスチルカメラ２２による撮影画像を形成する画素の濃度
階調を二値化し、被写体画像、つまり目標物体画像の輪郭を検出する。そして、目標物体
画像の大きさ（例えば輪郭内の画素数）が基準値以上のときに、目標物体画像として検出
する。なおこのときの基準値は、デジタルスチルカメラの解像度に応じて目標物体画像と
して検出可能な画素数が予め任意に定められる。そして、目標物体画像の有無を、車両制
御装置３０に入力する。さらに好ましくは、目標物体画像の大きさを示す画素数を、車両
制御装置３０に入力する。
【００１８】
　車両制御装置３０は、例えばマイクロコンピュータにより構成される。車両制御装置３
０は、レーダ装置１０から入力される受信信号のレベルが基準レベル以上であり、画像セ
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ンサ２０から目標物体画像が検出されたことを示す入力があったときには、レーダ装置１
０から入力される目標物体情報に基づき、追従走行制御や衝突対応制御といった車両制御
の種類に応じて車両の各種アクチュエータを制御する制御信号を出力する。
【００１９】
　ここで、受信信号のレベルに対する基準レベルは、他車両や障害物などある程度の反射
断面積を有し車両制御の対象となる目標物体、つまり制御対象目標物体からの受信信号で
あるとみなされるレベルであって、予め任意に設定される。また、車両制御装置３０が例
えば追従走行制御を行う場合には、先行車両の速度と距離に基づき所定の車間距離で追尾
するための自車両の走行速度を算出し、算出した走行速度になるようにスロットル制御装
置やブレーキ制御装置に対する制御信号を出力する。また、衝突対応制御を行うときには
、対向車両や障害物の速度と距離に基づいて衝突までの時間を予測し、アラームなどの警
報装置、エアバッグなどの乗員保護装置に対しこれらを動作させる制御信号を出力する。
【００２０】
　さらに好ましい態様では、車両制御装置３０は、受信信号のレベルと距離との組合せか
ら推定される目標物体画像の大きさ（画素数）を、受信信号のレベルと距離との組合せに
対応づけたマップデータとして予め車両制御装置３０の内蔵ＲＯＭに格納しておき、レー
ダ装置１０から取得した受信信号のレベルと距離との組合せと、画像センサ２０から取得
した目標物体画像の大きさが、予め格納した対応関係を有するかを確認する。これは次の
理由による。
【００２１】
　すなわち、レーダ装置１０による受信信号のレベルは、目標物体の反射断面積と概ね正
の相関関係を有するので、受信信号のレベルから目標物体の大きさがある程度推定できる
。すると、その目標物体の距離と推定された大きさからさらに、撮影画像における目標物
体画像の大きさが推定できる。このことから、受信信号のレベルと目標物体の距離の組合
せと、目標物体画像の大きさとが予め設定した対応関係を有する場合には、先行車両や他
車両、あるいは障害物といった制御対象目標物体が存在する確度が高くなるので、より精
度よく車両制御を実行できる。
【００２２】
　図２は、レーダ装置１０による探索空間と画像センサ２０の撮影範囲の関係を説明する
図である。ここでは、車両の前方路面が水平路面である場合を示す。まず図２（Ａ）に示
すように、レーダ装置１０は、車両１前部のフロントグリル内やバンパー内に搭載される
。そして、車両１前方の略水平方向（例えば、水平方向から下方に２～３度程度の範囲）
Ｆに向け、レーダ信号ＲＳを送信する。ここでは、レーダ装置１０が平面アンテナを備え
る場合のアンテナパターンに基づき、上下方向にある程度の広がりを有する探索空間Ｓａ
１を示す。かかる探索空間Ｓａ１にレーダ信号ＲＳを送信することにより、レーダ装置１
０は、前方の制御対象目標物体から最大レベルの反射信号を受信でき、受信信号のＳ／Ｎ
比を良好に保った状態で信号処理を行うことができる。
【００２３】
　ところで、上記のような探索空間内Ｓａ１にレーダ信号ＲＳを送信することにより、前
方の比較的近距離Ｄ（例えば１０～２０メートル程度）の路面に車両高より低い小型（例
えば十数センチ程度の地上高）の目標物体、つまり制御対象外目標物体Ｏｂがある場合に
は、レーダ装置１０は制御対象外目標物体Ｏｂからの反射信号も受信する。ここで、制御
対象外目標物体Ｏｂからの受信信号のレベルが基準レベルを上回る場合に、制御対象外目
標物体Ｏｂに対する車両制御を誤って行うことを回避するために、本実施形態では画像セ
ンサ２０の撮影範囲を次のように設定する。
【００２４】
　画像センサ２０は、図示するように、車両１の車室内におけるフロントグラス上部付近
に搭載される。そして、車両１前方におけるレーダ装置１０の探索空間Ｓａ１の下部領域
Ｕ１を除く領域Ｓａ２をデジタルスチルカメラ２２が撮影するように、デジタルスチルカ
メラ２２の視野ＦＶ１が視野ＦＶ２に調節される。
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【００２５】
　具体的には、デジタルスチルカメラ２２が搭載される地上高をＨ、デジタルスチルカメ
ラ２２の俯角をθ１として、制御対象外目標物体Ｏｂの地上高ｈ、制御対象外目標物体Ｏ
ｂまでの距離Ｄから次の式（１）により、デジタルスチルカメラ２２が探索空間Ｓａ１に
おける領域Ｓａ２を撮影するための視野ＦＶ２に対応する俯角θ２が算出される。そして
、かかる俯角θ２となるようにデジタルスチルカメラ２２の視野ＦＶ１を遮蔽部材により
遮蔽し、視野ＦＶ２にする。
【００２６】
  θ2＝arctan［(H-h)/ D］　・・・式（１）
　あるいは、画像センサ２０は、デジタルスチルカメラ２２により視野ＦＶ１の状態で探
索空間Ｓａ１を撮影し、画像処理部２４により撮影画像を処理する際に、探索空間Ｓａ１
の下部領域Ｕ１を除く領域、つまり視野ＦＶ２に対応する領域から目標物体画像を検出す
ることもできる。
【００２７】
　ここで、デジタルスチルカメラ２２が視野ＦＶ１の状態で撮影した探索空間Ｓ１を含む
撮影画像を模式的に図２（Ｂ）に示すと、例えば６４０画素×４８０画素の撮影画像にお
いて、下部領域Ｕ１に対応する画素数Ｙは、次式により求められる。ただしここでは、視
野ＦＶ１に対応する俯角をθ１、１画素の大きさをＰ、デジタルスチルカメラ２２の焦点
距離をｆとする。
【００２８】
  Y=(θ1-θ2) /arctan(P/f)　・・・式（２）
　よって、画像処理部２４は、上記の式（２）により算出した画素数Ｙに対応する撮影画
像の下部領域以外を対象として、目標物体画像を検出する処理を実行する。そうすること
により、探索空間Ｓａ１における領域Ｓａ２から目標物体画像を検出できる。
【００２９】
　図１、図２のように構成される車両制御システムでは、画像センサ２０が探索空間の下
部領域Ｕ１（以下、検出対象外領域という）以外の領域Ｓａ２（以下、検出対象領域とい
う）の撮影画像から目標物体画像を検出するので、検出される目標物体画像には制御対象
外目標物体Ｏｂの画像は含まれない。そして、車両制御装置３０は、受信信号のレベルが
基準レベルを上回り、かつ前記目標物体画像が検出されたときに、検出された距離に基づ
いて前記車両のアクチュエータの動作を制御する制御信号を出力するので、制御対象外目
標物体Ｏｂに対する車両制御が誤って行われることがない。
【００３０】
　なお、かかる構成において、画像センサ２０が「目標物体画像検出手段」に対応し、車
両制御装置３０が「制御手段」に対応する。
【００３１】
　また、画像センサ２０は、撮影画像内の目標物体画像を検出するが、撮影画像に基づき
目標物体の距離や大きさを検出するための構成（例えば複眼式カメラ）や処理性能を必要
としない。よって、単眼式で安価な構成とすることができ、コスト増を回避できる。
【００３２】
　図３は、車両制御システムの基本的な動作手順を説明するフローチャート図である。レ
ーダ装置１０は、探索空間にてレーダ信号を送受信し（Ｓ２）、送受信信号から生成され
るビート信号を処理して目標物体の速度、距離を含む目標物体情報を検出する（Ｓ４）。
そして、目標物体情報と受信信号のレベルを車両制御装置３０に出力する（Ｓ５）。
【００３３】
　一方、画像センサ２０は、探索空間Ｓａ１の一部を含む画像を撮影し（Ｓ６）、撮影画
像データを処理して、検出対象領域から目標物体画像とその大きさを検出する（Ｓ８）。
そして、検出結果を車両制御装置３０に出力する（Ｓ１０）。
【００３４】
　車両制御装置３０は、受信信号のレベルが基準レベルを上回り、かつ目標物体画像が検
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出された場合には（Ｓ１２のＹＥＳ）、手順Ｓ１４に進む。手順Ｓ１４は、上述した好ま
しい態様に対応する手順であり、受信信号のレベルと目標物体の距離の組合せと、目標物
体画像の大きさが所定の対応関係を有するかを確認する。そして、結果がＹＥＳの場合に
は、車両制御の目的に応じた制御信号を出力する（Ｓ１６）。　
【００３５】
　このように、本実施形態における車両制御システムによれば、制御対象外目標物体から
レベルの大きい受信信号が得られた場合であっても、かかる制御対象外目標物体に対する
車両制御は実行されないので、誤動作を回避できる。また、手順Ｓ１４において、レーダ
装置１０から取得した受信信号のレベルと距離との組合せと目標物体画像の大きさが、予
め格納した対応関係を有するかを確認する際にも、制御対象外目標物体に対する処理を省
略できるので、車両制御システム全体としての処理負荷を軽減することが可能となる。
【００３６】
　上述では、車両１前方の路面が水平路面である場合について説明した。次に、車両１前
方の路面が車両１に対し傾斜しているときの変形例について説明する。以下では説明の便
宜上、水平面を０度としたときの水平面に対する角度を路面の傾斜として、傾斜が０のと
きは水平路面、傾斜が０より大きい場合には上り傾斜、そして、傾斜が０より小さい場合
には下り傾斜を示す。
【００３７】
　図４は、車両前方の路面の傾斜を検出する方法について説明する図である。ここでは、
画像センサ２０が「傾斜検出手段」として、水平面（一点鎖線で図示）に対する前方路面
の傾斜α１（実線で図示）と、車両１の現在位置における傾斜α２（点線で図示）とを検
出し、両者の差（α１－α２）を前方路面の車両１に対する傾斜α３として検出する。
【００３８】
　図５は、変形例における車両制御システムの構成例を示す。ここでは、画像センサ２０
は、地図情報を有するナビゲーションシステム４６、または道路環境情報や車車間通信情
報を受信可能な通信装置４４から、車両１の現在位置を基準とする前方路面の傾斜α１を
取得する。あるいは、同じくナビゲーションシステム４６や通信装置４４から、車両の現
在位置と前方所定距離の地点における標高を取得し、両地点の距離と標高差から傾斜α１
を検出する。また画像センサ２０は、車両１に搭載される、ジャイロセンサ、光学式また
は機械式の加速度センサなどで構成される傾斜センサ４２から、車両１の地軸に対する傾
きを取得し、水平面に対する車両１の傾きを検出することで、車両１の現在位置における
傾斜α２を検出する。そして、前方路面の傾斜α１と車両１の現在位置の傾斜α２の差α
３を算出する。この結果、前方路面の傾斜は、水平路面である場合のほかに、上り／下り
傾斜のいずれかとして検出される。
【００３９】
　図６は、変形例における画像センサ２０の動作について説明する図である。図６（Ａ）
は前方路面が上り傾斜の場合（つまりα３＞０の場合）、図６（Ｂ）は下り傾斜の場合（
つまりα３＜０の場合）を示す。
【００４０】
　図６（Ａ）に示すように上り傾斜の場合には、図２で示したような視野ＦＶ２に、制御
対象外目標物体Ｏｂが入る蓋然性が大きくなる。よってこの場合、画像センサ２０は、画
像処理部２４が撮影画像から目標物体画像を検出する際に、検出対象外領域Ｕ１をＵ１０
のように大きくすることにより、図２（Ａ）で示した検出対象領域Ｓａ２を含む視野ＦＶ
２をＦＶ３のように小さく補正する。なおここで、α３が大きいほど（絶対値が大きいほ
ど）上り傾斜が急峻となるので、視野ＦＶ３は小さくなるように補正される。
【００４１】
　具体的には、図２（Ｂ）に示したように、視野ＦＶ１の状態で撮影した撮影画像におけ
る検出対象外領域Ｕ１に対応する画素数Ｙを算出する際に、前方路面の傾斜α３に対応し
た補正値を予めマップデータとして画像処理部２４内蔵のＲＯＭに格納しておくことによ
り、かかる補正値を読み出して視野ＦＶ３に対応するように画素数Ｙを補正する。あるい
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は、演算処理により補正値を導出して画素数Ｙを補正してもよい。あるいは、図２（Ａ）
で示したように予め機構的に視野ＦＶ２を設定し、視野ＦＶ２の状態で撮影した撮影画像
を処理するときに、前方路面の傾斜α３に対応する下方領域を処理対象外としてもよい。
このようにして、確実に制御対象外目標物体Ｏｂの画像を検出することを回避でき、車両
制御システムの誤動作を回避できる。
【００４２】
　一方、図６（Ｂ）に示すように、下り傾斜の場合、制御対象外目標物体Ｏｂが視野ＦＶ
２に入る蓋然性は小さくなるが、その反面、制御対象目標物体Ｏｂ２が視野ＦＶ２から外
れる蓋然性が大きくなる。よってこの場合、画像処理部２４が撮影画像から目標物体画像
を検出する際に、検出対象外領域Ｕ１をＵ１２のように小さくすることにより、図２（Ａ
）で示した検出対象領域Ｓａ２を含む視野ＦＶ２をＦＶ４のように大きく補正する。なお
ここで、α３が小さいほど（絶対値が大きいほど）下り傾斜が急峻となるので、視野ＦＶ
４は大きくなるように補正される。
【００４３】
　具体的には、上記同様に、図２（Ｂ）に示したように視野ＦＶ１の状態で撮影した撮影
画像における検出対象外領域Ｕ１に対応する画素数Ｙを算出する際に、前方路面の傾斜α
３に対応した補正値により視野ＦＶ４に対応するように画素数Ｙを補正する。あるいは、
図２（Ａ）で示したように予め機構的に視野ＦＶ２を設定し、視野ＦＶ２の状態で撮影し
た撮影画像を処理するときに、前方路面の傾斜α３に対応する下方領域を処理対象外とし
てもよい。そうすることにより、確実に制御対象目標物体Ｏｂ２の画像を検出することが
でき、車両制御システムの正確な動作を担保できる。
【００４４】
　図７は、変形例における車両制御装置３０の動作手順を説明するフローチャート図であ
る。この手順は、図３のフローチャート図における手順Ｓ８のサブルーチンに対応する。
すなわち、画像センサ２０は、前方路面の傾斜α３を検出し（Ｓ８２）、傾斜α３に対応
する検出対象外領域Ｕ１に対する補正値を導出する（Ｓ８４）。そして、検出対象外領域
Ｕ１を補正することにより視野ＦＶ２の大きさを補正し（Ｓ８６）、補正後の視野ＦＶ３
またはＦＶ４に対応する撮影画像から目標物体画像を検出する（Ｓ８８）。
【００４５】
　このような手順により、車両制御システムは、前方路面が傾斜路である場合に、制御対
象外目標物体に対する誤制御を確実に回避するとともに、制御対象目標物体に対する制御
を確実に行うことができる。
【００４６】
　図８は、別の変形例における車両制御システムの構成例を説明する図である。上述の変
形例と異なる点について説明すると、この変形例では、車両制御装置３０が「制御手段」
であるとともに「傾斜検出手段」として、通信装置４４、ナビゲーションシステム４６か
ら車両１の現在位置を基準とする前方路面の傾斜α１を取得し、また傾斜センサ４２から
車両１の地軸に対する傾きα２を取得して、前方路面の傾斜α３を算出する。
【００４７】
　一方、画像センサ２０は、図２（Ａ）で示した視野ＦＶ１の状態で撮影した撮影画像か
ら目標物体を検出し、その撮影画像内における位置座標を車両制御装置３０に入力する。
【００４８】
　そして、車両制御装置３０は、図６（Ａ）、（Ｂ）に示したように、前方路面の傾斜角
α３に対応して検出対象外領域Ｕ１を補正して、目標物体画像の位置に基づいて補正後の
検出対象領域Ｓａ２を含む撮影画像から検出されたかを判断し、かかる範囲で検出された
目標物体画像に基づいて制御信号の出力を行う。
【００４９】
　図９は、上記別の変形例における車両制御装置３０の動作手順を説明するフローチャー
ト図である。この手順は、図３のフローチャート図の変形例である。
【００５０】
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　図３と異なる手順について説明すると、画像センサ２０は、手順Ｓ８の代わりに撮影画
像データを処理して、撮影画像における検出対象領域から目標物体画像とその大きさ、及
び位置座標を検出する（Ｓ８００）。
【００５１】
　また、車両制御装置３０は、手順Ｓ１２の前に手順Ｓ８２０～Ｓ８８０を実行する。す
なわち、前方路面の傾斜α３を検出し（Ｓ８２０）、検出対象外領域Ｕ１に対する傾斜α
３に対応する補正値を導出する（Ｓ８４０）。そして、検出対象外領域Ｕ１を補正し（Ｓ
８６０）、補正された後の検出対象領域Ｓａ２を含む領域から目標物体画像が検出された
かを確認する（Ｓ８８０）。そして、検出が確認された目標物体画像に対し手順Ｓ１２以
降を実行する。
【００５２】
　このような手順によれば、車両制御システムは、確実に制御対象目標物体Ｏｂ２の画像
を検出することができ、車両制御システムの正確な動作を担保できる。
【００５３】
　上述の説明では、レーダ装置１０がＦＭ－ＣＷ方式のレーダ装置である場合を例として
説明したが、レーダ装置１０は、パルス・ドップラレーダ方式など他の方式であってもよ
い。また、電波レーダのほかにレーザレーダであってもよい。また、画像センサ２０は、
光学式のデジタルスチルカメラを例として示したが、可視光カメラや赤外線カメラであっ
てもよく、画像を撮影する画像撮影装置であればよい。
【００５４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、制御対象外目標物体からレベルの大きい受
信信号が得られた場合であっても、車両制御システムは誤動作を回避できる。
【符号の説明】
【００５５】
１：車両、１０：レーダ装置、２０：画像センサ、３０：車両制御装置
【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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