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(57)【要約】
【課題】車両の走行に障害となる物体を高精度に検知す
る周辺物体検知装置を提供することを課題とする。
【解決手段】車両に搭載され、車両の走行に障害となる
物体を検知する周辺物体検知装置であって、レーダで電
磁波を送信し、反射してきた電磁波を受信して反射強度
を取得し、このレーダで取得した反射強度を用いて所定
区間における反射強度の変化量の積算値を算出し、この
積算値に基づいて（特に、積算値が閾値未満の場合に）
車両の走行に障害とならない下方物を判定する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載され、車両の走行に障害となる物体を検知する周辺物体検知装置であって、
　電磁波を送信し、反射してきた電磁波を受信して反射強度を取得するレーダと、
　前記レーダで取得した所定区間における反射強度の変化量の積算値を算出し、該積算値
に基づいて車両の走行に障害とならない下方物を判定する判定手段と、
　を備えることを特徴とする周辺物体検知装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記積算値が閾値未満の場合に車両の走行に障害とならない下方物と
判定することを特徴とする請求項１に記載の周辺物体検知装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載され、車両の走行に障害となる周辺物体を検知する周辺物体検知
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＣＳ[Pre-Crash Safety]等の衝突回避支援では、車両の走行に障害となる物体（車両
等）を高精度に検知することが重要となる。この検知ではミリ波レーダ等のレーダが用い
られ、レーダで得られた反射強度に基づいて障害となる物体と下方の障害とならない物体
（車両が跨いで通過可能な物体）とを判定している。例えば、特許文献１に記載の車両用
レーダ装置では、レーダによる反射強度の検出波形と基準波形との差分を算出し、その差
分値が閾値以上の場合に路上のマンホールや金属ジョイント等の不要物体と判定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２０４０３３号公報
【特許文献２】特開２００４－３６１１５４号公報
【特許文献３】特開２００８－１０２５９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　車両が跨いで通過することができない障害物は、地面からある程度以上の高さを有して
いる。そのため、レーダから送信された電磁波（ミリ波等）が障害物で反射してレーダに
戻ってくるパスとしては、障害物から直接戻ってくるパスもあれば、電磁波が地面で反射
して間接的に戻ってくるパスもある。このようなマルチパスの反射波をレーダで受信した
場合、相対距離に対する反射強度の変化は、基本的に障害物との相対距離が短くなるほど
大きくなるが、距離が異なる各パスの反射波が干渉して増幅したりあるいは打ち消したり
するため上下に大きく変化し、変化幅の大きい山部と谷部を複数形成する（図２（ｃ）参
照）。
【０００５】
　一方、図５（ａ）に示すように、車両が跨いで通過することができる工事用の鉄板等の
下方物Ｕ１が地面に正常に配設されている場合、地面から殆ど高さを有していない。その
ため、レーダから送信された電磁波が下方物Ｕ１で反射してレーダに戻ってくるパスとし
ては、下方物Ｕ１から直接戻ってくるパスだけである。このような単一のパスの反射波を
レーダで受信した場合、相対距離に対する反射強度の変化は、下方物Ｕ１との相対距離が
短くなるほど大きくなるだけで、障害物のような山部と谷部は形成されない（図２（ａ）
参照）。したがって、１つの大きな山部だけとなる。従来、このような反射強度の山部と
谷部の個数に着目し、下方物と障害物とを判別する技術がある。
【０００６】
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　しかし、図５（ｂ）に示すように、車両が跨いで通過することができるが、工事用の鉄
板等の下方物Ｕ２が２つ重なっている場合、地面から少し高さを有している。そのため、
レーダから送信された電磁波が下方物Ｕ２で反射してレーダに戻ってくるパスとしては、
下方物Ｕ２から直接戻ってくるパスもあれば、電磁波が地面に反射して間接的に戻ってく
るパスもある。地面で反射した電磁波が戻ってくるパスは、上記した障害物よりは非常に
少ない。したがって、このようなマルチパスの反射波をレーダで受信した場合、相対距離
に対する反射強度の変化は、下方物Ｕ２との相対距離が短くなるほど大きくなるが、上下
に多少変化し、変化幅の小さい山部と谷部を形成する（図２（ｂ）参照）。このような反
射強度の変化となるのは、複数の鉄板等が重なる以外にも、地面から浮いている場合、物
体自体に厚みがある場合にもなる。このような反射強度の変化が検知されると、上記した
ような反射強度の山部と谷部の個数に着目した方法では、下方物と障害物とを正しく判別
できない場合がある。安全に通過可能な下方物を障害物として誤検知した場合、ＰＣＳに
よる不要な支援が行われることになる。
【０００７】
　そこで、本発明は、車両の走行に障害となる物体を高精度に検知する周辺物体検知装置
を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る周辺物体検知装置は、車両に搭載され、車両の走行に障害となる物体を検
知する周辺物体検知装置であって、電磁波を送信し、反射してきた電磁波を受信して反射
強度を取得するレーダと、レーダで取得した所定区間における反射強度の変化量の積算値
を算出し、該積算値に基づいて車両の走行に障害とならない下方物を判定する判定手段と
を備えることを特徴とする。
【０００９】
　この周辺物体検知装置では、レーダを利用し、車両の走行に障害となる周辺物体を検知
する。レーダでは、電磁波を送信し、反射して戻ってきた電磁波を受信し、反射強度を取
得する。周辺物体検知装置の判定手段では、所定区間における反射強度の変化量の積算値
を算出する。所定区間は、レーダから送信された電磁波が検知対象の周辺物体で反射して
戻ってくると仮定した場合にレーダでマルチパスの各反射波を十分に受信できる区間であ
る。車両の走行に障害となる物体の場合、地面からある程度以上の高さを有するため、多
くのパスで反射波が戻ってくるので、距離が異なる各パスの反射波が干渉して反射強度の
変化が大きく、反射強度の変化量の積算値が大きくなる。しかし、車両の走行に障害とな
らない下方物の場合、地面から殆ど高さを有さないため、単一又は少ないパスで反射波が
戻ってくるので、反射強度の変化が小さく（単一のパスの場合には変化が殆どなく）、反
射強度の変化量の積算値は小さい。そこで、周辺物体検知装置の判定手段では、所定区間
における反射強度の変化量の積算値に基づいて車両の走行に障害とならない下方物か否か
を判定し、下方物でない物体を車両の走行に障害となる周辺物体として検知する。このよ
うに、周辺物体検知装置では、所定区間における反射強度の変化量の積算値を用いること
により、車両の走行に障害とならない下方物を高精度に判定でき、車両の走行に障害とな
る周辺物体を高精度に検知できる。このように高精度に検知された周辺物体の情報を用い
て運転支援を行うことによって、不要な運転支援を防止でき、運転支援を高精度に行うこ
とができる。
【００１０】
　本発明の上記周辺物体検知装置では、判定手段は、積算値が閾値未満の場合に車両の走
行に障害とならない下方物と判定すると好適である。
【００１１】
　下方物の場合、上記したように反射強度の変化が小さく、反射強度の変化量の積算値は
小さい。したがって、周辺物体検知装置では、所定区間における反射強度の変化量の積算
値が閾値未満か否かを判定することにより、車両の走行に障害とならない下方物か否かを
判定できる。
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【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、所定区間における反射強度の変化量の積算値を用いることにより、車
両の走行に障害とならない下方物を高精度に判定でき、車両の走行に障害となる周辺物体
を高精度に検知できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施の形態に係る運転支援装置の構成図である。
【図２】相対距離に対する反射強度の変化の一例であり、（ａ）が路上の鉄板で反射した
反射強度であり、（ｂ）が路上の重なった鉄板で反射した反射強度であり、（ｃ）が停止
車両で反射した反射強度である。
【図３】反射強度の変化量の積算値の算出方法の説明図である。
【図４】図１の運転支援ＥＣＵにおける障害物検知処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図５】車両前方の走行の障害とならない下方物の一例であり、（ａ）が通常の鉄板の場
合であり、（ｂ）が２つの鉄板が重なった場合である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して、本発明に係る周辺物体検知装置の実施の形態を説明する。なお
、各図において同一又は相当する要素については同一の符号を付し、重複する説明を省略
する。
【００１５】
　本実施の形態では、本発明を、車両に搭載される運転支援装置に適用する。本実施の形
態に係る運転支援装置は、自車両の走行に障害となる物体との衝突回避支援を行うＰＣＳ
である。本実施の形態に係る運転支援装置では、ミリ波レーダを利用して障害物を検知し
、障害物と衝突する可能性がある場合には運転者に対するＨＭＩ[Human Machine Interfa
ce]や自動ブレーキを行う。
【００１６】
　なお、本実施の形態では、ミリ波レーダのレーダ情報を用いた障害物検知について詳細
に説明する。特に、ミリ波レーダによって平坦路で検知される物体の中から自車両の走行
に障害とならない下方物（例えば、工事用の鉄板、マンホール、空き缶）を高精度に判別
し、その下方物以外の検知物体を自車両の走行に障害となる障害物として検知する手法に
ついて説明する。障害物についても、特に、停車車両（静止物）を対象とする。走行中の
車両等の移動物の場合、任意の速度で移動するので、相対速度等を用いた他の手法で下方
物（静止物）との判別を高精度にできる。また、坂路（特に、坂路と平坦路との境界）で
検知される物体における下方物との判別についても他の方法を用いるとよい。
【００１７】
　図１～図３を参照して、運転支援装置１について説明する。図１は、本実施の形態に係
る運転支援装置の構成図である。図２は、相対距離に対する反射強度の変化の一例である
。図３は、反射強度の変化量の積算値の算出方法の説明図である。
【００１８】
　運転支援装置１では、障害物と下方物とを高精度に判定するために、相対距離の判定区
間における反射強度の変化量の積算値を用いる。さらに、運転支援装置１では、判定精度
を向上させるために、判定区間における反射強度の増加度合いの傾きと判定区間内での隣
り合う山部と谷部との反射強度の上下変動量の最大値を用いる。
【００１９】
　運転支援装置１は、ミリ波レーダ２、運転支援ＥＣＵ[Electronic Control Unit]３、
メータ４、ブザー５、ブレーキアクチュエータ６を備えている。なお、本実施の形態では
、ミリ波レーダ２が請求の範囲に記載するレーダに相当し、運転支援ＥＣＵ３における障
害物検知処理が請求の範囲に記載する判定手段に相当する。
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【００２０】
　ミリ波レーダ２は、ミリ波帯の電磁波を利用して物体を検出するための走査型のレーダ
である。ミリ波レーダ２は、自車両の前側の中央に取り付けられる。ミリ波レーダ２では
、一定時間毎に、送信部と受信部を左右方向に回転させ、左右方向における各走査角度で
ミリ波を前方に向けて送信し、反射して戻ってきたミリ波を受信する。そして、ミリ波レ
ーダ２では、受信できた反射点（検出点）毎に、ＦＦＴ解析を行い、相対距離、相対速度
、横位置（走査角度）等を算出する。そして、ミリ波レーダ２では、各反射点についての
レーダ情報（相対距離、相対速度、横位置、反射強度等）をレーダ信号として運転支援Ｅ
ＣＵ３に送信する。
【００２１】
　運転支援ＥＣＵ３は、ＣＰＵ[CentralProcessing Unit]、ＲＯＭ[Read Only Memory]、
ＲＡＭ[Random Access Memory]等からなる電子制御ユニットであり、運転支援装置１を統
括制御する。運転支援ＥＣＵ３は、一定時間毎に、ミリ波レーダ２からレーダ信号を受信
し、反射点毎にレーダ情報を時系列で記憶する。ここでは、横位置（走査角度）が同じ（
あるいは、ほぼ同じ）であり、相対距離が徐々に減少している反射点を同じ物体に対する
反射点とみなして、その反射点毎に時系列データを保持する。そして、運転支援ＥＣＵ３
では、反射点毎にレーダ情報の時系列データを用いて障害物検知処理を行い、障害物を検
知した場合には衝突判定処理を行い、衝突の可能性がある場合には支援制御処理を行い、
支援が必要な場合にはメータ４、ブザー５、ブレーキアクチュエータ６に各制御信号を送
信する。なお、衝突判定処理と支援制御処理については従来の処理を適用するので簡単に
説明し、障害物検知処理については詳細に説明する。
【００２２】
　各処理について説明する前に、自車両から物体までの相対距離に対する反射強度の変化
について説明しておく。図２には、ある走査角度で検知された反射点についてのレーダ情
報の時系列データから得られた相対距離に対する反射強度の変化の例を示している。
【００２３】
　図２（ａ）の例は、図５（ａ）に示すような路上の鉄板Ｕ１で反射した場合の反射強度
の変化を示している。このような通常の鉄板Ｕ１（あるいは、マンホール等）の場合、ミ
リ波レーダ２から送信されたミリ波が鉄板Ｕ１で反射してミリ波レーダ２に戻ってくるパ
スとしては、鉄板Ｕ１から直接戻ってくる単一のパスだけである。したがって、反射波が
干渉するようなことはなく、相対距離に対する反射強度の変化は、相対距離が短くなるほ
ど、上下変動なく、単純に増加するだけであり、一つの大きな山部が形成される。この反
射強度が増加する度合いは、比較的小さい。
【００２４】
　図２（ｂ）の例は、図５（ｂ）に示すような他の鉄板の後方にオフセットして重なった
鉄板Ｕ２で反射した場合の反射強度の変化を示している。このような重なった鉄板Ｕ２の
場合、上記のような通常の鉄板Ｕ１よりも地面から高さを有している（高さはあるが、車
両が十分に跨いで通過できる高さである）。そのため、ミリ波レーダ２から送信されたミ
リ波が重なった鉄板Ｕ２で反射してミリ波レーダ２に戻ってくるパスとしては、鉄板Ｕ２
から直接戻ってくるパスの他にも、ミリ波が地面に反射して間接的に戻ってくるパスも多
少ある。この場合、相対距離に対する反射強度の変化は、図２（ａ）に示す通常の鉄板Ｕ
１の場合と同様の傾向示すが、パスの数は少ないがマルチパスの影響によって、距離が異
なるパスの各反射波が干渉して増幅したりあるいは打ち消しあうため、上下に少し変化し
、変化幅の小さい山部と谷部を形成する。このような反射強度の変化特性となるのは、前
後や左右にオフセットして鉄板が重なっている場合だけでなく、鉄板が浮いている場合、
空き缶等の地面から多少の高さを有する物体の場合もある。
【００２５】
　図２（ｃ）の例は、停止車両で反射した場合の反射強度の変化を示している。車両の場
合、地面からある程度以上の高さを有している。そのため、ミリ波レーダ２から送信され
たミリ波が停止車両で反射してミリ波レーダ２に戻ってくるパスとしては、停止車両から
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直接戻ってくるパスの他にも、ミリ波が地面に反射して戻ってくる多くのパスがある。こ
の場合、相対距離に対する反射強度の変化は、基本的に相対距離が短くなるほど大きくな
るが、多くのパスからなるマルチパスの影響によって、距離が異なる各パスの反射波が干
渉して増幅したりあるいは打ち消しあうため、上下に大きく変化し、変化幅の大きい山部
と谷部を形成する。反射強度が増加する度合いも鉄板Ｕ１，Ｕ２に比べて大きく、山部と
谷部の反射強度の変化差も重なった鉄板Ｕ２に比べて大きい。このように、変化差の大き
い山部と谷部を複数個持つ反射強度の変化の場合、反射強度の変化量の積算値（図２（ｃ
）におけるグラフの線の長さに相当する量）は鉄板Ｕ１，Ｕ２による反射強度の変化量の
積算値よりも顕著に大きくなる。
【００２６】
　障害物検知処理について説明する。運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、レーダ情報の
時系列データから相対距離に対する反射強度の変化を取得する。そして、運転支援ＥＣＵ
３では、反射点毎に、相対距離に対する反射強度の波形を解析し、山部（凸部）を判定す
るとともに谷部（ＮＵＬＬ部）を判定する。そして、運転支援ＥＣＵ３では、山部となる
相対距離の点については山確定フラグを１にして記憶するとともに、谷部となる相対距離
の点については谷確定フラグを１にして記憶する。図２（ａ）に示す例の場合には大きな
山部が１つだけ判定され、図２（ｂ）に示す例の場合には小さな山部と谷部が複数判定さ
れ、図２（ｃ）の例の場合には大きな山部と谷部が複数判定される。なお、ミリ波レーダ
２での検知時のノイズや車両の振動等の影響による反射強度の微少な上下変動については
、山部や谷部として判定しない。
【００２７】
　運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、相対距離の判定区間ＪＳにおける反射強度の増加
度合いを示す傾きを算出する。この算出方法としては、山確定フラグに基づいて判定区間
ＪＳ内に山部が２つ以上の場合には相対距離が最も短い地点での山部の頂点と相対距離が
最も長い地点での山部の頂点の各反射強度から傾きＳＬを算出し、判定区間ＪＳ内に山部
が１つ以下の場合には判定区間ＪＳにおける相対距離が最も短い地点と相対距離が最も長
い地点での各反射強度から傾きＳＬを算出する。図２（ａ），（ｂ），（ｃ）には、判定
区間ＪＳにおける反射強度の傾きＳＬ１，ＳＬ２，ＳＬ３をそれぞれ示している。
【００２８】
　なお、判定区間ＪＳは、ミリ波レーダ２から送信されたミリ波が障害物で反射して戻っ
てくると仮定した場合にマルチパスの反射波をミリ波レーダ２で十分に受信できる区間で
ある。また、判定区間ＪＳは、ＰＣＳによる支援が十分に間に合うまでに障害物を検知で
きる区間である。判定区間ＪＳは、実車実験で得られたデータに基づいて予め設定され、
障害物から数１０ｍ手前に数１０ｍの間隔の区間として設定される。
【００２９】
　また、運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、判定区間ＪＳにおける一定時間間隔の反射
強度の差の絶対値を順次算出し、その差の絶対値を積算して積算値ＥＳを算出する。この
算出では、判定区間ＪＳにおいてミリ波レーダ２で一定時間毎に検知された反射強度が用
いられる。但し、相対距離が殆ど変化しない下限速度以下のときの反射強度は用いない。
図３に示すように、判定区間ＪＳにおける相対距離が最も長い地点で検知された時間の反
射強度をＮ０とし、相対距離が最も短い地点で検知された時間の反射強度をＮｎとした場
合、各時間での反射強度をＮ０、Ｎ１、Ｎ２・・・Ｎｎを用いて、反射強度の差の絶対値
Ｍ１＝｜Ｎ１－Ｎ２｜、Ｍ２＝｜Ｎ２－Ｎ１｜・・・Ｍｎ＝｜Ｎｎ－Ｎｎ－１｜を順次算
出し、その差の絶対値Ｍ１，Ｍ２・・・Ｍｎの積算値ＥＳ＝Ｍ１＋Ｍ２＋・・・＋Ｍｎを
算出する。
【００３０】
　さらに、運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、反射強度の傾きＳＬを用いて、判定区間
ＪＳにおける反射強度のベースアップ量ＢＵＰを算出する。傾きＳＬの直線における判定
区間ＪＳでの相対距離が最も長い地点での反射強度を求めるとともに傾きＳＬの直線にお
ける判定区間ＪＳでの相対距離が最も短い地点での反射強度を求め、この２つの反射強度
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の差の絶対値がベースアップ量ＢＵＰとなる。図２（ａ），（ｂ），（ｃ）には、判定区
間ＪＳにおける反射強度のベースアップ量ＢＵＰ１，ＢＵＰ２，ＢＵＰ３をそれぞれ示し
ている。
【００３１】
　そして、運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、判定区間ＪＳにおける反射強度の差の絶
対値の積算値ＥＳからベースアップ量ＢＵＰを減算し、その減算値を判定区間ＪＳにおけ
る反射強度の変化量の積算値ＣＥＳとする。
【００３２】
　また、運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、山確定フラグと谷確定フラグを用いて判定
区間ＪＳ内における隣り合う山部と谷部を抽出し、各組み合わせの山部と谷部について反
射強度の上下変動量（山部の頂点での反射強度と谷部の最下点での反射強度との差の絶対
値）をそれぞれ算出する。そして、運転支援ＥＣＵ３では、各組み合わせの山部と谷部に
ついて反射強度の上下変動量の中から上下変動量の最大値を抽出し、その最大値を最大上
下変動量ＣＭＸとする。なお、通常の鉄板で反射した場合（図２（ａ）の例の場合）のよ
うに山部を１だけ持つ場合や山部を持たない場合には、最大上下変動量ＣＭＸを０とする
。
【００３３】
　そして、運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、相対距離が判定区間ＪＳにおける最も短
い相対距離未満になると、下方物かあるいは障害物かを判定するために、以下の３つの条
件を判定する。１つ目条件は、反射強度の傾きＳＬが閾値Ａ未満か否かを判定する。図２
（ａ），（ｂ）の傾きＳＬ１，ＳＬ２と図２（ｃ）の傾きＳＬ３とを比較すると、傾きＳ
Ｌ３の方が大きい。２つ目の条件は、障害物の場合には下方物に比べて判定区間ＪＳにお
ける反射強度の変化量の積算値が大きくなるので、反射強度の変化量の積算値ＣＥＳが閾
値Ｂ未満か否かを判定する。図２（ａ），（ｂ）の判定区間ＪＳにおけるグラフの線の長
さと図２（ｃ）の判定区間ＪＳにおけるグラフの線の長さを比較すると、図２（ｃ）の判
定区間ＪＳにおけるグラフの線の長さが明らかに長い。３つ目の条件は、障害物の場合に
は下方物に比べて山部の頂点での反射強度と谷部の最下点での反射強度との差が大きくな
るので、最大上下変動量ＣＭＸが閾値Ｃ未満か否かを判定する。図２（ｂ）の判定区間Ｊ
Ｓにおける山部と谷部の差と図２（ｃ）の判定区間ＪＳにおける山部と谷部の差を比較す
ると、図２（ｃ）の判定区間ＪＳにおける山部と谷部の差が明らかに大きい。図２（ａ）
の判定区間ＪＳには谷部が存在しない。なお、閾値Ａ，Ｂ，Ｃは、下方物と障害物とを判
別するための閾値であり、実車実験で得られたデータに基づいて予め設定される。
【００３４】
　運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、反射強度の傾きＳＬが閾値Ａ未満かつ反射強度の
変化量の積算値ＣＥＳが閾値Ｂ未満かつ最大上下変動量ＣＭＸが閾値Ｃ未満の場合には下
方物と判定し、下方物フラグに１を設定し、それ以外の場合には障害物と判定し、下方物
フラグに０を設定する。図２の例では、図２（ａ）の通常の鉄板の場合と図２（ｂ）の重
なった鉄板の場合が下方物と判定され、図２（ｃ）の停止車両の場合が障害物と判定され
る。なお、この判定では、少なくとも反射強度の変化量の積算値ＣＥＳが閾値Ｂ未満であ
れば、下方物と判定するようにしてもよい。
【００３５】
　衝突判定処理について説明する。運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、障害物検知処理
で設定した下方物フラグが０の場合（障害物の場合）、自車両と障害物との相対距離と相
対速度に基づいてＴＴＣ[Time ToCollision]＝（相対距離／相対速度）を算出する。そし
て、運転支援ＥＣＵ３では、ＴＴＣがＰＣＳの作動タイミング以内か否かを判定し、ＰＣ
Ｓの作動タイミング以下の場合には衝突する可能性があると判断する。なお、この衝突判
定については、一例であり、従来の他の衝突判定を適用してもよい。
【００３６】
　支援制御処理について説明する。運転支援ＥＣＵ３では、衝突判定処理で衝突の可能性
があると判定した障害物毎に、ＴＴＣ等に基づいて衝突の可能性の度合いを判断し、衝突
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の可能性の度合いに応じて支援内容を決定し、支援内容に応じて制御信号を設定して、そ
の制御信号をメータ４、ブザー５、ブレーキアクチュエータ６に送信する。例えば、ＴＴ
Ｃが短いほど衝突の可能性が高いと判断する。衝突の可能性が低い場合にはＰＣＳ警告灯
点灯による注意喚起と決定し、警告灯表示信号をメータ４に送信する。可能性が高くなる
と、ブザー音出力による警報と決定し、ブザー出力信号をブザー５に送信する。更に可能
性が高くなると、ブレーキ作動による自動ブレーキと決定し、衝突回避に必要な目標ブレ
ーキ油圧を算出し、その目標ブレーキ油圧を示すブレーキ制御信号をブレーキアクチュエ
ータ６に送信する。なお、この支援制御については、一例であり、従来の他の支援制御を
適用してもよい。
【００３７】
　メータ４は、スピードメータ、タコメータ、燃料計等の各種計器や充電、半ドア、燃料
、油圧、ＰＣＳ等の各種警告灯等を備えるコンビネーションメータである。特に、メータ
４では、運転支援ＥＣＵ３からＰＣＳの警告灯表示信号を受信すると、ＰＣＳの警告灯を
点灯する。
【００３８】
　ブザー５は、運転者に対して衝突の可能性があることを知らせるためのブザー音を出力
する装置である。ブザー５では、運転支援ＥＣＵ３からブザー出力信号を受信すると、ブ
ザー音を出力する。
【００３９】
　ブレーキアクチュエータ６は、各車輪のブレーキ油圧を調整するためのアクチュエータ
である。ブレーキアクチュエータ６では、運転支援ＥＣＵ３からブレーキ制御信号を受信
すると、そのブレーキ制御信号に示される目標ブレーキ油圧になるように作動し、ブレー
キ油圧を調整する。これによって、自動ブレーキが作動し、車両を減速（停止）させる。
【００４０】
　図１～図３を参照して、運転支援装置１の動作について説明する、特に、運転支援ＥＣ
Ｕ３における障害物検知処理については図４のフローチャートに沿って説明する。図４は
、図１の運転支援ＥＣＵにおける障害物検知処理の流れを示すフローチャートである。
【００４１】
　ミリ波レーダ２では、一定時間毎に、自車両の前方にミリ波を左右方向に走査しながら
送信するとともに反射してきたミリ波を受信し、反射点（検出点）毎のレーダ情報をレー
ダ信号として運転支援ＥＣＵ３に送信している。運転支援ＥＣＵ３では、そのレーダ信号
を受信し、反射点毎のレーダ情報を取得する（Ｓ１）。そして、運転支援ＥＣＵ３では、
反射点毎に、レーダ情報を時系列で記憶する。
【００４２】
　運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、判定区間ＪＳにおける相対距離に対する反射強度
の波形を解析する（Ｓ２）。そして、運転支援ＥＣＵ３では、山部（凸点）と谷部（ＮＵ
ＬＬ点）を判定し、山部と判定された点と谷部と判定された点を山確定フラグと谷確定フ
ラグでそれぞれ記憶する（Ｓ２）。
【００４３】
　運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、山確定フラグと谷確定フラグを用いて、判定区間
ＪＳにおける相対距離に対する反射強度の変化から反射強度の増加度合いを示す傾きＳＬ
、反射強度の変化量の積算値ＣＥＳ、山部と谷部の最大上下変動量ＣＭＸをそれぞれ算出
する（Ｓ３）。そして、運転支援ＥＣＵ３では、反射点毎に、傾きＳＬが閾値Ａ未満か否
か、積算値ＣＥＳが閾値Ｂ未満か否か、最大上下変動量ＣＭＸが閾値Ｃ未満か否かを判定
し、傾きＳＬが閾値Ａ未満かつ積算値ＣＥＳが閾値Ｂ未満かつ最大上下変動量ＣＭＸが閾
値Ｃ未満の場合には平坦路走行中の下方物と判定し、それ以外の場合には平坦路走行中の
障害物と判定し、下方物フラグを設定する（Ｓ３）。
【００４４】
　下方物フラグ＝０の反射点毎（障害物毎）に、運転支援ＥＣＵ３では、自車両と障害物
とが衝突する可能性があるか否かを判定する。衝突の可能性がある障害物の場合、運転支
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援ＥＣＵ３では、衝突の可能性の度合いを判断し、衝突の可能性の度合いに応じて支援内
容を決定し、支援内容に応じてメータ４、ブザー５、ブレーキアクチュエータ６に制御信
号を送信する。メータ４では、運転支援ＥＣＵ３からＰＣＳの警告灯表示信号を受信した
場合にはＰＣＳの警告灯を点灯する。ブザー５では、運転支援ＥＣＵ３からブザー出力信
号を受信した場合にはブザー音を出力する。ブレーキアクチュエータ６では、運転支援Ｅ
ＣＵ３からブレーキ制御信号を受信した場合にはブレーキ制御信号に応じてブレーキ油圧
を調整して自動ブレーキを作動させる。
【００４５】
　運転支援装置１によれば、判定区間ＪＳにおける反射強度の変化量の積算値ＣＥＳを用
いることにより、平坦路において車両の走行に障害とならない下方物を高精度に判別でき
、車両の走行に障害となる障害物を高精度に検知できる。特に、鉄板が重なっている場合
、鉄板が地面から浮いている場合、空き缶等の厚さを有する物体の場合等のマルチパスの
反射波があるような下方物についても、下方物として正しく判別できる。このように、車
両が跨いで安全に通過可能な下方物を障害物として誤検知しないので、下方物に対するＰ
ＣＳの不要支援を防止できる。
【００４６】
　さらに、運転支援装置１によれば、判定区間ＪＳにおける反射強度の変化量の積算値Ｃ
ＥＳの他にも反射強度の傾きＳＬと山部と谷部の最大上下変動量ＣＭＸを用いることによ
り、下方物をより高精度に判別できる。
【００４７】
　以上、本発明に係る実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定さ
れることなく様々な形態で実施される。
【００４８】
　例えば、本実施の形態ではＰＣＳの運転支援装置に適用したが、周辺物体の情報を必要
とする他の運転支援装置に適用してもよいし、あるいは、周辺物体検知装置自体に適用し
てもよい。
【００４９】
　また、本実施の形態ではレーダとしてミリ波レーダを適用したが、マイクロ波レーダ等
の他のレーダでもよい。
【００５０】
　また、本実施に形態では運転支援ＥＣＵ内で障害物検知（下方物判定）を行う構成とし
たが、レーダ内で行ってもよい。
【００５１】
　また、本実施の形態では判定区間の反射強度の変化量の積算値に加えて反射強度の傾き
や反射強度の山部と谷部との上下変動量の最大値に基づいて障害物と下方物とを判別する
構成としたが、反射強度の変化量の積算値だけで判別してもよいし、あるいは反射強度の
変化量の積算値と反射強度の傾き又は反射強度の山部と谷部との上下変動量の最大値とで
判別してもよい。
【００５２】
　また、本実施の形態では判定区間の反射強度の変化量の積算値としてミリ波レーダで一
定時間毎に検知される反射強度の差の絶対値を算出し、その差の絶対値を積算し、その積
算値からベースアップ量を減算し、その減算値を用いる構成としたが、反射強度の差の絶
対値を積算した積算値をそのまま用いてもよいし、あるいは、他の算出方法で判定区間の
反射強度の変化量の積算値を求めてもよい。
【符号の説明】
【００５３】
　１…運転支援装置、２…ミリ波レーダ、３…運転支援ＥＣＵ、４…メータ、５…ブザー
、６…ブレーキアクチュエータ。
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