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明 細 書

対象物認識装置

技術分野

０００ 本発明は、対象物認識装置に係り、特に、自車両において道路上の対象物を認識

するぅえで好適な対象物認識装置に関する。

背景技術

０００ 」
2 従来、移動体である車両において道路標識等の静止対象物を認識する対象物認

識装置が知られている (例えば、特許文献 参照 ) 。この対象物認識装置は、車両周

囲の道路を撮影するカメラを備えており、かかるカメラの撮影した画像情報に基づい

て道路上の静止対象物を認識することとしている。

特許文献 1 : 特開 2 ０００ 346653号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3
」 ところで、上記の如くカメラ撮像画像から認識される静止対象物は、道路上に設置

され或いは描かれる道路標識や路面標示であって、道路上に点在する。また、その

静止対象物の位置は、絶対的に或いは交差点などの地図上固定物に対して相対的

に定められることが多い。この点、車両の認識すべき静止対象物の位置情報を予め

格納したヂ一タベースを有する車載側において、道路上の対象物を認識する際に、

常にカメラにょり車両周囲の道路を撮影しかつその撮像画像を処理するものとすると

、その認識処理負荷が増大することとなり、その結果、対象物の認識に時間がかかり

、或いは、高速処理可能な高価な装置が必要となる不都合が生じてしまぅ。

０００ 」
4 本発明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、道路上の対象物の認識に要す

る処理負荷を軽減させた対象物認識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

０００ 」
5 上記の目的は、所定の手法に従って自車両の位置を測位する測位手段と、自車両

の位置を測位するぅえでの測位精度を算出する測位精度算出手段と、予め自車両の

認識すべき道路上の対象物の位置情報を格納する格納手段と、前記測位手段にょ



り測位された自車両の位置、前記格納手段に格納された前記対象物の位置、及び

前記測位精度算出手段により算出された前記測位精度に基づいて、該対象物を認

識すべき道路の認識範囲を設定する認識範囲設定手段と、前記認識範囲設定手段

により設定された前記認識範囲において前記対象物を認識する対象物認識手段と、

を備える対象物認識装置により達成される。

０００ 」6 この態様の発明においては、自車両の位置、対象物の位置、及び自車両の位置を

測位するぅえでの測位精度に基づいて、自車両において対象物を認識すべき道路

の認識範囲が設定される。そして、その設定された認識範囲において対象物の認識

処理が行われる。かかる構成においては、設定された認識範囲以外において対象物

の認識処理は行われない。このため、本発明によれば、対象物の認識処理を常に行

ぅ構成に比べて、対象物の認識に要する処理負荷を軽減することができる。

０００7」 また、対象物の位置は、予め格納手段にその情報が格納されているため、ある程度

正確である一方、自車両の位置は、所定の手法に従って測位 れるため、その測位

精度に応じた誤差を有するものとなる。この点、測位誤差が生じなければ、測位され

た自車両の位置が対象物の位置に一致した際にその対象物の認識処理を行ぅことと

すれば十分であるが、実際は測位誤差が生ずるため、測位された自車両の位置が

対象物の位置に一致した際にのみその対象物の認識処理を行うこととすると、認識

処理を行った際には既に自車両がその対象物を通過している事熊も生じ得、対象物

を認識できないことが起こり得る。これに対して、上記した態様の発明においては、自

車両位置の測位精度を考慮して対象物を認識すべき認識範囲が設定されるため、

自車両の認識すべき対象物を認識できなくなるのを防止することができる。

０００8」 自車位置の測位誤差の範囲は、測位精度が高いときはⅡ、さいが、測位精度が低い
ときは大きくなる。従って、上記した対象物認識装置において、前記認識範囲設定手

段は、前記測位精度算出手段により算出される前記測位精度が低いほどより広い前

記認識範囲を設定することとすればよい。

０００9」 また、例えば車速，舵角等による走行軌跡に基づいて自車両の位置が測位される

場合、走行距離が長くなるほど、測位誤差が大きくなり、測位精度が低くなる。従って

、上記した対象物認識装置において、前記認識範囲設定手段は、前記測位手段に



より測位された自車両の位置から前記格納手段に情報格納 れた前記対象物の位

置までの距離が長いほどより広い前記認識範囲を設定することとすればよい。

００1０」 尚、上記した対象物認識装置において、前記測位手段は、前記対象物認識手段

により前記認識範囲において前記対象物が認識される場合、該認識結果に基づい

て、自車両の位置をGPS又は自車両の走行軌跡に基づいたものから補正することと

すれば、補哉した対象物を用いることで、自車両の位置を正確に測位することが可能

となる。

００ 」
11 この場合、上記した対象物認識装置において、前記測位精度算出手段は、前記測

位精度を、前記測位手段により前記対象物の認識結果に基づいた自車両位置の補

正を行った時点におけるものから、以後少なくとも走行距離に応じて低下するよぅに

算出することとすれば、少なくとも走行距離に応じて低下する測位精度を対象物の認

識結果に基づいた自車両位置の補正ごとに高めることが可能となる。

００ 」
12 また、上記した対象物認識装置において、前記格納手段に位置情報が格納される

全対象物のぅち自車両の走行経路上に存在する特定の対象物を、認識すべき対象

物として設定する認識対象物設定手段を備え、前記対象物認識手段は、前記認識

対象物設定手段により設定される認識すべき対象物のみを認識することとしてもよく

、また、自車両位置に応じた支援制御を実行する支援制御装置に要求される前記測

位精度を該支援制御の実行時に満たす必要がある場合、前記格納手段に位置情報

が格納 れる全対象物のぅち、前記測位手段による認識結果に基づいた自車両位置

の補正により前記支援制御装置に要求される前記測位精度を前記支援制御の実行

時に満たすことが可能となる自車両の走行経路上に存在する対象物を、認識すべき

対象物として設定する認識対象物設定手段を備え、前記対象物認識手段は、前記

認識対象物設定手段により設定される認識すべき対象物のみを認識することとしても

よい。

００13
」 更に、上記した対象物認識装置において、前記対象物認識手段は、自車両の所

定位置に配設された撮像手段により撮影される前記認識範囲設定手段による前記

認識範囲における画像情報を用いて、前記対象物を認識することとすればよい。

発明の効果



００14
」 本発明によれば、本発明によれば、道路上の対象物の認識に要する処理負荷を軽

減することができる。

図面の簡単な説明

００15] 図 本発明の一実施例である車両に搭載されるシステムの構成図である。

」図2 車両の移動距離と測位誤差との関係を表した図である。

図3」測位される自車位置と実道路上における自車位置とに生ずる誤差を説明する

ための図である。

」図4 本実施例のシステムにおいて自車位置の測位精度に応じて対象物を認識すべ

き道路の認識範囲を設定する手法を説明するための図である。

」図5 本実施例のシステムにおいて自車両と対象物との相対距離に応じて対象物を

認識すべき道路の認識範囲を設定する手法を説明するための図である。

」図6 本実施例のシステムにおいて対象物を認識すべき道路の認識範囲を設定する

ぅえで用いられるマップを表した図である。

図 」7 本実施例のシステムにおいて実行される制御ルーチンの一例のフローチヤート

である。

符号の説明

００16] 2 測位部

4 支援制御部

6 GPS受信機

8 方位センサ

2０ Gセンサ

22 車速センサ

24 推測航法部

28 マップマッチング部

3０ 地図データベース

3 2 バックカメラ

発明を実施するための最良の形態

００17
」 以下、本発明の好適な実施例の説明をする。



００18
」 図 は、本発明の一実施例である車両に搭載されるシステムの構成図を示す。図

に示す如く、本実施例のシステムは、自車両の位置を測位するための測位部 2と、

自車両の走行等を制御するための支援制御部 4と、を備えており、自車両の位置を

測位部 2で測位すると共に、その測位される自車両の位置に応じて自車両を走行さ

せるぅえでの所定の支援制御を支援制御部 4で実行するシステムである。

」００19 測位部 2は、GPS (G oba Pos on ng s em)衛星から送信されるGPS 信号を受

信して自車両の存在する位置の緯度及び経度を検知するGPS 受信機 6、旋回角

や地磁気を用いて自車両のョ一角 (方位 ) を検知する方位センザ 8、加減速度を検

知するGセンザ2０、車速を検知する車速センザ22、並びに、それら各受信機やセン

ザ 6～22の出力が接続されている主にマイクロコンピュータにより構成された推測

航法部 24を有している。各受信機やセンサ 6～22の出力信号はそれぞれ、推測航

法部 24 に供給される。推測航法部 24は、GPS 受信機 6からの情報に基づいて自

車両の位置の緯度及び経度 (初期座標 )を検出すると共に、センサ 8～2 2からの情

報に基づいて自車両の進行方位、車速、及び加減速度の走行状態を検出して、自

車両位置の初期座標からの車両の走行軌跡 (推測軌跡 )を作成する。

００2０」 測位部 2は、また、上記した推測航法部24に接続されている主にマイクロコンピュ
ータにより構成されたマップマッチング部 28を有している。マップマッチング部 28に

は、また、地図ヂ一タベース3０が接続されている。地図データベース3０は、車両に

搭載され或いはセンタに設けられたハードディスク ( )や C などにより構

成されており、経路案内や地図表示に必要な道路 自体のリンクヂ一タ等や道路に描

かれ或いは設置される静止対象物や車線レーンの位置情報などを格納している。

００2 具体的には、この地図データベース3０には、道路を表す緯度・経度や曲率，勾配

，車線数，車線幅，コーナー有無などのレ一ノ形状や道路種別のデータや、各交差

点やノード点に関する情報、地図表示を行ぅための建物などに関する情報などが格

納されると共に、道路路面上に描かれる横断歩道や一時停止線，進行方向矢印，「

横断歩道あり」の菱形標示，最高速度標示，回転禁止標示などの静止対象物ごとに

、形状データやぺイントデータ，位置データ，特徴量の大きさ，前後にある他の対象

物との距離データ，擦れ易さの度合いを示すデータ，車両進行方向の目標となる対



象物との距離データなどが格納 れる。また、この地図ヂ一タベース3０は、ディスク

の交換や更新条件の成立により格納する地図ヂ一タを最新のものに更新可能である

」００22 マップマッチング部28には、推測航法部24 において検出・作成された自車両位置

の初則座標及びその初瑚座標からの推測軌跡の情報が供給される。マップマッチン

グ部28は、推測航法部24から情報供給される自車両のGPS に基づく初瑚座標およ

び推測軌跡に基づいて、自車両の位置を地図データベース3０に格納されている道

路 自体のリンク情報を利用してその道路リンク上に補正するマップマッチング (第 マ

ップマッチング)を行ぅと共に、その第 マップマッチングの結果として検出された自車

両の位置の精度を示す位置精度レベルを算出する機能を有している。

００23」 マップマッチング部28は、上記の如く第 マップマッチングの結果得られた自車両

の現在位置から所定範囲内の道路路面上にある対象物データを地図データベース

3０から読み出すと共に、その自車位置から所定道路範囲内にある対象物を自車両

において認識すべき対象物として設定する。そして、その設定後、測位検出される自

車両の位置に基づいて、後述のバックカメラ3 2による撮像画像を用いてその設定さ

れた対象物を認識すべきか否かを判別する。

００ 」24 測位部 2は、また、マップマッチング部28に接続するバックカメラ3 2を有している。

バックカメラ3 2は、車両後部バンパなどに配設されており、その配設位置から車両後

方の道路路面を含む所定領域の外界を撮影することができる。バックカメラ3 2の撮像

画像は、マップマッチング部28に供給される。

」００25 マップマッチング部28は、バックカメラ3 2による撮像画像の認識を行ぅべきと判別

する場合において、バックカメラ3 2から撮像画像が供給されたとき、その撮像画像に

ついてェッジ抽出などの画像処理を行ぅことにより、道路路面に描かれる上記の対象

物や走行レーンを検出すると共に、それら対象物や走行レーンと自車両との相対位

置関係を把握する。

」００26 マップマッチング部28は、バックカメラ3 2の撮像画像からの走行レーンの検出結果

に基づいて、自車両が現に走行する道路上における自車両に対する自レーンの位

置を算出する。また、対象物の検出結果に基づいて、自車両と自車両の道路後方に



存在する認識した対象物との相対関係 (具体的には、自車両から認識対象物までの

距離) を測定すると共に、その測定結果と地図データベース3０に格納 れているそ

の認識対象物の位置ヂ一タとに基づいて、自車両の位置 (特に車両前後方向の位

置) を認識対象物に対してその相対位置関係にある位置に補正するマップマッチン

００27」 このよぅに、マップマッチング部28は、上記の如く、推測航法部24から推測軌跡の

情報が供給されるごとに、自車両の現在位置を地図データベース3０に格納されてい

る道路リンク上に補正する第 マップマッチングを行ぅと共に、更に、バックカメラ3 2の

撮像画像から認識すべき対象物が認識された際にも、その認識結果による認識対象

物に基づく位置へ自車両の位置を補正する第2マップマッチングを行ぅ。マップマッ

チング部28は、上記したマップマッチングの結果として測位される自車両の現在位

置の精度を示す正確性 (すなわち自信度 ) を算出する。

」００28 マップマッチング部28は、また、マップマッチングにより測位した自車両の位置を地

図ヂ一タベース3０に格納 れている地図ヂ一タと照合することにより、自車両の進行

方向の所定範囲前方に支援制御を実行するのに必要な制御対象である目標の対象

物 (例えば、停止線や交差点，カーブ進入口等) が存在することとなるときは、以後、

測位ごとに、測位した自車両の位置と地図データベース3０に格納 れているその目

標対象物の位置との関係に基づいて、自車両から進行方向前方の目標対象物まで

の走行レーンの中心線に沿った距離 (以下、道なり残距離と称す)を算出する。

００29」 測位部 2と支援制御部 4とは、互いに接続されている。測位部 2で測位検知さ

れた自車両の位置や道なり残距離の情報は、例えば車内に設けられた乗員の視認

可能な表示ディスプレイに供給されて、画面上に映し出されている道路地図に模式

的に重畳表示されると共に、支援制御部 4に供給される。

００3 」０ 支援制御部 4は、マイクロコンピュータを主体に構成された電子制御ユニット(以

下、支援 C と称す) 4 を備えており、支援 C 4 により自車両を道路上で走行さ

せるぅえでの運転者の操作を支援するための支援制御を実行する。この支援制御は

、自車両の位置に応じて具体的には上記した自車両から目標対象物までの道なり残

距離に応じて実行される例えば、特に運転者によるブレーキ操作が行われていない



ときや遅れているときなとに自車両を道路上の目標対象物てある一時停止線や踏み

切り線なとの手前て停車させるための運転支援制御てある一時停止制御、自車両を

道路上の目標対象物となる交差点て交差すると予側される他車両と交錯させないた

めの運転支援制御てある交差点制御、自車両を対象物てあるヵ一フ (コーナー) に

対して適切な速度て走行させるための速度制御、目標対象物まての相対距離につ

いて音声による経路案内を行ぅための案内制御なとてある。

００3 支援 C 4 には、自車両に適当な制動力を発生させるためのフレーキアクチュエ

ータ4 2、自車両に適当な駆動力を付与するためのスロノトルアクチュエータ44、自車

両の自動変速機の変速段を切り替えるためのシフトアクチュエータ4 6、自車両に適

当な操舵角を付与するためのステアアクチュエータ4 8、及ひ車室内に向けてフザ一

吹噌や警報出力，スピーヵ出力を行ぅためのフサー警報器5０か接続されている。支

援 C 4 は、上記した支援制御を実行すへく、側位部 2て側位された自車両の位

置や自車両と目標対象物との相対関係に基ついて、各アクチュエータ4 2～5０に対

して適当な駆動指令を行う。各アクチュエータ4 2～5０は、支援 C 4０から供給さ

れる駆動指令に従って駆動される。

００3 」2 次に、本実施例のシステムにおける具体的な動作について説明する。車両運転者

は、支援制御部 4 による支援制御の実行を希望する場合、本実施例のシステムを作

動可能な状態に操作する。本実施例のシステムにおいて、側位部 2は、推側航法

部 24 において、所定時間ことに、各受信機やセンサ 6～2 2の出力信号に基ついて

、自車両の初期座標からの走行軌跡を作成する。そして、マノプマノチンク部 2 8 に

おいて、推側航法部 24 による自車両の初期座標位置およひ推側軌跡を、地図テー

タヘ一ス3０に地図テータとして格納されている道路のリンク清報と明らし合わせること

により、自車両の位置をその道路リンク上に補正する第 マノプマノチンクを行ぅ。

００3 3」 マノプマノチンク部 2 8は、自車位置を検出した場合、その自車位置を乗員の視認

可能な表示ティスプレイの表示画面上に道路地図に重ねて表示させると共に、更に

一ンのときはすへてのレーン) の対象物のテータを地図テータヘ一ス3０から読み出



す。そして、その所定道路範囲における対象物をバックカメラ3 2により認識すべき対

象物として設定し、その後は、後に詳述する如く、その設定された認識すべき対象物

の位置と常時更新される自車両の位置とに基づいて、自車位置がその認識すべき対

象物の位置近傍に達したか否かを判別することにより、バックカメラ3 2の撮像画像を

」００34 マップマッチング部28は、上記の判別の結果、認識すべき対象物の認識を行ぅべ

きときは、バックカメラ3 2により撮像される車両後方の撮像画像の供給を受けて、その

撮像画像についてェッジ抽出などの画像処理を行ぅ。そして、その画像処理の結果

と認識すべき対象物の形状データや位置データなどの特徴データとを比較して、そ

の認識すべき対象物が画像処理により認識されるかを判定する。

００35」 マップマッチング部28は、認識すべき対象物を認識したときは、その画像処理によ

り特定される自車両と認識対象物との相対関係に基づいて、自車両から車両後方に

存在する認識対象物までの相対位置及び距離を検出すると共に、地図データベー

ス3０にアクセスしてその認識対象物の位置データを読み出す。そして、認識対象物

までの相対距離とその認識対象物の位置データとに基づいて、自車両の位置 (特に

車両前後方向の位置)を認識対象物の位置と検出相対関係にある位置へ補正する

第2マップマッチングを行う。

」００36 マップマッチング部28は、上記の第2マップマッチングを行ぅと、地図ヂ一タベース

3０にアクセスしてその認識対象物から支援制御の対象である目標対象物までの道

路走行上の距離を取得し、そして、自車両の位置と認識対象物から目標対象物まで

の距離とに基づいて、自車両から目標対象物までの道なり残距離の初期値を算出す
る。

００37」 また、マップマッチング部28は、所定道路範囲内の認識すべき対象物を認識したと

きは、バックカメラ3 2からの撮像画像の画像処理を行ぅことで道路上の走行レーンの

情報を取得・認識して、その走行レーンの自車両に対する相対関係を把握する。そ

して、地図データベース3０にアクセスして自車位置近傍での走行レーンのレーン幅

やレーン数，形状等を取得して、自車両に対する走行レーンの相対関係や地図デー

タベース3０から取得したレーン数等に基づいて、自車両が現時点で走行する道路



での自レーンの位置を特定する。目標対象物は走行レーンごとに異なることがあるが

、上記の如く自レーンの位置が特定されると、自レーン上に存在する自車両が通過

すべき進行方向前方の目標対象物が具体的に特定されるので、自レーン上の目標

対象物を基準にした上記の道なり算距離を算出することが可能となる。

００3 」8 推測航法部24は、所定時間ごとに、GPS受信機 6並びに各種センサ 8～22を

用いて自車位置の推測軌跡を作成し、その軌跡情報をマップマッチング部28に対し

て送信する。マップマッチング部28は、上記の如く対象物認識に伴ぅ第2マップマッ

チングを行ぅと、以後、推測航法部24からの推測軌跡情報を受信するごとに、まず、

その第2マップマッチング時点からの推測軌跡と自レーンの位置とに基づいて自レー

ンの中心線上での認識対象物の位置座標に対する自車両の位置 (特に前後方向の

距離) を算出する。そして、その前後方向距離、及び、自レーン上での上記した認識

対象物と目標対象物との距離に基づいて、自車両の現在位置からその目標対象物

までの道なり残距離を算出する。

００39」 測位部 2において検知された自車位置の情報および道なり残距離の情報は、表

示ヂィスプレイに供給されると共に、支援制御部 4に供給される。表示ヂィスプレイ

は、測位部 2からの情報に従って、表示画面上に映し出された道路地図に重畳して

その自車位置や道なり残距離を模式的に表示する。

００4０」 支援制御部 4の支援 4 は、測位部 2から供給される支援制御の制御対象

である一時停止線や交差点などの目標対象物までの道路走行上の距離に基づいて

、支援制御ごとに、その制御に定められている制御開始条件が成立するか否かをそ

れぞれ判別する。そして、制御開始条件が成立した場合はその支援制御を開始する

００4 例えば一時停止制御においては、測位される自車両から目標対象物である一時停

止線までの距離が例えば3０メートル ( 自車速に応じて変化する距離であってもよい。

) になった時点でブレーキアクチュエータ42による自動ブレーキを開始して、自車両

をその一時停止線で停車させる。尚、この際、ブレーキアクチュエータ42による自動

的な制動ブレーキを開始する前に、運転者に対してその自動的な制動ブレーキが行

われることを知らせる音声案内などを行ぅこととしてもよい。また、音声による経路案内



制御においては、測位 れる自車両から交差点などの目標対象物までの距離が例え

ば ００メートルになった時点でブザー警報器5０によるスピーカ出力によって、運転

者に車両前方に目標対象物が存在することを知らせる案内を行ぅ。

」００42 このよぅに、本実施例のシステムにおいては、測位部 2においてGPS受信機 6に

受信されるGPS信号や各種センザ 8～22の出力を用いた推測軌跡に基づいて自

車両の位置を地図データベース3０に格納されている地図データの道路リンク上に測

位することができる。また、バックヵメラ3 2の撮影する画像の処理により道路に描かれ

或いは設置される対象物を認識すると共に、その認識対象物の地図データベース3

0に予め情報格納されている位置および自車両とその認識対象物との相対関係に基

づいて自車両の位置を測位することができる。

００43」 ここで、上記した自車位置の測位や自車両から目標対象物までの道なり残距離の

算出には、GPS受信機 6や方位センザ 8，Gセンサ2０，車速センザ22，バックヵメ

ラ3 2が用いられる。しかし、この測位計算には、受信機や各種センサ 6～22，カメラ

3 2における検出パラメータの誤差や測位時の各種計算に含まれる誤差 (例えばタイ

ミングの丸め込み誤差)などが発生するため、車両位置の測位結果に誤差が生ずる

。この測位誤差には車両の移動に伴って積算されるものが含まれているので、車両

の移動距離が長くなるほど自車位置を測位するうえでの誤差が大きくなり、測位精度

が低下する (図2参照 )。一方、地図データベース3０に格納されている対象物の位置

情報は一般に実測 れたものであって極めて高い精度を有するので、かかる対象物

の位置情報を用いれば、自車位置を測位するうえでの誤差は小さくなり、その測位精

度が高くなる。

」００44 従って、本実施例のシステムによれば、自車位置の測位を上記した手法に従って

行ぅことで、具体的には、通常はGPSやセンザ出力を用いた車両の推測軌跡に基づ

いて第 マップマッチングをォ 、刊 、一方、ヵメラ撮像画像を用いた対象物の認識時は

その認識結果に基づいて第2マップマッチングを行ぅことで、道路に描かれ或いは設

置される対象物をバックヵメラ3 2による撮像画像により認識する前には自車両の移動

量が多くなるほど、測位する自車位置の精度は低下するが、その対象物を認識する

ごとに、測位する自車位置の精度を向上させることが可能である。



００ 」45 また、本実施例のシステムにおいては、測位部 2で測位 れた自車位置 (具体的

には自車両から支援制御の対象である目標対象物までの距離) に応じて支援制御を

実行することができる。位置測位の結果として自車両が 目標対象物に対して所定の

相対位置関係に至る前は支援制御を行わないが、その相対位置関係に至った場合

は支援制御を実行することができる。このため、本実施例のシステムによれば、自車

両の測位結果に応じた一時停止制御や交差点制御，速度制御，案内制御を実施し

て、自車両を道路上で走行させるぅえでの運転者の操作を支援することで、自車両を

安全かつ適切に走行させることが可能である。

」００46 ところで、本実施例においては、自車位置を補正すべくバックヵメラ3 2の撮像画像

の処理によって道路上の対象物が認識されるが、その対象物は停止線や横断歩道

，矢印，回転禁止，菱形標示，文字列，減速帯などであって道路上に点在するもの

であるので、常にその対象物認識処理を行ぅ必要はない。また、認識すべき対象物

の位置情報は予め地図データベース3０に格納されており、その位置はある程度の

正確性を有する一方、自車両の位置は上記の手法に従って測位されるため、測位精

度に応じた誤差を有するものとなる。この点、自車位置の測位誤差が生じなければ、

測位された自車位置が地図データベース3０に格納されている対象物の位置に一致

した際或いはその位置近傍に至った際のタイミングでヵメラ撮像画像を用いた対象

物の認識処理を行ぅこととすれば十分であるが、実際は上記の如く自車位置に図3に

示す如き測位誤差が生ずるため、上記したタイミングでのみ対象物の認識処理を行

ぅこととすると、その認識処理時には既に自車両がその対象物を通過していることもあ

り、対象物を認識できない事熊が起こり得る。

００47」 また、自車位置の測位は、GPS受信機や各種センサ 6～22の出力を用いた推測

軌跡に基づいて行われ得るため、自車位置の測位誤差は車両の移動距離が長くな

るほど大きくなる。しかし、かかる構成において、自車位置と対象物の位置との走行レ

ーン上の相対関係を考慮することなく対象物を認識すべき範囲を設定することとする

と、その設定後、位置測位された自車両がその設定範囲に入ったと判断されるときに

も、実際は車両移動に伴って増大した測位誤差によってその設定範囲に入っていな

い事態も起こり得、その結果、対象物が認識されないおそれもある。



００48」 そこで、本実施例のシステムは、自車位置と認識すべき対象物の位置との相対関

係及び自車位置の測位精度に基づいて、対象物を認識すべき認識範囲 (本実施例

においては、具体的には、車両側においてその対象物を認識して自車位置の補正

を行ぅ前に測位される自車位置を基準にして推湖 される道路の位置範囲であって、

測位される自車位置に許容される最大の測位誤差が生じてもその範囲内で認識処

理を行えば確実に対象物を認識できる領域範囲のことである。 を設定することとして

いる。以下、図4乃至図7を参照して、本実施例の特徴部について説明する。

００49」 図4は、本実施例のシステムにおいて自車位置の測位精度に応じて対象物を認識

すべき道路の認識範囲を設定する手法を説明するための図を示す。図5は、本実施

例のシステムにおいて自車両と対象物との相対距離に応じて対象物を認識すべき道

路の認識範囲を設定する手法を説明するための図を示す。図6は、本実施例のシス

テムにおいて対象物を認識すべき道路の認識範囲を設定するぅえで用いられるマッ

プを表した図を示す。また、図7は、本実施例のシステムにおいてマップマッチング部

28が実行する制御ルーチンの一例のフローチヤートを示す。

００5０」 一般に、自車位置の測位精度が極めて高いときは、測位 れる自車位置が正確で

あるため、その測位位置と地図データベース3０に格納されている認識すべき対象物

の位置との関係から、実道路上で自車両が認識すべき対象物を認識できるまでのタ

イミングを正確に把握することができ、この点で、バックカメラ3 2の撮像画像を用いて

認識すべき対象物を認識するぅえでは、その認識のための道路認識範囲が極めて狭

くても十分である。一方、自車位置の測位精度が低いほど、測位 れる自車位置の

誤差は大きくなるため、その測位位置からでは、実道路上で自車両が認識すべき対

象物を認識できるまでのタイミングを正確に把握することができず、この点で、バック

カメラ3 2の撮像画像を用いて認識すべき対象物を認識するぅえでは、その認識のた

めの道路認識範囲を広くすることが必要となる (図4参照 )。

００5 また、自車位置の測位誤差が車両の移動距離が長くなるほど大きくなると、ある時

点での自車位置の測位精度が同じであっても、その時点での自車位置が走行レー

ン上における前方の対象物の位置から遠いものであるほど、自車両がその対象物に

接近するまでに測位誤差は大きくなる。この点で、バックカメラ3 2の撮像画像を用い



て認識すべき対象物を認識するぅえでは、その認識のための道路認識範囲を、自車

位置と対象物位置との走行レーン上での相対距離 (道なりの走行距離) が小さい(短

い)ほど狭くし、その相対距離が大きい(長い) ほど広くすることが適切である (図5参

，照・ )。

」００52 本実施例のシステムにおいて、測位部 2のマップマッチング部28は、GPSやセン

ザ出力を用いた車両の推測軌跡に基づいて或いはカメラ撮像画像を用いた対象物

の認識結果に基づいて自車位置を測位して、自車両の位置を取得する (ステップ ０

０)。そして、その自車位置から自車両が今後所定時間右しくは所定距離だけ走行し

たときの位置まで又は自車両において実行可能な支援制御の制御対象である直近

の目標対象物の位置までの道路範囲上のすべての対象物候補のデータを地図デ

ータベース3０から読み出して、その道路範囲における対象物をバックカメラ3 2により

認識すべき対象物として設定する (ステッ ０2)

００5 3」 尚、この際、全対象物候補の中から設定されるカメラ3 2を用いて認識すべき対象物

は、地図データベース3０に位置データが格納されているその道路範囲上のすべて

の対象物である必要はなく、例えば、支援制御の目標対象物からその手前所定距離

(例えば や7００ )の範囲内にあるものに限定することとしてもよく、カメラ撮像画

像から形状が特定し易いものや標示擦れが生じ難いもの、自車位置から支援制御の

目標対象物までの走行道路の種類に応じた配置パターンに従ったものだけでもよい

し、或いは、その対象物をカメラ撮像画像により認識して自車位置の補正を行えば自

車両において実行され得る支援制御に要求される測位精度を維持しつつその支援

制御の実行により自車両をその目標対象物に到達させることができるものだけでもよ

い。この場合、例えば、一時停止制御により自車両を目標対象物である一時停止線

に停車させるぅえで要求される一時停止線到達時における測位精度む満足させるの

に、自車位置の補正を実施すべき、その一時停止線手前の走行レーン上に存在す

る対象物を、その支援制御を適切に実行するのに要求される測位精度、並びに現状

の測位精度、自車両との相対距離、及び目標対象物との相対距離に基づいて選定

する。

００5 」4 マップマッチング部28は、上記ステップ ０2でバックカメラ3 2により認識すべき対象



物を設定すると、その認識すべき対象物の位置ヂ一タを地図ヂ一タベース3０から取

得する (ステップ ０4)。尚、設定された認識すべき対象物が複数あるときは、少なくと

も自車位置に直近の対象物の位置ヂ一タを取得する。そして、上記ステップ ００で

取得した自車位置とかかるステップ ０4で取得した認識すべき対象物の位置との走

行レーンに沿った道なりの相対距離を算出する (ステッ ０6)

００5 5」 マップマッチング部28は、自車位置を測位するぅえでの現在の測位精度を算出す

る (ステップ ０8)。この算出は、予め実験的に定められた所定の式にパラメータを代

入するものであればよく、例えば、初瑚値を車両の移動距離に応じて累積されないG

Sの精度誤差などに対応したものとしたぅえで、カメラ撮像画像での対象物認識に

基づいた自車位置の補正 (第2マップマッチング) が行われるごとに最も高い精度が

得られ、その第2マップマッチング後の車両の移動距離に応じて所定勾配 (予め定め

られたものでよい。)で低下してその移動距離が長くなるほど低くなる精度が得られる

ものとすればよい。

００ 」56 マップマッチング部28は、上記ステップ ０6で算出された自車両と認識すべき対象

物との相対距離及び上記ステップ ０8で算出された自車位置の測位精度に基づい

て、バックカメラ3 2を用いて道路上の対象物を認識すべき道路の認識範囲を設定す

る (ステップ ０

００5 7」 マップマッチング部28は、予め、自車両と認識すべき対象物との相対距離及び測

位精度から対象物を認識すべき道路の認識範囲を設定するうえで用いられる図6に

示す如きマップを記憶している。このマップは、自車位置の測位精度が高いほど道路

の認識範囲が狭く、その測位精度が低いほど道路の認識範囲が広くなるよぅに、か

つ、自車両と認識すべき対象物との走行レーン上の相対距離が短いほど道路の認

識範囲が狭く、その相対距離が長いほど道路の認識範囲が広くなるよぅに設定され

ている。尚、この設定される道路の認識範囲の広さは、測位精度に対応した測位誤

差に対応したものであればよく、また、自車両が認識すべき対象物との相対距離を走

行した際に生じ得る最大の測位誤差に対応したものであればよい。マップマッチング

部28は、上記図6に示す如きマップを参照して上記ステップ ０における道路の認

識範囲の設定を行ぅ。



」００58 マップマッチング部28は、上記の如くステップ ０において対象物を認識すべき道

路の認識範囲を設定した場合、その後は、更新される自車位置とその設定された認

識範囲とを比較して、自車両がその設定道路認識範囲に進入したか否かを判別し、

肯定判定がなされるまで繰り返しかかる判別を行ぅ。そして、自車両が設定道路認識

範囲に進入したと判別した場合は、認識すべき対象物をバックカメラ3 2の撮像画像

の処理によって認識すべき状況にあると判断し、以後、バックカメラ3 2から撮像される

車両後方の撮像画像の供給を受けて、その撮像画像についてェッジ抽出などの画

像処理を行い(ステップ 2) 、その画像処理結果と認識すべき対象物の特徴データ

とを比較してその認識すべき対象物を認識する処理を行引ステップ 4

００59」 その処理の結果、マップマッチング部28は、自車両が設定道路認識範囲内に位置

する状況において認識すべき対象物を認識したとき (ステップ 4における肯定判定

時) は、道路の認識範囲内に認識すべき対象物が存在したと判断して (ステップ 6

) 、その画像処理により特定される自車両と認識対象物との相対関係を把握し、その

認識対象物の位置に対してその相対関係にある位置へ自車位置を補正する第2マ

ップマッチングを実施する。

００6０」 一方、マップマッチング部28は、自車両が設定道路認識範囲内に位置する状況に

おいて認識すべき対象物を認識せず、更新される自車位置とその設定された道路の

認識範囲との比較結果に基づいて自車両がその設定道路認識範囲から進出したと

判別したときほテップ 4における否定判定時) は、道路の認識範囲内に認識すべ

き対象物が存在しなかったと判断してほテッ ) 、上記の第2マップマッチングを

実施することなく処理を終了する。

００6 以後、マップマッチング部28は、自車両が支援制御の目標対象物又はその近傍に

到達するまで、設定された認識すべき対象物ごとに位置データを取得して、その認

識処理を行ぅべき道路の認識範囲を設定したぅえで上記処理と同様の処理を実行す

る。

００ 」62 このよぅに、本実施例のシステムによれば、自車位置の測位精度、並びに、実際に

測位される自車位置及び予め地図データベース3０に格納されている認識すべき対

象物の位置 (具体的には、自車両と認識すべき対象物との走行レーン上での相対距



離) に基づいて、バックカメラ3 2の撮像画像を用いて認識すべき道路上の対象物の

認識処理を行うべき道路の認識範囲を設定することができる。具体的には、測位精

度が高いほどより狭い道路の認識範囲を設定し、測位精度が低いほどより広い道路

の認識範囲を設定する。また、自車両と認識すべき対象物との走行レーン上の相対

距離が短いほどより狭い道路の認識範囲を設定し、その相対距離が長いほどより広

い道路の認識範囲を設定する。そして、その道路認識範囲においてバックカメラ3 2

の撮像画像を用いた対象物の認識処理を行ぅ。

００63」 すなわち、本実施例のシステムにおいて、バックカメラ3 2の撮像画像を用いて対象

物の認識処理を行ぅのは、上記の如く自車両と認識すべき対象物との相対距離及び

自車位置の測位精度に基づいて設定される所定の道路認識範囲内を車両が走行

する際に限られ、その範囲以外においてはかかる対象物の認識処理は行われない。

このため、本実施例のシステムによれば、バックカメラ3 2の撮像画像を用いた対象物

の認識処理を常に行うシステムに比べて、その対象物の認識に要する処理負荷を軽

減することが可能となっている。

００64」 尚、自車位置の測位誤差の範囲は、測位精度が高いときは小さいが、測位精度が

低いときは大きくなる。また、車速，舵角等による走行軌跡に基づいて自車両の位置

が測位 れる場合、車両の走行移動距離が長くなるほど、測位精度が低くなり、測位

誤差の範囲は広がって大きくなる。従って、本実施例のシステムの如く、自車位置の

測位精度が低いほどより広い道路の認識範囲を設定し、また、自車両と認識すべき

対象物との走行レーン上の相対距離が長いほどより広い道路の認識範囲を設定する

こととすれば、対象物の認識処理が常に行われるものでなくそのタイミングが限定さ

れるものであっても、自車両の認識すべき対象物が認識不可となるのを防止すること

ができ、対象物認識の性能低下を抑止することが可能である。

００65」 また、本実施例においては、設定された道路認識範囲においてバックカメラ3 2の撮

像画像を用いた認識処理により対象物が認識されると、予め地図データベース3０に

格納されているその対象物の位置データを利用して自車両の位置を補正する第2マ

ップマッチングが実行される。地図データベース3０に格納されている対象物の位置

データは、極めて精度が高く、その誤差がほとんど生じないデータである。従って、本



実施例のシステムの如く認識対象物に基づいた位置へ自車位置を補正することとす

れば、その補正に際しバックカメラ3 2の撮像画像から認識した対象物の位置データ

を用いることとなるので、自車両の位置を正確に測位することが可能となり、対象物の

認識ごとに自車位置の測位精度を高めることが可能となる。

００ 」66 また、本実施例においては、自車両が今後走行する目標対象物までの道路上の全

対象物をその都度バックカメラ3 2の撮像画像の処理により認識してその全対象物の

認識ごとに自車位置補正を実施することとしてもよいが、これに代えて、その全対象

物のぅち特定の一部の対象物のみを画像処理により認識してその特定の対象物の

認識ごとにのみ自車位置補正を実施することとしてもよい。

００67」 例えば、自車両において実行可能な支援制御を適切に行力えで要求される測位

精度を確保するのに必要な対象物を、その支援制御を適切に実行するのに要求さ

れる測位精度、並びに現状の測位精度、自車両との相対距離、及び目標対象物と

の相対距離に基づいて選定した上で、その選定した対象物を画像処理により認識し

て自車位置補正 (第2マップマッチング) を実施するうえでの基準とする。かかる構成

によれば、カメラ撮像画像からの対象物認識を行う回数やその認識対象物に基づく

自車位置補正を行う回数を削減することができ、対象物認識や自車位置補正を行う

ぅえでの処理負担を軽減することができると共に、更に、自車位置の精度をある程度

高精度に維持して自車位置に応じた支援制御を適切に実行可能することが可能とな

る。

００68」 尚、上記の実施例においては、測位部 2が特許請求の範囲に記載した「対象物

認識装置」に、対象物の位置ヂ一タを格納する地図データベース3０が特許請求の

範囲に記載した「格納手段」に、バックカメラ3 2が特許請求の範囲に記載した「撮像

手段」に、GPS及び自車両の走行軌跡の双方に基づいて並びにカメラ撮像画像を

用いた対象物の認識結果に基づいて自車位置を測位することが特許請求の範囲に

記載した「所定の手法」に、それぞれ相当している。

」００69 また、上記の実施例においては、マップマッチング部28が、図7に示すルーチン中

ステップ ００の処理を実行することにより特許請求の範囲に記載した「測位手段」が、

ステップ ０8の処理を実行することにより特許請求の範囲に記載した「測位精度算出



手段」が、ステップ ０の処理を実行することにより特許請求の範囲に記載した「認識

範囲設定手段」が、ステップ 2において設定された道路範囲において認識すべき

対象物を認識することにより特許請求の範囲に記載した「対象物認識手段」が、ステ

ップ ０2の処理を実行することにより特許請求の範囲に記載した「認識対象物設定

手段」が、それぞれ実現されている。

００7０」 ところで、上記の実施例においては、車両の後部に配設されたバックカメラ3 2の撮

像画像を用いて道路上の対象物を認識することとしているが、本発明はこれに限定さ

れるものではなく、かかる対象物の認識を、車両の前部に配設されたカメラの撮像画

像や外部インフラから送られてくる情報に基づいて行ぅこととしてもよい。

００7 また、上記の実施例においては、バックカメラ3 2の撮像画像を用いて認識すべき対

象物の認識処理を行ぅべき道路の認識範囲の設定を、ある時点において算出される

自車位置の測位精度、並びに、測位される自車位置及び予め地図データベース3０

に格納 れている認識すべき対象物の位置 (具体的には、両者の走行レーン上での

相対距離) に基づいて行ぅこととし、その設定後は自車両がその認識範囲内に進入

する前であっても、その認識範囲の再設定を行ぅことはしていないが、その設定後、

自車両がその設定された認識範囲内に進入するまで例えば所定時間ごとに、更新さ

れる自車位置の測位精度、更新される自車位置、及び対象物の位置に基づいて上

記した認識範囲を再設定することとしてもよい。かかる構成においては、測位精度が

前回設定時におけるものから低下する一方で、自車両と対象物との相対距離が前回

設定時におけるものから短くなるため、今回設定時と前回設定時とで、設定される道

路の認識範囲が大きく変ィビすることはほとんどなく、ほぼ一致したものとなる。尚、車

両移動に伴って測位精度が低下するときは、その移動距離分だけ自車両と認識す

べき対象物との相対距離が短くなるが、逆に上記の作用を効果的に実現するために

は、上記した現象の発生前後で対象物の認識処理を行ぅべき道路の認識範囲があ

まり大きく変化しないよぅに図6に示す如きマップを設定することが適切である。

００7 」2 また、上記の実施例においては、自車両が今後走行する道路上の対象物を自車

位置補正のために認識すべき対象物として設定するが、この自車位置補正のための

認識対象物設定について、道路走行レーンに沿った前後方向の補正と、道路走行



レーンに垂直な左右方向の補正とをそれぞれ別個に分けて独立して行うこととしても

よい。自車位置の前後方向の補正を行ううえで有効となる対象物の種類と左右方向

の補正を行ううえで有効となる対象物の種類とは、異なることが多い。従って、このよう

定を行うこととすれば、自車位置補正を行ううえでの効率化や処理負担の軽減を図る

ことが可能となる。

００73」 また、上記の実施例においては、カメラ撮像画像を用いて認識した道路上の対象

物を、自車位置をGPSや車速，舵角などによる走行軌跡に基づいたものから補正す

る第2マップマッチングに必要なものとして利用することとしているが、本発明はこれ

に限定されるものではなく、例えばその対象物が車両の進入を禁止する区域を表す

道路標示として設けられている場合において車両がその区域に進入したら車両警報

を発するシステムなど、マップマッチング以外の他の用途に利用するものであっても

よい。

００7 」4 また、上記の実施例においては、地図ヂ一タベース3０を車両に搭載するものとし

たが、センタに設けるものとし、車両がその都度通信アクセスしてその地図データベ

ースに格納するヂ一夕を読み出せるようにしてもよい。

００7 」5 更に、上記の実施例においては、支援制御として一時停止制御、交差点制御、速

度制御、案内制御を挙げたが、自車両の位置に応じて実行 れる他の制御を行うシ

ステムに適用することも可能である。

００7 」6 尚、本国際出願は2００6年5月 7 日に出願した日本国特許出願2００6 38256

号に基づく優先権を主張するものであり、その日本国特許出願の全内容を本国際特

許出願に参照により援用する。



請求の範囲

所定の手法に従って自車両の位置を測位する測位手段と、

自車両の位置を測位するぅえでの測位精度を算出する測位精度算出手段と、

予め自車両の認識すべき道路上の対象物の位置情報を格納する格納手段と、

前記測位手段により測位された自車両の位置、前記格納手段に格納された前記対

象物の位置、及び前記測位精度算出手段により算出された前記測位精度に基づい

て、該対象物を認識すべき道路の認識範囲を設定する認識範囲設定手段と、

前記認識範囲設定手段により設定された前記認識範囲において前記対象物を認

識する対象物認識手段と、

を備えることを特徴とする対象物認識装置。

」2 前記認識範囲設定手段は、前記測位精度算出手段により算出される前記測位精

度が低いほどより広い前記認識範囲を設定することを特徴とする請求項 記載の対

象物認識装置。

3」 前記認識範囲設定手段は、前記測位手段により測位 れた自車両の位置から前

記格納手段に情報格納 れた前記対象物の位置までの距離が長いほどより広い前

記認識範囲を設定することを特徴とする請求項 又は2記載の対象物認識装置。

4」 前記測位手段は、前記対象物認識手段により前記認識範囲において前記対象物

が認識される場合、該認識結果に基づいて、自車両の位置をGPS又は自車両の走

行軌跡に基づいたものから補正することを特徴とする請求項 乃至3の何れか一項記

載の対象物認識装置。

5」 前記測位精度算出手段は、前記測位精度を、前記測位手段により前記対象物の

認識結果に基づいた自車両位置の補正を行った時点におけるものから、以後少なく

とも走行距離に応じて低下するよぅに算出することを特徴とする請求項4記載の対象

物認識装置。

」6 前記格納手段に位置情報が格納される全対象物のぅち自車両の走行経路上に存

在する特定の対象物を、認識すべき対象物として設定する認識対象物設定手段を

備え、

前記対象物認識手段は、前記認識対象物設定手段により設定される認識すべき



対象物のみを認識することを特徴とする請求項 乃至5の何れか一項記載の対象物

認識装置。

7」 自車両位置に応じた支援制御を実行する支援制御装置に要求される前記測位精

度を該支援制御の実行時に満たす必要がある場合、前記格納手段に位置情報が格

納される全対象物のぅち、前記測位手段による認識結果に基づいた自車両位置の補

正により前記支援制御装置に要求される前記測位精度を前記支援制御の実行時に

満たすことが可能となる自車両の走行経路上に存在する対象物を、認識すべき対象

物として設定する認識対象物設定手段を備え、

前記対象物認識手段は、前記認識対象物設定手段により設定される認識すべき

対象物のみを認識することを特徴とする請求項 乃至5の何れか一項記載の対象物

認識装置。

8」 前記対象物認識手段は、自車両の所定位置に配設された撮像手段により撮影され

る前記認識範囲設定手段による前記認識範囲における画像情報を用いて、前記対

象物を認識することを特徴とする請求項 乃至7の何れか一項記載の対象物認識装
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