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(57)【要約】
【課題】車両制御の対象となる物体を適正に検知するこ
とができる物体検知装置を提供する。
【解決手段】ＥＣＵ３０は、車両５０の周囲に探査波を
送信し、その探査波の反射波を受信することで車両５０
の周囲に存在する物体までの距離を計測する測距センサ
１０と、車両５０の周囲を撮像する車載カメラ２０とを
備える車両５０に適用される。ＥＣＵ３０は、車載カメ
ラ２０により撮像された撮像画像を取得する画像取得部
と、撮像画像に基づいて認識された画像物体に、測距セ
ンサ１０の反射波による物体検知が困難となる所定物体
が含まれているか否かを判定する判定部と、画像物体に
所定物体が含まれていると判定された場合に、測距セン
サ１０による物体検知の感度を大きくする感度制御部と
、所定物体を対象物体として車両制御を実施する車両制
御部と、を備える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（５０）の周囲に探査波を送信し、その探査波の反射波を受信することで該車両の
周囲に存在する物体までの距離を計測する測距センサ（１０）と、前記車両の周囲を撮像
する車載カメラ（２０）とを備える前記車両に適用され、
　前記車載カメラにより撮像された撮像画像を取得する画像取得部と、
　前記撮像画像に基づいて認識された画像物体に、前記測距センサの反射波による物体検
知が困難となる所定物体が含まれているか否かを判定する判定部と、
　前記画像物体に前記所定物体が含まれていると判定された場合に、前記測距センサによ
る物体検知の感度を大きくする感度制御部と、
　前記所定物体を対象物体として車両制御を実施する車両制御部と、
を備える物体検知装置（３０）。
【請求項２】
　前記画像物体に前記所定物体が含まれていると判定された場合に、前記車両に対する前
記所定物体の相対位置を推定する位置推定部を備え、
　前記感度制御部は、前記車両から前記所定物体までの距離方向において前記所定物体の
相対位置を含む所定範囲内で、前記感度を大きくする請求項１に記載の物体検知装置。
【請求項３】
　前記判定部は、前記画像物体に前記所定物体が含まれているか否かの判定と、前記所定
物体の種別判定とを実施するものであって、
　前記感度制御部は、前記所定物体の種別に応じて、前記所定範囲を設定する請求項２に
記載の物体検知装置。
【請求項４】
　前記感度制御部は、前記画像物体に前記所定物体が含まれていると判定された場合に、
前記撮像画像の前記所定物体にかかる特徴点の分布に基づいて、前記所定範囲を設定する
請求項２又は３に記載の物体検知装置。
【請求項５】
　前記車両の移動時において、前記所定物体の相対位置をトラッキングするトラッキング
部を備え、
　前記位置推定部は、前記トラッキング部によりトラッキングされた前記所定物体の相対
位置に基づいて、前記所定物体の相対位置を更新する請求項２乃至４のいずれか１項に記
載の物体検知装置。
【請求項６】
　前記判定部は、前記画像物体に前記所定物体が含まれているか否かの判定と、前記所定
物体の種別判定とを実施するものであって、
　前記感度制御部は、前記測距センサから出力される信号の強度を比較する検知閾値を下
げることで、前記感度を大きくするものであって、前記判定部により判定された前記所定
物体の種別に応じて、前記検知閾値を設定する請求項１乃至５のいずれか１項に記載の物
体検知装置。
【請求項７】
　前記感度制御部は、前記車両に対する前記所定物体の距離が近いほど、前記感度を大き
くする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の物体検知装置。
【請求項８】
　前記車両に対する前記所定物体の距離が所定以下となる場合に、前記感度制御部による
前記感度の変更を禁止する請求項１乃至７のいずれか１項に記載の物体検知装置。
【請求項９】
　前記感度制御部により前記感度が大きくされた後において、その状態で前記所定物体が
検知されていないことを判定する検知判定部を備え、
　前記検知判定部により前記所定物体が検知されていないと判定された場合に、前記感度
制御部による前記感度の変更を禁止する請求項１乃至８のいずれか１項に記載の物体検知



(3) JP 2018-72105 A 2018.5.10

10

20

30

40

50

装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の周囲に存在する物体を検知する物体検知装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波センサ等の測距センサを車両に搭載し、車両周囲に存在する先行車両や歩
行者、障害物等の物体を検知して、その物体の検知結果に基づいてブレーキ装置を作動さ
せる等の車両制御を実施するシステムが提案されている。
【０００３】
　例えば、超音波センサは、探査波を送信するとともにこの探査波に対応する反射波を受
信する。そして、その反射波に基づいて物体までの距離が取得されることで物体が検知さ
れる。この場合、物体が検知される上で、例えば反射波の反射強度に検知閾値が設定され
ており、このような物体検知の感度を制御することにより適切な物体検知が図られている
（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１１／１４５１４１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、実際の測距センサによる物体検知では、物体によっては反射波による検
知が困難となることがあり、それに起因して、物体の検知結果に基づいて実施される車両
制御に影響が及ぶおそれがある。例えば、駐車区画内の輪留めや、空間を仕切る金網、ロ
ープ、自転車等は、本来車両制御の対象となりえるが、反射波の反射強度が弱く、超音波
センサの出力からでは物体として検知されにくい。そのため、このような物体に対して車
両制御が行えず、不都合が生じることがある。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、車両制御の対象となる物体
を適正に検知することができる物体検知装置を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、車両（５０）の周囲に探査波を送信し、その探査波の反射波を受信すること
で該車両の周囲に存在する物体までの距離を計測する測距センサ（１０）と、前記車両の
周囲を撮像する車載カメラ（２０）とを備える前記車両に適用され、前記車載カメラによ
り撮像された撮像画像を取得する画像取得部と、前記撮像画像に基づいて認識された画像
物体に、前記測距センサの反射波による物体検知が困難となる所定物体が含まれているか
否かを判定する判定部と、前記画像物体に前記所定物体が含まれていると判定された場合
に、前記測距センサによる物体検知の感度を大きくする感度制御部と、前記所定物体を対
象物体として車両制御を実施する車両制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　物体検知の感度が高いと、車両制御の対象とならない物体が検知されやすくなり、運転
支援を実施する際の不要作動の原因にもなる。その反面、物体検知の感度がさほど高くな
い状況では、都度の車両制御において検知したい物体でありながら検知がなされないこと
が生じ得る。
【０００９】
　この点、上記構成では、車載カメラの撮像画像に基づいて認識された画像物体に、測距
センサの反射波による物体検知が困難となる所定物体が含まれているか否かを判定し、そ
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の所定物体が含まれていると判定された場合に測距センサによる物体検知の感度を大きく
する。そして、所定物体を対象物体とし、測距センサの出力に基づいて車両制御を実施す
るようにした。この場合、撮像画像に基づいて所定物体を判定し、物体検知の感度を大き
くすることで、測距センサの出力に基づいて所定物体を検知することが可能となる。すな
わち、車載カメラの撮像画像を用いた物体認識を行いつつ、測距センサの出力に基づく物
体検知を実施することで、検知されにくい物体を検知できるようにしている。これにより
、物体に対する車両制御を適正に実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】車両の物体検知システムの概略構成を示す図。
【図２】撮像画像に基づいて認識される自転車のパターンを説明する図。
【図３】車両が自転車に近づくシーンを説明する図。
【図４】本実施形態における物体検知の感度制御の態様を示す図。
【図５】本実施形態における物体検知処理を示すフローチャート。
【図６】本実施形態における感度制御処理を示すフローチャート。
【図７】本実施形態における物体検知の感度制御の時系列的な変化を示す図。
【図８】反射波の波高値の閾値を小さくする態様の例を示す図。
【図９】所定範囲と所定物体のエッジ点の分布を示す標準偏差との関係を示す図。
【図１０】所定物体までの距離と波高値の閾値との関係を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態は、車両に
搭載された物体検知システムを具体化している。当該システムでは、物体検知装置（以下
、ＥＣＵという）を中枢として、車両の周囲に存在する物体（例えば、他車両や道路構造
物等）を検知する。
【００１２】
　まず、本実施形態に係る車両の物体検知システムの概略構成について図１を用いて説明
する。車両５０は、測距センサとしての超音波センサ１０と、車両周辺を撮像する車載カ
メラ２０と、車速センサ２３と、ＥＣＵ３０とを有している。
【００１３】
　超音波センサ１０は、所定の制御周期ごとに探査波としての超音波を送信し、物体から
反射された反射波を受信するセンサである。超音波センサ１０は、この反射波に基づく測
距情報をＥＣＵ３０へ出力する。
【００１４】
　本実施形態では、車両５０の前部及び後部のバンパに、車幅方向に並ぶようにして４つ
のセンサが所定の間隔を開けてそれぞれ取り付けられている。例えば前方バンパには、超
音波センサ１０として、車幅の中心線５１の近傍に、中心線５１に対して対称位置に取り
付けられた２つのセンタセンサである第１センサ１１及び第２センサ１２と、車両５０の
右コーナ及び左コーナにそれぞれ取り付けられた２つのコーナセンサ１３，１４とが設け
られている。同様に、後方バンパにも、２つのセンタセンサ１５，１６と、２つのコーナ
センサ１７，１８とが設けられている。
【００１５】
　車載カメラ２０は、例えばＣＣＤカメラ、ＣＭＯＳイメージセンサ、近赤外線カメラ等
を用いて構成されている。本実施形態では、車載カメラ２０として、前方カメラ２１及び
後方カメラ２２が設けられている。前方カメラ２１及び後方カメラ２２は、車両５０の車
幅方向中央の所定高さ（例えば、フロントガラス上端付近やリアガラス上端付近）にそれ
ぞれ取り付けられ、自車前方や自車後方へ向けて所定角度範囲で広がる領域を俯瞰視点か
ら撮像する。各カメラ２１，２２により撮像された撮像画像は、所定周期毎にＥＣＵ３０
にそれぞれ入力される。なお、各カメラ２１，２２は、単眼カメラであってもよく、ステ
レオカメラであってもよい。
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【００１６】
　車速センサ２３は、車輪の回転速度に基づき車両５０の走行速度を検出する。車速セン
サ２３による検出結果は、ＥＣＵ３０に入力される。
【００１７】
　ＥＣＵ３０は、ＣＰＵや各種メモリ等を備えたコンピュータを主体として構成されてい
る。ＥＣＵ３０は、超音波センサ１０から出力された測距情報に基づいて、物体を検知す
る。具体的には、反射波の反射強度が検知閾値を超えたことに基づいて、物体までの距離
を取得する。そして、その距離に基づいて、物体に対する車両制御を実施する。車両制御
には、ドライバ等のユーザに物体の存在を報知するための警報装置やブレーキ装置等の安
全装置の作動が含まれる。なお、反射波の反射強度は、超音波センサ１０により反射波が
受信される際に、波高値又は振幅の大きさに基づいて求められる。
【００１８】
　ところで、超音波センサ１０が探査波としての送信波を送信し、物体によって反射され
た反射波を受信することで、物体までの距離が計測される。ここで、反射波の反射強度は
、物体の種類や大きさ等に応じて相違する。例えば、物体における探査波の反射面が大き
い場合は、小さい場合に比べて反射強度が大きくなり、また、反射面が平面である場合は
、曲面である場合に比べて反射強度が大きくなる。一方、超音波センサ１０の取付位置よ
りも低い位置に存在する物体（地面付近の物体）の場合は、反射強度が小さくなる傾向に
ある。その他、物体の材質等によっても反射強度の大きさは影響を受ける。
【００１９】
　このような傾向から、例えば、駐車区画内に設置されている輪留めや、縁石、空間を仕
切る金網、ロープ、自転車、ショッピングカート等は、超音波センサ１０の出力に基づく
物体検知では検知されにくいものとなっている。
【００２０】
　図４上図には、反射波の反射強度としての波高値と、検知閾値としての閾値Ｔｈとの関
係を示している。なお、横軸は車両５０からの距離を表している。閾値Ｔｈは、探査波の
残響に基づく反射波を検知しないように、車両５０に接近した領域では高く設定されてい
る。ここで、反射波Ｐは、例えば自転車に由来する反射波を表している。つまりこの場合
、車両５０から近い位置に自転車が存在することになる。しかしながら、反射波Ｐの波高
値が閾値Ｔｈを下回っているため、自転車は検知されない。そのため、実際には車両制御
の対象となりえるにもかかわらず、超音波センサ１０の出力からでは物体として検知され
ないことがあり、不都合が生じると考えられる。
【００２１】
　そこで、本実施形態では、超音波センサ１０と車載カメラ２０とを備える車両５０にお
いて、車載カメラ２０の撮像画像に基づいて認識された画像物体に、超音波センサ１０の
反射波による物体検知が困難となる所定物体が含まれているか否かを判定し、その所定物
体が含まれていると判定された場合に、超音波センサ１０に基づく物体検知の感度を一時
的に大きくする。そして、所定物体を対象物体とし、超音波センサ１０の出力に基づいて
車両制御を実施するようにした。この場合、超音波センサ１０の反射波による物体検知が
困難となる所定物体を、撮像画像を用いることで認識できることに着目し、撮像画像に基
づく物体認識を行いつつ、超音波センサ１０の出力に基づく物体検知を実施することで、
所定物体を検知できるようにしている。
【００２２】
　ここで、画像物体とは、車載カメラ２０の撮像画像中において認識される物体をいう。
本実施形態では、自転車や、金網、輪留め、縁石、ロープ、ショッピングカート等の物体
を「所定物体」としており、これら各物体は、超音波センサ１０の出力に基づく物体検知
では検知されにくいものとなっている。
【００２３】
　撮像画像に基づく所定物体の判定について言えば、ＥＣＵ３０は、車載カメラ２０から
画像データを取得し、その画像データと予め用意された物体識別用の辞書情報とに基づい



(6) JP 2018-72105 A 2018.5.10

10

20

30

40

50

て、画像物体に所定物体が含まれているか否かを判定する。物体識別用の辞書情報として
は、例えば自動車、二輪車、歩行者といった物体に加えて、自転車、金網、輪留め等の所
定物体が個別に用意され、メモリに予め記憶されている。なお、所定物体の辞書情報とし
ては、車両５０に対する向きの違いによっても個別に用意されるとよい。例えば、図２（
ａ），（ｂ）に示すように、自転車であれば、横向きパターン、縦向きパターンの辞書情
報が用意されるとよい。また、ＥＣＵ３０は、画像データと辞書情報とをパターンマッチ
ングにより照合することで、所定物体の種別を判定する。
【００２４】
　例えば、図３（ａ）には、車両５０の後方に自転車Ｂが停められている状況下において
、車両５０が自転車Ｂに向かって後退するシーンを示している。このシーンにおいて、自
転車Ｂは、後方カメラ２２の撮像領域Ｃに属しており、さらに、後部バンパに設けられた
センタセンサ１５の探査波の探査領域Ｓにも属している。なお、図３（ａ）では便宜上、
センタセンサ１５のみの探査領域Ｓを示している。
【００２５】
　図３（ｂ）には、上記シーンにおける後方カメラ２２の撮像画像を示している。この場
合、ＥＣＵ３０は、撮像画像の画像データと予め記憶されている自転車の辞書情報（この
場合は、横向きパターン）に基づいて、撮像画像中に自転車Ｂを認識する。つまり、画像
物体に自転車が含まれていると判定する。
【００２６】
　そして、ＥＣＵ３０は、車両５０に対する自転車Ｂの相対位置として、車載カメラ２０
の撮像画像に基づいて、車両５０から自転車Ｂまでの距離Ｌを推定する。ここで、距離Ｌ
の推定には、周知の方法を用いることができる。例えば、後方カメラ２２がステレオカメ
ラの場合には、複数のカメラで同時に撮影した画像から画素毎の視差情報を取得し、その
視差情報を用いて自転車Ｂまでの距離Ｌを推定する。また、後方カメラ２２が単眼カメラ
の場合には、移動ステレオの原理を用いる。具体的には、異なるタイミングで撮影した複
数のフレームとフレーム間の移動距離とから画素毎の視差情報を取得し、その視差情報を
用いて自転車Ｂまでの距離Ｌを推定する。
【００２７】
　続いて、超音波センサ１０の出力に基づく物体検知の感度を一時的に大きくすることに
ついて、より詳しく説明する。図４下図には、車両５０から距離Ｌだけ離間した地点、つ
まり自転車Ｂの推定位置Ａに基づいて、反射波の波高値の閾値Ｔｈを小さくする態様を示
している。ここでは、図３のシーンを想定しており、図中の反射波は、センタセンサ１５
が受信する反射波を示している。この場合、ＥＣＵ３０は、車両５０から自転車Ｂまでの
距離方向において自転車Ｂの推定位置Ａを含む所定範囲Ｅで、波高値の閾値Ｔｈを小さく
する。具体的には、所定範囲Ｅ内において、閾値Ｔｈを、所定の基準値よりも所定量Ｑ小
さくする。そうすることで、自転車Ｂに由来する反射波Ｐが閾値Ｔｈを超え、自転車Ｂの
距離が取得される。つまり、反射強度の検知閾値を部分的に小さくすることで、物体検知
の感度を大きくしている。これにより、所定物体を検知しやすくしている。
【００２８】
　所定範囲Ｅの設定に関して言えば、ＥＣＵ３０は、種々の条件に応じて所定範囲Ｅを設
定する。具体的には、所定物体の種別に応じて所定範囲Ｅを設定する。ここで、所定物体
として定められている物体には、反射波の幅Ｗ（波高値が所定以上となる幅）が小さく検
出される物体もあれば、反射波の幅Ｗが大きく検出される物体もあると考えられる。その
ため、所定物体に応じた反射波の幅Ｗの傾向を加味して、所定範囲Ｅが設定されるとよい
。
【００２９】
　なお、本実施形態では、所定範囲Ｅを、自転車Ｂの推定位置Ａを中心として車両５０か
ら見て手前側（車両５０に近い側）及び奥側（車両５０から遠い側）にそれぞれ等距離離
れた地点間の範囲としている。
【００３０】
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　また、所定量Ｑの設定に関して言えば、ＥＣＵ３０は、種々の条件に応じて所定量Ｑを
設定する。具体的には、所定物体の種別に応じて所定量Ｑを設定する。上述の反射波の幅
Ｗと同様に、所定物体によって反射波の波高値が異なる。そのため、所定物体に応じた波
高値の傾向を加味して、所定量Ｑが設定されるとよい。
【００３１】
　なお、本実施形態では、所定量Ｑを設定し、所定の基準値から所定量Ｑ小さい値とする
ことで、変更後の閾値Ｔｈを設定しているが、これを変更してもよい。例えば、所定量Ｑ
Ａを設定し、閾値Ｔｈを波高値のベースラインから所定量ＱＡ大きくした値に設定しても
よい。この場合、所定量ＱＡは、所定の基準値よりも小さい値に設定される。なお、所定
量ＱＡも所定物体に応じた波高値の傾向を加味して、設定されるとよい。
【００３２】
　図５のフローチャートを用いて、撮像画像を用いた物体検知処理について説明する。こ
の物体検知処理は、ＥＣＵ３０により所定周期で繰り返し実行される。
【００３３】
　ステップＳ１１では、超音波センサ１０から出力された測距情報を取得する。ステップ
Ｓ１２では、車載カメラ２０から出力された撮像画像を取得する。なお、ステップＳ１２
が「画像取得部」に相当する。
【００３４】
　ステップＳ１３では、車両５０が低速走行中であるか否かを判定する。具体的には、車
両５０の車速が閾値Ｖｔｈ未満であるか否かを判定する。閾値Ｖｔｈは、車両５０の車速
が低速であるか否かを判定するための判定値であって、例えば２０ｋｍ／ｈに設定される
。本実施形態では、例えば駐車場内や敷地構内を走行中に、不意に存在する（静止してい
る）所定物体に対して物体検知の感度を大きくすることを想定している。ここで、仮に通
常走行中においても同様に感度を大きくすることとすると、ブレーキ等の作動が頻発し、
不都合が生じるおそれがある。そこで、所定の速度条件を設けることで、その不都合の発
生を抑制している。なお、閾値Ｖｔｈは適宜変更することができる。ステップＳ１３がＹ
ＥＳであれば、ステップＳ１４に進み、ステップＳ１３がＮＯであれば、そのまま本処理
を終了する。
【００３５】
　ステップＳ１４では、画像物体に所定物体が含まれているか否かを判定する。ここでは
、上述したように、画像物体に対して、予め定められた所定物体のパターンを用いてパタ
ーンマッチングを行うことで、所定物体の存在を判定する。さらに、所定物体の種別を識
別する。ステップＳ１４がＹＥＳであれば、ステップＳ１５に進み、ステップＳ１４がＮ
Ｏであれば、そのまま本処理を終了する。ステップＳ１４が「判定部」に相当する。なお
、ステップＳ１４がＹＥＳの場合に超音波センサ１０による物体検知が行われていないこ
とを条件に、ステップＳ１５以降が実施されるとよい。
【００３６】
　ステップＳ１５では、車載カメラ２０の撮像画像に基づいて、車両５０に対する所定物
体の相対位置を推定する。具体的には、上述したように、視差情報等を用いて所定物体ま
での距離Ｌを推定する。なお、ステップＳ１５が「位置推定部」に相当する。続くステッ
プＳ１６では、物体検知の感度制御処理を行う。
【００３７】
　図６に、物体検知の感度制御処理のフローチャートを示す。ステップＳ２１では、ステ
ップＳ１４で識別された所定物体の種別に応じて、所定範囲Ｅを設定する。ここで、所定
物体の種別に対応する反射波の幅Ｗは、予め適合により設定されている。例えば、ＥＣＵ
３０は、反射波の幅Ｗが大きくなる傾向の物体の場合に、反射波の幅Ｗがそれよりも小さ
くなる傾向の物体の場合に比べて所定範囲Ｅを小さく設定する。
【００３８】
　ステップＳ２２では、ステップＳ１４で識別された所定物体の種別に応じて、所定量Ｑ
を設定する。ここで、所定物体の種別に対応する波高値は、予め適合により設定されてい
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る。例えば、ＥＣＵ３０は、波高値が小さくなる傾向の物体の場合に、波高値がそれより
も大きくなる傾向の物体の場合に比べて所定量Ｑを大きく設定する。
【００３９】
　ステップＳ２３では、ステップＳ２１及びステップＳ２２で設定された値に基づいて、
波高値の閾値Ｔｈを設定する。これにより、閾値Ｔｈが、ステップＳ２１で設定された所
定範囲Ｅ内において、所定の基準値よりもステップＳ２２で設定された所定量Ｑだけ小さ
い値とされる。すなわち、物体検知の感度が部分的に大きくなる。そして、図５のステッ
プＳ１７に移行する。なお、ステップＳ１６の感度制御処理が「感度制御部」に相当する
。
【００４０】
　ステップＳ１７では、物体検知の感度制御処理において設定された感度に基づいて、所
定物体を検知する。具体的には、超音波センサ１０の出力に基づいて、所定物体までの距
離を取得する。続く、ステップＳ１８では、検知された所定物体に対して、車両制御を実
施する。例えば、所定物体までの距離をユーザに表示したり、ブレーキ装置を作動させて
所定物体との衝突を回避するようにする。なお、ステップＳ１８が、「車両制御部」に相
当する。
【００４１】
　続いて、図７には、物体検知の感度を大きくする制御の時系列的な変化について示す。
上述したように、位置Ｗにおける感度制御では、自転車Ｂの推定位置Ａを含む所定範囲Ｅ
に対して、閾値Ｔｈを小さくする。その後、車両５０が自転車Ｂに近づく際には、車両５
０と自転車Ｂとの距離に応じて、閾値Ｔｈを時系列的に変化させる。すなわち、車両５０
の位置が位置Ｗ→位置Ｘ→位置Ｙと進むにつれて、自転車Ｂの推定位置Ａは車両５０に近
づくことから、閾値Ｔｈを小さくする所定範囲Ｅの位置を車両５０に近づく側に変化させ
る。
【００４２】
　さらに、車両５０の位置が位置Ｚとなり、車両５０と自転車Ｂとが接近した状態（例え
ば、自転車Ｂの推定位置Ａが所定距離Ｌｔｈ以下）となると、ＥＣＵ３０は、大きくした
感度を元に戻す。すなわち、波高値の閾値Ｔｈを所定の基準値へ戻す。要するに、車両５
０に対する自転車Ｂの距離が所定以下となる場合に、感度の変更を禁止するようにしてい
る。
【００４３】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００４４】
　超音波センサ１０の出力に基づく物体検知では、反射強度の点などから検知されにくい
物体があり、このような物体に対して車両制御が実施されないことで不都合が生じること
がある。この点、上記構成では、車載カメラ２０の撮像画像に基づいて認識された画像物
体に、超音波センサ１０の反射波による物体検知が困難となる所定物体が含まれているか
否かを判定し、所定物体が含まれていると判定された場合に超音波センサ１０による物体
検知の感度を一時的に大きくする。そして、所定物体を対象物体とし、超音波センサ１０
の出力に基づいて車両制御を実施するようにした。この場合、撮像画像に基づいて所定物
体の存在を判定し、物体検知の感度を一時的に大きくすることで、超音波センサ１０の出
力に基づいて所定物体を検知することが可能となる。すなわち、車載カメラ２０の撮像画
像を用いた物体認識を行いつつ、超音波センサ１０の出力に基づく物体検知を実施するこ
とで、検知されにくい物体を検知し、所定物体の正確な距離を取得できる。これにより、
物体に対する車両制御を適正に実施することができる。
【００４５】
　具体的には、所定物体が含まれていると判定された場合に、車両５０に対する所定物体
の相対位置を推定し、推定された所定物体の相対位置を含む所定範囲Ｅ内において、感度
を大きくするようにしたため、所定物体に対して限定的に感度を大きくすることができる
。これにより、所定物体を好適に検知しつつ、車両制御の対象とならない物体が検知され
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ることを防ぐことができる。
【００４６】
　所定物体の種別によって、反射波の幅Ｗが異なると考えられる。この点を考慮して、所
定物体の種別に応じて、所定範囲Ｅを設定する構成としたため、例えば、反射波の幅Ｗが
大きくなる傾向の物体の場合に、反射波の幅Ｗがそれよりも小さくなる傾向の物体の場合
に比べて所定範囲Ｅを小さく設定することができ、物体の種別によっては感度をより限定
的に大きくすることができる。これにより、所定物体に適した所定範囲Ｅを設定でき、ひ
いては所定物体毎に適した感度を設定することができる。
【００４７】
　所定物体の種別によって、反射波の波高値が異なると考えられる。この点を考慮して、
所定物体の種別に応じて、所定量Ｑを設定する構成としたため、例えば、波高値が小さく
なる傾向の物体の場合に、波高値がそれよりも大きくなる傾向の物体の場合に比べて所定
量Ｑを大きく設定することができ、物体の種別によっては感度をより大きくすることがで
きる。これにより、所定物体に適した所定量Ｑを設定でき、ひいては所定物体毎に適した
感度を設定することができる。
【００４８】
　反射波の波高値の閾値Ｔｈを小さくした後において、車両５０が所定物体に対して近づ
く状況下で所定物体の推定位置Ａが所定距離Ｌｔｈ以下となった場合に、感度の変更を禁
止するようにした。つまり、閾値Ｔｈを所定の基準値に戻すようにした。この場合、所定
距離Ｌｔｈ以下の場合でも閾値Ｔｈを小さくすると、探査波の残響に基づく反射波を捉え
てしまい、物体が存在しないにもかかわらず物体が存在するとして検知されることがある
。かかる場合には、不要作動が生じるおそれがある。この点、上記構成とすることで、不
要作動を抑制しつつ、所定物体を適正に検知することができる。
【００４９】
　上記の実施形態を例えば次のように変更してもよい。
【００５０】
　・上記実施形態では、超音波センサ１０による物体検知の感度を大きくする制御として
、反射波の波高値の閾値Ｔｈを小さくする構成としたが、これに限らない。例えば超音波
センサ１０から出力される反射波電圧に対して行う増幅処理において、所定物体の推定位
置Ａにかかる反射波電圧に対して限定的に増幅率（ゲイン）を大きくする構成としてもよ
い。さらに、これらを併用する構成としてもよい。
【００５１】
　・上記実施形態では、反射波の波高値の閾値Ｔｈを、所定範囲Ｅ内において、所定の基
準値に対して一律の所定量Ｑだけ小さい値とする構成とした。この点、これに限定されず
、所定範囲Ｅ内において閾値Ｔｈを小さくする態様を適宜変更することができ、例えば、
図８（ａ）～（ｃ）に示す態様とすることができる。図８（ａ）は、所定範囲Ｅ内におい
て、車両５０からの距離が遠くなるほど閾値Ｔｈを小さくし、図８（ｂ）は、所定範囲Ｅ
内において、車両５０からの距離が近くなるほど閾値Ｔｈを小さくし、図８（ｃ）は、所
定範囲Ｅ内において、所定物体の推定位置Ａに向かって閾値Ｔｈを小さくする態様を示し
ている。なお、いずれの態様においても、閾値Ｔｈが最も小さくなる値は、所定量Ｑに基
づくものとなっている。
【００５２】
　このように、所定範囲Ｅ内において閾値Ｔｈを小さくする態様を変化させることで、所
定物体のみを的確に検知することができると考えられる。例えば、所定物体以外の物体で
あって車両制御の対象とならない物体（例えば、空き缶等）が、所定物体の付近に存在す
る場合には、図８（ａ）～（ｃ）のような態様とすることで、所定物体のみを検知しつつ
、車両制御の対象とならない物体を検知しないようにすることができる。なお、図中の反
射波Ｔを、車両制御の対象とならない物体に由来する反射波とする。また、車両５０に対
する所定物体の相対位置の推定、つまり所定物体までの距離Ｌの推定が精度よく実施され
る場合には、図８（ｃ）の態様とすることで、所定物体のみをより好適に検知できると考
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えられる。
【００５３】
　・上記実施形態では、図６のステップＳ２１において、所定物体の種別に応じて所定範
囲Ｅを設定する構成としたが、これに限定されない。例えば、撮像画像に基づいて推定さ
れる所定物体までの距離Ｌの信頼度（すなわち、確からしさ）に応じて、所定範囲Ｅを設
定してもよい。この場合、信頼度が高いほど、所定範囲Ｅは小さく設定される。なお、距
離Ｌの信頼度は、例えば、車両５０から所定物体までの距離方向における、所定物体にか
かるエッジ点の分布（ばらつき）に基づいて算出される。
【００５４】
　図９には、所定物体にかかるエッジ点の分布を示す標準偏差σと、所定範囲Ｅとの関係
を示している。なお、標準偏差σが大きくなるほど、ばらつきが大きくなり、分布の広が
りが大きくなることを表している。図９では、標準偏差σが小さいほど、距離Ｌの信頼度
が高いとして、所定範囲Ｅを小さくする。つまり、所定物体にかかるエッジ点の分布が小
さい場合に、それよりも分布が大きい場合に比べて所定範囲Ｅを小さくすることで所定物
体をより選択的に検知することができる。
【００５５】
　・上記実施形態では、図６のステップＳ２１において、所定範囲Ｅを、所定物体の推定
位置Ａを中心として横軸にそれぞれ等間隔離れた地点間の範囲に設定したが、これに限定
されない。例えば、推定位置Ａを中心に、車両５０から見て手前側の範囲の方が、奥側の
範囲に比べて大きくなるように所定範囲Ｅを設定してもよく、又、推定位置Ａを含む所定
距離以遠を所定範囲Ｅに設定してもよい。
【００５６】
　・上記実施形態では、図７において、撮像画像に基づく車両５０と自転車Ｂとの距離Ｌ
に応じて、所定範囲Ｅの位置を変化させる構成としたが、これに加えて、距離Ｌに応じて
、閾値Ｔｈの大きさ（例えば所定量Ｑ）を変化させる構成としてもよい。例えば、図１０
には、撮像画像に基づく距離Ｌと閾値Ｔｈとの関係を示している。ここでは、所定物体ま
での距離Ｌが小さくなるほど、閾値Ｔｈが小さくなる。つまり、所定物体に車両５０が近
づくほど、物体検知の感度が大きくなるようにしている。この構成によれば、所定物体と
の距離が近くなるほど、所定物体までの距離をより精度よく取得することができ、車両制
御を好適に実施することができる。なお、かかる構成においても、所定物体の推定位置Ａ
が車両５０に対して所定距離Ｌｔｈまで近づくと、小さくした閾値Ｔｈを元に戻す構成と
するとよい。
【００５７】
　・例えば、パターンマッチングにより所定物体を認識して、所定物体の位置を一度推定
したにもかかわらず、次回の画像処理においてパターンマッチングが適正に行われないこ
とで、所定物体が認識できなくなることがあると考えられる。このような場合に、物体検
知の感度制御が解除されると、超音波センサ１０の出力に基づく所定物体の検知が連続し
て実施されないおそれがある。この点、かかる事情を加味して、撮像画像に基づく所定物
体の推定位置Ａを、車両５０の移動時においてトラッキング（追跡）する構成としてもよ
い。なお、ＥＣＵ３０において、所定物体の推定位置Ａを、トラッキングする処理が「ト
ラッキング部」に相当する。
【００５８】
　かかる構成では、ステップＳ１５で推定された所定物体の推定位置Ａはメモリに記憶さ
れ、別途求められる車両５０の移動距離等に応じて、所定物体の推定位置Ａが都度更新さ
れる。そして、更新された推定位置Ａに基づいて、感度制御処理が実施される。この構成
によれば、画像処理が一時的に適正に実施できない場合であっても感度制御を中断するこ
となく、超音波センサ１０の出力に基づいて連続した物体検知を行うことができる。
【００５９】
　また、画像上には、物体の位置の推定に適さない領域が存在する。例えば、画像上の左
端付近や右端付近の領域は、歪みの影響が大きいため、この領域に物体が認識される場合
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には、物体の位置の推定の精度が悪化すると考えられる。また、画像上の上端付近の領域
は、仮にその領域に物体が存在しても衝突の可能性が極めて小さいため、物体の位置をそ
もそも推定しない場合がある。しかしながら、そのような領域に物体が認識される状況で
あっても、車両５０の急な操舵等によってかかる物体が急に車両制御の対象となる場合が
ありうる。この点を考慮し、撮像画像に基づいて推定位置Ａが取得された所定物体が、物
体の位置の推定に適さない領域へ移行した場合には、それ以前に推定された所定物体の推
定位置Ａを、車両５０の移動に合わせてトラッキング（追跡）するようにしてもよい。こ
の構成によれば、所定物体が物体の位置の推定に適さない領域へ移行した場合であっても
、所定物体の位置を精度良く推定でき、超音波センサ１０の出力に基づく物体検知を継続
して実施することができる。
【００６０】
　・超音波センサ１０による物体検知の感度を所定範囲内において多段階で設定可能とし
、現感度により所定物体が検知されていないことを条件に段階的に感度を大きくする構成
としてもよい。つまりこの構成では、ＥＣＵ３０は、所定物体が検知されるまで感度を大
きくする。なお、ＥＣＵ３０において、所定物体が検知されていないことを判定する処理
が「検知判定部」に相当する。
【００６１】
　また、図５のステップＳ１４における撮像画像に基づく所定物体の判定において、例え
ば路面（地面）よりも上方に金網が存在する状況下で、撮像画像内においてその金網の影
が実際の金網の位置よりも車両手前側に写り込む場合には、その影を誤って金網と認識す
ることが考えられる。図３（ｂ）に示す自転車Ｂの手前側に延びる影Ｋについても同様に
、誤認識することが考えられる。かかる場合には、その影の位置に対して物体検知の感度
を大きくしても金網や自転車は検知されない。この点を考慮して、超音波センサ１０によ
る物体検知の感度を大きくした後において、その状態で所定物体が検知されていない場合
には、感度の変更を禁止する構成としてもよい。具体的には、路面からの反射が取得でき
るまで反射波の波高値の閾値Ｔｈを小さくしても、所定物体が検知されない場合に、閾値
Ｔｈを所定の基準値に戻すようにするとよい。これにより、撮像画像に基づいて所定物体
が誤って認識された場合においても不要な物体検知を防ぐことができる。
【００６２】
　・上記実施形態では、測距センサとして超音波センサ１０を用いたが、探査波を送受信
できるセンサであれば特に制限されない。例えば、ミリ波レーダやレーザレーダ等を用い
る構成であってもよい。
【符号の説明】
【００６３】
　１０…超音波センサ、２０…車載カメラ、３０…ＥＣＵ、５０…車両。
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