
JP 4421450 B2 2010.2.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自車両の進行方向に存在する物体を検知し、該物体と自車両との相対位置および相対速度
を検出する物体検知手段と、
　自車両の運動状態を検出する運動状態検出手段と、
　自車両の速度を検出する速度検出手段と、
　前記物体検知手段にて検知された相対速度と、前記速度検出手段にて検出された自車両
の速度とに基づき、自車両の対向車両となる前記物体の有無を判定する対向車両判定手段
と、
　自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路を対向車
両が逸脱したか否かを判定する逸脱判定手段と
を備えることを特徴とする車両の逸脱判定装置。
【請求項２】
前記運動状態検出手段の検出結果に基づき自車両の進行軌跡を予測する自車進行軌跡予測
手段と、
　前記物体検知手段にて検知された相対位置の時間変化に基づき対向車両の進行軌跡を予
測する対向車進行軌跡予測手段とを備え、
　前記逸脱判定手段は、前記自車進行軌跡予測手段にて予測された自車両の進行軌跡と、
前記対向車進行軌跡予測手段にて予測された対向車両の進行軌跡とのなす角度に基づき、
自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路を対向車両
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が逸脱したか否かを判定することを特徴とする請求項１に記載の車両の逸脱判定装置。
【請求項３】
前記運動状態検出手段の検出結果に基づき自車両の進行軌跡を予測する自車進行軌跡予測
手段と、
　該自車進行軌跡予測手段にて予測された自車両の進行軌跡と、前記物体検知手段にて検
知された相対位置とに基づき前記自車両の進行軌跡に対する対向車両の横方向偏差を算出
する横偏差算出手段とを備え、
　前記逸脱判定手段は、前記横偏差算出手段にて算出された横方向偏差が前記自車両の進
行軌跡に向かい近接する側に生じているか否か、あるいは、前記横方向偏差が前記自車両
の進行軌跡から離間する側に生じているか否かを判定することにより、自車両の適正進路
を自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したか否か
を判定することを特徴とする請求項１に記載の車両の逸脱判定装置。
【請求項４】
前記逸脱判定手段は、前記横方向偏差が前記自車両の進行軌跡に向かい近接する側に生じ
ている状態で時間経過に伴い減少傾向に変化する場合には、対向車両の適正進路を対向車
両が逸脱したと判定し、前記横方向偏差が前記自車両の進行軌跡から離間する側に生じて
いる状態で時間経過に伴い減少傾向に変化する場合には、自車両の適正進路を自車両が逸
脱したと判定することを特徴とする請求項３に記載の車両の逸脱判定装置。
【請求項５】
自車両の運転者の状態を推定する運転者状態推定手段を備え、
　前記逸脱判定手段は、前記運転者状態推定手段にて推定された運転者の状態が正常であ
る場合に、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したと判定し、前記運転者の状態が正常
ではない場合に、自車両の適正進路を自車両が逸脱したと判定することを特徴とする請求
項１に記載の車両の逸脱判定装置。
【請求項６】
前記運動状態検出手段の検出結果に基づき自車両の旋回状態を検知する自車旋回状態検知
手段と、
　前記逸脱判定手段は、前記自車旋回状態検知手段にて検知された自車両の旋回状態にお
いて、対向車線に向かい近接する方向への旋回の程度が大きくなることに伴い、自車両の
適正進路を自車両が逸脱したと判定し易くなるように設定し、対向車線から離間する方向
への旋回の程度が大きくなることに伴い、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したと判
定し易くなるように設定することを特徴とする請求項１に記載の車両の逸脱判定装置。
【請求項７】
自車両と対向車両との接触が発生する可能性を予測する接触予測手段と、
　該接触判定手段により接触の可能性が有ると判定された場合に、自車両に設けられた接
触回避手段を作動させる作動手段とを備え、
　前記作動手段は、前記逸脱判定手段にて前記適正進路を対向車両が逸脱したと判定され
た場合には、この場合以外の場合に比べて前記接触回避手段の作動を抑制、または、前記
接触回避手段の作動を禁止することを特徴とする請求項１から請求項６の何れか１つに記
載の車両の逸脱判定装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両の逸脱判定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、レーダ等により検知した対向車両と自車両との相対位置および相対距離
と、予め設定された所定の適正横方向距離とに基づき、自車両と対向車両とが適正にすれ
違うための自車両の適正進路を設定し、この適正進路に基づき自車両と対向車両とが接触
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する危険度を算出し、算出した危険度に応じて自車両と対向車両との接触回避動作を実行
する車両の走行安全装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－５７４９５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、上記従来技術に係る車両の走行安全装置においては、対向車両の位置を基準
として、この位置から所定の適正横方向距離だけずれた位置に基づき自車両の適正進路を
設定していることから、対向車両が適正な進路を走行している状態で自車両が適正進路か
ら逸脱する事象を想定している。しかしながら、対向車両と自車両との接触の可能性が生
じる場合としては、自車両が適正進路を走行している状態で対向車両が適正な進路から逸
脱する事象も含まれ、異なる事象毎に適切な接触回避動作を実行することが望まれている
。
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、自車両と対向車両との接触が発生する可能
性がある場合に適切な接触回避動作を行うことが可能な車両の逸脱判定装置を提供するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決して係る目的を達成するために、請求項１に記載の本発明の車両の逸脱
判定装置は、自車両の進行方向に存在する物体を検知し、該物体と自車両との相対位置お
よび相対速度を検出する物体検知手段（例えば、実施の形態での物体検知部６１）と、自
車両の運動状態を検出する運動状態検出手段（例えば、実施の形態でのジャイロセンサ３
２）と、自車両の速度を検出する速度検出手段（例えば、実施の形態での車速センサ３３
）と、前記物体検知手段にて検知された相対速度と、前記速度検出手段にて検出された自
車両の速度とに基づき、自車両の対向車両となる前記物体の有無を判定する対向車両判定
手段（例えば、実施の形態での対向車両判定部６２）と、自車両の適正進路を自車両が逸
脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したか否かを判定する逸
脱判定手段（例えば、実施の形態での逸脱判定部６５）とを備えることを特徴としている
。
【０００５】
　上記の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あ
るいは、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したか否かを判定することにより、逸脱状
態に応じた適切な車両制御を実行することができる。
【０００６】
　さらに、請求項２に記載の本発明の車両の逸脱判定装置は、前記運動状態検出手段の検
出結果に基づき自車両の進行軌跡を予測する自車進行軌跡予測手段（例えば、実施の形態
での自車軌跡算出部６４）と、前記物体検知手段にて検知された相対位置の時間変化に基
づき対向車両の進行軌跡を予測する対向車進行軌跡予測手段（例えば、実施の形態での対
向車軌跡予測部６３）とを備え、前記逸脱判定手段は、前記自車進行軌跡予測手段にて予
測された自車両の進行軌跡と、前記対向車進行軌跡予測手段にて予測された対向車両の進
行軌跡とのなす角度に基づき、自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、
対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したか否かを判定することを特徴としている。
【０００７】
　上記の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の進行軌跡と対向車両の進行軌跡とのなす
角度に応じて、自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正
進路を対向車両が逸脱したか否かを、容易に判定することができる。例えば、自車両の進
行軌跡上の進行方向を基準として、対向車両の進行軌跡上の進行方向がなす角度に対して
は、この角度が減少することに伴い対向車両が逸脱したと判定し易くなり、この角度が増
大することに伴い自車両が逸脱したと判定し易くなる。
【０００８】
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　さらに、請求項３に記載の本発明の車両の逸脱判定装置は、前記運動状態検出手段の検
出結果に基づき自車両の進行軌跡を予測する自車進行軌跡予測手段（例えば、実施の形態
での自車軌跡算出部６４）と、該自車進行軌跡予測手段にて予測された自車両の進行軌跡
と、前記物体検知手段にて検知された相対位置とに基づき前記自車両の進行軌跡に対する
対向車両の横方向偏差を算出する横偏差算出手段（例えば、実施の形態での横偏差算出部
６６）とを備え、前記逸脱判定手段は、前記横偏差算出手段にて算出された横方向偏差が
前記自車両の進行軌跡に向かい近接する側に生じているか否か、あるいは、前記横方向偏
差が前記自車両の進行軌跡から離間する側に生じているか否かを判定することにより、自
車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路を対向車両が
逸脱したか否かを判定することを特徴としている。
【０００９】
　上記の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の進行軌跡に対する対向車両の横方向偏差
に応じて自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路を
対向車両が逸脱したか否かを、容易に判定することができる。例えば、横方向偏差が自車
両の進行軌跡に向かい近接する側に生じている場合には対向車両が逸脱したと判定し易く
なり、横方向偏差が自車両の進行軌跡から離間する側に生じている場合には自車両が逸脱
したと判定し易くなる。
【００１０】
　さらに、請求項４に記載の本発明の車両の逸脱判定装置では、前記逸脱判定手段は、前
記横方向偏差が前記自車両の進行軌跡に向かい近接する側に生じている状態で時間経過に
伴い減少傾向に変化する場合には、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したと判定し、
前記横方向偏差が前記自車両の進行軌跡から離間する側に生じている状態で時間経過に伴
い減少傾向に変化する場合には、自車両の適正進路を自車両が逸脱したと判定することを
特徴としている。
【００１１】
　上記の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の進行軌跡に対する対向車両の横方向偏差
に応じて自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、適対向車両の適正進路
を対向車両が逸脱したか否かを、容易かつ精度良く判定することができる。
【００１２】
　さらに、請求項５に記載の本発明の車両の逸脱判定装置は、自車両の運転者の状態を推
定する運転者状態推定手段（例えば、実施の形態での運転者状態推定部６７）を備え、前
記逸脱判定手段は、前記運転者状態推定手段にて推定された運転者の状態が正常である場
合に、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したと判定し、前記運転者の状態が正常では
ない場合に、自車両の適正進路を自車両が逸脱したと判定することを特徴としている。
【００１３】
　上記の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の運転者の状態に応じて自車両の適正進路
を自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したか否か
を、容易に判定することができる。
【００１４】
　さらに、請求項６に記載の本発明の車両の逸脱判定装置は、前記運動状態検出手段の検
出結果に基づき自車両の旋回状態を検知する自車旋回状態検知手段（例えば、実施の形態
での旋回状態検知部６８）と、前記逸脱判定手段は、前記自車旋回状態検知手段にて検知
された自車両の旋回状態において、対向車線に向かい近接する方向への旋回の程度が大き
くなることに伴い、自車両の適正進路を自車両が逸脱したと判定し易くなるように設定し
、対向車線から離間する方向への旋回の程度が大きくなることに伴い、対向車両の適正進
路を対向車両が逸脱したと判定し易くなるように設定することを特徴としている。
【００１５】
　上記の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の旋回状態に応じて自車両の適正進路を自
車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したか否かを、
容易に判定することができる。
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【００１６】
　さらに、請求項７に記載の本発明の車両の逸脱判定装置は、自車両と対向車両との接触
が発生する可能性を予測する接触予測手段（例えば、実施の形態での接触予測部６９）と
、該接触判定手段により接触の可能性が有ると判定された場合に、自車両に設けられた接
触回避手段を作動させる作動手段（例えば、実施の形態での作動部７０）とを備え、前記
作動手段は、前記逸脱判定手段にて前記適正進路を対向車両が逸脱したと判定された場合
には、この場合以外の場合に比べて前記接触回避手段の作動を抑制、または、前記接触回
避手段の作動を禁止することを特徴としている。
【００１７】
　上記の車両の逸脱判定装置によれば、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したと判定
された場合、自車両の接触回避制御の作動を抑制または禁止することで、対向車両で実行
される接触回避動作により接触を回避することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように、請求項１に記載の本発明の車両の逸脱判定装置によれば、自車両
の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱
したか否かを判定することにより、逸脱状態に応じた適切な車両制御を実行することがで
きる。
　さらに、請求項２に記載の本発明の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の進行軌跡と
対向車両の進行軌跡とのなす角度に応じて、自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か
、あるいは、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したか否かを、容易に判定することが
できる。
　さらに、請求項３に記載の本発明の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の進行軌跡に
対する対向車両の横方向偏差に応じて自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、ある
いは、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したか否かを、容易に判定することができる
。
　さらに、請求項４に記載の本発明の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の進行軌跡に
対する対向車両の横方向偏差に応じて自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、ある
いは、対向車両の適正進路を対向車両が逸脱したか否かを、容易かつ精度良く判定するこ
とができる。
【００１９】
　さらに、請求項５に記載の本発明の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の運転者の状
態に応じて自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路
を対向車両が逸脱したか否かを、容易に判定することができる。
　さらに、請求項６に記載の本発明の車両の逸脱判定装置によれば、自車両の旋回状態に
応じて自車両の適正進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両の適正進路を対
向車両が逸脱したか否かを、容易に判定することができる。
　さらに、請求項７に記載の本発明の車両の逸脱判定装置によれば、対向車両の適正進路
を対向車両が逸脱したと判定された場合、自車両の接触回避制御の作動を抑制または禁止
することで、対向車両で実行される接触回避動作により接触を回避することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の一実施形態に係る車両の逸脱判定装置について添付図面を参照しながら
説明する。
【００２１】
　図１に示すように、本実施の形態による車両の逸脱判定装置１０は、例えば、内燃機関
１１の駆動力を、オートマチックトランスミッション（ＡＴ）あるいは無段自動変速機（
ＣＶＴ）等のトランスミッション（Ｔ／Ｍ）１２を介して車両の駆動輪に伝達する車両に
搭載され、ナビゲーション装置１３と、制御装置１４と、ブレーキアクチュエータ１５お
よび警報装置１６と、外界センサをなす撮影装置１７およびレーダ装置１８と、ＥＰＳア
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クチュエータ１９とを備えて構成されている。
　なお、撮影装置１７は、例えば可視光領域や赤外線領域にて撮像可能なＣＣＤカメラや
Ｃ－ＭＯＳカメラ等からなるカメラ１７ａおよび画像処理部１７ｂを備えて構成され、カ
メラ１７ａは、例えばフロントウィンドウの車室内側でルームミラー近傍の位置に配置さ
れ、フロントウィンドウ越しに自車両の進行方向前方の所定検知範囲の外界を撮影する。
画像処理部１７ｂは、カメラ１７ａにより撮影して得た画像に対して、例えばフィルタリ
ングや二値化処理等の所定の画像処理を行い、画像データを生成して制御装置１４へ出力
する。
　また、レーダ装置１８は、例えばレーザ光やミリ波等のレーダ１８ａおよびレーダ制御
部１８ｂとを備えて構成され、レーダ１８ａは、例えば自車両のボディのノーズ部や車室
内のフロントウィンドウ近傍等に配置され、制御装置１４からレーダ制御部１８ｂへ入力
される制御指令に応じたレーダ制御部１８ｂの制御により、レーザ光やミリ波等の発信信
号を適宜の検知方向（例えば、自車両の進行方向前方等）に向けて発信すると共に、この
発信信号が自車両の外部の物体（検知対象物）によって反射されることで生じた反射信号
を受信し、反射信号と発信信号とを混合してビート信号を生成して制御装置１４へ出力す
る。
【００２２】
　ナビゲーション装置１３は、例えば現在位置検出部２１と、ナビゲーション処理部２２
と、地図データ記憶部２３と、入力部２４と、表示部２５とを備えて構成されている。
　さらに、現在位置検出部２１は、例えば人工衛星を利用して車両の位置を測定するため
のＧＰＳ（Global Positioning System）信号や、例えば適宜の基地局を利用してＧＰＳ
信号の誤差を補正して測位精度を向上させるためのＤ（Differential）ＧＰＳ信号等の測
位信号を受信する測位信号受信部３１と、水平面内での自車両の向きや鉛直方向に対する
傾斜角度（例えば、車両の前後方向軸の鉛直方向に対する傾斜角度や車両重心の上下方向
軸回りの回転角であるヨー角等）および傾斜角度の変化量（例えば、ヨーレート等）を検
出するジャイロセンサ３２と、車両の速度（車速）を検出する車速センサ３３とを備えて
構成され、受信した測位信号によって、あるいは、車速やヨーレート等の検出信号に基づ
く自律航法の算出処理によって、車両の現在位置を算出する。
【００２３】
　地図データ記憶部２３は、例えばハードディスク装置等の磁気ディスク装置や、例えば
ＣＤ－ＲＯＭやＣＤ－ＲやＭＯやＤＶＤ等の光ディスク装置等のコンピュータ読み取り可
能な記憶媒体からなる。そして、地図データ記憶部２３は、例えば表示部２５において地
図を表示するための地図データとして、例えば道路の幅員データや複数の道路の交差角度
や交差点の形状や位置等の道路データを格納している。
【００２４】
　ナビゲーション処理部２２は、例えば、地図データ記憶部２３から取得される道路デー
タに対して、現在位置検出部２１における測位信号および自律航法の算出処理のそれぞれ
、又は、何れかから得られる車両の現在位置の情報に基づいてマップマッチングを行い、
位置検出の結果を補正すると共に、検出された車両の現在位置、あるいは、各種スイッチ
やキーボード等からなる入力部２４を介して操作者により入力された適宜の車両の位置に
対して、表示部２５での地図表示を制御する。
　また、ナビゲーション処理部２２は、例えば車両の経路探索や経路誘導等の処理を実行
し、地図データ記憶部２３から取得される道路データと共に、例えば目的地までの経路情
報や各種の付加情報を表示部２５へ出力する。
【００２５】
　制御装置１４は、走行制御部４１と、エンジン制御部４２と、変速制御部４３と、ブレ
ーキ制御部４４と、ＥＰＳ制御部４６とを備えて構成され、運転者が入力した操舵角度の
方向と大きさを検出する操舵角センサ５１と、運転者により入力される操舵トルクを検出
する操舵トルクセンサ５２と、自車両に発生する加速度（例えば、車両前後方向の前後加
速度および車両横方向の横加速度等）を検出する加速度センサ５３とから出力される各検



(7) JP 4421450 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

出信号が入力されている。
　さらに、走行制御部４１は、物体検知部６１と、対向車両判定部６２と、対向車軌跡予
測部６３と、自車軌跡算出部６４と、逸脱判定部６５と、横偏差算出部６６と、運転者状
態推定部６７と、旋回状態検知部６８と、接触予測部６９と、作動部７０とを備えて構成
されている。
【００２６】
　物体検知部６１は、撮影装置１７から入力される画像データまたはレーダ装置１８から
出力されるビート信号に基づき、自車両の進行方向におけるカメラ１７ａまたはレーダ１
８ａの各検知エリア内に存在する静止物および移動体からなる物体を検知し、検知した物
体と自車両との相対位置および相対距離および相対速度を検出する。
　対向車両判定部６２は、物体検知部６１にて検知された物体のうち、自車両の対向車両
、例えば自車両の走行車線に対する対向車線を移動する移動体等となる物体の有無を判定
する。
　対向車軌跡予測部６３は、例えば物体検知部６１にて検知された相対位置の時間変化に
基づいて対向車両の進行軌跡を予測する。
　自車軌跡算出部６４は、例えば現在位置検出部２１にて検出された自車両の現在位置の
時間変化や、自車両の走行状態、例えば車速センサ３３にて検知された自車両の現在速度
ＶＰと、ジャイロセンサ３２にて検出された自車両のヨーレートωとに基づいて自車両の
進行軌跡を算出する。例えば自車両がカーブを通過する場合、このカーブの回転半径Ｒは
、下記数式（１）に示すように算出される。
【００２７】

【数１】

【００２８】
　逸脱判定部６５は、自車両と対向車両とが適正にすれ違うことができる適正進路を、自
車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両が逸脱したか否かを判定する。
　例えば図２から図４に示すように、逸脱判定部６５は、自車両Ｐの進行軌跡ＰＲと、対
向車両Ｑの進行軌跡ＱＲとのなす角度に基づき、適正進路を自車両が逸脱したか否か、あ
るいは、前記適正進路を対向車両が逸脱したか否かを判定する。すなわち、図２に示すよ
うに直線路を走行中の自車両Ｐが対向車線側に逸脱する場合や、図３に示すように直線路
を走行中の対向車両Ｑが対向車線側（つまり自車両Ｐの走行車線側）に逸脱する場合にお
いて、先ず、自車両Ｐと対向車両Ｑとの相対距離を相対速度で除算して得た衝突時間（＝
相対距離／相対速度）が算出される。そして、算出した衝突時間と、自車両Ｐおよび対向
車両Ｑの各進行軌跡ＰＲ，ＰＱに基づき、自車両Ｐと対向車両Ｑとが最も接近する位置（
最接近位置）Ｍを推定する。そして、この最接近位置Ｍにおける自車両Ｐおよび対向車両
Ｑの各運動ベクトルＡ，Ｂを推定し、例えば自車両Ｐの運動ベクトルＡを基準として、運
動ベクトルＢのなす角度θを算出する。そして、例えば図４に示すように、角度θが９０
°から２７０°に向かい増大することに伴い、例えば「１」から「０」に向かい減少傾向
に変化する逸脱推定量のマップをマップ検索して逸脱推定量を取得する。そして、取得し
た逸脱推定量に応じて、例えば、逸脱推定量が増大することに伴い、対向車両が逸脱した
と判定し易くなるように設定し、逸脱推定量が減少することに伴い、自車両が逸脱したと
判定し易くなるように設定する。
【００２９】
　同様にして、例えば図５に示すように、カーブを通過中の対向車両Ｑに対して、直線路
を走行中の自車両Ｐが対向車線側に逸脱する場合や、例えば図６に示すように、カーブを
通過中の自車両Ｐに対して、直線路を走行中の対向車両Ｑが対向車線側（つまり、自車両
Ｐの走行車線側）に逸脱する場合においても、自車両Ｐと対向車両Ｑとの最接近位置Ｍに
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おける自車両Ｐおよび対向車両Ｑの各運動ベクトルＡ，Ｂのなす角度θの増大に伴い、自
車両が逸脱したと判定し易くなるように設定され、角度θの減少に伴い、対向車両が逸脱
したと判定し易くなるように設定される。
【００３０】
　また、横偏差算出部６６は、自車両の進行軌跡に対する対向車両の横方向偏差ｅつまり
対向車両の横方向における自車両の進行軌跡と対向車両の位置との間の距離を算出する。
　そして、逸脱判定部６５は、横方向偏差ｅに応じて、自車両と対向車両とが適正にすれ
違うことができる適正進路を、自車両が逸脱したか否か、あるいは、対向車両が逸脱した
か否かを判定する。
　この横方向偏差ｅは、例えば図７および図８に示すように、自車両Ｐの進行軌跡を基準
として、対向車線側を正方向としている。
　そして、例えば図７に示すように自車両Ｐが対向車線側に逸脱する場合には、例えば図
９に示すように、自車両Ｐが逸脱し始めると、横方向偏差ｅは正の値から負の値に向かい
減少傾向に変化し、この後、負の値からゼロに向かい増大傾向に変化する。なお、横方向
偏差ｅがゼロに向かい増大する際に、自車両Ｐおよび対向車両Ｑが接触回避動作を実行し
ない場合には、この横方向偏差ｅがゼロに到達した時点で自車両Ｐと対向車両Ｑとが接触
することになる。
　また、例えば図８に示すように対向車両Ｑが対向車線側（つまり自車両Ｐの走行車線側
）に逸脱する場合には、例えば図１０に示すように、対向車両Ｑが逸脱し始めると、横方
向偏差ｅは正の値からゼロに向かい減少傾向に変化する。なお、横方向偏差ｅがゼロに向
かい減少する際に、自車両Ｐおよび対向車両Ｑが接触回避動作を実行しない場合には、こ
の横方向偏差ｅがゼロに到達した時点で自車両Ｐと対向車両Ｑとが接触することになる。
　そして、逸脱判定部６５は、例えば図１１に示すように、横方向偏差ｅの時間変化率（
ｄｅ／ｄｔ）が負の値から正の値に向かい増大することに伴い、例えば「１」から「０」
に向かい減少傾向に変化する逸脱推定量のマップをマップ検索して逸脱推定量を取得する
。そして、取得した逸脱推定量に応じて、例えば、逸脱推定量が増大することに伴い、対
向車両が逸脱したと判定し易くなるように設定し、逸脱推定量が減少することに伴い、自
車両が逸脱したと判定し易くなるように設定する。
【００３１】
　また、運転者状態推定部６７は、自車両の運転者の状態、例えば覚醒状態や脇見状態等
の運転に対する注意度や集中度に係る状態を推定する。
　例えば、運転者状態推定部６７には、運転者の視線を検出する視線センサ（図示略）や
、運転操作の周期や頻度、車両の運動状態の変化（例えば、ふらつき等）を検知する状態
センサ（図示略）等から出力される各検出信号が入力されており、各検出信号に基づき運
転者の状態が正常であるか否かが判定される。
　そして、逸脱判定部６５は、例えば図１２に示すように、運転者の注意度が増大するこ
とに伴い、例えば「０」から「１」に向かい増加傾向に変化する逸脱推定量のマップをマ
ップ検索して逸脱推定量を取得する。そして、取得した逸脱推定量に応じて、例えば、逸
脱推定量が増大することに伴い、対向車両が逸脱したと判定し易くなるように設定し、逸
脱推定量が減少することに伴い、自車両が逸脱したと判定し易くなるように設定する。
【００３２】
　また、旋回状態検知部６８は、例えば加速度センサ５３から出力される横加速度の検出
信号や、ジャイロセンサ３２から出力されるヨーレートの検出信号や、操舵角センサ５１
から出力される操舵角度の方向と大きさの検出信号や、操舵トルクセンサ５２から出力さ
れる操舵トルクの検出信号等に基づき、自車両の旋回状態、例えば対向車線側に向かう旋
回方向を負方向とした旋回角等を検知する。
　そして、逸脱判定部６５は、例えば図１３に示すように、旋回状態が負の値から正の値
に向かい増大することに伴い、例えば「０」から「１」に向かい増加傾向に変化する逸脱
推定量のマップをマップ検索して逸脱推定量を取得する。そして、取得した逸脱推定量に
応じて、例えば、逸脱推定量が増大することに伴い、対向車両が逸脱したと判定し易くな
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るように設定し、逸脱推定量が減少することに伴い、自車両が逸脱したと判定し易くなる
ように設定する。
【００３３】
　接触予測部６９は、例えば、逸脱判定部６５による判定結果、自車両と対向車両との相
対距離や相対速度、自車両および対向車両の各進行軌跡等に基づき、自車両と対向車両と
の接触が発生する可能性を予測する。
　作動部７０は、接触予測部６９による予測結果に応じて、例えば接触の可能性が有ると
判定された場合には、音声等の聴覚的警報や表示等の視覚的警報やステアリング振動等の
触覚的警報を警報装置１６から出力させたり、ＥＰＳアクチュエータ１９により反力トル
クまたはアシストトルクを出力させる接触回避制御を実行する。
　さらに、作動部７０は、逸脱判定部６５にて適正進路を対向車両が逸脱したと判定され
た場合には、この場合以外の場合に比べて接触回避制御の作動を抑制または禁止して、対
向車両で実行される接触回避動作により接触を回避するように設定する。
【００３４】
　上述したように、本実施の形態による車両の逸脱判定装置１０によれば、適正進路を自
車両が逸脱したか否か、あるいは、適正進路を対向車両が逸脱したか否かを判定すること
により、逸脱状態に応じた適切な車両制御を実行することができる。しかも、自車両の進
行軌跡と対向車両の進行軌跡とのなす角度、または、自車両の進行軌跡に対する対向車両
の横方向偏差、または、自車両の運転者の状態、または、自車両の旋回状態に応じて適正
進路を自車両が逸脱したか否か、あるいは、適正進路を対向車両が逸脱したか否かを、容
易に判定することができる。
　さらに、適正進路を対向車両が逸脱したと判定された場合、自車両の接触回避制御の作
動を抑制または禁止することで、対向車両で実行される接触回避動作により接触を回避す
ることができる。
【００３５】
　なお、上述した実施の形態において、逸脱判定部６５は、横方向偏差ｅの時間変化率（
ｄｅ／ｄｔ）に応じて変化する逸脱推定量のマップ（例えば、図１１）をマップ検索する
としたが、これに限定されず、例えば、横方向偏差ｅと、横方向偏差ｅの時間変化率（ｄ
ｅ／ｄｔ）とに応じて変化する逸脱推定量のマップをマップ検索して逸脱推定量を取得し
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態に係る車両の逸脱判定装置の構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図２】直進路において自車両が対向車線側に逸脱する際の自車両と対向車両との相対位
置の一例を示す図である。
【図３】直進路において対向車両が対向車線側に逸脱する際の自車両と対向車両との相対
位置の一例を示す図である。
【図４】自車両Ｐの運動ベクトルＡを基準として、対向車両Ｑの運動ベクトルＢのなす角
度θに応じて変化する逸脱推定量の一例を示すグラフ図である。
【図５】直進する自車両に対してカーブ通過中の対向車両が対向車線側に逸脱する際の自
車両と対向車両との相対位置の一例を示す図である。
【図６】カーブ通過中の自車両に対して直進する対向車両が対向車線側に逸脱する際の自
車両と対向車両との相対位置の一例を示す図である。
【図７】直進路において自車両が対向車線側に逸脱する際の横方向偏差ｅの一例を示す図
である。
【図８】直進路において対向車両が対向車線側に逸脱する際の横方向偏差ｅの一例を示す
図である。
【図９】直進路において自車両が対向車線側に逸脱する際の横方向偏差ｅおよび横方向偏
差ｅの時間変化率（ｄｅ／ｄｔ）の時間変化の一例を示すグラフ図である。
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【図１０】直進路において対向車両が対向車線側に逸脱する際の横方向偏差ｅおよび横方
向偏差ｅの時間変化率（ｄｅ／ｄｔ）の時間変化の一例を示すグラフ図である。
【図１１】横方向偏差ｅの時間変化率（ｄｅ／ｄｔ）に応じて変化する逸脱推定量の一例
を示すグラフ図である。
【図１２】運転者の注意度に応じて変化する逸脱推定量の一例を示すグラフ図である。
【図１３】自車両の旋回状態に応じて変化する逸脱推定量の一例を示すグラフ図である。
【符号の説明】
【００３７】
１０　車両の逸脱判定装置
３２　ジャイロセンサ（運動状態検出手段）
３３　車速センサ（速度検出手段）
６１　物体検知部（物体検知手段）
６２　対向車両判定部（対向車両判定手段）
６３　対向車軌跡予測部（対向車進行軌跡予測手段）
６４　自車軌跡算出部（自車進行軌跡予測手段）
６５　逸脱判定部（逸脱判定手段）
６６　横偏差算出部（横偏差算出手段）
６７　運転者状態推定部（運転者状態推定手段）
６８　旋回状態検知部（自車旋回状態検知手段）
６９　接触予測部（接触予測手段）
７０　作動部（作動手段）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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