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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両が走行する路面上の白線を認識可能な白線認識手段と、
　少なくとも該白線認識手段が認識した白線と該車両との位置関係に基づいて、該白線で
区切られる該車両の走行車線を該車両が逸脱したか否かあるいは逸脱するおそれが大きい
か否かを判定する車線逸脱判定手段と、
　該白線認識手段による認識結果に基づいて白線を画面内の左右両側にそれぞれ表示する
表示手段と、
　該車線逸脱判定手段の判定結果に基づいて該表示手段による白線の表示を変更する白線
表示変更手段と、
をそなえており、
　該白線表示変更手段は、該車線逸脱判定手段が該車両が該走行車線から逸脱した、ある
いは逸脱するおそれが大きいと判定していない平常状態のときには、表示する左右両側の
白線をいずれも画面の下方から上方に向けて、画面の垂直方向に対して画面外側から画面
中央側に所定の傾斜角だけ傾斜させて表示し、該車線逸脱判定手段が該車両が逸脱した、
あるいは逸脱するおそれが大きいと判定しているときには、表示する左右両側の白線のう
ち、該車両が逸脱する側の画面の垂直方向に対する白線の傾斜角を平常状態時に表示され
る上記所定の傾斜角より小さくし、該車両が逸脱しない側の白線の画面の垂直方向に対す
る傾斜角を平常状態時に表示される上記所定の傾斜角よりも大きくして表示する
ことを特徴とする、車両用表示装置。
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【請求項２】
　該白線表示変更手段は、該車線逸脱判定手段が該走行車両が該走行車線から逸脱した、
あるいは逸脱するおそれが大きいと判定したときには、表示する左右両側の白線のうち、
該車両が逸脱する側の白線を平常状態時に表示される白線の太さよりも太く表示し、該車
両が逸脱しない側の白線を平常状態時に表示される白線の太さよりも細く表示する
ことを特徴とする、請求項１記載の車両用表示装置。
【請求項３】
　該白線表示変更手段は、該車線逸脱判定手段が該車両が該走行車線から逸脱した、ある
いは逸脱するおそれが大きいと判定していないときには、表示する左右の白線をいずれも
白色表示し、該車線逸脱判定手段が該車両が逸脱した、あるいは逸脱するおそれが大きい
と判定しているときには、表示する左右両側の白線のうち、該車両が逸脱する側の白線の
みを着色表示する
ことを特徴とする、請求項１又は２記載の車両用表示装置。
【請求項４】
　該白線表示変更手段は、該車線逸脱判定手段が該車両が該走行車線から逸脱した、ある
いは逸脱するおそれが大きいと判定しているときには、表示する左右両側の白線のうち、
該車両が逸脱しない側の白線の下端位置を平常状態時に表示される白線の下端位置よりも
上記画面の上方側に移動して表示し、
　該白線表示変更手段は、該車線逸脱判定手段が該車両が該走行車線から逸脱した、ある
いは逸脱するおそれが大きいと判定しているときには、表示する左右両側の白線のうち、
該車両が逸脱する側の白線の下端位置を平常状態時に表示される白線の下端位置よりも上
記画面の下方側に移動して表示する
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の車両用表示装置。
【請求項５】
　該表示手段は、該白線認識手段が白線を認識しているときには白線を塗り潰し表示し、
該白線認識手段が白線を認識していないときには平常状態時に表示する白線の輪郭線を点
線で表示するとともに、該白線を中抜き表示する
ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の車両用表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、路面上の白線を認識し、認識した白線を画面に表示する車両用表示装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、特許文献１のようにＣＣＤカメラ等の検知手段を用いて自車両が走行す
る路面上の白線と自車両との位置関係を検知し、自車両が走行レーン（自車両の両側の白
線内の領域であって車線ともいう）から逸脱するおそれがある場合には、画面表示や音声
によって運転者に走行レーンからの逸脱を警報する技術が普及しつつある。
　特許文献１には、例えば自車両が走行レーンから逸脱するおそれがある場合には、運転
席前方のインストルメントパネルに備えられた警報用のディスプレイに車線逸脱警報を行
う装置が記載されている。
【０００３】
　この装置では、白線は常時表示画面内の定位置に表示される。表示された両白線の間に
は、自車両を模した画像を表示する。そして、自車両が車線を逸脱した場合には、図４に
示すように、自車両を模した画像の表示位置を白線と交差する位置まで偏らせて自車両の
車線逸脱状態を表示するようにしている。
【特許文献１】特開２００３－１０４１４６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、従来の警報表示用画面は、自車両が車線逸脱しそうなときでも、常時画
面の左右両側の定位置に白線を表示してたため、実際の運転者の視界イメージとの間にあ
る感覚的な差が大きかった。すなわち、従来の表示装置における警報表示画面は、運転者
が自車両の車線逸脱状態を直感的に理解できる表示画面とは言えなかった。
　本発明はこのような課題に鑑み創案されたもので、運転者が自車両の車線逸脱状態を直
感的に理解できるようにした、車両用表示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】
【０００５】
　上述の目的を達成するために、請求項１記載の本発明の車両用表示装置は、車両が走行
する路面上の白線を認識する白線認識手段と、少なくとも該白線認識手段が認識した白線
と該車両との位置関係に基づいて、該白線で区切られる該車両の走行車線を該車両が逸脱
したか否かあるいは逸脱するおそれが大きいか否かを判定する車線逸脱判定手段と、該白
線認識手段による認識結果に基づいて白線を画面内の左右両側にそれぞれ表示する表示手
段と、該車線逸脱判定手段の判定結果に基づいて該表示手段による白線の表示を変更する
白線表示変更手段と、をそなえたことを特徴としている。
　また、該白線表示変更手段は、該車線逸脱判定手段が該車両が該走行車線から逸脱した
、あるいは逸脱するおそれが大きいと判定していないときには、表示する左右両側の白線
をいずれも画面の下方から上方に向けて、画面の垂直方向に対して画面中央側に所定の傾
斜角だけ傾斜させて表示し、該車線逸脱判定手段が該車両が逸脱した、あるいは逸脱する
おそれが大きいと判定しているときには、表示する左右両側の白線のうち、該車両が逸脱
する側の白線の該傾斜角を小さくし、該車両が逸脱しない側の白線の該傾斜角を大きくし
て表示することを特徴としている。
【０００６】
　また、請求項２記載の本発明の車両の燃料演算装置は、請求項１のものにおいて、該白
線表示変更手段は、該車線逸脱判定手段が該走行車両が該走行車線から逸脱した、あるい
は逸脱するおそれが大きいと判定したときには、表示する左右両側の白線のうち、該車両
が逸脱する側の白線を太く表示し、該車両が逸脱しない側の白線を細く表示することを特
徴としている。
【０００７】
　また、請求項３記載の本発明の車両の燃料演算装置は、請求項１又は２のものにおいて
、該白線表示変更手段は、該車線逸脱判定手段が該車両が該走行車線から逸脱した、ある
いは逸脱するおそれが大きいと判定していないときには、表示する左右の白線をいずれも
白色表示し、該車線逸脱判定手段が該車両が逸脱した、あるいは逸脱するおそれが大きい
と判定しているときには、表示する左右両側の白線のうち、該車両が逸脱する側の白線の
みを着色表示することを特徴としている。
【０００８】
　また、請求項４記載の本発明の車両の燃料演算装置は、請求項１～３のいずれか１項の
ものにおいて、該白線表示変更手段は、該車線逸脱判定手段が該車両が該走行車線から逸
脱した、あるいは逸脱するおそれが大きいと判定しているときには、表示する左右両側の
白線のうち、該車両が逸脱しない側の白線の下端位置を上方に移動して表示することを特
徴としている。
【０００９】
　また、該白線表示変更手段は、該車線逸脱判定手段が該車両が該走行車線から逸脱した
、あるいは逸脱するおそれが大きいと判定しているときには、表示する左右両側の白線の
うち、該車両が逸脱する側の白線の下端位置を下方に移動して表示することを特徴として
いる。
【００１０】
　また、請求項５記載の本発明の車両の燃料演算装置は、請求項１～４のいずれか１項の
ものにおいて、該表示手段は、該白線認識手段が白線を認識しているときには白線を塗り
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潰し表示し、該白線認識手段が白線を認識していないときには平常状態時に表示する白線
を中抜き表示することを特徴としている。
　また、該表示手段は、該中抜き表示するときには平常状態時に表示する白線の輪郭線を
点線で表示することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１記載の本発明の車両用表示装置によれば、白線表示変更手段が、車線逸脱判定
手段の判定結果に基づいて白線の表示を変更するので、運転者は車線逸脱の判定結果をよ
り感覚的に捉えることが可能となる。
　また、上記の効果に加え、車両が車線からの逸脱状態にないときには、表示する左右の
白線をいずれも所定の傾斜角だけ傾斜させて表示し、車両が車線からの逸脱状態であると
きには、車両が逸脱する方の白線の傾斜角を小さくし、車両が逸脱しない方の白線の傾斜
角を大きくして表示するので、画面上の左右方向に遠近感を与え、実際の運転者の視点に
よる実景に近い表現となり、運転者が直感的に車両の逸脱状態を理解することができる。
　また、請求項２記載の本発明の車両用表示装置によれば、請求項１の効果に加え、車両
が車線からの逸脱状態にあるときには、表示する左右の白線のうち、車両が逸脱する方の
白線を太く表示し、車両が逸脱しない方の白線を細く表示するので、画面上の左右方向に
一層遠近感を与え、さらに実際の運転者の視点による実景に近い表現となり、運転者が直
感的に車両の逸脱状態を理解することができる。
【００１２】
　また、請求項３記載の本発明の車両用表示装置によれば、請求項１又は２の効果に加え
、通常走行時には左右の白線をいずれも白色表示し、車両が車線からの逸脱状態であると
きには、表示する左右の白線のうち、車両が逸脱する方の白線のみを着色表示するので、
運転者は、通常時の白線の表示色と逸脱状態での白線の表示色の違いから車両の逸脱状態
及び逸脱方向を直感的に把握することができる。
【００１３】
　また、請求項４記載の本発明の車両用表示装置によれば、請求項１～３の効果に加え、
車両が車線からの逸脱状態であるときには、表示する左右の白線のうち、車両が逸脱しな
い方の白線の下端位置を上方に移動して表示するので、画面上の左右方向に一層遠近感を
与え、さらに実際の運転者の視点による実景に近い表現となり、運転者が直感的に車両の
逸脱状態を理解することができる。
【００１４】
　また、上記の効果に加え、車両が車線からの逸脱状態であるときには、表示する左右の
白線のうち、車両が逸脱する方の白線の下端位置を下方に移動して表示するので、画面上
の左右方向に一層遠近感を与え、実際の運転者の視点による実景に近い表現となり、運転
者が直感的に車両の逸脱状態を理解することができる。
　また、請求項５記載の本発明の車両用表示装置によれば、請求項１～４の効果に加え、
表示手段が、白線認識手段が白線を認識しているときには画面上に白線を塗り潰し表示し
、白線認識手段が白線を認識していないときには画面上に白線を中抜き表示するので、運
転者は、白線認識手段が白線を認識しているか否かを容易に把握することができる。また
、当然ながら、白線のない路面を走行しているときには、画面上の白線が中抜き表示され
るので、実際の路面状態と画面上の表示との差異に起因して運転者が違和感を感じること
もない。
 
【００１５】
　また、上記の効果に加え、表示手段が白線を中抜き表示するときには画面上に表示する
白線の輪郭線を点線で表示するので運転者はさらに直感的に白線認識手段が白線を認識し
ているか否かを把握することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
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　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
　図１～図３は本発明の一実施形態に係る、車両用白線表示装置を説明するためのもので
あって、図１（Ａ）～（Ｆ）は、白線の認識状況及び自車両の逸脱状況に対応した、画面
表示を示す図、図２は本発明の車両用白線表示装置を適用して構成される車両の車線逸脱
警報装置の全体構成を示すブロック図、図３は、白線の認識状況及び自車両の逸脱状況に
応じた表示画像の選択条件を示すフローチャートである。
【００１７】
　図２に示すように、本実施形態における車両の逸脱警報装置は、メモリ（ＲＯＭ，ＲＡ
Ｍ）及びＣＰＵ等で構成される車線逸脱判定用ＥＣＵ（白線認識手段及び車線逸脱判定手
段としての機能を有する）１及び警報表示用ＥＣＵ（表示手段及び白線表示変更手段とし
ての機能を有する）２を備え、また、ＣＣＤカメラ３，車速センサ４，舵角センサ５及び
表示ディスプレイ６を備えている。
【００１８】
　ＣＣＤカメラ３は、路面上の白線を検知するた白線検知手段として自車両の左右両側に
それぞれ備えられ、車速センサ４は自車両の車速を検知し、舵角センサ５は自車両の舵角
を検知するようになっている。また、表示ディスプレイ６は、運転者が容易に視認できる
ように運転席前方の図示しないインストルメントパネル内に配置され、入力される画像信
号にしたがって、画像を表示するようになっている。なお、表示ディスプレイ６は必ずし
もインストルメントパネル内に設ける必要はない。
【００１９】
　車線逸脱判定用ＥＣＵ１の入力側には、ＣＣＤカメラ３、車速センサ４及び舵角センサ
５が接続され、ＥＣＵ１の出力側は、警報表示用ＥＣＵ２の入力側に接続されている。ま
た、警報表示用ＥＣＵ２の出力側は表示ディスプレイ６に接続されている。
　車線逸脱判定用ＥＣＵ１は、車両の左右両側にそれぞれ備えられたＣＣＤカメラ３から
入力される車両の左右両側の路面の撮像画像信号ＷＬ，ＷＲに基づいて、例えば、撮像画
像の輝度分布を分析することにより、車両の左右両側の白線をそれぞれ個別に認識するよ
うになっている（白線認識手段）。
【００２０】
　そして、車線逸脱判定用ＥＣＵ１は、左右両側毎にそれぞれ、白線を認識した場合には
白線認識信号ＳＬ，ＳＲを警報表示用ＥＣＵ２に入力し、白線を認識できない場合には白
線非認識信号ＦＬ，ＦＲを警報表示用ＥＣＵ２に入力するようになっている。
　また、車線逸脱判定用ＥＣＵ１は、白線を認識した場合には、該白線に対する自車両の
位置関係（白線と自車両との距離）を求めると共に、該位置関係と、車速センサ４及び舵
角センサ５からそれぞれ入力された車速信号Ｖ及び舵角信号θとに基づいて、自車両が白
線を越えて走行車線から逸脱するおそれがあるか否かを判定（以下、単に逸脱判定という
）する（車線逸脱判定手段）。そして、車線逸脱判定用ＥＣＵ１は、車線逸脱するおそれ
がある側の白線に対応する車線逸脱信号ＣＬ，ＣＲを警報表示用ＥＣＵ２に入力するよう
になっている。
【００２１】
　車線逸脱判定用ＥＣＵ１における逸脱判定は、車両の運転状態や周囲の状況などの種々
の条件を考慮して行うこともできるが、もっともシンプルには、以下のように判定するこ
とができる。
　まず、舵角信号θと車速信号Ｖとから自車両の白線に対する接近速度（即ち、車両の左
右方向の速度成分）を算出し、算出した接近速度と白線に対する自車両の位置関係とから
現在の車速及び舵角で走行した場合に自車両が白線に到達する時間ｔを算出する。そして
、時間ｔが予め設定された所定時間ｔ０よりも小さい時に自車両が逸脱するおそれが大き
いと判定することができる。
【００２２】
　なお、当然ながら、車線逸脱判定用ＥＣＵ１において白線を認識できない場合には、白
線を認識できていない方向への逸脱判定は行われない。例えば、自車両の左側の白線のみ
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認識した場合には左側のみ逸脱判定を行い、自車両の右側の白線のみ認識した場合には右
側のみ逸脱判定が行われるようになっている。
　警報表示用ＥＣＵ２は、入力された白線の認識状態を示す信号及び逸脱判定の判定結果
信号に応じて、適切な表示内容を画面表示するように表示ディスプレイ６の表示内容を切
替制御するようになっている。ここで、警報表示用ＥＣＵ２に入力されるこれらの信号の
入力状況に対応して表示ディスプレイ６上に表示される表示画面の内容について説明する
。
【００２３】
　まず、自車両の車線からの逸脱あるいは逸脱のおそれが大きくない平常状態（即ち、警
報表示用ＥＣＵ２に左右の車線逸脱信号ＣＬ，ＣＲがいずれも入力されていない状態）に
おいての表示画面について説明する。平常状態における表示画面は以下の４種類である。
　第１に、車線逸脱判定用ＥＣＵ１が車両の左右両側の白線をいずれも認識している場合
は左右の各白線認識信号ＳＬ，ＳＲがいずれも警報表示用ＥＣＵ２に入力されている。こ
のときには、図１（Ａ）に示すように、表示ディスプレイ６には、画面上の左白線１１及
び右白線１２がいずれも白色で塗り潰し表示される（通常画面という）。これにより、運
転者が直感的に白線と認識できるようになっている。
【００２４】
　第２に、車線逸脱判定用ＥＣＵ１が車両の右側の白線を認識していない場合（左側の白
線のみを認識している場合）、警報表示用ＥＣＵ２には左の白線認識信号ＳＬと右の白線
非認識信号ＦＲがそれぞれ入力されている。このとき、図１（Ｂ）に示すように、ディス
プレイ６上には、画面上の左白線１１は白色で塗り潰し表示され、右白線１２は輪郭線１
２ａは点線表示され、塗り潰し部１２ｂが中抜き表示される（右白線非認識画面という）
。これにより、運転者が直感的に右側の白線が認識されていないことを把握することがで
き、また、自車両が走行する路面の右側に実際に白線が存在しない場合でも、実路面と表
示ディスプレイ６との白線の有無が一致するので、運転者が違和感を感じることがない。
【００２５】
　第３として、反対に、車線逸脱判定用ＥＣＵ１が車両の左側の白線を認識していない場
合（右側の白線のみを認識している場合）、警報表示用ＥＣＵ２には右の白線認識信号Ｓ

Ｒと左の白線非認識信号ＦＬがそれぞれ入力されている。このとき、図１（Ｃ）に示すよ
うに表示ディスプレイ６上に、画面上の右白線１２は白色で塗り潰し表示され、左白線１
１は輪郭線１１ａが点線表示され、塗り潰し部１１ｂが中抜き表示される（左白線非認識
画面という）。これにより、運転者が直感的に左側の白線が認識されていないことを把握
することができる。また、自車両が走行する路面の左側に実際に白線が存在しない場合で
も、実路面と表示ディスプレイ６との白線の有無が一致するので、運転者が違和感を感じ
ることがない。
【００２６】
　第４に、車線逸脱判定用ＥＣＵ１が車両の両側の白線をいずれも認識していない場合は
、左右の白線非認識信号ＦＬ，ＦＲがそれぞれ警報表示用ＥＣＵ２に入力されている。こ
のとき、表示ディスプレイ６には図１（Ｄ）に示すように、画面上の左右の白線１１，１
２は、いずれも、輪郭線１１ａ，１２ａが点線表示され、塗り潰し部１１ｂ，１２ｂが中
抜き表示される（両白線非認識画面という）。これにより、運転者が直感的に車両の両側
の白線がいずれも認識されていないことを把握することができる。あるいは、走行してい
る路面には白線が存在しない場合でも、実路面と表示ディスプレイ６との白線の有無が一
致するので、運転者が違和感を感じることがない。
【００２７】
　なお、ここでいう点線表示とは、連続する実線ではない任意の線であるという意味であ
り、破線や１点鎖線等を含む概念である。また、上述の点線表示の替わりに極細線による
実線表示としてもよい。いずれにしても、車線逸脱判定用ＥＣＵ１において白線を認識で
きない場合には、対応する白線を上述の塗り潰し表示に対して、運転者が直感的に白線が
認識されていないことを把握できうる表現で表示ディスプレイ６に表示するようにすれば
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よい。
【００２８】
　次に、逸脱判定により自車両が逸脱するおそれが大きいと判定されているとき（即ち、
警報表示用ＥＣＵ２に左右の車線逸脱信号ＣＬ，ＣＲのいずれかが入力されている状態）
の表示ディスプレイ６の表示画面について説明する。
　まず、車線逸脱判定用ＥＣＵ１において自車両が左側への車線逸脱のおそれが大きいと
判定されている場合には、警報表示用ＥＣＵ２に左の車線逸脱信号ＣＬが入力されている
。このとき、ディスプレイ６には、図１（Ｅ）に示すような表示内容（左逸脱画面という
）が表示され、運転者に自車両の逸脱を警報するようになっている。
【００２９】
　この左逸脱画面において、自車両が逸脱する側（方向）の白線である左白線１１ｃは、
上述の通常画面における左白線１１と比較して、下記の（１）～（５）の点で変更されて
いる。
（１）画面下方から上方に向けての画面中央側への傾きがより垂直側にシフトしている（
即ち、垂直方向となす角度が小さくなっている）点。
（２）白線の表示太さが太くなっている点。
（３）黄色，橙色等の運転者に注意を喚起する色で塗り潰し表示されている点。
（４）下端位置が画面下方にシフトしている点。
（５）上端位置から下端位置までの長さが長くなっている点。
【００３０】
　一方、左逸脱画面において、自車両が逸脱しない側（方向）の白線である右白線１２ｄ
は、上述の通常画面における右白線１２と比較して、下記の（６）～（９）の点で変更さ
れている。
（６）画面下方から上方に向けての画面中央側への傾きが水平側にシフトしている（即ち
、垂直方向となす、角度が大きくなっている）点。
（７）白線の表示太さが細くなっている点。
（８）下端位置が画面上方にシフトしている点。
（９）上端位置から下端位置までの長さが短くなっている点。
【００３１】
　このように、図１（Ｅ）に示す左逸脱画面においては、左白線１１ｃ及び右白線１２ｄ
の表示を変更するので、表示ディスプレイ６に表示される左右両側の白線と、自車両が左
側に逸脱しているときに運転者の目視する実際の白線とが視覚的に近いものとなる。した
がって、運転者は、表示ディスプレイ６の表示内容から感覚的に自車両が左側に偏ってい
ることを認識することができる。さらに、自車両が逸脱する方の白線を黄色や橙色等の警
告色で着色表示するので、運転者は、確実に自車両の左側への逸脱を認識することができ
るようになっている。また、このとき、左逸脱画面における右白線１２ｄは、通常画面に
おける右白線１２と同様に白色で塗り潰し表示されている。
【００３２】
　なお、図１（Ｅ）は、車線逸脱判定用ＥＣＵ１が左右両側の白線を共に認識している状
態の表示画面を示している。例えばこの後、車線逸脱判定用ＥＣＵ１が右側の白線を認識
しなくなった場合には、警報表示用ＥＣＵ２には左の車線逸脱信号ＣＬと共に右の白線非
認識信号ＦＲが車線逸脱判定用ＥＣＵ１から入力され、右白線１２ｄは中抜き表示される
とともに輪郭線が点線で表示される（不図示）。このとき、その他の表示（左右白線の傾
き、長さ、太さ、配置位置等）については上述の左逸脱画面と同様である。
【００３３】
　反対に、車線逸脱判定用ＥＣＵ１において、自車両が右側への車線逸脱のおそれが大き
いと判定されている場合には、警報表示用ＥＣＵ２には右の車線逸脱信号ＣＲが入力され
ている。このとき、ディスプレイ６には、図１（Ｆ）に示すような表示内容（右逸脱画面
という）が表示されるようになっている。
　右逸脱画面は対応する白線の表示が左右対称であることを除けば上述の左逸脱画面と同



(8) JP 4575275 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

じ表示内容である。
【００３４】
　以上説明した通り、警報表示用ＥＣＵ２は、自車両の両側の各白線の認識状況及び逸脱
判定の結果を車線逸脱判定用ＥＣＵ１から得て、表示ディスプレイ６に表示する画面を適
宜切替制御する。
　次に、この切替制御の詳細について、図３に示すフローチャートにしたがって説明する
。まず、左白線の認識状況に係る信号（ＳＬまたはＦＬ）、右白線の認識状況に係る信号
（ＳＲまたはＦＲ）、逸脱判定に係る信号（ＣＬ，ＣＲまたは信号なし）を受信する。そ
して、ステップＳ１００として、左側の白線が認識されているか否かが判定される。即ち
、警報表示用ＥＣＵ２に左の白線認識信号ＳＬが入力されているときには、Ｙｅｓルート
を通ってステップＳ１１０に進み、警報表示用ＥＣＵ２に左の白線非認識信号ＦＬが入力
されているときにはＮｏルートを通ってステップＳ２００へ進む。
【００３５】
　ステップＳ１１０では、車線逸脱判定用ＥＣＵ１が自車両が左側に車線逸脱のおそれが
あると判定したか否かが判断される。即ち、警報表示用ＥＣＵ２に左の車線逸脱信号ＣＬ

が入力されているときには、Ｙｅｓルートを通ってステップＳ１２０に進み、左の車線逸
脱信号ＣＬが入力されていないときにはＮｏルートを通ってステップＳ１５０に進む。
　ステップＳ１２０においては、警報表示用ＥＣＵ２は、右の白線認識信号ＳＲが入力さ
れているか、右の白線非認識信号ＦＲが入力されているかを判断する。そして、警報表示
用ＥＣＵ２に右の白線認識信号ＳＲが入力されている場合にはステップＳ１３０として、
警報表示用ＥＣＵ２は上述の左逸脱画面を表示するように表示ディスプレイ６の表示内容
を制御する。また、警報表示用ＥＣＵ２に右の白線非認識信号ＦＲが入力されている場合
にはステップＳ１４０として、警報表示用ＥＣＵ２は上述の左逸脱画面において、右白線
１２ｄを中抜き表示するように表示ディスプレイ６の表示内容を制御する。
【００３６】
　前述した通り、ステップＳ１１０において、警報表示用ＥＣＵ２に左の車線逸脱信号Ｃ

Ｌが入力されていない場合にはＮｏルートを通ってステップＳ１５０に進む。ステップＳ
１５０では、警報表示用ＥＣＵ２に右の白線認識信号ＳＲが入力されているか、右の白線
非認識信号ＦＲが入力されているかを判断する。そして、警報表示用ＥＣＵ２に右の白線
認識信号ＳＲが入力されている場合にはＹｅｓルートを通ってステップＳ１６０へ進み、
警報表示用ＥＣＵ２に右の白線非認識信号ＦＲが入力されている場合にはＮｏルートを通
ってステップＳ１９０へ進む。ステップＳ１９０では警報表示用ＥＣＵ２は右白線非認識
画面を表示するように表示ディスプレイ６の表示内容を制御する。
【００３７】
　ステップＳ１６０では、警報表示用ＥＣＵ２に右の車線逸脱信号ＣＲが入力されている
か否かが判断される。そして、警報表示用ＥＣＵ２に右の車線逸脱信号ＣＲが入力されて
いる場合にはステップＳ１７０として警報表示用ＥＣＵ２は上述の右逸脱画面を表示する
ように表示ディスプレイ６の表示内容を制御する。また、警報表示用ＥＣＵ２に右の車線
逸脱信号ＣＲが入力されていない場合には警報表示用ＥＣＵ２は上述の通常画面を表示す
るように表示ディスプレイ６の表示内容を制御する。
【００３８】
　前述した通り、ステップＳ１００においてＮｏルートを通ると、ステップＳ２００へ進
む。ステップＳ２００では、警報表示用ＥＣＵ２に右の白線認識信号ＳＲが入力されてい
るか、右の白線非認識信号ＦＲが入力されているかを判断する。そして、警報表示用ＥＣ
Ｕ２に右の白線認識信号ＳＲが入力されている場合にはＹｅｓルートを通ってステップＳ
２１０へ進み、警報表示用ＥＣＵ２に右の白線非認識信号ＦＲが入力されている場合には
Ｎｏルートを通ってステップＳ２４０へ進む。ステップＳ２４０では警報表示用ＥＣＵ２
は両白線非認識画面を表示するように表示ディスプレイ６の表示内容を制御する。
【００３９】
　ステップＳ２１０では、警報表示用ＥＣＵ２に右の車線逸脱信号ＣＲが入力されている
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か否かが判断される。そして、警報表示用ＥＣＵ２に右の車線逸脱信号ＣＲが入力されて
いる場合にはステップＳ２２０として警報表示用ＥＣＵ２は上述の右逸脱画面において、
右白線１２ｄを中抜き表示するように表示ディスプレイ６の表示内容を制御する。また、
警報表示用ＥＣＵ２に右の車線逸脱信号ＣＲが入力されていない場合にはステップＳ２３
０として警報表示用ＥＣＵ２は上述の左白線非認識画面を表示するように表示ディスプレ
イ６の表示内容を制御する。
【００４０】
　本発明の一実施形態に係る車両用白線表示装置は上述のごとく構成されているので、車
線逸脱判定用ＥＣＵ１が、自車両の左右両側の白線をいずれも認識しているときには、運
転席前方に備えられる表示ディスプレイ６上において、左右両側の白線が白色で塗り潰し
表示されることになり、これにより運転者は、自車両に搭載された白線認識手段が両側の
白線を認識していることを直感的に把握することができる。
【００４１】
　また、車線逸脱判定用ＥＣＵ１が、自車両の左右両側の白線のうちのどちらか一方ある
いは両方の白線を認識していないときには、認識していない白線に対応した表示ディスプ
レイ６上の白線が中抜き表示され、且つ、輪郭線が点線で表示されるので、運転者は、自
車両に搭載された白線認識手段が表示ディスプレイ６に中抜き表示されている白線を認識
していないことを直感的に把握することができる。このため、運転者は、白線を認識して
いない方向については、車線逸脱警報がなされないことを容易に理解でき、運転者が、車
線逸脱警報がなされるはずとの誤判断を招くことなく、通常通り走行することができる。
【００４２】
　また、実際に路面上に白線が存在しない道路を走行している場合にも表示ディスプレイ
６上の白線の表示内容と実際の路面状況とは実質的に差異がないため、運転者に不要な違
和感を与えることもない。
　さらに、自車両が車線から逸脱した場合には、自車両が逸脱する方の白線については、
通常画面と比較して、白線の垂直方向に対する傾きが小さくなり、表示幅（表示太さ）が
相対的に太くなり、表示長さが長くなり、下端位置が画面下方にシフトした上で、黄色や
橙色等の警告色で着色して塗り潰し表示され、また、自車両が逸脱しない方の白線につい
ては、通常画面と比較して、白線の垂直方向に対する傾きが大きくなり、表示幅（表示太
さ）が相対的に細くなり、表示長さが短くなり、下端位置が画面上方にシフトしているの
で、逸脱する方の白線と逸脱しない方の白線とに遠近感を与えることができ、自車両が車
線からの逸脱状態にある時における運転者の視点からの実景に近いものとなるので、運転
者は、表示ディスプレイ６の表示から感覚的に自車両が左右どちら側に偏っているのか（
左右どちら側に車線逸脱しそうなのか）を認識することができる。さらにこのとき、自車
両が逸脱する方の白線が黄色や橙色等の警告色で着色されているので、運転者は、さらに
確実に自車両の逸脱を認識することができる。
【００４３】
［その他］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【００４４】
　例えば、上述の実施形態においては、車線逸脱判定用ＥＣＵ１と警報表示用ＥＣＵ２と
は別体となっているが、１個のＥＣＵの機能要素としてこれらの車線逸脱判定用ＥＣＵ１
と警報表示用ＥＣＵ２とを備えるようにしても良い。また、白線検知手段についても上述
の実施形態のようにＣＣＤカメラ３に限定するものではなく、例えば、レーザレーダや路
面マーカセンサ等、検知結果から自車両の両側の路面上の白線を認識しうる手段であれば
何を用いても良い。
【００４５】
　また、実施形態ではこの左右の逸脱画面では、通常画面においての左右白線の表示に対
して上述の（１）～（９）の点で変更するようにしているが、必ずしも（１）～（９）の
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変更点全てを実施する必要はなく適宜省略可能である。
　さらに、上述の左逸脱画面及び右逸脱画面において、車両が逸脱する方向の白線に着色
される色についても黄色又は橙色に限定するものではなく、適宜変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の一実施形態に係る、車両用表示装置を説明するためのものであって、（
Ａ）～（Ｆ）は、白線の認識状況及び車両の逸脱状況に対応して表示ディスプレイに表示
される表示内容を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る、車両用表示装置を適用して構成される車両の車線逸
脱警報装置の全体構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る、警報表示用ＥＣＵ２における、表示画像の選択条件
を示すフローチャートである。
【図４】従来技術において、車両の逸脱を表示する表示画面の表示内容を示す図である。
【符号の説明】
【００４７】
１　車両逸脱判定用ＥＣＵ（車線逸脱検知手段）
２　警報表示用ＥＣＵ（表示手段）
３　ＣＣＤカメラ（白線認識手段）
４　車速センサ
５　舵角センサ
６　表示ディスプレイ
１１，１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ　左白線
１２，１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄ　右白線

【図１】 【図２】
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