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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
道路情報を記憶する道路情報記憶手段と、
自車の現在地を検出する自車位置検出手段と、
路面の表示線の状態を認識する表示線認識手段と、
道路情報に基づき自車位置の前方の道路に分岐があるか否か判断する判断手段と、
自車がどの車線を走行しているのかを判断する走行車線位置判断手段と、
自車が走行車線を変更したかどうかを判断する走行車線変更判断手段と、
前記判断手段が分岐ありと判断した場合には、各走行方向の走行可能性を判断する走行状
態判断手段と、
前記走行状態判断手段で判断された走行方向に応じた道路情報を前記道路情報記憶手段か
ら取得する道路情報取得手段と、
前記道路情報取得手段により取得した道路情報に応じた制御量を決定する制御手段とを備
え、
前記走行状態判断手段は、走行車線位置判断手段の判断と、走行車線変更判断手段の判断
と、表示線認識手段によって認識された表示線の状態に基づいて、分岐毎のポイント化を
行うポイント設定手段を有し、
前記ポイント設定手段によって設定されたポイントに基づいて各走行方向の走行可能性を
判断することを特徴とする車両制御装置。
【請求項２】
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前記表示線認識手段は、車両外部の路面画像を撮像する撮像手段と、撮影画像の中から路
面に表示された表示線の輪郭を抽出する輪郭抽出手段とを有する請求項１に記載の車両制
御装置。
【請求項３】
前記走行状態判断手段は、表示線における少なくとも２つの輪郭の間隔の変化を検出する
輪郭線間隔検出手段と、前記間隔の変化に応じて分岐を判定する分岐判定手段を有する請
求項２に記載の車両制御装置。
【請求項４】
前記輪郭抽出手段は、１つの表示線の左右の輪郭を抽出するものであり、前記輪郭線間隔
検出手段は、左右輪郭の間隔の広がりを検出するものである請求項３に記載の車両制御装
置。
【請求項５】
前記輪郭抽出手段は、車両を挟む左右の表示線の輪郭を抽出するものであり、前記輪郭線
間隔検出手段は、左右白線の間隔の広がりを検出するものである請求項３に記載の車両制
御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両制御装置および車両制御方法に係り、詳しくは道路上の通行区分帯を表示
する表示線を認識する装置を用いて得られた情報を考慮して、車両制御を行う車両制御装
置および車両制御方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、運転者に車両の現在地周りの道路情報を知らせて、車両の目的地までの走行経路を
誘導するナビゲーションシステム装置が車両に搭載され、この装置に備えられた車両の現
在位置の周囲に関する道路情報に応じて、車両制御を行う制御装置が提案されている（特
公平６－５８１４１公報）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の車両制御では、現在走行中の道路を判別して、それに対応した車両制御が行われて
いる。このような車両制御は、車両よりも前方の道路の状況を踏まえた制御を行うことが
好ましいが、進行方向に道路の分岐があった場合、車両がどちらの道路に進むのか判別で
きず、より精度の高い制御を行うことが難しいといった問題がある。
【０００４】
また、従来では、運転者に予め目的地を設定してもらい、該目的地までの経路（以下「ル
ート」という）を決定することで進行方向を判別していたが、逐次、目的地を入力しなけ
ればならず、操作が面倒であるといった欠点もある。
さらに、複数の車線を有する道路を走行している場合、従来ではどの車線を走行している
かを判別することはできない。この車線の認識ができれば、例えば、追い越し車線を走行
していることが判別できれば、分岐通過時に分岐路に進入しないことは明らかであり、分
岐における進行方向を高い精度で判定できる。
つまり、地図上の自車位置のみならず、どの車線を走行しているか、分岐路に進入したか
否かなどのような、道路上における走行位置まで確認できれば、制御の空白区間をより小
さくすることができる。
【０００５】
このような観点から、本発明は、分岐する道路に対応して、車両が進入しようとする道路
を判別し、制御対象となる道路を選択することのできる車両制御装置を提供することを目
的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
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以上のような目的は、以下の本発明によって達成される。
【０００７】
（１）道路情報を記憶する道路情報記憶手段と、
自車の現在地を検出する自車位置検出手段と、
路面の表示線の状態を認識する表示線認識手段と、
道路情報に基づき自車位置の前方の道路に分岐があるか否か判断する判断手段と、
自車がどの車線を走行しているのかを判断する走行車線位置判断手段と、
自車が走行車線を変更したかどうかを判断する走行車線変更判断手段と、
前記判断手段が分岐ありと判断した場合には、各走行方向の走行可能性を判断する走行状
態判断手段と、
前記走行状態判断手段で判断された走行方向に応じた道路情報を前記道路情報記憶手段か
ら取得する道路情報取得手段と、
前記道路情報取得手段により取得した道路情報に応じた制御量を決定する制御手段とを備
え、
前記走行状態判断手段は、走行車線位置判断手段の判断と、走行車線変更判断手段の判断
と、表示線認識手段によって認識された表示線の状態に基づいて、分岐毎のポイント化を
行うポイント設定手段を有し、
前記ポイント設定手段によって設定されたポイントに基づいて各走行方向の走行可能性を
判断することを特徴とする車両制御装置。
【０００９】
（２）前記表示線認識手段は、車両外部の路面画像を撮像する撮像手段と、撮影画像の中
から路面に表示された表示線の輪郭を抽出する輪郭抽出手段とを有する上記（１）に記載
の車両制御装置。
【００１０】
（３）前記走行状態判断手段は、表示線における少なくとも２つの輪郭の間隔の変化を検
出する輪郭線間隔検出手段と、前記間隔の変化に応じて分岐を判定する分岐判定手段を有
する上記（２）に記載の車両制御装置。
【００１１】
（４）前記輪郭抽出手段は、１つの表示線の左右の輪郭を抽出するものであり、前記輪郭
線間隔検出手段は、左右輪郭の間隔の広がりを検出するものである上記（３）に記載の車
両制御装置。
【００１２】
(５) 前記輪郭抽出手段は、車両を挟む左右の表示線の輪郭を抽出するものであり、前記
輪郭線間隔検出手段は、左右白線の間隔の広がりを検出するものである上記（３）に記載
の車両制御装置。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適実施形態の１つについて、添付図面に基づいて詳説する。図１は、本
発明の車両制御装置の構成を示すブロック図である。本発明の一つの実施形態としての車
両制御装置１は、道路情報を格納した道路情報記憶手段であるデータ記憶部１２と、自車
位置を特定する現在地検出手段としての現在位置検出部１３と、路面に表示された表示線
の位置や、車両に対する白線の相対的位置変化を検出する表示線認識装置６０と、画像認
識やレーダ等により、前方車両との距離を認識したり、車両前方のカーブ等の速度を落と
すべき地点が存在するか否かを判断する前方監視装置６７と、車両状態検出部３０と、車
両各部のアクチュエータをそれぞれ制御する制御装置５１～５９とを備えている。本実施
形態における車両では、ナビゲーションシステム装置１０を備えている。上記データ記憶
部１２と、上記現在位置検出部１３は、ナビゲーションシステム装置１０に含まれ、さら
に、ナビゲーションシステム装置１０は、ナビゲーション処理部１１と、通信部１５と、
入力部１６と、表示部１７と、音声入力部１８と、音声出力部１９とを備えている。
【００２５】
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ナビゲーション処理部１１は、入力された情報に基づいて、ナビゲーション処理等の各種
演算処理を行い、その結果を出力する中央制御装置（以下「ＣＰＵ」という）１１１を備
えている。このＣＰＵ１１１は、データバス等のバスラインを介してＲＯＭ１１２とＲＡ
Ｍ１１３が接続されている。ＲＯＭ１１２は、目的地までの予定走行経路の検索、経路中
の走行案内、特定区間の決定等を行うための各種プログラムが格納されているリード・オ
ンリー・メモリである。ＲＡＭ１１３は、ＣＰＵ１１１が各種演算処理を行う場合のワー
キング・メモリとしてのランダム・アクセス・メモリである。
【００２６】
データ記憶部１２は、地図データファイル、ネットワークデータファイル、目的地データ
ファイルが格納されている。地図データファイルには、地形データ（描画データ）、市街
地図データ（詳細描画データ）等が含まれ、ネットワークデータは、マップマッチングや
経路案内用のデータとして道路データ、交差点データが含まれている。目的地データには
、施設データとして名称、位置、住所、写真、施設紹介データ等が含まれている。
【００２７】
道路データは、交差点間を結ぶ道路特性を特定する情報として次のようなデータが格納さ
れている。つまり、道路データには、交差点番号、ノード数、ノードの絶対位置（緯度、
経度により絶対座標）、リンク長さ、リンクの交差角、道路幅、道路名称等が格納され、
さらに、各ノードには、ノード情報として踏み切りの有無、カーブ曲率、勾配などがノー
ド点毎に格納されている。また、各リンクには、リンク情報として道路の車線数、トンネ
ルの有無などが格納されている。また、交差点データとしては、交差点に交差する道路の
道路番号、案内対象となる道路かを示す案内対象許可フラグ、ランドマーク位置種別デー
タ、交差点写真データ、高速道路等の出口ランプウェイ案内データ、交差点番号などが格
納されている。
【００２８】
以上の他、ガソリンスタンド、観光地案内などの各種地域毎との情報が格納された他のデ
ータファイルを備えている。これら各ファイルには、経路探索を行うとともに、探索した
経路に沿って案内図を表示したり、交差点や経路中における特徴的な写真やコマ図を出し
たり、交差点までの残り距離、次の交差点での進行方向を表示したり、その他の案内情報
を表示部１７や音声出力部１９から出力するための各種データが格納されている。
これらのファイルに記憶されている情報の内、通常のナビゲーションにおける経路探索に
使用されるのが交差点データ、道路データである。これらデータによって、道路の幅員、
勾配、路面の状態、コーナの曲率半径、交差点、Ｔ字路、道路の車線数、車線数の減少す
る地点、コーナの入口、踏切、高速道路出口ランプウェイ、高速道路の料金所、道路の幅
員の狭くなる地点、降坂路、登坂路、その他高速道路からランプウエイへ進入する分岐路
、Ｙ字路などのような分岐道路などを示す道路情報が構成されている。
【００２９】
各ファイルは、例えば、ＤＶＤ、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、光ディスク、磁気テープ、ＩＣカ
ード、光カード等の各種記憶装置が使用される。なお、各ファイルは記憶容量が大きい、
例えばＣＤ－ＲＯＭの使用が好ましいが、その他のデータファイルのような個別のデータ
、地域毎のデータは、ＩＣカードを使用するようにしてもよい。また、通信部１６を用い
て、渋滞情報や目的地までの経路情報等のデータを、図示しない外部情報提供手段により
、通信で獲得する構成としてもよい。さらに、同様に通信部１６を用いて、前記地図デー
タファイルやネットワークデータファイルを通信で獲得する構成とすることもできる。或
いは、ネットワークデータファイルの更新は、前述した様に、通信にておこなうこともで
きるし、さらに、この更新は、自車の走行軌跡と対応するネットワークデータとを比較す
ることにより、新規道路の認識を行って、新規道路のネットワークデータを作成すること
により行われる。
【００３０】
道路情報記憶手段であるデータ記憶部１２に格納されている道路データの一部は、道路の
形状を示すデータとして、ノードと、ノードを結ぶ線分で構成されている。図２は、デー
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タ記憶部１２に格納されている道路データの構造を示した模式図である。図中で、実線Ｒ
は道路の形状を示している。ここで、道路は、ノード（Ｎ１、Ｎ２、．．．．）と、ノー
ドを結ぶ線分（リンク）によって表現される。そして、ノードは、少なくとも座標（ここ
では、絶対座標である緯度、経度）によって定義されている。
【００３１】
道路形状はノードやリンクのみならず、標高によって定義することもできる。標高データ
は、左右上下２５０ｍ間隔のマトリクス状の各点において保持されており、例えば図中に
１０－１０で指した地点の標高２０ｍであり、図中１０－１１で指した地点の標高点は標
高２２ｍというようにデータを持っている。
本実施態様では、ノードの位置と、該ノードを取り囲む各標高データとの位置関係によっ
て、平均曲率、道路勾配、標高変化率、カーブの曲率半径等を求める。なお、データ量を
小さくするため、マトリクス状に標高点を保持しているが、ノード毎に標高のデータを持
つことも可能である。また、道路の区間ごとに、例えば、リンクごとに勾配値を予め持つ
ようにしておいて、これを用いることもできる。
【００３２】
また現在位置検出部１３は、ＧＰＳレシーバ１３１、地磁気センサ１３２、距離センサ１
３３、ステアリングセンサ１３４、ビーコンセンサ１３５、ジャイロセンサ１３６とを備
えている。ＧＰＳレシーバ１３１は、人口衛星から発せられる電波を受信して、自車の位
置を測定する装置である。地磁気センサ１３２は、地磁気を検出して自車の向いている方
位を求める。距離センサ１３３は、例えば車輪の回転数を検出して計数するものや、加速
度を検出して２回積分するものや、その他計測装置等が使用される。ステアリングセンサ
１３４は、例えば、ハンドルの回転部に取り付けた光学的な回転センサや回転抵抗ボリュ
ーム等が使用されるが、車輪部に取り付ける角度センサを用いてもよい。ビーコンセンサ
１３５は、路上に配置したビーコンからの位置情報を受信する。ジャイロセンサ１３６は
、車両の回転角速度を検出しその角速度を積分して車両の方位を求めるガスレートジャイ
ロや振動ジャイロ等で構成される。また、このジャイロセンサ１３６によって、車両に加
わる横加速度を検出することもできる。
【００３３】
現在位置検出部１３のＧＰＳレシーバ１３１とビーコンセンサ１３５は、それぞれ単独で
位置測定が可能であるが、その他の場合には、距離センサ１３３で検出される距離と、地
磁気センサ１３２、ジャイロセンサ１３６から検出される方位との組み合わせ、または、
距離センサ１３３で検出される距離と、ステアリングセンサ１３４で検出される舵角との
組み合わせによって自車の絶対位置（自車の現在地）を検出するようになっている。
【００３４】
通信部１５は、ＦＭ送信装置や電話回線等との間で各種データの送受信を行うようになっ
ており、例えば情報センタ等から受信した渋滞などの道路情報や交通事故情報等の各種デ
ータを受信するようになっている。
入力部１６は、走行開始時の現在位置の修正や、目的地を入力するように構成されている
。入力部１６の構成例としては、表示部１７を構成するディスプレイの画面上に配置され
、その画面に表示されたキーやメニューにタッチすることにより情報を入力するタッチパ
ネル、その他、キーボード、マウス、バーコードリーダ、ライトぺン、遠隔操作用のリモ
ートコントロール装置などが挙げられる。
【００３５】
表示部１７には、操作案内、操作メニュー、操作キーの表示や、ユーザの要求に応じて設
定された案内地点までの経路の表示や、走行する経路に沿った案内図等の各種表示が行わ
れる。表示部１７としては、ＣＲＴディスプレイ、液晶ディスプレイ、プラズマディスプ
レイ、フロントガラスにホログラムを投影するホログラム装置等を用いることができる。
音声入力部１８はマイクロホン等によって構成され、音声によって必要な情報が入力され
る。音声出力部１９は、音声合成装置と、スピーカとを備え、音声合成装置で合成される
音声の案内情報を出力する。なお、音声合成装置で合成された音声の他に、各種案内情報
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をテープ等の音声記憶装置に録音しておき、これをスピーカから出力するようにしてもよ
く、また音声合成装置の合成音と音声記憶装置の音声とを組み合わせてもよい。
【００３６】
以上のように構成されたナビゲーションシステム装置は、運転者に車両の現在地周りの道
路情報を知らせて、車両の目的地までの走行経路を誘導する。つまり、入力部１６から目
的地を入力すると、ナビゲーション処理部１１は、現在位置検出部１３で検出された自車
位置に基づき、データ記憶部１２から読み出した道路情報から目的地までの走行経路を選
択し、該経路を表示部１７に出力するとともに、該表示部１７に表示された走行経路と、
音声出力部１９から出力される音声によって、運転者を目的地まで誘導する。また、目的
地が入力されていない場合には、自車位置の周辺の道路情報を表示部１７に出力する。な
お、本発明においては、運転者を目的地まで誘導する機能が備わっていなくてもよく、誘
導のための表示部１７や音声出力部１９が設けられていなくてもよい。
【００３７】
以上のような構成において、自車位置検出手段は、現在位置検出部１３によって構成され
、道路情報獲得手段は、データ記憶部１２とナビゲーション処理部１１によって構成され
る。現在地（自車位置）の進行方向に位置する特定点は、現在位置検出部１３で検出され
た自車位置と、自車の走行方向、および道路情報獲得手段によって獲得された道路情報に
基づき、ナビゲーション処理部１１が決定する。また、距離算出手段は、現在位置検出部
１３と、データ記憶部１２と、ナビゲーション処理部１１とによって構成され、図３に示
されているように、自車２の現在位置から各ノードまでの距離Ｌ１～Ｌｎを算出する。
【００３８】
ノード半径算出手段は、データ記憶部１２とナビゲーション処理部１１とによって構成さ
れ、図３に示されているように、各ノードＮ１～Ｎｎ毎のノード半径ｒ１～ｒｎを計算す
る。ここで、ノードとは、図２に基づいて既に説明したように、デジタル地図において、
道路の位置形状を示す要素で、デジタル化された道路情報は、道路上の位置を示す点（ノ
ード）とノード間を結ぶ線（リンク）により構成される。本実施形態においては、ノード
が特定点である。特定点におけるノード半径の算出方法は、例えば特定点で交叉するリン
クの交叉角度から算出することができる。
【００３９】
また、推奨走行速度算出手段は、データ記憶部１２と現在位置検出部１３とナビゲーショ
ン処理部１１とによって構成され、各ノード半径ｒ１～ｒｎと、予め設定されている旋回
横Ｇより、予め定められたデータテーブルに従って、各ノードＮｎ位置を通過する際に推
奨される車速（ノードスピード）Ｖ１～Ｖｎ（推奨走行速度）を各ノードＮｎ 毎に計算
する。
【００４０】
図４に示されているデータテーブルは、安定した減速、車両挙動、変速段の変更による減
速度合、自車位置からノードまでの距離等を考慮して、推奨される減速度を設定し、その
減速度に応じて、現在位置において最も適切と思われる車速を設定したテーブルである。
つまり、前方の各ノードに対するそれぞれのノードスピードＶ1～Ｖnまでに、車速を減速
するために必要な減速度を減速度曲線として表示し、現在位置において適切と判断される
最適車速Ｖｇｎを算出して、現在位置における自車両の車速である現在車速Ｖから各ノー
ドにおける最適車速Ｖｇｎ（ノードＮｎまでの距離Ｌｎに応じた最適車速Ｖｇｎ）を引い
た値ΔＶｎが最大となるノード、言い換えると、最も減速が要求されていると判断される
ノードを選択する。
【００４１】
このΔＶと現在車速Ｖとから、ナビゲーション処理部１１は、（ΔＶ／Ｖ）に基づき、前
方のカーブに対してどれ位の減速が必要とされるかを示す「減速要求度Ｇｎ」を算出する
（Ｇｎ＝ΔＶ／Ｖ）。そして、各制御装置は、減速要求度に応じた制御内容を決定する。
本実施形態では、減速要求度Ｇｎを８段階に分割し、Ｇ0からＧ7へ、順に減速の要求が高
いことを示している。減速要求度Ｇｎは、ΔＶが大きい程（減速の要求が高いほど）高く
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設定され、ΔＶが小さい程（減速の要求が低いほど）低く設定される。
【００４２】
この減速要求度は、上記の他、図５に示されているようなマップから、ノードＮｎまでの
距離Ｌｎと現在車速Ｖ0に基づき、直接減速要求度Ｇｎを決定する構成としてもよい。こ
のマップは、現在車速Ｖ0とノードスピードＶｎとの差ΔＶｎｎと、距離Ｌｎに応じて各
ノードＮｎ毎に、８つの内のいずれかの減速要求度Ｇｎｎを求めるものである。図５のマ
ップは、ノードＮｎに対して自車両が接近するに従って、高い減速要求度が設定されるよ
うに構成されている。この減速要求度Ｇｎｎを、各ノード毎に求め、その中で、最も高い
減速要求度Ｇｎｎ（最も減速する必要が大きいノードの減速要求度）を、各制御装置へ供
給する最終的な減速要求度Ｇｎとして決定する。
【００４３】
次に、予定走行経路とは、既に車両の走行経路（例えば、運転者により設定された目的地
まで案内するための経路）が設定されている場合には、その設定されている経路であり、
設定されていない場合には、例えば直進した場合に通過することが予想される経路とする
ことができる。
【００４４】
また、後述する表示線認識装置６０、若しくは前方監視装置６７の判断結果により推定さ
れた方向の道路、若しくは道路データ上の自車の現在位置の道路と、道路属性若しくは道
路種別が同じ道路、若しくは道路データ上で案内不要とされる道路を予定走行経路とする
。つまり、予定走行経路とは、ナビゲーションシステム装置１０等で予め設定される走行
経路、道路データ上の所定の処理により規定される道路、外部センサ（表示線認識装置６
０や前方監視装置６７に代表される）により方向や種類が推定、特定された経路とするこ
とができる。
このような、予定走行経路を探索する走行経路検出手段を設けることによって、予定走行
経路がより明確となり、制御性が向上する。
【００４５】
ナビゲーション処理部１１は、ノード半径等の道路情報に基づいて、自車の車速等の車両
状態に応じて、減速要求度Ｇｎなどの必要とされる車両制御内容を決定し、各アクチュエ
ータ等を制御する各制御装置に対して制御内容を指令する。
表示線認識装置６０は、路面に描かれた道路と表示線の境界線（表示線の輪郭線）（以下
「エッジ」という）を検出して、そのエッジの相対的な位置関係や周期的な検出の有無に
基づいて、道路の分岐や、表示線が実線か破線かを認識する装置である。
【００４６】
表示線認識装置６０は、表示線を撮影し、その表示線の撮影画面から抽出されたエッジに
基づいて、表示線を認識する表示線認識手段と、認識された表示線に基づいて車両の走行
位置を推定する走行位置判定手段とを備えている。この表示線は、車線を区画したり、車
線の進行方向に沿って路面に表示された帯状の線であり、この表示線は上記白線の他、黄
色線など他の色の線であってもよく、この他、路側帯を示す線、或いは破線等であっても
よい。表示線認識装置６０の表示線認識手段は、自動車の前方向を撮影する撮像手段と、
撮影された画像の表示線のエッジを抽出するエッジ抽出手段とを備えている。
【００４７】
図６は、表示線認識装置６０の構成を示すブロック図である。本実施形態では、撮像手段
は光電変換素子の１つであるＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　ＣｏｕｐｌｅｄＤｅｖｉｃｅ）６１
で構成され、輪郭抽出手段であるエッジ抽出手段は、画像前処理プロセッサ６２と画像用
メモリ６３で構成され、走行位置判定手段は、プログラムメモリ６４と、表示線認識プロ
セッサ６５で構成されている。そして、表示線認識プロセッサ６５からの信号は、インタ
ーフェイス回路６６を介して、外部ナビゲーション装置１０や車両各部のアクチュエータ
をそれぞれ制御する制御装置へ出力される。
画像前処理プロセッサ６２では、原画像のエッジを強調する処理が行われる。画像前処理
プロセッサ６２で検出されたエッジは、画像用メモリ６３を介して表示線認識プロセッサ
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６５へ供給される。
【００４８】
走行位置判定手段は、検出されたエッジによって、表示線が実線か、破線かを判断し、或
いは表示線の輪郭の間隔の変化から、分岐があることを判断し、或いは表示線が画面内で
左右方向に移動することから、車線変更したことを判定する。ここで、走行位置とは、分
岐を通過する場合には、左右の分岐路のどちらを選択したかを意味し、複数車線において
は、左車線、右車線、中央車線のいずれを走行しているかを意味し、さらに車線変更をし
たかを意味するものである。
プログラムメモリ６４は、例えばＲＯＭ（リード・オンリー・メモリ）で構成され、表示
線認識プロセッサにおいて、表示認識処理を行うための各種プログラムが格納されている
。
【００４９】
また、前方監視装置６７は、上記表示線認識装置６０と同様な自動車の前方の景色を撮影
する撮像手段と、得られた画像を処理する画像処理手段、また、車両前方に指向させたレ
ーダセンサ（レーザレーダ、ミリ波レーダ等）等を有している。
画像処理手段により道路の白線、ガードレール、踏み切り、停止線、前方を走行している
車両等を検出して、速度を落とす地点を判断したり、その位置から自車位置までの距離や
、カーブの大きさ等を判断する。また、レーダセンサによりガードレールやその他の物標
に設置された反射板からの反射光を検出してカーブの大きさや、例えばその物標から自車
位置までの距離等を判断する。また、ミリ波レーダによりガードレールの支柱などを検出
してもよい。
【００５０】
その他の例として、サインポストや磁気ネイルの様な道路情報の発信を検出する手段を用
いることもできる。また、料金所、交差点、十字路、車線減少若しくは増大する地点、信
号機の色（赤、青、黄）を上記例により検出することもできる。前方監視装置６７や通信
部１５によって取得される外部情報と、データ記憶部１２に予め可能されている道路情報
（道路データ）と、後述する表示線認識装置６０によって取得される走行位置に関する情
報とによって、走行環境に関する情報が取得される。
【００５１】
また、上記車両各部のアクチュエータをそれぞれ制御する制御装置として、エンジン制御
装置５１、変速制御装置５２、四輪駆動制御装置５３、ブレーキ制御装置５４、サスペン
ション制御装置５５、回生制動制御装置５６、ビークルスタビリティコントロール制御装
置５７、トラクションコントロール制御装置５８、オートクルーズ制御装置５９が備えら
れている。
【００５２】
エンジン制御装置（図中、「Ｅ／Ｇ ＥＣＵ」で示す）５１は、スロットル開度の信号と
、エンジンからのエンジン回転数その他（冷却水温、センサ信号等）とに基づき、スロッ
トル開度を調整して、エンジン出力を制御する。また、制御量調整手段としてのエンジン
制御装置５１は、ナビゲーション処理部１１から減速要求度Ｇｎが供給されると、その減
速要求度Ｇｎに応じてスロットル開度若しくは点火時期を調整し、エンジン出力を低下さ
せるように制御する。また、減速操作の開始が検出されたことをきっかけとして、減速要
求度Ｇｎに応じた制御の実行を開始する構成にすることもできる。
【００５３】
変速制御装置（図中、「Ａ／Ｔ ＥＣＵ」で示す）５２は、自動変速機を構成する機構部
の変速段を制御する。機構部は、プラネタリギアを主体としたギアトレーン及びギアトレ
ーンの各構成要素を係合、解放して変速段を形成する油圧回路からなっており、変速制御
装置５２から機構部の油圧回路内のアクチュエータ（油圧ソレノイド）に対して駆動信号
が出力され、この駆動信号に基づき上記アクチュエータが作動して変速段の形成等を行う
。この機構部は、無段変速機（ＣＶＴ）である場合には、変速比を変更する。
【００５４】
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変速制御装置５２は、また、ＥＥＰＲＯＭに記憶された制御プログラムにより制御されて
おり、例えば、変速段の選択は、スロットル開度センサより検出されるスロットル開度（
若しくは、アクセル開度センサ３３によって検出されたアクセル開度）と、車速センサ３
１からの車速とに基づき、メモリテーブル（変速マップ）に基づき行われるように構成さ
れている。この変速マップが自動変速機固有の変速段を決定する。
【００５５】
変速マップは、例えばノーマルモード、パワーモードの各モードに応じて用意されており
、ナビゲーション処理部１１から供給される変速モード変更指令信号に基づいて自動的に
変更される。また、変速モードの変更は、運転者の操作によりＡＴモード切り換えスイッ
チの入力を条件として実行されるよう構成することもできる。
【００５６】
ここで、ノーマルモードは、燃費と動力性能のバランスのとれた経済走行パターンで、通
常走行に用いるものである。パワーモードとは、動力性能を重視したパターンで、山間地
等での運転に使用するものであり、変速マップでは、ギヤ比が大きい（減速比が大きい）
変速段の領域が大きく取られている。換言すると、ギヤ比大きい変速段が選択されやすく
なるように設定されている。
【００５７】
変速制御装置５２は、ナビゲーション処理部１１で決定されてから供給された減速要求度
Ｇｎに応じて、変更可能な変速比の範囲を決定する変速比規制手段として機能する。そし
て、アクセルペダル又はブレーキペダルの踏み込み量の変位を条件として、上記変速比の
規制範囲（変速段の上限値）を設定する。この結果、実際の制御としては、例えば、実際
の変速段が規制範囲外である場合には、シフトダウンがなされ、減速の補助が行なわれる
。本実施態様では、この固有の変速マップを変化させることなく、変速段の高い側（変速
比の小さい変速段の上限）を規制することにより、結果的に変速段が低速側にシフトされ
たような制御を実行している。したがって、固有の変速マップとして、どのような変速マ
ップを用いることもできる。
また、ノーマルモードとパワーモード等の各種モード毎に、減速要求度Ｇｎに応じた変速
比の規制範囲を別に設定することもできる。
【００５８】
四輪駆動制御装置５３は、車両の前後輪間への駆動力配分を可変する４輪駆動車の駆動装
置において、車両の前後輪間に、設けられた駆動力配分制御装置である。この駆動力配分
制御装置は、センタデフとこのセンタデフの作動を制限する油圧クラッチ（若しくは、電
磁クラッチ）を有し、車両の運転状態に応じて、油圧クラッチ（若しくは、電磁クラッチ
）を制御することにより、所定の駆動力配分を得ることが出来るように構成されている。
【００５９】
この駆動力配分の制御では、車両の発進加速時には、作動制限クラッチを直結状態にして
おくことで、発進加速・登坂走行時のタイヤのスリップを押さえるよう制御を行い、また
通常走行時には、前後輪の回転数差と車速に応じて油圧を連続的に制御することで車両を
安定化させている。制御量調整手段としての四輪駆動制御装置５３は、ナビゲーション処
理部１１から、減速要求度Ｇｎが供給されると、減速要求度Ｇｎに応じて上記油圧クラッ
チの係合の度合を調整するクラッチ制御手段として機能する。そして、このクラッチ制御
手段は、減速操作開始の検出をきっかけとして、クラッチ制御を開始する。
【００６０】
ブレーキ制御装置（図中、「ＡＢＳ ＥＣＵ」で示す）５４は、ブレーキ液圧を調整して
、車輪の制動力を制御する。例えば、緊急ブレーキ時である時（ブレーキペダルの踏み込
みのスピードが所定値よりも速い場合）は、ブレーキ液圧を通常のブレーキ操作の時より
も増圧し、同じブレーキペダル踏み込み量であっても、制御量である制動力を強化する。
また、ブレーキ制御部６１は、制動時において、車輪のロックを検出した場合には、ブレ
ーキ液圧を調整して、ブレーキ作用の解除と作動を繰り返し行い、車輪のロックを抑制し
て安定した制動力を得るといったアンチロックブレーキシステムとしても作用する。ブレ
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ーキ制御装置５４は、ナビゲーション処理部１１から供給された減速要求度Ｇｎに応じて
ブレーキ液圧の設定値を調整する制動調整手段として機能する。そして、減速操作開始の
検出をきっかけとして制御が実行される。
【００６１】
サスペンション制御装置５５は、運転者がサスペンションのモードを選択するか、若しく
は車両状態（例えば、車速、ステアリング角、エンジン回転数、ブレーキ信号、車両加速
度等）に応じて、サスペンション制御装置５５が、サスペンションの減衰力を前後独立し
て自動的に制御している。例えば、ストップランプスイッチと車速センサーの情報から、
ブレーキ操作力による車両の減速度を算出し、車両のダイブ状態を予め検知して減衰力を
高めに切り替え、車両のダイブを抑え接地性と乗り心地を両立して確保している。
【００６２】
この制御では、ブレーキ操作の状態に応じて発生する減速度に応じて、きめ細かく減衰力
の制御を行っている。他方、車速センサーからの情報から、高速走行かどうかを判断し、
車速に応じて減衰力を切り替える制御で、高速走行時の車両の操縦性・安定性を確保して
いる。
【００６３】
サスペンション制御装置５５は、ナビゲーション処理部１１から供給された減速要求度Ｇ
ｎに応じてサスペンションの減衰力を調整する減衰調整手段として機能する。そして、減
速操作開始の検出をきっかけとして減衰力を調整する制御が実行される。
【００６４】
回生制動制御装置５６は、モータの出力を駆動力として用いた電気自動車において、回生
制動による回生量を制御する。電気自動車には、モータの出力を駆動力に用いた電気自動
車（以下「ＥＶ」という）や、モータ若しくはエンジンの内、少なくとも一方の出力を駆
動力として用いたハイブリッド車両（シリーズ、パラレル等の方式は問わず）が知られて
いる。この様な、ＥＶ及びハイブリッドの制動手段としては、油圧等により車輪を制動す
る車輪ブレーキや、前記モータを回生制動する回生制動装置が知られている。このような
車輪ブレーキと回生制動装置とを共に搭載したＥＶやハイブリッド車両の制動時には、車
輪ブレーキにより車輪が制動されると共に回生制動装置によりモータが回生制動される。
【００６５】
回生制動制御装置５６は、ナビゲーション処理部１１から供給された減速要求度Ｇｎに応
じて回生制動時のモータによる回生量を調整する回生量調整手段として機能する。そして
、減速操作開始の検出をきっかけとして回生量を調整する制御が実行される。
【００６６】
ビークルスタビリティコントロール制御装置５７は、走行中の旋回横加速度をジャイロセ
ンサ等の複数のセンサによって検出し、この検出値に応じて各車輪の回転を、ブレーキ液
圧及びエンジンのスロットル開度の制御を行うことにより制御し、車両姿勢を安定な状態
に維持する。
【００６７】
トラクションコントロール制御装置５８は、発進時における車輪のスリップの検出に基づ
き、エンジンのスロットル開度やブレーキ液圧を制御して、車輪の駆動力を制御する。
【００６８】
オートクルーズ制御装置５９は、車両を予め設定した車速に維持するものであり、走行中
に運転者がスイッチ操作するなどのことによって、車速を設定して、その車速を維持する
ように、エンジン（図示しない）の電子スロットルバルブの開度、Ａ／Ｔの変速段、アン
チブロックブレーキングシステム（ＡＢＳ）等を制御する。その制御は、実際の車速を検
出し、設定速度との差がなくなる用にスロットル開度（さらには、Ａ／Ｔの変速段等）を
制御するものである。
【００６９】
ナビゲーションシステム装置１０と上記各制御装置と、表示線認識装置６０と前方監視装
置６７とは、相互に通信線で接続され適宜通信が行われる。このため、ナビゲーションシ
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ステム装置１０による自車位置および道路情報、表示線認識装置６０による分岐情報（ど
ちらの分岐路に進入したか否か、その分岐判断の信頼度などの情報）、前方監視装置６７
による道路情報を両者間で補完し合うことにより、検出精度、判定制度の向上を図ること
が可能である。
【００７０】
車両状態検出部３０は、車速検出手段である車速センサ３１、減速操作検出手段としてブ
レーキセンサ３２、アクセル開度センサ３３、ウィンカーセンサ３４とを備え、さらにス
ロットル開度センサ３５を有している。車速センサ３１は車速Ｖを、ブレーキセンサ３２
はブレーキが踏まれたか否か（ＯＮ／ＯＦＦ）を、アクセル開度センサ３３はアクセル開
度αを、ウインカーセンサ３４はウインカースイッチのＯＮ／ＯＦＦを、スロットルセン
サはスロットル開度θをそれぞれ検出する。
【００７１】
そして、検出された減速操作は、ブレーキのＯＮ／ＯＦＦ信号、アクセル開度信号、ウイ
ンカのＯＮ／ＯＦＦ信号として、それぞれナビゲーション処理部１１に供給される。また
、車速センサ３１で検出された車速Ｖは、ナビゲーション処理部１１と変速制御装置５２
にそれぞれ供給され、スロットル開度センサで検出されたスロットル開度θ（若しくは、
アクセル開度センサ３３により検出されたアクセル開度）は、変速制御装置５２に供給さ
れる。
【００７２】
ブレーキのＯＮ信号によって、運転者の減速操作を検出することができる。また、アクセ
ル開度αの変化によって、運転者の減速操作を検出することができる。つまり、アクセル
開度が零に近い場合で、アクセル開度が所定の変化率（アクセルペダルを踏み込んでいる
量に対して、踏み込み量が減少した割合）以上で減少した場合など、運転者の減速操作と
して検出することができる。つまり、アクセルペダルを踏み込んでいる状態から戻すとい
う操作は、明らかに減速を意図しているものとすることができるので、減速操作として検
出することができる。この検出は、アクセル開度αの減少方向の変化量、変化速度、変化
加速度等によって行ってもよい。これらのパラメータとアクセル開度αの変化後の状態と
を組み合わせて減速操作を検出することもできる。例えば、α≒０の場合であっても、車
両を惰性で走行させている場合もあるので、アクセル開度の減少があり、かつ、α≒０と
なった場合に減速操作として検出するようにすることもできる。
【００７３】
また、アクセル開度αの減少があっても、加速をやめるために行う操作もあるので、アク
セル開度αの減少方向の変化量、変化速度、変化加速度等が、所定値以上である場合に、
運転者が車速の減少を意図しているものとして、これを減速操作又は減速操作の開始とし
て検出する構成とすることもできる。
【００７４】
さらに、ウインカのＯＮ信号によって、運転者の減速の意志を予測し、減速操作の開始と
して検出することもできる。このウインカＯＮ操作に基づく減速操作の検出は、さらにウ
インカＯＮ時の車速と組み合わせて判断してもよい。例えば、ウインカＯＮ時に、交差点
への進入等が可能な速度まで減速されていなければ、交差点への進入等のために減速操作
が行なわれるものと予測できるので、減速操作として検出し、既に充分減速されている場
合には、減速操作として検出しないこととすることもできる。さらに、上記ウインカＯＮ
操作と同様に、ハザードランプ（図示せず）のＯＮ信号を減速操作として検出することも
できる。
【００７５】
また、アクセル開度の減少と、ブレーキの踏み込みとウインカーのＯＮ操作のいずれか一
つの操作を検出したときに、減速操作の開始として検出する構成とすることもできる。こ
の場合には、確実に減速操作の開始を検出することができる。また、アクセル開度の減少
と、ブレーキの踏み込みと、ウインカーのＯＮ操作の内、２つ以上が検出された時に、減
速操作の開始として検出する構成としてしもよい。この場合には、運転者の意図した減速
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程度をより明確に確認することができる。例えば、アクセル開度の減少のみによって減速
する場合よりも、アクセルをオフし（アクセル開度の急激な減少）、かつブレーキが踏み
込まれた場合が、運転者の意図する減速の程度がより大きいものと判断することができる
。
【００７６】
また、運転者の車線変更の行為も減速操作として検出することができる。この時の車線変
更の検出は、ステアリングセンサ１３４によるステアリングの舵角の変化や、表示線認識
装置６０による車線変更の有無の検出や、ウインカのＯＮ信号の検出により行われる。例
えば、運転者がステアリングを所定値以上左右どちらかに切った時、後述する走行車線の
変更の判断により車線変更が検出された時、運転者のウインカＯＮ操作が検出された時の
内、いずれか一つの操作、若しくは適宜組み合わされた２以上の操作が検出された時に、
車線変更があったと検出する。
【００７７】
その他、車両制御の対象が、Ａ／Ｔの変速比制御以外の場合には、運転者のシフトレバー
操作も、減速操作として検出することもできる。この場合には、自動変速機の機構部に取
り付けられたシフトポジションセンサをシフトポジション検出手段として用いることがで
きる。例えば、運転者がＤレンジで走行中に、セカンドレンジへ操作した場合、換言する
と、現在の変速比よりもより大きな変速比に変更された場合に、減速操作として検出する
。
【００７８】
以上説明した減速操作検出手段は、減速操作の開始を検出する構成としてもよい。例えば
、アクセルペダルのオンからオフへの切り換え、アクセルペダルが所定以上の速度で戻さ
れること、ブレーキペダルのオンなどを減速操作の開始として検出することができる。例
えば、アクセル開度αが所定値以上の場合であって、α＝０となった場合、或いは、所定
値以上の速度でアクセルが戻された場合にのみ、減速操作の開始として検出する構成とす
ることができる。このような構成とすれば、例えば、加速を抑制したり、増速をやめる目
的でアクセルペダルを戻す操作を減速操作として検出しない構成とすることができる。
【００７９】
本実施形態における自動変速機は、例えば５速の変速段を有し、シフトレバーは、パーキ
ングレンジ、リバースレンジ、ニュートラルレンジ、Ｄレンジ、Ｄ４レンジ、セカンドレ
ンジの６つのシフトポジションが選択可能な６ポジションタイプで、自動変速機の機構部
に取り付けられた図示しないシフトポジションセンサと機械的に接続されている。
ドライブレンジのシフトポジションでは、１～５速の間で変速段が選択され、Ｄ４レンジ
では１～３速の間で変速段が選択され、セカンドレンジでは１～２速の間で変速段が選択
される。
【００８０】
本実施態様では、シフトレバーがドライブレンジのシフトポジションに保持されている場
合にのみ、ナビゲーションシステム装置１０による変更可能な変速段の範囲規制が実行可
能な構成となっている。例えば、変速制御装置５２によって、４速が決定されていてもナ
ビゲーション処理部１１により上限値が３速に規制されているときは、変速制御装置５２
からの駆動信号は１速から３速までの範囲内でしか出力されない。そして、機構部の変速
比を設定するアクチュエータに対して、その範囲内で駆動信号が出力される。なお、上記
シフトポジションは、変速制御装置５２からナビゲーション処理部１１へも供給される。
【００８１】
車両各部のアクチュエータをそれぞれ制御する制御装置の上記制御は、既述の減速操作や
減速操作の開始の検出に基づいて、制御を実行する構成とされ、例えば、ブレーキＯＮ操
作などの検出に基づいて、変更可能な変速段の範囲に、変速段が規制され、現在の変速段
よりも規制範囲の上限が低い場合には、その結果としてシフトダウンが行われる。
【００８２】
また、上限規制される程度に応じて、減速操作の種類を選択することができる。例えば、



(13) JP 4329088 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

上限３速に規制される場合には、アクセルオフ若しくはブレーキオンの開始があった時に
規制され、上限２速が規制される場合には、より積極的な減速意志の表れであるブレーキ
オンの開始があった時に規制されるようにすることもできる。このように上限規制の程度
に合わせて、きっかけとなるべき減速操作の内容を特定することで、運転者の意志に応じ
た変速段制御が可能となる。
【００８３】
また、前方監視装置６７の検出結果に応じて、上限規制の程度、減速操作の種類を選択す
ることもできる。ナビゲーションシステム装置１０の道路データに応じて、上限が２速に
規制と判断されていたとしても、前方監視装置６７によりカーブまでの距離が遠かったり
、また検出されていない場合には、上限を３速に規制したり、または規制を取り消したり
することもできる。また、交差点を通過する場合においては、運転者の減速操作と、前方
監視装置６７による信号の赤を検出した時をきっかけとして、上限を３速若しくは２速に
規制してもよい。
他の実施態様における自動変速機として、無段変速機（以下「ＣＶＴ」と言う）を用いる
ことも可能である。このＣＶＴの場合に、ナビゲーション装置１０による上限規制範囲の
対象は、変速段ではなく、変速比となる。
【００８４】
以上のような構成において、例えば、表示線認識装置６０が道路の分岐点を認識すると、
その認識に基づいて車両の予定走行経路の進行方向を予測し、予測された分岐点以降の道
路の道路情報に基づく車両制御を各制御装置が実行する。
以下、上記構成に基づいて作用する第１の実施形態について説明する。この実施形態では
、左右の白線の幅の広がりをそれぞれ検出して、自車が分岐（高速道路等）のどちらに進
むのかを判断し、判断された経路及びその信頼度（確定度合い）に対応して、変速機の制
御を行う態様を示す。
【００８５】
第１の実施形態における、表示線認識装置６０における処理について、図７に示されてい
るフローチャートに基づき説明する。この実施形態では、表示認識装置６０は、表示線認
識手段と、走行位置判定手段を備え、具体的には、分岐の認識と、その後の分岐路におけ
る車両の進入方向を判定する。
【００８６】
画像前処理プロセッサ６２が、ＣＣＤ６１から画像を取り込み（ステップＳ２０１）、取
り込んだ画像について、白線のエッジを強調するエッジ強調処理を行う（ステップＳ２０
２）。このエッジ強調処理は、例えばＳｏｂｅｌフィルタ処理やラプラシアンフィルタ処
理により原画像のエッジを強調する処理が行われる。また、このステップでは、更に膨張
収縮フィルタ処理などによりノイズ除去フィルタを導入すれば以後の分岐認識が更に効果
的になる。
【００８７】
次に、各探索領域でのエッジ直線候補点の抽出を行う（ステップＳ２０３）。このステッ
プＳ２０３のサブルーチンの内容については、図８に示されているフローチャートに基づ
き説明する。
【００８８】
図９に画像前方のエッジ画像の模式図を示す。図９の模式図が図６の分岐判断手段を構成
する分岐認識プロセッサ６５に送られる画像である。分岐認識プロセッサ６５ではまずエ
ッジ画像のうち、白線が存在する領域のみを抽出する。以後この領域を探索領域と呼ぶ。
白線が検出される以前は探索領域として、車両が自車レーン中央を走行していると仮定し
たときの車両の左側及び／又は右側近傍の白線が存在しそうな領域とする。探索領域の大
きさは自車が走行レーン内を走行していると仮定した場合に概ね白線がその領域内に捉え
ることができる大きさとする。この探索領域は分岐前では左右の白線の左右両側のエッジ
直線を抽出するため計４つの領域を設定する。図９においてＬＬは左白線７１の左エッジ
直線用探索領域を示し、ＬＲは左白線７１の右エッジ直線用探索領域を示し、ＲＬは右白
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線７２の左エッジ直線用探索領域を示し、ＲＲは右白線７２の右エッジ直線用探索領域を
示す。初期値としてはＬＬとＬＲ及びＲＬとＲＲはそれぞれ同一の場所（重なっている）
とする。
【００８９】
図１０は上記４つの探索領域の中から代表的にＬＬ探索領域について、模式的に表した図
である。便宜上探索領域の左上を座標原点により右方向にＸ軸、下方向にＹ軸とし、探索
領域の大きさを横Ｘｍａｘ、縦Ｘｍａｘ個の画素数とする。通常エッジ強調を行うと見か
け上１本のエッジ直線でも複数のエッジ点が現れる。
図１０では白線７１の左右両側エッジ直線に対してそれぞれにエッジ点群が検出できいる
様子をあらわされている。図８にＬＬ領域、すなわち左白線７１の左エッジ直線候補のエ
ッジ点群の抽出フローが示されている。
【００９０】
まずエッジ画像全体から探索領域のエッジ画像のみを切り出す（ステップＳ１０１）。次
にカウンタｉ，ｊ，ｋをゼロに初期化する（ステップＳ１０２）。その後、ｉ，ｊ点のエ
ッジ点強度Ｓ（ｉ，ｊ）が閾値Ｓｔｈ以上であるかを判断する（ステップＳ１０３）。閾
値Ｓｔｈ以上である場合には（ステップＳ１０３：Ｙｅｓ）、各水平ライン上での直線候
補エッジ点の抽出個数がｋｍａｘに達しているかを判断し（ステップＳ１０４）、ｋｍａ
ｘに達していない場合には（ステップＳ１０４：ＮＯ）、Ｓ（ｉ，ｊ）のＸＹ座標をエッ
ジ直線候補としてメモリへストアする（ステップＳ１０７）。更にカウンタｋに１を加え
て（ステップＳ１０８）、Ｘ軸座標のインデックスｉに１を加える（ステップＳ１０９）
。なお、ステップＳ１０３で、エッジ点強度Ｓ（ｉ，ｊ）が閾値Ｓｔｈより小さい場合に
は（ステップＳ１０３：ＮＯ）、ステップＳ１０４、１０７、１０８をスキップして、ス
テップＳ１０９を実行する。
【００９１】
ステップＳ１０９の次に、ｉの値がＸｍａｘに達しているかを判断し（ステップＳ１１０
）、達していなければ（ステップＳ１１０：ＮＯ）次のエッジ点について同様の処理を行
う（ステップＳ１０３へ戻る）。またステップＳ１０４でｋ＝ｋｍａｘとなるか（ステッ
プＳ１０４：Ｙｅｓ）、またステップＳ１１０でｉ＝Ｘｍａｘすなわち各水平ラインで右
端までサーチし終える（ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）かした場合にはｊ＝ｊ＋１とし、ｉ
、ｋをクリアし（ステップＳ１０５）、ｊの値がＹｍａｘに達しているかを判断し（ステ
ップＳ１０６）、達していない場合には（ステップＳ１０６：ＮＯ）、次の水平ライン（
ｊ＋１のライン）について同様の処理を繰り返す。そして、ｊの値がＹｍａｘに達してい
る場合には、探索領域のエッジ点群の抽出が終了したものとして、このサブルーチンを終
了する。
【００９２】
図８に示されているフローチャートは左エッジ直線候補のエッジ点を抽出する処理である
がｉがゼロからＸｍａｘまで処理を行うことで探索領域を左からサーチしている。さらに
各水平ラインにおいて左からサーチしてエッジ強度が所定の閾値を超える点をｋｍａｘ点
のみ抽出して次のラインに処理を移すことで左側エッジ点のみを抽出することが可能とな
る。すなわち図１０において水平方向左から右へサーチしていくとまず白線の左側エッジ
点群を抽出し、ここでｋｍａｘ点抽出し終えたところで次のラインに移ることで右側エッ
ジ候補点を抽出せずに次のラインのサーチに移ることとなる。
【００９３】
この図８のサブルーチンは、左エッジ直線候補のエッジ点を抽出する処理であるが、探索
領域ＬＲ、ＲＲ、ＲＬについても同様の処理が行われ、各探索領域についても、エッジ点
群の抽出が行われる。例えば、右白線の左側エッジ直線候補点を抽出する探索領域ＲＬも
図８のフローチャートと同様で処理できる。また右側エッジ直線候補点を抽出する探索領
域ＬＲ及びＲＲでは図８のフローチャートにおいて、ステップＳ１０２及びＳ１０５でｉ
＝０をｉ＝Ｘｍａｘ－１に、ステップＳ１０９でｉ＝ｉ＋１をｉ＝ｉ－１に、ステップＳ
１１０でｉ＝Ｘｍａｘ？をｉ＝－１？に変更することで探索領域を右からサーチするフロ
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ーチャートとなる。また各ライン毎に抽出する点数を決定するｋｍａｘの値は２～４程度
が望ましい。これは各ラインでサーチする際、抽出したいエッジ点候補以前にノイズを抽
出した場合にも所望のエッジ点を確実に抽出するためである。
【００９４】
上記サブルーチンによりステップＳ２０３が終了した後、直線推定処理が行われる（ステ
ップＳ２０４）。ステップＳ２０４の各探索領域における直線推定について説明する。各
探索領域において図８のフローチャートのステップＳ１０７で抽出したエッジ候補点につ
いて最小自乗近似またはＨｏｕｇｈ変換を施すことで直線の方程式を演算する。ここで最
小自乗法を用いる場合には誤差相関係数が閾値以下である場合には直線の抽出ができなか
ったと判断する。またＨｏｕｇｈ変換を用いる場合にはＨｏｕｇｈ空間での最大投票数が
閾値以下のときは直線の抽出ができなかったと判断する。このように、今回の処理で、直
線の抽出ができなかったと判断された場合にも、過去ｎ回以内に直線が抽出されている場
合には最新の直線の方程式を今回の直線の方程式とする。
【００９５】
この処理は何らかの原因で一時的に直線が抽出されなかった場合でも過去の値を近似的に
用いることを意味する。過去ｎ回にわたって直線が抽出されない場合には、最終的に直線
抽出ができなかったと判断する。ｎは時間にして１～数秒の範囲の相当する回数が望まし
い。
ステップＳ２０４が終了した後、直線代表点の算出が行われる（ステップＳ２０５）。ス
テップＳ２０５に示す直線代表点の算出について説明する。図７のステップＳ２０４にて
直線が抽出できた場合には、推定した直線の方程式に基づいてある特定のＹ座標に対する
直線のＸ座標を計算する。このＸ座標を直線代表点と称することにする。このときの座標
系は図９に示すように全体の画像について左上を原点とし、右方向にＸ軸、下方向にＹ軸
とする。このときの特定のＹ座標とは探索領域の中心のＹ座標とする。これは探索領域内
での推定直線が誤差を含んだ際に誤差が最も小さくなる可能性が高いのが探索領域の中心
だからである。以下探索領域ＬＬの直線代表点をＸＬＬ、探索領域ＬＲの直線代表点をＸ
ＬＲ、探索領域ＲＬの直線代表点をＸＲＬ、探索領域ＲＲの直線代表点をＸＲＲと称する
こととする。すなわちＸＬＬは左白線７１の左エッジを意味する点であり、ＸＬＲ、ＸＲ
Ｌ、ＸＲＲも同様にそれぞれ左白線７１の右エッジ、右白線７２の左エッジ、右白線７２
の右エッジを表す点を意味する。
【００９６】
ステップＳ２０５が終了した後、白線抽出結果の確認が行われる（ステップＳ２０６）。
ステップＳ２０６の白線抽出結果の確認について説明する。これは抽出された直線が白線
であるか否かの判断を行う処理である。ここではＸＬＲ＜ＸＬＬであるとき、すなわち、
左白線の右エッジの代表点であるべきＸＬＲが左白線の左エッジの代表点であるべきＸＬ
Ｌより左である場合にＸＬＲおよびＸＬＬは白線の両側のエッジを表していないことにな
るので、左直線の白線抽出ができないと判断する。右白線についても同様である。これに
よって、白線エッジ抽出の信憑性が向上する。以上のステップＳ２０１～Ｓ２０６によっ
て輪郭抽出手段としての機能が発揮される。
ステップＳ２０６が終了した後、経路判断としての分岐判断が行われる（ステップＳ２０
７）。
【００９７】
ステップＳ２０７の分岐判断について説明する。以下では図７のステップＳ２０６までの
処理でＸＬＬ、ＸＬＲ、ＸＲＬ、ＸＲＲのすべての代表点が抽出できたと仮定する。以後
、左白線７１の両側のエッジ直線間の距離（左白線７１の幅）をｄＸＬとする。ｄＸＬは
ｄＸＬ＝ＸＬＲ－ＸＬＬで計算される。同様に右白線７２の両側のエッジ直線間の距離（
右白線７２の幅）をｄＸＲとする。ｄＸＲはｄＸＲ＝ＸＲＲ－ＸＲＬで計算される。また
レーン間距離をｄＸＬａｎｅとする。ｄＸＬａｎｅはｄＸＬａｎｅ＝ＸＲＬ－ＸＬＲで計
算される。更にこれらの前回値との差分をそれぞれｄｄＸＲ＝ｄＸＲ－（前回の）ｄＸＲ
、ｄｄＸＬ＝ｄＸＬ－（前回の）ｄＸＬ、ｄｄＸＬａｎｅ＝ｄＸＬａｎｅ－（前回の）ｄ
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ＸＬａｎｅとする。これらの値を毎回の分岐判断で行う。代表点のうちいくつかが抽出で
きなかった場合については後述する。
【００９８】
図１１は自車が分岐において右に道を選択して走行した場合の車両前方の画像を示してい
る。図１１（ａ）～（ｃ）は（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の順に時間的経過を示している。道
路の分岐を示す白線７３は破線であると仮定した。図１１（ａ）に示すように左白線７１
の探索領域ＬＬ及びＬＲが分岐にさしかかった際、探索領域ＬＲでの直線推定がもし破線
７３を抽出せず、分岐道路の左側の白線７１の右エッジ直線を抽出した場合には図１１（
ａ）から図１１（ｂ）に移行する間にｄｄＸＬａｎｅの値はある一定値となり、やがて左
側白線は画面左方向に消えていく。このとき、ｄｄＸＬａｎｅが一定値以上を所定の回数
出力され、かつＸＬＲ＜所定値のときに最初のローカル分岐判断として自車が分岐を右へ
進行と判断する。さらにＸＬＲ＜所定値になったら左白線は自車が選択しなかった道路の
白線であるので探索領域ＬＬおよびＬＲをデフォルトの位置に更新する。
【００９９】
やがて図１１（ｃ）の状況になった際に今度はＸＬＬは分岐の分離帯の左エッジをトレー
スし、ＸＬＲは分岐の分離帯の右エッジをトレースすることになるのでｄｄＸＬ＞閾値と
なる。ｄｄＸＬ＞閾値がある所定の回数連続した場合に自車が右を選択という２回目のロ
ーカルな分岐判断を下す。最初のローカルな分岐判断と２回目のローカルな分岐判断がと
もに同一であるので最終的に高信頼度で自車は経路を右に進行したと判断する。
【０１００】
図１２に図１１と同様のケースで分岐にさしかかった際に探索領域ＬＲで分岐を示す破線
７３の右側エッジ直線を抽出した場合を示す。図１２（ａ）から（ｂ）にかけてＸＬＬと
ＸＬＲが離れていくのでｄｄＸＬ＞閾値がある所定の回数出力されるので、このとき最初
のローカルな分岐判断が自車は分岐を右と判断され、その後ＸＬＬは画面左へ消えていく
ので探索領域ＬＬは探索領域ＬＲと同一の場所に変更される（探索領域の更新については
後述）。図１２（ｃ）に示すように分岐分離帯の左エッジ直線を抽出する。その後ＸＬＬ
とＸＬＲは離れていくのでｄｄＸＲ＞閾値が出力される。ｄｄＸＲ＞閾値が所定時間出力
されたならば２回目のローカルな分岐判断として自車は分岐を右と判断される。この結果
、図１１のケースと同様に最初のローカルな分岐判断と２回目のローカルな分岐判断が同
一であるので最終的に高信頼度で自車は分岐を右に進行したと判断する。
【０１０１】
上記のごとく本発明によれば道路の分岐を示す白線７３が破線であろうと実線であろうと
また存在しない場合でも安定して分岐の判断が可能となる。上記例はローカルな分岐判断
が２回連続して出力されるとしたが、最初のローカルな分岐判断後所定の時間経過しても
第２のローカルな分岐判断が出力されない場合には信頼度低として最終的な分岐判断を出
力する。例えば図１１において何らかの理由で前述の最初のローカルな分岐判断が出力さ
れず、前述の第２のローカルな分岐判断が最初のローカルな分岐判断として出力された場
合にはその後所定時間内に第２のローカルな分岐判断が出力されない場合には第１のロー
カルな分岐判断を信頼度低として最終的な分岐判断として出力する。
【０１０２】
上記例で示したローカルな分岐判断について図１３に示されているフローチャートに基づ
いて、右白線７２のローカルな分岐判断を行う場合を説明する。
ステップＳ３０２では、図７のフローチャートにおけるステップＳ２０６で白線エッジ直
線の代表点の算出がされていることが確認されているかを判断する。白線エッジ直線の代
表点が確認されていないと、分岐の判断は無意味になるので、これを避けるため、確認さ
れていない場合には（ステップＳ３０２：ＮＯ）、フローチャートを終了する。
【０１０３】
確認されている場合には、右白線右エッジ直線の代表点Ｘ座標ＸＲＲから右白線左エッジ
直線代表点Ｘ座標ＸＲＬの値との差（白線の幅）ｄＸＲ（＝ＸＲＲ－ＸＲＬ）と、前回の
ｄＸＲの値（ｄＸＲ＿Ｏｌｄ）と現在のｄＸＲの値との差ｄｄＸＲ（＝ｄＸＲ－ｄＸＲ＿
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Ｏｌｄ）を算出する（ステップＳ３０４）。ｄｄＸＲは、ｄＸＲの時間差分を表す。
【０１０４】
ｄｄＸＲが所定の閾値より大きいかを判断する（ステップＳ３０５）。このような閾値を
設けるのは、単なる白線の幅の変化を分岐と誤認することを防止するため、微少な変化を
検出しないようにするためである。閾値より大きいと判断した場合には（ステップＳ３０
５：Ｙｅｓ）、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値に１を加える。つまり、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒには
、右白線幅の増加が検出された回数が記憶される。閾値より大きくないと判断した場合に
は、（ステップＳ３０５：ＮＯ）、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値から１を差し引く（ステップ
Ｓ３０９）。つまり、所定の閾値より大きいｄｄＸＲが算出される頻度が、所定の閾値よ
り小さいｄｄＸＲが算出される頻度より多い場合には、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値が増加す
る構成となっている。
【０１０５】
次に、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値が所定の閾値より大きいかを判断する（ステップＳ３０７
）。これは、左側エッジと右側エッジの距離が確実に増加していることを示し、他の要因
による左側エッジと右側エッジの距離の変化を排除して、分岐のみを検出することができ
る。
Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値が所定の値より大きい場合に（ステップＳ３０７でＹｅｓ）、右
白線のロ－カルな分岐判断が有りとし（ステップＳ３０８）、ステップＳ３１３で本フロ
ーチャートで説明している右ロ－カルな分岐判断処理をディスイネ－ブルとし、また後に
右ロ－カルな分岐判断を再開するときのためにｄｄＸＲ＿Ｏｌｄ＝０、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅ
ｒ＝０と変数を初期化しておく。ここでステップＳ３０８の右ロ－カルな分岐判断ありの
処理は図１５で説明する分岐の総合判断処理で用いられる。
【０１０６】
またステップＳ３１３での右ロ－カルな分岐判断処理ディスイネ－ブルとは、一旦右白線
のロ－カルな分岐判断が下された後に再度同じ白線の幅の増加を再び右ロ－カルな分岐判
断と検出しないようにするため、後述するように探索領域の位置が大きく更新されるまで
、すなわち現在追跡している白線と異なる白線を検出するまでは右白線のロ－カルな分岐
判断を中断するための処理である。この右ロ－カルな分岐判断がディスイネ－ブルとなる
ことにより右分岐判断処理を中断する処理はステップＳ３０１で行われる。
【０１０７】
一方、ステップＳ３０５で、ｄｄＸＲが閾値より大きくないと判断された場合には（ステ
ップＳ３０５：ＮＯ）、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値から１が差し引かれた後（ステップＳ３
０９）、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒが－１に達したかを判断する（ステップＳ３１０）。達した
場合には（ステップＳ３１０：Ｙｅｓ）、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値をクリアし（ステップ
Ｓ３１１）、前回のｄＸＲの値（ｄＸＲ＿Ｏｌｄ）に現在のｄＸＲの値を入力する（ステ
ップＳ３１２）。ステップＳ３０４、Ｓ３０５によって輪郭線間隔検出手段としての機能
か発揮される。
【０１０８】
ステップＳ３１０で、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒが－１に達していない場合には（ステップＳ３
１０：ＮＯ）、ステップＳ３１１をスキップして、ステップＳ３１２を実行する。また、
ステップＳ３０７で、Ｒ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値が所定の閾値より大きくないと判断した場
合（ステップＳ３０７：ＮＯ）にも、ステップＳ３１２を実行する。上記図１３に示され
ているフローチャートは、左白線に対するローカルな分岐判断についても同様に行われる
。
【０１０９】
図１４に示されている、フローチャートに基づいてレーンのローカルな分岐判断処理につ
いて説明する。基本的には図１３に示されている右白線のローカルな分岐判断と同様の処
理が行われる。従って、図１３に示されているフローチャートと同様の処理を行うステッ
プについては、図１３のフローチャートの説明を援用して、ここでの説明は省略する。ス
テップＳ４０１及びＳ４０２については、ステップＳ３０１及びＳ３０２の説明と同様で
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ある。
ステップＳ４０４では、ステップＳ４０２にて白線エッジ直線の代表点の算出がされてい
ることが確認されている場合には、右白線左エッジの代表点Ｘ座標ＸＲＬから左白線右エ
ッジの代表点Ｘ座標ＸＬＲの値との差（レーン間距離）ｄＸＬａｎｅ（＝ＸＲＬ－ＸＬＲ
）と、前回のｄＸＬａｎｅの値（ｄＸＬａｎｅ＿Ｏｌｄ）と現在のｄＸＬａｎｅの値との
差ｄｄＸＬａｎｅ（＝ｄＸＬａｎｅ－ｄＸＬａｎｅ＿Ｏｌｄ）を算出する（ステップＳ４
０４）。ｄｄＸＬａｎｅは、ｄＸＬａｎｅの時間差分を表す。
【０１１０】
ｄｄＸＬａｎｅが所定の閾値より大きいかを判断する（ステップＳ４０５）。このような
閾値を設けるのは、単なるレーン幅の変化を分岐と誤認することを防止するため、微少な
変化を検出しないようにするためである。閾値より大きいと判断した場合には（ステップ
Ｓ４０５：Ｙｅｓ）、Ｌａｎｅ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値に１を加える（ステップＳ４０６）
。つまり、Ｌａｎｅ＿Ｃｏｕｎｔｅｒには、レーン幅の増加が検出された回数が記憶され
る。閾値より大きくないと判断した場合には、（ステップＳ４０５：ＮＯ）、Ｌａｎｅ＿
Ｃｏｕｎｔｅｒの値から１を差し引く（ステップＳ４１３）。つまり、所定の閾値より大
きいｄｄＸＬａｎｅが算出される頻度が、所定の閾値より小さいｄｄＸＬａｎｅが算出さ
れる頻度より多い場合には、Ｌａｎｅ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値が増加する構成となっている
。ステップＳ４０４、４０５によって、輪郭線間隔検出手段としての機能が発揮される。
【０１１１】
次に、Ｌａｎｅ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値が所定の閾値より大きいかを判断する（ステップＳ
４０７）。上記により、レーン幅が確実に増加していることを示し、他の要因によるレー
ン幅の変化を排除して、分岐のみを検出することができる。Ｌａｎｅ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの
値が所定の閾値より大きい場合には（ステップＳ４０７：Ｙｅｓ）、ＸＲＬの値が閾値よ
り大きいかを判断する（ステップＳ４０８）。この閾値は、Ｘｍａｘに近い値に設定され
ており、この閾値より大きい場合には（ステップＳ４０８、Ｙｅｓ）、右白線が右側へ移
動して画面から消えていくもの推測することができるのでレ－ン幅が増加し、かつ自車両
は左車線に沿って進行しているものと判断できる。したがってステップＳ４０９でレ－ン
分岐右のロ－カルな分岐判断ありと判断を下す。
【０１１２】
一方、ステップＳ４０８で、ＸＬＲの値が閾値より大きくない場合には（ステップＳ４０
８：Ｎｏ）ＸＬＲの値がもう一つの閾値より小さいかを判断する（ステップＳ４１１）。
ステップＳ４１１の閾値は、０に近い値に設定されており、この閾値より小さい場合には
（ステップＳ４１１：Ｙｅｓ）、左白線が左側へ移動し、画面から消えていくものと推定
できるのでレ－ン幅が増加し、かつ自車両は右車線に沿って進行しているものと判断でき
る。したがってステップＳ４１２でレ－ン分岐左のロ－カルな分岐判断ありと判断を下す
。
【０１１３】
ステップＳ４１１で、ＸＬＲが閾値より大きい場合には、左右の白線がまだ消えていない
ことを意味し、前回のｄＸＬａｎｅの値（ｄＸＬａｎｅ＿Ｏｌｄ）に現在のｄＸＬａｎｅ
の値を入力して（ｄＸＬａｎｅ＿Ｏｌｄ＝ｄＸＬａｎｅ）（ステップＳ４１６）、このフ
ローチャートを終了する。
一方、ステップＳ４０９、Ｓ４１２の後、レーンローカル分岐ありと判断し、次のローカ
ル分岐判断の為に、ｄｄＸＬａｎｅの値と、Ｌａｎｅ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値をクリアして
（ステップＳ４１０）、このフローチャートを終了する。
【０１１４】
一方、ステップＳ４０５で、ｄｄＸＲが閾値より大きくないと判断された場合には（ステ
ップＳ４０５：ＮＯ）、Ｌａｎｅ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値から１が差し引かれた後（ステッ
プＳ４１３）、Ｌａｎｅ＿Ｃｏｕｎｔｅｒが－１に達したかを判断する（ステップＳ４１
４）。達した場合には（ステップＳ４１４：Ｙｅｓ）、Ｌａｎｅ＿Ｃｏｕｎｔｅｒの値を
クリアし（ステップＳ４１５）、前述のステップＳ４１６を実行する。
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ステップＳ４１４で、Ｌａｎｅ＿Ｃｏｕｎｔｅｒが－１に達していない場合には（ステッ
プＳ４１４：ＮＯ）、ステップＳ４１５をスキップして、ステップＳ４１６を実行する。
【０１１５】
次に、最終的な分岐判断について、図１５に示されているフローチャートに基づいて説明
する。まず、既に第１のローカルな分岐判断が設定されているか判断する（ステップＳ５
０１）。設定されていない場合には（ステップＳ５０１：ＮＯ）、図１３又は図１４に示
されているフローチャートにより、いずれかのローカルな分岐判断がなされたかを判断す
る（ステップＳ５０２）。いずれの分岐判断もされていない場合には、これ以上分岐判断
について処理する必要がないので、フローチャートを終了する（ステップＳ５０２：ＮＯ
）。
【０１１６】
ここで図１５のステップＳ５０２の「いずれかのロ－カルな分岐判断あり？」とは、図１
３のステップＳ３０８の「右ロ－カルな分岐判断あり」もしくは図１３と同様であるが説
明を省略した左白線に対する「左ロ－カルな分岐判断あり」、または図１４のステップＳ
４０９もしくはステップＳ４１２の「レ－ン分岐右（左）のロ－カルな分岐判断あり」の
いずれかの出力があるかを検出するものである。
【０１１７】
いずれかのローカルな分岐判断がなされている場合（ステップＳ５０２：Ｙｅｓ）には、
既に第１のローカルな分岐判断が設定されているかを判断する（ステップＳ５０３）。設
定されていない場合には（ステップＳ５０３：ＮＯ）、ステップＳ５０２で検出されたロ
ーカルな分岐判断を第１の分岐判断に設定し（ステップＳ５０５）、タイマーをスタート
させる（ステップＳ５０６）。
【０１１８】
ステップＳ５０３で、第１のローカルな分岐判断が設定されていると判断した場合には（
ステップＳ５０３：Ｙｅｓ）、ステップＳ５０２で検出されたローカルな分岐判断を第２
のローカルな分岐判断として設定し（ステップＳ５０４）、最終的な分岐判断を行う（ス
テップＳ５０７）。
【０１１９】
一方、ステップＳ５０１で、既に第１のローカルな分岐判断が設定されていると判断した
場合には（ステップＳ５０１：Ｙｅｓ）、以前の、本フローチャートの処理で第１のロー
カルな分岐判断がされていることを意味し、ステップＳ５０６でスタートさせたタイマー
が０となったかを判断する（ステップＳ５０８）。タイマーが０となっている場合には（
ステップＳ５０８：Ｙｅｓ）、第１の分岐判断がされてから、一定の時間が経過する間に
第２の分岐判断がなされなかったことを意味する。つまり、第１の分岐判断から所定距離
走行している間に、分岐判断がなされなかったこととなる。この場合、第１のローカルな
分岐判断に基づいて（１つのローカルな分岐判断に基づいて）、最終的な分岐判断を行う
（ステップＳ５０９）。このタイマーの設定時間は、例えば、高速道路のランプウエイ進
入用の進入路が開始される地点から、ランプウエイと本線とが完全に分離する地点までを
、車両が走行するのに必要な時間に設定することができる。従って、このタイマーによる
判断ステップは、時間ではなく、走行距離によって判断する構成とすることもできる。
【０１２０】
ステップＳ５０８で、タイマーが０となっていない場合には（ステップＳ５０８：ＮＯ）
、再度ステップＳ５０２以降の処理を繰り返す。換言すると、タイマーが０となるまでは
、次のローカルな分岐判断がなされるかを監視する。そして、タイマ継続中に第２のロー
カルな分岐判断が下されれば第１のローカルな分岐判断と併せて（２つの分岐判断に基づ
いて）総合的に分岐判断を下すことができる（ステップＳ５０７）。
【０１２１】
ステップＳ５０９と、ステップＳ５０７における最終的な総合分岐判断は、車両が進入し
た分岐の特定を、その判断に対する信頼度を合わせて行うものである。その最終判断の内
容の一例を表１、表２に示す。表１は、ステップＳ５０９における判断で、第１のローカ
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ルな分岐判断に基づき最終判断したものであり、表２は、ステップＳ５０７における判断
で、第１と第２のローカルな分岐判断に基づき総合的に下した最終判断である。予め、表
１及び表２に記載の内容が、メモリに記憶されており、第１の分岐判断、第２の分岐判断
の各内容に応じて、進入路と、信頼度が決定される。つまり、表１及び表２によって、信
頼度判定手段と、進入路判定手段が実施される。
【０１２２】
ここで、この実施形態における走行位置判定手段は、分岐において左右のいずれの経路に
進入したかを判定する。つまり、走行位置とは、分岐路において左右いずれの経路を選択
したかを示すものである。
また、表１及び表２の最終判断の内容は、一例を示すもので、これに限定されるものでは
なく、他のいかなる判断も可能である。
【０１２３】
【表１】

【０１２４】
【表２】
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【０１２５】
車両の各部アクチュエータを制御する制御装置は、上記判断結果に基づいて、制御内容を
調整する。例えば、左右どちらの分岐路へ進入したかが、直ちに認識できるので、進入し
た道路の道路情報を獲得して、その道路状況に応じた車両制御を直ちに開始することがで
きる。また、分岐判断の信頼性も出力されるので、例えば、信頼度が高の場合には、アク
セルＯＦＦのみをきっかけとして、制御実行を開始し、信頼度が中の場合には、アクセル
ＯＦＦがされブレーキＯＮが検出された段階で制御実行を開始する構成とすることができ
る。
【０１２６】
また、運転者がウインカーを点滅させて、進路方向を積極的に示した場合において、その
進路方向と判定した経路が合致するときは、信頼度のランクを上げて、低の場合は中へ、
中の場合は高へ変更する構成としてもよく、あるいは、常に信頼度を高とする構成として
もよい。運転者の意志を優先させ、運転者の意図に沿った車両制御が、より迅速に実現で
きる。この場合には、ウインカーセンサ３４の検出信号は、表示認識装置６０に供給され
る。
【０１２７】
さらに、第１のローカルな分岐判断がなされた段階で、サスペンションの硬さを変化させ
、第２のローカルな分岐判断がなされた段階で、進入した分岐路の道路情報に応じた硬さ
に制御する構成としてもよい。
ステップＳ２０７が終了した後、最後に探索領域の更新が行われる（ステップＳ２０８）
。図７のステップＳ２０８に記した探索領域の更新について説明する。探索領域の更新と
は一旦捕獲した直線をその後追跡するように探索領域の位置を推定した直線に合わせて調
整することである。
【０１２８】
図１６および図１７は左白線についての探索領域の更新のフローチャートを示すものであ
る。図１６は左白線が画面左側へ移動した場合の探索領域の更新のフローチャートを、図
１７は左白線が画面右側へ移動した場合の探索領域の更新のフローチャートを示す。左白
線が左側へ移動する場合とは分岐路を自車が右側道路を選択した場合などで左側の白線が
自車から相対的に離れて行く場合である。また左白線が右側へ移動する場合とは自車両が
左車線へ車線変更する場合である。
ステップＳ６０１では左白線の右エッジ直線の位置が閾値より左に寄ったか否かを判断し
、Ｙｅｓであれば探索領域ＬＲを初期位置に更新する（ステップＳ６０２）。また左白線
の右エッジ直線の位置が閾値よりは右である場合（ステップＳ６０１：Ｎｏ）は推定した
直線の代表点ＸＬＲが探索領域の中央となるように探索領域ＬＲの中央のＸ座標をＸＬＲ
の値に更新する（ステップＳ６０７）。次に左白線の左エッジ直線が閾値以下の場合（ス
テップＳ６０５：Ｙｅｓ）、対応する探索領域ＬＬの位置を右エッジ直線の探索領域ＬＲ
にも合わせる（ステップＳ６０６）。
【０１２９】
これは右エッジ直線が推定できている場合に対応する左エッジ直線もその付近に存在する
可能性が高いからである。また左エッジ直線も閾値より右にある場合（ステップＳ６０５
：Ｎｏ）は右エッジ直線同様に、探索領域ＬＬの中央のＸ座標を推定した左エッジ直線の
代表点ＸＬＬの値に更新する。Ｓ６０２またはＳ６０６によりいずれかの探索領域が大き
く更新された場合には、それまで追跡していた白線とは別の白線を新たに追跡することに
なるので図１３および図１４で説明したように、一旦ロ－カルな分岐判断が下された場合
にそのロ－カルな分岐判断処理を一時的に中断するがこれを解除するために左白線ロ－カ
ル分岐判断処理およびレ－ンロ－カル分岐判断処理を行うフラグを各々イネ－ブルとする
（ステップＳ６０３およびＳ６０４）。
【０１３０】
図１７は左白線が画面右側へ移動した場合の探索領域の更新のフローチャートである。ス
テップＳ７０１では左白線の左エッジ直線の位置が閾値より右に寄ったか否かを判断し、
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Ｙｅｓであれば探索領域ＬＬを初期位置に更新する（ステップＳ７０２）。また左白線の
左エッジ直線の位置が閾値よりは左である場合（ステップＳ６０１：Ｎｏ）は推定した直
線の代表点ＸＬＬが探索領域の中央となるように探索領域ＬＬの中央のＸ座標をＸＬＬの
値に更新する（ステップＳ７０７）。次に左白線の右エッジ直線が閾値以上の場合（ステ
ップＳ７０５：Ｙｅｓ）、対応する探索領域ＬＲの位置を左エッジ直線の探索領域ＬＬに
合わせる（ステップＳ７０６）。
【０１３１】
これは左エッジ直線が推定できている場合に対応する右エッジ直線もその付近に存在する
可能性が高いからである。また右エッジ直線も閾値より左にある場合（ステップＳ７０５
：Ｎｏ）は左エッジ直線と同様に、探索領域ＬＲの中央のＸ座標を推定した右エッジ直線
の代表点ＸＬＲの値に更新する。Ｓ７０２またはＳ７０６によりいずれかの探索領域が大
きく更新された場合には、図１６と同様に左白線ロ－カル分岐判断処理およびレ－ンロ－
カル分岐判断処理を行うフラグを各々イネ－ブルとする（ステップＳ７０３およびＳ７０
４）。上記図１６および図１７で説明した処理は、説明を簡便にするために独立した処理
として記述したが必ずしも独立に行う必要はなく、一つの処理の中で左白線が画面上右へ
移動したか左へ移動したかを判断し、探索領域を更新するように構成してもよい。また右
白線についても同様である。以上により白線の分岐認識が安定してかつ信頼度とともに認
識できる。
【０１３２】
なお、分岐の総合判断において信頼度をより高めるために例えばナビゲーションに搭載さ
れているジャイロセンサを用い、例えば車両が交差点などで９０度回転した場合には分岐
探索をリセットする、またナビゲーションのジャイロセンサまたは車両のヨーレートセン
サまたはステアリング角センサなどの情報を併用して車両がどちらの方向へ転換したかの
情報を加えて分岐判断及び信頼度を詳細に区分してもよい。
【０１３３】
次に、ステップＳ２０７の分岐判断に基づいて行われる変速比制御について説明する。ナ
ビゲーション処理部１１は、予定走行径路上の道路情報に基づいて減速要求度を算定し、
該減速要求度と現在車速に応じた変速比の上限値を決定し、Ａ/Ｔ ＥＣＵ５２へ供給する
。解除手段は、表示線認識装置６０の分岐判断によって、当初検出されていた予定走行径
路と異なる経路を選択した旨が供給されると、当初取得していた予定走行径路上の道路情
報に基づいて決定されていた上限値をクリアする。そして、開始手段が、選択された径路
上の道路情報を取得して、新たに変速比の上限値を決定し、変速比制御を開始する。
【０１３４】
上記は変速比制御を例に挙げて説明したが、他の車両制御についても、同様であり、具体
的には、エンジン制御装置５１によるエンジン出力の制御、四輪駆動制御装置５３による
油圧クラッチの制御、ブレーキ制御装置５４によるブレーキ液圧の制御、サスペンション
制御装置５５によるサスペンションの減衰力の制御、回生制動制御装置５６による回生量
の制御についても同様に制御対象とすることができる。
【０１３５】
なお、補正手段は、分岐判断の信頼度に応じて、制御開始手段による制御開始を行うタイ
ミングを変更する。例えば、信頼度が高である場合には、減速の積極的な意志表示があま
り高くないアクセルオンからオフへの減速操作をきっかけとして制御を開始する。また、
信頼度が中である場合には、減速の積極的な意志表示が高いブレーキのオフからオンへの
減速操作をきっかけとして制御を開始する。さらに、信頼度が低である場合には、ブレー
キのオフからオンへの減速操作があり、かつ、減速要求度が高い場合に制御を開始する。
このように、制御開始時期に余裕を持たすことにより、分岐判断が違っていた場合にも、
制御内容を変更する余裕ができ、走行径路の変化に迅速に対応した車両制御が可能となる
。
さらに、第１のローカルな分岐判断がなされた段階で、サスペンションの硬さを多少変化
させ、第２のローカルな分岐判断がなされた段階で、進入した分岐路の道路情報に応じた
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硬さに制御する構成としてもよい。
【０１３６】
次に、第２実施形態の構成と作用について説明する。第２実施形態における構成は、第１
実施形態の構成と同様であるため、その説明を援用し、構成の詳しい説明は省略する。表
示認識装置６０の作用など異なる部分について説明する。
最初に、表示線認識装置６０における処理について説明する。この第２実施形態では、道
路の分岐を認識する。
【０１３７】
まず、表示線認識装置６０は、第１実施形態で説明した手法によって、撮影画面における
各探索領域ＬＬ、ＬＲ、ＲＬ、ＲＲの直線代表点をそれぞれ特定する。　ここで、各探索
領域の高さは、探索領域を道路上に投影した時に高速道路の車線区別用の破線の長さより
も短くなるように設定する。具体的には探索領域の幅は高さと同程度の幅とする。
【０１３８】
次に左右側白線の左右のエッジ代表点の差（＝XLR－XLL：左側白線の場合）、つまり左白
線の幅が所定範囲内であるかを判断する。
この、各白線の代表点の抽出が終了した後、「分岐判断（分岐における進行方向の判断）
」、「走行車線位置の判断」及び「車線変更の判断」が行われる。例えば、分岐判断では
、第１実施形態における判断のように、左右各々の白線の幅、及び自車走行レーンの幅の
いづれかが時間の経過とともに増加していくことを検出し、分岐判断をおこなう。これを
ローカルな判断と呼ぶ。このいずれかのローカルな判断が検出された後（これを最初に検
出した判断という意味で、以下「第１のローカルな判断」と称する）、所定時間内に新た
な（２回目の）ローカルな判断（以下「第２のローカルな判断」と呼ぶ）が検出された場
合に第１と第２のローカルな判断の組み合わせで最終的な判断を行うことで信頼度の高い
判断が可能となる。つまり、分岐判断、走行車線位置の判断、車線変更の判断の各判断の
信頼度を高くすることができる。また、この分岐判断、走行車線位置の判断、車線変更の
判断のそれぞれにおいて、第２のローカルな判断が検出されない場合は、低信頼度として
第１のローカルな判断を最終的な判断とする。上記により、各判断を判断の信頼度（確定
度合）とともに出力することができる。なお、この第２実施形態では、分岐判断をおこな
う場合について説明する。
【０１３９】
また、右白線の場合も同様に、左白線の場合と同様の手法で、右白線の左エッジ直線の代
表点をXRLと、右白線の右エッジ直線の代表点XRRを算出し、前記エッジ代表点の差（XRR
－XRL）、つまり、右白線の幅が所定の範囲内であるかを判断する。
【０１４０】
前記（XRR－XRL）が所定範囲内であれば、抽出したエッジ直線は白線を検出していると判
断する。また（XRR－XRL）が所定範囲外であれば、抽出したエッジ直線は白線以外のエッ
ジ直線を検出しているとして白線は抽出できていないと判断する。上記処理は左右の白線
について実行される。
【０１４１】
この左右の白線の抽出の確認後、レーン間の距離として（XRL－XLR）を算出する。次に、
図１８のフローチャートに基づき、上記白線判断の結果を用いて、走行している道路が分
岐しているか否かの判断（以下「分岐判断」と呼ぶ）の詳細について説明する。
この「分岐判断」では、前記左白線の幅、右白線の幅、レーン間距離の関係に応じて分岐
しているかどうか、また車両が分岐のどちらの方向に進行しようとしているのか及びその
信頼度（確定度合）を判断している。
【０１４２】
最初に、ナビゲーションシステム装置１０から交差点フラグ有りが供給されたかを判断す
る（ステップS２１００）。つまり、ナビゲーションシステム装置１０の道路データに基
づき、自車位置の前方の道路に交差点フラグが有るか否か、またある場合には、自車位置
がその交差点フラグの有るノードにある所定距離以内に近づいたかどうかを判断する。交
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【０１４３】
交差点フラグが有りで所定距離内に近づいた場合（ステップＳ２１００：Ｙ)、次のステ
ップの判断（ステップS２１０１）に進む。この実施形態では、ナビゲーションシステム
装置１０から道路データ（交差点フラグ）を得ているが、このステップはなくてもよい。
この処理を設けると、交差点フラグを確認することで、分岐認識をする位置が明確となり
、分岐でない個所を分岐と判断する可能性がより低くなり、分岐判断の確実性が向上する
。
【０１４４】
上記ステップＳ２１００は、分岐位置に関する情報を白線認識装置以外の手段によって取
得することで、つまり、ナビゲーションシステム装置１０の保有する道路データから取得
することによって、分岐位置の判断をさらに確実とすることができる。
【０１４５】
次に、条件１として、車線幅は増加しているかを判断する（ステップＳ２１０１）。つま
り、交差点フラグの入力があってから、所定時間内において、前記レーン間の距離〈以下
「車線幅」という〉（XRL－XLR）の増加があったか否かを判断する。増加があった場合（
ステップＳ２１０１：Ｙ）、次のステップＳ２１０２の処理に進み、増加がない場合（ス
テップＳ２１０１：Ｎ）、ステップＳ２１０３の判断に進む。
【０１４６】
ステップＳ２１０２では、条件１の成立を第１の分岐判断として記憶する。つまり、車線
幅増加（条件１）を第１のローカルな判断として記憶する。
ステップＳ２１０３では、条件２として右白線の幅（XRR－XRL）は増加しているかを判断
する（ステップＳ２１０３）。増加があった場合（ステップＳ２１０３：Ｙ）、ステップ
Ｓ２１０５の判断に進み、増加がない場合（ステップＳ２１０３：Ｎ）、ステップＳ２１
０４の判断に進む。
【０１４７】
ステップＳ２１０４では、条件３として左白線の幅（XLR－XLL）は増加しているかを判断
する（ステップＳ２１０４）。増加があった場合（ステップＳ２１０４：Ｙ）、過去の条
件成立の状態を確認するため、ステップＳ２１０５の判断に進み、増加がない場合（ステ
ップＳ２１０４：Ｎ）、同様に過去の条件成立の状態を確認するためステップＳ２１０７
の判断に進む。
【０１４８】
ステップＳ２１０５では、過去所定時間内に条件１、２、３のいずれかが成立していたか
を判断する（ステップＳ２１０５）。条件のいずれかが成立していた場合（ステップＳ２
１０５：Ｙ）、最終的な分岐判断を行うためステップＳ２１０６へ進む。いずれも成立し
ていない場合（ステップＳ２１０５：Ｎ）、ステップＳ２１０８の判断に進む。
【０１４９】
ステップＳ２１０６は、第１、第２のローカルな判断を基に最終的な分岐判断を行うステ
ップである。ステップＳ２１０２又はＳ２１０８ですでに第１のローカルな判断がなされ
ている場合、条件２又は条件３が第２のローカルな判断となる。
【０１５０】
【表３】



(25) JP 4329088 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

【０１５１】
表３を参照して、第１のローカルな判断と第２のローカルな判断の組み合わせにより、車
両が進行しようとしている走行路を判断する。例えば、表３中の分岐有２と記載されてい
る箇所が、ここでの走行路の判断結果となる。尚分岐有２と判断された場合、その判断結
果の信頼度は高（判断された経路について、その経路を通過する確定度合が高い）として
、通常の車両制御が行われる。
ステップＳ２１０７では、過去に条件１、２、３のいずれかが成立し、かつ条件成立後、
所定時間経過したかが判断される。
【０１５２】
条件１、２、３のいずれかの条件が成立していた場合（ステップＳ２１０７：Ｙ）、ステ
ップＳ２１０９の判断へ進む。いずれも成立していない場合（ステップＳ２１０７：Ｎ）
、リターンされる。
ステップＳ２１０８では、成立した条件を第１の分岐判断として記憶する。また、ステッ
プＳ２１０９は、第１、第２のローカルな判断を基に最終的な分岐判断を行うステップで
ある。ここでは、第２のローカルな判断が検出できなかった場合である。表３を参照して
、第１のローカルな判断と第２のローカルな判断の組み合わせにより、車両が進行しよう
としている走行路を判断する、なお、表中の分岐有１と記載されている箇所が、ここでの
走行路の判断結果となる。尚分岐有１と判断された場合、その判断結果の信頼度は低（判
断された経路について、その経路を通過する確定度合が低い）として、後述する車両制御
のレベルが限定される。
【０１５３】
次に、上記「分岐判断」の結果を、自動変速機（以下「Ａ／Ｔ」という）の制御に用いた
例を示す。本第２実施態様のＡ／Ｔは、ナビゲーションシステム装置１０からの指令に基
づき変更可能な変速段の範囲が規制される構成となっている（以下「協調制御」と呼ぶ）
。例えば、変速制御装置によって４速が決定されていても、ナビゲーション処理部１１に
より上限値が３速に規制されている時は、変速制御装置からの駆動信号は、１速～３速ま
での範囲内でしか出力されない。そして、機構部の変速比を設定するアクチュエータに対
して、その範囲内で駆動信号が出力される。
【０１５４】
図１９に基づいて、上記「協調制御」の判断を説明する。この判断は、上記「分岐判断」
の結果（信頼度含む）に基づき、「協調制御」の許可のレベルを決定するものである。
ナビゲーション処理部１１は、表示認識装置６０より入力された「分岐判断」の結果が分
岐有２かどうかを判断する（ステップＳ２２０１）。この分岐有２の場合（ステップS２
２０１：Ｙ）、ステップＳ２２０３の処理へ進む。この場合、判断に対する信頼度が高い
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ので、ドライバーの減速意思表示が比較的低いレベルでも、変速段の制御が許可される。
【０１５５】
分岐有２でない場合（ステップS２２０１：Ｎ）、ステップＳ２２０２の判断に進む。ス
テップＳ２２０２では、ナビゲーション処理部１１は、表示認識装置６０より入力された
「分岐判断」の結果が分岐有１かどうかを判断する。
この分岐有１の場合（ステップＳ２２０２：Ｙ）、ステップＳ２２０４の処理へ進む。こ
の場合、信頼度（経路通過の確定度合）が少し低いので、ドライバーの減速意思表示が少
し強くならないと制御は許可されない。
分岐有１でない場合（ステップＳ２２０２：Ｎ）、ステップＳ２２０５の処理へ進む。
【０１５６】
ステップＳ２２０３では、分岐有２であり、経路の判断の信頼度（経路通過の確定度合）
が高いので、経路の進行方向の判断は「経路確定」と判断して、表４に示す様に、協調制
御許可レベルを４とする。
【０１５７】
【表４】

【０１５８】
ステップＳ２２０４では、分岐有１であり、経路の判断の信頼度が低いので、経路の進行
方向の判断は「可能性大」と判断して、表４に示す様に、協調制御許可レベルを３とする
。
ステップＳ２２０５では、経路の判断が不明なので、経路の進行方向の判断は「不明」と
判断して、表４に示す様に、協調制御許可レベルを２とする。
【０１５９】
ステップＳ２２０６では、分岐方向に対する協調制御判断を行う。「協調制御」判断では
、まず現在位置より前方に存在する道路データ（ノード及びリンクデータ）を取得し、分
岐があった場合には、予め定められた範囲内で、その分岐後の各経路の道路データも取得
する。取得したノードＮ１～Ｎｎから、現在地から各ノードまでの距離Ｌ１～Ｌｎを算出
し、また、各ノードＮ１～Ｎｎのノード半径ｒ１～ｒｎ等により各ノードＮｎ位置を通過
する際に推奨される車速（ノードスピード）Ｖ１～Ｖｎ（推奨走行速度）を各ノード毎に
算出し、既述の図５に示されているマップに基づき、各ノードＮ１～Ｎｎ毎の減速要求度
Ｇｎｎを求め、最終的に最も減速要求度Ｇｎｎの高いものを、減速要求度Ｇｎとして決定
する。
【０１６０】
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次に、入力された分岐路の方向に対して、協調制御の判断を行う。すなわち、「分岐判断
」により判断された進行方向に対する、上記減速要求度Ｇｎを採用する。
例えば「分岐判断」により進行方向が左方向と判断された場合は、左方向に分岐する道路
データに対応した減速要求度Ｇｎを選択する。また入力された協調制御許可レベル４～２
に応じて、表４に示す様に、許可されるイベント（運転者の所定の操作の有無、操作の開
始の有無、又は操作状態の変化を示す）を決定する。
例えば、経路確定の旨であるレベル４の場合は、使用イベントとしてアクセルのオン→オ
フ、ブレーキオン→オフ、ブレーキオン状態でかつ車両減速度の確認、を用いる。
【０１６１】
同様に、経路可能性大の旨であるレベル３の場合は、レベル４と比較して制御を限定する
ために、使用イベントとしてブレーキオフ→オン、ブレーキオン状態でかつ車両減速度の
確認、を用いる。つまり、アクセルイベントは使用されない。
このように、経路の判断の信頼度に応じて変速段制御の程度を変更することができる。
そしてナビゲーション処理部１１は、決定された使用イベント、及び減速要求度を所定の
フォーマットに変換し、Ａ／Ｔ ＥＣＵ５２へ送信する。
【０１６２】
Ａ／Ｔ ＥＣＵ５２は、受信した後、運転者の操作による所定のイベントが検出された場
合には、図２０の表に示す様に、減速要求度Ｇｎに応じた最適変速段を算出し、所定の運
転者操作（イベント）に基づき変速段の上限を規制する。
また、経路不明時（協調制御許可レベル２の時）は、ナビゲーション装置により目的地ま
での案内経路が決定されている時は、その案内経路の道路データに従って、他方案内経路
が決定していない時は、道なり方向の道路データに従って、変速段の規制制御を行う。以
上のように、走行制御手段としての機能が発揮される。
ここでいう道なりとは、自車が走行している道路と道路種別、属性が同じ道路である。こ
の道なりを示すデータとしては、ナビゲーション装置の道路データに案内不要道路として
入力されている。
【０１６３】
また、この上記白線認識装置における「分岐判断」における実際の走行の様子を、図２１
を用いて模式的に説明する。
図２１は、高速道路において本線から左に分岐が延びている様子を示す平面図である。
以下、自車両２が領域Ａを走行している時には、左白線の幅が増加し、第１のローカルな
判断として第１の分岐判断が行われる。その後車両が直進して所定時間経過（又は所定距
離走行）すると、領域Ｂに差し掛かり、左白線の幅が増加する。この増加によって、第２
のローカルな判断として第２の分岐判断が行われる。そして、第１及び第２のローカルな
判断の結果、車両は右方向（分岐有２）に進むと判断される。
【０１６４】
次に第３実施形態について説明する。この第３実施形態は、左右の白線の幅の広がりをそ
れぞれ検出して、自車が分岐（高速道路等）のどちらに進むのかを判断する「分岐判断」
と、白線か否かの判断が所定の周期時間において特定の周期を持っている事を検証し、特
定の周期を持っている場合に、その白線は破線であると判断する「走行車線位置判断」と
、前記探索領域の移動を検出することにより、車両がどちらの車線に車線変更したかを判
断する「車線変更判断」と、ナビゲーション装置の位置情報とに応じて、総合的に車両が
進行する方向を判断することを特徴としている。
【０１６５】
この第３の実施形態における構成および「分岐判断」については、第１の実施形態と構成
作用がおなじであるため、第１実施形態の説明を援用し、ここでの説明は省略する。ここ
では、上記「走行車線位置判断」と「車線変更判断」の原理について説明する。
「走行車線位置判断」について、特に図示しないが、白線を判別し車線の位置を検出する
態様を以下に説明する。白線か否かの判別が所定の周期時間において特定の周期を持って
いる事を検証し、ある周期時間の間に、白線が検出されたと判断された場合、検出された
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回数から、白線の検出の周期性を判断する。この周期性から検出された白線が、実線の白
線なのか、もしくは破線の白線なのか、もしくは白線として検出できなかったのかを判別
する。この周期性は、車速に応じて破線と判断する周期の閾値を変更することができる。
車速が速ければ、周期は短くなる傾向となり、遅ければ周期が長くなる傾向となる。
【０１６６】
この判定を、左右の白線各々について行う。ここでも前述したとうりに、白線の検出の周
期性から実線、破線、未検出の判断を行なうが、これを第１のローカルな判断と呼ぶ。
ここで、いずれかのローカルな判断が検出された後、所定時間内に新たなローカルな判断
が検出された場合に、それを第２のローカルな判断とする。
上記白線判別の結果に応じて、走行車線の判別を行う。例えば、自車両の右側白線が破線
であり、かつ左白線が実線と判断された場合に、自車両の走行車線は路側に近い車線であ
る。また左白線が破線であり、かつ右白線が実線と判断された場合に、自車両の走行車線
は、中央分離帯に近い車線である。また、左右の白線がともに実線であると判断された場
合には、自車両の走行車線は１車線道路を走行中である。
【０１６７】
また左右の白線がともに破線であると判断された場合には自車両は少なくとも３車線以上
ある道路における路側近く及び中央分離帯近くの車線以外を走行中であると判断する。す
なわち上記の走行車線の判別が、第１、２のローカルな判断として出力される。また上記
判断は一例であり、他の判断も可能である。
【０１６８】
次に、「車線変更判断」について説明する。また図２２に基づき車線変更を検出する様子
を説明する。図示するように、自車が左から右へ車線変更する場合を例にとる。自車が左
側へ車線変更する際、自車左側の破線を検出している探索領域ＬＬ及びＬＲは画像中央へ
移動し、同時に自車の右側の車線を検出している探索領域ＲＬ及びＲＲは画面左側へ移動
する。この時、探索領域ＬＬ及びＬＲは新たな左側の車線を検出するために、また探索領
域ＲＬ及びＲＲも画面右側へ達した場合に新たな右側車線を検出すべく初期位置へ変更さ
れる。
【０１６９】
他方、右側への車線変更の場合は右側車線検出用の探索領域ＲＬ及びＲＲが画像中央に達
した時に右への車線変更と判断する。この場合も前述と同様に、探索領域ＬＬ,ＬＲ及び
ＲＬ,ＲＲの画像中央へ達した瞬間の検出を行うが、これを第１のローカルな判断と呼ぶ
。ここでいずれかのローカルな判断が検出された後、所定時間内に新たなローカルな判断
が検出された場合にそれを第２のローカルな判断とする。すなわち、上記の車線変更の判
別が、第１、２のローカルな判断として出力される。
【０１７０】
上記原理を用いて、下記に第３実施態様の具体的な作用を示す。この態様では、図１に示
すデータ記憶部１２に格納されている道路データを総合的な判断の一部に用いている。
全体的な流れを、図２３に基づいて説明する。ナビゲーションシステム装置１０に格納さ
れている情報を取得する（ステップＳ３０１０）。具体的には、時刻、現在位置、現在位
置に対応した前方のノード及びリンクの情報、距離情報、交差点（又は分岐点）の情報（
位置、分岐番号、分岐数等）を取得する。その他のデータとして、車線数、分岐路方向（
分岐角度等）を取得してもよい。
【０１７１】
次に、白線認識および判断が行われる（ステップＳ３０３０）。この白線判断は、道路の
白線を検出して、車線の何処を走行しているのか、また分岐がある場合にどちらの道路を
選択するのか、また車線変更しているのか判断する。この分岐の判断については、図２４
～図２９を用いて説明する。
まず、図２４にて、この白線認識・判断の全体的な流れを説明する。
車両前方の画像を取り込んで所定のアルゴリズムにより白線状態等を判断し、上記「分岐
判断」「走行車線位置判断」「車線変更の判断」を行う（ステップＳ３３０１）。
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【０１７２】
車両が分岐のどちらを選択しているのか、車線のどこを走行しているのか等の走行状態を
判断し（ステップＳ３３０３）、走行イベントを分析し（ステップＳ３３０５）、走行方
向を認識する（ステップＳ３３０７）。
【０１７３】
次に、上記ステップＳ３３０３の走行状態判断処理について、図２５に基づき説明する。
走行車線位置判断を行う（ステップＳ３０３１）。ステップＳ３３０１の「走行車線位置
判断」の結果により、自車線がどの車線を走行しているのかを判断し、それが第１のロー
カル判断、第２のローカル判断のいずれで判別されたかを判断する。
【０１７４】
これにより、左車線／右車線／中央車線のいずれかが判別できた場合には、図２６に示さ
れる走行状態分析シートの対応する項目の箇所にフラグを立てる。またその発生時刻と発
生地点の位置を記録する。ここで、発生地点は、絶対位置（緯度、経度）で記録される。
図２６は、第１のローカルな判断として、前提条件イベント１とされる条件は、右車線、
左車線等の走行車線位置、所定時間以内前に車線変更していること、車線幅または白線幅
が増加したこと、現在地検出手段から得られた自車位置と、データ記憶部１２に格納され
ている道路データに基づいて、分岐ポイントの周辺地域に位置することのいずれかが挙げ
られている。
【０１７５】
また、第２のローカルな判断として、確定条件イベント２とされる条件は、車線変更等の
走行位置の変化があること、右車線、左車線等の走行車線位置、所定時間イベントがない
こと、車線幅または白線幅が増加したことなどがあげられる。このほか、ウインカーセン
サ３４によってウインカーの点灯（具体的に、運転者が車線変更や分岐進入を意志表示す
る行為）の検出も前提条件イベント１または確定条件イベント２に加えてもよい。また、
このような意志表示の検出によって、信頼度が高い側へ補正する構成としてもよい。
【０１７６】
次に、走行車線変更判断を行う（ステップＳ３０３３）。ステップＳ３０３３の「車線変
更判断」の結果により、自車両が走行車線を変更したかどうかを判断し、それが第１のロ
ーカル判断、第２のローカル判断のいずれで判別されたか判断する。
これにより、左右への移動のいずれかが判別された場合には、走行状態分析シートの対応
する項目の箇所にフラグを立てる。またその発生時刻と発生地点の位置を記録する。ここ
で、発生地点は、絶対位置（緯度、経度）で記録される。
【０１７７】
次に、白線幅分析を行う（ステップＳ３０３５）。ステップＳ３３０１の結果により、検
出された左右いずれかの白線の幅が広がったか否かを判断し、それが第１のローカル判断
、第２のローカル判断のいずれで判別されたか判断する。
これにより、左白線幅の増加もしくは右白線幅の増加のいずれかが判別された場合には、
図２６の走行状態分析シートの対応する項目の箇所にフラグを立てる。またその発生時刻
と発生地点の位置を記録する。
【０１７８】
車線幅分析を行う（ステップＳ３０３７）。ステップＳ３３０１の「分岐判断」結果によ
り、検出された左右それぞれの白線の幅（左右白線の内側で示される領域、即ち、車線幅
）が広がったか否かを判断し、それが第１のローカル判断、第２のローカル判断のいずれ
で判別されたか判断する。
これにより、車線幅が増加しているか否かが判別され、増加と判別された場合には、図２
６の走行状態分析シートの対応する項目の箇所にフラグを立てる。またその発生時刻と発
生地点の位置を記録する。
【０１７９】
分岐進入判断を行う（ステップＳ３０３９）。ステップＳ３０１０にて入力された、自車
の現在地及び分岐の位置情報に基づき、自車が分岐から所定距離（又は所定範囲）内に進
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入したか否かを判断する。これにより、分岐から所定距離内への進入が判断された場合に
は、走行状態分析シートの対応する項目の箇所にフラグを立てる。
また、上記フラグは、フラグが立ってから所定時間以上経った場合（若しくは、所定時間
以上走行した場合）、得られた情報は古いものとし消去するため、フラグを消すように構
成される。
またその発生時刻と発生地点の位置を記録する。
【０１８０】
次に、上記ステップＳ３３０３の後、走行イベント分析処理を行う（ステップＳ３３０５
）。
これは、分岐路通過以前より、走行車線の位置等から車両の進行方向をできるかぎり適切
に判断するために行われる。前記走行状態シートの各項目について、第１のローカルな判
断（図２６中、前提条件イベント１）及び第２のローカルな判断（図２６中、前提条件イ
ベント２）が発生したか否かを判断するため、フラグが立っている箇所を走行イベントの
分析を行うことにより特定する。
【０１８１】
これを図２７および図２８に示されているフローチャートを用いて説明する。
最初に、インデックスｉに１を入力する（ステップＳ３０５１）。次に、インデックスｊ
に１を入れる（ステップＳ３０５２）。
図２６の走行状態イベントの番号ｉが前提条件イベント１の番号 j と一致するか否かを
判断する（ステップＳ３０５３）。一致する場合（ステップＳ３０５３：Ｙ）、ステップ
Ｓ３０５４の判断に進む。一致しない場合（ステップＳ３０５３：Ｎ)、常に分析処理を
全部実施するため、ステップＳ３０５６の判断に進む。
【０１８２】
ステップＳ３０５４では、前提条件イベント１j 番目発生フラグがオフか判断する。オフ
の場合（ステップＳ３０５４：Ｙ）、ステップＳ３０５５の処理に進む。オンの場合（S3
054 ,No）、S3056の判断に進む。
ステップＳ３０５５では、前提条件イベント1ｊ番目の発生フラグをオン、発生した時刻
、及び地点の位置を記憶する。
次に、ステップＳ３０５６で、イベント１の項目が最後までチェックが終了したかを確認
する。つまり、ｊ＝ｊｍａｘか判断する。終了した場合には（ステップＳ３０５６：Ｙ）
、ステップＳ３０５８へ進む。終了していない場合には、ステップＳ３０５７へ進む。
ステップＳ３０５７では、インデックス j に１を加え、ステップＳ３０５３から処理を
繰り返す。
【０１８３】
ステップＳ３０５８では、走行状態イベントiの項目が最後まで終了したかを判断する。
終了した場合（ステップＳ３０５８：Ｙ）、ステップＳ３０６０にの処理へ進む。終了し
ていない場合（ステップＳ３０５８：Ｎ）、ステップＳ３０５９の処理に進む。ステップ
Ｓ３０５９では、インデックス ｉ に１を加え、ステップＳ３０５２から処理を繰り返す
。
【０１８４】
ステップＳ３０６０では、インデックス i に１を入れ、確定条件イベント２の判断が開
始される。次に、インデックス ｊ に１を入れる（ステップＳ３０６１）。そして、前提
条件イベント１j 番目発生フラグがオンか判断する（Ｓ３０６２）。
発生フラグがオンの場合（ステップＳ３０６２：Ｙ）、同じ項目の確定条件イベント２の
状態を判断するためステップＳ３０６３に進む。発生フラグがオンでない場合（ステップ
Ｓ３０２：Ｎ）、次の項目の前提条件イベント1を判断するためステップＳ３０６６の判
断に進む。
【０１８５】
ステップＳ３０６３では、確定条件イベント２j 番目発生フラグがオフか判断する。オフ
になっている場合（ステップＳ３０６３：Ｙ）、走行状態の項目と検出された確定条件イ
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ベント２が適合するか判断するためステップＳ３０６４の判断に進む。
オフになっていない場合（ステップＳ３０６３：Ｎ）、次の項目のイベント1を判断する
ためステップＳ３０６６の判断に進む。
【０１８６】
ステップＳ３０６４では、図２６の走行状態イベントの番号 i がイベント２の番号 j と
一致するか否かを判断する。一致する場合（ステップＳ３０６４：Ｙ）、ステップＳ３０
６５の判断に進む。一致しない場合（ステップＳ３０６４：Ｎ)、ステップＳ３０６６の
判断に進む。
ステップＳ３０６５の処理では、発生フラグをオン、発生した時刻、及び地点の位置を記
憶する。
【０１８７】
ステップＳ３０６６では、確定条件イベント２の項目が最後まで終了したかを判断する。
終了した場合（ステップＳ３０６６：Ｙ）、ステップＳ３０６８の判断に進む。終了して
いない場合には、ステップＳ３０６７の処理に進む。
ステップＳ３０６７では、インデックス j に１を加える。ステップＳ３０６８では、走
行状態イベントiの項目が最後まで終了したかを判断する。終了した場合（ステップＳ３
０６８：Ｙ）、リターンされる。終了していない場合には（ステップＳ３０６８：Ｎ）、
ステップＳ３０６９の処理に進む。
【０１８８】
ステップＳ３０６９では、インデックス i に１を加える。
上記走行イベント判断により、各走行状態に対応する前提条件イベント１（第１のローカ
ルな判断）および確定条件イベント２（第２のローカルな判断）の両方の状態があったか
どうか確認する。
【０１８９】
次に、上記ステップS307の分岐路進行方向認識について図２９を用いて説明する。
前記走行状態シートの各項目について、走行方向の推測を行う。
これは前記走行状態シートの各項目について、確認されたフラグの状態により、『分岐左
、道なり、分岐右』の項目に関してポイント化を行う。
【０１９０】
そしてこのポイント化されたものを、累積する。即ち、分岐左はXポイント、道なりはYポ
イント、分岐右はZポイントの用にポイント化され、このX、Y、Zの大小により最終的な分
岐の判断が行われる（ポイントが一番大きいのを、車両が進む分岐の方向として特定する
、即ち方向として分岐左、道なり、分岐右のそれぞれの可能性のレベルが決定されること
になる）。
【０１９１】
以下図２９のフローチャートを説明する。インデックスｉに１を入れる（ステップＳ３０
７１）。次に、前提条件イベント１Iの発生フラグがオンで、かつ確定条件イベント２ｉ
発生フラグがオンか判断する（ステップＳ３０７２）。両方のフラグがオンの場合（ステ
ップＳ３０７２：Ｙ）、分岐進行方向を認識する必要があるとして、ステップＳ３０７３
の処理へ進む。両方のフラグがオンでない場合（ステップＳ３０７２：Ｎ）、項目がすべ
て確認されたかどうかを判断するためステップＳ３０７４に進む。
【０１９２】
ステップＳ３０７３では、獲得ポイント分岐左 ｉに獲得時設定ポイント分岐左 ｉを入力
し、獲得ポイント道なり ｉに、獲得時設定ポイント分岐左道なりｉを入力し、獲得ポイ
ント分岐右 ｉに獲得時設定ポイント分岐右 ｉを入力する。つまり、前提条件イベント１
（第１のローカルな判断）及び確定条件イベント２でのフラグの状態に対応したポイント
数を各インデックスに入れて、記憶する。
次に、ステップＳ３０７４では、最後の項目まで終了したか判断する。終了した場合（ス
テップＳ３０７４：Ｙ）、ステップＳ３０７６の処理に進む。終了していない場合（ステ
ップＳ３０７４：Ｎ）、ステップS３０７５に進み、インデックスに１追加して次の項目
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に対して同様の操作を繰り返す。
【０１９３】
ステップＳ３０７６では、分岐左ポイントにΣ獲得ポイント分岐左 ｉを入力し、分岐道
なりポイントにΣ獲得ポイント道なりｉを入力し、分岐右ポイントにΣ獲得ポイント分岐
右 ｉを入力し、ステップＳ３０７３で記憶されたポイントを、上記各項目毎の累積を演
算する。
【０１９４】
次に、ステップＳ３０７７で、累積されたポイント数に応じて、各経路に対する走行可能
性を表５に基づき判断する。
【０１９５】
【表５】

【０１９６】
ここで、経路の確定度合が決定される。獲得ポイントＰが設定値Ｐ１以上ある場合、経路
確定の旨を示すレベル4を設定する。獲得ポイントＰは経路の確定度合を示す指示値であ
り、設定値Ｐ１～Ｐ３は確定度合の内容を判定する閾値である。
同様に、表５を参照して可能性が高い順にレベル３～レベル１が設定される。
以上が白線判断サブルーチンの内容である。このような白線判断が行われた後、図２３の
ステップＳ３０５０に戻って、Ａ/Ｔ協調制御判断が行われる。
【０１９７】
ステップＳ３０５０では、各経路に対するA/T協調制御の制御量及び使用イベントを特定
するとともに、最適の変速段を設定する。詳細な説明を図３０～図３１を用いて行う。図
３０に分岐判断に対応したＡ／Ｔ協調制御のフローを示す。まず、分岐左の道路に対応す
る最適変速段の判断を行い（ステップＳ３５０１）、同様に分岐右の道路に対応する最適
変速段の判断を行い（ステップＳ３５０３）、同様に分岐道なりの判断に対応する最適変
速段の判断を行い（ステップＳ３５０５）、ステップＳ３５０１からＳ３５０５の各判断
結果を比較して、最小値を選択する（ステップＳ３５０７）。
【０１９８】
図３１に分岐左の場合（ステップＳ３５０１）の判断のフローを示す。
ステップＳ３５０３及びＳ３５０５の判断に関しては、以下に説明するフローチャートと
同様なので、説明は省略する。
最初に分岐方向の協調制御判断を行う（ステップＳ５０１１）。分岐方向（この場合、左
方向）のノードデータから、各ノード毎までの距離Ｌｎを求め、また各ノードＮ１～Ｎｎ
毎のノード半径ｒ１～ｒｎ等より各ノード位置を通過する際に推奨される速度（ノードス
ピード）Ｖ１～Ｖｎ（推奨走行速度）を、各ノード毎に算出し、距離Ｌｎ、現在車速Ｖ０
および推奨走行速度から、図５マップに基づき、各ノードに対する減速要求度Ｇｎｎを求
める。そして、最も減速要求度Ｇｎｎの高いものを、このルート（この場合には、左方向
）に対する減速要求度Ｇｎとして決定する。
【０１９９】
ステップＳ３０７７により判断される進行方向可能性に応じて、表４に従い、Ａ／Ｔ協調
制御許可レベル４～１を決定する（各進行方向毎にレベルを決定する）。
次のステップＳ５０１２では、ステップＳ５０１１で決定された協調制御許可レベルがレ
ベル４かを判断する。レベル４の場合（ステップＳ５０１２：Ｙ）、ステップＳ５０１３
の処理に進み、レベル4でない場合（ステップＳ５０１２：Ｎ）、ステップＳ５０１４の
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判断に進む。
【０２００】
ステップＳ５０１３では、アクセル（オン→オフ）イベントまでを使用イベントと許可さ
れるので、アクセルイベント、ブレーキイベント、ブレーキイベントと減速度、ホールド
の各イベントに対してステップＳ５０１１で決定された減速要求度Ｇｎを設定する。ここ
で、ホールドとは、アクセルをオンからオフにした際に、シフトアップを禁止する制御で
ある。
【０２０１】
ステップＳ５０１４では、ステップＳ５０１１で決定された協調制御許可レベルがレベル
３かを判断する。レベル３の場合（ステップＳ５０１４：Ｙ）、ステップＳ５０１５の処
理に進み、レベル３でない場合（ステップＳ５０１４：Ｎ）、ステップＳ５０１６の判断
に進む。
【０２０２】
ステップＳ５０１５では、ブレーキイベントまでを使用イベントとするので、アクセルイ
ベントの箇所に一番小さい減速要求度G0を、ブレーキイベント、ブレーキイベントと減速
度、ホールドの各イベントに対してステップＳ５０１１で決定された減速要求度Ｇｎを設
定する。
【０２０３】
ステップＳ５０１６では、ステップＳ５０１１で決定された協調制御許可レベルがレベル
２かを判断する。レベル２の場合（ステップＳ５０１６：Ｙ）、ステップＳ５０１７の処
理に進み、レベル２でない場合（ステップＳ５０１６：Ｎ）、ステップＳ５０１８の処理
に進む。
【０２０４】
ステップＳ５０１７では、ブレーキイベントと減速度（ブレーキオン状態でかつ車両減速
度確認された時）までを使用イベントとするので、アクセルイベント及びブレーキイベン
トの箇所に一番小さい減速要求度G0を設定し、ブレーキイベントと減速度、ホールドの各
イベントに対する減速要求度としてステップＳ５０１１で決定された減速要求度Ｇｎを設
定する。
ステップＳ５０１８では、進行方向取得の可能性がないので、制御をしない旨として、各
イベントに一番小さい減速要求度G0を設定する。
以上のように決定された減速要求度Ｇｎに基づき、Ａ/Ｔ ＥＣＵ５２へフラグ送信する（
ステップＳ３０７０）。
【０２０５】
減速要求度Ｇｎ及びレベル１～４についての使用イベントに関する情報を、フラグに変換
し、Ａ/Ｔ ＥＣＵ５２に送信する。Ａ/Ｔ ＥＣＵ５２では、図２０に示されているデータ
テーブルに基づき、減速要求度Ｇｎに応じた変更可能な変速段の上限が設定され、所定の
イベントが検出された場合に、変速段の上限規制が実行される。
【０２０６】
上記は変速比制御を例に挙げて説明したが、他の車両制御についても、同様に、制御する
ことができる。図２０に示されているように、ナビゲーション処理部１１から供給される
減速要求度Ｇｎに応じた制御が可能となる。具体的には、エンジン制御装置５１によるエ
ンジン出力の制御、四輪駆動制御装置５３による油圧クラッチの制御、ブレーキ制御装置
５４によるブレーキ液圧の制御、サスペンション制御装置５５によるサスペンションの減
衰力の制御、回生制動制御装置５６による回生量の制御についても同様に制御対象とする
ことができる。
【０２０７】
また、図２０において示されていないが、オートクルーズ制御装置５９による車速制御に
ついても同様に制御対象とすることは可能である。
以下、図２０に基づいて説明すると、例えば、四輪駆動制御装置５３は、減速要求度Ｇｎ
を受信し、所定のイベントがあると、減速要求度Ｇｎに応じて油圧クラッチの係合の度合
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を調整する。図２０に示されているように、減速要求度Ｇｎが大きくなるに従って、油圧
クラッチの係合の度合が高くなるように、換言すると油圧クラッチの油圧が高くなるよう
に設定される。
【０２０８】
油圧クラッチの油圧は、減速要求度Ｇｎ及び前方コーナーのコーナー情報に対応して設定
される。前方コーナのコーナ情報とは、例えば次のように分類されて供給される。算出さ
れたノード毎のノード半径ｒ１～ｒｎに基づき、前方がコーナでなく直線の場合にはＲ0
が、コーナーの曲率半径が大きい場合には、Ｒ1が、小さい場合には、Ｒ3が、中程の場合
にＲ2が供給され、コーナーが右旋回の場合にはＲRが、左旋回の場合にはＲLが供給され
る。このようなコーナー情報は、減速要求度Ｇｎとともにナビゲーション処理部１１から
供給される。
【０２０９】
そして、クラッチの係合の度合は、Ｒ3、Ｒ2、Ｒ1、Ｒ0の順に、直結に近くなるように設
定されている。即ち、コーナーの曲率半径が小さくなるほど、クラッチの係合の度合が低
くなり、前後輪の回転数差を吸収できるように構成され、駆動とトルクの伝達を有効に行
うことができる。また、一番減速が要求されるＧ７が供給され、コーナー情報がＲ0であ
る場合には、油圧が高い状態に設定され、センターデフが直結状態に近い状態にされる。
【０２１０】
また、減速が要求される状態（減速要求度Ｇｎが高い）において制動した場合、４輪の内
の１輪が滑った場合でも、残りの車輪に駆動トルクが伝えられるため、安定した状態で減
速が可能となる。尚、この減速が要求される状態において、ブレーキ制御装置５４におい
て、アンチロックブレーキシステムが作動している場合には、ブレーキ制御装置５４から
のＡＢＳ作動信号の供給によって、この油圧クラッチの作動を解放させる。これにより、
タイヤがロックに陥る状態を解消することができ、より安定した減速が可能となる。
【０２１１】
ブレーキ制御装置５４は、減速要求度Ｇｎと所定のイベントがあった場合、ブレーキ液圧
を増圧させる。ブレーキ液圧の増圧のさせ方は、図２０に示されているように、減速要求
度Ｇｎに対応しており、例えば最大の減速要求度Ｇ７が供給されると、ブレーキ液圧は最
大ブレーキ液圧とされる。
このため、運転者のブレーキペダルの踏力に対する制動力が、通常の場合よりも大きくな
るので、大きな減速力が要求されている場合に対応できる。
サスペンション制御装置５５は、減速要求度Ｇｎと所定のイベントを受信した場合、減衰
力を高めに制御する。サスペンションの減衰力の設定は、減速要求度Ｇｎに対応しており
（図２０参照）、例えば最大の減速要求度Ｇ７が供給されると、減衰力が最も高い状態に
設定される。
【０２１２】
このため、車両の減速の必要性の高さに対応して減衰力が高く設定されるので、車両のダ
イブ状態を抑え、接地性や安定性を向上させることができる。また運転者が車両の減速操
作を行った瞬間に、前記減衰力が制御されるので、運転者に対する違和感が解消されると
ともに、通常走行時における乗り心地も確保される。
また、その他の実施例として、以下の様にすることも可能である。例えば、既述のコーナ
ー情報を取得し、そのコーナー情報に応じてサスペンションの減衰力を変化させる。具体
的には、Ｒ０、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３に対応して、この順で減衰力が高くなるように、設定す
る。また、右旋回ＲRの場合には、左側の減衰力を高く、左旋回ＲLの場合には、右側の減
衰力を高く設定する。
【０２１３】
例えば、前方コーナーの曲率がＲ３（曲率が大）で、右旋回ＲRの場合を説明すると、減
速要求度Ｇｎとコーナー情報と所定のイベントを受信すると、サスペンション制御装置５
５は、右側の前後輪のサスペンションを減速要求度Ｇｎに応じた減衰力に設定すると共に
、左側の前後輪のサスペンションを右側の設定値よりも減衰力を高く設定する。どれぐら
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い高く設定するかは、車速とコーナーの曲率に応じて設定することができる。これによる
と、車両に係る横加速度による車両の横方向のロールが解消され、車両の安定性を高める
ことができる。
【０２１４】
回生制動制御装置５６は、減速要求度Ｇｎと所定のイベントを受信した場合、回生制動力
を決定し、制御を行う。上記回生制動力の設定は、減速要求度Ｇｎに対応しており、例え
ば最大の減速要求度Ｇ７が供給されると、回生制動力が最も高い状態に設定される。
このように車両に減速が要求される状態の時に、回生制動により減速の補助が可能となる
。また運転者の減速操作と同時に回生制動させられるので、運転者に対する違和感が解消
される。
【０２１５】
ビークルスタビリティコントール制御装置５７は、減速要求度Ｇｎと減速操作開始の検出
信号を受信した場合、旋回横加速度の検出に基づくブレーキ液圧やスロットル開度の調整
量を、減速要求度Ｇｎに応じて高く設定する。これにより、急な減速においても、より安
定した走行が得られる。
以上の他、４輪操舵制御装置においては、減速要求度Ｇｎと所定のイベントを受信し、減
速要求度Ｇｎが所定値以上の場合には、後輪の同相、逆相制御を禁止する制御をおこなっ
てもよい。
【０２１６】
オートクルーズ制御装置５９は、分岐やカーブに近づくにつれ、減速要求度Ｇｎと車線変
更操作（この場合、ウインカーの点滅やステアリングの舵角の変化量や車線変更の有無を
減速操作とする）の検出を受信した場合、設定された車速よりも自車速が低下するように
スロットルバルブの開度量やＡ／Ｔの上限変速段を減速要求度Ｇｎに対応して設定指令す
る。これにより、例えばオートクルーズの設定車速１００ｋｍ／ｈで走行中に、前方に分
岐が存在した場合には、分岐後の各経路（例えば選択された経路の形状（例えばカーブの
曲率半径等）、道路幅、勾配、車線数、道路種別等）に従って減速要求度Ｇｎが設定され
る。そして、車線変更の操作が検出された場合には、車線変更された方向（右に車線変更
された時には、右の方向）の経路に対する減速要求度Ｇｎを設定し、送信する。このとき
、各アクチュエータは、受信した減速要求度Ｇｎに応じてスロットバルブの開度量を３０
％に、Ａ／Ｔの変速段の上限を３速にするなどして、車速を所定量（推奨走行速度）まで
低下させる。
【０２１７】
又、分岐経過後は、元の設定車速１００ｋｍ／ｈになるように、スロットルバルブの開度
量やＡ／Ｔの変速段を制御される。このためオートクルーズ設定中に車両前方に分岐が存
在しても、推定された経路従い、スムーズに車速を低下させることができ、かつ分岐経過
後は設定された車速に戻されるので、運転者に違和感は与えない。
さらに、この例でも、経路の確定度合に応じてスロットルバルブやＡ／Ｔの制御レベルが
決定されるのは、言うまでもなく、また車線変更操作の種類に応じても制御のレベルを変
化させることができる。また、上記例では、減速させるためにスロットルバルブやＡ／Ｔ
を制御したが、その他既知のアンチブロックブレーキングシステム（ＡＢＳ）やトラクシ
ョンコントロールシステム（ＴＲＣ）により減速制御を行うことも可能である。
【０２１８】
パワーステアリング制御装置においては、減速要求度Ｇｎと減速操作開始の検出信号を受
信し、減速要求度Ｇｎが所定値以上の場合には、パワステの操舵力を軽くする制御をおこ
なってもよい。
上述した第１ないし第３実施形態においては、変速機の制御に関する態様を例示したが、
本発明はナビゲーション装置の目的地までのルート案内にも適用できる。
即ち、ルート案内の方法は、車両がどこの車線を走行しているか、また車両が車線変更し
たか否か、に応じて、必然的に変わってくる。
従来のナビゲーション装置は、自車の走行車線まで考慮して、目的地までの案内（画面表
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【０２１９】
まず、経路案内時の分岐路における画面表示の方法を説明する。
ナビゲーション装置は、ステップＳ３０１０にて入力された、分岐路の情報（分岐路番号
）に対応して、図３３に示されているような、パターンの異なる表示画像データを複数個
、予め保有し、この表示画像データには、目的地までの経路の方向に対応した矢印が表示
されている。
例えば、案内経路に対応する分岐路情報として０１番が選択された時は、ナビゲーション
装置の画面には０１番の画像が表示されるとともに、音声にて「ルートは分岐左方向です
」等が発せられる。
【０２２０】
表６は、図３２に示すような、走行路３車線、左分岐路１車線を有する分岐の場合におい
て右方向の分岐路（経路１）が案内経路（ルート）として選択されている時の、走行可能
性と走行車線位置とに応じた案内例を示すものである。
【０２２１】
【表６】
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【０２２２】
この案内例は分岐路の形状（特に走行路車線数、分岐路車線数）と案内経路（ルート）の
方向に対応して、複数格納されている。
まず、すでに設定されている案内経路（ルート）における分岐点での進行方向と分岐点の
情報（車線数）に基づいて、対応する案内例を選択する。
次に、ステップＳ３０７７で判断された各経路の進行方向可能性において、獲得ポイント
が一番高い経路（ルート）を選択し、「進行方向可能性」を判断する。
また、判断された進行方向可能性が「進行方向不明」の場合、分岐路から現在位置までの
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距離も算出する。
【０２２３】
次に、ステップＳ３０３１における「走行車線位置判断」の結果に基づいて 、自車がど
の車線を走行しているのかを判断する。
前記「進行方向可能性」の結果、前記「走行車線位置判断」の結果、及び現在位置から分
岐路までの距離に応じて、選択された案内例に基づき、運転者への案内内容（音声案内内
容）が決定される。
つまり、予め記憶されている走行路車線数、分岐路車線数等の分岐路情報と、予め設定さ
れている予定走行経路（案内経路）と、ステップＳ３０７７で判断された各経路の進行方
向可能性と、ステップＳ３０３１における「走行車線位置判断」の結果と、現在位置から
分岐までの距離とに基づいて、経路案内の内容が決定され、音声案内の内容や、画面に表
示される画像の内容が決められる。
【０２２４】
表６をさらに詳細に説明すると、例えば「進行方向可能性」が［経路１、確定］で、「走
行車線位置判断」の結果が［左車線］の場合、運転者が案内経路にそって進んでおり特に
車線変更をする必用もないので、ナビゲーション装置が発声すべき案内内容については「
案内経路と同じです。次の案内をいたします」が選択される。
さらなる例として、「進行方向可能性」が［進行方向不明、分岐点から現在位置までの距
離が７００m］であり、「走行車線位置判断」の結果が［中央車線］の場合、運転者に対
し経路の方向を示すため、ナビゲーション装置が発声すべき案内内容については「７００
m先、分岐点を右方向です。このまま、この車線をお進み下さい。」が選択される。
またさらなる例として、「進行方向可能性」が［経路０、可能性大］であり、「走行車線
位置判断」の結果が［分岐車線］の場合、案内経路と逆の経路を進む可能性が高いので、
ナビゲーション装置が発声すべき案内内容については、分岐における案内経路の方向だけ
でなく、車線変更をも指示できるように「この先の分岐点を右方向です。右車線に車線変
更してお進み下さい。」が選択される。
【０２２５】
他の例として、走行車線位置判断結果についての信頼性を判定し、この信頼性に応じて、
案内内容を補正する構成としてもよい。例えば、走行車線位置判断結果の信頼性が低い場
合には、進路変更についての指示は行わず、例えば「分岐点を右方向です。」などの経路
案内のみが選択され、車線についての指示はなされない。また、「進行方向可能性」につ
いての判断において、可能性が低い場合や、その判断結果の信頼性が低い場合には、進行
方向に関する案内も行われない構成とされる。
【０２２６】
表６から解るように、車両の分岐における進行方向を推測し、その推測の信頼度と車両の
走行車線の位置の判断に基づき、ナビゲーションのルート案内を好適に変化させることで
、進行方向だけでなく、車線の位置（車線変更も含めて）を指示できることにより、運転
者に対してより解りやすく提示することが可能となる。また、分岐付近において、経路案
内が行われない空白区間をより短くすることができる。
さらに、走行車線をも判定可能とすることによって、車両の走行位置を精密に特定でき、
分岐における進入路をより正確に判定できる。さらに、走行車線の変更を判定可能とする
ことで、さらに正確に分岐の進入方向を判定できる。所定時間内における複数の走行位置
判定に基づき、走行位置を判定することで、分岐以外の個所を分岐と判断する誤判断をす
る可能性が少なくなる。
所定時間内に行われた複数の判定によって、最終的に判定した走行位置の信頼度を判定し
、その信頼度に応じて制御内容を補正することによって、一層走行状況に応じた車両制御
が可能となる。予め予定走行経路が設定されている場合には、予定走行経路と異なる経路
を選択したことが、直ちに判明するので、新しく選択された経路の道路状況に応じた制御
内容にすぐに切り替えることが可能となる。
走行位置判定において、判定に対する信頼度を判定し、その判定に応じた制御を行うこと
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により、制御の実行に余裕ができ、径路判定の信頼度が低い場合があっても径路変化に応
じた制御内容の変更が容易にでき、一層道路状況に沿った車両制御が可能となる。減速操
作の検出に基づき制御を開始する構成とした場合には、信頼度に応じて制御内容を補正す
ることができ、走行環境に合わせた、より精密な制御が可能となる。例えばウインカー操
作などのように、運転者の積極的な車線変更や分岐路の選択の意志表示を考慮に入れて走
行位置を判定すれば、より一層正確な走行位置判定が可能となり、それに基づく車両制御
精度も向上する。
【０２２７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の車両制御装置によれば、走行経路を常に把握することがで
きるので、マップマッチングの精度が向上し、走行環境の変化に迅速に応じた車両制御が
可能となる。
例えば、ナビゲーションシステムに用いれば、分岐路を通過する際など、車両の進入路が
リアルタイムで把握でき、走行環境の変化に迅速に対応した経路案内が可能となる。つま
り、案内が行われない空白区間をより少なくすることができる。
【０２２８】
表示線の輪郭検出を連続しておこなうことにより、分岐判断を行うため、輪郭が擦れてい
る個所があっても、連続した輪郭の検出により、誤認識や認識不能となる可能性が低く、
従来よりも確実な分岐認識が可能となり、その結果精密な車両制御ができる。
【０２２９】
表示線の左右の輪郭を抽出して、その間隔の広がりに基づいて分岐判断を行う場合には、
分岐の認識がより確実となる。
また、車両の左右に位置する白線の間隔の広がり基づいて分岐判断を行う場合には、分岐
路の入り口に表示されている点線が擦れていたり、そのような点線が存在しない場合でも
、分岐の認識が可能となり、その結果さらに精密な車両制御ができる。
上記２つの異なる分岐認識手法に基づいて、分岐認識を行う構成とした場合には、分岐判
断がより一層確実なる。
【０２３２】
走行車線を認識可能とすることによって、走行位置判定の精度を向上させることができる
。例えば、複数車線を走行していて、中央車線、または追い越し車線を走行していること
が認識できていれば、分岐路に進入する可能性は極めて低いこととなり、判定の精度が向
上する。
【０２３３】
さらに、車線変更したことを判定可能とすることによって、走行位置の変更を認識でき、
走行位置の判定精度をより向上させることができる。また、予め搭載されている道路情報
と照合して、走行位置を判定することによって、さらに精度の高い経路判定が可能となる
。
【０２３５】
制御手段を変速制御とした場合には、走行位置選択後の道路状況の変化に応じた変速比制
御が可能となる。例えば、分岐路に進入したところ、前方に曲率の大きなカーブが存在す
る場合、分岐路に進入した時点で直ちにそのカーブの道路情報に基づく変速比制御を行う
ことができ、制御空白区間を生じさせずに、リアルタイムの変速比制御が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】車両に搭載された制御系の構成を示すブロック図である。
【図２】データ記憶部に格納されている道路データの構造を示した模式図である。
【図３】道路上のノードの配置を示す模式図である。
【図４】ノード毎の推奨走行車速を求めるためのマップである。
【図５】ノード毎の減速要求度を求めるためのマップである。
【図６】分岐認識装置の構成を示すブロック図である。
【図７】分岐認識装置の処理を表すフローチャートである。
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【図８】各探索領域でのエッジ直線候補点の抽出フローチャートである。
【図９】車両前方画像のエッジ画像を示す模式図である。
【図１０】探索領域を模式的に表した図である。
【図１１】車両が分岐において右の道を選択して走行した場合の車両前方の画像を示す模
式図で、車両左右にある白線を検出し、左右白線の間隔が増加した場合を示すものである
。
【図１２】車両が分岐において右の道を選択して走行した場合の車両前方の画像を示す模
式図で、左白線の左右輪郭の間隔が増加した場合を示すものである。
【図１３】白線の左右輪郭を検出した場合のローカル分岐判断を行うフローチャートであ
る。
【図１４】左右白線の内側の輪郭を検出した場合のローカル分岐判断を行うフローチャー
トである。
【図１５】最終的な分岐判断を行う際のフローチャートである。
【図１６】探索領域の更新を行う際のフローチャートである。
【図１７】探索領域の更新を行う際のフローチャートである。
【図１８】第２実施形態における白線認識判断の作用を示すフローチャートである。
【図１９】第２実施形態における白線認識判断における判断の信頼度を決定するフローチ
ャートである。
【図２０】減速要求度に応じて調整される制御量の内容を示す参照図である。
【図２１】高速道路の分岐を模式的に示す平面図である。
【図２２】探索領域を模式的に表した図である。
【図２３】第３実施形態における制御内容を示すフローチャートである。
【図２４】第３実施形態における白線判断認識の制御内容示すフローチャートである。
【図２５】第３実施形態における走行状態判断の制御内容を示すフローチャートである。
【図２６】第３実施形態における走行状態分析シートである。
【図２７】第３実施形態における走行イベント分析の動作内容を示すフローチャートであ
る。
【図２８】第３実施形態における走行イベント分析の動作内容を示すフローチャートであ
る。
【図２９】第３実施形態における分岐路進行方向確認の動作内容を示すフローチャートで
ある。
【図３０】第３実施形態におけるＡ/Ｔ協調制御の制御内容を示すフローチャートである
。
【図３１】第３実施形態におけるＡ/Ｔ協調制御において、選択された経路に応じた減速
要求度の設定をする制御内容を示すフローチャートである。
【図３２】複数車線を有する高速道路の分岐の部分を模式的に示す平面図である。
【図３３】分岐路の情報として格納されている、表示画像データの一例である。
【符号の説明】
１　　　　　　車両制御装置
２　　　　　　車両
１０　　　　　ナビゲーションシステム装置
１１　　　　　ナビゲーション処理部
１２　　　　　データ記憶部
１３　　　　　現在位置検出部
３０　　　　　車両状態検出部
５１　　　　　エンジン制御装置
５２　　　　　変速制御装置
５３　　　　　四輪駆動制御装置
５４　　　　　ブレーキ制御装置
５５　　　　　サスペンション制御装置
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６０　　　　　表示線認識装置
６７　　　　　前方監視装置

【図１】 【図２】
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