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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　規定された測定サイクルごとに、アンテナを介して探査波を送受信する送受信手段（１
２，１４，１６，１８）と、
　前記送受信手段で探査波を送受信した結果に基づいて、前記探査波を反射した物標を検
出する検出手段（２０，Ｓ１１０～Ｓ１５０）と、
　実行済みの測定サイクルである前サイクルにて検出された物標である前サイクル物標の
それぞれについて、その前サイクルよりも時間軸に沿って後の測定サイクルである今サイ
クルにて検出されるべき前記物標であり、かつ、前記前サイクル物標それぞれに対応する
今サイクル物標の位置の予測値を求める予測手段（２０，Ｓ１７０）と、
　前記予測手段にて求められた前記今サイクル物標の位置の予測値への前記物標を、前記
今サイクルにおいて前記検出手段が未検出であった場合、前記今サイクル物標の位置の予
測値通りに前記前サイクル物標に対応する前記今サイクル物標が検出されたものとして前
記物標を外挿する外挿手段（２０，Ｓ１６０）と、
　予め規定された測定サイクルの回数である規定回数分継続して、前記物標が検出された
場合、当該物標が実在するものとして確定する確定手段（２０，Ｓ１５０）と、
　前記探査波が送信される送信範囲の少なくとも一部を含む範囲を、前記送受信手段で探
査波を送受信することとは異なるセンシング手法でセンシングするセンシング手段（３２
）と、
　前記センシング手段でのセンシングの結果に基づいて、送信範囲に存在する物体への付
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着物の有無を判定する判定手段（３４，４６）と、
　前記外挿手段で前記物標を外挿し、かつ、前記判定手段での判定の結果、前記物体に付
着物が存在していなければ、少なくとも前記アンテナが予め規定された基準軸から軸ズレ
した軸ズレ状態であるか否かを判定するズレ判定を実行するズレ判定手段（５０，Ｓ３１
０～Ｓ３４０，２０，Ｓ１８０，Ｓ１９０）とを備える
　ことを特徴とする軸ズレ判定装置（１）。
【請求項２】
　前記ズレ判定手段は、
　前記外挿手段で前記物標の外挿を未実行である場合、及び前記判定手段での判定の結果
、前記物体に付着物が存在している場合の少なくとも一方であれば、前記ズレ判定の実行
を回避する
　ことを特徴とする請求項１に記載の軸ズレ判定装置。
【請求項３】
　前記ズレ判定手段は、
　前記規定回数よりも少ない測定サイクルの回数である設定回数以上、前記外挿手段で前
記物標を外挿した場合に、前記物標を外挿したものとする
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の軸ズレ判定装置。
【請求項４】
　前記センシング手段は、前記送信範囲の少なくとも一部を含む範囲を撮像し、
　前記判定手段は、前記センシング手段で撮像した画像に基づいて、前記物体に付着物が
存在しているか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の軸ズレ判定装置。
【請求項５】
　前記確定手段は、
　１つの物標に対して、前記規定回数よりも少ない測定サイクルの回数である特定規定回
数分継続して、前記外挿手段による外挿が実行された場合、当該物標の検出を停止する
　ことを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の軸ズレ判定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、探査波を送受信した結果に基づいて物標を検出する装置における軸ズレ判定
の必要性を判定する軸ズレ判定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、移動体に搭載される物標検出装置であって、探査波を送受信した結果に基づいて
、探査波を反射した物標を検出する物標検出装置が知られている（特許文献１参照）。
　この種の物標検出装置として、規定された測定サイクルごとに、アンテナを介して探査
波を送受信する送受信部と、探査波を送受信した結果に基づいて物標を検出する制御部と
を備えた物標検出装置が存在する。
【０００３】
　その物標検出装置の制御部では、実行済みの測定サイクル（以下、「前サイクル」と称
す）にて検出された物標である前サイクル物標のそれぞれについて、前サイクルの次の測
定サイクル（以下、「今サイクル」と称す）にて検出されるべき今サイクル物標の位置の
予測値を求める。さらに、制御部では、今サイクル物標の位置の予測値に、今サイクルで
実際に検出した今サイクル物標が存在しない場合、今サイクル物標の位置の予測値通りに
前サイクル物標に対応する今サイクル物標が検出されたものとして仮の物標を外挿する。
そして、予め規定された規定回数以上継続して、同一の物標が検出された場合に、その物
標が存在する可能性が高いものとして、当該物標の存在を確定して認識している。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２８１５８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、物標検出装置を移動体に搭載する場合、その物標検出装置の取り付けは、予
め規定された規定範囲に探査波が照射されるように、物標検出装置自身に設定された基準
軸が、移動体に規定された設置基準軸に一致するように実現される。
【０００６】
　このように取り付けられた物標検出装置であっても、移動体が移動することによる振動
や経年変化などにより、設置基準軸に対して基準軸が垂直方向（車高方向）に沿って不一
致となる軸ズレが発生する可能性がある。そして、物標検出装置においては、軸ズレが発
生すると、物標の検出精度が悪化する。
【０００７】
　このため、物標検出装置においては、軸ズレが発生したか否かを判定する軸ズレ判定が
実施されている。そして、軸ズレ判定の実行は、処理負荷を低減するために、軸ズレが発
生した可能性が高い状況で実施されることが要望されている。
【０００８】
　この要望を達成する方法の一つとして、物標検出装置において、外挿が増加した場合に
、軸ズレ判定を実行することが考えられる。これは、軸ズレが発生すると、探査波を送信
してから受信するまでのパス（経路）が長くなり、物標検出装置における探査波（反射波
）の受信レベルが低下することで、物標の検出が困難となって、外挿が増加するためであ
る。
【０００９】
　一方、雪や汚れなどの付着物が物標に存在すると、探査波は、その物標の付着物によっ
て吸収される。このため、物標検出装置においては、探査波（反射波）の受信レベルが低
下する。したがって、物標検出装置では、雪や汚れなどの付着物が物標に存在する場合に
おいても、外挿が増加する。
【００１０】
　以上のことから、従来の技術では、外挿が増加した要因が、軸ズレが発生したことに起
因するものであるのか、物標に付着物が存在することに起因するものであるのかを判別で
きない。
【００１１】
　この結果、従来の技術では、物標に付着物が存在しているだけであるにも関わらず、軸
ズレが発生した可能性が高いものと判定して、軸ズレ判定を実行してしまうという課題が
あった。
【００１２】
　そこで、本発明は、軸ズレ判定の実行精度を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するためになされた本発明の１つの態様は、送受信手段（１２，１４，
１６，１８）と、検出手段（２０，Ｓ１１０～Ｓ１５０）と、予測手段（２０，Ｓ１７０
）と、外挿手段（２０，Ｓ１６０）と、確定手段（２０，Ｓ１５０）と、センシング手段
（３２）と、判定手段（３４，４６）と、ズレ判定手段（５０，Ｓ３１０～Ｓ３４０，２
０，Ｓ１８０，Ｓ１９０）とを備える軸ズレ判定装置（１）に関する。
【００１４】
　送受信手段では、規定された測定サイクルごとに、アンテナを介して探査波を送受信す
る。検出手段では、送受信手段で探査波を送受信した結果に基づいて、探査波を反射した
物標を検出する。
【００１５】
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　そして、予測手段では、実行済みの測定サイクルである前サイクルにて検出された物標
である前サイクル物標のそれぞれについて、今サイクル物標の位置の予測値を求める。こ
こで言う「今サイクル物標」とは、前サイクルよりも時間軸に沿って後の測定サイクルで
ある今サイクルにて検出されるべき物標であり、かつ、前サイクル物標それぞれに対応す
る物標である。
【００１６】
　さらに、外挿手段では、予測手段にて求められた今サイクル物標の位置の予測値への物
標を、今サイクルにおいて検出手段が未検出であった場合、今サイクル物標の位置の予測
値通りに前サイクル物標に対応する今サイクル物標が検出されたものとして物標を外挿す
る。そして、確定手段では、予め規定された測定サイクルの回数である規定回数分継続し
て、物標が検出された場合、当該物標が実在するものとして確定する。
【００１７】
　また、センシング手段では、探査波が送信される送信範囲の少なくとも一部を含む範囲
を、送受信手段で探査波を送受信することとは異なるセンシング手法でセンシングする。
そして、判定手段では、センシング手段でのセンシングの結果に基づいて、送信範囲に存
在する物体への付着物の有無を判定する。
【００１８】
　さらに、ズレ判定手段では、外挿手段で物標を外挿し、かつ、判定手段での判定の結果
、物体に付着物が存在していなければ、少なくともアンテナが予め規定された基準軸から
軸ズレした軸ズレ状態であるか否かを判定するズレ判定を実行する。
【００１９】
　このような軸ズレ判定装置では、軸ズレ判定の実行条件を、物標が外挿され、かつ、物
体に付着物が付着していない場合としている。
　このため、軸ズレ判定装置によれば、物体に付着物が存在していないだけで、物標が外
挿されていない場合や、物標が外挿されていても、物体に付着物が存在している場合には
、軸ズレ判定を実行しない。
【００２０】
　すなわち、軸ズレ判定装置によれば、実際に軸ズレが発生している可能性が高い場合に
だけ軸ズレ判定を実行できる。
　換言すれば、軸ズレ判定装置によれば、軸ズレ判定の実行精度を向上させることができ
る。
【００２１】
　なお、「特許請求の範囲」及び「課題を解決するための手段」の欄に記載した括弧内の
符号は、一つの態様として後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すもの
であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明が適用された物標検出システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】撮像装置が実行する付着判定処理の処理手順を示す機能ブロック図である。
【図３】レーダ装置の信号処理部が実行する物標検出処理の処理手順を示すフローチャー
トである。
【図４】ＥＣＵが実行する判定要否確認処理の処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
＜物標検出システム＞
　図１に示す物標検出システム１は、四輪自動車に搭載して用いられるものであり、自車
両の周辺に存在する物体を検出するシステムである。
【００２４】
　この物標検出システム１は、物標検出装置１０と、撮像装置３０と、電子制御装置（以
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下、「ＥＣＵ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ」）５０とを備えてい
る。
【００２５】
　物標検出装置１０は、ミリ波帯の電磁波からなる探査波を送信し、その探査波の反射波
である到来波を受信した結果に基づいて、探査波を反射した各物標を検出する。なお、こ
こで言う物標とは、到来波の発生源であり、道路上に存在する物体や、その道路の周辺に
存在する物体を含むものである。ここで言う物体には、例えば、自動車や路側物、信号機
、歩行者、建築物などを含む。
【００２６】
　物標検出装置１０は、送信部１２と、送信アンテナ部１４と、受信アンテナ部１６と、
受信部１８と、信号処理部２０とを備えている。
　送信部１２は、信号処理部２０からの信号に従って探査波を生成する。送信部１２によ
って生成される探査波は、周波数変調された連続波である。この周波数変調された連続波
は、時間軸に沿って周波数が漸増する上り区間、及び時間軸に沿って周波数が漸減する下
り区間を有する。つまり、本実施形態の物標検出装置１０は、周知のＦＭＣＷレーダであ
る。
【００２７】
　送信アンテナ部１４は、送信部１２にて生成された探査波を放射する。本実施形態にお
ける送信アンテナ部１４は、単数のアンテナ素子から構成されていてもよいし、複数のア
ンテナ素子から構成されていてもよい。この送信アンテナ部１４は、自車両の前方に向け
て探査波を送信するように配置されている。本実施形態においては、探査波が照射される
範囲を送信範囲と称す。
【００２８】
　受信アンテナ部１６は、複数のアンテナ素子を備え、各アンテナ素子で到来波を受信す
る。ここで言う「到来波」は、送信アンテナ部１４から放射されて、物標にて反射された
探査波の反射波を含む。
【００２９】
　なお、送信アンテナ部１４及び受信アンテナ部１６を構成するアンテナ素子は、そのア
ンテナ部１４，１６に設定された基準軸が、四輪自動車に規定された設置基準軸に一致す
るように配置される。この基準軸と設置基準軸との一致は、四輪自動車の垂直方向（車高
方向）及び水平方向（車幅方向）の両方が一致するようになされる。
【００３０】
　受信部１８は、受信アンテナ部１６にて受信した到来波に、物標の検出に必要となる前
処理を実行する。ここでの前処理には、到来波に探査波を混合してビート信号を生成する
ことや、そのビート信号をサンプリングすること、ビート信号からノイズを除去すること
などを含む。
【００３１】
　信号処理部２０は、周知のマイクロコンピュータを少なくとも１つ備えている。この信
号処理部２０では、受信部１８にて生成したビート信号に基づく周知の処理により、物標
を検出すると共に、その物標が存在する位置及び相対速度を測定する。
【００３２】
　なお、信号処理部２０は、受信部１８からのデータに対して、高速フーリエ変換（ＦＦ
Ｔ）処理等を実行する演算処理装置（例えば、ＤＳＰ）を少なくとも１つ備えていてもよ
い。
＜撮像装置＞
　撮像装置３０は、撮像部３２と、画像処理部３４とを備えている。撮像部３２は、画像
を撮像する周知の構造である。この撮像部３２は、物標検出装置１０の送信範囲の少なく
とも一部を含む範囲を撮像するように配置されている。
【００３３】
　画像処理部３４は、撮像部３２で撮像した画像に対する画像処理を実行する。その画像
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処理には、送信範囲に存在する物体への付着物の有無を判定する付着物判定処理が含まれ
る。
【００３４】
　ここで、図２は、付着物判定処理を機能ブロックで示した図である。
　画像処理部３４は、付着物判定処理を実行することで、画像取得部４２、マッチング部
４４、及び付着判定部４６として機能する。
【００３５】
　このうち、画像取得部４２は、撮像部３２にて撮像した画像を取得する。マッチング部
４４は、画像取得部４２で取得した画像に対してテンプレートマッチングを実行し、画像
に写り込んだ検出対象を特定する。このマッチング部４４で用いるテンプレートは、検出
対象とする物体を表すテンプレートであって、実験などによって予め生成されたテンプレ
ートである。ここで言う「検出対象とする物体」は、自車両の周辺に存在する可能性のあ
る物体であり、例えば、自動車（先行車両）や看板、路側物（ガードレールなど）を含む
。
【００３６】
　さらに、付着判定部４６は、マッチング部４４で検出した検出対象に付着物が存在して
いるか否かを判定する。この付着判定部４６における付着物の有無の判定は、画像におい
て検出対象とする物体が写り込んだ領域の明度が、付着物が存在していない場合における
明度を表す基準値以上であれば、検出対象とする物体に付着物が存在するものと判定して
もよい。
【００３７】
　なお、ここで言う「付着物」は、探査波を吸収する物である。本実施形態における「付
着物」には、例えば、雪や水滴、埃、ゴミなどを含む。
＜電子制御装置＞
　ＥＣＵ５０は、ＲＯＭ５２，ＲＡＭ５４，ＣＰＵ５６を備えた周知のマイクロコンピュ
ータを中心に構成された周知の制御装置である。ＲＯＭ５２は、電源を切断しても記憶内
容を保持する必要のあるデータやプログラムを記憶する。ＲＡＭ５４は、データを一時的
に格納する。ＣＰＵ５６は、ＲＯＭ５２またはＲＡＭ５４に記憶されたプログラムに従っ
て処理を実行する。
【００３８】
　ＥＣＵ５０のＲＯＭ５２には、軸ズレ判定の実行の要否を確認する判定要否確認処理を
、ＥＣＵ５０が実行するための処理プログラムが格納されている。
　＜物標検出処理＞
　次に、物標検出装置１０が実行する物標検出処理について説明する。
【００３９】
　この物標検出処理は、探査波の一変調周期を測定サイクルとして繰り返し起動される。
　そして、物標検出処理が起動されると、信号処理部２０は、図３に示すように、まず、
前回の測定サイクルの間に蓄積された位置変調周期分のサンプリングデータについて周波
数解析（例えば、ＦＦＴ）を実行する（Ｓ１１０）。この周波数解析により、受信アンテ
ナ部１６を構成するアンテナ素子ごとに割り当てられたチャンネルごと、かつ、探査波の
上り／下り各区間ごとにビート信号ＢＴのパワースペクトルを算出する。
【００４０】
　続いて、信号処理部２０は、Ｓ１１０で求めた上り区間／下り区間それぞれのパワース
ペクトル上でピークとなる周波数成分（以下、「ピーク周波数成分」と称す）を抽出する
周知のピークサーチを実行する（Ｓ１２０）。
【００４１】
　さらに、信号処理部２０は、Ｓ１２０で抽出されたピーク周波数成分ごと、かつ、上り
区間／下り区間それぞれの変調区間ごとに、そのピーク周波数を発生させた到来波の到来
方位を求める方位演算処理を実行する（Ｓ１３０）。この方位演算処理として、各チャン
ネルから集めた同一周波数成分について周波数解析することが考えられる。この方位演算
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処理の周波数解析の一例として、ＦＦＴ処理、ＭＵＳＩＣ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｓｉｇｎ
ａｌ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）などのスパーレゾリューション法などが考えられ
る。
【００４２】
　続いて、信号処理部２０は、Ｓ１２０で抽出された上り区間でのピーク周波数成分と、
下り区間でのピーク周波数成分との組み合わせを設定する周知のペアマッチングを実行す
る（Ｓ１４０）。このペアマッチングでは、Ｓ１２０で抽出されたピーク周波数の信号レ
ベルの差が、規定された閾値以下であり、かつ、Ｓ１３０で算出された到来方位が、規定
された角度範囲内であるピーク周波数成分を組み合わせる。そして、各組み合わせについ
て、ＦＭＣＷレーダに周知の手法を用いて、距離、相対速度を算出し、各ピーク周波数成
分と対応付けて登録する。以下、登録されたピーク周波数成分の組み合わせを、周波数ペ
アと称す。
【００４３】
　さらに、信号処理部２０は、今回の測定サイクルのＳ１４０で登録された周波数ペア（
以下、「今サイクル物標」と称す）ごとに、各今サイクル物標が、前サイクル物標と同一
の物標を表すか（即ち、履歴接続が存在するか）を判定する履歴追尾を実行する（Ｓ１５
０）。ここで言う前サイクル物標とは、前サイクルにて検出された周波数ペア（即ち、物
標候補）のそれぞれである。また、ここで言う前サイクルとは、実行済みの測定サイクル
であり、かつ、今回の測定サイクルよりも時間軸に沿って一つ前の測定サイクルを表す。
【００４４】
　本実施形態の履歴追尾では、詳しくは後述するＳ１７０で算出した予測値と、今サイク
ル物標の検出位置、検出速度との差分が、予め規定した上限値（上限位置、上限速度差）
より小さい場合には、履歴接続があるものと判定する。そして、複数回（例えば、５回）
の測定サイクルに渡って履歴接続があれば、その履歴接続が認められる周波数ペアを、物
標として確定する。
【００４５】
　なお、今サイクル物標には、履歴接続が認められる前サイクル物標の情報が順次引き継
がれる。ここで言う前サイクル物標の情報には、履歴接続の回数、後述する外挿カウンタ
、外挿フラグを含む。
【００４６】
　続いて、信号処理部２０は、今サイクルにおいて、前サイクルのＳ１７０にて算出され
た今サイクル物標の予測値に対応する今サイクル物標を未検出であった場合、その予測値
通りに今サイクル物標が検出されたものと仮定して、今サイクル物標を外挿する外挿処理
を実行する（Ｓ１６０）。
【００４７】
　なお、今サイクル物標のそれぞれには、外挿の有無を表す外挿フラグ、連続して外挿さ
れた回数を表す外挿カウンタが設定される。その外挿フラグ、及び外挿カウンタは、予測
値に対応する周波数ペア（物標）が実際に検出された場合にはクリアされる。一方、予測
値に対応する周波数ペア（物標）が未検出である場合には外挿フラグが立てられると共に
、外挿カウンタが１つインクリメントされる。そして、外挿カウンタのカウント値が予め
規定された破棄閾値に達した場合には、その物標候補をロストしたものとして破棄する。
ここで言う破棄閾値は、特許請求の範囲に記載された特定規定回数の一例である。
【００４８】
　続いて、物標検出処理では、信号処理部２０は、Ｓ１５０で登録された今サイクル物標
のそれぞれについて、次の測定サイクルで計測されるべき予測位置（即ち、距離及び方位
）、及び予測速度を、予測値として算出する予測値算出を実行する（Ｓ１７０）。この予
測値算出は、例えば、カルマンフィルタを用いた周知の手法によって実現すればよい。
【００４９】
　さらに、物標検出処理では、信号処理部２０は、詳しくは後述する軸ズレ判定フラグＦ
Ｌが立てられているか否かを判定する（Ｓ１８０）。
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　このＳ１８０での判定の結果、軸ズレ判定フラグＦＬが立てられていれば（Ｓ１８０：
ＹＥＳ）、信号処理部２０は、ズレ判定を実行する（Ｓ１９０）。このズレ判定は、基準
軸と設置基準軸が不一致とみなせる軸ズレ状態であるか否かを判定する処理である。また
、ズレ判定の方法として、Ｓ１１０での周波数解析の結果（スペクトル分布）を複数回の
測定サイクルに渡って集計した結果、路面反射強度が最大となる周波数を表す強度ピーク
が、予め規定された距離に対応する周波数よりも小さい場合に軸ズレ状態であるものと判
定することが考えられる。
【００５０】
　物標検出処理では、信号処理部２０は、その後、物標検出処理をＳ２００へと移行させ
る。
　一方、Ｓ１８０での判定の結果、軸ズレ判定フラグが立てられていなければ（Ｓ１８０
：ＮＯ）、信号処理部２０は、物標検出処理をＳ１９０へと移行させることなく、即ち、
軸ズレ判定を実行することなく、物標検出処理をＳ２００へと移行させる。
【００５１】
　そのＳ２００では、信号処理部２０は、認識した物標の位置（即ち、距離、及び方位角
度）、速度を含む物標情報をＥＣＵ５０に出力する。
　その後、信号処理部２０は、物標検出処理を終了する。
【００５２】
　＜判定要否確認処理＞
　次に、ＥＣＵ５０が実行する判定要否確認処理について説明する。
　この判定要否確認処理は、規定されたタイミングごとに起動される。ここで言う規定さ
れたタイミングには、例えば、探査波を送信する測定サイクルを含む。
【００５３】
　この判定要否確認処理が起動されると、図４に示すように、ＥＣＵ５０は、まず、外挿
フラグが立てられているか否かを判定する（Ｓ３１０）。なお、本実施形態のＳ３１０で
は、外挿フラグが１つ立てられていれば、外挿フラグが立てられているものと判定しても
よいし、外挿フラグが複数立てられている場合に、外挿フラグが立てられているものと判
定してもよい。また、本実施形態のＳ３１０では、外挿フラグが立てられた上で外挿カウ
ンタが「１」以上である場合に、外挿フラグが立てられたものと判定してもよいし、外挿
フラグが立てられ、かつ、外挿カウンタが設定数以上である場合に、外挿フラグが立てら
れているものと判定してもよい。なお、ここで言う「設定数」とは、測定サイクルの回数
であり、規定回数よりも少ない数である。
【００５４】
　このＳ３１０での判定の結果、外挿フラグが立てられていれば（Ｓ３１０：ＹＥＳ）、
ＥＣＵ５０は、判定要否確認処理をＳ３２０へと移行させる。
　そのＳ３２０では、ＥＣＵ５０は、撮像装置３０における付着物判定処理に基づいて、
物体に付着物が存在するか否かを判定する。このＳ３２０での判定の結果、物体に付着物
が存在していなければ（Ｓ３２０：ＮＯ）、ＥＣＵ５０は、軸ズレ判定フラグＦＬを立て
る（Ｓ３３０）。本実施形態における軸ズレ判定フラグＦＬは、軸ズレ判定の実行の必要
性を表すフラグである。この軸ズレ判定フラグＦＬが立てられていれば、軸ズレ判定の実
行が必要であることを意味する。一方、軸ズレ判定フラグＦＬが倒されていれば、軸ズレ
判定の実行が不要であることを意味する。
【００５５】
　ＥＣＵ５０は、その後、本判定要否確認処理を終了する。
　ところで、判定要否確認処理では、Ｓ３１０での判定の結果、外挿フラグが立てられて
いない場合（Ｓ３１０：ＮＯ）や、Ｓ３２０での判定の結果、物体に付着物が存在してい
る場合（Ｓ３２０：ＹＥＳ）には、ＥＣＵ５０は、軸ズレ判定フラグＦＬを倒す（Ｓ３４
０）。
【００５６】
　ＥＣＵ５０は、その後、本判定要否確認処理を終了する。すなわち、ＥＣＵ５０は、判
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定要否確認処理をＳ３３０へと移行させることなく、本判定要否確認処理を終了する。
［実施形態の効果］
　以上説明したように、判定要否確認処理では、軸ズレ判定の実行条件を、物標検出処理
において物標が外挿され、かつ、付着物判定処理において物体に付着物が付着していない
ことが検出された場合としている。
【００５７】
　物標検出システム１によれば、付着物判定処理において物体に付着物が存在していない
ことが検出されたとしても、物標検出処理において物標が外挿されていない場合には、軸
ズレ判定を実行しない。また、物標検出システム１によれば、物標検出処理において物標
が外挿されていても、付着物判定処理において物体に付着物が存在していることを検出し
ていれば、軸ズレ判定を実行しない。
【００５８】
　すなわち、物標検出システム１によれば、実際に軸ズレが発生している可能性が高い場
合にだけ、軸ズレ判定を実行できる。
　換言すれば、軸ズレ判定装置によれば、軸ズレ判定の実行精度を向上させることができ
る。
【００５９】
　しかも、物標検出処理において、設定数以上連続して物標を外挿した場合に、外挿フラ
グが立てられたものとすれば、物標を未検出となる状況が偶発的に発生したとしても、ズ
レ判定が実行されることを低減できる。
【００６０】
　したがって、物標検出システム１によれば、不要な処理が実行されることを低減できる
。
　さらに、物標検出システム１においては、物体に付着物が存在しているか否かの判定を
、画像に基づいて実行している。このため、物標検出システム１によれば、付着物が物体
に存在しているか否かの判定精度を向上させることができ、ひいては、ズレ判定の実行の
必要性を精度良く判定できる。
［その他の実施形態］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、様々な態様にて実施することが可能
である。
【００６１】
　例えば、上記実施形態では、物標検出装置１０の信号処理部２０で物標検出処理を実行
していたが、物標検出処理の実行主体は、物標検出装置１０の信号処理部２０に限るもの
ではなく、ＥＣＵ５０であってもよい。
【００６２】
　また、上記実施形態では、判定要否確認処理をＥＣＵ５０が実行していたが、判定要否
確認処理の実行主体は、ＥＣＵ５０に限るものではなく、物標検出装置１０の信号処理部
２０であってもよい。
【００６３】
　さらに、上記実施形態においては、物標検出装置１０として、ＦＭＣＷレーダを想定し
ていたが、本発明における物標検出装置１０は、これに限るものではなく、例えば、パル
スレーダであってもよいし、２周波レーダであってもよい。
【００６４】
　さらに言えば、物標検出装置１０は、探査波として、ミリ波帯の電波を照射するものに
限らない。すなわち、本発明における物標検出装置は、探査波として光波を照射する、い
わゆるレーザレーダであってもよいし、探査波として音波を照射する、いわゆるソナーで
あってもよい。例えば、物標検出装置としてレーザレーダを用いた場合、軸ズレ判定は、
特開平１０－１３２９３９号公報に記載されているように周知の手法によって実現すれば
よい。
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　また、上記実施形態では、付着判定部４６における付着物の有無の判定を、画像におい
て検出対象とする物体が写り込んだ領域の明度が基準値以上であるか否かを判定すること
で実現していたが、本発明においては、付着判定部４６における付着物の有無の判定を実
現する方法は、これに限るものではない。例えば、本発明においては、付着判定部４６に
おける付着物の有無の判定を実現する方法は、画像において検出対象とする物体が写り込
んだ領域の彩度が基準値以上であるか否かを判定することで実現してもよいし、明度と彩
度との両方を基準値と比較した結果に従って判定してもよい。
【００６６】
　さらには、上記実施形態においては、付着物判定処理を実行する装置として、撮像装置
３０を想定していたが、本発明において、付着物判定処理を実行する装置は、撮像装置３
０に限るものではない。例えば、物標検出装置１０よりも解像度が高いレーザレーダ装置
であってもよいし、その他のセンシング手法によって、物体への付着物の有無を判定する
センシング装置であっても良い。すなわち、探査波を送受信することとは異なるセンシン
グ手法によって、物体への付着物の有無を判定するセンシング装置であれば、どのような
装置であってもよい。
【００６７】
　また、上記実施形態においては、軸ズレ判定を実行しない条件を、外挿フラグが立てら
れていない場合、または、物体に付着物が存在している場合としていたが、本発明におい
て、軸ズレ判定を実行しない条件は、外挿フラグが立てられていない場合、かつ、物体に
付着物が存在している場合であってもよい。
【００６８】
　なお、上記実施形態の構成の一部を省略した態様も本発明の実施形態である。また、上
記実施形態と変形例とを適宜組み合わせて構成される態様も本発明の実施形態である。ま
た、特許請求の範囲に記載した文言によって特定される発明の本質を逸脱しない限度にお
いて考え得るあらゆる態様も本発明の実施形態である。
【００６９】
　また、本発明は、前述した軸ズレ判定装置の他、軸ズレ状態の有無を判定するためにコ
ンピュータが実行するプログラム、軸ズレ状態の有無を判定する方法等、種々の形態で実
現することができる。
【符号の説明】
【００７０】
　１…物標検出システム　１０…物標検出装置　１２…送信部　１４…送信アンテナ部　
１６…受信アンテナ部　１８…受信部　２０…信号処理部　３０…撮像装置　３２…撮像
部　３４…画像処理部　４２…画像取得部　４４…マッチング部　４６…付着判定部　５
０…ＥＣＵ　５２…ＲＯＭ　５４…ＲＡＭ　５６…ＣＰＵ
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