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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物の位置を特定する対象物位置特定手段と、
　前記対象物を撮像する撮像装置と、
　前記特定された対象物の位置および予め決められた認識すべき対象物の大きさに基づい
て、前記撮像装置により得られた画像上に処理領域を設定する処理領域設定手段と、
　前記処理領域に含まれる画素の輝度値に基づいて、前記処理領域から水平エッジおよび
垂直エッジを抽出するエッジ抽出手段と、
　前記認識すべき対象物の予め設定された特徴に基づいて、前記抽出された水平エッジお
よび垂直エッジのそれぞれが、該認識すべき対象物を示すかどうか判定するエッジ判定手
段と、
　前記対象物を示すと判定された水平エッジから、該対象物の上端、下端、左端および右
端の位置を表す水平エッジを選択し、該水平エッジに基づいて該対象物の上端、下端、左
端および右端候補を選択する水平エッジ端候補選択手段であって、前記水平エッジ端候補
選択手段が前記対象物の左端および右端候補を選択できなかったならば、過去に認識され
た対象物の位置に基づいて推定した左端および右端を、該左端および右端候補として選択
する水平エッジ端候補選択手段と、
　前記対象物を示すと判定された垂直エッジから、該対象物の上端、下端、左端および右
端の位置を表す垂直エッジを選択し、該垂直エッジに基づいて該対象物の上端、下端、左
端および右端候補を選択する垂直エッジ端候補選択手段と、
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　前記対象物の外形を認識する対象物認識手段と、を備え、
　前記対象物認識手段は、
　　前記垂直エッジ端候補選択手段が左端候補および右端候補の両方を選択できたならば
、該選択された左端および右端候補を、前記対象物の左端および右端として認識すると共
に、前記水平エッジ端候補選択手段によって選択された前記上端候補および前記垂直エッ
ジ端候補選択手段によって選択された前記上端候補のうち、前記画像においてより上方に
位置する上端候補を、前記対象物の上端として認識し、前記水平エッジ端候補選択手段に
よって選択された前記下端候補および前記垂直エッジ端候補選択手段によって選択された
前記下端候補のうち、前記画像においてより下方に位置する下端候補を、前記対象物の下
端として認識し、
　　前記垂直エッジ端候補選択手段が左端候補および右端候補のいずれかを選択できなか
ったならば、該選択された左端または右端候補については、該左端または右端候補を前記
対象物の左端または右端として認識し、該選択されなかった左端または右端候補について
は、前記水平エッジ端候補選択手段により選択された左端または右端候補を、該対象物の
左端または右端として認識し、さらに、前記水平エッジ端候補選択手段によって選択され
た前記上端候補および前記垂直エッジ端候補選択手段によって選択された前記上端候補の
うち、前記画像においてより上方に位置する上端候補を、前記対象物の上端として認識し
、前記水平エッジ端候補選択手段によって選択された前記下端候補および前記垂直エッジ
端候補選択手段によって選択された前記下端候補のうち、前記画像においてより下方に位
置する下端候補を、前記対象物の下端として認識し、
　　前記垂直エッジ端候補選択手段が左端候補および右端候補の両方を選択できなかった
ならば、前記水平エッジ端候補選択手段により選択された左端および右端候補を、該対象
物の左端および右端として認識すると共に、前記水平エッジ端候補選択手段によって選択
された前記上端および下端候補を、前記対象物の上端および下端として認識し、
　前記認識された対象物の上端、下端、左端および右端の位置により、該対象物の外形を
認識する、
　対象物認識装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、自車両の前方にある対象物を認識する対象物認識装置に関し、特に、自車両
の前方を走行する先行車両を認識するのに適した対象物認識装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、車両走行の安全性を向上させるため、自車両の前方にある対象物の位置や大きさを
判断し、これに応じて自車両走行を適切に制御する装置が提案されている。前方にある対
象物の情報を取得する方法として、画像情報から水平方向エッジおよび垂直方向エッジを
抽出し、抽出されたエッジのそれぞれについて、そのエッジが認識すべき対象物（たとえ
ば、先行車両）を示すかどうか判断し、対象物を示すと判断されたエッジに基づいて対象
物を認識する方法が知られている。
【０００３】
特開平10-97699号公報では、画像内の左右ガイドライン（実施例では、白線）を認識し、
この左右ガイドラインにはさまれた領域内において水平エッジを抽出し、抽出された水平
エッジに基づいて障害物が存在する存在可能性領域を推定し、該存在可能性領域内で垂直
エッジを抽出し、抽出された垂直エッジに基づき障害物を判定する。ここで、水平エッジ
により推定された存在可能性領域のすべてについて、所定のしきい値を超える垂直エッジ
のＸ座標上の点が２つ未満の場合、対象物は存在しないと判断される。
【０００４】
特開平9-16782号公報では、予め撮像領域を格子状に区分しておき、検出された縦エッジ
点を含む領域を縦エッジ領域とし、検出された横エッジ点を含む領域を横エッジ領域とし
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、縦エッジ領域群および横エッジ領域群の交点を特定し、交点が４つ以上存在して長方形
を成すことができる場合、その長方形を物体と認識している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、特開平10-97699号公報のものでは、たとえば対象物の一部が背景色に似て十分な
コントラストの差がなく、存在可能性領域において２つ以上の垂直エッジを得ることがで
きない場合には、実際には対象物が存在しても「対象物無し」と誤って認識されることが
あった。また、特開平9-16782号公報のものでは、コントラスト不足などにより、検出さ
れた縦および横のエッジの交点が４点以上得られなかった場合には、実際には対象物が存
在しても「対象物無し」と誤って認識されることがあった。
【０００６】
この発明は、上記問題点を解決するものであり、対象物の外形を認識するのに所望の水平
および垂直エッジのいずれかが得られなかった場合でも、得られた水平または垂直エッジ
から対象物の外形を認識できる装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するため、請求項１の発明の対象物認識装置は、対象物の位置を特定す
る対象物位置特定手段と、対象物を撮像する撮像装置と、前記特定された対象物の位置お
よび予め決められた認識すべき対象物の大きさに基づいて、前記撮像装置により得られた
画像上に処理領域を設定する処理領域設定手段と、処理領域に含まれる画素の輝度値に基
づいて、前記処理領域から水平エッジを抽出する水平エッジ抽出手段と、認識すべき対象
物の予め設定された特徴に基づいて、前記抽出された水平エッジのそれぞれが、該認識す
べき対象物を示すかどうか判定するエッジ判定手段とを備え、前記対象物を示すと判定さ
れた水平エッジから、対象物の外形を表す水平エッジを選択し、該水平エッジに基づいて
対象物の外形を認識する。
【０００８】
この発明によると、背景などの周囲の環境の影響により所望の垂直エッジが得られなかっ
た場合にも、水平エッジのみから対象物の外形を認識することができるので、対象物の外
形を認識できる確度が向上する。
【０００９】
また、請求項２の発明は、請求項１の対象物認識装置において、処理領域に含まれる画素
の輝度値に基づいて、前記処理領域から垂直エッジを抽出する垂直エッジ抽出手段と、認
識すべき対象物の予め設定された特徴に基づいて、前記抽出された垂直エッジのそれぞれ
が、該認識すべき対象物を示すかどうか判定する垂直エッジ判定手段と、前記対象物を示
すと判定された水平エッジから対象物の外形を表す水平エッジを選択し、該水平エッジに
基づいて対象物の端候補を選択する水平エッジ端候補選択手段と、前記対象物を示すと判
定された垂直エッジから対象物の外形を表す垂直エッジを選択し、該垂直エッジに基づい
て対象物の端候補を選択する垂直エッジ端候補選択手段とを備え、前記水平エッジ端候補
選択手段により選択された端候補および前記垂直エッジ端候補選択手段により選択された
端候補に基づいて対象物の外形を認識する。
【００１０】
請求項２の発明によると、水平エッジから選択された端候補および垂直エッジから選択さ
れた端候補に基づいて対象物の外形を認識するので、対象物の外形を認識するのに所望の
水平エッジまたは所望の垂直エッジが得られなかった場合でも、得られた方のエッジから
対象物の外形を認識することができ、対象物の外形を認識できる確度が向上する。
【００１１】
請求項３の発明は、請求項２の対象物認識装置において、水平エッジ端候補選択手段が、
対象物を示すと判定された水平エッジから、対象物の上端、下端、左端および右端の位置
を表す水平エッジを選択し、該水平エッジに基づいて対象物の上端、下端、左端および右
端候補を選択し、垂直エッジ端候補選択手段が、対象物を示すと判定された垂直エッジか
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ら、対象物の上端、下端、左端および右端の位置を表す垂直エッジを選択し、該垂直エッ
ジに基づいて対象物の上端、下端、左端および右端候補を選択し、対象物認識手段が、前
記水平エッジ端候補選択手段により選択された上端、下端、左端および右端候補および前
記垂直エッジ端候補選択手段により選択された上端、下端、左端および右端候補に基づい
て、対象物の上端、下端、左端および右端の位置を認識する。
【００１２】
請求項３の発明によると、水平エッジから選択された上下左右端候補および垂直エッジか
ら選択された上下左右端候補に基づいて対象物の外形を認識するので、所望の水平エッジ
または所望の垂直エッジが得られなかった場合にも、得られた方のエッジから対象物の外
形を認識することができ、特に外形が箱形に近似できる対象物を認識できる確度が向上す
る。
【００１３】
請求項４の発明は、請求項３の発明において、垂直エッジ端候補選択手段が、左端候補お
よび右端候補のいずれかまたは両方が選択できなかったならば、該選択されなかった端候
補については、前記水平エッジ端候補選択手段により選択された端候補を対象物の端の位
置として認識する。
【００１４】
請求項４の発明によると、対象物の外形を認識するのに所望の垂直エッジが得られなくて
も、水平エッジから対象物の外形を認識することができるので、特に水平エッジを比較的
多く抽出できる対象物を認識する確度が向上する。
【００１５】
請求項５の発明は、請求項４の対象物認識装置において、水平エッジ端候補選択手段が、
対象物の左端および右端候補を選択できなかったならば、過去に認識された対象物の位置
に基づいて推定した左端および右端を、対象物の左端および右端候補として選択する。
【００１６】
請求項５の発明によると、対象物の外形を認識するのに所望の水平エッジが得られなくて
も、過去に認識された対象物の位置に基づいて対象物の端候補を推定できるので、対象物
を認識する確度が向上する。
【００１７】
請求項６の発明は、請求項４または請求項５の対象物認識装置において、垂直エッジ端候
補選択手段が、水平エッジ端候補選択手段により選択された左端および右端候補の近傍に
ある、対象物の左端および右端の位置を表す垂直エッジを選択し、該垂直エッジに基づい
て対象物の左端および右端候補を選択する。
【００１８】
請求項６の発明によると、水平エッジからの対象物の左端および右端候補に基づいて、対
象物の左端および右端の位置を表す垂直エッジを選択するので、特に水平エッジを比較的
多く抽出できる対象物の外形を正確に認識することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
次に図面を参照してこの発明の実施の形態を説明する。図１は、この発明の一実施例の対
象物認識装置の全体的なブロック図である。この実施例においては、この発明の対象物認
識装置により認識すべき対象物を先行車両とする。
【００２０】
図１の撮像装置１は、自車両の前方を画像として撮像する装置である。撮像装置１は典型
的には２次元のＣＣＤであり、２次元に配列されたフォトセンサのアレイであってもよい
。夜間の使用を考慮すると赤外線を用いた撮像装置にするのがよい。この場合、レンズの
前に赤外線透過性のフィルタを置き、赤外線の光源を用いて一定の周期で対象物を照射し
、対象物から反射する赤外線を感知するようにするのがよい。撮像装置１により撮像され
た画像はアナログ・デジタル変換器（図示せず）を介してデジタルデータに変換され、画
像記憶部２に格納される。
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【００２１】
対象物位置特定部３は、典型的にはレーザレーダまたはミリ波レーダであり、レーザまた
はミリ波を対象物に照射し、対象物からの反射波を受信して、自車両から対象物までの距
離および自車両に対する対象物の相対的な方位を測定する。レーダは、単一ビームを自車
両前方のある角度の範囲にわたって走査するスキャン型レーダを用いることができ、また
は複数ビームを車両前方のある角度の範囲にわたって照射する複数ビーム型のレーダを用
いてもよい。レーダからのビームがカバーする角度の範囲は、認識すべき対象物が撮像装
置１により撮像される可能性のある範囲に合わせて設定される。この実施例では認識すべ
き対象物が先行車両なので、レーダは、少なくとも自車両が走行する自車線領域をカバー
するよう設定される。または、１サイクル前に撮像装置１により撮像され、特定された先
行車両の位置情報に基づいて、自車両前方の先行車両に確実にビームを照射させるよう、
レーダのビームの方位を随時変向させるようにしてもよい。特定された先行車両の距離Ｄ
および方位θは、図１の対象物位置記憶部４に記憶される。
【００２２】
他の実施例では、対象物位置特定部３を、一対の光学式撮像装置を用いて実現することが
できる。図２は、その場合の三角計測法による距離の計測原理を説明する図である。簡単
に説明するため、図２における一対の撮像装置は、それぞれ一次元のラインセンサとする
。ラインセンサ２８およびレンズ２６は、他方の撮像装置を構成するラインセンサ２９お
よびレンズ２７と所定の間隔すなわち基線長Ｂだけ左右方向に間隔をおいて配置されてお
り、それぞれレンズ２６、２７の焦点距離ｆに配置されている。
【００２３】
レンズ２６、２７のある平面から距離Ｄにある対象物の像が、ラインセンサ２８ではレン
ズ２６の光軸からｄ1ずれた位置に形成され、ラインセンサ２９ではレンズ２７の光軸か
らｄ2だけずれた位置に形成されるとすると、レンズ２６、２７の面から対象物２５まで
の距離Ｄは、三角計測法の原理により、Ｄ＝Ｂ・ｆ／（ｄ1＋ｄ2）で求められる。撮像さ
れた画像はデジタル化されるので、距離（ｄ1＋ｄ2）はデジタル的に算出される。ライン
センサ２８および２９で得られる画像の片方または両方をシフトさせながら両画像のそれ
ぞれ対応する画素の輝度を示すデジタル値の差の絶対値の総和を求め、これを相関値とす
る。相関値が最小値になるときの画像のシフト量が両画像の間の位置ずれ、すなわち（ｄ
1＋ｄ2）を示す。観念的には図２に示すようにラインセンサ２８および２９から得られる
２つの画像を重なり合わせるために２つの画像を相対的に移動させねばならない距離が（
ｄ1＋ｄ2）である。自車両に対する対象物２５の方位θは、たとえばレンズ２７の光軸を
基準とすると、tanθ＝d2／ｆのように求めることができる。
【００２４】
上記の一対の撮像装置による距離の計測は、たとえば撮像された画像を多数のウィンドウ
に細分し、ウィンドウごとに計測される。計測された距離を、予め計測して保持されたウ
ィンドウごとの道路までの距離と比較し、道路までの距離よりも短ければ、そのウィンド
ウについての計測距離を対象物までの距離と判断することができる。たとえば、撮像され
た画像のうち、ハンドル角などを考慮して自車線領域と考えられるウィンドウを走査して
距離を計測することにより、自車両前方にある先行車両までの距離を計測することができ
る。
【００２５】
対象物位置特定部３を、上記に説明したレーダおよび一対の撮像装置を併用して実現する
ことができる。たとえば、一対の撮像装置により撮像された画像による距離および方位の
計測が困難な状況（前方の先行車両が自車両から遠方にある、またはトンネルなど薄暗い
場所を走行していて先行車両の撮像が不安定となるような状況）ではレーダによって計測
するというようにしてもよい。また、レーダによる距離および方位の計測は、自車両前方
の一定の角度範囲に限定され、撮像装置ほど広い視界をカバーするのが困難なことがある
ので、撮像装置により計測された先行車両の方位に合わせて、レーダのビームの向きを随
時変えるようにしてもよい。しかしながら、この実施例では、対象物位置特定部３をミリ
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波レーダまたはレーザレーダのようなレーダにより実現し、自車両前方の先行車両の位置
（距離および方位）を特定する。
【００２６】
図１の対象物認識部２１は、撮像装置１により得られた画像内に処理領域を設定し、処理
領域から抽出されたエッジを使用して先行車両の認識を行う。対象物認識部２１による処
理は、撮像装置１から取り込んだ画像および対象物位置特定部３により計測された対象物
の位置に基づいて、ある検出時間間隔（たとえば、１００ミリ秒）で実行される。以下、
対象物認識部２１による対象物認識の方法を詳細に説明する。
【００２７】
図１の処理領域設定部５は、対象物位置記憶部４に記憶された対象物の位置および予め決
められた認識すべき対象物の大きさに基づいて、画像記憶部２に記憶された撮像画像内に
処理領域を設定する。予め決められた認識すべき対象物の大きさは、処理領域設定部５に
より予め保持されており、認識すべき対象物全体を囲むことができるよう設定されている
。
【００２８】
処理領域の設定方法を、図３および図４を参照して説明する。図３は、前方を走行する先
行車両４０を撮像した画像である。図３に示すように、撮像した画像においてｘおよびｙ
軸を定め、処理領域３０を座標（Ｘa1,Ｙa1）および（Ｘa2,Ｙa2）を使用して設定する。
【００２９】
図４は、この処理領域３０を設定する方法を示しており、図４の（ａ）は、処理領域を特
定するｘ座標すなわちＸa1およびＸa2を求める方法を示す図であり、図４の（ｂ）は、処
理領域を特定するｙ座標すなわちＹa1およびＹa2を求める方法を示す図である。
【００３０】
図４の撮像装置１は、自車両に搭載されている撮像装置１を示しており、自車両前方を走
行する先行車両４０を撮像する。ｆは、撮像装置１に備えられたレンズ４５の焦点距離で
あり、レンズの特性により定まる値である。ＷおよびＨは、予め決められた先行車両の幅
および高さであり、たとえばＷは２メートル、Ｈは２．５メートルのように設定すること
ができる。Ｄおよびθは、対象物位置記憶部４に格納された先行車両の自車両からの距離
および自車両に対する相対的な方位を示す。ｈは、道路から自車両に搭載された撮像装置
１のレンズ４５の中心までの高さを示し、撮像装置１の自車両内の位置により定まる。
【００３１】
処理領域設定部５は、これらのパラメータＷ、Ｈ、ｈを用い、対象物位置記憶部４に記憶
されたＤおよびθを抽出して、以下の式により処理領域３０を特定する座標（Ｘa1、Ｙa1
）および（Ｘa2,Ｙa2）を算出する。
【００３２】
【数１】
Ｘa1＝（Ｄ×tanθ － (Ｗ／２)） × （ｆ／Ｄ）　　　　　式(１)
Ｘa2＝（Ｄ×tanθ ＋ (Ｗ／２)） × （ｆ／Ｄ）　　　　　式(２)
Ｙa1＝（Ｈ－ｈ） × （ｆ／Ｄ）　　　　　　　　　　　　 式(３)
Ｙa2＝－（ｈ × （ｆ／Ｄ））　　　　　　　　　　　　　 式(４)
【００３３】
または、Ｙa1およびＹa2については、自車両のピッチングを考慮して、以下のようにピッ
チング余裕分のαを加えるようにしてもよい。
【００３４】
【数２】
Ｙa1＝（Ｈ－ｈ） × （ｆ／Ｄ）＋α　　　　　　　　　　 式(５)
Ｙa2＝－（ｈ × （ｆ／Ｄ）＋α）　　　　　　　　　　　 式(６)
【００３５】
こうして、座標（Ｘa1、Ｙa1）および（Ｘa2,Ｙa2）を使用して、撮像された画像内に処
理領域３０が図３のように設定され、またはピッチングを加味して図５のように設定され
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る。
【００３６】
図１の水平エッジ抽出部７および垂直エッジ抽出部９は、処理領域設定部５により設定さ
れた処理領域内から、それぞれ水平方向のエッジおよび垂直方向のエッジを抽出する。こ
の実施例では、水平方向および垂直方向の両方についてエッジを抽出する。水平および垂
直エッジの両方とも基本的にが同じ方法で抽出されるので、ここでは水平エッジの抽出に
ついて説明する。ここで抽出されるエッジは、画像において輝度が変化する部分を示す。
図６に、水平エッジ抽出部７により実行される、エッジを抽出するフローチャートを示す
。最初に、水平エッジ抽出部７は、処理領域３０内のそれぞれの画素に対して水平方向に
フィルタリング処理を行い、水平方向に輝度差のあるエッジ部分を強調する（ステップ６
１）。図７の（ａ）は、水平方向のエッジを検出するための水平エッジ用フィルタの例で
あり、以下に述べる計算の都合上、図７の（ｂ）のようにフィルタのそれぞれの要素に座
標を付す。
【００３７】
処理領域３０内を図７の水平エッジ用フィルタで走査し、処理領域３０内のそれぞれの画
素の輝度値に対して以下の式（７）の計算を施すことにより、水平方向のエッジを検出す
る。
【００３８】
【数３】

【００３９】
ここで、ｘおよびｙは、処理領域３０内の画素の位置を特定する座標を示す。Ｇ(x,y)は
、撮像されてデジタルデータに変換されたときの座標(x,y)にある画素の輝度値を示し、
Ｐ(x,y)は、フィルタリング処理を行った後の座標(x,y)にある画素の輝度値を示す。Ｆ(i
,j)は、図７の（ａ）に示す水平エッジ用フィルタの座標(i,j)にあるフィルタ要素の値を
示す。水平エッジ用フィルタは、水平方向のエッジを強調するよう値が定められているの
で、上記の計算をそれぞれの画素に対して行うことにより、水平エッジを検出することが
できる。
【００４０】
他の実施形態では、式（７）の代わりに、以下の式（８）のように単純に垂直方向に隣あ
った画素間で輝度値の引き算を行う微分処理によりフィルタリング処理を行うことができ
る。ここで、ｎは任意の整数であり、たとえばｎ＝１である。
【００４１】
【数４】
Ｐ(x,y)＝Ｇ(x,y-n)－Ｇ(x,y+n)　　　　　　式(８)
【００４２】
次に、フィルタリング処理が行われたそれぞれの画素の輝度値Ｐに基づいて、輝度ヒスト
グラムを算出する（ステップ６３）。この実施例で使用する輝度値は、２５６の階調（真
黒「０」から真白「２５５」の間）を持つデジタルデータとして表される。図８は輝度ヒ
ストグラムの例を示し、横軸は輝度値を示し、右にいくほど高い輝度値を示す。縦軸は、
それぞれの輝度値をもつ画素数を示す。
【００４３】
このヒストグラムに基づいて、低輝度側の画素数と高輝度側の画素数が所定の割合となる
輝度値を２値化しきい値として設定する（ステップ６５）。たとえば、処理領域３０の全
画素数に対し、先行車両を示すエッジを構成する画素数の割合を予めある程度推定し、あ
る輝度値以上でその割合になる値をヒストグラムから求めて２値化しきい値とすることが
できる。この２値化しきい値を使用し、たとえば高輝度側を「１」、低輝度側を「０」と
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して、処理領域３０内のそれぞれの画素が２値化される（ステップ６７）。こうして２値
化された画素のうち、値「１」を持つ画素をエッジ点と呼ぶ。２値化しきい値の設定には
既知の様々な方法があり、ここで用いる方法はその一例であり、ここで用いる方法はその
一例であり、他の方法を用いてもよい。
【００４４】
次に、２値化によって得られた値「１」を持つ画素すなわちエッジ点を抽出し、エッジ点
が連続していれば１つのまとまった水平エッジとしてグループ化する。エッジ点をグルー
プ化する手法として、この実施例ではテンプレートを使用したラベリング処理を利用する
。このラベリング処理を、図９を参照して説明する。
【００４５】
図９の（ａ）のＴ１～Ｔ３はテンプレートにおける位置を示す。図９の（ｂ）のＶ１～Ｖ
３は、あるエッジ点にＴ２が合うようテンプレートが置かれた時の、Ｔ１～Ｔ３の位置に
それぞれ対応する画素の値（１またはゼロ）をそれぞれ示す。図９の（ｃ）のＬ１～Ｌ３
は、あるエッジ点にＴ２が合うようテンプレートが置かれた時の、Ｔ１～Ｔ３の位置にそ
れぞれ対応する画素に付与されたラベルを示す。
【００４６】
また、図９の（ｄ）の表は、あるエッジ点にＴ２が合うようテンプレートが置かれたとき
の、Ｔ１～Ｔ３の位置に対応する画素の値に基づいて、Ｔ２の位置に対応するエッジ点に
どのようなラベルＬ２が付与されるかを示したものである。たとえば、Ｔ１～Ｔ３の位置
に対応する画素の値Ｖ１～Ｖ３が条件４を満たせば、Ｔ２に対応するエッジ点のラベルＬ
２には、Ｔ１に対応する画素のラベルＬ１と同じラベルが付与される。なお、条件１が満
たされた時に付与されるラベル「Ｌ」は、まだ使用されていない新たなクラスタラベルを
示す。図９の（ｅ）に示すように、テンプレートのＴ２が処理領域３０内のエッジ点に順
次置かれるよう処理領域３０を走査し、エッジ点にラベルＬ２を付与していく。
【００４７】
図１０は、ラベル付与の処理を説明するための図である。図１０の（ａ）は、２値化され
た画素（値ゼロは単なる「・」で示されている）を示す画像の一部の例である。画素のう
ち値１をもつエッジ点にテンプレートのＴ２が合うようテンプレートが置かれ、上記のよ
うにラベル付与処理を行うと、図１０の（ｂ）に示すように連続したエッジ点に同じラベ
ルが付与される。
【００４８】
図９の（ｄ）の条件５を満たす場合には、テンプレートのＴ１およびＴ３に対応するラベ
ルを連結し、テンプレートＴ３に対応するラベルをテンプレートＴ１に対応するラベルに
置き換える。たとえば、図１０の（ｂ）のエッジ点９１と９２およびエッジ点９２と９３
は図９の（ｄ）の条件５を満たすので、結果としてラベルＤおよびラベルＥをもつエッジ
点のすべてが、ラベルＣに付与しなおされる（図１０の（ｃ））。このラベルを連結する
処理は、処理領域３０内のすべてのエッジ点を走査してラベルを付与した後に行ってもよ
い。ラベルを連結することにより、連続するエッジ点はもれなく同じラベルが付与された
１つのエッジ群となる。図１０の（ｃ）には、ラベルＡ、ＢおよびＣの３つのエッジ群が
示される。このように、水平方向のそれぞれのエッジ群すなわち水平エッジが抽出される
。
【００４９】
垂直エッジ抽出部９は、図６のステップ６１のフィルタリング処理で、水平エッジ用フィ
ルタの代わりに図１１に示す垂直エッジ用フィルタを使用することをのぞき、水平エッジ
と同様の手法で処理領域３０内の垂直エッジを抽出する。
【００５０】
図１に戻り、水平エッジ判定部１１は、認識すべき対象物の予め設定された特徴に基づい
て、水平エッジ抽出部９により抽出されたエッジが、認識すべき対象物を示すかどうか判
定する。たとえば水平エッジの場合、この実施例のように認識すべき対象物が先行車両と
すると、先行車両が画像に表されたときの特徴、すなわち箱形で水平エッジが比較的多く
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、しかも直線的なエッジを持っていることなどに基づいてエッジ判定を行うことができる
。具体的には、
１）処理領域設定部５により設定された処理領域の境界線上の画素を含むエッジは、先行
車両以外のものを示すエッジと判定する。
【００５１】
２）水平エッジ抽出部７により抽出された水平エッジの直線性を調べ、直線性の悪いエッ
ジは、先行車両以外のものを示すエッジと判定する。
【００５２】
３）水平エッジ抽出部７により抽出された水平エッジの傾きを調べ、傾きが大きいエッジ
は先行車両以外のものを示すエッジと判定する。
【００５３】
図１２は、上記１）～３）の水平エッジのパターンの例を示す。図１２の（ａ）は撮像さ
れた画像を示し、先行車両４０の手前に路面標識１２０が、向こう側に山の稜線１３０が
、サイドに白線１４０が写し出されている。路面標識１２０は、処理領域３０を横切るよ
うにして広がっている。図１２の（ｂ）は、水平エッジ抽出部７により図１２の（ａ）の
画像に対して抽出された水平エッジの２値化画像を示す。この２値化画像には、先行車両
４０を示すエッジだけでなく路面標識１２０を示すエッジ１２５および１２６、山の稜線
１３０の一部を示すエッジ１３５～１３７、および白線１４０を示すエッジ１４５および
１４６が抽出されている。
【００５４】
処理領域３０は、前述したように先行車両を囲むよう設定されているので、処理領域を横
切る水平エッジは先行車両以外のものを示すと判定することができる。具体的には、処理
領域３０は、前述したように座標（Ｘa1,Ｙa1）および（Ｘa2,Ｙa2）で特定されるので、
水平エッジ判定部１１は、水平エッジを構成する画素のｘ座標値を調べ、ｘ座標値がＸa1
またはＸa2を持つエッジ点があるならば、その水平エッジを処理領域３０の境界線を横切
るエッジと判断し、その水平エッジは先行車両以外のものを示すと判定する。図１２の（
ｂ）の例では、エッジ１２５または１２６が、ｘ座標値Ｘa1またはＸa2を持つエッジを含
むので、エッジ１２５および１２６を先行車両以外のものを示すと判定する。
【００５５】
さらに、先行車両を示す水平エッジは水平方向に曲線を描くことはないので、水平エッジ
判定部１１は、このような直線性の悪いエッジ１３５～１３７は、先行車両以外のものを
示すと判定する。水平エッジ判定部１１は、抽出された水平エッジを構成するエッジ点の
それぞれのｙ座標値の分散を算出し、ｙ座標が、予め決められた所定値以上にわたって分
散するならば、その水平エッジは先行車両以外のものを示すと判定する。
【００５６】
さらに、先行車両を示す水平エッジは水平方向に大きな傾きを持つことはないので、水平
エッジ判定部１１は、このような傾きの大きいエッジ１４５および１４６は、先行車両以
外のものを示すと判定する。水平エッジ判定部１１は、水平エッジを構成するエッジ点の
ｘおよびｙ座標を用いて最小二乗法による直線近似を行い、その傾きを調べ、傾きが予め
決められた所定値以上であるならば、その水平エッジは先行車両以外のものを示すと判定
する。
【００５７】
こうして水平エッジを判定することにより、先行車両を示すと判定された水平エッジと先
行車両以外のものを示すと判定された水平エッジとは、それぞれ区別できるよう水平エッ
ジ記憶部１２に記憶される。たとえば、先行車両を示すと判定された水平エッジを構成す
るエッジ点の画素の値を「１」のまま記憶し、先行車両以外のものを示すと判定された水
平エッジを構成するエッジ点の画素の値をゼロに反転して記憶する。または、先行車両以
外のものを示すと判定された水平エッジを構成するエッジ点にのみ何らかのフラグを付け
て記憶し、その後の処理に使用しないようにすることもできる。図１２の（ｃ）は、先行
車両以外のものを示すと判定されたエッジ１２５および１２６、１３５～１３７、１４５
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および１４６を除外した後の水平エッジを示す２値化画像である。
【００５８】
処理領域の境界線上の画素を含む水平エッジを示すものとして、たとえば背景の建築物、
路面上の停止線等の標識が考えられ、直線性の悪い水平エッジを示すものとして、たとえ
ば樹木などの自然物、店の看板として使用される旗などが考えられ、傾きの大きい水平エ
ッジを示すものとして、たとえばガードレール、追い越し禁止車線、路側構造体などが考
えられる。上記の処理を行うことにより、このような先行車両以外のものを示す水平エッ
ジに基づいた先行車両の誤認識をなくすことができる。
【００５９】
こうして、認識すべき対象物の予め設定された特徴に基づいて、水平エッジが認識すべき
対象物を示すかどうか判定することができる。上記の１）～３）の判定条件は、そのうち
のいずれかを使用して判定してもよく、またはいくつかを併用して判定してもよい。さら
に、認識すべき対象物の特徴を表すような新たな判定条件を加えて判定するようにしても
よい。上記の予め設定された特徴は、認識すべき対象物が何であるかに依存して、たとえ
ば対象物の大きさ、形状、輪郭などの対象物の特徴に応じて変えることができる。
【００６０】
垂直エッジ判定部１３は、水平エッジ判定部１１によるものと同様の手法で、垂直エッジ
抽出部９により抽出されたエッジが、先行車両を示すかどうか判定する。先行車両を示す
と判定された垂直エッジと先行車両以外のものを示すと判定された垂直エッジとは、それ
ぞれ区別できるよう垂直エッジ記憶部１４に記憶される。
【００６１】
図１に戻り、対象物外形認識部１５は、水平エッジ記憶部１２および垂直エッジ記憶部１
４にそれぞれ記憶された、対象物を示すと判定されたエッジに基づいて対象物の外形を認
識する。この実施例では認識すべき対象物が先行車両であるので、画像に表されたときに
対象物を箱形ですることができ、したがって対象物の外形を上端、下端、左端および右端
の位置で認識する。
【００６２】
図１３は、対象物外形認識部１５の詳細を示すブロック図である。図１４の（ａ）は、水
平エッジ判定部１１により先行車両を示すと判定された水平エッジを表す２値化画像であ
る。図１４の（ｂ）は、図１４の（ａ）に対応するヒストグラムであり、図のようにｙ軸
を定め、処理領域３０内の水平エッジを構成するエッジ点のｙ座標ごとの数を表す。水平
エッジ端候補選択部３１は、このヒストグラムを算出し、所定値Ｐ１以上のエッジ点を有
する水平エッジで、かつ処理領域３０の上の境界線Ｙa1および下の境界線Ｙa2に最も近い
水平エッジ１３１および１３２をそれぞれ選択し、この水平エッジに対応するｙ座標値を
それぞれ先行車両の上端候補および下端候補として選択する。所定値Ｐ１は、処理領域３
０の水平方向の幅および認識すべき対象物の水平方向の幅に応じて定められる。所定値Ｐ
１以上のエッジ点を有し、処理領域３０の境界線に最も近い水平エッジを選択するのは、
そのような水平エッジが先行車両の上端および下端の位置を最もよく表すからである。図
１４の（ｂ）のヒストグラムでは、先行車両の上端候補はYch1により特定され、下端候補
はYch2により特定される。
【００６３】
次に、水平エッジ端候補選択部３１は、図１４の（ｂ）のヒストグラムに基づいて、上端
候補Ych1および下端候補Ych2の間に存在し、最も先行車両の特徴を表す水平エッジを選択
する。この実施例では、所定値Ｐ１以上の最も多くのエッジ点を有する（すなわち、水平
方向に最も長い）水平エッジ１３３を選択し、その水平エッジ１３３の左端および右端に
対応するｘ座標値を、それぞれ先行車両の左端候補および右端候補として選択する。最も
長い水平エッジを選択するのは、この実施例のように認識すべき対象物が先行車両である
場合、画像にほぼ箱形で表されるので、最も長い水平エッジが先行車両の左端および右端
の位置を最もよく表すと考えることができるからである。ここで使用される所定値Ｐ１は
、上記の上端および下端候補を選択するための所定値Ｐ１よりも大きな値でもよい。また
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、左端および右端候補を選択するための水平エッジは、先に選択された上端および下端候
補を選択するための水平エッジと同じであってもよい。図１４の（ａ）では、先行車両の
左端候補はXch1により特定され、右端候補はXch2により特定される。こうして、水平エッ
ジのみから先行車両の上端、下端、左端および右端候補がそれぞれ選択される。
【００６４】
先行車両の左端および右端の位置を表す水平エッジを選択することができない場合（たと
えば、上端候補Ych1および下端候補Ych2のいずれかまたは両方を選択できないために、左
端および右端候補を選択するための水平エッジを選択することができない場合）には、水
平エッジ端候補選択部３１は、所定回数前（前述したように、対象物認識処理はある時間
間隔ごとに実行される）に認識された先行車両の上端、下端、左端および右端の位置を表
すｘおよびｙ座標値に基づいて、今回認識される先行車両の上端、下端、左端および右端
を推定し、以下の式のように、それぞれ推定された端推定値pY1、pY2、pX1およびpX2を先
行車両の上端、下端、左端および右端候補とすることができる。
【００６５】
【数５】
Ych1＝pY1
Ych2＝pY2
Xch1＝pX1
Xch2＝pX2
【００６６】
端推定値は、所定回数前に認識された先行車両の上端、下端、左端および右端の位置その
ものをそれぞれ用いることもでき、または車体の挙動を検出する手段により得られる車体
の挙動値（たとえば、舵角やヨー）や相対速度の変化に基づいて補正された値を用いても
よい。また、対象物情報記憶部１８に時系列に記憶されている過去複数回にわたって認識
された先行車両の位置に基づいて推定した値であってもよい。
【００６７】
また、水平エッジ端候補選択部３１が、水平エッジから上端および下端候補を選択するこ
とができたが、左端および右端候補を選択できなかった場合（たとえば、上端および下端
候補より大きい所定値を使用して左端および右端候補を選択する場合に、その所定値以上
の水平エッジを選択できなかった場合）、上端および下端は水平エッジから選択されたも
のを候補とし、左端および右端は、上記の左端推定値pX1および右端推定値pX2を候補とす
るようにしてもよい。
【００６８】
図１５の（ａ）は、垂直エッジ判定部１３により先行車両を示すと判定された垂直エッジ
を表す２値化画像である。図１５の（ｂ）は、図１５の（ａ）に対応するヒストグラムで
あり、図のようにｘ軸を定め、処理領域３０内の水平エッジを構成するエッジ点のｘ座標
ごとの数を表す。垂直エッジ端候補選択部３３はこのヒストグラムを算出し、水平エッジ
端候補選択部３１により選択された左端候補Xch1および右端候補Xch1の近傍にそれぞれあ
り、所定値Ｐ２以上の最も多くのエッジ点を有する（すなわち、垂直方向に最も長い）垂
直エッジ１４１および１４２をそれぞれ選択する。このように、認識すべき対象物が先行
車両の場合は水平エッジが比較的多く抽出されるので、先行車両の左端および右端を表す
水平エッジに基づいて垂直エッジを選択するのが好ましい。また、最も長い垂直エッジを
選択するのは、それが認識すべき先行車両の左端および右端の位置を最もよく表すと考え
ることができるからである。選択されたそれぞれの垂直エッジに対応するｘ座標値Xcv1お
よびXcv2が、それぞれ先行車両の左端および右端候補として選択される。
【００６９】
次に、垂直エッジ端候補選択部３３は、垂直エッジ１４１および１４２の上端のｙ座標値
のうち、より上方のｙ座標値を持つ方の垂直エッジ（ここでは、エッジ１４１の上端より
もエッジ１４２の上端の方が画像においてより上方にあるので、エッジ１４２）を選択し
、そのｙ座標値Ycv1を先行車両の上端候補として選択する。さらに、垂直エッジ１４１お
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よび１４２の下端のｙ座標値のうち、より下方のｙ座標値Ycv2をもつ方の垂直エッジ（こ
こでは、エッジ１４１）を選択し、そのｙ座補値を先行車両の下端候補として選択する。
左端および右端にあるそれぞれの垂直エッジのうち、より上方およびより下方にある端を
それぞれ先行車両の上端および下端候補とするのは、先行車両を垂直方向に大きめに判断
した方が、先行車両の位置の認識に余裕をもたせられるからである。こうして、垂直エッ
ジのみから先行車両の上端、下端、左端および右端候補がそれぞれ選択される。
【００７０】
図１３に戻り、端認識部３５は、水平エッジ端候補選択部３１により端候補に選択された
Ych1、Ych2、Xch1およびXch2、および垂直エッジ端候補選択部３３により端候補に選択さ
れたYcv1、Ycv2、Xcv1およびXcv2に基づいて、先行車両の上端、下端、左端および右端の
位置を認識する。これを、図１６のフローチャートを参照しつつ説明する。
【００７１】
垂直エッジ端候補選択部３３が先行車両の左端および右端候補の両方とも選択できた場合
には、これら選択された左端候補Xcv1および右端候補Xcv2を、それぞれ先行車両の左端X1
および右端X2と認識する（ステップ１６１および１６２）。垂直エッジ端候補選択部３３
により選択された左端および右端候補は、先行車両の左端および右端の位置を表す水平エ
ッジに基づいて選択されたものなので、それらを先行車両の左端および右端の位置と認識
することにより、もっとも正確に先行車両の外形を認識することができる。
【００７２】
先行車両の上端および下端については、上端候補Ych1およびYcv1のうち画像においてより
上方にある方を先行車両の上端Y1と認識し、下端候補Ych2およびYcv2のうち画像において
より下方にある方を先行車両の下端Y2と認識する（ステップ１６２）。先行車両を垂直方
向に大きめに認識する方が、先行車両の位置の認識に余裕をもたせることができるので、
このようにより上方およびより下方にある端候補を先行車両の上端および下端と認識する
のが好ましい。または、上端候補Ych1およびYcv1のうち、過去に認識された先行車両の位
置に基づいて推定された上端推定値pY1に近い方を先行車両の上端Y1と認識し、下端候補Y
ch2およびYcv2のうち、下端推定値pY2に近い方を先行車両の下端Y2と認識するようにして
もよい。特に、先行車両との相対速度が変わらない場合には、過去に認識された先行車両
の位置に基づいて先行車両の上端および下端の位置を正確に認識することができる。
【００７３】
次に、垂直エッジ端候補選択部３３が先行車両の左端候補を選択できなかった場合、水平
エッジ端候補選択部３１により選択された左端候補Xch1を先行車両の左端X1と認識し、垂
直エッジ端候補選択部３３により選択された右端候補Xcv2を先行車両の右端X2と認識する
（ステップ１６３および１６４）。先行車両の上端Y1および下端Y2は、上記のステップ１
６２と同様に認識される。
【００７４】
図１７は、垂直エッジから左端候補を選択できない場合を示す。図１７の（ａ）は、処理
領域３０内に先行車両４０が写っている画像を示す。図１７の（ｂ）は、水平エッジ端候
補選択部３１により選択された上端、下端、左端および右端候補を示す。図１７の（ｃ）
は、垂直エッジ端候補選択部３３により選択された上端、下端および右端候補を示し、左
端候補は左側の垂直エッジが選択できなかったために選択されていない。図１７の（ｄ）
は、端認識部３５により、水平エッジ端候補選択部３１で選択された左端候補Xch1が先行
車両の左端X1として認識されたことを示す図であり、こうして先行車両４０の外形１００
を認識することができる。
【００７５】
同様に、垂直エッジ端候補選択部３３が先行車両の右端候補を選択できなかった場合、水
平エッジ端候補選択部３１により選択された右端候補Xch2を先行車両の右端X2と認識し、
垂直エッジ端候補選択部３３により選択された左端候補Xcv1を先行車両の左端X1と認識す
る（ステップ１６５および１６６）。また、先行車両の上端Y1および下端Y2は、上記のス
テップ１６２と同様に認識される。
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【００７６】
次に、垂直エッジ端候補選択部３３が先行車両の左端および右端候補の両方を選択できな
かった場合、水平エッジ端候補選択部３１により上端、下端、左端および右端候補が選択
されているならば、選択された水平エッジの上端、下端、左端および右端候補Ych1、Ych2
、Xch1およびXch2を、それぞれ先行車両の上端、下端、左端および右端Y1、Y2、X1および
X2と認識する（ステップ１６７および１６８）。垂直エッジ端候補選択部３３により端候
補がまったく選択されていないので、水平エッジのみに基づいて先行車両の上端、下端、
左端および右端の位置を認識する。こうして、水平エッジのみから先行車両の外形を認識
することができる。
【００７７】
図１８は、垂直エッジから先行車両の左端および右端候補の両方を選択できない場合を示
す。図１８の（ａ）は、処理領域３０内に先行車両４０が写っている画像を示す。図１８
の（ｂ）は、水平エッジ端候補選択部３１により選択された上端、下端、左端および右端
候補を示す。図１８の（ｃ）は、垂直エッジ端候補選択部３３が垂直エッジを全く選択で
きなかったために上端、下端、左端および右端候補のすべてが選択されていないことを示
す。図１８の（ｄ）は、端認識部３５により、水平エッジ端候補選択部３１により選択さ
れた上端、下端、左端および右端候補Ych1、Ych2、Xch1およびXch2が、先行車両の上端、
下端、左端および右端Y1、Y2、X1およびX2と認識されたことを示す図であり、こうして先
行車両４０の外形１００が認識される。認識すべき対象物が先行車両であり、比較的多く
の水平エッジが抽出されるので、水平エッジのみからでも先行車両の外形を認識すること
ができる。
【００７８】
最後に、垂直エッジ端候補選択部３３が左端および右端候補の両方を選択できず、かつ水
平エッジ端候補選択部３１が上端、下端、左端および右端候補を選択できずに過去に認識
された先行車両の位置に基づく端推定値を使用しているならば、「先行車両無し」と判断
する（ステップ１６７および１６９）。垂直エッジからも水平エッジからも先行車両の端
を示す端候補を選択できないので、先行車両が存在しないとみなすことができるからであ
る。
【００７９】
このように、垂直エッジから左端および右端候補のいずれかまたは両方を選択できなくて
も、水平エッジから上端、下端、左端および右端候補を選択して対象物の外形を認識する
ことができるので、対象物の外形を認識できる確度が向上する。また、水平エッジから上
端、下端、左右端候補のいずれかを選択できなくても、過去に認識された対象物の位置に
基づいて対象物の上端、下端、左端および右端を推定して端候補とするので、対象物の外
形を認識できる確度が向上する。したがって、実際には対象物が存在するにかかわらず、
水平エッジまたは垂直エッジから上端、下端、左端および右端候補を選択できないがため
に「対象物無し」と誤って認識されることがなくなり、対象物を認識する確度が向上する
。
【００８０】
図１に戻り、対象物情報出力部１７は、対象物外形認識部１５により認識された先行車両
の外形情報すなわち先行車両の上下左右端の位置を車両走行制御装置１９に出力する。さ
らに、対象物情報出力部１７は、対象物外形認識部１５から受け取った先行車両に関する
情報を対象物情報記憶部１８に記憶し、記憶された情報は、前述したように水平エッジ端
候補選択部３１により過去の先行車両情報に基づいて端を推定するときに使用される。
【００８１】
車両走行制御装置１９は、受け取ったこれらの情報に基づいて車両の走行制御を行う。た
とえば、先行車両までの距離が適切であるよう自車両を制御したり、先行車両との車間距
離がある所定値以下になった場合に運転者に音声やアラームで警告を発したり、自車両の
エンジンを制御して強制的に減速させたりなどの制御をすることができる。
【００８２】
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図１に示した処理領域設定部５、水平エッジ抽出部７、垂直エッジ抽出部９、水平エッジ
判定部１１、垂直エッジ判定部１３、水平エッジ記憶部１２、垂直エッジ記憶部１４、対
象物外形認識部１５、対象物情報出力部１７および車両走行制御装置１９は、中央演算処
理装置（ＣＰＵ）、制御プログラムおよび制御データを格納する読み出し専用メモリ、Ｃ
ＰＵの演算作業領域を提供し様々なデータを一時記憶することができるランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）で構成することができる。画像記憶部２、対象物位置記憶部４、水平エ
ッジ記憶部１２、垂直エッジ記憶部１４および対象物情報記憶部１８は、１つのＲＡＭの
それぞれ異なる記憶領域を使用して実現することができる。また、各種の演算で必要とな
るデータの一時記憶領域も同じＲＡＭの一部分を使用して実現することができる。
【００８３】
また、この発明の対象物認識装置をエンジンの電子制御ユニット（ＥＣＵ）、ブレーキ制
御ＥＣＵその他のＥＣＵとＬＡＮ接続して対象物認識装置からの出力を車両の全体的な制
御に利用することができる。
【００８４】
【発明の効果】
請求項１の発明によると、背景などの周囲の環境の影響により所望の垂直エッジが得られ
なかった場合にも、水平エッジのみから対象物の外形を認識することができるので、対象
物の外形を認識できる確度が向上する。
【００８５】
請求項２の発明によると、水平エッジから選択された端候補および垂直エッジから選択さ
れた端候補に基づいて対象物の外形を認識するので、対象物の外形を認識するのに所望の
水平エッジまたは所望の垂直エッジが得られなかった場合でも、得られ方のエッジから対
象物の外形を認識することができ、対象物の外形を認識できる確度が向上する。
【００８６】
請求項３の発明によると、水平エッジから選択された上下左右端候補および垂直エッジか
ら選択された上下左右端候補に基づいて対象物の外形を認識するので、所望の水平エッジ
または所望の垂直エッジが得られなかった場合でも、得られ方のエッジから対象物の外形
を認識することができ、特に外形が箱形に近似できる対象物を認識できる確度が向上する
。
【００８７】
請求項４の発明によると、対象物の外形を認識するのに所望の垂直エッジが得られなくて
も、水平エッジから対象物の外形を認識することができるので、特に水平エッジを比較的
多く抽出できる対象物を認識する確度が向上する。
【００８８】
請求項５の発明によると、対象物の外形を認識するのに所望の水平エッジが得られなくて
も、過去に認識された対象物の位置に基づいて対象物の端候補を推定できるので、対象物
を認識する確度が向上する。
【００８９】
請求項６の発明によると、水平エッジからの対象物の左端および右端候補に基づいて対象
物の左端および右端の位置を表す垂直エッジを選択するので、特に水平エッジを比較的多
く抽出できる対象物の外形を正確に認識することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施例の全体的な構成を示すブロック図。
【図２】三角計測法による距離の計測原理を説明するための図。
【図３】処理領域を示す図。
【図４】処理領域の設定方法を説明するための図。
【図５】ピッチング余裕分を加えた処理領域を示す図。
【図６】エッジ抽出方法を示すフローチャート。
【図７】（ａ）水平エッジ抽出用フィルタおよびフィルタ要素の座標を示す図。
【図８】フィルタ画像の輝度ヒストグラムを示す図。
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【図９】エッジをグループ化するための（ａ）～（ｃ）テンプレート、（ｄ）エッジ点に
ラベルを付与する条件および（ｅ）テンプレートの走査を示す図。
【図１０】エッジをグループ化するための、エッジ点にラベルを付与する方法を説明する
図。
【図１１】垂直エッジ用フィルタを示す図。
【図１２】抽出された水平エッジが、認識すべき対象物を示すか否かを判断する方法を説
明するための図であり、例として処理領域の境界線上の画素を含む水平エッジ、直線性の
悪い水平エッジおよび傾きの大きい水平エッジを示す図。
【図１３】対象物外形認識部の詳細を示すブロック図。
【図１４】水平エッジ端候補選択部による対象物の上下左右端候補の選択を説明するため
の図。
【図１５】垂直エッジ端候補選択部による対象物の上下左右端候補の選択を説明するため
の図。
【図１６】端認識部による対象物の外形を認識する方法を示すフローチャート。
【図１７】垂直エッジ端候補選択部が左端候補を選択できない場合を示す図。
【図１８】垂直エッジ端候補選択部が左端候補および右端候補の両方を選択できない場合
を示す図。
【符号の説明】
１　　撮像装置　　　　　　　　　　３　　対象物位置特定部
５　　処理領域設定部　　　　　　　７，９　　　エッジ抽出部
１１，１３　エッジ判定部　　　　　１５　対象物外形認識部
３０　処理領域　　　　　　　　　　４０　先行車両

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１１】
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【図１６】



(18) JP 4205825 B2 2009.1.7

【図１７】

【図１８】



(19) JP 4205825 B2 2009.1.7

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｎ   7/18     (2006.01)           Ｇ０１Ｃ   3/06    　　　Ｚ          　　　　　
   Ｇ０８Ｇ   1/16     (2006.01)           Ｇ０６Ｔ   1/00    ２８０　          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   7/18    　　　Ｊ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   7/18    　　　Ｋ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０８Ｇ   1/16    　　　Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０８Ｇ   1/16    　　　Ｅ          　　　　　

(72)発明者  西垣　守道
            埼玉県和光市中央１丁目４番１号　株式会社本田技術研究所内

    審査官  松永　稔

(56)参考文献  特開平０９－２６４９５４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－１８２４８４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０４３０８３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－３３４７９９（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６３－０２６５１７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－３３１３３５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06T   7/20


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

