
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車線区分線に基づく自車両の車線逸脱傾向の判定結果に基づいて車線逸脱傾向について
の報知を行う車線逸脱警報装置において、
　　車線区分線検出手段

、車線区分線に基づく自車両の車線逸脱傾向の判定基準を変更する判定基準変更手段
を備えたことを特徴とする車線逸脱警報装置。
【請求項２】
　前記車線区分線検出手段が検出した自車線の両側の車線区分線に基づいて、自車両のヨ
ー角を検出するヨー角検出手段と、
　車速と所定の逸脱予測時間とを掛け算して、前方注視点位置を算出する前方注視点位置
算出手段と、
　前記ヨー角検出手段が検出したヨー角及び前方注視点位置算出手段が算出した前方注視
点位置に基づいて、前記前方注視点位置での前方注視点横変位を算出する前方注視点横変
位算出手段と、
　前記前方注視点横変位算出手段が算出した前方注視点横変位に基づいて、自車両が車線
逸脱傾向になるか否かを判定する車線逸脱傾向判定手段と、
　前記車線逸脱傾向判定手段の判定結果に基づいて、車線逸脱傾向についての報知を行う
逸脱傾向報知手段と、を備え、
　前記判定基準変更手段は、前記車線区分線検出手段により自車線の両側の車線区分線の
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うちの片方の車線区分線しか検出できていない場合、前記前方注視点横変位の算出におい
て前記ヨー角が及ぼす影響が小さくするように、前記逸脱予測時間を変更することを特徴
とする請求項１記載の車線逸脱警報装置。
【請求項３】
　前記判定基準変更手段は、前記車線区分線検出手段による車線区分線の非検出頻度が高
いほど逸脱傾向でないとする判定結果を出しやすくなるように、車線区分線に基づく自車
両の車線逸脱傾向の判定基準を設定する方向に変更することを特徴とする請求項１又は２
に記載の車線逸脱警報装置。
【請求項４】
　前記判定基準変更手段は、前記片方の車線区分線の非検出頻度が高いほど、前記逸脱予
測時間の変更量を大きくすることを特徴とする請求項２記載の車線逸脱警報装置。
【請求項５】
　前記車線逸脱傾向判定手段は、前記前方注視点横変位と、自車線の両側の車線区分線に
対応する各閾値とを比較して自車両が車線逸脱傾向になるか否かを判定しており、
　前記車線区分線検出手段により片方の車線区分線しか検出できていない時間が第１の所
定時間続いた場合、前記閾値を変更する閾値変更手段を備えたことを特徴とする請求項２
又は４に記載の車線逸脱警報装置。
【請求項６】
　前記閾値変更手段は、前記片方の車線区分線の非検出頻度が高いほど、前記閾値の変更
量を大きくすることを特徴とする請求項５記載の車線逸脱警報装置。
【請求項７】
　検出頻度が高い方の車両区分線の当該検出結果を用いて、当該車両区分線位置及び検出
頻度が低い方の車両区分線位置を修正する車両線位置予測モデルを備え、前方注視点横変
位算出手段が算出する前記前方注視点横変位は、前記車両線位置予測モデルによる車両区
分線位置の修正結果に連動し、かつこの連動による変化が誤差となっており、
　前記閾値変更手段は、前記修正結果に連動して誤差を含むようになった前方注視点横変
位を考慮して、前記閾値を決定していることを特徴とする請求項５又は６に記載の車線逸
脱警報装置。
【請求項８】
　前記車線区分線検出手段は、自車線の車線区分線を撮像するもので、その撮像環境に応
じて撮像条件設定が可変とされる撮像手段であり、前記判定基準変更手段は、前記撮像手
段の撮像条件設定が変更された場合、車線区分線に基づく自車両の車線逸脱傾向の判定基
準を変更することを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の車線逸脱警報装置。
【請求項９】
　前記車線区分線検出手段により前記自車線の両側の車線区分線のうちの片方の車線区分
線しか検出できていない時間が第２の所定時間続いた場合、検出できない方の車線区分線
に基づいた車線逸脱傾向の判定を行わないことを特徴とする請求項５乃至８のいずれかに
記載の車線逸脱警報装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、路面上の走行車線の両側部を仕切る境界線を撮像して、その境界線の撮像結果
に基づいて、車両が走行車線から逸脱するときにその報知をする車線逸脱警報装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来、車両の車線逸脱警報装置として、例えば特許文献１に開示されている装置が知られ
ている。この車線逸脱警報装置は、車両が走行車線から逸脱したときに、これを警報等に
より運転者に報知して注意を促すように構成されている。
具体的には、車線逸脱警報装置は、路面上の走行車線の両側部を仕切る境界線を撮像する
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撮像手段と、この撮像手段で撮像した画像を処理することにより走行車線内における自車
両の道路に対するヨー角を求めるヨー角検出手段（ヨー角推定手段）と、撮像手段で撮像
した画像に基づいて前方道路曲率を推定する手段と、車両の走行状態から走行曲率を推定
する手段と、これら手段からの情報に基づいて自車両の位置と車線との関係を推定して、
自車両が境界線を横切って走行車線から逸脱し或いはその可能性があるときに、これを運
転者に報知する報知手段とで構成されている。
このような車線逸脱警報装置により、車両が走行車線を逸脱してしまうことを未然に回避
できる。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００２－１９３０５５号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前述したように撮像手段により走行車線の両側部の境界線を撮像して、その撮像結果を利
用して車線の逸脱を予測する構成の場合、白線が片側だけにしかない場合には、車両位置
の推定誤差が大きくなり、誤警報が発生し易くなるといった問題があった。例えば、白線
が片側だけにしかない場合、車両のピッチングやその他の影響でヨー角推定値が誤推定さ
れて大きく変動してしまい、この結果、車両位置の推定誤差が大きくなり、誤警報が発生
し易くなるといった問題があった。
【０００５】
なお、ここで白線が片側だけにしかない場合とは、高速道路のように、分流、又は合流付
近のように走行車線の片側だけにしか白線がない場合や、また特に Botts Dotsやかすれな
どにより走行車線にペイントされている白線検出点（白線候補点）数が少なくなり、片側
（左右どちらか）の白線が非認識状態となるような場合がある。
【０００６】
一方、片側又は両側の白線の非検出状態が所定時間続いた場合には警報を停止させること
も考えられる。しかし、システムの作動時間が低下し、商品としての価値が著しく低下す
るといった問題が生じる。
また、警報の作動タイミングの基準として用いる閾値自体を最初から広く設定し、警報の
感度を最初から弱くしておくといった方法も考えられる。しかし、このような方法では、
誤警報は減少するものの、警報タイミングが遅くなるという問題が生じる。
そこで、本発明は、前述の問題に鑑みてなされたものであり、白線が片側だけしか検出で
きないような場合でも、誤警報の頻度を下げることができる車線逸脱警報装置の提供を目
的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前述の問題を解決するために、本発明に係る車線逸脱警報装置は、車線区分線に基づく
自車両の車線逸脱傾向の判定結果に基づいて車線逸脱傾向についての報知を行う車線逸脱
警報装置であり、車線区分線検出手段

、車線区分線に基づく自車両の車線逸脱傾向の判定基準を判定基準変更
手段により変更している。
　すなわち、車線区分線の検出状態に応じて判定基準を設定して、これにより、車線区分
線の検出状態に応じて車線逸脱傾向の報知を作動させるようにしている。
【０００８】
【発明の効果】
　本発明によれば 線が片側だけにしかない場合でも、その場合に応じて車線逸脱傾向
の報知が作動するようになり、これにより、白線が片側だけにしかない場合でも、車線逸
脱傾向の報知の誤警報の頻度を下げることができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
第１の実施の形態は、車両の車線逸脱警報装置である。図１は、その車線逸脱警報装置の
構成を示す。
車線逸脱警報装置は、この図１に示すように、走行路認識カメラ１、制御コントローラ２
、車速センサ４、操舵角センサ５及び警報器７を備えている。
【００１０】
走行路認識カメラ１は、図２中（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、室内のフロントウィンド
ウの上部であって、車幅方向中央位置に取り付けられている。レンズの光軸と車両中心線
とのヨー角が零、レンズの光軸と車両中心線とのピッチ角が所定値αになるように取り付
けられている。この走行路認識カメラ１は、車両１０の前方の数ｍ～数１０ｍ先の路面を
撮影するとともに、その撮影した画像に基づいて自車両と走行中の車線区分線との相対的
な位置関係を検出する。この走行路認識カメラ１は、撮像部に例えばＣＣＤ（ Charge Cou
pled Device）素子を備えている。
【００１１】
具体的には、走行路認識カメラ１は、先ずＣＣＤにより撮影した画像データを得る。そし
て、走行路認識カメラ１は、画像処理機能により、撮像した画像を処理して道路上の白線
の検出等を行う。そして、走行路認識カメラ１は、画像処理機能（或いは演算処理機能）
により、その道路上の実際の白線の検出結果と、道路形状及び車両挙動を表す複数のパラ
メータ（以下、道路パラメータという。）を用いて道路白線の形状を数学的に表現した白
線モデルとが一致するように、当該道路パラメータを経時で更新させていくことで、道路
形状及び車両挙動（道路パラメータ）を推定している。走行路認識カメラ１は、推定した
道路パラメータを制御コントローラ２に出力する。
【００１２】
ここで、道路パラメータは、車線中心線に対する自車の重心点横変位ｙ r、車線中心線に
対する自車のヨー角φ r、車両のピッチ角η、走行路認識カメラ１の路面からの高さｈ、
道路曲率（曲率半径の逆数）ρ及び走行車線幅ｗ等である。
なお、走行路認識カメラ１の処理内容については後で詳述する。
車速センサ４は、変速機の出力側の回転数や車輪の回転数を計測することで車速を検出す
る。車速センサ４は、検出した車速を車速検出信号として制御コントローラ２に出力する
。
【００１３】
操舵角センサ５は、運転者の操舵状況を検出するためのセンサである。具体的には、操舵
角センサ５は、ステアリングホイールと一体で回転する図示しないステアリングシャフト
の回転変位を直接又はギヤ機構等により増幅した後、ロータリエンコーダやポテンショメ
ータ等の角度検出機構によって操舵角検出信号として検出している。操舵角センサ５は、
その検出した操舵角検出信号を制御コントローラ２に出力する。
【００１４】
制御コントローラ２は、車両用逸脱警報装置を構成する各部の制御を行う。
具体的には、制御コントローラ２は、車速センサ４が検出した車速及び操舵角センサ５が
検出した現在のステアリングホイールの操舵角と、走行路認識カメラ１から入力される道
路パラメータとに基づいて所定時間経過後の自車両の車線からの逸脱傾向を予測する。こ
こで、前記所定時間とは、現在走行位置から所定位置までに至る時間である。そして、制
御コントローラ２は、前記所定時間経過後の自車両の車線からの逸脱傾向を予測して、自
車両の走行状況を監視しており、前記逸脱傾向の予測結果から自車両が車線から逸脱する
可能性が高くなっていると判定した場合、警報器７に駆動信号を出力する。
【００１５】
なお、制御コントローラ２が実行するこのような走行状況監視処理については後で詳述す
る。
警報器７は、ブザー、オーディオ装置、操舵アクチュエータ、メーター表示装置等のよう
に、運転者の視覚、聴覚或いは触覚等に対して刺激を与える機能を有するものである。こ
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の警報器７が警報音出力やステアリングホイールへの振動付与、或いは警報表示等をする
ことで、車両が車線から逸脱する可能性が高くなっていることを運転者に報知している。
【００１６】
このように、車両用逸脱警報装置は、前記所定時間経過後の自車両の車線からの逸脱傾向
を予測して、自車両の走行状況を監視し、運転者が無意識のうちに走行車線を逸脱しそう
な場合、運転者の視覚、聴覚或いは触覚等に対して刺激を与えて警報することで、運転者
に効果的に注意を促そうとするものである。
次に走行路認識カメラ１での処理を説明する。
【００１７】
図３は、走行路認識カメラ１で実行される道路白線認識処理の処理手順を示す。
先ず、ステップＳ１において、前記道路パラメータを初期設定する。
ここで、図４に走行路認識カメラ１により撮像される画面及びその画面座標系を示す。こ
の図４に示すような画面座標系において、白線モデルを道路パラメータを用いて下記（１
）式及び（２）式として表す。
【００１８】
ｘ＝｛ａ－０．５ｅ｝（ｙ－ｄ）＋ｂ／（ｙ－ｄ））＋ｃ　・・・（１）
ｘ＝｛ａ＋０．５ｅ｝（ｙ－ｄ）＋ｂ／（ｙ－ｄ））＋ｃ　・・・（２）
ここで、（１）式は車両からみて右方向に対応する式であり、（２）式は車両からみて左
方向に対応する式である。また、ａ～ｅは道路パラメータであり、路面からの走行路認識
カメラ１の高さを一定とすると、この道路パラメータａ～ｅは、次のように、道路及び白
線の形状又は車両挙動に対応するものとなる。
【００１９】
ａは車線内の自車両の横変位量ｙ c rに対応し、ｂは道路の曲率ρに対応し、ｃは自車両（
走行路認識カメラ１の光軸）の道路に対するヨー角φ rに対応し、ｄは自車両（走行路認
識カメラ１の光軸）の道路に対するピッチ角ηに対応し、ｅは道路の車線幅Ｗに対応する
。
なお、初期状態では、道路及び白線の形状や車両挙動は不明であるから、各道路パラメー
タには、例えば中央値に相当する値を初期値として設定する。例えば、車線内の自車両の
横変位量ｙ c rに対応する道路パラメータａに車線中央を設定し、道路曲率ρに対応する道
路パラメータｂに直線の値を設定し、車線に対するヨー角φ rに対応する道路パラメータ
ｃに０°に設定し、車線に対するピッチ角度ηに対応する道路パラメータｄに停止状態の
αを設定し、車線幅ｗに対応する道路パラメータｅに道路構造令に示される高速道路の車
線幅を設定する。
【００２０】
具体的には、道路パラメータａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅを次のように与ている。
車両に固定された実座標系Ｘ（車両の左右方向）、Ｙ（車両の上下方向）、  Ｚ（車両の
前後方向）の任意の点を画面座標系ｘ，ｙに投影した場合、当該画面座標系ｘ，ｙは下記
（３）式として与えられる。
ｘ＝－（ｆ／Ｚ）Ｘ、ｙ＝－（ｆ／Ｚ）Ｙ　・・・（３）
ここで、ｆはレンズパラメータであり、レンズの焦点距離に対応した係数である。いま、
道路曲率ρがあまり大きくなく、かつ道路面は平面であると仮定すると、Ｚ方向（前方）
における車両中心線（カメラ中心線）に対する道路白線の座標は（４）式及び（５）式（
横方向）、並びに（６）式（上下方向）で与えられる。ただし、前記仮定はモデルの簡略
化のためのものであり、モデルの次数を大きくすればより一般的な条件で成立するように
なる。
【００２１】
Ｘ＝０．５ρＺ 2－φ rＺ－ｙ c r－０．５Ｗ　・・・（４）
Ｘ＝０．５ρＺ 2－φ rＺ－ｙ c r＋０．５Ｗ　・・・（５）
Ｙ＝ηＺ－ｈ　・・・（６）
ここで、（４）式は車両からみて右方向に対応する式であり、（５）式は車両からみて左
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方向に対応する式である。そして、前記（３）式及びこの（４）式～（６）式からＸ，Ｙ
，Ｚを消去することにより、下記（７）式及び（８）式が得られる。
【００２２】
ｘ＝（ｙ c r＋０．５Ｗ））（ｙ＋ｆη）／ｈ＋ｆφ r－０．５ｆ 2ρｈ／（ｙ＋ｆη）　・
・・（７）
ｘ＝（ｙ c r－０．５Ｗ））（ｙ＋ｆη）／ｈ＋ｆφ r－０．５ｆ 2ρｈ／（ｙ＋ｆη）　・
・・（８）
ここで、（７）式は車両からみて右方向に対応する式であり、（８）式は車両からみて左
方向に対応する式である。
【００２３】
そして、各変数の中で最も変動の小さい車線幅Ｗを一定として（７）式及び（８）式を用
いて各パラメータを正規化することで、自車両の横変位量ｙ c r、道路曲率ρ、ヨー角φ r  
、ピッチ角η及び車線幅Ｗを、下記（９）式として得ることができる。
ｙ c r＝Ｗ・ａ／ｅ、ρ＝２ｂ・ｅ／（ｆ 2・ｈ）、φ r＝ｃ／ｆ、ｈ＝Ｗ・ｅ　・・・（９
）
このように、道路パラメータａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅを与えることができる。前記ステップＳ
１では、このような道路パラメータの初期設定をしているのである。
【００２４】
続いてステップＳ２において、例として示す図５のように、白線候補点を検出するための
小領域（検出領域）の大きさの初期設定を行う。例えば、図５に示す例のように、左右の
白線に５箇所ずつ、計１０箇所の白線候補点検出領域を設定する。
初期設定の際には、前記ステップＳ１において道路パラメータに初期値を設定して得た白
線モデルと、実際の画面上の道路白線との間には大きな開きがあると予想される。このこ
とから、できる限り大きな領域を検出領域として設定することが望ましい。
【００２５】
言い換えれば、前回の処理までに道路白線が既に検出されている場合には、実際の道路白
線と白線モデルとの差は小さいと考えられる。このことから、図５と比較してわかるよう
に、図６に示すように検出領域をなるべく小さい領域として設定する。このように、検出
領域をなるべく小さい領域として設定すれば、白線以外のものを誤検出する可能性を低く
し、さらに処理速度を向上させることができる。
【００２６】
続いてステップＳ３において、走行路認識カメラ１の画像処理機能で得た画像を入力する
。
続いてステップＳ４において、前記ステップＳ３で画像処理装置２から入力した画像情報
の道路画像上に、前記ステップＳ２で得た白線候補点検出領域を設定する。このとき、前
記ステップＳ２で得た白線候補点検出領域と前記ステップＳ１の初期設定の道路パラメー
タ或いは後述のステップＳ９で補正した道路パラメータによる白線モデルとに基づいて、
白線候補点検出領域を設定する。具体的には、図７に示すように、白線モデルがその領域
の中心に位置されるように、画像上に白線候補点検出領域を設定する。この図７に示す例
では、左右の白線に５個ずつ計１０個の白線候補点検出領域を設定している。なお、過去
の白線モデルの変化の傾向を取得し、その取得した白線モデルの変化傾向に基づいて、そ
の白線モデルの変化方向でオフセットした位置に白線候補点検出領域を設定してもよい。
【００２７】
続いてステップＳ５において、白線候補点検出領域内での白線候補点の検出を行う。
この白線候補点の検出では、先ず入力画像をｓｏｂｅｌフィルター等を通して、微分画像
を生成する。次に、白線候補点検出領域の上底の一点と下底の一点とを結んでできる全て
の線分に対し、図８に示すように、その線分上の画素の濃度が所定値以上の画素の数を計
測する。そして、全ての線分の中で、濃度が前記所定値以上である画素の数が最も多い線
分を検出直線とし、その検出直線（線分）の始点と終点とを白線候補点とする。このとき
、直線上で検出した所定値以上の濃度の画素数が、検出領域の長さに対する所定の割合よ
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りも少ない場合には、白線候補点が検出されなかったものとみなす。
【００２８】
例えば、白線候補点検出領域の長さが１５画素で、所定値以上の濃度の画素の数が所定の
割合として１／２以上、すなわちこの場合、８画素以上検出されれば、当該白線候補点検
出領域で白線候補点が検出されたことになる。この場合、白線候補点検出領域内での線分
の始点と終点とを白線候補点の検出結果とする。一方、所定値以上の濃度の画素の数が最
も多い線分上における画素数が７画素未満の場合、その白線候補点検出領域において、白
線候補点が検出されなかったことになる。
【００２９】
以上の処理を全ての白線候補点検出領域に対して実行する。例えば、前述したように左右
の白線に５個ずつで計１０個の白線候補点検出領域を設定した場合には、その１０個の白
線候補点検出領域で以上のような処理を実行する。
なお、このとき、白線候補点の検出の有無を判断するための検出領域の長さに対する前記
所定の割合は、全ての領域に対して同一に設定してもよく、白線候補点検出領域毎に設定
してもよい。また、前記画素の濃度の所定値も全ての検出領域に対して同一としてもよく
、白線候補点検出領域毎に変えてもよい。
【００３０】
続いてステップＳ６において、全ての白線候補点検出領域で検出した白線候補点の数が所
定数以上か否かを確認する。ここで、その白線候補点の数が所定数よりも少ない場合、白
線候補点検出領域内に道路白線が含まれていなかったと判断し、前記ステップＳ２へ戻り
、前述の白線候補点検出領域の大きさの初期設定をする。一方、白線候補点の点数が所定
数以上の場合、ステップＳ７に進む。
【００３１】
ステップＳ７では、図９に示すように、検出した白線候補点と前回の処理で求めた白線モ
デル上の点とのずれ量を各点毎に算出する。
続いてステップＳ８において、各点のずれ量に基づいて道路パラメータの変動量△ａ～△
ｅを算出する。この変動量の算出方法は、例えば、特開平８－５３８８号公報に示される
ように最小二乗法により算出する方法を用いる。
【００３２】
続いてステップＳ９において、前記ステップＳ８で算出した道路パラメータの変動量Δａ
～Δｅを用いて、道路パラメータａ～ｅを補正する。例えば、前記（１）式や（２）式に
示す白線モデルの場合には、下記（１０）式により道路パラメータａ～ｅを補正する。
ａ＝ａ＋Δａ、ｂ＝ｂ＋Δｂ、ｃ＝ｃ＋Δｃ、ｄ＝ｄ＋Δｄ、ｅ＝ｅ＋Δｅ　・・・（１
０）
そして、このように変動量Δａ～Δｅで補正した道路パラメータａ～ｅを新たな白線モデ
ルの道路パラメータａ～ｅとし、メモリ等の所定の記憶領域に記憶するとともに、前記（
９）式を用いて道路パラメータａ～ｅを実際の物理量に変換した値もメモリ等に記憶する
。そして、前記ステップＳ３へ戻り、前述の処理を繰り返し行う。
【００３３】
走行路認識カメラ１は以上のような処理を行う。そして、このような処理で走行路認識カ
メラ１により検出した白線モデルの道路パラメータａ～ｅが制御コントローラ２に出力さ
れる。そして、制御コントローラ２では、道路パラメータａ～ｅに基づいて、自車両の走
行状況に応じて警報を発生させる走行状況監視処理を行う。
【００３４】
なお、ここで、前述した道路パラメータａ～ｅの演算について説明を加えておく。詳しく
は特開平８－００５３８８号公報で開示されているが、以下の説明は、その概略になる。
路面画像上の道路構造が時間軸に対して滑らかに変化すると仮定する。そして、前記図９
が、前時刻と現時刻とにおける白線の変化を示すものとなる。例えば、５０～１００ｍ se
c間隔で路面画像を取り込み、その取り込んだ路面画像から複数の白線部分を取り出して
、ｘ－ｙ座標値を求め、リアルタイムで道路パラメータを推定する。道路パラメータの推
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定は、１フレーム前の路面画像から求めた前回の白線位置と現在のフレームの白線位置と
を比較する手法による。前回求めた道路パラメータａ～ｅの変動量をΔａ～Δｅと仮定す
ると、路面画像（ｘ，ｙ）におけるｉ番目の白線のｊ個目の点ｘ i jの微小変動量は、２次
以上の項を無視すれば、ｔａｙｌｏｒの定理によって、下記（１１）式で表せる。
【００３５】
Δｘ i j＝Ａ´ i jΔａ＋Ｂ´ i jΔｂ＋Ｃ´ i jΔｃ＋Ｄ´ i jΔｄ＋Ｅ´ i jΔｅ
Ａ´ i j＝∂ｘ i j／∂ａ，Ｂ´ i j＝∂ｘ i j／∂ｂ，Ｃ´ i j＝∂ｘ i j／∂ｃ，Ｄ´ i j＝∂ｘ i j

／∂ｄ，Ｅ´ i j＝∂ｘ i j／∂ｅ
・・・（１１）
ここで、添え字ｉが０又は１という値をとり、添え字ｊが検出された白線候補点を識別す
る整数である。ここで、ｉ＝０が右白線を示し、ｉ＝１が左白線を示すものであるとした
場合、前記（１）式及び（２）式となり、前記（１）式及び（２）式は、下記（１２）式
及び（１３）式として示される。
【００３６】
ｘ 0 j＝｛ａ－０．５ｅ｝（ｙ 0 j－ｄ）＋ｂ／（ｙ 0 j－ｄ））＋ｃ　・・・（１２）
ｘ 1 j＝｛ａ＋０．５ｅ｝（ｙ 1 j－ｄ）＋ｂ／（ｙ 1 j－ｄ））＋ｃ　・・・（１３）
なお、添え字ｉは、前述したように２値のみになるとは限らず、例えば隣車線の外側の白
線まで検出できるような場合には、０～３の整数値をとるなど、検出しようとする白線に
よって、設定変更が可能とされている。
【００３７】
前記変動量Δａ～Δｅの推定には、最小二乗法を用いている。先ず、路面画像（ｘ，ｙ）
におけるｉ番の白線のｊ個目の点において、１フレーム前の路面画像から求めた前回の白
線位置と現在のフレームの白線位置との誤差は、下記（１４）として表せる。
白線候補点検出時
Ｋ i j＝ｘ n e w i j－ｘ o l d i j

白線候補点非検出時
Ｋ i j＝０
・・・（１４）
ここで、ｘの添え字ｎｅｗは、ｘ i jの値が現在のフレームの値であることを意味し、ｘの
添え字ｏｌｄは、ｘ i jの値が１フレーム前の値であることを意味する。
【００３８】
いま、誤差評価関数として、下記（１５）式を定義する。
Ｊ t o t a l＝Ｊ m o d e l＋Ｊ s m o o t h　・・・（１５）
ここで、Ｊ m o d e l及びＪ s m o o t hは、下記（１６）式及び（１７）式として示すことができ
る。
【００３９】
【数１】
　
　
　
　
【００４０】
Ｊ s m o o t h＝ＳΔ aΔａ 2＋ＳΔ bΔｂ 2＋ＳΔ cΔｃ 2＋ＳΔ dΔｄ 2＋ＳΔ eΔｅ 2　・・・（１
７）
ここで、整数ｎを１本の白線に対する白線候補点の数の上限値に設定している。
前記（１６）式は、前回の検出結果ｘ i j - 1と新たに検出された結果ｘ i jとの差によって定
義される評価誤差関数であり、（１６）式中のＰ i jは、白線候補点の確からしさを表す。
また、前記（１７）式は、パラメータが時間軸方向に滑らかに移動するという仮定を表現
した評価差関数であって、Ｓは重み係数である。
【００４１】
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そして、前記（１５）式に示す誤差評価関数Ｊ t o t a lの全ての要素は、必ず最小値を持ち
、かつ誤差の増加とともに単調に増加する関数であるから、Ｊ t o t a lの極値を算出すれば
、変動量Δａ～Δｅが得られる。その変動量Δａ～Δｅは下記（１８）式の連立方程式を
解くことにより求めることができる。
【００４２】
【数２】
　
　
　
　
【００４３】
いま、前記（１８）式における、誤差評価関数の全ての偏微分は下記（１９）式として得
られる。
【００４４】
【数３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４５】
この（１９）式の全ての式を連立して、前記（１８）のような行列を計算式で記述すると
、（２０）式のようになる。
【００４６】
【数４】
　
　
　
【００４７】
ここで、Ｓ w、Ｓ k及びＳ sは列ベクトルであり、それぞれ、下記（２１）式、（２２）式
及び（２３）式として示すことができる。
【００４８】
【数５】
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【００４９】
【数６】
　
　
　
　
　
　
【００５０】
【数７】
　
　
　
　
　
　
　
【００５１】
前記（２０）式を満足する変動量Δａ～Δｅは（２１）式及び（２３）式の和が逆行列を
持つ場合にのみ、下記（２４）式を用いて求めることができる。
【００５２】
【数８】
　
　
　
【００５３】
このように求めた変動量Δａ～Δｅを用いて道路パラメータａ～ｅを補正していき、道路
パラメータａ～ｅを更新していく。
なお、ここでは、最小二乗法による手法を用いてパラメータａ～ｅを修正した場合につい
て説明したが、拡張カルマンフィルタなどの非線形系に対するパラメータ推定手段などを
用いてもよい。
【００５４】
以上が、道路パラメータａ～ｅの演算についての説明である。
次にその制御コントローラ２による走行状況監視処理について説明する。図１０は、その
走行状況監視処理の処理手順を示す。
先ずステップＳ２１において、新たな白線モデルの道路パラメータとして記憶されている
白線モデルの道路パラメータｙ c r、ρ、φ rを取り込む。また、右白線非検出フラグｆｌ
ａｇ＿ｒ及び左白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｌを読み込む。右白線非検出フラグｆｌａｇ
＿ｒは、走行路認識カメラ１が右側の白線を検出（撮像）したことを示すフラグであり、
右側の白線を検出している場合には“１”になり、右側の白線を検出していない場合には
“０”になる。また、左白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｌは、走行路認識カメラ１が左側の
白線を検出（撮像）したことを示すフラグであり、左側の白線を検出している場合には“
１”になり、左側の白線を検出していない場合には“０”になる。
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【００５５】
続いてステップＳ２２において、車両走行状態データを取り込む。ここで取り込む車両走
行状態データは、車速センサ４で検出した車速Ｖと操舵角センサ５で検出した現在のステ
アリングホイールの操舵角θとである。
続いてステップＳ３０において、白線非検出頻度の算出処理を行う。図１１は、その白線
非検出頻度算出処理の処理手順を示す。
先ずステップＳ３１において、白線非検出頻度算出用に用いる頻度算出用時間Ｔ f（ｓｅ
ｃ）を設定する。
【００５６】
続いてステップＳ３２において、右白線非検出頻度Ｆｒｈを算出する。具体的には、現在
から過去の前記頻度算出用時間Ｔ fまでの間における右白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｒを
読み込む。そして、右白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｒを用いて、現在から過去の頻度算出
用時間Ｔ fまでの間、すなわち所定時間区間における移動平均処理によって、現在から過
去の頻度算出用時間Ｔ fまでの間についての右白線非検出頻度Ｆｒｈを算出する。右白線
非検出頻度Ｆｒｈは、現在から過去の頻度算出用時間Ｔ fまでの間に、右側の白線を検出
することができなかった頻度となる。
ここで、演算のサンプリング時間をΔＴとすると、右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）は移動
平均処理を示す下記（２５）式により与えられる。
【００５７】
【数９】
　
　
　
　
【００５８】
続いてステップＳ３３において、左白線非検出頻度Ｆｌｈを算出する。具体的には、現在
から過去の前記頻度算出用時間Ｔ fまでの間における左白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｌを
読み込む。そして、左白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｌを用いて、現在から過去の頻度算出
用時間Ｔ fまでの間、すなわち所定時間区間における移動平均処理によって、現在から過
去の頻度算出用時間Ｔ fまでの間についての左白線非検出頻度Ｆｌｈを算出する。左白線
非検出頻度Ｆｌｈは、現在から過去の頻度算出用時間Ｔ fまでの間に、左側の白線を検出
することができなかった頻度となる。
ここで、演算のサンプリング時間をΔＴとすると、左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）は移動
平均処理を示す下記（２６）式により与えられる。
【００５９】
【数１０】
　
　
　
　
【００６０】
以上がステップＳ３０における白線非検出頻度算出処理である。このようにステップＳ３
０で白線非検出頻度算出処理を行い、図１０に示すステップＳ４０に進む。
ステップＳ４０では、走行中の車両の逸脱予測時間Ｔ ttlcの設定処理を行う。ここで、逸
脱予測時間Ｔ ttlcとは、現在の走行状態（車線に対する車両の横変位やヨー角）に基づい
て、逸脱が予測される現時点からの時間である。ここで、規定する逸脱とは、走行車線を
区分する白線と車両の前輪が交差するなどして、車両が車線からはみ出すような状態に至
る状況をいう。
【００６１】
そして、このような逸脱予測時間Ｔ ttlcを、警報のタイミングを規定するパラメータとし
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て設定する。これにより、逸脱予測時間Ｔ ttlcを警報のタイミングとして用いることで、
逸脱予測時間Ｔ ttlc後に逸脱が予想されるような場合に警報が作動するようになる。よっ
て、逸脱予測時間Ｔ ttlcを基準として、適切なタイミングで車線逸脱の警報を行うことが
できる。
【００６２】
例えば、運転者が警報に気付いてから１．０秒以内に適切な逸脱回避操作を完了できるよ
うな場合には、逸脱予測時間Ｔ ttlcを１．０秒に設定する。これにより、運転者は、警報
に気付いてから逸脱回避操作を行うことで、適切に逸脱回避を完了させることができるよ
うになる。
このような逸脱予測時間Ｔ ttlcの設定について、図１２を用いて説明する。
【００６３】
先ずステップＳ４１において、前記ステップＳ３２及びステップＳ３３で算出した右白線
非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）と左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）とのうち、その値が大きい方を
判定する。ここで、右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）の方が大きい場合（右白線非検出頻度
Ｆｒｈ（ｔ）＞左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ））、ステップＳ４２に進み、左白線非検出
頻度Ｆｌｈ（ｔ）の方が大きい場合、（左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）≧右白線非検出頻
度Ｆｒｈ（ｔ））、ステップＳ４３に進む。
【００６４】
ステップＳ４２では下記（２７）式により逸脱予測時間Ｔ ttlcを算出する。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ここで、Ｔ ttlc１は、０よりも大きい固定値であり、Ｆｌｏは頻度最低値であり、Ｆｈｉ
は頻度最高値である。この（２７）式により、右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）が頻度最低
値Ｆｌｏよりも小さい場合には、逸脱予測時間Ｔ ttlcを固定値Ｔ ttlc１に設定する。また
、右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）が頻度最低値Ｆｌｏ以上であり、かつ頻度最高値Ｆｈｉ
未満である場合には、その右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）に応じて逸脱予測時間Ｔ ttlcを
設定する。また、右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）が頻度最低値Ｆｌｏ以上の場合には、逸
脱予測時間Ｔ ttlcを０に設定する。
【００６５】
また、ステップＳ４３では下記（２８）式により逸脱予測時間Ｔ ttlcを算出する。
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ここで、前述したように、Ｔ ttlc１は、０よりも大きい値の固定値であり、Ｆｌｏは頻度
最低値であり、Ｆｈｉは頻度最高値である。この（２８）式により、左白線非検出頻度Ｆ
ｌｈ（ｔ）が頻度最低値Ｆｌｏよりも小さい場合には、逸脱予測時間Ｔ ttlcを固定値Ｔ tt
lc１に設定する。また、左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）が頻度最低値Ｆｌｏ以上であり、
かつ頻度最高値Ｆｈｉ未満である場合には、その左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）に応じて
逸脱予測時間Ｔ ttlcを設定する。また、左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）が頻度最低値Ｆｌ
ｏ以上の場合には、逸脱予測時間Ｔ ttlcを０に設定する。
【００６６】
以上がステップＳ４０における逸脱予測時間設定処理である。
前述したように、撮像画像中の境界部分をなす白線候補点に基づいて、白線の有無を判断
ており、そして、その白線の有無の結果が前記右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）や左白線非
検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）になる。そして、前述したステップＳ４０では、この右白線非検出
頻度Ｆｒｈ（ｔ）や左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）に基づいて逸脱予測時間Ｔ ttlcを設定
している。よって、結果として、撮像画像中の白線候補点に基づいて逸脱予測時間Ｔ ttlc
が設定されていることになる。
【００６７】
このようにステップＳ４０の逸脱予測時間設定処理により左右の白線非検出頻度Ｆｒｈ（
ｔ）、Ｆｌｈ（ｔ）に基づいて逸脱予測時間Ｔ ttlcを設定し、図１０に示すステップＳ２
３に進む。
なお、ここでは（２７）式や（２８）式により、逸脱予測時間Ｔ ttlcを右白線非検出頻度
Ｆｒｈ（ｔ）や左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）の一次関数として示しているが、これに限
定されるものではない。逸脱予測時間Ｔ ttlcは左右の白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）、Ｆｌ
ｈ（ｔ）の一次関数になることに限らず、逸脱予測時間Ｔ ttlcは、左右の白線非検出頻度
Ｆｒｈ（ｔ）、Ｆｌｈ（ｔ）が増加するにつれて単調に減少するようなものであれば良い
。
【００６８】
ステップＳ２３では、前記ステップＳ４０で設定した逸脱予測時間Ｔ ttlcを用いて下記（
２９）式により前方注視点距離Ｌ sを算出する。
Ｌ s＝Ｖ×Ｔ ttlc　・・・（２９）
続いてステップＳ２４において、前記ステップＳ２３で算出した前方注視点距離Ｌ sの位
置における前方注視点横変位推定値ｙ sを下記 (３０ )式により算出する。
ｙ s＝ｙ c r＋Ｌ sφ r＝ｙ c r＋（Ｖ×Ｔ ttlc）φ r　・・・（３０）
【００６９】
この前方注視点横変位推定値ｙ sは、図１３に示すように、前方注視点距離Ｌ sの位置にお
ける車両の道路中心からの横変位を意味している。ここで前記ステップＳ２３で得た前方
注視点距離Ｌ sが車速と逸脱予測時間Ｔ ttlcとの積であることから、前方注視点横変位推
定値ｙ sは、現在から逸脱予測時間Ｔ ttlc後までに車両が走行する横方向の距離（予測距
離）を示すものとなる。例えば道路が略直線路であれば、前方注視点横変位推定値ｙ sは
、その値が大きい程、車両が車線逸脱傾向にあることを直接的に示すものとなる。しかし
、道路が曲線路である場合には、そのまま適用することができない。このようなことから
、道路が曲線路の場合、次のような考え方により車線逸脱傾向にあるかどうかを判定する
。
【００７０】
すなわち、車体横すべり角β（車体の向きと車両の進行方向のずれ）を補正することで、
曲線路での車線逸脱傾向を判定する。
図１４は、車体横すべり角βを考慮することの理由を説明するための図である。
図１４中（Ａ）及び（Ｂ）は同じ道路曲率でありながら、どちらの車両も一定旋回状態に
あり、かつきれいに車線内中央をラインどりしながら走行して行く場合を示す。また、図
１４中（Ｂ）に示す車両は、図１４中（Ａ）に示す車両の車速より高速で走行している。
このように、図１４中（Ａ）に示す車両と図１４中（Ｂ）に示す車両とでは車速が違うが
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、どちらの車両も、一定旋回状態にあり、かつきれいに車線内中央をラインどりしながら
走行しており、車線逸脱しないという意味では両者ともに理想的な車両走行状態にある。
よって、車両逸脱傾向でみた場合、図１４中（Ａ）に示す車両の走行状態と図１４中（Ｂ
）に示す車両の走行状態とは同じく評価する必要がある。
【００７１】
例えば、一般的なアンダーステアの特性を持つ車両では、同一車両であっても車速が高速
になるに従いコーナのＩＮ側（旋回内側）に車体横すべり角βを持つようになる。
すなわち、図１５に示すように、ニュートラルステア特性（図中のＮＳ特性）を持つ車両
が一定の実舵角で定常円旋回する場合、速度と共に直線的に旋回角速度が増大する。また
、アンダーステア特性（図中のＵＳ特性）を持つ車両であれば、あるところまでは速度と
共に旋回角速度も増大するが、ある値以上になることはない。しかし、車両重心点の横す
べり角βは、図１６に示すように、車速の二乗に比例してその絶対値が増大する。このよ
うに、車両重心点の横すべり角βは車両のステア特性の如何にかかわらず速度と共に変化
するが、その理由は、車両が走行速度に応じた遠心力と釣り合う横力を得なければならな
いからである。
【００７２】
車両重心点の横すべり角βは、車両の前後方向と車両重心点の進行方向、つまり旋回円の
接線方向のなす角であり、定常円旋回における旋回円に対する車両の姿勢を示す。この横
すべり角βが速度と共に負となり、その絶対値が増すということは、車両は、速度が増す
ほど車頭を旋回円の内側にして円旋回をする傾向を強くすることを示すものである。（『
自動車の運動と制御（第３刷）』安部正人著、平成８年５月３１日山海堂発行のＰ６９～
Ｐ７０参照）。
【００７３】
このようなことから、図１４中（Ａ）に示す車両の車速が５０～６０ km/h、図１４中（Ｂ
）に示す車両の車速が１００ km/hというように、車速に差がある場合には、前述した前方
注視点横変位推定値ｙ sの意味あいが異なるものになる。
このようなことから、続くステップＳ２５において、車体横すべり角βを、例えば、下記
（３１）式を用いて、車両モデル同定値及び車速Ｖ、実操舵角δ、道路曲率ρにより推定
している。
【００７４】
【数１１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７５】
また、Ｉは車両ヨー慣性モーメントであり、ｍは車両重量であり、ｌ fは重心と前輪車軸
間距離であり、ｌ rは重心と後輪車軸間距離であり、Ｃ fは前輪コーナリングパワー（２輪
分）であり、Ｃ rは後輪コーナリングパワー（２輪分）であり、Ｖは車速であり、γはヨ
ーレートであり、δは前輪実操舵角であり、βは横すべり角であり、ρは道路曲率である
。
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【００７６】
続いてステップＳ２６において、前方注視点横変位推定値ｙ sを車体横すべり角βを用い
て補正する。つまり、前方注視点距離Ｌ sと車体横すべり角βとの積（Ｌ s×β）を前方注
視点横変位推定値の補正値として、この補正値（Ｌ s×β）を用いて補正値の前方注視点
横変位推定値（車線逸脱の評価点）ｙ´ sを下記（３２）式により設定する。
【００７７】
ｙ´ s＝ｙ s＋Ｌ sβ　・・・（３２）
この（３２）式は、補正値の前方注視点横変位推定値ｙ´ sが、補正前の前方注視点横変
位推定値ｙ sから補正値分（Ｌ s×β）だけ変更されていることを意味している。
続いてステップＳ５０において、前記前方注視点横変位推定値ｙ´ sと所定の閾値Ｙ th＿
ｒ及びＹ th＿ｌとを比較し、自車両が車線逸脱傾向にあるか否かを判定する。
【００７８】
図１７は、その車線逸脱傾向の判定処理の処理手順を示す。
先ずステップＳ５１において、前方注視点距離Ｌ sの位置における前方注視点横変位推定
値ｙ´ sと所定の閾値（以下、右側逸脱判定用閾値という。）Ｙ th＿ｒとを比較すること
で、右車線への逸脱傾向にあるかどうかを判定する。右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒは、例
えば所定値（固定値）Ｙ th１に設定されている。
【００７９】
具体的には、前方注視点横変位推定値ｙ´ sが右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ未満か否かを
判定する。ここで、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒは、予め行われた実験等で得ている値で
ある。例えば、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒは固定値である。
このステップＳ５１で前方注視点横変位推定値ｙ´ sが右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ未満
の場合、右車線への逸脱傾向にあるとして、ステップＳ５２に進み、ステップＳ５１で前
方注視点横変位推定値ｙ´ sが右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ以上の場合、ステップＳ５３
に進む。
【００８０】
ステップＳ５２では、右用の逸脱警報指令を出力する。そして、当該図１７に示す処理を
終了する。また、ステップＳ５３では右用の逸脱警報指令を停止する。そして、ステップ
Ｓ５４に進む。
ステップＳ５４では、前記前方注視点横変位推定値ｙ´ sと所定の閾値（以下、左側逸脱
判定用閾値という。）Ｙ th＿ｌとを比較することで、左車線への逸脱傾向にあるかどうか
を判定する。左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌは、例えば右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒと同じ
所定値（固定値）Ｙ th１に設定されている。
【００８１】
具体的には、前方注視点横変位推定値ｙ´ sが左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌ未満か否かを
判定する。ここで、左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌは、予め行われた実験等で得ている値で
ある。例えば、左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌは固定値である。
このステップＳ５４で前方注視点横変位推定値ｙ´ sが左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌ未満
の場合、左車線への逸脱傾向にあるとして、ステップＳ５５に進み、ステップＳ５４で前
方注視点横変位推定値ｙ´ sが左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌ以上の場合、ステップＳ５６
に進む。
【００８２】
ステップＳ５５では、左用の逸脱警報指令を出力する。そして、当該図１７に示す処理を
終了する。また、ステップＳ５６では右用の逸脱警報指令を停止する。そして、当該図１
７に示す処理を終了する。
以上が走行状況監視処理についての説明である。
次の作用及び動作を説明する。
【００８３】
作用及び動作について、図１８に示すタイミングチャートを用いて説明する。図１８中（
Ａ）は、走行路認識カメラ１による左側の白線の検出（撮像）状態を示す左白線非検出フ
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ラグｆｌａｇ＿ｌの変化を示す。また、図１８中（Ｂ）は、走行路認識カメラ１による右
側の白線の検出（撮像）状態を示す右白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｒの変化を示す。
【００８４】
本例では、いま、図１８中（Ｂ）に示すように、右側の白線の検出と非検出とを繰り返し
ている場合を想定する。この場合、図１８中（Ｂ）に示すように、右白線非検出フラグｆ
ｌａｇ＿ｒは短時間の内に“０”と“１”との値で変動する。
このとき、前記ステップＳ３０の白線非検出頻度算出処理において、所定時間区間におけ
る右白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｒの移動平均処理により算出した右白線非検出頻度Ｆｒ
ｈは図１８（Ｃ）に示すように変化する。本例では、右白線非検出頻度Ｆｒｈは、右白線
非検出フラグｆｌａｇ＿ｒが“０”と“１”とで変動し始めたときに、０から増加し始め
、右白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｒが“０”と“１”との変動時間がある程度経過したと
きに、頻度最高値Ｆｈｉに達し、その後右白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｒの“０”と“１
”との変動がなくなるとともに、減少する。
【００８５】
そして、前記ステップＳ４０の逸脱予測時間設定処理では、右白線非検出頻度Ｆｒｈ又は
左白線非検出頻度Ｆｌｈに基づいて逸脱予測時間Ｔ ttlcを設定する。本例では、右白線非
検出頻度Ｆｒｈの方が高くなっているので、この右白線非検出頻度Ｆｒｈに基づいて逸脱
予測時間Ｔ ttlcを設定する。また、前述したように、逸脱予測時間Ｔ ttlcを右白線非検出
頻度Ｆｒｈに比例的に算出しているので（前記（２７）式）、設定される逸脱予測時間Ｔ
ttlcは図１８中（Ｄ）のように変化する。具体的には、逸脱予測時間Ｔ ttlcは、右白線非
検出頻度Ｆｒｈが増加し始めると当初の値の固定値Ｔ ttlc１から減少し始め、右白線非検
出頻度Ｆｒｈが頻度最高値Ｆｈｉに達すると０になり、その後の右白線非検出頻度Ｆｒｈ
が減少し始めると増加し始める。
【００８６】
そして、前記ステップＳ２３の前方注視点距離算出処理では、前記（２９）式により前方
注視点距離Ｌ sを算出し、続くステップＳ２４の前方注視点横変位算出処理では、前記 (１
６ )式により、その前方注視点距離Ｌ sの位置における前方注視点横変位推定値ｙ sを算出
する。
さらに、前方注視点横変位推定値ｙ sを車体横すべり角βを用いて補正する。すなわち、
先ず前記ステップＳ２５の車体横すべり角算出処理において、前記（３１）式により車体
横すべり角βを算出する。続いて、ステップＳ２６において、前記（３２）式により前方
注視点距離Ｌ s及び車体横すべり角βを用いた前方注視点横変位推定値ｙ sを補正して、前
方注視点横変位推定値ｙ´ sを得る。
【００８７】
そして、前記ステップＳ５０において、前方注視点横変位推定値ｙ´ sと所定の閾値Ｙ th
＿ｒ及びＹ th＿ｌとを比較し、自車両が車線逸脱傾向にあるか否かを判定する。その判定
結果に応じて、右用又は左用の逸脱警報指令を出力する。
次に効果を説明する。
ここで、走行中の車両運動を考える。走行中の車両は常にピッチングやバウンシング運動
を伴うものである。ピッチングについては、例えば車両の加減速動作の際に発生する。
【００８８】
この場合、前後の車輪には独立に上下方向の外乱が入力されるため、単純な上下方向のバ
ウンス量は比較的安定する。しかし、ピッチ角ηは常に大きな値で変動することになる。
このピッチ角ηは、走行路認識カメラ１でスクリーン上（ＣＣＤ上）に投影される白線の
間隔の差となって撮像画像に現れるので、左右の白線が共に検出されている場合に限り、
正しく認識される。言い換えれば、左右の白線が共に検出されていない場合には、ピッチ
角ηを正しく認識することができなく、この結果、前方注視点横変位ｙ sも大きく変動し
てしまい、これにより、誤警報の頻度が増加する事態を招く。この理由は次の関係による
。
【００８９】
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ここで、簡単のため、走行路を、曲率が十分に小さく、ほぼ直線と考える。この場合、前
記（７）式及び（８）式はそれぞれ下記（３３）式及び（３４）式となる。
ｘ＝（ｙ c r＋０．５Ｗ））（ｙ＋ｆη）／ｈ＋ｆφ r　・・・（３３）
ｘ＝（ｙ c r－０．５Ｗ））（ｙ＋ｆη）／ｈ＋ｆφ r　・・・（３４）
ここで、（３３）式は車両からみて右方向に対応する式であり、（３４）式は車両からみ
て左方向に対応する式である。
【００９０】
また、左右の白線の傾きｋは下記（３５）式及び（３６）式として得られる。ｋ＝（ｘ（
１）－ｘ（２））／（ｙ（１）－ｙ（２））＝（ｙ c r＋０．５Ｗ））／ｈ　・・・（３５
）
ｋ＝（ｘ（１）－ｘ（２））／（ｙ（１）－ｙ（２））＝（ｙ c r－０．５Ｗ））／ｈ　・
・・（３６）
ここで、（３５）式は車両からみて右方向に対応する式であり、（３６）式は車両からみ
て左方向に対応する式である。
【００９１】
この式は、車線幅Ｗ及びカメラ高さｈの変動が、車両の横変位ｙ c rの推定精度に影響を与
え、ピッチ変動が車両の横変位に影響しないことを示す。また、この式は、車線幅Ｗとカ
メラ高さｈが正確にわかっていれば片側白線だけの検出で車両の横変位ｙ c rを算出するこ
とができることも示す。
そして、前記（３３）式～（３６）式に基づいて下記（３７）式を得ることができる。
【００９２】
　
　
　
　
　
この式は、左右の白線が共に検出され、かつ走行路認識カメラ１でスクリーン上（ＣＣＤ
上）に投影される白線の傾きが等しくない場合に限り、ピッチ角ηとヨー角φ rを正確に
算出することができることを示す。すなわち右白線のスクリーン上（ＣＣＤ上）に投影さ
れた傾きをｋ rとし、左白線のスクリーン上（ＣＣＤ上）に投影された傾きがｋ lとすると
、ピッチ角η及びヨー角φ rを下記（３８）式として示すことができる。
【００９３】
【数１２】
　
　
　
　
【００９４】
ここで、片側の白線が非検出の場合、前記（３７）式を満足するピッチ角ηとヨー角φ r

との組み合わせは無数に存在する。よって、ピッチ角ηとヨー角φ rとのいずれかが既知
でなければ、ピッチ角ηとヨー角φ rとの両方を算出することができない。
以上のような関係から、片側の白線が非検出の場合に、走行時の変動が比較的少ない車線
幅Ｗを例えば片側の白線が非検出になるまでの平均値に固定し、その車線幅Ｗを用いて道
路パラメータを推定したときには、車両の横変位は比較的小さい変動として得られる。一
方、片側の白線が非検出状態になっている場合に、ピッチ角ηをある固定値に設定（或い
は推定）することも考えられる。例えば片側の白線が非検出状態になる前の平均値に固定
（或いは推定）することも考えられる。これにより、道路パラメータを推定することもで
きるが、実際のピッチ角ηが大きく変動している場合には、その実際のピッチ角と推定（
固定）したピッチ角とで誤差が生じ、さらにその誤差がヨー角φ rの誤差として直接作用
することになる。すなわち、φ＾ rをヨー角推定値とし、Δηをピッチ角誤差とすると、
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ヨー角推定値φ＾ rは、前記（３７）式から下記（３９）式で記述できる。
【００９５】
φ＾ r＝（ｘ＋ｋｙ）／ｆ－ｋ（η＋Δη）＝φ＾ r－ｋΔη　・・・（３９）
これより、片側の白線が非検出状態である場合に、ヨー角φ rを確実に推定することは困
難であることから、本発明を適用することで、実施の形態では、ヨー角φ rを推定しつつ
も、そのヨー角φ rを左右するピッチ角ηが大きく変動する場合には、推定されるヨー角
φ r（大きく変動するヨー角φ r）への前方注視点位横変位ｙ sの影響を小さくしている。
【００９６】
ここで、図１８中（Ｆ）及び図１８中（Ｇ）は、片側（右側）の白線が非検出状態になっ
た場合の車両の横変位推定値ｙ c r及びヨー角φ rを示す。
片側の白線が非検出状態においてピッチングが発生すると、図１８中（Ｇ）に示すように
、そのピッチングの影響でヨー角（ヨー角推定値）φ rも変動するようになる。これによ
り、前方注視点横変位ｙ sも図１８中（Ｈ）に示すように大きく変動するようになる。よ
って、ヨー角（ヨー角推定値）φ rの変動が大きく、この結果、前方注視点横変位ｙ sも大
きく変動することで、誤警報の頻度が増加してしまう。例えば、図１８中（Ｈ）に示すよ
うに、前方注視点横変位ｙ s（或いは補正後の前方注視点横変位ｙ´ s）が右側逸脱判定用
閾値Ｙ th＿ｒ（Ｙ th１）を不要に超えてしまい、この結果、誤警報となってしまう。この
ような誤警報は、運転者にとって非常に煩わしいものである。
【００９７】
これに対して、本発明を適用することで、前記ステップＳ４０に示すように、片側の白線
が非検出状態には、すなわち白線非検出頻度が所定の割合を超えている場合には、続くス
テップＳ２３及びステップＳ２４で前方注視点横変位ｙ sを算出するための逸脱予測時間
Ｔ ttlcを徐々に小さい値へ変更する。すなわち、前記（３０）に示すように、ヨー角φ r

との積で前方注視点横変位ｙ sを算出する逸脱予測時間Ｔ ttlcを徐々に小さい値へ変更す
る。
【００９８】
これにより、車線逸脱の判定に用いる前方注視点横変位ｙ sの片側白線非検出時に変動の
大きいヨー角成分の割合を結果として低下させることができる。このようにすることで、
片側白線非検出状態で、特にピッチング等によりヨー角φ rが大きく変動してしまうよう
な場合でも、図１８中（Ｈ）に示すように、前方注視点横変位ｙ sが変動してしまうこと
を抑制することができる。これにより、誤警報の頻度を下げ、運転者が感じる煩わしさを
低減ですることができる。
【００９９】
また、前記ステップＳ４０（図１２）に示すように、白線非検出頻度に応じて逸脱予測時
間Ｔ ttlcを設定している。具体的には、白線非検出頻度が高くなるほど逸脱予測時間Ｔ tt
lcを小さい値に設定している。白線非検出頻度が高くなるほど、推定される車両状態とし
てのヨー角φ rの誤差も大きくなるといえる。よって、この場合、誤警報の頻度も高くな
る。このようなことから、白線非検出頻度が高くなるほど逸脱予測時間Ｔ ttlcを小さい値
に設定するといったように、白線非検出頻度に応じて逸脱予測時間Ｔ ttlcを設定すること
で、誤警報の頻度を最適に低下させることができる。
【０１００】
次に第２の実施の形態を説明する。
第２の実施の形態は車両の車線逸脱警報装置である。特に言及しない限り、前述の第１の
実施の形態の車線逸脱警報装置と同様な構成とする。
図１９は、第２の実施の形態における、制御コントローラ２による走行状況監視処理の処
理手順を示す。
【０１０１】
この図１９に示す走行環境監視処理は、前述の第１の実施の形態における図１０に示した
走行環境監視処理に対応するものである。この図１９に示す走行環境監視処理では、第１
の実施の形態における図１０に示すステップＳ４０の逸脱予測時間設定処理に換えて、ス
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テップＳ６０として横変位閾値修正処理を行い、さらにステップＳ８０として逸脱予測時
間設定処理を行っている。
【０１０２】
ここで、図１９に示す走行環境監視処理において、ステップＳ２１、ステップＳ２２、ス
テップＳ３０、ステップＳ２３～ステップＳ２６及びステップＳ５０の処理については、
前述の第１の実施の形態の処理と同じ処理であり、説明を省略する。
この第２の実施の形態では、ステップＳ３０の白線非検出頻度算出処理に続いてステップ
Ｓ６０に進む。
【０１０３】
ステップＳ６０では、逸脱判定用閾値を修正或いは変更する処理を行う。続いてステップ
Ｓ８０において、前方注視点横変位を算出するための逸脱予測時間を変更する処理を行う
。
そして、続いて、前述の第１の実施の形態と同様にステップＳ２３～ステップＳ２６及び
ステップＳ５０を行う。これにより、車両の逸脱傾向を判定し、その判定結果に基づいて
逸脱警報を行う。また、ステップＳ６０及びステップＳ８０の処理を行うことで、  Botts
 Dotsや、白線のかすれ等で白線候補点の数が減少し、走行路認識カメラ１の白線非検出
頻度が長時間高くなっているような場合でも、安定した逸脱警報を確保し、誤警報を減ら
すことができるようになっている。これにより、運転者に煩わしさを与えてしまうことを
抑えることができる。
【０１０４】
前記ステップＳ６０で行う逸脱判定用閾値修正処理を説明する。図２０は、その逸脱判定
用閾値修正処理の処理手順を示す。この逸脱判定用閾値修正処理は、前半の処理（ステッ
プＳ６１～ステップＳ７０）と、後半の処理（ステップＳ７１～ステップＳ７８）とで大
別される。
先ずステップＳ６１において、前記ステップＳ３０で得た右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）
が所定値（例えば０．８）よりも大きいか否かを判定する。ここで、右白線非検出頻度Ｆ
ｒｈ（ｔ）が所定値（例えば０．８）よりも大きい場合、ステップＳ６２に進み、右白線
非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）が所定値（例えば０．８）以下の場合、ステップＳ６６に進む。
【０１０５】
ステップＳ６２では、前記ステップＳ３０で得た左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）が所定値
（例えば０．８）よりも大きいか否かを判定する。ここで、左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ
）が所定値（例えば０．８）よりも大きい場合、ステップＳ６３に進み、左白線非検出頻
度Ｆｌｈ（ｔ）が所定値（例えば０．８）以下の場合、ステップＳ６４に進む。ステップ
Ｓ６３に進む場合とは、左右の白線非検出頻度が共に所定値を超えているような場合であ
る。また、ステップＳ６４に進む場合とは、右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）だけが所定値
を超えているような場合である。
【０１０６】
ここで、前記所定値が０．８である場合について説明しているが、これに限定されないこ
とはいうまでもない。ここでの右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）と所定値との比較や左白線
非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）と所定値との比較は、右側白線の検出率或いは左側白線の検出率
を判定するためのものなので、そのような白線の検出率が低くなっていることを確実に示
す値であれば、前記所定値は０．８以外の値でもよい。例えば、実走行試験を行って最適
な値を設定するようにしてもよい。
【０１０７】
ステップＳ６３では、当該逸脱判定用閾値修正処理の後半で使用する状態切り換え変数ｃ
ａｓｅに３を設定する。そして、ステップＳ７１に進む。
ステップＳ６４では、逸脱予測時間Ｔ ttlcが０であるか否かを判定する。ここで、逸脱予
測時間Ｔ ttlcは、後述するように当該ステップＳ６０の逸脱判定用閾値修正処理の後段で
実行するステップＳ８０で算出した逸脱予測時間Ｔ ttlcである。すなわち、このステップ
Ｓ６４では、全体の処理をいう図１９の処理からみて１周期前の処理時にステップＳ８０
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で算出した逸脱予測時間Ｔ ttlcが０であるか否かを判定する。ここで、そのような逸脱予
測時間Ｔ ttlcが０の場合、ステップＳ６５に進み、逸脱予測時間Ｔ ttlcが０でない場合、
ステップＳ７１に進む。
【０１０８】
ステップＳ６５では、状態切り換え変数ｃａｓｅに１を設定する。そして、ステップＳ７
１に進む。なお、ステップＳ６４からステップＳ７１に進む場合とは、すなわち逸脱予測
時間Ｔ ttlcが０でない場合であり、この場合に、状態切り換え変数ｃａｓｅを変更するこ
となくステップＳ７１に移行するようになる。
一方、前記ステップＳ６１において右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）が所定値（例えば０．
８）以下の場合に進むステップＳ６６では、前記ステップＳ３０で得た左白線非検出頻度
Ｆｌｈ（ｔ）が所定値（例えば０．８）よりも大きいか否かを判定する。ここで、左白線
非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）が所定値（例えば０．８）よりも大きい場合、ステップＳ６７に
進み、左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）が所定値（例えば０．８）以下の場合、ステップＳ
６９に進む。ステップＳ６７に進む場合とは、左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）だけが所定
値を超えているような場合である。また、ステップＳ６９に進む場合とは、左右の白線非
検出頻度が共に所定値未満である場合である。
【０１０９】
ステップＳ６７では、逸脱予測時間Ｔ ttlcが０であるか否かを判定する。ここで、逸脱予
測時間Ｔ ttlcは、前記ステップＳ６４で用いている逸脱予測時間Ｔ ttlcと同じ値である。
すなわち、逸脱予測時間Ｔ ttlcは、当該ステップＳ６０の逸脱判定用閾値修正処理の後段
で実行するステップＳ８０で算出した逸脱予測時間Ｔ ttlcである。すなわち、このステッ
プＳ６７では、全体の処理をいう図１９の処理からみて１周期前の処理時にステップＳ８
０で算出した逸脱予測時間Ｔ ttlcが０であるか否かを判定する。
【０１１０】
ここで、逸脱予測時間Ｔ ttlcが０の場合、ステップＳ６８に進み、逸脱予測時間Ｔ ttlcが
０でない場合、ステップＳ７１に進む。
ステップＳ６８では、状態切り換え変数ｃａｓｅに２を設定する。そして、ステップＳ７
１に進む。なお、ステップＳ６７からステップＳ７１に進む場合とは、すなわち逸脱予測
時間Ｔ ttlcが０でない場合であり、この場合に、状態切り換え変数ｃａｓｅを変更するこ
となくステップＳ７１に移行するようになる。
【０１１１】
一方、ステップＳ６９では、白線の検出状況が回復しているかどうかを判定する。具体的
には、ステップＳ６９では、右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）が所定値（例えば０．５）未
満であるか否かを判定し、さらに左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）が所定値（例えば０．５
）未満であるか否かを判定する。ここで、右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）が所定値（例え
ば０．５）未満であり、かつ左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）が所定値（例えば０．５）未
満の場合、すなわち左右の白線非検出頻度が共に回復している場合、ステップＳ７０に進
み、そうでない場合、ステップＳ７１に進む。ここでの前記所定値は、前記ステップＳ６
１、ステップＳ６２、ステップＳ６６で用いた所定値（０．８）に対してヒステリシスを
持たせている。
【０１１２】
また、前記所定値が０．５である場合について説明しているが、これに限定されないこと
はいうまでもない。ここでの右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）と所定値との比較や左白線非
検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）と所定値との比較は、右側白線の検出率或いは左側白線の検出率の
回復を判定するためのものなので、そのような白線の検出率が回復していること、又は走
行路認識カメラ１の出力信号が安定していることを確実に示す値であれば、前記所定値は
０．５以外の値でもよい。例えば、実走行試験を行って最適な値を設定するようにしても
よい。
【０１１３】
ステップＳ７０では、状態切り換え変数ｃａｓｅを０に設定する。そして、ステップＳ７
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１に進む。なお、ステップＳ６９からステップＳ７１に進む場合には、状態切り換え変数
ｃａｓｅを変更することなくステップＳ７１に移行することになる。
以下に説明するステップＳ７１～ステップＳ７８では、前述の処理で決定した状態切り換
え変数ｃａｓｅの値を判別し、その判定結果に応じた逸脱判定用閾値の設定を行う。
【０１１４】
すなわち、ステップＳ７１において、状態切り換え変数ｃａｓｅが２よりも大きいか否か
を判定する。ここで、状態切り換え変数ｃａｓｅが２よりも大きい場合、ステップＳ７５
に進み、状態切り換え変数ｃａｓｅが２以下の場合、ステップＳ７２に進む。
ステップＳ７２では、状態切り換え変数ｃａｓｅが１か否かを判定する。ここで、状態切
り換え変数ｃａｓｅが１の場合、ステップＳ７６に進み、状態切り換え変数ｃａｓｅが１
でない場合、ステップＳ７３に進む。
【０１１５】
ステップＳ７３では、状態切り換え変数ｃａｓｅが２か否かを判定する。ここで、状態切
り換え変数ｃａｓｅが２の場合、ステップＳ７７に進み、状態切り換え変数ｃａｓｅが２
でない場合、ステップＳ７８に進む。
これにより、状態切り換え変数ｃａｓｅが０の場合（ｃａｓｅ＝０）、ステップＳ７４に
進むようになり、状態切り換え変数ｃａｓｅが１の場合（ｃａｓｅ＝１）、ステップＳ７
６に進むようになり、状態切り換え変数ｃａｓｅが２の場合（ｃａｓｅ＝２）、ステップ
Ｓ７７に進むようになり、状態切り換え変数ｃａｓｅが３の場合（ｃａｓｅ＝３）、ステ
ップＳ７５に進むようになる。
【０１１６】
そして、ステップＳ７５～ステップＳ７８で、それぞれ逸脱判定用閾値を更新する処理を
行う。
すなわち、ステップＳ７５の処理を実施する場合（ｃａｓｅ＝３）は、左右の白線非検出
頻度Ｆｒｈ（ｔ）、Ｆｌｈ（ｔ）が高い場合である。この場合に、このステップＳ７５で
、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ及び左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌの両者に最も大きい値Ｙ
th３を設定する。そして、当該図２０に示す処理を終了する。
【０１１７】
また、ステップＳ７６の処理を実施する場合（ｃａｓｅ＝１）は、右白線非検出頻度Ｆｒ
ｈ（ｔ）が高く、かつ逸脱予測時間Ｔ ttlcが０の場合である。この場合に、このステップ
Ｓ７６で、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒに最も大きい値Ｙ th３を設定し、さらに、左側逸
脱判定用閾値Ｙ th＿ｌを変化量Δｔｈ１ずつ増加させ、除々に左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿
ｌを大きい値に修正していく。ここでの左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌを増加させる修正に
ついては、逸脱判定用閾値Ｙ th２に達するまで左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌを除々に増加
させる修正となる。ここで、逸脱判定用閾値Ｙ th２は、初期値である、通常の白線検出状
態における逸脱判定用閾値Ｙ th１と、この逸脱判定用閾値Ｙ th１よりも大きな値であり、
非検出頻度が最も大きい場合の逸脱判定用閾値Ｙ th３との間に設定した逸脱判定用閾値で
ある。
【０１１８】
ステップＳ７７の処理を実施する場合（ｃａｓｅ＝２）は、左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ
）が高く、かつ逸脱予測時間Ｔ ttlcが０の場合である。この場合に、このステップＳ７７
で、左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌに最も大きい値Ｙ th３を設定し、さらに、右側逸脱判定
用閾値Ｙ th＿ｒを変化量Δｔｈ１ずつ増加させ、除々に右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒを大
きい値に修正していく。ここでの右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒを増加させる修正は、前述
した左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌと同様な処理になる。すなわち、右側逸脱判定用閾値Ｙ
th＿ｒを増加させる修正として、逸脱判定用閾値Ｙ th２に達するまで右側逸脱判定用閾値
Ｙ th＿ｒを除々に増加させる修正を行う。ここで、逸脱判定用閾値Ｙ th２は、初期値であ
る、通常の白線検出状態における逸脱判定用閾値Ｙ th１と、この逸脱判定用閾値Ｙ th１よ
りも大きな値であり、非検出頻度が最も大きい場合の逸脱判定用閾値Ｙ th３との間に設定
した逸脱判定用閾値である。
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【０１１９】
ステップＳ７８の処理を実施する場合（ｃａｓｅ＝０）は、左右共に白線非検出頻度が低
くなっており、よって白線検出状況が安定している場合である。この場合に、このステッ
プＳ７８で、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒと左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌとの両方をとも
に変化量Δｔｈ２ずつ減少させて、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒと左側逸脱判定用閾値Ｙ
th＿ｌとを初期の逸脱判定用閾値Ｙ th１に達するまで修正していく。
【０１２０】
以上のように、ステップＳ６０の逸脱判定用閾値修正処理を行う。
次に、前記ステップＳ８０で行う逸脱予測時間設定処理を説明する。図２１は、その逸脱
予測時間設定処理の処理手順を示す。
先ずステップＳ８１において、前記ステップＳ３０（ステップＳ３１～ステップＳ３３）
で算出した右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）及び左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）のそれぞれ
のなかから大きい値を選択し、その選択した右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）と左白線非検
出頻度Ｆｌｈ（ｔ）との比較を行う。
【０１２１】
ここで、右白線非検出頻度Ｆｒｈ（ｔ）が左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）よりも大きい場
合（Ｆｒｈ（ｔ）＞Ｆｌｈ（ｔ））、ステップＳ８２に進み、右白線非検出頻度Ｆｒｈ（
ｔ）が左白線非検出頻度Ｆｌｈ（ｔ）以下の場合（Ｆｒｈ（ｔ）≦Ｆｌｈ（ｔ））、ステ
ップＳ８３に進む。
ステップＳ８３では、下記（４０）式により逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´を算出する。
【０１２２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
このように逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´を算出して、ステップＳ８４に進む。
【０１２３】
また、ステップＳ８３では下記（４１）式により逸脱予測時間Ｔ ttlc´を算出する。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
このように逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´を算出して、ステップＳ８４に進む。
【０１２４】
ステップＳ８４以降では、状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃの値に応じた処理を行う。こ
こで、状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃと処理内容との関係については次のようになる。
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状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃ＝０の場合、当該逸脱予測時間設定処理において更新し
た逸脱予測時間Ｔ ttlcが逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´と一致した後の処理を行う。また、
状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃ＝１の場合、逸脱予測時間Ｔ ttlcを新たに更新せず保持
し続ける処理を行う。また、状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃ＝２の場合、逸脱予測時間
Ｔ ttlcをΔｔ１ずつ増加、またはΔｔ２ずつ減少させるようにして、逸脱予測時間Ｔ ttlc
を逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´に徐々に近づける処理を行う。
【０１２５】
すなわち、ステップＳ８４では状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃが０か否かを判定する。
ここで、状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃが０の場合、ステップＳ８６に進み、状態切り
換えフラグｆｌａｇ＿ｃが０でない場合、ステップＳ８５に進む。
ステップＳ８６では、逸脱予測時間Ｔ ttlcが逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´と一旦一致した
後の処理を行う。具体的には、その後の処理で常に逸脱予測時間Ｔ ttlcが逸脱予測時間目
標値Ｔ ttlc´と一致し続けるように、逸脱予測時間Ｔ ttlcに逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´
を設定して更新していく。そして、ステップＳ８８に進む。
【０１２６】
ステップＳ８８では逸脱予測時間Ｔ ttlcが減少して０に達したか否かを判定する。ここで
、逸脱予測時間Ｔ ttlcが０の場合、ステップＳ８９に進み、状態切り換えフラグｆｌａｇ
＿ｃを１に設定する。後述するように、状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃが１の場合の処
理（ステップＳ９０及びステップＳ９１の処理）では、逸脱予測時間Ｔ ttlcを更新するこ
となく逸脱予測時間Ｔ ttlcを保持する処理となる。よって、ステップＳ８９で状態切り換
えフラグｆｌａｇ＿ｃを１に設定した場合、その後の処理はそのような逸脱予測時間Ｔ tt
lcの保持を前提とした処理になる。そして、ステップＳ８９の処理の後、当該図２１に示
す処理を終了する。
【０１２７】
ステップＳ８５では、状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃが１か否かを判定する。ここで、
状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃが１の場合、ステップＳ９０に進み、状態切り換えフラ
グｆｌａｇ＿ｃが１でない場合、すなわち状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃが２の場合、
ステップＳ８７に進む。
ステップＳ８５からステップＳ９０への進む処理は、前記ステップＳ８６の処理のような
逸脱予測時間Ｔ ttlcを更新することなく、逸脱予測時間Ｔ ttlcを保持したまま進む処理を
なす。ステップＳ９０では、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ又は左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿
ｌのどちらかが初期の横変位判定用閾値Ｙ th１に回復したか（Ｙ th＿ｒ＝Ｙ th１かＹ th＿
ｌ＝Ｙ th１）否かを判定する。
【０１２８】
前記ステップＳ６０の逸脱判定用閾値修正処理中のステップＳ７８（ｃａｓｅ＝０）では
、白線検出状況が安定した場合、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒと左側逸脱判定用閾値Ｙ th
＿ｌとの両者を共に変化量Δｔｈ２ずつ減少させて、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒと左側
逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌとの両者を初期の逸脱判定用閾値Ｙ th１に達するまで小さい値に
修正している。
【０１２９】
よって、このステップＳ９０での判定は、このような修正により右側逸脱判定用閾値Ｙ th
＿ｒ又は左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌのどちらかが初期の横変位判定用閾値Ｙ th１に回復
したかの判定となる。
ここで、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ又は左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌのどちらかが初期
の横変位判定用閾値Ｙ th１に回復している場合、状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃに２を
設定する。
【０１３０】
後述するように、状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃが２の場合の処理（ステップＳ８７の
処理）は、逸脱予測時間Ｔ ttlcを変化量Δｔ１ずつ増加させ、或いは変化量Δｔ２ずつ減
少させて、逸脱予測時間Ｔ ttlcを逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´に徐々に近づける処理にな
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る。よって、前記ステップＳ９１で状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃを２に設定した場合
、その後の処理は、そのような逸脱予測時間Ｔ ttlcを変化量Δｔ１ずつ増加させ、或いは
変化量Δｔ２ずつ減少させて、逸脱予測時間Ｔ ttlcを逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´に徐々
に近づける処理になる。そして、ステップＳ９１の処理の後、当該図２１に示す処理を終
了する。
【０１３１】
ステップＳ８７では、下記（４２）式により逸脱予測時間Ｔ ttlcを更新する。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
このように、条件に応じて、逸脱予測時間Ｔ ttlcを変化量Δｔ１ずつ増加させ、或いは逸
脱予測時間Ｔ ttlcを変化量Δｔ２ずつ減少させて、逸脱予測時間Ｔ ttlcを逸脱予測時間目
標値Ｔ ttlc´に徐々に近づける処理を行う。なお、｜Ｔ ttlc´－Ｔ ttlc｜＜Δｔ（Δｔ１
又はΔｔ２）の場合のＴ ttlc＝Ｔ ttlc´にする処理は、そのように逸脱予測時間Ｔ ttlcを
変化量Δｔ１ずつ増加させ、或いは逸脱予測時間Ｔ ttlcを変化量Δｔ２ずつ減少させてい
った場合に、最後に逸脱予測時間Ｔ ttlcを逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´にあわせ込む処理
となる。そして、ステップＳ９２に進む。
【０１３２】
ステップＳ９２では、逸脱予測時間Ｔ ttlcが逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´に一致したか（
Ｔ ttlc＝Ｔ ttlc´）否かを判定する。
逸脱予測時間Ｔ ttlcが逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´に一致した場合、すなわち前述したよ
うに逸脱予測時間Ｔ ttlcを逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´にあわせ込む処理を行った場合、
状態切り換えフラグｆｌａｇ＿ｃを０に設定する。これにより、その後の処理は、逸脱予
測時間Ｔ ttlcを逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´で更新する処理になる（前記ステップＳ８４
及びステップＳ８６）。
【０１３３】
以上のように、ステップＳ８０の逸脱予測時間設定処理を行う。
以上のステップＳ６０による横変位判定用閾値修正処理及びステップＳ８０による逸脱予
測時間設定処理により、白線非検出頻度が増加しているときには、逸脱予測時間Ｔ ttlcを
０に近づくように修正していくとともに、逸脱予測時間Ｔ ttlcが０になった後で右側逸脱
判定用閾値Ｙ th＿ｒ及び左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌを増加させている。また、白線検出
頻度が増加しているときには、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ及び左側逸脱判定用閾値Ｙ th
＿ｌが初期の逸脱判定用閾値Ｙ th１になるように修正していくとともに、右側逸脱判定用
閾値Ｙ th＿ｒ又は左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌのうちのどちらかが初期の逸脱判定用閾値
Ｙ th１に回復した場合には、逸脱予測時間Ｔ ttlcが初期の逸脱予測時間Ｔ ttlc１になるよ
うに修正している。
【０１３４】
次の作用及び動作を説明する。
作用及び動作について、図２２に示すタイミングチャートを用いて説明する。
図２２中（Ａ）は、走行路認識カメラ１で左側の白線の検出（撮像）状態を示す左白線非
検出フラグｆｌａｇ＿ｌの変化を示す。また、図２２中（Ｂ）は、走行路認識カメラ１で
右側の白線が検出（撮像）状態を示す右白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｒの変化を示す。
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【０１３５】
本例では、図２２中（Ｂ）に示すように、右側の白線が、ある程度長い時間に渡って非検
出状態となっている場合を想定する。この場合、図２２中（Ｂ）に示すように、右白線非
検出フラグｆｌａｇ＿ｒは０の状態がしばらく続く状態になる。
このとき、前記ステップＳ３０の白線非検出頻度算出処理において、所定時間区間におけ
る右白線非検出フラグｆｌａｇ＿ｒを移動平均処理して算出した右白線非検出頻度Ｆｒｈ
は図２２（Ｃ）に示すように変化する。本例のように走行路認識カメラ１での右側の白線
の非検出状態が続いている場合、図２２中（Ｃ）に示すように、右白線非検出頻度Ｆｒｈ
は１になるまで増加する。
【０１３６】
また、このとき前記ステップＳ８０の逸脱予測時間設定処理では、右白線非検出頻度Ｆｒ
ｈ又は左白線非検出頻度Ｆｌｈに基づいて逸脱予測時間Ｔ ttlcを設定する。本例では、右
白線非検出頻度Ｆｒｈが高くなっているので、この右白線非検出頻度Ｆｒｈに基づいて逸
脱予測時間Ｔ ttlcを設定する。また、前述したように、逸脱予測時間Ｔ ttlcを右白線非検
出頻度Ｆｒｈに比例的に算出していることから（前記（４０）式）、設定される逸脱予測
時間Ｔ ttlcは図２２中（Ｄ）に示すように変化する。具体的には、逸脱予測時間Ｔ ttlcは
、右白線非検出頻度Ｆｒｈが増加し始めると当初の値の固定値Ｔ ttlc１から減少し始め、
右白線非検出頻度Ｆｒｈが１に達すると０（逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´）になる（前記
ステップＳ８７）。このようにステップＳ８０の逸脱予測時間設定処理では、前述の第１
の実施の形態の前記ステップＳ４０の逸脱予測時間設定処理と同様な処理に、白線非検出
頻度Ｆｒｈ、Ｆｌｈに基づいて逸脱予測時間Ｔ ttlcを設定する。なお、第２の実施の形態
では、右白線非検出頻度Ｆｒｈ又は右白線非検出頻度Ｆｌｈに基づいて逸脱予測時間目標
値Ｔ ttlc´を予め設定し、この設定した逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´に逸脱予測時間Ｔ tt
lcを一致させるようにしており、この点では異なっている。
【０１３７】
一方、前記ステップＳ６０の逸脱判定用閾値修正処理では、前記ステップＳ８０の逸脱予
測時間設定処理で右白線非検出頻度Ｆｒｈ又は左白線非検出頻度Ｆｌｈに基づいて設定し
た逸脱予測時間Ｔ ttlc（１周期前の値）を参照して、逸脱予測時間Ｔ ttlcが０に達した場
合、逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌを増加させている（前記ステップＳ７５～ステッ
プＳ７７）。これにより、白線非検出状態になった直後で間もない段階で、逸脱警報の開
始タイミングをなるべく変化させないようにしている。
【０１３８】
本例では、図２２中（Ｅ）に示すように、逸脱予測時間Ｔ ttlcが０に達した時点で、白線
非検出側である右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒを最も大きい逸脱判定用閾値Ｙ th３に設定し
、また、白線検出状態が維持されている左側右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌを、初期値であ
る、通常の白線検出状態における横変位判定用閾値Ｙ th１から前記逸脱判定用閾値Ｙ th２
に設定する（前記ステップＳ７６）。
【０１３９】
そして、前記ステップＳ６０の逸脱判定用閾値修正処理では、左右共に白線非検出頻度が
所定値まで低くなった場合、図２２中（Ｅ）に示すように、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ
と左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌとの両方をともに変化量Δｔｈ２ずつ減少させて、右側逸
脱判定用閾値Ｙ th＿ｒと左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌとを初期の逸脱判定用閾値Ｙ th１に
達するまで修正する（前記ステップＳ７８）。
【０１４０】
この結果、右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒと左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌとが初期の逸脱判
定用閾値Ｙ th１に達した場合、前記ステップＳ８０の逸脱予測時間設定処理では、図２２
中（Ｄ）に示すように、逸脱予測時間Ｔ ttlcを１（逸脱予測時間目標値Ｔ ttlc´）まで増
加させる修正を行う（前記ステップＳ８７）。
なお、第２の実施の形態では、図１９に示すように、ステップＳ６０の逸脱判定用閾値修
正処理を行った後に、ステップＳ８０の逸脱予測時間設定処理を行っている。これは、片
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側の白線の非検出状態から両側の白線の検出状態に回復した場合、逸脱判定用閾値（本例
では片側の白線非検状態における白線検出側の逸脱判定用閾値）が、通常の白線検出状態
の逸脱判定用閾値Ｙ th１に達したことを確認した後に、逸脱予測時間Ｔ ttlcを、両側の白
線検出状態で使用する逸脱予測時間Ｔ ttlc１へ遷移させるためである。これにより、片側
の白線非検出状態から両側の白線検出状態になった場合、図２２中（Ｅ）に示すように、
右側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒと左側逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｌとが初期の逸脱判定用閾値Ｙ
th１に回復するようになり、それに続くように、図２２中（Ｄ）に示すように、逸脱予測
時間Ｔ ttlcが初期の逸脱予測時間Ｔ ttlc１に回復するようになる。
【０１４１】
以上のように、第２の実施の形態では、白線非検出頻度Ｆｒｈ、Ｆｌｈが高くなった場合
には、前記ステップＳ８０の逸脱予測時間設定処理で逸脱予測時間Ｔ ttlcを０に向かい徐
々に小さい値に変更し、さらに、逸脱予測時間Ｔ ttlcが所定値（本例では０）に達したと
ころで、前記ステップＳ６０の逸脱判定用閾値修正処理で逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th
＿ｌを大きい値に変更している。
【０１４２】
次に効果を説明する。
走行路認識カメラ１による白線の検出と非検出とを繰り返されるような場合でも、走行路
認識カメラ１が白線を検出するたびに、正しい値へ近づく方向に道路パラメータの推定値
が修正される処理が行われる。この結果、横変位量ｙ c r、ヨー角φ rなどの車両状態量を
含む道路パラメータの推定値の誤差として走行路認識カメラ１による白線非検出状態の影
響が蓄積されることはない。よって、過渡的に片側の白線非検出状態があっても、誤警報
がなされてしまうことはない。
【０１４３】
しかし、ある程度長い時間に渡って片側の白線非検出状態が続くような場合には、その状
況は異なる。
例えば、車速が変化した場合、車速が高くなるほど空気の流れにより発生する車両への力
、すなわちエアリフトにより、車両に上向きの揚力が発生する。これにより、車高が変化
し、カメラ高さｈも変化する。また、車両が加減速動作をした場合、車両前端部の向きは
変化する。例えば、加速中には、車両前端部は上方を向き、減速中には、車両前端部は下
方を向く。このように、車両の加減速動作により車両前端部の向きが変化した場合、ピッ
チ角ηとともにカメラ高さｈも変化するようになる。
【０１４４】
このように車速変化や加減速動作をした場合、カメラ高さｈが変化してしまうので、ある
程度長い時間に渡って片側の白線非検出状態が続いている間には、そのような車速変化や
加減速動作によりカメラ高さｈが変化することも考慮する必要がある。すなわち、カメラ
高さｈが変化してしまうと、その変化が道路パラメータの推定値に定常的に影響してしま
う。これにより、横変位量ｙ c rの推定値が変化してしまうので、結果として、誤警報の頻
度を上げてしまい、運転者が感じる煩わしさを増大させてしまう可能性がある。
【０１４５】
図２２中（Ｆ）は、ある程度長い時間に渡って片側の白線の非検出状態が続いたような場
合に、車速変化や加減速動作等でカメラ高さｈが変化して、その変化分を含んで推定され
た横変位量ｙ c rの経時変化を示す。また、片側の白線の非検出状態の場合には、第１の実
施の形態でも説明したような理由から、図２２中（Ｇ）に示すように、ヨー角φ rの推定
値も正しく推定できずに変動している結果にもなる。このような場合に、両側の白線が検
出できている場合に使用する逸脱予測時間Ｔ ttlc１及び逸脱判定用閾値Ｙ th１に基づいて
車線逸脱判定を行うと、図２２中（Ｈ）に示すように、逸脱判定用閾値Ｙ th１に対して、
前方注視点横変位推定値ｙ s（＝ｙ c r＋（Ｖ×Ｔ ttlc）φ r）は激しく変動し、かつカメラ
高さｈの変化の影響でその変動幅が大きくなり、その結果、誤警報の頻度は増加してしま
う。
【０１４６】
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ここで、逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌをＹ th１のままとし、逸脱予測時間Ｔ ttlcだ
けを０に向かうように修正することも考えられる。この場合、前方注視点横変位推定値ｙ

sの変化は、前述の第１の実施の形態で説明したように、逸脱予測時間Ｔ ttlcを修正する
前よりも穏やかになり安定する。しかし、前方注視点横変位推定値ｙ sの変化は、横変位
推定値ｙ c rの影響を強く受ける。例えば、前記（３０）式の関係からもわかるように、逸
脱予測時間Ｔ ttlcを小さい値に修正したとしても、前方注視点横変位推定値ｙ sに横変位
推定値ｙ c rが影響するようになる。この結果、やはり誤警報の発生は避けられない。
【０１４７】
一方、逸脱予測時間Ｔ ttlcをＴ ttlc１のままとし、横変位推定値ｙ c rを考慮して、逸脱判
定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌだけを大きな値に修正するようなことも考えられる。この場
合、誤警報の頻度を下げることはできる。しかし、この場合、横変位推定値ｙ c rの誤差に
起因して発生する誤警報を減らすために逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌを修正するの
であるが、その修正により設けた閾値のマージンが、依然として大きく変動するヨー角推
定値φ rの変動による誤警報を減らすために費やされてしまう。このように、ヨー角推定
値φ rも変動する場合には、逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌを不要に大きく修正する
必要があり、この結果、警報タイミングを適正化するための調整幅が非常に狭くなる。
【０１４８】
このようなことから、前述したように、第２の実施の形態では、白線非検出頻度Ｆｒｈ、
Ｆｌｈが高くなった場合には、前記ステップＳ８０の逸脱予測時間設定処理で逸脱予測時
間Ｔ ttlcを０に向かい徐々に小さい値に変更し、さらに、逸脱予測時間Ｔ ttlcが所定値（
本例では０）に達したところで、前記ステップＳ６０の逸脱判定用閾値修正処理で逸脱判
定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌを大きい値に変更している。
【０１４９】
これにより、ある程度長い時間に渡って片側の白線の非検出状態が続くような場合でも、
その片側非検出状態の初期段階で、前記ステップＳ８０の逸脱予測時間設定処理で逸脱予
測時間Ｔ ttlcを０に向かい徐々に小さい値に変更し、前方注視点横変位推定値ｙ sに対し
て、変動の大きいヨー角成分の割合を適切に低下させる。そして、逸脱予測時間Ｔ ttlcが
所定値（本例では０）に達したところで、前記ステップＳ６０の逸脱判定用閾値修正処理
で逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌを大きい値に変更し、結果的に横変位推定値ｙ c rの
誤差分を取り除いている。すなわち、第２の実施の形態では、ヨー角推定値φ rの変動だ
けでなく、横変位推定値ｙ c rの誤差に対しても誤警報の頻度を低下させるべく、特に逸脱
判定用閾値（横変位判定用閾値）を大きい値に修正している。さらに、横変位推定値ｙ c r

に誤差が発生してくる時期を考慮して、その逸脱判定用閾値（横変位判定用閾値）を大き
い値に修正するタイミングを白線の片側非検出状態がある程度時間が経過したタイミング
にしている。
【０１５０】
これにより、変動の大きいヨー角推定値による誤警報を防止するとともに、横変位推定値
ｙ c rの誤差による誤警報を防止している。これにより、運転者が警報を煩わしく感じてし
まうことを防止できる。
また、第２の実施の形態では、両側車線に対応する逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌを
修正している。すなわち、白線検出側に対応する逸脱判定用閾値についても修正している
。例えば、車両が白線に近いところを走行している場合、車速変化や加減速動作等でカメ
ラ高さｈが変動してしまうと、横変位推定値ｙ c rが変動し、結果として、警報の開始と停
止とが繰り返され、不要な警報が発生してしまう場合がある。このようなことから、白線
検出側に対応する逸脱判定用閾値についても修正することで、走行中のカメラ高さｈが変
動しても、その影響を減らして、不要な警報の繰り返しを防止している。
【０１５１】
また、白線検出側に対応する逸脱判定用閾値については、白線非検出側の逸脱判定用閾値
よりも小さい値に設定している。これは、白線非検出側においては実際の走行区分線の位
置が不定であり、車両がどの位置まで移動したら警報すれば良いか、その判断基準が曖昧
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であるため、走行区分線の内側での警報を確実に作動しないようにするため、白線非検出
側の逸脱判定用閾値の方を大きくしているからである。言い換えれば、白線検出側では、
誤警報が発生するとはいえ、白線非検出側と比較すれば、誤警報が発生する頻度は確実に
少ないので、白線検出側に対応する逸脱判定用閾値をできるだけ小さい値に抑えることで
、本来の警報機能を維持しつつ、不要に警報がなされてしまうことを防止している。
【０１５２】
なお、片側白線非検出時の逸脱警報の作動タイミングは、両側白線検出時のものに対して
若干のズレが生じ、性能は低下するかもしれないが、逸脱警報機能を停止させることなく
、運転者が感じる煩わしさを低減できるようになる。
また、前述した（１４）式～（１７）式より、非検出の白線候補点の座標値は、変動量Δ
ａ～Δｅを算出するための誤差評価関数に影響しないことは明らかである。すなわち、（
２４）式で算出される変動量Δａ～Δｅは、検出される白線位置と、推定される道路パラ
メータａ～ｅを用いて白線モデルから求められる白線位置との誤差をなるべく小さくする
ような修正量となる。そして、非検出の点の座標は不明である場合には、Ｋ i j＝０にする
ほかなく、これにより、前記（Ａ１４）式中の列ベクトルＳ kの値に何も影響を与えなく
なるので、変動量Δａ～Δｅは、検出された白線候補点の座標を用いて算出した値になる
。
【０１５３】
なお、ここで、片側の白線候補点が極端に少ない場合の状態としては、次のような場合が
考えられる、
▲１▼　自車両よりかなり遠い部分の白線候補点しか検出できない場合
▲２▼　自車両によりかなり近い部分の白線候補点しか検出できない場合
▲３▼　前記▲１▼と▲２▼との場合の中間部分の白線候補点しか検出できない場合
このような場合には、いずれの場合も誤差評価関数に与える影響の割合が、多くの白線候
補点を検出している側へ偏ってしまう。この場合、前記（２２）式において列ベクトルＳ

kは、多くの白線候補点を検出している側で算出されるようになる。この結果、前記（２
４）式で算出される変動量Δａ～Δｅも、多くの白線候補点を検出している側の誤差の影
響を強く受ける。このように、片側の白線候補点が反対側と比べて極端に少ない場合、検
出率が多い側の白線候補点の座標を頼った修正がなされ、この結果、検出率が少ない側の
白線検出点は、多くの白線候補点を検出している側の誤差の影響を強く受けるようになり
、これにより、道路パラメータは定常的な誤差が生じるようになる。
【０１５４】
なお、実施の形態では、道路パラメータが時間軸方向に滑らかに移動するように、前記（
１７）式を誤差評価関数に加えているので、厳密には、白線候補点が非検出であることは
、変動量Δａ～Δｅに影響する。しかし、時間の経過とともに、非検出であることの影響
がゼロに近づくので、非検出側の白線候補点の数が極端に少ない状態がしばらく続けば、
変動量Δａ～Δｅへの影響は全くなくなる。
【０１５５】
一方、前述したように、白線モデルにより得た道路パラメータを用いて、前方注視点横変
位推定値ｙ sを算出している（前記（３０）式参照）。よって、片側の白線候補点が極端
に少ない場合に道路パラメータが定常的な誤差が生じるようになるが、注視点横変位推定
値ｙ sはその影響を受けて誤差を含むようになる。しかし、両側車線に対応する逸脱判定
用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌを修正しているので、誤警報を低減することができる。特に、
逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌを、そのような誤差分を考慮して決定すれば、より効
果的に誤警報を低減することができる。
【０１５６】
なお、検出されている白線候補点が０（完全に非検出の状態）でなく、必ず１点以上検出
されているのであれば、完全に非検出の状態と比べて、運動道路パラメータが含む定常的
な誤差ははるかに小さくなる。よって、そのように誤差分を考慮して逸脱判定用閾値Ｙ th
＿ｒ、Ｙ th＿ｌを変更する場合でも、極力その変更量を小さくすることができる。この結
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果、より効果的に誤警報を低減することができる。
【０１５７】
以上、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は、前述の実施の形態とし
て実現されることに限定されるものではない。
すなわち、走行路認識カメラ１の撮像条件設定を変更した場合、逸脱予測時間Ｔ ttlcを小
さい値に設定してもよい。ここで、撮像条件とは、光環境の変化に対応するために設けら
れた露光制御、シャッター速度等である。
【０１５８】
周辺の光環境が変動した場合、走行路認識カメラ１が撮像した画像の輝度レベルも変動す
る。この結果、車線区分線の検出状態が劣化してしまう場合がある。このようなことから
、露光制御、シャッター速度等の設定を変更した場合には、周辺の光環境が変動するもの
と予測して、予め逸脱予測時間Ｔ ttlcを小さい値に設定する。これにより、車線区分線の
検出状態が劣化する前の早い時期に、予め逸脱予測時間Ｔ ttlcを小さい値に設定すること
で、片側白線非検出状態に至った場合でも、前方注視点横変位ｙ sが変動してしまうこと
を早期に抑制することができる。これにより、誤警報の頻度を下げ、運転者が感じる煩わ
しさを低減ですることができる。
【０１５９】
また、非検出頻度が高い状態が長い時間維持された場合、非検出側の警報機能を停止させ
る、すなわち非検出側の車線区分線に基づいた車線逸脱傾向の判定を行わないようにする
とともに、その警報機能の停止状態を運転者に報知するようにしてもよい。これにより、
車両がどの位置まで移動したら警報すれば良いかの判断基準が定まらない状態では、走行
区分線の内側での警報が確実に作動しないようになる。これにより、運転者が煩わしいと
感じる不要な警報を防止することができる。また、逸脱警報の非作動状態を確実に運転者
に知らせることができる。
【０１６０】
また、前述の第２の実施の形態では、誤警報の頻度を減少させることを目的に、逸脱判定
用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th＿ｌを修正している。例えば、この逸脱判定用閾値Ｙ th＿ｒ、Ｙ th
＿ｌを、白線非検出頻度が高いほど、大きい値にしてもよい。　また、前述の実施の形態
では、走行路認識カメラ１が撮像機能と画像処理機能とを有している場合について説明し
ている。しかし、これに限定されるものではない。すなわち、画像処理機能については、
別の部分により実施するようにしてもよい。例えば、制御コントローラ２が画像処理機能
を有し、走行路カメラ１からの撮像画像を制御コントローラ２で画像処理するようにして
もよい。
【０１６１】
なお、前述の実施の形態の説明において、走行路認識カメラ１の画像処理機能による図３
の処理は、前記車線区分線検出手段が検出した自車線の両側の車線区分線に基づいて、自
車両のヨー角を検出するヨー角検出手段を実現している。図３の処理では、道路パラメー
タとしてヨー角φ r  を得ているからである。
また、制御コントローラ２による図１０に示すステップＳ２３の処理は、車速と所定の逸
脱予測時間とを掛け算して、前方注視点位置を算出する前方注視点位置算出手段を実現し
ており、制御コントローラ２による図１０に示すステップＳ２４の処理は、前記ヨー角検
出手段が検出したヨー角及び前方注視点位置算出手段が算出した前方注視点位置に基づい
て、前記前方注視点位置での前方注視点横変位を算出する前方注視点横変位算出手段を実
現しており、制御コントローラ２による図１０に示すステップＳ５０の処理は、前記前方
注視点横変位補正手段が算出した前方注視点横変位に基づいて、自車両が車線逸脱傾向に
なるか否かを判定する車線逸脱傾向判定手段を実現しており、警報器７は、前記車線逸脱
傾向判定手段の判定結果に基づいて、車線逸脱傾向についての報知を行う逸脱傾向報知手
段を実現している。
【０１６２】
また、制御コントローラ２による図１０に示すステップＳ４０（図１２）の処理は、車線
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区分線検出手段による車線区分線の検出状態に基づいて、車線区分線に基づく自車両の車
線逸脱傾向の判定基準を変更する判定基準変更手段を実現している。具体的には、前記車
線区分線検出手段により自車線の両側の車線区分線のうちの片方の車線区分線しか検出で
きていない場合、前記前方注視点横変位の算出において前記ヨー角が及ぼす影響が小さく
するように、前記逸脱予測時間を変更する判定基準変更手段を実現している。
【０１６３】
なお、前述の実施の形態の説明でもわかるように、白線を検出したこと、白線を検出でき
ないこと、とは、あくまでも撮像画像をもとにした白線の検出処理を基準にしているので
、白線が確実にある場合、白線が確実に無い場合のみをさすものではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の車線逸脱警報装置の構成を示すブロック図である。
【図２】車載の走行路認識カメラの状態を示す図である。
【図３】走行路認識カメラ（画像処理機能）の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】白線モデルを説明するために使用した図である。
【図５】白線候補点検出領域の初期値の設定方法を説明するために使用した図である。
【図６】既に道路白線が検出されている場合の白線候補点検出領域の初期値の設定方法を
説明するために使用した図である。
【図７】撮像した画像上における白線候補点検出領域の設定方法を説明するために使用し
た図である。
【図８】白線候補点の検出方法を説明するために使用した図である。
【図９】今回検出した白線候補点と前回求めた白線モデル上の点とのずれ量を示す図であ
る。
【図１０】前記車線逸脱警報装置の制御コントローラによる走行状況監視処理の処理手順
を示すフローチャートである。
【図１１】前記制御コントローラによる白線非検出頻度算出処理の処理手順を示すフロー
チャートである。
【図１２】前記制御コントローラによる逸脱予測時間設定処理の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図１３】前方注視点横変位推定値ｙ sを説明するために使用した図である。
【図１４】曲線路での車線逸脱傾向を判定するために、車体横すべり角βを考慮すること
の理由を説明するために使用した図である。
【図１５】旋回角速度と走行速度との関係を示す特性図である。
【図１６】重心点の横すべり角と走行速度との関係を示す特性図である。
【図１７】前記制御コントローラによる逸脱判定処理の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１８】作用及び動作の説明のために使用したタイミングチャートを示す図である。
【図１９】第２の実施の形態の車線逸脱警報装置の制御コントローラによる走行状況監視
処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図２０】前記第２の実施の形態の制御コントローラによる逸脱判定用閾値修正処理の処
理手順を示すフローチャートである。
【図２１】前記第２の実施の形態の制御コントローラによる逸脱予測時間設定処理の処理
手順を示すフローチャートである。
【図２２】第２の実施の形態において、作用及び動作の説明のために使用したタイミング
チャートを示す図である。
【符号の説明】
１　走行路認識カメラ
２　制御コントローラ
４　車速センサ
５　操舵角センサ
７　警報器
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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