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(57)【要約】
【課題】
 
【解決手段】　オンランプ合流状況中にホスト車両の速
度を制御する方法及びシステムである。１つの方法が、
前記ホスト車両が現在走行している車線に合流する次の
オンランプの位置を、前記ホスト車両に取り付けられた
正面向きの画像センサにより捕捉された画像にて識別さ
れるレーンマークに基づいて識別するステップと、前記
次のオンランプにおける合流車両を検出するステップと
、前記合流車両の速度を測定するステップとを含む。ま
た、この方法は、制御ユニットにおいて、前記ホスト車
両の速度を前記合流車両の前記速度に基づいて自動的に
調整するステップも含む。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホスト車両の速度を制御する方法であって、
　前記ホスト車両が現在走行している車線に合流する次のオンランプの位置を、前記ホス
ト車両に取り付けられた正面向きの画像センサにより捕捉された画像中に識別されるレー
ンマークに基づいて受信するステップと、
　前記次のオンランプにおける合流車両を検出するステップと、
　前記合流車両の速度を測定するステップと、
　制御ユニットにおいて、前記ホスト車両の速度を前記合流車両の前記速度に基づいて自
動的に調整するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　さらに、レーダデータを受信するステップを含み、前記合流車両を検出するステップが
、前記レーダデータを分析して前記合流車両を検出するステップを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　さらに、前記合流車両の位置を測定するステップを含み、前記ホスト車両の速度を自動
的に調整するステップが、前記ホスト車両の速度を、前記合流車両の速度及び前記合流車
両の位置に基づいて自動的に調整するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ホスト車両の速度を、前記合流車両の速度及び前記合流車両の位置に基づいて自動
的に調整するステップが、
　前記ホスト車両が現在走行している車線に次のオンランプが合流する場所に前記合流車
両が到達するであろうと予測される時刻を、前記合流車両の速度及び前記合流車両の位置
に基づいて決定するステップと、
　前記予測時刻における前記ホスト車両の予測される位置を、前記ホスト車両の現在の速
度及び現在の位置に基づいて決定するステップと、
　前記予測時刻における前記ホスト車両の前記予測位置が前記場所から閾値距離内にある
場合、前記ホスト車両の速度を自動的に調整するステップとを含む、請求項３に記載の方
法。
【請求項５】
　前記ホスト車両の速度を自動的に調整するステップが、前記予測時刻における前記ホス
ト車両の前記予測位置が前記場所を超えている場合に前記ホスト車両の速度を増大するス
テップを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ホスト車両の速度を自動的に調整するステップが、前記予測時刻における前記ホス
ト車両の前記予測位置が前記場所よりも手前である場合に前記ホスト車両の速度を低減す
るステップを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記ホスト車両の速度を自動的に調整するステップが、前記ホスト車両が現在走行して
いる車線に次のオンランプが合流する場所に前記ホスト車両が前記合流車両よりも近い場
合に前記ホスト車両の速度を増大するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ホスト車両の速度を自動的に調整するステップが、（ｉ）前記ホスト車両が現在走
行している車線に次のオンランプが合流する場所に前記ホスト車両が前記合流車両よりも
近く、且つ（ｉｉ）前記ホスト車両と前記合流車両との間の距離が閾値距離よりも小さい
場合に前記ホスト車両の速度を増大するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ホスト車両の速度を自動的に調整するステップが、
（ｉ）前記ホスト車両が現在走行している車線に次のオンランプが合流する場所に前記ホ
スト車両が前記合流車両よりも近く、且つ、
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（ｉｉ）前記ホスト車両と前記合流車両との間の距離が閾値距離よりも小さく、且つ、
（ｉｉｉ）前記ホスト車両の現在の速度が最大速度よりも小さい場合に、
前記ホスト車両の速度を増大するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記最大速度が前記ホスト車両の目標速度と速度差閾値との合計である、請求項９に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記ホスト車両の速度を自動的に調整するステップが、前記ホスト車両と、前記ホスト
車両が現在走行している車線に次のオンランプが合流する場所との間の第１の距離が、前
記合流車両と前記場所との間の第２の距離よりも大きい場合に前記ホスト車両の速度を低
減するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ホスト車両の速度を自動的に調整するステップが、
（ｉ）前記ホスト車両と、前記ホスト車両が現在走行している車線に次のオンランプが合
流する場所との間の第１の距離が、前記合流車両と前記場所との間の第２の距離よりも大
きく、且つ、
（ｉｉ）前記ホスト車両と前記合流車両との間の第２の距離が閾値距離よりも小さい場合
に、
前記ホスト車両の速度を低減するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ホスト車両の速度を自動的に調整するステップが、
（ｉ）前記ホスト車両と、前記ホスト車両が現在走行している車線に次のオンランプが合
流する場所との間の第１の距離が、前記合流車両と前記場所との間の第２の距離よりも大
きく、且つ、
（ｉｉ）前記ホスト車両と前記合流車両との間の第３の距離が閾値距離よりも小さく、且
つ、
（ｉｉｉ）前記ホスト車両の現在の速度が最小速度よりも大きい場合に、
前記ホスト車両の速度を低減するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記最小速度が、前記ホスト車両の目標速度と速度差閾値との差である、請求項１３に
記載の方法。
【請求項１５】
　ホスト車両の速度を制御するためのシステムであって、
　制御ユニットと、
　前記ホスト車両に取り付けられた少なくとも１つの正面向きの画像装置であって、画像
を捕捉し、前記ホスト車両が現在走行している車線に合流する次のオンランプを示す前記
画像中のレーンマークを識別し、且つ、前記識別された次のオンランプの位置に基づいた
第１の信号を前記制御ユニットに送信するように構成された画像装置と、
　前記ホスト車両に取り付けられた少なくとも１つの距離検出装置であって、前記次のオ
ンランプにおける合流車両を検出し、前記合流車両の速度を測定し、前記合流車両の位置
を測定し、且つ、前記合流車両の前記速度及び前記合流車両の前記位置に基づいた第２の
信号を前記制御ユニットに送信するように構成された距離検出装置とを備え、
　前記制御ユニットが、前記ホスト車両の速度を、前記第１の信号及び前記第２の信号に
基づいて自動的に調整する、システム。
【請求項１６】
　前記制御ユニットが、前記ホスト車両の速度を、
　前記ホスト車両が現在走行している車線に次のオンランプが合流する場所に前記合流車
両が到達するであろうと予測される時刻を、前記合流車両の速度及び位置に基づいて決定
するステップと、
　前記予測時刻における前記ホスト車両の予測される位置を、前記ホスト車両の現在の速
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度及び現在の位置に基づいて決定するステップと、
　前記予測時刻における前記ホスト車両の前記予測位置が前記合流場所から閾値距離内に
ある場合、前記ホスト車両の速度を自動的に調整するステップと、
により自動的に調整するように構成されている、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記制御ユニットが、前記ホスト車両の速度を、前記予測時刻における前記ホスト車両
の前記予測位置が前記合流場所を超えている場合に前記ホスト車両の速度を増大するステ
ップにより自動的に調整するように構成されている、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記制御ユニットが、前記ホスト車両の速度を、前記予測時刻における前記ホスト車両
の前記予測位置が前記合流場所よりも手前である場合に前記ホスト車両の速度を低減する
ステップにより自動的に調整するように構成されている、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記制御ユニットが、前記ホスト車両が現在走行している車線において、前記ホスト車
両の前方に検出された車両の位置に基づいて前記ホスト車両の速度を自動的に調整するよ
うに構成されている、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２０】
　車両の速度を制御する方法であって、
　第１の車両がオンランプにおいて走行しているときに、走行車線の、前記オンランプが
合流する位置を、前記第１車両に取り付けられた正面向きの画像センサにより捕捉された
画像にて識別されるレーンマークに基づいて識別するステップと、
　前記走行車線を走行している第２の車両を検出するステップと
　次の走行車線における前記第２車両の速度を測定するステップと、
　制御ユニットにおいて、前記第１車両の速度を、前記次の走行車線を走行している前記
第２車両の速度に基づいて自動的に調整するステップとを含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アダプティブクルーズコントロールを実行するためのシステム及び方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のクルーズコントロールシステムは、ホスト車両の速度を、ユーザが設定したレベ
ルで制御する。アダプティブクルーズコントロール（「ＡＣＣ」）システムもまた、ホス
ト車両の速度を、ユーザが設定したレベルで制御する。しかし、ＡＣＣシステムは、ホス
ト車両の前方の予め決められた距離内に車両が検知された場合、ホスト車両の速度を、ユ
ーザ設定レベルよりも低い速度へと自動的に低減させる。従って、ＡＣＣシステムは、ユ
ーザ設定レベルよりも遅い速度で走行しているホスト車両の前方に位置する車両に、ホス
ト車両が衝突することを防止する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、ＡＣＣシステムは、オンランプ（例えば、高速道路の入口）からの合流車両の
状況を適切に処理できない場合がある。例えば、ホスト車両のＡＣＣシステムは、合流車
両を、ホスト車両と同一車線内の車両として検知しない場合がある。従って、ＡＣＣシス
テムは、典型的に、ホスト車両の速度を合流車両の存在に基づいて調整しない。従って、
合流車両がホスト車両の車線に入ることを可能にするために、ユーザは、通常、ＡＣＣシ
ステムを無効に又はキャンセルしなければならない（例えば、ホスト車両を手動制動する
ことにより）。
【課題を解決するための手段】



(5) JP 2016-533289 A 2016.10.27

10

20

30

40

50

【０００４】
　従って、本発明の実施形態は、ホスト車両の縦方向制御を、合流車両を考慮に入れて自
動的に実行する（例えば、ホスト車両の現在の走行車線と最初は平行に延在しているオン
ランプを使って高速道路に入る）ためにアダプティブクルーズコントロールを実行するシ
ステム及び方法を提供する。ホスト車両を、合流車両を考慮に入れて自動的に制御するこ
とにより、運転者の相互作用が減少され、また、ＡＣＣの有用性が向上する。特に、本発
明の実施形態は、（ｉ）少なくとも１つの画像センサにより捕捉されたレーンマークを利
用して次のオンランプ（高速道路入口）を検出する、（ｉｉ）次のオンランプにおける合
流車両を（例えばレーダデータを使用して）検出する、（ｉｉｉ）次のオンランプにおけ
る合流車両の相対速度を測定する、及び、（ｉｖ）合流車両がホスト車両の現在の走行車
線に入ることを自動的に可能にするために、ホスト車両を、合流車両の相対速度に基づい
て自動的に加速又は制動する、ための方法を提供する。
【０００５】
　特に、本発明の一実施形態は、ホスト車両の速度を制御する方法を提供する。この方法
は、前記ホスト車両が現在走行している車線に合流する次のオンランプの位置を、前記ホ
スト車両に取り付けられた正面向きの画像センサにより捕捉された画像にて識別されるレ
ーンマークに基づいて受信するステップと、前記次のオンランプにおける合流車両を検出
するステップと、前記合流車両の速度を測定するステップとを含む。また、この方法は、
制御ユニットにおいて、前記ホスト車両の速度を前記合流車両の速度に基づいて自動的に
調整するステップも含む。
【０００６】
　本発明の別の実施形態は、ホスト車両の速度を制御するためのシステムを提供する。こ
のシステムは、制御ユニットと、前記ホスト車両に取り付けられた少なくとも１つの正面
向きの画像装置と、前記ホスト車両に取り付けられた少なくとも１つの距離検出装置とを
含む。前記少なくとも１つの正面向きの画像装置は、画像を捕捉し、前記ホスト車両が現
在走行している車線に合流する次のオンランプを示す前記画像中のレーンマークを識別し
、且つ、前記識別された次のオンランプの位置に基づいた第１の信号を前記制御ユニット
に送信するように構成されている。前記少なくとも１つの距離検出装置は、前記次のオン
ランプにおける合流車両を検出し、前記合流車両の速度を測定し、前記合流車両の位置を
測定し、且つ、前記合流車両の前記速度及び前記合流車両の前記位置に基づいた第２の信
号を前記制御ユニットに送信するように構成されている。前記制御ユニットは、前記ホス
ト車両の速度を、前記第１の信号及び前記第２の信号に基づいて自動的に調整する。
【０００７】
　本発明の別の態様は、詳細な説明及び添付図面の考察により明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】アダプティブクルーズコントロールシステムを含むホスト車両を概略的に示す図
である。
【図２】図１のアダプティブクルーズコントロールシステムに含まれる電子制御ユニット
を概略的に示す図である。
【図３】図１のアダプティブクルーズコントロールシステムにより実行される、合流車両
を考慮したアダプティブクルーズコントロールを実行する方法を示すフローチャートであ
る。
【図４】次のオンランプを有する車線を図１のホスト車両が走行している様子を概略的に
示す図である。
【図５ａ】ホスト車両に含まれる正面向きの画像センサにより捕捉された、ホスト車両が
オンランプ上を走行している（すなわち、ホスト車両が合流車両である）ときのサンプル
画像である。
【図５ｂ】ホスト車両に含まれる正面向きの画像センサにより捕捉された、ホスト車両が
オンランプに隣接した車線を走行している（すなわち、ホスト車両が合流車両でない）と
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きのサンプル画像である。
【図６】図１のアダプティブクルーズコントロールシステムにより実行される、次のオン
ランプ上での合流車両を考慮してホスト車両の速度を増大する車両速度制御を概略的に示
す図である。
【図７】図１のアダプティブクルーズコントロールシステムにより実行される、次のオン
ランプ上での合流車両を考慮してホスト車両の速度を低減する車両速度制御を概略的に示
す図である。
【図８】図１のアダプティブクルーズコントロールシステムにより実行される、合流車両
を考慮してホスト車両の速度を増大すべきか又は低減すべきかを決定するための方法を示
すフローチャートである。
【図９】図１のアダプティブクルーズコントロールシステムにより実行される、合流車両
を考慮してホスト車両の速度を増大すべきか又は低減すべきかを決定するための方法を示
すフローチャートである。
【図１０】図１のアダプティブクルーズコントロールシステムにより実行される、ホスト
車両がオンランプから交通車線に合流することを可能にするようにホスト車両の速度を増
大するための車両速度制御を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態のいずれに関しても、詳細な説明の前に以下のことが理解されよう。
本発明は、その適用において、以下の説明に記載され又は以下の図面に示される部品の構
成及び配置の詳細に限定されることはない。本発明は、その他の実施形態であってもよく
、また、様々な方法で実行されることができる。
【００１０】
　図１は、アダプティブクルーズコントロール（「ＡＣＣ」）システム１２を備えたホス
ト車両１０を示す。ＡＣＣシステムは、従来のクルーズコントロールシステムと類似に動
作する。特に、ＡＣＣシステムは、ステアリングホイール上又はこれに隣接して取り付け
られることができるユーザインタフェース制御部（例えば、１以上のボタン又はレバー）
により作動される。ユーザインタフェース制御部を用いることで、ユーザは、ＡＣＣシス
テムを有効及び無効にでき、車両の目標速度を設定でき、又は、以前に設定した目標速度
を調整できる。加えて、ユーザは、ブレーキペダルを踏み又は作動させることによりクル
ーズコントロールシステムを無効にすることもできる。
【００１１】
　ＡＣＣシステムが作動され、且つ目標速度が設定されたならば、ＡＣＣシステムは車両
の速度をモニタする。車両の速度が目標速度よりも低い速度に落ちた場合、ＡＣＣシステ
ムは、車両速度が目標速度に達するまで車両を加速させる。或いは、車両速度が目標速度
を超える速度に増大した場合、ＡＣＣシステムは、車両速度が目標速度に達するまでブレ
ーキ力を加えることにより、又は、「スロットル入力」(“throttle input”)を減らすこ
とにより、車両を減速させる。
【００１２】
　車両を目標速度に維持することに加え、ＡＣＣシステムは、車両の周囲に位置する他の
物体、例えば、同じ車線における、ユーザの車両（すなわちホスト車両）の前にいる車両
を検出するための検出装置を使用する。例えば、ユーザがホスト車両のＡＣＣシステムを
作動させて、目標速度を毎時６０マイル（ｍｐｈ）（９６．５４ｋｍ／ｈ）に設定し、そ
して、ホスト車両が、ホスト車両と同一の走行車線内の、よりゆっくりと移動している目
標車両に接近した場合、ＡＣＣシステムはホスト車両を減速させる。また、ＡＣＣシステ
ムは、ホスト車両の速度を、ホスト車両と目標車両との間の予め定められた距離を維持す
るようにも制御する。この予め決められた距離は、ユーザの選択、検知された気象条件、
検知された道路条件、及び、他の因子に基づき得る。従って、ＡＣＣシステムは、ホスト
車両の速度を、１）予め決められた距離を維持するために必要な速度、及び、２）ユーザ
設定による目標速度のうちの小さい方になるように制御する。ホスト車両が車線を変更す
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るか、又は、目標車両が車線を変更するか若しくはそれ以外の状況で目標車両がもはやＡ
ＣＣシステムにより検出されず、且つ、新しい目標車両が予め決められた距離内に検出さ
れない場合、ＡＣＣシステムは、ホスト車両を加速させて目標速度を維持する。
【００１３】
　再び図１を参照すると、ＡＣＣシステム１２は、電子制御装置（「ＥＣＵ」）１４を含
み、ＥＣＵ１４は、プロセッサ、マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（「ＡＳＩ
Ｃ」）、又は、類似のデバイスを含む。また、ＡＣＣシステム１２は、撮像装置１６、距
離検出装置１８、１以上のユーザインタフェース制御部１９、及び、車両速度センサ２０
も含む。幾つかの実施形態において、ＥＣＵ１４は、撮像装置１６、距離検出装置１８、
ユーザインタフェース制御部１９、及び、車両速度センサ２０と、バス、例えば、コント
ローラエリアネットワーク（「ＣＡＮ」）バスを介して通信している。部品間のその他の
接続、（有線、無線、直接的又は間接的）も可能である。また、幾つかの実施形態におい
て、ＥＣＵ１４を距離検出装置１８に組み込むこともできる。
【００１４】
　撮像装置１６は、ホスト車両１０に取り付けられた少なくとも１つの正面向きビデオカ
メラを含む。従って、撮像装置１６は、ホスト車両１０のほぼ前方の領域の画像を得る。
撮像装置１６は、捕捉された画像を処理して、合流車線又はその他の情報を識別又は分類
し、そして、識別された車線に関連する情報又は信号（例えば、車線の位置、車線がホス
ト車両の現在の車線と合流する地点など）をＥＣＵ１４に送信するように構成されること
ができる。或いは、撮像装置１６により捕捉された画像を、さらに処理するためにＥＣＵ
１４に送信することもできる。また、幾つかの実施形態において、撮像装置１６及び／又
はＥＣＵ１４は、任意選択的に、以前に識別された合流車線を識別し又は検証するために
ナビゲーションシステム（例えば、全地球測位システム（「ＧＰＳ」）からの情報を使用
するように構成されることもできる。例えば、撮像装置１６及び／又はＥＣＵ１４は、画
像分析を向上させるためにナビゲーションの情報を利用できる。これは、例えば、検知さ
れた合流車線に、誤判定の発生を低減するために確率を割り当ることにより行われる。
【００１５】
　また、幾つかの実施形態において、撮像装置１６が、ホスト車両１０に取り付けられた
２つ以上のイメージセンサ（例えば、複数の静止画及び／又は動画（ビデオ）カメラ）を
含むことが理解されよう。例えば、幾つかの実施形態において、複数のビデオカメラが、
ホスト車両１０周囲の約３６０度の画像を捕捉するために用いられる。
【００１６】
　距離検出装置１８は、反射された電波を検出する、ホスト車両１０に取り付けられた１
以上のレーダ装置を含むことができる。レーダ装置は、ホスト車両１０の周囲に（例えば
、予め決められた距離内に）位置する物体を検出するために用いられる。例えば、距離検
出装置１８は、１以上の正面向きレーダ装置（例えば、上記のアダプティブクルーズコン
トロールを実行するために用いられる）、ホスト車両１０の１以上のコーナー部に取り付
けられた１以上のレーダ装置、１以上の後ろ向きレーダ装置、又はこれらのレーダ装置の
組合せを含むことができる。しかし、距離検出装置１８が、ホスト車両１０周囲の物体を
検出するように構成された様々な配置のレーダ装置を含み得ることが理解されよう。また
、距離検出装置１８は、ホスト車両１０周囲の物体を検出するための、レーダ以外の技術
も使用できる。例えば、幾つかの実施形態において、距離検出装置１８は、レーダ装置に
加えて、又はこれの代替として、ホスト車両１０周囲に位置する物体を検出及び範囲探索
(range)するために（例えば、約３６０度の距離測定を実行するために）光波を使用する
ライダー装置を含むことができる。以下に、より詳細に述べるように、ＥＣＵ１４は、距
離検出装置１８からのデータを用いて、次のオンランプにおける合流車両を検出する。
【００１７】
　車両速度センサ２０は、ホスト車両１０の現在の速度を検出するための車輪速度センサ
又はその他のセンサを含むことができる。ＡＣＣシステム１２が、付加的センサ、例えば
、ヨーレートセンサ（単数又は複数）及びステアリング角度センサ（単数又は複数）を含



(8) JP 2016-533289 A 2016.10.27

10

20

30

40

50

むことができることが理解されるべきである。これらのセンサは、ＡＣＣ制御（例えばコ
ース予測）を実行するためにシステム１２（例えばＥＣＵ１４）により用いられる。
【００１８】
　ユーザインタフェース制御部１９は、ホスト車両１０内に（例えば、ステアリングホイ
ール上又はこれに隣接して）取り付けられた１以上のボタン又はレバーを含む。先に述べ
たように、ホスト車両１０のユーザは、制御部１９を用いて、ＡＣＣの機能を有効及び無
効にでき、ホスト車両１０の目標速度を設定でき、又は、以前に設定した目標速度を調整
できる。さらに、ＥＣＵ１４は、ホスト車両１０のブレーキペダル１０と通信できる。特
に、先に述べたように、ユーザが、ブレーキペダルを踏み又は作動させることで、ＥＣＵ
１４により実行されるＡＣＣ機能を無効にできる。
【００１９】
　図１に示されているように、ＥＣＵ１４は、また、車両１０に含まれる１以上のトルク
装置２２（例えば、１以上のエンジンアクチュエータ及び／又は電気モータ）並びにブレ
ーキ（制動）システム２４とも（例えば、ＣＡＮバスを介して）通信する。エンジンアク
チュエータ（単数又は複数）２２は、エンジントルクを増減させるためのアクチュエータ
を含む。例えば、先に述べたように、ＥＣＵ１４は、ホスト車両の速度を目標速度まで増
大するためにエンジン出力を増大させることができる。同様に、ＥＣＵ１４は、ホスト車
両の速度を、目標速度又は目標速度よりも低い速度に減少させるために（例えば、ホスト
車両１０の前方に車両が検出された場合）、エンジン出力を低減できる。幾つかの実施形
態において、エンジンアクチュエータ（単数又は複数）２２は、エンジンアクチュエータ
の動作を制御するエンジンコントローラを含む。また、ホスト車両の速度を低減するため
に、ＡＣＣシステム１２は、ブレーキシステム２４に、１以上の車両ブレーキ（例えば摩
擦ブレーキ、回生ブレーキ、又はこれらの組合せ）を適用するように命令することもでき
る。
【００２０】
　図２に示されているように、一実施形態において、ＥＣＵ１４は、プロセッサ３０、非
一時的コンピュータ可読媒体３２、及び、入力／出力インタフェース３４を含む。コンピ
ュータ可読媒体３２は、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）及び／又は、読み出し専
用メモリ（「ＲＯＭ」）を含むことができる。入力／出力インタフェース３４は、ＥＣＵ
１４の外部の装置及びシステムと情報を（例えば、ＣＡＮバスを介して）送受信する。特
に、先に述べたように、ＥＣＵ１４は、撮像装置１６、距離検出装置１８、車両速度セン
サ２０、エンジンアクチュエータ（単数又は複数）２２、及び、ブレーキシステム２４と
、入力／出力インタフェース３４を通じてＣＡＮバスを介して通信している。
【００２１】
　プロセッサ３０は、情報を受信し（例えば、媒体３２及び／又は入力／出力インタフェ
ース３４から）、そしてこの情報を、１以上の命令又はモジュールを実行することにより
処理する。命令又はモジュールはコンピュータ可読媒体３２に記憶される。また、プロセ
ッサ３０は、情報（例えば、バスから受信された情報、又は、プロセッサ３０により実行
された命令又はモジュールにより発生した情報）も媒体３２に記憶する。単一のプロセッ
サ、入力／出力インタフェース、及びコンピュータ可読媒体モジュールのみが図２に示さ
れているが、ＥＣＵ１４が、複数の処理ユニット、メモリモジュール、及び／又は、入力
／出力インタフェースを含むことができると理解されよう。また、幾つかの実施形態にお
いて、以下に記載するＥＣＵ１４の機能を、複数の制御装置間で分配することもできる。
【００２２】
　コンピュータ可読媒体３２に記憶された命令は、プロセッサ３０により実行されるとき
に、特定の機能を提供する。一般的に、命令は、プロセッサ３０により実行されるときに
、撮像装置１６、距離検出装置１８、及び、車両速度センサ２０からの情報を使用し、こ
れにより、アダプティブクルーズコントロールを実行して、合流状況におけるホスト車両
１０の速度を自動的に制御する。
【００２３】
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　例えば、図３は、ＡＣＣシステム１２により実行される合流車両を考慮したアダプティ
ブクルーズコントロールを実行する方法５０を示す。図３に示されているように、ＡＣＣ
システム１２が作動されて目標速度が設定されたとき、ＥＣＵ１４はホスト車両１０の現
在の速度をモニタする（ブロック５２）。特に、ＥＣＵ１４は、車両速度センサ２０から
データを受信して、そのデータを、現在の速度を決定するために処理する。従来のクルー
ズコントロールにより行われているように、ＥＣＵ１４は、現在の速度を目標速度と比較
する（ブロック５４）。現在の速度が目標速度よりも低速の場合、ＥＣＵ１４は、ホスト
車両の速度を増大する（例えば、エンジン出力を増大させるためにエンジンアクチュエー
タ（単数又は複数）２２と通信することにより）（ブロック５６）。或いは、現在の速度
が目標速度よりも高速の場合、ＥＣＵ１４はホスト車両の速度を低減する（例えば、エン
ジンアクチュエータ（単数又は複数）２２及び／又はブレーキシステム２４と通信するこ
とにより）（ブロック５８）。
【００２４】
　また、ＥＣＵ１４は、撮像装置１６から画像データも受信する（ブロック６０）。例え
ば、図４に示されているように、撮像装置１６は、撮像装置１６がホスト車両１０の前方
及び側方に位置する領域の画像（又は複数の画像）を捕捉することを可能にする視野６１
を有することができる。先に述べたように、撮像装置１６は、次のオンランプがあるかど
うかを識別するために捕捉画像を処理する（ブロック６２）ように構成されることができ
る。特に、撮像装置１６は、ホスト車両１０が現在走行している車線と、隣接する車線と
の間の合流場所（例えばオンランプ）の目印となっているレーンマーク（車線マーク）を
識別するために撮影画像を処理することができる。例えば、撮像装置１６は、見当たらな
い車線が続く地点又は合流場所へと収束する二重線（例えば、白線）を検出するように構
成されることができる。また、撮像装置１６は、境界を検知するために黄線を検出できる
。例えば、図５ａ及び図５ｂは、撮像装置１６により収集されたサンプル画像データを示
す。この画像は、両方の車線がまだ存在することを示すレーンマークがその後に全く無い
か又は限定されている地点又は合流場所６６へと収束する二重白線６４を含む。先に述べ
たように、撮像装置１６は、次のオンランプを識別するために、ＧＰＳシステムからのデ
ータを任意選択的に使用することもできる。
【００２５】
　撮像装置１６が画像データにおいて合流ラインを検出した場合、撮像装置１６は、ホス
ト車両１０に隣接して位置する合流車線６８を、合流ラインに基づいて画定する（例えば
、ホスト車両１０の右側又は左側）。例えば、図４に示されている状況に関し、識別され
た合流車線６８はホスト車両１０の右側にある。しかし、撮像装置１６は、ホスト車両１
０の両側の合流車線を検出するために用いられうることが理解されよう。図４に示されて
いるように、合流車線６８は、ホスト車両１０が現在走行している車線７２に合流車線６
８が合流する合流場所７０を有する。撮像装置１６は、識別された合流車線６８に関する
信号をＥＣＵ１４に送信する（例えば、合流車線６８の位置（例えば、ホスト車両１０の
右側又は左側）、ホスト車両１０と合流車線６８との間の距離、合流場所７０の、ホスト
車両１０に対する位置など）。或いは、先に述べたように、ＥＣＵ１４は、撮像装置１６
から画像データを受信し、そして、この画像データを、合流車線６８及び合流場所を識別
するために処理するように構成されることができる。
【００２６】
　識別された合流車線６８に基づいて、ＥＣＵ１４は、合流車両８０が合流車線６８内に
存在するかどうかを識別する（ブロック７４）。特に、ＥＣＵ１４は、距離検出装置１８
から受信したデータ（ブロック７６）を使用して、別の車両（本文以下「合流車両」と称
する）が合流車線に存在するかどうかを識別する。例えば、ＥＣＵ１４は、距離検出装置
１８からのデータを使用して、１つの車両が、ホスト車両１０の予め定められた距離範囲
内の左側にいるか右側にいるかを（ホスト車両１０のどちら側に合流車線６８が識別され
るかに依存して）識別する。幾つかの実施形態において、ＥＣＵ１４は、レーダセンサ１
８から直接にレーダデータを受信するのではなく、レーダ装置１８からのレーダデータを
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処理する別の制御ユニットから受信する。例えば、ＥＣＵ１４は、合流車両８０が合流車
線６８にいるかどうかを判断するために、盲点検出制御ユニットからの情報を使用できる
。
【００２７】
　ＥＣＵ１４が合流車線６８において合流車両８０を識別した場合（ブロック７４）、Ｅ
ＣＵ１４は、ホスト車両１０の速度を、識別された合流車両８０に基づいて自動的に調整
する（ブロック７８）。例えば、図６に示されているように、ホスト車両１０の速度は、
合流車両８０との衝突を回避するために増大されることができる。或いは、図７に示され
ているように、ホスト車両１０の速度を、合流車両８０との衝突を回避するために低減で
きる。ＥＣＵ１４は、ホスト車両の速度を増大すべきか低減すべきかを決定するために、
様々なアルゴリズムを適用できる。例えば、ＥＣＵ１４は、合流車両８０の速度（例えば
、ホスト車両１０に対する）を測定するように構成されることができる。合流車両８０が
ホスト車両１０よりも低速で走行している（例えば、合流車両８０の相対速度がゼロより
も小さい）場合、ＥＣＵ１４はホスト車両の速度を上げることができる。或いは、合流車
両８０がホスト車両１０と同一速度又はそれより高速で走行している（例えば、合流車両
８０の相対速度がゼロ以上である）場合、ＥＣＵ１４はホスト車両の速度を低減できる。
【００２８】
　図８は、ホスト車両１０の速度を自動的に調整するための別の方法を示す。図８に示さ
れているように、合流車両８０が合流車線６８にて検出された場合、ＥＣＵ１４は、合流
車両８０の速度及び／又は位置（例えば、ホスト車両１０に対する相対速度及び／又は位
置）を測定する（ブロック９０）。ＥＣＵ１４は、この情報を用いて、ホスト車両の速度
を自動的に調整できる。特に、図８に示されているように、ＥＣＵ１４は、合流車両の速
度及び位置を用いて、合流車両８０が合流場所７０に到達するときの予測時刻を決定する
ように構成されることができる（ブロック９２）。また、ＥＣＵ１４は、前記予測時刻に
おけるホスト車両１０の予測される位置も、ホスト車両の現在の速度（例えば、車両速度
センサ２０から得られる）及び位置（例えば、合流場所からの距離）に基づいて決定する
（ブロック９４）。特に、ＥＣＵ１４は、合流車両８０がホスト車両の現在の走行車線７
２と合流するときにホスト車両１０がどこにいることになるかを判断する。前記予測時刻
における合流車両８０の位置（合流場所７０）と、前記予測時刻におけるホスト車両１０
の予測位置との間の距離が、予め決められた閾値距離よりも大きい場合（ブロック９６）
、ＥＣＵ１４は、合流車両８０が合流場所７０にきたときにホスト車両１０と合流車両８
０との間に十分な距離があるであろうと判断する。従って、ＥＣＵ１４は、ホスト車両の
現在の速度を調整しない（ブロック９８）。
【００２９】
　或いは、前記予測時刻における合流車両８０の位置（合流場所７０）と、前記予測時刻
におけるホスト車両１０の予測位置との間の距離が、予め決められた閾値距離以下である
場合（ブロック９６）、ＥＣＵ１４は、ホスト車両の速度が調整される必要があると判断
する。特に、前記予測時刻におけるホスト車両１０の予測位置が、合流場所７０よりも前
方（すなわち、合流場所７０を超えた位置）の場合（ブロック９９）、ＥＣＵ１４は、合
流車両８０が合流場所７０に到達したとき、ホスト車両１０が合流車両８０よりも前方に
位置することになると判断する。従って、この状況において、ＥＣＵ１４は、ホスト車両
１０を合流車両８０よりも前方に配置させて衝突を回避するために、ホスト車両の速度を
自動的に増大させる（ブロック１００）。或いは、前記予測時刻におけるホスト車両１０
の予測位置が合流場所７０よりも後方である場合（ブロック９９）、ＥＣＵ１４は、合流
車両８０が合流場所７０に到達したときにホスト車両１０が合流車両８０よりも後方に位
置することになると判断する。従って、ＥＣＵ１４は、合流車両８０よりも後方にホスト
車両１０を配置させて衝突を回避するために、ホスト車両の速度を自動的に低減させる（
ブロック１０２）。
【００３０】
　図９は、ホスト車両１０の速度を自動的に調整するための別の方法を示す。図９に示さ
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れているように、合流車両８０が合流車線６８にて検出された場合、ＥＣＵ１４は、合流
車両８０と合流場所７０との間の距離（Ｄ（ｍｖ））を測定する（ブロック１１０）。ま
た、ＥＣＵ１４は、ホスト車両１０と合流場所７０との間の距離（Ｄ（ｈｖ））も測定す
る（ブロック１１２）。ＥＣＵ１４は、これらの測定された距離を用いて、どちらの車両
が合流場所７０のより近くにいるかを判断する（ブロック１１４）。ホスト車両１０が合
流場所７０のより近くにいる場合（すなわち、Ｄ（ｈｖ）＜Ｄ（ｍｖ））、ＥＣＵ１４は
、ホスト車両の速度を自動的に増大させる（ブロック１１６）。或いは、合流車両８０が
合流場所７０のより近くにいる場合（すなわち、Ｄ（ｈｖ）＞Ｄ（ｍｖ））、ＥＣＵ１４
はホスト車両の速度を自動的に低減させる（ブロック１１８）。
【００３１】
　幾つかの実施形態において、図９に示されているように、ＥＣＵ１４がホスト車両の速
度を自動的に増減する場合、ＥＣＵ１４は速度増減の量を限定する。例えば、ＥＣＵ１４
がホスト車両の速度を増大させる（ブロック１１６）よりも前に、ＥＣＵ１４は、ホスト
車両の現在の速度が目標速度と予め決められた閾値との合計よりも大きいかどうかを決定
する（ブロック１２０）ように構成されることができる。現在の速度がこの合計よりも大
きいならば、ＥＣＵ１４は速度調整を行わない（ブロック１２２）。同様に、ＥＣＵ１４
がホスト車両の速度を低減させる（ブロック１１８）よりも前に、ＥＣＵ１４は、ホスト
車両の現在の速度が目標速度と所定の閾値との差よりも小さいかどうかを決定する（ブロ
ック１２４）ように構成されることができる。現在の速度がこの差引値よりも小さいなら
ば、ＥＣＵ１４は速度調整を行わない（ブロック１２２）。このように、ＥＣＵ１４は、
これらの査定を、ホスト車両１０の速度が非安全、非快適、又は違法な速度に設定されな
いことを保証するために実行できる。図９に示されているように、幾つかの実施形態にお
いて、ＥＣＵ１４は、合流場所と前記２つの車両との間の距離を連続的に更新する。従っ
て、ＥＣＵ１４は、両方の車両の速度変化を考慮することができる。
【００３２】
　幾つかの実施形態において、図６に示されているように、１つの車両が、ホスト車両の
現在走行中の車線においてホスト車両１０より前にいる場合がある（すなわち、先行車両
）。このような状況において、ＥＣＵ１４は、ホスト車両１０の速度を自動的に調整する
ときに先行車両の位置及び／又は速度を（例えば、距離検出装置１８により得られたデー
タに基づいて）考慮するように構成されることができる。特に、ＥＣＵ１４は、先行車両
を考慮に入れて、ホスト車両１０を先行車両から予め決められた安全な距離に維持するよ
うに構成されることができる。例えば、先行車両がオンランプ付近で交通渋滞のために減
速するような状況において、ＥＣＵ１４は、先行車両を優先させる（すなわち、ホスト車
両と先行車両との間の予め決められた距離を維持する）ように、及び、合流車両のオンラ
ンプからの合流を可能にするために加速を試みないように構成されることができる。
【００３３】
　幾つかの実施形態において、ホスト車両１０は、人間－機械インタフェース（「ＨＭＩ
」）を含む。ＨＭＩは、ＥＣＵ１４の上述の機能（又はそれらの一部）が、様々な状況、
例えば、センサの故障又は環境影響（例えば、雪、豪雨など）により不能になるか又は制
限された場合、ホスト車両１０のユーザに警告する。ＨＭＩは、ホスト車両１０の計測群
又はパネルに取り付けられることができ、ユーザに、視覚的及び／聴覚的警告を用いて警
告できる。
【００３４】
　このように、本発明の実施形態は、特には、合流状況に対処するためにアダプティブク
ルーズコントロール又は自律的車両制御を実行するためのシステム及び方法を提供する。
特に、本発明のシステム及び方法は、ホスト車両周辺に位置する合流車線及び合流場所を
識別するために画像データを使用し、また、合流車両が合流車線内にいる場合にそれを識
別するためにレーダデータを使用する。合流車両が合流車線にいる場合、本発明のシステ
ム及び方法は、ホスト車両の速度を、合流車両との衝突を防止するために自動的に調整す
る。本明細書に記載されているシステム及び方法は、ホスト車両１０が、以下の両方の場
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合に利用できることが理解されよう。すなわち、別の車両がホスト車両の現在の走行車線
に合流する場合（図５ｂ、図６及び図７を参照）と、別の車両の現在の走行車線に合流す
る車線にホスト車両１０がいる場合（図５ａ及び図１０を参照）とである。
【００３５】
　本発明の様々な特徴及び利点を、以下の特許請求の範囲に記載する。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　ホスト車両
　１２　ＡＣＣシステム
　６４　二重白線
　６６　合流場所
　６８　合流車線
　７０　合流場所
　７２　現在走行中の車線
　８０　合流車両

【図１】 【図２】
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【図５ａ】 【図５ｂ】



(14) JP 2016-533289 A 2016.10.27

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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