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(57)【要約】
【課題】先行車両への追従走行時に先行車両が自車両前
方から離脱しても、適切なタイミングで追従対象を切り
換えてシステム本来の動きからのずれを防止し、ドライ
バに違和感を与えないようにする。
【解決手段】先行車両の前方に存在するターゲットの特
徴量を判定し（Ｓ１）、特徴量の判定結果に基づいて、
複数のターゲットの中から先先行車両の候補を選定し、
更に、選定した先先行車両の候補を評価して、その評価
値が最も高かったターゲットを先先行車両として選択す
る（Ｓ２）。そして、先先行車両として選択されたター
ゲットがある場合、現在の目標経路を先先行車両への目
標経路に設定して目標経路を徐々に変更する（Ｓ４）。
一方、先先行車両として選択されたターゲットがなくな
り、先先行車両への目標経路を設定中であった場合には
、先行車両への目標経路に復帰させる（Ｓ６）。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両が走行する目標経路を生成して、前記目標経路への走行を制御する車両の走行制
御装置であって、
　自車両の前方を走行する先行車両の前方に存在する複数のターゲットに対して、前記先
行車両の前方を走行する先先行車両に係る特徴量を判定する特徴量判定部と、
　前記特徴量の判定結果に基づいて、前記先行車両の離脱時に自車両が追従走行する対象
となる前記先先行車両を複数の前記ターゲットの中から選択する先先行車両選択部と、
　前記先行車両の離脱時に、自車両の目標経路を前記先行車両の走行軌跡に基づく目標経
路から前記先先行車両選択部で選択された前記先先行車両の走行軌跡に基づく目標経路に
切り換える先行車両切換部と
　を備えることを特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項２】
　前記特徴量判定部は、複数の前記ターゲットのそれぞれに対して複数の前記特徴量を検
出し、１つの前記ターゲット毎に、複数の前記特徴量のそれぞれが前記先先行車両として
の条件を満たすか否かを個別に判定することを特徴とする請求項１記載の車両の走行制御
装置。
【請求項３】
　前記特徴量判定部は、複数の前記特徴量として、少なくとも、自車両の進行路に対する
前記ターゲットの横位置、前記先行車両及び前記ターゲットの距離、前記先行車両及び前
記ターゲットの速度を検出することを特徴とする請求項２記載の車両の走行制御装置。
【請求項４】
　前記特徴量判定部は、更に、前記ターゲットの軌跡の長さを、前記特徴量として検出す
ることを特徴とする請求項３記載の車両の走行制御装置。
【請求項５】
　前記特徴量判定部は、前記特徴量を前記ターゲットの画像情報からフレーム毎に検出す
ることを特徴とする請求項１～４の何れか一に記載の車両の走行制御装置。
【請求項６】
　前記先先行車両選択部は、前記特徴量の判定結果に基づいて複数の前記ターゲットの中
から前記先先行車両の候補を選定し、選定した前記先先行車両の候補を評価して前記先先
行車両を選択することを特徴とする請求項１～５の何れか一に記載の車両の走行制御装置
。
【請求項７】
　前記先先行車両選択部は、前記先先行車両の候補を存在位置及び幅によって評価し、最
も評価値が高い前記先先行車両の候補を前記先先行車両として選択することを特徴とする
請求項１～６の何れか一に記載の車両の走行制御装置。
【請求項８】
　前記先行車両切換部は、前記先行車両の離脱時に、前記先行車両の走行軌跡に基づく目
標経路から前記先先行車両の走行軌跡に基づく目標経路に徐々に切り換えることを特徴と
する請求項１～７の何れか一に記載の車両の走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車両が走行する目標経路を生成して該目標経路への追従走行を制御する車
両の走行制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車等の車両においては、自車両の走行車線及び自車両前方の先行車両をカメ
ラやレーダ等により検知し、先行車両との車間距離を適正距離に制御すると共に、走行車
線内での自車両の位置を制御して、車線中央位置や先行車両の中心位置を軌跡とする目標
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経路への追従走行を制御する追従走行制御が知られている。この追従走行制御では、自車
両の位置が目標経路の制御目標点に一致するように操舵角を制御し、自車両の走行軌跡が
目標経路に追従して変化するように制御している。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、道路白線が検出できるときには、車線中心線に追従する走行
制御を行い、白線が先行車両によって隠れて検出できないときには、先行車両の中心位置
に追従する走行制御を行う技術が開示されている。この先行技術では、先行車両への追従
走行時に、先行車両が右左折する可能性を地図情報から判断した場合には制御ゲインを弱
め、また、先行車両の横変位変化から蛇行を推定して追従制御を弱めることで、自車両の
不適正な挙動変化を低減するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２０８９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示の技術では、先行車両への追従走行時、先行車両の右左折等の可能性
を地図情報から判断しているが、地図情報からは、高速道路等で先行車両が車線を変更す
る等して自車両前方からの離脱するような状況に対処することはできない。このような状
況では、先行車両が車線変更すると、自車両を運転するドライバの意思に拘わらず、自車
両が先行車両につられて車線から外れる方向の挙動となってシステム本来の動きからずれ
てしまい、ドライバに違和感を与える虞がある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、先行車両への追従走行時に先行車両が自車
両前方から離脱しても、適切なタイミングで追従対象を切り換えてシステム本来の動きか
らのずれを防止し、ドライバに違和感を与えることのない車両の走行制御装置を提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様による車両の走行制御装置は、自車両が走行する目標経路を生成して、
前記目標経路への走行を制御する車両の走行制御装置であって、自車両の前方を走行する
先行車両の前方に存在する複数のターゲットに対して、前記先行車両の前方を走行する先
先行車両に係る特徴量を判定する特徴量判定部と、前記特徴量の判定結果に基づいて、前
記先行車両の離脱時に自車両が追従走行する対象となる前記先先行車両を複数の前記ター
ゲットの中から選択する先先行車両選択部と、前記先行車両の離脱時に、自車両の目標経
路を前記先行車両の走行軌跡に基づく目標経路から前記先先行車両選択部で選択された前
記先先行車両の走行軌跡に基づく目標経路に切り換える先行車両切換部とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、先行車両への追従走行時に先行車両が自車両前方から離脱しても、適
切なタイミングで追従対象を切り換えてシステム本来の動きからのずれを防止することが
でき、ドライバに違和感を与えることがない。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】走行制御システムの構成図
【図２】車両移動量の説明図
【図３】制御目標点の軌跡を示す説明図
【図４】先行車両及び先先行車両の軌跡を示す説明図
【図５】追従走行制御のメイン処理のフローチャート
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【図６】ターゲット特徴量判定カウント処理のフローチャート
【図７】先先行車両選択処理のフローチャート
【図８】ターゲット評価処理のフローチャート
【図９】ターゲット評価処理のフローチャート（続き）
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１において、符号１０は、自
動車等の車両の走行制御システムであり、車両の自律的な自動運転を含む走行制御を実行
する。この走行制御システム１０は、走行制御装置１００を中心として、外部環境認識装
置２０、地図情報処理装置３０、エンジン制御装置４０、変速機制御装置５０、ブレーキ
制御装置６０、操舵制御装置７０等が車内ネットワークを形成する通信バス１５０を介し
て互いに接続されて構成されている。
【００１１】
　外部環境認識装置２０は、車載のカメラ、ミリ波レーダ、レーザレーダ等の各種デバイ
スにより、自車両周囲の外部環境を認識する。本実施の形態においては、外部環境認識装
置２０として、車載のカメラ１及び画像認識装置２による外部環境の認識を主として説明
する。
【００１２】
　カメラ１は、本実施の形態においては、同一対象物を異なる視点から撮像する２台のカ
メラ１ａ，１ｂで構成されるステレオカメラであり、ＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子を有
するシャッタ同期のカメラである。これらのカメラ１ａ，１ｂは、例えば、車室内上部の
フロントウィンドウ内側のルームミラー近傍に所定の基線長で配置されている。
【００１３】
　カメラ１で撮像した左右一対の画像は、画像認識装置２で処理される。画像認識装置２
は、ステレオマッチング処理により、左右画像の対応位置の画素ずれ量（視差）を求め、
画素ずれ量を輝度データ等に変換して距離画像を生成する。距離画像上の点は、三角測量
の原理から、自車両の車幅方向すなわち左右方向をＸ軸、車高方向をＹ軸、車長方向すな
わち距離方向をＺ軸とする実空間上の点に座標変換され、自車両が走行する道路の白線（
車線）、障害物、自車両の前方を走行する車両等が３次元的に認識される。
【００１４】
　車線としての道路白線は、画像から白線の候補となる点群を抽出し、その候補点を結ぶ
直線や曲線を算出することにより、認識することができる。例えば、画像上に設定された
白線検出領域内において、水平方向（車幅方向）に設定した複数の探索ライン上で輝度が
所定以上変化するエッジの検出を行って探索ライン毎に１組の白線開始点及び白線終了点
を検出し、白線開始点と白線終了点との間の中間の領域を白線候補点として抽出する。
【００１５】
　そして、単位時間当たりの車両移動量に基づく白線候補点の空間座標位置の時系列デー
タを処理して左右の白線を近似するモデルを算出し、このモデルにより、白線を認識する
。白線の近似モデルとしては、ハフ変換によって求めた直線成分を連結した近似モデルや
、２次式等の曲線で近似したモデルを用いることができる。
【００１６】
　地図情報処理装置３０は、地図データベースを備え、ＧＰＳ衛星等からの信号に基づい
て自車両位置を測位し、地図データとの照合を行う。地図データベースには、車両走行の
経路案内や車両の現在位置を表示するための地図データと、自動運転を含む運転支援制御
を行うための高精細の地図データとが含まれている。
【００１７】
　地図情報処理装置３０は、自車両位置の測位結果と地図データとの照合に基づく走行経
路案内や交通情報を、図示しない表示装置を介してドライバに提示し、また、自車両及び
先行車両が走行する道路の曲率、車線幅、路肩幅等の道路形状データや、道路方位角、道
路白線種別、レーン数等の走行制御用の地図情報を出力する。
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【００１８】
　エンジン制御装置４０は、エンジン運転状態を検出する各種センサ類からの信号及び通
信バス１５０を介して送信される各種制御情報に基づいて、エンジン（図示せず）の運転
状態を制御する。エンジン制御装置４０は、例えば、吸入空気量、スロットル開度、エン
ジン水温、吸気温度、空燃比、クランク角、アクセル開度、その他の車両情報に基づき、
燃料噴射制御、点火時期制御、電子制御スロットル弁の開度制御等を主要とするエンジン
制御を実行する。
【００１９】
　変速機制御装置５０は、変速位置や車速等を検出するセンサ類からの信号や通信バス１
５０を介して送信される各種制御情報に基いて、自動変速機（図示せず）に供給する油圧
を制御し、予め設定された変速特性に従って自動変速機を制御する。
【００２０】
　ブレーキ制御装置６０は、例えば、ブレーキスイッチ、４輪の車輪速、ハンドル角、ヨ
ーレート、その他の車両情報に基づき、４輪のブレーキ装置（図示せず）をドライバのブ
レーキ操作とは独立して制御する。また、ブレーキ制御装置６０は、各輪のブレーキ力に
基づいて各輪のブレーキ液圧を算出して、アンチロック・ブレーキ・システムや横すべり
防止制御等を行う。
【００２１】
　操舵制御装置７０は、例えば、車速、ドライバの操舵トルク、ハンドル角、ヨーレート
、その他の車両情報に基づき、車両の操舵系に設けた電動パワーステアリングモータ（図
示せず）によるアシストトルクを制御する。また、操舵制御装置７０は、走行制御装置１
００からの指示により、自車両の前方を走行する先行車両への追従走行時、先行車両の走
行軌跡に追従する操舵量で電動パワーステアリングモータを駆動制御する。
【００２２】
　次に、走行制御システム１０の中心となる走行制御装置１００について説明する。走行
制御装置１００は、外部環境認識装置２０による外部環境の認識結果に基づいて、自車両
の追従走行の対象となる目標経路を生成し、この目標経路に沿って走行するよう、エンジ
ン制御装置４０、変速機制御装置５０、ブレーキ制御装置６０、及び操舵制御装置７０を
介した走行制御を実行する。
【００２３】
　詳細には、走行制御装置１００は、道路の白線が安定的に認識される場合、左右白線の
中央位置を軌跡とする目標経路に追従するよう制御する。一方、道路の白線が無い或いは
白線を認識できず、自車両前方に先行車両を補足している場合には、先行車両の走行軌跡
に基づいて生成した目標経路に追従するよう制御する。
【００２４】
　更に、走行制御装置１００は、渋滞時等の先行車両との距離が近く道路の白線が認識で
きないような状況で先行車両に追従して走行している場合、先行車両が車線変更してもシ
ステム本来の動きからずれることを防止し、自車両が先行車両につられて本来の進行方向
から逸脱するようなことを回避する。すなわち、先行車両が車線変更するようなシーンで
は、先行車両の現在の車線からの離脱により先行車両の前方の先先行車両が検出されるよ
うになるため、走行制御装置１００は、図１中に示す機能部、すなわち、目標経路生成部
１０１、特徴量判定部１０２、先先行車両選択部１０３、先行車両切換部１０４、制御部
１０５により、適切なタイミングで追従走行の対象を先行車両から先先行車両に切り換え
るようにしている。
【００２５】
　目標経路生成部１０１は、白線に基づく目標経路、自車両前方の先行車両の走行軌跡に
基づく目標経路、先行車両の前方に認識される先先行車両の走行軌跡に基づく目標経路を
生成する処理を並列的に実行する。これらの目標経路は、基本的に同様の処理により、追
従走行の目標点の軌跡として生成される。
【００２６】
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　すなわち、白線に基づく目標経路は、左右の白線の中央位置を目標点として、この目標
点の軌跡として生成される。また、先行車両に基づく目標経路は、先行車両の背面領域の
幅方向の中央位置を目標点として、この目標点の軌跡として生成される。更に、先先行車
両に基づく目標経路は、当初、部分的に認識可能な先先行車両の背面領域の幅方向の中央
位置を目標点として生成され、最終的に先行車両の離脱によって先先行車両に追従走行の
対象が切り換えられた状態では、先先行車両の全体の背面領域の幅方向の中央位置の軌跡
となる。
【００２７】
　本実施の形態においては、目標点の軌跡を２次曲線で表現して目標経路を生成する例に
ついて説明する。
【００２８】
（ａ）白線の場合
　画像上で検出された白線候補点を、それぞれ画像座標系に対して、実空間の座標系に写
像する。この画像上の白線候補点は、例えば、手前側の約７～８ｍから遠方側の１００ｍ
位までの候補点であり、これらの全ての白線候補点が実空間に写像される。そして、画像
上で検出できた白線候補点と、自車両の移動量に基づいて推定した過去の白線データとを
合わせ、それぞれの候補点に対する近似曲線を同定する。
【００２９】
（ｂ）先行車両（先先行車両）の場合
　先行車両（先先行車両）の背面中心の座標を点Ｐとして、それに対して、以下の（１）
～（４）式に基づき、時々刻々、自車両の移動量分だけ更新していき、先行車両（先先行
車両）の軌跡点群を作成する。この軌跡点群に対して、近似曲線を同定する。
【００３０】
　具体的には、例えば、カメラ１の撮像画像の１フレーム当たりの自車両の移動量に基づ
いてフレーム毎の目標となる候補点Ｐを求め、この候補点Ｐの点群を近似する曲線を目標
経路として算出する。詳細には、図２に示す関係から、自車両ＣＲの車速Ｖと、自車両Ｃ
Ｒのヨーレートから求まるヨー角θとに基づき、フレームレートΔｔ（撮像画像が１フレ
ーム更新されるまでの時間）での自車両ＣＲ’への移動量Δｘ，Δｚを、以下の（１）式
及び（２）式を用いて計算する。
　Δｘ＝Ｖ・Δｔ・ｓｉｎθ　…（１）
　Δｚ＝Ｖ・Δｔ・ｃｏｓθ　…（２）
【００３１】
　次に、以下の（３）式及び（４）式に示すように、前フレーム以前に検出した車両固定
座標系（Ｘ,Ｚ）における候補点Ｐold(Ｘold,Ｚold)に対し、自車両の移動量Δｘ，Δｚ
を減算した後、現在のフレームにおける車両固定座標系（Ｘ',Ｚ'）への座標変換を行う
ことにより、現在のフレームにおける候補点Ｐpre(Ｘpre,Ｚpre)の座標を計算する。
　Ｘpre＝(Ｘold-Δｘ)・ｃｏｓθ－(Ｚold-Δｚ)・ｓｉｎθ　…（３）
　Ｚpre＝(Ｘold-Δｘ)・ｓｉｎθ＋(Ｚold-Δｚ)・ｃｏｓθ　…（４）
【００３２】
　そして、これらの候補点の点群に対して、例えば最小二乗法を適用することにより、以
下の（５）式に示すように、候補点の軌跡を２次曲線で表現した経路ＰＨを求め、この経
路ＰＨを目標経路とする（図３参照）。（５）式において、係数Ａ，Ｂ，Ｃは目標経路を
構成する経路成分を表し、係数Ａは目標経路の曲率成分、係数Ｂは自車両に対する目標経
路のヨー角成分（自車両の前後方向軸と目標経路（接線）との間の角度成分）、係数Ｃは
自車両に対する目標経路の横方向の位置成分（横位置成分）を示している。
　Ｘ＝Ａ・Ｚ2＋Ｂ・Ｚ＋Ｃ　…（５）
【００３３】
　尚、白線による目標経路は、左右の白線の候補点の中央位置を目標点として、この中央
の目標点から上記（５）式を算出するようにしても良いが、より正確には、左右の白線の
それぞれについて（５）式の曲線を算出し、左右の曲線から求められる中央位置の軌跡を
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目標経路とする。
【００３４】
　特徴量判定部１０２は、先行車両の前方に存在する立体物をターゲットとして、このタ
ーゲットが先先行車両としての条件を満たすか否かを、以下の（Ｅ１－１）～（Ｅ１－３
）に示す特徴量によって判定する。先先行車両に係る特徴量の判定は、先行車両の前方に
存在する複数のターゲットの画像情報から各ターゲットに対して実施され、各ターゲット
毎に、（Ｅ１－１）～（Ｅ１－３）の特徴量がそれぞれの閾値と比較されて、先先行車両
としての条件を満たすか否かが個別に判定される。
【００３５】
　本実施の形態においては、各特徴量を符号を含めて算出し、各特徴量がそれぞれの閾値
を超える場合、先先行車両としての条件を部分的に満たすものとする。各特徴量の判定結
果は、各特徴量毎にカウンタに保持される。以下では、（Ｅ１－１）～（Ｅ１－３）の判
定結果を保持するカウンタを、ヨー進行路上存在カウンタ、存在距離条件カウンタ、速度
条件カウンタと記載する。
【００３６】
（Ｅ１－１）自車両のヨー進行路に対するターゲットの横位置偏差
　図４に示すように、車線変更等によって先行車両ＣＲ１が現在の走行車線から離脱する
と、先行車両ＣＲ１に基づく目標経路のヨー角成分が自車両ＣＲの進行方向に反映され、
先行車両ＣＲ１の前方のターゲットＣＲ２が自車両のカメラ視野内に入ってくる。
【００３７】
　従って、特徴量判定部１０２は、自車両のヨー角成分Ａに基づくヨー進行路に対するタ
ーゲットＣＲ２の横位置の偏差を特徴量としてフレーム毎に検出し、一定の閾値と比較す
る。閾値は、ターゲットが自車両のヨー進行路上に先先行車両として存在しているか否か
を判定するための値であり、ターゲットの横位置偏差が閾値を超える場合はヨー進行路上
存在カウンタが加算され、横位置偏差が閾値を下回る場合はヨー進行路上存在カウンタが
減算される。
【００３８】
（Ｅ１－２）先行車両及びターゲットの距離
　自車両ＣＲと先行車両ＣＲ１との間の距離Ｓ１及び自車両ＣＲとターゲットＣＲ２との
間の距離Ｓ２を毎フレーム毎に検出し、これらの距離Ｓ１，Ｓ２の範囲が対応する閾値を
超えるか否かにより、ターゲットが自車両の追従走行範囲内に先先行車両として存在する
か否かを判定する。距離範囲が閾値を超える場合、存在距離条件カウンタが加算され、閾
値を下回る場合は、存在距離条件カウンタが減算される。
【００３９】
（Ｅ１－３）先行車両及びターゲットの速度
　自車両ＣＲに対する先行車両ＣＲ１の速度Ｖ１、自車両ＣＲに対するターゲットＣＲ２
の速度Ｖ２、先行車両ＣＲ１とターゲットＣＲ２との速度差（Ｖ２－Ｖ１）を毎フレーム
毎に検出し、これらの速度の範囲が対応する閾値を超えるか否かにより、ターゲットが先
先行車両として追従走行の対象となる移動体か否かを判定する。速度範囲が閾値を超える
場合、速度条件カウンタが加算され、閾値を下回る場合は、速度条件カウンタが減算され
る。
【００４０】
　更に、本実施の形態においては、以上の（Ｅ１－１）～（Ｅ１－３）に対して、以下の
（Ｅ１－４）に示す特徴量を加えるようにしている。尚、この（Ｅ１－４）の特徴量は、
必ずしも必須の条件ではなく、省略するようにしても良い。
【００４１】
（Ｅ１－４）ターゲットの軌跡長さ
　先行車両ＣＲ１の前方に存在するターゲットＣＲ２に対して、毎フレーム毎にターゲッ
トＣＲ２の軌跡（移動軌跡）の長さＰ２を特徴量として検出することで、ターゲットが移
動体か否かを判定する。フレーム毎のターゲットの軌跡長さの変化が閾値を超える場合、



(8) JP 2018-39284 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

カウンタ（軌跡長条件カウンタ）が加算され、閾値を下回る場合は、軌跡長条件カウンタ
が減算される。
【００４２】
　先先行車両選択部１０３は、特徴量判定部１０２のカウンタ（ヨー進行路上存在カウン
タ、存在距離条件カウンタ、速度条件カウンタ）を調べ、全てのカウンタがカウンタ毎に
設定された閾値を超えるターゲットを、先先行車両の候補として選定する。そして、選定
したターゲット（先先行車両の候補）に対して、以下の（Ｅ２－１）～（Ｅ２－３）に示
す評価を行い、その評価値が最も高かったターゲットを、先行車両の離脱によって自車両
が追従走行する対象となる先先行車両として選択する。
【００４３】
（Ｅ２－１）ターゲットの横位置
　ターゲットが自車両の車線内に存在するか否かを判断するため、ターゲットの存在位置
に関する評価として、車線情報からターゲットの横位置を評価する。例えば、ターゲット
の横位置が車線中央位置に近づく程、評価値を高くし、車線から外れるものはＮＧとして
選択の対象から除外する。
【００４４】
（Ｅ２－２）ターゲットの軌跡の横位置偏差
　同様に、ターゲットの存在位置に関する評価として、ターゲットの軌跡の横位置偏差を
評価する。例えば、ターゲットの軌跡の横位置偏差が車線中央位置に近づく程、評価値を
高くし、同様に、車線から外れるものはＮＧとして選択の対象から除外する。
【００４５】
（Ｅ２－３）ターゲットの出現幅
　先行車両の離脱によって見え始める先先行車両の幅は、見え始めの当初は幅が狭くなる
ことから、ターゲットが先先行車両であるか否かを判断するため、ターゲットの幅を評価
し、ターゲットの初回検出時に設定値以上の幅である場合には、ＮＧとして選択の対象か
ら除外する。
【００４６】
　また、先先行車両選択部１０３は、既にターゲットが先先行車両として選択されている
状態で、先先行車両の候補となる新しいターゲットが出現した場合には、以下の（Ｅ２－
４），（Ｅ２－５）の評価を行い、これらの評価による判断結果が共に「ＹＥＳ」の場合
、現在選択している先先行車両を新しいターゲットに切り換える。
【００４７】
（Ｅ２－４）自車両とターゲットとの距離
　自車両と新しいターゲットとの距離を評価し、選択されているターゲットよりも新しい
ターゲットの方が自車両に近いか否かを判断する。
【００４８】
（Ｅ２－５）ターゲットの横位置
　新しいターゲットの横位置を評価し、選択されているターゲットよりも新しいターゲッ
トの方が先行車両の進行路に近いか否かを判断する。
【００４９】
　尚、先先行車両選択部１０３は、先先行車両として選択したターゲットが先行車両の像
に隠れる等して認識できなくなった（ロストした）場合には、ロストしたターゲットの先
先行車両としての選択を解除する。
【００５０】
　先行車両切換部１０４は、自車両の追従走行の対象を、現在の先行車両から先先行車両
選択部１０３によって選択されたターゲットに切り換え、追従走行の目標点を、先行車両
から先先行車両（選択したターゲット）に向かって徐々に動かしていく。具体的には、現
在の目標経路に対して、先行車両の背面領域の幅方向の中心位置から先先行車両の背面領
域の幅方向の中心位置に向かって徐々に横位置成分Ｃを変化させ、また、曲率成分Ａ及び
ヨー角成分Ｂも、先行車両の走行軌跡に基づく目標経路の成分から先先行車両の走行軌跡
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に基づく成分に向かって徐々に変化させる。
【００５１】
　尚、以上の目標経路を変化させる制御中に、先先行車両として選択されるターゲットが
なくなった場合には、そのときの制御中の位置から元の先行車両の目標経路に徐々に復帰
させる。
【００５２】
　制御部１０５は、自車両の車幅方向の中心位置が目標経路上の目標点に一致するように
、操舵制御装置７０を介して現在の操舵角を修正し、目標経路への追従走行を制御する。
制御目標点への操舵制御は、現在の操舵角で進行したときの所定距離における自車両の推
定横位置と目標点との偏差δ（図２参照）対するフィードバック制御、目標経路と自車両
との相対ヨー角に対するフィードバック制御、目標経路の曲率に対するフィードフォワー
ド制御を主として実行される。
【００５３】
　尚、所定の距離における自車両の推定横位置は、操舵角、車速、車両固有のスタビリテ
ィファクタ、ホイールベース、ステアリングギヤレシオ等から算出することができ、また
、センサによって検出した自車両のヨーレートを用いて算出することも可能である。
【００５４】
　例えば、以下の（９）式に示すように、目標経路の曲率成分Ａに対するフィードフォー
ワード制御の操舵制御量と、目標経路のヨー角成分Ｂに基づく目標経路と自車両との相対
ヨー角θyに対するフィードバック制御の操舵制御量と、目標経路の横位置成分Ｃに基づ
く自車両の推定横位置と目標点との偏差δに対するフィーバック制御の操舵制御量とを加
えて目標操舵角αrefを算出し、操舵制御装置７０に出力する。
　αref＝Ｇff・Ａ＋Ｇy・θy＋Ｇf・δ…（９）
　ここで、Ｇff：目標経路の曲率成分Ａに対するフィードフォワードゲイン
　　　　　Ｇy ：目標経路と自車両との相対ヨー角θyに対するフィードバックゲイン
　　　　　Ｇf ：現在の操舵角で進行したときの自車両と目標経路との横位置の偏差δに
対するフィードバックゲイン
【００５５】
　操舵制御装置７０は、目標操舵角αrefと実舵角との偏差に基づいて目標操舵トルクを
演算し、電動パワーステアリングモータを制御する。この目標トルクへの制御は、具体的
には、電動パワーステアリングモータの電流制御として実行され、例えば、ＰＩＤ制御に
よる駆動電流によって電動パワーステアリングモータが駆動される。
【００５６】
　次に、走行制御装置１００における追従走行制御のプログラム処理について、図５～図
９のフローチャートを用いて説明する。図５は追従走行制御のメイン処理、図６はターゲ
ット特徴量判定カウント処理、図７は先先行車両選択処理、図８及び図９はターゲット評
価処理を示している。
【００５７】
　先ず、図５の追従走行制御のメイン処理について説明する。この追従走行制のメイン処
理では、最初のステップＳ１において、特徴量判定部１０２の処理として、先行車両の前
方に存在するターゲットの特徴量を判定する。このステップＳ１の処理は、詳細には、図
６に示すターゲット特徴量判定カウント処理として実行される。
【００５８】
　すなわち、図６のステップＳ１１において、自車両のヨー進行路に対するターゲットの
横位置偏差を判定するヨー進行路上存在カウンタのカウント処理を実行し、ステップＳ１
２でターゲット及び先行車両の距離範囲を判定する存在距離条件カウンタのカウント処理
を実行する。更に、ステップＳ１３で先行車両及びターゲットの速度範囲を判定する速度
条件カウンタのカウント処理を実行し、ステップＳ１４でターゲットの軌跡長さを判定す
る軌跡長条件カウンタのカウント処理を実行する。
【００５９】
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　次に、メイン処理のステップＳ２では、先先行車両選択部１０３の処理として、図７に
示す先先行車両選択処理を実行する。この先先行車両選択処理では、ヨー進行路上存在カ
ウンタ、存在距離条件カウンタ、速度条件カウンタ、軌跡長条件カウンタを用いて、複数
のターゲットの中から先先行車両の候補を選定し、更に、選定した先先行車両の候補を評
価して、その評価値が最も高かったターゲットを先先行車両として選択する。この先先行
車両選択処理については、後述する。
【００６０】
　その後、ステップＳ２からステップＳ３へ進み、先先行車両としてターゲットが選択さ
れているか否かを調べる。先先行車両として選択されたターゲットがある場合、ステップ
Ｓ３からステップＳ４へ進んで先行車両切換部１０４としての処理を実行し、現在の目標
経路を先先行車両への目標経路に設定し、目標経路を徐々に変更する。
【００６１】
　一方、先先行車両として選択されたターゲットがいなくなった場合には、ステップＳ３
からステップＳ５へ進んで先先行車両への目標経路を設定中であるか否かを調べる。そし
て、先先行車両への目標経路を設定中でない場合には、そのまま本処理を抜け、先先行車
両への目標経路を設定中である場合には、ステップＳ６で先行車両への目標経路に復帰さ
せる処理を実行する。
【００６２】
　次に、図７の先先行車両選択処理について説明する。この先先行車両選択処理は、先ず
、ステップＳ２１でターゲットが先先行車両として未選択か否かを調べ、未選択の場合に
は、ステップＳ２２以降でターゲットを先先行車両として選択する処理を行い、既に先先
行車両として選択されている場合、ステップＳ２６以降でターゲットをロストした場合の
処理を行う。
【００６３】
　先先行車両が未選択の場合、ステップＳ２２では、図８及び図９のターゲット評価処理
を実行する。このターゲット評価処理では、ステップＳ４１～Ｓ４７のループ処理によっ
て全ターゲットの中から先先行車両の候補を選定し、ステップＳ４８～Ｓ５２のループ処
理により、選定した先先行車両の候補を評価する。
【００６４】
　詳細には、ステップＳ４１で各ターゲットに付与したターゲット番号に従って個々のタ
ーゲットに対する評価を開始し、ステップＳ４２，Ｓ４３，Ｓ４４，Ｓ４５で、前述した
（Ｅ１－１）～（Ｅ１－４）の特徴量の各カウンタ、すなわち、ヨー進行路上存在カウン
タ、存在距離条件カウンタ、速度条件カウンタ、軌跡長条件カウンタが各カウンタ毎に設
定された閾値を超えているか否かを、各ターゲット毎に判定する。そして、ステップＳ４
６で、全てのカウンタが閾値を超えて判定ＯＫとなったターゲットの数とターゲット番号
とを記憶し、ステップＳ４６で全ターゲットについての評価が終了したか否かを調べ、全
ターゲットに対する評価が終了するまで処理を継続する。
【００６５】
　尚、前述したように、このとき、ステップＳ４５のターゲットの軌跡長さの特徴量によ
る判定を省略することも可能である。
【００６６】
　次に、カウンタ判定による全ターゲットの評価が終了すると、ステップＳ４８でカウン
タ判定がＯＫとなったターゲットに対する評価を開始し、ステップＳ４９で、前述した（
Ｅ２－１）～（Ｅ２－３）のターゲットの評価、すなわち、ターゲットの横位置、ターゲ
ットの軌跡の横位置偏差、ターゲットの幅に関する評価を行う。そして、ステップＳ５０
で評価結果がＯＫか否かを調べ、評価結果がＮＧのターゲットを選択の対象から除外し、
ステップＳ５１へ進む。
【００６７】
　ステップＳ５１では、評価結果がＯＫで現時点で最も評価が良い（評価値が高い）ター
ゲット番号を記憶・更新する。そして、ステップＳ５２で全ターゲットについての評価が
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終了したか否かを調べ、全ターゲットに対する評価が終了するまで処理を継続する。
【００６８】
　以上の先先行車両選択処理のステップＳ２２におけるターゲット評価処理が完了した後
は、ステップＳ２３へ進み、ターゲット及び先行車両の挙動に関する評価がＯＫか否かを
調べる。具体的は、ターゲットの後方に重なる別のターゲットが存在するか否かを評価し
、ターゲットの後方に別のターゲットが存在しない場合には、評価ＯＫと判断する。
【００６９】
　そして、ステップＳ２４で最終的に最も評価が良かったターゲットを先先行車両として
、そのターゲット番号を記憶する。そして、ステップＳ２４からステップＳ３３へ進み、
ターゲット番号を出力する。ここで出力されるターゲット番号により、自車両の追従対象
となる先先行車両が特定される。
【００７０】
　一方、ターゲットの後方に重なる別のターゲットが存在する場合には評価ＮＧと判断し
、ステップＳ２５で該当するターゲットの番号を削除して先先行車両としての選択の対象
から除外し、ステップＳ３３でターゲット番号を出力する。このとき出力されるターゲッ
ト番号は、追従対象となる先先行車両が存在しないことを示すターゲット番号、例えば、
”０”となる。
【００７１】
　次に、ステップＳ２１で既にターゲットが先先行車両として選択されている場合のステ
ップＳ２６以降の処理について説明する。ステップＳ２６では、ターゲットをロストした
か否かを調べ、ターゲットをロストしている場合、ステップＳ２６からステップＳ３２へ
ジャンプして該当するターゲットのターゲット番号を削除し、ステップＳ３３でターゲッ
ト番号を出力する。
【００７２】
　一方、ターゲットをロストしていない場合には、ステップＳ２６からステップＳ２７へ
進み、現在、先先行車両として選択されているターゲットから切り換えられる可能性のあ
る別の新しいターゲット（切り換え先のターゲット）に対する評価処理を行う。このステ
ップＳ２７の処理は、前述した（Ｅ２－４），（Ｅ２－５）の距離及び横位置の評価を加
えるものである。
【００７３】
　その後、ステップＳ２８へ進み、先先行車両として現在のターゲットから切り換えられ
る切り換え先のターゲットがあるか否かを判定する。切り換え先のターゲットに対する評
価の結果、現在選択されているターゲットよりも新しいターゲットの方が自車両に近く、
且つ選択されているターゲットよりも新しいターゲットの方が先行車両の進行路に近い場
合、ステップＳ２８で切り換え先のターゲットありと判定する。そして、ステップＳ２９
で現在先先行車両として選択されているターゲットのターゲット番号を切り換え先のター
ゲットのターゲット番号に書き換える。
【００７４】
　その後、ステップＳ２９からステップＳ３０へ進み、走行環境の変化に対するターゲッ
ト選択処理の継続可否を判定する。具体的には、先行車両の軌跡から先行車両が直線的に
移動しているか否かを調べ、先行車両が直線的に移動しておらず車線変更による離脱と判
断される場合には、ステップＳ３１でターゲットの選択継続ＯＫとしてステップＳ３３で
ターゲット番号を出力する。
【００７５】
　一方、先行車両が直線的に移動しており離脱では無いと推定される場合には、ターゲッ
ト選択の継続は不可と判断する。そして、ステップＳ３１からステップＳ３２へ進み、選
択されているターゲットのターゲット番号を削除し、ステップＳ３３でターゲット番号を
出力する。
【００７６】
　このように本実施の形態においては、先行車両の前方に存在する複数のターゲットに対
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して、先先行車両に係る特徴量を判定し、その判定結果に基づいて、先行車両が車線変更
等して離脱した場合に追従走行の対象となる先先行車両を選択する。これにより、先行車
両が車線変更等によって自車両前方から離脱しても、システム本来の動きからのずれを防
止することができ、ドライバに違和感を与えることがない。
【符号の説明】
【００７７】
　１０　走行制御システム
　２０　外部環境認識装置
　１００　走行制御装置
　１０１　目標経路生成部
　１０２　特徴量判定部
　１０３　先先行車両選択部
　１０４　先行車両切換部
　１０５　制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月31日(2017.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一態様による車両の走行制御装置は、自車両が走行する目標経路を生成して、
前記目標経路への走行を制御する車両の走行制御装置であって、自車両の前方を走行する
先行車両の前方に存在する複数のターゲットに対して、前記先行車両の前方を走行する先
先行車両に係る特徴量を判定する特徴量判定部と、前記特徴量の判定結果に基づいて、前
記先行車両の離脱時に自車両が追従走行する対象となる前記先先行車両を複数の前記ター
ゲットの中から選択する先先行車両選択部と、前記先行車両の離脱時に、自車両の目標経
路を前記先行車両の走行軌跡に基づく目標経路から前記先先行車両選択部で選択された前
記先先行車両の走行軌跡に基づく目標経路に切り換える先行車両切換部とを備え、前記先
先行車両選択部は、前記特徴量の判定結果に基づいて複数の前記ターゲットの中から前記
先先行車両の候補を選定し、選定した前記先先行車両の候補を、前記候補が自車線内に存
在するか否かを判断するための存在位置及び前記先行車両の離脱に伴って出現する前記候
補の出現幅によって評価し、最も評価値が高い前記候補を前記先先行車両として選択する
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　詳細には、ステップＳ４１で各ターゲットに付与したターゲット番号に従って個々のタ
ーゲットに対する評価を開始し、ステップＳ４２，Ｓ４３，Ｓ４４，Ｓ４５で、前述した
（Ｅ１－１）～（Ｅ１－４）の特徴量の各カウンタ、すなわち、ヨー進行路上存在カウン
タ、存在距離条件カウンタ、速度条件カウンタ、軌跡長条件カウンタが各カウンタ毎に設
定された閾値を超えているか否かを、各ターゲット毎に判定する。そして、ステップＳ４
６で、全てのカウンタが閾値を超えて判定ＯＫとなったターゲットの数とターゲット番号
とを記憶し、ステップＳ４７で全ターゲットについての評価が終了したか否かを調べ、全
ターゲットに対する評価が終了するまで処理を継続する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両が走行する目標経路を生成して、前記目標経路への走行を制御する車両の走行制
御装置であって、
　自車両の前方を走行する先行車両の前方に存在する複数のターゲットに対して、前記先
行車両の前方を走行する先先行車両に係る特徴量を判定する特徴量判定部と、
　前記特徴量の判定結果に基づいて、前記先行車両の離脱時に自車両が追従走行する対象
となる前記先先行車両を複数の前記ターゲットの中から選択する先先行車両選択部と、
　前記先行車両の離脱時に、自車両の目標経路を前記先行車両の走行軌跡に基づく目標経
路から前記先先行車両選択部で選択された前記先先行車両の走行軌跡に基づく目標経路に
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切り換える先行車両切換部と
　を備え、
　前記先先行車両選択部は、前記特徴量の判定結果に基づいて複数の前記ターゲットの中
から前記先先行車両の候補を選定し、選定した前記先先行車両の候補を、前記候補が自車
線内に存在するか否かを判断するための存在位置及び前記先行車両の離脱に伴って出現す
る前記候補の出現幅によって評価し、最も評価値が高い前記候補を前記先先行車両として
選択することを特徴とする車両の走行制御装置。
【請求項２】
　前記特徴量判定部は、複数の前記ターゲットのそれぞれに対して複数の前記特徴量を検
出し、１つの前記ターゲット毎に、複数の前記特徴量のそれぞれが前記先先行車両として
の条件を満たすか否かを個別に判定することを特徴とする請求項１記載の車両の走行制御
装置。
【請求項３】
　前記特徴量判定部は、複数の前記特徴量として、少なくとも、自車両の進行路に対する
前記ターゲットの横位置、前記先行車両及び前記ターゲットの距離、前記先行車両及び前
記ターゲットの速度を検出することを特徴とする請求項２記載の車両の走行制御装置。
【請求項４】
　前記特徴量判定部は、更に、前記ターゲットの軌跡の長さを、前記特徴量として検出す
ることを特徴とする請求項３記載の車両の走行制御装置。
【請求項５】
　前記特徴量判定部は、前記特徴量を前記ターゲットの画像情報からフレーム毎に検出し
、フレーム毎の前記特徴量に基づいて前記先先行車両に係る特徴量を判定することを特徴
とする請求項１～４の何れか一項に記載の車両の走行制御装置。
【請求項６】
前記先行車両切換部は、前記先行車両の離脱時に、前記先行車両の走行軌跡に基づく目標
経路から前記先先行車両の走行軌跡に基づく目標経路に徐々に切り換えることを特徴とす
る請求項１～５の何れか一項に記載の車両の走行制御装置。
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