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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両前方の走行区画を含む画像を撮影する撮像手段と、
　前記撮像手段の撮影した画像内における走行区画を認識する走行区画認識手段と、
　前記走行区画認識手段の認識した走行区画内の画像を抽出する画像抽出手段と、
　前記画像抽出手段の抽出した画像から走行区画内の路面の反射度合いを検出する路面反
射検出手段とを備え、
　前記路面反射検出手段は、
　前記画像抽出手段の抽出した画像の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定された閾値以
上の高輝度の画素位置を算出し、この算出した画素位置からなる高輝度領域の大きさを算
出するものであって、複数の前記高輝度領域が存在する場合、各々の前記高輝度領域毎の
離れ度合いを算出し、この算出した離れ度合いが予め設定された離れ度合いの閾値以下と
なる複数の高輝度領域を１つの高輝度領域として高輝度領域の大きさを算出する路面反射
算出手段と、
　前記路面反射算出手段の算出する高輝度領域の大きさが予め設定された高輝度領域の大
きさを示す閾値以上であるか否かを判定する判定手段とを備え、
　前記判定手段の判定結果から前記路面の反射度合いを検出することを特徴とする路面反
射検出装置。
【請求項２】
　自車両前方の走行区画を含む画像を撮影する撮像手段と、
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　前記撮像手段の撮影した画像内における走行区画を認識する走行区画認識手段と、
　前記走行区画認識手段の認識した走行区画内の画像を抽出する画像抽出手段と、
　前記画像抽出手段の抽出した画像から走行区画内の路面の反射度合いを検出する路面反
射検出手段とを備え、
　前記路面反射検出手段は、
　前記画像抽出手段の抽出した画像の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定された閾値以
上の高輝度の画素位置を算出し、この算出した画素位置からなる高輝度領域が複数存在す
る場合、各々の前記高輝度領域毎の離れ度合いを算出し、この算出した離れ度合いが予め
設定された離れ度合いの閾値以下となる複数の高輝度領域を１つの高輝度領域として算出
し、前記離れ度合いが前記閾値以下となる複数の高輝度領域を１つの高輝度領域としても
複数の高輝度領域が存在する場合、前記画像抽出手段の抽出した画像の画素毎の輝度値に
基づいて、予め設定された閾値以上の高輝度の画素位置を算出し、この算出した画素位置
からなる高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量を算出する路面反射算出手段と
、
　前記路面反射算出手段の算出する高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量が予
め設定されたゆらぎ量の閾値以上であるか否かを判定する判定手段とを備え、
　前記判定手段によって前記高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量が前記予め
設定されたゆらぎ量の閾値以上であると判定される場合に、前記路面からの反射度合いは
高いとする検出結果を得ることを特徴とする路面反射検出装置。
【請求項３】
　自車両前方の走行区画を含む画像を撮影する撮像手段と、
　前記撮像手段の撮影した画像内における走行区画を認識する走行区画認識手段と、
　前記走行区画認識手段の認識した走行区画内の画像を抽出する画像抽出手段と、
　前記画像抽出手段の抽出した画像から走行区画内の路面の反射度合いを検出する路面反
射検出手段とを備え、
　前記路面反射検出手段は、
　前記画像抽出手段の抽出した画像の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定された閾値以
上の高輝度の画素位置を算出し、この算出した画素位置からなる高輝度領域の大きさを算
出するものであって、複数の前記高輝度領域が存在する場合、前記画像抽出手段の抽出し
た画像の画素毎の輝度値に基づいて、前記走行区画内の前記自車両の車線位置を算出し、
この算出した車線内に位置する高輝度領域に基づいて、その高輝度領域の大きさを算出す
る路面反射算出手段と、
　前記路面反射算出手段の算出する高輝度領域の大きさが予め設定された高輝度領域の大
きさを示す閾値以上であるか否かを判定する判定手段とを備え、
　前記判定手段の判定結果から前記路面の反射度合いを検出することを特徴とする路面反
射検出装置。
【請求項４】
　自車両前方の走行区画を含む画像を撮影する撮像手段と、
　前記撮像手段の撮影した画像内における走行区画を認識する走行区画認識手段と、
　前記走行区画認識手段の認識した走行区画内の画像を抽出する画像抽出手段と、
　前記画像抽出手段の抽出した画像から走行区画内の路面の反射度合いを検出する路面反
射検出手段とを備え、
　前記路面反射検出手段は、
　前記画像抽出手段の抽出した画像の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定された閾値以
上の高輝度の画素位置を算出し、この算出した画素位置からなる高輝度領域の境界線の平
滑度合いを示すゆらぎ量を算出するものであって、複数の前記高輝度領域が前記自車両の
車線内に存在する場合、前記車線の中央位置に最も近い高輝度領域に基づいて、前記高輝
度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量を算出する路面反射算出手段と、
　前記路面反射算出手段の算出する高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量が予
め設定されたゆらぎ量の閾値以上であるか否かを判定する判定手段とを備え、
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　前記判定手段によって前記高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量が前記予め
設定されたゆらぎ量の閾値以上であると判定される場合に、前記路面からの反射度合いは
高いとする検出結果を得ることを特徴とする路面反射検出装置。
【請求項５】
　前記路面反射算出手段は、前記高輝度領域の大きさとして、前記高輝度領域に含まれる
画素数を算出し、
　前記判定手段は、前記高輝度領域に含まれる画素数が予め設定された画素数以上である
か否かを判定し、
　前記路面反射検出手段は、前記判定手段によって前記高輝度領域に含まれる画素数が前
記予め設定された画素数以上であると判定される場合に、前記路面からの反射度合いは高
いとする検出結果を得ることを特徴とする請求項１または３記載の路面反射検出装置。
【請求項６】
　前記路面反射算出手段は、前記高輝度領域の大きさとして、前記高輝度領域の縦横比を
算出し、
　前記判定手段は、前記高輝度領域の縦横比が予め設定された縦横比の閾値以上であるか
否かを判定し、
　前記路面反射検出手段は、前記判定手段によって前記高輝度領域の縦横比が前記予め設
定された縦横比の閾値以上であると判定される場合に、前記路面からの反射度合いは高い
とする検出結果を得ることを特徴とする請求項１または３記載の路面反射検出装置。
【請求項７】
　前記路面反射算出手段は、複数の前記高輝度領域が前記自車両の車線内に存在する場合
、前記車線の中央位置に最も近い高輝度領域に基づいて、その高輝度領域の大きさ、若し
くは、前記高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量を算出することを特徴とする
請求項３または４記載の路面反射検出装置。
【請求項８】
　前記自車両前方に存在する物体を検出する物体検出手段を備え、
　前記画像抽出手段は、前記物体検出手段によって物体が検出される場合、前記自車両と
前記物体との間に位置する走行区画内の画像を抽出することを特徴とする請求項１～７の
何れか１項に記載の路面反射検出装置。
【請求項９】
　前記物体検出手段は、前記撮像手段の撮影する画像、及びレーダ装置の少なくとも一方
を用いて前記自車両前方に存在する先行車両を含む物体を検出することを特徴とする請求
項８記載の路面反射検出装置。
【請求項１０】
　前記自車両の速度を検出する速度検出手段を備え、
　前記画像抽出手段は、前記速度検出手段の検出結果に基づいて、前記画像を抽出する範
囲を決定する抽出範囲決定手段を備えることを特徴とする請求項１～９の何れか１項に記
載の路面反射検出装置。
【請求項１１】
　前記自車両の方向指示器の操作を検出する方向指示検出手段を備え、
　前記画像抽出手段は、前記方向指示検出手段の検出結果に基づいて、前記画像を抽出す
る範囲を決定する抽出範囲決定手段を備えることを特徴とする請求項１～９の何れか１項
に記載の路面反射検出装置。
【請求項１２】
　前記自車両のステアリングの操舵角、及び、前記自車両の鉛直方向回りの角速度の少な
くとも一方の車両状態を検出する車両状態検出手段を備え、
　前記画像抽出手段は、前記車両状態検出手段の検出結果に基づいて、前記画像を抽出す
る範囲を決定する抽出範囲決定手段を備えることを特徴とする請求項１～９の何れか１項
に記載の路面反射検出装置。
【請求項１３】
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　前記抽出範囲決定手段は、前記速度検出手段の検出結果、前記方向指示検出手段の検出
結果、及び、前記車両状態検出手段の検出結果の少なくとも２つの検出結果に基づいて、
前記画像を抽出する範囲を決定することを特徴とする請求項１０～１１の何れか１項に記
載の路面反射検出装置。
【請求項１４】
　前記路面反射検出手段の検出結果に応じて、前記自車両のヘッドライトの照射方向、及
び光量の少なくとも一方に関する制御を実行するヘッドライト制御手段を備えることを特
徴とする請求項１～１４の何れか１項に記載の路面反射検出装置。
【請求項１５】
　前記路面反射検出手段の検出結果に応じて、前記自車両と先行車両との車間距離を一定
に保つ制御を実行する車間距離制御手段を備えることを特徴とする請求項１～１４の何れ
か１項に記載の路面反射検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、路面反射検出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、路面が光沢状態かどうかを検出する路面状態検出装置が提案されている（例えば
、特許文献１参照。）。この特許文献１に開示されている路面状態検出装置によれば、例
えば、光源が照射する路面上の照射位置をカメラで撮影し、撮影される画像の切り出し範
囲を予め設定し、切り出し範囲内に含まれる画像について、予め設定した閾値以上の高輝
度の部分を正反射光に基づく部分画像として抽出し、部分画像の面積や縦横比の基準値と
の比較により、路面に光沢があると判断する。さらに、画像を撮影するカメラを車両に搭
載する場合は、自車両の発光体が照射する路側上の反射板からの路面への反射光を用いて
、路面の光沢があるかの判断する。
【特許文献１】特開２０００－１８０３７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した、従来の路面状態検出装置は、予め設定された切り出し範囲内の画像に基づい
て高輝度の部分を抽出するものであるが、画像を撮影するカメラを車両に搭載した場合、
車両前方の道路は、直線路であったりカーブ路であったりするため、予め設定された切り
出し範囲では、撮影された画像から適確に路面内の画像を切り出すことができない。
【０００４】
　例えば、直線路の走行状態に基づいて切り出し範囲を予め設定した場合には、カーブ路
の走行状態において、切り出し範囲内の画像にガードレール等の路側物が写ることがあり
、この場合、例えば、自車両のヘッドライトなどがガードレールに反射し高輝度の領域が
出来てしまうため、ガードレールの反射を路面の光沢として誤検出することになる。
【０００５】
　本発明は、かかる問題を鑑みてなされたもので、自車両前方の道路環境の変化に対応可
能な路面反射検出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた請求項１に記載の路面反射検出装置は、自車両前方
の走行区画を含む画像を撮影する撮像手段と、撮像手段の撮影した画像内における走行区
画を認識する走行区画認識手段と、走行区画認識手段の認識した走行区画内の画像を抽出
する画像抽出手段と、画像抽出手段の抽出した画像から走行区画内の路面の反射度合いを
検出する路面反射検出手段とを備え、
　路面反射検出手段は、
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　画像抽出手段の抽出した画像の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定された閾値以上の
高輝度の画素位置を算出し、この算出した画素位置からなる高輝度領域の大きさを算出す
るものであって、複数の高輝度領域が存在する場合、各々の高輝度領域毎の離れ度合いを
算出し、この算出した離れ度合いが予め設定された離れ度合いの閾値以下となる複数の高
輝度領域を１つの高輝度領域として高輝度領域の大きさを算出する路面反射算出手段と、
　路面反射算出手段の算出する高輝度領域の大きさが予め設定された高輝度領域の大きさ
を示す閾値以上であるか否かを判定する判定手段とを備え、
　判定手段の判定結果から前記路面の反射度合いを検出することを特徴とする。
【０００７】
　このように、本発明の路面反射検出装置は、自車両前方を撮影した画像内における走行
区画を認識する走行区画認識手段を備え、この走行区画認識手段によって認識された走行
区画内の画像を抽出し、この抽出した走行区画内の画像から路面の反射度合いを検出する
。
【０００８】
　これにより、自車両前方の道路が直線路であったりカーブ路であったりしたとしても、
ガードレール等の路側物を含むことのない走行区画内の画像から路面の反射度合いを検出
することができる。その結果、自車両前方の道路環境の変化に対応可能となる。
【００１０】
　例えば、路面が乾燥状態にある場合、路面には光沢がないため、路面に向けて照射され
る光の反射光の反射度合いは低い（路面からの反射が無い）のに対し、路面が湿潤状態に
ある場合、路面には光沢があるため、その反射光の反射度合いは高くなる（路面からの反
射が有る）。
【００１１】
　従って、例えば、乾燥状態の路面に向けて光を照射したときの路面を撮影し、その撮影
画像の輝度値を輝度閾値として予め設定しておくことで、この輝度閾値を用いて路面の反
射度合いを検出することができる。これにより、輝度閾値以上の平均輝度値である場合に
は、路面からの反射度合いは高いとする（路面からの反射が有る）検出結果を得ることが
できる。
　また、例えば、自車両のヘッドライトからの光が照射される走行区画内の画像から路面
の反射度合いを検出する場合、路面が湿潤状態にあるときには高い輝度値を示す画素の領
域（高輝度領域）が大きく、一方、路面が乾燥状態にあるときは高輝度領域が小さくなる
。従って、高輝度領域の大きさに基づいて路面の反射度合いを検出することができる。
　なお、例えば、１つの光源からの反射光であっても、路面の凹凸が大きい場合、高輝度
領域が複数に分割することがある。このような場合、高輝度領域の大きさは、路面の凹凸
の影響により小さい領域を示すことにより、その結果、路面の反射度合いを正確に検出で
きなくなる。
　そこで、複数の高輝度領域が存在する場合には、各々の高輝度領域毎の離れ度合い（例
えば、２つの高輝度領域が算出される場合には、各高輝度領域の境界を構成する画素位置
のうち、最も距離の近い画素間の画素数）が予め設定された離れ度合いの閾値以下となる
複数の高輝度領域を１つの高輝度領域として算出する。これにより、路面の凹凸による影
響を防ぐことができる。
【００１２】
　上記課題を解決するためになされた請求項２に記載の路面反射検出装置は、自車両前方
の走行区画を含む画像を撮影する撮像手段と、撮像手段の撮影した画像内における走行区
画を認識する走行区画認識手段と、走行区画認識手段の認識した走行区画内の画像を抽出
する画像抽出手段と、画像抽出手段の抽出した画像から走行区画内の路面の反射度合いを
検出する路面反射検出手段とを備え、
　路面反射検出手段は、
　画像抽出手段の抽出した画像の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定された閾値以上の
高輝度の画素位置を算出し、この算出した画素位置からなる高輝度領域が複数存在する場
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合、各々の高輝度領域毎の離れ度合いを算出し、この算出した離れ度合いが予め設定され
た離れ度合いの閾値以下となる複数の高輝度領域を１つの高輝度領域として算出し、離れ
度合いが閾値以下となる複数の高輝度領域を１つの高輝度領域としても複数の高輝度領域
が存在する場合、画像抽出手段の抽出した画像の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定さ
れた閾値以上の高輝度の画素位置を算出し、この算出した画素位置からなる高輝度領域の
境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量を算出する路面反射算出手段と、
　路面反射算出手段の算出する高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量が予め設
定されたゆらぎ量の閾値以上であるか否かを判定する判定手段とを備え、
　判定手段によって高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量が予め設定されたゆ
らぎ量の閾値以上であると判定される場合に、路面からの反射度合いは高いとする検出結
果を得ることを特徴とする。
【００１３】
　例えば、先行車両からの光が照射される走行区画内の路面に凹凸がある場合、高輝度領
域の形状は、路面が湿潤状態である場合には路面の凹凸の影響を受けてゆらいだものとな
る。従って、高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量が予め設定されたゆらぎ量
の閾値以上である場合には、路面からの反射度合いは高いとする検出結果を得ることがで
きる。
　なお、例えば、１つの光源からの反射光であっても、路面の凹凸が大きい場合、高輝度
領域が複数に分割することがある。このような場合、高輝度領域の大きさは、路面の凹凸
の影響により小さい領域を示すことにより、その結果、路面の反射度合いを正確に検出で
きなくなる。
　そこで、複数の高輝度領域が存在する場合には、各々の高輝度領域毎の離れ度合い（例
えば、２つの高輝度領域が算出される場合には、各高輝度領域の境界を構成する画素位置
のうち、最も距離の近い画素間の画素数）が予め設定された離れ度合いの閾値以下となる
複数の高輝度領域を１つの高輝度領域として算出する。これにより、路面の凹凸による影
響を防ぐことができる。
　さらに、離れ度合いが閾値以下となる複数の高輝度領域を１つの高輝度領域としても複
数の高輝度領域が存在する場合、予め設定された閾値以上の高輝度の画素位置を算出し、
この算出した画素位置からなる高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量を算出す
る。これにより、自車両の車線内の路面の反射度合いが検出できるようになる。
【００１４】
　上記課題を解決するためになされた請求項３に記載の路面反射検出装置は、自車両前方
の走行区画を含む画像を撮影する撮像手段と、撮像手段の撮影した画像内における走行区
画を認識する走行区画認識手段と、走行区画認識手段の認識した走行区画内の画像を抽出
する画像抽出手段と、画像抽出手段の抽出した画像から走行区画内の路面の反射度合いを
検出する路面反射検出手段とを備え、
　路面反射検出手段は、
　画像抽出手段の抽出した画像の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定された閾値以上の
高輝度の画素位置を算出し、この算出した画素位置からなる高輝度領域の大きさを算出す
るものであって、複数の高輝度領域が存在する場合、画像抽出手段の抽出した画像の画素
毎の輝度値に基づいて、走行区画内の自車両の車線位置を算出し、この算出した車線内に
位置する高輝度領域に基づいて、その高輝度領域の大きさを算出する路面反射算出手段と
、
　路面反射算出手段の算出する高輝度領域の大きさが予め設定された高輝度領域の大きさ
を示す閾値以上であるか否かを判定する判定手段とを備え、
　判定手段の判定結果から前記路面の反射度合いを検出することを特徴とする。
【００１５】
　これにより、自車両の車線内の路面の反射度合いが検出できるようになる。
　また、例えば、自車両のヘッドライトからの光が照射される走行区画内の画像から路面
の反射度合いを検出する場合、路面が湿潤状態にあるときには高い輝度値を示す画素の領
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域（高輝度領域）が大きく、一方、路面が乾燥状態にあるときは高輝度領域が小さくなる
。従って、高輝度領域の大きさに基づいて路面の反射度合いを検出することができる。
【００１６】
　上記課題を解決するためになされた請求項４に記載の路面反射検出装置は、自車両前方
の走行区画を含む画像を撮影する撮像手段と、撮像手段の撮影した画像内における走行区
画を認識する走行区画認識手段と、走行区画認識手段の認識した走行区画内の画像を抽出
する画像抽出手段と、画像抽出手段の抽出した画像から走行区画内の路面の反射度合いを
検出する路面反射検出手段とを備え、
　路面反射検出手段は、
　画像抽出手段の抽出した画像の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定された閾値以上の
高輝度の画素位置を算出し、この算出した画素位置からなる高輝度領域の境界線の平滑度
合いを示すゆらぎ量を算出するものであって、複数の高輝度領域が自車両の車線内に存在
する場合、車線の中央位置に最も近い高輝度領域に基づいて、高輝度領域の境界線の平滑
度合いを示すゆらぎ量を算出する路面反射算出手段と、
　路面反射算出手段の算出する高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量が予め設
定されたゆらぎ量の閾値以上であるか否かを判定する判定手段とを備え、
　判定手段によって高輝度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量が予め設定されたゆ
らぎ量の閾値以上であると判定される場合に、路面からの反射度合いは高いとする検出結
果を得ることを特徴とする。
【００１７】
　これにより、自車両の車線内の路面の反射度合いが検出できるようになる。
　なお、例えば、１つの光源からの反射光であっても、路面の凹凸が大きい場合、高輝度
領域が複数に分割することがある。このような場合、高輝度領域の大きさは、路面の凹凸
の影響により小さい領域を示すことにより、その結果、路面の反射度合いを正確に検出で
きなくなる。
　そこで、複数の高輝度領域が存在する場合には、各々の高輝度領域毎の離れ度合い（例
えば、２つの高輝度領域が算出される場合には、各高輝度領域の境界を構成する画素位置
のうち、最も距離の近い画素間の画素数）が予め設定された離れ度合いの閾値以下となる
複数の高輝度領域を１つの高輝度領域として算出する。これにより、路面の凹凸による影
響を防ぐことができる。
【００３４】
　請求項８に記載の路面反射検出装置は、自車両前方に存在する物体を検出する物体検出
手段を備え、画像抽出手段は、物体検出手段によって物体が検出される場合、自車両と物
体との間に位置する走行区画内の画像を抽出することを特徴とする。これにより、自車両
前方に存在する物体を含まない走行区画内の画像を抽出することができる。
【００３８】
　請求項９に記載の路面反射検出装置によれば、物体検出手段は、撮像手段の撮影する画
像、及びレーダ装置の少なくとも一方を用いて自車両前方に存在する先行車両を含む物体
を検出することを特徴とする。
【００３９】
　例えば、マイクロ波やミリ波等の電波、超音波等を用いたレーダ装置や撮像手段の撮影
する画像を用いることで、先行車両を含む物体を検出することが可能となる。
【００４６】
　請求項１０に記載の路面反射検出装置は、自車両の速度を検出する速度検出手段を備え
、画像抽出手段は、速度検出手段の検出結果に基づいて、画像を抽出する範囲を決定する
抽出範囲決定手段を備えることを特徴とする。
【００４７】
　一般に、車両の運転者は、低速で走行する場合には先行車両に対して短い車間距離を保
って走行し、高速で走行する場合には先行車両に対して長い車間距離を保って走行するこ
とが多い。従って、自車両の速度の高低に応じて、例えば、自車両前方の方向の走行区画
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の範囲を抽出する範囲として決定することで、抽出する画像に先行車両を極力含まないよ
うにすることができる。
【００４８】
　また、速度が極低速である場合には画像を抽出しないようにしてもよい。これにより、
信号待ち等で停車中の先行車両を抽出しないようにすることができる。
【００４９】
　請求項１１に記載の路面反射検出装置は、自車両の方向指示器の操作を検出する方向指
示検出手段を備え、画像抽出手段は、方向指示検出手段の検出結果に基づいて、画像を抽
出する範囲を決定する抽出範囲決定手段を備えることを特徴とする。
【００５０】
　これにより、例えば、方向指示器の操作が検出される場合には、自車両の直前の走行区
画を抽出すべき範囲として決定することで、交差点等の右左折時において、抽出する画像
に走行区画以外の物体を含まないようにすることができる。
【００５１】
　請求項１２に記載の路面反射検出装置は、自車両のステアリングの操舵角、及び、自車
両の鉛直方向回りの角速度の少なくとも一方の車両状態を検出する車両状態検出手段を備
え、画像抽出手段は、車両状態検出手段の検出結果に基づいて、画像を抽出する範囲を決
定する抽出範囲決定手段を備えることを特徴とする。
【００５２】
　これにより、例えば、所定操舵角以上の操舵角や所定角速度以上の自車両の鉛直方向回
りの角速度が検出される場合には、自車両の直前の走行区画を抽出すべき範囲として決定
することで、交差点等の右左折時や急カーブの走行時において、抽出する画像に走行区画
以外の物体を含まないようにすることができる。
【００５３】
　請求項１３に記載の路面反射検出装置によれば、抽出範囲決定手段は、速度検出手段の
検出結果、方向指示検出手段の検出結果、及び、車両状態検出手段の検出結果の少なくと
も２つの検出結果に基づいて、画像を抽出する範囲を決定することを特徴とする。
【００５４】
　例えば、方向指示器の操作が検出される場合であっても、高い速度が検出される場合に
は、交差点等の右左折や急カーブの走行ではなく、自車両が車線変更をしているものと想
定される。従って、このような場合には、速度の高低に応じて画像を抽出する範囲を決定
することで、適切な範囲の走行区画が抽出できる。
【００５５】
　請求項１４に記載の路面反射検出装置は、路面反射検出手段の検出結果に応じて、自車
両のヘッドライトの照射方向、及び光量の少なくとも一方に関する制御を実行するヘッド
ライト制御手段を備えることを特徴とする。
【００５６】
　例えば、路面の反射度合いが高いとする検出結果が得られる場合には、自車両前方の自
車両から近い範囲の光量を低下させたり、自車両の右前方の照射範囲を自車両から近い範
囲に狭めたりすることで、対向車両の運転者に対し、自車両のヘッドライトからの光によ
る眩惑を低下することが可能となる。
【００５７】
　請求項１５に記載の路面反射検出装置は、路面反射検出手段の検出結果に応じて、自車
両と先行車両との車間距離を一定に保つ制御を実行する車間距離制御手段を備えることを
特徴とする。これにより、例えば、路面が湿潤／凍結／積雪状態にある低ミュー（μ）路
において効果を発揮するＡＣＣ（Adaptive Cruise Control）に適用することができる。
また、同じように低ミュー（μ）路において効果を発揮するＡＢＳに適用してもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５８】
　以下、本発明の路面反射検出装置の実施形態に関して、図面に基づいて説明する。本発
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明の実施形態における路面反射検出装置は、例えば、自動車等の車両に搭載され、自車両
前方の走行区画（道路）を含む画像を撮影し、その撮影した画像から走行区画内の路面の
反射度合いを検出するもので、さらに、この検出した反射度合いに応じて、自車両のヘッ
ドライトの照射方向や光量等を調整するＡＦＳ（Adaptive Front-lighting System）に適
用される。
【００５９】
　（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態における路面反射検出装置１００の全体構成を示すブロック図であ
る。同図に示すように、路面反射検出装置１００は、カメラ１０、走行区画認識部２０、
路面反射検出部３０、ヘッドライト制御部４０、及びヘッドライトスイッチ５０によって
構成される。
【００６０】
　カメラ１０は、例えば、ビデオカメラ等であり、図２に示すように、自車両前方の画像
を撮影することができる位置に設けられる。このカメラ１０は、走行区画認識部２０から
のゲイン、シャッタースピード、フレームレート信号を受けて、撮影時のシャッタースピ
ード、フレームレート、ゲインを制御し、また、走行区画認識部２０や路面反射検出部３
０へ出力する画像信号に含まれる画素値信号の出力ゲインを制御する。この画素値信号と
は、撮影した画像の画素（Pixel）毎の明るさの程度（輝度）を示す信号である。なお、
画像信号には、画素値信号、画像の水平ライン・垂直ライン同期信号が含まれる。
【００６１】
　走行区画認識部２０は、カメラ１０からの画像信号を用いて、画像内における走行区画
（道路）を認識する。例えば、カメラ１０によって、図３に示すような走行区分線ＬＬ、
ＬＣ、ＬＲがペイントされる走行区画ＡＲを含む画像が撮影される場合、自車両から所定
距離前方までの走行区画ＡＲの領域内に含まれる画素位置を認識し、この認識した走行区
画の画素位置を示す走行区画情報を路面反射検出部３０へ送る。なお、走行区画認識部２
０は、例えば、テクスチャ解析等の画像解析手法を用いて走行区画を認識する。
【００６２】
　具体的には、走行区画認識部２０は、画像解析処理により、走行区画ＡＲの画素位置を
認識し、この走行区画ＡＲの水平ラインの境界（すなわち、画像における走行区画ＡＲの
上下の境界）となる画素位置を示す水平画素番号ＨＮ（例えば、１０ＨＮ～２３ＨＮなど
）と、この水平画素番号ＨＮ毎の走行区画ＡＲの垂直ラインの境界（すなわち、画像にお
ける走行区画ＡＲの左右の境界）となる画素位置を示す垂直画素番号ＶＮ（例えば、２０
ＶＮ～２８ＶＮなど）を特定する。そして、この特定した水平画素番号ＨＮと垂直画素番
号ＶＮの組み合わせからなる走行区画情報を路面反射検出部３０へ送る。
【００６３】
　また、走行区画認識部２０は、カメラ１０からの画素毎の画素値信号に基づいて、画像
の明るさを所定範囲の明るさに収まるように、カメラ１０の出力ゲイン、シャッタースピ
ード、フレームレートを制御する。
【００６４】
　路面反射検出部３０は、図１に示すように、画像抽出部３２、路面反射算出部３４、判
定部３６によって構成され、カメラ１０からの画像信号、走行区画認識部２０からの走行
区画情報、及びヘッドライトスイッチ５０からのスイッチ情報を受けるとともに、ヘッド
ライト制御部４０に対して走行区画ＡＲの路面の反射度合い情報を送る。
【００６５】
　画像抽出部３２は、走行区画認識部２０からの走行区画情報を用いて、カメラ１０によ
って撮影された画像から走行区画ＡＲの画像を抽出する（切り出す）。路面反射算出部３
４は、画像抽出部３２によって抽出された走行区画ＡＲの画像の画像信号に基づいて、走
行区画ＡＲ内の画素毎の輝度値の平均値（輝度平均値）を算出する。
【００６６】
　判定部３６は、路面反射算出部３４によって算出された輝度平均値が予め設定された輝
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度閾値以上であるか否かを判定する。そして、この判定結果に基づく走行区画ＡＲの路面
からの反射度合いを示す反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。なお、ヘッド
ライトスイッチ５０からのスイッチ情報として、自車両のヘッドライトがＯＮ状態である
ことを示す情報である場合にのみ、反射度合い情報を送るようにしてもよい。
【００６７】
　ヘッドライト制御部４０は、図示しない自車両のヘッドライトの照射方向や光量を制御
するもので、路面反射検出部３０からの反射度合い情報に基づいて、ヘッドライトの照射
方向や光量を制御する。ヘッドライトスイッチ５０は、自車両の運転席付近に配置され、
自車両のヘッドライトのＯＮ／ＯＦＦを選択する切り替えスイッチである。このヘッドラ
イトスイッチ５０のＯＮ／ＯＦＦ状態を示すスイッチ情報が路面反射検出部３０へ送られ
る。
【００６８】
　次に、本実施形態の特徴部分に係わる、路面反射検出装置１００の路面反射検出部３０
の処理について、図４に示すフローチャートを用いて説明する。同図に示すステップ（以
下、Ｓと記す）１０では、カメラ１０によって撮影された画像の画像信号を取得し、Ｓ２
０では、走行区画認識部２０からの走行区画情報を取得する。
【００６９】
　Ｓ３０では、カメラ１０によって撮影された画像から走行区画の画像を抽出する。Ｓ４
０では、Ｓ３０において抽出した走行区画の画像を構成する画素の平均輝度値を算出する
。Ｓ５０では、Ｓ４０において算出した輝度平均値が輝度閾値以上であるか否かを判定す
る。ここで、肯定判定される場合にはＳ６０へ処理を進め、否定判定される場合にはＳ７
０へ処理を進める。
【００７０】
　Ｓ６０では、輝度平均値が輝度閾値以上であるため、走行区画ＡＲの路面からの反射度
合いは高い（路面からの反射が有る）とする反射度合い情報を生成し、この生成した反射
度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。Ｓ７０では、輝度平均値が輝度閾値未満で
あるため、走行区画ＡＲの路面からの反射度合いは低い（路面からの反射が無い）とする
反射度合い情報を生成し、この生成した反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る
。
【００７１】
　すなわち、例えば、路面が乾燥状態にある場合、路面には光沢がないため、路面に向け
て照射される光の反射光の反射度合いは低い（路面からの反射が無い）のに対し、路面が
湿潤状態にある場合、路面には光沢があるため、その反射光の反射度合いは高くなる（路
面からの反射が有る）。
【００７２】
　従って、例えば、乾燥状態の路面に向けて光を照射したときの路面を撮影し、その撮影
画像の輝度値を上記輝度閾値として予め設定しておくことで、この輝度閾値を用いて路面
の反射度合いを検出することができる。これにより、輝度閾値以上の平均輝度値である場
合には、路面からの反射度合いは高いとする（路面からの反射が有る）検出結果を得るこ
とができる。
【００７３】
　これにより、ヘッドライト制御部４０は、反射度合い情報として路面の反射度合いが高
いとする情報が得られる場合には、自車両前方の自車両から近い範囲の光量を低下させた
り、自車両の右前方の照射範囲を自車両から近い範囲に狭めたりする制御を行うことで、
対向車両の運転者に対し、自車両のヘッドライトからの光による眩惑を低下することが可
能となる。
【００７４】
　なお、ヘッドライトの制御のみならず、路面が湿潤／凍結／積雪状態にある低ミュー（
μ）路において効果を発揮するシステム（例えば、ＡＢＳやＡＣＣ等）が搭載される場合
には、これらの安全システムに適用するようにしてもよい。
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【００７５】
　以上、説明したように、本実施形態の路面反射検出装置１００は、自車両前方を撮影し
た画像内における走行区画を認識する走行区画認識部２０を備え、この走行区画認識部２
０によって認識された走行区画内の画像を抽出し、この抽出した走行区画内の画像から路
面の反射度合いを検出する。
【００７６】
　これにより、自車両前方の道路が直線路であったりカーブ路であったりしたとしても、
ガードレール等の路側物を含むことのない走行区画内の画像から路面の反射度合いを検出
することができる。その結果、自車両前方の道路環境の変化に対応可能となる。
【００７７】
　（変形例１）
　本変形例は、画像抽出部３２において、自車両前方に先行車両等の物体が検出される場
合に、自車両と先行車両等の物体との間に位置する走行区画の画像を抽出するものである
。本変形例の路面反射検出装置１００は、図５に示すように、自車両前方に存在する先行
車両等の物体までの距離を検出するミリ波レーダ６０ａを備え、この検出した物体までの
距離を示す距離情報を走行区画認識部２０へ送る。このミリ波レーダ６０ａは、自車両前
方の所定範囲内にミリ波の電波を照射し、その反射波から自車両前方に存在する先行車両
等の物体までの距離や方向を検出するものである。
【００７８】
　なお、この先行車両等の物体を検出する物体検出手段としては、ミリ波レーダ６０ａに
限らず、例えば、マイクロ波を用いたものであってもよいし、超音波等を用いたレーダで
あってもよい。さらに、カメラ１０の撮影する画像から先行車両を含む物体を検出するよ
うにしてもよい。
【００７９】
　同図に示す画像抽出部３２は、走行区画の画像を抽出する際、走行区画認識部２０を介
して得られるミリ波レーダ６０からの距離情報を用いて、自車両と先行車両等の物体との
間に位置する走行区画の画像を抽出する。これにより、図６（ａ）に示すように、先行車
両等の物体が検出されない場合には、自車両の所定距離前方までの走行区画ＡＲを通常の
切り出し範囲として抽出し、同図（ｂ）に示すように、先行車両等の物体が検出される場
合には、自車両と先行車両等の物体との間に位置する走行区画ＡＲの画像を抽出する。
【００８０】
　これにより、自車両前方に存在する物体を含まない走行区画内の画像が抽出されるため
、例えば、先行車両の後部に設けられる反射板からの反射を路面からの反射として誤って
検出しないようにすることができる。
【００８１】
　（変形例２）
　本変形例は、自車両の速度の高低に応じて、画像抽出部３２の抽出する画像の範囲を決
定し、この決定した範囲の画像を抽出するものである。本実施形態において説明したよう
に、画像抽出部３２は、自車両の所定距離前方までの走行区画の画像を抽出するものであ
るが、本変形例では、この所定距離を自車両の速度に応じて変更する。
【００８２】
　本変形例の路面反射検出装置１００は、図７に示すように、自車両の速度を検出する車
速センサ６０ｂを備え、この検出した速度を示す速度情報を走行区画認識部２０へ送る。
同図に示す走行区画認識部２０は、この車速センサ６０ｂからの速度情報を画像抽出部３
２へ送り、画像抽出部３２は、この速度情報に基づいて抽出すべき画像の自車両前方の方
向の範囲を変更する。
【００８３】
　すなわち、一般に、車両の運転者は、低速で走行する場合には先行車両に対して短い車
間距離を保って走行し、高速で走行する場合には先行車両に対して長い車間距離を保って
走行することが多い。従って、例えば、自車両の速度が高い場合には、上記所定距離を長
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く設定し、自車両の速度が低い場合には、上記所定距離を短く設定する。これにより、画
像を抽出する際に先行車両を極力含まないようにすることができる。
【００８４】
　なお、自車両の速度が極低速である場合には画像を抽出しないようにしてもよい。これ
により、信号待ち等で停車中の先行車両を含む画像を抽出しないようにすることができる
。
【００８５】
　（変形例３）
　本変形例は、自車両の方向指示器の操作の検出結果に基づいて、画像抽出部３２の抽出
する画像の範囲を決定するものである。本変形例の路面反射検出装置１００は、図８に示
すように、図示しない自車両の方向指示器の操作を検出する操作検出部６０ｃを備え、こ
の検出した方向指示器の操作を示す操作情報を走行区画認識部２０へ送る。
【００８６】
　同図に示す走行区画認識部２０は、この操作検出部６０ｃからの操作情報を画像抽出部
３２へ送り、画像抽出部３２は、この操作情報を用いて、抽出すべき画像の範囲を決定す
る。例えば、方向指示器の操作が検出される場合には、自車両の直前の画像を抽出すべき
範囲として決定する。これにより、例えば、交差点等の右左折時に走行区画以外の物体を
含む画像を抽出しないようにすることができる。
【００８７】
　（変形例４）
　本変形例は、自車両のステアリングの操舵角や自車両の鉛直方向回りの角速度（ヨーレ
ート）等の車両状態の検出結果に基づいて、画像抽出部３２の抽出する画像の範囲を決定
するものである。本変形例の路面反射検出装置１００は、図９に示すように、ステアリン
グの操舵角を検出する操舵角センサと自車両のヨーレートを検出するヨーレートセンサか
らなる車両状態検出部６０ｄを備え、各センサの検出した車両状態を示す車両状態情報を
走行区画認識部２０へ送る。
【００８８】
　同図に示す走行区画認識部２０は、この車両状態検出部６０ｄからの車両状態情報を画
像抽出部３２へ送り、画像抽出部３２は、この操作情報を用いて抽出すべき画像の範囲を
決定する。例えば、所定操舵角以上の操舵角や所定ヨーレート以上のヨーレートが検出さ
れる場合には、自車両の直前の画像を抽出すべき範囲として決定する。これにより、交差
点等の右左折時や急カーブの走行時に走行区画以外の物体を含む画像を抽出しないように
することができる。
【００８９】
　なお、車両状態検出部６０ｄは、操舵角センサ、及びヨーレートセンサの何れか１つを
備えるものであってもよい。また、カメラ１０によって撮影された画像からヨーレートを
検出するものであってもよい。例えば、周知のオプティカルフローを検出することによっ
て、画像の時系列的な動きが検出できるため、このオプティカルフローの検出結果から、
自車両のヨーレートを推定するようにしてもよい。
【００９０】
　（変形例５）
　上記変形例２～４で説明した速度情報、操作情報、車両状態情報のうち、複数の情報に
基づいて抽出する画像の範囲を決定するものであってもよい。例えば、操作情報から方向
指示器の操作が検出される場合であっても、速度情報から高い速度が検出される場合には
、交差点等の右左折や急カーブの走行ではなく、自車両が車線変更をしているものと想定
される。従って、このような場合には、速度の高低に応じて抽出すべき画像の範囲を決定
することで、適切な範囲の画像を抽出することができる。
【００９１】
　（変形例６）
　本実施形態の走行区画認識部２０は、図３に示したように、走行区画ＡＲを認識するた
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め、この走行区画ＡＲ内の走行区分線ＬＬ、ＬＣ、ＬＲや道路標示等を含むことがあるが
、これらの画素位置の輝度は高い値を示すため、路面からの反射度合いが高いとして誤検
出することになる。
【００９２】
　従って、例えば、上述した画像解析手法等を用いて走行区分線や道路標示の画素位置を
認識し、この認識した画素位置の輝度値を算出対象から除外することで、これらを路面反
射と誤って検出しないようにすることができる。
【００９３】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態は、第１の実施形態によるものと共通するところが多いので、以下、共
通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重点的に説明する。第１の実施形態
の路面反射検出部３０は、路面反射算出部３４において走行区画内の画素毎の輝度値の平
均値（輝度平均値）を算出し、判定部３６では、路面反射算出部３４によって算出された
輝度平均値が予め設定された輝度閾値以上であるか否かを判定するものである。
【００９４】
　これに対し、本実施形態の路面反射検出部３０は、路面反射算出部３４において走行区
画内の水平ライン方向の画素毎の輝度値の変化の程度を示す輝度勾配を水平ライン毎に算
出するとともに、この水平ライン毎の輝度勾配から全ての水平ラインの平均的な輝度勾配
（平均輝度勾配）を算出し、判定部３６では、路面反射算出部３４によって算出された平
均輝度勾配が予め設定された輝度勾配閾値以上であるか否かを判定する点で異なる。
【００９５】
　先ず、路面反射算出部３４では、図１０（ａ）に示すように、画像抽出部３２の抽出し
た走行区画の画像から、所定の閾値（Ｅｔｈ）を超える輝度値を示す水平画素番号ＨＮを
特定する。そして、図１０（ｂ）に示すように、その特定した水平画素番号ＨＮの水平ラ
インにおいて、水平ライン方向の画素毎の輝度値の変化の程度を示す輝度勾配（ＷＹ／Ｗ
Ｘ）を算出する。その後、路面反射算出部３４は、特定した全ての水平画素番号ＨＮの水
平ライン毎の輝度勾配の平均値（平均輝度勾配）を算出する。
【００９６】
　判定部３６は、この平均輝度勾配が予め設定された輝度勾配閾値以上であるか否かを判
定する。そして、この判定結果に基づく走行区画の路面からの反射度合いを示す反射度合
い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。
【００９７】
　次に、本実施形態の特徴部分に係わる、路面反射検出装置１００の路面反射検出部３０
の処理について、図１１に示すフローチャートを用いて説明する。なお、同図に示すＳ１
０～Ｓ３０の各ステップは、第１の実施形態で説明した処理と同様であるので、その説明
を省略する。
【００９８】
　Ｓ４０ａでは、Ｓ３０において抽出した走行区画の画像から、所定の閾値（Ｅｔｈ）を
超える輝度値を示す水平ラインにおける輝度勾配を算出する。Ｓ４５ａでは、全ての水平
ラインの平均輝度勾配を算出する。
【００９９】
　Ｓ５０ａでは、Ｓ４５ａにおいて算出した平均輝度勾配が予め設定された輝度勾配閾値
以上であるか否かを判定する。ここで、肯定判定される場合にはＳ６０へ処理を進め、否
定判定される場合にはＳ７０へ処理を進める。
【０１００】
　Ｓ６０では、平均輝度勾配が輝度勾配閾値以上であるため、走行区画の路面からの反射
度合いは高い（路面からの反射が有る）とする反射度合い情報を生成し、この生成した反
射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。Ｓ７０では、平均輝度勾配が輝度勾配閾
値未満であるため、走行区画の路面からの反射度合いは低い（路面からの反射が無い）と
する反射度合い情報を生成し、この生成した反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ
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送る。
【０１０１】
　すなわち、例えば、走行区画に対して光が照射される場合、その光が照射される領域の
画素の輝度値は、光が照射されない領域の画素の輝度値に比べ高くなるが、その輝度値の
差異は、路面が乾燥状態である場合よりも湿潤状態にある場合の方が大きいものとなる。
【０１０２】
　従って、例えば、乾燥状態の路面に向けてヘッドライトの光を照射したときの路面を撮
影し、その撮影画像の輝度値の変化の程度を示す輝度勾配を輝度勾配閾値として予め設定
しておくことで、この輝度勾配閾値以上の平均輝度勾配である場合には、路面からの反射
度合いは高いとする（路面からの反射が有る）検出結果を得ることができる。なお、本実
施形態においても、上述した変形例１～６が適用可能であることは言うまでもない。
【０１０３】
　（第３の実施形態）
　第３の実施形態は、第２の実施形態によるものと共通するところが多いので、以下、共
通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重点的に説明する。第２の実施形態
の路面反射検出部３０は、全ての水平ラインの平均輝度勾配が輝度勾配閾値以上である否
かを判定するものである。
【０１０４】
　これに対し、本実施形態の路面反射検出部３０は、路面反射算出部３４において水平ラ
イン毎に輝度勾配を算出するとともに、この水平ライン毎の輝度勾配の数を算出し、判定
部３６では、路面反射算出部３４によって算出された輝度勾配の数が複数の水平ラインに
おいて予め設定された輝度勾配の数の閾値以上であるか否かを判定する点で異なる。
【０１０５】
　先ず、路面反射算出部３４では、上述したように、画像抽出部３２の抽出した走行区画
の画像から、所定の閾値（Ｅｔｈ）を超える輝度値を示す水平画素番号ＨＮを特定し、こ
の特定した水平画素番号ＨＮの水平ラインにおいて、水平ライン方向の画素毎の輝度値の
変化の程度を示す輝度勾配（ＷＹ／ＷＸ）を算出する。その後、路面反射算出部３４は、
特定した水平画素番号ＨＮの水平ライン毎の輝度勾配の数を算出する。
【０１０６】
　判定部３６は、この輝度勾配の数が複数の水平ラインにおいて予め設定された輝度勾配
の数の閾値以上であるか否かを判定する。そして、この判定結果に基づく走行区画の路面
からの反射度合いを示す反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。
【０１０７】
　次に、本実施形態の特徴部分に係わる、路面反射検出装置１００の路面反射検出部３０
の処理について、図１３に示すフローチャートを用いて説明する。なお、同図に示すＳ１
０～Ｓ３０の各ステップは、第２の実施形態で説明した処理と同様であるので、その説明
を省略する。
【０１０８】
　Ｓ４０ｂでは、Ｓ３０において抽出した走行区画の画像から、所定の閾値（Ｅｔｈ）を
超える輝度値を示す水平ラインにおける輝度勾配を算出する。Ｓ４５ｂでは、水平ライン
毎の輝度勾配の数（個数）を算出する。
【０１０９】
　Ｓ５０ｂでは、Ｓ４５ｂにおいて算出した輝度勾配の個数が予め設定された輝度勾配の
数の閾値以上であるか否かを判定する。ここで、肯定判定される場合にはＳ６０へ処理を
進め、否定判定される場合にはＳ７０へ処理を進める。
【０１１０】
　Ｓ６０では、輝度勾配の個数が閾値以上であるため、走行区画の路面からの反射度合い
は高い（路面からの反射が有る）とする反射度合い情報を生成し、この生成した反射度合
い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。Ｓ７０では、輝度勾配の個数が閾値未満である
ため、走行区画の路面からの反射度合いは低い（路面からの反射が無い）とする反射度合
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い情報を生成し、この生成した反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。
【０１１１】
　すなわち、例えば、図１２（ａ）に示すように、自車両のヘッドライトからの光が照射
される走行区画内の画像から路面の反射度合いを検出する場合、自車両のヘッドライトは
、通常、自車両の左右に設けられているため、走行区画の路面が湿潤状態である場合には
、走行区画内の画像からは２つの輝度勾配が算出されることになる。
【０１１２】
　従って、複数の水平ライン（例えば、全ての水平ライン）において、図１２（ｂ）に示
すように、輝度勾配の数が複数（例えば、２つ以上）ある場合には、自車両のヘッドライ
トの光による路面からの反射度合いは高いとする（路面からの反射が有る）検出結果を得
ることができる。なお、本実施形態においても、上述した変形例１～６が適用可能である
ことは言うまでもない。
【０１１３】
　（第４の実施形態）
　第４の実施形態は、第１の実施形態によるものと共通するところが多いので、以下、共
通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重点的に説明する。第１の実施形態
の路面反射検出部３０は、路面反射算出部３４において走行区画内の画素毎の輝度値の平
均値（輝度平均値）を算出し、判定部３６では、路面反射算出部３４によって算出された
輝度平均値が予め設定された輝度閾値以上であるか否かを判定するものである。
【０１１４】
　これに対し、本実施形態の路面反射検出部３０は、路面反射算出部３４において、走行
区画内の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定された閾値以上の輝度値を示す高輝度の画
素位置を算出するとともに、この算出した画素位置からなる高輝度領域の画素数を算出し
、判定部３６では、路面反射算出部３４によって算出された高輝度領域の画素数が予め設
定された画素数の閾値以上であるか否かを判定する点で異なる。
【０１１５】
　先ず、路面反射算出部３４では、画像抽出部３２の抽出した走行区画の画像から、予め
設定された閾値以上の輝度値を示す水平・垂直画素番号（ＨＮ・ＶＮ）を特定する。そし
て、その特定した水平・垂直画素番号（ＨＮ・ＶＮ）からなる高輝度領域の画素数を算出
する。言い換えれば、走行区画の画像を２値化画像に変換し、この２値化画像の高輝度領
域の画素数を算出する。
【０１１６】
　判定部３６は、高輝度領域の画素数が予め設定された画素数の閾値以上であるか否かを
判定する。そして、この判定結果に基づく走行区画の路面からの反射度合いを示す反射度
合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。
【０１１７】
　次に、本実施形態の特徴部分に係わる、路面反射検出装置１００の路面反射検出部３０
の処理について、図１５に示すフローチャートを用いて説明する。なお、同図に示すＳ１
０～Ｓ３０の各ステップは、第１の実施形態で説明した処理と同様であるので、その説明
を省略する。
【０１１８】
　Ｓ４０ｃでは、Ｓ３０において抽出した走行区画の画像から、予め設定された閾値以上
の輝度値を示す水平・垂直画素番号（ＨＮ・ＶＮ）からなる高輝度領域を算出する。Ｓ４
５ｃでは、高輝度領域の画素数を算出する。
【０１１９】
　Ｓ５０ｃでは、Ｓ４５ｃにおいて算出した高輝度領域の画素数が予め設定された画素数
の閾値以上であるか否かを判定する。ここで、肯定判定される場合にはＳ６０へ処理を進
め、否定判定される場合にはＳ７０へ処理を進める。
【０１２０】
　Ｓ６０では、高輝度領域の画素数が閾値以上であるため、走行区画の路面からの反射度
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合いは高い（路面からの反射が有る）とする反射度合い情報を生成し、この生成した反射
度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。Ｓ７０では、高輝度領域の画素数が閾値未
満であるため、走行区画の路面からの反射度合いは低い（路面からの反射が無い）とする
反射度合い情報を生成し、この生成した反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る
。
【０１２１】
　すなわち、例えば、図１４（ａ）に示すように、自車両のヘッドライトからの光が照射
される走行区画ＡＲ内の画像から路面の反射度合いを検出する場合、路面が湿潤状態にあ
るときには、図１４（ｂ）に示す高い輝度値を示す画素の領域ＡＲＨ１、ＡＲＨ２（高輝
度領域）の大きさが大きく、一方、路面が乾燥状態にあるときは、この高輝度領域ＡＲＨ
１、ＡＲＨ２の大きさが小さくなる。従って、高輝度領域ＡＲＨ１、ＡＲＨ２に含まれる
画素数が予め設定された画素数以上である場合には、路面からの反射度合いは高いとする
検出結果を得ることができる。なお、本実施形態においても、上述した変形例１～６が適
用可能であることは言うまでもない。
【０１２２】
　（変形例７）
　本実施形態では、画素数によって示される高輝度領域の大きさに基づいて、路面からの
反射度合いを検出するものであるが、本変形例のように、高輝度領域の縦横比によってそ
の領域の大きさを示し、この縦横比に基づいて路面からの反射度合いを検出するようにし
てもよい。
【０１２３】
　先ず、路面反射算出部３４では、画像抽出部３２の抽出した走行区画の画像から、予め
設定された閾値以上の輝度値を示す水平・垂直画素番号（ＨＮ・ＶＮ）を特定する。これ
により、図１６（ａ）に示す２値化画像の高輝度領域が算出される。次に、図１６（ｂ）
に示すように、この高輝度領域の重心位置を算出し、図１６（ｃ）に示すように、重心位
置を中心として、高輝度領域を所定角度（例えば、±９０度）の範囲で回転させ、図１６
（ｄ）に示す高輝度領域の縦横比（Ｌ／Ｄ）の最大値を算出する。
【０１２４】
　判定部３６は、高輝度領域の縦横比の最大値が予め設定された縦横比の閾値以上である
か否かを判定する。そして、この判定結果に基づく走行区画の路面からの反射度合いを示
す反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。
【０１２５】
　次に、本変形例における、路面反射検出装置１００の路面反射検出部３０の処理につい
て、図１７に示すフローチャートを用いて説明する。なお、同図に示すＳ１０～Ｓ３０の
各ステップは、第１の実施形態で説明した処理と同様であるので、その説明を省略する。
【０１２６】
　Ｓ４０ｄでは、Ｓ３０において抽出した走行区画の画像から、予め設定された閾値以上
の輝度値を示す水平・垂直画素番号（ＨＮ・ＶＮ）からなる高輝度領域を算出する。Ｓ４
２ｄは、高輝度領域の重心位置を算出する。Ｓ４５ｄでは、Ｓ４２ｄにて算出した重心位
置を中心として高輝度領域を所定角度の範囲で回転させ、高輝度領域の縦横比の最大値を
算出する。
【０１２７】
　Ｓ５０ｄでは、Ｓ４５ｄにおいて算出した高輝度領域の縦横比の最大値が予め設定され
た縦横比の閾値以上であるか否かを判定する。ここで、肯定判定される場合にはＳ６０へ
処理を進め、否定判定される場合にはＳ７０へ処理を進める。
【０１２８】
　Ｓ６０では、高輝度領域の縦横比の最大値が閾値以上であるため、走行区画の路面から
の反射度合いは高い（路面からの反射が有る）とする反射度合い情報を生成し、この生成
した反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。Ｓ７０では、高輝度領域の縦横比
の最大値が閾値未満であるため、走行区画の路面からの反射度合いは低い（路面からの反
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射が無い）とする反射度合い情報を生成し、この生成した反射度合い情報をヘッドライト
制御部４０へ送る。
【０１２９】
　すなわち、例えば、自車両のヘッドライトからの光が照射される走行区画内の画像から
路面の反射度合いを検出する場合、その路面から反射される高輝度領域は、自車両前方に
向かって縦長の形状となるが、路面が湿潤状態にあるときは、路面が乾燥状態にあるとき
に比べより縦長の形状を示すため、その縦横比が大きくなる。従って、高輝度領域の縦横
比が予め設定された縦横比の閾値以上である場合に、路面からの反射度合いは高いとする
検出結果を得ることができる。
【０１３０】
　（変形例８）
　例えば、１つの光源からの反射光であっても、路面の凹凸が大きい場合、高輝度領域が
複数に分割されることがある。このような場合、高輝度領域の大きさは、路面の凹凸の影
響により小さい領域を示すことになり、その結果、路面の反射度合いを正確に検出できな
くなる。
【０１３１】
　このように、複数の高輝度領域が算出される場合には、路面反射算出部３４において、
各々の高輝度領域毎の離れ度合い（例えば、２つの高輝度領域が算出される場合には、各
高輝度領域の境界を構成する画素位置のうち、最も距離の近い画素間の画素数）が予め設
定された離れ度合いの閾値以下となる複数の高輝度領域を１つの高輝度領域として算出す
る。これにより、路面の凹凸が大きい場合であっても、路面の反射度合いを正確に検出す
ることができる。
【０１３２】
　（第５の実施形態）
　第５の実施形態は、第４の実施形態によるものと共通するところが多いので、以下、共
通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重点的に説明する。第４の実施形態
の路面反射検出部３０は、路面反射算出部３４において、走行区画内の画素毎の輝度値に
基づいて、予め設定された閾値以上の輝度値を示す高輝度の画素位置を算出するとともに
、この算出した画素位置からなる高輝度領域の画素数を算出し、判定部３６では、路面反
射算出部３４によって算出された高輝度領域の画素数が予め設定された画素数の閾値以上
であるか否かを判定する。
【０１３３】
　これに対し、本実施形態の路面反射検出部３０は、路面反射算出部３４において、走行
区画内の画素毎の輝度値に基づいて、予め設定された閾値以上の輝度値を示す高輝度の画
素位置を算出するとともに、この算出した画素位置からなる高輝度領域の境界線の平滑度
合いを示すゆらぎ量を算出し、判定部３６では、路面反射算出部３４によって算出された
ゆらぎ量が予め設定されたゆらぎ量の閾値以上であるか否かを判定する点で異なる。
【０１３４】
　すなわち、例えば、先行車両からの光が照射される走行区画内の路面に凹凸がある場合
、高輝度領域の境界線は、図１８（ａ）に示すように、路面が湿潤状態である場合には路
面の凹凸の影響を受けてゆらいだものとなる。本実施形態では、この高輝度領域の境界線
の平滑度合いを示すゆらぎ量の大小によって、路面の反射度合いを検出する。
【０１３５】
　先ず、路面反射算出部３４では、画像抽出部３２の抽出した走行区画の画像から、予め
設定された閾値以上の輝度値を示す水平・垂直画素番号（ＨＮ・ＶＮ）を特定する。これ
により、例えば、図１８（ｂ）に示すような２値化画像の高輝度領域が算出される。次に
、同図（ｂ）に示すように、高輝度領域の水平ライン毎の水平ライン方向の中心画素位置
を算出し、その後、水平画素番号ＨＮが１だけ大きい水平ライン（すなわち、隣り合う水
平ライン）との中心位置の変位量を算出する。そして、この変位量の総和（ゆらぎ量）を
算出する。
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【０１３６】
　判定部３６は、算出したゆらぎ量が予め設定されたゆらぎ量の閾値以上であるか否かを
判定する。そして、この判定結果に基づく走行区画の路面からの反射度合いを示す反射度
合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。
【０１３７】
　次に、本実施形態の特徴部分に係わる、路面反射検出装置１００の路面反射検出部３０
の処理について、図１９に示すフローチャートを用いて説明する。なお、同図に示すＳ１
０～Ｓ３０の各ステップは、第１の実施形態で説明した処理と同様であるので、その説明
を省略する。
【０１３８】
　Ｓ４０ｅでは、Ｓ３０において抽出した走行区画の画像から、予め設定された閾値以上
の輝度値を示す水平・垂直画素番号（ＨＮ・ＶＮ）からなる高輝度領域を算出する。Ｓ４
２ｅでは、水平ライン毎の中心画素位置を算出する。Ｓ４５ｅでは、隣り合う水平ライン
との中心位置の変位量を算出し、この変位量の総和（ゆらぎ量）を算出する。
【０１３９】
　Ｓ５０ｅでは、Ｓ４５ｅにおいて算出したゆらぎ量が予め設定されたゆらぎ量の閾値以
上であるか否かを判定する。ここで、肯定判定される場合にはＳ６０へ処理を進め、否定
判定される場合にはＳ７０へ処理を進める。
【０１４０】
　Ｓ６０では、ゆらぎ量が閾値以上であるため、走行区画の路面からの反射度合いは高い
（路面からの反射が有る）とする反射度合い情報を生成し、この生成した反射度合い情報
をヘッドライト制御部４０へ送る。Ｓ７０では、ゆらぎ量が閾値未満であるため、走行区
画の路面からの反射度合いは低い（路面からの反射が無い）とする反射度合い情報を生成
し、この生成した反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。
【０１４１】
　これにより、高輝度領域の形状に関するゆらぎ量に基づいて、路面の反射度合いを検出
することができる。なお、本実施形態においても、上述した変形例１～６が適用可能であ
ることは言うまでもない。
【０１４２】
　（変形例９）
　例えば、変形例８で説明した路面の凹凸に対する処理を施したとしても、路面の凹凸の
影響ではなく、複数の光源から路面が照射される場合には、路面反射算出部３４において
複数の高輝度領域が算出される。このような場合には、画像抽出部３２の抽出した画像の
画素毎の輝度値に基づいて、走行区画内の自車両の車線位置を算出し、この算出した車線
内に位置する高輝度領域に基づいて、その高輝度領域の画素数、縦横比、若しくは、高輝
度領域の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量を算出する。これにより、自車両の車線内の
路面の反射度合いが検出できるようになる。
【０１４３】
　なお、自車両の車線内に複数の高輝度領域が算出される場合には、車線の中央位置に最
も近い高輝度領域に基づいて、その高輝度領域の画素数、縦横比、若しくは、高輝度領域
の境界線の平滑度合いを示すゆらぎ量を算出するようにしてもよい。
【０１４４】
　（変形例１０）
　例えば、図２０（ａ）に示すような高輝度領域を含む走行区画の画像が撮影される場合
、図２０（ｂ）に示すように、路面反射算出部３４において、この高輝度領域の長軸の向
く方向を算出し、この算出した高輝度領域の長軸が自車両のヘッドライト等の自車両から
照射する光源に向けられる方向、又は、カメラ１０に向けられる方向と異なる方向を示す
場合には、その高輝度領域を算出対象から除外するようにしてもよい。
【０１４５】
　これにより、上記方向と異なる方向を示す走行区画内の走行区分線を路面反射と誤って
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検出しないようにすることができる。なお、高輝度領域の長軸の方向は、例えば、変形例
７で説明した縦横比の算出方法を用いて、最大縦横比となる角度を求めればよい。
【０１４６】
　（第６の実施形態）
　本実施形態の路面反射検出装置１００は、第１の実施形態の変形例１によるものと共通
するところが多いので、以下、共通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重
点的に説明する。
【０１４７】
　本実施形態の路面反射検出装置１００は、図５に示したように、先行車両等の物体を検
出するミリ波レーダ６０ａを備え、同図の画像抽出部３２は、図２１（ａ）に示すように
、自車両と先行車両等の物体との間の走行区画ＡＲを抽出する。路面反射算出部３４は、
この画像抽出部３２の抽出した走行区画の画像の水平ライン方向の画素間の輝度微分値を
水平ライン毎に算出し、この算出した水平ライン毎の輝度微分値から全ての水平ラインの
輝度微分値の和を算出する。
【０１４８】
　判定部３６では、路面反射算出部３４によって算出された輝度微分値の和が予め設定さ
れた輝度微分閾値以上であるか否かを判定する。
【０１４９】
　先ず、路面反射算出部３４では、画像抽出部３２の抽出した走行区画の画像の画素毎の
輝度値に基づいて、図２１（ｂ）に示すように、水平ライン方向の画素間の輝度微分値を
水平ライン毎に算出する。そして、図２１（ｃ）に示すように、この算出した水平ライン
毎の輝度微分値から走行区画内の全ての水平ラインの輝度微分値の和を算出する。
【０１５０】
　判定部３６は、路面反射算出部３４によって算出された輝度微分値の和が予め設定され
た輝度微分閾値以上であるか否かを判定する。そして、この判定結果に基づく走行区画の
路面からの反射度合いを示す反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。
【０１５１】
　次に、本実施形態の特徴部分に係わる、路面反射検出装置１００の路面反射検出部３０
の処理について、図２２に示すフローチャートを用いて説明する。なお、同図に示すＳ１
０～Ｓ３０の各ステップは、第１の実施形態で説明した処理と同様であるので、その説明
を省略する。
【０１５２】
　Ｓ４０ｆでは、Ｓ３０において抽出した走行区画の画像の画素毎の輝度値から、水平ラ
イン方向の画素間の輝度微分値を水平ライン毎に算出する。Ｓ４５ｆでは、水平ライン毎
の輝度微分値から走行区画内の全ての水平ラインの輝度微分値の和を算出する。
【０１５３】
　Ｓ５０ｆでは、Ｓ４５ｆにおいて算出した輝度微分値の和が予め設定された輝度微分閾
値以上であるか否かを判定する。ここで、肯定判定される場合にはＳ６０へ処理を進め、
否定判定される場合にはＳ７０へ処理を進める。
【０１５４】
　Ｓ６０では、輝度微分値の和が輝度微分閾値以上であるため、走行区画の路面からの反
射度合いは高い（路面からの反射が有る）とする反射度合い情報を生成し、この生成した
反射度合い情報をヘッドライト制御部４０へ送る。Ｓ７０では、輝度微分値の和が輝度微
分閾値未満であるため、走行区画の路面からの反射度合いは低い（路面からの反射が無い
）とする反射度合い情報を生成し、この生成した反射度合い情報をヘッドライト制御部４
０へ送る。
【０１５５】
　すなわち、先行車両の後部に設けられる制動灯や車幅灯からの光の反射光は、カメラ１
０によって撮影される画像内において垂直方向に伸びていることが多いため、画像の水平
ライン方向の画素間の輝度微分値を算出すると、上記反射光の境界に相当する画素位置の



(20) JP 4258385 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

左右で大きな輝度微分値が得られる。そのため、全ての水平ラインの輝度微分値の和を算
出すると、上記反射光の境界に相当する画素位置の左右で大きな輝度微分値を示す。
【０１５６】
　従って、輝度微分値の和が予め設定された輝度微分閾値以上である場合には、先行車両
の光源による路面からの反射度合いは高いとする検出結果を得ることができる。なお、本
実施形態においても、上述した変形例１～６が適用可能であることは言うまでもない。
【０１５７】
　（変形例１１）
　上述した、第１～第６実施形態における路面反射検出部３０を構成する判定部３６は、
１つの閾値を用いて路面の反射度合いを判定しているが、複数の閾値を設定して路面の反
射度合いをさらに細かく判定するようにしてもよい。
【０１５８】
　すなわち、路面が湿潤／凍結／積雪状態にある場合、路面に光沢があるものの、路面の
反射度合いが各々の路面状態に応じて異なる。従って、この各々の路面状態に対応する複
数の閾値を予め設定しておくことで、路面の細かな反射度合いを検出することが可能とな
る。
【０１５９】
　（変形例１２）
　上述した、第１～第６実施形態における路面反射検出部３０を備え、その複数の路面反
射検出部３０によって検出された路面反射度合いの検出結果に重み付けを付与し、この重
み付けを付与した検出結果を総合して、最終的な検出結果をするようにしてもよい。
【０１６０】
　すなわち、第１～第６実施形態における輝度閾値、輝度勾配閾値、輝度勾配の数の閾値
、高輝度領域の大きさを示す閾値、ゆらぎ量の閾値、及び輝度微分閾値の少なくとも２つ
の閾値を用いた判定結果に基づく路面の反射度合いの検出結果から、最終的な路面の反射
度合いを検出するようにしてもよい。これにより、より正確な路面の反射度合いを検出す
ることが可能となる。
【０１６１】
　（変形例１３）
　上述した、第１～第６実施形態における路面反射検出部３０の検出結果の時間変化や、
路面の反射度合いの複数回の検出結果を踏まえて、最終的な路面の反射度合いを検出する
ようにしてもよい。
【０１６２】
　これにより、路面の反射度合いの検出結果にヒステリシスをもたせることができるため
、例えば、路面状態が著しく変化する場合であっても、路面の反射度合いの検出結果が著
しく変化しないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６３】
【図１】路面反射検出装置１００の全体構成を示すブロック図である。
【図２】自車両前方の画像を撮影するカメラ１０の配置を示す図である。
【図３】カメラ１０によって撮影される走行区画ＡＲを含む画像の例を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係わる、輝度平均値による路面の反射度合いを検出する路面反
射検出部３０の処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】第１の実施形態の変形例１に係わる、ミリ波レーダ６０ａを備える路面反射検出
装置１００の全体構成を示すブロック図である。
【図６】（ａ）は、通常の切り出し範囲を示したものであり、（ｂ）は、距離情報を用い
た切り出し範囲を示すものである。
【図７】第１の実施形態の変形例２に係わる、車速センサ６０ｂを備える路面反射検出装
置１００の全体構成を示すブロック図である。
【図８】第１の実施形態の変形例３に係わる、操作検出部６０ｃを備える路面反射検出装
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【図９】第１の実施形態の変形例４に係わる、車両状態検出部６０ｄを備える路面反射検
出装置１００の全体構成を示すブロック図である。
【図１０】（ａ）は、所定の閾値（Ｅｔｈ）を超える輝度値を示す水平ラインの水平画素
番号を特定する際のイメージ図であり、（ｂ）は、水平ライン方向の画素毎の輝度値の変
化の程度を示す輝度勾配（ＷＹ／ＷＸ）を算出する際のイメージ図である。
【図１１】第２の実施形態に係わる、輝度勾配による路面の反射度合いを検出する路面反
射検出部３０の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１２】（ａ）は、自車両のヘッドライトからの光が照射される走行区画内の画像を示
した図であり、（ｂ）は、複数の輝度勾配が算出される場合の例を示した図である。
【図１３】第３の実施形態に係わる、輝度勾配の個数による路面の反射度合いを検出する
路面反射検出部３０の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１４】（ａ）は、自車両のヘッドライトからの光が照射される走行区画ＡＲ内の画像
を示した図であり、（ｂ）は、２値化画像の高輝度領域ＡＲＨ１、ＡＲＨ２を示した図で
ある。
【図１５】第４の実施形態に係わる、高輝度領域の画素数による路面の反射度合いを検出
する路面反射検出部３０の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１６】（ａ）は、２値化画像の高輝度領域を示す図であり、（ｂ）は、高輝度領域の
重心位置を示す図であり、（ｃ）は、高輝度領域の画像を回転させる場合の例を示す図で
あり、（ｄ）は、高輝度領域の縦横比を示す図である。
【図１７】第４の実施形態の変形例７に係わる、高輝度領域の縦横比による路面の反射度
合いを検出する路面反射検出部３０の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１８】（ａ）は、高輝度領域の形状が路面の凹凸の影響を受けてゆらいだものとなる
場合を示した図であり、（ｂ）は、ゆらぎ量を算出する手順を説明した図である。
【図１９】第５の実施形態に係わる、ゆらぎ量による路面の反射度合いを検出する路面反
射検出部３０の処理の流れを示すフローチャートである。
【図２０】（ａ）は、高輝度領域を含む走行区画の画像が撮影される場合を示した図であ
り、（ｂ）は、高輝度領域の長軸の向く方向を算出した場合を示した図である。
【図２１】（ａ）は、自車両と先行車両等の物体との間の走行区画ＡＲを示す図であり、
（ｂ）は、水平ライン方向の画素間の輝度微分値を水平ライン毎に算出した場合の例を示
す図であり、（ｃ）は、水平ライン毎の輝度微分値から走行区画内の全ての水平ラインの
輝度微分値の和を算出した場合の例を示す図である。
【図２２】第６の実施形態に係わる、輝度微分値の和による路面の反射度合いを検出する
路面反射検出部３０の処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１６４】
　１０　カメラ
　２０　走行区画認識部
　３０　路面反射検出部
　３２　画像抽出部
　３４　路面反射算出部
　３６　判定部
　４０　ヘッドライト制御部
　５０　ヘッドライトスイッチ
　１００　路面反射検出装置
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