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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電波からなるレーダ波を送受信する送受信手段と、
　該送受信手段からの出力に基づいて、レーダ波を反射した物体を検出する物体検出手段
と、
　該物体検出手段にて検出された物体から、監視対象となる対象車両を抽出する対象車両
抽出手段と、
　前記物体検出手段にて検出された物体から、前記対象車両抽出手段にて抽出された対象
車両によって死角となる位置に存在する死角物体を抽出する死角物体抽出手段と、
　予め設定された動作切替条件が成立する場合、前記対象車両の床下に向けてレーダ波が
送信されるように、前記送受信手段から送信されるレーダ波の送信方向の少なくとも垂直
角度を変更する送信方向変更手段と、
　を備えることを特徴とする車載レーダ装置。
【請求項２】
　前記送信方向変更手段は、前記送受信手段から送信されるレーダ波の送信方向の水平角
度も変更することを特徴とする請求項１に記載の車載レーダ装置。
【請求項３】
　前記送信方向変更手段は、前記対象車両抽出手段により、道路上に停止している停止車
両が前記対象車両として抽出されていることを前記動作切替条件とすることを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の車載レーダ装置。
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【請求項４】
　前記停止車両が、交差点を右折しようとしている対向車両である場合、
　前記送信方向変更手段は、自車両が交差点を右折しようとしていることを、前記動作切
替条件に加えることを特徴とする請求項３に記載の車載レーダ装置。
【請求項５】
　前記対象車両抽出手段が抽出する対象車両は、自車両と同一走行路を走行する前方車両
であることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の車載レーダ装置。
【請求項６】
　前記対象車両抽出手段は、前記物体検出手段にて検出される物体のうち、該物体からの
反射波の受信レベルが予め設定された第１閾値より大きいものの中から前記対象車両を抽
出し、
　前記死角物体抽出手段は、前記物体検出手段にて検出される物体のうち、前記対象車両
より遠方に存在し、且つ該物体からの反射波の受信レベルが、前記第１閾値より小さく設
定された第２閾値より大きいものの中から前記死角物体を抽出することを特徴とする請求
項１ないし請求項５のいずれかに記載の車載レーダ装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の車載レーダ装置と、
　前記死角物体抽出手段にて死角物体が抽出された場合に、運転者に対する報知を行う報
知手段と、
　を備えることを特徴とする車両制御システム。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の車載レーダ装置と、
　前記死角物体抽出手段にて死角物体が抽出された場合に、該死角物体の挙動に従って、
自車両のアクセル又はブレーキのうち少なくとも一方を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする車両制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載され障害物などに関する情報を取得する車載レーダ装置、及び車
載レーダ装置が取得した情報に基づいて車両制御を実行する車両制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、交通事故の主な原因として、右折しようとして交差点の中央付近に停止して
いる対向車両（以下単に「右折車両」と称する。）や道路脇に停止している車両（以下単
に「停止車両」と称する。）の死角から飛び出してくる車両等との接触がある。このため
、右折車両や停止車両によって生じる死角の状況を把握するための情報を取得できるよう
にすることが望まれている。
【０００３】
　また、自車両の前方を走行する前方車両が大型車である場合、運転者の視界は、その前
方車両によって遮られてしまい、前方車両より前方の状況を把握することができない。そ
の結果、例えば、前々方車両が減速することにより前方車両が急ブレーキを踏むと、運転
者の対応が遅れてしまう場合がある。このため、前方車両によって生じる死角の状況を把
握するための情報を取得できるようにすることも望まれている。
【０００４】
　特に、前々方車両に関する情報は、近年普及されつつあるＡＣＣ（アダプティブクルー
ズコントロール）やＰＣＳ（プリクラッシュセーフティシステム）において、前方車両の
挙動（加減速）をより正確に推測して、スムーズに自車速を制御する上でも重要である。
【０００５】
　これに対して、交差点やカーブなど特に注意を必要とする特定地点にセンサやカメラな
どを配置し、これらセンサやカメラによって得られる情報を、路側に配置された通信装置
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を介して車両に取得させ、運転者に報知する走行支援システムが知られている。
【０００６】
　例えば、交差点に差し掛かった自車両において右折が指示されている場合には、通信装
置を介して対向車両に関する情報を取得し、交差点に接近している直進車があれば運転者
に対して音声による警告等を行うものである（例えば、特許文献１参照。）。
【０００７】
　また、自車前方に設置したカメラやレーダ装置によって、自車前方の道路状況を示す映
像や、自車前方を走行する前方車両に関する情報を取得し、その取得した映像や情報を自
車後方に設置した表示部を介して、自車後方を走行する後続車両に提示する情報表示シス
テムも知られている（例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２００５－１１２３９号公報
【特許文献２】特開平１０－９８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１に記載の装置では、情報を収集するセンサ，カメラや、収集した情
報を送信するための通信装置などといった路側のインフラを整備する必要があり、インフ
ラの普及が進んでいない現状では、ほとんどの場合に役に立たないという問題があった。
また、実用的なレベルに達するためにはインフラ整備のためのコストが非常に高くなって
しまうだけでなく、車両側にも路側と通信とする新たな通信機を搭載しなければならない
ため利用者の負担も大きいという問題があった。
【０００９】
　一方、特許文献２に記載の装置では、前方車両にカメラや表示装置が搭載されている場
合にのみ情報が得られ、他車両に依存した形でしか情報を得ることができないため、その
ような車両が殆ど存在してない現状では、前方車両によって生じる死角への対策としては
不十分であるという問題があった。
【００１０】
　本発明は、上記問題点を解決するために、路側通信装置などのインフラを用いることな
く、右折車両，停止車両，前方車両等によって生じる死角の状況を把握するための情報を
取得可能な車載レーダ装置、及びその車載レーダ装置を利用した車両制御システムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するためになされた本発明の車載レーダ装置では、送受信手段が、電波
からなるレーダ波を送受信し、この送受信手段からの出力に基づいて、物体検出手段が、
レーダ波を反射した物体を検出する。すると、対象車両抽出手段が、物体検出手段にて検
出された物体から、監視対象となる対象車両を抽出すると共に、死角物体抽出手段が、物
体検出手段にて検出された物体から、対象車両抽出手段にて抽出された対象車両によって
死角となる位置に存在する死角物体を抽出する。
【００１２】
　即ち、本発明の発明者らは各種実験の結果、電波からなるレーダ波は、図７に示すよう
に、車両の床下や窓を透過して伝搬し（主には床下）、その車両によって生じた死角に存
在する物体にまで到達すること、つまり、電波式のレーダ装置では、対象車両によって死
角となる位置に存在する死角物体からの反射波の受信、ひいては、その死角物体の検出が
可能であることを発見した。
【００１３】
　本発明は、この現象に着目したものであり、本発明によれば、右折車両，停止車両，前
方車両等によって生じる死角の状況を把握するための情報を、路側通信装置などのインフ
ラを用いることなくレーダ波の受信信号から取得することができる。
【００１４】
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　また、本発明の車載レーダ装置では、送信方向変更手段が、予め設定された動作切替条
件が成立する場合、対象車両の床下に向けてレーダ波が送信されるように送受信手段から
送信されるレーダ波の送信方向の少なくとも垂直角度を変更する。
【００１５】
　従って、本発明によれば、レーダ波が対象車両の床下をより伝搬し易くなるため、死角
物体をより確実に検出することができる。
　なお、送信方向変更手段は、送受信手段（少なくともアンテナ）の向きを機械的に変更
するように構成してもよいし、垂直方向にアンテナ素子を並べたアレーアンテナを用いる
ことにより、形成するビームの向きを、電気的に又は計算（ビームフォーミング）によっ
て変更するように構成してもよい。
【００１６】
　また、送信方向変更手段は、送受信手段が送信するレーダ波の送信方向の垂直角度だけ
でなく、水平角度も変更するように構成されていることが望まし。
　また、本発明において、送信方向変更手段は、例えば、対象車両抽出手段により道路上
に停止している停止車両が対象車両として抽出されていることを、動作切替条件とするよ
うに構成することができる。
【００１７】
　この場合、対象車両（停止車両）によって生じる死角に存在する死角物体を検出するこ
とができるため、この死角から飛び出してくる死角物体と接触する危険性を確実に低減す
ることができる。
【００１８】
　更に、停止車両が、交差点を右折しようとしている対向車両である場合、送信方向変更
手段は、自車両が交差点を右折しようとしていることを、動作切替条件に加えるように構
成されていることが望ましい。
【００１９】
　この場合、対象車両（右折車両）によって生じる死角から交差点に進入しようとしてい
る直進車両を死角物体として検出することができるため、交差点を右折する際の安全性を
向上させることができる。しかも、自車両が右折をしない場合に、無駄に死角物体の検出
が行われてしまうことも防止できる。
【００２０】
　また、対象車両抽出手段が抽出する対象車両は、自車両と同一走行路を走行する前方車
両であってもよい。
　この場合、前方車両（対象車両）によって生じる死角に存在する物体、例えば、前々方
車両の挙動を把握することができるため、前方車両の挙動を推測する際などに有力な情報
として用いることができる。
【００２１】
　ところで、対象車両抽出手段は、物体検出手段にて検出される物体のうち、物体からの
反射波の受信レベルが予め設定された第１閾値より大きいものの中から対象車両を抽出し
、死角物体抽出手段は、物体検出手段にて検出される物体のうち、対象車両より遠方に存
在し、且つ物体からの反射波の受信レベルが、第１閾値より小さく設定された第２閾値よ
り大きいものの中から死角物体を抽出するように構成されていることが望ましい。
【００２２】
　つまり、死角物体に到達するレーダ波、及び死角物体からの反射波は、死角物体と当該
レーダ装置との間をダイレクトには伝搬されず、路面等に反射して伝搬されるため、図８
に示すように、死角物体からの反射波の受信レベルは、対象車両からの反射波の受信レベ
ルと比較して大幅に低くなる場合が多い。このため、死角物体を検出する際に使用する第
２閾値を、対象車両を検出する際に使用する第１閾値より小さくすれば、死角物体をより
確実に検出することができる。
【００２３】
　次に、上記車載レーダ装置を利用した車両制御システムでは、報知手段が、死角物体抽
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出手段にて死角物体が抽出された場合に、運転者に対する報知を行う。
　つまり、対象車両の死角に隠れた物体に対する運転者の注意を促すことができるため、
その物体の存在によって生じる危険を回避できる可能性を高めることができる。
【００２４】
　また、上記車載レーダ装置を利用した車両制御システムでは、制御手段が、死角物体抽
出手段にて死角物体が抽出された場合に、該死角物体の挙動に従って、自車両のアクセル
又はブレーキのうち少なくとも一方を制御する。
【００２５】
　例えば、対象車両が前方車両である場合は、死角物体（即ち、前前方車両）が前方車両
に与える影響を推定して、自車両のアクセルやブレーキを制御するため、前方車両の挙動
だけを検出して車両制御（例えば、ＡＣＣやＰＣＳ）を実行する場合と比較して、より的
確で応答性のよい車両制御を実行することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
  図１は、本発明が適用された車両制御システム１の構成を示したブロック図である。
　図１に示すように、車両制御システム１は、車両の前面に設置され車両前方の所定検出
範囲内に位置する物体（先行車両や障害物など）を検出する前方レーダ１０を備えている
。
【００２７】
　この前方レーダ１０は、車間制御ＥＣＵ２０に接続され、その車間制御ＥＣＵ２０は、
ＬＡＮ通信バスを介して、ナビＥＣＵ２２，エンジンＥＣＵ２４，ブレーキＥＣＵ２６，
エアバッグＥＣＵ２８等と接続されている。また、各ＥＣＵ２０，２２，２４，２６，２
８は、いずれも周知のマイクロコンピュータを中心に構成され、少なくともＬＡＮ通信バ
スを介して通信を行うためのバスコントローラを備えている。尚、ここでは、ＬＡＮ通信
バスを介して行うＥＣＵ間のデータ通信は、車載ネットワークで一般的に利用されている
ＣＡＮ（ドイツ、Robert Bosch 社が提案した「Controller Area Network」）プロトコル
を用いている。
【００２８】
　前方レーダ１０は、いわゆるＦＭＣＷレーダとして構成されたものであり、周波数変調
されたミリ波帯のレーダ波を送受信すると共に、送信信号の一部からなるローカル信号と
ターゲットからの反射波に基づく受信信号とを混合することでビート信号を生成するレー
ダ送受信部１２を備えている。このレーダ送受信部１２は、機械的に垂直方向，水平方向
に向きを変えることができるように構成されており、その向きの変化に伴って、レーダ波
の送信方向も変化するように構成されている。
【００２９】
　また、前方レーダ１０は、レーダ波の送信方向が水平方向に変化するようにレーダ送受
信部１２を駆動する水平駆動部１４と、レーダ波の送信方向が垂直方向に変化するように
レーダ送受信部１２を駆動する垂直駆動部１６と、水平駆動部１４，垂直駆動部１６を介
してレーダ波の送信方向を制御すると共に、レーダ送受信部１２にて生成されるビート信
号をサンプリングすることで得られるサンプリングデータに基づいて、監視対象とすべき
対象車両（ターゲット）に関するターゲット情報（対象車両との距離，相対速度，方位な
ど）や、その対象車両の死角に位置する死角物体に関するフラグ情報（前前方車両減速フ
ラグ，死角物体存在フラグ）を生成する信号処理部１８とを備え、信号処理部１８にて生
成されたターゲット情報やフラグ情報を車間制御ＥＣＵ２０に送信するように構成されて
いる。
【００３０】
  ナビＥＣＵ２２は、図示しない位置検出器，地図データ入力器，操作スイッチ群，ディ
スプレイ，スピーカ等と共に周知のナビゲーション装置を構成する装置であり、現在位置
付近の地図を表示してその中に車両現在位置マークを表示する現在位置表示処理、目的地
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までの経路を設定する経路設定処理、経路設定処理により設定された経路に従ってディス
プレイへの表示やスピーカからの音声出力による経路案内を行う経路案内処理などを実行
する。そして、ナビＥＣＵ２２は、最寄りの交差点までの距離を表す交差点情報や、経路
設定が行われている場合には、その交差点を右折するか否かを表す右折情報等を、車間制
御ＥＣＵ２０に送信するように構成されている。
【００３１】
　エンジンＥＣＵ２４は、図示しない車速センサ，スロットル開度センサ，アクセルペダ
ル開度センサからの検出情報（車速，エンジン制御状態、アクセル操作状態）を車間制御
ＥＣＵ２０に送信すると共に、車間制御ＥＣＵ２０からは目標加速度、フューエルカット
要求、ダイアグ情報等を受信し、これら受信した情報から特定される運転状態に応じて、
内燃機関（ここでは、ガソリンエンジン）のスロットル開度を調整するスロットルアクチ
ュエータ等に対して駆動命令を出力することで、内燃機関の駆動力を制御するように構成
されている。
【００３２】
　ブレーキＥＣＵ２６は、図示しないステアリングセンサ，ヨーレートセンサからの検出
情報（操舵角，ヨーレート）に加え、図示しないＭ／Ｃ圧センサからの情報に基づいて判
断したブレーキペダル状態を車間制御ＥＣＵ２０に送信すると共に、車間制御ＥＣＵ２０
から目標加速度，ブレーキ要求等を受信し、これら受信した情報や判断したブレーキペダ
ル状態に従って、ブレーキ油圧回路に備えられた増圧制御弁・減圧制御弁を開閉するブレ
ーキアクチュエータを駆動することでブレーキ力を制御するように構成されている。
【００３３】
　車間制御ＥＣＵ２０は、図示しない警報ブザーが接続されており、また、エンジンＥＣ
Ｕ２４から現車速やエンジン制御状態、ブレーキＥＣＵ２６から操舵角，ヨーレート，ブ
レーキ制御などの制御状態、ナビＥＣＵ２２から交差点情報や右折情報、前方レーダ１０
からターゲット情報やフラグ情報を受信し、両フラグについては、ＬＡＮ通信バスを介し
てエアバッグＥＣＵ２８にも転送するように構成されている。
【００３４】
　そして、車間制御ＥＣＵ２０は、車速や操舵角から求めたカーブ曲率半径に基づいて、
ターゲット情報に示された対象車両の自車線確率を演算し、その自車線確率に基づいて、
車間距離制御すべき前方車両を決定する処理や、その前方車両との車間距離を適切に調節
するための制御指令値として、エンジンＥＣＵ２４には目標加速度，フューエルカット要
求，ダイアグ情報等を送信し、ブレーキＥＣＵ２６には、目標加速度，ブレーキ要求等を
送信するＡＣＣ制御を実行する。更に、車間制御ＥＣＵ２０は、前方レーダ１０から受信
したフラグ情報を、エアバッグＥＣＵ２８等に転送すると共に、これらフラグ情報がオン
に設定されている場合は、ブレーキの効きを良くしたり、加速を抑制したりするための制
御や、運転者の注意を促すため警報ブザーを鳴動させる制御等を実行する。
【００３５】
　エアバッグＥＣＵ２８は、Ｇセンサから出力される衝撃力情報（加速度信号）に基づき
、車両衝突時に車体に発生した衝撃を検出して、エアバッグを作動させる（膨らませる）
ことで、いわゆるＰＣＳ（プリクラッシュセーフティシステム）を実現する周知のもので
あり、車間制御ＥＣＵ２０を介して前方レーダ１０から受信したフラグ情報に従って、エ
アバッグの作動状態を変化させるように構成されている。
【００３６】
　次に、前方レーダ１０の信号処理部１８が実行する処理を、図２に示すフローチャート
に沿って説明する。なお、本処理は予め設定された一定周期で繰り返し起動されるものと
する。
【００３７】
　本処理が起動すると、まず動作モードの設定を行う動作モード設定処理を実行する（Ｓ
１１０）。但し、動作モードは、通常モード／死角検知モードからなり、初期状態では通
常モードに設定されているものとする。
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【００３８】
　この動作モード設定処理では、図３のフローチャートに示すように、まず、現在の動作
モードが死角検知モードであるか否かを判断する（Ｓ３１０）。現在の動作モードが死角
検知モードではなく通常モードであれば、前回の起動時に取得したターゲット情報から、
自車両の前方に停止車両が存在しているか否かを判断し（３２０）、停止車両が存在して
いなければ、そのまま本処理を終了する。
【００３９】
　一方、停止車両が存在していれば、その停止車両は対向車線側の右折車両（以下、単に
「右折車両」と称する。）であるか否かを判断する（Ｓ３３０）。この判断では、車間制
御ＥＣＵ２０を介してナビＥＣＵ２２から取得する交差点情報と、停止車両のターゲット
情報（特に距離，方位）とに基づいて判断する。
【００４０】
　そして、停止車両が右折車両であれば、自車両は右折しようとしているか否かを判断す
る（Ｓ３４０）。この判断は、ナビＥＣＵ２２からの右折情報、又は図示しない方向指示
器からの入力に基づいて判断する。
【００４１】
　そして、自車両が右折しようとしていないと判断された場合は、そのまま本処理を終了
する。一方、Ｓ３３０にて停止車両は右折車両ではないと判断された場合、又はＳ３４０
にて自車両は右折しようとしていると判断された場合は、動作モードを死角検知モードに
設定し（Ｓ３５０）、レーダ波の送信方向が停止車両の床下に向くように、水平駆動部１
４を介してレーダ送受信部１２の水平角を制御する（Ｓ３６０）と共に、垂直駆動部１６
を介してレーダ送受信部１２の垂直角を制御して（Ｓ３７０）、本処理を終了する。
【００４２】
　先のＳ３１０にて、現在の動作モードが死角検知モードであると判断された場合、死角
検知モード解除条件が成立しているか否かを判断する（Ｓ３８０）。具体的には、例えば
、死角検知モードが設定される原因となった停止車両の位置を通過したか否かを、死角検
知モード解除条件とすればよい。
【００４３】
　そして、死角検知モード解除条件が成立していなければ、そのまま本処理を終了し、一
方、死角検知モード切替条件が成立していれば、死角検知モードを解除することで、動作
モードを通常モードとし（Ｓ３９０）、レーダ波のビームの送信方向が予め設定された水
平基準方向及び垂直基準方向に向くように、水平駆動部１４を介してレーダ送受信部１２
の水平角を制御する（Ｓ４００）と共に、垂直駆動部１６を介してレーダ送受信部１２の
垂直角を制御して（Ｓ４１０）、本処理を終了する。
【００４４】
　つまり、対向車線側の右折車両が存在し且つ自車両が右折しようとしている場合、又は
右折車両以外の停止車両が存在している場合に、動作モードが死角検知モードに設定され
、死角検知モード解除条件が成立するまでの間、停止車両（右折車両）の床下に向けてレ
ーダ波を送信するようにされている。
【００４５】
　図２に戻り、このような動作モード設定処理の実行後、レーダ送受信部１２を駆動して
レーダ波の送受信を行い、レーダ送受信部１２にて生成されるビート信号をサンプリング
するレーダ送受信処理を実行する（Ｓ１２０）。更に、そのレーダ送受信処理で得られた
サンプリングデータをＦＦＴ処理し（Ｓ１２５）、その処理結果である周波数スペクトラ
ムから、図８に示すように、予め設定された通常閾値（第１閾値に相当）より受信レベル
が大きい周波数ピークを抽出し、その抽出した周波数ピークに基づいて、自車両の前方に
存在する各種物体（車両，路側物，障害物など）を認識する物体認識処理を実行する（Ｓ
１３０）。
【００４６】
　なお、ビート信号のＦＦＴ処理結果から抽出した周波数ピークに基づいて物体認識を行
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う処理は、ＦＭＣＷレーダにおいて周知であるため、ここでは説明を省略する。
　次に、Ｓ１３０の物体認識処理で検出された物体の中から、物体の検出結果（物体の位
置や速度，大きさ等）の履歴等に基づいて、監視の対象とすべき対象車両（自車両の前方
を走行する前方車両や走行路上に停止している停止車両）を抽出する（Ｓ１４０）。
【００４７】
　更に、Ｓ１２５のＦＦＴ処理結果である周波数スペクトラムから、図８に示すように、
通常閾値より小さく設定された死角検出閾値（第２閾値に相当）より受信レベルが大きい
周波数ピークを抽出し、その抽出した周波数ピークに基づいて、Ｓ１４０にて抽出された
対象車両より遠くに存在する各種物体を認識する物体認識処理を実行する（Ｓ１４５）。
【００４８】
　そして、Ｓ１４５の物体認識処理で検出された物体の中から、Ｓ１４０にて抽出された
対象車両の存在によって自車両からは死角となる領域に位置する物体（以下「死角物体」
と称する。）を抽出する（Ｓ１５０）。なお、対象車両や死角物体の抽出では、少なくと
も、その車両や物体の距離，方位，相対速度に関する情報も抽出する。
【００４９】
　これに続けて、先のＳ１１０にて設定される現在の動作モードが死角検知モードである
か否かを判断し（Ｓ１６０）、死角検知モードでなければ、先のＳ１４０にて抽出された
対象車両（この場合は前方を走行している前方車両）の死角物体、即ち、前方車両の前方
を走行している前前方車両が存在するか否かを判断する（Ｓ１７０）。
【００５０】
　前前方車両が存在していれば、その前前方車両は減速しているか否かを判断し（Ｓ１８
０）、前前方車両が減速していれば、前前方車両減速フラグをオンに設定して（Ｓ１９０
）、Ｓ２２０に進む。
【００５１】
　また、Ｓ１７０にて前前方車両が存在しないと判断されるか、又は前前方車両が減速し
ていないと判断された場合には、前前方車両減速フラグをオンに設定することなく、Ｓ２
２０に進む。
【００５２】
　先のＳ１６０にて、現在の動作モードが死角検知モードであると判断された場合、先の
Ｓ１４０にて抽出された対象車両（この場合、停止車両（右折車両を含む））の死角から
飛び出す可能性のある死角物体、即ち、交差点に進入しようとしている直進車両や、停止
車両の前を横切ろうとしている車両や人が存在するか否かを判断し（Ｓ２００）、そのよ
うな死角物体が存在すれば、死角物体存在フラグをオンに設定して（Ｓ２１０）、Ｓ２２
０に進み、そのような死角物体が存在しなければ、死角物体存在フラグをオンに設定する
ことなくＳ２２０に進む。
【００５３】
　最後に、Ｓ１４０にて抽出した対象車両のターゲット情報（距離，方位，相対速度等）
、及び、その対象車両について、Ｓ１９０，Ｓ２１０にて設定されるフラグ情報（前前方
車両減速フラグ，死角物体存在フラグ）を、車間制御ＥＣＵ２０に送信して（Ｓ２２０）
、本処理を終了する。
【００５４】
　これらターゲット情報及びフラグ情報は、車間制御ＥＣＵ２０にて各種制御（ＡＣＣ制
御や警報発生制御）に使用されると共に、フラグ情報については、ＬＡＮ通信バスを介し
て他のＥＣＵにも転送され、例えば、エアバッグＥＣＵ２８での制御（ＰＣＳ制御）等に
使用される。
【００５５】
　このように構成された車両制御システム１では、例えば、図４に示すように、交差点の
中央付近に、右折のために停止している停止車両（右折車両）を検出し、且つ、自車両が
同じ交差点を右折しようとしていると判定した場合、動作モードが死角検知モードとなり
、その右折車両の床下に向けてレーダ波が送信される。これにより、右折車両の床下を伝
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搬するレーダ波により、右折車両によって死角となる領域から、交差点に進入する直進車
両（死角車両）が検出され易くなる。
【００５６】
　また、例えば、図５に示すように、路上に停止している右折車両以外の停止車両を検出
した場合も、動作モードが死角検知モードとなり、その停止車両の床下に向けてレーダ波
が送信される。これにより停止車両の床下を伝搬するレーダ波により、停止車両によって
死角となる領域、例えば、停止車両の前方を横切ろうとしている車両や人（死角物体）が
検出され易くなる。
【００５７】
　そして、これら死角物体が検出されると、死角物体存在フラグがオンに設定されるため
、このフラグを受信した車間制御ＥＣＵ２０によって、警報ブザーを鳴動させる制御が実
行され、運転者の注意が促されることになる。なお、ここでは警報ブザーが鳴動するだけ
であるが、危険を回避するための車両制御を実行するように構成してもよい。
【００５８】
　更に、例えば、図６に示すように、高速道路などでＡＣＣ制御の対象となる前方車両を
検出している状態、特に、前方車両までの距離がある程度離れた状態では、レーダ波は元
々前方車両の床下を伝搬し易い状態にある。従って、レーダ波の方向をあえて変化させな
くても、前方車両の床下を伝搬するレーダ波により、前方車両によって死角となる領域を
走行する前前方車両の検出が可能となる。
【００５９】
　そして、前前方車両が検出され、しかも、その前前方車両が減速していることが検出さ
れると、前前方車両減速フラグがオンに設定されるため、このフラグを受信した車間制御
ＥＣＵ２０によって、前前方車両の挙動を考慮したＡＣＣ制御が実行される。
【００６０】
　以上詳述したように、車両制御システム１によれば、停止車両（右折車両を含む），前
方車両を対象車両とし、これら対象車両によって生じる死角の状況を把握するための情報
を、レーダ波の受信信号から取得しているため、路側通信装置などのインフラや他車両の
搭載装置に依存することなく、簡単かつ確実に死角物体に関する情報を取得することがで
き、更には、その死角物体に関する情報を利用した制御を提供することができる。
【００６１】
　また、車両制御システム１によれば、ビート信号をＦＦＴ処理した結果から周波数ピー
クを抽出する場合、死角物体の候補となる物体を検出する時には、対象車両の候補となる
物体を検出する時より受信レベルの低い周波数ピークも検出するようにされているため、
受信レベルが通常より低くなる死角物体を確実に検出することができる。
【００６２】
　また、車両制御システム１によれば、対象車両が停止車両である場合、レーダ波の送信
方向が停止車両の床下に向くように制御して、レーダ波が停止車両の死角に位置する死角
物体まで伝搬し易いようにされているため、死角物体をより確実に検出することができる
。
【００６３】
　更に、車両制御システム１では、前前方車両や死角物体が存在する場合に、警報ブザー
を鳴動させたり、危険を回避するためのブレーキ制御やアクセル制御、更にはＰＣＳ制御
を実行したりするようにされているため、走行の安全性を向上させることができる。
【００６４】
　なお、上記実施形態において、前方レーダ１０が車載レーダ装置、レーダ送受信部１２
が送受信手段、Ｓ１２０～Ｓ１３０，Ｓ１３５が物体検出手段、Ｓ１４０が対象車両抽出
手段、Ｓ１５０死角物体抽出手段、水平駆動部１４，垂直駆動部１６，Ｓ１１０（Ｓ３１
０～Ｓ４１０）が送信方向変更手段、車間制御ＥＣＵ２０やエンジンＥＣＵ２４，ブレー
キＥＣＵ２６，エアバッグＥＣＵ２８が報知手段や制御手段に相当する。
【００６５】
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　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、様々な態様にて実施することが可
能である。
【００６６】
　例えば、上記実施形態では、レーダ波の送信方向を機械的に変化させているが、アレイ
アンテナを用いて電気的に又は計算（ビームフォーミング）によって変化させるように構
成してもよい。
【００６７】
　上記実施形態では、レーダ波の送信方向を、水平方向及び垂直方向のいずれにも変化さ
せているが、垂直方向にだけ変化させるように構成してもよい。
　上記実施形態では、通常モードの時には、レーダ波の送信方向を、水平基準方向及び垂
直基準方向に固定しているが、前方車両までの距離に応じて垂直角度を変化させるように
構成してもよい。
【００６８】
　上記実施形態では、単一の前方レーダ１０によって、前方車両の死角物体（前前方車両
）の検出と、停止車両の死角物体の検出とを行っているが、複数のレーダ装置を用いて、
これらの検出を、異なるレーダを用いて行うように構成してもよい。
【００６９】
　上記実施形態では、前方レーダ１０としてＦＭＣＷレーダを用いているが、電波の反射
を利用するレーダであれば他方式のレーダを用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明が適用された車両制御システムの構成を示すブロック図。
【図２】前方レーダの信号処理部が実行する処理の内容を示すフローチャート。
【図３】図２の処理中に示された動作モード設定処理の詳細を示すフローチャート。
【図４】対向車線側の右折車両が存在する場合の自車両周辺の状況を示す説明図。
【図５】停止車両が存在する場合の自車両周辺の状況を示す説明図。
【図６】前前方車両が存在する場合の自車両周辺の状況を示す説明図。
【図７】発明の基礎となる原理を示す説明図。
【図８】対象車両の検出時と死角物標の検出時とで、ビート信号のＦＦＴ処理結果から周
波数ピークを検出する際に用いる閾値を変化させることを示す説明図。
【符号の説明】
【００７１】
　１…車両制御システム、１０…前方レーダ、１２…レーダ送受信部、１４…水平駆動部
、１６…垂直駆動部、１８…信号処理部、２０…車間制御ＥＣＵ、２２…ナビＥＣＵ、２
４…エンジンＥＣＵ、２６…ブレーキＥＣＵ、２８…エアバッグＥＣＵ。
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