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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に設けた撮像体により撮像した画像を処理して自車両前方の立体物を認識する前方
環境認識手段と、
　上記自車両が対向車線を交差する状況に移行することを検出する自車両交差移行検出手
段と、
　上記自車両前方の対向車線に存在し走行を待機する対向待機車を検出する対向待機車検
出手段と、
　上記対向待機車の検出領域に基づいて上記対向待機車の対向車線側の近傍に対向直進車
を検出する対向直進車検出エリアを設定する対向直進車検出エリア設定手段と、
　上記対向直進車検出エリアから上記対向直進車を検出する対向直進車検出手段と、
　を備え、
　上記対向直進車検出手段は、上記対向直進車検出エリアに新たな立体物を検出した際、
該新たな立体物と上記対向待機車のそれぞれの距離情報と異なる距離情報が上記新たな立
体物と上記対向待機車との間に検出されるか判定し、上記異なる距離情報が検出されない
場合、上記新たな立体物を上記対向直進車として検出することを特徴とする車両用運転支
援装置。
【請求項２】
　上記自車両交差移行検出手段は、自車速が低速であり、且つ、上記対向車線に向けての
ウインカースイッチが作動状態の場合に上記自車両が走行車線から対向車線を交差する状
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況に移行すると判断することを特徴とする請求項１記載の車両用運転支援装置。
【請求項３】
　上記対向待機車検出手段は、自車両前方の予め設定しておいた距離内に存在する対向車
であって、上記自車両に向けての車速が低速で、且つ、数フレーム連続して検出した対向
車を上記対向待機車として検出することを特徴とする請求項１又は請求項２記載の車両用
運転支援装置。
【請求項４】
　上記対向直進車検出エリア設定手段は、上記対向待機車の対向車線側のエリアに他の立
体物が存在している場合は、該他の立体物の対向車線側のエリアに上記対向直進車検出エ
リアを設定することを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか一つに記載の車両用運転
支援装置。
【請求項５】
　上記対向直進車が存在する場合に報知する報知手段を有することを特徴とする請求項１
乃至請求項４の何れか一つに記載の車両用運転支援装置。
【請求項６】
　上記報知手段は、上記対向直進車の存在位置に応じて報知の仕方を可変することを特徴
とする請求項５記載の車両用運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ステレオカメラ等で検出した自車両前方の走行環境で、特に交差点等で、前方
に存在する対向待機車に遮られ視認が困難な対向直進車を適切に検出し得る車両用運転支
援装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
左側通行での交差点右折時において、対向右折車線等に対向右折待機車が存在する場合に
は、対向直進車の確認がしづらくなる。このような状況では、ドライバは見づらい対向車
、右折先の横断歩道等多くの情報を整理しなければならないため、ドライバへの負担が非
常に大きくなる。
【０００３】
こうしたことから、インフラを整備して、交差点右折時に、対向車線を走行してくる対向
直進車を交差点に設けた障害物センサでいち早く検出し、右折しようとする車両に送信し
て警報を行うことで、右折しようとする車両と対向直進車との接触事故を防止する技術が
提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
しかしながら、この特許文献１のようなインフラ設備を利用する技術では、各交差点ごと
にセンサシステムを設置しなければならず、全ての交差点で右折時の警報システム等を実
現するには巨額の資金が必要となり、また、実配備計画を待たねばならず、本格的に運用
実用化するには困難である。
【０００５】
このため、例えば、特開２００１－１０１５９２号公報では、車両のフロントバンパ又は
その近傍に魚眼レンズ等を設け、車両自身で対向直進車をできるだけ速やかに検出できる
ようにする技術が開示されている。
【０００６】
【特許文献１】
特開平９－２８２５９２号公報
【０００７】
【特許文献２】
特開２００１－１０１５９２号公報
【０００８】
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【発明が解決しようとする課題】
しかし、上述の特許文献２の技術では、車両のフロントバンパという最も汚れが付きやす
く、また、雨の影響を受けやすい場所にカメラを設けることになるため、汚れや雨滴によ
り、正確な撮像が行えなくなる虞がある。また、魚眼レンズ等を利用する場合、レンズ中
心から離れる部位での画像の補正が複雑で、正確な撮像のためには大幅なコストアップを
招くという問題がある。
【０００９】
本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、特別なインフラ設備等を必要とすることなく
、また、信頼性、安定性に優れ、簡単な構造で、容易、且つ、精度良く、対向直進車の検
出ができる車両用運転支援装置を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため請求項１記載の本発明による車両用運転支援装置は、車両に設
けた撮像体により撮像した画像を処理して自車両前方の立体物を認識する前方環境認識手
段と、上記自車両が対向車線を交差する状況に移行することを検出する自車両交差移行検
出手段と、上記自車両前方の対向車線に存在し走行を待機する対向待機車を検出する対向
待機車検出手段と、上記対向待機車の検出領域に基づいて上記対向待機車の対向車線側の
近傍に対向直進車を検出する対向直進車検出エリアを設定する対向直進車検出エリア設定
手段と、上記対向直進車検出エリアから上記対向直進車を検出する対向直進車検出手段と
を備え、上記対向直進車検出手段は、上記対向直進車検出エリアに新たな立体物を検出し
た際、該新たな立体物と上記対向待機車のそれぞれの距離情報と異なる距離情報が上記新
たな立体物と上記対向待機車との間に検出されるか判定し、上記異なる距離情報が検出さ
れない場合、上記新たな立体物を上記対向直進車として検出することを特徴としている。
【００１１】
また、請求項２記載の本発明による車両用運転支援装置は、請求項１記載の車両用運転支
援装置において、上記自車両交差移行検出手段は、自車速が低速であり、且つ、上記対向
車線に向けてのウインカースイッチが作動状態の場合に上記自車両が走行車線から対向車
線を交差する状況に移行すると判断することを特徴としている。
【００１２】
更に、請求項３記載の本発明による車両用運転支援装置は、請求項１又は請求項２記載の
車両用運転支援装置において、上記対向待機車検出手段は、自車両前方の予め設定してお
いた距離内に存在する対向車であって、上記自車両に向けての車速が低速で、且つ、数フ
レーム連続して検出した対向車を上記対向待機車として検出することを特徴としている。
【００１３】
また、請求項４記載の本発明による車両用運転支援装置は、請求項１乃至請求項３の何れ
か一つに記載の車両用運転支援装置において、上記対向直進車検出エリア設定手段は、上
記対向待機車の対向車線側のエリアに他の立体物が存在している場合は、該他の立体物の
対向車線側のエリアに上記対向直進車検出エリアを設定することを特徴としている。
【００１５】
　また、請求項５記載の本発明による車両用運転支援装置は、請求項１乃至請求項４の何
れか一つに記載の車両用運転支援装置において、上記対向直進車が存在する場合に報知す
る報知手段を有することを特徴としている。
【００１６】
　更に、請求項６記載の本発明による車両用運転支援装置は、請求項５記載の車両用運転
支援装置において、上記報知手段は、上記対向直進車の存在位置に応じて報知の仕方を可
変することを特徴としている。
【００１７】
　すなわち、上記請求項１記載の車両用運転支援装置は、前方環境認識手段で車両に設け
た撮像体により撮像した画像を処理して自車両前方の立体物を認識し、自車両交差移行検
出手段で自車両が対向車線を交差する状況に移行することを検出し、対向待機車検出手段
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で自車両前方の対向車線に存在し走行を待機する対向待機車を検出する。そして、対向直
進車検出エリア設定手段で対向待機車の検出領域に基づいて対向待機車の対向車線側の近
傍に対向直進車を検出する対向直進車検出エリアを設定し、対向直進車検出手段で対向直
進車検出エリアに新たな立体物を検出した際、新たな立体物と対向待機車のそれぞれの距
離情報と異なる距離情報が新たな立体物と対向待機車との間に検出されるか判定し、異な
る距離情報が検出されない場合、新たな立体物を対向直進車として検出する。
【００１８】
この際、自車両交差移行検出手段は、具体的には請求項２記載のように、自車速が低速で
あり、且つ、対向車線に向けてのウインカースイッチが作動状態の場合に自車両が走行車
線から対向車線を交差する状況に移行すると判断する。
【００１９】
また、対向待機車検出手段は、具体的には請求項３記載のように、自車両前方の予め設定
しておいた距離内に存在する対向車であって、自車両に向けての車速が低速で、且つ、数
フレーム連続して検出した対向車を対向待機車として検出する。
【００２０】
更に、対向直進車検出エリア設定手段は、具体的には請求項４記載のように、対向待機車
の対向車線側のエリアに他の立体物が存在している場合は、該他の立体物の対向車線側の
エリアに対向直進車検出エリアを設定する。
【００２２】
　そして、請求項５記載のように、報知手段を備えていれば、対向直進車が存在する場合
に報知し、ドライバに警報を促す。この際、請求項６記載のように、対向直進車の存在位
置に応じて報知の仕方を可変するようにすれば、より効果的な警報を行える。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
図１乃至図５は本発明の実施の一形態を示し、図１は車両用運転支援装置を搭載した車両
の概略構成図、図２は運転支援制御プログラムのフローチャート、図３は対向直進車検出
処理ルーチンのフローチャート、図４は交差点において右折を行う際の一例を示す説明図
、図５は図４において自車両から前方を撮影した画像の説明図である。
【００２４】
図１において、符号１は自動車等の車両（自車両）で、この車両１には、交差点等での右
折時に、対向直進車の有無を検出してドライバに警報を行う車両用運転支援装置２が搭載
されている。
【００２５】
この車両用運転支援装置２は、ステレオ光学系として例えば電荷結合素子（ＣＣＤ）等の
固体撮像素子を用いた１組の（左右の）ＣＣＤカメラ３を有し、これら左右のＣＣＤカメ
ラ３は、それぞれ車室内の天井前方に一定の間隔をもって取り付けられ、車外の対象を異
なる視点からステレオ撮像する。
【００２６】
また、車両１には、車速Ｖを検出する車速センサ４、車両１の左右旋回時にドライバによ
り操作されるウインカースイッチ５等が設けられており、これら検出された、自車速Ｖ、
ウインカースイッチ５の作動信号（ＯＦＦ、右方向にＯＮ、左方向にＯＮの各信号）、及
び、撮像体としての１組のＣＣＤカメラ３で撮像した自車両１の走行方向の画像は、制御
装置６に入力される。
【００２７】
そして、制御装置６は、自車速Ｖ、ウインカースイッチ５の作動信号、自車両１の走行方
向の画像が入力され、後述の図２のフローチャートで詳述するように、自車両１が右折し
ようとするときに、対向直進車が存在する場合、報知手段を構成する、コンビネーション
メータ７の警報ランプ８と警報ブザー９とを作動させ、ドライバに注意を促すようになっ
ている。
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【００２８】
すなわち、制御装置６は、イメージプロセッサを有するマルチマイクロプロセッサのシス
テムで形成され、ＣＣＤカメラ３からの画像の処理は、例えば以下のように行われる。ま
ず、ＣＣＤカメラ３で撮像した自車両の走行方向の環境の１組のステレオ画像対に対し、
対応する位置のずれ量から三角測量の原理によって画像全体に渡る距離情報を求める処理
を行なって、三次元の距離分布を表す距離画像を生成する。そして、このデータを基に、
周知のグルーピング処理を行い、予め記憶しておいた３次元的な道路形状データ、側壁デ
ータ、立体物データ等の枠（ウインドウ）と比較し、白線データ、道路に沿って存在する
ガードレール、縁石等の側壁データ、車両等の立体物データを抽出する。
【００２９】
こうして抽出された白線データ、側壁データ、立体物データは、それぞれのデータ毎に異
なったナンバーが割り当てられる。また、更に立体物データに関しては、自車両１からの
距離の相対的な変化量と自車両１の車速の関係から、停止している停止物と、自車両１と
略同方向に移動する順方向移動物、自車両１に向かってくる対向車等に分類される。
【００３０】
そして、制御装置６は、自車両１の運転状態から自車両１が走行車線から右折する状況に
移行することを検出し、自車両１前方の対向車線に存在し走行を待機する対向待機車を検
出する。対向待機車は、例えば、自車両１の走行車線に向けて右折待機する対向交差待機
車（対向右折待機車）、或いは、自車両１の右折走路を空けて待機する対向直進待機車で
ある。そして、対向待機車の対向車線側のエリアに対向直進車を検出する対向直進車検出
エリア（検出対象部）を設定する。この検出対象部は、常に他の立体物が存在する場合は
この立体物の右端近傍に設定され、次フレームにおいて設定された検出対象部に新たな立
体物が検出された場合には、この新たな立体物の右側部分だけが検出されているかを、新
たな立体物と対向待機車のそれぞれの距離情報と異なる距離情報が、新たな立体物と対向
待機車との間にあるか否かで判定をする。そして、距離値の異なる部位が無い場合には、
新たな立体物の左側部分だけを検出しているとして、この新たな立体物を対向直進車とし
て検出する。この判定により、例えば、対向車線に自車両１から見て右側から進入する車
両等を対向直進車として誤検出することがない。こうして、制御装置６は、対向直進車を
検出した場合は、この対向直進車の存在する位置に応じて警報ランプ８と警報ブザー９と
を作動させる。こうして、制御装置６は、前方環境認識手段、自車両交差移行検出手段、
対向待機車検出手段、対向直進車検出エリア設定手段、対向直進車検出手段、及び、報知
手段としての機能を有して構成されている。
【００３１】
次に、制御装置６における運転支援制御プログラムを、図２に示すフローチャートで説明
する。このプログラムは、所定時間毎に実行され、まず、ステップ（以下、「Ｓ」と略称
）１０１で、必要な情報及びパラメータ、具体的には、ＣＣＤカメラ３からの画像、車速
センサ４からの自車速Ｖ、ウインカースイッチ５の作動信号が入力される。
【００３２】
次いで、Ｓ１０２に進み、上述した如く、ＣＣＤカメラ３からの画像を基に、立体物を抽
出し認識する。
【００３３】
その後、Ｓ１０３に進み、後述の対向直進車検出処理ルーチンにより対向直進車を検出し
、Ｓ１０４に進んで、Ｓ１０３により対向直進車が検出されたか否か判定する。
【００３４】
そして、Ｓ１０４の判定の結果、対向直進車が検出されていない場合はそのままルーチン
を抜け、対向直進車が検出された場合にはＳ１０５に進む。
【００３５】
対向直進車が検出されてＳ１０５に進むと、対向直進車と自車両１との距離に基づき警報
ランプ８と警報ブザー９に作動信号を出力し、ルーチンを抜ける。この作動信号は、具体
的には、検出された対向直進車との距離が近いほど警報ブザー９による警報音発生間隔を
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高周波で出力させ、対向直進車との距離が遠いほど警報音発生間隔を低周波で出力させる
警報制御とする。また、警報ブザー９の音量は、対向直進車との距離が近い時の音量を、
遠い時の音量よりも相対的に大きく発生させる。
【００３６】
次に、Ｓ１０３における対向直進車検出処理ルーチンを図３のフローチャートで説明する
。まず、Ｓ２０１で自車両１が対向車検出モードに移行したか否か判定し、対向車検出モ
ードに移行していなければ、Ｓ２１２にジャンプして次フレームの判定へと移行しルーチ
ンを抜ける。ここで、上述の対向車検出モードとは、低速（例えば、１５km/h以下）で、
且つ、ウインカースイッチ５の右方向への作動信号がＯＮの場合の状態である。
【００３７】
Ｓ２０１で対向車検出モードに移行と判定されるとＳ２０２に進み、自車両１前方近距離
（例えば、４ｍ～１２ｍの間）に立体物が存在するか否か判定される。この判定の結果、
立体物が存在しないのであれば、Ｓ２１２にジャンプして次フレームの判定へと移行しル
ーチンを抜ける。また、立体物が存在する場合は、Ｓ２０３に進み、その立体物が前方か
ら自車両１に対して低速（例えば、１５km/h以下）で接近してきているか否か判定する。
【００３８】
Ｓ２０３の判定の結果、立体物が低速で自車両１に接近してきていないのであれば、Ｓ２
１２にジャンプして次フレームの判定へと移行しルーチンを抜ける。また、低速で接近し
てきた場合は、Ｓ２０４に進み、立体物は、過去、数フレーム（例えば３フレーム）連続
して検出されたものか否か判定する。
【００３９】
すなわち、この状態では、図４に示すように、立体物は自車両１に対する対向右折待機車
、或いは、自車両１の右折走路を空けて待機する対向直進待機車の可能性があり、この状
態で自車両１から捉えられる、図５に示すような画像が３フレーム連続するか否か判定す
るのである。
【００４０】
そして、この判定の結果、立体物が過去、数フレーム連続して検出されたものではない場
合は、立体物は通過してしまった、或いは、検出誤差等と判定し、Ｓ２１２にジャンプし
て次フレームの判定へと移行しルーチンを抜ける。
【００４１】
また、立体物が過去、数フレーム連続して検出されている場合は、Ｓ２０５に進み、立体
物を対向待機車と判定して、この車両を検出している画像上の認識枠（図５の認識枠Ｗａ
）の向かって右端近傍を、対向直進車検出エリアとしての検出対象部として設定する。
【００４２】
その後、Ｓ２０６に進み、Ｓ２０５で設定した検出対象部に常に他の立体物が存在してい
るか否か判定する。この判定の結果、常に他の立体物が存在している場合は、この立体物
は、対向右折待機車の後方に並ぶ後続の対向右折待機車、或いは、右折待機車両の右側の
直進走行車線に存在して走行を待機する直進待機車、或いは、先頭の対向右折待機車の側
面が見えているものとみなし、Ｓ２０７に進んで、検出対象部を常に存在している他の立
体物の向かって右端近傍に設定し、再び、この検出対象部についてＳ２０６の処理を繰り
返す。
【００４３】
Ｓ２０６の判定で、検出対象部に常に他の立体物が存在しない場合は、Ｓ２０８へと進み
、次フレームの判定へと移行して、Ｓ２０９に進んで、この次フレームの検出対象部に新
たな立体物が出現しているか否か判定する。
【００４４】
Ｓ２０９の判定の結果、次フレームの検出対象部に新たな立体物が出現している、例えば
、図５に示すように、対向待機車の認識枠Ｗaの右端の検出対象部に、新たな立体物（対
向直進車）の認識枠Ｗbの左端が設定された場合は、Ｓ２１０に進み、この新たな立体物
の右側部分だけが検出されているかを、新たな立体物と対向待機車のそれぞれの距離情報
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と異なる距離情報が、新たな立体物と対向待機車との間にあるか否かで判定をする。
【００４５】
このＳ２１０の判定の結果、距離値の異なる部位がある場合はＳ２１２にジャンプして、
次フレームの判定へと移行しルーチンを抜ける。また、距離値の異なる部位が無い場合に
は、新たな立体物の左側部分だけを検出しているとして、Ｓ２１１に進み、この新たな立
体物を対向直進車として最終的に判定し、出力する。そしてＳ２１２に進み、次フレーム
の判定へと移行しルーチンを抜ける。
【００４６】
一方、Ｓ２０９の判定の結果、次フレームの検出対象部に新たな立体物が認められない場
合は、Ｓ２１２にジャンプして次フレームの判定へと移行しルーチンを抜ける。
【００４７】
このように本発明の実施の形態によれば、車室内に設けた１組のＣＣＤカメラ３により捉
えた画像に対し、単純に対向直進車検出処理を新たに付加して実行するだけで簡単且つ容
易に対向直進車を検出してドライバに警告することができ、インフラ整備や、広角カメラ
を車両の先端に設ける等で生じる大幅なコストアップがない。
【００４８】
また、１組のＣＣＤカメラ３は、車室内で車両前方を捉えるので、汚れや雨滴が直接、付
着することがなく、信頼性、安定性に優れ、精度良く対向直進車の検出ができる。
【００４９】
また、対向直進車の進行方向や速度を算出することなく、早期に対向直進車を検出するこ
とができる。
【００５０】
尚、本実施の形態では、対向直進車が有る場合、ドライバに警報ランプ８と警報ブザー９
で報知するようになっているが、警報ランプ８と警報ブザー９のどちらかのみで報知する
ようにしても良い。また、音声による警報であっても良い。更に、ドライバに報知するの
みではなく、対向直進車が有る場合、ドライバの加速、発進を抑制するブレーキ機能（ス
ロットル制御、トランスミッション制御、或いは、ブレーキ制御等）を設けるようにして
も良い。また、本制御を、自車両１が交差点に存在する場合に実行させるには、カーナビ
ゲーション情報を用いることで行うようにしても良い。
【００５１】
また、本実施の形態では、撮像体として１組のＣＣＤカメラ３を用いているが、これに限
らず、撮像体として単眼のカメラを用いても良く、この場合、レーザ光、電波、音波、磁
波等を用いたレーダ装置により対向待機車と対向直進車の位置情報（距離及び方向）を検
出し、この位置情報を画像上の座標に変換して、周知の画像認識により抽出した対向待機
車と対向直進車に距離情報を与えれば本発明を適用できることは云うまでもない。
【００５２】
更に、本実施の形態では、走行路が左側通行則の場合を前提に説明したが、右側通行則の
場合であっても、文中の「右」と「左」を逆に読み替えれば適用できることは云うまでも
ない。
【００５３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、特別なインフラ設備等を必要とすることなく、また
、信頼性、安定性に優れ、簡単な構造で、容易、且つ、精度良く、対向直進車の検出が可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】車両用運転支援装置を搭載した車両の概略構成図
【図２】運転支援制御プログラムのフローチャート
【図３】対向直進車検出処理ルーチンのフローチャート
【図４】交差点において右折を行う際の一例を示す説明図
【図５】図４において自車両から前方を撮影した画像の説明図
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【符号の説明】
１　　自車両
２　　車両用運転支援装置
３　　ＣＣＤカメラ（ステレオ光学系）
４　　車速センサ
５　　ウインカースイッチ
６　　制御装置（前方環境認識手段、自車両交差移行検出手段、対向待機車検出手段、対
向直進車検出エリア設定手段、対向直進車検出手段、報知手段）
８　　警報ランプ（報知手段）
９　　警報ブザー（報知手段）

【図１】 【図２】
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【図５】
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