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(57)【要約】
【課題】ドライバが違和感を受けることのない追従走行
制御を可能とする物体検出装置を得ること。
【解決手段】本発明の物体検出装置104は、自車両103に
搭載された撮像装置105,106から車外を撮像した画像に
基づいて自車両前方の対象物102を検出し、該対象物102
との相対距離または相対速度を算出する物体検出装置10
4であって、前記画像に基づいて、自車両103の走行リス
クとなるリスク要因の有無を判定するリスク要因判定部
111を有することを特徴としている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両に搭載された撮像装置から車外を撮像した画像に基づいて自車両前方の対象物を
検出し、該対象物との相対距離または相対速度を算出する物体検出装置であって、
　前記画像に基づいて、自車両の走行リスクとなるリスク要因の有無を判定するリスク要
因判定手段を有することを特徴とする物体検出装置。
【請求項２】
　前記リスク要因判定手段は、前記画像に基づいて、前記撮像装置のレンズとフロントガ
ラスの少なくとも一方に、水滴と汚れの少なくとも一方が付着しているか否かを判定する
水滴・汚れ付着判定処理手段を有することを特徴とする請求項１に記載の物体検出装置。
【請求項３】
　前記リスク要因判定手段は、前記画像に含まれる道路面の画像領域の輝度値に基づいて
、視界不良か否かを判定する視界度判定処理手段を有することを特徴とする請求項１に記
載の物体検出装置。
【請求項４】
　前記リスク要因判定手段は、前記画像から求めた自車前方の道路形状に基づいて、前方
の見通しが悪いか否かを判定する見通し判定処理手段を有することを特徴とする請求項１
に記載の物体検出装置。
【請求項５】
　前記リスク要因判定手段は、前記画像から求めた自車前方の歩行者数に基づいて、走行
が容易か否かを判定する歩行者数判定処理手段を有することを特徴とする請求項１に記載
の物体検出装置。
【請求項６】
　前記リスク要因判定手段は、前記画像に基づいて、前記リスク要因の度合いを算出する
リスク度合い算出手段を有することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか一項に
記載の物体検出装置。
【請求項７】
　前記リスク度合い算出手段は、前記水滴・汚れの付着度合いを算出することを特徴とす
る請求項６に記載の物体検出装置。
【請求項８】
　前記リスク度合い算出手段は、前記自車両前方の視界度を算出することを特徴とする請
求項６に記載の物体検出装置。
【請求項９】
　前記リスク度合い算出手段は、前記自車両前方の見通しの度合いを算出することを特徴
とする請求項６に記載の物体検出装置。
【請求項１０】
　前記リスク度合い算出手段は、前記自車両前方のカーブまでの距離を前記見通しの度合
いとして算出することを特徴とする請求項９に記載の物体検出装置。
【請求項１１】
　前記リスク度合い算出手段は、自車両前方の上り坂の頂上までの距離を前記見通しの度
合いとして算出することを特徴とする請求項９に記載の物体検出装置。
【請求項１２】
　前記画像に基づいて、前記対象物の検出の信頼度を算出する信頼度算出手段を有するこ
とを特徴とする請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の物体検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば車外の画像情報から先行車両を検出する物体検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　車両の安全な走行を実現するために、車両の周囲の危険な事象を検出して、検出した危
険な事象を回避するために、車両の操舵、アクセル、ブレーキを自動制御する装置に関し
て研究開発が行われており、一部の車両には既に搭載されている。その中でも、車両に搭
載したセンサで先行車両を検知して先行車両に追突しないように追従走行を行うアダプテ
ィブ・クルーズ・コントロールは、車両の安全性向上やドライバの利便性向上の面で有効
である。アダプティブ・クルーズ・コントロールは、物体検出装置により先行車両を検出
し、その検出結果に基づいて制御を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開2004-17763号公報
【特許文献２】特願2005-210895号公報
【特許文献３】特願2010-128949号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】「大塚裕史　他：“エッジペア特徴空間法を用いた車両検知技術の開発
”VIEW2005 ビジョン技術の実用化ワークショップ講演論文集 pp160-165, 2005」
【非特許文献２】「三井相和, 山内悠嗣, 藤吉弘亘、Joint HOG特徴を用いた2段階AdaBoo
stによる人検出 第14回画像センシングシンポジウム SSII08, IN1-06, 2008」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、例えば坂道の頂上手前やカーブなどの自車両前方の見通しが悪い場所や
、雨や霧などで視界不良となっている場合など、ドライバが車両を安全に走行させるのに
リスクを感じる状況にも関わらず、先行車両の検出結果に基づく画一的な追従走行制御が
行われると、ドライバに違和感を与えるおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ドライバ
が違和感を受けることのない追従走行制御を可能とする物体検出装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する本発明の物体検出装置は、自車両に搭載された撮像装置から車外を
撮像した画像に基づいて自車両前方の対象物を検出し、該対象物との相対距離または相対
速度を算出する物体検出装置であって、前記画像に基づいて、自車両の走行リスクとなる
リスク要因の有無を判定するリスク要因判定手段を有することを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、対象物を検出する際に、画像に基づいて自車両の走行リスクとなるリ
スク要因の有無を判定するので、かかる検出結果を追従走行制御に用いた場合に、自車両
周辺のリスク要因を考慮して、車両の加減速を制御することができ、より安全で安心感の
ある車両制御を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の概要を示す図。
【図２】対象物検出部における処理フローを示した図。
【図３】車両領域出力処理の出力内容を示した図。
【図４】信頼度算出部の処理フローを示した図。
【図５】リスク要因判定部の処理フローを示した図。
【図６】先行車両との相対距離を求める処理の内容を示した図。
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【図７】前方見通し判定処理の内容を示した図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１１】
　本実施の形態では、本発明の物体検出装置を、車両に搭載されたステレオカメラの映像
を用いて先行車両を検出する装置に適用した場合について説明する。
【００１２】
　まず、図１を用いて本実施の形態における車両システムの概要について説明する。
　図１において、符号104は、車両（自車両）103に搭載されたステレオカメラ装置であり
、車両103の前方を走行する先行車両102の存在を検出し、車両103から先行車両102までの
相対距離または相対速度を算出する。
【００１３】
　ステレオカメラ装置104は、車両103の前方を撮像する左撮像部105と右撮像部106の２つ
のカメラを有しており、左撮像部105で撮像した左画像が左画像入力部107に入力され、右
撮像部106で撮像した右画像が右画像入力部108に入力される。
【００１４】
　対象物検出部109は、左画像入力部107に入力された左画像中を探索し、先行車両102が
撮像されている部分を抽出し、同時に、左画像と右画像に撮像された先行車両102の画像
上のずれ量を用いて、車両103から先行車両102までの相対距離または相対速度を算出する
。対象物検出部109の処理の詳細については後述する。
【００１５】
　信頼度算出部110では、対象物検知部109で検出した先行車両102についての検知結果に
関する信頼度を算出する。信頼度算出部110の詳細については後述する。
【００１６】
　リスク要因判定部（リスク要因判定手段）111では、対象物検知部109で先行車両102を
検出した際の、検出結果の信頼度低下につながる周囲環境のリスク要因の有無を判定する
。ここで、リスク要因は、自車両の走行リスクとなるものであり、例えば、車両103のフ
ロントガラスやステレオカメラ装置104の左右撮像部105、106のレンズに水滴や汚れがつ
いているか否か、車両103の前方の視界が、霧や降雨、降雪によって悪くなっている（視
界不良）か否か、車両103の前方の道路線形の見通し（起伏やカーブ）が悪くなっている
か否か、等の要因をいう。リスク要因判定部111の詳細については後述する。
【００１７】
　検知結果出力部112では、対象物検知部109で検出した先行車両102の存在の有無、車両1
03（自車両）との相対距離・相対速度、信頼度算出部110で算出した先行車両102の検知結
果に関する信頼度、リスク要因判定部111で判定したリスク要因の判定結果を出力する。
検知結果出力部112の詳細については後述する。
【００１８】
　車両103の車両制御ユニット113では、ステレオカメラ装置104の出力結果である、対象
物検出部109で算出した先行車両102との相対距離・相対速度と、信頼度算出部110で算出
した先行車両102の検知結果に関する信頼度と、リスク要因判定部111で判定したリスク要
因の判定結果とに基づき、先行車両102に追従走行するためのアクセル制御量、ブレーキ
制御量、ステアリング制御量を算出し、車両103の加減速などの車両制御を行う。
【００１９】
　次に、図２を用いて、ステレオカメラ装置104の対象物検出部109で行う処理について説
明する。図２は、対象物検出部109で行われる処理フローである。まず、左右画像取得処
理201において、ステレオカメラ装置104の左画像入力部107に入力された左撮像部105で撮
像された左画像と、右画像入力部108に入力された右撮像部106で撮像された右画像を取得
する。
【００２０】
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　次に、処理領域決定処理202において、左右画像取得処理201で取得した左右画像のうち
、左画像中から先行車両102が撮像されている部分を抽出する処理を行う領域を決定する
。処理領域の決定方法の１つとして、例えば、左撮像部105で撮像された左画像中から、
車両103が走行する道路101の走行車線の両側の2本の車線境界線114を検出し、検出した2
本の車線境界線114に挟まれる領域を処理領域とする方法がある。
【００２１】
　次に、縦エッジペア抽出処理203において、処理領域決定処理202で決定した画像の処理
領域内において、画像の縦方向に画像輝度のエッジ成分がペアとなって存在する縦エッジ
ペアを抽出する。縦エッジペアの抽出では、画像を横方向に走査し、画像の輝度値の勾配
が一定閾値以上の部分が、画像の縦方向に連続して存在する部分を検出する処理が行われ
る。
【００２２】
　次に、パターンマッチ処理204において、縦エッジペア抽出処理203で抽出した縦エッジ
ペアを囲む矩形領域に対して、学習データ205との輝度パターンの類似性を計算し、矩形
領域が、先行車両102を撮像した部分であるかを判定する。類似性の判定には、ニューラ
ルネットワークやサポートベクターマシンといった手法を使う。また、学習データ205は
、予め様々な先行車両102の背面を撮像した多数のポジティブデータ画像と、先行車両102
の背面ではない被写体を撮像した多数のネガティブデータ画像を準備しておくものとする
。
【００２３】
　次に、先行車両領域抽出処理206において、パターンマッチ処理204で先行車両102との
類似性の度合いがある一定閾値以上の画像中の矩形領域(図3の302)の座標値(u1,v1)、(u1
, v2)、(u2,v1)、(u2,v2)を出力する。
【００２４】
　次に、相対距離・相対速度算出処理207において、先行車両領域抽出処理206で抽出した
領域中の先行車両102と車両103との相対距離または相対速度を算出する。ステレオカメラ
装置104から検出対象物までの相対距離算出方法について図6を用いて説明する。図6は、
ステレオカメラ装置104の左画像611と右画像612の対応点601（左右カメラで撮像された同
一物体）のカメラからの距離を算出する方法を説明したものである。
【００２５】
　図6において、左撮像部105は、レンズ602と撮像面603から成る焦点距離f、光軸608のカ
メラであり、右撮像部106は、レンズ604と撮像面605から成る焦点距離f、光軸609のカメ
ラである。カメラ前方にある点601は、左の撮像部105の撮像面603の点606（光軸608からd

2の距離）へ撮像され、左画像611では点606（光軸608からd4画素の位置）となる。同様に
、カメラ前方にある点601は、右撮像部106の撮像面605の点607（光軸609からd3の距離）
に撮像され、右画像612では点607（光軸609からd5画素の位置）となる。
【００２６】
　このように同一の物体の点601が、左画像611では光軸608から左へd4画素の位置、右画
像612では光軸609から右へd5の位置に撮像され、d4+d5画素の視差が発生する。このため
、左の撮像部105の光軸608と点601との距離をxとすると、以下の式により、ステレオカメ
ラ装置104から点601までの距離Dを求めることができる。
【００２７】
　　点601と左の撮像部105との関係から　d2 : f = x : D
　　点601と右の撮像部106との関係から　d3 : f = (d-x) : D
【００２８】
　従って、D = f × d / (d2 + d3) = f × d / { (d4 + d5 ) × a}　となる。ここで、
aは撮像面603、605の撮像素子のサイズである。
【００２９】
　ステレオカメラ装置104から検出対象物までの相対速度算出に関しては、先に求めた検
出対象物までの相対距離の時系列の微分値をとることで相対速度とする。
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【００３０】
　最後に、検出結果出力処理208において、縦エッジペア抽出処理203で抽出した縦エッジ
に関するデータと、パターンマッチ処理204にて処理したパターンマッチの判定値に関す
るデータと、先行車両領域抽出処理206で算出した先行車両までの相対距離・相対速度を
出力する。
【００３１】
　次に、図4を用いて信頼度算出部110において行われる処理について説明する。図4は、
信頼度算出部110で行われる処理フローである。
【００３２】
　まず、車両検出結果取得処理401において、対象物検出部109の検出結果出力処理208で
出力されたデータを取得する。取得するデータは、縦エッジペア抽出処理203で抽出した
縦エッジに関するデータと、パターンマッチ処理204にて処理したパターンマッチの判定
値に関するデータと、先行車両領域抽出処理206で算出した先行車両までの相対距離・相
対速度である。
【００３３】
　次に、縦エッジペアの信頼度算出処理402において、車両検出結果取得処理401で取得し
たデータのうち、縦エッジペア抽出処理203で抽出した縦エッジに関するデータを利用し
て、検出した縦エッジペアの検出に関する信頼度を算出する。縦エッジに関するデータと
は、縦エッジを抽出した際の輝度勾配値の平均値と、ペアを算出する際の投票値である。
投票値は、２本の縦エッジの中心位置に対応するハフ空間中の位置に投票を行った値であ
る（例えば、非特許文献１を参照）。
【００３４】
　ここで、最も鮮明に先行車両102が撮像されている時の縦エッジの輝度勾配値の平均値
と、ペア算出する際の投票値の合計の値をaとして、検出した縦エッジの輝度勾配値の平
均値とペアを算出する際の投票値の合計をaで除算した値を縦エッジペアの信頼度とする
。
【００３５】
　次に、パターンマッチ信頼度算出処理403において、車両検出結果取得処理401で取得し
たデータのうち、パターンマッチ処理204にて処理したパターンマッチの判定値に関する
データを利用して、検出した車両領域に関する信頼度を算出する。パターンマッチの判定
値に関するデータとは、縦エッジペア抽出処理203で抽出した２つの縦エッジで囲まれる
矩形の領域に対して、学習データ205との輝度パターンの類似性を計算した際の類似度で
ある。
【００３６】
　ここで、最も鮮明に先行車両102が撮像されている時の類似度をbとして、２つの縦エッ
ジで囲まれる矩形領域と学習データとの類似度をbで除算した値をパターンマッチ信頼度
とする。
【００３７】
　次に、相対距離・相対速度信頼度算出処理404において、車両検出結果取得処理401で取
得したデータのうち、先行車両領域抽出処理206で算出した先行車両までの相対距離・相
対速度のばらつきを利用して、算出した相対距離・相対速度に関する信頼度を算出する。
【００３８】
　ここで、相対速度と相対距離を過去のある時点から現在までの値の時系列の分散値を計
算し、最も安定して先行車両102が検出された時の相対距離の分散値をc、相対速度の分散
値をdとして、算出した相対距離の分散値をcで除算した値の逆数を相対距離に関する信頼
度とし、算出した相対速度の分散値をdで除算した値の逆数を相対速度に関する信頼度と
する。
【００３９】
　車両検知信頼度算出処理405において、縦エッジペアの信頼度算出処理402とパターンマ
ッチ信頼度算出処理403と相対距離・相対速度信頼度算出処理でそれぞれ算出した全ての
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信頼度の積を算出し、車両検知信頼度とする。
【００４０】
　次に、図5を用いてリスク要因判定部111において行われる処理について説明する。図5
は、リスク要因判定部111で行われる処理フローである。
【００４１】
　まず、水滴・汚れ付着判定処理501において、車両103のフロントガラスや、ステレオカ
メラ装置104の左右撮像部105、106のレンズに水滴や汚れが付着しているか否か判定する
。ステレオカメラ装置104が車内に設置されており、フロントガラスを通して車両前方を
撮像している場合は、フロントガラスに水滴や汚れが付着しているか否かを判定する。
【００４２】
　水滴の付着の判定に関しては、車両103に装着されているフロントガラスの雨滴センサ
のデータを取得するか、または、ステレオカメラ装置104に装着したLED光照射装置からLE
D光をフロントガラスに照射し、水滴による散乱光をステレオカメラ装置104で検出し、散
乱光が検出される場合は水滴が付着していると判定する。この際、散乱光の散乱度合いを
水滴付着の度合い（リスク度合い）として出力する（リスク度合い算出手段）。
【００４３】
　また、汚れの付着の判定に関しては、ステレオカメラ装置104の左撮像部105で撮像した
画像に関して、現時点の画像と１フレーム前の画像の画像全体の各画素の差分を算出し、
その差分値を過去のある時点から現時点まで累積をとり、差分値の累積値が予め定めた閾
値以下の部分の画素が、ある一定以上の面積を占めている場合に、フロントガラスに汚れ
が付着していると判定する。この際、差分値の累積値が閾値以下の部分の面積値を、汚れ
付着の度合い（リスク度合い）として出力する（リスク度合い算出手段）。
【００４４】
　また、ステレオカメラ装置104が車外に設置されている場合は、ステレオカメラ装置104
の左撮像部105と右撮像部106のレンズに水滴が付着しているか否かを判定する。
【００４５】
　水滴の付着の判定に関しては、例えば、ステレオカメラ装置104の左撮像部105で撮像し
た画像に関して、画像全体の輝度エッジを算出し、その輝度エッジの勾配の値を、過去の
ある時点から現時点まで累積し、累積値が予め定めた閾値以上の画素がある一定以上の面
積を占めている場合に、水滴が付着していると判定する。この際、輝度エッジの勾配の累
積値が閾値以上の部分の面積値を、水滴の付着度合い（リスク度合い）として出力する（
リスク度合い算出手段）。レンズへの汚れの付着の判定に関しては、フロントガラスに汚
れが付着しているか判定する方法と同じであるのでその詳細な説明は省略する。
【００４６】
　次に、視界度判定処理502において、車両103の前方の視界が、霧や降雨、降雪によって
悪くなっている（視界不良）か否かを判定する。視界度を判定するために、例えば、ステ
レオカメラ装置104の左撮像部105で撮像した画像中の、道路101を撮像している一定面積
の画像領域を抽出する。そして、矩形内の各画素の輝度値の平均値が予め定めた閾値以上
の場合に、霧や降雨、降雪によって道路面が白く見え、視界が悪くなっていると判定する
。また、その際、矩形内の求めた輝度値の平均値に関して、予め求めた閾値からの偏差を
算出し、偏差の値を視界度（リスク度合い）として出力する（リスク度合い算出手段）。
【００４７】
　次に、前方見通し判定処理503において、車両103の前方の道路線形の見通し（起伏やカ
ーブ）が悪くなっているか否かを判定する。まず、道路の起伏に関しては、前方が坂の頂
上付近であるかどうかを判定する。そのために、ステレオカメラ装置104の左撮像部105で
撮像した画像中から、道路101の消失点位置を求め、消失点が空領域中にあるか否かを判
定する。
【００４８】
　図7において、符号701は、車両103が上り勾配の頂上手前を走行している際のステレオ
カメラ装置104からの視野を示しており、この結果、ステレオカメラ装置104の左撮像部10
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5で撮像した画像は、画像702のようになる。画像702から道路101の車線境界線114を検出
し、複数の車線境界線を延長して交差した点703を消失点として求める。
【００４９】
　一方、画像702中の上部において、エッジ成分を検出し、エッジ成分の量が予め定めた
閾値以下の領域を空領域704と判定する。そして、先に求めた消失点703が、空領域704の
内部に存在する場合、車両103は、上り勾配の坂の頂上付近を走行していると判定する。
この際、空領域704の画像縦方向に閉める割合を、坂の頂上への接近度合い（リスク度合
い）として出力する（リスク度合い算出手段）。すなわち、空領域704の画像縦方向に閉
める割合が小さいと、坂の頂上への接近度合いが低いことを意味し、空領域704の画像縦
方向に閉める割合が大きいと、坂の頂上への接近度合いが高いことを意味する。
【００５０】
　道路のカーブに関しては、例えば特許文献３に記載されている方法により、ステレオカ
メラ装置104を用いて車両103前方の道路の形状を検出することができ、前方にカーブが存
在するか否かが判定できる。ここでは、カーブの形状を判定する際に利用した車両103前
方の立体物の情報から、カーブに沿った立体物までの距離を算出し、その距離をカーブま
での距離とする。
【００５１】
　次に、歩行者数判定処理504において、車両103の前方に存在する歩行者の数を検出する
。歩行者数の検出は、ステレオカメラ装置104の左撮像部105で撮像した画像を用いて行わ
れ、例えば、非特許文献２に記載されている既知の技術を用いて行われる。そして、検出
された歩行者の数が予め設定された閾値よりも多いか否かが判定される。また、検出され
た歩行者の数と閾値との割合を、歩行者数の度合い（リスク度合い）として出力する（リ
スク度合い算出手段）なお、この歩行者には、歩いている者以外に、立ち止まっている者
や、自転車に乗っている者も含まれる。
【００５２】
　最後に、リスク要因出力処理505において、水滴・汚れ付着判定処理501、視界度判定処
理602、前方見通し判定処理503、歩行者数判定処理504で判定した内容を出力する。具体
的には、水滴・汚れ付着判定処理501からは、水滴の付着の有無と付着度合い、汚れの付
着の有無と付着度合いの情報が出力され、視界度判定処理502からは、視界度の情報が出
力される。そして、前方見通し判定処理503からは、上り勾配の坂の頂上付近であるか否
かと坂の頂上への接近度合いの情報と、前方のカーブの有無とカーブまでの距離の情報が
出力される。そして、歩行者数判定処理504からは、車両前方に存在する歩行者数とその
度合いの情報が出力される。
【００５３】
　次に、ステレオカメラ装置104の検知結果出力部112の処理を説明する。ここでは、対象
物検出部109で検出した先行車両102の有無と、先行車両102までの相対距離および相対速
度、信頼度算出部110で算出した検出した対象物の信頼度、リスク要因判定部111で判定し
たリスク要因の判定結果の情報を、ステレオカメラ装置104から出力する。
【００５４】
　リスク要因の判定結果の情報には、リスク要因の有無と、リスク要因の度合いが含まれ
ており、具体的には、水滴の付着の有無と付着度合い、汚れの付着の有無と付着度合い、
車両前方の視界度、上り勾配の坂の頂上付近であるか否かと坂の頂上への接近度合い、前
方のカーブの有無とカーブまでの距離、歩行者数とその度合いの情報が含まれている。な
お、これらのリスク要因は一例であり、他のリスク要因が含まれていてもよく、また、す
べてが含まれている必要はなく、少なくとも一つが含まれていればよい。
【００５５】
　次に、車両103に搭載された車両制御ユニット113の処理を説明する。ここでは、ステレ
オカメラ装置104の検知結果出力部112から出力されたデータのうち、先行車両102の有無
と先行車両102までの相対距離または相対速度を用いて、先行車両102に追突せずに追従走
行を行うようなアクセル制御量、ブレーキ制御量を算出する。
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　また、この際、検知結果出力部112から出力されたデータのうち、検出した対象物の信
頼度が予め定めた閾値以上の場合に、先行車両への追従走行を行うアクセル制御量、ブレ
ーキ制御量の算出を行い、検出した対象物の信頼度が閾値以下の場合には、車両制御を行
わず、ドライバに前方に車両が存在する可能性がある旨をメータ部分に表示し、ドライバ
に前方の注意喚起を促す。
【００５７】
　これにより、検出した先行車両102の信頼度が低く、車両103が先行車両102に追突せず
に追従走行を行う制御が可能な状態でない場合においても、ドライバに前方の注意喚起を
行うと同時に、システムが先行車両102を検知しつつある状態であることをドライバが把
握することができ、より安全で安心感のある車両制御を行うことが可能となる。
【００５８】
　また、先行車両102の存在がない場合、検知結果出力部112から出力されたデータのうち
、水滴または汚れの付着の有無と付着度合いが予め定めた閾値以上のとき、車両前方の視
界度が予め定めた閾値以下のとき、坂の頂上付近への接近度合いが予め定めた閾値以上の
とき、前方カーブまでの距離が予め定めた閾値以下のとき、歩行者数が予め定めた閾値以
上のときは、車両のブレーキ制御を行い、予め定めた車両速度まで減速する。
【００５９】
　これにより、先行車両102が存在していても、ステレオカメラ装置104が先行車両102を
検知できない状況においては予め車両の速度を落とす。
【００６０】
　このように、ステレオカメラ装置から出力する検知対象の信頼度や、周辺のリスク要因
を考慮して車両の加減速制御を行うことで、先行車両102との追突のリスクを軽減し、よ
り安全で安心感のある車両制御を行うことが可能となる。
【符号の説明】
【００６１】
１０１　道路
１０２　先行車両（対象物）
１０３　車両（自車両）
１０４　ステレオカメラ装置
１０５　左撮像部（撮像装置）
１０６　右撮像部（撮像装置）
１０９　対象物検出部
１１０　信頼度算出部
１１１　リスク要因判定部（リスク要因判定手段）
１１２　検知結果出力部
１１３　車両制御ユニット
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