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(57)【要約】
【課題】分岐路が存在することを的確に検出し、自車両
が検出した分岐路に進入することを的確に判定可能な分
岐路進入判定装置を提供する。
【解決手段】分岐路進入判定装置１は、自車両ＭＣの左
側および右側の車線Ｌｌ、Ｌｒを検出する車線検出手段
２と、検出された車線の自車両の進行方向の実空間上の
長さと幅とを検出する長さ幅検出手段３と、長さ幅検出
手段３による検出結果に基づいて車線の線種を判定する
とともに自車両が走行している走行レーンの区分を判定
する走行区分判定手段４と、実線であった車線が所定の
長さおよび所定の幅の破線ＢＬに変化した場合に変化し
た車線の側に分岐路Ｂが存在することを検出する分岐路
検出手段５と、分岐路が検出されている間に自車両が分
岐路に向かう移動または分岐路方向にウィンカ操作が行
われた場合に自車両が分岐路に進入すると判定する分岐
路進入判定手段６と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の左側および右側の車線を検出する車線検出手段と、
　前記車線検出手段により検出された車線の自車両の進行方向の実空間上の長さと幅とを
検出する長さ幅検出手段と、
　前記長さ幅検出手段による検出結果に基づいて前記車線の線種を判定するとともに自車
両が走行している走行レーンの区分を判定する走行区分判定手段と、
　前記長さ幅検出手段による検出結果に基づいて実線であった車線が、所定の長さおよび
所定の幅の破線に変化した場合に、変化した車線の側に分岐路が存在することを検出する
分岐路検出手段と、
　前記分岐路検出手段が前記分岐路を検出している間に、自車両が前記分岐路に向かう移
動、または前記分岐路方向にウィンカ操作が行われた場合に、自車両が前記分岐路に進入
すると判定する分岐路進入判定手段と、を備えることを特徴とする分岐路進入判定装置。
【請求項２】
　前記所定の長さおよび所定の幅の破線が以前のサンプリング周期では実線として検出さ
れていたという履歴を保持する手段を備え、
　前記実線であった車線が前記所定の長さおよび所定の幅の破線に変化したか否かは、前
記手段が保持する前記履歴を参照して判断されることを特徴とする請求項１に記載の分岐
路進入判定装置。
【請求項３】
　前記分岐路進入判定手段により自車両が前記分岐路に進入すると判定されると、自車両
の加速を禁止する信号を出力することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の分岐
路進入判定装置。
【請求項４】
　前記分岐路進入判定手段により自車両が前記分岐路に進入すると判定された後、所定の
時間が経過する間または所定の距離を走行する間に、前記長さ幅検出手段により自車両の
左側および右側の車線がともに実線になったことが検出されると、自車両を減速させる旨
の信号を出力することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の分岐路
進入判定装置。
【請求項５】
　前記自車両を減速させる旨の信号の出力の開始後、前記長さ幅検出手段により自車両の
左側または右側の少なくとも一方の車線が検出されなくなった場合に、前記自車両を減速
させる旨の信号の出力を解除することを特徴とする請求項４に記載の分岐路進入判定装置
。
【請求項６】
　前記自車両を減速させる旨の信号の出力の開始後、所定の時間が経過した場合、所定の
距離走行した場合、または自車両の車速が所定の速度未満になった場合に、前記信号の出
力を解除することを特徴とする請求項４に記載の分岐路進入判定装置。
【請求項７】
　前記信号の出力の解除とともに、自車両の定速走行制御を解除させる旨の信号を出力す
ることを特徴とする請求項５または請求項６に記載の分岐路進入判定装置。
【請求項８】
　前記長さ幅検出手段により自車両の左側および右側の車線がともに実線になったことが
検出された後、道路の曲率が所定の曲率以上の曲率になった場合には、前記自車両を減速
させる旨の信号の出力を解除することを特徴とする請求項４に記載の分岐路進入判定装置
。
【請求項９】
　前記分岐路進入判定手段により自車両が前記分岐路に進入すると判定された後、所定の
時間が経過する間または所定の距離を走行する間、前記長さ幅検出手段により自車両の左
側または右側の車線が前記所定の長さおよび所定の幅の破線である場合、前記自車両の加
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速を禁止する信号の出力を解除することを特徴とする請求項３に記載の分岐路進入判定装
置。
【請求項１０】
　前記信号の出力の解除とともに、自車両の定速走行制御に復帰させる旨の信号を出力す
ることを特徴とする請求項８または請求項９に記載の分岐路進入判定装置。
【請求項１１】
　先行車両を検出する先行車両検出手段を備え、
　自車両の加速を禁止する信号または自車両を減速させる旨の信号を出力する際に、前記
先行車両検出手段により検出された前記先行車両の速度と自車両との距離から算出される
減速度を出力し、前記減速度と前記信号に基づく減速度とを比較してその絶対値が大きい
方の減速度を優先して制御を行わせることを特徴とする請求項３から請求項１０のいずれ
か一項に記載の分岐路進入判定装置。
【請求項１２】
　先行車両を検出する先行車両検出手段を備え、
　前記先行車両検出手段により検出された前記先行車両が検出されている場合には、前記
先行車両に対する追従走行制御を行う旨の信号を出力することを特徴とする請求項３から
請求項１０のいずれか一項に記載の分岐路進入判定装置。
【請求項１３】
　前記分岐路方向とは反対方向にウィンカ操作が行われた場合には、自車両の定速走行制
御に復帰させる旨の信号を出力することを特徴とする請求項３から請求項１２のいずれか
一項に記載の分岐路進入判定装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分岐路進入判定装置に係り、特に、自車両の周囲の車線を検出して分岐路を
認識し、自車両の分岐路への進入を判定する分岐路進入判定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ステレオカメラや単眼カメラ等の撮像装置により撮像された画像の解析結果や、
赤外線レーザレーダやミリ波レーダ等のレーダ装置の測定結果等から、自車両の前方やそ
の周囲の道路状況や先行車両を認識し、それに基づいて自車両の定速走行制御を行うクル
ーズコントロール（Cruise Control）装置や、自車両の定速走行制御に加えて先行車両に
対する追従走行制御を行う先行車追従機能付きクルーズコントロール（Adaptive Cruise 
Control。以下ＡＣＣと略称する）制御を行うＡＣＣ装置が開発されている（例えば特許
文献１等参照）。
【０００３】
　ＡＣＣ装置等では、通常、自車両を設定された速度で定速走行させ、先行車両が存在す
る場合には自車両を先行車両に追従させるように自車両のアクセルスロットルやブレーキ
機構等を自動的に適切に操作する制御が行われる。
【０００４】
　しかし、高速道路や自動車専用道路、一般道等で自車両が道路左右の分岐路に進入する
際には、通常、減速が必要になるが、ＡＣＣ装置等が作動した状態のままでは定速走行を
続けてしまう。そのため、ドライバが強いブレーキ操作を行ったりＡＣＣ装置等を手動で
停止させるなど、ドライバが自らクルーズコントロール機能を停止させなければならなか
った。
【０００５】
　このような問題に対処するため、特許文献２では、ナビゲーション装置の地図情報に基
づいて自車両が道路の分岐点付近に位置しているか否かを判断し、道路脇の視線誘導標（
デリニエータ）やガードレール等の停止している物体（停止物）を検出してそれとの位置
関係から自車両が分岐路に進入しているか否か或いは分岐路に進入する可能性があるか否
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かを推定する分岐路進入推定装置が提案されている。
【特許文献１】特開２００５－１５６６号公報
【特許文献２】特開２００４－３４１９４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、すべての分岐路に視線誘導標やガードレール等の停止物が設置されてい
るとは限らない。また、道路面上に連続線や破線等で標示された車線で区画される走行レ
ーンとそれらの停止物との間隔等の位置関係は必ずしも一定とは限らず、従って停止物に
基づいて正確に走行レーンの数や位置を特定することは必ずしも容易ではない。さらに、
道路面から棒状に立設された視線誘導標等の停止物を正しく検出できないと前記推定が正
しく行われない。そのため、上記の分岐路進入推定装置は、その装置に理想的な道路環境
でしか使用できず、使用に適さない環境で用いると推定を誤る可能性がある。
【０００７】
　なお、本発明では、追い越し禁止線等の道路中央線や車両通行帯境界線、路側帯と車道
とを区画する区画線等の道路面上に標示された連続線や破線を車線という。また、後述す
る図５等に示すように高速道路の分岐点等に標示される通常の車線よりも車線幅が広く長
さが短い車線をブロック線という。
【０００８】
　前記のような分岐路では、例えば自車両が高速道路等を走行中にパーキングの入り口や
インターチェンジ等の分岐路に進入する場合に強いブレーキ操作を行うなど比較的急激に
自車両の走行状態を変化させる必要が生じるため、通常の走行レーンの走行時とは異なる
制御が必要になる。また、高速道路等に限らず、国道等のバイパスから一般道への出口の
分岐路や、一般道から側道への分岐等においても同様の制御が必要になる。
【０００９】
　そのため、この種の装置には、まず、分岐路が存在することを的確に検出可能であるこ
とが望まれる。そして、それを的確に判定したうえで自車両が分岐路に進入するか否かを
的確に判定できることが望まれる。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、分岐路が存在することを的確
に検出し、自車両が検出した分岐路に進入することを的確に判定可能な分岐路進入判定装
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】
【００１１】
　前記の問題を解決するために、第１の発明は、分岐路進入判定装置において、
　自車両の左側および右側の車線を検出する車線検出手段と、
　前記車線検出手段により検出された車線の自車両の進行方向の実空間上の長さと幅とを
検出する長さ幅検出手段と、
　前記長さ幅検出手段による検出結果に基づいて前記車線の線種を判定するとともに自車
両が走行している走行レーンの区分を判定する走行区分判定手段と、
　前記長さ幅検出手段による検出結果に基づいて実線であった車線が、所定の長さおよび
所定の幅の破線に変化した場合に、変化した車線の側に分岐路が存在することを検出する
分岐路検出手段と、
　前記分岐路検出手段が前記分岐路を検出している間に、自車両が前記分岐路に向かう移
動、または前記分岐路方向にウィンカ操作が行われた場合に、自車両が前記分岐路に進入
すると判定する分岐路進入判定手段と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　第２の発明は、第１の発明の分岐路進入判定装置において、
　前記所定の長さおよび所定の幅の破線が以前のサンプリング周期では実線として検出さ
れていたという履歴を保持する手段を備え、
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　前記実線であった車線が前記所定の長さおよび所定の幅の破線に変化したか否かは、前
記手段が保持する前記履歴を参照して判断されることを特徴とする。
【００１３】
　第３の発明は、第１または第２の発明の分岐路進入判定装置において、前記分岐路進入
判定手段により自車両が前記分岐路に進入すると判定されると、自車両の加速を禁止する
信号を出力することを特徴とする。
【００１４】
　第４の発明は、第１から第３のいずれかの発明の分岐路進入判定装置において、前記分
岐路進入判定手段により自車両が前記分岐路に進入すると判定された後、所定の時間が経
過する間または所定の距離を走行する間に、前記長さ幅検出手段により自車両の左側およ
び右側の車線がともに実線になったことが検出されると、自車両を減速させる旨の信号を
出力することを特徴とする。
【００１５】
　第５の発明は、第４の発明の分岐路進入判定装置において、前記自車両を減速させる旨
の信号の出力の開始後、前記長さ幅検出手段により自車両の左側または右側の少なくとも
一方の車線が検出されなくなった場合に、前記自車両を減速させる旨の信号の出力を解除
することを特徴とする。
【００１６】
　第６の発明は、第４の発明の分岐路進入判定装置において、前記自車両を減速させる旨
の信号の出力の開始後、所定の時間が経過した場合、所定の距離走行した場合、または自
車両の車速が所定の速度未満になった場合に、前記信号の出力を解除することを特徴とす
る。
【００１７】
　第７の発明は、第５または第６の発明の分岐路進入判定装置において、前記信号の出力
の解除とともに、自車両の定速走行制御を解除させる旨の信号を出力することを特徴とす
る。
【００１８】
　第８の発明は、第４の発明の分岐路進入判定装置において、前記長さ幅検出手段により
自車両の左側および右側の車線がともに実線になったことが検出された後、道路の曲率が
所定の曲率以上の曲率になった場合には、前記自車両を減速させる旨の信号の出力を解除
することを特徴とする。
【００１９】
　第９の発明は、第３の発明の分岐路進入判定装置において、前記分岐路進入判定手段に
より自車両が前記分岐路に進入すると判定された後、所定の時間が経過する間または所定
の距離を走行する間、前記長さ幅検出手段により自車両の左側または右側の車線が前記所
定の長さおよび所定の幅の破線である場合、前記自車両の加速を禁止する信号の出力を解
除することを特徴とする。
【００２０】
　第１０の発明は、第８または第９の発明の分岐路進入判定装置において、前記信号の出
力の解除とともに、自車両の定速走行制御に復帰させる旨の信号を出力することを特徴と
する。
【００２１】
　第１１の発明は、第３から第１０のいずれかの発明の分岐路進入判定装置において、
　先行車両を検出する先行車両検出手段を備え、
　自車両の加速を禁止する信号または自車両を減速させる旨の信号を出力する際に、前記
先行車両検出手段により検出された前記先行車両の速度と自車両との距離から算出される
減速度を出力し、前記減速度と前記信号に基づく減速度とを比較してその絶対値が大きい
方の減速度を優先して制御を行わせることを特徴とする。
【００２２】
　第１２の発明は、第３から第１０のいずれかの発明の分岐路進入判定装置において、
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　先行車両を検出する先行車両検出手段を備え、
　前記先行車両検出手段により検出された前記先行車両が検出されている場合には、前記
先行車両に対する追従走行制御を行う旨の信号を出力することを特徴とする。
【００２３】
　第１３の発明は、第３から第１２のいずれかの発明の分岐路進入判定装置において、前
記分岐路方向とは反対方向にウィンカ操作が行われた場合には、自車両の定速走行制御に
復帰させる旨の信号を出力することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　第１の発明によれば、自車両の左右の車線の長さや幅を検出して車線の線種を判定し、
車線の線種が実線であった一方の車線がブロック線に変化した場合に、変化した車線の側
に分岐路が存在することを検出することで、分岐路が存在することを的確に検出すること
が可能となる。また、分岐路が存在することを的確に検出したうえで、自車両が分岐路に
向かう移動や分岐路方向にウィンカ操作が行われた場合に自車両が分岐路に進入すると判
定することで、自車両が分岐路に進入するか否かを的確に判定することが可能となる。
【００２５】
　さらに、上記のように分岐路を的確に検出し、分岐路への進入を的確に判定することが
できるため、例えば、自車両の加速を適切に禁止したり、ランプ路等では自車両を適切に
減速させたりすることが可能となり、自車両を安定的に走行させることが可能となり、自
車両の走行の安全性を向上させることが可能となる。
【００２６】
　第２の発明によれば、例えば自車両の一方の車線が実線である間に履歴であるカウント
数を増加させ或いはその間にカウント数に一定値がセットされ、その一方の車線がブロッ
ク線として検出されるとカウント数を減少させていくカウンタ等の形で履歴を保持する手
段を構成することで、その手段に所定のカウント数が保持されている間は、現在はブロッ
ク線として検出されている車線が以前には実線として検出されていたという履歴を残すこ
とが可能となり、車線の線種が実線からブロック線に変化したことを確実に検出すること
が可能となる。そのため、車線の線種が実線からブロック線に変化したことを保証しつつ
、分岐路を検出することが可能となり、前記各発明の効果がより的確に発揮される。
【００２７】
　第３の発明によれば、前記各発明の効果に加え、自車両が分岐路に進入すると判定され
た段階で自車両の加速を禁止する信号を出力することで、通常、減速が要求されるランプ
路等への入り口である分岐路で不要な加速を禁止して、適切かつ安定的に減速を開始させ
ることが可能となる。また、そのため、自車両の走行の安全性を向上させることが可能と
なる。
【００２８】
　第４の発明によれば、自車両が分岐路に進入した後、自車両の左側および右側の車線が
ともに実線になった場合には、自車両がランプ路に進入した可能性が高いと判断される。
そのため、前記各発明の効果に加え、そのような場合に自車両を減速させる旨の信号を出
力して積極的に減速することで、自車両を適切に減速させることが可能となり、自車両の
走行の安全性を向上させることが可能となる。
【００２９】
　第５の発明によれば、自車両が分岐路に進入し、自車両の左側および右側の車線がとも
に実線になった後、自車両の左側または右側の少なくとも一方の車線が検出されなくなっ
た場合には、パーキングエリアや料金所、インターチェンジの出口等に到達した可能性が
高い。そのような場合には、分岐路進入判定装置が自車両を減速させるよりも、ドライバ
自らが先行車両等に衝突しないように適切に操縦した方がよい。そのため、前記各発明の
効果に加え、パーキングエリア等に到達した可能性が高い場合に、自車両を減速させる制
御を解除してドライバが自ら操縦することを促すことで、自車両の走行の安全性を向上さ
せることが可能となる。
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【００３０】
　第６の発明によれば、自車両を減速させる旨の信号の出力の開始後、所定の時間が経過
したり、自車両が所定の距離走行したり、自車両の車速が所定の速度未満になったような
場合には、自車両はすでに十分に減速されていると考えられる。そのため、前記各発明の
効果に加え、そのような場合に自車両を減速させる旨の信号の出力を解除することで、ド
ライバが自ら状況に応じて適切に操縦することが可能となり、自車両の走行の安全性を向
上させることが可能となる。
【００３１】
　第７の発明によれば、パーキングエリア等に到達した場合や、自車両が十分に減速した
ような場合には、前述したＡＣＣ制御、特に自車両の定速走行制御を解除させることで、
ドライバが自ら状況に応じて適切に操縦することが可能となり、前記各発明の効果をより
効果的に発揮させることが可能となる。
【００３２】
　第８の発明によれば、自車両の左側および右側の車線がともに実線になり自車両がラン
プ路等に進入した場合、ランプ路等のカーブがきつい場合がある。そのような場合、例え
ば自動的に自車両のアクセルスロットルやブレーキ機構等を自動制御して最適な減速を行
うカーブ抑制機構が自車両に備えられていれば、自車両を減速させる旨の信号の出力を解
除してカーブ抑制機構による制御に委ねた方が良い。このように、より適切な制御を行う
ことができる機構がある場合にその機構に制御を委ねることで、前記各発明の効果をより
有効に発揮させることが可能となる。
【００３３】
　第９の発明によれば、自車両がブロック線を越えて分岐路に進入したと判定されても、
そのレーンが分岐路ではなく登坂路である場合があり、登坂路では自車両の加速を禁止す
る必要はない。そのため、自車両が分岐路に進入した後、自車両の左側または右側の車線
が引き続きブロック線である場合には、分岐路ではなく登坂路を走行している可能性が高
いと判断して、自車両の加速を禁止する信号の出力を解除することで自車両を適切に走行
させることが可能となり、前記各発明の効果をより有効に発揮させることが可能となる。
【００３４】
　第１０の発明によれば、ランプ路等のカーブがきつい場合や自車両が登坂路を走行して
いる可能性が高い場合に自車両の加速を禁止する信号や自車両を減速させる旨の信号の出
力を解除する際に、自車両の定速走行制御に復帰させる旨の信号を出力してＡＣＣ制御に
復帰させることで、より適切に自車両の走行を制御することが可能となり、前記各発明の
効果をより効果的に発揮させることが可能となる。
【００３５】
　第１１の発明によれば、自車両が先行車両を検出する先行車両検出手段を備えている場
合には、自車両を減速させる際の基準が、上記発明の自車両を減速させる旨の信号による
ものと、先行車両の速度や自車両との距離の情報に基づくものとの２種類となる。その場
合、両者の減速度を比較して、その絶対値が大きい方、すなわち強く減速しなければなら
ない方の減速度を優先して制御を行うように構成することで、先行車両に追突する等の事
態が生じることを確実に防止することが可能となり、前記各発明の効果がより適切に発揮
される。
【００３６】
　第１２の発明によれば、自車両が先行車両を検出する先行車両検出手段を備えている場
合には、上記各発明の制御よりも、ＡＣＣ制御、特に先行車両に対する追従走行制御を優
先するように構成することで、先行車両に追突する等の事態が生じることを確実に防止す
ることが可能となり、前記各発明の効果がより適切に発揮される。
【００３７】
　第１３の発明によれば、自車両のドライバにより分岐路方向とは反対方向にウィンカ操
作が行われた場合に、ＡＣＣ装置ＡによるＡＣＣ制御、特に自車両の定速走行制御に復帰
させるように構成することで、ドライバが誤って自車両を分岐路に進入させた場合や登坂
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路から通常の走行レーンに復帰する場合などに自車両の加速禁止等の制御を適切に解除し
て、ＡＣＣ制御に適切に復帰させることが可能となり、前記各発明の効果がより有効に発
揮される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、本発明に係る分岐路進入判定装置の実施の形態について、図面を参照して説明す
る。
【００３９】
　本実施形態に係る分岐路進入判定装置１は、図１に示すように、データ収集部２ａと解
析部２ｂとからなる車線検出手段２と、長さ幅検出手段３と、走行区分判定手段４と、分
岐路検出手段５と、分岐路進入判定手段６と、先行車両検出手段７と、制御手段８と、記
憶手段９とを備えている。また、本実施形態では、分岐路進入判定装置１からの信号がＡ
ＣＣ装置Ａに出力されるようになっている。
【００４０】
　なお、本実施形態では、ＡＣＣ装置Ａは、ドライバにより設定された速度で自車両を定
速走行させるように制御を行うとともに、先行車両が存在する場合には自車両を先行車両
に追従させるように自車両のアクセルスロットルやブレーキ機構等を自動制御するための
装置である。
【００４１】
　分岐路進入判定装置１の車線検出手段２は、自車両の左側および右側の車線を検出する
ための手段である。本実施形態では、自車両の周囲を撮像する撮像手段を備え、撮像手段
により撮像された画像中から車線を検出するようになっており、具体的には、本願出願人
により先に提出された特開２００６－３３１３８９号公報に記載の車線認識装置が用いら
れている。以下、簡単に説明する。
【００４２】
　車線検出手段２は、図２に示すように構成されており、データ収集部２ａでは、車幅方
向に一定の距離をあけて配置された一対のメインカメラ２１ａおよびサブカメラ２１ｂか
らなる撮像手段２１で自車両の周囲を撮像して得られた一対の撮像画像を変換手段２２で
あるＡ／Ｄコンバータ２２ａ、２２ｂでそれぞれデジタル画像に変換し、画像補正部２３
でずれやノイズの除去、輝度値の補正等の画像補正を行って、画像データメモリ２４に格
納するとともに、解析部２ｂに送信する。
【００４３】
　また、画像補正が行われた一対の撮像画像は、画像処理手段２５に送られて、イメージ
プロセッサ２６で、メインカメラ２１ａで撮像した撮像画像（以下、基準画像という。）
が複数の画素ブロックに分割され、各画素ブロックについてそれぞれサブカメラ２１ｂで
撮像した撮像画像の対応する画素ブロックがステレオマッチング処理により見出され、各
画素ブロックごとに視差が算出される。この視差の算出については、本願出願人により先
に提出された特開平５－１１４０９９号公報等に詳述されている。
【００４４】
　この視差と実空間上の位置とは三角測量の原理に基づいて対応付けることができ、具体
的には、視差をｄｐ、画素ブロックの基準画像上の座標を（ｉ，ｊ）とし、実空間上で、
メインカメラ２１ａおよびサブカメラ２１ｂの中央真下の道路面上の点を原点とし、自車
両の車幅方向すなわち左右方向にＸ軸、車高方向にＹ軸、車長方向すなわち距離方向にＺ
軸を取ると、実空間上の点（Ｘ，Ｙ，Ｚ）と、視差ｄｐと画素ブロックの基準画像上の座
標（ｉ，ｊ）との関係は、
　　Ｘ＝ＣＤ／２＋Ｚ×ＰＷ×（ｉ－ＩＶ）　　…（１）
　　Ｙ＝ＣＨ＋Ｚ×ＰＷ×（ｊ－ＪＶ）　　　　…（２）
　　Ｚ＝ＣＤ／（ＰＷ×（ｄｐ－ＤＰ））　　　　…（３）
で表すことができる。
【００４５】
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　ここで、ＣＤはメインカメラ２１ａとサブカメラ２１ｂとの間隔、ＰＷは１画素当たり
の視野角、ＣＨはメインカメラ２１ａとサブカメラ２１ｂの取り付け高さ、ＩＶおよびＪ
Ｖは自車両正面の無限遠点のｉ座標およびｊ座標、ＤＰは消失点視差を表す。
【００４６】
　画像処理手段２５は、基準画像の各画素ブロックに視差ｄｐを割り当てて距離データメ
モリ２７に格納するとともに、解析部２ｂに送信するようになっている。なお、以下、基
準画像の各画素ブロックに視差ｄｐが割り当てられて形成された画像を距離画像という。
【００４７】
　車線検出手段２の解析部２ｂは、図示しないＣＰＵやＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力インター
フェース等がバスに接続されたコンピュータより構成されている。
【００４８】
　解析部２ｂでは、図３に示すように、基準画像Ｔの１画素幅の水平ラインｊ上を例えば
基準画像Ｔの中央から左右方向に順次、隣接する画素間の輝度変化量を演算し、設定され
た閾値以上に輝度値が大きく変化する画素を車線候補点ｃｌ、ｃｒとして検出する。そし
て、基準画像Ｔ上の水平ラインｊを１画素分ずつ上方にシフトさせながら、各水平ライン
ｊ上に車線候補点を検出していく。その際、解析部２ｂは、検出した車線候補点のうち、
距離画像に基づいて道路面上にないと判断した車線候補点を車線候補点から除外する。
【００４９】
　そして、残った車線候補点のうち、自車両に近い側の車線候補点に基づいて車線を直線
で近似して自車両の左右にそれぞれ検出する。その際、直線との整合性が取れない車線候
補点を除外するなどして検出の信頼性を向上させながら、自車両の一方の側（例えば右側
）に複数の車線が検出される場合には自車両の他方（例えば左側）に検出した車線との整
合性がある車線や前回のサンプリング周期で検出した車線との整合性がある車線を選ぶ等
して、自車両の左右にそれぞれ直線を選別する。
【００５０】
　このようにして、自車両に近い側に車線を直線状にそれぞれ検出すると、それより遠い
側ではその直線に基づいて直線との位置関係等から車線候補点を選別して結ぶことで、図
４に示すように自車両の左側および右側にそれぞれ車線Ｌｌ、Ｌｒを検出するようになっ
ている。なお、以下、自車両の左側および右側の車線Ｌｌ、Ｌｒをそれぞれ左車線Ｌｌお
よび右車線Ｌｒという。また、図４では基準画像Ｔ上で車線候補点ｃｌ、ｃｒが疎らに検
出されるように示されているが、実際には非常に細かく多数検出される。
【００５１】
　なお、以上の車線検出手段２については、前述したように特開２００６－３３１３８９
号公報に車線認識装置として詳述されており、詳細な説明は同公報を参照されたい。
【００５２】
　本実施形態では、図１に示した長さ幅検出手段３、走行区分判定手段４、分岐路検出手
段５、分岐路進入判定手段６、先行車両検出手段７、制御手段８および記憶手段９は、車
線検出手段２の解析部２ｂを構成しているコンピュータと同じコンピュータに構成されて
いる。
【００５３】
　長さ幅検出手段３は、車線検出手段２により検出された左車線Ｌｌおよび右車線Ｌｒの
自車両の進行方向の実空間上の長さと車線の実空間上の幅とをそれぞれ検出するようにな
っている。
【００５４】
　具体的には、長さ幅検出手段３は、図３に示したように、車線検出手段２が基準画像Ｔ
の水平ラインｊ上に車線候補点ｃｌ、ｃｒを検出すると、それらの車線候補点ｃｌ、ｃｒ
に対応し、輝度値が隣接する画素の輝度値から設定された閾値以上に大きく減少する画素
を終了点ｃｌ＊、ｃｒ＊として検出する。
【００５５】
　そして、車線候補点ｃｌ、ｃｒや終了点ｃｌ＊、ｃｒ＊の基準画像Ｔの座標（ｉ，ｊ）
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と視差ｄｐとを前記（１）～（３）式に代入して、車線候補点ｃｌと終了点ｃｌ＊との実
空間上のＸ軸方向すなわち左右方向の距離、および車線候補点ｃｒと終了点ｃｒ＊との実
空間上のＸ軸方向の距離をそれぞれ算出して、自車両の左車線Ｌｌ、右車線Ｌｒの実空間
上の幅としてそれぞれ検出する。そして、この操作を、車線検出手段２が基準画像Ｔ上で
水平ラインｊを上方にシフトさせながら車線候補点ｃｌ、ｃｒを検出するごとに行うよう
になっている。
【００５６】
　また、長さ幅検出手段３は、水平ラインｊを上方にシフトしながら検出される車線候補
点ｃｌ、ｃｒのＺ軸方向すなわち自車両の進行方向の距離も同様の算出により検出するよ
うになっており、車線候補点同士のＺ軸方向の距離が設定された閾値以下で近接する車線
候補点同士を同じグループであるとしてグループ化していく。また、ある水平ラインｊ上
に検出された車線候補点と既に検出されている最も近接する車線候補点とのＺ軸方向の距
離が前記閾値よりも大きい場合には当該車線候補点は別のグループに属するとして区別す
る。１つのグループは、道路面にペイントされた車線の標示部分に対応する。
【００５７】
　そして、長さ幅検出手段３は、このようにして検出したグループすなわち車線の標示部
分の実空間上のＺ軸方向の距離を算出し、車線Ｌｌ、Ｌｒの自車両の進行方向の実空間上
の長さとしてそれぞれ検出するようになっている。複数のグループが検出された場合には
、グループ間の自車両進行方向の間隔、すなわち車線の２つの標示部分の間のペイントさ
れていない非標示部分の間隔も検出する。
【００５８】
　長さ幅検出手段３は、このようにして検出した車線の幅が、例えば０．２ｍ未満であれ
ば当該車線を通常の車線であると判断し、そのうち、グループとしてまとめられた標示部
分の自車両進行方向の実空間上の長さが所定の長さ以上連続している場合には実線である
車線、標示部分の長さや非標示部分の間隔が所定の長さである場合には破線である車線で
あると判断するようになっている。
【００５９】
　なお、車線検出手段２および長さ幅検出手段３は、上記の構成に限定されず、自車両の
左右の車線Ｌｌ、Ｌｒを検出でき、それらの幅や自車両の進行方向の長さを検出できるも
のであればよい。
【００６０】
　走行区分判定手段４（図１参照）は、長さ幅検出手段３による検出結果に基づいて車線
の線種を判定して実線である車線が自車両の左側であるか右側であるかを判断して、自車
両が走行している走行レーンの区分を判定するようになっている。
【００６１】
　例えば、図３に示したように左車線Ｌｌが実線である車線であり、右車線Ｌｒが破線で
ある車線である場合、走行区分判定手段４は、自車両が道路の最も左側の走行レーンを走
行していると判定する。また、逆に、右車線Ｌｒが実線である車線であり、左車線Ｌｌが
破線である車線である場合には、走行区分判定手段４は、自車両が道路の最も右側の走行
レーンを走行していると判定する。
【００６２】
　また、自車両の左右の車線Ｌｌ、Ｌｒがともに実線である車線である場合には、走行区
分判定手段４は、自車両が追い越しのためのはみ出し禁止の走行レーン（以下、はみ出し
禁止レーンという。）を走行していると判定するようになっている。
【００６３】
　分岐路検出手段５（図１参照）は、長さ幅検出手段３による検出結果に基づいて、実線
である車線として検出されていた車線の線種がブロック線に変化した場合に、変化した車
線の側に分岐路が存在することを検出するようになっている。具体的には、実線であると
して検出されていた車線の線種が破線に変化し、長さ幅検出手段３の検出結果によりその
車線の幅が０．３～０．７５ｍの範囲内にあり、標示部分の長さが２～５ｍの範囲内にあ
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る場合に、検出した車線の線種が通常の車線よりも車線幅が広く長さが短いブロック線に
変化したと判断するようになっている。
【００６４】
　また、分岐路検出手段５は、車線が実線からブロック線に変化したことを検出するため
に、現在はブロック線として検出されている車線が以前のサンプリング周期では実線であ
ったという履歴を保持するための手段を有している。本実施形態では、後述するように履
歴を保持する手段としてカウンタ（左側レーン走行中カウンタＬcount）が用いられるよ
うになっており、カウンタは、自車両の一方の車線が実線である間に履歴であるカウント
数が増加されたり一定値がセットされたりする。そして、その一方の車線としてブロック
線が検出された場合にそのカウント数が参照され、以前にその車線が実線であったことを
示すカウント数となっていれば車線が実線からブロック線に変化したと判断されるように
なっている。
【００６５】
　そして、例えば図３に示したように実線である車線として検出されていた左車線Ｌｌが
、車線の自車両の進行方向の実空間上の長さと車線の実空間上の幅とから図５に示すよう
なブロック線ＢＬに変化した場合、分岐路検出手段５は、変化した車線の側、すなわち図
５の場合は自車両の左側のブロック線ＢＬのさらに左側に分岐路Ｂが存在すると判断して
分岐路Ｂを検出するようになっている。
【００６６】
　なお、例えば図６に示すようにもともと３車線であった道路が２車線と１車線に分岐し
ていくような場合に車線が破線である車線からブロック線ＢＬに変化する場合があるが、
このような場合、本実施形態では、分岐路検出手段５は、自車両の左側または右側の車線
が破線である車線からブロック線ＢＬに変化しても自車両から見てブロック線ＢＬのさら
に左側またはさらに右側の走行レーンを分岐路としては検出しない。
【００６７】
　従って、分岐路検出手段５は、自車両が道路の最も左側の走行レーンを走行している場
合に左車線Ｌｌが実線である車線からブロック線ＢＬに変化した場合、自車両が道路の最
も右側の走行レーンを走行している場合に右車線Ｌｒが実線である車線からブロック線に
変化した場合、および自車両がはみ出し禁止レーンを走行している場合に左右いずれかの
車線Ｌｌ、Ｌｒが実線である車線からブロック線に変化した場合に、それぞれさらにその
外側に分岐路が存在すると判断して検出するようになっている。
【００６８】
　分岐路進入判定手段６（図１参照）は、分岐路検出手段５が分岐路Ｂを検出している間
に、自車両が分岐路Ｂに向かって移動し、または分岐路方向にウィンカ操作が行われた場
合に、自車両が分岐路Ｂに進入すると判定するようになっている。
【００６９】
　本実施形態では、分岐路進入判定手段６は、図示しないターンシグナルスイッチが分岐
路側に操作されたことを検出して、或いはその旨の情報を受信して、分岐路方向にウィン
カ操作が行われたと判断するようになっている。従って、ウィンカ操作が行われてもター
ンシグナルスイッチが分岐路Ｂと反対側に操作された場合には、分岐路進入判定手段６は
自車両が分岐路Ｂに進入するとは判定しない。
【００７０】
　また、本実施形態では、自車両の分岐路Ｂへの移動は、自車両の分岐路Ｂ側の車輪の位
置が実空間上に換算されたブロック線の内側端部に接触したことで判断されるようになっ
ており、その段階で、自車両が分岐路Ｂに向かって移動し、分岐路Ｂに進入すると判定す
るようになっている。なお、自車両の分岐路Ｂへの移動の判断条件は、この他にも、自車
両の分岐路Ｂ側の車輪がブロック線の中央より分岐路Ｂ側に進出した場合や、ステアリン
グホイールを分岐路Ｂ側に所定の舵角以上に切った場合、後述する自車両の走行軌跡Ｌes
tが分岐路Ｂ側を向いた場合等とすることも可能であり、適宜設定される。
【００７１】
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　本実施形態の分岐路進入判定装置１には、図１に示したように、先行車両検出手段７が
設けられている。先行車両検出手段７は、車線検出手段２のデータ収集部２ａの距離デー
タメモリ２７から距離画像を読み出して、距離画像の各画素ブロックの視差ｄｐの情報に
基づいて基準画像Ｔ中から先行車両を検出するようになっている。
【００７２】
　本実施形態では、先行車両検出手段７は、本願出願人により先に提出された特開平１０
－２８３４６１号公報や特開平１０－２８３４７７号公報に記載された車外監視装置をベ
ースに構成されており、これにより、例えば図３に示した基準画像Ｔに基づいた場合、図
７に示すように、自車両ＭＣの前方の撮像領域内に存在し、道路面より高い位置にある立
体物が検出される。このようにして検出された立体物を基準画像Ｔ中に示すと、図８に示
すように、道路面より高い位置にある立体物が枠線で囲まれる状態で検出できる。なお、
検出された立体物に対するＳやＯの符号は、立体物の側面を検出しているか背面を検出し
ているかの種別を示す符号である。
【００７３】
　また、先行車両検出手段７は、自車両の挙動に基づいて、図７や図８に示すように自車
両の走行軌跡Ｌestを推定するようになっている。具体的には、先行車両検出手段７は、
図示しない車速センサやヨーレートセンサ、舵角センサから入力される自車両の車速Ｖや
ヨーレートγ、ステアリングホイールの舵角δ等に基づいて自車両の旋回曲率Ｃuaを下記
（４）式や（５）、（６）式に基づいて算出する。下記の各式におけるＲｅは旋回半径、
Ａsfは車両のスタビリティファクタ、Ｌwbはホイールベースである。
　　Ｃua＝γ／Ｖ　　…（４）
　　Ｒｅ＝（１＋Ａsf・Ｖ２）・（Ｌwb／δ）　　…（５）
　　Ｃua＝１／Ｒｅ　　…（６）
【００７４】
　そして、先行車両検出手段７は、算出した旋回曲率Ｃuaに基づいて自車両の走行軌跡Ｌ
estを算出して推定するようになっている。本実施形態では、先行車両検出手段７は、図
７に示すように、走行軌跡Ｌestを中心とする自車両の車幅分の領域である自車両の進行
路Ｒest上に存在する立体物の中で自車両に最も近接する立体物すなわち図７や図８の例
では立体物Ｏ２であるトラックを先行車両として検出するようになっている。
【００７５】
　なお、先行車両検出手段７は、先行車両を検出することができるものであれば、上記の
構成に限定されない。
【００７６】
　以上の長さ幅検出手段３や走行区分判定手段４、分岐路検出手段５、分岐路進入判定手
段６、先行車両検出手段７における検出結果や判定結果等は、記憶手段９に適宜記憶され
、また、必要に応じて記憶手段９から読み出されるようになっている。
【００７７】
　次に、制御手段８（図１参照）の制御構成を、図９～図１１のフローチャートを用いて
説明し、あわせて本実施形態に係る分岐路進入判定装置１の作用について説明する。
【００７８】
　なお、以下では、自車両が高速道路を走行中であり、ＡＣＣ装置Ａが作動している場合
を例示して説明する。制御手段８は、先行車両検出手段７により先行車両が検出されてい
る場合にはＡＣＣ装置Ａに自車両と先行車両との距離と先行車両の速度の情報を出力する
ようになっており、ＡＣＣ装置Ａは、先行車両の情報を受信していない場合には自車両の
定速走行制御を行い、先行車両の情報を受信している場合には前記距離や速度に応じた自
車両の先行車両追従制御と自車両の定速走行制御とを適宜選択してＡＣＣ制御を行うよう
になっている。
【００７９】
　分岐路進入判定装置１の初期状態においては、後述する分岐路フラグＦや左側レーン走
行中カウンタＬcount、登坂路カウンタＳcountは０にセットされる。
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【００８０】
　車線検出手段２により自車両の左右に車線Ｌｌ、Ｌｒが検出されると（ステップＳ１）
、制御手段８は、長さ幅検出手段３に検出された左車線Ｌｌおよび右車線Ｌｒの自車両の
進行方向の実空間上の長さと車線の実空間上の幅とを上記の要領でそれぞれ検出させる（
ステップＳ２）。また、車線が破線である場合には、車線の非標示部分の間隔も検出する
。
【００８１】
　続いて、走行区分判定手段４は、長さ幅検出手段３による検出結果に基づいて実線であ
る車線が自車両の左側であるか右側であるかを判断して、自車両が走行している走行レー
ンの区分を判定する。
【００８２】
　そして、制御手段８は、例えば図７に示したように、自車両の左車線Ｌｌが実線で、か
つ右車線Ｌｒが破線であり、走行区分判定手段４が、自車両が道路の最も左側の走行レー
ンを走行していると判定すると（図９のステップＳ３：ＹＥＳ）、続いて、長さ幅検出手
段３の検出結果に基づいて破線である右車線Ｌｒの標示部分の長さと非標示部分の間隔が
それぞれ所定の範囲内にあるか否かを判断する（ステップＳ４）。
【００８３】
　この左側走行レーンを走行中の右車線Ｌｒの標示部分の長さおよび非標示部分の間隔の
確認は、自車両が高速道路を走行中であるか否かを確認するためのものであり、本実施形
態では、車線の標示部分の長さが８ｍ±１ｍ、非標示部分の間隔が１２ｍ±２ｍの範囲内
にあれば所定の範囲内にあると判断するようになっている。なお、高速道路以外の一般道
等を走行中に本実施形態の分岐路進入判定装置１を作動させる場合には、上記の判断の基
準となる範囲設定は変更されてもよく、また、この確認判断の処理を行わないように構成
することも可能である。
【００８４】
　制御手段８は、右車線Ｌｒの標示部分の長さと非標示部分の間隔が所定の範囲内にある
と判断すると（ステップＳ４：ＹＥＳ）、続いて、左側レーン走行中カウンタＬcountに
所定のカウント数をセットする（ステップＳ５）。本実施形態では、左側レーン走行中カ
ウンタＬcountが前述した履歴を保持する手段であるが、その意味については後述する。
【００８５】
　また、制御手段８は、走行区分判定手段４が、自車両が道路の最も左側の走行レーン以
外を走行していると判定し（ステップＳ３：ＮＯ）、または、破線である右車線Ｌｒの標
示部分の長さと非標示部分の間隔のいずれか或いは両方が前記所定の範囲内にはないと判
断すると（ステップＳ４：ＮＯ）、左側レーン走行中カウンタＬcountのカウント数を１
サンプリング周期ごとに１ずつ減算する（ステップＳ６）。
【００８６】
　続いて、制御手段８は、左側レーン走行中カウンタＬcountのカウント数が０より大き
いか否かを判断し（ステップＳ７）、０より大きければ（ステップＳ７：ＹＥＳ）、分岐
路検出手段５に前述した要領で左車線Ｌｌがブロック線に変化したか否かを判断させる（
ステップＳ８）。
【００８７】
　例えば図７に示したように、自車両ＭＣが最も左側の走行レーンを走行しており、イン
ターチェンジやパーキング等の入り口に差し掛かっていない場合には、左車線Ｌｌは実線
であり、前記判断では左車線Ｌｌはブロック線に変化していないと判断される（図９のス
テップＳ８：ＮＯ）。そして、分岐路フラグＦが初期状態の０であれば、フローチャート
の以下の処理は行われず、上記のルーチンが繰り返され、サンプリング周期ごとに左側レ
ーン走行中カウンタＬcountに所定のカウント数がセットされる。また、自車両が道路の
最も左側の走行レーン以外を走行していると判定されるなどすれば、左側レーン走行中カ
ウンタＬcountのカウント数が１ずつ減算される。
【００８８】
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　しかし、図１２に示すように、自車両ＭＣが高速道路の最も左側の走行レーンを走行し
ている状態でインターチェンジやパーキング等の入り口に差し掛かるなどして、あるサン
プリング周期で、分岐路検出手段５が、それまで実線としてラベル付けされていた左車線
Ｌｌが幅０．３～０．７５ｍ、標示部分の長さ２～５ｍのブロック線ＢＬに変化したと判
断すると（図９のステップＳ８：ＹＥＳ）、分岐路検出手段５はブロック線ＢＬのさらに
左側に分岐路Ｂを検出し、制御手段８は、左車線Ｌｌのラベル付けを実線からブロック線
に変更する。
【００８９】
　ここで、履歴を保持する手段としての左側レーン走行中カウンタＬcountの意味につい
て説明する。高速道路の分岐路Ｂは、最も左側の走行レーンを走行している自車両ＭＣの
左車線Ｌｌがブロック線に変化したことを検出することで検出される。しかし、上記のよ
うに左車線Ｌｌのラベル付けが実線からブロック線に変更されただけでは、次回以降のサ
ンプリング周期で、ステップＳ３の判断処理において自車両ＭＣが最も左側の走行レーン
を走行していないと判断されてしまい、実線であった左車線Ｌｌがブロック線に変化した
ことの履歴が残らない。
【００９０】
　そこで、現在ブロック線として検出された左車線Ｌｌが少なくとも数秒前までは実線で
あり、それがブロック線に変化したという履歴を残すために、本実施形態では、自車両Ｍ
Ｃが最も左側の走行レーンを走行していると判定されている間（ステップＳ３：ＹＥＳ）
履歴を表す左側レーン走行中カウンタＬcountのカウント数に所定のカウント数をセット
し（ステップＳ５）、左車線Ｌｌがブロック線ＢＬに変化した後も（ステップＳ３：ＮＯ
）、カウント数が０より大きい値を保持している間は（ステップＳ７：ＹＥＳ）そのブロ
ック線ＢＬとして検出されている左車線Ｌｌが以前は実線として検出されていたという履
歴を残す。
【００９１】
　そして、このようにして実線であった左車線Ｌｌがブロック線ＢＬに変化したことを検
出することで（ステップＳ８：ＹＥＳ）、最も左側の走行レーンを走行していた自車両Ｍ
Ｃの左車線Ｌｌがブロック線に変化したことを保証しつつ、分岐路Ｂを検出するようにな
っている。
【００９２】
　なお、履歴を保持する手段としては、本実施形態のようにステップＳ５の処理で自車両
ＭＣが最も左側の走行レーンを走行していることを検出する毎に左側レーン走行中カウン
タＬcountに所定のカウント数をセットする代わりに、左側レーン走行中カウンタＬcount
を１ずつ加算していき、一定の上限値になった段階で加算をやめるように構成することも
可能である。また、自車両ＭＣが高速道路の最も左側の走行レーンを走行していることを
検出した段階で履歴を保持する手段としてフラグをたて、所定の時間、或いは自車両ＭＣ
が所定の距離走行する間、自車両ＭＣが最も左側の走行レーンを走行していないことが検
出された段階でフラグをリセットするように構成することも可能である。
【００９３】
　制御手段８は、左車線Ｌｌがブロック線に変化したと判断すると（ステップＳ８：ＹＥ
Ｓ）、続いて、分岐路進入判定手段６に上記の要領で自車両ＭＣが分岐路Ｂに進入するか
否かを判定させ（ステップＳ９）、自車両ＭＣが分岐路Ｂに進入すると判定されると（ス
テップＳ９：ＹＥＳ）、分岐路フラグＦを１にセットする（ステップＳ１０）。分岐路フ
ラグＦが１であることは、自車両ＭＣが分岐路Ｂに進入した可能性がある状態であること
を表す。
【００９４】
　続いて、制御手段８は、分岐路フラグＦが１（図１０のステップＳ１１：ＹＥＳ）、す
なわち自車両ＭＣが分岐路Ｂに進入したと判断すると、自車両ＭＣが左側にあったブロッ
ク線ＢＬを跨いで分岐路Ｂに進入することから、ブロック線ＢＬが右車線Ｌｒとして検出
されているか否かを車線検出手段２および長さ幅検出手段３の検出結果から判断する（ス
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テップＳ１２）。
【００９５】
　制御手段８は、右車線Ｌｒがブロック線ＢＬになったと判断すると（ステップＳ１２：
ＹＥＳ）、登坂路カウンタＳcountのカウント数を１サンプリング周期ごとに１ずつ加算
する（ステップＳ１３）。そして、登坂路カウンタＳcountのカウント数が予め設定され
た閾値Ｓthを超えた場合には（ステップＳ１４：ＹＥＳ）、分岐路フラグＦを０にリセッ
トするようになっている（ステップＳ１５）。
【００９６】
　上記の処理は、自車両が走行しているレーンが登坂路である場合には、引き続きＡＣＣ
装置Ａを作動させるための処理である。すなわち、自車両ＭＣがブロック線ＢＬを跨いだ
としても、図１３に示すように、ブロック線ＢＬの左側のレーンが実際には分岐路ではな
く登坂路である場合があり、その場合にはＡＣＣ装置Ａを作動させた方がよい。また、自
車両ＭＣが分岐路Ｂに進入した状態であることを表す分岐路フラグＦの１のセットは誤り
であるからリセットして解除する。これにより、後述するようにＡＣＣ装置Ａが通常の動
作に復帰する。
【００９７】
　また、自車両ＭＣが進入したレーンが分岐路Ｂであれば、自車両ＭＣの右車線Ｌｒはブ
ロック線ＢＬから実線に変わるが、自車両ＭＣが進入したレーンが登坂路Ｓである場合に
は、図１３に示したように自車両ＭＣの右車線Ｌｒがブロック線ＢＬである状態が比較的
長時間続く。登坂路カウンタＳcountの加算は、このように自車両ＭＣが走行しているレ
ーンが分岐路Ｂであるか登坂路Ｓであるかを判断するために、自車両ＭＣの右車線Ｌｒが
ブロック線であり続ける時間経過をカウントするものである。そのため、登坂路カウンタ
Ｓcountのカウント数が予め設定された閾値Ｓthを超えないうちは（図１０のステップＳ
１４：ＮＯ）、分岐路か登坂路かの判断ができず、分岐路フラグＦを１に維持する。
【００９８】
　制御手段８は、分岐路フラグＦが１の状態であり（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、すなわ
ち自車両ＭＣが分岐路Ｂに進入した可能性があり、右車線Ｌｒがブロック線ＢＬではなく
なったと判断すると（ステップＳ１２：ＮＯ）、車線検出手段２および長さ幅検出手段３
の検出結果に基づいて自車両の左右の車線Ｌｌ、Ｌｒがともに実線か否かを判断する（ス
テップＳ１６）。
【００９９】
　図１４に示すように、自車両ＭＣが分岐路Ｂからランプ路Ｒ（高速道路からの流出路）
に進入すると、自車両ＭＣの左右の車線Ｌｌ、Ｌｒがともに実線になる。そのため、制御
手段８は、分岐路フラグＦが１の状態で右車線Ｌｒがブロック線ＢＬではなくなり自車両
の左右の車線Ｌｌ、Ｌｒがともに実線になったと判断すると（図１０のステップＳ１６：
ＹＥＳ）、自車両ＭＣがランプ路Ｒに進入した可能性が高いとして分岐路フラグＦを２に
セットする（ステップＳ１７）。
【０１００】
　そして、制御手段８は、分岐路フラグＦが２の場合（ステップＳ１８：ＹＥＳ）、道路
の曲率が予め設定された閾値以上か否かを判断するようになっている（ステップＳ１９）
。これは、本実施形態では、道路の曲率が大きい場合に自動的に自車両のアクセルスロッ
トルやブレーキ機構等を自動制御して最適な減速を行うカーブ抑制機構が自車両に備えら
れていることから、ランプ路等の曲率が大きい場合には本発明による制御を解除して上記
の機構による自動制御を行わせるための判断である。
【０１０１】
　そのため、制御手段８は、道路の曲率が予め設定された閾値以上であると判断した場合
には（ステップＳ１９：ＹＥＳ）、分岐路フラグＦをリセットするようになっている（ス
テップＳ２０）。なお、道路の曲率は、車線検出手段２により検出された左右の車線Ｌｌ
、Ｌｒに基づいて算出してもよく、また、本実施形態では先行車両検出手段７が前記（４
）式や（５）、（６）式に基づいて算出する自車両の旋回曲率Ｃuaに基づいて決定しても
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よい。
【０１０２】
　制御手段８は、さらに、自車両ＭＣの左右の車線Ｌｌ、Ｌｒのうちの一方或いは両方が
検出されなくなると（ステップＳ２１：ＹＥＳ）、図１５に示すように自車両ＭＣがラン
プ路Ｒを抜けてパーキングエリアＰや料金所、或いはインターチェンジの出口に到達した
可能性が高いとして、分岐路フラグＦを３にセットするようになっている（図１０のステ
ップＳ２２）。
【０１０３】
　制御手段８は、以上のようにして分岐路フラグＦの設定を終えると、続いて、分岐路フ
ラグＦの値に応じてＡＣＣ装置Ａ（図１参照）に対して各種の制御を行わせるための信号
を出力するようになっている。
【０１０４】
　まず、分岐路フラグＦが０（ステップＳ２３、Ｓ２５、Ｓ２７：ＮＯ）の場合は、図７
に示したように自車両ＭＣが通常の走行レーンを走行している場合であるから、制御手段
８はＡＣＣ装置Ａを通常通りに作動させる。そのため、上記の処理のうち、分岐路フラグ
Ｆが１の状態で登坂路カウンタＳcountのカウント数が予め設定された閾値Ｓthを超える
と（図１０のステップＳ１４：ＹＥＳ）、分岐路フラグＦが０にリセットされるため（ス
テップＳ１５）、後述するように登坂路に進入した段階で自車両の加速が禁止される制御
が行われても、登坂路カウンタＳcountのカウント数が閾値Ｓthを超えた段階でその制御
が解除され、ＡＣＣ装置Ａの動作が通常の動作に復帰する。
【０１０５】
　また、分岐路フラグＦが２の状態で道路の曲率が予め設定された閾値以上になると（ス
テップＳ１９：ＹＥＳ）、分岐路フラグＦが０にリセットされるため（ステップＳ２０）
、後述するように自車両ＭＣがランプ路に進入して減速する制御が行われても、道路の曲
率が閾値以上になった段階でその制御が解除され、前述したようにカーブ抑制機構が機能
するとともに、ＡＣＣ装置Ａの動作が通常の動作に復帰する。
【０１０６】
　分岐路フラグＦが１の場合（図１１のステップＳ２３：ＹＥＳ）、すなわち、自車両Ｍ
Ｃが分岐路Ｂに進入すると判定された場合、制御手段８は、自車両の加速を禁止する信号
をＡＣＣ装置Ａに出力するようになっている（ステップＳ２４）。自車両の加速を禁止す
る信号とは、具体的には、例えばアクセルオフを命令する信号であり、これによりＡＣＣ
装置Ａはドライバによりアクセルスロットルが踏み込まれても、自車両ＭＣの加速を行わ
ないようになる。
【０１０７】
　分岐路フラグＦが２の場合（ステップＳ２５：ＹＥＳ）、すなわち、自車両の左右の車
線Ｌｌ、Ｌｒがともに実線になり自車両ＭＣが分岐路Ｂからランプ路Ｒに進入したと判断
された段階で、制御手段８は、自車両を減速させる旨の信号をＡＣＣ装置Ａに出力するよ
うになっている（ステップＳ２６）。自車両を減速させる旨の信号とは、具体的には、例
えばＡＣＣ装置Ａに予め設定された減速度で自車両が減速されるように指示する信号であ
り、これによりＡＣＣ装置Ａはその減速度で自車両が減速されるようにブレーキ機構を自
動的に操作する。
【０１０８】
　なお、制御手段８がＡＣＣ装置Ａに対して自車両を減速させる旨の信号の出力を開始し
た後、所定の時間が経過したり、自車両が所定の距離走行したり、自車両の車速が所定の
速度未満になっても分岐路フラグＦが２の状態が続く場合には、自車両はすでに十分に減
速されているから、自車両を減速させる旨の信号の出力を解除するように構成することも
可能である。
【０１０９】
　分岐路フラグＦが３の場合（ステップＳ２７：ＹＥＳ）、すなわち、自車両の左右の車
線Ｌｌ、Ｌｒのうちの一方或いは両方が検出されなくなり、自車両ＭＣがランプ路Ｒを抜
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けてパーキングエリアや料金所、或いはインターチェンジの出口に到達したと判断された
段階で、制御手段８は、ＡＣＣ装置ＡにＡＣＣ制御を解除させる旨の信号を出力し（ステ
ップＳ２８）、分岐路フラグＦを０にリセットする（ステップＳ２９）。
【０１１０】
　これにより、分岐路フラグＦが２の段階でＡＣＣ装置Ａに出力されていた自車両を減速
させる旨の信号は解除され、ＡＣＣ装置ＡによるＡＣＣ制御がすべて解除される。パーキ
ングエリアや料金所等では自車両の定速走行制御を行うよりも、先行車両等に衝突しない
ようにドライバが自ら適切に操縦した方がよいためである。
【０１１１】
　なお、本実施形態では、高速道路の最も左側の走行レーンを走行中の自車両が、道路左
側の分岐路に進入し、ランプ路に進入してパーキングエリアや料金所、或いはインターチ
ェンジの出口に到達する場合について説明したが、この場合に限定されない。首都高速道
路等の自動車専用道路や一般道でも同様にして制御を行うことができる。
【０１１２】
　また、自動車専用道路等では道路の右側に分岐路が設けられている場合があるが、その
ような場合には、自車両の左側の車線Ｌｌだけでなく、自車両の右側の車線Ｌｒについて
も実線からブロック線に変化したことを検出するように構成することで分岐路を検出する
ことができる。
【０１１３】
　さらに、本実施形態では、ＡＣＣ装置によりＡＣＣ制御が行われていることを前提にし
て説明したが、ＡＣＣ制御が行われていない場合でも、上記と同様に分岐路を検出し、自
車両が分岐路に進入した場合には自車両の加速を禁止し、ランプ路に進入した場合には自
車両を減速させる等の制御を行うことが可能である。
【０１１４】
　以上のように、本実施形態に係る分岐路進入判定装置１によれば、自車両の左右の車線
の長さや幅を検出し、実線であった一方の車線がブロック線に変化した場合に、変化した
車線の側に分岐路が存在することを検出することで、分岐路が存在することを的確に検出
することが可能となる。
【０１１５】
　また、分岐路が存在することを的確に検出したうえで、自車両が分岐路に向かって移動
したり分岐路方向にウィンカ操作が行われた場合に自車両が分岐路に進入すると判定する
ことで、自車両が分岐路に進入するか否かを的確に判定することが可能となる。
【０１１６】
　さらに、上記のように分岐路を的確に検出し、分岐路への進入を的確に判定することが
できるため、自車両の加速を適切に禁止したり、ランプ路等では自車両を適切に減速させ
たりすることが可能となり、自車両を安定的に走行させることが可能となり、自車両の走
行の安全性を向上させることが可能となる。
【０１１７】
　なお、本実施形態のように分岐路進入判定装置１が先行車両検出手段７を備える場合、
ＡＣＣ装置Ａは、制御手段８から送信されてくる先行車両の速度や自車両との距離の情報
に基づいて先行車両に対する追従走行制御を自動的に行う。その際、制御手段８から自車
両の加速を禁止する信号や自車両を減速させる旨の信号が送信されてくると、ＡＣＣ装置
Ａには、自車両の減速度を決定する基準として、それらの信号に基づくものと、先行車両
の速度や自車両との距離の情報に基づくものとの２種類の基準が生じることとなる。
【０１１８】
　このような場合、両者の減速度を比較して、その絶対値が大きい方、すなわち強く減速
しなければならない方の減速度を優先して制御を行うように構成することが可能である。
このように構成すれば、先行車両に追突する等の事態が生じることを防止することが可能
となる。
【０１１９】
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　また、先行車両が検出されている場合には、本実施形態の制御を行わずにＡＣＣ装置Ａ
によるＡＣＣ制御を行わせ、先行車両に対する追従走行制御を行わせるように構成するこ
とも可能である。このように構成すれば、先行車両に追突する等の事態が生じることを適
切に防止することが可能となる。
【０１２０】
　さらに、自車両のドライバにより分岐路方向とは反対方向にウィンカ操作が行われた場
合には、ＡＣＣ装置ＡによるＡＣＣ制御、特に自車両の定速走行制御に復帰させるように
構成することも可能である。このように構成すれば、ドライバが誤って自車両を分岐路に
進入させた場合や登坂路から通常の走行レーンに復帰する場合などに自車両の加速禁止等
の制御を適切に解除して、ＡＣＣ制御に適切に復帰させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本実施形態に係る分岐路進入判定装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態に係る車線検出手段の構成を示すブロック図である。
【図３】基準画像および車線候補点を表す図である。
【図４】基準画像中に検出された左右の車線を表す図である。
【図５】基準画像に撮像されたブロック線および分岐路を表す図である。
【図６】車線が破線からブロック線に変化する場合に分岐路を検出しない例を表す図であ
る。
【図７】実空間上に検出された立体物、先行車両、走行軌跡および自車両の進行路を説明
する図である。
【図８】基準画像中に検出された立体物、先行車両、走行軌跡および自車両の進行路を説
明する図である。
【図９】本実施形態に係る分岐路進入判定装置の制御手段の制御構成を示すフローチャー
トである。
【図１０】本実施形態に係る分岐路進入判定装置の制御手段の制御構成を示すフローチャ
ートである。
【図１１】本実施形態に係る分岐路進入判定装置の制御手段の制御構成を示すフローチャ
ートである。
【図１２】実空間上に検出されたブロック線および分岐路を表す図である。
【図１３】自車両が登坂路を走行している状態を説明する図である。
【図１４】自車両がランプ路に進入した状態を説明する図である。
【図１５】自車両がパーキング等に進入した状態を説明する図である。
【符号の説明】
【０１２２】
１　　分岐路進入判定装置
２　　車線検出手段
２１　撮像手段
３　　長さ幅検出手段
４　　走行区分判定手段
５　　分岐路検出手段
６　　分岐路進入判定手段
７　　先行車両検出手段
Ｂ　　分岐路
ＢＬ　所定の長さおよび所定の幅の破線（ブロック線）
Ｌcount　左側レーン走行中カウンタ（履歴を保持する手段）
Ｌｌ　左側の車線（左車線）
Ｌｒ　右側の車線（右車線）
ＭＣ　自車両
Ｏ２　先行車両
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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