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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両前方を撮像する撮像手段と、
　該撮像手段により撮像された画像における所定領域に存在する路面上の認識対象物を認
識する画像解析手段と、
　自車両の直前を走行する先行車両との車間距離を取得する車間距離取得手段と、
　自車両のピッチ角を取得するピッチ角取得手段と、を備え、
　前記画像解析手段は、
　　前記車間距離取得手段により取得された車間距離に基づいて、前記先行車両の後下端
部に対応する画像上の縦方向座標を有し画像横方向に延在する除去ラインを設定し、該設
定した除去ラインよりも遠方側の領域を前記所定領域から除外して前記認識対象物を認識
する手段であり、
　　前記ピッチ角取得手段により取得された自車両のピッチ角が水平方向よりも上向きで
ある場合には、前記ピッチ角取得手段により取得された自車両のピッチ角に基づいて前記
除去ラインを補正することを特徴とする、
　車両用対象物認識装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用対象物認識装置であって、
　前記前記画像解析手段は、前記設定した除去ラインが前記所定領域を通過する場合には
、前記所定領域を自車両に近い側に移動させることを特徴とする、
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　車両用対象物認識装置。
【請求項３】
　自車両前方を撮像する撮像手段と、
　該撮像手段により撮像された画像における所定領域に存在する路面上の認識対象物を認
識する画像解析手段と、
　自車両の直前を走行する先行車両との車間距離を取得する車間距離取得手段と、
　を備え、
　前記画像解析手段は、
　　前記車間距離取得手段により取得された車間距離に基づいて、前記先行車両の後下端
部に対応する画像上の縦方向座標を有し画像横方向に延在する除去ラインを設定し、該設
定した除去ラインよりも遠方側の領域を前記所定領域から除外して前記認識対象物を認識
する手段であり、
　　前記設定した除去ラインが前記所定領域を通過する場合には、前記所定領域を自車両
に近い側に移動させることを特徴とする、
　車両用対象物認識装置。
【請求項４】
　自車両後方を撮像する撮像手段と、
　該撮像手段により撮像された画像における所定領域に存在する路面上の認識対象物を認
識する画像解析手段と、
　自車両の直後を走行する後続車両との車間距離を取得する車間距離取得手段と、
　自車両のピッチ角を取得するピッチ角取得手段と、を備え、
　前記画像解析手段は、
　　前記車間距離取得手段により取得された車間距離に基づいて、前記後続車両の前下端
部に対応する画像上の縦方向座標を有し画像横方向に延在する除去ラインを設定し、該設
定した除去ラインよりも遠方側の領域を前記所定領域から除外して前記認識対象物を認識
する手段であり、
　　前記ピッチ角取得手段により取得された自車両のピッチ角が水平方向よりも下向きで
ある場合には、前記ピッチ角取得手段により取得された自車両のピッチ角に基づいて前記
除去ラインを補正することを特徴とする、
　車両用対象物認識装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の車両用対象物認識装置であって、
　前記前記画像解析手段は、前記設定した除去ラインが前記所定領域を通過する場合には
、前記所定領域を自車両に近い側に移動させることを特徴とする、
　車両用対象物認識装置。
【請求項６】
　自車両後方を撮像する撮像手段と、
　該撮像手段により撮像された画像における所定領域に存在する路面上の認識対象物を認
識する画像解析手段と、
　自車両の直後を走行する後続車両との車間距離を取得する車間距離取得手段と、
　を備え、
　前記画像解析手段は、
　　前記車間距離取得手段により取得された車間距離に基づいて、前記後続車両の前下端
部に対応する画像上の縦方向座標を有し画像横方向に延在する除去ラインを設定し、該設
定した除去ラインよりも遠方側の領域を前記所定領域から除外して前記認識対象物を認識
する手段であり、
　　前記設定した除去ラインが前記所定領域を通過する場合には、前記所定領域を自車両
に近い側に移動させることを特徴とする、
　車両用対象物認識装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載カメラの撮像画像を解析し、撮像画像中に存在する道路区画線や道路表
示等の路面上の認識対象物を認識する車両用対象物認識装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両が走行車線を逸脱せずに走行できるように運転支援を行う制御システムが知
られている。例えば、ＬＫＡ（Lane　Keeping　Assist）と称される車線維持支援制御シ
ステムでは、走行車線内を車両が走行できるように小さい操舵力が出力されたり、ステア
リングアシストトルクが出力されたりする。また、ＬＤＷ（Lane　Departure　Warninng
）と称される車線逸脱警報制御システムでは、車両が走行車線から逸脱したタイミング、
或いは逸脱しようとしているタイミングで、スピーカや表示装置によって警報の出力が行
われる。
【０００３】
　これらの制御システムでは、走行車線と車両の位置関係を認識することが必要となる。
係る認識は、車載カメラによって車両周辺を撮像し、撮像画像上で走行車線を区画する道
路区画線の位置を認識する処理を経て行われる。従って、車載カメラの撮像画像を解析し
て道路区画線を認識する技術が必要となっている。
【０００４】
　ここで、撮像画像の解析は、画像全体に亘って行うと処理負荷が大きくなるため、画像
中で道路面を撮像している可能性が高いと思われる所定領域について行われるのが通常で
ある。
【０００５】
　なお、このように、画像における解析対象範囲を限定するのは、道路区画線を認識する
装置に限られない。例えば、横断歩道や速度表示、右左折可能か否かを示す矢印、一時停
止位置線等の、路面上の認識対象物を認識する装置についても、同様のことがいえる。
【０００６】
　特許文献１には、撮像手段の撮像画像から画像認識された道路形状に基づいて、車両が
車線を維持して走行するように制御するレーンキープ制御を備える車両走行制御装置につ
いて記載されている。この装置では、自車両の直前を走行する先行車両との車間距離をレ
ーダ装置等で測定し、先行車両との車間距離に応じて撮像手段の撮像範囲、又はその撮像
画像における画像認識範囲（上記所定領域撮像手段の撮像範囲、又はその撮像画像におけ
る画像認識範囲）を車両側方に移動させる処理を行っている。
【０００７】
　また、実用化されている制御システムシステムでは、車間距離に基づいて算出される先
行車両の後端部の画像上の位置（画像縦方向の座標）に横方向のラインを設定し、このラ
インよりも遠方側の画像を所定領域から除外する処理が行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－１４６２８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、車間距離のみに基づいて先行車両の遮蔽程度を認識する場合、自車両の
姿勢や挙動に起因して、画像解析を行う対象となる領域の設定が適切なものとならない場
合がある。このため、従来の制御システムでは、道路区画線の認識精度が低下する場合が
ある。
【００１０】
　本発明はこのような課題を解決するためのものであり、より適切な範囲に設定された領
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域で対象物の認識を行うことが可能な車両用対象物認識装置を提供することを、主たる目
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の本発明の第１の態様は、
　自車両前方を撮像する撮像手段と、
　該撮像手段により撮像された画像における所定領域に存在する路面上の認識対象物を認
識する画像解析手段と、
　自車両の直前を走行する先行車両との車間距離を取得する車間距離取得手段と、
　自車両のピッチ角を取得するピッチ角取得手段と、を備え、
　前記画像解析手段は、
　　前記車間距離取得手段により取得された車間距離に基づいて、前記先行車両の後下端
部に対応する画像上の縦方向座標を有し画像横方向に延在する除去ラインを設定し、該設
定した除去ラインよりも遠方側の領域を前記所定領域から除外して前記認識対象物を認識
する手段であり、
　　前記ピッチ角取得手段により取得された自車両のピッチ角が水平方向よりも上向きで
ある場合には、前記ピッチ角取得手段により取得された自車両のピッチ角に基づいて前記
除去ラインを補正することを特徴とする、
　車両用対象物認識装置である。
【００１２】
　この本発明の第１の態様によれば、より適切な範囲に設定された領域で対象物の認識を
行うことができる。
【００１３】
　なお、本発明の各態様において、車間距離取得手段は、レーダー装置であってもよいし
、画像解析によって距離を測定する装置であってもよい。
【００１６】
　本発明の第１の態様において、
　前記前記画像解析手段は、前記設定した除去ラインが前記所定領域を通過する場合には
、前記所定領域を自車両に近い側に移動させることを特徴とするものとしてもよい。
【００１７】
　本発明の第２の態様は、
　自車両前方を撮像する撮像手段と、
　該撮像手段により撮像された画像における所定領域に存在する路面上の認識対象物を認
識する画像解析手段と、
　自車両の直前を走行する先行車両との車間距離を取得する車間距離取得手段と、
　を備え、
　前記画像解析手段は、
　　前記車間距離取得手段により取得された車間距離に基づいて、前記先行車両の後下端
部に対応する画像上の縦方向座標を有し画像横方向に延在する除去ラインを設定し、該設
定した除去ラインよりも遠方側の領域を前記所定領域から除外して前記認識対象物を認識
する手段であり、
　　前記設定した除去ラインが前記所定領域を通過する場合には、前記所定領域を自車両
に近い側に移動させることを特徴とする、
　車両用対象物認識装置である。
【００１８】
　この本発明の第２の態様によれば、より適切な範囲に設定された領域で対象物の認識を
行うことができる。
【００２１】
　本発明の第３の態様は、
　自車両後方を撮像する撮像手段と、
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　該撮像手段により撮像された画像における所定領域に存在する路面上の認識対象物を認
識する画像解析手段と、
　自車両の直後を走行する後続車両との車間距離を取得する車間距離取得手段と、
　自車両のピッチ角を取得するピッチ角取得手段と、を備え、
　前記画像解析手段は、
　　前記車間距離取得手段により取得された車間距離に基づいて、前記後続車両の前下端
部に対応する画像上の縦方向座標を有し画像横方向に延在する除去ラインを設定し、該設
定した除去ラインよりも遠方側の領域を前記所定領域から除外して前記認識対象物を認識
する手段であり、
　　前記ピッチ角取得手段により取得された自車両のピッチ角が水平方向よりも下向きで
ある場合には、前記ピッチ角取得手段により取得された自車両のピッチ角に基づいて前記
除去ラインを補正することを特徴とする、
　車両用対象物認識装置である。
【００２２】
　この本発明の第３の態様によれば、より適切な範囲に設定された領域で対象物の認識を
行うことができる。
【００２３】
　本発明の第３の態様において、
　前記前記画像解析手段は、前記設定した除去ラインが前記所定領域を通過する場合には
、前記所定領域を自車両に近い側に移動させることを特徴とするものとしてもよい。
【００２４】
　本発明の第４の態様は、
　自車両後方を撮像する撮像手段と、
　該撮像手段により撮像された画像における所定領域に存在する路面上の認識対象物を認
識する画像解析手段と、
　自車両の直後を走行する後続車両との車間距離を取得する車間距離取得手段と、
　を備え、
　前記画像解析手段は、
　　前記車間距離取得手段により取得された車間距離に基づいて、前記後続車両の前下端
部に対応する画像上の縦方向座標を有し画像横方向に延在する除去ラインを設定し、該設
定した除去ラインよりも遠方側の領域を前記所定領域から除外して前記認識対象物を認識
する手段であり、
　　前記設定した除去ラインが前記所定領域を通過する場合には、前記所定領域を自車両
に近い側に移動させることを特徴とする、
　車両用対象物認識装置である。
【００２５】
　この本発明の第４の態様によれば、より適切な範囲に設定された領域で対象物の認識を
行うことができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、より適切な範囲に設定された領域で対象物の認識を行うことが可能な
車両用対象物認識装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１実施例に係る車両用対象物認識装置１の機能ブロック図である。
【図２】前方カメラ１０の撮像画像例、及び撮像画像における地平線位置と先行車両の下
端部との距離に基づいて車間距離を算出する原理を説明するための説明図である。
【図３】前方カメラ１０の撮像画像例、及び撮像画像における先行車両の幅に基づいて車
間距離を算出する原理を説明するための説明図である。
【図４】画像変換処理が行われる様子を示す図である。



(6) JP 5561064 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

【図５】画像変換処理の原理を説明するための説明図である。
【図６】左右対応点探索処理が行われる様子を示す図である。
【図７】横方向に左カメラの画像における特徴的な物体と同一の物体を、右カメラの画像
において横方向に探索する様子を示す図である。
【図８】粗い解像度で探索を行った結果として作成される視差画像の一例である。
【図９】視差点投票処理が行われる様子を示す図である。
【図１０】立体物判定処理が行われた結果、二個の立体物が認識された様子を示す図であ
る。
【図１１】撮像画像に設定される所定領域を示す図である。
【図１２】自車両のピッチ角が上向くことにより除去ラインが上方向にズレてしまった様
子を示す図である。
【図１３】除去ラインが適切に補正された様子を示す図である。
【図１４】第１実施例に係る画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示す
フローチャートである。
【図１５】第１実施例に係る画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示す
フローチャートである。
【図１６】所定領域を自車両に近い側に移動させる様子を示す図である。
【図１７】第１実施例に係る画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示す
フローチャートである。
【図１８】第１実施例に係る画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示す
フローチャートである。
【図１９】本発明の第２実施例に係る車両用対象物認識装置２の機能ブロック図である。
【図２０】第２実施例に係る画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示す
フローチャートである。
【図２１】第２実施例に係る画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示す
フローチャートである。
【図２２】第２実施例に係る画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示す
フローチャートである。
【図２３】第２実施例に係る画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明を実施するための形態について、添付図面を参照しながら実施例を挙げて
説明する。なお、本発明の車両用対象物認識装置は、道路区画線や横断歩道、速度表示、
右左折可能か否かを示す矢印、一時停止位置線その他の、道路上に存在する認識対象物を
認識するための装置であるが、以下の説明では、専ら道路区画線を認識する装置であるも
のとして説明する。
【実施例】
【００２９】
　＜第１実施例＞
　［構成及び機能］
　以下、図面を参照し、本発明の第１実施例に係る車両用対象物認識装置１について説明
する。図１は、本発明の第１実施例に係る車両用対象物認識装置１の機能ブロック図であ
る。車両用対象物認識装置１は、主要な構成として、前方カメラ１０と、車間距離取得部
２０と、ピッチ角取得部３０と、画像解析部４０と、を備える。後述するように、車間距
離取得部２０、ピッチ角取得部３０、及び画像解析部４０は、独立した装置であってもよ
いが、同一のコンピュータ装置が実現する複数の機能であってもよい。
【００３０】
　前方カメラ１０は、例えばウインドシールド中央上部に取り付けられた、ＣＣＤ（Char
ge-Coupled　Device）やＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconductor）等の
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撮像素子を利用したカメラであり、自車両（車両用対象物認識装置１が搭載された車両を
いう）の前方斜め下方を撮像領域とし、数［ｍｓ］毎に繰り返し撮像を行なう。前方カメ
ラ１０の撮像画像は、例えばＮＴＳＣ（National　Television　Standards　Committee）
等のインターレース方式によって生成される画像信号として、定期的に（例えば、撮像フ
レーム毎に）画像解析部４０に送信される。
【００３１】
　（車間距離取得）
　車間距離取得部２０は、例えばフロントグリル裏に取り付けられたミリ波レーダー装置
であり、ミリ波の反射波が帰ってくるまでの時間、反射波の位相、及び周波数変化等を利
用して自車両の前方に存在する物体との距離、方位、相対速度を検出する。車間距離取得
部２０は、このような検出を定期的に行なって、例えば反射波の強度が所定値以上であり
、且つ相対速度が所定値未満である場合に、検出した物体が、自車両の直前を走行する先
行車両であると判断し、物体に関する情報（距離、方位、相対速度）を画像解析部４０に
送信する。
【００３２】
　なお、車間距離取得のための手段としては、上記ミリ波レーダーの他、レーザーレーダ
ーや赤外線レーダー、ステレオカメラ、前方カメラ１０の撮像画像解析によるものが考え
られる。
【００３３】
　前方カメラ１０の撮像画像解析による車間距離の取得は、例えば、（１）前方カメラ１
０の撮像画像における地平線位置と先行車両の下端部との距離（ピクセル長さ）に基づい
て算出することにより行われる。図２（Ａ）は、前方カメラ１０の撮像画像例であり、図
２（Ｂ）は、撮像画像における地平線位置と先行車両の下端部との距離に基づいて車間距
離を算出する原理を説明するための説明図である。図示するように、地平線位置と先行車
両の下端部との画像上の距離をyとすると、先行車両との車間距離Ｚは、次式（１）で表
される。式中、FOCUSは焦点距離であり、CAM_HEIGHTは前方カメラ１０が設置された高さ
である（図２では、単にHと表記した）。撮像画像における地平線位置は、前方カメラ１
０の設置パラメータ（高さ、焦点距離等）から導出される。先行車両の下端部位置は、撮
像画像にパターンマッチング処理を行ったり、路面との輝度差に基づいて判別したりする
ことができる。
【００３４】
　Z＝FOCUS・CAM_HEIGHT／y　…（１）
　また、（２）前方カメラ１０の撮像画像における先行車両の幅（ピクセル幅）に基づい
て算出することもできる。図３（Ａ）は、前方カメラ１０の撮像画像例であり、図３（Ｂ
）は、撮像画像における先行車両の幅に基づいて車間距離を算出する原理を説明するため
の説明図である。なお、この場合、何らかの手法により、先行車両の実際の幅が判明して
いる必要がある。図示するように、撮像画像における先行車両の幅をwとすると、先行車
両との車間距離Zは、次式（２）で表される。式中、Wは先行車両の実際の車幅である。撮
像画像における先行車両の幅は、上記（１）と同様、撮像画像にパターンマッチング処理
を行ったり、背景との輝度差に基づいて判別したりすることができる。
【００３５】
　Z=FOCUS・W／w　…（２）
　また、車両前方を撮像するカメラが二個以上存在する場合は（ステレオカメラ）、視差
を利用して先行車両との車間距離Zを取得することができる。以下、左右のカメラによる
視差を利用した距離の測定について説明する。視差を利用した距離の測定は、例えば、画
像取り込み、画像変換処理、左右対応点探索処理、視差点画像作成処理、視差点投票処理
、立体物判定処理の順に行われる。
【００３６】
　図４は、画像変換処理が行われる様子を示す図である。まず、左右のカメラによる画像
に対して、歪補正処理が行われ、次いで、左右いずれかのカメラによる画像（歪補正処理
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後）に対して、平行化処理を行う。これらの処理は、例えば図５に示すような画像変換に
よって行われる。図５は、画像変換処理の原理を説明するための説明図である。係る画像
変換は、例えば、カメラの元画像におけるレンズ等による歪みと、現実風景の画像の関係
を予め取得しておき、この関係に基づき入力画像と出力画像との関係を規定した変換テー
ブルを用いて行う。ここで、入力画像における画素と出力画像における画素が一対一に対
応しない場合があるが、この場合、出力画素に対応する入力画像の点の座標を求め、その
座標の周囲四画素の入力画素の画素値により補間する処理を行う。平行化処理では、予め
判明している左右のカメラのピッチ角に基づいて、水平線を一致させるように左右のいず
れかのカメラによる画像を回転させる。
【００３７】
　画像変換処理が行われると、左右対応点探索処理が行われる。係る処理に先立って、ま
ず粗い解像度で探索を行い、次いで細かい解像度で探索を行うと、処理負荷を軽減するこ
とができる。図６は、左右対応点探索処理が行われる様子を示す図である。図示するよう
に、左右対応点探索処理では、例えば左カメラの画像における特徴的な物体（例えば周辺
画素との輝度差が大きい点を連ねた想定物体をいう）と同一の物体を、右カメラの画像に
おいて当該物体と同一の縦方向座標を有する横方向の走査ライン（ある程度の幅を有して
もよい）上で探索する。図７は、横方向に左カメラの画像における特徴的な物体（図中、
テンプレートＴijと表記した）と同一の物体を、右カメラの画像において横方向に探索す
る様子を示す図である。図示するように、右カメラの画像において横方向にテンプレート
と同じ大きさを有する画素の集合（図中、リファレンスＲijと表記した）が順に選択され
、相関値が最小となる画素の集合が、同一の物体であると判断される。
【００３８】
　そして、左カメラの画像における特徴的な物体と、右カメラの画像において発見された
物体との横方向座標の差を視差ｄとし、視差ｄと左右のカメラの設置パラメータによって
、当該物体との距離を算出する。このようにして、左右いずれかのカメラの画像における
特徴的な物体のそれぞれについて距離が対応付けられた視差画像が作成される。図８は、
粗い解像度で探索を行った結果として作成される視差画像の一例である。
【００３９】
　視差画像が作成されると、視差点投票処理が行われ、所定数以上の投票を得た物体が、
現実に存在する物体であると判断される。図９は、視差点投票処理が行われる様子を示す
図である。そして、視差点を連ねた一連の物体を立体物であると判断する立体物判定処理
が行われることにより、先行車両等の立体物が認識される。図１０は、立体物判定処理が
行われた結果、二個の立体物が認識された様子を示す図である。
【００４０】
　（ピッチ角取得）
　ピッチ角取得部３０は、例えば、画像解析部４０が認識した道路区画線に対して、予め
記憶手段に保持している道路形状モデル（異なる曲率や車線幅に対応して複数のものが存
在する）との間でカルマンフィルタ等によるフィッティング（当てはめ）を行い、モデル
と認識結果のズレ量に基づいて自車両のピッチ角を算出する。自車両のピッチ角とは、自
車両の水平軸が水平方向に対してなす角度である。以下、ピッチ角は自車両の前方が上向
いている場合を正とする。
【００４１】
　例えば、直線道路において道路区画線の幅がモデルよりも遠方に行くに従って細くなっ
ている場合、ピッチ角が上向きである（正の値をもつ）と判断できる。また、上記フィッ
ティングに際して、ナビゲーション装置から現在走行中の道路に関する情報を取得しても
よい。
【００４２】
　なお、ピッチ角取得部３０は、このような態様に限らず、Ｇセンサの出力、各車輪に連
結されたハイトコントロールセンサの出力に基づく演算結果等を利用して車両のピッチ角
を取得するものであってもよい。
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【００４３】
　（道路区画線認識）
　画像解析部４０は、前方カメラ１０により撮像された撮像画像における所定領域につい
て画像解析を行い、当該所定領域に存在する道路区画線を認識する。図１１は、撮像画像
に設定される所定領域を示す図である。所定領域は、例えば画像の横方向中心線を中心と
した所定幅をもち、且つ縦方向に関しては自車両の前方５［ｍ］～３０［ｍ］に相当する
領域として設定されている。
【００４４】
　道路区画線の認識は、白直線や破線、黄線等の直線状の道路区画線に対しては、例えば
、所定領域内で隣接画素との輝度差が閾値以上である画素を抽出し、抽出した画素のうち
直線的に並んだものを道路区画線の輪郭であると認識する。直線状に並んだ画素を抽出す
る際には、ハフ変換等の処理が行われる。また、ボッツドッツやキャッツアイ等の点列状
区画線に対しては、モルフォロジー演算等のノイズ除去処理を行って、これらを認識する
。なお、道路区画線を含めた認識対象物の認識に係る具体的処理については、本発明の中
核をなさないので詳細な説明を省略する。
【００４５】
　また、画像解析部４０は、車間距離取得部２０により取得された先行車両との車間距離
に基づいて、先行車両の後下端部に対応する画像上の縦方向座標を有し画像横方向に延在
する除去ラインを設定し、除去ラインよりも遠方側の領域を所定領域から除外して画像解
析を行う。除去ラインの縦方向座標isrcは、次式（３）で求められる。なお、縦方向座標
isrcは、画像における上端部をゼロ点とし、下方に移動するのに応じて値が大きくなるも
のとする。
【００４６】
　除去ラインは、先行車両の後端部（車間距離の基準位置）から路面に垂線を下ろした路
面上の位置に対応している。式中、INPUTIMAGE_HEIGHTは、画像縦幅であり、これを２で
除したものは画像の縦方向に関する中心線の座標を示している。また、CAM_DEP_ANGは、
前方カメラ１０の俯角であり、RESOLUTIONVは、前方カメラ１０の撮像画像における垂直
方向の解像度である。
【００４７】
　isrc＝INPUTIMAGE_HEIGHT／2－（－FOCUS×CAM_HEIGHT／Z－FOCUS×CAM_DEP_ANG）／RE
SOLUTIONV　…（３）
　ところで、このような除去ラインを設定する際に、路面勾配や凹凸に起因して自車両の
ピッチ角が変動している可能性がある。ピッチ角が変動すると、上式（３）で算出した除
去ラインが、先行車両の後下端部に対応した位置からズレを生じる場合がある。図１２は
、自車両のピッチ角が上向くことにより除去ラインが上方向にズレてしまった様子を示す
図である。なお、図中、除去ラインよりも遠方側の領域を除去領域と表記している。
【００４８】
　そこで、画像解析部４０は、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角が
水平方向よりも上向きである（正の値をもつ）場合には、次式（４）のように除去ライン
の縦方向座標isrcを補正する。式中、CamPichAngは、ピッチ角取得部３０により取得され
た自車両のピッチ角を示している。
【００４９】
　isrc＝INPUTIMAGE_HEIGHT／2－（－FOCUS×CAM_HEIGHT／Z－FOCUS×（CAM_DEP_ANG＋Ca
mPichAng））／RESOLUTIONV　…（４）
　このように、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角を加味して除去ラ
インを設定することにより、自車両のピッチ角が上向きである場合でも、先行車両の後下
端部に対応した位置に除去ラインを設定することができる。この結果、より適切な範囲に
設定された所定領域で道路区画線の認識を行うことができる。図１３は、除去ラインが適
切に補正された様子を示す図である。
【００５０】
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　なお、自車両のピッチ角が上向きの場合にのみ上記補正を行うのは、所定領域を拡げて
画像解析を広範囲に行う必要性よりは、先行車両が存在する可能性を排除できない領域に
まで画像解析の対象を拡げることにより生じうる、誤認識を避ける必要性が高いことに基
づく。
【００５１】
　以下、画像解析部４０により実行される処理の流れについて説明する。なお、以下の各
フロー、エッジ点抽出処理を行って白線等を認識することを前提としている。
【００５２】
　［処理フロー１＿１］
　図１４は、画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示すフローチャート
である。
【００５３】
　まず、画像解析部４０は、所定領域内でエッジ点抽出処理を行う（Ｓ１００）。
【００５４】
　そして、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角が正の値であるか否か
を判定する（Ｓ１０２）。
【００５５】
　ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角がゼロ又は負の値である場合は
、先行車両との車間距離に基づいて、すなわち上式（３）により除去ラインを設定する（
Ｓ１０４）。
【００５６】
　ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角が正の値である場合は、先行車
両との車間距離及び自車両のピッチ角に基づいて、すなわち上式（４）により除去ライン
を設定する（Ｓ１０６）。
【００５７】
　Ｓ１０４とＳ１０６のいずれかにおいて除去ラインを設定すると、設定した除去ライン
が所定領域を通過するか否かを判定する（Ｓ１０８）。設定した除去ラインが所定領域を
通過する場合は、設定した除去ラインよりも遠方側のエッジ点を除去する（Ｓ１１０）。
【００５８】
　そして、残されたエッジ点を用いて道路区画線の認識を行う（Ｓ１１２）。
【００５９】
　なお、このフローにおいて、「除去ライン設定」→「所定領域のうち除去ラインよりも
手前側の領域でエッジ点抽出」の順に処理を行ってもよい。
【００６０】
　［処理フロー１＿２］
　また、画像解析部４０は、設定した除去ラインが所定領域を通過する場合には、所定領
域を自車両に近い側に移動させるものとしてもよい。図１５は、この場合に、画像解析部
４０により実行される特徴的な処理の流れを示すフローチャートである。
【００６１】
　まず、画像解析部４０は、所定領域内でエッジ点抽出処理を行う（Ｓ２００）。
【００６２】
　そして、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角が正の値であるか否か
を判定する（Ｓ２０２）。
【００６３】
　ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角がゼロ又は負の値である場合は
、先行車両との車間距離に基づいて、すなわち上式（３）により除去ラインを設定する（
Ｓ２０４）。
【００６４】
　ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角が正の値である場合は、先行車
両との車間距離及び自車両のピッチ角に基づいて、すなわち上式（４）により除去ライン
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を設定する（Ｓ２０６）。
【００６５】
　Ｓ２０４とＳ２０６のいずれかにおいて除去ラインを設定すると、設定した除去ライン
が所定領域を通過するか否かを判定する（Ｓ２０８）。設定した除去ラインが所定領域を
通過する場合は、所定領域を自車両に近い側に移動させる（Ｓ２１０）。ここで、所定領
域の移動量は、前方カメラ１０の取り付け位置と自車両前部（フェンダー部）の位置関係
から許容される最も下方（自車両手前側）まで移動させるものとする。そして、移動させ
た所定領域を除去ラインが通過する場合は、除去ラインよりも遠方側のエッジ点を除去す
る（Ｓ２１２、Ｓ２１４）。図１６は、所定領域を自車両に近い側に移動させる様子を示
す図である。
【００６６】
　そして、残されたエッジ点を用いて道路区画線の認識を行う（Ｓ２１６）。
【００６７】
　なお、このフローにおいても、「除去ライン設定」→「所定領域移動」→「所定領域の
うち除去ラインよりも手前側の領域でエッジ点抽出」の順に処理を行ってもよい。
【００６８】
　［処理フロー１＿３］
　また、画像解析部４０は、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角の向
きに拘わらず、自車両のピッチ角を加味して除去ラインを設定するものとしてもよい。図
１７は、この場合に、画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示すフロー
チャートである。
まず、画像解析部４０は、所定領域内でエッジ点抽出処理を行う（Ｓ３００）。
【００６９】
　次に、先行車両との車間距離及び自車両のピッチ角に基づいて、すなわち上式（４）に
より除去ラインを設定する（Ｓ３０２）。
【００７０】
　Ｓ３０２において除去ラインを設定すると、設定した除去ラインが所定領域を通過する
か否かを判定する（Ｓ３０４）。設定した除去ラインが所定領域を通過する場合は、設定
した除去ラインよりも遠方側のエッジ点を除去する（Ｓ３０６）。
【００７１】
　そして、残されたエッジ点を用いて道路区画線の認識を行う（Ｓ３０８）。
【００７２】
　なお、このフローにおいても、「除去ライン設定」→「所定領域のうち除去ラインより
も手前側の領域でエッジ点抽出」の順に処理を行ってもよいし、図１６のように所定領域
を移動させる処理を行ってもよい。後者の場合、「除去ライン設定」→「所定領域移動」
→「所定領域のうち除去ラインよりも手前側の領域でエッジ点抽出」の順に処理を行って
もよい。
【００７３】
　［処理フロー１＿４］
　また、画像解析部４０は、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角を加
味せずに除去ラインを設定し、設定した除去ラインが所定領域を通過する場合には、所定
領域を自車両に近い側に移動させるものとしてもよい。図１８は、この場合に、画像解析
部４０により実行される特徴的な処理の流れを示すフローチャートである。
【００７４】
　まず、画像解析部４０は、所定領域内でエッジ点抽出処理を行う（Ｓ４００）。
【００７５】
　次に、画像解析部４０は、先行車両との車間距離に基づいて、すなわち上式（３）によ
り除去ラインを設定する（Ｓ４０２）。
【００７６】
　Ｓ４０２において除去ラインを設定すると、設定した除去ラインが所定領域を通過する
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か否かを判定する（Ｓ４０４）。設定した除去ラインが所定領域を通過する場合は、所定
領域を自車両に近い側に移動させる（Ｓ４０６）。ここで、所定領域の移動量は、前方カ
メラ１０の取り付け位置と自車両前部（フェンダー部）の位置関係から許容される最も下
方（自車両手前側）まで移動させるものとする。そして、移動させた所定領域を除去ライ
ンが通過する場合は、除去ラインよりも遠方側のエッジ点を除去する（Ｓ４０８、Ｓ４１
０）。
【００７７】
　そして、残されたエッジ点を用いて道路区画線の認識を行う（Ｓ４１２）。
【００７８】
　なお、このフローにおいても、「除去ライン設定」→「所定領域移動」→「所定領域の
うち除去ラインよりも手前側の領域でエッジ点抽出」の順に処理を行ってもよい。
【００７９】
　［利用例］
　本実施例の車両用対象物認識装置１によって認識された道路区画線は、その画像上の位
置に基づいて、自車両に対する相対位置が把握される。このように把握された自車両と道
路区画線の相対位置は、前述のように、ＬＫＡ（Lane　Keeping　Assist）と称される車
線維持支援制御システムやＬＤＷ（Lane　Departure　Warninng）と称される車線逸脱警
報制御システムに利用される。また、車両用対象物認識装置１が横断歩道や一時停止位置
を認識する場合、自動制動制御、自動シフトダウン制御、一時停止勧告のためのメッセー
ジ出力制御等に利用される。
【００８０】
　［まとめ］
　以上説明した本実施例の車両用対象物認識装置１によれば、ピッチ角取得部３０により
取得された自車両のピッチ角を加味して除去ラインを設定したり、設定した除去ラインが
所定領域を通過する場合には所定領域を自車両に近い側に移動させたりするため、より適
切な範囲に設定された所定領域で対象物の認識を行うことができる。
【００８１】
　＜第２実施例＞
　［構成及び機能］
　以下、図面を参照し、本発明の第２実施例に係る車両用対象物認識装置２について説明
する。図１９は、本発明の第２実施例に係る車両用対象物認識装置２の機能ブロック図で
ある。車両用対象物認識装置２は、主要な構成として、後方カメラ１５と、車間距離取得
部２０と、ピッチ角取得部３０と、画像解析部４０と、を備える。後述するように、車間
距離取得部２０、ピッチ角取得部３０、及び画像解析部４０は、独立した装置であっても
よいが、同一のコンピュータ装置が有する各機能であってもよい。
【００８２】
　後方カメラ１５は、例えば自車両後部バンパー付近に取り付けられた、ＣＣＤやＣＭＯ
Ｓ等の撮像素子を利用したカメラであり、自車両（車両用対象物認識装置２が搭載された
車両をいう）の後方斜め下方を撮像領域とし、数［ｍｓ］毎に繰り返し撮像を行なう。後
方カメラ１５は、公知のバックガイドモニターシステム用のカメラと共用することができ
る。この場合、後方カメラ１５には、広角レンズ等が取り付けられている。後方カメラ１
５の撮像画像は、例えばＮＴＳＣ等のインターレース方式によって生成される画像信号と
して、定期的に（例えば、撮像フレーム毎に）画像解析部４０に送信される。
【００８３】
　車間距離取得部２０は、例えば自車両後部のバンパー付近に取り付けられたミリ波レー
ダー装置であり、ミリ波の反射波が帰ってくるまでの時間、反射波の位相、及び周波数変
化等を利用して自車両の後方に存在する物体との距離、方位、相対速度を検出する。車間
距離取得部２０は、このような検出を定期的に行なって、例えば反射波の強度が所定値以
上であり、且つ相対速度が所定値未満である場合に、検出した物体が、自車両の直後を走
行する後続車両であると判断し、物体に関する情報（距離、方位、相対速度）を画像解析
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部４０に送信する。
【００８４】
　なお、車間距離取得のための手段としては、上記ミリ波レーダーの他、レーザーレーダ
ーや赤外線レーダー、ステレオカメラ、後方カメラ１５の撮像画像解析によるものが考え
られる。後方カメラ１５の撮像画像解析やステレオカメラによる車間距離の取得は、第１
実施例において図２～１０に即して説明した原理を援用することができるため、説明を省
略する。
【００８５】
　また、ピッチ角取得部３０による自車両のピッチ角の取得手法についても、第１実施例
と同様の手法を採用すればよいため、説明を省略する。
【００８６】
　画像解析部４０は、前方カメラ１０により撮像された撮像画像における所定領域につい
て画像解析を行い、当該所定領域に存在する道路区画線を認識する。
【００８７】
　また、画像解析部４０は、車間距離取得部２０により取得された後続車両との車間距離
に基づいて、後続車両の前下端部に対応する画像上の縦方向座標を有し画像横方向に延在
する除去ラインを設定し、除去ラインよりも遠方側の領域を所定領域から除外して画像解
析を行う。除去ラインの縦方向座標isrcは、上式（３）で求められる。この除去ラインは
、後続車両の前端部（車間距離の基準位置）から路面に垂線を下ろした路面上の位置に対
応している。
【００８８】
　また、画像解析部４０は、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角が水
平方向よりも下向きである（負の値をもつ）場合には、次式（５）のように除去ラインの
縦方向座標isrcを補正する。式中、CamPichAngは、ピッチ角取得部３０により取得された
自車両のピッチ角を示している。
【００８９】
　isrc＝INPUTIMAGE_HEIGHT／2－（－FOCUS×CAM_HEIGHT／Z－FOCUS×（CAM_DEP_ANG－Ca
mPichAng））／RESOLUTIONV　…（５）
　このように、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角を加味して除去ラ
インを設定することにより、自車両のピッチ角が下向きである場合でも、後続車両の前下
端部に対応した位置に除去ラインを設定することができる。この結果、より適切な範囲に
設定された所定領域で道路区画線の認識を行うことができる。
【００９０】
　なお、自車両のピッチ角が下向きの場合にのみ上記補正を行うのは、所定領域を拡げて
画像解析を広範囲に行う必要性よりは、後続車両が存在する可能性を排除できない領域に
まで画像解析の対象を拡げることにより生じうる、誤認識を避ける必要性が高いことに基
づく。
【００９１】
　以下、画像解析部４０により実行される処理の流れについて説明する。なお、以下の各
フロー、エッジ点抽出処理を行って白線等を認識することを前提としている。
【００９２】
　［処理フロー２＿１］
　図２０は、画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示すフローチャート
である。
【００９３】
　まず、画像解析部４０は、所定領域内でエッジ点抽出処理を行う（Ｓ５００）。
【００９４】
　そして、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角が負の値であるか否か
を判定する（Ｓ５０２）。
【００９５】
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　ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角がゼロ又は正の値である場合は
、後続車両との車間距離に基づいて、すなわち上式（３）により除去ラインを設定する（
Ｓ５０４）。
【００９６】
　ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角が負の値である場合は、後続車
両との車間距離及び自車両のピッチ角に基づいて、すなわち上式（５）により除去ライン
を設定する（Ｓ５０６）。
【００９７】
　Ｓ５０４とＳ５０６のいずれかにおいて除去ラインを設定すると、設定した除去ライン
が所定領域を通過するか否かを判定する（Ｓ５０８）。設定した除去ラインが所定領域を
通過する場合は、設定した除去ラインよりも遠方側のエッジ点を除去する（Ｓ５１０）。
【００９８】
　そして、残されたエッジ点を用いて道路区画線の認識を行う（Ｓ５１２）。
【００９９】
　なお、このフローにおいて、「除去ライン設定」→「所定領域のうち除去ラインよりも
手前側の領域でエッジ点抽出」の順に処理を行ってもよい。
【０１００】
　［処理フロー２＿２］
　また、画像解析部４０は、設定した除去ラインが所定領域を通過する場合には、所定領
域を自車両に近い側に移動させるものとしてもよい。図２１は、この場合に、画像解析部
４０により実行される特徴的な処理の流れを示すフローチャートである。
【０１０１】
　まず、画像解析部４０は、所定領域内でエッジ点抽出処理を行う（Ｓ６００）。
【０１０２】
　そして、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角が負の値であるか否か
を判定する（Ｓ６０２）。
【０１０３】
　ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角がゼロ又は正の値である場合は
、後続車両との車間距離に基づいて、すなわち上式（３）により除去ラインを設定する（
Ｓ６０４）。
【０１０４】
　ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角が負の値である場合は、後続車
両との車間距離及び自車両のピッチ角に基づいて、すなわち上式（５）により除去ライン
を設定する（Ｓ６０６）。
【０１０５】
　Ｓ６０４とＳ６０６のいずれかにおいて除去ラインを設定すると、設定した除去ライン
が所定領域を通過するか否かを判定する（Ｓ６０８）。設定した除去ラインが所定領域を
通過する場合は、所定領域を自車両に近い側に移動させる（Ｓ６１０）。ここで、所定領
域の移動量は、前方カメラ１０の取り付け位置と自車両後部（バンパー部）の位置関係か
ら許容される最も下方（自車両手前側）まで移動させるものとする。そして、移動させた
所定領域を除去ラインが通過する場合は、除去ラインよりも遠方側のエッジ点を除去する
（Ｓ６１２、Ｓ６１４）。
【０１０６】
　そして、残されたエッジ点を用いて道路区画線の認識を行う（Ｓ６１６）。
【０１０７】
　なお、このフローにおいても、「除去ライン設定」→「所定領域移動」→「所定領域の
うち除去ラインよりも手前側の領域でエッジ点抽出」の順に処理を行ってもよい。
【０１０８】
　［処理フロー２＿３］
　また、画像解析部４０は、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角の向



(15) JP 5561064 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

きに拘わらず、自車両のピッチ角を加味して除去ラインを設定するものとしてもよい。図
２２は、この場合に、画像解析部４０により実行される特徴的な処理の流れを示すフロー
チャートである。
まず、画像解析部４０は、所定領域内でエッジ点抽出処理を行う（Ｓ７００）。
【０１０９】
　次に、後続車両との車間距離及び自車両のピッチ角に基づいて、すなわち上式（５）に
より除去ラインを設定する（Ｓ７０２）。
【０１１０】
　Ｓ３０２において除去ラインを設定すると、設定した除去ラインが所定領域を通過する
か否かを判定する（Ｓ７０４）。設定した除去ラインが所定領域を通過する場合は、設定
した除去ラインよりも遠方側のエッジ点を除去する（Ｓ７０６）。
【０１１１】
　そして、残されたエッジ点を用いて道路区画線の認識を行う（Ｓ７０８）。
【０１１２】
　なお、このフローにおいても、「除去ライン設定」→「所定領域のうち除去ラインより
も手前側の領域でエッジ点抽出」の順に処理を行ってもよいし、図１２のように所定領域
を移動させる処理を行ってもよい。後者の場合、「除去ライン設定」→「所定領域移動」
→「所定領域のうち除去ラインよりも手前側の領域でエッジ点抽出」の順に処理を行って
もよい。
【０１１３】
　［処理フロー２＿４］
　また、画像解析部４０は、ピッチ角取得部３０により取得された自車両のピッチ角を加
味せずに除去ラインを設定し、設定した除去ラインが所定領域を通過する場合には、所定
領域を自車両に近い側に移動させるものとしてもよい。図２３は、この場合に、画像解析
部４０により実行される特徴的な処理の流れを示すフローチャートである。
【０１１４】
　まず、画像解析部４０は、所定領域内でエッジ点抽出処理を行う（Ｓ８００）。
【０１１５】
　次に、画像解析部４０は、後続車両との車間距離に基づいて、すなわち上式（３）によ
り除去ラインを設定する（Ｓ８０２）。
【０１１６】
　Ｓ８０２において除去ラインを設定すると、設定した除去ラインが所定領域を通過する
か否かを判定する（Ｓ８０４）。設定した除去ラインが所定領域を通過する場合は、所定
領域を自車両に近い側に移動させる（Ｓ８０６）。ここで、所定領域の移動量は、前方カ
メラ１０の取り付け位置と自車両後部（バンパー部）の位置関係から許容される最も下方
（自車両手前側）まで移動させるものとする。そして、移動させた所定領域を除去ライン
が通過する場合は、除去ラインよりも遠方側のエッジ点を除去する（Ｓ８０８、Ｓ８１０
）。
【０１１７】
　そして、残されたエッジ点を用いて道路区画線の認識を行う（Ｓ８１２）。
【０１１８】
　なお、このフローにおいても、「除去ライン設定」→「所定領域移動」→「所定領域の
うち除去ラインよりも手前側の領域でエッジ点抽出」の順に処理を行ってもよい。
【０１１９】
　［利用例］については第１実施例と同様であるため、説明を省略する。
【０１２０】
　［まとめ］
　以上説明した本実施例の車両用対象物認識装置２によれば、ピッチ角取得部３０により
取得された自車両のピッチ角を加味して除去ラインを設定したり、設定した除去ラインが
所定領域を通過する場合には所定領域を自車両に近い側に移動させたりするため、より適
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【０１２１】
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例を用いて説明したが、本発明
はこうした実施例に何等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内にお
いて種々の変形及び置換を加えることができる。
【符号の説明】
【０１２２】
　１、２　車両用対象物認識装置
　１０　　前方カメラ
　１５　　後方カメラ
　２０　　車間距離取得部
　３０　　ピッチ角取得部
　４０　　画像解析部

【図１】 【図２】
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【図１３】
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