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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者が加速指示するために操作する加速操作子と、
　上記加速操作子の加速操作量を検出する加速操作量検出部と、
　上記加速操作量検出部が検出した加速操作量に応じた加速を自車両に発生させる制駆動
力制御部と、
　１又は２以上の特定の記号を、駐車枠が存在することを示す記号として記憶した記号記
憶部と、
　自車両の進行方向前方の路面を含む撮像画像を取得する撮像部と、
　上記撮像画像から記号を抽出する記号抽出部と、
　上記記号抽出部が抽出した記号と同じ記号が上記記号記憶部に記憶されているか否かを
判定することで、上記撮像画像の中に上記特定の記号が存在するか否かを判定する記号判
定部と、
　上記抽出した記号の路面位置に対応する駐車枠に自車両が駐車する可能性の確信度を求
める確信度算出部と、
　上記記号抽出部が抽出した記号と同じ記号が上記記号記憶部に記憶されていると判定す
ると、上記抽出された記号から特定される駐車枠に上記自車両が駐車しても良い駐車枠で
あるか否かを判定する特定駐車枠判定部と、
　上記記号判定部の判定結果に基づき、上記記号記憶部に記憶されている記号と同じ記号
が自車両の進行方向前方に存在すると判定した場合、上記制駆動力制御部が制御する上記
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加速を低減させる加速抑制部と、を備え、
　上記記号記憶部に記憶されている記号の少なくとも一部の記号は、駐車可能な車両タイ
プを特定する記号、又は駐車可能な車両タイプを特定する情報が付加されて記憶された記
号であり、
　上記特定駐車枠判定部は、上記記号抽出部が抽出した記号から特定される駐車可能な車
両タイプと自車両の車両タイプとが一致する場合に、上記自車両が駐車しても良い駐車枠
であると判定し、
　上記確信度算出部は、上記自車両が駐車しても良い駐車枠であると判定された場合、上
記自車両が駐車しても良い駐車枠で無いと判定された場合に比べて、上記確信度を高く設
定し、
　上記加速抑制部は、上記自車両の進行方向前方に存在すると判定した記号に対する上記
確信度が高いほど、上記加速を低減させる低減量を大きくすることを特徴とする運転支援
装置。
【請求項２】
　上記記号記憶部に、上記駐車可能な車両タイプとして電気自動車用の駐車枠を特定する
記号が記憶され、
　上記特定駐車枠判定部は、自車両の車両タイプが電気自動車であり、上記記号抽出部が
抽出した記号が電気自動車を特定する記号の場合に、上記自車両が駐車しても良い駐車枠
があると判定することを特徴とする請求項１に記載した運転支援装置。
【請求項３】
　上記確信度算出部は、自車両の車両タイプが電気自動車であり、且つ上記記号抽出部が
抽出した記号が電気自動車を特定する記号の場合に、自車両に搭載の車輪駆動用のバッテ
リの充電量が低いほど上記確信度を高く算出することを特徴とする請求項２に記載した運
転支援装置。
【請求項４】
　駐車枠が存在することを示す記号として１又は２以上の特定の記号を記憶した記号記憶
部を備える運転支援装置の上記記号記憶部に記号を登録する記号登録装置であって、
　登録する記号の画像を取得する記号画像取得部と、
　車道に標示される交通法規上の標示記号を標示排除記号として記憶した排除記号記憶部
と、を備え、
　前記運転支援装置は、
　運転者が加速指示するために操作する加速操作子と、
　上記加速操作子の加速操作量を検出する加速操作量検出部と、
　上記加速操作量検出部が検出した加速操作量に応じた加速を自車両に発生させる制駆動
力制御部と、
　自車両の進行方向前方の路面を含む撮像画像を取得する撮像部と、
　上記撮像画像の中に上記特定の記号が存在するか否かを判定する記号判定部と、
　上記記号判定部の判定結果に基づき、上記記号記憶部に記憶されている記号と同じ記号
が自車両の進行方向前方に存在すると判定した場合、上記制駆動力制御部が制御する上記
加速を低減させる加速抑制部と、を更に備え、
　前記記号登録装置は、上記記号画像取得部が取得した画像の記号が、上記排除記号記憶
部に記憶されている標示排除記号と一致する場合には、上記記号記憶部への上記記号画像
取得部が取得した画像の記号の登録を拒否することを特徴とする記号登録装置。
【請求項５】
　運転者が加速指示するために操作する加速操作子と、
　上記加速操作子の加速操作量を検出する加速操作量検出部と、
　上記加速操作量検出部が検出した加速操作量に応じた加速を自車両に発生させる制駆動
力制御部と、
　駐車枠が存在することを示す特定の記号として駐車可能な車両タイプを特定する記号を
記憶し、又は駐車可能な車両タイプを特定する情報を付加して、駐車枠が存在することを



(3) JP 6287106 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

示す特定の記号を記憶する記号記憶部と、
　自車両の進行方向前方の路面を含む撮像画像を取得する撮像部と、
　上記撮像画像の中に上記特定の記号が存在するか否かを判定する記号判定部と、
　上記記号記憶部に記憶されている記号に基づいて自車両の進行方向前方に存在する記号
から特定される駐車可能な車両タイプと、自車両の車両タイプとが一致するか否かを判定
する特定駐車枠判定部と、
　自車両の進行方向前方に存在する記号から特定される駐車可能な車両タイプが自車両の
車両タイプと一致する場合、一致しない場合に比べて、上記制駆動力制御部が制御する上
記加速を低減させる低減量を大きくする加速抑制部と、
　を備えることを特徴とする運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駐車のための車両運転を支援する運転支援の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載された従来技術では、地図情報を参照し、自車両が道路から外れた駐
車場内にあると判定した場合、アクセルの踏み込みがあっても、これを踏み間違いである
と判断して、スロットル制御によって自車両の加速を抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１３７００１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、自車両が駐車場内にあると判定した場合、アクセルの踏み込みがあって
も、これを踏み間違いであると判断し、スロットル制御によって自車両の加速を抑制する
構成では、例えば、駐車場内を自車両が駐車する駐車スペースに対して移動している場合
、すなわち運転者が踏み間違いを起こしていないような場合においても、自車両の加速が
抑制されてしまう可能性があり、運転者へ違和感を与える可能性がある。
【０００５】
　本発明は、自車両がアクセルの踏み間違いを行う状況かどうかを適切に判定することに
より、踏み間違いに対する適切な運転支援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】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様の運転支援装置は、１又は２以上の特定の
記号を駐車枠が存在することを示す記号として記憶した記号記憶部を備える。そして、自
車両の進行方向前方に、上記記号記憶部に記憶されている記号と同じ記号が存在すると判
定した場合、加速操作子の加速操作量に応じて自車両に発生させる加速を低減制御する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、特定の記号によって駐車枠の位置を推定出来る結果、駐車枠に対して
進行しているときに、踏み間違いの可能性が高い場合には、自車両の加速が低減される。
このため、運転者へ違和感を与える可能性を低くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に基づく実施形態に係る車両の構成を示す概念図である。
【図２】本発明に基づく実施形態に係る走行制御コントローラの構成を説明するための図
である。
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【図３】カメラによる撮像の例を示す斜視図である。
【図４】車両周囲の撮像領域の例を示す平面図である。
【図５】周囲環境認識情報演算部の構成を示す図である。
【図６】駐車枠線情報処理部の処理を示す図である。
【図７】カメラで撮像した撮像画像のうちの俯瞰変換する部分を示す概念平面図である。
【図８】図７の画像を俯瞰画像に変換した状態を示す概念平面図である。
【図９】取得する俯瞰画像の連続したフレーム位置を示す図である。
【図１０】放射状線の検出を説明する図である。
【図１１】放射状線を説明する図である。
【図１２】放射状線の判定を説明する図である。
【図１３】立体物の線の判定を説明する図である。
【図１４】踏切関連表示線に対応する線を検出する処理例を説明する図である。
【図１５】記号記憶部に登録されている記号の例である。
【図１６】登録記号情報処理部の処理を説明する図である。
【図１７】加速抑制作動条件判断部の処理を説明するための図である。
【図１８】自車両と駐車枠、自車両と駐車枠との距離を説明する図である。
【図１９】加速抑制量演算部の処理を説明する図である。
【図２０】ステップＳ６３０の処理の具体例を示す図である。
【図２１】第２加速抑制量の例を示す図である。
【図２２】第１加速抑制量の例を説明する図である。
【図２３】目標スロットル開度演算部の処理を説明する図である。
【図２４】記号登録装置を説明する図である。
【図２５】第１実施形態におけるタイムチャート例を示す図である。
【図２６】立体物の線の俯瞰画像でのフレーム間の移動例を示す図である。
【図２７】踏切に表示されている踏切関連表示線を示す概要模式図である。
【図２８】俯瞰画像から検出した踏切関連表示線に対応する線の例示を示す図である。
【図２９】踏切に表示されている踏切関連表示線を示す他の例の概要模式図である。
【図３０】本実施形態で検出する駐車枠の例を示す図である。
【図３１】特定の記号から推定して抽出される駐車枠の例を示す模式図である。
【図３２】アクセル操作量に応じた加速抑制量の遷移を示す図である。
【図３３】総合確信度ＴＬＶＬを求め方を説明する図である。
【図３４】図２４の総合確信度ＴＬＶＬを使用した駐車支援制御を説明する図である。
【図３５】第２実施形態におけるステップＳ５８６の処理を説明する図である。
【図３６】自車両予想軌道枠線重複量を説明する図である。
【図３７】自車両予想軌道駐車枠入り口重複率を説明する図である。
【図３８】第２実施形態におけるタイムチャート例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
「第１実施形態」
　（構成）
　車両は、制動力を発生する制動装置、及び駆動力を発生する駆動装置を備える。
　制動装置は、図１に示すように、車輪１１に設けられるブレーキ装置１２と、その各ブ
レーキ装置１２に接続する配管を含む流体圧回路１３と、ブレーキコントローラ１４とを
備える。ブレーキコントローラ１４は、流体圧回路１３を介して各ブレーキ装置１２で発
生する制動力を、制動力指令値に応じた値に制御する。ブレーキ装置１２は、流体圧で制
動力を付与する装置に限定されず、電動ブレーキ装置等であっても良い。
【００１０】
　駆動装置は、図１に示すように、駆動源としてのエンジン１５と、エンジン１５で発生
するトルク（駆動力）を制御するエンジンコントローラ１６とを備える。駆動装置の駆動
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源は、エンジン１５に限定されず、電動モータであっても良いし、エンジン１５とモータ
を組み合わせたハイブリッド構成であっても良い。
　ブレーキコントローラ１４とエンジンコントローラ１６は、それぞれ上位コントローラ
である走行制御コントローラ１０からの制動指令、駆動指令（加速指令値）の各指令値を
受け付ける構成とする。ブレーキコントローラ１４とエンジンコントローラ１６は、加減
速制御装置を構成する。
【００１１】
　また車両は、図１及び図２に示すように、周囲環境認識センサ１と、車輪速センサ２と
、操舵角センサ３と、シフトポジションセンサ４と、ブレーキ操作検出センサ５と、アク
セル操作検出センサ６と、ナビゲーション装置７と、ワイパー検出センサ８とを備える。
また、車両は、走行制御コントローラ１０を備える。
　周囲環境認識センサ１は、自車両ＭＭ周囲の障害物や路面を認識し、認識した周囲の状
態を走行制御コントローラ１０に出力する。本実施形態の周囲環境認識センサ１は、車両
周囲を撮像可能な１又は２台以上のカメラから構成される。カメラ１は例えばサイドミラ
ーの位置や、車両の前部、後部、屋根部などに設けられる。各カメラ１は、予め設定した
撮像間隔時間毎に車両周囲の路面を撮像して撮像画像を取得する。
【００１２】
　本実施形態では、図３に示すように、前後左右の４箇所に周囲環境認識センサ１として
のカメラをそれぞれ配置している。そして、平面視である図４に示すように、車両周囲の
領域をＡＲＡ１～ＡＲＡ４に４分割し、各カメラ１でそれぞれの領域ＡＲＡ１～ＡＲＡ４
を撮像するようにしている。各カメラ１での撮像領域は重複部分が存在していても良い。
また車両遠方（例えば１００ｍまで）を撮像するための個別のカメラを備えていても良い
。なお、撮像画像は、カメラ１で撮像した全領域の画像である必要は無く、カメラ１が撮
像した映像から切り出した画像であっても良い。
【００１３】
　ここで、本実施形態では、一例として、自車両ＭＭの進行方向前方の路面を含む領域を
、駐車枠を検出する情報を取得する領域としている。以下の説明では、例示として、自車
両前方の領域ＡＲＡ１を撮像した撮像画像に基づき駐車枠を検出する場合で説明する。車
両後退によって駐車枠に進入する場合には、領域ＡＲＡ２の撮像画像を使用して駐車枠を
検出すれば良い。
【００１４】
　車輪速センサ２は、車輪速を検出し、検出した車輪速情報を走行制御コントローラ１０
に出力する。車輪速センサ２は、例えば車輪速パルスを計測するロータリエンコーダなど
のパルス発生器で構成する。
　操舵角センサ３は、ステアリングホイール２０の操舵角を検出し、検出した操舵角情報
を走行制御コントローラ１０に出力する。操舵角センサ３は、ステアリング軸などに設け
られる。操向輪の転舵角を操舵角情報として検出しても良い。
【００１５】
　シフトポジションセンサ４は、シフト位置（駆動指示位置、駐車指示位置、ニュートラ
ル位置など）のシフト情報を検出し、検出信号を走行制御コントローラ１０に出力する。
　ブレーキ操作検出センサ５は、ブレーキペダル１８の操作の有無や操作量を検出する。
検出されたブレーキペダル操作量は走行制御コントローラ１０に出力される。ブレーキペ
ダル１８は、運転者が操作する減速指示用の操作子である。
【００１６】
　アクセル操作検出センサ６は、アクセルペダル１９の操作量を検出する。検出されたア
クセルペダル操作量は走行制御コントローラ１０に出力される。アクセルペダル１９は運
転者が操作する加速指示用の加速操作子である
　ナビゲーション装置７は、ＧＰＳ受信機、地図データベース、および表示モニタ等を備
えており、経路探索および経路案内等を行う装置である。ナビゲーション装置７は、ＧＰ
Ｓ受信機を通じて得られる自車両ＭＭの現在位置と地図データベースに格納された道路情
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報に基づいて、自車両ＭＭが走行する道路の種別や道路幅員等の情報を取得することがで
きる。
【００１７】
　ワイパー検出センサ８は、ワイパーの作動を検出する。検出されたワイパーの作動情報
は走行制御コントローラ１０に出力される。
　情報呈示装置は、走行制御コントローラ１０からの制御信号に応じて警報その他の呈示
を音声や画像によって出力する。情報呈示装置は、例えば、ブザー音や音声により運転者
への情報提供を行うスピーカと、画像やテキストの表示により情報提供を行う表示ユニッ
トとを備える。表示ユニットは、例えばナビゲーション装置７の表示モニタを流用しても
良い。
【００１８】
　走行制御コントローラ１０は、ＣＰＵと、ＲＯＭおよびＲＡＭ等のＣＰＵ周辺部品とか
ら構成される電子制御ユニットである。その走行制御コントローラ１０は、駐車のための
運転支援処理を行う駐車運転支援部を備える。走行制御コントローラ１０の処理のうち駐
車運転支援部は、機能的には、図２に示すように、周囲環境認識情報演算部１０Ａ、自車
両車速演算部１０Ｂ、操舵角演算部１０Ｃ、操舵角速度演算部１０Ｄ、シフトポジション
演算部１０Ｅ、ブレーキペダル操作情報演算部１０Ｆ、アクセル操作量演算部１０Ｇ、ア
クセル操作速度演算部１０Ｈ、及び制駆動力制御部１０Ｊを備える。これらの機能は、１
又は２以上のプログラムで構成される。
【００１９】
　制駆動力制御部１０Ｊは、車両の制駆動力を制御する処理部であって、加速抑制作動条
件判断部１０Ｊａ、加速抑制量演算部１０Ｊｂ、及び目標スロットル開度演算部１０Ｊｃ
を備える。
　周囲環境認識情報演算部１０Ａは、周囲環境認識センサ１が撮像した撮像画像に基づき
車両周囲の路面環境を認識する。周囲環境認識情報演算部１０Ａは、図５に示すように、
駐車枠線情報処理部１１０と、登録記号情報処理部１２０とを有する。
【００２０】
　自車両車速演算部１０Ｂは、車輪速センサ２からの信号に基づき車速を演算する。
　操舵角演算部１０Ｃは、操舵角センサ３からの信号に基づき操舵角を演算する。
　操舵角速度演算部１０Ｄは、操作角センサからの信号を微分処理することで操舵角速度
を演算する。
　シフトポジション演算部１０Ｅは、シフトポジションセンサ４からの信号に基づき、シ
フト位置を判定する。
【００２１】
　ブレーキペダル操作情報演算部１０Ｆは、ブレーキ操作検出センサ５からの信号に基づ
きブレーキ操作量を判定する。
　アクセル操作量演算部１０Ｇは、アクセル操作検出センサ６からの信号に基づきアクセ
ルペダル１９の操作量を演算する。
　アクセル操作速度演算部１０Ｈは、アクセル操作検出センサ６からの信号を微分処理す
ることでアクセルペダル１９の操作速度を演算する。
【００２２】
　加速抑制作動条件判断部１０Ｊａは、周囲環境認識情報演算部１０Ａからの路面環境情
報に基づき、車両の制駆動力制御に対する加速抑制作動条件の判断を行う。
　次に、駐車枠線情報処理部１１０の処理について、図６を参照しながら説明する。駐車
枠線情報処理部１１０は、図６に示す処理を予め設定したサンプリング時間毎に行う。
　駐車枠線情報処理部１１０は、ステップＳ１０にて、周囲環境認識センサ１が撮像した
撮像画像を取得する。本実施形態では、図７に示すように、自車両進行方向の領域ＡＲＡ
１を撮像した撮像画像を使用する。
【００２３】
　次に、ステップＳ２０にて、ステップＳ１０で取得した撮像画像を俯瞰変換して俯瞰画
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像を取得する。
　なお、俯瞰画像の取得は、例えば、取得した撮像画像から、自車周囲に予め設定した俯
瞰エリアとする部分の画像部分を切り出し（図７参照）、その切り出した画像を俯瞰変換
して、図８に示すような俯瞰画像を得る。撮像画像では、遠方の領域の物体ほど小さく映
ることから、平行な線であっても、図７のように非平行線として映っている。これを俯瞰
変換することで、図８に示すように、俯瞰画像上では平行な線として検出される。なお、
俯瞰変換は、各カメラが撮像した撮像画像毎に、そのカメラが担当する俯瞰エリア部分の
画像を俯瞰変換して俯瞰画像を取得するようにしても良い。
【００２４】
　ここで、俯瞰画像は、真上から見下ろす位置に設置したと仮定した仮想的なカメラから
路面環境を見た画像である。俯瞰変換処理は、幾何変換などの公知の変換手法を採用すれ
ば良い。そして、俯瞰変換は、画像の視点を上方から下方に向けた方向に画像の座標変換
を行う。
　次に、ステップＳ３０にて、俯瞰画像上に存在する線を検出する。具体的には、ステッ
プＳ２０で取得した俯瞰画像のうち、自車両の進行方向に沿った方向の路面の俯瞰画像部
分（以下、路面俯瞰画像とも呼ぶ。）に対して線の抽出を行うための画像処理を行う。画
像処理は、路面俯瞰画像に対してエッジ処理等の公知の線検出処理を行って当該路面俯瞰
画像上に存在する線を検出する。本実施形態では車両前方を車両の進行方向とした場合を
例示している。
【００２５】
　ここで、図９に示すように、自車両の移動に伴い、順次取得する路面俯瞰画像には、車
両進行方向前方の路面が順次映り出される。そして、順次取得する路面俯瞰画像内の線の
うち、画像のウィンドウ領域外に延びる線（車両進行方向に延びていると推定される線）
についてはトラッキングを行う。すなわち、異なる路面俯瞰画像間における線の照合処理
を行い、順次取得する路面俯瞰画像間における線について、同一の線か否かの判定を行っ
ている。
【００２６】
　次に、ステップＳ４０では、検出した線に対する属性付与処理を行う。
　属性付与処理を次に説明する。
　検出した各線に対して、下記のような属性に該当するか判定し、該当する場合には、そ
の属性を検出した線に対して付与する。各属性毎に付与判定を行う。
　付与する属性の一例を次に示す。
【００２７】
　・放射状線（カメラの受光部１ａを中心として放射状に延びる線）
　・立体物線（立体物を示す線）
　・輝度対称性（検出した線の幅方向両端部の輝度の対称性）
　・路面との輝度差
　・左右輝度差（検出した線の幅方向両端部外側の輝度の対称性）
　・固着物（長）（汚れによって線が分断された端点発生：分断が長い場合）
　・固着物（短）（汚れによって線が分断された端点発生：分断が短い場合）
　・固着物（レンズ）（レンジへの付着物によってエッジ発生）
　ここでは、属性付与処理部の処理として、放射状の線（放射状線とも呼ぶ）及び立体物
線の属性処理について説明する。
【００２８】
　まず、放射状線の属性付与の処理について図１０を参照しつつ説明する。
　ここで、直前に処理した俯瞰画面と今回処理した俯瞰画面が同じと判定した場合には、
次の放射状線の属性付与の処理は実施しないようにしても良い。直前の俯瞰画面と今回の
俯瞰画面とが同じ場合とは、車両が停止している場合、実質車両が停止していると見なせ
る場合である。すなわち、例えば車両移動が実質止まっていると推定される速度か否かで
、直前に処理した俯瞰画面と今回処理した俯瞰画面が同じか判定可能である。
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【００２９】
　放射状線の属性付与の処理は、まず、俯瞰画像において、現在の路面俯瞰画像上の線の
うち、図１１に示すように、その画像を撮像したカメラ１の撮像中心１ａ（受光部１ａ）
を中心とする放射状の線Ｌ３を検出する（ステップＳ４１ａ）。
　このとき、撮像誤差を考慮して、放射状の線か否かは次のように判定する。すなわち、
図１２のように、路面俯瞰画像上における線の上端点と撮像中心とを結ぶ直線との差が予
め設定した放射状線判定閾値角θ以内の場合には、放射状の線Ｌ３と判定する。撮像誤差
は、車両挙動変化（ピッチングなど）によって発生する。
【００３０】
　ここで、対象とする線が初めて検出された線の場合には、放射状線判定閾値角θとして
オン閾値角（例えば±５度）を採用し、既に検出されている線の場合には、放射状線判定
閾値角θとしてオン閾値角よりも広いオフ閾値角（例えば±７度）を採用する。
　また、自車両周囲の路面が反射し易いか否かを判定し、反射が起こり易い路面状態の場
合には、放射状線判定閾値角θとして、上述のような初期値の角度よりも大きな角度を使
用する。若しくは、連続照合判定（後述のステップＳ６５）のカウントｎの閾値として小
さな値を使用する。例えば、オン閾値角（例えば±７度）、オフ閾値角（例えば±８度）
とする。
【００３１】
　反射が起こり易い路面状態とは、例えば次のようなものが例示出来る。
　・降雨、降雪などでワイパー作動時（例えばワイパー検出センサ８からの信号で判定で
きる）。
　・μが低くなっている（例えばスリップ量で判定出来る）。
　・太陽光がレンズに入射している（例えば画像の輝度で判定できる）。
【００３２】
　次に、放射状の線と判定した線Ｌ３が、今回の路面俯瞰画像で初めて検出した線か判定
し（ステップＳＳ４１ｂ）、今回初めて検出した線の場合には、当該線Ｌ３に放射状線の
属性ＦＦ（１）の属性を付与する（ステップＳ４１ｃ）。ここで、放射状線属性ＦＦ（ｎ
）のｎは放射状線と判定される度にカウントアップされる。
　一方、放射状線と判定した線Ｌ３が、直前の路面俯瞰画像でも検出されていると判定し
た場合には、その線Ｌ３に放射状線属性ＦＦ（ｎ）が付与されているか判定し（ステップ
Ｓ４１ｄ）、付与されていると判定した場合には、放射状線の属性ＦＦ（ｎ）のカウンタ
値ｎをカウントアップする。すなわち当該線に放射状線ＦＦ（ｎ＋１）の属性を付与する
（ステップＳ４１ｅ）。
【００３３】
　ここで、図１０に示すステップＳ４１ｂ～Ｓ４１ｅの処理を、後述のステップＳ５０で
実施しても良い。この場合には、ステップＳ４０では、放射状線と判定されれば、常に放
射状線の属性付与し、ステップＳ５０では、過去に非放射状線と判定された線か否かを判
定して、過去に非放射状線と判定していた場合には、放射状線の属性付与の情報を無視し
て駐車枠判定を行う。若しくは放射状線の属性をＯＦＦとする。またステップＳ５５の処
理にて、予め設定した継続時間以上、同一の線が連続して放射状線と判定されたか判定す
ることとなる。
【００３４】
　また、連続して放射状線（ｎ）の属性と判定された線Ｌ３に対し、その線Ｌ３が映って
いる２枚の路面俯瞰画像での当該線Ｌ３の位置間の差分（線状の特定の位置での差分）と
、車両運動の情報とに基づき、車両運動に沿ってその線が立体物のエッジとして移動して
いると判定すると、その線に対し立体物線の属性ＦＲも付与する。
　また、連続して放射状線（ｎ）の属性と判定された線に対し、その線が映っている２枚
の路面俯瞰画像での当該線の位置間の差分（線状の特定の位置での差分）と、車両運動の
情報とに基づき、車両運動に沿ってその線が路面上の表示として移動していると判定する
と、その線に対し放射状線として見なさない処理を追加しても良い。
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【００３５】
　次に、立体物線の属性付与処理について図１３を参照して説明する。
　連続して取得する路面俯瞰画像に基づき、線の両端部のうち少なくとも上端若しくは下
端が検出できた線について、その検出した端部を基準として特定される当該線上の２点を
トラッキングする点として選定し（ステップＳ４２ａ）、車両の移動に伴う当該２点の各
移動量を算出する（ステップＳ４２ｂ）。移動量は、自車両の移動に伴い取得した２つの
俯瞰画像間での２点の変位量を各移動量とすればよい。そして、その２点の移動量の関係
が車両の移動に伴う立体物に沿った移動と判定し（ステップＳ４２ｃ）、その判定条件を
満足した場合には、当該線に対して立体物線の属性ＦＲ＝１を付与する（ステップＳ４２
ｄ）。立体物は、静止した車両や壁などの静止物とする。トラッキングする２点の移動量
の関係が、例えば自車両に近い側の点（下側の点）の移動量が相対的に遠い点（上側の点
）の移動量よりも小さい場合に、立体物の線と判定する。立体物の線は、通常は、立体物
のエッジ部分の線である。
【００３６】
　ここで、立体物線の属性を付与した線を検出した場合には、路面俯瞰画像において、立
体物線の属性ＦＲが付加された線とカメラの受光部１ａとの間にある立体物線の属性ＦＲ
が付加されていない線を検出し、その検出した線のうち、立体物の属性ＦＲが付加された
線との離隔距離が予め設定した設定離隔距離（例えば１ｍ）以内の線があった場合には、
その線に対して優先枠候補の属性ＰＲＲを付与する。なお、予め設定した距離内で複数の
立体物線が存在するか判定を行い、その複数の立体物線から立体物の存在位置を推定し、
その推定した立体物における車両側の位置におけるその推定した立体物との離隔距離が予
め設定した設定離隔距離以内の線に対して、優先枠候補の属性ＰＲＲを付与することにし
ても良い。この処理はステップＳ４０やステップＳ５０などで実施すればよい。
【００３７】
　次に図６に示されるステップＳ５０では、駐車枠認定の前処理として、放射状線ＦＦ（
ｎ）（ｎ：例えばｎ＝３以上）の属性、若しくは立体状線の属性ＦＲが付与されている線
を、枠線候補の線から除外する。
　次に、ステップＳ５２では、線の補間処理を行う。これは線のかすれを補間する処理で
ある。すなわち、同一の仮想の直線上に沿って検出された複数の線、つまり同一線の可能
性がある線同士の補間処理を行う。
【００３８】
　この線の補間処理を、図１４を参照しつつ説明する。
　まず、同一仮想線上に沿って互いに隣り合う２本の線の間の空白の長さ（途切れ長さと
も呼ぶ。）が予め設定した補間長さ以下か判定し（ステップＳ１１０）、途切れ長さが補
間長さ以下の場合には、線の補間を行ってその２本の線の一本の線と見なす処理を行う（
ステップＳ１２０）。補間長さは、踏切における線路幅（線路を通過する車輪分の余裕代
を含む。）よりも短い値に設定する。補間長さは例えば２０ｃｍに設定する。
【００３９】
　また、途切れ長さが補間長さを超える線間について、次のように処理を行う。
　まず途切れ長さが予め設定した最大補間長さ（例えば１ｍ）を超えるか判定して（ステ
ップＳ１３０）、最大補間長さをこえ場合には、補間処理を行わない。すなわち別の線と
して処理する。
　一方、途切れ長さが２０ｃｍより長く且つ最大補間長さ以内の線間について、次のよう
な補間処理の適否の判断を行う。
【００４０】
　すなわち、空白を構成する２本の線の少なくとも一方の線が駐車線レベルＦＬＶＬが１
以上の線か否かを判定する（ステップＳ１４０）。駐車線レベルＦＬＶＬが１以上の線で
ない場合には補間しない。
　次に、駐車線レベルＦＬＶＬが１以上の線、つまり対を成す枠線候補の線が検出されて
いる場合には、空白を構成する２本の線のうちの両端が分かる側の線（検討線と呼ぶ。）
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について、その線と対（ペア）をなすペア線との比較を行う。検討線は、通常は先に検出
された線である。
【００４１】
　そして、検討線とペア線の長さが近似しており（ステップＳ１５０）、ペア線側の長手
方向で隣り合う線と線との間の途切れ長さが、検討線側の途切れ長さと近似している場合
には（ステップＳ１６０）、両方の線の補間を行ってその２本の線の一本の線と見なす処
理を行うと共に非枠線候補の情報を当該線に付加する（ステップＳ１７０）。検討線とペ
ア線の長さが近似とは実質同じ長さと見なせる場合であって、例えば検討線とペア線との
長さの差が予め設定した閾値以下の場合に近似と判定する。途切れ長さが近似とは、途切
れ長さが実質同じ長さと見なせる場合であって、例えば途切れ長さの差が予め設定した閾
値以下の場合に近似と判定する。
【００４２】
　次に、図６におけるステップＳ５５では、連続して取得する路面俯瞰画像の処理で検出
されている線に対して、枠線候補の線か否かの処理を行う。
　ここでは、下記に示すような予め設定した駐車枠条件を満足するか否かで判定する。枠
線候補の線か否かの処理は、例えば、自車両に対して予め設定した駐車枠存在判定領域（
例えば自車両を中心とした半径１０ｍ以内の領域）に位置する線に対して行う。
【００４３】
　すなわち、ステップＳ５５では、下記の駐車枠線条件の全てを満足する場合に駐車枠線
候補の線と判定する。駐車枠候補の線と判定した場合には、ステップＳ６０にて、その線
の属性情報としての駐車線レベルＦＬＶＬに「１（ｎ）」を設定する。なお、駐車線レベ
ルＦＬＶＬの初期値は「０」とする。またＬＶＬ１（ｎ）のｎは、初めて駐車枠線候補と
判定された場合にｎ＝１となり、駐車枠線候補と判定される度にカウントアップさせる。
逆に一度、駐車線レベルＦＬＶＬが「１（ｎ）」と判定された線について、駐車枠線条件
を満足しないと判定される度にカウントダウンさせる。
【００４４】
　「駐車枠線条件」
　・線が直線と推定される線である。
　・線幅が予め設定した線の範囲（駐車枠の線と見なされる線の太さの範囲、例えば２ｃ
ｍ～４ｃｍ）である。
　・予め設定した離隔範囲（駐車枠の対となる線と見なすことができる範囲、例えば１．
５ｍ～２．５ｍ））に対となる線が存在する。
【００４５】
　・対となる線同士の平行度が予め設定した許容角度以内（例えば４度以内）となってい
る。
　・対となる線の対応する端部が検出されている場合に、その両方の端点における線の延
長方向のズレ量が予め設定したズレ量（例えば５０ｃｍ）以下である。
　・対となる線同士の線幅寸法の差が予め設定した値（例えば８ｍｍ）以下である。
【００４６】
　・線の長さが予め設定した最大長（例えば９ｍ）以下である。
　・非枠線候補の情報を有しない線である。
　ここで、駐車枠の線として検出する線は、車両を駐車した場合における当該車両の前後
方向に沿った方向の線（駐車時に車両の側方に存在する線）と推定される線である。なお
、線幅を確認しているので、線の端部の形状などは検出可能である。
【００４７】
　ここで、対象とする線が優先枠候補の属性ＰＲＲを有する場合には、下記の駐車枠線条
件の条件を緩和して駐車枠線候補か否かを判定する。緩和とは、例えば下記設定される値
を広めにして判定する。例えば平行度の許容角度を例えば６度以内などにして判定する。
　次に、ステップＳ６５では、駐車線レベルＦＬＶＬが「１（ｎ）」の線について、変数
ｎが予め設定した閾値以上（例えば、サンプリング周期１００ｍｓｅｃでｎ＝３以上）か
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否かを判定する。そして、線がその条件を満足する場合には、ステップＳ７０にて、予め
設定した閾値以上の線について、駐車線レベルＦＬＶＬを２に設定変更する。予め設定し
た閾値は、例えば線の長さとして予め設定した長さ（例えば２ｍ）以上検出可能な値に設
定する。ここで、カウンタｎの大きさで判定する代わりに、線の長さが予め設定した長さ
以上まで検出したか否かで判定し、線の長さが予め設定した長さ（例えば２ｍ）以上まで
検出できたと推定された線であって駐車線レベルＦＬＶＬが「１（ｎ）」の場合に、駐車
線レベルＦＬＶＬを２に設定変更するようにしても良い。または車両の移動距離が予め設
定した設定移動距離の間、同一の直線と判定した場合に、駐車線レベルＦＬＶＬが「１（
ｎ）」の線を、駐車線レベルＦＬＶＬ２に設定変更するようにしても良い。
【００４８】
　なお、線の長さが予め設定した最大長さ（例えば９ｍ）以上の場合には、駐車線レベル
ＦＬＶＬのレベルに関係無く、駐車線レベルＦＬＶＬを「０」に強制的に変更する。
　次に、ステップＳ７５では、駐車線レベルＦＬＶＬが２の線について、その両端部の一
方が検出されている場合にはステップＳ８０に移行して、当該ステップＳ８０にて駐車線
レベルＦＬＶＬを３に変更する。
【００４９】
　ここで、端部の検出は、端部形状が予め設定した特定形状の場合のみ端部と認定するよ
うにしても良い。特定形状の例は、単なる線の端部、Ｕ字状、Ｔ字状の端部形状などであ
る。
　次に、ステップＳ８５では、駐車線レベルＦＬＶＬが３の線について、その両端部がと
もに検出されている場合には、ステップＳ９０に移行し、当該ステップＳ９０にて駐車線
レベルＦＬＶＬを４に変更する。
【００５０】
　登録記号情報処理部１２０は、図５に示すように、記号抽出部１２０Ａ、記号判定部１
２０Ｂ、駐車枠推定部１２０Ｃ、及び確信度算出部１２０Ｄを備える。また、駐車枠推定
部１２０Ｃは、特定駐車枠判定部１２０Ｃａ、駐車枠特定部１２０Ｃｂを備える。
　ここで、特定の記号が登録されている記号記憶部２２を備える。特定の記号は、駐車枠
があることを示す記号として記号記憶部２２に記憶（登録）されている。特定の記号とし
ては、図１５に示すような記号が例示出来る。この記号のうち、図１５（ａ）の記号であ
る「ＥＶ」は電気自動車用の駐車枠であることを示す記号である。図１５（ｂ）の記号は
、「障害者等駐車枠」であることを示す記号である。「ＥＶ」及び図１５（ｂ）の記号は
、その記号自体に、記号が記載された駐車枠に駐車可能な車両タイプを特定する情報を有
する。図１５（ｃ）の記号は、駐車枠が存在することを示す記号である。図１５（ｄ）の
記号は、電気自動車用の駐車枠が存在することを示す記号である。
【００５１】
　記号記憶部２２には、記号自体と、その記号に紐付く付加情報とを記憶するようにして
も良い。そして、この付加情報に、駐車可能な車両タイプを特定する情報の有無、駐車可
能な車両タイプを特定する情報があればその情報を格納させる構成であっても良い。
　記号抽出部１２０Ａは、自車両周囲の路面を含む撮像画像から、路面上に位置する記号
を抽出する。
【００５２】
　記号判定部１２０Ｂは、記号記憶部２２を参照して、記号抽出部１２０Ａが抽出した記
号と同じ記号が記号記憶部２２に記憶されているか否かを判定する。
　駐車枠推定部１２０Ｃは、記号抽出部１２０Ａが抽出した記号と同じ記号が記憶されて
いると判定すると、その記号の位置から抽出した記号に対応する駐車枠の位置を推定する
。駐車枠推定部１２０Ｃは、特定駐車枠判定部１２０Ｃａ、及び駐車枠特定部１２０Ｃｂ
を備える。
【００５３】
　特定駐車枠判定部１２０Ｃａは、記号抽出部１２０Ａが抽出した記号と同じ記号が記号
記憶部２２に登録されていると判定すると、抽出した記号から特定される駐車枠が、自車
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両が駐車しても良い駐車枠であるか否かを判定する。特定駐車枠判定部１２０Ｃａは、記
号抽出部１２０Ａが抽出した記号と同じ記号から特定される車両タイプと、自車両の車両
タイプとが一致する場合に、記号の周りに自車両が駐車しても良い駐車枠があると判定す
る。
【００５４】
　駐車枠特定部１２０Ｃｂは、自車両が駐車しても良い駐車枠で無いと判定した場合に、
上記記号抽出部１２０Ａが抽出した記号と同じ記号が記号記憶部に記憶されていないと判
定を変更する。また駐車枠特定部１２０Ｃｂは、特定駐車枠判定部１２０Ｃａが自車両が
駐車しても良い駐車枠であると判定した記号の位置から駐車枠の位置を推定する。
　確信度算出部１２０Ｄは、駐車枠推定部１２０Ｃが抽出した駐車枠に駐車する可能性の
確信度を求める。確信度算出部１２０Ｄは、例えば、自車両の車両タイプが電気自動車で
あり、記号抽出部１２０Ａが抽出した記号が電気自動車を特定する記号の場合に、自車両
に搭載の車輪駆動用のバッテリの充電量に基づき、充電量を低いほど確信度を高く設定す
る。確信度は、自車両に搭載の車輪駆動用のバッテリの充電量が予め設定した基準充電量
（例えば５０％の充電量）以下になった場合に、確信度を変更するようにしても良い。
【００５５】
　次に、登録記号情報処理部１２０の処理を、図１６を参照して説明する。
　記号抽出部１２０Ａは、ステップＳ２１０にて、上述の駐車枠線情報処理部１１０がス
テップＳ１０及びＳ２０の処理によって取得した俯瞰画像を定期的に入力する。
　次にステップＳ２２０にて、入力した俯瞰画像中における路面上と推定されるエリア内
にある記号を抽出する。なお、抽出出来ない場合には、駐車記号レベルＰＳＬＶＬを「０
」として、処理を終了する。
【００５６】
　次に、ステップＳ２３０では、ステップＳ２２０で抽出した記号に対し、予め設定した
範囲の大きさの記号だけを抽出する。予め設定した大きさとは、通常駐車枠に記載されて
いるであろう記号の大きさの範囲を言う。例えば３０ｃｍ×３０ｃｍ以上３００ｃｍ×３
００ｃｍ以下の範囲に設定する。予め設定した範囲の大きさの記号でない場合には、駐車
記号レベルＰＳＬＶＬを「０」として、処理を終了する。
【００５７】
　ステップＳ２３５では、ステップＳ２２０にて抽出した記号と同じ記号が記号記憶部２
２に記憶されているか検索する。ステップＳ２４０では、記号記憶部２２内に同一の記号
があると判定した場合にはステップＳ２５０に移行する。記号記憶部２２中に同一の記号
が無いと判定した場合には、駐車記号レベルＰＳＬＶＬを「０」として、処理を終了する
。
【００５８】
　ここで、パターンマッチングを行い、抽出した記号内に、図１５（ｄ）に示すような「
コンセントのプラグの記号」や「ＣＨＡＲＧＩＮＧ」「ＥＶ」などの電気自動車用の駐車
ポイントを示す記号を一部に含んだ記号の場合には、電気自動車用の駐車ポイントとみな
してステップＳ２５０に移行するようにしても良い。
　ステップＳ２５０では、抽出した記号が電気自動車用の駐車ポイントを示す記号か判定
する。抽出した記号が電気自動車用の駐車ポイントの場合には、ステップＳ３１０に移行
する。
【００５９】
　ステップＳ２６０では、抽出した記号の記号が駐車可能な車両タイプを特定する記号か
判定する。駐車可能な車両タイプを特定する記号の場合には、ステップＳ２８０に移行す
る。駐車可能な車両タイプを特定する記号でない場合には、ステップＳ２７０に移行する
。
　ステップＳ２７０では、駐車記号レベルＰＳＬＶＬに「３」を設定する。
【００６０】
　ステップＳ２８０では、抽出した記号の記号で特定される車両タイプが自車両の車両タ
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イプと合致するか判定する。合致する場合にはステップＳ２９０にて、駐車記号レベルＰ
ＳＬＶＬに「３」を設定する。一方、合致しない場合には、ステップＳ３００にて、駐車
記号レベルＰＳＬＶＬに「２」を設定する。その後ステップＳ３５０に移行する。
　ステップＳ３１０では、自車両が電気自動車か否かを判定する。自車両が電気自動車の
場合には、ステップＳ３２０にて駐車記号レベルＰＳＬＶＬに「３」を設定してステップ
Ｓ３３０に移行する。一方、自車両が電気自動車では無い場合には、駐車記号レベルＰＳ
ＬＶＬに「２」を設定して、ステップＳ３５０に移行する。
【００６１】
　ステップＳ３３０では、充電レベルを判定して、充電レベルが低いほど駐車記号レベル
ＰＳＬＶＬを大きな値に設定する。本実施形態では、充電量が基準値（例えば半分）以下
と判定すると、駐車記号レベルＰＳＬＶＬを「４」に設定変更する。その後、ステップＳ
３５０に移行する。尚、充電量が低いほど、駐車記号レベルＰＳＬＶＬを段階的若しくは
連続的に高くなるように設定変更しても良い。この場合には、駐車記号レベルＰＳＬＶＬ
の値は、整数でなくても良い。
【００６２】
　ここで、本実施形態で検出する記号は、所定以上の線幅からなる記号とする。特に数字
の線幅は例えば７ｍｍ以上のものだけを検出するとする。
　また、ナビ情報に基づき、記号が駐車場内の路面に記載されていると判定した場合に、
駐車記号レベルＰＳＬＶＬの値をカウントアップするようにしても良い。
　ステップＳ３５０では、駐車記号レベルＰＳＬＶＬが２以上と判定し、「２」以上の場
合には、ステップＳ３６０にて、その抽出した記号の位置に基づき、当該記号を含む、予
め設定した範囲を仮想の駐車枠として抽出する。駐車枠が存在することを示す記号は、通
常駐車枠の中央近傍に記載されている。これを考慮して、例えば、図３１の破線のように
、記号の位置を中心に予め設定した範囲を駐車枠と推定する。例えば記号の位置の中心か
ら前後方向及び左右方向に２ｍずつ離れた位置に仮想の駐車枠の線を設定する。なお、記
号の前後の向きを駐車枠の前後方向と推定する。
【００６３】
　この駐車枠の推定処理は、例えば、後述のステップＳ５１２で駐車記号レベルＰＳＬＶ
Ｌが２以上と判定したときに実行するようにしても良い。
　次に、加速抑制作動条件判断部１０Ｊａの処理について、図面を参照しながら説明する
。加速抑制作動条件判断部１０Ｊａは、図１７に示す処理を予め設定したサンプリング時
間毎に行う。
【００６４】
　ステップＳ５１０では、加速抑制作動条件判断部１０Ｊａは、現在検出している記号（
自車両前方に位置する記号）の駐車記号レベルＰＳＬＶＬが「２」以上か判定する。駐車
記号レベルＰＳＬＶＬが「２」以上の場合にはステップＳ５１２に移行する。駐車記号レ
ベルＰＳＬＶＬが「２」未満の場合にはステップＳ５１８に移行する。
　ステップＳ５１２では、現在検出している記号に基づき設定された仮想の駐車枠の線位
置に対して、駐車線レベルＦＬＶＬとして駐車記号レベルＰＳＬＶＬの値を設定して、ス
テップＳ５３０に移行する。
【００６５】
　ステップＳ５１８では、周囲環境認識情報演算部１０Ａで演算した路面環境認識情報と
して駐車線レベルＦＬＶＬが１以上の枠線情報を取得する。
　次にステップＳ５２０では、ステップＳ１１０で取得した枠線情報に基づいて、駐車枠
の有無を判断する。駐車線レベルＦＬＶＬが２以上の枠線情報がある場合には駐車枠が有
ると判断してステップＳ５３０に移行する。一方、駐車線レベルＦＬＶＬが２以上の枠線
情報が無いため、信頼性の高い駐車枠が無いと判断した場合には、ステップＳ５９０に移
行し、ステップＳ５９０において、加速抑制作動条件判断結果（＝加速抑制作動条件非成
立）を加速度制限値演算部に出力する。
【００６６】
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　次にステップＳ５３０では、自車両車速演算部１０Ｂより自車両ＭＭの車速を取得する
。
　次にステップＳ５４０では、ステップＳ５３０で取得した自車両車速に基づいて、自車
両車速条件判断を行う。例えば自車両車速が予め設定した値未満の場合にはステップＳ５
５０に移行し、自車両車速が予め設定した値以上の場合には、加速抑制作動条件非成立と
判断してステップＳ５９０に移行し、ステップＳ５９０にて加速抑制作動条件判断結果（
＝加速抑制作動条件非成立）を加速抑制量演算部１０Ｊｂに出力する。予め設定した値は
、例えば１５［ｋｍ／ｈ］とする。
【００６７】
　次にステップＳ５５０では、ブレーキペダル操作情報演算部１０Ｆから、ブレーキペダ
ル操作情報を取得する。
　次にステップＳ５６０では、ステップＳ５５０で取得したブレーキペダル操作情報に基
づいて、ブレーキペダル操作の判断を行う。ブレーキペダル操作がないと判断した場合に
はステップＳ５７０に移行する。一方、ブレーキペダル操作があると判断した場合には、
加速抑制作動条件非成立と判断してステップＳ５９０に移行し、ステップＳ５９０にて、
加速抑制作動条件判断結果（＝加速抑制作動条件非成立）を加速抑制量演算部１０Ｊｂに
出力する。
【００６８】
　ステップＳ５７０では、アクセル操作量演算部１０Ｇから、アクセル操作量を取得する
。
　次にステップＳ５８０では、ステップＳ５７０で取得したアクセル操作量に基づいて、
アクセル操作量の判断を行う。例えばアクセル操作量が予め設定した値以上の場合は加速
抑制作動条件成立と判断する。一方、アクセルペダル操作が予め設定した値未満の場合に
は、加速抑制作動条件非成立と判断してステップＳ５９０に移行し、ステップＳ５９０に
て、加速抑制作動条件判断結果を加速抑制量演算部１０Ｊｂに出力する。ここで、予め設
定した値は、例えば、アクセルペダル１９のアクセル開度の３［％］に相当する操作量に
設定する。
【００６９】
　次にステップＳ５８３では、駐車枠進入判断情報を取得する。ここで、本実施形態では
、操舵角と、自車両ＭＭと駐車枠の角度と、自車両ＭＭと駐車枠の距離と、に基づいて駐
車枠進入判断を行う場合とする。
　具体的には、ステップＳ５８３では、操舵角演算部１０Ｃから操舵角を取得する。また
ステップＳ５８３では、周囲環境認識情報演算部１０Ａが演算した自車両周囲画像に基づ
き、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の角度α、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の距離Ｄを取得する。こ
こで、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の角度αは、例えば、図１８に示すように、車両の中心を
通る車両の前後方向の直線（進行方向に延びる直線）Ｘと、駐車枠Ｌ０に駐車が完了した
際に車両の前後方向と平行若しくは略平行になる駐車枠Ｌ０部分の枠線Ｌ１及びその延長
線からなる駐車枠Ｌ０側の線との交角の絶対値とする。また、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の
距離Ｄは、例えば、図１９に示すように、自車両前端面の中心点と駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ
２の中心点との距離とする。但し、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の距離Ｄは、自車両前端面が
駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ２を通過した後は、負の値とする。自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の距離
Ｄは、自車両前端面が駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ２を通過した後は、ゼロに設定しても良い。
【００７０】
　ここで、距離Ｄを特定するための自車両ＭＭ側の位置は、自車両前端面の中心点である
必要はない。自車両ＭＭに予め設定した位置と、入り口Ｌ２の予め設定した位置との距離
をＤとすれば良い。
　このように、ステップＳ５８３では、駐車枠進入判断情報として、操舵角、自車両ＭＭ
と駐車枠Ｌ０の角度α、及び自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の距離Ｄを取得する。
【００７１】
　次にステップＳ５８６では、ステップＳ５８３で取得した駐車枠進入判断情報に基づい
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て、駐車枠進入判断を行う。駐車枠進入と判断した場合には、加速抑制作動条件成立と判
断する。一方、駐車枠進入と判断しなかった場合には、加速抑制作動条件非成立と判断す
る。その後、ステップＳ５９０に移行し、加速抑制作動条件判断結果を加速抑制量演算部
１０Ｊｂに出力する。
【００７２】
　駐車枠進入の判断は、例えば次のようにして実施する。すなわち、ステップＳ５８６で
は、次の３つの条件（ａ～ｃ）を全て満足した場合に駐車枠進入と判断する。
　ａ：ステップＳ５８３で検出した操舵角が予め設定した設定舵角値（例えば４５［ｄｅ
ｇ］）以上の値となってから予め設定した設定時間（例えば２０［ｓｅｃ］）以内
　ｂ：自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の角度αが予め設定した設定角度（例えば４０［ｄｅｇ］
）以下
　ｃ：自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の距離Ｄが予め設定した設定距離（例えば３［ｍ］）
　ここでは、駐車枠進入判断に複数の条件を使用した場合を例示したが、条件の中の１つ
以上の条件で判断を行っても良い。また自車両ＭＭの車速の状態によって駐車枠Ｌ０への
進入か否かを判定しても良い。
【００７３】
　次に、加速抑制量演算部１０Ｊｂの処理について、図面を参照しながら説明する。加速
抑制量演算部１０Ｊｂは、図１９に示す処理を予め設定したサンプリング時間毎に行う。
　ステップＳ６１０では、加速抑制作動条件判断部１０Ｊａから加速抑制作動条件判断結
果を取得する。
　次にステップＳ６２０では、加速抑制処理選択情報を取得する。ステップＳ６２０は、
例えばアクセル操作量演算部１０Ｇからアクセル操作量を、アクセル操作速度演算部１０
Ｈからアクセル操作速度を、加速抑制作動条件判断部１０Ｊａから加速抑制作動条件判断
結果を取得する。
【００７４】
　次にステップＳ６３０では、ステップＳ６２０で取得した加速抑制処理選択情報に基づ
いて、加速抑制処理を選択する。具体的には、第２加速抑制処理の作動条件が成立したと
判断した場合はステップＳ６４０に移行する。第２加速抑制処理の作動条件が成立せず且
つ第１加速抑制処理の作動条件が成立したと判断した場合にはステップＳ６５０に移行す
る。更に、第２加速抑制処理及び第１加速抑制処理の作動条件がともに成立していない場
合には、ステップＳ６６０に移行する。
【００７５】
　ステップＳ６３０の処理、特に第２加速抑制処理の作動条件、第１加速抑制処理の作動
条件の判定について図２０を参照して説明する。
　まずステップＳ６３１において、前回の制御サイクルでの判定処理時に第２加速抑制処
理が作動していたか否かを判断する。前回の制御サイクルでの判定で第２加速抑制処理が
作動していた場合にはステップＳ６３３へ移行する。前回の制御サイクルでの判定で第２
加速抑制処理が作動していなかった場合にはステップＳ６３５へ移行する。
【００７６】
　ステップＳ６３３では、前回第２加速抑制処理が作動していた場合の第２加速抑制処理
の作動終了判断を行う。具体的には、ステップＳ６２０で取得したアクセル操作量に基づ
いてアクセル操作が行われていると判断した場合は、第２加速抑制の作動を継続すると判
定してステップＳ６４０へ移行する。一方、アクセル操作が行われていないと判断した場
合は、再度作動条件判断を行うためにステップＳ６３５に移行する。
【００７７】
　ステップＳ６３５では、第１加速抑制処理の作動条件の判断を行う。例えば、ステップ
Ｓ６１０で取得した加速抑制作動条件判断結果が条件成立と判断している場合には、第１
加速抑制処理の作動条件成立と判断してステップＳ６３７に移行する。一方、加速抑制作
動条件判断結果が条件非成立と判断している場合には、ステップＳ６６０に移行する。
　ステップＳ６３７では、第２加速抑制処理作動条件の判断を行う。例えば、下記条件（
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ｄ～ｆ）を全て満足する場合には、第２加速抑制処理の作動を行うと判定してステップＳ
６４０に移行する。それ以外の場合はステップＳ６５０に移行する。
【００７８】
　ｄ：ステップＳ６１０で取得した加速抑制作動条件判断結果が条件成立
　ｅ：ステップＳ６２０で取得したアクセル操作量が予め設定した設定操作量（例えばア
クセル開度が５０［％］）以上
　ｆ：アクセル操作速度が予め設定した操作速度（例えば２００［％／ｓｅｃ］）以上
　そして、図１９におけるステップＳ６４０では、ステップＳ６２０で取得した情報に基
づいて第２加速抑制量を演算し、ステップＳ６７０に移行する。
【００７９】
　第２加速抑制量の演算方法は、例えば次のように実施する。すなわち、ステップＳ６２
０で取得したアクセル操作量に基づいて、加速抑制量が予め設定した設定抑制量より大き
くならないような加速抑制量を演算し、ステップＳ６７０に移行する。具体的には、図２
１に示すように、予め設定した値未満の加速操作量に対しては加速操作に応じたスロット
ル開度を演算し、予め設定した値以上の加速操作（アクセル操作）に対しては加速操作に
拘わらず加速スロットル開度（加速指令値）が１０［％］より大きくならないように加速
抑制量を演算する。図２１中、実線が、通常時つまり抑制をしていない状態での、アクセ
ル操作量とスロットル開度とを示す。また一点鎖線が、第２加速抑制を実施した場合にお
けるアクセル操作とスロットル開度の関係を示す。すなわち、検出したアクセル操作量に
おける、実線と一点鎖線との差分が第２加速抑制量となる。
【００８０】
　またステップＳ６５０では、ステップＳ６２０で取得した情報に基づいて第１加速抑制
量を演算し、ステップＳ６７０に移行する。第１加速抑制量の演算方法について説明する
。ステップＳ６２０で取得したアクセル操作量に基づいて、アクセル操作量に応じてスロ
ットル開度が大きくなるように演算するように第１加速抑制量を演算し、ステップＳ６７
０に移行する。具体的には、図２２に示すように、アクセル操作量が大きくなることに応
じてスロットル開度（加速指令値）が大きくなるように演算する。ここで、第１加速抑制
量は、アクセル操作量に対して第２加速抑制量より抑制量が小さく加速が大きい加速抑制
量、抑制を行っていない通常時より抑制量が大きく加速が小さいスロットル開度になるよ
うに加速抑制量を演算する。図２２中、実線が、通常時つまり抑制をしていない状態での
、アクセル操作量とスロットル開度とを示す。また一点鎖線が、第２加速抑制を実施した
場合におけるアクセル操作とスロットル開度の関係を示す。すなわち、検出したアクセル
操作量における、実線と二点鎖線との差分が第１加速抑制量となる。
【００８１】
　ここで、図２２に示すように、第２加速抑制量は第１加速抑制量よりも大きく、図２１
及び図２２に示すように、第１加速抑制量及び第２加速抑制量は、ともにアクセル操作量
が大きいほど大きくなるように設定されている。
　またステップＳ６６０では、アクセルの操作に対して加速抑制を行わない加速抑制量を
演算し、ステップＳ６７０に移行する。本実施形態では、加速抑制を行わない加速抑制量
はゼロに設定する。
【００８２】
　ステップＳ６７０では、ステップＳ６０２で演算した加速抑制量を目標スロットル開度
演算部１０Ｊｃに出力する。
　次に、目標スロットル開度演算部１０Ｊｃの処理について、図面を参照しながら説明す
る。目標スロットル開度演算部１０Ｊｃは、図２３に示す処理を予め設定したサンプリン
グ時間毎に行う。
【００８３】
　まずステップＳ７１０では、加速抑制作動条件判断部１０Ｊａから、加速抑制作動条件
判断結果を取得する。
　次にステップＳ７２０では、アクセル操作量演算部１０Ｇから、アクセル操作量を取得
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する。
　次にステップＳ７３０では、加速抑制量演算部１０Ｊｂから、加速抑制量を取得する。
【００８４】
　次にステップＳ７４０では、ステップＳ７１０で取得した加速抑制作動条件判断結果と
、ステップＳ７２０で取得したアクセル操作量と、ステップＳ７３０で取得した加速抑制
量に基づいて、目標スロットル開度を演算する。例えば、加速抑制作動条件が非成立であ
る場合は、加速抑制を行わない通常通りのアクセル操作量に基づいたスロットル開度を目
標スロットル開度とする。一方、加速抑制作動条件が成立している場合は、加速抑制量に
基づいたスロットル開度を目標スロットル開度とする。
【００８５】
　例えば下記式によって、目標スロットル開度θ＊を求める。
　　　θ＊　＝　θ１－Δθ
　ここで、θ１は、アクセル操作量に応じたスロットル開度を示し、Δθは、加速抑制量
を示す。
　次にステップＳ７５０では、ステップＳ３４０で演算された目標スロットル開度θ＊を
エンジンコントローラ１６に出力する。
【００８６】
　エンジンコントローラ１６は、取得した目標スロットル開度θ＊となるように、スロッ
トル開度を制御する事で、駆動源であるエンジンを制御する。
　次に、記号登録装置２３について説明する。
　記号登録装置２３は、図２４に示すように、記号画像取得部２３Ａ、登録可否判定部２
３Ｂ、登録処理部２３Ｃ、及び排除記号記憶部２４を備える。
【００８７】
　排除記号記憶部２４は、車道に標示される交通法規上の標示記号（例えば制限車速を示
す数字など）を記号排除記号として予め登録されている。排除記号記憶部２４への記号の
登録削除は、不図示の登録装置から実施可能としておく。又、プローブ情報などのサーバ
からの指令によって排除記号記憶部２４に登録しておく記号を随時更新可能としておいて
も良い。
【００８８】
　記号画像取得部２３Ａは、例えば車内に搭載されているカメラや、携帯機器が有するカ
メラからの画像を取得する。
　登録可否判定部２３Ｂは、記号画像取得部２３Ａが取得した画像について、排除記号記
憶部２４に登録されている標示排除記号と一致するものがあるか照合を行う。排除記号記
憶部２４に登録されている標示排除記号と一致する場合には、その旨の報知を行う。。排
除記号記憶部２４に登録されている標示排除記号と一致しない場合には、登録指令を登録
処理部２３Ｃに出力する。
【００８９】
　登録処理部２３Ｃは、記号画像取得部２３Ａが取得した画像を、記号記憶部２２の登録
する。このとき、その画像が特定車両タイプ用とするかの問い合わせを行い、特定車両タ
イプの設定を行う場合には、その情報を登録する画像に紐付けて登録しておく。この問い
合わせは、例えば、ナビ装置の表示に標示することで実施し、また、特定車両タイプの設
定については、表示部に選択可能な車両タイプ情報を標示して選択させることで取得する
。
　ここで、記号登録装置２３は車両に搭載されていても良いし、搭載されていない専用の
装置としてもよい。
【００９０】
（動作その他）
　本実施形態の処理によるタイムチャートの例を図２５に示す。
　この例は、駐車枠進入操作検出処理が、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の角度α（条件ｂ）、
及び自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の距離Ｄ（条件ｃ）に基づいて駐車枠Ｌ０への進入操作を検
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出する例である。
【００９１】
　この図２５に示す例では、自車両の進行方向前方に、予め記号記憶部２２に登録した記
号若しくは路上の線から、予め設定した確からしさ（確信度）を有する駐車枠Ｌ０を検出
若しくは路面上の特定の記号を検出し（ｔ１）、且つ車速が予め設定した設定速度以下の
状態になると（ｔ２）、駐車枠Ｌ０への進入操作の判定を行う。
　ここで予め設定した確からしさ（確信度）を有する駐車枠Ｌ０を検出する際に、図１１
に示すような放射状線の属性ＦＦ（ｎ）を持つ線、及び立体物線の属性を持つ線（立体物
のエッジの線）を除外して、駐車枠判定を行っている。
【００９２】
　このとき、凍結路面や水溜まりなどには、近傍の構造物（立体物の表面部分）が反射し
て、その反射物のエッジが俯瞰画面上に線として映り込んでいる場合がある。このような
路面で反射した線は、車両が移動しても常に車両に向かう光線であることから、俯瞰画像
上では、通常、カメラの受光部１ａを中心とした放射状線として認識される。また、路面
から垂直に延びる立体物のエッジ線も俯瞰画像上では放射状の線として認識される。
【００９３】
　このような事に基づいて、放射状の線を駐車枠候補から外すことで、反射線による誤認
識が抑制されて、駐車枠判定の精度が向上する。
　同様に立体物のエッジ線についても駐車枠候補から外すことで、立体物の映り込みによ
る誤認識が抑制されて駐車枠判定の精度が向上する。ここで立体物のエッジ線は、図２６
に示すように、車両の移動に伴う、見かけ上の線の移動が、路面上に描かれた線の移動の
場合とは異なる。これによって立体物の線か否かを判定することが出来る。
【００９４】
　また、線がかすれて途中で途切れている２本の線を同一の線と補間することでも、駐車
枠判定の精度が向上する。
　このとき、線間の途切れがかすれによるとは考え難いほど離れていても、対を成す線が
共に近似した長さで且つ途切れ長さの間隔も近似している場合には、その途切れ部分を補
間して２本の線を同一の線と見なすと共に非枠候補として扱う。
【００９５】
　ここで、踏切においては、図２７に示すように、線路位置で分断された一対の線Ｌｓが
連続する。これを俯瞰画像の線Ｌ５では、図２８に示すように、連続した分断線として検
出される。この線Ｌ５を本実施形態では、一本の線と見なすことで、個々の線を個別に駐
車枠の候補線として扱われる事を回避する。なお、この線に対して駐車枠の非候補との属
性を付加している。また、図２９に示すような、踏切が線路を斜めに横断する場合もある
が、対を成す線は近似の長さの線の断続線として検出されるので問題はない。
【００９６】
　更に、本実施形態では、駐車枠がかすれて枠の線自体が不明であっても、駐車枠の位置
を示す特定の記号を検出すると、その記号に基づき駐車枠位置を推定して、推定した駐車
枠Ｌ０への進入操作を検出することで運転支援を行っている。
　ここで、本実施形態の駐車枠判定で駐車枠として検出される例を図３０に示す。
　また、記号から駐車枠を推定して当該駐車枠を抽出した場合の例を、図３１に示す。図
３１中、破線は、推定した駐車枠の横線及び縦線の位置を示す。図３１のように、特定の
記号の位置に応じて、その記号の周囲に駐車枠が存在すると推定する。図３１の例では、
特定の記号として「ＥＶ」が例示されている。また駐車枠の抽出は、例えば、記号の向き
によって駐車枠の前後方向を特定し、その記号を含む特定範囲を駐車枠内と特定する。な
お、この特定される駐車枠は、通常駐車枠として想定される大きさより若干大きめに設定
しても良い。また、駐車枠線情報処理部１１０の処理結果を参照して、駐車枠線情報処理
部１１０が駐車枠の線の可能性があるとする線が、特定の記号から予め設定した距離に存
在する場合には、その線と特定記号の向きとに応じて特定した線に基づいて駐車枠を抽出
するようにしても良い。
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【００９７】
　次に時刻ｔ２の後、図１８に示す例では、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の距離Ｄ（条件ｃ）
が予め設定した距離以下となり（ｔ３）、更に自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の角度α（条件ｂ
）が予め設定した角度以下になると（ｔ４）、駐車枠Ｌ０への進入操作と判定して加速抑
制の作動状態となる。
　この加速抑制の作動状態のときに、運転者がアクセル操作を行うと、そのアクセル操作
に応じた加速指令値（スロットル開度）を抑制する。更に、この加速抑制を実施している
状態で、アクセル操作量が予め設定した操作量以上となると（ｔ５）、加速指令値の抑制
量を増大する。本実施形態では、予め設定したスロットル開度以下抑えるように加速抑制
を行う結果、図３２に示すように、アクセル操作量が予め設定した操作量を越える前に比
較して、実際のスロットル開度が小さく抑制される。この結果、運転者によるアクセルペ
ダル１９の誤操作に対する加速抑制がより有効に実行されることとなる。
【００９８】
　ここで、図３２は、アクセルペダルの操作量に応じた加速抑制御のスロットル開度（加
速指示量）の遷移の例を示す。図３２に示す例では、加速抑制処理が第２加速抑制処理に
移行してもアクセルペダルが戻されて、第１加速抑制処理の加速抑制量と第２加速抑制処
理の加速抑制量が等しくなった時点で、第１加速抑制処理に遷移する。
　以上のように、予め設定した確信度以上の駐車枠としての確からしさを有する駐車枠Ｌ
０への進入操作を検出、つまり自車両ＭＭが駐車枠Ｌ０に進入することを検出することを
、加速抑制の作動条件とする。この結果、自車両ＭＭが例えば道路から外れて駐車場に進
入しても、駐車枠Ｌ０への進入操作を検出するまでは加速抑制を行わないので、その分、
運転性の低下を抑えることが出来る。更に、駐車枠Ｌ０への進入操作をした後は、加速抑
制を行うことで、アクセルペダル誤操作時の加速抑制効果の高い加速抑制を実現すること
が可能となる。
【００９９】
　また、駐車枠Ｌ０への進入操作を検出した場合と、その後さらに加速操作が行われてア
クセルペダル誤操作の可能性がより高い場合とに分けて、２段階の加速抑制を行う。この
結果、運転性の低下を抑えながらアクセルペダル誤操作時の加速抑制効果の高い加速抑制
を行うことが可能となる。
　また、駐車枠Ｌ０に進入している状態でも、加速操作量に応じてスロットル開度が大き
くなるが、通常よりスロットル開度が小さくなるように加速抑制を行う。すなわち、加速
操作量が大きくなるにつれて加速抑制量を大きくすることで、運転性の低下が少なく、加
速の抑制効果の高い加速抑制を行うことが可能となる。加速操作が小さい状態では加速抑
制量が小さいので運転性低下が少なく、加速操作が大きい状態で加速抑制量が大きくなっ
て加速抑制効果が高くなる。
【０１００】
　更に、大きな加速操作を行って、第２加速抑制状態となると、予め設定した値(第１加
速状態と判定した加速操作量より大きな所定量)以上にはスロットル開度が大きくならな
いように加速抑制を行う。この結果、加速操作の誤操作によって運転者の意図しない加速
が発生することを抑制でき、事故を回避・軽減する効果の高い加速抑制を行うことが可能
となる。なお、第２加速抑制状態となっても、加速操作量が予め設定した値未満まで小さ
くなれば、第１加速抑制状態となる。
【０１０１】
　このように、駐車枠Ｌ０に進入している状態で大きな加速操作を行った場合には、第１
の加速度抑制処理による加速抑制量よりも抑制量の大きい加速抑制を第２加速抑制処理と
して行うことによって、運転者の加速操作の誤操作による意図しない加速が発生すること
を抑制でき、より目的とする駐車位置に駐車させる効果の高い加速抑制を行うことが可能
となる。
【０１０２】
　また、加速操作量としてアクセルペダル１９の操作量とアクセルペダル操作の速度を検
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出することにより、加速操作の誤操作と通常操作との区別をより精度良く行うことができ
、運転性の低下が少なく、加速の抑制効果の高い加速抑制を実現することが可能となる。
　また、自車両ＭＭの車速と、自車両ＭＭの操舵角と、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の角度α
、自車両ＭＭのいずれかのポイントと駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ２の距離Ｄ、から駐車枠Ｌ０
への進入操作を検出することによって、運転者が駐車枠Ｌ０を通り過ぎる走行をしている
のか、駐車枠Ｌ０に駐車しようとしているのかを周囲環境認識処理から区別することがで
き、より運転性の低下の少ない駐車支援が可能となる。
【０１０３】
　このとき、自車両ＭＭの進行方向と駐車枠Ｌ０への駐車方向とのなす角度αを自車両Ｍ
Ｍと駐車枠Ｌ０の角度αとすることにより、検出している駐車枠Ｌ０への侵入操作の進行
具合（駐車枠への進入の確信度）を検出することが可能となる。この結果、その検出値に
よって駐車枠Ｌ０に駐車しようとしていることを精度よく判断することができ、より運転
性の低下の少ない駐車支援が可能となる。
　また記号登録装置２３を使用することで、記号記憶部２２に使用者が駐車ポイントとし
て認識したい記号を個別に追加することも出来る。
【０１０４】
（変形例）
　（１）上記実施形態では、駐車枠の位置を特定する「ＥＶ」などの記号の位置から、そ
の記号に対応する駐車枠の位置を推定した場合を例示した。自車両進行方向に上記記号を
検出し、その記号自体に予め設定した距離（例えば記号から２ｍ）以内に自車両が近づい
たと判定したら、上記加速抑制制御を実行するようにしても良い。
【０１０５】
　（２）上記実施形態では、駐車線レベルＦＬＶＬが２以上の場合に駐車枠有りとしてい
る。駐車線レベルＦＬＶＬが３以上を駐車枠有りとしても良い。
　（３）また、上記実施形態では、ステップＳ５８６で、駐車枠進入判断として、駐車枠
進入有りか無しかの２値化で加速抑制制御の開始判定を行っている。これに対し、駐車枠
進入有りの場合について、その駐車枠への進入の確からしさを示す進入確信度ＡＬＶＬを
使用して複数段階で駐車枠への進入の確からしさを判定しても良い。そして、その進入確
信度ＡＬＶＬと駐車線レベルＦＬＶＬに応じて、加速抑制制御の内容を変更しても良い。
【０１０６】
　例えば、駐車枠進入有りのときの進入確信度ＡＬＶＬとして「低」と「高」の２段階に
区分し、その確信度ＡＬＶＬと駐車線レベルＦＬＶＬとの組合せで、図３３に示すような
総合的な駐車支援の総合確信度ＴＬＶＬを算出する。そして、その駐車支援の総合確信度
ＴＬＶＬに基づき、図２５のような駐車支援の制御を行うようにしても良い。
　図３４に示す駐車支援の制御は、総合確信度ＴＬＶＬが「極低」の場合には、アクセル
開度が８０％以上となると加速抑制を開始して、予め設定した量（小さい量）だけアクセ
ル抑制を行う。また、総合確信度ＴＬＶＬが「低」の場合には、アクセル開度が８０％以
上となると加速抑制を開始して、予め設定した量（総合確信度ＴＬＶＬが「極低」よりも
大きな値）だけアクセル抑制を行うと共に運転者へのアクセル抑制の報知処理を行う。ま
た、総合確信度ＴＬＶＬが「高」の場合には、アクセル開度が５０％以上となると加速抑
制を開始して、予め設定した量（総合確信度ＴＬＶＬが「極低」よりも大きな値）だけア
クセル抑制を行うと共に運転者へのアクセル抑制の報知処理を行う。また、総合確信度Ｔ
ＬＶＬが「極高」の場合には、アクセル開度が５０％以上となると加速抑制を開始して、
予め設定した量（総合確信度ＴＬＶＬが「高」よりも大きな値）だけアクセル抑制を行う
と共に運転者へのアクセル抑制の報知処理を行う。図３４に示される加速抑制実施条件（
アクセル開度）のパーセントは例示である。
【０１０７】
　（４）また上記実施形態では、検出した駐車枠に基づく制駆動力制御として、加速抑制
制御を例示した。検出した駐車枠に基づく制駆動力制御はこれに限定されない。例えば、
検出した駐車枠への誘導支援を行うための制駆動力制御等であっても良い。
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　また検出した駐車枠への進入支援のための制駆動力制御に限定されない。検出した駐車
枠に基づく制駆動力制御は、検出した駐車枠からの車両の発進制御であっても良い。
【０１０８】
　また、上記説明では、俯瞰変換した俯瞰画像に基づき線を検出しているが、俯瞰変換す
る前の撮像画像から直接、線の検出をしても良い。
　ここで、周囲環境認識情報演算部１０Ａは撮像部を構成する。ステップＳ２０は俯瞰画
像取得部を構成する。記号判定部１２０Ｂは記号判定部を構成する。図１６において、ス
テップＳ２１０～Ｓ２３０、Ｓ３１０は、記号抽出部１２０Ａを構成する。ステップＳ２
３５は、記号判定部１２０Ｂを構成する。ステップＳ３６０は駐車枠推定部１２０Ｃを構
成する。ステップＳ２４０～Ｓ２８０は特定駐車枠判定部１２０Ｃａを構成する。ステッ
プＳ３００は駐車枠特定部１２０Ｃｂを構成する。ステップＳ３２０～Ｓ３４０は確信度
算出部１２０Ｄを構成する。
【０１０９】
（本実施形態の効果）
　本実施形態によれば、次の効果を奏する。
　（１）記号記憶部２２は、１又は２以上の特定の記号を駐車枠があることを示す記号と
して記憶している。記号抽出部１２０Ａは、自車両周囲の路面を含む撮像画像から路面上
に位置する記号を抽出する。記号判定部１２０Ｂは、抽出した記号と同じ記号が記号記憶
部２２に記憶されているか否かを判定する。走行制御コントローラ１０は、記号判定部１
２０Ｂの判定結果に基づき、記号記憶部２２に記憶されている記号と同じ記号が自車両の
進行方向前方に存在すると判定した場合、加速操作子の操作量に応じ自車両の発生させる
加速度を低減制御する。
【０１１０】
　この構成によれば、駐車枠を構成する線がかすれたりして線から駐車枠の位置が認識さ
れない状況においても、特定の記号によって駐車枠の位置を推定することが可能となる。
この結果、駐車枠検出の信頼性が向上して、駐車に対する運転支援の精度を向上させるこ
とが可能となる。
　そして、特定の記号によって駐車枠の位置を推定出来る結果、駐車枠に対して進行して
いるときに、踏み間違いの可能性が高い場合には、自車両の加速が低減される。このため
、運転者へ違和感を与える可能性を低くすることができる。ここで、本実施形態における
上記特定の記号は、通常、駐車枠内の中央若しくはその近傍に標示されている。
　例えば駐車枠に進入する際に、仮にブレーキペダルとアクセルペダルを踏み間違えても
、自車両の加速が抑制される。
【０１１１】
　（２）確信度算出部は、抽出した記号の位置に対応する駐車枠に自車両が駐車する可能
性の確信度を求める。特定駐車枠判定部は、記号抽出部が抽出した記号と同じ記号が記号
記憶部に記憶されていると判定すると、上記抽出された記号から特定される駐車枠が自車
両が駐車しても良い駐車枠であるか否かを判定する。
【０１１２】
　記号記憶部に記憶されている記号の少なくとも一部の記号は、対応する駐車枠に駐車可
能な車両タイプを特定する記号、又は駐車枠に駐車可能な車両タイプを特定する情報が付
加されて記憶された記号である。そして、特定駐車枠判定部は、上記記号抽出部が抽出し
た記号から特定される駐車可能な車両タイプと自車両の車両タイプとが一致する場合に、
上記自車両が駐車しても良い駐車枠であると判定する。また、確信度算出部は、自車両が
駐車しても良い駐車枠であると判定された場合、自車両が駐車しても良い駐車枠で無いと
判定された場合に比べて、上記確信度を高く設定する。走行制御コントローラ１０は、自
車両の進行方向前方に存在する判定した記号に対する上記確信度が高いほど、上記加速を
低減させる低減量を大きくする。
　この構成によれば、特定の記号に対応する駐車枠に自車両が駐車する可能性が高いほど
大きく加速抑制を行うことで、より確実に駐車における運転支援を行うことが可能となる
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。
【０１１３】
　（３）特定駐車枠判定部１２０Ｃａは、自車両の車両タイプが電気自動車であり、記号
抽出部１２０Ａが抽出した記号が電気自動車を特定する記号の場合に、抽出した記号で特
定される駐車枠が自車両が駐車しても良い駐車枠であると判定する。
　この構成によれば、自車両が電気自動車であって、記号が電気自動車用の駐車ポイント
を示す記号の場合に、より確実に、自車両が、記号から特定される駐車枠に駐車するか否
かを判定することが出来る。
【０１１４】
　（４）確信度算出部１２０Ｄは、自車両の車両タイプが電気自動車であり、抽出した記
号が電気自動車を特定する記号の場合に、自車両に搭載の車輪駆動用のバッテリの充電量
に基づき、充電量を低いほど確信度を高く設定する。
　バッテリ充電量が低いほど、駐車して充電を行うことが予想される。したがって、この
構成によれば、より確実に、自車両が、記号から特定される駐車枠に駐車するか否かを判
定することが出来る。
【０１１５】
　（５）記号登録装置２３は、記号記憶部２２に記号を登録する装置である。
　記号画像取得部２３Ａは、登録する記号の画像を取得する。排除記号記憶部２４には、
車道に標示される交通法規上の標示排除記号として登録されている。そして、記号登録装
置２３は、記号画像取得部２３Ａが取得した画像の記号が、排除記号記憶部２４に登録さ
れている標示排除記号と一致する場合には、記号記憶部２２への上記号画像取得部２３Ａ
が取得した画像の記号の登録を拒否する。
　この構成によれば、記号記憶部２２への交通法規上の記号が登録されることを防止する
ことが出来る。また、運転者が良く使用する駐車枠の記号を個別に追加することが可能と
なる。
【０１１６】
　（６）走行制御コントローラ１０は、撮像部（カメラ）が撮像した撮像画像を俯瞰変換
して俯瞰画像とする。走行制御コントローラ１０は、撮像部が撮像した撮像画像から路面
上に位置する線を検出する。走行制御コントローラ１０は、俯瞰画像において、撮像部の
受光部１ａを中心とする放射状の線を抽出する。走行制御コントローラ１０は、線検出部
が検出した線のうち抽出した放射状の線に対応する線に対し、駐車枠候補でないことを示
すノイズ情報（放射状線の属性ＦＦ）を付加する。走行制御コントローラ１０は、検出し
た路面上に位置する線とノイズ情報（放射状線の属性ＦＦ）に基づき駐車枠を抽出する。
走行制御コントローラ１０は、抽出した駐車枠に基づき車両の制駆動力を制御する。
【０１１７】
　この構成によれば、俯瞰画像において、撮像部の受光部１ａを中心とする放射状の線を
駐車枠の候補線から除外する。路面から反射した線は、俯瞰画像では放射状の線として認
識される。このため、当該線を除外することで、路面に反射した線を駐車枠を構成する線
と判定されることを抑制出来る。この結果、駐車枠検出の信頼性が向上して、駐車に対す
る運転支援の精度を向上させることが可能となる。
【０１１８】
　（７）走行制御コントローラ１０は、予め設定した時間以上継続して放射状の線と認定
された線を駐車枠を構成する線の候補から除外する。
　この構成によれば、より確実に反射線に対応する線を検出可能となる。これによって、
駐車枠検出の信頼性が向上して、駐車に対する運転支援の精度を向上させることが可能と
なる。
【０１１９】
　（８）走行制御コントローラ１０は、反射し易い路面と推定すると、放射状線を検出す
るための判定条件を緩和する。
　これによって、路面反射の線をより確実に検出可能となる。これによって、駐車枠検出



(23) JP 6287106 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

の信頼性が向上して、駐車に対する運転支援の精度を向上させることが可能となる。
　（９）走行制御コントローラ１０は、予め設定した時間毎に俯瞰画像から放射状の線を
抽出し、線検出部が検出した線が、放射状線検出部で放射状の線でないとして抽出される
と、その線に非放射状線情報を付加する。そして、駐車枠判定部は、ノイズ情報判断部が
ノイズ情報を付加した線であっても、そのノイズ情報が付加される前に非放射状線情報が
付加されている場合には、その線を駐車枠線の候補の線として駐車枠判定の処理を行う。
　これによって、路面で反射した線で無い線を路面で反射した線と誤認することを抑制可
能となる。
【０１２０】
　（１０）走行制御コントローラ１０は、俯瞰画像から路面上に位置する線を検出する。
　これによって、同一画面上で線検出と反射線の検出を行うので、検出した線と反射した
と推定した線の照合に座標変換などが不要となり、当該照合処理等が簡易となる。
　また、俯瞰画像での線の判定の為、他の線との平行性などの判定も簡易となる。
　（１１）走行制御コントローラ１０は、周囲環境認識センサの検出情報（カメラが撮像
した画像情報）に基づき自車両周囲の環境を認識する。走行制御コントローラ１０は、運
転者が加速指示するために操作する加速操作子（アクセルペダル）の状態から加速操作量
を検出する。走行制御コントローラ１０は、自車両ＭＭの状態を検出する。走行制御コン
トローラ１０は、周囲環境と自車両ＭＭの走行状態とに基づいて、自車両ＭＭが駐車枠Ｌ
０に進入することを検出する。走行制御コントローラ１０は、自車両ＭＭが駐車枠Ｌ０に
進入すると判定すると、加速操作子の操作量に応じた加速指令値（スロットル開度）を抑
制する。走行制御コントローラ１０は、加速指令値を抑制しているときに予め設定した設
定加速操作量以上の加速操作を検出したら、加速指令値の抑制を増大する。
【０１２１】
　この構成によれば、運転者が駐車枠Ｌ０への進入操作を行うことで自車両ＭＭの駐車枠
Ｌ０への進入の検出を加速抑制の作動条件とする。これによって、運転性の低下を抑えな
がらアクセルペダル誤操作時の加速抑制効果の高い加速抑制を行うことが可能となる。
　また、駐車枠Ｌ０に進入する場合と、進入操作後さらに加速操作が行われた場合との２
段階に分けて加速抑制を行うことによって、運転性の低下を抑えながらアクセルペダル誤
操作時の加速抑制効果がより高い加速抑制を行うことが可能となる。
【０１２２】
　（１２）走行制御コントローラ１０は、加速指令値を抑制しているときに予め設定した
設定加速操作量以上の加速操作を検出したら、加速指令値を予め設定した上限加速指令値
以下に抑える。
　この構成によれば、運転者が大きな加速操作を行っても、その加速操作による加速指令
値を、予め設定した値以上には大きくならないように加速抑制を行う、これによって、加
速操作の誤操作によって運転者の意図しない加速が発生することを抑制できる。この結果
、より駐車枠Ｌ０内への駐車を支援可能となる。
【０１２３】
　（１３）走行制御コントローラ１０は、加速操作子の操作量及び当該加速操作子の操作
速度の少なくとも一つを加速操作量として検出する。
　この構成によれば、加速操作量として、アクセルペダル１９の操作量及びアクセルペダ
ル操作の操作速度を検出する。これによって、加速操作の誤操作と通常操作との区別をよ
り精度良く行うことができる。この結果、運転性の低下が少なく、加速の抑制効果の高い
加速抑制を実現することが可能となる。
【０１２４】
　（１４）走行制御コントローラ１０は、駐車枠Ｌ０を検出すると、自車両ＭＭの車速ま
たは自車両ＭＭの操舵角と、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の角度α、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０
の入り口Ｌ２の距離Ｄ、及び自車両ＭＭの予想軌道と駐車枠Ｌ０の位置関係のうちの少な
くとも１つの情報とに基づき、駐車枠Ｌ０への進入操作を検出し、その検出した進入操作
によって自車両ＭＭが駐車枠Ｌ０に進入することを検出する。
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【０１２５】
　この構成によれば、自車両ＭＭの車速、自車両ＭＭの操舵角、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０
の角度α、自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ２の距離Ｄ、及び自車両ＭＭの予想軌道と
駐車枠Ｌ０の位置関係のうちの少なくとも１つの情報を使用することで、自車両ＭＭが、
検出した駐車枠Ｌ０を通り過ぎる走行をしているのか、駐車枠Ｌ０に駐車しようとしてい
るのかを区別することができる。このように、駐車枠Ｌ０への進入操作を検出することが
可能となる。
【０１２６】
　（１５）走行制御コントローラ１０は、自車両ＭＭの進行方向と駐車枠Ｌ０への駐車方
向とのなす角度αを自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の角度αとし、その自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０
の角度αに基づき駐車枠Ｌ０への進入操作を検出する。
　この構成によれば、自車両ＭＭの進行方向と駐車枠Ｌ０への駐車方向とのなす角度αを
自車両ＭＭと駐車枠Ｌ０の角度αとすることにより、検出している駐車枠Ｌ０への進入操
作の進行具合を検出することが可能となる。従って、その検出値によって、自車両ＭＭが
駐車枠Ｌ０に駐車しようとしているか否かを精度よく判断することができる。この結果、
運転性の低下が少なく、加速の抑制効果の高い運転支援を実現することが可能となる。
【０１２７】
「第２実施形態」
　次に、第２実施形態について図面を参照して説明する。ここで、第１実施形態と同様な
構成には同一の符号を付して説明する。
（構成）
　第２実施形態の基本構成は、第１実施形態と同様である。ただし、第２実施形態は、自
車両ＭＭの予想軌道と駐車枠Ｌ０の入り口位置、枠範囲に基づいて駐車枠Ｌ０への進入判
断を行う場合の例である。
【０１２８】
　すなわち、加速抑制作動条件判断部１０ＪａにおけるステップＳ５８３及びＳ５８６の
処理、特にステップＳ５８６の処理が異なる。その他の処理は、第１実施形態と同様であ
る。
　次に、その構成の相違点について説明する。
　加速抑制作動条件判断部１０Ｊａにおいて、ステップＳ５８３は、操舵角、操舵角速度
、自車両ＭＭの車速、シフトポジション、駐車枠線位置、駐車枠Ｌ０の入り口位置を取得
する。
【０１２９】
　次に、本実施例におけるステップＳ５８６の処理を、図面を参照しながら説明する。
　　本実施形態のステップＳ５８６は、図３５に示すように、Ｓ５８６Ａ～Ｓ５８６Ｄの
処理からなる。
　ステップＳ５８６Ａでは、自車両予想軌道を演算する。例えばステップＳ５８０Ａで取
得した操舵角、操舵角速度、シフトポジションに基づいて自車両予想軌道を演算する。こ
こで、自車両の予想軌道の演算方法は種々存在しており、本実施形態では、特に自車両の
予想軌道の演算方法について限定しない。例えばシフトポジションにて自車両ＭＭの進行
方向を特定し、現在の操舵角、操舵角速度で特定される操向輪の向きによって、自車両Ｍ
Ｍの予想軌道を求める。
【０１３０】
　ステップＳ５８６Ｂでは、ステップＳ５８６Ａで演算した自車両予想軌道と、ステップ
Ｓ５８０Ａで取得した駐車枠線位置に基づいて、自車両予想軌道枠線重複率を演算する。
例えば、図３６に示すように、対象とする駐車枠Ｌ０の面積に対する、当該駐車枠Ｌ０内
を通過する自車両予想軌道Ｓが占める面積Ｓ０の割合を、自車両予想軌道枠線重複率とし
て演算する。
【０１３１】
　ステップＳ５８６Ｃでは、ステップＳ５８６Ａで演算した自車両予想軌道と、ステップ
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Ｓ５８０Ａで取得した駐車枠Ｌ０の入り口位置に基づいて、自車両予想軌道駐車枠入り口
重複率を演算する。例えば、図３７に示すように、駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ２となる枠線一
辺の長さの中で、自車両軌道と重複している部分Ｈの長さの割合を自車両予想軌道駐車枠
入り口重複率として演算する。
【０１３２】
　なお予測軌道は、例えば後輪が通過する範囲とする。前輪が通過する範囲でも良い。
　ステップＳ５８６Ｄでは、ステップＳ５８６Ｂで演算された自車両予想軌道枠線重複率
と、ステップＳ５８６Ｃで演算された自車両予想軌道駐車枠入り口重複率とに基づいて、
自車両駐車枠進入判断を行う。
　例えば、自車両予想軌道枠線重複率が予め設定した値以上であり、かつ、自車両予想軌
道駐車枠入り口重複率が予め設定した値以上の場合に、自車両ＭＭが駐車枠Ｌ０に進入す
ると判断する。具体的には自車両予想軌道枠線重複率が４０［％］以上、自車両予想軌道
駐車枠入り口重複率が３０［％］以上の場合に、自車両ＭＭが駐車枠Ｌ０に進入すると判
断する。ここで、自車両予想軌道枠線重複率と自車両予想軌道駐車枠入り口重複率の何れ
かのみで自車両駐車枠進入の判断を行う構成としてもよい。
【０１３３】
　例えば、駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ２＝２．５ｍ、自車両軌道と重複している部分Ｈ＝２．
３ｍの場合には、自車両予想軌道駐車枠入り口重複率は、２．３÷２．５×１００＝９２
パーセントとなる。
　また自車両予想軌道枠線重複率によって、駐車枠への進入の確からしさを示す進入確信
度ＡＬＶＬを２以上の段階で設定するようにしても良い。
【０１３４】
　また、左右後輪間の幅方向中央部の予測軌跡が対象とする駐車枠にどの程度進入するか
の進行度合によって、駐車枠への進入の確からしさを判定しても良い。
　その他の構成は、第１実施形態と同様である。
【０１３５】
（動作その他について）
　本実施形態の処理によるタイムチャートの例を図３８に示す。
　この例は、走行制御コントローラ１０が、自車両ＭＭの予測軌道と駐車枠Ｌ０との位置
関係に基づいて駐車枠Ｌ０への進入操作を検出する例である。
　この図３８に示す例では、予め設定した確からしさ（確信度）を有する駐車枠Ｌ０を検
出し（ｔ１）且つ車速が予め設定した設定速度以下の状態になると（ｔ２）、駐車枠Ｌ０
への進入操作の判定を行う。そして、図３８に示す例では、自車両予想軌道枠線重複率が
予め設定した値以上となり（ｔ３）、且つ自車両予想軌道駐車枠入り口重複率が予め設定
した値以上となったことを検出すると（ｔ７）、駐車枠Ｌ０への進入操作と判定して加速
抑制の作動状態となる。
【０１３６】
　この加速抑制の作動状態のときに、運転者がアクセル操作を行うと、そのアクセル操作
に応じた加速指令値（スロットル開度）を抑制する。更に、この加速抑制を実施している
状態で、アクセル操作量が予め設定した操作量以上となると（ｔ８）、加速指令値の抑制
量を増大する。本実施形態では、予め設定したスロットル開度以下抑えるように加速抑制
を行う結果、図３２に示すように、アクセル操作量が予め設定した操作量を越える前に比
較して、実際のスロットル開度が小さく抑制される。この結果、運転者によるアクセルペ
ダル１９の誤操作に対する加速抑制がより有効に実行されることとなる。
　本実施形態では、自車両予想軌道枠線重複率と自車両予想軌道駐車枠入り口重複率に基
づいて駐車枠進入判断を行うことにより、より正確に駐車操作を検出することができ、よ
り運転性の低下が少ない支援システムを実現することが可能となる。
【０１３７】
（本実施形態の効果）
　第２実施形態によれば、第１実施形態による効果に加えて次の効果を奏する。
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　（１）走行制御コントローラ１０は、自車両ＭＭの操舵角、自車両ＭＭの操舵角速度、
自車両ＭＭの車速、及び自車両ＭＭのシフトポジションの情報と、駐車枠Ｌ０の枠線位置
及び駐車枠Ｌ０の入り口位置の少なくとも１つの情報とに基づいて、自車両ＭＭの予想軌
道と駐車枠Ｌ０の位置関係を検出し、検出した自車両ＭＭの予想軌道と駐車枠Ｌ０の位置
関係に基づいて駐車枠Ｌ０への進入操作を検出する。
【０１３８】
　自車両ＭＭの操舵角、自車両ＭＭの操舵角、自車両ＭＭの操舵角速度、自車両ＭＭの車
速、及び自車両ＭＭのシフトポジションの情報を使用することで自車両ＭＭの予想軌道を
求めることが出来る。そして、求めた自車両ＭＭの予想軌道と駐車枠Ｌ０の枠線位置及び
駐車枠Ｌ０の入り口位置の少なくとも１つの情報とから、自車両ＭＭの予想軌道と駐車枠
Ｌ０の位置関係を検出する。これによって、より精度良く自車両ＭＭの駐車枠Ｌ０への進
入操作を検出することができる。
【０１３９】
　（２）走行制御コントローラ１０は、自車両ＭＭの予想軌道と駐車枠Ｌ０との重なり度
合に基づき、駐車枠Ｌ０への進入操作を検出する。
　これによって、重なり度合が大きいほど、自車両ＭＭが駐車枠Ｌ０に向かっていること
が検出できるので、より精度良く自車両ＭＭの駐車枠Ｌ０への進入操作を検出することが
できる。
【０１４０】
　（３）走行制御コントローラ１０は、自車両ＭＭの予想軌道と駐車枠Ｌ０の入り口Ｌ２
との重なり度合に基づき、駐車枠Ｌ０への進入操作を検出する。
　重なり度合によって、自車両ＭＭが駐車枠Ｌ０に向けて移動していることが検出出来る
。この結果、より精度良く自車両ＭＭの駐車枠Ｌ０への進入操作を検出することができる
。
【符号の説明】
【０１４１】
１     周囲環境認識センサ（撮像部）
１ａ   受光部
８     ワイパー検出センサ
１０   走行制御コントローラ
１０Ａ 周囲環境認識情報演算部
１１０ 駐車枠線情報処理部
１２０ 登録記号情報処理部
１２０Ｂ      記号判定部（記号判定部）
１２０Ｃ      駐車枠推定部
１２０Ｃａ    特定駐車枠判定部
１２０Ｃｂ    駐車枠特定部
１２０Ｄ      確信度算出部
１０   走行制御コントローラ
１０Ａ 周囲環境認識情報演算部
１０Ｂ 自車両車速演算部
１０Ｃ 操舵角演算部
１０Ｄ 操舵角速度演算部
１０Ｅ シフトポジション演算部
１０Ｆ ブレーキペダル操作情報演算部
１０Ｇ アクセル操作量演算部
１０Ｈ アクセル操作速度演算部
１０Ｊ 制駆動力制御部
１０Ｊａ      加速抑制作動条件判断部
１０Ｊｂ      加速抑制量演算部
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１０Ｊｃ      目標スロットル開度演算部
２２   記号記憶部
２３   記号登録装置
２３Ａ 記号画像取得部
２３Ｂ 登録可否判定部
２３Ｃ 登録処理部
２４   排除記号記憶部
ＡＬＶＬ      進入確信度
ＦＬＶＬ      駐車線レベル
ＰＳＬＶＬ    駐車記号レベル
ＴＬＶＬ      総合確信度
ＡＲＡ１～４  俯瞰画像とする領域
ＦＦ   放射状線属性
ＦＲ   　立体物線の属性
Ｌ０   駐車枠

【図１】 【図２】
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