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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前輪及び後輪を支持する車体フレームと、前記後輪よりも前記車体フレームの後方に張
り出して積荷を積載するベッセルとを含む作業車両の周辺を監視するシステムであり、
　前記作業車両に取り付けられて前記作業車両の周囲を撮像し、画像情報として出力する
複数の撮像装置と、
　複数の前記画像情報を取得し、取得した前記画像情報を合成して前記作業車両及びその
周辺の俯瞰画像を表示装置に表示するための俯瞰画像情報を生成する俯瞰画像合成部と、
　前記作業車両の後方側における前記ベッセルの一部が除かれた前記ベッセルを少なくと
も含む第１ベッセル画像を前記俯瞰画像の前記作業車両が存在する領域に重ね、前記ベッ
セル後部の下方の領域を前記一部に対応する前記俯瞰画像に表示させた第１画像と、すべ
ての前記ベッセルを少なくとも含む第２ベッセル画像を前記俯瞰画像が存在する領域に重
ねた第２画像と、のいずれか一方を切り替えて前記表示装置に表示する表示制御部とを含
み、
　前記表示制御部は、前記作業車両のエンジンを始動する際には、前記第１画像を前記表
示装置に表示する
　ことを特徴とする作業車両用周辺監視システム。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記作業車両を操作する操作者による画像切替スイッチの操作に基
づいて、前記第１画像の表示と前記第２画像との表示を切り替える、請求項１に記載の作
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業車両用周辺監視システム。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記作業車両の状態に応じて、前記第１画像の表示と前記第２画像
との表示を切り替える、請求項１に記載の作業車両用周辺監視システム。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記作業車両の走行速度に基づいて、前記第１画像の表示と前記第
２画像との表示を切り替える、請求項３に記載の作業車両用周辺監視システム。
【請求項５】
　前記作業車両は、自身の後方に存在する物体を検知する物体検出装置を有し、
　前記表示制御部は、前記物体検出装置が物体を検出した場合に、前記第１画像の表示と
前記第２画像との表示を切り替える、請求項３に記載の作業車両用周辺監視システム。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記作業車両の走行モードが後進になった場合に、前記第１画像の
表示と前記第２画像との表示を切り替える、請求項３に記載の作業車両用周辺監視システ
ム。
【請求項７】
　前輪及び後輪を支持する車体フレームと、前記後輪よりも前記車体フレームの後方に張
り出して積荷を積載するベッセルとを含む作業車両の周辺を監視するシステムであり、
　前記作業車両に取り付けられて前記作業車両の周囲を撮像し、画像情報として出力する
複数の撮像装置と、
　複数の前記画像情報を取得し、取得した前記画像情報を合成して前記作業車両及びその
周辺の俯瞰画像を表示装置に表示するための俯瞰画像情報を生成する俯瞰画像合成部と、
　前記作業車両の後方側における前記ベッセルの一部が除かれた前記ベッセルを少なくと
も含む第１ベッセル画像を前記俯瞰画像の前記作業車両が存在する領域に重ね、前記ベッ
セル後部の下方の領域を前記一部に対応する前記俯瞰画像に表示させた第１画像と、すべ
ての前記ベッセルを少なくとも含む第２ベッセル画像を前記俯瞰画像が存在する領域に重
ねた第２画像と、のいずれか一方を切り替えて前記表示装置に表示する表示制御部と、
　を含み、
　前記表示制御部は、
　前記作業車両のエンジンを始動する際には、前記第１画像を前記表示装置に表示し、
　前記作業車両を操作する操作者による画像切替スイッチの操作又は前記作業車両の状態
に応じて前記表示を切り替えることを特徴とする作業車両用周辺監視システム。
【請求項８】
　前記第１ベッセル画像は、前記ベッセルに表示された前記前輪及び前記後輪を含み、前
記第２ベッセル画像は、前記ベッセルに表示された前記前輪及び前記後輪を含む、請求項
１から７のいずれか１項に記載の作業車両用周辺監視システム。
【請求項９】
　前記表示制御部は、前記前輪及び前記後輪の全体を表示する、請求項８に記載の作業車
両用周辺監視システム。
【請求項１０】
　前記後輪は、前記ベッセルの左側と右側とにそれぞれ複数の車輪が表示される、請求項
８又は９に記載の作業車両用周辺監視システム。
【請求項１１】
　前記第１ベッセル画像は、前記作業車両の後方側における前記後輪の端部よりも後方が
除かれている、請求項８から１０のいずれか１項に記載の作業車両用周辺監視システム。
【請求項１２】
　前記第１画像には、前記ベッセル後部の外縁に相当する部分を示す表示がされる請求項
１から１１のいずれか１項に記載の作業車両用周辺監視システム。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の作業車両用周辺監視システムを備えたことを
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特徴とする作業車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作業車両の周辺を監視する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　土木作業現場又は鉱山の採石現場では、ダンプトラック、油圧ショベル等といった様々
な作業車両が稼働する。特に鉱山においては、超大型の作業車両が用いられる。このよう
な作業車両は、一般的な車両と比較して著しく車幅及び車高、さらには前後長さが大きい
ため、サイドミラー等によって周辺の状況をオペレータが確認し、把握することが困難で
ある。このため、車両周辺の状況をオペレータに簡易に把握させ、運転支援をする技術と
して、車両の周辺を監視する装置が提案されている。例えば、鳥瞰されたダンプトラック
の全体を表すグラフィック画像又は輪郭画像を、複数のカメラの出力に基づく鳥瞰図画像
に透過的に多重する技術が記載されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－０９３６０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　作業車両のオペレータは、作業車両を操作する際に、作業車両とその周囲に存在する物
体との関係を把握するため、俯瞰画像に作業車両の全体を表示したい場合がある。このと
き、作業車両の下方を透過して俯瞰画像に表示すると、オペレータは作業車両の全体を把
握しにくい可能性がある。その結果、オペレータ（作業車両を点検又は修理する際はサー
ビスマン）は、作業車両とその周囲に存在する物体との関係を把握しにくくなる可能性が
ある。
【０００５】
　本発明は、複数の撮像装置が撮像した画像を合成した俯瞰画像によって運転支援をする
にあたって、作業車両の操作者が理解しやすい画像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】
　本発明は、前輪及び後輪を支持する車体フレームと、前記後輪よりも前記車体フレーム
の後方に張り出して積荷を積載するベッセルとを含む作業車両の周辺を監視するシステム
であり、前記作業車両に取り付けられて前記作業車両の周囲を撮像し、画像情報として出
力する複数の撮像装置と、複数の前記画像情報を取得し、取得した前記画像情報を合成し
て前記作業車両及びその周辺の俯瞰画像を表示装置に表示するための俯瞰画像情報を生成
する俯瞰画像合成部と、前記作業車両の後方側における一部が除かれた前記ベッセルを少
なくとも含む第１ベッセル画像を前記俯瞰画像の前記作業車両が存在する領域に重ねた第
１画像と、すべての前記ベッセルを少なくとも含む第２ベッセル画像を前記俯瞰画像が存
在する領域に重ねた第２画像と、のいずれか一方を前記表示装置に表示する表示制御部と
、を含むことを特徴とする作業車両用周辺監視システムである。
【０００７】
　本発明において、前記表示制御部は、前記作業機械を操作する操作者の操作に基づいて
、前記第１画像の表示と前記第２画像との表示を切り替えることが好ましい。
【０００８】
　本発明において、前記表示制御部は、前記作業車両の状態に応じて、前記第１画像の表
示と前記第２画像との表示を切り替えることが好ましい。
【０００９】
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　本発明において、前記表示制御部は、前記作業車両の走行速度に基づいて、前記第１画
像の表示と前記第２画像との表示を切り替えることが好ましい。
【００１０】
　本発明において、前記作業車両は、自身の後方に存在する物体を検知する物体検出装置
を有し、
　前記表示制御部は、前記物体検出装置が物体を検出した場合に、前記第１画像の表示と
前記第２画像との表示を切り替えることが好ましい。
【００１１】
　本発明において、
前記表示制御部は、前記作業車両の走行モードが後進になった場合に、前記第１画像の表
示と前記第２画像との表示を切り替えることが好ましい。
【００１２】
　本発明は、前輪及び後輪を支持する車体フレームと、前記後輪よりも前記車体フレーム
の後方に張り出して積荷を積載するベッセルとを含む作業車両の周辺を監視するシステム
であり、前記作業車両に取り付けられて前記作業車両の周囲を撮像し、画像情報として出
力する複数の撮像装置と、複数の前記画像情報を取得し、取得した前記画像情報を合成し
て前記作業車両及びその周辺の俯瞰画像を表示装置に表示するための俯瞰画像情報を生成
する俯瞰画像合成部と、前記作業車両の後方側における一部が除かれた前記ベッセルを少
なくとも含む第１ベッセル画像を前記俯瞰画像の前記作業車両が存在する領域に重ねた第
１画像と、すべての前記ベッセルを少なくとも含む第２ベッセル画像を前記俯瞰画像が存
在する領域に重ねた第２画像と、のいずれか一方を前記表示装置に表示する表示制御部と
、を含み、前記表示制御部は、前記作業機械を操作する操作者の操作又は前記作業車両の
状態に応じて前記表示を切り替えることを特徴とする作業車両用周辺監視システムである
。
【００１３】
　本発明において、前記第１ベッセル画像は、前記ベッセルに表示された前記前輪及び前
記後輪を含み、前記第２ベッセル画像は、前記ベッセルに表示された前記前輪及び前記後
輪を含むことが好ましい。
【００１４】
　本発明において、前記表示制御部は、前記前輪及び前記後輪の全体を表示することが好
ましい。
【００１５】
　本発明において、前記後輪は、前記ベッセルの左側と右側とにそれぞれ複数の車輪が表
示されることが好ましい。
【００１６】
　本発明において、前記第１ベッセル画像は、前記作業車両の後方側における前記後輪の
端部よりも後方が除かれていることが好ましい。
【００１７】
　本発明は、前記作業車両用周辺監視システムを備えたことを特徴とする作業車両である
。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、複数の撮像装置が撮像した画像を合成した俯瞰画像によって運転支援をする
にあたって、作業車両の操作者が理解しやすい画像を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本実施形態に係る作業車両を示す斜視図である。
【図２】図２は、本実施形態に係る作業車両が有するキャブ３の構造及び内部を示す図で
ある。
【図３】図３は、本実施形態に係る周辺監視システム１０を示す図である。
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【図４】図４は、本実施形態に係る周辺監視システム１０が有する撮像装置１１～１６を
搭載したダンプトラック１の斜視図である。
【図５】図５は、複数の撮像装置１１～１６によって撮像される領域及び複数の撮像装置
１１～１６によって撮像された画像の情報に基づいて生成された俯瞰画像２００を示す模
式図である。
【図６】図６は、レーダ装置２１～２６の配置を示す斜視図である。
【図７】図７は、仮想投影面ＶＰを用いた画像変換の手法を示す図である。
【図８】図８は、俯瞰画像情報２００Ｉを示す概念図である。
【図９】図９は、第１ベッセル画像２００Ｂ１を示す図である。
【図１０】図１０は、第２ベッセル画像２００Ｂ２を示す図である。
【図１１】図１１は、第１俯瞰画像２０１の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、第２俯瞰画像２０２の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、第１俯瞰画像２０１の表示と第２俯瞰画像２０２の表示とを切り替
える制御の一例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】
【００２０】
　本発明を実施するための形態（実施形態）につき、図面を参照しつつ詳細に説明する。
以下の実施形態に記載した内容により本発明が限定されるものではない。以下の説明にお
いて、前、後、左及び右は、運転席に着座した操作者であるオペレータを基準とする用語
である。例えば、前は、運転席に着座したオペレータの視線が向かう側であり、運転席か
らオペレータによって操作されるハンドルに向かう側である。後は、前の反対側であり、
ハンドルから運転席に向かう側である。作業車両の車幅方向は、作業車両の左右方向と同
義である。
【００２１】
＜作業車両＞
　図１は、本実施形態に係る作業車両を示す斜視図である。図２は、本実施形態に係る作
業車両が有するキャブ３の構造及び内部を示す図である。本実施形態において、作業車両
としてのダンプトラック（オフハイウェイトラックともいう）１は、鉱山での作業等に用
いられる自走式の超大型の車両である。ダンプトラックの形式は限定されるものではない
。ダンプトラック１は、例えば、アーティキュレーテッド式等であってもよい。ダンプト
ラック１は、車体部２と、キャブ３と、ベッセル４と、前輪５と、後輪６とを含む。車体
部２は、アッパデッキ２ｂ及び前後方向に沿って配置されたフレーム２ｆを含む。また、
ダンプトラック１は、自身の周囲を監視して、その結果を表示する周辺監視システムを有
する。周辺監視システムの詳細は後述する。
【００２２】
　本実施形態において、ダンプトラック１は、ディーゼルエンジン等の内燃機関が発電機
を駆動することによって発生した電力で電動機を駆動し、後輪６を駆動する。このように
、ダンプトラック１は、いわゆる電気駆動方式であるが、ダンプトラック１の駆動方式は
これに限定されるものではない。例えば、ダンプトラック１は、内燃機関の動力を、トラ
ンスミッションを介して後輪６へ伝達し、これを駆動するものであってもよいし、架線か
らトロリーを介して供給された電力で電動機を駆動し、この電動機によって後輪６を駆動
するものであってもよい。
【００２３】
　フレーム２ｆは、内燃機関及び発電機等の動力発生機構とその補機類とを支持している
。フレーム２ｆの前部には、左右の前輪５（図１では右前輪のみを示している）が支持さ
れている。フレーム２ｆの後部には、左右の後輪６（図１では右後輪のみを示している）
が支持されている。前輪５及び後輪６は、直径が２ｍ（メートル）～４ｍ（メートル）程
度である。後輪６は、ベッセル４の幅方向内側の位置又はベッセル４の幅方向外側と後輪
６の幅方向外側とがほぼ同じ位置に配置される。フレーム２ｆは、ロアデッキ２ａと、ア
ッパデッキ２ｂとを有する。このように、鉱山で用いられるダンプトラック１は、ロアデ
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ッキ２ａとアッパデッキ２ｂとを有する二重デッキ構造となっている。
【００２４】
　ロアデッキ２ａは、フレーム２ｆの前面の下部に取り付けられる。アッパデッキ２ｂは
、ロアデッキ２ａの上方に配置されている。ロアデッキ２ａの下方には、例えば、キャブ
３への乗降用に用いられる可動式のラダー２ｃが配置されている。ロアデッキ２ａとアッ
パデッキ２ｂとの間には、両者の間を行き来するための斜めラダー２ｄが配置されている
。また、ロアデッキ２ａとアッパデッキ２ｂとの間には、ラジエーターが配置されている
。アッパデッキ２ｂの上には、柵状の手すり２ｅが配置されている。本実施形態において
、ラダー２ｃ及び斜めラダー２ｄは、アッパデッキ２ｂ及びロアデッキ２ａの一部である
ものとする。
【００２５】
　図１に示すように、キャブ（運転室）３は、アッパデッキ２ｂ上に配置されている。キ
ャブ３は、アッパデッキ２ｂ上において、車幅方向の中央よりも車幅方向における一方側
にずらされて配置されている。具体的には、キャブ３は、アッパデッキ２ｂ上において車
幅方向の中央よりも左側に配置されている。キャブ３の配置は、車幅方向の中央よりも左
側に限定されるものではない。例えば、キャブ３は、車幅方向の中央よりも右側に配置さ
れていてもよいし、車幅方向の中央に配置されていてもよい。キャブ３内には、運転席、
ハンドル、シフトレバー、アクセルペダル及びブレーキペダル等の操作部材が配置されて
いる。
【００２６】
　図２に示すように、キャブ３は、複数本（本実施形態では４本）の支柱３ａ、３ｂ、３
ｃ、３ｄを含むＲＯＰＳ（Roll-Over Protection System：転倒時保護構造）を備えてい
る。ＲＯＰＳは、万一ダンプトラック１が転倒した場合、キャブ３内のオペレータを保護
する。ダンプトラック１の運転者は、車体部２の左側の路肩を容易に確認できる状態で走
行するが、車体部２の周囲を確認するためには、頭を大きく動かす必要がある。また、ア
ッパデッキ２ｂには、ダンプトラック１の周囲を確認するために、図示しないサイドミラ
ーが複数設けられている。これらのサイドミラーは、キャブ３から離れた位置に配置され
ているので、運転者は、サイドミラーを用いて車体部２の周辺を確認する場合にも、頭を
大きく動かす必要がある。
【００２７】
　図２に示すように、キャブ３内には、運転席３１、ハンドル３２、ダッシュカバー３３
、無線装置３４、ラジオ受信機３５、リターダ３６、シフトレバー３７、トレーナー席３
８、図２には示していない監視制御装置としてのコントローラ（詳細は後述する）、モニ
タ５０、アクセルペダル及びブレーキペダル等が設けられている。モニタ５０は、ダッシ
ュカバー３３に組み込まれたものを図２に示している。しかし、これに限定されず、例え
ば、モニタ５０は、ダッシュカバー３３の上に設置されたものでもよいし、キャブ３内の
天井から吊り下げて設置されたものでもよい。つまり、オペレータがモニタ５０を視認で
きる位置にモニタ５０が設置されていればよい。なお、図２には示していないコントロー
ラは、後述する周辺監視システム１０の一部である。シフトレバー３７は、ダンプトラッ
ク１のオペレータが、ダンプトラック１の進行方向を切り替えたり、速度段を切り替えた
りするための装置である。
【００２８】
　図１に示すベッセル４は、砕石等の積荷を積載するための容器である。ベッセル４の底
面の後部は、回転ピンを介してフレーム２ｆの後部に回動可能に連結されている。ベッセ
ル４は、油圧シリンダ等のアクチュエータによって、積載姿勢と起立姿勢とを取ることが
できる。積載姿勢は、図１に示すように、ベッセル４の前部がキャブ３の上部に位置する
姿勢である。起立姿勢は、積荷を排出する姿勢であり、ベッセル４が後方かつ下方へ向か
って傾斜した状態となる姿勢である。ベッセル４の前部が上方に回動することによってベ
ッセル４は積載姿勢から起立姿勢に変化する。ベッセル４は、前方に鍔部４Ｆを有してい
る。鍔部４Ｆは、プロテクターとも呼ばれることがあり、キャブ３の上方まで延出してキ
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ャブ３を覆っている。キャブ３の上方に延出した鍔部４Ｆは、砕石等の衝突からキャブ３
を保護する。
【００２９】
＜周辺監視システム＞
　図３は、本実施形態に係る周辺監視システム１０を示す図である。図４は、本実施形態
に係る周辺監視システム１０が有する撮像装置１１～１６を搭載したダンプトラック１の
斜視図である。図５は、複数の撮像装置１１～１６によって撮像される領域及び複数の撮
像装置１１～１６によって撮像された画像の情報に基づいて生成された俯瞰画像２００を
示す模式図である。図５に示す、複数の撮像装置によって撮像される領域は、地面を基準
とした領域である。図３に示すように、周辺監視システム１０は、複数（本実施形態では
６台）の撮像装置１１、１２、１３、１４、１５、１６と、複数（本実施形態では８台）
のレーダ装置２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８と、モニタ５０と、監視
制御装置としてのコントローラ１００とを有している。なお、本実施形態において、周辺
監視システム１０には、レーダ装置２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８は
必ずしも必要ではない。
【００３０】
＜撮像装置＞
　撮像装置１１、１２、１３、１４、１５、１６は、ダンプトラック１に取り付けられる
。撮像装置１１、１２、１３、１４、１５、１６は、例えば、ワイドダイナミックレンジ
（ＷＤＲ：Wide Dynamic Range）カメラである。ワイドダイナミックレンジカメラは、明
るい部分を視認できるレベルに保ちながら、暗い部分を明るく補正し、全体をくまなく視
認できるように調整可能な機能を有したカメラである。
【００３１】
　撮像装置１１、１２、１３、１４、１５、１６は、ダンプトラック１の周囲を撮像し、
画像情報として出力する。以下において、適宜、撮像装置１１を第１撮像装置１１、撮像
装置１２を第２撮像装置１２、撮像装置１３を第３撮像装置１３、撮像装置１４を第４撮
像装置１４、撮像装置１５を第５撮像装置１５、撮像装置１６を第６撮像装置１６という
。また、これらを区別する必要がない場合、適宜、撮像装置１１～１６という。
【００３２】
　図４に示すように、６台の撮像装置１１～１６は、ダンプトラック１の周囲３６０度の
範囲における画像を撮像するために、ダンプトラック１の外周部分にそれぞれ取り付けら
れている。本実施形態において、それぞれの撮像装置１１～１６は、左右方向において１
２０度（左右６０度ずつ）、高さ方向において９６度の視野範囲を有しているが、このよ
うな視野範囲に限定されるものではない。また、図４には各撮像装置１１～１６から矢印
を示しているが、これら矢印の向きは各撮像装置１１～１６が向いている方向を表してい
る。
【００３３】
　図４に示すように、第１撮像装置１１は、ダンプトラック１の前面に取り付けられる。
具体的には、第１撮像装置１１は、斜めラダー２ｄの上端部、より具体的には、最上段の
踊り場部分の下部に配置される。第１撮像装置１１は、アッパデッキ２ｂに取り付けられ
たブラケットを介して、ダンプトラック１の前方に向かって固定されている。図５に示す
ように、第１撮像装置１１は、ダンプトラック１の周囲に存在する領域のうち第１領域１
１Ｃを撮像して画像情報としての第１画像情報を出力する。第１領域１１Ｃは、ダンプト
ラック１の車体部２の前方に広がる領域である。
【００３４】
　図４に示すように、第２撮像装置１２は、ダンプトラック１の前面における一方の側部
に取り付けられる。具体的には、第２撮像装置１２は、アッパデッキ２ｂの前面の右側部
に配置される。第２撮像装置１２は、アッパデッキ２ｂに取り付けられたブラケットを介
して、ダンプトラック１の右斜め前方に向かって固定されている。図５に示すように、第
２撮像装置１２は、ダンプトラック１の周囲に存在する領域のうち第２領域１２Ｃを撮像
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して画像情報としての第２画像情報を出力する。第２領域１２Ｃは、ダンプトラック１の
車体部２の右斜め前方に広がる領域である。
【００３５】
　図４に示すように、第３撮像装置１３は、ダンプトラック１の前面における他方の側部
に取り付けられる。具体的には、第３撮像装置１３は、アッパデッキ２ｂの前面の左側部
に配置される。そして、第３撮像装置１３は、ダンプトラック１の車幅方向中央を通る軸
に対して第２撮像装置１２と左右対称となるように配置される。第３撮像装置１３は、ア
ッパデッキ２ｂに取り付けられたブラケットを介して、ダンプトラック１の左斜め前方に
向かって固定されている。図５に示すように、第３撮像装置１３は、ダンプトラック１の
周囲に存在する領域のうち第３領域１３Ｃを撮像して画像情報としての第３画像情報を出
力する。第３領域１３Ｃは、ダンプトラック１の車体部２の左斜め前方に広がる領域であ
る。
【００３６】
　図４に示すように、第４撮像装置１４は、ダンプトラック１の一方の側面に取り付けら
れる。具体的には、第４撮像装置１４は、アッパデッキ２ｂの右側面の前部に配置される
。第４撮像装置１４は、アッパデッキ２ｂに取り付けられたブラケットを介して、ダンプ
トラック１の右斜め後方に向かって固定されている。図５に示すように、第４撮像装置１
４は、ダンプトラック１の周囲に存在する領域のうち第４領域１４Ｃを撮像して画像情報
としての第４画像情報を出力する。第４領域１４Ｃは、ダンプトラック１の車体部２の右
斜め後方に広がる領域である。
【００３７】
　図４に示すように、第５撮像装置１５は、ダンプトラック１の他方の側面に取り付けら
れる。具体的には、第５撮像装置１５は、アッパデッキ２ｂの左側面の前部に配置される
。そして、第５撮像装置１５は、ダンプトラック１の車幅方向中央を通る軸に対して第４
撮像装置１４と左右対称となるように配置される。図５に示すように、第５撮像装置１５
は、ダンプトラック１の周囲に存在する領域のうち第５領域１５Ｃを撮像して画像情報と
しての第５画像情報を出力する。第５領域１５Ｃは、ダンプトラック１の車体部２の左斜
め後方に広がる領域である。
【００３８】
　図４に示すように、第６撮像装置１６は、ダンプトラック１の後部に取り付けられる。
具体的には、第６撮像装置１６は、フレーム２ｆの後端であって、２個の後輪６、６を連
結するアクスルハウジングの上方、かつベッセル４の回動軸付近に配置される。第６撮像
装置１６は、左右のフレーム２ｆを連結するクロスバーに取り付けられたブラケットを介
して、ダンプトラック１の後方に向かって固定されている。図５に示すように、第６撮像
装置１６は、ダンプトラック１の周囲に存在する領域のうち第６領域１６Ｃを撮像して画
像情報としての第６画像情報を出力する。第６領域１６Ｃは、ダンプトラック１の車体部
２の後方に広がる領域である。
【００３９】
　上述した６台の撮像装置１１～１６を用いることにより、本実施形態に係る周辺監視シ
ステム１０は、図５の中央に示すように、ダンプトラック１の全周３６０度の画像を撮像
し、その画像情報を取得することができる。６台の撮像装置１１～１６は、それぞれが撮
像した画像情報としての第１画像情報～第６画像情報を、図３に示すコントローラ１００
に送信する。
【００４０】
　第１撮像装置１１、第２撮像装置１２、第３撮像装置１３、第４撮像装置１４及び第５
撮像装置１５は、比較的高い位置にあるアッパデッキ２ｂに設けられている。このため、
コントローラ１００は、第１撮像装置１１～第５撮像装置１５によって上方から地面を見
下ろすような画像を得ることができ、また、地面に存在する車両等の対象物を広範囲に撮
像することができる。また、第１撮像装置１１～第６撮像装置１６が取得した第１画像情
報～第６画像情報から、コントローラ１００が図５に示す俯瞰画像２００を生成する際に
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視点変換を実行した場合でも、第１画像情報～第６画像情報のうち第１画像情報～第５画
像情報は上方から撮像されて得られた情報なので、立体物の変形の程度が抑制される。
【００４１】
＜レーダ装置＞
　図６は、レーダ装置２１～２８の配置を示す斜視図である。本実施形態において、物体
検出装置としてのレーダ装置２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８（以下、
適宜レーダ装置２１～２８という）は、方位８０度（左右４０度）、検出距離が最大１５
ｍ以上のＵＷＢ（Ultra Wide Band）レーダ（超広域帯レーダ）である。レーダ装置２１
～２８は、ダンプトラック１の周囲に存在する対象物とダンプトラック１との相対的な位
置（相対位置）を検出する。それぞれのレーダ装置２１～２８は、撮像装置１１～１６と
同様に、ダンプトラック１の外周部分に取り付けられる。また、図６には各レーダ装置２
１～２８から矢印を示しているが、これら矢印の向きが各レーダ装置２１～２８の検出範
囲の方向を表している。
【００４２】
　レーダ装置２１（適宜第１レーダ装置２１という）は、図６に示すように、地上から１
ｍ程度の高さに配置されているロアデッキ２ａにおける車体部２の正面、かつ車体部２の
車幅方向中心よりもやや右側に配置されている。第１レーダ装置２１の検出範囲は、ダン
プトラック１の車体部２の前方から左斜め前方に広がる範囲となる。
【００４３】
　レーダ装置２２（適宜第２レーダ装置２２という）は、図６に示すように、ロアデッキ
２ａにおける車体部２の正面、かつ車体部２の車幅方向中心よりもやや左側に配置されて
いる。すなわち、第２レーダ装置２２は、第１レーダ装置２１の左側に、第１レーダ装置
２１と隣接して配置されている。第２レーダ装置２２の検出範囲は、ダンプトラック１の
車体部２の前方から右斜め前方に広がる範囲となる。
【００４４】
　レーダ装置２３（適宜第３レーダ装置２３という）は、図６に示すように、ロアデッキ
２ａの右側面前端部付近に配置されている。第３レーダ装置２３の検出範囲は、ダンプト
ラック１の車体部２の右斜め前方から右方に広がる範囲となる。
【００４５】
　レーダ装置２４（適宜第４レーダ装置２４という）は、図６に示すように、車体部２の
側部におけるロアデッキ２ａとアッパデッキ２ｂとの中間の高さ位置における右側端部近
傍に配置されている。第４レーダ装置２４の検出範囲は、ダンプトラック１の車体部２の
右方から後方に広がる範囲となる。
【００４６】
　レーダ装置２５（適宜第５レーダ装置２５という）は、図６に示すように、ベッセル４
の下方であって、ダンプトラック１の左右の後輪６に駆動力を伝達するアクスルの上方に
配置されている。第５レーダ装置２５の検出範囲は、ダンプトラック１の車体部２の右斜
め後方から後方に向かって広がる範囲となる。
【００４７】
　レーダ装置２６（適宜第６レーダ装置２６という）は、図６に示すように、第５レーダ
装置２５と同様に、アクスルの上方であって、第５レーダ装置２５の右側に隣接して配置
されている。第６レーダ装置２６の検出範囲は、第５レーダ装置２５の検知範囲と交差す
るように、ダンプトラック１の車体部２の左斜め後方から後方に向かって広がる範囲とな
る。
【００４８】
　レーダ装置２７（適宜第７レーダ装置２７という）は、図６に示すように、車体部２の
側面におけるロアデッキ２ａとアッパデッキ２ｂとの中間の高さ位置における左側端部近
傍、すなわち、車体部２の車幅方向中心軸に対して第４レーダ装置２４と左右対称の位置
に配置されている。第７レーダ装置２７の検出範囲は、ダンプトラック１の車体部２の左
方から後方に広がる範囲となる。
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【００４９】
　レーダ装置２８（適宜第８レーダ装置２８という）は、図６に示すように、ロアデッキ
２ａの左側面における前端部近傍、すなわち、車体部２の車幅方向中心軸に対して第３レ
ーダ装置２３と左右対称の位置に配置されている。第８レーダ装置２８の検出範囲は、ダ
ンプトラック１の車体部２の左斜め前方から左方に広がる範囲となる。
【００５０】
　８台のレーダ装置２１～２８は、ダンプトラック１の周囲３６０度全周を検出範囲とし
て、対象物とダンプトラック１との相対位置を検出することができる。８台のレーダ装置
２１～２８は、それぞれ検出した対象物とダンプトラック１との相対位置を示す相対位置
情報をコントローラ１００に送信する。このように、複数（８台）のレーダ装置２１～２
８は、車体部２に設けられて、車体部２の全周範囲に存在する物体を検出可能である。
【００５１】
＜コントローラ＞
　図３に示すコントローラ１００は、撮像装置１１～１６及びレーダ装置２１～２８を用
いて、ダンプトラック１の周囲における対象物の有無を俯瞰画像２００に表示し、必要に
応じて対象物の存在をオペレータに報知する。コントローラ１００は、図３に示すように
、俯瞰画像合成部１１０、カメラ画像切替・視点変換部１２０、対象物位置情報生成部１
３０、表示制御部１５０、ベッセル画像生成部１４０、対象物情報収集部２１０及び対象
物処理部２２０を有している。
【００５２】
　俯瞰画像合成部１１０は、図３に示すように、撮像装置１１～１６に接続されている。
俯瞰画像合成部１１０は、それぞれの撮像装置１１～１６が撮像し、生成した複数の画像
情報（第１画像情報～第６画像情報）を受信する。そして、俯瞰画像合成部１１０は、受
信した複数の画像情報に対応した画像を合成して、ダンプトラック１の全周囲を含む俯瞰
画像２００を生成する。具体的には、俯瞰画像合成部１１０は、複数の画像情報をそれぞ
れ座標変換することによって、複数の画像を所定の投影面上に投影させた俯瞰画像２００
をモニタ５０に表示するための俯瞰画像情報を生成する。俯瞰画像情報については後述す
る。
【００５３】
　カメラ画像切替・視点変換部１２０は、図３に示すように、撮像装置１１～１６に接続
されている。そして、カメラ画像切替・視点変換部１２０は、例えば、レーダ装置２１～
２８による障害物検出の結果等に応じて、俯瞰画像２００とともにモニタ５０の画面に表
示される各撮像装置１１～１６による撮像画像を切り替える。また、カメラ画像切替・視
点変換部１２０は、各撮像装置１１～１６によって取得された画像情報を、上方無限遠か
らの視点からの画像情報に変換する。
【００５４】
　対象物位置情報生成部１３０は、図３に示すように、カメラ画像切替・視点変換部１２
０、表示制御部１５０及び対象物処理部２２０に接続されている。対象物位置情報生成部
１３０は、各撮像装置１１～１６によって取得された画像情報を合成して形成される俯瞰
画像２００中に、レーダ装置２１～２８によって取得された対象物の位置情報を合成して
表示させるための対象物位置情報を生成し、カメラ画像切替・視点変換部１２０及び表示
制御部１５０に対して送信する。
【００５５】
　図３に示すように、ベッセル画像生成部１４０は、表示制御部１５０に接続されている
。ベッセル画像生成部１４０は、図１及び図４に示すダンプトラック１のベッセル４の画
像であって、ベッセル４の後方側における一部が除かれたベッセル４を表す第１ベッセル
画像をモニタ５０に表示するための情報（第１情報Ｐ１）と、すべてのベッセル４の全体
を表す第２ベッセル画像をモニタ５０に表示するための情報（第２情報Ｐ２）とを生成す
る。そして、ベッセル画像生成部１４０は、生成した第１ベッセル画像と第２ベッセル画
像との少なくとも一方を、表示制御部１５０に送信する。第１ベッセル画像及び第２ベッ
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セル画像には、いずれも図１に示すダンプトラック１の前輪５及び後輪６が表示されてい
てもよい。第１ベッセル画像及び第２ベッセル画像については後述する。
【００５６】
　表示制御部１５０は、図３に示すように、俯瞰画像合成部１１０、カメラ画像切替・視
点変換部１２０、対象物位置情報生成部１３０及びベッセル画像生成部１４０に接続され
ている。表示制御部１５０は、俯瞰画像合成部１１０が生成したダンプトラック１の全周
囲における俯瞰画像情報と、レーダ装置２１～２８によって取得されたダンプトラック１
の全周囲における対象物位置情報とに基づいて、対象物の位置が含まれた俯瞰画像２００
を生成する。この画像は、モニタ５０に表示される。
【００５７】
　また、表示制御部１５０は、ベッセル画像生成部１４０が生成した第１ベッセル画像と
第２ベッセル画像との少なくとも一方を取得する。そして、表示制御部１５０は、第１ベ
ッセル画像を俯瞰画像２００のダンプトラック１の部分に重ねた第１俯瞰画像２０１と、
第２ベッセル画像を俯瞰画像２００のダンプトラック１の部分に重ねた第２俯瞰画像２０
２との少なくとも一方を生成する。表示制御部１５０は、生成した第１俯瞰画像２０１と
第２俯瞰画像２０２とのいずれか一方をモニタ５０に表示する。表示制御部１５０は、モ
ニタ５０への第１俯瞰画像２０１の表示と第２俯瞰画像２０２の表示とを切り替えること
ができる。第１俯瞰画像２０１及び第２俯瞰画像２０２については後述する。
【００５８】
　図３に示すように、表示制御部１５０には、シフトレバー３７及び画像切替スイッチ３
９が接続されている。表示制御部１５０は、シフトレバー３７及び画像切替スイッチ３９
から送信される信号を受信する。表示制御部１５０は、例えば、シフトレバー３７が後進
側に切り替えられた場合、すなわち、ダンプトラック１の走行モードが後進に切り替えら
れた場合に、モニタ５０に表示する画像を第６撮像装置１６により撮像された画像（車体
部２の後方に広がる領域である第６領域１６Ｃ（図５）を撮像した画像）のみに切り替え
る。すなわち、シフトレバー３７がニュートラル又は前進側にある場合は、第１俯瞰画像
又は第２俯瞰画像と、撮像装置１１～１６のいずれかにより撮像された画像とを並べてモ
ニタ５０に表示しているが、後進時にはダンプトラック１の後方の画像をオペレータに示
すため、シフトレバー３７が後進側に切り替えられた場合には、モニタ５０には単一の画
像を表示させる。なお、シフトレバー３７がニュートラル又は前進側にある場合、モニタ
５０に俯瞰画像のみを表示させてもよいし、撮像装置１１～１６により撮像された画像の
うちのいずれかの画像のみを表示させてもよい。あるいは、モニタ５０に、俯瞰画像及び
撮像装置１１～１６により撮像された画像のうちのいずれかの２つの画像を並べて表示さ
せてもよい。このようなモニタ５０の表示の切り替えは、図示しないスイッチをオペレー
タが操作することにより行うことができる。そのスイッチは表示制御部１５０に接続され
ている。
【００５９】
　また、表示制御部１５０は、例えば、ダンプトラック１の操作者であるオペレータ（作
業車両を点検又は修理する際は、オペレータではなくサービスマン）によって画像切替ス
イッチ３９が第１俯瞰画像２０１を表示するように操作された場合に、モニタ５０に表示
する画像を第１俯瞰画像２０１に切り替える。画像切替スイッチ３９は、押しボタン式ス
イッチであり、モニタ５０に隣接して設けても運転席３１の近傍に設けてもよい。画像切
替スイッチ３９が設けられる位置は、オペレータの手が届きやすい場所にあることが好ま
しい。また、モニタ５０をタッチパネルとし、このタッチパネルを指で触れることで画像
切替スイッチ３９が機能するようにしてもよい。
【００６０】
　対象物情報収集部２１０は、図３に示すように、レーダ装置２１～２８と対象物処理部
２２０とに接続されている。対象物情報収集部２１０は、レーダ装置２１～２８からそれ
ぞれの検出範囲における対象物検出結果を受信し、対象物処理部２２０へ送信する。
【００６１】
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　対象物処理部２２０は、図３に示すように、対象物情報収集部２１０と対象物位置情報
生成部１３０とに接続されている。対象物処理部２２０は、対象物情報収集部２１０から
受信した対象物の位置情報を、対象物位置情報生成部１３０へ送信する。
【００６２】
　コントローラ１００は、例えば、演算装置としてのＣＰＵ（Central Processing Unit
）と記憶装置としてのメモリとを組み合わせたコンピュータと、俯瞰画像の合成等といっ
た画像処理を実行する画像処理用デバイス（例えば、画像ボード）とを組み合わせたもの
である。画像処理用デバイスは、例えば、俯瞰画像を合成する等の画像処理を実行する専
用のＩＣ（例えばＦＰＧＡ：Field-Programmable Gate Array）及びメモリ（例えばＶＲ
ＡＭ：Video Random Access Memory）等を搭載している。
【００６３】
　本実施形態において、図４に示すように、撮像装置１１～１６がアッパデッキ２ｂの正
面及び側面並びにベッセル４の下方に配置されている。そして、コントローラ１００は、
撮像装置１１～１６が撮像し、取得した第１画像情報～第６画像情報を合成して、図５に
示すような俯瞰画像２００を生成して、キャブ３内における運転席３１の前方に配置され
るモニタ５０に表示させる。このとき、モニタ５０は、コントローラ１００の制御に応じ
て、俯瞰画像２００等の画像を表示する。俯瞰画像２００は、撮像装置１１～１６が撮像
した第１領域１１Ｃ～第６領域１６Ｃに対応する第１画像情報～第６画像情報をコントロ
ーラ１００が合成することによって得られる。周辺監視システム１０は、このような俯瞰
画像２００をモニタ５０に表示する。このため、ダンプトラック１のオペレータは、モニ
タ５０に表示された俯瞰画像２００を視認するだけで、ダンプトラック１の周囲３６０度
の全範囲を監視することができる。次に、俯瞰画像について説明する。
【００６４】
＜俯瞰画像の生成＞
　図７は、仮想投影面ＶＰを用いた画像変換の手法を示す図である。コントローラ１００
は、複数の第１画像情報～第６画像情報によって示される複数の画像に基づいて、ダンプ
トラック１の周囲の俯瞰画像２００を作成する。具体的には、コントローラ１００は、所
定の変換情報を用いて第１画像情報～第６画像情報の座標変換を実行する。変換情報は、
入力画像の各画素の位置座標と出力画像の各画素の位置座標との対応を示す情報である。
本実施形態において、入力画像は、撮像装置１１～１６によって撮像された画像であり、
第１画像情報～第６画像情報に対応する画像である。出力画像は、モニタ５０に表示され
る俯瞰画像２００である。
【００６５】
　コントローラ１００は、変換情報を用いて、撮像装置１１～１６によって撮像された画
像を、ダンプトラック１の上方に位置する所定の仮想視点から見た画像に変換する。具体
的には、図７に示すように、撮像装置１１～１６によって撮像された画像は、所定の仮想
投影面ＶＰに投影されることにより、ダンプトラック１の上方に位置する仮想視点ＶＩＰ
から見た画像に変換される。変換情報は、この仮想投影面ＶＰを表している。変換後の画
像がモニタ５０に表示される俯瞰画像である。コントローラ１００は、複数の撮像装置１
１～１６から取得した複数の第１画像情報～第６画像情報を所定の仮想投影面ＶＰに投影
して合成することにより、ダンプトラック１の周囲の俯瞰画像２００を生成する。
【００６６】
　図５に示すように、それぞれの撮像装置１１～１６が撮像したダンプトラック１の周囲
の領域は、第１重複領域ＯＡ１～第６重複領域ＯＡ６において重複している。コントロー
ラ１００は、俯瞰画像２００において、それぞれの第１重複領域ＯＡ１～第６重複領域Ｏ
Ａ６において互いに隣接する２個の撮像装置１１～１６からの第１画像情報～第６画像情
報に対応する画像を重ねて表示する。
【００６７】
　具体的には、コントローラ１００は、第１重複領域ＯＡ１では、第１撮像装置１１から
の第１画像情報の画像と、第３撮像装置１３からの第３画像情報の画像とを重ねて表示す
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る。また、コントローラ１００は、第２重複領域ＯＡ２では、第１撮像装置１１からの第
１画像情報の画像と、第２撮像装置１２からの第２画像情報の画像とを重ねて表示する。
また、コントローラ１００は、第３重複領域ＯＡ３では、第３撮像装置１３からの第３画
像情報の画像と、第５撮像装置１５からの第５画像情報の画像とを重ねて表示する。また
、コントローラ１００は、第４重複領域ＯＡ４では、第２撮像装置１２からの第２画像情
報の画像と、第４撮像装置１４からの第４画像情報の画像とを重ねて表示する。また、コ
ントローラ１００は、第５重複領域ＯＡ５では、第５撮像装置１５からの第５画像情報の
画像と、第６撮像装置１６からの第６画像情報の画像とを重ねて表示する。また、コント
ローラ１００は、第６重複領域ＯＡ６では、第４撮像装置１４からの第４画像情報の画像
と、第６撮像装置１６からの第６画像情報の画像とを重ねて表示する。
【００６８】
　このように、第１重複領域ＯＡ１～第６重複領域ＯＡ６において、２個の画像情報を重
ねて合成する場合には、第１画像情報～第６画像情報の値に合成比率を乗じた値が加算さ
れる。合成比率は、第１画像情報～第６画像情報に対応した値であり、コントローラ１０
０が記憶している。例えば、第１画像情報の合成比率が０．５であり、第２画像情報の合
成比率が０．５である等、第１画像情報～第６画像情報毎に合成比率が定められている。
合成比率が用いられることにより、第１重複領域ＯＡ１～第６重複領域ＯＡ６において複
数の画像情報が平均化されて表示される。その結果、色及びコントラストの急激な変化が
抑えられ、コントローラ１００は、自然な俯瞰画像２００を作成することができる。コン
トローラ１００は、上述のように合成された俯瞰画像２００を表示するためのす合成画像
情報を生成して、モニタ５０に出力する。
【００６９】
＜それぞれの撮像装置の撮像範囲＞
　図２に示すように、ダンプトラック１は、第１撮像装置１１、第２撮像装置１２、第３
撮像装置１３、第４撮像装置１４及び第５撮像装置１５がアッパデッキ２ｂに配置され、
第６撮像装置１６がフレーム２ｆの後端であってベッセル４の下方に配置されている。特
に、第２撮像装置１２と第３撮像装置１３とは、ダンプトラック１の車体部２の左右斜め
前方から左右側方までを撮像可能な領域としてカバーしている。また、第４撮像装置１４
と第５撮像装置１５とは、ダンプトラック１の車体部２の左右側方から左右斜め後方まで
を撮像可能な領域としてカバーしている。このようにすることで、コントローラ１００は
、第１撮像装置１１及び第６撮像装置１６によって撮像され、取得された第１画像情報及
び第６画像情報と合わせて、ダンプトラック１の全周囲をカバーした俯瞰画像２００を生
成して、ダンプトラック１の周辺を監視することができる。
【００７０】
　また、本実施形態では、図５に示すように、それぞれの撮像装置１１～１６が撮像可能
な領域である第１領域１１Ｃ～第６領域１６Ｃが、互いの隣接部分において重複するよう
に、互いに隣接する撮像装置１１～１６が配置されている。コントローラ１００は、それ
ぞれの撮像装置１１～１６が撮像可能な第１領域１１Ｃ～第６領域１６Ｃの重複した部分
において接続線を設けることで、ダンプトラック１の平面上における３６０度全周囲の監
視が可能となる。なお、俯瞰画像２００において、互いに隣接する第１領域１１Ｃ～第６
領域１６Ｃを接続する接続線は、第１領域１１Ｃ～第６領域１６Ｃの重複範囲内における
任意の位置に設定することができる。
【００７１】
＜モニタに表示される画像＞
　図２、図３に示すモニタ５０に表示される画像は、上述した第１俯瞰画像２０１又は第
２俯瞰画像２０２である。第１俯瞰画像２０１又は第２俯瞰画像２０２は、図３に示すコ
ントローラ１００、より具体的には第１画像情報～第６画像情報が俯瞰画像合成部１１０
によって合成されて得られた俯瞰画像情報に基づく俯瞰画像２００に、上述した第１ベッ
セル画像及び第２ベッセル画像を組み合わせることによって生成される。ここでは、俯瞰
画像情報について説明するとともに、第１ベッセル画像及び第２ベッセル画像並びに第１
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俯瞰画像２０１及び第２俯瞰画像２０２について説明する。
【００７２】
　図８は、俯瞰画像情報２００Ｉを示す概念図である。図８に示す俯瞰画像情報２００Ｉ
は、ダンプトラック１が存在する領域である作業車両領域ＴＲの情報と、ダンプトラック
１の周辺の領域である周辺領域ＳＲの情報とを含んでいる。上述した通り、俯瞰画像情報
２００Ｉは、撮像装置１１～１６が撮像した画像の情報、すなわち第１画像情報～第６画
像情報から生成される。撮像装置１１～１６は、ダンプトラック１の外側に取り付けられ
ているため、撮像装置１１～１６のレンズよりも内側における領域は撮像されない。この
ため、俯瞰画像情報２００Ｉの作業車両領域ＴＲには、ダンプトラック１の画像の情報及
び周辺領域ＳＲの画像の情報は含まれない。したがって、例えば、俯瞰画像情報２００Ｉ
のみに基づく画像をモニタ５０に表示すると、表示された画像の作業車両領域ＴＲの部分
は、例えば、影のように表示される。
【００７３】
　俯瞰画像２００がモニタ５０に表示される場合、例えば、コントローラ１００は、ダン
プトラック１の上面図を示す画像の情報（情報の形式は、例えば、ビットマップ形式）を
俯瞰画像情報２００Ｉの作業車両領域ＴＲに組み合わせて、得られた画像の情報に基づい
て俯瞰画像２００をモニタに表示する。図５に示す俯瞰画像２００は、このようにして生
成された画像の情報がモニタ５０に表示されたものである。次に、第１ベッセル画像及び
第２ベッセル画像について説明する。
【００７４】
　図９は、第１ベッセル画像２００Ｂ１を示す図である。図１０は、第２ベッセル画像２
００Ｂ２を示す図である。図９、図１０中の符号Ｌは、ベッセル４又はダンプトラック１
の前方を示し、符号Ｔは後方を示す。第１ベッセル画像２００Ｂ１は上述した第１情報Ｐ
１に基づく画像であり、第２ベッセル画像２００Ｂ２は上述した第２情報Ｐ２に基づく画
像である。第１ベッセル画像２００Ｂ１は、例えば、第１情報Ｐ１がモニタ５０に表示さ
れて可視化される。同様に、第２ベッセル画像２００Ｂ２は、例えば、第２情報Ｐ２がモ
ニタ５０に表示されて可視化される。本実施形態において、第１情報Ｐ１及び第２情報Ｐ
２は、例えば、ビットマップ形式の画像データであるが、これに限定されない。これらは
、例えば、ベクタ形式の画像データであってもよい。なお、第１ベッセル画像２００Ｂ１
又は第２ベッセル画像２００Ｂ２は、ベッセル４の前部にある鍔部４Ｆの前端部４Ｌをラ
インで示している。この前端部４Ｌは表示することは必須ではないが、前端部４Ｌも表示
することで、荷台部全体（ベッセル４と鍔部４Ｆ）の形状が示されることになる。
【００７５】
　第１ベッセル画像２００Ｂ１は、図１及び図４に示すダンプトラック１の後方Ｔ側、す
なわちベッセル４の後端４Ｔ側における一部（ベッセル後部）４ＴＰ（図９に示す斜線の
範囲）が除かれたベッセル４が、例えばモニタ５０に表示される画像である。本実施形態
において、ベッセル後部４ＴＰが除かれた後におけるベッセル４の後端４Ｔ１は、後輪６
よりも後方Ｔ側と、ベッセル後部４ＴＰが除かれる前におけるベッセル４の後端４Ｔとの
間にある。本実施形態において、第１ベッセル画像２００Ｂ１は、少なくとも、ベッセル
後部４ＴＰが除かれたベッセル４を含んでいればよい。このため、例えば、第１ベッセル
画像２００Ｂ１は、図３に示す車体部２の一部、キャブ３の一部及び斜めラダー２ｄ等の
うち少なくとも１つをさらに含んでいてもよい。
【００７６】
　第２ベッセル画像２００Ｂ２は、図１及び図４に示すダンプトラック１が備えるベッセ
ル４のすべてが、例えばモニタ５０に表示される画像である。したがって、第２ベッセル
画像２００Ｂ２は、第１ベッセル画像２００Ｂ１では表示されないベッセル後部４ＴＰも
表示する。本実施形態において、第２ベッセル画像２００Ｂ２は、少なくとも、すべての
ベッセル４を含んでいればよい。このため、例えば、第２ベッセル画像２００Ｂ２は、図
３に示す車体部２の一部、キャブ３の一部及び斜めラダー２ｄ等のうち少なくとも１つを
さらに含んでいてもよい。
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【００７７】
　第１ベッセル画像２００Ｂ１及び第２ベッセル画像２００Ｂ２は、少なくともベッセル
４を含んでいればよいが、図９、図１０に示すように、図１に示すダンプトラック１の前
輪５及び後輪６がさらに含まれて、ベッセル４とともに表示されていてもよい。次に、前
輪５及び後輪６が、第１ベッセル画像２００Ｂ１及び第２ベッセル画像２００Ｂ２に含ま
れる場合について説明する。この場合、前輪５及び後輪６は、それぞれの回転軸と直交す
る方向から見た場合における全体の画像が、第１ベッセル画像２００Ｂ１及び第２ベッセ
ル画像２００Ｂ２に重ねて表示されている。前輪５及び後輪６の画像は、長方形形状であ
る。第１ベッセル画像２００Ｂ１及び第２ベッセル画像２００Ｂ２は、ダンプトラック１
を上方から見た場合の状態を示しているので、前輪５及び後輪６は、ベッセル４を透過し
たように表示されることになる。
【００７８】
　前輪５及び後輪６は、少なくとも一部が第１ベッセル画像２００Ｂ１及び第２ベッセル
画像２００Ｂ２に表示されることにより、ダンプトラック１のオペレータは、前輪５及び
後輪６とダンプトラック１の周辺に存在する物体（対象物）との位置関係を容易に把握す
ることができる。前輪５及び後輪６は、一部が表示されていればよいが、本実施形態のよ
うに、前輪５及び後輪６の全体が表示されることにより、一部が表示される場合と比較し
て、ダンプトラック１のオペレータは、前輪５及び後輪６の存在並びに前輪５及び後輪６
とダンプトラック１及びベッセル４との位置関係を容易に把握することができる。前輪５
及び後輪６は、ベッセル４と区別できればよく、ベッセル４とは異なる色で示されたり、
ベッセル４とは同じ色だが前輪５及び後輪６を示す線で囲むことによって表示されたりし
ていればよい。
【００７９】
　前輪５及び後輪６は、ダンプトラック１を上方から俯瞰して見た場合において前輪５及
び後輪６が配置される位置に表示される。本実施形態において、左側前輪５Ｌはベッセル
４の左側前方に、右側前輪５Ｒはベッセル４の右側前方に、左側後輪６Ｌはベッセル４の
左側後方に、右側後輪６Ｒはベッセル４の右側後方に表示される。このようにすることで
、ダンプトラック１のオペレータは、ダンプトラック１及びベッセル４と前輪５及び後輪
６との関係を把握しやすくなる。
【００８０】
　前輪５及び後輪６を表示する場合、第１ベッセル画像２００Ｂ１は、ダンプトラック１
の後方側における後輪６の端部よりも後方を除くことが好ましい。このようにすることで
、第１ベッセル画像２００Ｂ１に、後輪６の全体を表示することができる。なお、前輪５
及び後輪６を表示する場合、ダンプトラック１の後方側における後輪６の端部よりも前方
からベッセル４を除いた第１ベッセル画像２００Ｂ１を排除するものではない。例えば、
ダンプトラック１の後方を撮像する第６撮像装置１６は、ベッセル４の下方かつ左側後輪
６Ｌと右側後輪６Ｒとの間に配置される。このため、第１ベッセル画像２００Ｂ１は、第
６撮像装置１６の位置からダンプトラック１の後方側におけるベッセル４を除いてもよい
。また、第１ベッセル画像２００Ｂ１は、第６撮像装置１６が撮像可能な位置からダンプ
トラック１の後方側におけるベッセル４を除いてもよい。このようにすれば、後述する第
１俯瞰画像２０１に、第６撮像装置１６が撮像可能な領域をすべて表示させることができ
るので、ダンプトラック１のオペレータは」ダンプトラック１の周囲の状況をより把握し
やすくなる。
【００８１】
　実際のダンプトラック１は、各タイヤが受ける荷重（車体重量と積載物重量）のバラン
スが考慮されている。このため、ダンプトラック１は、前輪５がシングルタイヤであり、
後輪６がダブルタイヤ、すなわち、２本のタイヤを複数並列に並べたタイヤである。この
ため、後輪６、すなわち左側後輪６Ｌと右側後輪６Ｒとは、ベッセル４の左側と右側とに
それぞれ複数（本実施形態では２個）の車輪６ＬＯ、６ＬＩ及び車輪６ＲＯ、６ＲＩが表
示されるようにしてもよい。このようにすることで、ダンプトラック１のオペレータは、
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ダンプトラック１の前後を直感的に把握しやすくなる。本実施形態では、実際のダンプト
ラック１に合わせて左側後輪６Ｌと右側後輪６Ｒとをそれぞれ２個としているが、これら
の数は２個に限定されない。また、後輪６の幅を、前輪５の幅より大きく表示してもよい
。さらに、前輪５と後輪６との間で、それぞれを表示する色を異ならせたり、前輪５を点
滅させたりしてもよい。このようにしても、ダンプトラック１のオペレータは、後輪６と
前輪５とを区別することができるので、ダンプトラック１の前後を直感的に把握しやすく
なる。
【００８２】
　例えば、上述のように、モニタ５０がキャブ３内の天井から吊り下げて設置されたもの
である場合であって、オペレータが着座した状態で右方向（又は左方向）にモニタ５０が
設置された場合、モニタ５０の上側とダンプトラック１の前側とが一致しない。このよう
な場合、モニタ５０に表示された第１ベッセル画像２００Ｂ又は第２ベッセル画像２００
Ｂ２はどちらが前後方向であるのか、ダンプトラック１のオペレータが直観的に視認でき
ないことが考えられる。このような場合、前輪５及び後輪６の全体を表示することで、オ
ペレータは、モニタ５０に表示されている第１ベッセル画像２００Ｂ又は第２ベッセル画
像２００Ｂ２の前後方向を認識することが容易になる。
【００８３】
　このように、前輪５と後輪６との間でそれぞれの表示形態を異ならせることにより、ダ
ンプトラック１のオペレータは、後輪６と前輪５とを区別することができるので、ダンプ
トラック１の前後を直感的に把握しやすくなる。次に、第１俯瞰画像２０１及び第２俯瞰
画像２０２について説明する。
【００８４】
　図１１は、第１俯瞰画像２０１の一例を示す図である。図１２は、第２俯瞰画像２０２
の一例を示す図である。第１俯瞰画像２０１は、上述した第１ベッセル画像２００Ｂ１を
俯瞰画像２００の作業車両領域ＴＲに重ねた画像である。第２俯瞰画像２０２は、上述し
た第２ベッセル画像２００Ｂ２を俯瞰画像２００の作業車両領域ＴＲに重ねた画像である
。第１俯瞰画像２０１及び第２俯瞰画像２０２は、いずれもコントローラ１００によって
モニタ５０に表示されて可視化される。第１俯瞰画像２０１及び第２俯瞰画像２０２は、
第１ベッセル画像２００Ｂ１又は第２ベッセル画像２００Ｂ２と俯瞰画像２００とを重ね
合わせて合成するだけで生成できるので、コントローラ１００の処理の負荷を軽減できる
。
【００８５】
　第１俯瞰画像２０１及び第２俯瞰画像２０２は、いずれも図３に示すコントローラ１０
０の表示制御部１５０によって生成されて、モニタ５０に表示される。表示制御部１５０
は、俯瞰画像合成部１１０が生成した俯瞰画像情報２００Ｉと、ベッセル画像生成部１４
０が生成した第１情報Ｐ１とを組み合わせて第１合成画像情報２０１Ｉを生成する。また
、表示制御部１５０は、俯瞰画像情報２００Ｉと、ベッセル画像生成部１４０が生成した
第２情報Ｐ２とを組み合わせて第２合成画像情報２０２Ｉを生成する。第１合成画像情報
２０１Ｉは第１俯瞰画像２０１をモニタ５０等に表示するための情報であり、第２合成画
像情報２０２Ｉは第２俯瞰画像２０２をモニタ５０等に表示するための情報である。
【００８６】
　本実施形態において、第１俯瞰画像２０１及び第２俯瞰画像２０２は、ベッセル４に加
え、ダンプトラック１の車体部２の一部及び斜めラダー２ｄも含んでいる。第１俯瞰画像
２０１及び第２俯瞰画像２０２は、ベッセル４及び車体部２の一部等と、ダンプトラック
１の周囲とを含み、これらがモニタ５０等に表示されて可視化される。ダンプトラック１
の周囲は、ベッセル４の左側部４ＳＬ、右側部４ＳＲ、後端４Ｔ１、４Ｔ及び車体部２の
前部２Ｌの周囲である。
【００８７】
　本実施形態において、第１俯瞰画像２０１及び第２俯瞰画像２０２には、ダンプトラッ
ク１の周囲に点線ＲＬ１、ＲＬ２、ＲＬ３が表示されている。点線ＲＬ１はダンプトラッ
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ク１に最も近い位置に表示され、点線ＲＬ３はダンプトラック１から最も遠い位置に表示
される。点線ＲＬ２は、点線ＲＬ１と点線ＲＬ３との間に表示される。点線ＲＬ１、ＲＬ
２、ＲＬ３は、それぞれダンプトラック１から所定の距離だけ離れた位置を示している。
ダンプトラック１のオペレータは、点線ＲＬ１、ＲＬ２、ＲＬ３によって、第１俯瞰画像
２０１又は第２俯瞰画像２０２に表示された物体である対象物（例えば、人又は自動車等
の車両）とダンプトラック１との距離を把握することができる。
【００８８】
　第６撮像装置１６は、ダンプトラック１の後方であって左側後輪６Ｌと右側後輪６Ｒと
の間、かつベッセル４の下方に配置される。このため、第６撮像装置１６は、ベッセルの
下方の一部を撮像できるので、図８に示す俯瞰画像情報２００Ｉは、ベッセルの下方の一
部を含んでいる。第１俯瞰画像２０１は、ベッセル後部４ＴＰが除かれたベッセル４が表
示されている。このため、第１俯瞰画像２０１は、第６撮像装置１６によって撮像された
、ベッセル後部４ＴＰの下方の領域が表示される。これに対し、第２俯瞰画像２０２は、
ベッセル後部４ＴＰの下方の領域はベッセル後部４ＴＰによって隠されるが、全体が表示
されたベッセル４の後端４Ｔが表示される。
【００８９】
　第１俯瞰画像２０１は、ベッセル後部４ＴＰの下方の領域も表示されるので、ダンプト
ラック１のオペレータは、ダンプトラック１の周辺の状況をより詳細に把握することがで
きる。このため、コントローラ１００は、少なくともダンプトラック１の発進前に第１俯
瞰画像２０１をモニタ５０に表示すると、オペレータの状況確認に対して好適である。例
えば、ベッセル４の高さよりも低い高さの対象物が後輪６の後方に存在する場合、より確
実な周辺監視が可能となる。第２俯瞰画像２０２は、全体が表示されたベッセル４の後端
４Ｔが表示される。このため、ベッセル４の後方に対象物が存在する場合、コントローラ
１００が第２俯瞰画像２０２をモニタ５０に表示することにより、ダンプトラック１のオ
ペレータは、ベッセル４の後端４Ｔと対象物との位置関係を把握しやすくなる。特に、ダ
ンプトラック１が後進する際において有利である。例えば、ベッセル４の後端４Ｔの高さ
と同等以上の高さの対象物が、ダンプトラック１の周囲に存在する場合、より確実な周辺
監視が可能となる。
【００９０】
　第１俯瞰画像２０１は、ベッセル後部４ＴＰの下方の領域を表示し、かつベッセル後部
４ＴＰの外周部、特に後端４Ｔを示す画像を表示してもよい。図１１に示す例では、ベッ
セル後部４ＴＰの外縁に相当する部分に点線の画像を表示している。このようにすること
で、ダンプトラック１のオペレータは、ベッセル４の後方に対象物が存在する場合に、ベ
ッセル４の後端４Ｔと対象物との位置関係を把握しやすくなる。なお、第２俯瞰画像２０
２は、ベッセル４の全体を表示しているため、第１俯瞰画像２０１にベッセル後部４ＴＰ
の外周部を表示する場合と比較して、ベッセル４の後端４Ｔと対象物との位置関係をより
把握しやすくなると考えられる。次に、第１俯瞰画像２０１の表示と第２俯瞰画像２０２
の表示とを切り替える制御例について説明する。
【００９１】
＜第１俯瞰画像と第２俯瞰画像との切替制御例＞
　図１３は、第１画像（第１俯瞰画像２０１（第１ベッセル画像２００Ｂ１））の表示と
第２画像（第２俯瞰画像２０２（第２ベッセル画像２００Ｂ２））の表示とを切り替える
制御の一例を示すフローチャートである。この制御例は、ダンプトラック１のオペレータ
の操作及びダンプトラック１の状態の少なくとも１つに基づいて、モニタ５０への第１画
像の表示と第２画像の表示とを切り替える。より具体的には、モニタ５０に表示される、
第１画像としての第１ベッセル画像２００Ｂ１と第２画像としての第２ベッセル画像２０
０Ｂ２の表示とを切り替えることができる。なお、前述したように、第１画像としての第
１俯瞰画像２０１の表示と第２画像としての第２俯瞰画像２０２の表示とを切り替えても
よい。また、周辺監視システム１０は、特にダンプトラック１が発進する前に、ダンプト
ラック１のオペレータに対してダンプトラック１の周辺の状態を認識させ、より確実な周
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辺監視を可能とさせるものである。この目的のためには、コントローラ１００は、原則と
して第１俯瞰画像２０１をモニタ５０に表示し、モニタ５０の表示を切り替える条件が成
立したときに第２俯瞰画像２０２をモニタ５０に表示することが好ましい。したがって、
本実施形態においては、まず第１俯瞰画像２０１がモニタ５０に表示され、モニタ５０の
表示を切り替える条件が成立したときに、コントローラ１００は、モニタ５０の表示を第
２俯瞰画像２０２に切り替える。
【００９２】
　本制御例を実行するにあたり、ステップＳ１０１において、図３に示すコントローラ１
００は、モニタ５０に第１俯瞰画像２０１を表示する。なお、ダンプトラック１が内燃機
関（以下、エンジン）を始動する際は、必ずモニタ５０に第１俯瞰画像２０１を表示させ
るようにしてもよい。つまり、ダンプトラック１のエンジンを始動させるための図示しな
いキースイッチをオペレータが操作して、エンジンが始動されたならば、コントローラ１
００がキースイッチの信号（エンジン始動信号）をトリガー信号として受けて、モニタ５
０に第２俯瞰画像２０２ではなく第１俯瞰画像２０１を表示させるようする。次に、ステ
ップＳ１０２に進み、コントローラ１００の表示制御部１５０は、モニタ５０の表示を切
り替える条件が成立した場合（ステップＳ１０２、Ｙｅｓ）、ステップＳ１０３の処理を
実行する。この場合、コントローラ１００の表示制御部１５０は、モニタ５０の表示を第
１俯瞰画像２０１から第２俯瞰画像２０２に切り替える。このようにすることで、ステッ
プＳ１０３において、モニタ５０には第２俯瞰画像２０２が表示される。
【００９３】
　モニタ５０の表示を切り替える条件が成立しない場合（ステップＳ１０２、Ｎｏ）、表
示制御部１５０はステップＳ１０１以降の処理を実行する。すなわち、モニタ５０には、
第１俯瞰画像２０１の表示が継続される。このように、ステップＳ１０２におけるモニタ
５０の表示を切り替える条件は、モニタ５０の表示を第１俯瞰画像２０１から第２俯瞰画
像２０２に切り替えるための条件（第１条件）である。
【００９４】
　次に、ステップＳ１０４に進み、コントローラ１００の表示制御部１５０は、モニタ５
０の表示を切り替える条件が成立した場合（ステップＳ１０４、Ｙｅｓ）、ステップＳ１
０５の処理を実行する。この場合、コントローラ１００の表示制御部１５０は、モニタ５
０の表示を第２俯瞰画像２０２から第１俯瞰画像２０１に切り替える。このようにするこ
とで、ステップＳ１０５において、モニタ５０には第１俯瞰画像２０１が表示される。
【００９５】
　モニタ５０の表示を切り替える条件が成立しない場合（ステップＳ１０４、Ｎｏ）、表
示制御部１５０はステップＳ１０３及びステップＳ１０４の処理を実行する。このため、
モニタ５０には、第２俯瞰画像２０２の表示が継続される。このように、ステップＳ１０
４におけるモニタ５０の表示を切り替える条件は、モニタ５０の表示を第２俯瞰画像２０
２から第１俯瞰画像２０１に切り替えるための条件（第２条件）である。次に、モニタ５
０の表示を切り替える条件、より具体的には、上述した第１条件及び第２条件について説
明する。
【００９６】
（モニタの表示を切り替える条件）
　モニタ５０の表示を切り替える条件（適宜画像切替条件という）のうち第１条件として
定義されるものは、ダンプトラック１を操作するオペレータの操作によるものがある。こ
のような例として、例えば、オペレータが自分の意思でモニタ５０の表示を切り替えるも
のがある。一例として、オペレータは、モニタ５０の表示が第１俯瞰画像２０１から第２
俯瞰画像２０２となるように、図３に示す画像切替スイッチ３９を操作する。すると、画
像切替スイッチ３９は、モニタ５０に第２俯瞰画像２０２を表示する旨の信号を発生させ
る。この信号を受信したコントローラ１００の表示制御部１５０は、ステップＳ１０３に
おいてモニタ５０の表示を第１俯瞰画像２０１から第２俯瞰画像２０２に切り替える。
【００９７】
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　画像切替条件のうち第２条件として定義されるものは、ダンプトラック１を操作するオ
ペレータの操作によるものと、ダンプトラック１の状態によるものとがある。第２条件が
オペレータの操作によるものとしては、第１条件と同様に、オペレータが自分の意志でモ
ニタ５０の表示を切り替えるものがある。一例として、オペレータは、モニタ５０の表示
が第２俯瞰画像２０２から第１俯瞰画像２０１となるように、図３に示す画像切替スイッ
チ３９を操作する。すると、画像切替スイッチ３９は、モニタ５０に第１俯瞰画像２０１
を表示する旨の信号を発生させる。この信号を受信したコントローラ１００の表示制御部
１５０は、ステップＳ１０５においてモニタ５０の表示を第２俯瞰画像２０２から第１俯
瞰画像２０１に切り替える。
【００９８】
　第２条件がダンプトラック１の状態によるものとしては、例えば、ダンプトラック１が
走行する速度（走行速度）が所定の閾値以下になった場合がある。走行速度は、ダンプト
ラック１の前進及び後進の両方におけるものを含む。所定の閾値は、０も含む。周辺監視
システム１０は、特にダンプトラック１が発進する前に、オペレータに対してダンプトラ
ック１の周辺の状態を認識させるものであることから、前述した所定の閾値は、ダンプト
ラック１が停止していると見なすことができる程度の大きさとすることが好ましいが、こ
れに限定されるものではない。
【００９９】
　コントローラ１００の表示制御部１５０は、ダンプトラック１の運転を制御する図示し
ない制御装置から、ダンプトラック１の走行速度を取得する。ダンプトラック１の走行速
度は、図示しない車速センサにより検出することができる。そして、取得された走行速度
が所定の閾値以下である場合に、表示制御部１５０は、ステップＳ１０５においてモニタ
５０の表示を第２俯瞰画像２０２から第１俯瞰画像２０１に切り替える。このようにする
ことで、ダンプトラック１が停止したときには、第１俯瞰画像２０１を確実にモニタ５０
に表示することができる。その結果、オペレータは、常にダンプトラック１の発進前にお
いて、ベッセル後部４ＴＰの下方の状態を含めたダンプトラック１の周囲の状態をより詳
細に把握することができるので、より確実な周辺監視が実現できる。
【０１００】
　また、第２条件がダンプトラック１の状態によるものとしては、例えば、物体検出装置
がダンプトラック１の後方に存在する物体を対象物として検知した場合がある。ダンプト
ラック１の後方に存在する物体を検知する物体検出装置は、例えば、図６に示す第５レー
ダ装置２５、第６レーダ装置２６、第７レーダ装置２７及び第８レーダ装置２８のうち少
なくとも一台である。なお、物体の位置によっては、一つの物体を２つのレーダ装置が対
象物として検知する場合を第２条件に含めてもよい。
【０１０１】
　コントローラ１００の表示制御部１５０は、図３に示す対象物位置情報生成部１３０か
らダンプトラック１の後方に物体が存在するという情報を取得したら、ステップＳ１０５
においてモニタ５０の表示を第１俯瞰画像２０２から第１俯瞰画像２０１に切り替える。
このようにすることで、ダンプトラック１の後方に物体が存在する場合は、ベッセル後部
４ＴＰをモニタ５０に表示しないことで、ベッセル後部４ＴＰの下方の状態をオペレータ
が確認することができる。その結果、オペレータは、ダンプトラック１の発進に際して、
ダンプトラック１の周囲の状態をより詳細に把握することができるので、より確実な周辺
監視が実現できる。
【０１０２】
　さらに、第２条件がダンプトラック１の状態によるものとしては、例えば、ダンプトラ
ック１の走行モードが後進になった場合がある。これは、例えば、図３に示すシフトレバ
ー３７がダンプトラック１のオペレータによって後進側に操作された場合である。例えば
、シフトレバー３７が後進側の位置に操作されることによって、ダンプトラック１の走行
モードを後進に切り替える旨の信号が発生する。この信号を受信したコントローラ１００
の表示制御部１５０は、ステップＳ１０５において、モニタ５０の表示を第２俯瞰画像２
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０２から第１俯瞰画像２０１に切り替える。その結果、オペレータは、ダンプトラック１
を後進させる前において、ベッセル後部４ＴＰの下方の状態を含めたダンプトラック１の
周囲の状態をより詳細に把握することができるので、より確実な周辺監視が実現できる。
なお、ダンプトラック１の走行モードが前進になった場合には、モニタ５０の表示は第２
俯瞰画像２０２から第１俯瞰画像２０１には切り替えられないようにしてもよい。この場
合、モニタ５０に第２俯瞰画像２０２が表示されていれば、その状態が維持される。
【０１０３】
　以上、本実施形態において、周辺監視システム１０が備えるコントローラ１００は、モ
ニタ５０に対する第１画像（第１ベッセル画像２００Ｂ１及び第１俯瞰画像２０１の少な
くとも一方）の表示と第２画像（第２ベッセル画像２００Ｂ２及び第２俯瞰画像２０２の
少なくとも一方）の表示とを切り替えることができる。このため、周辺監視システム１０
は、ダンプトラック１のオペレータの操作によって、第１俯瞰画像２０１と第２俯瞰画像
２０２とを切り替えてモニタ５０に表示させることができるので、オペレータは自身が理
解しやすい画像をモニタ５０で確認することができる。また、オペレータは、ダンプトラ
ック１とその周囲に存在する対象物との関係を直感的に把握しやすくなる。このように、
本実施形態に係る周辺監視システム１０は、オペレータが理解しやすい画像を提供するこ
とができる。
【０１０４】
　また、本実施形態において、周辺監視システム１０が備えるコントローラ１００は、原
則として第１俯瞰画像２０１をモニタ５０に表示する。そして、コントローラ１００は、
オペレータの操作があった場合には、第２俯瞰画像２０２をモニタ５０に表示する。この
ようにすることで、オペレータの意思に沿った画像をモニタ５０に表示することができる
。また、本実施形態において、原則としてモニタ５０に表示されるのは、ベッセル後部４
ＴＰを除いてベッセル後部４ＴＰの下方が表示された第１俯瞰画像２０１であるので、通
常の状態において、オペレータがモニタ５０を用いて確認できる範囲が広くなるという利
点もある。本実施形態は、原則として第１俯瞰画像２０１をモニタ５０に表示するものと
したが、原則として第２俯瞰画像２０２をモニタ５０に表示するようにしてもよい。ただ
し、上述のように、オペレータがダンプトラック１の周囲の状況をより詳細に把握するこ
とができるようにするために、原則として第１俯瞰画像２０１をモニタ５０に表示するよ
うにすることが好ましい。
【０１０５】
　さらに、本実施形態において、周辺監視システム１０が備えるコントローラ１００は、
第１俯瞰画像２０１及び第２俯瞰画像２０２にダンプトラック１の前輪５及び後輪６も表
示する。このため、ダンプトラック１のオペレータは、前輪５及び後輪６の位置とダンプ
トラック１の周辺に存在する物体との関係を把握しやすくなるので、より確実な周辺監視
を実現できる。特に、ベッセル４からベッセル後部４ＴＰを除いた場合、後輪６を表示す
れば、オペレータは、後輪６の後方に存在する物体を後輪６との関係で把握することがで
きるので、このような物体を早期に、かつ適切な相対位置関係の把握により認識しやすく
なる。このように、周辺監視システム１０は、第１俯瞰画像２０１及び第２俯瞰画像２０
２に前輪５及び後輪６を表示することで、複数の撮像装置が撮像した画像を合成した俯瞰
画像によって運転支援をするにあたって、ダンプトラック１のオペレータが理解しやすい
画像を提供することができる。
【０１０６】
　また、本実施形態において、周辺監視システム１０が備えるコントローラ１００は、前
輪５と後輪６との表示形態を異ならせてモニタ５０に表示する。このようにすることで、
ダンプトラック１のオペレータは、ダンプトラック１の前後を容易に判別することができ
るので、自身が操作するダンプトラック１と、その周辺に存在する物体との関係を直感的
に把握しやすくなる。特に、キャブ３内のレイアウトの関係から、モニタ５０がオペレー
タの前方ではなく側方に配置されたような場合においては、オペレータは自身の頭をモニ
タ５０の方向に向けてモニタ５０を確認する必要がある。このような場合、オペレータは
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、ダンプトラック１の方向を把握しにくいことがあるが、本実施形態のように、前輪５と
後輪６との表示形態を異ならせてモニタ５０に表示することで、オペレータはダンプトラ
ック１の前後を容易かつ確実に把握できるという利点がある。
【０１０７】
　周辺監視システム１０は、撮像装置１１～１６にワイドダイナミックレンジカメラを用
いる。このため、撮像装置１１～１６は、明るい部分を視認できるレベルに保ちながら、
ダンプトラック１の影になった部分のような暗い部分を明るく補正できる。したがって、
撮像装置１１～１６が撮像した画像は、黒潰れ及び白飛びが起きにくくなり、全体として
より分かりやすい画像となる。その結果、撮像装置１１～１６を備える周辺監視システム
１０は、ダンプトラック１の影となる領域に存在する車両等の対象物が視認しやすくなっ
た第１俯瞰画像２０１又は第２俯瞰画像２０２をモニタ５０に表示することができる。こ
のように、周辺監視システム１０は、撮像装置１１～１６が撮像した画像を用いてダンプ
トラック１の周辺を監視するにあたって、明暗のコントラスト差が大きい環境においても
、ダンプトラック１の周囲の対象物を第１俯瞰画像２０１又は第２俯瞰画像２０２に表示
することができる。その結果、ダンプトラック１のオペレータは、ダンプトラック１の周
囲、特に影となる領域に存在する対象物を、環境によらず、確実に視認することができる
。
【０１０８】
　このように、周辺監視システム１０は、明暗のコントラスト差が大きい環境においても
、ダンプトラック１の周囲の対象物を確実に表示する第１俯瞰画像２０１及び第２俯瞰画
像２０２を生成することができるので、オペレータの死角に存在する対象物を、第１俯瞰
画像２０１又は第２俯瞰画像２０２によって確実に視認できるようにすることができる。
したがって、周辺監視システム１０は、上述したような、鉱山で用いられる非常に大型の
ダンプトラック１の周辺を監視する際に非常に有効である。すなわち、ダンプトラック１
は、非常に大きい影となる領域を形成する場合があり、かつ影となる領域を自身で作りな
がら移動し、さらにベッセル４の昇降によって影となる領域が大きく変化し、また、死角
となる領域が大きい。周辺監視システム１０は、このようなダンプトラック１において、
ダンプトラック１の周囲の対象物を確実に表示する第１俯瞰画像２０１又は第２俯瞰画像
２０２を生成して、ダンプトラック１のオペレータにダンプトラック１の周囲の正確な情
報を提供できる。また、周辺監視システム１０は、赤道直下のような日向と日陰との照度
差が非常に大きくなるような場所で稼働するダンプトラック１に対して、ダンプトラック
１のオペレータにダンプトラック１の周囲の正確な情報を提供できる。
【０１０９】
　以上、本実施形態を説明したが、上述した内容により本実施形態が限定されるものでは
ない。また、上述した構成要素には、当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のも
の、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。さらに、上述した構成要素は適宜組み合わせ
ることが可能である。さらに、本実施形態の要旨を逸脱しない範囲で構成要素の種々の省
略、置換又は変更を行うことができる。
【符号の説明】
【０１１０】
１　ダンプトラック
２　車体部
２Ｌ　前部
２ｃ、２ｄ　ラダー
２ｅ　手すり
２ｆ　フレーム
３　キャブ
４　ベッセル
４Ｔ、４Ｔ１　後端
４ＴＰ　ベッセル後部
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５　前輪
６　後輪
６ＬＩ、６ＬＯ、６ＲＩ、６ＲＯ　車輪
１０　作業車両用周辺監視システム（周辺監視システム）
１１、１２、１３、１４、１５、１６　撮像装置
２１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８　レーダ装置
３１　運転席
３９　画像切替スイッチ
５０　モニタ
１００　コントローラ
１１０　俯瞰画像合成部
１２０　カメラ画像切替・視点変換部
１３０　対象物位置情報生成部
１４０　ベッセル画像生成部
１５０　表示制御部
２１０　対象物情報収集部
２２０　対象物処理部

【図１】 【図２】
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