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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車の後方を撮像するカメラと、
　このカメラで撮像した後方画像を通常画像又は俯瞰画像に編集する画像編集部と、
　前記通常画像又は俯瞰画像をドライバーに表示する表示部と、
　前記通常画像に基づいて前記自車の後方の駐車枠を検出する駐車枠検出部と、
　前記自車が当該駐車枠に対して予め定められた範囲の平行の状態で後退進行しているか
否かを判定する平行判定部と、
　前記平行での前記駐車枠への進入開始を判定すると共に当該進入開始位置からの進入距
離を算出する進入距離算出部と、
　前記進入距離が予め定められた切替距離に至った際に前記通常画像を前記俯瞰画像に切
り替える切替制御部とを備え、
　前記駐車枠検出部が、前記駐車枠を構成する路面の白線を認識すると共に当該認識した
白線の自車に対する傾斜角を算出する白線認識処理を備え、
　前記平行判定部が、前記傾斜角に基づいて予め定められた第１条件にて前記平行を判定
する当初判定処理と、バックギア信号の受信後最初に平行と判定した後には前記第１条件
より緩い第２条件にて前記平行又は非平行を判定する継続判定処理とを備え、
　前記進入距離算出部が、前記第２条件にて平行と判定されている際に前記進入距離を継
続して算出する一方、前記非平行と判定された際には当該進入距離の算出をリセットする
算出制御処理を備えた、
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　ことを特徴とする後方画像表示切替装置。
【請求項２】
　前記継続判定処理が、前記平行と判定する傾斜角の範囲について、前記第１条件の角度
範囲よりも第２条件の角度範囲を大きくする処理と、当該第２条件による角度範囲では非
平行となる傾斜角又は白線認識の不能であっても予め定められた猶予期間中は平行と判定
する処理と、
　を備えたことを特徴とする請求項１記載の後方画像表示切替装置。
【請求項３】
　自車のバックギア信号を受信中、予め定められた一定の傾き検出周期にて駐車枠を構成
する路面の白線を認識すると共に当該認識した白線の自車に対する傾斜角を算出する工程
と、
　最新の前記傾斜角に基づいて前記駐車枠と自車とが予め定められた第１条件にて平行で
あるか否かを判定すると共に当該第１条件にて平行となった際に当該自車の前記駐車枠へ
の進入距離の算出を開始する工程と、
　前記第１条件で平行と判定された後には、最新の前記傾斜角に基づいて前記第１条件よ
り緩い第２条件にて前記平行又は非平行を判定する工程と、
　前記第２条件にて平行と判定されている間には前記進入距離を継続して算出する一方、
前記非平行と判定された際には当該進入距離の算出をリセットする工程と、
　前記進入距離が予め定められた切替距離に至った際に通常画像を俯瞰画像に切り替える
工程と
　を備えたことを特徴とする後方画像表示切替方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、俯瞰画像への切り替え機能を有する駐車用バックカメラ（後方確認用のカメ
ラ）において、駐車動作中に適切なタイミングで通常画像から俯瞰画像へ自動で切り替え
を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、四輪車の運転を支援するために、死角を含む車外を撮影して表示部に表示し、ま
た何らかの逸脱の可能性を探知して警報する等の技術開発がなされている。この運転支援
に適用する技術として、カメラで撮影した画像の輝度分布を用いて一定の検出や判定を行
う画像処理の手法がある。また、運転支援として、駐車場への駐車の支援がなされており
、駐車位置を示す白線の検出や、輪止の検出がなされている。
【０００３】
　特許文献１には、輪止の相対位置を測定することを目的として、後方を撮影した画像か
らエッジを抽出して、ハフ変換により直線パラメータを検出し、予め記憶された輪止イメ
ージと比較することで（段落０００８）、輪止の位置を検出する手法が開示されている。
　特許文献２には、レーザ光を路面上にラインで走査させるようにパターン光として照射
し、撮影し、その路面に生成される図形（形状）を予め準備した基準となるデータと比較
することで（段落００１０）、輪止の存在を判定する手法が開示されている。
　特許文献３には、輪止の検出を目的として、後方を撮影した画像を俯瞰画像に変換して
、俯瞰画像中の対象物の移動距離を算出し、移動距離が大きい対象物を輪止と判定するこ
とを図る手法（段落００４６）が開示されている。
【０００４】
　また、駐車用バックカメラは、近時、カメラの光軸を画像の中心として広角歪みを補正
しまたは補正しない通常画像と、路面の法線方向を画像の中心として上部から路面を撮像
したかのような俯瞰画像とを取り扱い、駐車動作の局面に応じたドライバーの操作に従っ
てこの通常画像と俯瞰画像とを切り替える機能を有している。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2004-114840号公報
【特許文献２】特開2004-276807号公報
【特許文献３】特開2008-99136号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１では、多様な駐車場で様々な気候や日射量の変化に対応して安定して輪
止を検出することができない。特に、輪止がコンクリートで作られている際には、駐車枠
などの白線と異なり、路面との輝度差を得ることが難しく、良好なエッジ情報を得ること
ができない。
　上記特許文献２では、パターン光を投影するための光源が必要であり、超音波センサを
使用する従来例等と同様に、新たな機器の追加が必要となってしまう。
　上記特許文献３では、俯瞰画像で画像中の対象物の同一性を判定し、その移動を捉えよ
うとするが、そもそも２つの画像で対象物が同一であるという判定をすることが難しい。
また、この手法では、時間的にずれた２画像がなければ輪止を検出できず、リアルタイム
に検出することができない。
【０００７】
　このように、上記従来例では、画像処理による輪止めの検出が困難である。また、駐車
スペースには必ずしも輪止などが設置されているとは限らず、設置されている場合も輪止
の形態はさまざまであり、その全てを検出することは困難である。
　さて、俯瞰画像を利用すると、自車の後方から駐車枠に進行しつつ駐車する駐車動作に
て、輪止めがある際には輪止めの位置と自車との位置関係を把握しやすく、輪止めが無い
場合でも駐車枠の後端と自車との位置関係を把握しやすい。
　しかし、駐車動作中は、ドライバーが確認し、操作する事項が多いため、通常画像から
俯瞰画像への切り替え操作は煩雑となってしまう。さらに、俯瞰画像を利用した駐車動作
に不慣れな際には、駐車動作中、俯瞰画像を参考とすべきタイミングをつかみづらい。
　このため、俯瞰画像への切替を自動化することが望まれるが、輪止めなど駐車枠の位置
等を画像処理で検出することが難しく、従って、従来例及びその組み合わせでは、俯瞰画
像に切り替えるべきタイミングを検出することができない、という不都合があった。
【０００８】
　［課題１］このように、上記従来例では、駐車動作中に通常画像から俯瞰画像へ自動的
に切り替えることができない、という不都合があった。
【０００９】
　［発明の目的］本発明の目的は、輪止めの有無等にかかわらず駐車動作中の適切なタイ
ミングで通常画像から俯瞰画像へ自動的に切り替えることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　［着眼点］本発明の発明者は、駐車枠の後端側（輪止め側）ではなく、入り口側での何
らかの位置を検出し、その位置を基準として判定処理を開始すると良い、という点に着目
した。そして、俯瞰画像に切り替えるべきタイミングの調節の仕方を工夫することで、上
記課題を解決できるのではないか、との着想に至った。
【００１１】
　［課題解決手段１］　本発明は、自車の後方を撮像するカメラと、このカメラで撮像し
た後方画像を通常画像又は俯瞰画像に編集する画像編集部と、前記通常画像又は俯瞰画像
をドライバーに表示する表示部と、前記通常画像に基づいて前記自車の後方の駐車枠を検
出する駐車枠検出部と、前記自車が当該駐車枠に対して予め定められた範囲の平行の状態
で後退進行しているか否かを判定する平行判定部と、前記平行での前記駐車枠への進入開
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始を判定すると共に当該進入開始位置からの進入距離を算出する進入距離算出部と、前記
進入距離が予め定められた切替距離に至った際に前記通常画像を前記俯瞰画像に切り替え
る切替制御部とを備えている。
　また、前記駐車枠検出部が、前記駐車枠を構成する路面の白線を認識すると共に当該認
識した白線の自車に対する傾斜角を算出する白線認識処理を備えている。
　さらに、前記平行判定部が、前記傾斜角に基づいて予め定められた第１条件にて前記平
行を判定する当初判定処理と、バックギア信号の受信後最初に平行と判定した後には前記
第１条件より緩い第２条件にて前記平行又は非平行を判定する継続判定処理とを備えてい
る。
　そして、前記進入距離算出部が、前記第２条件にて平行と判定されている際に前記進入
距離を継続して算出する一方、前記非平行と判定された際には当該進入距離の算出をリセ
ットする算出制御処理を備えた、という構成を採っている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、本明細書の記載及び図面を考慮して各請求項記載の用語の意義を解釈し、各
請求項に係る発明を認定すると、各請求項に係る発明は、上記背景技術等との関連におい
て次の有利な効果を奏する。
【００１３】
　［発明の作用効果１］ 課題解決手段１の後方画像表示切替装置は、平行判定部が、自
車が当該駐車枠に対して予め定められた範囲の平行の状態で後退進行しているか否かを判
定し、進入距離算出部が、平行での前記駐車枠への進入開始を判定すると共に当該進入開
始位置からの進入距離を算出するため、平行に進入した位置を基準として、駐車枠に進入
した距離情報を得ることができる。さらに、切替制御部が、進入距離が予め定められた切
替距離に至った際に前記通常画像を前記俯瞰画像に切り替えるため、駐車枠に進入してか
ら一定距離進入したタイミングで、俯瞰画像に切り替えることができる。
　従って、輪止め等がなくとも、画像処理のみで適切なタイミングで俯瞰画像に切り替え
ることができる。
　そして、当初判定処理が、前記傾斜角に基づいて予め定められた第１条件にて前記平行
を判定し、継続判定処理が、バックギア信号の受信後最初に平行と判定した後には前記第
１条件より緩い第２条件にて前記平行又は非平行を判定するため、平行の判定にヒステリ
シスを持たせることができ、これにより、撮像環境や操舵の相違に対応して走行距離の算
出を安定して行い、従って、俯瞰画像への自動切り替えを安定して行うことができる。
　また、俯瞰画像のドライバーへの表示は、駐車枠に明確な輪止めがないなど後端側の状
態に不明な点がある際により有効であるところ、本発明は駐車枠の入り口側にて進入開始
位置を特定し、そこからの進入距離で俯瞰画像への自動切り替えを制御するため、駐車枠
の後端側にて画像処理や距離センサ等の対象となる明確な物体や輝度差がなくても、俯瞰
画像への切り替えを自動化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態の構成例を示すブロック図である。（実施例１）
【図２】実施例１のハードウエア資源の構成例を示すブロック図である。（実施例１）
【図３】自車へのカメラの設置例を示す側面図である。（実施例１から２）
【図４】自車へのカメラの設置例を示す平面図である。（実施例１から２）
【図５】実施例１での切替制御処理の一例を示すフローチャートである。（実施例１）。
【図６】図６（Ａ）から（Ｄ）は駐車動作と角度範囲、進入距離及び切替距離等との関係
例を示す説明図である。（実施例１）
【図７】通常画像の一例を示す説明図である。（実施例１）
【図８】図７に示した通常画像を線図とした一例を示す説明図である。（実施例１）
【図９】俯瞰画像の一例を示す説明図である。（実施例１）
【図１０】図９に示した俯瞰画像を線図とした一例を示す説明図である。（実施例２）
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【図１１】実施例１での切替制御処理の詳細例を示すフローチャートである。（実施例１
）
【図１２】実施例２の構成例を示すブロック図である。（実施例２）
【図１３】実施例２にてデータを記録する際の動作例を示すブロック図である。（実施例
２）
【図１４】実施例２にてデータを再生する際の動作例を示すブロック図である。（実施例
２）
【図１５】実施例２の音声信号I/Fの構成例を示す回路図である。（実施例２）
【図１６】図１５に示す回路の出力信号と、再生した車速パルスとの一例を示す波形図で
ある。（実施例２）
【図１７】ビデオカメラから出力される音声信号の一例を示す波形図である。（実施例２
）
【図１８】ザグによる偽パルスが含まれる、時定数等によりその影響を排除した車速パル
ス信号との一例を示す波形図である。（実施例２）
【図１９】実施例２の単安定マルチバイブレータの構成例を示すフローチャートである。
（実施例２）
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　発明を実施するための最良の形態として、２つの実施例を開示する。実施例１は後方画
像表示切替装置及び方法であり、実施例２はオフラインデバッグ装置である。実施例１か
ら２までを含めて実施形態という。
　実施例２のオフラインデバッグ装置は、実施例１の後方画像切替制御装置等を開発する
際に有用なデバッグ装置である。
【実施例１】
【００１６】
＜1 後方画像表示切替装置＞
＜1.1 所定距離の平行進入＞
　まず、本実施形態の実施例１を開示する。実施例１は、駐車動作を操作するドライバー
を支援するために、俯瞰画像OIへの切り替えを自動化するものである。
　後方画像表示切替装置は、その主要な要素として、図１に示す例では、カメラ１０と、
画像編集部１２と、表示部１４と、駐車枠検出部１６と、平行判定部１８と、進入距離算
出部２０と、切替制御部２２とを備えている。
【００１７】
　カメラ１０は、自車MTの後方を連続的に撮像し、後方画像BIを生成する。このカメラ１
０は、後方画像BIの情報量を多くするために、広角レンズを有すると良い。
　画像編集部１２は、カメラ１０で撮像した後方画像BIを通常画像NI又は俯瞰画像OIに編
集する。通常画像NIは、カメラ１０が設置された角度にて自車MTの後方を撮像した画像で
ある。カメラ１０が広角レンズを有する例では、通常画像NIは広角画像となるか、または
、広角歪みを一定程度補正した画像とする。広角画像の場合、駐車枠検出部１６にて使用
される画像は、駐車枠PAを示す白線WL部分までの歪みを除去した画像とすることが望まし
い。
　表示部１４は、運転席から視認可能な位置に配置され、前記通常画像NI又は俯瞰画像OI
をドライバーに表示する。この表示部１４は、ナビゲーションシステム等の他の機器の表
示部１４と共用としても良い。
【００１８】
　駐車枠検出部１６は、前記通常画像NIに基づいて前記自車MTの後方の駐車枠PAを検出す
る。
　平行判定部１８は、前記自車MTが当該駐車枠PAに対して予め定められた範囲の平行PLの
状態で後退進行しているか否かを判定する。この平行PLの判定は、カメラ１０の設置角度
と、後方画像BI中の駐車枠PAの角度とから自車MTの駐車枠PAに対する角度を算出すること
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ができる。
【００１９】
　進入距離算出部２０は、前記平行PLでの前記駐車枠PAへの進入開始を判定すると共に、
当該進入開始位置EPからの進入距離TDを算出する。すなわち、進入距離算出部２０は、平
行PLとなった位置を進入開始位置EPとして、この進入開始位置EPからの進入距離TDを算出
する。
【００２０】
　そして、切替制御部２２は、前記進入距離TDが予め定められた切替距離CDに至った際に
前記通常画像NIを前記俯瞰画像OIに切り替える。切替距離CDは、駐車枠PAの長手方向STの
一般的な距離や、自車MTの車長などに基づいて定めると良い。
【００２１】
　図２を参照すると、本実施例１の後方画像表示切替装置は、ハードウエア資源の構成と
して、カメラ１０と、コントローラー６０と、メモリー６２と、表示部１４と、センサ群
とを備えている。センサ群としては、車速センサ３４と、ギアポジションセンサ３６と、
操舵角センサ３８とを備えている。
【００２２】
　コントローラー６０は、例えばFPGA（Field Programmable Gate Array）やマイコンを
使用することができる。このFPGAは、カメラ１０からの後方画像BIを実時間で処理するこ
とができる。このコントローラー６０は、図１に示す画像編集部１２、駐車枠検出部１６
，平行判定部１８、進入距離算出部２０、そして、切替制御部２２として機能する。
【００２３】
　車速センサ３４は、自車MTの速度を測定し、例えば車速パルスVPを出力する。車速セン
サ３４としては、車速を検出するためのセンサでなくとも、車輪の回転に伴い信号が出力
されるようなセンサであれば良い。従って、例えば、ＡＢＳ用車輪速センサを本実施例１
での車速センサ３４として使用することができる。
　ギアポジションセンサ３６は、自車MTのギアポジションを測定し、例えばバックギアの
際にバッグギア信号BSを出力する。
　操舵角センサ３８は、自車MTのハンドルの回転角度を測定し、操舵角θAを出力する。
【００２４】
　図３及び図４を参照すると、カメラ１０は、自車MTの後部上方に設置され、自車MTの後
端から自車MTの後方を撮像する。図４に示すように、駐車枠PAは白線WLに囲まれた領域で
ある。
　駐車枠PAの長手方向STは、駐車枠PAを矩形で近似した際に長辺（となる白線WL）と平行
な方向であり、通常、自車MTがハンドル操舵のない際に直進をする方向である。この駐車
枠PAの長手方向STに直交する左右方向LRは、駐車枠PAがある実空間にて駐車枠PAの後端や
輪止と平行な方向である。長手方向STと、左右方向LRの定義は、実空間での方向を基準と
する。カメラ１０の設置位置及び姿勢や、カメラ１０が広角レンズを有する際の後方画像
BIの歪みなどによっては、後方画像BI内では長手方向STと左右方向LRとが直交しないこと
も、画像の左右方向（例えば、x軸に平行な方向）と左右方向LRとが平行とはならないこ
ともある。
【００２５】
　本実施例１の平行判定部１８による平行PLの判定は、この長手方向STの直線と、自車MT
の進行方向の直線とが平行PLであるか否かの判定である。図４に示す例では、長手方向ST
と、白線WLと、自車MTとが平行PLとなっている。
【００２６】
・本実施例１の駐車枠検出部１６は、前記駐車枠PAを構成する路面RSの白線WLを認識する
と共に当該認識した白線WLの自車MTに対する傾斜角θを算出する白線認識処理３１を備え
ると良い。白線認識処理３１は、後方画像BIを微分することでエッジを抽出し、これをハ
フ変換することで後方画像BI中の直線を画像処理により抽出することができる。抽出した
直線についてさらにその他の条件への適合等を判定することで、駐車枠線となる白線WLを



(7) JP 5327630 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

検出する。他の条件としては、例えば、左右の白線WLの間隔が1.8 [ｍ] から2.8 [ｍ] で
、平行であることなどである。
　そして、後方画像BIの座標系は実空間の座標系と関連しているため、平行判定部１８は
、自車MTと白線WLとの角度を求めることで、この白線WLに対する自車MTの傾き（傾斜角θ
）を算出することができる。
【００２７】
　一方、後方画像BIに撮像される白線WLがかすれていたり、短い場合などでは、平行PLの
判定が不能となることもある。これらの場合には、駐車枠PAに対する自車MTの傾きを検出
できなくなってしまう。このため、一度平行PLを検出した後、検出不能となった場合には
、例えば0.5秒間だけ直前の検出結果を継続すると良い。この直前の検出結果の継続によ
り検出の繰り返しの安定性が向上する。
【００２８】
　特に、駐車動作の後半では、カメラ１０に写る駐車枠PAの白線WLが短くなるため、平行
PLの判定が不安定（小さく変わる）となる。このため、駐車動作時に、傾きが大きいとこ
ろから傾き0（平行PL）までの検出結果と、平行PLから再び傾く場合の検出にヒステリシ
ス特性を持たせ、傾き検出結果が安定するようにすると良い。この対策により不検出を削
減することができる。ヒステリシス特性としては、例えば、傾き検出を7段階（平行PL＋
左右3段階）とし、大きい傾きから平行PLとなる方向では、1段階ずつ傾き検出結果を更新
し、一方、一度平行PLになった後は、2段階傾かない限り、検出結果を平行PLに固定する
と良い。
　また、平行PLの判定に際して、ハンドルの操舵角θAを参照するようにしても良い。
【００２９】
　図５を参照すると、実施例１の後方画像表示切替装置は、まず、駐車枠検出部１６が、
駐車枠PAを検出する（ステップS1）。次に、平行判定部１８が、自車MTと駐車枠PAの長手
方向STとが平行PLの範囲であるか否かを判定する（ステップS2）。例えば、駐車枠PAの長
手方向STと自車MTとが成す角度が予め定められた角度以内の場合に、平行PLと判定する。
平行では無い場合、駐車枠PAの検出処理S1に戻る。
【００３０】
　最初に平行PLと判定された際には、進入距離算出部２０は、その位置を進入開始位置EP
として、進入距離TDを算出する（ステップS3）。平行PLとの判定が継続している際には、
さらに進入距離TDを算出する。そして、進入距離TDが切替距離CDと等しいか、進入距離TD
が長くなると（ステップS4）、俯瞰画像OIへの切り替え制御をする（ステップS5）。一方
、進入距離TDが切替距離CDより短い際には、ステップS1に戻り、駐車枠PAを検出し(S1)、
平行PLの際には(S2)、進入距離TDを算出する(S3)。進入距離TDの算出を開始後、平行PLで
はなくなると、進入距離TDの算出をクリアし、改めて平行PLとなるまで進入距離TDを０と
すると良い。
【００３１】
　俯瞰画像OIの表示後、続いて、俯瞰表示終了とする条件を満たすか否か判定する（ステ
ップS6）。俯瞰表示終了とする条件は、例えば、バックギアの選択が解除された際や、俯
瞰画像OIへの切替後一定時間（5秒）の経過などである。
　切替制御部２２は、予め定められた俯瞰表示終了の条件が満たされた際には、通常画像
NIに復帰させる（ステップS7）。
【００３２】
　また、図５に示す処理の実行中、ドライバーから俯瞰画像OIへの表示切替信号や、通常
画像NIへの表示切替信号を受信した際には、ドライバーからの指示を優先して表示切替を
行う。すなわち、いずれの場合もドライバーによる切り替えスイッチ操作を優先するため
、本機能のオーバーライドを可能とする。
【００３３】
　図５に示す処理を図６から図８を参照して再度説明する。
　図６（Ａ）を参照すると、後方からの駐車動作では、駐車枠PAを示す左右の白線WLを目
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安として、バックギアとし、ハンドル操作をしながら駐車枠PAに進行する。駐車枠検出部
１６は、バックギア信号BSを受信すると、駐車枠PAの検出を開始すると良い(ステップS1)
。
【００３４】
　そして、図６（Ｂ）に示すように、自車MTと駐車枠PAの長手方向STとの成す角（傾斜角
θ）が一定の角度より小さく、平行PL状態となる。図６（Ｂ）に示す例では、傾斜角θが
、角度範囲θS以下となった際に平行PLと判定する(ステップS2)。
【００３５】
　図６（Ａ）に示す非平行NPL状態から、図６（Ｂ）に示す平行PL状態に最初に変化した
際、その位置を進入開始位置EPとし、進入距離TDの算出を開始する（ステップS3）。そし
て、さらに駐車動作が継続され、自車MTが後方に進行すると、進入距離算出部２０は、継
続して進入距離TDを算出する。切替制御部２２は。図６（Ｄ）に示すように、進入距離TD
が切替距離CDより長くなった際に、図７及び図８に示す通常画像NIを図９及び図１０に示
す俯瞰画像OIに切り替える（ステップS5）。
【００３６】
　さらに、駐車動作が完了し、例えばギアポジションがバックギアからニュートラルやパ
ーキング等に変更された際に、俯瞰表示終了の条件を満たしたとして（ステップS6）、通
常画像NIに復帰させる（ステップS7）。
【００３７】
　図７及び図８に示す通常画像NIは、切替直前の通常画像NIであり、図９及び図１０に示
す俯瞰画像OIは、切替直後の俯瞰画像OIである。図７から図１０に示す例では、駐車枠PA
の後端（壁、縁石など）まで約1.5 [m] 程度（距離表示線LNAが実空間で2 [m]、距離表示
線LNBが実空間で2 [m]）の位置で俯瞰表示への切り替えができている。
【００３８】
・1.1 所定距離の平行進入の効果
　上述のように、進入距離算出部２０が、平行PLとなった位置を進入開始位置EPとして、
この進入開始位置EPからの進入距離TDを算出し、切替制御部２２が、前記進入距離TDが予
め定められた切替距離CDに至った際に前記通常画像NIを前記俯瞰画像OIに切り替えるため
、輪止め等がなくとも、画像処理のみで適切なタイミングで俯瞰画像OIに切り替えること
ができる。
　そして、駐車枠PAを検出し、自車MTが平行PLとなった時点から、測距するため、駐車時
以外の後退での誤動作を防止することができる。
【００３９】
＜1.2 車速パルス数＞
　再度図１を参照すると、好適な例では、前記進入距離算出部２０が、前記自車MTの車速
パルスVPをカウントすることで前記進入距離TDを算出する車速パルスカウント処理２４を
備えている。車速パルスカウント処理２４は、自車MTと駐車枠PAとがほぼ平行PLとなった
位置から車速センサ３４の車速パルスVPをカウントすることで、進入距離TDを推定する。
　そして、進入距離TDと切替距離CDとを距離の単位ではなく、車速パルスVPのパルス数で
定義し、例えば、車速パルスVPのカウント数がしきい値（例えば4）以上となったとき、
俯瞰表示に自動的に切り替えるようにしても良い。
【００４０】
　このしきい値は、例えば、次のような計算で求めることができる。
　仮に、駐車時の平均車速が2 [km/h] とすると、約0.55 [m/s]である。
　駐車枠前後方向を4.5 [m] として、1/3程度入ったところで、駐車枠PAと車とが平行PL
になるとすると、進入開始位置EPは駐車枠PAの入り口から1.5 [m]、残りは3 [m] となる
。
　駐車枠PAの後端1.5 [m] で俯瞰表示に切り替えると、残り1.5 [m] となる。
【００４１】
　平行PLになった後の駐車動作の所要時間は車速を2 [km/h] として約2.7秒となる。



(9) JP 5327630 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

　2 [km/h] 時の車速パルスVPのパルス周期を例えば706.436 [ms] とすると2.7秒間のパ
ルス数は3.8であり、およそ4パルスとなる。
　車速パルスVPは1 [km/h] 以上の場合にはパルス周波数と車速とは比例関係なので、4パ
ルスの設定で良い。
　以上より、俯瞰への切り替え時の車速パルスカウント数は4カウント前後が好ましい。
もちろん、より早く切り替えたい場合や、より遅く切り替えたい場合などは、このカウン
ト数を調整することで、切り替えのタイミングを変更することができる。
【００４２】
・1.2 車速パルス数の効果
　上述のように、車速パルスカウント処理２４が、自車MTの車速パルスVPをカウントする
ことで前記進入距離TDを算出するため、新規センサを不要としつつ、俯瞰画像OIへの切り
替えを自動化することができる。すなわち、車両に元からついているセンサを使用するこ
とで、新規にセンサを追加しなくて良い。
　そして、車速パルスVPのカウント数がしきい値以上となった際に、画面表示を自動的に
切り替えるため、適切なタイミングでの表示画像の切り替えが可能となる。
【００４３】
＜1.3 当初カウント無効時間＞
　駐車動作中、切り返し時などは、駐車枠PAに対して、早い段階で自車MTが平行PLとなる
ことも想定される。この課題に対して、再度図１を参照すると、前記進入距離算出部２０
が、前記自車MTのバックギア信号BSを受信した直後には予め定められた開始待機時間WTS
の経過後に当該進入距離TDの算出を開始するカウント待機処理２６を備えている。
　カウント待機処理２６は、ギアをバック（リバース）に切り替え後、開始待機時間WTS(
例えば2秒)は、車速パルスVPをカウントしないようにすることで、切り返し時の俯瞰画像
OIへの表示切替タイミングを適正にすることができる。
　この開始待機時間WTSの間は、通常の駐車動作では、車両が転回後進している時間に含
まれるため、通常の駐車動作への影響はない。
　ギアをバックに切り替えたことは、別途バックギア信号BSを入力しても良いし、システ
ムの電源をバックギア信号BSより取得しても良い。
【００４４】
・1.3 当初カウント無効時間の効果
　上述のように、カウント待機処理２６が、自車MTのバックギア信号BSを受信した直後に
は予め定められた開始待機時間WTSの経過後に当該進入距離TDの算出を開始するため、切
り返し操作時に駐車枠PAと平行PLとなっても進入開始位置EPとは判定せず、開始待機時間
WTSの経過を待機することができ、これにより、俯瞰画像OIへの切替タイミングのズレを
防止することができる。すなわち、ギアバック信号の受信から一定時間（開始待機時間WT
S）の車速パルスカウント無効時間を設けることで、切り返し操作時の表示切替タイミン
グのズレを補正することができる。
【００４５】
＜1.4 二段階の平行判定処理＞
　再度図１を参照すると、前記駐車枠検出部１６が、白線認識処理３１を備えている。白
線認識処理３１は、自車MTと駐車枠PAの白線WLとの傾斜角θを算出する。
　そして、前記平行判定部１８が、当初判定処理２８と、継続判定処理３０とを備えてい
る。さらに、進入距離算出部２０が、算出制御処理３２を備えている。
　当初判定処理２８は、前記傾斜角θに基づいて予め定められた第１条件にて前記平行PL
を判定する。この第１条件で平行PLと判定した位置が、進入開始位置EPとなる。
　継続判定処理３０は、バックギア信号BSの受信後最初に平行PLと判定した後には、前記
第１条件より緩い第２条件にて前記平行PL又は非平行NPLを判定する。この第２条件を満
たす平行PLの間、進入距離TDが算出される。
　算出制御処理３２は、前記第２条件にて平行PLと判定されている際に前記進入距離TDを
継続して算出する一方、前記非平行NPLと判定された際には当該進入距離TDの算出をリセ



(10) JP 5327630 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

ットする。第２条件にて非平行NPLと判定された際には、駐車動作が中止・中断されたと
判定して、俯瞰画像OIへの切り替えに繋がる進入距離TDの算出をリセットする。例えば、
車速パルスVPをカウントしていた際には、カウント値を０とする。
【００４６】
　再度図６（Ｂ）を参照すると、前記継続判定処理３０は、前記平行PLと判定する傾斜角
θの範囲について、前記第１条件の角度範囲θSよりも第２条件の角度範囲θBを大きくす
る。この第２条件の角度範囲θBを大きくすることで、自車MTが後退して検出可能な白線W
Lが短く平行PLの判定が若干不安定となっても、継続した平行PLの判定が可能となる。こ
の第１条件の角度範囲θSと、第２条件の角度範囲θBとの設定は、駐車動作時に、傾きが
大きいところから傾き0（平行PL）までの検出結果と、平行PLから再び傾く場合の検出に
ヒステリシス特性を持たせる際の一例となっている。
　第１条件の角度範囲θSとしては、例えば、±3.2度とすると良い。
【００４７】
　また、継続判定処理３０は、当該第２条件による角度範囲θBでは非平行NPLとなる傾斜
角θであっても、予め定められた猶予期間WTD中は平行PLと判定するようにしても良い。
これにより、平行PL判定の精度低下による誤判定や、自車MTが後退して白線WL自体の認識
が不能となる状態が生じても、その誤判定や認識不能が短時間であれば、平行PLとの判定
を継続することができる。
【００４８】
　猶予期間WTDは、一度平行PLと判定された後、(ヒステリシス処理を含めても）平行PLで
なくなった場合、例えば、0.5秒間とすると良い。また、平行PLの状態から白線WLを見失
った場合（白線WLが短い場合や認識できない場合に対応）は、例えば、1秒間とすると良
い。
【００４９】
　図１１を参照すると、自車MTのバックギア信号BSを受信し、上記開始待機時間WTSが経
過した後（ステップS11）、予め定められた一定の傾き検出周期PDにて駐車枠PAを構成す
る路面RSの白線WLを認識すると共に当該認識した白線WLの自車MTに対する傾斜角θを算出
する。この傾斜角θの算出は、一定の傾き検出周期PDで実行する。傾き検出周期PDは、例
えば、使用しているマイコンの処理速度にもよるが、例えば、1/15秒 (0.067秒) 周期と
する。検出の信頼性向上のために高い周期で検出する際の上限は、カメラ１０のフレーム
レートとなる(フレーム単位の処理で1/30秒、もしくは、フィールド単位で1/60秒)。
【００５０】
　そして、最新の前記傾斜角θに基づいて前記駐車枠PAと自車MTとが予め定められた第１
条件にて平行PLであるか否かを判定する（ステップS13）。さらに、当該第１条件にて平
行PLとなった際に当該自車MTの前記駐車枠PAへの進入距離TDの算出を開始する（ステップ
S14）。例えば、車速パルスVPのカウントを開始する。
【００５１】
　前記第１条件で平行PLと判定された後には、最新の前記傾斜角θに基づいて前記第１条
件より緩い第２条件にて前記平行PL又は非平行NPLを判定する（ステップS15）。前記第２
条件にて平行PLと判定されている間には前記進入距離TDを継続して算出する（ステップS1
6）。一方、前記非平行NPLと判定された際には当該進入距離TDの算出をリセットする（ス
テップS17）。
　さらに、前記進入距離TDが予め定められた切替距離CDに至った際に、前記通常画像NIを
前記俯瞰画像OIに切り替える（ステップS19）。
【００５２】
・1.4 二段階の平行判定処理の効果
　上述のように、当初判定処理２８が、前記傾斜角θに基づいて予め定められた第１条件
にて前記平行PLを判定し、継続判定処理３０が、バックギア信号BSの受信後最初に平行PL
と判定した後には前記第１条件より緩い第２条件にて前記平行PL又は非平行NPLを判定す
るため、平行PLの判定にヒステリシスを持たせることができ、これにより、撮像環境や操
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舵の相違に対応して走行距離TDの算出を安定して行い、従って、俯瞰画像OIへの自動切り
替えを安定して行うことができる。
　特に、駐車枠PAの白線WLが消えかかっていたり、汚れや、落ち葉が白線WL上に存在する
場合であっても、この平行PLの判定を安定させることで、俯瞰画像OIへの切替制御を安定
させることができる。
【実施例２】
【００５３】
＜2 オフラインデバッグ装置＞
＜2.1 音声信号として記録＞
　次に、本実施形態の実施例２を開示する。実施例２は、高い再現性下で後方画像表示切
替装置等の動作確認をすることができる環境を提供することで、後方画像表示切替装置等
の品質・信頼性をより向上させ、開発期間の短縮を促すものである。
　例えば、車速パルスVPは自車MTの実際の移動に伴い出力されるため、後方画像表示切替
装置の判定条件やパラメータなどの調整時には、実車での確認が必要となる。しかし、開
発中に常に実車を用いることは、再現性の観点などからも好ましくない。従って、予め保
存した動画データを用いてオフラインにて繰り返し同じ条件での動作確認を可能とするこ
とが望ましい。実施例２のオフラインデバッグ装置は、オフラインでカメラ１０の後方画
像BI（動画の映像）の記録と車速センサ３４の車速パルスVPとを同期して記録・再生可能
とする。
【００５４】
　このオフラインデバッグ装置に必要な機能は、カメラ１０の映像を圧縮なしで記録する
機能と、カメラ１０の映像と同期した車速パルスVPを記録再生する機能とである。これに
より、オフラインでのパラメータ調整、動作確認を可能とする。
　このオフラインデバッグ装置は、その主要な要素として、図１２に示す例では、動画記
録部４０と、振幅偏移変調部４２と、音声記録部４４と、車速パルス再生部４６とを備え
ている。
【００５５】
　動画記録部４０は、カメラ１０が撮像する動画を映像チャンネルに記録する。
　振幅偏移変調部４２は、前記動画に同期した車速パルスVPのオン・オフに応じて予め定
められた音声帯域内の搬送波CWの振幅を変調する。車速パルスVPがオン・オフの２レベル
であれば、搬送波CWの振幅もオン・オフ又は高低の二段階に変調すると良い。
　音声記録部４４は、この変調された搬送波CWを音声信号ASとして前記動画に同期して音
声チャンネルに記録する。これにより、カメラ１０の動画と、車速パルスVPとを同期して
記録することができる。動画記録部４０及び音声記録部４４は、例えば、DV形式等のビデ
オカメラ５０を使用すると良い。
　さらに、車速パルス再生部４６は、この音声記録部４４に記録された音声信号ASを復調
することで前記車速パルスVPを再生する。これにより、カメラ１０の動画と車速パルスVP
とを同期して再生することができ、従って、再現性の高い状態で後方画像表示切替装置の
動作確認などを行うことができる。
【００５６】
　図１３に示す例では、振幅偏移変調部４２は、搬送波生成部５２と、ANDゲート５４と
を備えている。
　搬送波生成部５２は、ビデオカメラ５０の音声帯域内のパルス信号（例えば、10 [kHz]
 厳密には繰り返し周波数）を搬送波CWとして生成する。ANDゲート５４は、搬送波CWを例
えば1 [Hz] の車速パルスVPでゲートすることにより、車速パルスVPをビデオカメラ５０
の音声信号ASとして記録可能な信号へ変換する。
【００５７】
　再生時は、フィルタを通すことにより、車速パルスVPを再生することが可能である。
　図１４に示す例では、車速パルス再生部４６が、音声信号I/F４７（インタフェース）
と、単安定マルチバイブレータ４８を備えている。音声信号I/F４７は、音声信号ASを論
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理回路で扱える信号に変換する。単安定マルチバイブレータ４８は、FPGAで構成する論理
回路で実現でき、フィルタとして機能する。
【００５８】
　ビデオカメラ５０の音声信号ASから車速パルスVPを再生すると、後方画像表示切替装置
の車速パルスカウント処理２４が、この車速パルスVPをカウントし、切替制御部２２にカ
ウント結果を与える。また、画像編集部１２は、ビデオカメラ５０にて再生される動画を
編集し、通常画像NI又は俯瞰画像OIとする。そして、切替制御部２２による制御に応じて
、通常画像NI又は俯瞰画像OIを表示部１４に表示する。
　この車速パルスVP及び動画の再生により、予め録画した後方画像BIにより極めて再現性
が高い状態で後方画像表示切替装置の動作確認をすることができる。
【００５９】
　図１３に示す回路を用いて、ビデオカメラ５０に記録された音声信号ASは、図１４に示
す回路で車速パルスVPに復調・再生される。この10 [kHz] の音声信号ASは、ビデオカメ
ラ５０において帯域制限処理及び直流成分がカットされているため、10 [kHz] の正弦波
信号となる。またその信号レベルは1 [Vp-p] 程度である。このため、この音声信号ASを
論理回路で取り扱うためには、直流再生及び信号レベルの変換と、正弦波から矩形波への
変換とを行う必要がある。
【００６０】
　図１５にこの変換回路（音声信号I/F４７）の一例を示す。図１５中、ビデオカメラ５
０の音声端子（RCA端子）から入力される音声信号ASを、NPNトランジスタQ1にて直流信号
への変換及び矩形波への変換を行い、その後、NPNトランジスタQ2にてFPGA（単安定マル
チバイブレータ４８）へ入力可能な電圧(3.3 [v])へ信号レベルの変換を行っている。
【００６１】
　図１５に示す音声信号I/F４７にて直流再生、3.3 [V] へレベル変換した後、さらに、F
PGA内に構成した単安定マルチバイブレータ４８により車速パルスVPを再生（復調）する
。
【００６２】
　図１６に、音声信号I/F４７にて変換された音声信号ASOの出力波形と、FPGAで復調・再
生した車速パルスVPのパルス波形とを示す。しかし、実際は、ビデオカメラ５０から出力
される音声信号ASは連続した信号ではなく、断続したパルス信号であることと、パルス信
号の始点終点がゼロクロス点とも必ずしも一致しないため、図１７に示すように、パルス
信号の始点と終点とでザグが生じる。
【００６３】
　そのため、図１５の音声信号I/F４７が出力する音声信号ASOは後端部に、図１８に示す
ように偽のパルス（偽パルスDP）が生じる。通常、10 [kHz] で変調された車速パルスVP
を復調するための単安定マルチバイブレータ４８の時定数は100 [μsec] より大きければ
良く、ノイズなどを考慮しても3倍程度で十分であるが、この偽パルスDPの影響を排除す
るため、時定数を約6 [msec] としている。
【００６４】
　すなわち、この例では、前記車速パルス再生部４６が、前記音声信号ASのレベルが変化
した際に予め時定数で定められた一定時間オン又はオフを出力する単安定マルチバイブレ
ータ４８を備え、そして、この時定数を、前記搬送波CWの周波数に対して大きく設定して
いる。
【００６５】
　図１９を参照すると、この単安定マルチバイブレータ４８は、音声信号I/F４７が出力
する音声信号ASOを入力信号sig_inとして、この入力信号sig_inがオンであれば（ステッ
プS）、再生する車速パルスVPとなる出力信号sig_outを１とし、カウンタ値PWを０とする
。図１９中、「<=」はハードウエア記述言語でのノン・ブロッキング代入である。入力信
号sig_inがオフであれば、カウンタ値PWを調べ（ステップS23）、時定数6 [msec] に相当
するカウント値となっていれば、出力信号sig_outを０とする。一方、入力信号sig_inが
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オフとなっても、カウンタ値PWが時定数6 [msec] に相当するカウント値となっていなけ
れば、出力信号sig_outを１とする。このステップS23及びS25により、音声信号ASOは後端
部に偽パルスDPがあっても、時定数の間は強制的に出力信号sig_outを１とすることで、
図１８に示すように車速パルスVPの後端部のオン時間を長くすることができる。
　この図１９に示す処理により、正しく車速パルスVPが再生できていることを確認できた
。
【００６６】
・2.1 音声信号として記録の効果
　上述のように、実施例２によると、振幅偏移変調部４２が、動画に同期した車速パルス
VPのオン・オフに応じて予め定められた音声帯域内の搬送波CWの振幅を変調し、音声記録
部４４が、変調された搬送波CWを音声信号ASとして前記動画に同期して音声チャンネルに
記録するため、後方画像BIの動画と同期した車速パルスVPを音声信号ASとしてビデオカメ
ラ５０に記録することができる。
　さらに、車速パルス再生部４６が、音声記録部４４に記録された音声信号ASを復調する
ことで前記車速パルスVPを再生するため、予め撮影した後方画像BIと、この後方画像BIに
同期した車速パルスVPとを何度も再生することができる。このため、後方画像表示切替装
置の条件構成やパラメータを調整し、どのような動作結果となるかを、同一の映像を対象
とした高い再現性下で試験し、動作確認をすることができる。このように、実施例２では
、デバッグ環境を構築することができる。
　さらに、単安定マルチバイブレータ４８等の利用により、車速パルスVPを安定して再生
することができる。
【符号の説明】
【００６７】
１０　カメラ
１２　画像編集部
１４　表示部
１６　駐車枠検出部
１８　平行判定部
２０　進入距離算出部
２２　切替制御部
２４　車速パルスカウント処理
２６　カウント待機処理
２８　当初判定処理
３０　継続判定処理
３１　白線認識処理
３２　算出制御処理
３４　車速センサ
３６　ギアポジションセンサ
３８　操舵角センサ
４０　動画記録部
４２　振幅偏移変調部
４４　音声記録部
４６　車速パルス再生部
４７　音声信号I/F
４８　単安定マルチバイブレータ
５０　ビデオカメラ
５２　搬送波生成部
５４　ANDゲート
６０　コントローラー
６２　メモリー
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AS、ASO　音声信号
BI　後方画像
BS　バックギア信号
CD　切替距離
CW　搬送波
DP　偽パルス
EP　進入開始位置
LNA、LNB　距離表示線
LR　左右方向
MT　自車
NI　通常画像
NPL　非平行
OI　俯瞰画像
PA　駐車枠
PD　傾き検出周期
PL　平行
Q1、Q2　NPNトランジスタ
RS　路面
ST　長手方向
TD　進入距離
VP　車速パルス
WL　白線
WTD　猶予期間
WTS　開始待機時間
θ　傾斜角
θA　操舵角
θB、θS　角度範囲
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