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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載用カメラユニットにおいて、
　車両の外部イメージを撮像するように構成されたイメージセンサと、
　操向角度に対する制御地点の組が格納され、該格納された制御地点の組から要求される
操向角度に対するベジエ曲線の制御地点がロードまたは計算され、複数のノードを生成す
るように構成され、前記操向角度に対する制御地点の組は、ルックアップテーブルの形態
で格納され、要求される操向角度に対するデータが前記ルックアップテーブル内に格納さ
れていない場合、前記ベジエ曲線の制御地点は前記ルックアップテーブルに格納された制
御地点の組から補間法によって計算される、インターフェース制御器と、
　前記インターフェース制御器にて計算された複数のノードの座標を伝達し、互いに隣接
したノードをラインセグメントによって結んでドライビングコリドーマークを生成し、該
生成されたマークが前記イメージセンサによって撮像されたイメージと重ね合せられるよ
うに構成されるイメージ処理デバイスと、
　を含むことを特徴とする車載用カメラユニット。
【請求項２】
　前記イメージセンサ、前記インターフェース制御器及び前記イメージ処理デバイスは、
いずれも一つのカメラユニット内に設けられる構成要素であることを特徴とする請求項１
に記載の車載用カメラユニット。
【請求項３】
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　前記複数のノードが、
　Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）２＋Ｘ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｘ２ｔ２

　Ｙ（ｔ）＝Ｙｏ（１－ｔ）２＋Ｙ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｙ２ｔ２

　によって定義される２次ベジエ曲線にて計算され、ここで、Ｘ０、Ｙ０、Ｘ１、Ｙ１、
Ｘ２、Ｙ２は制御地点の座標であり、ｔは［０，１］範囲で変化するパラメータであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の車載用カメラユニット。
【請求項４】
　前記複数のノードが、
　Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）３＋Ｘ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｘ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｘ３ｔ
３

　Ｙ（ｔ）＝Ｙ０（１－ｔ）３＋Ｙ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｙ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｙ３ｔ
３

　によって定義されるキュービックベジエ曲線にて計算され、ここで、Ｘ０、Ｙ０、Ｘ１

、Ｙ１、Ｘ２、Ｙ２、Ｘ３、Ｙ３は制御地点の座標であり、ｔは［０，１］範囲で変化す
るパラメータであることを特徴とする請求項１に記載の車載用カメラユニット。
【請求項５】
　前記インターフェース制御器から計算され、前記イメージ処理デバイスに伝送された複
数のノードの座標のうち、互いに隣接したノードを結ぶラインセグメントが、ブレセンハ
ムのラインアルゴリズムによって計算されることを特徴とする請求項１～４のうちのいず
れか一つに記載の車載用カメラユニット。
【請求項６】
　前記操向角度の変化に対する信号を送受信するインターフェース送受信器をさらに含み
、前記インターフェース送受信器は、前記インターフェース制御器の外部に別途に設けら
れるか、または前記インターフェース制御器の一部であることを特徴とする請求項１～４
のうちのいずれか一つに記載の車載用カメラユニット。
【請求項７】
　前記イメージ処理デバイスによって生成されたマークが重ね合せられたイメージを外部
モニタに伝達するためのアナログ信号エンコーダをさらに含み、前記アナログ信号エンコ
ーダは、前記イメージ処理デバイスの外部に別に設けられるか、または前記イメージ処理
デバイスの一部であることを特徴とする請求項１～４のうちのいずれか一つに記載の車載
用カメラユニット。
【請求項８】
　車両の外部をディスプレイするための方法において、
　車両の操向角度の変化を感知するステップと、
　前記操向角度の変化に応じて、メモリからベジエ曲線の制御地点をロードまたは計算し
、該ロードまたは計算された制御地点に基づいてドライビングコリドーラインを生成する
ための複数のノードを前記ベジエ曲線を用いて計算するステップであって、前記操向角度
の変化に応じた制御地点は、ルックアップテーブルの形態で格納され、前記操向角度に対
するデータが前記ルックアップテーブル内に格納されていない場合、前記ベジエ曲線の制
御地点は前記ルックアップテーブルに格納された制御地点から補間法によって計算される
、ステップと、
　前記計算されたノードを互いに結んでラインセグメントを生成するステップと、
　前記ラインセグメントを有するオーバーレイを、イメージセンサから取り込まれたイメ
ージ上に重ね合せ、外部ディスプレイ装置にディスプレイさせるステップと、
　を含むことを特徴とする車両外部ディスプレイ方法。
【請求項９】
　前記複数のノードが、
　Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）２＋Ｘ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｘ２ｔ２

　Ｙ（ｔ）＝Ｙｏ（１－ｔ）２＋Ｙ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｙ２ｔ２

　によって定義される２次ベジエ曲線にて計算され、ここで、Ｘ０、Ｙ０、Ｘ１、Ｙ１、



(3) JP 4903194 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

Ｘ２、Ｙ２は制御地点の座標であり、ｔは［０，１]範囲で変化するパラメータであるこ
とを特徴とする請求項８に記載の車両外部ディスプレイ方法。
【請求項１０】
　前記複数のノードが、
　Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）３＋Ｘ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｘ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｘ３ｔ
３

　Ｙ（ｔ）＝Ｙ０（１－ｔ）３＋Ｙ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｙ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｙ３ｔ
３

　によって定義されるキュービックベジエ曲線にて計算され、ここで、Ｘ０、Ｙ０、Ｘ１

、Ｙ１、Ｘ２、Ｙ２、Ｘ３、Ｙ３は制御地点の座標であり、ｔは［０，１]範囲で変化す
るパラメータであることを特徴とする請求項８に記載の車両外部ディスプレイ方法。
【請求項１１】
　前記ラインセグメントが、ブレセンハムのラインアルゴリズムによってイメージ処理デ
バイスで計算されることを特徴とする請求項８～１０のうちのいずれか一つに記載の車両
外部ディスプレイ方法。
【請求項１２】
　前記ベジエ曲線を用いて複数のノードを計算し、該計算されたノードを互いに結んでラ
インセグメントを生成し、該ラインセグメントを含むオーバーレイをイメージセンサから
取り込まれたイメージ上に重ね合せる各ステップは、いずれも一つのカメラユニット内で
行われることを特徴とする請求項８に記載の車両外部ディスプレイ方法。
【請求項１３】
　車両外部のイメージと重ね合せられるようにディスプレイされるドライビングコリドー
マーカーの生成システムにおいて、
　車両の操向角度の変化に応じて、前記ドライビングコリドーマーカーが動的に変化する
ようにオーバーレイされ、該動的な変化は、
　Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）２＋Ｘ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｘ２ｔ２

　Ｙ（ｔ）＝Ｙｏ（１－ｔ）２＋Ｙ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｙ２ｔ２

　または、
　Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）３＋Ｘ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｘ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｘ３ｔ
３

　Ｙ（ｔ）＝Ｙ０（１－ｔ）３＋Ｙ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｙ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｙ３ｔ
３

　によって定義される２次ベジエ曲線またはキュービックベジエ曲線を満たす複数のノー
ドの座標を計算し、該計算された複数のノードを互いに結ぶことによってディスプレイさ
れ、ここで、Ｘ０、Ｙ０、Ｘ１、Ｙ１、Ｘ２、Ｙ２、Ｘ３、Ｙ３は制御地点の座標であり
、ｔは［０，１]範囲で変化するパラメータであり、前記制御地点の座標は、ルックアッ
プテーブルの形態で格納され、前記操向角度に対するデータが前記ルックアップテーブル
内に格納されていない場合、前記制御地点の座標は前記ルックアップテーブルに格納され
た制御地点の座標から補間法によって計算されることを特徴とするドライビングコリドー
マーカー生成システム。
【請求項１４】
　前記複数のノードの座標が、前記車両操向角度の変化に応じてメモリからベジエ曲線の
制御地点がロードまたは計算され、該ロードまたは計算された制御地点に基づいて前記ベ
ジエ曲線を用いて計算されることを特徴とする請求項１３に記載のドライビングコリドー
マーカー生成システム。
【請求項１５】
　前記複数のノードが、イメージ処理デバイスの外部で計算されることを特徴とする請求
項１３に記載のドライビングコリドーマーカー生成システム。
【請求項１６】
　前記複数のノードが、インターフェース制御器にて計算されることを特徴とする請求項
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１５に記載のドライビングコリドーマーカー生成システム。
【請求項１７】
　前記計算された複数のノードの結びが、イメージ処理デバイスでの計算によって処理さ
れることを特徴とする請求項１６に記載のドライビングコリドーマーカー生成システム。
【請求項１８】
　前記インターフェース制御器及びイメージ処理デバイスは、いずれも一つのカメラユニ
ット内に含まれた構成要素であることを特徴とする請求項１７に記載のドライビングコリ
ドーマーカー生成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運行安定性を向上させるために車両に取り付けられた１以上のイメージセン
サ基盤カメラユニットを含む車載用カメラシステム、車両外部ディスプレイ方法及びドラ
イビングコリドーマーカー生成システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　イメージセンサ基盤カメラは、車両に広く使われている。車両を取り囲んだ周囲環境の
一部分を取り込み、それを運転者の手前のモニタ上にディスプレイすることによって、他
のオブジェクト（他の車両、歩行者、サイクリスト、ビル、木、街路灯及びパーキング場
表示など）に対して車両の位置及び方位の感知を更に可能にし、交通状況全般の制御を向
上させ、これによって車両の運行安定性を向上させる。特に、図１に示すように、車両の
後方部に取り付けられたカメラ（後方視野カメラ）は通常、運転者の席からは見ることの
できない車両の後面領域を取り込む。同様に、前方視野カメラは車両の前方部に取り付け
られ、車両の前方領域を取り込む。
【０００３】
　このようなカメラユニットは、車両の外観を損なうことのないように、車両のグリルや
後方パネルブートリード（ｒｅａｒ　ｐａｎｅｌ　ｂｏｏｔ　ｌｉｄ）に配置される。そ
のためにも、十分に小さいものが望ましい。
【０００４】
　カメラによって取り込まれ、モニタにディスプレイされる後方視野カメラは、その表示
される領域を最大化するため、例えば、広域視野（ｆｉｅｌｄ　ｏｆ　ｖｉｅｗ：ＦＯＶ
）で通常１２０°～１３５°を有し、特定の場合に最大１９０゜を有するレンズが用いら
れている。このようなカメラは、カメラのＦＯＶと人間の視力の平均ＦＯＶとの間に差が
あり、その差によって、カメラから取り込まれた遠位オブジェクトが近位オブジェクトに
比べ、人間の予想より小さく見えてしまうことが短所である。このような不均衡によって
、取り込まれたイメージから見える他のオブジェクトに対して、運行中の車両の寸法を推
定するのが難しくなり、混乱をもたらすことになる。
【０００５】
　このような問題に対応するために、図２に示すように、モニタには、カメラによって取
り込まれたイメージと共に、オブジェクト距離に対して車両の寸法を表したマーカーがデ
ィスプレイされる。この車両寸法マーカーは、車両に対する操向角度が変化する瞬間ごと
に変化しないため、このような種類のディスプレイされたマーカーは通常「静的オーバー
レイ（ｓｔａｔｉｃ　ｏｖｅｒｌａｙ）」とも称される。
【０００６】
　特に、車庫やパーキング場のように閉じられた空間で車両を動かす場合に、カメラシス
テムは、より安全で且つ容易な運行のために、通常「動的オーバーレイ（ｄｙｎａｍｉｃ
　ｏｖｅｒｌａｙ）」とも称されるドライビングコリドー（ｄｒｉｖｉｎｇ　ｃｏｒｒｉ
ｄｏｒ）を特徴的にディスプレイする。この機能は、車両の寸法を表したマーカーが操向
角度によって変化するということを除いては、静的オーバーレイと類似する。従って、ド
ライビングコリドーは、車両が現在の操向角度に駆動されると仮定し、周辺物体に対して



(5) JP 4903194 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

車両の仮想軌跡をディスプレイする。図３ａ～図３ｃに示すように、運転者が操向ホイー
ルを回して操向角度を変化させれば、これに伴って、ディスプレイされるドライビングコ
リドーは変化する。図３ａ～図３ｃは各々操向角度－２０゜、０゜及び＋２０゜に対応す
るドライビングコリドーを表したマーカーを有するイメージを示している。
【０００７】
　このような機能を実現するためには、他のインターフェースが用いられてもよいが、操
向角度のディスクリプタ（ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ）を得るために、カメラシステムは、通
常、ＣＡＮ（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）バスまたはＬＩＮ（ｌ
ｏｃａｌ　ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　ｎｅｔｗｏｒｋ）バスを通じて、操向ホイールの
ような車両の他のデバイスと通信する必要がある。そのため、カメラシステムはインター
フェース送受信器とインターフェース制御器とを組み込んでいる。インターフェース制御
器は通常、入力／出力機能と基本計算をサポートするのに十分な処理能力（ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　ｐｏｗｅｒ）とを有するマイクロプロセッサと、プログラム及びデータのため
のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と、プログラムコード及びデータ（パラメータ）を
格納するための非揮発性メモリ（ＲＯＭ、フラッシュメモリ）とを組み込んでいる。
【０００８】
　カメラシステムは、動的オーバーレイを有するディスプレイイメージを生成するために
、イメージ処理デバイスを統合する。このデバイスはイメージセンサによって取り込まれ
たイメージを入力し、ディスプレイされるべきオーバーレイ（ｏｖｅｒｌａｙ）を加えて
、通常、アナログ信号、即ちＮＴＳＣまたはＰＡＬとして、結果的なイメージをモニタに
伝送する。
【０００９】
　オーバーレイイメージを生成するために、イメージ処理デバイスはＩ２Ｃまたはその他
の利用可能なインターフェースを通じてインターフェース制御器から操向角度のディスク
リプタを入力する。その後、操向角度によって、イメージ上にドライビングコリドーを表
したマーカーの位置はイメージ処理デバイスにて計算され、前記イメージセンサから取り
込まれたイメージ上に重ね合せられる。
【００１０】
　モニタにディスプレイされた動画の通常のフレームには、約３５０，０００個の要素（
ピクセル）が含まれている。よって、イメージ処理デバイスは、通常要求される１秒当り
約３０フレームの速度で、このような個数の要素を処理することができなければならない
。
【００１１】
　現在は、充分な処理能力を有する数種類のデバイス、即ちＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓ
ｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｒ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
　Ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）、ＣＰＬＤ（Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌ
ｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）及びＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　
Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ）が存在する。
【００１２】
　従来または現在使われている技術水準でのカメラシステムアーキテクチャーの一例が、
図４に示されている。同図に示されたように、前記システムは大きく２種類のユニット、
即ちカメラユニット１００と、電子制御ユニット２００（以下、ＥＣＵ２００と称する）
とを含む。
【００１３】
　ここで、まず、ＥＣＵ２００は、イメージ処理デバイス２０４（ＤＳＰ、ＦＰＧＡ、Ｃ
ＰＬＤ、ＡＳＩＣ）と、インターフェース送受信器２０１と、インターフェース制御器２
０２と、アナログ信号デコーダ２０３と、アナログ信号エンコーダ２０５とを含む。そし
て、ＥＣＵ２００とは別のユニットであるカメラユニット１００は、アナログ（通常、Ｎ
ＴＳＣ／ＰＡＬ）信号としてのイメージを出力し、これをＥＣＵ２００に伝送する。
【００１４】
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　ＥＣＵ２００内のアナログ信号デコーダ２０３は、該信号をデジタル信号に変換し、こ
れをイメージ処理デバイス２０４に伝送する。また、操向角度ディスクリプタ（ｓｔｒｅ
ｅｒｉｎｇ　ａｎｇｌｅ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ）は、インターフェース送受信器２０１
によって獲得され、インターフェース制御器２０２に伝送される。これによって、インタ
ーフェース制御器２０２は、対応するデータをイメージ処理デバイス２０４に伝送する。
該データに基づいて、イメージ処理デバイス２０４は対応するドライビングコリドーマー
カーを生成し、該マーカーをカメラユニット１００から取り込まれたイメージ上に重ね合
せて、イメージをアナログ信号に変換し、変換されたアナログ信号をモニタに伝送するア
ナログ信号エンコーダ２０５に結果イメージを伝送する。図４には、ドライビングコリド
ーマーカーを生成するために一般的に使われている従来技術のいずれかが示されている。
【００１５】
　オーバーレイを表したビットマップ（通常は、各操向角度値当たり一つ）は、ＥＣＵ２
００内の非揮発性メモリに予め格納されている。イメージ処理デバイス２０４は、インタ
ーフェース制御器２０２から操向角度値を得て、特定の操向角度値に対応するビットマッ
プを非揮発性メモリからＲＡＭへとダウンロードし、ＥＣＵ２００とは別途のカメラユニ
ット１００内のイメージセンサ１０１から取り込まれたイメージ上に、該ダウンロードし
たビットマップを重ね合せる。
【００１６】
　このように、全操向角度範囲をいずれも包括するオーバーレイされたビットマップを格
納するのに要求される非揮発性メモリの量は非常に大きくなるため、前記システム全体の
大きさや費用が増加する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　このような従来技術によるアーキテクチャーには、次のような問題がある。第１に、現
在、カメラサイズの限界から、カメラユニット内にオーバーレイ済のビットマップを格納
するのに十分な大きさを有する非揮発性メモリ及び／又は十分な処理能力を有するイメー
ジ処理デバイスを組み込むことができない。そのため、カメラシステムは２以上の別のデ
バイス（カメラユニット及びＥＣＵ）を含むこととなり、多数のデバイスの使用によって
システムをより複雑にし、費用、全体寸法、重さなどがかさむ結果となる。
【００１８】
　第２に、カメラユニットによって取り込まれたイメージは、アナログ信号としてＥＣＵ
に伝送されるため、カメラユニットとＥＣＵとの間の相当な距離によって、デジタルイン
ターフェースが雑音に対して十分にロバスト（ｒｏｂｕｓｔ）せず、２以上のワイヤを必
要としたり、不十分なビット速度を有するようになる。アナログインターフェースに要求
される多重デジタル－アナログ変換及びアナログ－デジタル変換によって、イメージ品質
は相当低下してしまう。
【００１９】
　本発明は、上記に鑑みて成されたものであって、別の外部ＥＣＵなしに、ドライビング
コリドーディスプレイの機能を可能にするカメラユニットを提供することをその目的の一
つとする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明によれば、車両の外部イメージ
を撮像するように構成されたイメージセンサと、操向角度に対する制御地点（ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｐｏｉｎｔｓ）の組が格納され、該格納された制御地点の組から要求される操向角
度に対するベジエ曲線（Ｂｅｚｉｅｒ　ｃｕｒｖｅ）の制御地点がロードまたは計算され
、複数のノードを生成するように構成されるインターフェース制御器と、該インターフェ
ース制御器にて計算された複数のノードの座標を伝達され、互いに隣接したノードをライ
ンセグメントによって結んでドライビングコリドーマークを生成し、該生成されたマーク
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が前記イメージセンサにて撮像されたイメージと重ね合せられるように構成されるイメー
ジ処理デバイスとを含む車載用カメラユニットが提供される。
【００２１】
　望ましくは、前記イメージセンサ、前記インターフェース制御器及び前記イメージ処理
デバイスは、いずれも一つのカメラユニット内に設けられる構成要素である。
【００２２】
　ここで、前記複数のノードは、
Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）２＋Ｘ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｘ２ｔ２

Ｙ（ｔ）＝Ｙｏ（１－ｔ）２＋Ｙ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｙ２ｔ２

または、
Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）３＋Ｘ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｘ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｘ３ｔ３

Ｙ（ｔ）＝Ｙ０（１－ｔ）３＋Ｙ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｙ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｙ３ｔ３

によって定義される２次またはキュービックベジエ曲線にて計算され、ここで、Ｘ０、Ｙ

０、Ｘ１、Ｙ１、Ｘ２、Ｙ２、Ｘ３、Ｙ３は制御地点の座標であり、ｔは［０，１］範囲
で変化するパラメータであることが望ましい。
【００２３】
　また、前記操向角度に対する制御地点の示された組は、前記インターフェース制御器の
非揮発性メモリにルックアップテーブルの形態で格納されることが望ましく、前記要求さ
れる操向角度に対するベジエ曲線の制御地点は、前記ルックアップテーブルに格納された
パラメータの組から補間法によって計算されることが望ましい。
【００２４】
　また、前記インターフェース制御器から計算され、前記イメージ処理デバイスに伝送さ
れた複数のノードの座標のうち、互いに隣接したノードを結ぶラインセグメントは、ブレ
センハムのラインアルゴリズム（Ｂｒｅｓｅｎｈａｍ’ｓ　ｌｉｎｅ　ａｌｇｏｒｉｔｈ
ｍ）にて計算されることが望ましい。
【００２５】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明によれば、車両の操向角度変化
を感知するステップと、前記操向角度の変化に応じて、メモリからベジエ曲線（Ｂｅｚｉ
ｅｒ　ｃｕｒｖｅ）の制御地点をロードまたは計算し、該ロードまたは計算された制御地
点に基づいてドライビングコリドーライン（ｄｒｉｖｉｎｇ　ｃｏｒｒｉｄｏｒ　ｌｉｎ
ｅ）を生成するための複数のノードを前記ベジエ曲線を用いて計算するステップと、前記
計算されたノードを互いに結んでラインセグメントを生成するステップと、前記ラインセ
グメントを有するオーバーレイをイメージセンサから取り込まれたイメージ上に重ね合せ
、外部ディスプレイ装置にディスプレイさせるステップと、を含む車両外部ディスプレイ
方法が提供される。
【００２６】
　望ましくは、前記複数のノードは、
Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）２＋Ｘ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｘ２ｔ２

Ｙ（ｔ）＝Ｙｏ（１－ｔ）２＋Ｙ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｙ２ｔ２

または、
Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）３＋Ｘ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｘ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｘ３ｔ３

Ｙ（ｔ）＝Ｙ０（１－ｔ）３＋Ｙ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｙ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｙ３ｔ３

によって定義される２次またはキュービックベジエ曲線にて計算され、ここで、Ｘ０、Ｙ

０、Ｘ１、Ｙ１、Ｘ２、Ｙ２、Ｘ３、Ｙ３は制御地点の座標であり、ｔは［０，１]範囲
で変化するパラメータである。
【００２７】
　ここで、前記操向角度に対する制御地点は、インターフェース制御器の非揮発性メモリ
にルックアップテーブルの形態で格納され、要求される操向角度に対するデータが前記テ
ーブル内に格納されていない場合、前記ベジエ曲線の制御地点は前記ルックアップテーブ
ルに格納された制御地点から補間法によって計算されることが望ましい。また、前記ライ
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ンセグメントは、ブレセンハムのラインアルゴリズムによってイメージ処理デバイスで計
算されることが望ましい。
【００２８】
　より望ましくは、前記ベジエ曲線を用いて複数のノードを計算し、その計算されたノー
ドを互いに結んでラインセグメントを生成し、そのラインセグメントを含むオーバーレイ
をイメージセンサから取り込まれたイメージ上に重ね合せる各ステップは、いずれも一つ
のカメラユニット内で行われる。
【００２９】
　また、上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明によれば、車両外部のイメー
ジと重ね合せるようにディスプレイされるドライビングコリドーマーカーの生成システム
は、車両の操向角度の変化に応じて前記ドライビングコリドーマーカーが動的に変化する
ようにオーバーレイされ、前記動的な変化は、
Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）２＋Ｘ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｘ２ｔ２

Ｙ（ｔ）＝Ｙｏ（１－ｔ）２＋Ｙ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｙ２ｔ２

または、
Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）３＋Ｘ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｘ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｘ３ｔ３

Ｙ（ｔ）＝Ｙ０（１－ｔ）３＋Ｙ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｙ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｙ３ｔ３

によって定義される２次ベジエ曲線またはキュービックベジエ曲線を満たす複数のノード
の座標を計算し、その計算された複数のノードを互いに結んでディスプレイされ、ここで
、Ｘ０、Ｙ０、Ｘ１、Ｙ１、Ｘ２、Ｙ２、Ｘ３、Ｙ３は制御地点の座標であり、ｔは［０
，１]範囲で変化するパラメータであることを特徴とする。ここで定義されるシステムと
は、イメージ撮像用カメラユニットのみを意味することではなく、カメラユニット以外の
外部デバイス（たとえば、車両内のＥＣＵ等）までも包括する概念であることに留意され
たい。
【００３０】
　望ましくは、前記複数のノードの座標は、前記車両操向角度の変化に応じてメモリから
ベジエ曲線の制御地点がロードまたは計算され、そのロードまたは計算された制御地点に
基づいて前記ベジエ曲線を用いて計算される。また、前記複数のノードは、イメージ処理
デバイスの外部、即ちインターフェース制御器にて計算されることが望ましい。また、前
記計算された複数のノードの結びは、イメージ処理デバイスでの計算によって処理される
ことが望ましい。
【００３１】
　ここで、前記インターフェース制御器及びイメージ処理デバイスは、いずれも一つのカ
メラユニット内に含まれた構成要素であることがより望ましい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、外部ＥＣＵを別に設けることなしに、ドライビングコリドーディスプ
レイの機能を可能にすることができるという効果を奏する。
【００３３】
　また、本発明によれば、ドライビングコリドーマーカーの生成がインターフェース制御
器とイメージ処理デバイスとに配分されて行われるため、イメージ処理デバイスをカメラ
ユニット筺体内に入れるほどの大きさに十分に小さくすることができる。
【００３４】
　本発明のドライビングコリドー生成方法は、インターフェース制御器に組み込まれたマ
イクロプロセッサのように、少ない処理能力で、かつ、通常のインターフェース制御器で
用いることのできるＲＡＭを用いて、計算を行うことができるようにする。
【００３５】
　本発明によれば、ドライビングコリドーマーカーを生成するのに要求されるパラメータ
の個数は、インターフェース制御器で利用可能とされる限定的な非揮発性メモリにフィッ
ティングさせるに十分に少ないものである。また、インターフェース制御器とイメージ処
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理デバイスとの間で伝送されるデータの量は、本発明の範囲を逸脱することがなければ他
のインターフェースを用いてもよいが、Ｉ２Ｃのような通常使われる標準インターフェー
スに対して十分に少ないものである。
【００３６】
　本発明はさらに、イメージセンサによって取り込まれたイメージが、並列８／１０ビッ
トインターフェースのように通常使われる標準デジタルインターフェース上でイメージ処
理デバイスに伝送されることを可能にする。これは、多重デジタル－アナログ変換及び多
重アナログ－デジタル変換が必要ではないので、さらに良好なイメージ品質を得ることに
なる。また、これはカメラシステムアーキテクチャーからアナログ信号デコーダ及びアナ
ログ信号エンコーダを取り外すことができ、カメラシステムがあまり複雑にならず、費用
を抑えることができる。
【００３７】
　さらに、本発明によれば、非揮発性メモリに格納され、ディスプレイされたイメージを
生成するのに使われたパラメータを変化させることによって、ディスプレイされたドライ
ビングコリドーの調整を可能にする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施の形態について説明する。本発明の好
適な実施の形態によれば、イメージセンサによって取り込まれたイメージ上で重ね合せら
れたドライビングコリドーマーカーは、図６に示すように、複数の二次ベジエ曲線または
キュービックベジエ曲線によって近似化される。図６は、３個の制御地点（ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｐｏｉｎｔｓ）の座標を用いて定義されたキュービックベジエ曲線を有するドライビ
ングコリドーマーカーの近似値を示す図である。
【００３９】
　本実施の形態によるカメラユニットは、例えば後方パネル、ブートリードまたはグリル
のような車両の後方部や前方部に取り付けられる。図７は、本実施の形態によるカメラユ
ニットのブロック図であって、カメラユニット１０は、レンズのような光学システム（図
示せず）と、１つ以上のイメージセンサ１３と、イメージ処理デバイス１４と、インター
フェース送受信器１１と、インターフェース制御器１２と、アナログ信号エンコーダ１５
とを含む。即ち、本実施の形態によるドライビングコリドーマーカーを生成するにあたっ
て、従来技術でのＥＣＵのようなカメラユニット以外の別の外部デバイスをさらに必要と
しないということである。しかしながら、ハードウェア上においては、インターフェース
制御器１２及びインターフェース送受信器１１が同じ手段として組み合わさったアーキテ
クチャーのように、他のアーキテクチャーまたはアナログ信号エンコーダ１５がイメージ
処理デバイス１４などの一部になってもよい。これらの変形は当業者にとって明らかな技
術範囲に属し、本発明の範囲を逸脱することなく実現できる。
【００４０】
　カメラユニット１０に含まれた光学システムの視野は、車両の後面または前方部の一定
領域を包括する。イメージセンサ１３は、その表面上の光学システムによって投影された
イメージを取り込む。デジタル化されたイメージは、通常使われるデジタルインターフェ
ース、例えば８／１０ビット並列インターフェースまたは直列インターフェース上でイメ
ージ処理デバイス１４に伝送される。
【００４１】
　操向角度のディスクリプタはインターフェースバス（通常、ＣＡＮ／ＬＩＮバス）を通
じて伝送され、インターフェース送受信器１１によって獲得される。その後、ディスクリ
プタはインターフェース制御器１２に送られる。インターフェース制御器１２は、マイク
ロプロセッサ、ＲＡＭ、及びＲＯＭまたはフラッシュメモリのような非揮発性メモリを含
む。
【００４２】
　操向角度ディスクリプタの各々の値に対するパラメータの組は、非揮発性メモリ内に格
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納される。例えば、操向角度値の範囲が５゜増分で、－３５゜～＋３５゜の範囲にあると
き、１５個のパラメータの組が非揮発性メモリに格納される。ここで、特定の値間にある
操向角度の値に対して、パラメータは線形補間（ｌｉｎｅａｒｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏ
ｎ）を用いて計算される。
【００４３】
　インターフェース制御器１２は、インターフェース送受信器１１から与えられた操向角
度ディスクリプタに応じてパラメータの組を選択する。
【００４４】
　非揮発性メモリに格納されたパラメータの組は、制御地点のｘ及びｙの座標を含む。制
御地点は、次の方程式によって一つまたは幾つかのベジエ曲線（Ｂｅｚｉｅｒ　ｃｕｒｖ
ｅｓ）が定義される。
Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）２＋Ｘ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｘ２ｔ２

Ｙ（ｔ）＝Ｙｏ（１－ｔ）２＋Ｙ１２ｔ（１－ｔ）＋Ｙ２ｔ２　　　　　　・・・（１）
【００４５】
　ここで、Ｘ０、Ｙ０、Ｘ１、Ｙ１、Ｘ２、Ｙ２は制御地点の座標であり、ｔは［０，１
]範囲で変化するパラメータである。
【００４６】
　また、他の実施の形態によれば、二次ベジエ曲線の代わりにキュービックベジエ曲線が
用いられてもよい。ここで、キュービックベジエ曲線は次の方程式によって定義される。
Ｘ（ｔ）＝Ｘ０（１－ｔ）３＋Ｘ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｘ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｘ３ｔ３

Ｙ（ｔ）＝Ｙ０（１－ｔ）３＋Ｙ１３ｔ（１－ｔ）２＋Ｙ２３ｔ２（１－ｔ）＋Ｙ３ｔ３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（２）
【００４７】
　ここで、Ｘ０、Ｙ０、Ｘ１、Ｙ１、Ｘ２、Ｙ２、Ｘ３、Ｙ３は制御地点の座標であり、
ｔは［０，１]範囲で変化するパラメータである。
【００４８】
　インターフェース制御器１２に組み込まれたマイクロプロセッサは、式（１）または式
（２）を用いて各々のベジエ曲線に対するＸ値及びＹ値を計算する。パラメータｔは、予
め決められた増分で０と１との間で変化する。例えば、増分が１／１０の場合、イメージ
Ｘ及びＹ上においてそれらの座標によって定義された１１個のノードが、各々のベジエ曲
線に対して生成される。
【００４９】
　式（１）及び式（２）は、乗算及び加算のような単純な演算のみを含むので、ノードの
個数は比較的少ないまま維持され、これは、ベジエ曲線１つ当り１０～３０個のノードの
場合、ドライビングコリドーを十分に高い正確性で近似化することができる。いずれにし
ても既存のインターフェース制御器に組み込まれるマイクロプロセッサが、要求される１
秒当り３０フレームというフレーム速度をサポートするに十分な速さである数ミリ秒以内
で計算することができる。
【００５０】
　また、非揮発性メモリに格納されるセット当りパラメータの個数は、各々の二次ベジエ
曲線に対して６個分小さいか、各々のキュービックベジエ曲線に対しては８個分小さいと
いうことに留意されたい。そこで、これらのパラメータは、現在通常使われているレベル
の任意のインターフェース制御器に利用可能な非揮発性メモリに格納されることができる
。
【００５１】
　ノードに対する計算座標は、Ｉ２Ｃインターフェース、またはインターフェース制御器
とイメージ処理デバイスとの間に生成された任意のインターフェースを経てイメージ処理
デバイス１４に伝送される。Ｉ２Ｃを始め、現在通常使われているレベルのインターフェ
ースバスのビットレートは、ノードの個数が比較的少ないと、一つのフレーム周期内でデ
ータを伝送するに十分である。
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【００５２】
　イメージ処理デバイス１４、望ましくはＳＦＦ（ｓｍａｌｌ　ｆｏｒｍ　ｆａｃｔｏｒ
)　ＦＰＧＡ、ＣＰＬＤまたはＡＳＩＣは、図９に示すように、インターフェース制御器
１２から獲得されたノードを用いてドライビングコリドーマーカーを生成する。図９は、
セグメント付きノードを結んで生成されたドライビングコリドーマーカーを示す図である
。本発明の好適な実施の形態においては、セグメントとノードとを結ぶために広く知られ
たブレセンハム（Ｂｒｅｓｅｎｈａｍ）のラインアルゴリズム（ｌｉｎｅ　ａｌｇｏｒｉ
ｔｈｍ）が使われる。しかしながら、本発明の範囲を逸脱することなく、その他のアルゴ
リズムを用いてもよい。
【００５３】
　ブレセンハムのラインアルゴリズムのハードウェアの実現に大きい論理大きさが要求さ
れないならば、イメージ処理デバイスに小型パッケージングを特徴とする低費用デバイス
が用いられてもよい。
【００５４】
　一方、ブレセンハムのラインアルゴリズムが計算のために高い処理能力を要求しないの
で、イメージ処理デバイスのＤＳＰ実現のために小型パッケージング大きさの低費用ＤＳ
Ｐデバイスが用いられてもよい。
【００５５】
　最後に、生成されたラインセグメントはイメージング処理ユニット１４にてイメージセ
ンサ１３から取り込まれたイメージ上に重ね合せられる。結果としてのイメージはアナロ
グ信号エンコーダ１５に伝送されて、アナログ形態に変換され、モニタに伝送されてディ
スプレイされる。
【００５６】
　前述した方法に対する具体的なフローチャートを図８に示す。図８は、本発明の好適な
実施の形態による動的オーバーレイ方法のフローチャートである。
【００５７】
　処理が開始されると、同図に示すように、まず、ＣＡＮ／ＬＩＮバスから操向角度を得
る。次に、前の繰返し後に操向角度が変化したかを感知し、該操向角度が変化した場合、
非揮発性メモリからベジエ曲線の制御地点をダウンロードするようになる。このようなダ
ウンロード制御地点に基づいて、ドライビングコリドーラインを生成するためのノードを
、上記式（１）または式（２）を用いてインターフェース制御器１２で計算する。一方、
操向角度の前後変化がないと判断した場合、前述の別途のノードに対する計算なしに、下
位のステップにスキップする。
【００５８】
　その後、イメージ処理デバイス１４において、インターフェース制御器１２で計算され
たノードをブレセンハムのラインアルゴリズムを用いて互いに結んでオーバーレイを生成
する。その後、最後にイメージセンサ１３から取り込まれたイメージ上に、生成されたオ
ーバーレイを重ね合せる。
【００５９】
　このような本実施の形態によるドライビングコリドーマーカーの生成方法は、後述の＜
好適な実施例＞によってより明らかになろう。
【００６０】
　一方、各部品、各締結部及び組立体の不完全性を補償し、実軌跡からディスプレイされ
たドライビングコリドーの最小偏差を達成するため、カメラが車両に設けられた後、カメ
ラ調整を行うことが一般的である。本発明の好適な実施の形態によれば、非揮発性メモリ
に格納されたベジエ曲線の制御地点を変化させることによって調整が行われる。これは、
例えばテスト／調整チャートを用いることによって行われる。必要な計算はコンピュータ
のような外部デバイスによって、またはカメラに組み込まれたイメージ処理デバイスによ
って、行うことができる。
【００６１】
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＜好適な実施例＞
　操向角度が－３５゜～＋３５゜間で変化し、０゜は車両の直線動作に該当するとする。
イメージのサイズは７２０×４８０ピクセルであり、スクリーンの左上コーナーに原点が
ある。ドライビングコリドーマーカーは２個の二次ベジエ曲線によって近似化され、それ
らの制御地点は操向角度５゜ごとに特定化される。
【表１】

【００６２】
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　パラメータ（制御地点の座標）は、１５個の少ない個体を有するルックアップテーブル
の形態でインターフェース制御器１２の非揮発性メモリに格納される。ルックアップテー
ブルの全体大きさは、１８０個の値（１５個の個体、個体当り１２個の値）、または３６
０バイト（各々の値が格納のためにメモリの２バイトを占めると仮定）を有する。
【００６３】
　インターフェース送受信器１１によってインターフェース制御器１２に伝送された操向
角度の新たな値を２２゜と仮定する。ルックアップテーブルには対応する値がないので、
インターフェース制御器１２は２０゜及び２５゜（対応するパラメータの組１２及び１３
）に対応するパラメータをロードする。
【００６４】
　ルックアップテーブルからロードした値間の線形補間を用いて、要求される操向角度に
対するベジエ曲線の制御地点が計算される。
【表２】

【００６５】
　上記式（１）を用いると、ノードの座標はインターフェース制御器１２にて計算される
。パラメータｔは０．１の増分で０と１との間で変化すると仮定する。すると、１１個の
ノードの座標が２つのベジエ曲線に対してそれぞれ計算される。
【表３】

【００６６】
　この後、ノードの座標は、Ｉ２Ｃインターフェースを通じて、イメージ処理デバイス１
４（小型ＦＰＧＡチップ）に伝送される。イメージ処理デバイス１４において、互いに隣
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接したノードは、［Ｊ．Ｅ．Ｂｒｅｓｅｎｈａｍ、「Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ　ｆｏｒ　ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　ａ　ｄｉｇｉｔａｌ　ｐｌｏｔｔｅｒ」，ＩＢＭ
　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｊｏｕｒｎａｌ，Ｖｏｌ．４，Ｎｏ．１，１９６５年１月，ｐｐ．２
５～３０］に示されているブレセンハムのラインアルゴリズムのハードウェアを用いてオ
ーバーレイされたイメージを形成するように、ラインセグメントによって結ばれる。その
結果が図１０に示されている。これによって、オーバーレイされたイメージは、センサか
ら取り込まれたイメージ上に重ね合せられ、結果としてのイメージが、運転者のモニタに
ディスプレイされる。
【００６７】
　今回開示された実施の形態は例示にすぎず、制限的なものではないと考えられるべきで
ある。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内におけるすべての変更が含まれることが意
図される。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】取り付けられたカメラユニットと、モニタ上にディスプレイされたイメージとを
有する車両を示す図である。
【図２】車両の寸法の表したマーカーを有するイメージ（静的オーバーレイ）を示す図で
ある。
【図３ａ】操向角度－２０゜に対応するドライビングコリドーの表したマーカーを有する
イメージを示す図である。
【図３ｂ】操向角度０゜に対応するドライビングコリドーの表したマーカーを有するイメ
ージを示す図である。
【図３ｃ】操向角度＋２０゜に対応するドライビングコリドーの表したマーカーを有する
イメージを示す図である。
【図４】従来技術のカメラシステムアーキテクチャーのブロック図である。
【図５】従来技術の動的オーバーレイ方法のフローチャートである。
【図６】制御地点の座標を用いて定義されたキュービックベジエ曲線を有するドライビン
グコリドーマーカーの近似値を示す図である。
【図７】本発明によるカメラユニットのブロック図である。
【図８】本発明による動的オーバーレイ方法のフローチャートである。
【図９】セグメントを有するノードを結んで生成されたドライビングコリドーマーカーを
示す図である。
【図１０】本発明による方法によって生成されたドライビングコリドーマーカーの一例を
示す図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　カメラユニット
　１１　インターフェース送受信器
　１２　インターフェース制御器
　１３　イメージセンサ
　１４　イメージ処理デバイス
　１５　アナログ信号エンコーダ
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【図３ｃ】

【図４】

【図５】
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