
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズと取得可能画像領域が使用画像領域よりも広い撮像素子とを備え、車両の車体の
一部に設けられた少なくとも２個の被写体を撮像する画像入力手段と、
　前記画像入力手段により撮像された画像における前記被写体の位置である現マーク位置
と、前記画像入力手段の車両への取り付け時又は再設定時の前記被写体の撮像された画像
上における位置である初期マーク位置と、の偏差に基づいて、前記画像入力手段の

の少なくとも一つの初期
状態からの変化を検出する手段とを備えた車載撮像装置。
【請求項２】
　レンズと取得可能画像領域が使用画像領域よりも広い撮像素子とを備え、車両の車体の
一部に設けられた少なくとも２個の被写体を撮像する画像入力手段と、
　前記画像入力手段により撮像された画像における前記被写体の位置である現マーク位置
と、前記画像入力手段の車両への取り付け時又は再設定時の前記被写体の撮像された画像
上における位置である初期マーク位置と、の偏差に基づいて、前記画像入力手段の

の少なくとも一つの初期
状態からの変化を検出する手段と、
　前記現マーク位置を前記初期マーク位置に一致させるように前記撮像素子の使用画像領
域を変更する画像データ補正手段とを備えた車載撮像装置。
【請求項３】
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　請求項１又は２において、
　基準モデルにより定めた初期マーク位置を記憶する記憶手段を備えることを特徴とする
車載撮像装置。
【請求項４】
　請求項２において、
　前記初期マーク位置と前記現マーク位置との偏差が並進ずれのみであるときは、前記画
像データ補正手段は、前記現マーク位置を前記初期マーク位置に一致させるように前記撮
像素子の使用画像領域を変更することを特徴とする車載撮像装置。
【請求項５】
　請求項２において、
　前記初期マーク位置と前記現マーク位置との偏差が画像の回転を含むときは、前記画像
データ補正手段は、撮像したデータの回転補正量を算出することを特徴とする車載撮像装
置。
【請求項６】
　請求項２乃至５の何れか一項において、
　前記現マーク位置が、前記撮像素子の取得可能画像領域の外にあるときは、補正不可能
であることを示す信号を出力する手段を有することを特徴とする車載撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両の走行環境を認識するための撮像装置に係り、特に自動車の安全走行支援
用に好適な車載撮像装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、自動車など車両の走行環境を画像データにより認識し、車両の安全走行を支援する
装置が注目を集めている。
そして、このような装置の一例に、特開平３－２０３０００号公報に開示されている環境
認識装置がある。
【０００３】
ところで、このような走行環境認識装置では、例えばＣＣＤ (電荷結合素子 )などの撮像デ
バイスを用いたビデオカメラから画像データを取込むようになっているが、この場合、画
像データの取込みに使用するビデオカメラ (撮像手段 )の取付位置、取付角度、画角 (撮像
範囲 )などが変化してしまうと、画像データも変化してしまう。
【０００４】
そこで、このような装置では、カメラ (ビデオカメラ )の位置調整と画角調整が重要な要素
になり、これらが常に正しい取付状態に調整され、その状態が保持されている必要がある
が、このとき、従来技術では、雲台などカメラの取付機構を手作業により調整する方法が
主として採用されていた。
【０００５】
従って、従来技術の場合、カメラの取付調整に煩雑な作業が必要で、多くの作業時間か費
やされてしまう上、取付調整を終了して一旦固定した後でも、振動などによりカメラの調
整が外れてしまう虞れがあるので、必ずしも精度が保持されているという保証がなかった
。
【０００６】
そこで、この作業時間を短縮するため、例えば特開平１１－２５９６３２号公報では、ス
テレオカメラを用い、その調整のために、各カメラの画像から一般的な風景の中で３箇所
に特徴点を決め、この特徴点を検出してカメラの光軸を調整する方法について開示してお
り、特開平８－１６９９９号公報では、単眼のカメラを対象として、その取付位置のずれ
の確認と、取付位置の調整のため、１箇所のマークを使用する方法について開示している
。
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【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術は、カメラの調整に必要な要件の全てについて配慮がされているとは言えず
、性能の向上を図り、高性能を保持する点に問題があった。
【０００８】
例えば、一般的な風景の中の２箇所の特徴点を抽出するようにした従来技術では、特徴点
抽出などの処理工数が多く、多大な処理時間を要する上、微少な光軸のずれにしか対応で
きず、光軸が大きくずれた場合には、左右のカメラの対応点が検索できなくなり、更に、
ステレオカメラに特化されているので、単眼のカメラを用いた装置には簡単に転用できな
いなどの問題があった。
【０００９】
また、１箇所の特徴点を抽出するようにした従来技術では、微少な光軸のずれにしか対応
できないことの他に、回転のずれを検出できないという問題点があった。
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、撮像光軸や画角などが設
計値に対してずれた場合にも自動的に対応できるようにした車載撮像装置を提供すること
にある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的は、レンズと取得可能画像領域が使用画像領域よりも広い撮像素子とを備え、
車両の車体の一部に設けられた少なくとも２個の被写体を撮像する画像入力手段と、前記
画像入力手段により撮像された画像における前記被写体の位置である現マーク位置と、前
記画像入力手段の車両への取り付け時又は再設定時の前記被写体の撮像された画像上にお
ける位置である初期マーク位置と、の偏差に基づいて、前記画像入力手段の

の少なくとも一つの初期状態か
らの変化を検出する手段とを備えたことにより達成される。
【００１１】
　同じく上記目的は、レンズと取得可能画像領域が使用画像領域よりも広い撮像素子とを
備え、車両の車体の一部に設けられた少なくとも２個の被写体を撮像する画像入力手段と
、　前記画像入力手段により撮像された画像における前記被写体の位置である現マーク位
置と、前記画像入力手段の車両への取り付け時又は再設定時の前記被写体の撮像された画
像上における位置である初期マーク位置と、の偏差に基づいて、前記画像入力手段の

の少なくとも一つの初
期状態からの変化を検出する手段と、前記現マーク位置を前記初期マーク位置に一致させ
るように前記撮像素子の使用画像領域を変更する画像データ補正手段とを備えたことによ
り達成される。
【００１２】
　

【００１３】
　

ようにしてもよい。
【００１４】
なお、ここでは車両の走行環境認識装置を一例にして説明しているが、本発明は、カメラ
などの撮像手段を用いた一般の環境認識装置にも適用可能なことはいうまでもない。
【００１５】
【発明の実施の形態】
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このとき、基準モデルにより定めた初期マーク位置を記憶する記憶手段を備えるように
してもよく、前記初期マーク位置と前記現マーク位置との偏差が並進ずれのみであるとき
は、前記画像データ補正手段は、前記現マーク位置を前記初期マーク位置に一致させるよ
うに前記撮像素子の使用画像領域を変更するようにしてもよい。

更に、このとき、前記初期マーク位置と前記現マーク位置との偏差が画像の回転を含む
ときは、前記画像データ補正手段は、撮像したデータの回転補正量を算出するようにして
もよく、前記現マーク位置が、前記撮像素子の取得可能画像領域の外にあるときは、補正
不可能であることを示す信号を出力する手段を有する



以下、本発明による車載撮像装置について、図示の実施の形態により詳細に説明する。
はじめに、本発明によるカメラの光軸と画角及び画像の回転の何れかを検出し調整するた
めの基本的な考え方について説明する。
まず、本発明では、カメラの光電変換面の全てを使用して画像データを取込むのではなく
て、図１に示すように、撮像用のレンズ１０と撮像デバイス１１とを備えたカメラにおい
て、必要とする画像データが矢印Ａで示す領域 (以下、これを使用画像領域Ａ１という )で
あったとしたとき、図に破線で示してあるように、このカメラでは、領域Ａ１よりも広い
撮像領域 (以下、これを取得可能画像領域Ａ０という )が得られるように、予めレンズ１０
の焦点距離と撮像デバイス１１の光電変換面の大きさを選らんでおいた上で、光電変換面
で画像データを取込む領域を動かすようにしてある。
【００１６】
ここで、取得可能画像領域Ａ０とは、このとき使用されているカメラから画像データの取
得が可能な光電変換面の全ての領域のことで、これは、このカメラが備えているレンズの
写角と光電変換面の広さで決まり、使用画像領域Ａ１とは、この取得可能画像領域Ａ０の
中で、実際に画像データの取込みに使用する領域のことであり、従って、これらについて
は、「Ａ０＞Ａ１」の関係が成立するように、レンズ１０には広角のレンズが用いられ、
撮像デバイス１１を構成するＣＣＤセンサにも大きな光電変換面のものが用いられている
。
【００１７】
このとき、本発明の実施形態では、ＣＣＤなどの一般的な撮像デバイスの光電変換面が画
素と呼ばれる複数の光電変換素子で構成されていることを利用し、これらの画素の中で画
像データを取込む画素を部分的に選択してやれば、撮像デバイス１１の光電変換面を実際
に動かすことなく、画像データを取込む領域、つまり使用画像領域Ａ１が任意に変えられ
ることになり、その選択すべき画素の選び方に応じてカメラの光軸と画角が変更でき、且
つ、画像の回転が得られることになる。
【００１８】
図２は、本発明の第１の実施形態で、本発明による車載撮像装置を走行環境認識装置とし
て用い、自動車のＡＣＣ (オートクルージングコントロール )制御に適用した場合の実施形
態で、この図において、Ｍが自動車で、カメラ１は、この自動車Ｍの室内の天井部に、前
方に向けて取付けてある。
【００１９】
ＡＥはカメラ１による撮像視野 (エリア )を表わし、これによる撮像領域が上記した使用画
像領域Ａ１であるが、このとき、自動車ＭのボンネットＭＢには、この撮像視野ＡＥに入
るようにして、左右２箇所にマーク３が設けられている。
【００２０】
自動車Ｍ内には、ＡＣＣコントロールユニット４とディスプレイ装置５、ブレーキ駆動装
置６、ステアリング駆動装置７、それにスロットル駆動装置８が設けてある。
【００２１】
そして、カメラ１はカメラ信号線４０によりＡＣＣ制御装置４に接続され、更にＡＣＣ制
御装置４は、ディスプレイ信号線５０によりディスプレイ装置５に、ブレーキ駆動信号線
６０によりブレーキ駆動装置６に、ステアリング駆動信号線７０によりステアリング駆動
装置７に、そしてスロットル駆動信号線８０によりスロットル駆動装置８に、それぞれ接
続されている。
【００２２】
図３はカメラ１の詳細で、図示のように、画像入力部１Ａと、画像演算部１Ｂに大別され
ている。
そして、まず、画像入力部１Ａは、レンズ１０と撮像デバイス１１、それにＣＣＤ出力信
号変換処理部１２とを備え、自動車Ｍの走行方向の主として前方を撮像し、撮像した画像
をディジタル出力する働きをする。
【００２３】
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ここで、撮像デバイス１１には、１００万画素のＣＣＤセンサが用いられているが、ＣＭ
ＯＳセンサを用いてもよい。
このとき、図１で説明したように、使用撮像領域Ａ１よりも広い取得可能画像領域Ａ０に
対応した撮像視野ＡＥが得られるように、レンズ１０の焦点距離と撮像デバイス１１の大
きさが選ばれている。
【００２４】
次に、画像演算部１Ｂは、画素単位で画像データを取込んで記憶する画像メモリ１３と画
像データを変換する画像データ補正部１４、外部環境に対する自車両の相対位置を認識し
て演算する画像処理部１５、画像入力部１Ａの初期設定位置からの位置ずれを検出し判定
するカメラ位置変化判定部１６、警報発令とブレーキ、ステアリング、スロットルの駆動
を判断する危険回避判断部１７、それに判断結果を出力し車速などのデータを入力するデ
ータ入出力部１８で構成されている。
【００２５】
そして、まず、画像処理部１５は、先行車認識部１５１と車間距離演算部１５２、自車レ
ーン演算部１５３、それに自車レーンとの位置関係演算部１５４で構成されており、次に
、カメラ位置変化判定部１６は、初期マーク位置記憶部１６１とマーク抽出部１６２、マ
ーク位置検出部１６３、それに比較部１６４で構成されている。　また、危険回避判断部
１７は、危険度判定部１７１と警報発令判断部１７２、アクチュエータ駆動判断部１７３
で構成されている。
【００２６】
次に、この実施形態の動作について説明する。
まず、自動車のＡＣＣ制御における走行環境認識装置としての動作について説明すると、
例えば１００万画素のＣＣＤを用いて取得可能画像領域Ａ０が得られるようにしてある撮
像デバイス１１を用いて撮像した自車両前方の画像データは、ＣＣＤ出力信号変換処理部
１２によりディジタルデータに変換され、画像メモリ１３に格納される。
【００２７】
そして、この画像メモリ１３に記憶したデータを画像処理部１５に入力し、このデータに
基づいて、まず先行車認識部１５１で先行車の認識を行ない、次いで車間距離演算部１５
２では車間距離が演算される。また、これと並行して、自車レーン認識部１５３と自車と
レーンの位置関係演算部１５４では、自車レーンの認識と自車とレーンの位置関係が演算
される。
そして、画像処理部１５によるこれらの演算結果は危険回避判断部１７に入力される。
【００２８】
危険回避判断部１７では、上記した演算結果に加え、ＡＣＣコントロールユニット４から
データ入出力部１８を介して、自動車Ｍの車速やステアリング角度などのデータを入力し
、危険度判定部１７１により、これら演算結果とデータに基づいて、先行車への接近状態
、自車とレーンの位置状態を判断する。
【００２９】
そして、自車が先行車に異常接近したり、自車レーンを逸脱しそうになったときには、警
報発令判断部１７２により危険状態であると判断し、データ入出力部１８を介してディス
プレイ装置５に所定の表示データを送り、運転者に危険状態であることを知らせる内容の
表示を行なわせる。
【００３０】
一方、先行車との車間距離が変わったときは、アクチュエータ駆動判断部１７３により、
先行車との車間距離を維持するようなスロットル制御又はブレーキ制御量を計算し、制御
データをデータ入出力部１８からＡＣＣコントロールユニット４に送信する。
【００３１】
更に、自車が自車レーンの中央付近を外れて走行しているときは、アクチュエータ駆動判
断部１７３で自車レーン中央付近を走行するのに必要なステアリング制御量を計算し、同
じく制御データをデータ入出力部１８を介してＡＣＣコントロールユニット４に送信する
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。
【００３２】
以上は、この実施形態によるＡＣＣとしての一般的な動作であるが、次に、この実施形態
の特徴であるカメラ位置変化判定部１６の動作について、図４と図５を用いて説明する。
図４において、このフローチャートによる処理が開始されたら、まず、ステップＳ１でカ
メラ１の位置について初期設定を行う。
【００３３】
この初期設定では、カメラ１の取付状態を調整して、撮像視野ＡＥが正しく得られている
ように固定する作業などが行なわれる。
図５ (a)は、このときの初期設定の結果で、図示のように、取得可能画像領域Ａ０の真中
に使用画像領域Ａ１が来るように、カメラ１の撮像視野ＡＥを設定するのである。
【００３４】
次に、ステップＳ２では、マーク３の位置を初期マーク位置記憶部１６１に記憶し、初期
マーク位置Ｘとする。
この初期マーク位置Ｘの記憶は、カメラ１を撮像動作状態にし、画像データを取込んで処
理し、図５ (a)に示す使用画像領域Ａ１内でのマーク３を検出し、これを初期マーク３Ａ
として、その位置Ｘを初期マーク位置記憶部１６１に格納してやればよい。
【００３５】
ここで、この初期マーク位置Ｘは、以後、再設定されるまで、そのまま繰返し使用される
。従って、初期マーク位置記憶部１６１は、この装置全体に対する電源供給が停止したと
きでも記憶が保持できるように、書換可能なＲＯＭ、又はバックアップ電源を持ったＲＡ
Ｍが使用されている。
【００３６】
ここで、このステップＳ２までは、カメラ１を自動車Ｍに設置したとき実行される作業処
理であるが、これ以降の処理は、上記した通常の走行環境認識装置としての動作と並行し
て、例えば所定のマイコンにより、所定のプログラムにより実行されるものであり、従っ
て、ステップＳ３以降の処理は、自動車Ｍのアクセサリ電源が投入されたとき開始され、
以後、電源が落とされるまで、画像メモリ１３に１フレーム分の画像データが書き込まれ
る毎に実行される。
【００３７】
まず、ステップＳ３では、マーク抽出部１６２とマーク位置検出部１６３により、画像メ
モリ１３に取込まれた画像データからマーク３の位置を検出し、これを現マーク３Ｂとし
、その位置を現マーク位置Ｙとする処理を実行する。
次に、ステップＳ４では、比較部１６４により、現マーク位置Ｙを、初期マーク位置記憶
部１６１に格納されているデータ、すなわち初期マーク位置Ｘと比較する。
【００３８】
そして、まず、検出したマーク３の位置が初期マーク位置と等しい場合、つまり「Ｘ＝Ｙ
」のときはステップＳ５により、カメラ１の位置変化はないものと判断してステップＳ６
に進み、以後、ステップＳ６からステップＳ８までの処理を実行した後、ステップＳ３に
戻り、次のフレームの処理に移る。
ここで、これらのステップＳ６からステップＳ８までの処理が、上記した通常の走行環境
認識装置としての動作のための処理である。
【００３９】
一方、ステップＳ５での結果がＮｏ (否定 )になったとき、つまり「Ｘ≒Ｙ」のときは、図
５ (b)、 (c)に示すように、初期マーク３Ａと現マーク３Ｂがずれていることになる。
そこで、このときは、ステップＳ９以降の処理に進み、まず、このステップＳ９では、初
期マーク３Ａと現マーク３Ｂのずれ量が補正可能な範囲内にあるか否かを判断する。この
ときの判断、つまり、ずれ量が補正可能な範囲内にあるか否かの判断は、この実施形態で
は、現マーク３Ｂの位置Ｙが取得可能画像領域Ａ０内にあるか否かにより判定するように
なっている。
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【００４０】
そして、このステップＳ９での判定結果がＹｅｓ (肯定 )になったときは、まずステップＳ
１０で、ずれの補正に必要な補正量を算出する処理を実行する。
このとき、ずれの状態が図５ (b)に示すように、平行なずれの場合は、並進補正量の算出
処理になり、図５ (c)に示すように、回転ずれの場合は、回転補正量の算出処理となる。
【００４１】
次にステップＳ１１では、画像データ補正部１４により、この算出された補正量に基づい
て画像データを補正する。
そして、ステップＳ１１の処理を終えたらステップＳ６からステップＳ８の処理に合流し
、このときは、補正された画像データにより、通常の走行環境認識装置としての処理を実
行するのである。
一方、ステップＳ９の判定結果がＮｏになったとき、すなわち、ずれ量が大きすぎて、必
要とする補正量が取得可能画像領域Ａ０を越えてしまったときは、ステップＳ１２に進む
。
【００４２】
この結果、まずステップＳ１２で補正が不可能であるとし、続くステップＳ１３で、デー
タ入出力処理部１８から補正不可能であることを表わす信号を出力させる。
そこで、このときは、ＡＣＣコントロールユニット４からディスプレイ装置５に所定の表
示信号が供給され、この結果、ずれ補正が得られなくなっていることが運転者に報知され
ることになる。
【００４３】
従って、この第１の実施形態によれば、逐次、取込まれてくる画像データの中から、自動
車ＭのボンネットＭＢに設けてあるマーク３の位置を検出し、これを初期位置と比較して
カメラ１の位置変化を検出しているので、走行環境の変化の影響を受けることなく、常に
確実にカメラ１の位置変化を検出することができ、画像データを的確に補正することがで
きる。
【００４４】
つまり、こ実施形態の場合、一般的な風景の中からマークとなりうる特徴点を検索するの
ではなく、車両に設けてあるマークを検索しているため、走行環境によらず安定してカメ
ラの軸調整ができるのである。
【００４５】
また、この第１の実施形態によれば、カメラ１を動かすことなく、逐次、自動的にカメラ
１の光軸修正と画像の回転補正が与えられてゆくことになり、この結果、カメラの製造時
や取付時、更には光軸や画角などが設計値から経時的にずれた場合にも自動的に対応でき
、常に走行環境を正確に把握することができる。
【００４６】
そして、この結果、カメラ１を回転させるための機構部を必要としないため、重量、コス
ト、サイズが低減できる。
更に、２個のマークを使用しているので、並進ずれ (縦横に平行なずれ )だけではなく、回
転方向のずれにも対応できる。
しかも、使用範囲よりも大きな撮像デバイスと広角なレンズを使用することにより、大き
なずれ量にも対応することできる。
【００４７】
ところで、この第１の実施形態では、自動車のボンネットの左右２箇所に設けてあるマー
クを利用しているが、これ代えて、ボンネットに取り付けられたマスコットや、フロント
ガラスに貼られたシールなど、自車両に取付けられていて、２箇所のマークとして使用で
きるものであれば、同様の効果を得られることは言うまでもない。
【００４８】
ところで、上記第１の実施形態では、図４のステップＳ５での処理において、実際に撮像
した画像データからマーク抽出部１６２によりマーク３の位置を算出し、これを、図３に
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破線で示してあるように、初期マーク位置Ｘとして初期マーク位置記憶部１６１に記憶す
る方法を採用していた。
【００４９】
しかし、この方法に代え、基準モデルとなるカメラを使用するなどして予め初期マーク位
置Ｘを算出し、このデータをＲＯＭに書込んでおき、このＲＯＭを初期マーク位置記憶部
１６１として用い、これを本発明の第２の実施形態としてもよい。
【００５０】
そして、この第２の実施形態の場合、図４におけるステップＳ２の処理が不要になる外は
、上記した第１の実施形態の場合と同じ構成と処理でよく、この第２の実施形態による効
果は以下の通りである。
【００５１】
第１の実施形態の場合、カメラ１を車両に取付けた後、経時的にずれた場合にしか対応で
きないが、この第２の実施形態では、ＲＯＭのデータと車両上のマーク位置を比較するこ
とにより、製造時や取付け時に発生した光軸のずれも併せて調整することができる。
【００５２】
次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
まず、この第３の実施形態の場合、全体の構成は、図１～図３で説明した第１の実施形態
と同じであり、異なっている点は、その処理が、図６に示すようになっている点にある。
但し、この図６でも、ステップＳ１４とステップＳ１５が付加されている以外は、図４に
示した第１の実施形態の場合と同じ処理になっている。
【００５３】
従って、この第３の実施形態でも、マーク３による画像の位置が初期位置からずれた場合
、このずれ量に応じて画像データが補正される点は、第１の実施形態と同じである。
しかし、第１の実施形態では、一旦、カメラ１の光軸がずれると、処理が実行される毎に
ステップＳ１１による画像補正処理が加わるので、処理時間が多くかかってしまう。
【００５４】
一方、この図６による第３の実施形態では、ステップＳ５でマーク位置が初期位置とずれ
、ステップＳ９で補正可能になり、ステップＳ１０で画像データ補正量を算出した際、そ
の結果が、図７ (a)に示すように、並進ずれだけの場合か否かをステップＳ１４で判定し
、結果がＹｅｓの場合は、画像データの補正に代えて、ステップＳ１５により、図７ (b)
に示すように、使用画像領域Ａ１と初期マーク３Ａの位置Ｘを変更するのである。
【００５５】
このときの使用画像領域Ａ１と初期マーク３Ａの位置Ｘの変更は、既に説明してあるよう
に、撮像デバイス１１の光電変換面における画素の中で、実際に画像データを取込む画素
を部分的に選択することにより実行すればよい。
この結果、次の画像データが取込まれたときは、現マーク３Ｂの位置Ｙは初期マーク位置
Ｘに一致し、ステップＳ５での結果はＹｅｓになるので、画像データの補正は行われず、
取り込んだ画像のままでステップＳ６からステップＳ８までの処理が実行されることにな
る。
【００５６】
一方、ずれが並進ずれに限らなかったときは、ステップＳ１４での判定結果がＮｏになる
ので、図４の第１の実施形態の場合と同じく、ステップＳ１１による画像データの補正処
理が実行されることになる。
従って、この第３の実施形態の場合、第１の実施形態と同じ効果に加えて、並進成分のみ
のずれのときは、画像データの補正は行なわず、使用領域を変更するたけなので、計算量
を少なくすることができる。
【００５７】
次に、本発明の第４の実施形態について説明する。
例えば製造や取付に際して、カメラ１の画角が変わってしまうことがあるが、この第４の
実施形態は、このようなカメラの画角変化に対応し、これによる影響が抑えられるように
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したものである。
【００５８】
まず、この第４の実施形態の場合も、全体の構成は、図１～図３で説明した第１の実施形
態と同じであり、異なっている点は、図４の処理における初期設定処理、つまりステップ
Ｓ１からステップＳ３までの処理に、図８に示すように、ステップＳ２０とステップＳ２
１の処理が付加されている点にある。
従って、この第４の実施形態でも、マーク３による画像の位置が初期位置からずれた場合
、このずれ量に応じて画像データが補正される点は、第１の実施形態と同じである。
【００５９】
次に、この第４の実施形態の動作について説明すると、この場合、図８に示すステップＳ
２０とステップＳ２１が付加された結果、初期設定処理の中で、まずステップＳ２０によ
り画角検出処理が実行される。
上記したように、カメラ１の画角が変わって、例えば画角が広がってしまったとすると、
図９ (a)に示すように、左右にある現マーク３Ｂの間隔が狭まって、初期マーク３Ａの内
側にずれてしまう。
【００６０】
従って、この内側へのずれにより画角が広がってしまったことが検出でき、ずれの大きさ
により、拡がりの度合いが算出できる。
そこで、次のステップＳ２１で画像データの取り込み範囲を調整し、このときは、図９ (b
)に示すように、使用画像領域Ａ１を狭くするのである。
【００６１】
一方、カメラ１の画角が狭まってしまったとすると、今度は図９ (a)とは反対に、左右に
ある現マーク３Ｂの間隔が広がって、初期マーク３Ａの外側にずれてしまう。
そこで、このときは、外側へのずれにより画角が狭まってしまったことが検出でき、同じ
くずれの大きさにより、狭まりの度合いが算出できるので、ステップＳ２１では、図９ (b
)とは反対に、使用画像領域Ａ１を広くするのである。
【００６２】
このときのステップＳ２１による調整処理、つまり使用画像領域Ａ１を拡げる処理と狭め
る処理については、これも既に説明してあるように、撮像デバイス１１の光電変換面にお
ける画素の中で、実際に画像データを取込む画素を部分的に選択することにより実行すれ
ばよい。
【００６３】
そして、この後、ステップＳ３に進むので、以後は図４の場合と同じ動作になる。
従って、この第４の実施形態によれば、上記した第１の実施形態による効果に加えて、カ
メラ１の画角の変化にも自動的に対応することができる。
【００６４】
次に、本発明の第５の実施形態について説明する。
ここで、この第５の実施形態は、カメラ１の画角を切換え、広い視野と狭い視野の２種の
画像データを取込み、車両の走行環境を認識するようにした装置に、本発明を適用したも
のである。
【００６５】
従って、この第５の実施形態の場合、図３のブロック構成において、画像処理部１５が、
図１０に示す画像処理部１５Ａに置き換えてある点を除けば、全体の構成は、図１～図３
で説明した第１の実施形態と同じであり、そして、この画像処理部１５Ａが、画像処理部
１５と異なっている点は、隣接レーン認識部１５５と隣接車動作演算部１５６が付加され
ている点だけである。
【００６６】
従って、この第５の実施形態でも、マーク３による画像の位置が初期位置からずれた場合
、このずれ量に応じて画像データが補正される点は、第１の実施形態と同じであるが、こ
の後、図４のステップＳ６において、画像処理部１５による処理の実行と共に、隣接レー
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ン認識部１５５と隣接車動作演算部１５６による処理が、図１１に示すようにして実行さ
れることになる。
【００６７】
そこで、以下、この図１１による処理について、図１２を併用しながら説明する。
まず、ステップＳ６１では、隣接レーン認識部１５５により広角画像取得処理を実行し、
隣接車が認識されるか否かを調べる。
このため、まず、図１２ (a)に示すように、取得可能画像領域Ａ０の中に、かなり広い使
用画像領域Ａ１ (Ｗ )を選択する。
【００６８】
そして、画像データ補正部１４から与えられる１フレーム分の画像データの中から、この
広角使用画像領域Ａ１ (Ｗ )内にある画像データを取込む。
そうすると、図１２ (a)から明らかなように、広角の画像になった結果、隣接車線も視野
に入り、そこからの情報も取得できるようになるので、ここで隣接車線の車両、すなわち
隣接車を認識するのである。
【００６９】
次に、ステップＳ６２では、隣接車動作演算部１５６により画像処理を実行させ、隣接車
有りの場合、認識した隣接車の動きを画像処理により解析し、この隣接車が自車両レーン
に割込んでくるか否かを判断する。
次に、ステップＳ６３では、先行車認識部１５１により、今度は狭角画像取得処理を実行
し、先行車が認識されるか否かを調べる。
すなわち、今度は、まず、図１２ (b)に示すように、取得可能画像領域Ａ０の中に、比較
的狭い使用画像領域Ａ１ (Ｔ )を選択する。
【００７０】
そして、画像データ補正部１４から与えられる１フレーム分の画像データの中から、この
狭角使用画像領域Ａ１ (Ｔ )内にある画像データを取込む。
そうすると、図１２ (b)から明らかなように、今度は、狭角の画像になった結果、遠方が
拡大され、遠方の画像からでも詳細な情報が容易に取得できるようになるので、ここで自
車に先行する車両、すなわち先行車を認識するのである。
【００７１】
次に、ステップＳ６４では、車間距離演算部１５２による画像処理を実行し、先行車あり
の場合、この先行車までの距離、つまり車間距離を演算する。
なお、ここでの車間距離の演算には、例えば画像内での先行車の大きさを、予め想定され
ている実際の車両の大きさと比較する方法を用いてやればよい。
こうして、ステップＳ６１からステップＳ６４までの処理を終えたら、ステップＳ７に進
み、処理を終了する。
【００７２】
そして、この後は、ステップＳ７で、危険回避判断部１７により隣接車及び先行車と自車
の状況が調べられ、その結果に応じて警報を発令するか、アクチュエータを動作させるか
が判断され、次いでステップＳ８で、判断結果がデータ入出力処理部１８から出力される
ことになる。
【００７３】
従って、この第５の実施形態によれば、カメラ１のレンズに交換機構を用いたり、ズーム
レンズを用いたりすることなく、広い視野と狭い視野の２種の画像データの使い分けがで
きることになり、この結果、カメラ１の重量とコストの低減が充分に図れることになる。
【００７４】
なお、この第５の実施形態では、例えば１００万画素の撮像デバイス１１を使用している
ため、狭角画像の場合でも、標準画素撮像デバイス (例えば２５万画素 )を使用しているカ
メラに比べ、情報量の欠落がほとんど無くてすむ。
ところで、上記の説明では、広角画像と狭角画像の２種類の画像を使用した場合の実施形
態について述べたが、本発明は、２種類の画像だけではなく、複数の画像にも対応できる
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ことは言うまでもない。
【００７５】
ところで、以上の第５の実施形態において、広角画像の場合と狭角画像の場合で、撮像デ
バイス１１の光電変換面から画像データを取込むための画素の個数が同じになるようにし
てもよく、この場合を第６の実施形態とし、以下、この第６の実施形態について説明する
。
【００７６】
まず、ここで、いま撮像デバイス１１の光電変換面にある画素が、全体では、つまり取得
可能画像領域Ａ０では、図１３ (a)に模式的に示すようになっていたとする。
そして、この場合、広角使用画像領域Ａ１ (Ｗ )のときは、画像データを取込むとき、図１
３ (b)に示すように、１画素おきに間引いて取込むようにし、狭角使用画像領域Ａ１ (Ｔ )
のときは、同図 (c)に示すように、この領域Ａ１ (Ｔ )内にある全ての画素から画像データ
を取込むようにするのである。
【００７７】
ここで、この第６の実施形態の狙いは、広角画像の場合と狭角画像の場合とで処理すべき
画素数がなるべく同じになるようにする点にあり、その理由は、何れの場合でも情報量が
同等で、処理時間も同等になるようにするためである。
【００７８】
本発明の実施形態では、例えば１００万画素など、画素数の多い撮像デバイスを使用する
のが望ましいが、このため、上記のように、１画素おきに間引いても狭角画像と同等の情
報量を取得することができ、画素を間引くことにより広角画像にかかる処理時間を狭角画
像と同等のレベルにすることができる。
【００７９】
ここで、上記の場合、広角使用画像領域Ａ１ (Ｗ )のときは１画素おきに間引いた画像を用
いたが、本発明では、使用画像サイズに応じて間引き数を変更してもよく、狭角画像と広
角画像の中間の画像でも同等の効果を得ることができることは言うまでもない。
【００８０】
【発明の効果】
本発明によれば、車載撮像装置で使用するカメラに広角のレンズと画素数の多い撮像デバ
イスを使用するだけで、製造、取付時に発生した光軸や画角のずれ、画像の回転の補正は
勿論、取付後、経時的に発生した光軸や画角のずれ、画像の回転の補正についても、自動
的に修正することができる。
【００８１】
また、本発明によれば、使用画面領域を変えることもできるので、情報量を変えずに狭角
画像から広角画像まで取得でき、多種多様な画像処理を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理を説明するための概略図である。
【図２】本発明による車載撮像装置を自動車のオートクルージング装置に適用した場合の
一実施形態を示す全体構成図である。
【図３】本発明による車載撮像装置を自動車のオートクルージング装置に適用した場合の
一実施形態を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態の動作を説明するための画像ウィンドウ図である。
【図６】本発明の第３の実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】本発明の第３の実施形態の動作を説明するため画像ウィンドウ図である。
【図８】本発明の第４の実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図９】本発明の第４の実施形態の動作を説明するための画像ウィンドウ図である。
【図１０】本発明の第５の実施形態における構成の一部を示すブロック図である。
【図１１】本発明の第５の実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１２】本発明の第５の実施形態の動作を説明するための画像ウィンドウ図である。
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【図１３】本発明の第６の実施形態の動作を説明するための撮像デバイスの画素を表わす
模式図である。
【符号の説明】
１　カメラ
３　マーク
３Ａ　現マーク (現マークの画像 )
３Ｂ　初期マーク (初期マークの画像 )
１０　レンズ
１１　撮像デバイス
Ａ０　取得可能画像領域
Ａ１　使用画面領域
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

(13) JP 3820342 B2 2006.9.13



【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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