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(57)【要約】
【課題】移動体に設置されたカメラの回転運動の成分を
正確かつ簡単に検出する。
【解決手段】車両に設置されたカメラにより撮影された
前方画像において検出された動きベクトルがランダムに
３つ抽出され、カメラの回転運動のヨー角、ピッチ角、
ロール角の線形式であって、背景ベクトルとカメラの回
転角との関係を表す関係式に基づいて、抽出された動き
ベクトルを用いて仮の回転角が求められる。そして、他
の動きベクトルについて、仮の回転角を用いた場合の誤
差が算出され、誤差が所定の閾値以内となる動きベクト
ルの数が数えられる。以上の処理が所定の回数繰り返さ
れた後、誤差が所定の閾値以内となる動きベクトルの数
が最も多かった仮の回転角がカメラの回転角として選択
される。本発明は、車載用の障害物検出装置に適用でき
る。
【選択図】図２４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１軸方向にのみ並進運動を行う移動体に設置されたカメラの回転運動の成分を検出する
検出装置において、
　前記カメラにより撮影された画像内の静止している物体の動きベクトル、および、前記
カメラの回転運動の成分との関係を表す関係式であって、前記カメラの並進運動の３軸方
向の成分のうち２軸方向の成分を残りの１軸方向の成分を用いて表すことにより導出され
る関係式を用いて、前記画像内において抽出された特徴点における動きベクトルに基づい
て、前記カメラの回転運動の成分を検出する検出手段を
　含む検出装置。
【請求項２】
　前記関係式は、前記カメラの回転運動のヨー角、ピッチ角、および、ロール角の線形式
により表される
　請求項１に記載の検出装置。
【請求項３】
　前記カメラの焦点距離をFとし、前記特徴点のx軸およびy軸方向の座標をXpおよびYpと
し、前記特徴点における動きベクトルのx軸およびy軸方向の成分をvxおよびvyとし、前記
カメラの回転運動のピッチ角、ヨー角、および、ロール角をθ、ψ、および、φとし、前
記カメラの焦点距離をFとし、前記カメラのz軸方向の並進運動の成分をtzとし、前記カメ
ラのx軸およびy軸方向の並進運動の成分をtx＝atz（aは定数）およびty＝btz（ｂは定数
）とした場合、前記検出手段は、次の関係式

【数１】

　を用いて、前記カメラの回転運動の成分を検出する
　請求項１に記載の検出装置。
【請求項４】
　前記検出手段は、前記移動体が並進運動を行う方向と前記カメラの光軸とがほぼ平行あ
るいは垂直である場合、前記カメラの並進運動の方向を前記移動体が並進運動を行う方向
に限定したモデルを適用することにより前記関係式を簡略化した式を用いて、前記カメラ
の回転運動の成分を検出する
　請求項１に記載の検出装置。
【請求項５】
　前記移動体は車両であり、
　前記カメラは、前記車両の前後方向と前記カメラの光軸とがほぼ平行になるように前記
車両に設置され、
　前記検出手段は、前記カメラの並進運動を前記車両の前後方向に限定したモデルを適用
することにより前記関係式を簡略化した式を用いて、前記カメラの回転運動の成分を検出
する
　請求項４に記載の検出装置。
【請求項６】
　前記検出手段は、前記特徴点のうち静止している物体上の特徴点における動きベクトル
に基づいて、前記カメラの回転運動の成分を検出する
　請求項１に記載の検出装置。
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【請求項７】
　前記検出手段は、前記特徴点のうち移動している物体上の特徴点における動きベクトル
が検出結果に与える影響を低減するようにロバスト推定を行う
　請求項１に記載の検出装置。
【請求項８】
　１軸方向にのみ並進運動を行う移動体に設置されたカメラの回転運動の成分を検出する
検出装置の検出方法において、
　前記カメラにより撮影された画像内の静止している物体の動きベクトル、および、前記
カメラの回転運動の成分との関係を表す関係式であって、前記カメラの並進運動の３軸方
向の成分のうち２軸方向の成分を残りの１軸方向の成分を用いて表すことにより導出され
る関係式を用いて、前記画像内において抽出された特徴点における動きベクトルに基づい
て、前記カメラの回転運動の成分を検出する検出ステップを
　含む検出方法。
【請求項９】
　１軸方向にのみ並進運動を行う移動体に設置されたカメラの回転運動の成分を検出する
検出処理であって、
　前記カメラにより撮影された画像内の静止している物体の動きベクトル、および、前記
カメラの回転運動の成分との関係を表す関係式であって、前記カメラの並進運動の３軸方
向の成分のうち２軸方向の成分を残りの１軸方向の成分を用いて表すことにより導出され
る関係式を用いて、前記画像内において抽出された特徴点における動きベクトルに基づい
て、前記カメラの回転運動の成分を検出する検出ステップ
　を含む検出処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検出装置および方法、並びに、プログラムに関し、特に、移動体に設置され
たカメラの回転運動の成分を検出する検出装置および方法、並びに、プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、動画像の中の物体の動きを動きベクトルで表したオプティカルフローを求める方
法が種々提案されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、従来、先行車両、対向車両、障害物などの車両の周囲に存在する移動物体を検出
する技術において、それらのオプティカルフローの検出技術が適用されている。例えば、
図１に示されるように、車両の前方を撮影した画像１において、黒丸を始点とする線で表
される動きベクトルで表したオプティカルフローが検出され、検出されたオプティカルフ
ローの向きや大きさに基づいて、画像１内の移動物体である人１１が検出される。
【０００４】
　そして、オプティカルフローに基づいてより正確に移動物体を検出するために、車速セ
ンサおよびヨーレートセンサからの検出信号に基づき自車の運動方向を推定し、推定した
運動方向に基づいて補正したオプティカルフローに基づいて、移動物体を検出することが
提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、画像中の無限遠点の移動量に相当する量を、車両の転回走行により生じた成分と
して、オプティカルフローから除去することによりオプティカルフローを補正し、補正し
たオプティカルフローに基づいて自車両と後続の他車両との相対関係を監視することが提
案されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００６】
【非特許文献１】平健介、柴田昌明、画像情報とカメラモーションの融合による新しいオ
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プティカルフロー生成手法、成蹊大学理工学研究報告Vol.43，No.2、２００６年１２月、
８７～９３ページ
【特許文献１】特開平６－２８２６５５号公報
【特許文献２】特開２０００－２５１１９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来のヨーレートセンサによる車両の回転運動の成分の検出精度は十分
であるとは言えず、その結果、移動物体の検出精度の低下を招く恐れがある。
【０００８】
　また、無限遠点の移動量に基づいてオプティカルフローを補正する場合、例えば、画像
内に平行線が存在しないなどの要因により無限遠点を検出できないとき、車両の転回走行
により生じた成分を検出することができず、オプティカルフローを補正することができな
い。
【０００９】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、移動体に設置されたカメラの
回転運動の成分を正確かつ簡単に検出できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面の検出装置は、１軸方向にのみ並進運動を行う移動体に設置されたカメ
ラの回転運動の成分を検出する検出装置であって、カメラにより撮影された画像内の静止
している物体の動きベクトル、および、カメラの回転運動の成分との関係を表す関係式で
あって、カメラの並進運動の３軸方向の成分のうち２軸方向の成分を残りの１軸方向の成
分を用いて表すことにより導出される関係式を用いて、画像内において抽出された特徴点
における動きベクトルに基づいて、カメラの回転運動の成分を検出する検出手段を備える
。
【００１１】
　本発明の一側面の検出装置においては、１軸方向にのみ並進運動を行う移動体に設置さ
れたカメラの回転運動の成分を検出する検出装置であって、カメラにより撮影された画像
内の静止している物体の動きベクトル、および、カメラの回転運動の成分との関係を表す
関係式であって、カメラの並進運動の３軸方向の成分のうち２軸方向の成分を残りの１軸
方向の成分を用いて表すことにより導出される関係式を用いて、画像内において抽出され
た特徴点における動きベクトルに基づいて、カメラの回転運動の成分が検出される。
【００１２】
　従って、移動体に設置されたカメラの回転運動の成分を正確かつ簡単に検出することが
できる。
【００１３】
　この検出手段は、例えば、CPU（Central Processing Unit）により構成される。
【００１４】
　この関係式は、カメラの回転運動のヨー角、ピッチ角、および、ロール角の線形式によ
り表すことができる。
【００１５】
　これにより、カメラの回転運動の成分を簡単な計算により求めることができる。
【００１６】
　この検出手段には、カメラの焦点距離をFとし、特徴点のx軸およびy軸方向の座標をXp
およびYpとし、特徴点における動きベクトルのx軸およびy軸方向の成分をvxおよびvyとし
、カメラの回転運動のピッチ角、ヨー角、および、ロール角をθ、ψ、および、φとし、
カメラの焦点距離をFとし、カメラのz軸方向の並進運動の成分をtzとし、カメラのx軸お
よびy軸方向の並進運動の成分をtx＝atz（aは定数）およびty＝btz（ｂは定数）とした場
合、次の関係式



(5) JP 2008-203992 A 2008.9.4

10

20

30

40

50

【数２】

　を用いて、カメラの回転運動の成分を検出させることができる。
【００１７】
　これにより、カメラの回転運動の成分を簡単な計算により求めることができる。
【００１８】
　この検出手段は、移動体が並進運動を行う方向とカメラの光軸とがほぼ平行あるいは垂
直である場合、カメラの並進運動の方向を移動体が並進運動を行う方向に限定したモデル
を適用することにより関係式を簡略化した式を用いて、カメラの回転運動の成分を検出さ
せることができる。
【００１９】
　これにより、カメラの回転運動の成分をより簡単な計算により求めることができる。
【００２０】
　この移動体を車両とし、このカメラを、車両の前後方向とカメラの光軸とがほぼ平行に
なるように車両に設置し、この検出手段には、カメラの並進運動を車両の前後方向に限定
したモデルを適用することにより関係式を簡略化した式を用いて、カメラの回転運動の成
分を検出させることができる。
【００２１】
　これにより、車両の回転運動に伴うカメラの回転運動の成分を正確かつ簡単に検出する
ことができる。
【００２２】
　この検出手段には、特徴点のうち静止している物体上の特徴点における動きベクトルに
基づいて、カメラの回転運動の成分を検出させることができる。
【００２３】
　これにより、カメラの回転運動の成分をより正確に検出することができる。
【００２４】
　この検出手段には、前記特徴点のうち移動している物体上の特徴点における動きベクト
ルが検出結果に与える影響を低減するようにロバスト推定を行わせることができる。
【００２５】
　これにより、カメラの回転運動の成分をより正確に検出することができる。
【００２６】
　本発明の一側面の検出方法またはプログラムは、１軸方向にのみ並進運動を行う移動体
に設置されたカメラの回転運動の成分を検出する検出装置の検出方法、または、１軸方向
にのみ並進運動を行う移動体に設置されたカメラの回転運動の成分を検出する検出処理を
コンピュータに実行させるプログラムであって、カメラにより撮影された画像内の静止し
ている物体の動きベクトル、および、カメラの回転運動の成分との関係を表す関係式であ
って、カメラの並進運動の３軸方向の成分のうち２軸方向の成分を残りの１軸方向の成分
を用いて表すことにより導出される関係式を用いて、画像内において抽出された特徴点に
おける動きベクトルに基づいて、カメラの回転運動の成分を検出する検出ステップを含む
。
【００２７】
　本発明の一側面の検出方法またはプログラムにおいては、１軸方向にのみ並進運動を行
う移動体に設置されたカメラの回転運動の成分を検出する検出装置であって、カメラによ
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り撮影された画像内の静止している物体の動きベクトル、および、カメラの回転運動の成
分との関係を表す関係式であって、カメラの並進運動の３軸方向の成分のうち２軸方向の
成分を残りの１軸方向の成分を用いて表すことにより導出される関係式を用いて、画像内
において抽出された特徴点における動きベクトルに基づいて、カメラの回転運動の成分が
検出される。
【００２８】
　従って、移動体に設置されたカメラの回転運動の成分を正確かつ簡単に検出することが
できる。
【００２９】
　この検出ステップは、例えば、CPUにより、カメラにより撮影された画像内の静止して
いる物体の動きベクトル、および、カメラの回転運動の成分との関係を表す関係式であっ
て、カメラの並進運動の３軸方向の成分のうち２軸方向の成分を残りの１軸方向の成分を
用いて表すことにより導出される関係式を用いて、画像内において抽出された特徴点にお
ける動きベクトルに基づいて、カメラの回転運動の成分を検出する検出ステップにより構
成される。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の一側面によれば、移動体に設置されたカメラの回転運動の成分を検出すること
ができる。特に、本発明の一側面によれば、移動体に設置されたカメラの回転運動の成分
を正確かつ簡単に検出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００３２】
　図２は、本発明を適用した障害物検出システムの一実施の形態を示すブロック図である
。図２の障害物検出システム１０１は、例えば、車両に設けられ、障害物検出システム１
０１が設けられた車両（以下、自車とも称する）の前方の人（例えば、歩行者、立ち止ま
っている人など）の検出を行い、検出結果に応じて、自車の動作を制御する。
【００３３】
　障害物検出システム１０１は、レーザレーダ１１１、カメラ１１２、車速センサ１１３
、障害物検出装置１１４、および、車両制御装置１１５を含むように構成される。
【００３４】
　レーザレーダ１１１は、例えば、水平方向に走査を行う１次元スキャン方式のレーザレ
ーダにより構成される。レーザレーダ１１１は、自車の前方に向けて自車の底面に対して
ほぼ水平に設置され、レーザレーダ１１１からのビーム（レーザ光）の反射光の強度が所
定の閾値以上となる自車の前方のオブジェクト（例えば、車両、人、障害物、建築物、路
側構造物、道路標識、信号など）を検出する。レーザレーダ１１１は、所定の間隔で、検
出したオブジェクトのレーダ座標系におけるｘ軸およびｚ軸方向の位置（X，Z）、および
、ｘ軸およびｚ軸方向の自車に対するオブジェクトの相対速度（dX，dZ）を含むオブジェ
クト情報を障害物検出装置１１４に供給する。レーザレーダ１１１から供給されたオブジ
ェクト情報は、障害物検出装置１１４の図示せぬメモリなどに一時的に記憶され、障害物
検出装置１１４の各部が使用できる状態にされる。
【００３５】
　なお、レーダ座標系は、レーザレーダ１１１のビームの出射口を原点とし、自車の距離
方向（前後方向）をｚ軸方向とし、ｚ軸方向に垂直な高さ方向をｙ軸方向とし、ｚ軸方向
およびｙ軸方向に垂直な自車の横断方向（左右方向）をｘ軸方向とする座標系である。な
お、レーダ座標系の右方向をｘ軸の正の方向とし、上方向をy軸の正の方向とし、前方向
をｚ軸の正の方向とする。
【００３６】
　また、オブジェクトのｘ軸方向の位置Xは、オブジェクトからの反射光を受信したとき
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のビームの走査角度により求められ、ｚ軸方向の位置Zは、ビームが出射されてからオブ
ジェクトからの反射光を受信するまでの遅延時間により求められる。また、時刻tにおけ
るオブジェクトの相対速度(dX(t)，dZ(t))は、以下の式（１）および式（２）により求め
られる。
【００３７】
【数３】

【００３８】
　なお、式（１）および式（２）のNはオブジェクトを追跡した回数を示し、X(t-k)およ
びZ(t-k)は、k回前のオブジェクトのx軸方向およびz軸方向の位置を示す。すなわち、オ
ブジェクトの相対速度は、オブジェクトの位置の変位量に基づいて算出される。
【００３９】
　カメラ１１２は、例えば、CCD撮像素子、CMOS撮像素子、または、対数変換型撮像素子
などを用いたカメラにより構成される。カメラ１１２は、自車の並進運動の方向、すなわ
ち、自車の前後方向とカメラ１１２の光軸がほぼ平行となるように、自車の前方に向けて
自車の底面に対してほぼ水平に設置されるとともに、自車に対してほとんど並進および回
転しないように固定される。なお、レーザレーダ１１１とカメラ１１２の中心軸（光軸）
は、相互にほぼ平行であることが望ましい。
【００４０】
　カメラ１１２は、所定の間隔で、自車の前方を撮影した画像（以下、前方画像と称する
）を障害物検出装置１１４に出力する。カメラ１１２から供給された前方画像は、障害物
検出装置１１４の図示せぬメモリなどに一時的に記憶され、障害物検出装置１１４の各部
が使用できる状態にされる。
【００４１】
　なお、以下、カメラ座標系を、カメラ１１２のレンズの中心を原点とし、カメラ１１２
の中心軸（光軸）方向、すなわち、自車の距離方向（前後方向）をz軸方向とし、ｚ軸方
向に垂直な高さ方向をｙ軸方向とし、ｚ軸方向およびｙ軸方向に垂直な方向、すなわち、
自車の横断方向（左右方向）をｘ軸方向とする座標系とする。なお、カメラ座標系の右方
向をｘ軸の正の方向とし、上方向をy軸の正の方向とし、前方向をｚ軸の正の方向とする
。
【００４２】
　車速センサ１１３は、自車の車速を検出し、検出した車速を示す信号を障害物検出装置
１１４の位置判定部１５１、速度判定部１５２、および、クラスタリング部１６６のベク
トル分類部２６２（図６）に供給する。なお、車速センサ１１３を、例えば、自車に設け
られている車速センサにより構成するようにしてもよいし、専用のセンサにより構成する
ようにしてもよい。
【００４３】
　障害物検出装置１１４は、例えば、CPU（Central Processing Unit）、ROM（Read Only
 Memory）、RAM（Random Access Memory）などにより構成され、自車の前方に存在する人
を検出し、検出結果を示す情報を車両制御装置１１５に供給する。
【００４４】
　ここで、図３および図４を参照して、障害物検出装置１１４により行われる処理の概要
について説明する。図３は、レーザレーダ１１１の検出結果の例を示す鳥瞰図である。図
内の距離は自車からの距離を示しており、４本の縦線のうち内側の２本は、自車の車幅を
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示し、外側の２本は自車が走行している車線の幅を示している。図３の例においては、車
線内右側の自車からの距離が20mを超えた付近にオブジェクト２０１が検出され、車線の
左側外の自車からの距離が30mを超えた付近および40ｍ付近に、それぞれ、オブジェクト
２０２および２０３が検出されている。
【００４５】
　図４は、図３に示される検出が行われた時刻と同時刻にカメラ１１２により撮影された
前方画像の例を示している。障害物検出装置１１４は、図７などを参照して後述するよう
に、図４に示される前方画像において、オブジェクト２０１に対応する領域２１１、オブ
ジェクト２０２に対応する領域２１２、および、オブジェクト２０３に対応する領域２１
３をROI（Region Of Interest、関心領域）に設定し、設定したROIに対して画像処理を行
うことにより、自車の前方の人の検出を行う。そして、図４の例の場合、ROI２１１内の
領域２２１内に存在する人の位置、移動方向、速度などが検出結果として、障害物検出装
置１１４から車両制御装置１１５に出力される。
【００４６】
　なお、図７などを参照して後述するように、障害物検出装置１１４は、レーザレーダ１
１１により検出された全てのオブジェクトに対して処理を行うのではなく、オブジェクト
の位置および速度に基づいて、処理対象となるオブジェクトを抽出し、抽出したオブジェ
クトに対してのみ処理を行う。
【００４７】
　図２に戻り、障害物検出装置１１４は、オブジェクト情報処理部１３１、画像処理部１
３２、および、出力部１３３を含むように構成される。
【００４８】
　オブジェクト情報処理部１３１は、レーザレーダ１１１からのオブジェクト情報の処理
を行うブロックであり、オブジェクト抽出部１４１および特徴点密度パラメータ設定部１
４２を含むように構成される。
【００４９】
　オブジェクト抽出部１４１は、レーザレーダ１１１により検出されたオブジェクトのう
ち、画像処理部１３２において処理する対象となるオブジェクトを抽出するブロックであ
り、位置判定部１５１および速度判定部１５２を含むように構成される。
【００５０】
　位置判定部１５１は、図８などを参照して後述するように、車速センサ１１３により検
出された自車の速度に基づいて検知領域を設定し、レーザレーダ１１１により検出された
オブジェクトの中から検知領域内に存在するオブジェクトを抽出することにより、画像処
理部１３２の処理対象とするオブジェクトを絞り込む。位置判定部１５１は、オブジェク
トの抽出結果を示す情報を速度判定部１５２に供給する。
【００５１】
　速度判定部１５２は、図８などを参照して後述するように、位置判定部１５１により抽
出されたオブジェクトの中から、速度が所定の条件を満たすオブジェクトを抽出すること
により、画像処理部１３２の処理対象とするオブジェクトを絞り込む。速度判定部１５２
は、オブジェクトの抽出結果を示す情報、および、抽出したオブジェクトに対応するオブ
ジェクト情報をROI設定部１６１に供給する。また、速度判定部１５２は、オブジェクト
の抽出結果を示す情報を特徴点密度パラメータ設定部１４２に供給する。
【００５２】
　特徴点密度パラメータ設定部１４２は、図１３などを参照して後述するように、ROI設
定部１６１により設定された各ROIについて、ROI内のオブジェクトの自車からの距離に基
づいて、ROI内において抽出する特徴点の密度を示す特徴点密度パラメータを設定する。
特徴点密度パラメータ設定部１４２は、設定した特徴点密度パラメータを示す情報を特徴
点抽出部１６３に供給する。
【００５３】
　画像処理部１３２は、カメラ１１２により撮影された前方画像を画像処理するブロック
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であり、ROI設定部１６１、特徴量算出部１６２、特徴点抽出部１６３、ベクトル検出部
１６４、回転角検出部１６５、および、クラスタリング部１６６を含むように構成される
。
【００５４】
　ROI設定部１６１は、図１１などを参照して後述するように、オブジェクト抽出部１４
１により抽出された各オブジェクトに対するROIを設定する。ROI設定部１６１は、各ROI
の前方画像上の位置を示す情報を特徴量算出部１６２に供給する。また、ROI設定部１６
１は、各ROI内のオブジェクトの自車からの距離を示す情報をクラスタリング部１６６の
ベクトル分類部２６２（図６）に供給する。さらに、ROI設定部１６１は、各ROIの前方画
像上およびレーダ座標系における位置を示す情報を特徴点密度パラメータ設定部１４２に
供給する。また、ROI設定部１６１は、各ROIの前方画像上の位置およびレーダ座標系にお
ける位置を示す情報、並びに、各ROI内のオブジェクトに対応するオブジェクト情報を出
力部１３３に供給する。
【００５５】
　特徴量算出部１６２は、図１３などを参照して後述するように、各ROI内の各画素の所
定の種類の特徴量を算出する。特徴量算出部１６２は、処理を行ったROIの前方画像上の
位置、および、ROI内の各画素の特徴量を示す情報を特徴点抽出部１６３に供給する。
【００５６】
　特徴点抽出部１６３は、特徴点抽出部１６３は、特徴点を抽出するROIの前方画像上の
位置を示す情報を特徴点密度パラメータ設定部１４２に供給する。特徴点抽出部１６３は
、図１３などを参照して後述するように、各画素の特徴量および特徴点密度パラメータに
基づいて、各ROIの特徴点を抽出する。特徴点抽出部１６３は、処理を行ったROIの前方画
像上の位置を示す情報、および、抽出した特徴点の位置を示す情報をベクトル検出部１６
４に供給する。
【００５７】
　ベクトル検出部１６４は、図１３などを参照して後述するように、特徴点抽出部１６３
により抽出された各特徴点における動きベクトルを検出する。ベクトル検出部１６４は、
検出した動きベクトルを示す情報を回転角検出部１６５の回転角算出部２４１（図５）に
供給する。また、ベクトル検出部１６４は、処理を行ったROIの前方画像上の位置、およ
び、検出した動きベクトルを示す情報をクラスタリング部１６６のベクトル変換部２６１
（図６）に供給する。
【００５８】
　回転角検出部１６５は、図２４を参照して後述するように、ロバスト推定の一つの手法
であるRANSAC (Random Sample Consensus)の手法を用いて、自車の回転運動に伴うカメラ
１１２の回転運動の成分、すなわち、カメラ１１２の回転角の方向および大きさを検出し
、検出した回転角を示す情報をクラスタリング部１６６のベクトル変換部２６１（図６）
に供給する。
【００５９】
　クラスタリング部１６６は、図２５などを参照して後述するように、各ROI内のオブジ
ェクトの種類を分類する。クラスタリング部１６６は、分類した結果を示す情報を出力部
１３３に供給する。
【００６０】
　出力部１３３は、検出されたオブジェクトの種類、位置、移動方向、および、速度など
の検出結果を示す情報を車両制御装置１１５に供給する。
【００６１】
　車両制御装置１１５は、例えば、ECU（Electronic Control Unit）により構成され、障
害物検出装置１１４による検出結果に基づいて、自車および自車に設けられている各種の
車載装置の動作を制御する。
【００６２】
　図５は、回転角検出部１６５の機能的構成を詳細に示すブロック図である。回転角検出



(10) JP 2008-203992 A 2008.9.4

10

20

30

40

50

部１６５は、回転角算出部２４１、誤差算出部２４２、および、選択部２４３を含むよう
に構成される。
【００６３】
　回転角算出部２４１は、図２４を参照して後述するように、ベクトル検出部１６４によ
り検出された動きベクトルの中から３つの動きベクトルをランダムに抽出し、抽出した動
きベクトルに基づいて、カメラ１１２の仮の回転角を算出する。回転角算出部２４１は、
算出した仮の回転角を示す情報を誤差算出部２４２に供給する。
【００６４】
　誤差算出部２４２は、図２４を参照して後述するように、仮の回転角の算出に用いた動
きベクトルの以外の各動きベクトルについて、仮の回転角を用いた場合の誤差を算出する
。誤差算出部２４２は、各動きベクトルと算出した誤差を関連づける情報、および、仮の
回転角を示す情報を選択部２４３に供給する。
【００６５】
　選択部２４３は、図２４を参照して後述するように、誤差が所定の閾値以内となる動き
ベクトルの数に基づいて、回転角算出部２４１により求められた仮の回転角の中から１つ
の回転角を選択し、選択した回転角を示す情報をクラスタリング部１６６のベクトル変換
部２６１（図６）に供給する。
【００６６】
　図６は、クラスタリング部１６６の機能的構成を詳細に示すブロック図である。クラス
タリング部１６６は、ベクトル変換部２６１、ベクトル分類部２６２、オブジェクト分類
部２６３、移動物体分類部２６４、および、静止物体分類部２６５を含むように構成され
る。
【００６７】
　ベクトル変換部２６１は、図２５を参照して後述するように、回転角検出部１６５によ
り検出されたカメラ１１２の回転角に基づいて、ベクトル検出部１６４により検出された
動きベクトルの成分から、自車の回転運動に伴うカメラ１１２の回転運動により生じた成
分を除いた動きベクトル（以下、変換ベクトルとも称する）を求める。ベクトル変換部２
６１は、処理を行ったROIの前方画像上の位置、および、求めた変換ベクトルを示す情報
をベクトル分類部２６２に供給する。
【００６８】
　ベクトル分類部２６２は、図２５などを参照して後述するように、変換ベクトル、前方
画像における特徴点の位置、自車からオブジェクトまでの距離、および、車速センサ１１
３により検出された自車の速度に基づいて、各特徴点において検出された動きベクトルの
種類を検出する。ベクトル分類部２６２は、処理を行ったROIの前方画像上の位置、およ
び、検出した動きベクトルの種類を示す情報をオブジェクト分類部２６３に供給する。
【００６９】
　オブジェクト分類部２６３は、図２５を参照して後述するように、動きベクトルの分類
結果に基づいて、ROI内のオブジェクトを移動している物体（以下、移動物体とも称する
）、または、静止している物体（以下、静止物体とも称する）のいずれかに分類する。オ
ブジェクト分類部２６３は、ROI内のオブジェクトを移動物体に分類した場合、その移動
物体を含むROIの前方画像上における位置を示す情報を移動物体分類部２６４に供給する
。また、オブジェクト分類部２６３は、ROI内のオブジェクトが静止物体であると判定し
た場合、その静止物体を含むROIの前方画像上における位置を示す情報を静止物体分類部
２６５に供給する。
【００７０】
　移動物体分類部２６４は、所定の画像認識の手法を用いて、ROI内の移動物体の種類を
検出する。移動物体分類部２６４は、移動物体の種類、および、その移動物体を含むROI
の前方画像上の位置を示す情報を出力部１３３に供給する。
【００７１】
　静止物体分類部２６５は、所定の画像認識の手法を用いて、ROI内の静止物体の種類を
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分類する。静止物体分類部２６５は、静止物体の種類、および、その静止物体を含むROI
の前方画像上の位置を示す情報を出力部１３３に供給する。
【００７２】
　次に、図７のフローチャートを参照して、障害物検出システム１０１により実行される
障害物検出処理について説明する。なお、この処理は、例えば、自車のエンジンが始動さ
れたとき、開始される。
【００７３】
　ステップＳ１において、レーザレーダ１１１は、オブジェクトの検出を開始する。レー
ザレーダ１１１は、検出したオブジェクトの位置および相対速度を含むオブジェクト情報
の障害物検出装置１１４への供給を開始する。レーザレーダ１１１から供給されたオブジ
ェクト情報は、障害物検出装置１１４の図示せぬメモリなどに一時的に記憶され、障害物
検出装置１１４の各部が使用できる状態にされる。
【００７４】
　ステップＳ２において、カメラ１１２は、撮影を開始する。カメラ１１２は、自車の前
方を撮影した前方画像の障害物検出装置１１４への供給を開始する。カメラ１１２から供
給された前方画像は、障害物検出装置１１４の図示せぬメモリなどに一時的に記憶され、
障害物検出装置１１４の各部が使用できる状態にされる。
【００７５】
　ステップＳ３において、車速センサ１１３は、車速の検出を開始する。車速センサ１１
３は、検出した車速を示す信号の位置判定部１５１、速度判定部１５２、および、ベクト
ル分類部２６２への供給を開始する。
【００７６】
　ステップＳ４において、障害物検出装置１１４は、ROI設定処理を行う。ここで、図８
のフローチャートを参照して、ROI設定処理の詳細について説明する。
【００７７】
　ステップＳ３１において、位置判定部１５１は、オブジェクトの位置に基づいて、処理
対象を絞り込む。具体的には、位置判定部１５１は、レーザレーダ１１１により検出され
たオブジェクトの位置（X，Z）に基づいて、以下の式（３）を満たすオブジェクトを抽出
することにより、処理対象を絞り込む。
【００７８】
　|X|＜Xth　and　Z＜Zth　・・・（３）
【００７９】
　なお、式（３）のXthおよびZthは所定の閾値である。従って、図９の車両３０１を自車
とした場合、車両３０１の前方の幅Xth×長さZthの検知領域Rth内に存在するオブジェク
トが抽出される。
【００８０】
　閾値Xthは、例えば、自車の車幅（図９においては、車両３０１の車幅Xc）、または、
自車が走行中の車線幅に、余裕分として所定の長さを加えた値に設定される。
【００８１】
　また、Zthは、例えば、以下の式（４）に基づいて算出される値に設定される。
【００８２】
　Zth(m)＝自車の速度（m/s）×Tc(s)　・・・（４）
【００８３】
　なお、時間Tcは、例えば、自車が所定の速度（例えば、60km/h）で走行しているときに
、自車の前方の所定の距離（例えば、100m）だけ離れた位置にいる歩行者に衝突するまで
の衝突時間（TTC（Time to Collision））などに基づいて設定される定数である。
【００８４】
　これにより、自車に衝突する可能性が低い検知領域Rthの外に存在するオブジェクトが
処理対象から除かれる。
【００８５】
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　なお、検知領域は、その領域内に存在するオブジェクトに自車が衝突する可能性に基づ
いて設定される領域であり、必ずしも図９のように矩形の領域である必要はない。また、
例えば、カーブの場合には検知領域のXthを広げるようにしてもよい。
【００８６】
　位置判定部１５１は、オブジェクトの抽出結果を示す情報を速度判定部１５２に供給す
る。
【００８７】
　ステップＳ３２において、速度判定部１５２は、オブジェクトの速度に基づいて、処理
対象を絞り込む。具体的には、速度判定部１５２は、位置判定部１５１により抽出された
オブジェクトの中から、以下の式（５）を満たすオブジェクトを抽出することにより、処
理対象を絞り込む。
【００８８】
　|Vv(t)＋dZ(t)|≦ε　・・・（５）
【００８９】
　なお、Vv(t)は、時刻tにおける自車の速度を表し、dZ(t)は、上述したように、時刻tに
おける自車に対するオブジェクトのz軸方向（距離方向）の相対速度を表す。また、εは
所定の閾値を表す。
【００９０】
　これにより、図１０に示されるように、検知領域内に存在するオブジェクトのうち、自
車の距離方向の速度が所定の閾値より大きいオブジェクト、例えば、先行車両および対向
車両などが処理対象から除かれ、自車の距離方向の速度が所定の閾値以下のオブジェクト
、例えば、歩行者、路側構造物、停止車両、自車に対して横断方向に走行している車両な
どが処理対象として抽出される。従って、動きベクトルを用いた画像認識において歩行者
との区別が困難な先行車両および対向車両が処理対象から除かれるため、処理の負荷を軽
減できるとともに、検出性能を向上させることができる。
【００９１】
　速度判定部１５２は、オブジェクトの抽出結果、および、抽出したオブジェクトに対応
するオブジェクト情報を、ROI設定部１６１に供給する。また、速度判定部１５２は、オ
ブジェクトの抽出結果を示す情報を特徴点密度パラメータ設定部１４２に供給する。
【００９２】
　ステップＳ３３において、ROI設定部１６１は、ROIを設定する。ここで、図１１を参照
して、ROIの設定方法の一例について説明する。
【００９３】
　まず、図１１の左側のオブジェクト３２１によりビームＢＭ１１が反射された場合につ
いて考える。なお、レーザレーダ１１１から出射されるビームは、実際には縦長の楕円形
をしているが、図１１では、説明を簡単にするために長方形により示している。まず、BM
１１の幅および高さとほぼ等しい長方形の領域ＯＲ１１の中心点ＯＣ１１が、オブジェク
ト３２１の中心として求められる。中心点ＯＣ１１のレーダ座標系における位置を（X1，
Y1，Z1）とした場合、X1およびZ1はレーザレーダ１１１から供給されるオブジェクト情報
から求められ、Y1はレーザレーダ１１１の設置位置の地面からの高さから求められる。そ
して、中心点ＯＣ１１を中心とする高さ２Ａ（ｍ）×幅２Ｂ（ｍ）の領域３２２が、オブ
ジェクト３２１に対するROIに設定される。なお、２Ａおよび２Ｂの値は、標準的な歩行
者の大きさに余裕分として所定の長さを加えた値に設定される。
【００９４】
　次に、図１１の右側のオブジェクト３２３によりビームＢＭ１２－１乃至ＢＭ１２－３
が反射された場合について考える。この場合、反射点の距離の差が所定の閾値以内である
ビームは同じオブジェクトから反射されてきたものと判断され、ビームＢＭ１２－１乃至
ＢＭ１２－３がグループ化される。次にグループ化されたビームＢＭ１２－１乃至ＢＭ１
２－３の幅および高さとほぼ等しい長方形の領域ＯＲ１２の中心点ＯＣ１２が、オブジェ
クト３２３の中心として求められる。中心点ＯＣ１２のレーダ座標系における位置を（X2
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，Y2，Z2）とした場合、X2およびZ2はレーザレーダ１１１から供給されるオブジェクト情
報から求められ、Y２はレーザレーダ１１１の設置位置の地面からの高さから求められる
。そして、中心点ＯＣ１２を中心とする高さ２Ａ(m)×幅２Ｂ(ｍ)の領域３２４が、オブ
ジェクト３２３に対するROIに設定される。
【００９５】
　そして、オブジェクト抽出部１４１により抽出された各オブジェクトに対するROIの位
置が、以下の関係式（６）乃至（８）に基づいて、レーダ座標系における位置から前方画
像における位置に変換される。
【００９６】
【数４】

【００９７】
　なお、(XL，YL，ZL)はレーダ座標系における座標を示し、(Xc，Yc，Zc)はカメラ座標系
における座標を示し、(Xp，Yp)は前方画像の座標系（以下、画像座標系とも称する）にお
ける座標を示す。なお、画像座標系は、周知のキャリブレーションによって設定された前
方画像の中心(X0，Y0)を原点とし、水平方向をｘ軸方向、垂直方向をｙ軸方向とし、右方
向をx軸の正の方向、上方向をy軸の正の方向とする座標系とされる。また、Ｒは３×３の
行列、Ｔは３×１の行列を表し、ＲおよびＴは周知のカメラキャリブレーションにより設
定される。さらに、Ｆはカメラ１１２の焦点距離を表し、dXpは前方画像の１画素の水平
方向の長さ、dYpは前方画像の１画素の垂直方向の長さを表す。
【００９８】
　これにより、前方画像において、抽出された各オブジェクトについて、オブジェクトの
一部または全部を含み、オブジェクトまでの距離に応じた大きさのROIが設定される。
【００９９】
　なお、レーダ座標系を画像座標系に変換する方法の詳細については、例えば、特開２０
０６－１５１１２５号公報などに開示されている。
【０１００】
　ROI設定部１６１は、各ROIの前方画像上の位置を示す情報を特徴量算出部１６２に供給
する。また、ROI設定部１６１は、各ROIの前方画像上およびレーダ座標系における位置を
示す情報を特徴点密度パラメータ設定部１４２に供給する。さらに、ROI設定部１６１は
、各ROIの前方画像上の位置およびレーダ座標系における位置を示す情報、並びに、各ROI
内のオブジェクトに対応するオブジェクト情報を出力部１３３に供給する。
【０１０１】
　図１２は、前方画像およびROIの例を示している。図１２の前方画像３４１においては
、前方を横断している歩行者３５１を含むROI３５２、および、車線の左側に設置されて
いるガードレール３５３の一部を含むROI３５４の２つのROIが設定されている。なお、以
下、適宜、前方画像３４１を例に挙げながら、障害物検出処理の説明を行う。
【０１０２】
　図７に戻り、ステップＳ５において、特徴量算出部１６２は、未処理のROIを１つ選択
する。すなわち、特徴量算出部１６２は、ROI設定部１６１により設定されたROIのうち、
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後述するステップＳ６乃至Ｓ９の処理を行っていないROIを１つ選択する。なお、以下、
ステップＳ５において選択されたROIを選択ROIとも称する。
【０１０３】
　ステップＳ６において、障害物検出装置１１４は、特徴点抽出処理を実行する。ここで
、図１３のフローチャートを参照して、特徴点抽出処理の詳細について説明する。
【０１０４】
　ステップＳ５１において、特徴量算出部１６２は、特徴量を算出する。例えば、特徴量
算出部１６２は、所定の手法（例えば、ハリスのコーナー検出法など）に基づいて、選択
ROI内の画像のコーナーの強度を特徴量として算出する。特徴量算出部１６２は、選択ROI
の前方画像上の位置、および、選択ROI内の各画素の特徴量を示す情報を特徴点抽出部１
６３に供給する。
【０１０５】
　ステップＳ５２において、特徴点抽出部１６３は、特徴点候補を抽出する。具体的には
、特徴点抽出部１６３は、選択ROI内の各画素のうち、特徴量が所定の閾値を超える画素
を特徴点候補として抽出する。
【０１０６】
　ステップＳ５３において、特徴点抽出部１６３は、特徴量の大きい順に特徴点候補をソ
ートする。
【０１０７】
　ステップＳ５４において、特徴点密度パラメータ設定部１４２は、特徴点密度パラメー
タを設定する。具体的には、特徴点抽出部１６３は、選択ROIの前方画像上の位置を示す
情報を特徴点密度パラメータ設定部１４２に供給する。特徴点密度パラメータ設定部１４
２は、選択ROIのレーダ座標系における位置を求める。そして、特徴点密度パラメータ設
定部１４２は、選択ROI内のオブジェクトが歩行者であると仮定して、以下の式（９）に
基づいて、その歩行者の前方画像における高さ（単位はピクセル）を推定する。
【０１０８】
　歩行者の高さ（ピクセル）＝身長（ｍ）×焦点距離（ピクセル）÷距離（ｍ）　・・・
（９）
【０１０９】
　なお、式（９）において、身長は、想定される歩行者の身長の平均値などに基づく定数
（例えば、1.7m）であり、焦点距離は、カメラ１１２の焦点距離をカメラ１１２の撮像素
子の画素ピッチを用いて表した値であり、距離は、選択ROI内のオブジェクトまでの距離
を表し、選択ROIのレーダ座標系における位置により求められる。
【０１１０】
　次に、特徴点密度パラメータ設定部１４２は、以下の式（１０）に基づいて、特徴点密
度パラメータを算出する。
【０１１１】
　特徴点密度パラメータ（ピクセル）＝歩行者の高さ（ピクセル）÷Pmax
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（１０）
【０１１２】
　なお、Pmaxは所定の定数であり、例えば、歩行者の動きを検出するために、歩行者の高
さ方向において抽出することが望ましい特徴点の数などに基づいて設定される。
【０１１３】
　特徴点密度パラメータは、前方画像におけるオブジェクトが歩行者であると仮定した場
合、歩行者の大きさに関わらず、換言すれば、歩行者までの距離に関わらず、その歩行者
の画像の高さ方向において抽出される特徴点の数がほぼ一定となるように、各特徴点間に
設ける間隔の最小値を表す。すなわち、特徴点密度パラメータは、選択ROI内のオブジェ
クトの自車からの距離が遠いほど小さくなるように設定される。
【０１１４】
　特徴点密度パラメータ設定部１４２は、特徴点密度パラメータを示す情報を特徴点抽出
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部１６３に供給する。
【０１１５】
　ステップＳ５５において、特徴点抽出部１６３は、ROI内の全ての画素の選択フラグを
オンに設定する。選択フラグは、特徴点に設定できる画素であるか否かを示すフラグであ
り、特徴点に設定される画素の選択フラグはオンに設定され、特徴点に設定できない画素
の選択フラグはオフに設定される。特徴点抽出部１６３は、まず、選択ROI内の全ての画
素を特徴点に設定できるように、選択ROI内の全ての画素の選択フラグをオンに設定する
。
【０１１６】
　ステップＳ５６において、特徴点抽出部１６３は、未処理の特徴点候補の中から最も順
位の高い特徴点候補を選択する。具体的には、特徴点抽出部１６３は、後述するステップ
Ｓ５６乃至Ｓ５８の処理を行っていない特徴点候補の中から、ソート順において最も順位
が高い特徴点候補、すなわち、特徴量が最も大きい特徴点候補を選択する。
【０１１７】
　ステップＳ５７において、特徴点抽出部１６３は、選択した特徴点候補の選択フラグが
オンであるかを判定する。選択した特徴点候補の選択フラグがオンであると判定された場
合、処理はステップＳ５８に進む。
【０１１８】
　ステップＳ５８において、特徴点抽出部１６３は、選択した特徴点候補の近傍の画素の
選択フラグをオフに設定する。具体的には、特徴点抽出部１６３は、選択した特徴点候補
からの距離が特徴点密度パラメータの範囲内の画素の選択フラグをオフに設定する。これ
により、選択した特徴点候補からの距離が特徴点密度パラメータの範囲内の画素から新た
に特徴点が抽出されなくなる。
【０１１９】
　ステップＳ５９において、特徴点抽出部１６３は、選択した特徴点候補を特徴点リスト
に追加する。すなわち、選択した特徴点候補が特徴点として抽出される。
【０１２０】
　一方、ステップＳ５７において、選択した特徴点候補の選択フラグがオフであると判定
された場合、ステップＳ５８およびＳ５９の処理はスキップされ、選択した特徴点候補が
特徴点リストに追加されずに、処理はステップＳ６０に進む。
【０１２１】
　ステップＳ６０において、特徴点抽出部１６３は、全ての特徴点候補について処理した
かを判定する。全ての特徴点候補について処理していないと判定された場合、処理はステ
ップＳ５６に戻り、ステップＳ６０において、全ての特徴点候補について処理したと判定
されるまで、ステップＳ５６乃至Ｓ６０の処理が、繰り返し実行される。すなわち、ROI
内の全ての特徴点候補について、特徴量が大きい順にステップＳ５６乃至Ｓ６０の処理が
実行される。
【０１２２】
　ステップＳ６０において、全ての特徴点候補について処理したと判定された場合、処理
はステップＳ６１に進む。
【０１２３】
　ステップＳ６１において、特徴点抽出部１６３は、抽出結果を通知し、特徴点抽出処理
は終了する。具体的には、特徴点抽出部１６３は、選択ROIの前方画像上の位置および特
徴点リストをベクトル検出部１６４に供給する。
【０１２４】
　ここで、図１４乃至図１９を参照して、特徴点抽出処理の具体例について説明する。
【０１２５】
　図１４は、ROI内の各画素の特徴量の一例を示している。図１４のROI３５１内の正方形
の各欄は画素を示しており、各画素内には各画素の特徴量が示されている。なお、以下、
ROI３５１の左上隅の画素を原点（０，０）とし、水平方向をx軸方向、垂直方向をy軸方
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向とする座標系を用いて、ROI３５１内の各画素の座標を表す。
【０１２６】
　ステップＳ５２において、閾値を０に設定し、ROI３５１において特徴量が０を超える
画素を特徴点候補として抽出した場合、座標が（２，１）、（５，１）、（５，３）、（
２，５）および（５，５）の画素が、特徴点候補ＦＰ１１乃至ＦＰ１５として抽出される
。
【０１２７】
　ステップＳ５３において、図１５に示されるように、ROI３５１内の特徴点候補が特徴
量の大きい方から、特徴点候補ＦＰ１２、ＦＰ１３、ＦＰ１５、ＦＰ１１、ＦＰ１４の順
にソートされる。
【０１２８】
　ステップＳ５４において、特徴点密度パラメータが設定されるが、以下、特徴点パラメ
ータが２画素（２ピクセル）に設定されたものとして説明する。
【０１２９】
　ステップＳ５５において、ROI３５１内の全ての画素の選択フラグがオンに設定される
。
【０１３０】
　ステップＳ５６において、まず、順位が最も高い特徴点候補ＦＰ１２が選択され、ステ
ップＳ５７において、特徴点候補ＦＰ１２の選択フラグがオンであると判定され、ステッ
プＳ５８において、特徴点候補ＦＰ１２からの距離が２画素以内の画素の選択フラグがオ
フに設定され、ステップＳ５９において、特徴点候補ＦＰ１２が特徴点リストに追加され
る。
【０１３１】
　図１６は、この時点におけるROI３５１の状態を示している。図内の斜線で示される画
素は、選択フラグがオフに設定されている画素である。この時点で、特徴点候補ＦＰ１２
からの距離が２画素である特徴点候補ＦＰ１３の選択フラグがオフに設定されている。
【０１３２】
　その後、ステップＳ６０において、まだ全ての特徴点候補について処理していないと判
定され、処理はステップＳ５６に戻り、ステップＳ５６において、次に特徴点候補ＦＰ１
３が選択される。
【０１３３】
　ステップＳ５７において、特徴点候補ＦＰ１３の選択フラグはオフであると判定され、
ステップＳ５８およびＳ５９の処理はスキップされ、特徴点候補ＦＰ１３は特徴点リスト
に追加されずに、処理はステップＳ６０に進む。
【０１３４】
　図１７は、この時点におけるROI３５１の状態を示している。特徴点候補ＦＰ１３が特
徴点リストに追加されず、かつ、特徴点候補ＦＰ１３の近傍の画素の選択フラグがオフに
設定されないため、ROI３５１の状態は、図１６に示される状態から変化しない。
【０１３５】
　その後、ステップＳ６０において、まだ全ての特徴点候補について処理していないと判
定され、処理はステップＳ５６に戻り、ステップＳ５６において、次に特徴点候補ＦＰ１
５が選択される。
【０１３６】
　ステップＳ５７において、特徴点候補ＦＰ１５の選択フラグがオンであると判定され、
ステップＳ５８において、特徴点候補ＦＰ１５からの距離が２画素以内の画素の選択フラ
グがオフに設定され、ステップＳ５９において、特徴点候補ＦＰ１５が特徴点リストに追
加される。
【０１３７】
　図１８は、この時点のROI３５１の状態を示している。特徴点候補ＦＰ１２および特徴
点候補ＦＰ１５が特徴点リストに追加され、特徴点候補ＦＰ１２または特徴点候補ＦＰ１
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５からの距離が２画素以内の画素の選択フラグがオフに設定されている。
【０１３８】
　その後、特徴点候補ＦＰ１１、特徴点候補ＦＰ１４の順番で、ステップＳ５６乃至Ｓ６
０の処理が行われ、特徴点候補ＦＰ１４の処理が終わったとき、ステップＳ６０において
、全ての特徴点候補について処理したと判定され、処理はステップＳ６１に進む。
【０１３９】
　図１９は、この時点のROI３５１の状態を示している。すなわち、特徴点候補ＦＰ１１
、ＦＰ１２、ＦＰ１４、および、ＦＰ１５が特徴点リストに追加され、特徴点候補ＦＰ１
１、ＦＰ１２、ＦＰ１４、または、ＦＰ１５からの距離が２画素以内の画素の選択フラグ
がオフに設定されている。
【０１４０】
　そして、ステップＳ６１において、特徴点候補ＦＰ１１、ＦＰ１２、ＦＰ１４、および
、ＦＰ１５が登録された特徴点リストがベクトル検出部１６４に供給される。すなわち、
特徴点候補ＦＰ１１、ＦＰ１２、ＦＰ１４、および、ＦＰ１５が特徴点としてROI３５１
から抽出される。
【０１４１】
　このように、特徴点候補の中から特徴量が高い順に特徴点が抽出されるとともに、抽出
された特徴点からの距離が特徴点密度パラメータ以下の特徴点候補が特徴点として抽出さ
れなくなる。換言すれば、各特徴点の間隔が特徴点密度パラメータより大きくなるように
、特徴点が抽出される。
【０１４２】
　ここで、図２０および図２１を参照して、特徴量の値のみに基づいて特徴点を抽出した
場合と、上述した特徴点抽出処理を用いて特徴点を抽出した場合を比較する。図２０は、
前方画像Ｐ１１およびＰ１２において、特徴量の値のみに基づいて特徴点を抽出した場合
の例を示し、図２１は、同じ前方画像Ｐ１１およびＰ１２において、上述した特徴点抽出
処理を用いて特徴点を抽出した場合の例を示している。なお、前方画像Ｐ１１およびＰ１
２内の黒丸が抽出された特徴点を示している。
【０１４３】
　特徴量の値のみに基づいて特徴点を抽出した場合、図２０の画像Ｐ１１内のオブジェク
ト３６１のように、自車からオブジェクトまでの距離が近く、オブジェクトの画像が大き
く鮮明であるとき、オブジェクト３６１に対応するROI３６２内において、オブジェクト
３６１の動きを正確に検出するのに十分な数の特徴点が抽出される。しかし、画像Ｐ１２
内のオブジェクト３６３のように、自車からオブジェクトまでの距離が遠く、オブジェク
トの画像が小さく不鮮明であるとき、オブジェクト３６３に対応するROI３６４内におい
て、抽出される特徴点の数が減るととともに、オブジェクト３６３以外の領域から抽出さ
れる特徴点が増える。すなわち、オブジェクト３６３の動きを正確に検出するのに十分な
数の特徴点が抽出されなくなる可能性が高くなる。また、図示はしていないが、逆に、RO
I３６２内において、抽出される特徴点の数が増えすぎて、後段の処理において、負荷が
増大してしまう場合がある。
【０１４４】
　一方、上述した特徴点抽出処理を用いて特徴点を抽出した場合、自車からオブジェクト
までの距離が遠いほど高い密度で特徴点が抽出されるため、図２１に示されるように、画
像Ｐ１１のROI３６２内および画像Ｐ１２のROI３６４内の両方において、それぞれ、オブ
ジェクト３６１またはオブジェクト３６３の動きを正確に検出するために適切な数の特徴
点が抽出される。
【０１４５】
　図２２は、図１２の前方画像３４１において抽出される特徴点の例を示している。図内
の黒丸が特徴点を示しており、ROI３５２およびROI３５４内の画像のコーナーおよびその
付近において、特徴点が抽出されている。
【０１４６】
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　なお、以上の説明では、画像のコーナーの強度に基づいて特徴点を抽出する例を示した
が、オブジェクトの動きベクトルの検出に適した特徴点を抽出することが可能であれば、
それ以外の特徴量を用いて特徴点を抽出するようにしてもよい。また、特徴量を抽出する
手法も、特定の手法に限定されるものではなく、正確に、迅速に、かつ、簡単な処理によ
り特徴量を検出できる手法を適用することが望ましい。
【０１４７】
　図７に戻り、ステップＳ７において、ベクトル検出部１６４は、動きベクトルを検出す
る。具体的には、ベクトル検出部１６４は、所定の手法に基づいて、選択ROIの各特徴点
における動きベクトルを検出する。例えば、ベクトル検出部１６４は、選択ROI内の各特
徴点に対応する、次のフレームの前方画像内の画素を検出し、各特徴点から検出した画素
に向かうベクトルを、各特徴点における動きベクトルとして検出する。ベクトル検出部１
６４は、検出した動きベクトルを示す情報を回転角算出部２４１に供給する。ベクトル検
出部１６４は、選択ROIの前方画像上の位置、および、検出した動きベクトルを示す情報
をベクトル変換部２６１に供給する。
【０１４８】
　図２３は、図１２の前方画像３４１において検出される動きベクトルの例を示している
。図内の黒丸で示される特徴点を始点とする線が、各特徴点における動きベクトルを示し
ている。
【０１４９】
　なお、ベクトル検出部１６４が動きベクトルを検出する手法は、例えば、周知のLucas-
Kanade法、ブロックマッチング法が代表的であるが、特定の手法に限定されるものではな
く、正確に、迅速に、かつ、簡単な処理により動きベクトルを検出できる手法を適用する
ことが望ましい。
【０１５０】
　図７に戻り、ステップＳ８において、回転角検出部１６５は、回転角検出処理を実行す
る。ここで、図２４のフローチャートを参照して、回転角検出処理の詳細について説明す
る。
【０１５１】
　ステップＳ８１において、回転角算出部２４１は、動きベクトルをランダムに３つ抽出
する。すなわち、回転角算出部２４１は、ベクトル検出部１６４により検出された動きベ
クトルの中から３つの動きベクトルをランダムに抽出する。
【０１５２】
　ステップＳ８２において、回転角算出部２４１は、抽出した動きベクトルを用いて、仮
の回転角を求める。具体的には、回転角算出部２４１は、前方画像内の静止物体の動きベ
クトルと、カメラ１１２の回転運動の成分であるカメラ１１２の回転角との関係を表す式
（１１）に基づいて、カメラ１１２の仮の回転角を算出する。
【０１５３】
　F×Xp×θ＋F×Yp×ψ－（Xp2＋Yp2）×φ－vx×Xp＋vy×Yp＝0　・・・（１１）
【０１５４】
　なお、Fはカメラ１１２の焦点距離を表す。焦点距離Fはカメラ１１２において一意に決
まるので、実質的に定数となる。また、vxは動きベクトルの画像座標系におけるx軸方向
の成分を表し、vyは動きベクトルの画像座標系におけるy軸方向の成分を表し、Xpは動き
ベクトルに対応する特徴点の画像座標系におけるx軸方向の座標を表し、Ypは動きベクト
ルに対応する特徴点の画像座標系におけるy軸方向の座標を表している。さらに、θはカ
メラ１１２のカメラ座標系におけるx軸回りの回転角（ピッチ角）を表し、ψはカメラ１
１２のカメラ座標系におけるy軸回りの回転角（ヨー角）を表し、φはカメラ１１２のカ
メラ座標系におけるz軸回りの回転角（ロール角）を表している。
【０１５５】
　回転角算出部２４１は、抽出した３つの動きベクトルのx軸およびy軸方向の成分、およ
び、対応する特徴点の座標を式（１１）に代入することにより得られる連立方程式を解く
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めた仮の回転角を示す情報を誤差算出部２４２に供給する。
【０１５６】
　ここで、式（１１）の導出方法について説明する。
【０１５７】
　３次元空間中のある点Pの時刻tにおけるカメラ座標系における位置をPc＝(Xc Yc Zc)T

と表し、点Pに対応する前方画像上の点の時刻tにおける画像座標系における位置をPp＝(X
p Yp F)Tと表した場合、PcとPpの関係は式（１２）により表される。
【０１５８】
【数５】

【０１５９】
　式（１２）を時間tで微分すると、以下の式（１３）となる。
【０１６０】

【数６】

【０１６１】
　ここで、Ezは、カメラ座標系のz軸方向の単位ベクトルであり、Ez＝(0 0 1)Tである。
【０１６２】
　次に、カメラ１１２のフレーム間隔である時刻tと時刻t+1との間におけるカメラ１１２
の運動の成分を回転行列Rcと並進ベクトルTcを用いて表すと、以下の式（１４）のように
なる。
【０１６３】
　Pct+1＝RcPct＋Tc　・・・（１４）
【０１６４】
　なお、Pctは点Pの時刻tにおけるカメラ座標系における位置を表し、Pct+1は点Pの時刻t
+1におけるカメラ座標系における位置を表す。また、並進ベクトルTc＝(tx ty tz)

Tとす
る。
【０１６５】
　ここで、回転行列Rcは、時刻tと時刻t+1との間におけるカメラ１１２の回転運動のピッ
チ角θ、ヨー角ψ、ロール角φを用いて、以下の式（１５）のように表される。
【０１６６】
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【数７】

【０１６７】
　ここで、時刻tと時刻t+1との間隔は非常に短いので、ピッチ角θ、ヨー角ψ、ロール角
φの値は微少であると仮定することができ、式（１５）に以下の式（１６）乃至式（２０
）の近似式を適用することにより、以下の式（２１）が求められる。
【０１６８】
　cosθ＝cosψ＝cosφ≒1　・・・（１６）
　sinθ≒θ　・・・（１７）
　sinψ≒ψ　・・・（１８）
　sinφ≒φ　・・・（１９）
　ψθ＝φθ＝φψ＝φψθ≒0　・・・（２０）
【０１６９】
【数８】

【０１７０】
　よって、RcPcは、以下の式（２２）のように表される。
【０１７１】

【数９】
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　なお、ω＝(θ ψ φ)Tである。
【０１７３】
　カメラ座標系から見た場合、時刻tと時刻t+1の間に、点Pは、－Tcだけ並進し、－ωだ
け回転したことになるので、Pcを時間tで微分したdPc／dtは、以下の式（２３）のように
表すことができる。
【０１７４】
【数１０】

【０１７５】
　式（１３）に式（２３）を代入することにより、以下の式（２４）が導出される。
【０１７６】

【数１１】

【０１７７】
　カメラ１１２が設けられている車両（自車）は、前後方向の１軸方向のみに並進運動を
行い、左右方向および上下方向に並進しないため、カメラ１１２の動きを、カメラ座標系
において、z軸方向の並進、および、x軸、y軸、z軸回りの回転に限定したモデルにモデル
化することができる。このモデル化を適用することにより、式（２３）は、以下の式（２
５）のように簡略化することができる。
【０１７８】
【数１２】

【０１７９】
　式（２４）に式（２５）を代入して展開することにより、式（２６）が導出される。
【０１８０】
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【数１３】

【０１８１】
　従って、前方画像内の静止物体上の画素における動きベクトル（以下、背景ベクトルと
称する）Vsは、以下の式（２７）により表される。
【０１８２】
【数１４】

【０１８３】
　ここで、αを以下の式（２８）のように定義し、式（２８）を式（２７）に適用するこ
とにより、以下の式（２９）が導出される。
【０１８４】

【数１５】

【０１８５】
　式（２９）からαを消去することにより、以下の式（３０）が得られる。
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【０１８６】
　F×Xp×θ＋F×Yp×ψ－（Xp2＋Yp2）×φ＝vx×Xp－vy×Yp　・・・（３０）
【０１８７】
　そして、式（３０）の右辺を左辺に持ってくることにより、上述した式（１１）が得ら
れる。
【０１８８】
　式（１１）は、焦点距離F、動きベクトルのx軸方向の成分vxおよびy軸方向の成分vy、
並びに、特徴点のx軸方向の座標Xpおよびy軸方向の座標Ypが既知である場合、変数がピッ
チ角θ、ヨー角ψ、ロール角φの一次の線形式となるため、式（１１）を用いることによ
り、線形最適化問題の解法を用いて、ピッチ角θ、ヨー角ψ、ロール角φを求めることが
できる。従って、ピッチ角θ、ヨー角ψ、ロール角φの算出が容易になるとともに、各回
転角の検出精度が向上する。
【０１８９】
　なお、式（１１）は、式（２７）の背景ベクトルVsの算出式から導出されたものである
ので、抽出した３つの動きベクトルが全て背景ベクトルである場合、求めた回転角は実際
の値に近い値となる可能性が高く、抽出した３つの動きベクトルの中に前方画像内の移動
物体上の画素における動きベクトル（以下、移動物体ベクトルと称する）が含まれる場合
、求めた回転角は実際のカメラ１１２の値から離れた値となる可能性が高い。
【０１９０】
　ステップＳ８３において、誤差算出部２４２は、他の動きベクトルについて、仮の回転
角を用いた場合の誤差を算出する。具体的には、誤差算出部２４２は、仮の回転角の算出
に用いられた３つの動きベクトル以外の各動きベクトルについて、仮の回転角、動きベク
トルのx軸およびy軸方向の成分、および、対応する特徴点の座標の値を式（１１）の左辺
に代入したときの値を、その動きベクトルに対する仮の回転角の誤差として算出する。誤
差算出部２４２は、各動きベクトルと算出した誤差を関連づける情報、および、仮の回転
角を示す情報を選択部２４３に供給する。
【０１９１】
　ステップＳ８４において、選択部２４３は、誤差が所定の閾値以内となる動きベクトル
の数を数える。すなわち、選択部２４３は、仮の回転角の算出に用いられた動きベクトル
以外の動きベクトルのうち、誤差算出部２４２により算出された誤差が所定の閾値以内と
なる動きベクトルの数を数える。
【０１９２】
　ステップＳ８５において、選択部２４３は、所定の数のデータが蓄積されたかを判定す
る。まだ所定の数のデータが蓄積されていないと判定された場合、処理はステップＳ８１
に戻り、ステップＳ８５において、所定の数のデータが蓄積されたと判定されるまで、ス
テップＳ８１乃至Ｓ８５の処理が所定の回数だけ繰り返し実行される。これにより、所定
の数の仮の回転角と、その仮の回転角を用いた場合の誤差が所定の閾値以内となる動きベ
クトルの数を示すデータが所定の数だけ蓄積される。
【０１９３】
　ステップＳ８５において、所定の数のデータが蓄積されたと判定された場合、処理はス
テップＳ８６に進む。
【０１９４】
　ステップ８６において、選択部２４３は、誤差が所定の閾値以内となる動きベクトルの
数が最も多かった仮の回転角をカメラ１１２の回転角として選択し、回転角検出処理は終
了する。
【０１９５】
　前方画像おいては、ほとんどの場合において静止物体が占める割合が高いため、検出さ
れた動きベクトルのうち背景ベクトルの占める割合が高くなる。従って、選択部２４３に
より選択される回転角は、背景ベクトルに対する誤差が小さい回転角、すなわち、３つの
背景ベクトルに基づいて算出された回転角である可能性が非常に高く、その結果、実際の
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回転角と非常に近い値の回転角が選択される。従って、移動物体ベクトルがカメラ１１２
の回転角の検出結果に与える影響が低減され、回転角の検出精度が向上する。
【０１９６】
　選択部２４３は、選択した回転角を示す情報をベクトル変換部２６１に供給する。
【０１９７】
　図７に戻り、ステップＳ９において、クラスタリング部１６６は、クラスタリング処理
を行う。ここで、図２５のフローチャートを参照して、クラスタリング処理の詳細につい
て説明する。
【０１９８】
　ステップＳ７１において、ベクトル変換部２６１は、未処理の特徴点を１つ選択する。
具体的には、ベクトル変換部２６１は、選択ROI内の特徴点のうち、まだステップＳ７２
およびＳ７３の処理を行っていない特徴点を１つ選択する。なお、以下、ステップＳ７１
において選択された特徴点を選択特徴点とも称する。
【０１９９】
　ステップＳ７２において、ベクトル変換部２６１は、選択した特徴点における動きベク
トルを、カメラ１１２の回転角に基づいて変換する。具体的には、上述した式（２７）よ
り、カメラ１１２が回転運動をすることにより発生する動きベクトルVrは、以下の式（３
１）で表される。
【０２００】
【数１６】

【０２０１】
　なお、式（３１）を見て明らかなように、カメラ１１２の回転運動により発生する動き
ベクトルVrの成分の大きさは、被写体までの距離とは無関係である。
【０２０２】
　ベクトル変換部２６１は、選択特徴点における動きベクトルの成分から、式（３１）に
より示される動きベクトルVrの成分を除去することにより、換言すれば、カメラ１１２の
回転運動による成分を除去することにより、自車（カメラ１１２）の距離方向の移動、お
よび、選択特徴点における被写体の動きにより生じた動きベクトル（変換ベクトル）を求
める。
【０２０３】
　なお、例えば、背景ベクトルVsの変換ベクトルVscは、理論的には、上述した式（２７
）から式（３１）を引くことにより、以下の式（３２）により求められる。
【０２０４】

【数１７】

【０２０５】
　また、詳細な説明は省略するが、前方画像内の移動物体ベクトルVmは、理論的には、以
下の式（３３）により求められる。
【０２０６】
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【数１８】

【０２０７】
　なお、dX、dY、dZは、時刻tと時刻t+1との間の移動物体のカメラ座標系におけるx軸、y
軸、および、軸方向の移動量を表している。
【０２０８】
　従って、移動物体ベクトルVmの変換ベクトルVmcは、理論的には、式（３３）から式（
３１）を引くことにより、以下の式（３４）により求められる。
【０２０９】
【数１９】

【０２１０】
　ベクトル変換部２６１は、選択ROIの前方画像上の位置、および、求めた変換ベクトル
を示す情報をベクトル分類部２６２に供給する。
【０２１１】
　ステップＳ７３において、ベクトル分類部２６２は、動きベクトルの種類を検出する。
具体的には、まず、ベクトル分類部２６２は、自車から選択ROI内のオブジェクトまでの
距離を示す情報をROI設定部１６１から取得する。
【０２１２】
　変換ベクトルは、カメラ１１２の回転運動により生じた成分が除かれているため、選択
特徴点における変換ベクトルと、選択特徴点において理論的に求められる背景ベクトルと
を比較することにより、選択特徴点における動きベクトルが、移動物体ベクトルまたは背
景ベクトルのいずれであるかを検出することができる。換言すれば、選択特徴点が、移動
物体または静止物体のいずれの上にある画素であるかを検出することができる。
【０２１３】
　ベクトル分類部２６２は、選択特徴点における変換ベクトルと、選択特徴点における理
論上の背景ベクトル（カメラ１１２が回転しておらず、かつ、選択特徴点が静止物体上の
画素である場合の選択特徴点における動きベクトル）とのx軸方向（前方画像の水平方向
）の向きが異なる場合、以下の式（３５）を満たすとき、選択特徴点における動きベクト
ルは移動物体ベクトルであると判定し、式（３５）を満たさないとき、選択特徴点におけ
る動きベクトルは背景ベクトルであると判定する。
【０２１４】
　|vcx|＞0　・・・（３５）
【０２１５】
　なお、vcxは、変換ベクトルのx軸方向の成分を示している。すなわち、選択特徴点にお
ける動きベクトルは、選択特徴点における変換ベクトルと理論上の背景ベクトルとのx軸
方向の向きが異なる場合、移動物体ベクトルであると判定され、x軸方向の向きが同じ場
合、背景ベクトルであると判定される。
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【０２１６】
　また、ベクトル分類部２６２は、選択特徴点における変換ベクトルと理論上の背景ベク
トルとのx軸方向の向きが同じ場合、以下の式（３６）を満たすとき、選択特徴点におけ
る動きベクトルは移動物体ベクトルであると判定し、式（３６）を満たさないとき、選択
特徴点における動きベクトルは背景ベクトルであると判定する。
【０２１７】
　|vcx|＞Xp×tz÷Zc　・・・（３６）
【０２１８】
　従って、選択特徴点における動きベクトルは、選択特徴点における変換ベクトルと理論
上の背景ベクトルとのx軸方向の向きが同じ場合、変換ベクトルのx軸方向の成分の大きさ
が式（３６）の右辺より大きいとき、移動物体ベクトルであると判定され、変換ベクトル
のx軸方向の成分の大きさが式（３６）の右辺以下のとき、背景ベクトルであると判定さ
れる。
【０２１９】
　なお、式（３６）の右辺は、上述した式（３２）に示される背景ベクトルの変換ベクト
ルVscのｘ成分と等しい。すなわち、式（３６）の右辺は、カメラ１１２が回転しておら
ず、かつ、選択特徴点が静止物体上にある場合の選択特徴点における理論上の動きベクト
ルの水平成分の大きさを表している。
【０２２０】
　ステップＳ７４において、ベクトル分類部２６２は、全ての特徴点について処理したか
を判定する。全ての特徴点について処理していないと判定された場合、処理はステップＳ
７１に戻り、ステップＳ７４において、全ての特徴点について処理したと判定されるまで
、ステップＳ７１乃至Ｓ７４の処理が繰り返し実行される。すなわち、ROI内の全ての特
徴点における動きベクトルの種類が検出される。
【０２２１】
　一方、ステップＳ７４において、全ての特徴点について処理したと判定された場合、処
理はステップＳ７５に進む。
【０２２２】
　ステップＳ７５において、オブジェクト分類部２６３は、オブジェクトの種類を検出す
る。具体的には、ベクトル分類部２６２は、選択ROIの前方画像上の位置、および、選択R
OI内の各動きベクトルの種類を示す情報をオブジェクト分類部２６３に供給する。
【０２２３】
　オブジェクト分類部２６３は、選択ROI内の動きベクトルを分類した結果に基づいて、
選択ROI内のオブジェクトの種類を検出する。例えば、オブジェクト分類部２６３は、選
択ROI内の移動物体ベクトルの数が所定の閾値以上である場合、選択ROI内のオブジェクト
が移動物体であると判定し、所定の閾値未満である場合、選択ROI内のオブジェクトが静
止物体であると判定する。あるいは、例えば、オブジェクト分類部２６３は、選択ROI内
の全ての動きベクトルに占める移動物体ベクトルの比率が所定の閾値以上である場合、選
択ROI内のオブジェクトが移動物体であると判定し、所定の閾値未満である場合、選択ROI
内のオブジェクトが静止物体であると判定する。
【０２２４】
　ここで、図２６を参照して、オブジェクトの分類処理の具体例について説明する。なお
、図２６は、前方画像を模式的に表した図であり、図内の黒の矢印は、ROI３８１内のオ
ブジェクト３８２の動きベクトル、および、ROI３８３内のオブジェクト３８４の動きベ
クトルを表し、その他の矢印は背景ベクトルを表す。図２６に示されるように、背景ベク
トルは、前方画像上のx軸方向のほぼ中央を境にして向きが変わり、左右の両端に近くな
るほど、その大きさが大きくなる。また、線３８５乃至３８７は、路上の区分線を表し、
線３８８および３８９は、検知領域の境界を表すための補助線である。
【０２２５】
　図２６に示されるように、オブジェクト３８２は、背景ベクトルの向きとほぼ反対方向
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に移動している。従って、オブジェクト３８２の動きベクトルとオブジェクト３８２にお
ける理論上の背景ベクトルのx軸方向の向きが異なるため、上述した式（３５）に基づい
て、オブジェクト３８２の動きベクトルは、移動物体ベクトルであると判定され、オブジ
ェクト３８２は移動物体に分類される。
【０２２６】
　一方、オブジェクト３８４は、背景ベクトルの向きとほぼ同じ方向に移動している。す
なわち、オブジェクト３８４の動きベクトルとオブジェクト３８４における理論上の背景
ベクトルのx軸方向の向きが同じになる。この場合、オブジェクト３８４の動きベクトル
は、自車の移動による成分とオブジェクト３８４の移動による成分との和になり、理論上
の背景ベクトルの大きさより大きくなる。従って、式（３６）に基づいて、オブジェクト
３８４の動きベクトルは、移動物体ベクトルであると判定され、オブジェクト３８４は移
動物体に分類される。
【０２２７】
　このように、オブジェクトの移動方向と理論上の背景ベクトルの向きとの関係に関わら
ず、オブジェクトが移動物体であるか否かを正確に検出することができる。
【０２２８】
　一方、例えば、特開６－２８２６５５号公報に記載されているように、動きベクトルと
理論上の背景ベクトルとのx軸方向の向きのみに基づいて、移動物体を検出するようにし
た場合、背景ベクトルの向きとほぼ反対方向に移動しているオブジェクト３８２を移動物
体に分類することはできるが、背景ベクトルとほほ同じ方向に移動しているオブジェクト
３８４を移動物体に分類することはできない。
【０２２９】
　図２５に戻り、ステップＳ７６において、オブジェクト分類部２６３は、移動物体であ
るかを判定する。オブジェクト分類部２６３は、ステップＳ７５の処理の結果に基づいて
、選択ROI内のオブジェクトが移動物体であると判定した場合、処理はステップＳ７７に
進む。
【０２３０】
　ステップＳ７７において、移動物体分類部２６４は、移動物体の種類を検出し、クラス
タリング処理は終了する。具体的には、オブジェクト分類部２６３は、選択ROIの前方画
像上の位置を示す情報を移動物体分類部２６４に供給する。移動物体分類部２６４は、例
えば、所定の画像認識の手法を用いて、選択ROI内のオブジェクトである移動物体が車両
であるか否かを検出する。なお、上述したステップＳ４のROI設定処理において、対向車
および先行車が処理対象から除かれているため、この処理により、選択ROI内の移動物体
が、自車の横断方向に移動している車両であるか否かが検出される。
【０２３１】
　このように、検出対象が移動物体に絞り込まれた後、自車に対して横断方向に移動して
いる車両であるか否かを検出するので、検出精度を向上させることができる。また、選択
ROI内の移動物体が車両でないと判定された場合、その移動物体は、検知領域内において
車両以外の移動する物体であり、人である可能性が高くなる。
【０２３２】
　移動物体分類部２６４は、選択ROIの前方画像上の位置、および、選択ROI内のオブジェ
クトの種類を示す情報を出力部１３３に供給する。
【０２３３】
　一方、ステップＳ７６において、選択ROI内のオブジェクトが静止物体であると判定さ
れた場合、処理はステップＳ７８に進む。
【０２３４】
　ステップＳ７８において、静止物体分類部２６５は、静止物体の種類を検出し、クラス
タリング処理は終了する。具体的には、オブジェクト分類部２６３は、選択ROIの前方画
像上の位置を示す情報を静止物体分類部２６５に供給する。静止物体分類部２６５は、例
えば、所定の画像認識の手法を用いて、選択ROI内のオブジェクトである静止物体が人で
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あるか否かを判定する。すなわち、選択ROI内の静止物体が人であるか、それ以外の物体
（例えば、路側構造物、停止車両など）であるかが検出される。
【０２３５】
　このように、検出対象が静止物体に絞り込まれた後、静止している人であるか否かを検
出するので、検出精度を向上させることができる。
【０２３６】
　静止物体分類部２６５は、選択ROIの前方画像上の位置、および、選択ROI内のオブジェ
クトの種類を示す情報を出力部１３３に供給する。
【０２３７】
　図７に戻り、ステップＳ１０において、特徴量算出部１６２は、全てのROIについて処
理したかを判定する。まだ全てのROIについて処理していないと判定された場合、処理は
ステップＳ５に戻り、ステップＳ１０において、全てのROIについて処理したと判定され
るまで、ステップＳ５乃至Ｓ１０の処理が繰り返し実行される。すなわち、設定された全
てのROI内のオブジェクトの種類が検出される。
【０２３８】
　ステップＳ１１において、出力部１３３は、検出結果を供給する。具体的には、出力部
１３３は、移動物体が検出されたROIのうち車両以外の移動物体が検出されたROI内のオブ
ジェクト、および、静止物体が検出されたROIのうち人が検出されたROI内のオブジェクト
、すなわち、人である可能性が高いオブジェクトのレーダ座標系における位置、移動方向
、および、速度などの検出結果を示す情報を車両制御装置１１５に供給する。
【０２３９】
　図２７は、図１２の前方画像３４１における検出結果の例を示す図である。ROI３５２
内の領域４０１内のオブジェクト３５１が人である可能性が高いと判定され、オブジェク
ト３５１のレーダ座標系における位置、移動方向、および、速度などの検出結果を示す情
報が車両制御装置１１５に供給される。
【０２４０】
　ステップＳ１２において、車両制御装置１１５は、検出結果に応じた処理を行う。例え
ば、車両制御装置１１５は、図示せぬ表示や装置やスピーカなどを用いて、画像や音声に
より、検出した人との接触や衝突の回避を促す警報を行う。また、例えば、車両制御装置
１１５は、検出した人との接触や衝突を回避するように、自車の速度や進行方向などを制
御する。
【０２４１】
　ステップＳ１３において、障害物検出システム１０１は、処理を終了するかを判定する
。処理を終了しないと判定された場合、処理はステップＳ４に戻り、ステップＳ１３にお
いて、処理を終了すると判定されるまで、ステップＳ４乃至Ｓ１３の処理が繰り返し実行
される。
【０２４２】
　一方、ステップＳ１３において、例えば、自車のエンジンが停止された場合、処理を終
了すると判定され、障害物検出処理は終了する。
【０２４３】
　以上のように、自車の前方に存在するオブジェクトが移動物体または静止物体のいずれ
であるかを正確に検出することができ、その結果、自車の前方に存在する人の検出性能を
向上させることができる。
【０２４４】
　また、検出処理を行う領域がROI内に限定されるため、検出処理の負荷を軽減すること
ができ、処理速度を高速化したり、検出処理を実現するための装置に要するコストを削減
したりすることができる。
【０２４５】
　さらに、オブジェクトまでの距離に応じてROI内から抽出される特徴点の密度が適切に
設定されるので、検出性能を向上させることができるとともに、特徴点が必要以上に抽出
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されてしまい、検出処理の負荷が増大することが防止される。
【０２４６】
　次に、図２８乃至図３１を参照して、回転角検出部１６５の他の実施の形態について説
明する。
【０２４７】
　まず、図２８および図２９を参照して、回転角検出部１６５の第２の実施の形態につい
て説明する。
【０２４８】
　図２８は、回転角検出部１６５の第２の実施の形態の機能的構成を示すブロック図であ
る。図２８の回転角検出部１６５は、ロバスト推定の１つの手法としてRANSACと最小二乗
法を組み合わせた手法を用いて、カメラ１１２の回転角を検出する。図２８の回転角検出
部１６５は、回転角算出部２４１、誤差算出部２４２、選択部４２１、および、回転角推
定部４２２を含むように構成される。なお、図中、図５と対応する部分については同じ符
号を付してあり、処理が同じ部分に関しては、その説明は繰り返しになるので省略する。
【０２４９】
　選択部４２１は、図５の選択部２４３と同様に、誤差が所定の閾値以内となる動きベク
トルの数に基づいて、回転角算出部２４１により求められた仮の回転角の中から１つの回
転角を選択する。選択部４２１は、選択した仮の回転角を用いた場合の誤差が所定の閾値
以内となる動きベクトルを示す情報を回転角推定部４２２に供給する。
【０２５０】
　回転角推定部４２２は、図２９を参照して後述するように、誤差が所定の閾値以内とな
る動きベクトルのみを用いて最小二乗法により回転角を推定し、推定した回転角を示す情
報をベクトル変換部２６１に供給する。
【０２５１】
　次に、図２９のフローチャートを参照して、図２８の回転角検出部１６５により実行さ
れる図７のステップＳ８の回転角検出処理の詳細について説明する。
【０２５２】
　ステップＳ２０１乃至Ｓ２０５の処理は、上述した図２４のステップＳ８１乃至Ｓ８５
の処理と同様であり、その説明は省略するが、これらの処理により、所定の数の仮の回転
角と、その仮の回転角を用いた場合の誤差が所定の閾値以内となる動きベクトルの数を示
すデータが所定の数だけ蓄積される。
【０２５３】
　ステップＳ２０６において、選択部４２１は、誤差が所定の閾値以内となる動きベクト
ルの数が最も多かった仮の回転角を選択する。選択部４２１は、選択した仮の回転角を用
いた場合の誤差が所定の閾値以内となる動きベクトルを示す情報を回転角推定部４２２に
供給する。
【０２５４】
　ステップＳ２０７において、回転角推定部４２２は、誤差が所定の閾値以内となる動き
ベクトルのみを用いて最小二乗法により回転角を推定し、回転角検出処理は終了する。具
体的には、回転角推定部４２２は、選択部４２１から供給された情報に示される動きベク
トル、すなわち、選択部４２１により選択された仮の回転角を用いた場合の誤差が所定の
閾値以内となる動きベクトルの成分、および、対応する特徴点の座標の値を用いて、最小
二乗法により、式（１１）の近似式を求める。これにより、式（１１）の未知の変数であ
る、ピッチ角θ、ヨー角ψ、ロール角φが推定される。回転角推定部４２２は、推定した
回転角を示す情報をベクトル変換部２６１に供給する。
【０２５５】
　この図２９の回転角検出処理によれば、上述した図２４の回転角検出処理と比較して、
処理時間をほとんど増大させずに、回転角の検出精度を向上させることができる。
【０２５６】
　次に、図３０および図３１を参照して、回転角検出部１６５の第３の実施の形態につい
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て説明する。
【０２５７】
　図３０は、回転角検出部１６５の第３の実施の形態の機能的構成を示すブロック図であ
る。図３０の回転角検出部１６５は、ロバスト推定の一つの手法であるハフ変換を用いて
、カメラ１１２の回転角を検出する。図３０の回転角検出部１６５は、ハフ変換部４４１
、および、抽出部４４２を含むように構成される。
【０２５８】
　ハフ変換部４４１は、検出された動きベクトルを示す情報をベクトル検出部１６４から
取得する。ハフ変換部４４１は、図３１を参照して後述するように、ベクトル検出部１６
４により検出された動きベクトルについて、上述した式（１１）に対するハフ変換を行い
、ハフ変換の結果を示す情報を抽出部４４２に供給する。
【０２５９】
　抽出部４４２は、ハフ変換部４４１によるハフ変換の結果に基づいて、投票数が最大と
なる回転角の組み合わせを抽出し、抽出した回転角の組み合わせを示す情報をベクトル変
換部２６１に供給する。
【０２６０】
　次に、図３１のフローチャートを参照して、図２９の回転角検出部１６５により実行さ
れる図７のステップＳ８の回転角検出処理の詳細について説明する。
【０２６１】
　ステップＳ２２１において、ハフ変換部４４１は、３種類の回転角をパラメータとする
パラメータ空間を設定する。具体的には、ハフ変換部４４１は、上述した式（１１）に現
れる各要素のうち、ピッチ角θ、ヨー角ψ、ロール角φの３つの回転角をパラメータとす
るパラメータ空間、すなわち、ピッチ角θ、ヨー角ψ、ロール角φの３軸からなるパラメ
ータ空間を設定する。また、ハフ変換部４４１は、各軸を所定の範囲ごとに区切ることに
よりパラメータ空間を複数の領域（以下、ビンとも称する）に分割する。
【０２６２】
　ステップＳ２２２において、ハフ変換部４４１は、全ての動きベクトルについて、３種
類の回転角のうち２種類の回転角を変化させながら、パラメータ空間に投票する。具体的
には、ハフ変換部４４１は、動きベクトルを１つ選択し、選択した動きベクトルのx軸お
よびy軸方向の成分、並びに、対応する特徴点のx軸およびy軸方向の座標を上述した式（
１１）に代入する。ハフ変換部４４１は、式（１１）に対して、ピッチ角θ、ヨー角ψ、
ロール角φのうち２つを所定の間隔で変化させながら残りの１つの値を求め、その３種類
の回転角の値の組み合わせを含むパラメータ空間のビンに票を投票していく。すなわち、
１つの動きベクトルについて、３種類の回転角の値の組み合わせが複数求められ、複数の
票がパラメータ空間に投票される。ハフ変換部４４１は、この処理を全ての動きベクトル
について行う。ハフ変換部４４１は、ハフ変換の結果であるパラメータ空間の各ビンの投
票数を示す情報を抽出部４４２に供給する。
【０２６３】
　ステップＳ２２３において、抽出部４４２は、投票数が最大となる回転角の組み合わせ
を抽出し、回転角検出処理は終了する。具体的には、抽出部４４２は、ハフ変換部４４１
から取得したハフ変換の結果に基づいて、投票数が最大となるパラメータ空間のビンを抽
出する。抽出部４４２は、抽出したビンに含まれる回転角の組み合わせのうち１つを抽出
する。例えば、抽出部４４２は、抽出したビンにおけるピッチ角、ヨー角、ロール角の各
回転角の中央値の組み合わせを抽出する。抽出部４４２は、抽出した回転角の組み合わせ
を示す情報をベクトル変換部２６１に供給する。
【０２６４】
　この図３１の回転角検出処理によれば、上述した図２４および図２９の回転角検出処理
と比較して、処理時間は長くなる一方、移動物体ベクトルがカメラ１１２の回転角の検出
結果に与える影響がより低減され、回転角の検出精度がさらに向上する。
【０２６５】
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　なお、以上の説明では、カメラ１１２の並進運動の方向をz軸方向に限定するモデルを
例に挙げたが、ここで、並進運動の方向を限定しない場合について考えてみる。
【０２６６】
　並進運動の方向を限定しない場合、上述した式（２３）は、以下の式（３７）のように
表される。
【０２６７】
【数２０】

【０２６８】
　上述した式（２４）に式（３７）を代入して展開することにより、式（３８）が導出さ
れる。
【０２６９】
【数２１】

【０２７０】
　従って、前方画像における静止物体上の画素における背景ベクトルVsは、以下の式（３
９）により表される。
【０２７１】
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【数２２】

【０２７２】
　式（３９）からZcを消去することにより、以下の式（４０）が導出される。
【０２７３】
【数２３】

【０２７４】
　ここで、自車の並進運動の方向は１軸方向に限定されるので、カメラ１１２の並進運動
の３軸方向の成分のうち２軸方向の成分は、残りの１軸方向の成分を用いて表すことがで
きる。従って、tx＝atz（aは定数），ty＝btz（ｂは定数）と表すことにより、式（４０
）から、以下の式（４１）乃至式（４３）を経て、式（４４）が導出される。
【０２７５】
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【数２４】

【０２７６】
　式（４４）は、上述した式（１１）と同様に、焦点距離F、動きベクトルのx軸方向の成
分vxおよびy軸方向の成分vy、並びに、特徴点のx軸方向の座標Xpおよびy軸方向の座標Yp
が既知である場合、変数がピッチ角θ、ヨー角ψ、ロール角φの一次の線形式となるため
、式（４４）を用いることにより、線形最適化問題の解法を用いて、ピッチ角θ、ヨー角
ψ、ロール角φを求めることができる。従って、ピッチ角θ、ヨー角ψ、ロール角φの算
出が容易になるとともに、各回転角の検出精度が向上する。
【０２７７】
　例えば、図３２に示されるように、カメラ１１２の光軸（カメラ座標系のｚ軸）が、車
両４６１の左右方向において進行方向Ｆ１に対して斜めになるように設置されている場合
、カメラ１１２は、車両４６１の進行に伴い、x軸およびz軸方向に並進移動する。従って
、この場合、カメラ１１２の並進運動の方向をz軸方向の１軸方向に限定したモデルを適
用することができない。しかし、カメラ座標系のz軸と車両の進行方向Fとの間の角度αを
計測しておけば、tx＝tztanα（tanαは定数）と表すことができ、式（４４）を用いて、
ピッチ角θ、ヨー角ψ、ロール角φを求めることができる。
【０２７８】
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　なお、カメラ１１２が、車両４６１の上下方向において進行方向Fに対して斜めに設置
されたり、車両４６１の上下および左右の両方向において進行方向Fに対して斜めに設置
された場合も同様に、式（４４）を用いて、カメラ１１２の回転運動のピッチ角θ、ヨー
角ψ、ロール角φを求めることができる。
【０２７９】
　また、式（４０）において、カメラ１１２の並進運動の方向をz軸方向に限定し、tx＝0
，ty＝0とした場合、式（４０）から、以下の式（４５）乃至式（４９）を経て、式（５
０）が導出される。
【０２８０】
【数２５】

【０２８１】
　この式（５０）は、上述した式（３０）と一致する。
【０２８２】
　さらに、式（４０）において、カメラ１１２の並進運動の方向をx軸方向に限定し、ty
＝0，tz＝0とした場合、式（４０）から、以下の式（５１）を経て、式（５２）が導出さ
れる。
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【０２８３】
【数２６】

【０２８４】
　式（５２）は、上述した式（１１）および式（４４）と同様に、焦点距離F、動きベク
トルのx軸方向の成分vxおよびy軸方向の成分vy、並びに、特徴点のx軸方向の座標Xpおよ
びy軸方向の座標Ypが既知である場合、変数がピッチ角θ、ヨー角ψ、ロール角φの一次
の線形式となる。
【０２８５】
　また、式（４０）において、カメラ１１２の並進運動の方向をy軸方向に限定し、tx＝0
，tz＝0とした場合、式（４０）から、以下の式（５３）および式（５４）を経て、式（
５５）が導出される。
【０２８６】

【数２７】

【０２８７】
　式（５５）は、上述した式（１１）、式（４４）、および、式（５２）と同様に、焦点
距離F、動きベクトルのx軸方向の成分vxおよびy軸方向の成分vy、並びに、特徴点のx軸方
向の座標Xpおよびy軸方向の座標Ypが既知である場合、変数がピッチ角θ、ヨー角ψ、ロ
ール角φの一次の線形式となる。
【０２８８】
　従って、上述した車両の例に限らず、カメラが設置されている移動体の並進運動の方向
が１軸方向に限定される場合、カメラの回転運動の成分である回転角は、カメラの取付位
置や取付方向に関わらず、上述した式（４４）を用いて求めることができる。加えて、移
動体の並進運動の方向とカメラの光軸（z軸）が平行または垂直であるとき、換言すれば
、移動体の並進運動の方向とカメラ座標系の１つの軸が平行であるとき、カメラの並進運
動の方向を移動体が並進運動を行う方向に限定したモデルを適用することにより、カメラ
の回転角は、式（１１）、式（５２）または式（５５）のいずれかを用いて求めることが
できる。
【０２８９】
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　なお、以上の説明では、障害物検出装置１１４から、自車の前方に存在する人の位置、
移動方向、および、速度などを検出結果として出力する例を示したが、例えば、検出され
た全ての移動物体および静止物体の種類、位置、移動方向、および、速度などを検出結果
として出力するようにしてもよい。あるいは、例えば、横断方向に走行している車両など
、所望の種類のみの物体の位置、移動方向、および、速度などを検出結果として出力する
ようにしてもよい。
【０２９０】
　また、必要に応じて、移動物体分類部２６４および静止物体分類部２６５において、さ
らに高精度な画像認識を行い、より詳細に移動物体または静止物体の種類を分類するよう
にしてもよい。
【０２９１】
　さらに、移動物体または静止物体の種類を分類する必要がない場合、移動物体または静
止物体の種類の検出を行わずに、移動物体または静止物体の位置、移動方向、および、速
度などを検出結果として出力するようにしてもよい。
【０２９２】
　また、図８のROI設定処理において、速度が所定の閾値より大きいオブジェクトを処理
対象から除外するようにしたが、逆に、速度が所定の閾値より大きいオブジェクトのみを
処理対象とするようにしてもよい。これにより、対向車および先行車の検出精度を低下さ
せることなく、検出処理の負荷を低減させることができる。
【０２９３】
　さらに、図８のROI設定処理において、速度が所定の閾値より大きいオブジェクトに対
するROIを求め、求めたROI以外の領域を処理対象とするようにしてもよい。
【０２９４】
　また、図１３の特徴点抽出の手法は、上述した動きベクトルを検出するための特徴点を
抽出する以外にも、例えば、画像認識における特徴点抽出などにも適用することができる
。
【０２９５】
　さらに、以上の説明では、車両の前方のオブジェクトを検出する例を示したが、本発明
は、前方以外の方向のオブジェクトを検出する場合にも適用することができる。
【０２９６】
　また、以上の説明では、画像の高さ方向において抽出することが望ましい特徴点の数に
基づいて、特徴点密度パラメータを設定する例を示したが、例えば、画像の所定の面積あ
たりにおいて抽出することが望ましい特徴点の数に基づいて、特徴点密度パラメータを設
定するようにしてもよい。
【０２９７】
　さらに、カメラの回転角の検出に用いるロバスト推定の手法は、上述した例に限定され
るものではなく、他の手法（例えば、M推定）を用いるようにしてもよい。
【０２９８】
　また、ロバスト推定を行わずに、例えば、レーザレーダ１１１からの情報などに基づい
て、検出した動きベクトルの中から背景ベクトルを抽出し、抽出した背景ベクトルを用い
てカメラの回転角を検出するようにしてもよい。
【０２９９】
　上述した障害物検出装置１１４の一連の処理は、ハードウエアにより実行することもで
きるし、ソフトウエアにより実行することもできる。障害物検出装置１１４の一連の処理
をソフトウエアにより実行する場合には、そのソフトウエアを構成するプログラムが、専
用のハードウエアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプログラムをインス
トールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピ
ュータなどに、プログラム記録媒体からインストールされる。
【０３００】
　図３３は、上述した障害物検出装置１１４の一連の処理をプログラムにより実行するコ
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ンピュータのハードウエアの構成例を示すブロック図である。
【０３０１】
　コンピュータにおいて、CPU（Central Processing Unit）５０１，ROM（Read Only Mem
ory）５０２，RAM（Random Access Memory）５０３は、バス５０４により相互に接続され
ている。
【０３０２】
　バス５０４には、さらに、入出力インタフェース５０５が接続されている。入出力イン
タフェース５０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる入力部５０６、
ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部５０７、ハードディスクや不揮発性のメモリ
などよりなる記憶部５０８、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部５０９、磁
気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメデ
ィア５１１を駆動するドライブ５１０が接続されている。
【０３０３】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU５０１が、例えば、記憶部５０８に記
憶されているプログラムを、入出力インタフェース５０５及びバス５０４を介して、RAM
５０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０３０４】
　コンピュータ（CPU５０１）が実行するプログラムは、例えば、磁気ディスク（フレキ
シブルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(Di
gital Versatile Disc)等）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりなるパッ
ケージメディアであるリムーバブルメディア５１１に記録して、あるいは、ローカルエリ
アネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒
体を介して提供される。
【０３０５】
　そして、プログラムは、リムーバブルメディア５１１をドライブ５１０に装着すること
により、入出力インタフェース５０５を介して、記憶部５０８にインストールすることが
できる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部５０９で受信
し、記憶部５０８にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM５０２
や記憶部５０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０３０６】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０３０７】
　また、本明細書において、システムの用語は、複数の装置、手段などより構成される全
体的な装置を意味するものとする。
【０３０８】
　さらに、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発
明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０３０９】
【図１】オプティカルフローに基づいて移動体を検出する例を説明するための図である。
【図２】本発明を適用した障害物検出システムの一実施の形態を示すブロック図である。
【図３】レーザレーダの検出結果の例を示す図である。
【図４】前方画像の例を示す図である。
【図５】図１の回転角検出部の機能的構成の詳細を示すブロック図である。
【図６】図１のクラスタリング部の機能的構成の詳細を示すブロック図である。
【図７】障害物検出システムにより実行される障害物検出処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【図８】図７のステップＳ４のROI設定処理の詳細を説明するためのフローチャートであ
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る。
【図９】検知領域の例を示す図である。
【図１０】処理対象として抽出されるオブジェクトの種類を説明するための図である。
【図１１】ROIの設定方法の例を説明するための図である。
【図１２】前方画像およびROIの例を示す図である。
【図１３】図７のステップＳ６の特徴点抽出処理の詳細を説明するためのフローチャート
である。
【図１４】ROI内の各画素の特徴量の例を示す図である。
【図１５】特徴点候補のソートを説明するための図である。
【図１６】特徴点抽出処理の具体例を説明するための図である。
【図１７】特徴点抽出処理の具体例を説明するための図である。
【図１８】特徴点抽出処理の具体例を説明するための図である。
【図１９】特徴点抽出処理の具体例を説明するための図である。
【図２０】特徴量のみに基づいて抽出した特徴点の例を示す図である。
【図２１】図１３の特徴点抽出処理により抽出した特徴点の例を示す図である。
【図２２】図１２の前方画像において抽出された特徴点の例を示す図である。
【図２３】図１２の前方画像において検出された動きベクトルの例を示す図である。
【図２４】図７のステップＳ８の回転角検出処理の詳細を説明するための図である。
【図２５】図７のステップＳ９のクラスタリング処理の詳細を説明するための図である。
【図２６】動きベクトルの種類の検出方法を説明するための図である。
【図２７】図１２の前方画像における検出結果の例を示す図である。
【図２８】図１の回転角検出部の第２の実施の形態の機能的構成の詳細を示すブロック図
である。
【図２９】図２８の回転角検出部による図７のステップＳ８の回転角検出処理の詳細を説
明するための図である。
【図３０】図１の回転角検出部の第３の実施の形態の機能的構成の詳細を示すブロック図
である。
【図３１】図３０の回転角検出部による図７のステップＳ８の回転角検出処理の詳細を説
明するための図である。
【図３２】カメラの取付方向の例を示す図である。コンピュータの構成の例を示すブロッ
ク図である。
【図３３】コンピュータの構成の例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０３１０】
　１０１　障害物検出システム
　１１１　レーザレーダ
　１１２　カメラ
　１１３　車速センサ
　１１４　障害物検出装置
　１１５　車両制御装置
　１３１　オブジェクト情報処理部
　１３２　画像処理部
　１３３　出力部
　１４１　オブジェクト抽出部
　１４２　特徴点密度パラメータ設定部
　１５１　位置判定部
　１５２　速度判定部
　１６１　ROI設定部
　１６２　特徴量算出部
　１６３　特徴点抽出部
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　１６４　ベクトル検出部
　１６５　回転角検出部
　１６６　クラスタリング部
　２４１　回転角算出部
　２４２　誤差算出部
　２４３　選択部
　２６１　ベクトル変換部
　２６２　ベクトル分類部
　２６３　オブジェクト分類部
　２６４　移動物体分類部
　２６５　静止物体分類部
　４２１　選択部
　４２２　回転角推定部
　４４１　ハフ変換部
　４４２　抽出部

【図１】 【図２】
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