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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の環境内に存在する対象物体（５１）の位置を検出する方法であって、
　ａ．波動を放射してその反射波を受信することにより自車両から見た前記対象物体の方
向及び距離を検出する物体位置センサ（２）から、前記対象物体の検出位置に関する情報
（６）を受信するステップと、
　ｂ．前記物体位置センサの検知範囲の画像を取得する画像センサ（３）から前記対象物
体を含む取得画像に関する情報（７）を受信するステップと、
　ｃ．前記検出位置を前記取得画像上に投影するステップと、
　ｄ．前記取得画像内における対称性探索を行って前記対象物体の前記検出位置を補正す
るステップと、
　を備え、
　前記補正するステップは、
　　ｅ．前記検出位置に基づいて、前記画像センサから受信した前記取得画像上に、予め
定められた検出すべき物体についての予め定められ記憶されたサイズと、自車両から前記
対象物体までの距離と、に応じたサイズを有する対象領域（５２）を設定するステップと
、
　　ｆ．前記画像センサから受信した前記取得画像上において、前記対象領域（５２）を
左右方向に所定の割合で拡大した領域として対称性探索領域（５３）を設定するステップ
と、
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　　ｇ．前記対称性探索領域内に、前記対象領域と同じサイズの対称ウィンドウ（６１）
を設定するステップと、
　　ｈ．前記対称ウィンドウの位置を、前記対称性探索領域の水平方向の一端の位置から
他端の位置まで移動させつつ、前記対称ウィンドウの各位置において、前記対象ウィンド
ウ内の画像の左右を反転した反転画像を生成し、当該反転画像と前記対称ウィンドウ内の
画像との相関値を算出するステップと、
　　ｊ．前記相関値が最大のピークとなる前記対称ウィンドウの前記対称性探索領域にお
ける位置での、当該対称ウィンドウの水平方向の中心位置を補正目標位置とし、当該補正
目標位置を前記対象物体の水平方向の中心位置として決定して、前記対象物体の検出位置
の水平方向位置を補正するステップと、
　により構成される、
　方法。
【請求項２】
　前記相関値は、累積正規化相互相関（ＳＮＣＣ）、局所平均・分散正規化（ＭＶＮ）画
像についての累積絶対値誤差（ＳＡＤ）、ランク変換（ＲＴ）画像についての累積絶対値
誤差（ＳＡＤ）、または、センサス変換画像についてのハミング距離を用いて算出される
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記相関値は、位相限定相関（ＰＯＣ）により算出される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記対称性探索領域（５３）のサイズは、前記対象領域（５２）を所定の比率だけ水平
方向に拡大したサイズとして決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記対称性探索領域（５３）は、処理すべき画素の数が自車両から当該対象物体までの
距離にかかわらず一定となるように、当該対象物体までの距離に応じてダウンサンプリン
グされる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記検出位置の補正は、自車両の速度と前記検出位置の時系列情報とに基づいて前記対
象物体（５１）が非静止物体であると判断される場合（２１）に実行される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記検出位置の補正は、前記検出位置に基づいて前記対象物体（５１）が自車両の車線
及び又は隣接する車線に存在すると判断される場合に実行される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記検出位置の補正は、前記取得画像において他の物体との重なりにより少なくともそ
の一部が遮蔽された物体を除く前記対象物体（５１）について実行される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記各対象物体について、前記対象領域の左右に所定サイズの領域を付加した長方形領
域を生成するステップを更に有し、
　一の前記対象物体について生成された一の前記長方形領域の所定の割合以上の面積が、
他の前記対象物体について生成された他の前記長方形領域によって遮蔽されているときは
、前記一の対象物体（５１）を前記取得画像において他の物体との重なりにより少なくと
もその一部が遮蔽された物体であると判断する、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ステップａ～ｊが所定の時間間隔で繰り返し実行され、
　前記繰り返し実行毎に、
　　前記相関値が複数のピークを示すか否かを評価し、
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　　前記複数のピークがある場合には、各ピークについて前記補正目標位置を算出し、
　　前記算出された各補正目標位置について、前回実行時に算出された補正目標位置と今
回実行時に算出された対応する補正目標位置との水平方向距離が予め定めた閾値未満であ
るか否かを判断し、
　　閾値未満である今回実行時に算出した補正目標位置を用いて前記検出位置の補正を行
う、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記検出位置の補正は、前記相関値の前記最大のピークが、予め定めた閾値より大きい
場合に実行される、
　請求項１に記載の方法
【請求項１２】
　前記検出位置の補正は、前記補正目標位置を含む前記取得画像内の水平方向の位置範囲
が、前記対象領域の水平方向の幅に対し予め定めた所定の割合以上の範囲にわたって前記
閾値よりも大きな前記相関値を示すときは実行されない、
　請求項１１に記載の方法
【請求項１３】
　前記補正目標位置は、前記相関値の最大のピークを与える位置を含む所定の位置範囲内
における、前記相関値により重み付けされた位置の局所加重平均値により与えられる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記補正するステップにより補正された前記検出位置をカルマンフィルタ（１３）に入
力して、前記対象物体の空間時間的に安定化された位置を取得すると共に、当該位置を経
時的に追跡する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記補正するステップにより前記検出位置が補正されるときは当該補正された前記検出
位置をカルマンフィルタ（１３）に入力し、前記補正するステップにより前記検出位置が
補正されないときは補正されない前記検出位置をカルマンフィルタ（１３）に入力し、
　前記補正された前記検出位置を入力するときは、前記カルマンフィルタ（１３）のノイ
ズパラメータ値を、前記補正されない前記検出位置を入力するときよりも低いノイズを示
す値に適合させる、
　請求項１０ないし１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　自車両の環境内に存在する対象物体（５１）の位置を検出する装置（９）であって、
　－波動を放射してその反射波を受信することにより自車両から見た前記対象物体の方向
及び距離を検出する物体位置センサ（２）から前記対象物体の検出位置に関する情報（６
）を受信する手段と、
　－前記物体位置センサの検知範囲の画像を取得する画像センサ（３）から前記対象物体
を含む取得画像に関する情報（７）を受信する手段と、
　－前記検出位置を前記取得画像上に投影する手段と、
　－前記取得画像内における対称性探索を行って前記対象物体の前記検出位置を補正する
手段と、
　を備え、
　前記補正する手段は、
　　前記検出位置に基づいて、前記画像センサから受信した前記取得画像上に、予め定め
られた検出すべき物体ついての予め定められ記憶されたサイズと、自車両から前記対象物
体までの距離と、に応じたサイズを有する対象領域（５２）を設定し、
　　前記画像センサから受信した前記取得画像上において、前記対象領域（５２）を左右
方向に所定の割合で拡大した領域として対称性探索領域（５３）を設定し、
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　　前記対称性探索領域内に、前記対象領域と同じサイズの対称ウィンドウ（６１）を設
定し、
　　前記対称ウィンドウの位置を、前記対称性探索領域の水平方向の一端の位置から他端
の位置まで移動させつつ、前記対称ウィンドウの各位置において、前記対象ウィンドウ内
の画像の左右を反転した反転画像を生成し、当該反転画像と前記対称ウィンドウ内の画像
との相関値を算出し、
　　前記相関値が最大のピークとなる前記対称ウィンドウの前記対称性探索領域における
位置での、当該対称ウィンドウの水平方向の中心位置を補正目標位置とし、当該補正目標
位置を前記対象物体の水平方向の中心位置として決定して、前記対象物体の検出位置の水
平方向位置を補正する、
　よう構成される、
　装置。
【請求項１７】
　自車両の環境内にある対象物体（５１）の位置を検出するシステム（１）であって、
　－波動を放射してその反射波を受信することにより自車両から見た前記対象物体の方向
及び距離により検出する物体位置センサ（２）と、
　－前記物体位置センサの検知範囲の画像を取得する画像センサ（３）と、
　－前記物体位置センサ（２）から前記対象物体の検出位置に関する情報（６）を取得し
、前記画像センサ（３）から当該対象物体を含む取得画像に関する情報（７）を取得し、
前記検出位置を前記取得画像に投影して前記検出位置を補正する装置（９）と、
　を備え、
　前記装置（９）は、
　　前記検出位置に基づいて、前記画像センサから受信した前記取得画像上に、予め定め
られた検出すべき物体についての予め定められ記憶されたサイズと、自車両から前記対象
物体までの距離と、に応じたサイズを有する対象領域（５２）を設定し、
　　前記画像センサから受信した前記取得画像上において、前記対象領域（５２）を左右
方向に所定の割合で拡大した領域として対称性探索領域（５３）を設定し、
　　前記対称性探索領域内に、前記対象領域と同じサイズの対称ウィンドウ（６１）を設
定し、
　　前記対称ウィンドウの位置を、前記対称性探索領域の水平方向の一端の位置から他端
の位置まで移動させつつ、前記対称ウィンドウの各位置において、前記対象ウィンドウ内
の画像の左右を反転した反転画像を生成し、当該反転画像と前記対称ウィンドウ内の画像
との相関値を算出し、
　　前記相関値が最大のピークとなる前記対称ウィンドウの前記対称性探索領域における
位置での、当該対称ウィンドウの水平方向の中心位置を補正目標位置とし、当該補正目標
位置を前記対象物体の水平方向の中心位置として決定して、前記対象物体の検出位置の水
平方向位置を補正する、
　よう構成される、
　システム（１）。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステム（１）を備える、陸上用、航空用、または、海洋用の乗り
物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用のコンピュータビジョン、特に、自動車分野における自動物体検出に
関する（「自動車」は、任意の陸上車両（land vehicle）、航空機（air vehicle）、ま
たは、海洋艇（sea vehicle）を等しく意味するものとする）。より正確には、本発明は
、ドライバー補助システムの分野に属する。
【背景技術】
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【０００２】
　ホスト車両（自車両、host vehicle）に実装された、レーダセンサを備える物体位置検
出システムにより、当該ホスト車両の近傍の他の車両を検出し、これら車両の横方向位置
および縦方向位置などの情報を得ることは知られている。ここで「近傍」とは、ホスト車
両の周囲の領域であって当該ホスト車両が備える１つ以上のセンサによってカバーされる
領域をいう。
【０００３】
レーダセンサがこの情報をどのように測定するかに依存して、横方向位置の情報は非常に
不正確な場合があり、かつ、車幅の範囲内で変化し得る。したがって、殆どの用途では、
横方向位置を更に正確に推定する必要がある。ここで「位置」とは、センサの入力フィー
ルド内にある物体の、ホスト車両の位置に対する相対的な位置のことをいう。
【０００４】
　既存のシステムは、例えばカルマンフィルタを用いて、測定した位置を時間経過に沿っ
て積算する。このため、車両の実際の横方向位置と当該システムにより推定される位置と
の間の時間的なずれが増大するという問題が発生する。しかしながら、このような時間的
なズレの増大は、横方向の動きを利用する用途では特に不利となる。
【０００５】
　特許文献１には、車両用の物体認識システムが記載されている。このシステムは、レー
ダを用いて大まかな検出を行い、検出車両の輪郭をエッジ検出によって決定する。また、
車線検出および自由領域検出についても記載されている。このシステムは、エッジに基づ
く物体境界検出を用いて、物体の左右上下の境界を検出する。
【０００６】
　特許文献２には、道路車両用の物体測位システムが記載されている。このシステムは、
レーダ手段を用いて車両を検出し、当該検出された物体の特徴をカメラを用いて抽出する
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第６５９０５２１号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／０１７８９４５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、レーダセンサのような物体位置センサの検出結果を改善するための方
法およびシステムを提供することである。
【０００９】
　この目的は、独立請求項の特徴によって達成される。本発明の有利な更なる拡張が従属
請求項の主題である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様は、自車両の環境内に存在する対象物体の位置を検出する方法であ
って、
　－例えばレーダセンサのような物体位置センサを用いて前記対象物体に関する第１の位
置の情報を受信するステップと、
　－例えばカメラのような画像センサにより検出される、前記対象物体を含む画像を受信
するステップと、
　－前記第１の位置を前記画像上に投影するステップと、
　－前記画像内の対称性探索に基づいて前記対象物体の精密化された第２の位置を計算す
ることにより前記第１の位置を精密化するステップと、
　を備える方法、である。
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【００１１】
　本発明の更なる態様は、自車両の環境内に存在する対象物体の位置を検出する装置であ
って、
　－例えばレーダセンサのような物体位置センサを用いて検出される前記対象物体の第１
の位置を受信する手段と、
　－例えばカメラのような画像センサにより検出される、前記対象物体を含む画像を受信
する手段と、
　－前記第１の位置を前記画像上に投影する手段と、
　－前記画像内の対称性探索に基づいて前記対象物体の第２の位置を計算することにより
前記第１の位置を精密化する手段と、
　を備える装置、である。
【００１２】
　本発明の更なる他の態様は、自車両の環境内にある対象物体の位置を検出するシステム
であって、
　－前記対象物体の第１の位置を検出するための物体位置センサ、例えばレーダセンサと
、
　－前記対象物体を含む画像を検出するための画像センサ、例えばカメラと、
　－前記第１の位置を前記画像上に投影するとともに、前記画像内の対称性探索に基づい
て前記対象物体の第２の位置を計算することにより前記第１の位置を精密化するための装
置と
　を備えるシステム、である。
【００１３】
　本発明の更なる他の態様は、そのようなシステムを備える、陸上車両、航空機、または
、海洋艇、好ましくは自動車またはオートバイである。当該システムは、自動車の音響的
及び又は視覚的な指示手段、及び又は車両のアクチュエータ（ステアリング、ブレーキン
グ、加速器等）に供給される信号を出力するものとすることができる。
【００１４】
　第１の位置および第２の位置は、前記対象物体の横方向位置であって、好ましくは前記
自車両に対する対象車両の相対的な角度または方向を反映する位置である。
【００１５】
　好ましくは、対称性探索は、前記対象物体の検出された画像の対称軸を特定することを
含む。
【００１６】
　前記対称性探索は、好ましくは水平な対称性探索領域内で行われ、前記対称性探索領域
は、前記第１の位置に応じて前記画像内に配置され、好ましくは前記第１の位置を中心に
して配置される、
　前記対称性探索領域内に対称ウインドウが配置され、好ましくは当該対象ウインドウの
サイズは前記対象物体のサイズに対応しており、前記対称ウインドウのコンテンツと前記
対称ウインドウのミラー反転されたコンテンツとの間で、相関値が算出される、
　これにより、前記対称性探索領域内の異なる位置の前記対称ウインドウに関して相関値
を計算することができる。当該計算された相関値の中で少なくとも１つのピークを検出す
ることができる。
【００１７】
　前記対称性探索は、前記対称ウインドウを水平方向に折り返して当該ウインドウのミラ
ー反転像と重ね、前記対称ウインドウの各位置ごとの対称値計算に用いる類似性尺度とし
て局所正規化コスト関数を使用することにより、行うことができる。
【００１８】
　前記局所正規化コスト関数は、累積正規化相互相関（ＳＮＣＣ）、累積絶対値誤差（Ｓ
ＡＤ）を伴う局所平均・分散正規化（ＭＶＮ）画像、累積絶対値誤差（ＳＡＤ）を伴うラ
ンク変換（ＲＴ）画像、または、ハミング距離を伴うセンサス変換画像とすることができ
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る。
【００１９】
　前記対称性探索を、例えば位相限定相関（ＰＯＣ）にしたがって、周波数領域で行い、
前記対称ウインドウ（６１）と当該ウインドウのミラー反転像との間の水平偏移を算出す
ることができる。
【００２０】
　前記対称性探索領域は、前記物体位置センサによって検出される自車両と対象物体との
間の距離と、前記対象物体の物理的な幅の平均値とにより規定することができる。
【００２１】
　前記対称性探索領域は、画像当たりの最大計算コストが物体の距離によってではなく物
体の数のみによって拘束されるように、所定の分解能までダウンサンプリングされるもの
とすることができる。
【００２２】
　好ましくは、前記第１の位置は、前記対象物体が非静止物体と見なされる場合にのみ精
密化され、又は、前記第１の位置は、前記自車両に対する前記対象物体の関連性に応じて
精密化され、例えば、前記第１の位置は、前記対象物体が自身の車線および／または隣接
する車線に属すると見なされる場合にのみ精密化される。
【００２３】
　好ましくは、前記対象物体が前記画像において部分的に又は完全に遮られているか否か
は、好ましくは前記物体位置センサにより検出される他の物体の位置を前記画像に投影し
、前記自車両までの距離推定値を用いて、その可能性のある遮蔽部分を評価することによ
って評価される。
【００２４】
　好ましくは、前記対称性探索は、前記第１の位置の誤った精密化を防止するための少な
くとも１つの一貫性チェックによって管理される。
【００２５】
　一貫性チェックは、前記対称性探索が前記第２の位置のための複数の有効な解、例えば
複数の対称性ピークをもたらすかどうかを評価するものとすることができる。
【００２６】
　好ましくは、前記対称性探索によって得られる対称性ピークは、該対称性ピークが所定
の閾値を下回る場合、又は、所定の閾値を上回る前記対称性ピーク付近の領域が前記対象
物体の期待される幅の所定の割合よりも広い場合には、前記第１の位置を精密化する際に
考慮されないものとする。
【００２７】
　好ましくは、検出された対称性ピークは、さらに、これらピークの過去の位置を評価す
る一貫性チェックに合格しなければならない。
【００２８】
　好ましくは、検出された対称性ピークの位置は、対称性ピーク付近の局所加重平均を計
算することにより安定化される。
【００２９】
　好ましくは、前記第２の位置は、空間時間的な安定化のため検出位置を経時的に監視す
るカルマンフィルタに組み込まれる。
【００３０】
　好ましくは、前記第１の位置または前記第２の位置がカルマンフィルタに組み込まれ、
前記カルマンフィルタのノイズパラメータは、前記第２の位置が前記カルマンフィルタに
よって処理される場合には、低ノイズ構成に動的に適合され、又は、例えば位置精密化を
行えないという理由から、前記第１の位置が前記カルマンフィルタにより処理される場合
には、より高いノイズ構成に動的に適合される。
【００３１】
　本発明の思想は、コンピュータビジョンの手法、特に対称性に基づく位置検出手法を用
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いて、レーダセンサにより検出される車両などの物体の位置検出を改善することである。
本発明は、レーダセンサにより検出される車両の、横方向位置推定を改善することを目的
とする。
【００３２】
　好適には、本発明は、カメラとレーダ装置とを備える高機能車両に関する。通常、レー
ダ検出では、横方向の位置精度が十分ではない。したがって、本発明は、カメラ画像を更
に用いて横方向位置を改善する。
【００３３】
　好適には、カメラ画像に対称性検出を適用して、レーダ検出の正確な横方向位置を見つ
けることができる。対称性フィルタリングでは、まず、検知距離（レーダデータから利用
できる）と、既知の車両平均幅とによって、フィルタサイズを決定する。次に、レーダに
より検出された位置から始まる画像探索領域に、このフィルタを適用する。当該探索領域
は、好ましくは車両の幅に応じたものとする。すなわち、この探索領域は、当該レーダの
横方向の位置精度限界により規定される領域の全体を包含している。最大応答位置が、実
際の横方向位置と見なされる。
【００３４】
　上記の処理は、累積正規化相互相関（ＳＮＣＣ）に基づく正規化対称検出、ランク変換
、または、センサス変換を用いることにより良好な結果を得ることができる。エラーを局
所的に等化して異常値の影響を大きく減らすことができるためである。
【００３５】
　レーダセンサが検出した車両の横方向位置推定についての、この対称性による改善効果
は、物体が十分に見えるときあるいは少なくとも物体が所定の比率を超えて遮られていな
いときに特に良好となる。したがって、検出したピーク（最大対称応答）を評価するため
の更なる一貫性チェックを実行し、かつ、検出結果を時間経過に沿って平滑化することが
有益である。
【００３６】
　言い換えれば、本発明は、例えばカルマンフィルタを用いた強力な時間フィルタリング
を適用するのではなく、位置測定を改善することによって、不正確な横方向位置検出の問
題を解決することを目的とする。
【００３７】
　レーダセンサにより測定された位置は、ホスト車両に搭載されたカメラの画像空間へ投
影され、当該空間において対称性検出手法を用いることで精密化（refine）される。車両
は、通常、横軸に沿って強い対称性を有するため、この手法は位置測定の改善に適してい
る。対称性検出手法を用いると、検出した車両におけるロバストな特徴点を検出すること
ができる。そして、検出した当該特徴点を元の３Ｄ空間へ投影することにより、より正確
な検出車両の横方向位置を得ることができ、強力な時間フィルタリングが不要になる。
【００３８】
　以下、添付図面を参照して、本発明を更に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施形態に係るシステムを示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る、位置を検出するための方法のフロー図である。
【図３】本発明の特定の態様に係る画像処理を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る、横方向位置を改善するための方法のフロー図である
。
【図５】本発明の特定の実施形態に係る対称性探索を示す図である。
【図６】本発明の特定の実施形態に係る対称性探索の更なる態様を示す図である。
【図７ａ】本発明に係る、相関曲線中のピークの特定を示す図である。
【図７ｂ】本発明に係る、相関曲線中のピークの特定を示す図である。
【図７ｃ】本発明に係る、相関曲線中のピークの特定を示す図である。
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【図８】正規化相互相関（ＮＣＣ）の処理フローを示す図である。
【図９】累積正規化相互相関（ＳＮＣＣ）の処理フローを示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態の概略図である。　
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図１は、本発明の一実施形態に係るシステム１を示している。本システムは、レーダセ
ンサ２、カメラ３、慣性センサ（車両の並進加速度および回転加速度を測定する）４、お
よび、コンピュータデバイス９を備える。
【００４１】
　図１０は、本発明の実施形態１００の平面図または鳥瞰図を示している。レーダセンサ
２、カメラ３、慣性センサ４、および、コンピュータデバイス９は、ホスト車両１０１（
「自車両（ego-vehicle）」）に実装されるのが好ましい。
【００４２】
　ホスト車両（自車両、host vehicle）１０１は、任意の陸上車両、航空機、または、海
洋艇、並びに、これらの任意の組み合わせとすることができる。本発明は、例えば、自動
車、オートバイ、または、スクーターに使用することができる。図１０の実施形態１００
のホスト車両１０１は、好ましくは自動車である。当該ホスト車両１０１は、前面１０２
、後面１０３、左側面１０４、及び右側面１０５を有する。この自動車は、好ましくは４
つの車輪１０６を備えている。
【００４３】
　符号１０７は、車両１０１の主走行方向を示す矢印である。主走行方向は、前方である
ことが好ましい。当該主走行方向の反対方向は、好ましくは、後方走行方向１０８に対応
する。ホスト車両１０１は、前面１０２から後面１０３へと延びる縦軸１１０を有するこ
とが好ましい。縦軸１１０は、好ましくはホスト車両の対称軸である。図１０に示される
ように、主走行方向１０７および後方走行方向１０８は縦軸１１０と平行である。
【００４４】
　レーダセンサ２は、ホスト車両の周囲、特に近傍の他車両または通行物体（歩行者など
）を検出できるように、ホスト車両１０１に設けられる。レーダセンサ２により検出され
る物体を、対象物体１０９と称する。図１０において、対象物体１０９は、主走行方向１
０７においてホスト車両１０１の前方にある車両である。図１０の概略図は原寸に比例し
た縮尺とはなっていない。例えば、縮小された対象物体１０９は遠く離れた対象物体を示
している。
【００４５】
　レーダセンサ２は、対象物体１０９の、ホスト車両１０１及びレーダセンサ２に対する
相対位置データを出力する。当該位置データは、レーダセンサ２の座標系により、又はホ
スト車両の座標系により定義される。この位置データは、（相対的な）縦方向位置５と（
相対的な）横方向位置６とを含んでいる。用語「縦方向」は、ホスト車両の主走行方向１
０７に関連して定義することもできるし、あるいは、特に止まっているホスト車両の場合
には、ホスト車両の縦軸１１０に関連して定義することもできる。したがって、「横方向
位置」は、対象物体の、ホスト車両の走行軸までの距離を示すものとなる。図１０の実施
形態において、縦方向位置５は、ホスト車両１０１またはレーダ２と、縦軸１１０上への
対象車両１０９の投影との間の距離であり、横方向位置６は、対象車両１０９と縦軸１１
０との間の距離である。
【００４６】
　レーダセンサ２は、相対位置に加えて、対象車両または対象物体の速度１４も検出する
ものとすることができる。前記速度１４を検出するための方法は、当該技術分野において
良く知られている。
【００４７】
　レーダセンサ２は、本発明の特定の一実施形態の一部である。より一般的には、本発明
は、対象車両の縦方向位置５および横方向位置６を決定するために物体位置センサを使用
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する。物体位置センサは、一般に、波動を発する送信器を備える。波動は、対象車両によ
って散乱されあるいは反射される。物体位置センサの受信器は、対象車両によって反射さ
れて戻ってくる波動を受信する。受信された波動は公知の技術を用いて処理され、物体位
置センサの座標系において、対象車両または対象物体の上記縦方向位置５および横方向位
置６が決定される。
【００４８】
　システム１は、電波を用いて対象車両の位置を決定するレーダセンサ２のほか、これに
代えて又はこれに加えて、レーザーレーダとも称されるライダー（lidar）、超音波セン
サ、または、ソナーのような、他の物体位置センサを備えることができる。ライダーはレ
ーザ光を発し、超音波センサは超音波領域の音波を発し、ソナーは超低周波数から超音波
周波数までの範囲を取り得る音波を発する。
【００４９】
　縦方向位置５は、好ましくは、（レーダビームがホスト車両の走行方向と平行である場
合には）レーダ２から対象車両までの検出距離である。また、横方向位置６は、対象車両
の（ホスト車両の走行方向１０７に対する）角度Ａまたは方向を反映したものとなる図１
０には、縦方向位置５と角度Ａとが示されている。
【００５０】
　上述した縦方向位置５は、レーダ２を通る縦軸１１０、又は、より一般的にはシステム
１またはシステム１が実装されるホスト車両１０１を通る縦軸１１０に沿った位置とする
ことができる。横方向位置６は、縦軸１１０に対して垂直な軸に沿った位置とすることが
できる。この縦軸は、単一のレーダビームの主軸または複数のレーダビームの主軸とする
ことが好ましい。好ましい実施形態として、レーダ２は、縦方向位置５がホスト車両の前
後軸に沿う位置またはホスト車両の対称軸に沿う位置となるように、ホスト車両に実装さ
れる。
【００５１】
　いずれの場合も、デバイス９は、図１に示す座標変換モジュール１２を備えており、当
該モジュールにより、位置データをレーダセンサ２の座標系とホスト車両１０１の座標系
との間で変換する。ホスト車両１０１の座標系は、縦軸１１０によって規定される直交座
標系であることが好ましい。
【００５３】
　カメラ３、または、より一般的には画像センサ３は、ホスト車両の周囲の画像７をとら
える既知のデバイスである。カメラ３は、単一の画像を取得するものとしてもよいし、ビ
デオの連続フレームを形成する一連の画像を取得するものとしてもよい。
【００５４】
　レーダ２とカメラ３とは、それら双方の検出領域の大部分が互いに重なり合うように、
ホスト車両に実装される。重なり合いの程度が大きければ、レーダセンサにより検出され
る対象車両の測位について、より大きな改善効果が期待できる。
【００５５】
　レーダの一つ又は複数のビームの対称軸と、カメラの入力フィールドの対称軸は、好ま
しくは平行であり、より好ましくはコパラレル（co-parallel）である。図１０の実施形
態１０１において、レーダ２の検出軸はカメラ３の検出軸と平行である。
【００５６】
　レーダセンサ２とカメラ３とは、ホスト車両前方の対象車両または対象物体の位置を検
出するため、ホスト車両の前面領域に実装されるのが好ましい。そのような場合、縦方向
位置５および横方向位置６は、ホスト車両の縦軸および横軸に対応するものとすると都合
がよい。
【００５７】
　あるいは、レーダセンサ２とカメラ３とを、ホスト車両の後面１０３すなわち後部領域
、又は側部領域に配置することができる。この場合、ホスト車両の背後又は横軸に沿う方
向に存在する対象車両または対象物体を、それぞれ検出することが可能となる。レーダセ
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ンサ２とカメラ３とをホスト車両の左側面１０４または右側面１０５に配置することもで
きる。
【００５８】
　慣性センサ４は、ホスト車両に固定され、ホスト車両の速度に関するデータ８を生成す
る（当該データは、当該センサの加速度検出を積分することによって得られる）。前記デ
ータ８は、例えば専用のラインを介してコンピュータデバイス９へ送信される。慣性セン
サ４は、ホスト車両の速度を決定できるように、加速度計を用いたモーションセンサによ
り構成することができる。好ましくは、慣性センサ４は、さらに、ジャイロスコープのよ
うな回転センサを備える。これにより、ホスト車両の速度、すなわち、ホスト車両の動き
の方向と速さとを、コンピュータデバイス９により検出することが可能となる。
【００５９】
　図１のシステム１は、さらに、検出されたデータをコンピュータデバイス９へ送信する
ためのバス１０を備える。バスは、車両内の構成要素を接続するために通常用いられてい
るＣＡＮバスすなわちコントローラ・エリア・ネットワークバスであることが好ましい。
バス１０は、レーダ２、カメラ３、および、慣性センサ４をコンピュータデバイス９に接
続する。コンピュータデバイス９は、縦方向位置５および横方向位置６などのレーダセン
サ２により検出される物体に関する情報、ホスト車両の速度８などのホスト車両に関する
情報、および、カメラ３によってとらえられる一画像７または一連の画像を、バス１０を
介して受信する。他の方法として、専用の送信ラインを設けて、検出データをコンピュー
タデバイス９へ送信することもできる。
【００６０】
　図１に示すブロック図は、コンピュータデバイス９の３つのユニットまたはモジュール
、すなわち、横方向位置改善モジュール１１、座標変換モジュール１２、および、カルマ
ンフィルタモジュール１３を示している。
【００６１】
　横方向位置改善モジュール１１は、レーダセンサ２によって検出された物体の縦方向位
置５および横方向位置６、レーダのタイムフレームに応じたカメラ画像７、並びにホスト
車両の速度８を受信する。横方向位置改善モジュール１１は、レーダ２により与えられる
横方向位置６よりも正確な、物体の横方向位置を推定する。
【００６２】
　横方向位置改善モジュール１１は、レーダ２によって検出された大まかな位置に基づい
て、カメラ画像７内で物体の対称軸を見つけ出す。
【００６３】
　座標変換モジュール１２は、レーダ座標系と画像座標系との間で位置座標を変換する際
に使用される。このプロセスは、レーダ２とカメラ３とを校正して得られるパラメータに
よって決定される。
【００６４】
　カルマンフィルタモジュール１３は、統計的に最適な推定値を算出するための公知のカ
ルマンフィルタ手法を使用して、レーダ２と慣性センサ４の測定値、及び横方向位置改善
の結果から、物体の位置、速度、および、加速度を推定する。
【００６５】
　図２は、横方向位置改善モジュール１１により行われる方法の各ステップを示すフロー
チャートである。
【００６６】
　方法２０では、まず、静止物体を特定する第１のステップ２１を行う。レーダ２によっ
て検出される各物体は、移動物体又は静止物体として分類される。このステップは随意的
な工程である。
【００６７】
　このステップは、移動物体または静止物体を特定するために使用される。このステップ
は、例えば特定されて処理されるべき物体が非静止物体のみである場合、すなわち、移動
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車両のような静的でない物体のみである場合に行われ得る。ホスト車両の環境中に存在す
る家屋や木のような他の要素は自動的に無視される。
【００６８】
　一方、このステップは、例えばホスト車両の速度と同様の速度でホスト車両と同じ方向
へ走行している車両だけを選択するために、ホスト車両に対して移動する物体または動か
ない物体を特定するのに用いることもできる。典型的には、ホスト車両の前方または後方
を走行している一つまたは複数の車両を特定するのに用いられる。
【００６９】
　ホスト車両に対して動かないあるいは静止している物体は、ホスト車両に対する物体の
相対速度とホスト車両の速度との絶対値の差が所定の閾値未満、例えば２０ｋｍ／ｈ未満
、１０ｋｍ／ｈ未満、または、５ｋｍ／ｈ未満であるかどかをチェックすることによって
特定することができる。慣性センサ４によって検出されるホスト車両の速度、および／ま
たは、レーダ２によって検出される物体の速度１４は、静止物体の特定において考慮する
ことができる。
【００７０】
　次に、レーダ２によって検出され且つ好適にはホスト車両に対して動かない物体である
として分類された物体に対応する領域が、カメラからの画像７において特定される。対象
領域計算ステップ２２において、各レーダ検出物体ごとに対象領域（ROI、region of int
erest）と呼ばれる領域が計算される。この対象領域は、検出されるべき物体に応じた所
定のサイズおよび形状を有する。対象領域のサイズは、特定されるべきものとして期待さ
れる物体を表している。
【００７１】
　検出されるべき物体は車両であることが好ましい。車両特定の場合には、対象領域は、
車両に関する典型的な値を反映した所定の幅および高さを有する長方形とすることが好ま
しい。一例として、１．８ｍの幅および１．４ｍの高さを選択することができる。
【００７２】
　図３は、レーダによって検出された３つの物体の３つの対象領域３１、３２、３３を示
している。図３から分かるように、対象領域のサイズは、物体の縦方向位置５に応じて縮
小される。対象領域３１は、画像７上の、レーダ２によって検出した位置５、６により規
定される位置に挿入される。
【００７３】
　縦方向位置５と横方向位置６とによって規定されるレーダ２で検出された物体位置は、
カメラ３の画像空間上に投影される。レーダ２により検出される位置をカメラ３の画像７
上へ投影する際には、カメラ３に対するレーダ２の相対的な実装位置、または、レーダお
よびカメラの検出領域の相対位置が考慮される。カメラの校正パラメータに基づいて対象
領域も計算される。
【００７４】
　座標変換モジュール１２は、距離空間内の物体に対応する画像７中の対象領域を算出す
るために使用される。上述の相対実装位置または相対検出領域位置を反映するためのデー
タ、および、カメラの校正パラメータは、コンピュータデバイス９の記憶ユニット１４に
保存しておくことが好ましい。
【００７５】
　横方向位置改善方法２０の遮蔽チェックステップ２３では、検出された物体が任意の他
の物体によって遮られあるいは隠されているかどうかがチェックされる。物体における遮
蔽は、以下のようにしてチェックすることができる。物体の対象領域と、その左右に設け
た余白とから成る長方形領域を取得して、この領域が、考慮中の物体よりもホスト車両に
近い他の任意の物体の対象領域と重なり合うかどうかをチェックする。重なり合う場合に
は、物体が遮られていると見なされる。
【００７６】
　図３は、遮蔽チェックステップ２３を示している。図３は、カメラにより検出される画
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像７内に存在する画像３０と、レーダ２により検出された物体の対象領域３１、３２、３
３とを示している。対象領域３１に対応する物体について、遮蔽の可能性を判定するため
、対象領域３１が左余白３４分だけ左に延ばされるとともに、右余白３５分だけ右に延ば
され、その結果として遮蔽チェック領域３６が形成される。
【００７７】
　２つの対象領域３２、３３は、考慮中の物体よりもホスト車両に近いことが特定されて
いる。対象領域３３は、遮蔽チェック領域３６と重なり合わない。逆に、遮蔽チェック領
域３６は対象領域３２と重なり合う。したがって、遮蔽チェック領域３６に関連付けられ
ている物体は、遮蔽された物体と見なされる。
【００７８】
　また、重なり合いの割合は、例えば、遮蔽チェック領域３６のうちの、近い方の対象領
域３２、３３によって隠され又は遮られている部分の割合を計算することによって、決定
することができる。他の対象領域３２、３３によって少なくとも部分的に遮られた遮蔽チ
ェック領域３６を有する物体は、以降の処理が行われないことが好ましい。重なり部分の
割合が所定の閾値を上回る遮蔽チェック領域３６、例えば１０％、２０％、または、５０
％を上回る重なり割合を有する遮蔽チェック領域３６を持つ物体については、方法２０に
おける以降の処理を行わない方が有益である。
【００７９】
　図４には、横方向位置改善ステップ２４の詳細が示されている。このステップは、所定
の位置範囲内にあることが特定された全ての非静止物体２１および非遮蔽物体２３に関し
て実行されることが好ましい。
【００８０】
　まず、相関計算ステップ４１において、画像５０において対称性探索領域５３を決定す
る。物体５１についての対称性探索領域５３は、当該物体についての対象領域５２を広げ
た領域である。図５に示すように、対称性探索領域５３は、好ましくは対象領域５２を所
定の比率だけ左右に広げた領域とする。図５の実施形態では、探索範囲、すなわち対称性
探索領域５３は、物体５１の対象領域５２の３倍の幅を持つ。
【００８１】
　次に、対象領域５２と同じサイズの、図６に示す対称ウインドウ６１が、対称性探索領
域５３内に配置される。対称ウインドウ６１により囲まれる画像と、当該画像を左右反転
したコピー画像との相関関係が、ステップ４１において計算される。対称性探索領域５３
内における対称ウインドウ６１の各配置位置ごとに、対称ウインドウ６１内の画像と、当
該画像の垂直対称画像、すなわち、左右をミラー反転した画像との相関が計算される。
【００８２】
　対称性探索領域５３において対称ウインドウの位置を移動させつつ、対称ウインドウ６
１の各位置ごとに相関値Ｃを計算する。横方向位置に関して必要とされる精度によっては
、相関値Ｃを対称ウインドウ６１の各位置ごとに計算する必要はない。代わりに、対称ウ
インドウ６１の対称性探索領域５３内における離散的な位置、例えば一定間隔で離れた位
置についてのみ、相関値Ｃを計算するものとしてもよい。
【００８３】
　対称ウインドウ６１内の画像が左右対称であるときには、高い相関値が得られるはずで
ある。
【００８４】
　相関性を把握する方法は本技術分野において良く知られている。好ましくは、相関の尺
度は以下の局所正規化コスト関数のうちのいずれかに基づくものとする。
【００８５】
－正規化相互相関（NCC、normalized cross-correlation）
－累積正規化相関（summed normalized correlation）とも称される累積正規化相互相関
（SNCC、summed normalized cross-correlation）
－局所平均・分散正規化した画像（local mean and variance normalized image）に対す
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る累積絶対値誤差（SAD、sum of absolute difference）または累積二乗誤差（SSD、sum 
of squared difference）
－ランク変換した画像に対する累積絶対値誤差（SAD）または累積二乗誤差（SSD）
－センサス変換画像についてのハミング距離
【００８６】
　正規化相互相関（NCC）は、ピクセル輝度についてのバイアスと線形利得を考慮する標
準的な適合コスト関数である。正規化相互相関（NCC）は、２つの画像ＩＬ，ＩＲからの
２つのパッチに対し次式で定義される。
【数１】

ここで、
【数２】

【００８７】
　上記方程式において、ｘは、左側のパッチのアンカーポイントのピクセル位置であり、
ｐ（ｘ）は、左画像パッチのピクセル座標のセットであり、また、ｐ（ｘ＋ｄ）は、右画
像パッチのピクセル座標のセットである。すなわち、ｄは、左画像パッチと右画像パッチ
との間の視差を示す。また、｜ｐ（ｘ）｜は、ｐ（ｘ）の要素の数である。
【００８８】
　図８は、２つの画像パッチＰ１，Ｐ２におけるＮＣＣの処理フローを示している。最初
に、各パッチごとに平均値および標準偏差が算出される。次に、パッチの値が、平均値お
よび標準偏差を用いて正規化される。最後に、マッチングスコアが算出される。
【００８９】
　相関尺度には、累積正規化相関（SNCC）を用いることが好ましい。累積正規化相関は、
例えば、参考文献１又は参考文献２に開示されている。これらの文献は参照することによ
り本願に組み入れられる。
【００９０】
　累積正規化相関（SNCC）は、画像相関計算のためのコスト関数である。累積正規化相関
は、第１の段階で、非常に小さいフィルタを用いて正規化相互相関（NCC）を行うととも
に、第２の段階で、その結果得られる相関係数を合計する２段階フィルタリングである。
【００９１】
　図９に累積正規化相互相関（SNCC）を示す。第１のステップでは、画像パッチ（Ａ）が
複数の部分画像に分けられる（Ｂ）。図９の左上の挿入図（Ｂ’）に描かれているように
、これらの部分画像は、互いに重なり合っていてもよい。また、一方のパッチ内の各部分
画像が他方のパッチ内に対応する部分画像を有するように、２つのパッチが同じ態様で分
割される（Ｃ）。第２のステップでは、それぞれの対応する部分画像ペアがＮＣＣ計算へ
渡される（Ｄ）。図９の各ＮＣＣボックスを図８に示す処理に置き換えることができる。
各ＮＣＣ計算により、それぞれの部分画像ペアごとに局所類似性スコアが算出される。第
３のステップにおいて、これらのスコアが積算されて総マッチングスコアが算出されて（
Ｅ）、最終的に類似性評価が行われる（Ｆ）。
【００９２】
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　あるいは、前述したように、相関尺度は、既知の累積絶対値誤差（SAD）法または累積
二乗誤差（SSD）法と既知の局所平均・分散正規化とに基づいたものとすることができる
。累積絶対値誤差（SAD）は、例えば、画像ブロック間の類似性を測定するためのアルゴ
リズムである。累積絶対値誤差は、元となるブロック内の各ピクセルと、比較に用いられ
るブロック内の対応するピクセルとの間で、絶対値誤差を計算する。
【００９３】
　上述した相関評価のための「ランク変換」コスト関数は、各ピクセルの輝度を一定範囲
の近傍における輝度に置き換えるという考えに基づくものである。これにより、画像間で
発生し得る明暗変化の大部分を除去するのである。実際のランク変換は単なる画像処理で
あり、通常はその後に累積絶対値誤差（SAD）または累積二乗誤差（SSD）による更なる計
算が行われる。
【００９４】
　「センサス変換」コスト関数は、ランク変換の拡張であり、ピクセルをランクで置き換
えるのではなく、ピクセルを、アンカーピクセルよりも輝度の小さい近傍のピクセルを表
す２値のフィンガープリントに置き換えるものである。この場合のマッチングコストは、
そのような２つのフィンガープリント間のハミング距離である。
【００９５】
　ランク変換およびセンサス変換は、参考文献３に更に詳しく記載されている。この文献
は、参照することにより本願に組み入れられる。
【００９６】
　あるいは、対称性探索は、周波数領域において、例えば位相限定相関（ＰＯＣ）によっ
て行われるものとしてもよい。位相限定相関は、対称ウインドウ６１のコンテンツと、そ
の垂直ミラー反転画像との間の、水平方向のシフト量を計算するために使用される。対称
ウインドウ６１のコンテンツおよびそのミラー反転画像は、いずれも、メッシュ状パター
ンに配列されたピクセルで構成される。位相限定相関では、対称ウインドウ６１により規
定される画像と、当該画像のミラー反転画像に対し、個別に、全てのメッシュのピクセル
情報パターンがフーリエ変換される。その後、フーリエ変換面上で位相限定処理が行われ
、双方のパターン間のマッチングポイントが決定される。
【００９７】
　相関計算ステップ４１の後、ピーク検出ステップ４２が実行され、算出された相関曲線
６２のピーク（複数）を検出する。これらのピークは、物体５１の対称軸の候補である。
探索ウインドウ６３を相関曲線６２にわたって掃引することにより、全ての候補ピークが
特定される。ピークは、探索ウインドウ６３の中心における相関が探索ウインドウ６３全
体の中の最大値であるときに検出されたものとされる。探索ウインドウ６３のサイズは、
対象領域５２に対し特定の比率で決定されている。本実施形態では、当該サイズは、対象
領域の幅の半分である。実際に、このステップにおいて複数のピークが検出され得る。図
６では、相関曲線６２が２つのピーク６４、６５を有する場合が示されている。
【００９８】
　これらのピーク６４、６５は、それぞれ、ピーク検証ステップ４３において検証される
。図７ａ、７ｂ、７ｃは、その例を示している。この検証は、以下の２つの基準を用いて
行われる。
【００９９】
　第１に、ピーク６４、６５における相関が閾値Ｔよりも大きくなければならない。第２
に、ピーク６４、６５を含み且つ当該閾値よりも大きい相関曲線の部分が、ＲＯＩの幅の
特定の比率よりも小さい。特定の実施形態では、当該比率を１．５にすることができる。
【０１００】
　図７ａ、７ｂ、７ｃは、上記基準を視覚化するための幾つかの典型的な相関曲線を示し
ている。第１の基準は、対称性ピークの確かさが十分に高いことを検証し、また、第２の
基準は、質の悪いテクスチャに起因するピークを除去することである。これらの基準を満
たさないピークは、ピークのリストから除去される。このように、２つの基準を満たさな
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い場合にそのピークをリストから除去するのが好ましいが、他の方法として、２つの基準
のうちの一方のみが満たされない場合に、そのピークを除去するものとすることもできる
。
【０１０１】
　図７ａは、両基準が満たされている例を示している。図７ｂでは、ピークが所定の閾値
Ｔを上回っていないため、第１の基準が満たされていない。図７ｃでは、第２の基準が満
たされていない。
【０１０２】
　ピーク検証ステップ４３を行った後に、ピークが残っていない場合には、物体の横方向
位置は更新されず又は補正されないが、レーダ２によって測定された横方向位置６が代わ
りに使用される。
【０１０３】
　次の一貫性チェックステップ４４は、ピークが物体５１の過去の位置と一致するかどう
かをチェックする。これを行うため、画像中のピークの横方向位置が、座標変換モジュー
ル１２を使用して、レーダ座標系内の元の横方向位置へと変換される。次に、最後のタイ
ムフレーム（複数）における横方向位置のメジアンが計算され、該メジアンに最も近いピ
ークの横方向位置が決定される。例えば、最後の５つのタイムフレームを使用してメジア
ンを計算できる。メジアンと、最も近い横方向位置との間の差が閾値よりも小さい場合に
は、そのピークは次のステップへ移行する。そうでない場合には、他のピークの横方向位
置の一貫性が更に処理される。これらの残りのピークは、以下の基準を用いてチェックさ
れる。すなわち、このモジュールによって更新された最後の横方向位置に最も近いピーク
の横方向位置が特定され、それらの間の差が閾値より小さい場合には、そのピークは次の
ステップへ移行する。物体５１の最後の位置が更新されなかった場合、すなわち、上記の
差が閾値よりも大きい場合には、物体の横方向位置は更新されず、レーダが検出した位置
６が、代わりに使用される。
【０１０４】
　ピーク安定化ステップ４５は、横方向位置のジッタを防止するために行われる。ピーク
を中心とする特定の範囲内で、当該ピーク付近の横方向位置の加重平均が以下のように計
算される。本発明の特定の実施形態では、当該範囲は対象領域の幅の１／４である。
【数３】

【０１０５】
　ここで、
　　－ｘ＊は、画像内における安定化後の横方向位置であり、ｃ（ｘ）は、横方向位置ｘ
での相関値である。
　　－ｘＰは、ピークの横方向位置である。
　　－Ｎ（ｘＰ）は、ｘＰを中心とする範囲である。
【０１０６】
　このように、横方向位置は、特に同様の高さの少数のピークが接近して現れてそれらの
間で最大値が頻繁に入れ換わる場合でも、時間と共に安定化される。画像座標内の安定化
された横方向位置は、座標変換モジュール１２によってレーダ座標へと変換されて、最初
にレーダによって推定された横方向位置６は、このモジュールにおいて精密化された横方
向位置２５により更新される。
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【０１０７】
　システム１はカルマンフィルタモジュール１３を更に備える。そのようなカルマンフィ
ルタは、当該技術分野において良く知られており、例えば、参考文献４に記載されている
。
【０１０８】
　カルマンフィルタモジュール１３は、物体の横方向位置を受け取ると共に、当該横方向
位置が横方向位置改善モジュール１１において更新されたか否かを示すフラグを受け取る
。横方向位置の誤差ノイズは、当該横方向位置が横方向位置改善モジュール１１により更
新さたときには、レーダ横方向位置６より小さくなっていると考えられるので、カルマン
フィルタのノイズパラメータは、横方向位置の供給元が与える上記フラグすなわちインジ
ケータに対して動的に適合される。
【符号の説明】
【０１０９】
１　システム
２　レーダセンサ／物体位置センサ
３　カメラ／画像センサ
４　慣性センサ
５　縦方向位置
６　横方向位置
７　カメラからの画像
８　慣性センサからのデータ
９　コンピュータデバイス
１０　バス
１１　横方向位置改善モジュール
１２　座標変換モジュール
１３　カルマンフィルタモジュール
１４　記憶ユニット
２０　横方向位置改善の方法
２１　静止物体特定ステップ
２２　対象領域計算ステップ
２３　遮蔽チェックステップ
２４　横方向位置改善ステップ
２５　精密化された横方向位置
３０　画像
３１，３２，３３　対象領域
３４　左余白
３５　右余白
３６　遮蔽チェック領域
４１　相関計算ステップ
４２　ピーク検出ステップ
４３　ピーク検証ステップ
４４　一貫性チェックステップ
５０　画像
５１　物体
５２　対象領域
５３　対称性探索領域
６１　対称ウインドウ
６２　相関曲線
６３　探索ウインドウ
６４，６５　ピーク
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１００　図１０の実施形態
１０１　ホスト車両
１０２　前面
１０３　後面
１０４　左側面
１０５　右側面
１０６　車輪
１０７　主走行方向
１０８　後方走行方向
１０９　対象物体
１１０　縦軸
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