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(57)【要約】
　本発明は、車両の迫っている横転を認識するための方
法並びに装置に関する。本方法は、以下のステップを包
含する：
・ステップａ）一台のカメラ（１ａ；１ｂ）により、車
両周辺部、特に、前方にある車線の画像シーケンスを撮
影する。
・ステップｂ）画像シーケンスにおいて点状特徴を割出
し、トラッキング（追跡する）。
・ステップｃ）静止している車両周辺部に対して動いて
いるオブジェクト上の点状特徴を削除する。
・ステップｄ）残った点状特徴を考慮しながら、少なく
とも一つの回転的なカメラの動き（ロール率、ピッチ率
及び／或いはヨー率）の大きさを割出す。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下のステップを包含する車両の迫っている横転を検知するための方法：
ａ）一台のカメラによって車両周辺部、特に、前方にある車線の画像シーケンスを撮影す
る（１ａ；１ｂ）、
ｂ）画像シーケンスにおいて点状特徴を割出し、トラッキング（追跡）する、
ｃ）静止している車両周辺部に対して動いているオブジェクト上の点状特徴を削除する、
並びに、
ｄ）残った点状特徴を考慮しながら、少なくとも一つの回転的なカメラの動き（ロール率
（φ‘）、ピッチ率（θ‘）及び／或いはヨー率（ψ‘））の大きさを割出す。
【請求項２】
　更なるステップ：
ｅ）少なくとも算出されたロール率（φ‘）に依存する一つのロール特性値（ＫＧ）が、
ロール率（φ‘）から算出されたロール角（φ）に依存する閾値を超えた場合に、保護機
能（４）を作動する
を包含することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ステップｅ）において付加的に、ロール特性値（ＫＧ）が、少なくとも一つの車両速度
の回転的な値（ｖｘ，ｖｙ，ｖｚ，ａｘ，ａｙ，ａｚ）に依存する、但し、該少なくとも
一つの回転的な値（ｖｘ，ｖｙ，ｖｚ，ａｘ，ａｙ，ａｚ）が、ステップｄ）において、
カメラの動きから計算される、及び／或いは、慣性センサー手段から得られることを特徴
とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　ステップｂ）における点状特徴の数が、少なくとも１００の点を包含していることを特
徴とする先行請求項のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　ステップｂ）において、点状特徴の位置、乃至、画像内の点は、サブピクセルの精度で
割出され、トラッキング（追跡）されることを特徴とする先行請求項のうち何れか一項に
記載の方法。
【請求項６】
　ステップｃ）において、動いている点状特徴を割出すために、画像データの直接的分析
が考慮されることを特徴とする先行請求項のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　ステップｃ）において、動いている点状特徴を割出すために、画像データの少なくとも
一つの二つ目のドライバー・アシスタント機能による分析が考慮されることを特徴とする
先行請求項のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　ステップｃ）において、動いている点状特徴を割出すために、少なくとも一つの他の車
載されているセンサーのデータが考慮されることを特徴とする先行請求項のうち何れか一
項に記載の方法。
【請求項９】
　ステップｄ）において、一連の画像シーケンスの連続する画像ペア間のロール角変化の
合計から、及び／或いは、ある一連の画像シーケンスの特定の枚数の連続する画像の最初
の画像と最後の画像の間のロール角変化からロール角（φ）が推定されることを特徴とす
る先行請求項のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　ステップａ）において、ステレオ・カメラ（１ａ及び１ｂ）によって画像シーケンスが
撮影されることを特徴とする先行請求項のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　ロール角（φ）の推定を、請求項１から９の場合と同様に、双方のカメラ（１ａ，１ｂ
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）それぞれ個別に実施することを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ステレオ画像シーケンスから、光学的流れ（２３）を用いて、３Ｄにおける点状特徴を
追跡し、３Ｄポイント・マッチングから回転的なカメラ運動（φ‘，θ‘，ψ‘）を直接
的に推定することを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　一つの慣性センサー手段によって認識された車両に迫っている横転の妥当性検証に用い
られる先行請求項のうち何れか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　ステップｄ）において計算されたモーメンタム（φ‘，θ‘，ψ‘）を慣性センサー手
段からのデータと統合し、ステップｅ）において、統合したデータを、ロール率（φ‘）
とロール角（φ）に関して評価することを特徴とする請求項２から１２のうち何れか一項
に記載の方法。
【請求項１５】
　ステップｅ）において、更なる、及び／或いは、既に述べた慣性センサー手段のデータ
による妥当性検証を済ませてから作動を実施することを特徴とする請求項１４に記載の方
法。
【請求項１６】
　以下を包含することを特徴とする車両の迫っている横転を検知するための装置：
ａ）車両周辺部の画像シーケンスを撮影するためのカメラ（１ａ；１ｂ）
ｂ）画像シーケンス内の点状特徴の割出しトラッキング（追跡）するための評価手段、但
し、該評価手段は、静止している車両周辺部に対して動いているオブジェクトの点状特徴
は削除し、残った点状特徴を考慮しつつ、カメラ運動の少なくとも一つの回転的値（ロー
ル率（φ‘）、ピッチ率（θ‘）及び／或いはヨー率（ψ‘））を計算する、並びに、
ｃ）横転が認識された場合に、保護装置を作動させるためのシグナルを作成するために、
評価手段が計算したモーメンタムを使用する横転認識ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、横転認識、乃至、ロールオーバー認識における車両の迫っている横転を検知
するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＰ　１２４０５３３　Ｂ１は、横転認識のための方法と、車内の搭乗者を守るための
手段の作動を開示している。周辺の光学的監視から割り出された車両の平らな車線に対す
る傾き角が、回転率センサーによって割り出された傾き角とリンクされている。双方で割
出された傾き角が一致した場合にのみ、搭乗者を保護するための手段が作動する。
【０００３】
　ＥＰ　１４７４３１５　Ｂ１は、オブジェクトまでの間隔測定を実施し、画像センサー
毎の画像ベクトルを作成するステレオ・カメラをベースとした横転認識のための装置を開
示している。横転事象は、これら画像ベクトルの縦方向成分の経時的変化から認識される
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＥＰ１２４０５３３Ｂ１
【特許文献２】ＥＰ１４７４３１５Ｂ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　よって、本発明の課題は、車両の迫っている横転を早期に、適正価格、且つ、信頼性高
く認識する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題は、本発明によって、独立請求項に記載されているような方法で解決される
。更なる好ましい実施形態は、従属請求項に記載されている。
【０００７】
　迫っている横転を検知するための該方法は、以下のステップを包含している：
　ステップａ）一台のカメラにより、車両周辺部、特に、前方にある車線の画像シーケン
スを撮影する。該カメラは、好ましくは、例えば、フロントガラスの後ろの車両の内部空
間に配置され、フロントガラスを介する視野を有するモノカメラ或いはステレオ・カメラ
であることができる。
【０００８】
　ステップｂ）画像シーケンスにおいて点状特徴を割出し、トラッキング（追跡する）（
Ｐｏｉｎｔ　ｆｅａｔｕｒｅ　ｔｒａｃｋｉｎｇ）。適した点状特徴は、特に第一画像分
析では、該画像シーケンスにおいて、強いコントラスト、特別な色、及び／或いは、形状
から追跡しやすい、はっきりとした特徴を有する点状特徴が、選ばれる。
【０００９】
　ステップｃ）静止している車両周辺部に対して動いているオブジェクト上の点状特徴を
削除する。静止している車両周辺部には、特に、車線、車線境界、交通標識、橋などが含
まれる。動いているオブジェクトとは、例えば、前方を走行している、或いは、対向して
走ってくる車両や、歩いている歩行者などである。「静止している」、或いは、「動いて
いる」と言う区別は、例えば、必要に応じて付加的な仮定の基に実施される、画像シーケ
ンスの分析によってなされるが、他のオブジェクトに対する相対的な速度を得ることので
きる他のセンサー（例えば、レーダーやライダーなど）のデータを考慮して実施すること
もできる。
【００１０】
　ステップｄ）残った点状特徴を考慮しながら、少なくとも一つの回転的なカメラの動き
（ロール率、ピッチ率及び／或いはヨー率）の大きさを割出す。カメラは、車両と接続さ
れているため、ここでは、カメラの動きと車の動きが一致していると仮定している。モー
メンタム（運動量、複数可）の計算は、少なくとも近似的に実施される、即ち、推定に相
当する。これには、二次元画像上の経時的に動いているオブジェクトから三次元（３Ｄ）
ストラクチャーを再現する所謂「Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ－ｆｒｏｍ－ｍｏｔｉｏｎ」メソッ
ドを採用し得る。ロール率、或いは、ロール角は、ローリング率、或いは、ローリング角
とも呼ばれる。
【００１１】
　本発明の長所は、横転認識に関係するモーメンタムを信頼性高く、適正価格で割出すこ
とができることにある。
【００１２】
　本発明の好ましい実施形態では、更なるステップｅ）において、少なくとも算出された
ロール率（車体前後軸を中心とした回転速度）に依存する一つのロール特性値が、算出さ
れたロール角に依存する閾値を超えた場合には、車両の搭乗者の保護機能が作動される。
保護機能とは、例えば、シートベルト・テンショナー、エアバック、或いは、ロールオー
バー・バーを作動させることである。
【００１３】
　ロール特性値には、ロール率に加え、算出されたピッチ率及び／或いはヨー率も考慮す
ることができる。
【００１４】
　好ましい実施形態では、付加的に、全ての、或いは、選択された直進的モーメンタム、
言い換えれば、３つの空間方向への速度、及び／或いは、加速が、ロール特性値に導入さ
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れる。これらモーメンタムも、ステップｄ）のカメラの動きからの近似的に計算から得ら
れる、或いは、少なくとも一つの慣性センサーを備えた慣性センサー手段のデータから得
られることができる。該少なくとも一つの慣性センサーは、特に、車両のセンサークラス
ターの回転率センサー、或いは、加速センサーであることができる（以下、これらを走行
ダイナミクスセンサーと呼ぶ）。センサークラスターのデータには、ＥＳＣなどの電子的
安定化プログラム、ＡＣＣなどの長手方向のダイナミクス制御システム、或いは、アダプ
ティブ・カーブランプもアクセスする。慣性センサーとしては、代案的、或いは、付加的
に、エアバックやその他の保護装置の作動用の加速センサー、或いは、クラッシュセンサ
ーも用いることができる。該クラッシュセンサーは、走行ダイナミクスセンサーと比較し
て、広い測定範囲、解像度の低さ、並びに、測定周波数の高さなどで異なっている。
【００１５】
　ステップｂ）では、好ましくは、点状特徴として少なくとも１００の点が割出され、ト
ラッキング（追跡）される。
【００１６】
　本発明の好ましい実施形態では、ステップｂ）では、点状特徴の位置、乃至、画像内の
点は、サブピクセルの精度で割出され、トラッキング（追跡）される。
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、ステップｃ）では、動いている点状特徴を割出す
ために、画像データの直接的分析が考慮される。
【００１８】
　オプション的には、ステップｃ）では、動いている点状特徴を割出すために、例えば、
交通標識認識や走行レーン認識など、少なくとも一つの二つ目のドライバー・アシスタン
ト機能による画像データの分析も考慮される。
【００１９】
　好ましい実施形態によれば、ステップｃ）では、動いている点状特徴を割出すために、
少なくとも一つの車載されているセンサー（例えば、レーダー或いはライダー）のデータ
も考慮される。
【００２０】
　ある好ましい実施形態によれば、ステップｄ）では、カメラが較正されている、即ち、
内因的パラメーター（焦点距離、水平・鉛直方向のピクセルの間隔、画像主点偏位）が既
知であると仮定される。
【００２１】
　好ましくは、ステップｄ）において、一連の画像シーケンスの連続する画像ペア間のロ
ール角変化の合計からロール角が推定される。この際、個々のロール角変化推定の誤差は
、加算される。これを補正するため、該ロール角の代わりに、或いは、該ロール角に加え
、ある一連の画像シーケンスの特定の枚数ｎの連続する画像の最初の画像と最後の画像の
間（画像ｎ枚からなる部分シーケンス）のロール角変化から推定される。
【００２２】
　本発明の好ましい実施形態におけるステップａ）では、画像シーケンスが、ステレオ・
カメラによって撮影される、即ち、該カメラとして、ステレオ・カメラが用いられている
。
【００２３】
　ここでは、車線レベルが、ステレオ画像の不一致性から好ましく推定でき、これに基づ
いて、ステップｄ）において、車線に対する絶対ロール角を推定できる。
【００２４】
　代案的には、ステレオ・カメラの双方の画像取得ユニット毎にロール角の推定を、個別
に、即ちそれぞれモノカメラのごとく、行うことも可能である。
【００２５】
　好ましくは、ステレオ画像シーケンスから、光学的流れによって、点状特徴、或いは、
点を３Ｄ的に追跡し、３Ｄポイント・マッチングによって、回転的なカメラ運動を、要す
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るに、ロール角も、直接的に推定できる。
【００２６】
　本発明に係る方法は、慣性センサー手段によって認識された車両の迫っている横転の妥
当性検証に用いることができる。
【００２７】
　代案的には、ステップｄ）において計算されたモーメンタムを慣性センサー手段からの
データと統合し、ステップｅ）において、統合したデータを、ロール率とロール角に関し
て評価することもできる。
【００２８】
　更なる好ましい実施形態によれば、ステップｅ）において、更なる、及び／或いは、既
に述べた慣性センサー手段のデータによる妥当性検証を済ませてから作動を実施するよう
にもできる。
【００２９】
　カメラ、評価手段、並びに、横転認識ユニットを包含する車両の迫っている横転を割出
すための装置も本発明の対象である。
【００３０】
　該カメラは、車両周辺部の画像シーケンスを撮影する役割を担っている。
【００３１】
　該評価手段は、画像シーケンス内の点状特徴の割出しトラッキング（追跡）を担ってい
るが、ここでは、該評価手段は、静止している車両周辺部に対して動いているオブジェク
トの点状特徴は削除し、残った点状特徴を考慮しつつ、カメラ運動の少なくとも一つの回
転的値（ロール率、ピッチ率及び／或いはヨー率（ψ‘））を計算する。該横転認識ユニ
ットは、横転が認識された場合に、保護装置を作動させるためのシグナルを作成するため
に、評価手段が計算したモーメンタムを使用する。
【００３２】
　以下、本発明を、実施例と図面に基づいて説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】車両の迫っている横転を認識するための方法のダイヤグラム
【図２ａ】モノカメラの画像データの評価
【図２ｂ】ステレオ・カメラの画像データの評価
【図３】少なくとも二つのソースからのデータによる横転認識と保護装置へのトリガーシ
グナルの出力のダイヤグラム
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１の描写は、車両の迫っている横転の認識のための方法の手順についての概要を示し
ている。モノカメラ（１ａ）或いはステレオ・カメラ（１ａと１ｂ）によって、画像シー
ケンスが撮影される。画像データは、画像処理（２）において評価され、分析される。そ
の結果得られる（カメラの、即ち、車両の）動きに関するデータ（φ‘，θ‘，ψ‘，ｖ
ｘ，ｖｙ，ｖｚ，ａｘ，ａｙ，ａｚ）は、横転認識ユニット（３）へ転送される。付加的
に横転認識ユニット（３）には、慣性センサー手段、或いは、クラッシュセンサー手段（
５）で得られた動きに関するデータ（φ‘，θ‘，ψ‘，ｖｘ，ｖｙ，ｖｚ，ａｘ，ａｙ
，ａｚ）も与えられる。横転認識ユニット（３）は、間髪なく迫っている横転が認識され
た場合、保護機能（４）を作動させるためのシグナル（ＴＳ）を出力する。
【００３５】
　要するにここでは、カメラ・システムから車両のモーメンタムが計算される。簡単なケ
ースでは、ロール率（φ‘）が計算され、横転アルゴリズム（即ち、横転認識（３））へ
提供される。横転アルゴリズムは、カメラデータから計算されたモーメンタム（例えば、
ロール率（φ‘））をベースに、横転するか否かを判断する。これから横転することが認
識され、必要に応じて妥当性検証された場合、保護機能（４）が作動される。
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【００３６】
　図２ａは、データをモノカメラ（１ａ）から得る場合の画像処理（２）の第一バリエー
ションを示している。画像処理（２）は、画像シーケンスから光学的流れ（２１）を割出
す。続いて、カメラの動きを少なくとも近似的に、「Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ－ｆｒｏｍ－ｍ
ｏｔｉｏｎ」メソッド（２２）によって計算する。
計算された回転的な、並びに、必要な場合直線的なモーメンタムは、横転認識ユニット（
３）へ送られる。典型的には、ロール率（φ‘）が送られるが、ピッチ率（θ‘）及び／
或いはヨー率（ψ‘）、即ち、更なる回転的モーメンタム、空間速度（ｖｘ，ｖｙ，ｖｚ
）、及び／或いは、空間加速度（ａｘ，ａｙ，ａｚ）、即ち、直線的モーメンタムを送る
こともできる。
【００３７】
　即ち、横転センサー（横転認識ユニット）にとって重要な車両の回転的な動き（φ‘，
θ‘，ψ‘）の値は、カメラ（１ａ）を用いて、画像データのみから計算することが可能
である。以下のアルゴリズム構成要素が必要である：
・経時的な点状特徴の追跡（英語＝Ｐｏｉｎｔ　ｆｅａｔｕｒｅ　ｔｒａｃｋｉｎｇ）
・動いているオブジェクト上の特長の削除
・カメラの動きの計算
【００３８】
点状特徴の追跡
　興味深い（即ち、追跡しやすい）点の検出と経時的な、即ち、一枚の画像から次の画像
へ追跡ためのアルゴリズムが必要である。ここでは、例えば、光学的流れ（２１）、或い
は、「Ｔｏｍａｓｉ－Ｋａｎａｄｅ　Ｔｒａｃｋｅｒ」が採用可能である。これに最終的
な動きの再現の精度がかかっているので、サブピクセルレベルに正確な検出が重要である
。安定した結果を得るため、数百の点を追跡する。
【００３９】
異常値の削除
　追跡されている点状特徴のうち、異常値の認識と削除は、本方法における重量な要素で
ある。カメラの動きの計算用の普及しているアルゴリズムは、静止しているシーンを必要
としている、即ち、画像内の動きの原因は、カメラの動きのみであり、全ての他のオブジ
ェクトは、互いに相対的に動かない。しかしこれは、典型的な道路のシーンでは有り得な
いため、動いていないバックグランド上にない特長は、削除されなければならない。この
ような特徴は、ここでは、異常値と呼ぶ。
【００４０】
　以下のようなやり方が考え得る：
・実績のある異常値消去の方法（ＲＡＮＳＡＣ（ＲＡＮｄｏｍ　Ｓａｍｐｌｅ　Ｃｏｎｓ
ｅｎｓｕｓ）の応用したもの、或いは、基本マトリックスを用いるＬＭｅｄＳ（Ｌｅａｓ
ｔ　Ｍｅｄｉａｎ　ｏｆ　Ｓｑｕａｒｅｓ））
・カメラ（１ａ）の制御装置、或いは、画像データ評価にいずれにせよ実装されているア
ルゴリズムによってオブジェクトを検出（特に好ましくは、カメラベースのオブジェクト
認識／分類、或いは、レーン認識による車線レベル推定、或いは、道路標識認識（異常値
でないものを得ることができる））
・既に車載されている他のセンサー類（特に好ましくは、レーダー）を用いてオブジェク
トを検出
・或いは、これらの方法の組み合わせ
【００４１】
カメラの動きの計算
　経時的に追跡された点状特徴からカメラの動きを計算できる。原理的には、全種類の「
Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ－ｆｒｏｍ－ｍｏｔｉｏｎ」メソッドが適している。横転センサー手
段用としては、計算を簡略化できる副条件がいくつか存在する：運動の回転的成分（φ‘
，θ‘，ψ‘）のみが必要であり、カメラ（１ａ）は、較正されている、即ち、内因的な
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カメラパラメーターは既知である。
【００４２】
　計算には、コア・マトリックスＥ（英語：Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　Ｍａｔｒｉｘ）を、基
礎マトリクスを介する寄り道なく、即ち、堅牢に求めることができるＮｉｓｔｅｒ式の５
点アルゴリズムが、推奨される。コア・マトリクスＥは、３ｘ３ローテーション・マトリ
クスＲと３Ｄ変換ベクトルｔを包含している：尚、双方の成分が、マトリックスから抽出
できるが、変換に関しては、（横転センサー手段では、重要でない）一つの不明なスケー
ル・ファクターだけはできない。ローテーション・マトリクスは、三つの成分（ロール、
ピッチ、ヨーイング）に分解できる、即ち、直接相対的な（通常、前の画像に対しての）
回転角が得られる。
【００４３】
　直接的に連続する画像のみを計算に用いると、相対的なロール角の加算は、エラーの蓄
積の原因となり、より以前の比較用画像に対するロール角（φ）を、必要な精度では得ら
れなくなる。しかし、一般的には、十分な数の点を複数の画像に渡って追跡できるため、
安定した推定を得るために、ここからも付加的にロール角（φ）を再度求める、但し、ア
ップデート率は、低くなる。
【００４４】
　図２ｂは、データをステレオ・カメラ、即ち、二台のカメラ（１ａと１ｂ）から得る場
合の画像処理（２）の第二バリエーションを示している。画像処理（２）は、画像シーケ
ンスから光学的流れ（２３）と不一致性（２４）を割出す。これらから座標変換（２６）
によりカメラの動きが、少なくともと近似的に計算できる３Ｄ座標ペア（２５）が得られ
る。
【００４５】
　モーメンタムとしては、全ての回転的角速度（φ‘，θ‘，ψ‘）だけでなく、縦方向
、横方向、高さ方向（即ち、長手方向、横方向、垂直方向）への直線的速度（ｖｘ，ｖｙ
，ｖｚ）、及び／或いは、加速（ａｘ，ａｙ，ａｚ）も横転認識（３）へ供給することが
できる。
【００４６】
　ステレオ・カメラ（１ａと１ｂ）の使用により、更に別のロール角推定方法も可能にな
る、例えば：
・不一致性（２４）から車線レベルを推測する；これは、車線に対する絶対ロール角（φ
）の簡単な三角関数から計算することができる。
・モノカメラ（１ａ）同様に計算する、但し、ここでは、左のカメラ（１ａ）と右のカメ
ラ（１ｂ）において、個別に計算する。これにより、各々のロール角（φ）の妥当性検証
が可能になる。
・３Ｄ点からカメラの動きを計算する（不一致性（２４）を基にする）。光学的な流れ（
２３）により、３Ｄ空間内の点を経時的に追跡できる。モノカメラ（１ａ）の場合とは異
なり、ここでは、これを基に、変換に関する情報が無くとも、或いは、これを推定しなく
ても、直接的に回転マトリクスＲの推定を可能にする３Ｄポイント・マッチング（点の比
較）ができる。
光学的流れ（２３）ではなく不一致性（２４）のみが用いることができる場合は、該計算
は、ＩＰＣアルゴリズム（Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ－Ｃｌｏｓｅｓｔ－Ｐｏｉｎｔ）によって
実施される。
【００４７】
　横転認識ユニット（３）の作動形態の一例を、図３に示す。
【００４８】
　第一データ（３１）（点線で示す）は、ロール角（φ）とロール特性値（ＫＧ＝Ｋｅｎ
ｎｇｒｏｅｓｓｅ＝特性値）の計算に用いられる。第一データ（３１）は、第一前処理（
３３）へ供給される。続いて、少なくとも近似的なロール角計算（３５）、並びに、ロー
ル特性値（ＫＧ）の計算（３６）が、実施される。双方の算出された値（φ，ＫＧ）が、
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ある閾値と比較（３７）される。これは、図３に示す如く、例えば、横転マップ（ロール
オーバー・マップ）にプロットすることによって実施できる。この図では、ロール角（φ
）は、ｘ座標、特性値（ＫＧ）は、ｙ座標にプロットされている。また、実線は、閾値を
示している。点線は、横転はしない車両の揺れをしめし、破線は、横転を伴うロール運動
を概略的に示している。ロール角（φ）とロール特性値（ＫＧ）の閾値との比較から、迫
っている横転を認識できる。
【００４９】
　横転認識ユニット（３）は、第一データ（３１）の他には、これを基に迫っている横転
を妥当性検証できる第二データ（３２）を、用いることができる。第二データは、第二前
処理（３４）へ供給される。続いてこのデータを基に妥当性検証（３８）が実施される。
最後に、第一データと第二データ（３１，３２）から割出された値（３９）の統合が実施
される。これは、例えば、論理的ＡＮＤ演算（論理積演算）に相当する。トリガー・シグ
ナル（ＴＳ）は、第一データ（３１）によって横転が認識され、第二データ（３２）によ
る妥当性検証（３８）が、これを確認した場合、保護装置（４）へ出力される。シグナル
（ＴＳ）の伝達により、保護機能（４）が作動する。
【００５０】
　ロール角（φ）は、モーメンタム（φ‘，θ‘，ψ‘，ｖｘ，ｖｙ，ｖｚ，ａｘ，ａｙ
，ａｚ）から計算される。ロール率（φ‘）（場合によっては、他の値やデータも含め）
からは、バリアブル（例えば、ロール角（φ）等に依存して）な閾値と比較される特性値
（ＫＧ）が割出される。特性値（ＫＧ）が閾値を超え、同時に、独立した（例えば、クラ
ッシュセンサーによる）妥当性検証が成立した場合、保護機能（４）が作動される。
【００５１】
　横転認識ユニット（３）の第一機能バリエーション用に、本発明に係る画像処理（２）
は、ロール率とオプションとしてｙとｚ方向への加速を、横転の認識のための第一データ
（３１）として、出力する。
【００５２】
　第二データ（３２）としては、クラッシュセンサーが、横方向の加速ａｙを、独立した
妥当性検証のために出力する。
【００５３】
　これは、安定化制御用に慣性センサー類を必要としないため、センサーの削減（節約）
と言えるであろう。
【００５４】
　横転認識ユニット（３）の第二機能バリエーション用には、第一慣性センサー手段（走
行ダイナミクスセンサー手段）が、ロール率とオプションとして横方向、及び／或いは、
鉛直方向への加速（ａｙ；ａｚ）を、横転するか否かの認識のための第一データ（３１）
として出力する。
【００５５】
　第二データ（３２）としては、カメラの動きから割出されたモーメンタム、少なくとも
ロール率と、付加的に第一慣性センサー手段（走行ダイナミクスセンサー手段）の横方向
、及び／或いは、鉛直方向加速（ａｙ；ａｚ）、及び／或いは、第二慣性センサー手段（
クラッシュセンサー手段）の横方向加速（ａｚ）が、妥当性検証用に出力される。その結
果、例えば、フリーフライト中でもこれによって妥当性検証できる最適化された妥当性検
証パスが得られる。
【００５６】
　第三機能バリエーションでは、アルゴリズムは、第一データ（３１）としての第一慣性
センサー手段（走行ダイナミクスセンサー）とカメラデータから計算されたモーメンタム
（例えば、ロール率）をベースに、横転するか否かを判断する。そのために、第一データ
（３１）からは、ロール角とロール率に依存するロール特性値（ＫＧ）が計算される。特
性値（ＫＧ）が閾値を超え、同時に、独立した妥当性検証が成立した場合、保護機能が作
動される。妥当性検証は、第二データ、特に好ましくは、横方向、及び、鉛直方向加速、
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並びに、慣性センサー手段（加速）に、例えば、走行ダイナミクスセンサー（ａｙ，ａｚ
）とクラッシュセンサー（ａｙ）の組み合わせに基づいている。
【００５７】
　この第三機能バリエーションの長所は、起爆時間の改善、即ち、本方法の性能向上であ
る。
【００５８】
　第二および第三機能バリエーションは、カメラによって得られたモーメンタムを、慣性
センサー手段のデータと共に、横転認識（３）用の（第一（３１）或いは第二（３２））
入力データとして入力（閾値比較（３７）或いは妥当性検証（３８））することから、セ
ンサー統合と言える。
【符号の説明】
【００５９】
１ａ（＋１ｂ）　モノ・カメラ（ステレオ・カメラ）
２　画像処理
３　横転認識
４　保護機能
５　慣性センサー手段
２１　光学的流れ
２２　「Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ－ｆｒｏｍ－ｍｏｔｉｏｎ」メソッド
２３　光学的流れ
２４　不一致性
２５　３Ｄ座標ペア
２６　座標変換
３１　第一データ
３２　第二データ
３３　第一前処理
３４　第二前処理
３５　計算、ロール角
３６　計算、ロール率
３７　閾値比較
３８　妥当性検証
３９　データ統合
φ　ロール角
φ‘　ロール率
θ‘　ピッチ率
ψ‘　ヨー率
ｖｘ，ｖｙ，ｖｚ　ｘ、ｙ及びｚ方向への速度
ａｘ，ａｙ，ａｚ　ｘ、ｙ及びｚ方向への加速
ＫＧ　ロール特性値
ＴＳ　（トリガー）シグナル
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【図２ｂ】

【図３】
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