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(57)【要約】
【課題】車両等の移動体に搭載されたスペクトルセンサ
による観測データにより測定対象の精度の高い識別を可
能にするとともに、同観測データとして必要とされる情
報のより適切な取得を可能とする。
【解決手段】波長情報と光強度情報とを測定可能なスペ
クトルセンサを車両に搭載し、このスペクトルセンサ１
００にて検出される観測光のスペクトルデータに基づい
て車両周辺の測定対象を識別する。スペクトルセンサ１
００では、スリット１０２の走査により順次取り込まれ
る光像を波長毎に分光しつつ撮像素子に受光させること
によってスペクトルデータが取得される。そして、その
環境情報及び運転操作を含む運転者情報の少なくとも一
方に基づいてスリット１０２の走査領域を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　波長情報と光強度情報とを測定可能なスペクトルセンサを移動体に搭載し、このスペク
トルセンサにて検出される観測光のスペクトルデータに基づいて移動体周辺の測定対象を
識別する移動体用スペクトル測定装置であって、
　前記スペクトルセンサは、スリットの走査により順次取り込まれる光像を波長毎に分光
しつつ撮像素子に受光させることによってスペクトルデータを取得するものであり、
　前記移動体には、その環境情報及び運転操作を含む運転者情報の少なくとも一方に基づ
いて前記スリットの走査領域を制御するスリット走査制御器が設けられてなる
　ことを特徴とする移動体用スペクトル測定装置。
【請求項２】
　前記スリット走査制御器によって制御される前記スリットの走査領域が、同スリットの
走査開始位置及び走査方向の設定である
　請求項１に記載の移動体用スペクトル測定装置。
【請求項３】
　前記スリット走査制御器によって制御される前記スリットの走査領域が、同スリットの
走査終了位置の設定を更に含む
　請求項２に記載の移動体用スペクトル測定装置。
【請求項４】
☆優先順位
　前記スリット走査制御器は、取得される環境情報及び運転操作を含む運転者情報から推
定される緊急性の高い測定対象を優先して識別し得る態様で前記スリットの走査領域を制
御する
　請求項２または３に記載の移動体用スペクトル測定装置。
【請求項５】
　前記移動体は操舵用のステアリングを備えており、前記運転操作を含む運転者情報はこ
のステアリングに設けられた蛇角センサにより検出されるステアリングの操舵角情報であ
る
　請求項４に記載の移動体用スペクトル測定装置。
【請求項６】
　前記移動体には運転者の顔の向きを検出する顔方向検出センサが設けられており、前記
運転操作を含む運転者情報はこの顔方向検出センサにより検出される運転者の顔の向きを
示す情報である
　請求項４または５に記載の移動体用スペクトル測定装置。
【請求項７】
　前記移動体には運転者の視線の方向を検出する視線検出センサが設けられており、前記
運転操作を含む運転者情報はこの視線検出センサにより検出される運転者の視線の方向を
示す情報である
　請求項４～６のいずれか一項に記載の移動体用スペクトル測定装置。
【請求項８】
　前記移動体の環境情報は、その都度のスペクトルデータに基づき識別される測定対象の
状態として取得される
　請求項１～７のいずれか一項に記載の移動体用スペクトル測定装置。
【請求項９】
　前記移動体の環境情報は、ナビゲーションから得られる移動体の位置情報に基づき、測
定対象の出現確率もしくは出現方向の可能性として取得される
　請求項１～７のいずれか一項に記載の移動体用スペクトル測定装置。
【請求項１０】
　前記移動体が路面を走行する自動車である
　請求項１～９のいずれか一項に記載の移動体用スペクトル測定装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両などの移動体に搭載されたスペクトルセンサにより測定された測定対象
のスペクトルデータから測定対象を識別する移動体用スペクトル測定装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車等の車両には、その運転支援装置として、車両周囲において動的に変化す
る歩行者や信号機などの状態を認識してドライバーの運転や意思決定を支援する装置が搭
載されることが少なくない。そして、そのような装置の多くは、信号機や歩行者等の状態
をＣＣＤカメラ等にて撮像するとともに、その撮像画像を実時間で画像処理して状態認識
し、その認識した結果を上述した運転支援等に用いるようにしている。しかし通常、歩行
者は、その形状が大きさや向き、あるいは持ち物の有無などにより多様に変化することか
ら、上記画像処理に基づいて得られる形状からその存在を正確に認識することは難しい。
また、信号機は一般に、その大きさや色についての規格性が高いものの、見る角度によっ
てはその形状が変化するなどの不都合も避けがたく、上記画像処理を通じた形状認識では
やはり限界がある。
【０００３】
　一方、特許文献１には、測定対象を認識する技術として、スペクトルセンサにより採取
されたスペクトルデータを用いるリモートセンシング技術が記載されている。すなわちこ
こでは、航空機や人工衛星に搭載されたスペクトルセンサにより撮影された不可視領域を
も含むマルチスペクトル画像データから、例えば森林、田畑、市街地等のような、可視光
領域のみでは認識の困難な測定対象の分類、特徴付けが行なわれ、こうして分類され、特
徴付けされたデータに基づいて測定対象が識別される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２５１０５２号公報
【特許文献２】特開２００６－１４５３６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、スペクトルセンサでは、不可視領域をも含む各波長帯の輝度値（光強度）
が観測されることから、波長毎の輝度値を比較することによって測定対象特有の特性を知
ることができ、ひいてはその識別が可能となる。また近年は、このようなスペクトルセン
サとして、撮像可能な帯域幅が広く、またその分解能も数ｎｍ～数十ｎｍと高いハイパー
スペクトルセンサなども実用化されている。このハイパースペクトルセンサでは、スリッ
トの走査により順次取り込まれる光像を波長毎に分光しつつ撮像素子に受光させることに
よってスペクトルデータを得ることになる（特許文献２参照）。
【０００６】
　そこで最近は、このようなスペクトルセンサを自動車等の車両に搭載し、同スペクトル
センサにより撮像されたスペクトルデータ（ハイパースペクトルデータ）を用いて車両周
辺の各種測定対象を識別することが検討されている。ただし、このようなハイパースペク
トルセンサによるスペクトルデータともなると、そのデータ数も膨大であることから、そ
のデータ処理に要する時間の増加が無視できず、特に車両周辺の各種測定対象を観測しよ
うとしても、それら車両等の移動体にとって必要な情報を適切に取得できるとは限らない
。
【０００７】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、車両等の移動体
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に搭載されたスペクトルセンサによる観測データにより測定対象の精度の高い識別を可能
にするとともに、同観測データとして必要とされる情報のより適切な取得を可能とする移
動体用スペクトル測定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記課題を解決するための手段及びその作用効果について記載する。
　請求項１に記載の発明は、波長情報と光強度情報とを測定可能なスペクトルセンサを移
動体に搭載し、このスペクトルセンサにて検出される観測光のスペクトルデータに基づい
て移動体周辺の測定対象を識別する移動体用スペクトル測定装置であって、前記スペクト
ルセンサは、スリットの走査により順次取り込まれる光像を波長毎に分光しつつ撮像素子
に受光させることによってスペクトルデータを取得するものであり、前記移動体には、そ
の環境情報及び運転操作を含む運転者情報の少なくとも一方に基づいて前記スリットの走
査領域を制御するスリット走査制御器が設けられてなることを要旨とする。
【０００９】
　上記構成によるように、移動体の環境情報及び運転操作を含む運転者情報の少なくとも
一方に基づいてスリットの走査領域を制御することとすれば、この走査領域に応じたスリ
ットの走査、ひいては、走査領域に応じた測定対象のスペクトルデータの取得が可能とな
る。これにより、移動体に搭載されたスペクトルセンサによって検出される観測データに
より測定対象の精度の高い識別はもとより、同観測データとして必要とされる情報の適切
な取得が可能となる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の移動体用スペクトル測定装置において、前
記スリット走査制御器によって制御される前記スリットの走査領域が、同スリットの走査
開始位置及び走査方向の設定であることを要旨とする。
【００１１】
　上記構成によるように、スリットの走査開始位置及び走査方向の設定としてスリットの
走査領域を制御することとすれば、これら設定された走査開始位置及び走査方向に応じた
スリットの走査を通じて、測定対象のスペクトルデータが順次取得されるようになる。こ
れにより、上記測定対象のうちの必要とされる観測データを移動体の環境情報及び運転操
作を含む運転者情報に応じて優先的に取得することができるようになる。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の移動体用スペクトル測定装置において、前
記スリット走査制御器によって制御される前記スリットの走査領域が、同スリットの走査
終了位置の設定を更に含むことを要旨とする。
【００１３】
　上記構成によるように、スリットの走査開始位置及び走査方向に併せてスリットの走査
終了位置を設定することとすれば、スリットの走査領域が移動体の環境情報及び運転操作
を含む運転者情報に応じて制限されるようになる。このため、制限されたスリットの走査
範囲内でのスペクトルデータの取得が可能となり、測定対象のスペクトルデータに基づき
測定対象を識別する上でそのデータ量を必要最小限に抑制することができるようになる。
これにより、必要とされる測定対象のスペクトルデータを実時間に近いかたちで取得する
ことができるようになり、スペクトルデータに基づく測定対象の識別にかかる処理速度も
高められるようになる。
【００１４】
　請求項４に記載の発明は、請求項２または３に記載の移動体用スペクトル測定装置にお
いて、前記スリット走査制御器は、取得される環境情報及び運転操作を含む運転者情報か
ら推定される緊急性の高い測定対象を優先して識別し得る態様で前記スリットの走査領域
を制御することを要旨とする。
【００１５】
　上記構成によれば、緊急性の高い測定対象に対応してスリットの走査領域が制御され、
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緊急性の高い測定対象のスペクトルデータが優先して取得されるようになる。これにより
、この優先して取得されたスペクトルデータに基づく測定対象の識別にかかる処理速度が
より高められるようになる。
【００１６】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の移動体用スペクトル測定装置において、前
記移動体は操舵用のステアリングを備えており、前記運転操作を含む運転者情報はこのス
テアリングに設けられた蛇角センサにより検出されるステアリングの操舵角情報であるこ
とを要旨とする。
【００１７】
　上記識別の対象とされる測定対象は、移動体の移動に伴って変化するものであり、特に
移動体の操舵角が変化したときに新しく検出される測定対象の識別が必要となる。この点
、上記構成によるように、移動体のステアリングに設けられた舵角センサにより検出され
る操舵角情報に基づきスリットの走査領域の制御を行うこととすれば、移動体の移動に伴
って新たに検出される測定対象の識別を優先して行うことが可能となる。
【００１８】
　請求項６に記載の発明は、請求項４または５に記載の移動体用スペクトル測定装置にお
いて、前記移動体には運転者の顔の向きを検出する顔方向検出センサが設けられており、
前記運転操作を含む運転者情報はこの顔方向検出センサにより検出される運転者の顔の向
きを示す情報であることを要旨とする。
【００１９】
　通常、移動体の運転者の顔の向きと移動体の運転操作を含む運転者情報とは相関する関
係にあり、例えば、運転者の顔の向く方向、あるいはその逆の方向が運転者の所望する、
あるいは運転者に注意を促すべき測定対象が存在する方向と判定することが可能である。
そこで、上記構成によるように、顔方向検出センサにより検出される運転者の顔の向きを
示す情報に基づきスリットの走査領域を制御することとすれば、運転者が所望とする、あ
るいは運転者に注意を促すべき必要な測定対象の識別を優先して行うことが可能となる。
【００２０】
　請求項７に記載の発明は、請求項４～６のいずれか一項に記載の移動体用スペクトル測
定装置において、前記移動体には運転者の視線の方向を検出する視線検出センサが設けら
れており、前記運転操作を含む運転者情報はこの視線検出センサにより検出される運転者
の視線の方向を示す情報であることを要旨とする。
【００２１】
　通常、運転者の視線方向と運転者にとって必要とされる測定対象の識別情報とは相関す
る関係にある。すなわち、運転者の注視する方向に運転者にとって識別が必要とされる測
定対象が存在することが普通である。また逆に、運転者の視線とは異なる方向に存在する
測定対象の識別情報も、やはり注意を喚起するなど運転者にとっては有用な識別情報とな
り得る。そこで、上記構成によるように、視線検出センサにより検出される運転者の視線
の方向を示す情報に基づきスリットの走査領域を制御することとしても、運転者にとって
必要とされる測定対象の識別を優先して行うことが可能となる。
【００２２】
　請求項８に記載の発明は、請求項１～７のいずれか一項に記載の移動体用スペクトル測
定装置において、前記移動体の環境情報は、その都度のスペクトルデータに基づき識別さ
れる測定対象の状態として取得されることを要旨とする。
【００２３】
　上記構成によれば、例えば、測定対象が歩行者のときには、大人、子供、老人のうちの
いずれであるか、また、測定対象が移動体に接近しているか等といった測定対象の状態に
基づくスリットの走査領域の制御が可能となる。これにより、測定対象の状態に応じた適
切な識別を行うことができるようになる。
【００２４】
　請求項９に記載の発明は、請求項１～７のいずれか一項に記載の移動体用スペクトル測
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定装置において、前記移動体の環境情報は、ナビゲーションから得られる移動体の位置情
報に基づき、測定対象の出現確率もしくは出現方向の可能性として取得されることを要旨
とする。
【００２５】
　上記移動体の環境情報は、移動体の位置によって変化するものであり、例えば、市街地
では測定対象として歩行者、信号機が多く存在する一方、山道等では測定対象として動植
物が多く存在することとなる。この点、上記構成によるように、移動体に搭載されるナビ
ゲーションから得られる同移動体の位置情報に基づき測定対象の出現確率もしくは出現方
向の可能性として取得することとすれば、スリット１０２の走査領域を測定対象の出現が
予測される領域に予め設定することが可能となり、ひいては、スペクトルセンサ１００に
よる測定対象のスペクトルデータの適切な取得が可能となる。
【００２６】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～９のいずれか一項に記載の移動体用スペクトル
測定装置において、前記移動体が路面を走行する自動車であることを要旨とする。
　この発明は、上記構成によるように、上記スペクトルセンサが搭載される移動体として
自動車に適用して特に有効であり、上記構成によって、移動体の移動を支援する上で必要
となる情報の適切な取得が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明にかかる移動体用スペクトル測定装置を車両、特に自動車に適用した第１
の実施の形態についてその構成を示すブロック図。
【図２】（ａ）は、同実施の形態の装置に採用されるスペクトルセンサ（ハイパースペク
トルセンサ）のスリットの一例についてその概略構成を示す正面図。（ｂ）は、同スリッ
トの駆動態様を示す正面図。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は、同実施の形態の装置によるスリット走査制御について、そ
の走査開始位置及び走査方向の一例を模式的に示す図。
【図４】（ａ）は、同実施の形態の装置に採用されるスペクトルセンサ（ハイパースペク
トルセンサ）のスリットの他の例についてその概略構成を模式的に示す正面図。（ｂ）は
、同スリットの駆動態様を模式的に示す正面図。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は、同実施の形態の装置によるスリット走査制御について、そ
の走査開始位置及び走査方向の一例を模式的に示す図。
【図６】（ａ）～（ｃ）は、同実施の形態の装置によるスリットの走査領域制御の一例を
示す図。
【図７】同実施の形態の装置のスリット走査制御器において実行されるスリットの走査領
域制御についてその制御手順を示すフローチャート。
【図８】（ａ）は、本発明にかかる移動体用スペクトル測定装置を車両、特に自動車に適
用した第２の実施の形態について、運転者によるステアリング操作の一例を模式的に示す
図。（ｂ）は、同実施の形態の装置によるスリット走査制御について、その走査開始位置
及び走査方向の一例を模式的に示す図。
【図９】同実施の形態の装置のスリット走査制御器において実行されるスリットの走査領
域制御についてその制御手順を示すフローチャート。
【図１０】（ａ）は、本発明にかかる移動体用スペクトル測定装置を車両、特に自動車に
適用した第３の実施の形態について、スリットの走査終了位置の一例を模式的に示す図。
（ｂ）は、同実施の形態のスリット走査について、走査開始位置及び走査方向の一例を模
式的に示す図。
【図１１】同実施の形態の装置のスリット走査制御器において実行されるスリットの走査
領域制御についてその制御手順を示すフローチャート。
【図１２】本発明にかかる移動体用スペクトル測定装置を車両、特に自動車に適用した他
の実施の形態について、車両に対する環境情報の一例を模式的に示す図。
【図１３】（ａ）及び（ｂ）は、本発明にかかる移動体用スペクトル測定装置の他の実施
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の形態について、スリットの走査開始位置及び走査方向の一例を模式的に示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　（第１の実施の形態）
　図１に本発明にかかる移動体用スペクトル測定装置を具現化した第１の実施の形態につ
いてその概略構成を示す。
【００２９】
　図１に示されるように、この移動体用スペクトル測定装置は、例えば自動車等の車両に
搭載されて波長情報と光強度とを測定可能なスペクトルセンサ１００を備えている。この
スペクトルセンサ１００では、まず、測定対象の観測光がレンズ１０１を介して検出され
ると、この観測光がスリット１０２の走査により光像として取り込まれる。こうした光像
は、分光器１０３によって波長毎に分光されたのちに撮像素子１０４に受光されることに
よって、測定対象のスペクトルデータ（ハイパースペクトルデータ）としてスペクトルデ
ータ処理部１１０に読み込まれる。
【００３０】
　このスペクトルデータ処理部１１０では、スペクトルセンサ１００によって取得された
測定対象のスペクトルデータに基づいて、車両周辺に歩行者、信号機、障害物等が存在す
るか否か、さらには、歩行者が大人、子供、老人であるか否か、信号機の色の状態等とい
った車両の周辺環境情報の識別が行われる。
【００３１】
　そして、こうした測定対象の識別情報がＨＭＩ（ヒューマン・マシン・インターフェー
ス）１２０及び車両制御器１３０にそれぞれ入力される。このうちＨＭＩ１２０では、ス
ペクトルデータ処理部１１０からの識別情報に基づき、例えば、「前方に歩行者が存在す
る」、「信号機の状態が赤である」、等々といった音声情報等が運転者に対して通知され
る。また、同じく測定対象の識別対象が入力される車両制御器１３０では、スペクトルデ
ータ処理部１１０から伝送される識別情報に基づいて例えば車両のブレーキ制御等の車両
制御が行われる。
【００３２】
　また、車両の運転操作もしくは運転者の情報が取得される操作・運転者情報取得装置１
４０には、車両のステアリングに設けられた蛇角センサにより検出される車両の操作情報
としてのステアリングの操舵角情報や、運転者の顔の向きを検出する顔方向検出センサに
より検出される運転者の顔の向きを示す情報、運転者の視線の方向を検出する視線検出セ
ンサにより検出される運転者の視線の方向を示す情報等々の運転者情報が取り込まれる。
【００３３】
　そして、上記スリット１０２の走査領域を算出するスリット走査算出器１５０には、上
記スペクトルデータ処理部１１０による識別情報と操作・運転者情報取得装置１４０によ
る運転操作を含む運転者情報が入力される。このスリット走査算出器１５０では、これら
各情報の少なくとも一方に基づきスリット１０２の走査領域の設定が行われる。そして、
こうして設定された走査領域に応じたスリット１０２の走査制御が、スリット走査制御器
１６０によって実行される。
【００３４】
　次に、上記スペクトルセンサ１００を構成するスリット１０２の概略構成及び駆動態様
を、図２～図５を参照して説明する。なお、図２（ａ）及び（ｂ）は、走査領域の設定を
左右方向に行う場合のスリット１０２Ｔの構成例を示しており、図３（ａ）及び（ｂ）は
、このスリット１０２Ｔによる左右方向への走査の一例を示している。また、図４（ａ）
及び（ｂ）は、走査領域の設定を上下方向に行う場合のスリット１０２Ｙの構成例を示し
ており、図５（ａ）及び（ｂ）は、このスリット１０２Ｙによる上下方向への走査の一例
を示している。
【００３５】
　まず、図２（ａ）に示すように、このスリット１０２Ｔは、複数の板状のスリット板１
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０２Ｔ１～１０２Ｔｎがそれぞれ垂直に隣接して配列されることによって構成されている
。これらスリット板１０２Ｔ１～１０２Ｔｎには、その下端に駆動源としてのアクチュエ
ータＭ１～Ｍｎがそれぞれ設けられている。そして、例えば、図２（ｂ）に示すように、
上記スリット１０２Ｔを構成するアクチュエータＭ１～ＭｎのうちのアクチュエータＭ３

が駆動されると、その駆動に伴ってスリット板１０２Ｔ３が回転し、このスリット板１０
２Ｔ３に隣接するスリット板１０２Ｔ２及び１０２Ｔ４との間で隙間Ｓが形成されるよう
になる。そして、この隙間Ｓを介して、上記レンズ１０１からの観測光が分光器１０３に
取り込まれるようになる。
【００３６】
　ここで例えば、図３（ａ）に示すように、車両前方の測定対象うち、左側に存在する測
定対象のスペクトルデータを優先して取得する場合には、スリット１０２Ｔのうち、左端
のスリット板１０２Ｔ１から右端のスリット板１０２Ｔｎへと右方向に向けて各スリット
板１０２Ｔ１～１０２Ｔｎが順次回転駆動される。これにより、スペクトルデータ処理部
１１０には、車両前方の測定対象うち、左端に存在する測定対象のスペクトルデータから
順次取得されるようになる。
【００３７】
　また、図３（ｂ）に示すように、例えば車両前方の測定対象うち、右側に存在する測定
対象のスペクトルデータを優先して取得する場合には、スリット１０２Ｔのうちの右端の
スリット板１０２Ｔｎから左端のスリット板１０２Ｔ１へと左方向に向けて各スリット板
１０２Ｔ１～１０２Ｔｎが順次回転駆動される。これにより、スペクトルデータ処理部１
１０には、車両前方の測定対象うち、右端に存在する測定対象のスペクトルデータが順次
取得されるようになる。
【００３８】
　このように、垂直に隣接して構成されるスリット板１０２Ｔ１～１０２Ｔｎからなるス
リット１０２Ｔによれば、左右方向に対する選択的な走査を通じた同スリット１０２Ｔの
走査領域の設定が可能となる。
【００３９】
　一方、図４（ａ）に示すように、複数の板状のスリット板１０２Ｙ１～１０２Ｙｍをそ
れぞれ水平に隣接して配列することによって上記スリット１０２を構成することも可能で
ある。すなわち、これらスリット板１０２Ｙ１～１０２Ｙｍにも、その下端に駆動源とし
てのアクチュエータＭ１～Ｍｍがそれぞれ設けられている。そして、このスリット１０２
Ｙによっても、図４（ｂ）に示すように、上記スリット１０２を構成するアクチュエータ
Ｍ１～ＭｍのうちのアクチュエータＭ３が駆動されると、その駆動に伴ってスリット板１
０２Ｙ３が回転し、このスリット板１０２Ｙ３に隣接するスリット板１０２Ｙ２及び１０
２Ｙ４との間で隙間Ｓが形成されるようになる。そして、この隙間Ｓを介して、上記レン
ズ１０１からの観測光が分光器１０３に取り込まれるようになる。
【００４０】
　そして、図５（ａ）に示すように、例えば車両前方の測定対象うち、下側に存在する測
定対象のスペクトルデータを優先して取得する場合には、スリット１０２Ｙのうちの下端
のスリット板１０２Ｙ１から上端のスリット板１０２Ｙｍへと上方向に向けて各スリット
板１０２Ｙ１～１０２Ｙｍが順次回転駆動される。これにより、スペクトルデータ処理部
１１０には、車両前方の測定対象うち、下側に存在する測定対象のスペクトルデータが順
次取得されるようになる。
【００４１】
　また、図５（ｂ）に示すように、例えば車両前方の測定対象うち、上側に存在する測定
対象のスペクトルデータを優先して取得する場合には、スリット１０２Ｙのうちの上端の
スリット板１０２Ｙｍから下端のスリット板１０２Ｙ１へと下方向に向けて順次回転駆動
される。これにより、スペクトルデータ処理部１１０には、車両前方の測定対象うち、上
側に存在する測定対象のスペクトルデータが順次取得されるようになる。
【００４２】



(9) JP 2010-276557 A 2010.12.9

10

20

30

40

50

　このように、水平に隣接して構成されるスリット板１０２Ｙ１～１０２Ｙｍからなるス
リット１０２Ｙによれば、スリット１０２Ｙの上下方向の選択的な走査を通じたスリット
１０２Ｙの走査領域の設定が可能となる。
【００４３】
　次に、このような前提のもとに上記スリット走査制御器１６０によって実行されるスリ
ット１０２の走査領域の制御について、図６を参照して説明する。なお、ここでの例では
、先の図２に示したように、スリット板１０２Ｔ１～１０２Ｔｎが垂直に配列されたスリ
ット１０２（１０２Ｔ）を採用することとする。
【００４４】
　まず、例えば、図６（ａ）に示す環境下において車両が道路上の走行を始めたとすると
、これに伴ってスペクトルセンサ１００による測定対象のスペクトルデータの取得が開始
される。ここで、この車両の駆動直後にあっては、未だスペクトルデータ処理部１１０に
よる測定対象の識別が行われていないため、車両の位置情報に基づき上記スリット１０２
のスリット走査領域が設定される。すなわち、通常、運転者にとって緊急性の高い測定対
象は歩行者であることに鑑み、この歩行者が通常存在する歩道側のスペクトルデータを優
先して取得する。
【００４５】
　そして、同図６（ａ）に示すように、歩道側、すなわち運転者の正面から見て左側の測
定対象を優先して識別すべく、スリット走査算出器１５０による走査領域の制御を通じて
スリット１０２が左端から右端に向かって走査される。これにより、スペクトルデータ処
理部１１０には、運転者の正面から見て左側から右側の測定対象のスペクトルデータが順
次取り込まれるようになる。
【００４６】
　こうして、スペクトルデータ処理部１１０に取り込まれるスペクトルデータに基づき、
図６（ｂ）に示すように、車両前方の測定対象のうちの一つが例えば「歩行者」であると
識別されると、スペクトルデータ処理部１１０に格納された測定対象の緊急性を判別する
データベースに基づいてその緊急性の度合いが決定される。こうして、このデータベース
に基づき、例えば車両前方に存在する測定対象のうち「歩行者」に関する情報が最も緊急
性が高いものとして優先順位が設定される。
【００４７】
　そして、この優先順位に基づき緊急性の高い測定対象の状態を優先してモニタすべく、
図６（ｃ）に示すように、スリット１０２の走査開始位置が運転者の正面方向から見て右
端となるように設定されるとともに同スリット１０２の走査方向が運転者の正面方向から
見て右端から左端にかけて走査するように設定される。これにより、測定対象のうち最も
緊急性の高い「歩行者」のスペクトルデータが優先して取得されるようになる。そして、
スペクトルデータ処理部１１０では、この「歩行者」の識別情報が継続してモニタされる
とともに、その都度検出されるスペクトルデータに基づいて「歩行者」が大人、子供、老
人のうちいずれであるか否かといった詳細な識別が実行される。
【００４８】
　次に、上記スリット走査算出器１５０にて実行されるスリット１０２の走査領域の制御
手順を、図７を参照して説明する。
　図７に示すように、スリット１０２の走査領域の制御が開始されると、まず、スペクト
ルセンサ１００の検出帯域及び分解能の初期化が実行される（ステップＳ１００）。そし
て、環境情報及び運転操作を含む運転者情報の現時点での情報レベルが取得されると、ス
ペクトルセンサ１００による観測光の検出に基づき測定対象のスペクトルデータが取得さ
れる（ステップＳ１０１、Ｓ１０２）。
【００４９】
　こうして、測定対象のスペクトルデータに基づいて車両の環境情報が取得され（ステッ
プＳ１０３）、この環境情報に基づいて車両周辺に歩行者、自転車、バイク等の交通弱者
が存在するか否か、また、信号機が存在するか否か、新しい検出領域が存在するか否か等
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の緊急情報の有無が判定される（ステップＳ１０４）。こうして、スリット走査算出器１
５０では、緊急情報の存在が確認されるまでスペクトルセンサ１００の検出に基づく環境
情報の取得が実行される（ステップＳ１０２～ステップＳ１０４）。
【００５０】
　そして、緊急情報の存在が一旦確認されると、スリット１０２の走査領域のうち緊急性
の最も高い測定対象が取得される部位の特定が行われる（ステップＳ１０４：ＹＥＳ、Ｓ
０５）。そして、この特定されたスリット走査領域に応じて、まず、スリット１０２を左
端、右端、上端、下端のうちいずれの位置から開始するか否かの設定が行われる（ステッ
プＳ１０６）。こうしてスリット１０２の走査開始位置が設定されると、同じく上記特定
されたスリット走査領域に応じてスリット１０２の走査方向が設定される（ステップＳ１
０７）。そしてこれにより、緊急情報の存在する部位のスペクトルデータが優先して取得
されるようになる。
【００５１】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる移動体用スペクトル測定装置によれば、以
下に列記するような効果が得られるようになる。
　（１）スリット１０２の走査開始位置及び走査方向を、車両の環境情報に応じて設定す
ることとした。これにより、これら走査開始位置及び走査方向に応じてスペクトルデータ
を順次取得することが可能となり、測定対象を識別する上で必要とされるスペクトルデー
タの適切な取得が可能となる。
【００５２】
　（２）スリット１０２の走査領域を、緊急性の最も高い測定対象が存在する部位に基づ
き設定することとした。これにより、測定対象が複数存在するような場合であれ、各測定
対象のうちの最も緊急性の高い測定対象のスペクトルデータが早期に取得されるようにな
り、ひいては、このスペクトルデータに基づく測定対象の識別にかかる処理速度が高めら
れるようになる。
【００５３】
　（３）スペクトルセンサ１００によって検出されるスペクトルデータに基づいて測定対
象の環境情報が取得されるまでの間、車両の位置情報に基づいてスリット１０２の走査領
域の設定を行うこととした。これにより、測定対象の識別を行う上で、より適切なスペク
トルデータの取得が可能となる。
【００５４】
　（第２の実施の形態）
　以下、本発明にかかる移動体用スペクトルセンサ測定装置にかかる第２の実施の形態を
図８及び図９を参照して説明する。なお、この第２の実施の形態は、スリット１０２の走
査領域の制御を、上記操作・運転者情報取得装置１４０によって取得される運転操作を含
む運転者情報のうちのステアリングの操舵角情報に基づき行うものであり、その基本的な
構成は先の第１の実施の形態と共通になっている。
【００５５】
　すなわち、図８（ａ）に示すように、運転者のステアリング操作によってステアリング
ＳＴが例えば右方向に切られた場合には、これに伴って運転者の正面方向から見て右側に
新たな環境情報が入力されるようになる。そこで、本実施の形態では、ステアリングＳＴ
の操舵角情報に基づいて新たな環境情報が検出される領域を特定し、新たな環境情報を優
先して検出することとする。
【００５６】
　すなわち、まず、ステアリングＳＴの操舵角情報に基づきステアリングＳＴが右方向に
切られたと判定されると、図８（ｂ）に示すように、スリット１０２の走査開始位置が運
転者の正面方向から見て右端となるように設定されるとともに同スリット１０２の走査方
向が運転者の正面方向から見て右端から左端にかけて走査するように設定される。これに
より、車両の走行に伴って検出対象となる環境情報が変化したとしても、新たに検出され
る環境情報が優先して取得されるようになる。
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【００５７】
　次に、上記スリット走査算出器１５０にて実行されるスリット１０２の走査領域の制御
手順を、図９を参照して説明する。
　図９に示すように、スリット１０２の走査領域の制御が開始されると、まず、スペクト
ルセンサ１００の検出帯域及び分解能の初期化が実行される（ステップＳ２００）。そし
て、環境情報及び運転操作を含む運転者情報の現時点での情報レベルが取得される（ステ
ップＳ２０１）。ここで、例えば各情報のうちステアリングＳＴの操舵角情報がスリット
１０２の走査領域を設定する上で最も有用であると判断された場合、このステアリングＳ
Ｔの操舵角情報がスリット１０２の走査領域を設定するために必要な情報として取得され
る（ステップＳ２０２）。こうして操舵角情報が取得されると、この操舵角情報に基づい
てステアリングＳＴが切られた側が新たな環境情報が検出される部位として特定される（
ステップＳ２０３）。そして、この特定されたスリット走査領域に応じて、まず、スリッ
ト１０２を左端及び右端のうちいずれの位置から開始するか否かの設定が行われる（ステ
ップＳ２０４）。こうしてスリット１０２の走査開始位置が設定されると、同じく上記特
定されたスリット走査領域に応じてスリット１０２の走査方向が設定される（ステップＳ
２０５）。そしてこれにより、新たに検出される測定対象のスペクトルデータが優先して
取得されるようになる。
【００５８】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる移動体用スペクトル測定装置によれば、以
下に列記するような効果が得られるようになる。
　（１）スリット１０２の走査開始位置及び走査方向を、ステアリングＳＴの操舵角情報
に基づいて設定することとした。これにより、これら走査開始位置及び走査方向に応じて
スペクトルデータを順次取得することが可能となり、測定対象を識別する上で必要とされ
るスペクトルデータの適切な取得が可能となる。
【００５９】
　（２）スリット１０２の走査開始位置を、ステアリングＳＴが切られた側と同一の方向
と態様で設定することとした。これにより、車両の運転操作によって環境情報が変動する
ような場合であれ、新しい環境情報が優先して検出されるようになる。
【００６０】
　（第３の実施の形態）
　以下、本発明にかかる移動体用スペクトルセンサ測定装置にかかる第３の実施の形態を
図１０及び図１１を参照して説明する。なお、この第３の実施の形態は、走査開始位置及
び走査方向の設定に併せて走査終了位置の設定を行うことにより、スリット１０２の走査
領域の限定的な制御を行うものである。
【００６１】
　すなわち、図１０（ａ）に示すように、例えば、スリット１０２が走査領域の左端から
左端へと右方向に走査されることによって歩行者が検出されたとする。そして、この歩行
者が検出された時点で同歩行者が緊急情報として識別されると、必要な環境情報が取得さ
れたとしてスリット走査領域の途中でスリット１０２の走査が一旦中断される。こうして
スリット１０２の走査が中断されると、スリット１０２が走査開始位置に戻され、再びス
リット１０２による環境情報の取得が開始される。これにより、スリット１０２の走査領
域が上記走査開始位置から走査終了位置の間で制限されるようになり、スペクトルデータ
処理部１１０には、環境情報の識別を行う上で必要最低限のスペクトルデータが取り込ま
れるようになる。
【００６２】
　また、例えば、運転者の正面方向の左側に存在する環境情報が緊急性の高い情報として
識別されていた場合には、図１０（ｂ）に示すように、まず、スリット１０２の走査開始
位置がスリット１０２の走査領域の中心に設定されるとともに、スリット１０２の走査方
向が左方向に設定される。これによっても、スリット１０２の走査領域が走査開始位置か
ら走査終了位置の間で制限されるようになり、スペクトルデータ処理部１１０には、環境
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情報の識別を行う上で必要最低限のスペクトルデータが取り込まれるようになる。
【００６３】
　次に、上記スリット走査算出器１５０にて実行されるスリット１０２の走査領域の制御
手順を、図１１を参照して説明する。
　図１１に示すように、スリット１０２の走査領域の制御が開始されると、まず、スペク
トルセンサ１００の検出帯域及び分解能の初期化が実行される（ステップＳ３００）。そ
して、環境情報及び運転操作を含む運転者情報の現時点での情報レベルが取得されると、
スペクトルセンサ１００による観測光の検出に基づき測定対象のスペクトルデータが取得
される（ステップＳ３０１、Ｓ３０２）。
【００６４】
　こうして、測定対象のスペクトルデータに基づいて車両の環境情報が取得され（ステッ
プＳ３０３）、この環境情報に基づいて車両周辺に歩行者、自転車、バイク等の交通弱者
が存在するか否か、また、信号機が存在するか否か、新しい検出領域が存在するか否か等
の緊急情報の有無が判定される（ステップＳ３０４）。こうして、スリット走査算出器１
５０では、緊急情報の存在が確認されるまでスペクトルセンサ１００の検出に基づく環境
情報の取得が実行される（ステップＳ３０２～ステップＳ３０４）。
【００６５】
　そして、緊急情報の存在が一旦確認されると、スリット１０２の走査領域のうち緊急性
の最も高い測定対象が取得される部位の特定が行われる（ステップＳ３０４：ＹＥＳ、Ｓ
０５）。そして、この特定されたスリット走査領域に応じて、まず、スリット１０２をそ
の走査領域の全体のうちいずれの位置から開始するか否かの設定が行われる（ステップＳ
３０６）。次いで、スリット１０２の走査開始位置が設定されると、同じく上記特定され
たスリット走査領域に応じてスリット１０２の走査方向が設定される（ステップＳ３０７
）。こうして、さらにスリット１０２の走査終了位置が設定されると、スリット１０２の
走査領域が同スリット１０２の走査開始位置から走査終了位置の間で限定されるようにな
る。そしてこれにより、緊急情報の存在する部位のスペクトルデータが限定して取得され
るようになる。
【００６６】
　以上説明したように、本実施の形態にかかる移動体用スペクトル測定装置によれば、第
１の実施の形態による前記（１）～（３）の効果に準じた効果が得られるとともに、更に
以下に列記するような効果が併せて得られるようになる。
【００６７】
　（４）スリット１０２の走査領域を、スリット１０２の走査開始位置、走査終了位置、
及び走査方向によって限定することとした。これにより、スリット１０２の走査を通じて
取得されるスペクトルデータが必要最低限に限定されるようになり、ひいては、環境情報
の識別にかかる速度の向上が図られるようになる。
【００６８】
　（他の実施の形態）
　なお、上記実施の形態は、以下のような形態をもって実施することもできる。
　・上記第１の実施の形態では、緊急性の高い環境情報が優先して取得される態様でスリ
ット１０２の走査領域を制御することとしたが、スペクトルセンサ１００によって検出さ
れる環境情報に基づきスリット１０２の走査領域を制御するものであればよく、上記緊急
性の優先度の設定を割愛するようにしてもよい。
【００６９】
　・上記第２の実施の形態では、スリット１０２の走査開始位置をステアリングＳＴが切
られた方向と同一の方向に設定することとした。スリット１０２の走査開始位置は、ステ
アリングＳＴが切られた方向と反対側に設定することも可能であり、スリット１０２の走
査開始位置はこれらに限定されるものではない。
【００７０】
　・上記第２の実施の形態では、スリット１０２の走査領域を、走査開始位置と走査方向
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とによって設定することとした。これに限らず、先の図１０（ａ）及び（ｂ）に示したよ
うに、ステアリングＳＴの操舵各情報に基づきスリット１０２の走査開始位置及び走査終
了位置を設定することによってスリット１０２の走査領域を限定するようにしてもよい。
【００７１】
　・上記第２の実施の形態では、スリット１０２の走査領域の制御を運転操作を含む運転
情報のうち、ステアリングＳＴの操舵角情報に基づいて行うこととした。これに限らず、
例えば、上記顔方向検出センサにより検出される運転者の顔の向きを示す情報、上記視線
検出センサにより検出される運転者の視線の方向を示す情報等の運転者情報に基づきスリ
ット１０２の走査領域を制御するようにしてもよい。すなわち、通常、移動体の運転者の
顔の向きと移動体の運転操作を含む運転者情報とは相関する関係にあることから、例えば
、運転者の顔の向く方向、あるいはその逆の方向が運転者の所望する、あるいは運転者に
注意を促すべき測定対象が存在する方向と判定することが可能である。これにより、運転
者が所望とする、あるいは運転者に注意を促すべき必要な測定対象の識別を優先して行う
ことが可能となる。一方、運転者の視線方向と運転者にとって必要とされる測定対象の識
別情報とは相関する関係にある。すなわち、運転者の注視する方向に運転者にとって識別
が必要とされる測定対象が存在することが普通である。また逆に、運転者の視線とは異な
る方向に存在する測定対象の識別情報も、やはり注意を喚起するなど運転者にとっては有
用な識別情報ともなり得る。これにより、運転者にとって必要とされる測定対象の識別を
優先して行うことが可能となる。
【００７２】
　・上記第１の実施の形態では、スリット１０２の走査領域の制御を、スペクトルセンサ
１００によって検出される環境情報に基づいて行うこととした。また、上記第２の実施の
形態では、スリット１０２の走査領域の制御を、運転操作を含む運転者情報に基づいて行
うこととした。これに限らず、これらスペクトルセンサ１００の検出による環境情報及び
運転操作を含む運転者情報の双方に基づきスリット１０２の走査領域を制御するようにし
てもよい。
【００７３】
　・上記第１の実施の形態では、車両に対する環境情報として、スペクトルデータ処理部
１１０によって識別された測定対象の識別情報を用いることとした。これに限らず、図１
２に示すように、車両２００に対する環境情報を、車両２００に搭載されたナビゲーショ
ンから得られる自車両２００の位置情報に基づき測定対象の出現確率もしくは出現方向の
可能性として取得するようにしてもよい。すなわち、車両２００の走行位置が市街地等の
場合は、測定対象として歩行者２０１、ガードレール２０２、対向車両２０３、信号機２
０４等の出現確率が高くなる。また、これら測定対象２０１～２０４の出現方向は、自車
両２００の位置情報に基づいて予め予測することが可能である。一方、車両の走行位置が
山道等の場合には、動植物が測定対象として存在する確率が高くなり、その出現方向も自
車両２００の位置情報に基づいて予め予測することが可能となる。このため、ナビゲーシ
ョンから得られる自車両２００の位置情報に基づき測定対象が存在する可能性が高いとさ
れる領域をスリット１０２の走査領域として設定することとすれば、測定対象のスペクト
ルデータの適切な取得が可能となる。
【００７４】
　・上記各実施の形態では、車両に対する環境情報、あるいは、運転操作を含む運転者情
報に基づいてスリット１０２の走査領域を制御することとした。これに限らず、例えば、
運転者の指令に基づきスリット１０２の走査領域を制御するようにしてもよい。
【００７５】
　・上記各実施の形態では、スリット１０２を、図２及び図４に一例として示したように
垂直あるいは水平に配列された複数のスリット板１０２Ｔ１～１０２Ｔｎ、１０２Ｙ１～
１０２ＹｍとアクチュエータＭ１～Ｍｎ、Ｍ１～Ｍｍとによって構成することとした。こ
れに限らず、これら図２及び図４に示すスリット１０２Ｔ、１０２Ｙを二重に介すること
によって観測光の光像を取り込むことも可能である。これにより、スリット１０２の走査
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域の設定が可能ともなる。
【００７６】
　・上記各実施の形態では、スリット１０２の走査方向を、上下方向、あるいは左右方向
に設定することとした。これに限らず、例えば図１３（ａ）に示すように、スリット１０
２の走査開始位置をその走査領域の左下に設定し、この設定された位置から右上に向かっ
て斜め方向に走査することも可能である。また、図１３（ｂ）に示すように、一対のスリ
ット１０２が交差する態様でスリット１０２の走査開始位置及び走査方向を設定すること
も可能である。またさらには、上述のようにこれらスリット１０２を二重に組み合わせる
ようにしてもよい。
【００７７】
　・上記各実施の形態では、スペクトルセンサが搭載される移動体として自動車等の車両
を想定したが、移動体としては、路面を走行する自動二輪車、ロボット等であってもよい
。またこれに限らず、スペクトルセンサが搭載されるとともに同スペクトルセンサによっ
て検出されるスペクトルデータに基づき測定対象を識別する移動体であれば本発明の適用
は可能である。
【符号の説明】
【００７８】
　１００…スペクトルセンサ、１０１…レンズ、１０２…スリット、１０２Ｔ１～１０２
Ｔｎ、１０２Ｙ１～１０２Ｙｎ…スリット板、１０３…分光器、１０４…撮像素子、１１
０…スペクトルデータ処理部、１２０…ＨＭＩ（ヒューマン・マシン・インターフェース
）、１３０…車両制御器、１４０…操作・運転者情報取得装置、１５０…スリット走査算
出器、１６０…スリット走査制御器、２００…車両、２０１…歩行者、２０２…ガードレ
ール、２０３…対向車両、２０４…信号機、Ｍ１～Ｍｎ、Ｍｍ…アクチュエータ、ＳＴ…
ステアリング。
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(16) JP 2010-276557 A 2010.12.9

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年7月28日(2010.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記スリット走査制御器は、取得される環境情報及び運転操作を含む運転者情報から推
定される緊急性の高い測定対象を優先して識別し得る態様で前記スリットの走査領域を制
御する
　請求項２または３に記載の移動体用スペクトル測定装置。
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