
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤外線カメラにより捉えられた画像を利用して、歩行者を認識する車両周辺監視装置で
あって、
　前記歩行者の頭部に相当すると推定される領域を基準領域として設定する歩行者頭部領
域推定手段と、
　前記基準領域の左右の側方部分に、前記歩行者の肩上方空間に相当すると推定される２
つの対象領域を設定する歩行者肩上方部領域推定手段と、
　前記基準領域の輝度の特徴と前記対象領域の輝度の特徴とに基づき、前記画像に捉えら
れた歩行者を認識する歩行者形状認識手段とを備えたことを特徴とする車両周辺監視装置
。
【請求項２】
　前記基準領域に対して、前記対象領域を上方にオフセットすることを特徴とする請求項
１に記載の車両周辺監視装置。
【請求項３】
　前記対象領域のそれぞれの下方に、前記歩行者の肩もしくは腕に相当すると推定される
別の対象領域を設定する歩行者肩部領域推定手段を備え、
　前記歩行者形状認識手段が、前記対象領域の輝度の特徴と前記別の対象領域の輝度の特
徴とに基づき、前記画像に捉えられた歩行者を認識することを特徴とする請求項１、また
は請求項２に記載の車両周辺監視装置。
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【請求項４】
　赤外線カメラにより捉えられた画像を利用して対象物を抽出し、前記対象物を歩行者と
して認識する車両周辺監視装置であって、
　前記歩行者の頭部に相当すると推定される領域を基準領域として設定する歩行者頭部領
域推定手段と、
　前記基準領域の左右の側方部分に、前記歩行者の肩上方空間に相当すると推定される２
つの対象領域を設定する歩行者肩上方部領域推定手段と、
　前記基準領域の輝度の特徴と前記対象領域の輝度の特徴とに基づき、前記画像に捉えら
れた歩行者を認識する歩行者形状認識手段と、
　前記歩行者形状認識手段によって歩行者と認識された対象物と、歩行者と認識されなか
った対象物とを区別可能に表示する表示手段とを備えたことを特徴とする車両周辺監視装
置。
【請求項５】
　赤外線カメラにより捉えられた画像を利用して対象物を抽出し、前記対象物を歩行者と
して認識する車両周辺監視装置であって、
　前記歩行者の頭部に相当すると推定される領域を基準領域として設定する歩行者頭部領
域推定手段と、
　前記基準領域の左右の側方部分に、前記歩行者の肩上方空間に相当すると推定される２
つの対象領域を設定する歩行者肩上方部領域推定手段と、
　前記基準領域の輝度の特徴と前記対象領域の輝度の特徴とに基づき、前記画像に捉えら
れた歩行者を認識する歩行者形状認識手段と、
　前記歩行者形状認識手段によって歩行者と認識された対象物に対して、警報すべき対象
物であるか否かを判断する警報判定手段と、
　前記警報判定手段によって警報すべき対象物と判断された対象物と、警報すべき対象物
と判断されなかった対象物とを区別可能に表示する表示手段とを備えたことを特徴とする
車両周辺監視装置。
【請求項６】
　前記基準領域に対して、前記対象領域を上方にオフセットすることを特徴とする請求項
４、または請求項５に記載の車両周辺監視装置。
【請求項７】
　前記対象領域のそれぞれの下方に、前記歩行者の肩もしくは腕に相当すると推定される
別の対象領域を設定する歩行者肩部領域推定手段を備え、
　前記歩行者形状認識手段が、前記対象領域の輝度の特徴と前記別の対象領域の輝度の特
徴とに基づき、前記画像に捉えられた歩行者を認識することを特徴とする請求項４から請
求項６のいずれかに記載の車両周辺監視装置。
【請求項８】
　前記表示手段は、前記歩行者形状認識手段によって歩行者と認識された対象物を強調表
示することによって区別可能に表示することを特徴とする請求項４から請求項７のいずれ
かに記載の車両周辺監視装置。
【請求項９】
　

10

20

30

40

50

(2) JP 3987048 B2 2007.10.3

前記歩行者頭部領域推定手段によって推定された基準領域を含む領域の距離を算出する
第１の距離算出手段と、
　前記歩行者肩部領域推定手段にて設定された別の対象領域を含む第３の対象領域を設定
する第３の対象領域設定手段と、
　前記第３の対象領域設定手段にて設定された第３の対象領域の距離を算出する第２の距
離算出手段と、
　前記第１の距離算出手段によって算出された第１の距離と、第２の距離算出手段によっ
て算出された第２の距離との差を算出する距離差算出手段と
を備え、
　前記歩行者形状認識手段は、前記距離差算出手段にて距離差が所定値以下であることに



【請求項１０】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、赤外線カメラにより撮影された画像の２値化処理により、対象物抽出を行
う車両周辺監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、赤外線カメラにより捉えられた車両周辺の画像から、車両との衝突の可能性があ
る歩行者等の対象物を抽出し、その情報を車両の運転者に提供する車両周辺監視装置が提
案されている。このシステムでは、歩行者等の対象物における車両との衝突の可能性は、
車両と対象物との相対距離や相対速度に基づいて判定される。
【０００３】
　また、例えばこのように赤外線カメラにより捉えられた車両周辺の画像から、車両との
衝突の可能性がある歩行者等の対象物を抽出する車両周辺監視装置には、以下に示すよう
なものがある。具体的に説明すると、この装置は赤外線画像を２値化処理して明部が集中
している領域を探し、この領域の縦横比や充足率、更には実面積と画面上の重心位置を用
いて距離を算出することで、この領域が歩行者の頭部であるか否かを判定する。そして、
歩行者の頭部の領域を決定することができたら、決定した頭部領域のカメラからの距離と
成人の平均身長とから、画像上の歩行者の身長を計算して歩行者の身体を包含する領域を
設定し、これらの領域を他の領域と区分して表示する。これにより、赤外線画像上の歩行
者の身体全体の位置を特定し、この情報を車両の運転者に対して表示することで、より効
果的な視覚補助を行うことができる（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平１１－３２８３６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、赤外線画像上での歩行者は、着帽、着衣の影響や、歩行者自身の存在環境によ
って、２値化処理により頭部のみ、頭部の一部のみ、上半身のみ、下半身のみ、更には身
体全体が抽出されるなど、その２値化形状は不定形である。また、一般的に車両走行時に
は、前方路面の形状の変化や、車両のピッチングの影響があり、歩行者も子供から大人（
成人）まで本来とは異なる身長で検出される。
【０００５】
　従って、対象物の画面での重心座標が距離に対して固定化できないため、上述の従来の
装置のように、身長相当の存在に基づく形状判定や頭部と胴部の存在に基づく形状判定、
更には頭部のみによる形状判定を用いて歩行者の抽出を行っただけでは、車両との衝突の
可能性がある歩行者等の対象物を抽出するには十分でなく、更に歩行者の特徴を用いた形
状判定を行うことで、歩行者の検出精度を向上させ、安定した歩行者の抽出を行う必要が
あった。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、カメラにより撮影された画像から抽出さ
れる不定形な２値化対象物を的確に判定し、安定した歩行者の抽出を行う車両周辺監視装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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基づき、前記画像に捉えられた歩行者を認識することを特徴とする請求項３または請求項
７に記載の車両周辺監視装置。

前記歩行者形状認識手段は、前記基準領域の輝度と前記対象領域の輝度との輝度差が所
定値以上でないときに前記対象物が歩行者ではないと判定することを特徴とする請求項１
～９のいずれか一項に記載の車両周辺監視装置。



　上記課題を解決するために、請求項１の発明に係わる車両周辺監視装置は、赤外線カメ
ラ（例えば後述する実施例の赤外線カメラ２Ｒ、２Ｌ）により捉えられた画像を利用して
、歩行者を認識する車両周辺監視装置であって、前記歩行者の頭部に相当すると推定され
る領域を基準領域として設定する歩行者頭部領域推定手段（例えば後述する実施例のステ
ップＳ９１からステップＳ９４）と、前記基準領域の左右の側方部分に、前記歩行者の肩
上方空間に相当すると推定される２つの対象領域を設定する歩行者肩上方部領域推定手段
（例えば後述する実施例のステップＳ９５）と、前記基準領域の輝度の特徴と前記対象領
域の輝度の特徴とに基づき、前記画像に捉えられた歩行者を認識する歩行者形状認識手段
（例えば後述する実施例のステップＳ９６、ステップＳ９８、ステップＳ１００）とを備
えたことを特徴とする。
【０００８】
　以上の構成を備えた車両周辺監視装置は、赤外線カメラで撮影された赤外線画像におい
て、歩行者の頭部は高輝度であるという特徴に基づき、歩行者頭部領域推定手段を用いて
、歩行者の頭部に相当すると推定される領域を基準領域として設定する。次に、歩行者肩
上方部領域推定手段を用いて、その基準領域の左右の側方部分に、歩行者の肩上方空間に
相当すると推定される２つの対象領域を設定する。これにより、歩行者形状認識手段が、
歩行者頭部の輝度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部の左右（背景）の輝度階調
に対して高輝度であるという特徴に基づき、赤外線画像に捉えられた歩行者の頭から肩に
相当する領域を認識することができる。
【０００９】
　請求項２の発明に係わる車両周辺監視装置は、請求項１に記載の車両周辺監視装置にお
いて、前記基準領域に対して、前記対象領域を上方にオフセットすることを特徴とする。
【００１０】
　以上の構成を備えた車両周辺監視装置は、赤外線画像内で物体が傾くことにより、対象
領域に目的の領域とは異なる領域の画像が入ることを防止することができる。
【００１１】
　請求項３の発明に係わる車両周辺監視装置は、請求項１、または請求項２に記載の車両
周辺監視装置において、前記対象領域のそれぞれの下方に、前記歩行者の腕を認識する別
の対象領域を設定する歩行者肩部領域推定手段（例えば後述する実施例のステップＳ９７
、ステップＳ９９）を備え、歩行者形状認識手段が、前記対象領域の輝度の特徴と前記別
の対象領域の輝度の特徴とに基づき、前記画像に捉えられた歩行者を認識することを特徴
とする。
【００１２】
　以上の構成を備えた車両周辺監視装置は、基準領域の左右の側方部分に設定された歩行
者の肩上方空間に相当すると推定される対象領域と、歩行者肩部領域推定手段により設定
された歩行者の肩から腕に相当すると推定される別の対象領域とを比較し、歩行者形状認
識手段が、歩行者の肩から腕にかけての輝度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部
の左右（背景）の輝度階調とは異なるという特徴に基づき、赤外線画像に捉えられた歩行
者の肩から腕に相当する領域を認識することができる。
【００１３】
　請求項４の発明に係わる車両周辺監視装置は、赤外線カメラ（例えば後述する実施例の
赤外線カメラ２Ｒ、２Ｌ）により捉えられた画像を利用して対象物を抽出し、前記対象物
を歩行者として認識する車両周辺監視装置であって、前記歩行者の頭部に相当すると推定
される領域を基準領域として設定する歩行者頭部領域推定手段（例えば後述する実施例の
ステップＳ９１からステップＳ９４）と、前記基準領域の左右の側方部分に、前記歩行者
の肩上方空間に相当すると推定される２つの対象領域を設定する歩行者肩上方部領域推定
手段（例えば後述する実施例のステップＳ９５）と、前記基準領域の輝度の特徴と前記対
象領域の輝度の特徴とに基づき、前記画像に捉えられた歩行者を認識する歩行者形状認識
手段（例えば後述する実施例のステップＳ９６、ステップＳ９８、ステップＳ１００）と
、前記歩行者形状認識手段によって歩行者と認識された対象物と、歩行者と認識されなか
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った対象物とを区別可能に表示する表示手段（例えば後述する実施例の画像表示装置７）
とを備えたことを特徴とする。
【００１４】
　以上の構成を備えた車両周辺監視装置は、赤外線カメラで撮影された赤外線画像におい
て、歩行者の頭部は高輝度であるという特徴に基づき、歩行者頭部領域推定手段を用いて
、歩行者の頭部に相当すると推定される領域を基準領域として設定する。次に、歩行者肩
上方部領域推定手段を用いて、その基準領域の左右の側方部分に、歩行者の肩上方空間に
相当すると推定される２つの対象領域を設定する。これにより、歩行者形状認識手段が、
歩行者頭部の輝度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部の左右（背景）の輝度階調
に対して高輝度であるという特徴に基づき、基準領域と対象領域とを比較して赤外線画像
に捉えられた対象物を歩行者として認識することで、歩行者と認識された対象物と、歩行
者と認識されなかった対象物とを、表示手段によって区別して表示することができる。
【００１５】
　請求項５の発明に係わる車両周辺監視装置は、赤外線カメラ（例えば後述する実施例の
赤外線カメラ２Ｒ、２Ｌ）により捉えられた画像を利用して対象物を抽出し、前記対象物
を歩行者として認識する車両周辺監視装置であって、前記歩行者の頭部に相当すると推定
される領域を基準領域として設定する歩行者頭部領域推定手段（例えば後述する実施例の
ステップＳ９１からステップＳ９４）と、前記基準領域の左右の側方部分に、前記歩行者
の肩上方空間に相当すると推定される２つの対象領域を設定する歩行者肩上方部領域推定
手段（例えば後述する実施例のステップＳ９５）と、前記基準領域の輝度の特徴と前記対
象領域の輝度の特徴とに基づき、前記画像に捉えられた歩行者を認識する歩行者形状認識
手段（例えば後述する実施例のステップＳ９６、ステップＳ９８、ステップＳ１００）と
、前記歩行者形状認識手段によって歩行者と認識された対象物に対して、警報すべき対象
物であるか否かを判断する警報判定手段（例えば後述する実施例のステップＳ１７、ある
いはステップＳ１８）と、前記警報判定手段によって警報すべき対象物と判断された対象
物と、警報すべき対象物と判断されなかった対象物とを区別可能に表示する表示手段（例
えば後述する実施例の画像表示装置７）とを備えたことを特徴とする。
【００１６】
　以上の構成を備えた車両周辺監視装置は、赤外線カメラで撮影された赤外線画像におい
て、歩行者の頭部は高輝度であるという特徴に基づき、歩行者頭部領域推定手段を用いて
、歩行者の頭部に相当すると推定される領域を基準領域として設定する。次に、歩行者肩
上方部領域推定手段を用いて、その基準領域の左右の側方部分に、歩行者の肩上方空間に
相当すると推定される２つの対象領域を設定する。これにより、歩行者形状認識手段が、
歩行者頭部の輝度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部の左右（背景）の輝度階調
に対して高輝度であるという特徴に基づき、基準領域と対象領域とを比較して赤外線画像
に捉えられた対象物を歩行者として認識すると共に、警報判定手段が、警報すべき対象物
であるか否かを判断することで、警報すべき対象物と判断された対象物と、警報すべき対
象物と判断されなかった対象物とを、表示手段によって区別して表示することができる。
【００１７】
　請求項６の発明に係わる車両周辺監視装置は、請求項４、または請求項５に記載の車両
周辺監視装置において、前記基準領域に対して、前記対象領域を上方にオフセットするこ
とを特徴とする。
【００１８】
　以上の構成を備えた車両周辺監視装置は、赤外線画像内で物体が傾くことにより、対象
領域に目的の領域とは異なる領域の画像が入ることを防止することができる。
【００１９】
　請求項７の発明に係わる車両周辺監視装置は、請求項４、または請求項５に記載の車両
周辺監視装置において、前記対象領域のそれぞれの下方に、前記歩行者の肩もしくは腕に
相当すると推定される別の対象領域を設定する歩行者肩部領域推定手段を備え、前記歩行
者形状認識手段が、前記対象領域の輝度の特徴と前記別の対象領域の輝度の特徴とに基づ
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き、前記画像に捉えられた歩行者を認識することを特徴とする。
【００２０】
　以上の構成を備えた車両周辺監視装置は、基準領域の左右の側方部分に設定された歩行
者の肩上方空間に相当すると推定される対象領域と、歩行者肩部領域推定手段により設定
された歩行者の肩から腕に相当すると推定される別の対象領域とを比較し、歩行者形状認
識手段が、歩行者の肩から腕にかけての輝度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部
の左右（背景）の輝度階調とは異なるという特徴に基づき、赤外線画像に捉えられた対象
物を歩行者として認識することができる。
【００２１】
　請求項８の発明に係わる車両周辺監視装置は、請求項４から請求項７のいずれかに記載
の車両周辺監視装置において、前記表示手段は、前記歩行者形状認識手段によって歩行者
と認識された対象物を強調表示することによって区別可能に表示することを特徴とする。
【００２２】
　以上の構成を備えた車両周辺監視装置は、歩行者と認識された対象物を強調表示するこ
とにより、歩行者と認識されなかった対象物と区別して利用者に明確に認識させることが
できる。
　

　

【発明の効果】
【００２３】
　請求項１に記載の車両周辺監視装置によれば、歩行者頭部領域推定手段が歩行者の頭部
に相当すると推定される領域を基準領域として設定し、歩行者肩上方部領域推定手段が、
その基準領域の左右の側方部分に、歩行者の肩上方空間に相当すると推定される２つの対
象領域を設定する。これにより、歩行者形状認識手段が、歩行者頭部の輝度階調は、歩行
者の肩上方空間に位置する頭部の左右（背景）の輝度階調に対して高輝度であるという特
徴に基づき、赤外線画像に捉えられた歩行者の頭から肩に相当する領域を認識することが
できる。
　従って、対象物の画像から、歩行者の特徴が顕著に現れる頭から肩に相当する領域を検
出することで、歩行者の検出精度を向上させることができるという効果が得られる。
【００２４】
　請求項２に記載の車両周辺監視装置によれば、赤外線画像内で物体が傾くことにより、
対象領域に目的の領域とは異なる領域の画像が入ることを防止することができる。
　従って、赤外線画像上の歩行者の状態に影響を受けず、歩行者の検出精度を向上させる
ことができるという効果が得られる。
【００２５】
　請求項３に記載の車両周辺監視装置によれば、歩行者の肩上方空間に相当すると推定さ
れる対象領域と、歩行者肩部領域推定手段により設定された歩行者の肩から腕に相当する
と推定される別の対象領域とを比較し、歩行者形状認識手段が、歩行者の肩から腕にかけ
ての輝度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部の左右（背景）の輝度階調とは異な
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請求項９の発明に係わる車両周辺監視装置は、請求項３または請求項７に記載の車両周
辺監視装置において、前記歩行者頭部領域推定手段によって推定された基準領域を含む領
域の距離を算出する第１の距離算出手段と、前記歩行者肩部領域推定手段にて設定された
別の対象領域を含む第３の対象領域を設定する第３の対象領域設定手段と、前記第３の対
象領域設定手段にて設定された第３の対象領域の距離を算出する第２の距離算出手段と、
前記第１の距離算出手段によって算出された第１の距離と、第２の距離算出手段によって
算出された第２の距離との差を算出する距離差算出手段とを備え、前記歩行者形状認識手
段は、前記距離差算出手段にて距離差が所定値以下であることに基づき、前記画像に捉え
られた歩行者を認識することを特徴とする。

請求項１０の発明に係わる車両監視装置は、請求項１～９のいずれか一項に記載の車両
周辺監視装置において、前記歩行者形状認識手段が、前記基準領域の輝度と前記対象領域
の輝度との輝度差が所定値以上でないときに前記対象物が歩行者でないと判定することを
特徴とする。



るという特徴に基づき、赤外線画像に捉えられた歩行者の肩から腕に相当する領域を認識
することができる。
　従って、対象物の画像から、歩行者の特徴が顕著に現れる頭から肩に相当する領域を検
出することに加えて、更に歩行者の特徴が顕著に現れる肩から腕に相当する領域を検出す
ることで、より歩行者の検出精度を向上させることができるという効果が得られる。
【００２６】
　請求項４に記載の車両周辺監視装置によれば、歩行者形状認識手段が、歩行者頭部の輝
度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部の左右（背景）の輝度階調に対して高輝度
であるという特徴に基づき、基準領域と対象領域とを比較して赤外線画像に捉えられた対
象物を歩行者として認識することで、歩行者と認識された対象物と、歩行者と認識されな
かった対象物とを、表示手段によって区別して表示することができる。
　従って、歩行者形状認識手段によって歩行者と認識された対象物を、他の対象物と区別
可能に表示することによって、歩行者形状認識手段によって認識された対象物が歩行者で
あることを、利用者に明確に認識させることができるという効果が得られる。
【００２７】
　請求項５に記載の車両周辺監視装置によれば、歩行者形状認識手段が、歩行者頭部の輝
度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部の左右（背景）の輝度階調に対して高輝度
であるという特徴に基づき、基準領域と対象領域とを比較して赤外線画像に捉えられた対
象物を歩行者として認識すると共に、警報判定手段が、警報すべき対象物であるか否かを
判断することで、警報すべき対象物と判断された対象物と、警報すべき対象物と判断され
なかった対象物とを、表示手段によって区別して表示することができる。
　従って、歩行者形状認識手段によって歩行者と認識され、更に警報判定手段によって警
報すべき対象物であると判定された対象物を、他の対象物と区別可能に表示することによ
って、歩行者形状認識手段によって認識された対象物が歩行者であり、かつ注意が必要で
あることを利用者に明確に認識させることができると共に、警報する必要のない歩行者に
ついては利用者に認識させないことで、利用者の注意を、注意が必要である対象物（歩行
者）に集中させることができるという効果が得られる。
【００２８】
　請求項６に記載の車両周辺監視装置によれば、赤外線画像内で物体が傾くことにより、
対象領域に目的の領域とは異なる領域の画像が入ることを防止することができる。
　従って、赤外線画像上の歩行者の状態に影響を受けず、対象物を歩行者と認識する精度
を向上させることができるという効果が得られる。
【００２９】
　請求項７に記載の車両周辺監視装置によれば、歩行者の肩上方空間に相当すると推定さ
れる対象領域と、歩行者肩部領域推定手段により設定された歩行者の肩から腕に相当する
と推定される別の対象領域とを比較し、歩行者形状認識手段が、歩行者の肩から腕にかけ
ての輝度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部の左右（背景）の輝度階調とは異な
るという特徴に基づき、赤外線画像に捉えられた対象物を歩行者として認識することがで
きる。
　従って、対象物の画像から、歩行者の特徴が顕著に現れる頭から肩に相当する領域を検
出することに加えて、更に歩行者の特徴が顕著に現れる肩から腕に相当する領域を検出す
ることで、より対象物を歩行者と認識する精度を向上させることができるという効果が得
られる。
【００３０】
　請求項８に記載の車両周辺監視装置によれば、歩行者と認識された対象物を強調表示す
ることにより、歩行者と認識されなかった対象物と区別して利用者に明確に認識させるこ
とができる。
　従って、強調表示することにより、利用者にとっては歩行者と認識された対象物がわか
りやすくなるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３１】
　以下、図面を参照して本発明の実施例について説明する。
【実施例】
【００３２】
　図１は、本発明の一実施例の車両周辺監視装置の構成を示すブロック図である。
　図１において、符号１は、本実施例の車両周辺監視装置を制御するＣＰＵ（中央演算装
置）を備えた画像処理ユニットであって、遠赤外線を検出可能な２つの赤外線カメラ２Ｒ
、２Ｌと当該車両のヨーレートを検出するヨーレートセンサ３、更に、当該車両の走行速
度（車速）を検出する車速センサ４とブレーキの操作を検出するためのブレーキセンサ５
が接続される。これにより、画像処理ユニット１は、車両の周辺の赤外線画像と車両の走
行状態を示す信号から、車両前方の歩行者や動物等を検出し、衝突の可能性が高いと判断
したときに警報を発する。
【００３３】
　また、画像処理ユニット１には、音声で警報を発するためのスピーカ６と、赤外線カメ
ラ２Ｒ、２Ｌにより撮影された画像を表示し、衝突の危険性が高い対象物を車両の運転者
に認識させるための、例えば自車両の走行状態を数字で表すメータと一体化されたメータ
一体Ｄｉｓｐｌａｙや自車両のコンソールに設置されるＮＡＶＩＤｉｓｐｌａｙ、更にフ
ロントウィンドウの運転者の前方視界を妨げない位置に情報を表示するＨＵＤ（ Head Up 
Display ）７ａ等を含む画像表示装置７が接続されている。
【００３４】
　また、画像処ユニット１は、入力アナログ信号をディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換
回路、ディジタル化した画像信号を記憶する画像メモリ、各種演算処理を行うＣＰＵ（中
央演算装置）、ＣＰＵが演算途中のデータを記憶するために使用するＲＡＭ（ Random Acc
ess Memory）、ＣＰＵが実行するプログラムやテーブル、マップなどを記憶するＲＯＭ（
Read Only Memory）、スピーカ６の駆動信号、ＨＵＤ７ａ等の表示信号などを出力する出
力回路を備えており、赤外線カメラ２Ｒ、２Ｌ及びヨーレートセンサ３、車速センサ４、
ブレーキセンサ５の各出力信号は、ディジタル信号に変換されてＣＰＵに入力されるよう
に構成されている。
【００３５】
　また、図２に示すように、赤外線カメラ２Ｒ、２Ｌは、自車両１０の前部に、自車両１
０の車幅方向中心部に対してほぼ対象な位置に配置されており、２つの赤外線カメラ２Ｒ
、２Ｌの光軸が互いに平行であって、かつ両者の路面からの高さが等しくなるように固定
されている。なお、赤外線カメラ２Ｒ、２Ｌは、対象物の温度が高いほど、その出力信号
レベルが高くなる（輝度が増加する）特性を有している。
　また、ＨＵＤ７ａは、自車両１０のフロントウインドウの運転者の前方視界を妨げない
位置に表示画面が表示されるように設けられている。
【００３６】
　次に、本実施例の動作について図面を参照して説明する。
　図３は、本実施例の車両周辺監視装置の画像処理ユニット１における歩行者等の対象物
検出・警報動作を示すフローチャートである。
　まず、画像処理ユニット１は、赤外線カメラ２Ｒ、２Ｌの出力信号である赤外線画像を
取得して（ステップＳ１）、Ａ／Ｄ変換し（ステップＳ２）、グレースケール画像を画像
メモリに格納する（ステップＳ３）。なお、ここでは赤外線カメラ２Ｒにより右画像が得
られ、赤外線カメラ２Ｌにより左画像が得られる。また、右画像と左画像では、同一の対
象物の表示画面上の水平位置がずれて表示されるので、このずれ（視差）によりその対象
物までの距離を算出することができる。
【００３７】
　ステップＳ３においてグレースケール画像が得られたら、次に、赤外線カメラ２Ｒによ
り得られた右画像を基準画像とし、その画像信号の２値化処理、すなわち、輝度閾値ＩＴ
Ｈより明るい領域を「１」（白）とし、暗い領域を「０」（黒）とする処理を行う（ステ
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ップＳ４）。
　図４（ａ）は、赤外線カメラ２Ｒにより得られたグレースケール画像を示し、これに２
値化処理を行うことにより、図４（ｂ）に示すような画像を得る。なお、図４（ｂ）にお
いて、例えばＰ１からＰ４の枠で囲った物体を、表示画面上に白色として表示される対象
物（以下「高輝度領域」という）とする。
　赤外線画像から２値化された画像データを取得したら、２値化した画像データをランレ
ングスデータに変換する処理を行う（ステップＳ５）。ランレングスデータにより表され
るラインは、２値化により白となった領域を画素レベルで示したもので、いずれもｙ方向
には１画素の幅を有しており、またｘ方向にはそれぞれランレングスデータを構成する画
素の長さを有している。
【００３８】
　次に、ランレングスデータに変換された画像データから、対象物のラベリングをする（
ステップＳ６）ことにより、対象物を抽出する処理を行う（ステップＳ７）。すなわち、
ランレングスデータ化したラインのうち、ｙ方向に重なる部分のあるラインを１つの対象
物とみなすことにより、例えば図４（ｂ）に示す高輝度領域Ｐ１からＰ４が、それぞれ対
象物（２値化対象物）として把握されることになる。
　対象物の抽出が完了したら、次に、抽出した対象物の重心Ｇ、面積Ｓ及び外接四角形の
縦横比ＡＳＰＥＣＴを算出する（ステップＳ８）。
【００３９】
　ここで、面積Ｓは、ラベルＡの対象物のランレングスデータを（ｘ［ｉ］、ｙ［ｉ］、
ｒｕｎ［ｉ］、Ａ）（ｉ＝０，１，２，・・・Ｎ－１）とすると、ランレングスデータの
長さ（ｒｕｎ［ｉ］－１）を同一対象物（Ｎ個のランレングスデータ）について積算する
ことにより算出する。また、対象物Ａの重心Ｇの座標（ｘｃ、ｙｃ）は、各ランレングス
データの長さ（ｒｕｎ［ｉ］－１）と各ランレングスデータの座標ｘ［ｉ］、またはｙ［
ｉ］とをそれぞれ掛け合わせ、更にこれを同一対象物について積算したものを、面積Ｓで
割ることにより算出する。
　更に、縦横比ＡＳＰＥＣＴは、対象物の外接四角形の縦方向の長さＤｙと横方向の長さ
Ｄｘとの比Ｄｙ／Ｄｘとして算出する。
　なお、ランレングスデータは画素数（座標数）（＝ｒｕｎ［ｉ］）で示されているので
、実際の長さは「－１」する（１を減算する）必要がある（＝ｒｕｎ［ｉ］－１）。また
、重心Ｇの位置は、外接四角形の重心位置で代用してもよい。
【００４０】
　対象物の重心、面積、外接四角形の縦横比が算出できたら、次に、対象物の時刻間追跡
、すなわちサンプリング周期毎の同一対象物の認識を行う（ステップＳ９）。時刻間追跡
は、アナログ量としての時刻ｔをサンプリング周期で離散化した時刻をｋとし、例えば時
刻ｋで対象物Ａ、Ｂを抽出したら、時刻（ｋ＋１）で抽出した対象物Ｃ、Ｄと対象物Ａ、
Ｂとの同一性判定を行う。そして、対象物Ａ、Ｂと対象物Ｃ、Ｄとが同一であると判定さ
れたら、対象物Ｃ、Ｄをそれぞれ対象物Ａ、Ｂというラベルに変更することにより、時刻
間追跡が行われる。
　また、このようにして認識された各対象物の（重心の）位置座標は、時系列位置データ
としてメモリに格納され、後の演算処理に使用される。
【００４１】
　なお、以上説明したステップＳ４～Ｓ９の処理は、２値化した基準画像（本実施例では
、右画像）について実行する。
　次に、車速センサ４により検出される車速ＶＣＡＲ及びヨーレートセンサ３より検出さ
れるヨーレートＹＲを読み込み、ヨーレートＹＲを時間積分することより、自車両１０の
回頭角θｒを算出する（ステップＳ１０）。
【００４２】
　一方、ステップＳ９とステップＳ１０の処理に平行して、ステップＳ１１～Ｓ１３では
、対象物と自車両１０との距離ｚを算出する処理を行う。この演算はステップＳ９、及び
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ステップＳ１０より長い時間を要するため、ステップＳ９、Ｓ１０より長い周期（例えば
ステップＳ１～Ｓ１０の実行周期の３倍程度の周期）で実行される。
　まず、基準画像（右画像）の２値化画像によって追跡される対象物の中の１つを選択す
ることにより、右画像から探索画像Ｒ１（ここでは、外接四角形で囲まれる領域全体を探
索画像とする）を抽出する（ステップＳ１１）。
【００４３】
　次に、左画像中から探索画像Ｒ１に対応する画像（以下「対応画像」という）を探索す
る探索領域を設定し、相関演算を実行して対応画像を抽出する（ステップＳ１２）。具体
的には、探索画像Ｒ１の各頂点座標に応じて、左画像中に探索領域Ｒ２を設定し、探索領
域Ｒ２内で探索画像Ｒ１との相関の高さを示す輝度差分総和値Ｃ（ａ，ｂ）を算出し、こ
の総和値Ｃ（ａ，ｂ）が最小となる領域を対応画像として抽出する。なお、この相関演算
は、２値化画像ではなくグレースケール画像を用いて行う。
　また同一対象物についての過去の位置データがあるときは、その位置データに基づいて
探索領域Ｒ２より狭い領域Ｒ２ａを探索領域として設定する。
【００４４】
　ステップＳ１２の処理により、基準画像（右画像）中に探索画像Ｒ１と、左画像中にこ
の対象物に対応する対応画像Ｒ４とが抽出されるので、次に、探索画像Ｒ１の重心位置と
対応画像Ｒ４の重心位置と視差量Δｄ（画素数）を求め、これから自車両１０と対象物と
の距離ｚを算出する（ステップＳ１３）。
　次に、ステップＳ１０における回頭角θｒの算出と、ステップＳ１３における対象物と
の距離算出が完了したら、画像内の座標（ｘ，ｙ）及び距離ｚを実空間座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ
）に変換する（ステップＳ１４）。
　ここで、実空間座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）は、図２に示すように、赤外線カメラ２Ｒ、２Ｌの
取り付け位置の中点の位置（自車両１０に固定された位置）を原点Ｏとして、図示のよう
に定め、画像内の座標は、画像の中心を原点として水平方向をｘ、垂直方向をｙと定めて
いる。
【００４５】
　また、実空間座標が求められたら、自車両１０が回頭することによる画像上の位置ずれ
を補正するための回頭角補正を行う（ステップＳ１５）。回頭角補正は、時刻ｋから（ｋ
＋１）までの期間中に自車両１０が例えば左方向に回頭角θｒだけ回頭すると、カメラに
よって得られる画像上では、画像の範囲がΔｘだけｘ方向にずれるので、これを補正する
処理である。
　なお、以下の説明では、回頭角補正後の座標を（Ｘ，Ｙ，Ｚ）と表示する。
【００４６】
　実空間座標に対する回頭角補正が完了したら、次に、同一対象物について、ΔＴのモニ
タ期間内に得られた、回頭角補正後のＮ個（例えばＮ＝１０程度）の実空間位置データ、
すなわち時系列データから、対象物と自車両１０との相対移動ベクトルに対応する近似直
線ＬＭＶを求める。
　次いで、最新の位置座標Ｐ（０）＝（Ｘ（０），Ｙ（０），Ｚ（０））と、（Ｎ－１）
サンプル前（時間ΔＴ前）の位置座標Ｐ（Ｎー１）＝（Ｘ（Ｎ－１），Ｙ（Ｎ－１），Ｚ
（Ｎ－１））を近似直線ＬＭＶ上の位置に補正し、補正後の位置座標Ｐｖ（０）＝（Ｘｖ
（０），Ｙｖ（０），Ｚｖ（０））及びＰｖ（Ｎ－１）＝（Ｘｖ（Ｎ－１），Ｙｖ（Ｎ－
１），Ｚｖ（Ｎ－１））を求める。
【００４７】
　これにより、位置座標Ｐｖ（Ｎ－１）からＰｖ（０）に向かうベクトルとして、相対移
動ベクトルが得られる（ステップＳ１６）。
　このようにモニタ期間ΔＴ内の複数（Ｎ個）のデータから対象物の自車両１０に対する
相対移動軌跡を近似する近似直線を算出して相対移動ベクトルを求めることにより、位置
検出誤差の影響を軽減して対象物との衝突の可能性をより正確に予測することが可能とな
る。
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【００４８】
　また、ステップＳ１６において、相対移動ベクトルが求められたら、次に、検出した対
象物との衝突の可能性を判定する警報判定処理を行う（ステップＳ１７）。なお、警報判
定処理については、詳細を後述する。
　ステップＳ１７において、自車両１０と検出した対象物との衝突の可能性がないと判定
された場合（ステップＳ１７のＮＯ）、ステップＳ１へ戻り、上述の処理を繰り返す。
　また、ステップＳ１７において、自車両１０と検出した対象物との衝突の可能性がある
と判定された場合（ステップＳ１７のＹＥＳ）、ステップＳ１８の警報出力判定処理へ進
む。
【００４９】
　ステップＳ１８では、ブレーキセンサ５の出力ＢＲから自車両１０の運転者がブレーキ
操作を行っているか否かを判別することにより、警報出力判定処理、すなわち警報出力を
行うか否かの判定を行う（ステップＳ１８）。
　もし、自車両１０の運転者がブレーキ操作を行っている場合には、それによって発生す
る加速度Ｇｓ（減速方向を正とする）を算出し、この加速度Ｇｓが所定閾値ＧＴＨより大
きいときは、ブレーキ操作により衝突が回避されると判定して警報出力判定処理を終了し
（ステップＳ１８のＮＯ）、ステップＳ１へ戻り、上述の処理を繰り返す。
　これにより、適切なブレーキ操作が行われているときは、警報を発しないようにして、
運転者に余計な煩わしさを与えないようにすることができる。
【００５０】
　また、加速度Ｇｓが所定閾値ＧＴＨ以下であるとき、または自車両１０の運転者がブレ
ーキ操作を行っていなければ、直ちにステップＳ１９の処理へ進み（ステップＳ１８のＹ
ＥＳ）、対象物と接触する可能性が高いので、スピーカ６を介して音声による警報を発す
る（ステップＳ１９）とともに、画像表示装置７に対して、例えば赤外線カメラ２Ｒによ
り得られる画像を出力し、接近してくる対象物を自車両１０の運転者に対する強調映像と
して表示する（ステップＳ２０）。
　なお、所定閾値ＧＴＨは、ブレーキ操作中の加速度Ｇｓがそのまま維持された場合に、
対象物と自車両１０との距離Ｚｖ（０）以下の走行距離で自車両１０が停止する条件に対
応する値である。また、接近してくる対象物を、自車両１０の運転者に対する強調映像と
して画像表示装置７に表示する方法としては、具体的には、該当する対象物を枠で囲んで
表示したり、その輪郭を濃く（強く）表示したり、その色を変えて表示したりする方法等
がある。
【００５１】
　以上が、本実施例の車両周辺監視装置の画像処理ユニット１における対象物検出・警報
動作であるが、次に、図５に示すフローチャートを参照して、図３に示したフローチャー
トのステップＳ１７における警報判定処理について更に詳しく説明する。
　図５は、本実施例の警報判定処理動作を示すフローチャートである。
　警報判定処理は、以下に示す衝突判定処理、接近判定領域内か否かの判定処理、進入衝
突判定処理、歩行者判定処理、及び人工構造物判定処理により、自車両１０と検出した対
象物との衝突の可能性を判定する処理である。以下、図６に示すように、自車両１０の進
行方向に対してほぼ９０°の方向から、速度Ｖｐで進行してくる対象物２０がいる場合を
例に取って説明する。
【００５２】
　図５において、まず、画像処理ユニット１は衝突判定処理を行う（ステップＳ３１）。
衝突判定処理は、図６において、対象物２０が時間ΔＴの間に距離Ｚｖ（Ｎ－１）から距
離Ｚｖ（０）に接近した場合に、自車両１０とのＺ方向の相対速度Ｖｓを求め、両者が高
さＨ以内で相対速度Ｖｓを維持して移動すると仮定して、余裕時間Ｔ以内に両者が衝突す
るか否かを判定する処理である。ここで、余裕時間Ｔは、衝突の可能性を予測衝突時刻よ
り時間Ｔだけ前に判定することを意図したものである。従って、余裕時間Ｔは例えば２～
５秒程度に設定される。またＨは、高さ方向の範囲を規定する所定高さであり、例えば自
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車両１０の車高の２倍程度に設定される。
【００５３】
　次に、ステップＳ３１において、余裕時間Ｔ以内に自車両１０と対象物とが衝突する可
能性がある場合（ステップＳ３１のＹＥＳ）、更に判定の信頼性を上げるために、画像処
理ユニット１は対象物が接近判定領域内に存在するか否かの判定処理を行う（ステップＳ
３２）。接近判定領域内か否かの判定処理は、図７に示すように、赤外線カメラ２Ｒ、２
Ｌで監視可能な領域を太い実線で示す外側の三角形の領域ＡＲ０とすると、領域ＡＲ０内
の、Ｚ１＝Ｖｓ×Ｔより自車両１０に近い領域であって、対象物が自車両１０の車幅αの
両側に余裕β（例えば５０～１００ｃｍ程度とする）を加えた範囲に対応する領域ＡＲ１
、すなわち対象物がそのまま存在し続ければ自車両１０との衝突の可能性がきわめて高い
接近判定領域ＡＲ１内に存在するか否かを判定する処理である。なお、接近判定領域ＡＲ
１も所定高さＨを有する。
【００５４】
　更に、ステップＳ３２において、対象物が接近判定領域内に存在しない場合（ステップ
Ｓ３２のＮＯ）、画像処理ユニット１は対象物が接近判定領域内へ進入して自車両１０と
衝突する可能性があるか否かを判定する進入衝突判定処理を行う（ステップＳ３３）。進
入衝突判定処理は、上述の接近判定領域ＡＲ１よりＸ座標の絶対値が大きい（接近判定領
域の横方向外側の）領域ＡＲ２、ＡＲ３を進入判定領域と呼び、この領域内にある対象物
が、移動することにより接近判定領域ＡＲ１に進入すると共に自車両１０と衝突するか否
かを判定する処理である。なお、進入判定領域ＡＲ２、ＡＲ３も所定高さＨを有する。
【００５５】
　一方、ステップＳ３２において、対象物が接近判定領域内に存在している場合（ステッ
プＳ３２のＹＥＳ）、画像処理ユニット１は対象物が歩行者の可能性があるか否かを判定
する歩行者判定処理を行う（ステップＳ３４）。なお、歩行者判定処理については、詳細
を後述する。
　また、ステップＳ３４において、対象物は歩行者の可能性があると判定された場合（ス
テップＳ３４のＹＥＳ）、更に判定の信頼性を上げるために、対象物が人工構造物である
か否かを判定する人工構造物判定処理を行う（ステップＳ３５）。人工構造物判定処理は
、対象物画像に、例えば以下に示すような歩行者にはあり得ない特徴が検出された場合、
該対象物を人工構造物と判定し、警報の対象から除外する処理である。
（１）対象物の画像に直線エッジを示す部分が含まれる場合。
（２）対象物の画像の角が直角である場合。
（３）対象物の画像に同じ形状のものが複数含まれている場合。
（４）対象物の画像が予め登録された人口構造物の形状と一致する場合。
【００５６】
　従って、上述のステップＳ３３において、対象物が接近判定領域内へ進入して自車両１
０と衝突する可能性がある場合（ステップＳ３３のＹＥＳ）、及びステップＳ３５におい
て、歩行者の可能性があると判定された対象物が人工構造物でなかった場合（ステップＳ
３５のＮＯ）、画像処理ユニット１は、自車両１０と検出した対象物との衝突の可能性が
ある（警報の対象である）と判定し（ステップＳ３６）、図３に示すステップＳ１７のＹ
ＥＳとしてステップＳ１８へ進み、警報出力判定処理（ステップＳ１８）を行う。
【００５７】
　一方、上述のステップＳ３１において、余裕時間Ｔ以内に自車両１０と対象物とが衝突
する可能性がない場合（ステップＳ３１のＮＯ）、あるいはステップＳ３３において、対
象物が接近判定領域内へ進入して自車両１０と衝突する可能性がない場合（ステップＳ３
３のＮＯ）、あるいはステップＳ３４において、対象物は歩行者の可能性がないと判定さ
れた場合（ステップＳ３４のＮＯ）、更にはステップＳ３５において、歩行者の可能性が
あると判定された対象物が人工構造物であった場合（ステップＳ３５のＹＥＳ）のいずれ
かであった場合は、画像処理ユニット１は、自車両１０と検出した対象物との衝突の可能
性がない（警報の対象ではない）と判定し（ステップＳ３７）、図３に示すステップＳ１
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７のＮＯとしてステップＳ１へ戻り、歩行者等の対象物検出・警報動作を繰り返す。
【００５８】
　次に、図８から図１３に示すフローチャートを参照して、図５に示したフローチャート
のステップＳ３４における歩行者判定処理について更に詳しく説明する。図８から図１３
は、本実施例の歩行者判定処理動作を示すフローチャートである。
　図８において、まず、画像処理ユニット１は、図３に示したフローチャートのステップ
Ｓ８において算出された２値化対象物の重心Ｇ（ｘｃ、ｙｃ）（図１４に示す２値化対象
物の重心Ｇ１００）、面積Ｓ（図１４に示す２値化対象物面積Ｓ１０１）、更に対象物の
外接四角形の縦横比ＡＳＰＥＣＴ、及びステップＳ１３において算出された自車両１０と
対象物との距離ｚに加えて、図１４に示す２値化対象物の外接四角形の高さｈｂと幅ｗｂ
、及び外接四角形重心座標（ｘｂ、ｙｂ）（図１４に示す外接四角形重心１０２）の値を
利用して、実空間での２値化対象物の形状の特徴を示す２値化対象物形状特徴量を算出す
る（ステップＳ４１）。なお、求める２値化対象物形状特徴量は、カメラの基線長Ｄ［ｍ
］、カメラ焦点距離ｆ［ｍ］、画素ピッチｐ［ｍ／ｐｉｘｅｌ］、及び左右映像の相関演
算によって算出される視差量Δｄ［ｐｉｘｅｌ］を用いて算出する。
【００５９】
　具体的には、外接四角形と対象物面積の比率Ｒａｔｅは、
Ｒａｔｅ＝Ｓ／（ｈｂ×ｗｂ）　　　　　・・・（１）
外接四角形の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表すＡｓｐは、
Ａｓｐ＝ｈｂ／ｗｂ　　　　　　　　　　・・・（２）
自車両１０と対象物との距離ｚは、
ｚ＝（ｆ×Ｄ）／（Δｄ×ｐ）　　　　　・・・（３）
と表されるので、
実空間における２値化対象物の幅ΔＷｂや高さΔＨｂは、
ΔＷｂ＝ｗｂ×ｚ×ｐ／ｆ
ΔＨｂ＝ｈｂ×ｚ×ｐ／ｆ　　　　　　　・・・（４）
【００６０】
２値化対象物の重心座標（Ｘｃ，Ｙｃ，Ｚｃ）は、
Ｘｃ＝ｘｃ×ｚ×ｐ／ｆ
Ｙｃ＝ｙｃ×ｚ×ｐ／ｆ
Ｚｃ＝ｚ　　　　　　　　　　　　　　　・・・（５）
対象物外接四角形重心座標（Ｘｂ，Ｙｂ，Ｚｂ）は、
Ｘｂ＝ｘｂ×ｚ×ｐ／ｆ
Ｙｂ＝ｙｂ×ｚ×ｐ／ｆ
Ｚｂ＝ｚ　　　　　　　　　　　　　　　・・・（６）
２値化対象物の上端位置座標（Ｘｔ，Ｙｔ，Ｚｔ）は、
Ｘｔ＝ｘｂ×ｚ×ｐ／ｆ
Ｙｔ＝ｙｂ×ｚ×ｐ／ｆ－ΔＨｂ／２
Ｚｔ＝ｚ　　　　　　　　　　　　　　　・・・（７）
で算出することができる。
【００６１】
　次に、図３に示したフローチャートのステップＳ３において取得されたグレースケール
画像を用いて、ステップＳ７において抽出された２値化対象物を含むグレースケール画像
上の対象物の高さを求める（ステップＳ４２）。グレースケール画像上の対象物の高さの
求め方は、所定の大きさのマスク領域を、２値化対象物外接四角形の上端から複数個並べ
てグレースケール画像上に設定し、マスク領域内の輝度変化が大きく（対象物と背景画像
とが含まれている）、かつ左右の画像間のマスク領域の相関度が高い（マスク領域内に２
つ以上の対象物が存在しない）と共に、更に２値化対象物と同距離（同視差）であるマス
ク領域を包含する領域をグレースケール対象物の領域として抽出する。
　そして、画像上でのグレースケール対象物の領域の高さＨｅｉｇｈｔ（ｐｉｘｅｌ）を
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算出し、（８）式によりグレースケール対象物の高さΔＨｇを算出する。
ΔＨｇ＝ｚ×Ｈｅｉｇｈｔ×ｐ／ｆ　　　・・・（８）
【００６２】
　また、図１５に示すように、画像上でのグレースケール対象物の領域をＡＲＥＡ０とし
、その中にマスク領域ＡＲＥＡ１、ＡＲＥＡ２、ＡＲＥＡ３を設定し、各マスクの輝度平
均値と、輝度変化（分散）を算出する（ステップＳ４３）。ここで、ＡＲＥＡ１の輝度平
均値をＡｖｅ＿Ａ１、ＡＲＥＡ２の輝度分散をＶａｒ＿Ａ２、ＡＲＥＡ３の輝度分散をＶ
ａｒ＿Ａ３とする。なお、以下の処理において、ＡＲＥＡ１は対象物の頭の存在判定に、
ＡＲＥＡ２は対象物の胴体の存在判定に、更にＡＲＥＡ３は頭部から下半身にかけての形
状変化の存在判定にそれぞれ使用する。また、ＡＲＥＡ３は、例えば壁のような自らは発
熱せずに外部より与えられた熱のみを蓄熱する蓄熱体であって、単調な輝度変化を示す対
象物の一部が２値化処理により抽出された場合、これを歩行者と識別するためにも用いる
。なお、図１５はカメラで捉えられた歩行者を模式的に表したもので、斜線の領域が２値
化で捉えられた対象物の部位であり、点線で囲まれた領域が２値化では捉えられていない
が、グレースケール画像で背景に対して物体の存在が確認できる対象物の部位を表す。ま
た、図１５に示した各部の寸法は、実空間での各部の寸法の一例である。
【００６３】
　以下、図８から図１３に示すフローチャートに沿って、更に具体的に２値化対象物の形
状による歩行者判定及びグレースケール画像の各マスク領域の輝度分散を利用した歩行者
判定について説明する。
　まず、画像処理ユニット１は、２値化対象物の高さ、幅、存在高さ、輝度平均値、輝度
分散について、歩行者として適当な範囲内の値か否かを判定する。
　具体的には、歩行者を対象とするため、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ１以上ＴＨ
２以下（歩行者の幅として適当な値）か否かを判定する（ステップＳ４４）。
　ステップＳ４４において、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ１以上ＴＨ２以下であっ
た場合（ステップＳ４４のＹＥＳ）、２値化対象物の高さΔＨｂが閾値ＴＨ３（歩行者の
高さとして適当な値）未満で、かつグレースケール対象物の高さΔＨｇが閾値ＴＨ４（歩
行者の高さとして適当な値）未満か否かを判定する（ステップＳ４５）。
【００６４】
　ステップＳ４５において、２値化対象物の高さΔＨｂが閾値ＴＨ３未満で、かつグレー
スケール対象物の高さΔＨｇが閾値ＴＨ４未満であった場合（ステップＳ４５のＹＥＳ）
、路面からの対象物の上端高さ位置Ｙｔが閾値ＴＨ５（歩行者の高さとして適当な値）未
満か否かを判定する（ステップＳ４６）。
　また、ステップＳ４６において、路面からの対象物の上端高さ位置Ｙｔが閾値ＴＨ５未
満であった場合（ステップＳ４６のＹＥＳ）、マスク領域ＡＲＥＡ３の輝度分散Ｖａｒ＿
Ａ３が閾値ＴＨ６より大きいか否かを判定する（ステップＳ４７）。この処理を、図１６
の対象物が歩行者の一部あるいは全体である場合や壁の場合のマスク領域ＡＲＥＡ３の輝
度分散を示した図を用いて説明する。
【００６５】
　具体的には、マスク領域ＡＲＥＡ３の領域幅を２値化対象物幅とすることで、図１６（
ａ）に示すように、歩行者の頭部のみが２値化処理により抽出された場合は、下半身部位
との輝度差が生じる。また、図１６（ｂ）に示すように、少なくとも歩行者の上半身、ま
たは全身が２値化処理により抽出された場合には、背景領域（画像）との輝度差が生じる
。一方、図１６（ｃ）に示すように、壁のように対象物全体の温度差が少ない対象物の場
合、２値化抽出部位とそうでない部位の輝度差は少なく、また、対象物はＡＲＥＡ３のよ
うに直線部位で構成されている。このため、ＡＲＥＡ３の輝度分散Ｖａｒ＿Ａ３は、歩行
者の場合には高い値、壁のような対象物の場合には低い値を示す。
　従って、ステップＳ４７では、マスク領域ＡＲＥＡ３の輝度分散Ｖａｒ＿Ａ３が閾値Ｔ
Ｈ６より大きいか否かを判定することで、対象物が歩行者であるか否かを判定する。
【００６６】
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　更に、ステップＳ４７において、マスク領域ＡＲＥＡ３の輝度分散Ｖａｒ＿Ａ３が閾値
ＴＨ６より大きかった場合（ステップＳ４７のＹＥＳ）、対象物形状の時間変化による歩
行者判定を行う。
　具体的には、歩行者の２値化対象物を対象とするため、２値化対象物形状が時間的に大
きく変化することはないと考えられる。このため、規定時間内の外接四角形の面積と２値
化対象物の面積比率であるＲａｔｅの最大値Ｍａｘ＿Ｒａｔｅと最小値Ｍｉｎ＿Ｒａｔｅ
の差分が閾値ＴＨ７未満であるか否かを判定する（ステップＳ４８）。
【００６７】
　また、ステップＳ４８において、規定時間内の外接四角形の面積と２値化対象物の面積
比率であるＲａｔｅの最大値Ｍａｘ＿Ｒａｔｅと最小値Ｍｉｎ＿Ｒａｔｅの差分が閾値Ｔ
Ｈ７未満であった場合（ステップＳ４８のＹＥＳ）、次に、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた
対象物に歩行者の頭に相当すると推定される部分が存在するか否かを判定する（ステップ
Ｓ４８－１）。
　更に、ステップＳ４８－１において、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物に歩行者の頭
に相当すると推定される部分が存在する場合（ステップＳ４８－１のＹＥＳ）、次に、領
域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物に歩行者の肩から腕に相当すると推定される部分が存在
するか否かを判定する（ステップＳ４８－２）。
【００６８】
　なお、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物に歩行者の頭、または肩から腕に相当すると
推定される部分が存在するか否かの判定方法（ステップＳ４８－１及びステップＳ４８－
２）については、詳細を後述する。
【００６９】
　一方、ステップＳ４４において、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ１未満か、または
ＴＨ２より大きかった場合（ステップＳ４４のＮＯ）、あるいはステップＳ４５において
、２値化対象物の高さΔＨｂが閾値ＴＨ３以上か、またはグレースケール対象物の高さΔ
Ｈｇが閾値ＴＨ４以上であった場合（ステップＳ４５のＮＯ）、あるいはステップＳ４６
において、路面からの対象物の上端高さ位置Ｙｔが閾値ＴＨ５以上であった場合（ステッ
プＳ４６のＮＯ）、あるいはステップＳ４７において、マスク領域ＡＲＥＡ３の輝度分散
が閾値ＴＨ６以下であった場合（ステップＳ４７のＮＯ）のいずれかであった場合は、領
域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物は歩行者ではないと判定して（ステップＳ４９）歩行者
判定処理を終了し、図５に示すステップＳ３４のＮＯとして図５のステップＳ３７へ進み
、対象物は警報対象ではないと判定する。
【００７０】
　同様に、ステップＳ４８において、規定時間内の外接四角形の面積と２値化対象物の面
積比率であるＲａｔｅの最大値Ｍａｘ＿Ｒａｔｅと最小値Ｍｉｎ＿Ｒａｔｅの差分（Ｍａ
ｘ＿Ｒａｔｅ－Ｍｉｎ＿Ｒａｔｅ）が閾値ＴＨ７以上であった場合（ステップＳ４８のＮ
Ｏ）、あるいはステップＳ４８－１において、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物に歩行
者の頭に相当すると推定される部分が存在しない場合（ステップＳ４８－１のＮＯ）、あ
るいはステップＳ４８－２において、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物に歩行者の肩か
ら腕に相当すると推定される部分が存在しない場合（ステップＳ４８－２のＮＯ）のいず
れかであった場合は、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物は歩行者ではないと判定して（
ステップＳ４９）歩行者判定処理を終了し、図５に示すステップＳ３４のＮＯとして図５
のステップＳ３７へ進み、対象物は警報対象ではないと判定する。
【００７１】
　また、ステップＳ４８－２において、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物に歩行者の肩
から腕に相当すると推定される部分が存在する場合（ステップＳ４８－２のＹＥＳ）、次
に、画像処理ユニット１は、更に詳細に抽出された対象物の形状毎の歩行者判定を行う。
　具体的には、まず、路面からの対象物の上端高さ位置Ｙｔが閾値ＴＨ８（歩行者の上半
身と下半身を区別できる高さとして適当な値）より大きいか否かを判定する（ステップＳ
５０）。
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　ステップＳ５０において、路面からの対象物の上端高さ位置Ｙｔが閾値ＴＨ８以下であ
った場合（ステップＳ５０のＮＯ）、図９のステップＳ５１へ進み、歩行者の下半身であ
るか、座った歩行者として、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ９（歩行者の胴体幅とし
て適当な値）以下か否かを判定する（ステップＳ５１）。
【００７２】
　図９は、２値化処理によって下半身が抽出されたか、座っている歩行者を識別するため
の処理手順が示されており、ステップＳ５１において、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値Ｔ
Ｈ９以下であった場合（ステップＳ５１のＹＥＳ）、対象物が座った歩行者であるか否か
を判定するために、グレースケール対象物の高さΔＨｇが閾値ＴＨ１０（歩行者の高さと
して適当な値）未満か否かを判定する（ステップＳ５２）。
【００７３】
　ステップＳ５２において、グレースケール対象物の高さΔＨｇが閾値ＴＨ１０以上であ
った場合（ステップＳ５２のＮＯ）、この対象物が歩行者の胴体または、下半身に相当す
ると仮定し、上部に頭部が存在するか否かの判定のため、図１５に示す上部のマスク領域
ＡＲＥＡ１の輝度平均値Ａｖｅ＿Ａ１が閾値ＴＨ１１より大きいか否かを判定する（ステ
ップＳ５３）。
　ステップＳ５３において、マスク領域ＡＲＥＡ１の輝度平均値Ａｖｅ＿Ａ１が閾値ＴＨ
１１より大きかった場合（ステップＳ５３のＹＥＳ）、更に胴体部位は衣服の影響により
熱を発散しにくい場合が有るため、グレースケール画像上で輝度パタンがある対象物とし
て、マスク領域ＡＲＥＡ２の輝度分散Ｖａｒ＿Ａ２が閾値ＴＨ１８より大きいか否かを判
定する（ステップＳ５３－１）。
　そして、ステップＳ５３－１において、マスク領域ＡＲＥＡ２の輝度分散Ｖａｒ＿Ａ２
が閾値ＴＨ１８より大きかった場合（ステップＳ５３－１のＹＥＳ）、領域ＡＲＥＡ０に
捉えられた対象物は歩行者であると判定して（ステップＳ５４）歩行者判定処理を終了し
、図５に示すステップＳ３４のＹＥＳとして図５のステップＳ３５へ進み、人工構造物判
定を行う。
【００７４】
　一方、ステップＳ５１において、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ９より大きかった
場合（ステップＳ５１のＮＯ）、またはステップＳ５３において、マスク領域ＡＲＥＡ１
の輝度平均値Ａｖｅ＿Ａ１が閾値ＴＨ１１以下であった場合（ステップＳ５３のＮＯ）、
更にはステップＳ５３－１において、マスク領域ＡＲＥＡ２の輝度分散Ｖａｒ＿Ａ２が閾
値ＴＨ１８以下であった場合（ステップＳ５３－１のＮＯ）のいずれかであった場合、領
域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物は歩行者ではないと判定して（ステップＳ５５）歩行者
判定処理を終了し、図５に示すステップＳ３４のＮＯとして図５のステップＳ３７へ進み
、対象物は警報対象ではないと判定する。
【００７５】
　また、ステップＳ５２において、グレースケール対象物の高さΔＨｇが閾値ＴＨ１０未
満であった場合（ステップＳ５２のＹＥＳ）、この対象物は座った歩行者であるとみなし
、２値化対象物の路面からの対象物の上端高さ位置Ｙｔが閾値ＴＨ１２（座った歩行者と
立っている歩行者を区別できる高さとして適当な値）より大きいか否かを判定する（ステ
ップＳ５６）。
　ステップＳ５６において、２値化対象物の路面からの対象物の上端高さ位置Ｙｔが閾値
ＴＨ１２よりも大きかった場合（ステップＳ５６のＹＥＳ）、２値化対象物の外接四角形
の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表すＡｓｐが、閾値ＴＨ１３以上ＴＨ１４以下（歩行者として適
当な値）か否かを判定する（ステップＳ５７）。
【００７６】
　ステップＳ５７において、２値化対象物の外接四角形の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表すＡｓ
ｐが閾値ＴＨ１３以上ＴＨ１４以下であった場合（ステップＳ５７のＹＥＳ）、（９）式
で表される外接四角形重心１０２と２値化対象物の重心Ｇ１００との実空間での距離Ｄｉ
ｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５（歩行者として適当な値）未満か否かを判定する（ステップＳ５８
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）。
Ｄｉｓ＿ｃ＝ＳＱＲＴ（（Ｘｂ－Ｘｃ）２ ＋（Ｙｂ－Ｙｃ）２ ）　・・・（９）
　ステップＳ５８において、距離Ｄｉｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５未満であった場合（ステップ
Ｓ５８のＹＥＳ）、例えばΔＷｂが１．０ｍ以下で、ΔＨｇが１．０ｍ未満の対象物には
歩行者以外の対象物、具体的には車輌の前部などが含まれるため、２値化対象物の上部マ
スク領域ＡＲＥＡ１において、予め登録した頭部パタンと相関度が高い部位が存在するか
否かを判定する（ステップＳ５９）。
【００７７】
　ステップＳ５９において、２値化対象物の上部マスク領域ＡＲＥＡ１に予め登録した頭
部パタンと相関度が高い部位が存在する場合（ステップＳ５９のＹＥＳ）、領域ＡＲＥＡ
０に捉えられた対象物は歩行者であると判定して（ステップＳ５４）歩行者判定処理を終
了し、図５に示すステップＳ３４のＹＥＳとして図５のステップＳ３５へ進み、人工構造
物判定を行う。
【００７８】
　一方、ステップＳ５６において、２値化対象物の路面からの対象物の上端高さ位置Ｙｔ
が閾値ＴＨ１２以下であった場合（ステップＳ５６のＮＯ）、あるいはステップＳ５７に
おいて、２値化対象物の外接四角形の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表すＡｓｐが閾値ＴＨ１３未
満、あるいはＴＨ１４より大きかった場合（ステップＳ５７のＮＯ）、あるいはステップ
Ｓ５８において、距離Ｄｉｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５以上であった場合（ステップＳ５８のＮ
Ｏ）、更にはステップＳ５９において、２値化対象物の上部マスク領域ＡＲＥＡ１に予め
登録した頭部パタンと相関度が高い部位が存在しない場合（ステップＳ５９のＮＯ）のい
ずれかであった場合は、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物は歩行者ではないと判定して
（ステップＳ５５）歩行者判定処理を終了し、図５に示すステップＳ３４のＮＯとして図
５のステップＳ３７へ進み、対象物は警報対象ではないと判定する。
【００７９】
　また、図８のステップＳ５０において、路面からの対象物の上端高さ位置Ｙｔが閾値Ｔ
Ｈ８（歩行者の上半身と下半身を区別できる高さとして適当な値）より大きかった場合（
ステップＳ５０のＹＥＳ）、図１０のステップＳ６０へ進み、対象物が空中に浮いている
物体（例えば、カーブミラーのような対象物）か否かを判定するために、グレースケール
対象物の高さΔＨｇが閾値ＴＨ１６（上述の閾値ＴＨ８と同じ値）より大きいか否かを判
定する（ステップＳ６０）。
【００８０】
　図１０は、２値化処理によって頭部や上半身が抽出された歩行者を識別するための処理
手順が示されており、ステップＳ６０において、グレースケール対象物の高さΔＨｇが閾
値ＴＨ１６より大きかった場合（ステップＳ６０のＹＥＳ）、対象物は空中に浮いている
物体ではないので、次に、対象物領域（ＡＲＥＡ０）の上端部位に頭部が存在するか、あ
るいは胴体部位が存在するかを判定する。具体的には、まず頭部は露出しているため、マ
スク領域ＡＲＥＡ１の輝度平均値Ａｖｅ＿Ａ１が閾値ＴＨ１７より大きいか否かを判定す
る（ステップＳ６１）。
【００８１】
　ステップＳ６１において、マスク領域ＡＲＥＡ１の輝度平均値Ａｖｅ＿Ａ１が閾値ＴＨ
１７より大きかった場合（ステップＳ６１のＹＥＳ）、胴体部位は衣服の影響により熱を
発散しにくい場合が有るため、グレースケール画像上で輝度パタンがある対象物として、
マスク領域ＡＲＥＡ２の輝度分散Ｖａｒ＿Ａ２が閾値ＴＨ１８より大きいか否かを判定す
る（ステップＳ６２）。
　また、ステップＳ６２において、マスク領域ＡＲＥＡ２の輝度分散Ｖａｒ＿Ａ２が閾値
ＴＨ１８より大きかった場合（ステップＳ６２のＹＥＳ）、まず頭部、あるいは上半身が
２値化処理により抽出された歩行者を判定するために、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値Ｔ
Ｈ１９（歩行者の頭部、あるいは上半身を区別できる幅として適当な値）以下か否かを判
定する（ステップＳ６３）。
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【００８２】
　次に、ステップＳ６３において、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ１９より大きかっ
た場合（ステップＳ６３のＮＯ）、少なくとも歩行者の上半身、または全身が２値化処理
により抽出された歩行者を判定するために、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ９（歩行
者の胴体幅として適当な値）以下か否かを判定する（ステップＳ６４）。
　更に、ステップＳ６４において、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ９より大きかった
場合（ステップＳ６４のＮＯ）、複数の歩行者が並列歩行を行っているか否かを判定する
ために、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ２（歩行者の胴体幅として適当な値）以下か
否かを判定する（ステップＳ６５）。
【００８３】
　また、以上の判定では、ステップＳ６０において、グレースケール対象物の高さΔＨｇ
が閾値ＴＨ１６以下であった場合（ステップＳ６０のＮＯ）、あるいはステップＳ６１に
おいて、マスク領域ＡＲＥＡ１の輝度平均値Ａｖｅ＿Ａ１が閾値ＴＨ１７以下であった場
合（ステップＳ６１のＮＯ）、あるいはステップＳ６２において、マスク領域ＡＲＥＡ２
の輝度分散Ｖａｒ＿Ａ２が閾値ＴＨ１８以下であった場合（ステップＳ６２のＮＯ）、更
にはステップＳ６５において、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ２より大きかった場合
（ステップＳ６５のＮＯ）のいずれかであった場合は、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象
物は歩行者ではないと判定して（ステップＳ６６）歩行者判定処理を終了し、図５に示す
ステップＳ３４のＮＯとして図５のステップＳ３７へ進み、対象物は警報対象ではないと
判定する。
【００８４】
　一方、ステップＳ６３において、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ１９以下であった
場合（ステップＳ６３のＹＥＳ）、対象物は、頭部あるいは上半身が２値化処理により抽
出された歩行者であるとして、図１１のステップＳ６７へ進み、２値化対象物の外接四角
形の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表すＡｓｐが、閾値ＴＨ２０以上ＴＨ２１以下（歩行者の頭部
や上半身として適当な値）か否かを判定する（ステップＳ６７）。
【００８５】
　図１１は、２値化処理によって頭部や上半身が抽出された歩行者を識別するための処理
手順が示されており、ステップＳ６７において、２値化対象物の外接四角形の縦横比ＡＳ
ＰＥＣＴを表すＡｓｐが閾値ＴＨ２０以上ＴＨ２１以下であった場合（ステップＳ６７の
ＹＥＳ）、前述の外接四角形重心１０２と２値化対象物の重心Ｇ１００との実空間での距
離Ｄｉｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５未満か否かを判定する（ステップＳ６８）。
　ステップＳ６８において、距離Ｄｉｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５未満であった場合（ステップ
Ｓ６８のＹＥＳ）、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物は歩行者であると判定して（ステ
ップＳ６９）歩行者判定処理を終了し、図５に示すステップＳ３４のＹＥＳとして図５の
ステップＳ３５へ進み、人工構造物判定を行う。
【００８６】
　一方、ステップＳ６７において、２値化対象物の外接四角形の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表
すＡｓｐが閾値ＴＨ２０未満か、またはＴＨ２１より大きかった場合（ステップＳ６７の
ＮＯ）、あるいはステップＳ６８において、距離Ｄｉｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５以上であった
場合（ステップＳ６８のＮＯ）、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物は歩行者ではないと
判定して（ステップＳ７０）歩行者判定処理を終了し、図５に示すステップＳ３４のＮＯ
として図５のステップＳ３７へ進み、対象物は警報対象ではないと判定する。
【００８７】
　また、図１０のステップＳ６４において、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ９以下で
あった場合（ステップＳ６４のＹＥＳ）、対象物は少なくとも歩行者の上半身、または全
身が２値化処理により抽出された歩行者であるとして、図１２のステップＳ７１へ進み、
２値化対象物の外接四角形の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表すＡｓｐが、閾値ＴＨ１３以上ＴＨ
２１以下（歩行者の上半身や全身として適当な値）か否かを判定する（ステップＳ７１）
。
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【００８８】
　図１２は、２値化処理によって上半身や全身が抽出された歩行者を識別するための処理
手順が示されており、ステップＳ７１において、２値化対象物の外接四角形の縦横比ＡＳ
ＰＥＣＴを表すＡｓｐが閾値ＴＨ１３以上ＴＨ２１以下であった場合（ステップＳ７１の
ＹＥＳ）、前述の外接四角形重心１０２と２値化対象物の重心Ｇ１００との実空間での距
離Ｄｉｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５未満か否かを判定する（ステップＳ７２）。
【００８９】
　ステップＳ７２において、距離Ｄｉｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５未満であった場合（ステップ
Ｓ７２のＹＥＳ）、対象物には、歩行者以外の対象物、例えば、車輌の前部などが含まれ
るため、２値化対象物の上部マスク領域ＡＲＥＡ１において、予め登録した頭部パタンと
相関度が高い部位が存在するか否かを判定する（ステップＳ７３）。
　ステップＳ７３において、２値化対象物の上部マスク領域ＡＲＥＡ１に予め登録した頭
部パタンと相関度が高い部位が存在する場合（ステップＳ７３のＹＥＳ）、領域ＡＲＥＡ
０に捉えられた対象物は歩行者であると判定して（ステップＳ７４）歩行者判定処理を終
了し、図５に示すステップＳ３４のＹＥＳとして図５のステップＳ３５へ進み、人工構造
物判定を行う。
【００９０】
　一方、ステップＳ７１において、２値化対象物の外接四角形の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表
すＡｓｐが閾値ＴＨ１３未満か、または以上ＴＨ２１より大きかった場合（ステップＳ７
１のＮＯ）、あるいはステップＳ７２において、距離Ｄｉｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５以上であ
った場合（ステップＳ７２のＮＯ）、更にはステップＳ７３において、２値化対象物の上
部マスク領域ＡＲＥＡ１に予め登録した頭部パタンと相関度が高い部位が存在しない場合
（ステップＳ７３のＮＯ）のいずれかであった場合は、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象
物は歩行者ではないと判定して（ステップＳ７５）歩行者判定処理を終了し、図５に示す
ステップＳ３４のＮＯとして図５のステップＳ３７へ進み、対象物は警報対象ではないと
判定する。
【００９１】
　また、図１０のステップＳ６５において、２値化対象物の幅ΔＷｂが閾値ＴＨ２以下で
あった場合（ステップＳ６５のＹＥＳ）、対象物は複数の歩行者が並列歩行を行っている
ので、対象物の外接四角形内には背景領域が多く含まれていると判断し、図１３のステッ
プＳ７６へ進み、規定時間内の外接四角形の面積と２値化対象物の面積比率であるＲａｔ
ｅが閾値ＴＨ２２未満か否かを判定する（ステップＳ７６）。
【００９２】
　図１３は、対象物が複数の歩行者が並列歩行を行っている場合の処理手順が示されてお
り、ステップＳ７６において、規定時間内の外接四角形の面積と２値化対象物の面積比率
であるＲａｔｅが閾値ＴＨ２２未満であった場合（ステップＳ７６のＹＥＳ）、２値化対
象物の外接四角形の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表すＡｓｐが、閾値ＴＨ２３以上ＴＨ１４以下
（歩行者の並列歩行を判断するのに適当な値）か否かを判定する（ステップＳ７７）。
【００９３】
　ステップＳ７７において、２値化対象物の外接四角形の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表すＡｓ
ｐが閾値ＴＨ２３以上ＴＨ１４以下であった場合（ステップＳ７７のＹＥＳ）、前述の外
接四角形重心１０２と２値化対象物の重心Ｇ１００との実空間での距離Ｄｉｓ＿ｃが閾値
ＴＨ１５未満か否かを判定する（ステップＳ７８）。　ステップＳ７８において、距離Ｄ
ｉｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５未満であった場合（ステップＳ７８のＹＥＳ）、領域ＡＲＥＡ０
に捉えられた対象物は歩行者であると判定して（ステップＳ７９）歩行者判定処理を終了
し、図５に示すステップＳ３４のＹＥＳとして図５のステップＳ３５へ進み、人工構造物
判定を行う。
【００９４】
　一方、ステップＳ７６において、規定時間内の外接四角形の面積と２値化対象物の面積
比率であるＲａｔｅが閾値ＴＨ２２以上であった場合（ステップＳ７６のＮＯ）、あるい
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はステップＳ７７において、２値化対象物の外接四角形の縦横比ＡＳＰＥＣＴを表すＡｓ
ｐが閾値ＴＨ２３未満か、またはＴＨ１４より大きかった場合（ステップＳ７７のＮＯ）
、更にはステップＳ７８において、距離Ｄｉｓ＿ｃが閾値ＴＨ１５以上であった場合（ス
テップＳ７８のＮＯ）のいずれかであった場合は、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物は
歩行者ではないと判定して（ステップＳ８０）歩行者判定処理を終了し、図５に示すステ
ップＳ３４のＮＯとして図５のステップＳ３７へ進み、対象物は警報対象ではないと判定
する。
【００９５】
　次に、図１７から図２０を参照して、図８のステップＳ４８－１及びステップＳ４８－
２で示した歩行者の形状判定の方法、具体的には領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物に歩
行者の頭、または肩から腕に相当すると推定される部分が存在するか否かの判定方法につ
いて説明する。図１７は、本実施例の歩行者形状判定処理（頭部及び肩部判定処理）動作
を示すフローチャートである。
【００９６】
　図１７では、まず、歩行者頭部の存在の有無を、歩行者頭部の輝度階調は、頭部の左右
（背景）の輝度階調に対して高輝度であるという画像上の各領域（各部）の輝度の特徴を
用いて検出する。すなわち、図１８（ａ）、（ｂ）に示すように、グレースケール画像で
抽出された対象物領域ＡＲＥＡ０の上部から、実空間でｘｈ［ｍ］の領域にプロジェクシ
ョンエリアＡＲＥＡ４を設定し（ステップＳ９１）、縦方向の輝度プロジョクション（画
素毎の輝度を縦方向に積算した積算輝度の横方向の分布）を算出し（ステップＳ９２）、
映像左上原点Ｏを基準にして最大ピークを示す横方向座標ｘＣＣを検出する（ステップＳ
９３）。
【００９７】
　具体的には、プロジェクションエリアＡＲＥＡ４のプロジェクションは、図１８（ｂ）
に示すようにピークを持つ特性となるので、そのピーク位置の横軸座標（点線Ｌｉｎｅ＿
Ｐで示す）を、図１８（ａ）に示すように、実際のプロジェクションエリアＡＲＥＡ４上
で求め、映像左上原点Ｏを基準にして最大ピークを示す横方向座標ｘＣＣを検出する。な
お、図１８（ｂ）においてピーク位置を示す点線Ｌｉｎｅ＿Ｐの横軸座標と、図１８（ａ
）に示された点線Ｌｉｎｅ＿Ｐの横軸座標とは同一の座標を示すものとする。
【００９８】
　次に、図１９（ａ）に示すように、ステップＳ９３において検出した横方向位置ｘＣＣ
を基準に、歩行者の頭部位置に相当すると推定される領域に基準領域マスクＭａｓｋ＿Ｃ
を設定する（ステップＳ９４）と共に、その左右位置に肩上部空間に相当すると推定され
る対象領域マスクＭａｓｋ＿ＬＴ、Ｍａｓｋ＿ＲＴを対象領域１として設定する（ステッ
プＳ９５）。
【００９９】
　但し、図１９（ａ）において、基準領域マスクＭａｓｋ＿Ｃ、及び対象領域マスクＭａ
ｓｋ＿ＬＴ、Ｍａｓｋ＿ＲＴの大きさと形状は、図１９（ｂ）に示すように長さＭａｓｋ
＿ｗを一辺とする正方形とする。なお、長さＭａｓｋ＿Ｗ、長さＷ＿Ｓｐａｃｅは、実空
間で指定された大きさを映像上に投影したサイズとする。また、対象領域マスクＭａｓｋ
＿ＬＴ、Ｍａｓｋ＿ＲＴは、画像上では車両に正対していない歩行者が傾斜して捉えられ
ることを考慮して、基準領域マスクＭａｓｋ＿Ｃより、例えば長さＭａｓｋ＿Ｗ／２だけ
上方にずらして配置する。
【０１００】
　なお、対象領域マスクＭａｓｋ＿ＬＴ、Ｍａｓｋ＿ＲＴを基準領域マスクＭａｓｋ＿Ｃ
より上方にずらして配置することで、画像の解像度に起因する実際の対象物の位置と画像
上の対象物の位置との誤差に対し、対象領域マスクの配置に十分な余裕を与え、対象領域
に目的の領域とは異なる領域の画像が入ることを防止することができる。
【０１０１】
　そして、基準領域マスクの平均輝度Ｍａｓｋ＿Ｃ＿ａｖｅ、及び対象領域マスクの平均

10

20

30

40

50

(20) JP 3987048 B2 2007.10.3



輝度Ｍａｓｋ＿ＬＴ＿ａｖｅ、Ｍａｓｋ＿ＲＴ＿ａｖｅを算出すると共に、求められた各
領域の平均輝度から、歩行者の頭部が存在するか否かを判定する（ステップＳ９６）。
　もし、ステップＳ９６において、歩行者の頭部が存在しない場合（ステップＳ９６のＮ
Ｏ）、図８に示すステップＳ４８－１のＮＯとして図８のステップＳ４９へ進み、領域Ａ
ＲＥＡ０に捉えられた対象物は歩行者ではないと判定して（ステップＳ４９）歩行者判定
処理を終了する。
　また、ステップＳ９６において、歩行者の頭部が存在する場合（ステップＳ９６のＹＥ
Ｓ）、次のステップＳ９７へ進む。
【０１０２】
　なお、ステップＳ９６では、具体的に画像上の各領域（各部）の輝度の特徴を比較する
ために、下記（１０）式から（１２）式で示す閾値ＴＨ２４、ＴＨ２５との比較による条
件を判断して、これを全て満たす場合には、頭部の左右（背景）の輝度階調に対して高輝
度である歩行者頭部の輝度階調が認められるので、頭部が存在すると判定する。
「Ｍａｓｋ＿Ｃ＿ａｖｅ」－「Ｍａｓｋ＿ＬＴ＿ａｖｅ」＞ＴＨ２４・・・（１０）
「Ｍａｓｋ＿Ｃ＿ａｖｅ」－「Ｍａｓｋ＿ＲＴ＿ａｖｅ」＞ＴＨ２４・・・（１１）
「Ｍａｓｋ＿Ｃ＿ａｖｅ」＞ＴＨ２５・・・（１２）
【０１０３】
　次に、歩行者では捉えやすい肩から腕にかけての部分の存在有無を判定するために、歩
行者の左右の肩から腕にかけての部分は頭部位置と同距離に存在すると共に、歩行者の肩
から腕にかけての輝度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部の左右（背景）の輝度
階調とは異なるという画像上の各領域（各部）の輝度の特徴を用いて、歩行者の肩から腕
にかけての部分の有無を検出する。これにより、更に歩行者検出の精度を向上させること
ができる。具体的には、まず図１９（ａ）に示すように、ステップＳ９６の頭部判定で使
用した頭部左右の対象領域マスクＭａｓｋ＿ＬＴ、Ｍａｓｋ＿ＲＴの下方に、肩から腕に
かけての部分に相当する別の対象領域マスクＭａｓｋ＿ＬＵ、Ｍａｋｓ＿ＲＵを対象領域
２として設定する（ステップＳ９７）。
【０１０４】
　そして、歩行者の肩から腕にかけての部分は形状や距離が変化しやすいので、対象領域
マスクＭａｓｋ＿ＬＴ、Ｍａｓｋ＿ＲＴと、肩から腕にかけての部分に相当する別の対象
領域マスクＭａｓｋ＿ＬＵ、Ｍａｋｓ＿ＲＵとの相関度を比較し、歩行者の肩から腕にか
けての部分が存在するか否かを判定する（ステップＳ９８）。
　もし、ステップＳ９８において、歩行者の肩から腕にかけての部分が存在しない場合（
ステップＳ９８のＮＯ）、図８に示すステップＳ４８－２のＮＯとして図８のステップＳ
４９へ進み、領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物は歩行者ではないと判定して（ステップ
Ｓ４９）歩行者判定処理を終了する。
　また、ステップＳ９８において、歩行者の肩から腕にかけての部分が存在する場合（ス
テップＳ９８のＹＥＳ）、次のステップＳ９９へ進む。
【０１０５】
　なお、ステップＳ９８では、具体的に画像上の各領域（各部）の輝度の特徴を比較する
ために、対象領域マスクＭａｓｋ＿ＬＴと別の対象領域マスクＭａｓｋ＿ＬＵの相関度エ
ラー値をＥｒｒｏｒ＿Ｌ、対象領域マスクＭａｓｋ＿ＲＴと別の対象領域マスクＭａｓｋ
＿ＲＵの相関度エラー値をＥｒｒｏｒ＿Ｒとし、下記（１３）式から（１４）式で示す閾
値ＴＨ２６との比較による２つの条件を判断して、これを全て満たす場合には、肩から腕
にかけての部分の存在の可能性があると判定する。但し、相関度エラー値には、ＳＡＤ（
Sum of Absolute difference）の平均誤差を用いるものとする。
「Ｅｒｒｏｒ＿Ｒ」＞ＴＨ２６・・・（１３）
「Ｅｒｒｏｒ＿Ｌ」＞ＴＨ２６・・・（１４）
【０１０６】
　次に、図２０に示すように、グレースケール画像で抽出された対象物領域ＡＲＥＡ０の
下方左右に２つの領域Ｍａｓｋ＿Ｌ、Ｍａｓｋ＿Ｒを対象領域３として設定し（ステップ
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Ｓ９９）、これらの視差（実空間距離）を左右のステレオ映像から算出する。但し、Ｗ２
＿Ｓｐａｃｅ、Ｍａｓｋ＿Ｗ１は、実空間で指定された大きさを映像上に投影したサイズ
である。
　また、歩行者全体の距離と肩から腕にかけての部分の距離とは等しいはずであるから、
この領域に歩行者の肩から腕にかけての部分が存在する場合、歩行者全体の距離とこの領
域の距離とは等しいはずである。
【０１０７】
　そこで、算出した視差をそれぞれＭａｓｋ＿Ｌ＿ｄｉｓｐａｒｉｔｙ、Ｍａｓｋ＿Ｒ＿
ｄｉｓｐａｒｉｔｙ、グレースケール画像での対象物の領域の視差をＭａｓｋ＿ｄｉｓｐ
ｒｉｔｙとすると、下記（１５）式から（１６）式で示す閾値ＴＨ２７との比較による２
つの条件を満たす場合には、肩から腕にかけての部分が存在する対象物が歩行者であると
判定する（ステップＳ１００）。
｜「Ｍａｓｋ＿ｄｉｓｐｒｉｔｙ」－「Ｍａｓｋ＿Ｌ＿ｄｉｓｐａｒｉｔｙ」｜＜ＴＨ２
７・・・（１５）
｜「Ｍａｓｋ＿ｄｉｓｐｒｉｔｙ」－「Ｍａｓｋ＿Ｒ＿ｄｉｓｐａｒｉｔｙ」｜＜ＴＨ２
７・・・（１６）
【０１０８】
　なお、上述のステップＳ９１からステップＳ９６までの処理が、図８のステップＳ４８
－１で示した歩行者の形状判定の方法、具体的には領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物に
歩行者の頭に相当すると推定される部分が存在するか否かの判定方法に相当する。また、
上述のステップＳ９７からステップＳ１００までの処理が、図８のステップＳ４８－２で
示した歩行者の形状判定の方法、具体的には領域ＡＲＥＡ０に捉えられた対象物に歩行者
の肩から腕に相当すると推定される部分が存在するか否かの判定方法に相当する。
【０１０９】
　なお、本実施例では、対象物検出・警報動作のステップＳ１７～ステップＳ２０におい
て、歩行者と認識した対象物に対して、警報判定処理や警報判定出力処理を行って、警報
出力が必要であると判定した場合に、スピーカ６を介して音声による警報を発するととも
に、画像表示装置７に対して、例えば赤外線カメラ２Ｒにより得られる画像を出力し、接
近してくる対象物を自車両１０の運転者に対する強調映像として表示すると説明したが、
警報判定処理や警報判定出力処理を行わずに、対象物を歩行者として認識した時点で、ス
ピーカ６を介して音声による警報を発したり、画像表示装置７に対して、例えば赤外線カ
メラ２Ｒにより得られる画像を出力し、接近してくる対象物を自車両１０の運転者に対す
る強調映像として表示するようにしても良い。
【０１１０】
　また、本実施例では、画像処理ユニット１が、警報判定手段と、歩行者頭部領域推定手
段と、歩行者肩上方部領域推定手段と、歩行者肩部領域推定手段と、歩行者形状認識手段
とを含んでいる。より具体的には、図３において相対移動ベクトルから対象物との衝突可
能性があるか否かを判定するステップＳ１７の処理が警報判定手段に相当する。あるいは
図３においてブレーキ操作時の加速度に基づいて警報出力を行うか否かを判定するステッ
プＳ１８の処理が警報判定手段に相当する。また、図１７のステップＳ９１からステップ
Ｓ９４が歩行者頭部領域推定手段に相当し、図１７のステップＳ９５が歩行者肩上方部領
域推定手段に相当する。また、図１７のステップＳ９７及びステップＳ９９が歩行者肩部
領域推定手段に相当し、図１７のステップＳ９６、ステップＳ９８、ステップＳ１００が
歩行者形状認識手段に相当する。
【０１１１】
　以上説明したように、本実施例の車両周辺監視装置は、赤外線カメラにより撮影された
画像のグレースケール画像から歩行者等の対象物を２値化処理によって抽出した後、２値
化対象物を含むグレースケール画像上で、歩行者頭部領域推定手段が歩行者の頭部に相当
すると推定される領域を基準領域として設定し、歩行者肩上方部領域推定手段が、その基
準領域の左右の側方部分に、歩行者の肩上方空間に相当すると推定される、基準領域より
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上方に配置された２つの対象領域を設定する。
【０１１２】
　これにより、まず歩行者形状認識手段が、歩行者頭部の輝度階調は、歩行者の肩上方空
間に位置する頭部の左右（背景）の輝度階調に対して高輝度であるという特徴に基づき、
赤外線画像に捉えられた歩行者の頭から肩に相当する領域を認識する。
【０１１３】
　更に、歩行者の肩上方空間に相当すると推定される対象領域と、歩行者肩部領域推定手
段により設定された歩行者の肩から腕に相当すると推定される別の対象領域とを比較し、
歩行者の肩から腕にかけての輝度階調は、歩行者の肩上方空間に位置する頭部の左右（背
景）の輝度階調とは異なるという特徴に基づき、赤外線画像に捉えられた歩行者の肩から
腕に相当する領域を認識する。
【０１１４】
　そして、歩行者全体の距離と肩から腕にかけての部分の距離とは等しいはずであるから
、歩行者全体の距離と肩から腕に相当する領域の距離とを比較し、その差が所定値より小
さい場合、歩行者形状認識手段は、歩行者の頭から肩に相当する領域及び肩から腕に相当
する領域を含む２値化対象物が歩行者であると認識することができる。
【０１１５】
　従って、対象物の画像から、もし赤外線画像上に歩行者が傾いて撮影されても、対象領
域に目的の領域とは異なる領域の画像が入らないように、基準領域より上方に配置された
２つの対象領域を用いて、まず、歩行者の特徴が顕著に現れる頭から肩に相当する領域を
検出し、次に、歩行者の特徴が顕著に現れる肩から腕に相当する領域を検出し、更に、歩
行者の全体を含む領域と肩から腕に相当する領域との距離が等しいことを確認してから、
歩行者の頭から肩に相当する領域及び肩から腕に相当する領域を含む２値化対象物が歩行
者であると認識することで、歩行者の検出精度を向上させることができるという効果が得
られる。
【０１１６】
　また、歩行者形状認識手段が歩行者として認識した対象物と、歩行者と認識されなかっ
た対象物とを区別して画像表示手段７に表示することで、認識された対象物が歩行者であ
ることを、利用者に明確に認識させることができる。特に、歩行者形状認識手段により歩
行者と認識され、更に警報判定手段によって警報すべき対象物であると判定された対象物
を、他の対象物と区別して表示することによって、認識された対象物が歩行者であり、か
つ注意が必要であることを利用者に明確に認識させることができると共に、警報する必要
のない歩行者については利用者に認識させないことで、利用者の注意を、注意が必要であ
る対象物（歩行者）に集中させることができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】本発明の一実施例の車両周辺監視装置の構成を示すブロック図である。
【図２】車両における赤外線カメラやセンサ、ディスプレイ等の取り付け位置を示す図で
ある。
【図３】同実施例の車両周辺監視装置の対象物検出・警報動作を示すフローチャートであ
る。
【図４】赤外線カメラにより得られるグレースケール画像とその２値化画像を示す図であ
る。
【図５】同実施例の警報判定処理動作を示すフローチャートである。
【図６】衝突が発生しやすい場合を示す図である。
【図７】車両前方の領域区分を示す図である。
【図８】同実施例の歩行者判定処理動作を示すフローチャートである。
【図９】同実施例の歩行者判定処理動作を示すフローチャートである。
【図１０】同実施例の歩行者判定処理動作を示すフローチャートである。
【図１１】同実施例の歩行者判定処理動作を示すフローチャートである。
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【図１２】同実施例の歩行者判定処理動作を示すフローチャートである。
【図１３】同実施例の歩行者判定処理動作を示すフローチャートである。
【図１４】同実施例の２値化対象物形状特徴量について示す図である。
【図１５】同実施例のマスク領域設定について示す図である。
【図１６】対象物が歩行者の一部あるいは全体である場合や、壁の場合のマスク領域ＡＲ
ＥＡ３の輝度分散を示した図である。
【図１７】同実施例の歩行者形状判定処理（頭部及び肩部判定処理）動作を示すフローチ
ャートである。
【図１８】同実施例のプロジェクション算出処理を示す図である。
【図１９】同実施例の頭部及び肩部判定処理を示す図である。
【図２０】同実施例の肩部判定処理を示す図である。
【符号の説明】
【０１１８】
　１　　画像処理ユニット
　２Ｒ、２Ｌ　　赤外線カメラ
　３　　ヨーレートセンサ
　４　　車速センサ
　５　　ブレーキセンサ
　６　　スピーカ
　７　　画像表示装置（表示手段）
　１０　　自車両
　Ｓ１７、Ｓ１８　　警報判定手段
　Ｓ９１～Ｓ９４　　歩行者頭部領域推定手段
　Ｓ９５　　歩行者肩上方部領域推定手段
　Ｓ９７、Ｓ９９　　歩行者肩部領域推定手段
　Ｓ９６、Ｓ９８、Ｓ１００　　歩行者形状認識手段　
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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