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(57)【要約】
【課題】俯瞰画像をモニタに表示する有効性を損なうこ
となく障害物の位置をモニタで把握可能な装置を構成す
る。
【解決手段】複数のカメラの撮影画像から俯瞰画像生成
手段が俯瞰画像を生成し、この俯瞰画像がモニタ２１の
副表示領域２１Ｂに表示される。車両の近傍に存在する
障害物Ｘを障害物検出部が検出した場合には、特定情報
出力手段は、障害物Ｘが存在する俯瞰画像の分割領域Ｄ
２の外側の枠状部Ｆ２を強調表示する。この強調表示が
行われている状況において副表示領域２１Ｂに指等を接
触させることで、障害物Ｘが撮影されている画像が副表
示領域２１Ｂに拡大表示される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両周辺の路面を含む領域を撮影する複数のカメラと、この複数のカメラの撮影画像を
モニタに表示する画像処理部と、車両周辺の障害物を検出する障害物検出手段とを備える
と共に、
　前記画像処理部は、複数の前記カメラの撮影画像から車両周辺を上方から見下ろした俯
瞰画像を生成して前記モニタの俯瞰画像表示領域に表示する俯瞰画像生成手段と、前記障
害物検出手段で障害物を検出した際には、その障害物の検出位置を前記モニタに表示する
特定情報出力手段とを備えており、
　前記俯瞰画像表示領域が複数の分割領域に分割管理され、前記特定情報出力手段は、前
記複数の分割領域のうち前記障害物検出手段で検出した障害物が存在する分割領域の外周
の枠状部を強調表示する車両周辺監視装置。
【請求項２】
　前記強調表示として、前記枠状部の輝度を高める、あるいは、前記枠状部を異なる色相
に切り換える請求項１記載の車両周辺監視装置。
【請求項３】
　前記モニタが、表示面にタッチパネルを備えており、前記強調表示が行われている状況
において、前記俯瞰画像表示領域に接触があったことをタッチパネルで検知した際に、前
記強調表示が行われている分割領域の画像を、前記モニタにおいて拡大表示する拡大表示
手段を備えている請求項１又は２記載の車両周辺監視装置。
【請求項４】
　前記拡大表示手段は、前記強調表示が行われている分割領域に表示されている俯瞰画像
を拡大対象画像に設定し、この拡大対象画像が拡大表示される拡大表示領域を設定すると
共に、前記拡大対象画像を前記分割領域のサイズと前記拡大表示領域のサイズとの中間の
サイズとなる複数の中間画像を生成し、サイズの小さい中間画像から順次表示する処理を
行う請求項３記載の車両周辺監視装置。
【請求項５】
　前記拡大表示手段は、前記強調表示が行われている分割領域を撮影しているカメラの撮
影画像を拡大対象画像に設定し、この拡大対象画像が拡大表示される拡大表示領域を設定
すると共に、前記拡大対象画像を前記分割領域のサイズと前記拡大表示領域のサイズとの
中間のサイズとなる複数の中間画像を生成し、サイズの小さい中間画像から順次表示する
処理を行う請求項３記載の車両周辺監視装置。
【請求項６】
　前記拡大表示手段は、前記障害物検出手段が障害物を検出しない状態に切り換わった際
には、前記拡大表示手段による拡大表示に代えて前記俯瞰画像表示領域に前記俯瞰画像を
表示する請求項３～５のいずれか一項に記載の車両周辺監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両周辺監視装置に関し、詳しくは、カメラの撮影画像をモニタに表示し、
このモニタに表示されている撮影画像から障害物を運転者に認識させる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記のように構成された車両周辺監視装置として特許文献１には、複数のカメラの撮影
画像から車両周辺の俯瞰画像を生成してモニタ（文献中はディスプレイ）に表示すると共
に、この俯瞰画像を車両の周辺領域を複数の領域に分割し、この複数の領域の何れかをタ
ッチパネルによりユーザが選択した場合には、選択した領域の俯瞰画像をモニタに拡大表
示する処理形態が記載されている。
【０００３】
　この特許文献１では、モニタにおいて俯瞰画像が表示される領域と拡大画像が表示され
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る領域を別個に設定しており、拡大画像としては俯瞰画像を拡大するモードと、選択され
た領域を撮影するカメラの撮影画像（カメラ視点の画像）を拡大するモードとの選択を行
える点も記載されている。
【０００４】
　また、上記のように構成された車両周辺監視装置として特許文献２には、複数のカメラ
の撮影画像から車両周辺の俯瞰画像を生成してモニタ（文献中は表示装置）に表示すると
共に、車両に備えた障害物センサによって障害物が検出された場合には、車両の一部と障
害物とが含まれる画像を抽出して注意画像を生成し、俯瞰画像のうち障害物の位置に相当
する位置に表示する処理形態が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９‐２３９６７４号公報
【特許文献２】特開２００６‐１３１１６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　例えば、車両を駐車位置に移動する場合や、障害物や駐車状態の車両が存在する路面で
車両を移動させる場合には、車両と、車両の近傍の障害物等との位置関係の確認を必要と
する。これに対して特許文献１や特許文献２に記載される技術では運転者の位置から死角
となる領域も含めて車両の周辺の全領域の状況を俯瞰画像によって把握することが可能と
なる。
【０００７】
　しかしながら、俯瞰表示を行うものではモニタに障害物が表示されていても障害物の表
示サイズが小さいため視認が困難であり、また、車両と障害物との間隔の把握も困難であ
り改善の余地がある。
【０００８】
　このような不都合に対して、特許文献１に記載される技術では、運転者が指定する領域
を拡大してモニタに表示することで障害物と車体との位置関係等を拡大した画像によって
容易に確認できる。しかしながら、モニタに表示される複数の領域のサイズは比較的小さ
く、しかも、この複数の領域から障害物が存在する領域を運転者が選択して指定する操作
を必要とするため、手間が掛かるものとなり改善の余地がある。
【０００９】
　また、特許文献２では、障害物が検出された場合には障害物が存在する領域に対して自
動的に新たなウインドウを開いて障害物が表示され、このウインドウの表示から障害物と
車体との位置関係を把握できる。しかしながら、運転者が既に障害物の位置関係を把握し
ている場合にはこのウインドウが表示されることにより、その近傍の路面等がウインドウ
に覆われることになり路面の状況を視認できない不都合を招くこともあった。
【００１０】
　本発明の目的は、俯瞰画像をモニタに表示する有効性を損なうことなく障害物の位置も
把握可能な装置を合理的に構成する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の特徴は、車両周辺の路面を含む領域を撮影する複数のカメラと、この複数のカ
メラの撮影画像をモニタに表示する画像処理部と、車両周辺の障害物を検出する障害物検
出手段とを備えると共に、
　前記画像処理部は、複数の前記カメラの撮影画像から車両周辺を上方から見下ろした俯
瞰画像を生成して前記モニタの俯瞰画像表示領域に表示する俯瞰画像生成手段と、前記障
害物検出手段で障害物を検出した際には、その障害物の検出位置を前記モニタに表示する
特定情報出力手段とを備えており、
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　前記俯瞰画像表示領域が複数の分割領域に分割管理され、前記特定情報出力手段は、前
記複数の分割領域のうち前記障害物検出手段で検出した障害物が存在する分割領域の外周
の枠状部を強調表示する点にある。
【００１２】
　この構成によると、モニタに対して俯瞰画像が表示され、障害物検出手段で障害物が検
出された場合には、その障害物が存在する分割領域の外周の枠状部が特定情報出力手段に
よって強調表示される。このように強調表示されることにより、複数の分割領域のうち障
害物が存在する領域を把握できる。
　その結果、俯瞰画像をモニタに表示する有効性を損なうことなく障害物の位置も把握可
能な装置が構成された。
【００１３】
　本発明は、前記強調表示として、前記枠状部の輝度を高める、あるいは、前記枠状部を
異なる色相に切り換えても良い。
【００１４】
　これによると、枠状部の輝度が高まること、あるいは、枠状部の色相が切り換わること
により、その枠状部が対応する分割領域を容易に特定できる。
【００１５】
　本発明は、前記モニタが、表示面にタッチパネルを備えており、前記強調表示が行われ
ている状況において、前記俯瞰画像表示領域に接触があったことをタッチパネルで検知し
た際に、前記強調表示が行われている分割領域の画像を、拡大表示領域のサイズまで拡大
する拡大表示手段を備えても良い。
【００１６】
　これによると、分割画面を選択して指を接触させる操作を行わずとも、俯瞰画像表示領
域に指等を接触させるだけで障害物を含む画像を拡大表示領域のサイズまで拡大して障害
物の確認を行える。
【００１７】
　本発明は、前記拡大表示手段は、前記強調表示が行われている分割領域に表示されてい
る俯瞰画像を拡大対象画像に設定し、この拡大対象画像が拡大表示される拡大表示領域を
設定すると共に、前記拡大対象画像を前記分割領域のサイズと前記拡大表示領域のサイズ
との中間のサイズとなる複数の中間画像を生成し、サイズの小さい中間画像から順次表示
する処理を行っても良い。
【００１８】
　これによると、分割領域の俯瞰画像が拡大されることにより障害物を含む領域を視覚的
に把握できる。また、分割領域のサイズの俯瞰画像が徐々に拡大する形態で拡大表示領域
のサイズまで拡大して表示されることになり、何れの分割領域の俯瞰画像が拡大されたの
か容易に把握できる。
【００１９】
　本発明は、前記拡大表示手段は、前記強調表示が行われている分割領域を撮影している
カメラの撮影画像を拡大対象画像に設定し、この拡大対象画像が拡大表示される拡大表示
領域を設定すると共に、前記拡大対象画像を前記分割領域のサイズと前記拡大表示領域の
サイズとの中間のサイズとなる複数の中間画像を生成し、サイズの小さい中間画像から順
次表示する処理を行っても良い。
【００２０】
　これによると、障害物を含む領域を撮影するカメラの撮影画像が拡大されることにより
障害物を含む領域をカメラの視点から見る状態で視覚的に把握できる。また、分割領域の
サイズの撮影画像が徐々に拡大する形態で拡大表示領域のサイズまで拡大して表示される
ことになり、何れの分割領域に対応する撮影画像が拡大されたのか容易に把握できる。
【００２１】
　本発明は、前記拡大表示手段は、前記障害物検出手段が障害物を検出しない状態に切り
換わった際には、拡大表示手段による拡大表示に代えて前記俯瞰画像表示領域に前記俯瞰
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画像を表示しても良い。
【００２２】
　これによると、障害物が存在する領域を車体が通過し終えた場合には、元の俯瞰画像が
俯瞰画像表示領域に表示されることになり、人為的な操作を行わずとも車両周辺の状態を
全体的に把握できる状態に戻る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】車両の構成の概要を示す平面図である。
【図２】車両の構成の示す一部切り欠き斜視図である。
【図３】制御系のブロック回路図である。
【図４】車両周辺監視処理のフローチャートである。
【図５】分割領域の俯瞰画像を副表示領域に拡大する処理を連続的に示す図である。
【図６】分割領域の俯瞰画像を副表示領域に拡大する処理を連続的に示す図である。
【図７】分割領域の俯瞰画像を主表示領域に拡大する処理を連続的に示す図である。
【図８】分割領域の俯瞰画像をモニタの全画面に拡大する処理を連続的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　本実施の形態では、車両１に備えられた複数のカメラの撮影画像から車両１の周辺を上
方から見下ろした形態となる俯瞰画像を生成してモニタ２１に表示する車両周辺監視装置
を備えている。特に、この車両周辺監視装置は、車両の近傍位置の障害物Ｘを検出した際
には、モニタ２１に表示されている俯瞰画像を複数に分割して分割領域Ｄ１～Ｄ４を設定
しており、障害物Ｘを含む分割領域Ｄ１～Ｄ４を特定するための強調表示を行うと共に、
障害物Ｘが存在する領域の画像をモニタ２１に拡大表示する制御（以下、拡大処理と称す
る）を実行するものであり、この制御形態と制御構成とを以下に説明する。
【００２５】
〔基本構成〕
　図１及び図２に示すように、乗用車としての車両１には左右の前車輪２と、左右の後車
輪３とを備えている。車両１の前部位置にはヒンジにより開閉自在な左前部ドア４と右前
部ドア５とを備え、車両１の後部位置にスライド式に開閉自在な左後部ドア６と右後部ド
ア７とを備え、車両１の後端にはハッチバック式のバックドア８を備えている。
【００２６】
　車両１のルーム内には運転座席１３と、助手座席１４と、複数の後部座席１５とが備え
られている。運転座席１３の前方位置にはステアリングホイール１６が備えられ、その前
部にメータ類を有したパネルが配置されている。運転座席１３の足元にはアクセルペダル
１７と、前車輪２及び後車輪３のブレーキ装置ＢＫを操作して前車輪２及び後車輪３に制
動力を作用させるブレーキペダル１８とが配置され、運転座席１３の側部には変速を実現
するシフトレバー１９が配置されている。
【００２７】
　運転座席１３の近傍で、コンソールの上部位置には、表示面にタッチパネル２１Ｔが形
成されたモニタ２１が備えられている。モニタ２１は、バックライトを備えた液晶式のも
のである。もちろん、プラズマ表示型のものやＣＲＴ型のものであっても良い。また、タ
ッチパネル２１Ｔは、指などによる接触位置をロケーションデータとして出力する感圧式
や静電式の指示入力装置として構成される。モニタ２１のハウジング２１Ｈにはスピーカ
２２も備えられているが、スピーカ２２はドアの内側など、他の場所に備えられても良い
。尚、モニタ２１はナビゲーションシステムの表示装置として用いるものを兼用している
が、車両周辺監視表示のために専用のものを備えても良い。
【００２８】
　左前部ドア４には左サイドミラー２３を備え、右前部ドア５には右サイドミラー２４を
備えている。左サイドミラー２３に左サイドカメラ２５が備えられ、右サイドミラー２４
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に右サイドカメラ２６が備えられている。車両１の前端に前部カメラ２７が備えられ、車
両１の後端には後部カメラ２８が備えられている。
【００２９】
　特に、左サイドカメラ２５と右サイドカメラ２６とは撮影方向が下方にセットされ、車
両１の一部と路面とが撮影領域に含まれる。前部カメラ２７と後部カメラ２８とは、撮影
方向が斜め下方にセットされ、車両１の一部と路面とが撮影領域に含まれる。
【００３０】
　これら撮影装置してのカメラはＣＣＤ（charge coupled device）やＣＩＳ（CMOS imag
e sensor）などの撮像素子を内蔵するデジタルカメラであり、撮影した情報を動画情報と
してリアルタイムに出力する。これらのカメラには、広角レンズを備えることで広い視野
角が確保されている。
【００３１】
　モニタ２１は、ナビゲーションモードの制御においてナビゲーション情報の表示に用い
られるものであるが、シフトレバー１９をリバース（後進）位置に操作した際には、後部
カメラ２８の撮影画像が表示される。特に、後部カメラ２８の撮影画像は左右を鏡面反転
させることにより左右が入れ換った画像にしており、ルームミラーで後方を確認した際の
像と同じ感覚でモニタ２１の表示内容を視認できるようにしている。
【００３２】
　車両前部には、ステアリングホイール１６の回転操作力を前車輪２に伝えて駆動操向（
操舵）を行うパワーステアリングユニットＰＳを備えている。また、車両前部にはエンジ
ンＥと、このエンジンＥからの動力を変速して前車輪２に伝えるトルクコンバータやＣＶ
Ｔ等で成る変速機構Ｔとを備えている。変速機構Ｔはシフトレバー１９の操作によって前
後進の切り換えと、走行速度の変速とが行われる。
【００３３】
　車両１には運転操作や、車両１の移動状態を検出するための各種センサが備えられてい
る。具体的に説明すると、ステアリングホイール１６の操作系にはステアリング操作方向
（操舵方向）と操作量（操舵量）とを計測するステアリングセンサＳ１６が備えられてい
る。シフトレバー１９の操作系にはシフト位置を判別するシフト位置センサＳ１９が備え
られている。アクセルペダル１７の操作系には操作量を計測するアクセルセンサＳ１７が
備えられ、前記ブレーキペダル１８の操作系には操作の有無を検出するブレーキセンサＳ
１８が備えられている。
【００３４】
　後車輪３の近傍には後車輪３の回転量から車両１の移動量を計測するようにフォトイン
タラプタ型やピックアップ型の移動距離センサＳ３が備えられている。尚、移動距離セン
サＳ３として、変速機構Ｔの内部の伝動系の回転量から移動量を取得するものを用いても
良い。また、移動距離センサＳ３は、前車輪２の回転量を計測するものでも良い。更に、
前部カメラ２７あるいは後部カメラ２８の撮影画像の画像処理から車両１の移動量とステ
アリング量とを検出するように構成しても良い。
【００３５】
〔制御構成〕
　車両１の中央部には、本発明の車両周辺監視装置としてのＥＣＵ３０を配置している。
このＥＣＵ３０は、図３に示すように、センサ入力インターフェース３１と、通信インタ
ーフェース３２とで成るインターフェースを備えると共に、画像出力モジュール３３と音
声出力モジュール３４とを備えている。
【００３６】
　このＥＣＵ３０では、インターフェースを介して得られる情報を処理するマイクロプロ
セッサや、ＤＳＰ（digital signal processor）等の処理系を備え、処理結果は画像出力
モジュール３３からモニタ２１に出力され、また、音声情報は音声出力モジュール３４か
らスピーカ２２に出力される。
【００３７】
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　このＥＣＵ３０には、ナビゲーションモードの制御を実現するナビゲーション制御部３
５と、ナビゲーション制御部３５に地図情報を与える地図データ保存部３６と、駐車支援
モードの制御を実現する駐車支援制御部３７と、車両近傍の障害物Ｘを検知する障害物検
出部３８（障害物検出手段の一例）と、車両周辺監視処理を実現する画像処理部３９とを
備えている。
【００３８】
　ナビゲーション制御部３５は、走行時にＧＰＳユニット４１から経度情報と緯度情報と
で示される自車位置を取得し、この自車位置に対応した地図データを取得してモニタ２１
に表示する。そして、目的地へ誘導するナビゲーション情報をモニタ２１に表示すると共
に、誘導情報をスピーカ２２から音声で出力する。地図データ保存部３６は、自車位置に
対応した地図データをナビゲーション制御部３５に与える処理を行う。
【００３９】
　駐車支援制御部３７は、画像処理部３９によってモニタ２１に表示される画像に対して
車両１を駐車位置に導く予想進路イメージＹ（図６（ａ）を参照）を重畳表示する。運転
者はモニタ２１に表示される予想進路イメージＹに基づいてステアリング操作を行うこと
により、車両１を駐車目標位置に容易に導入できることになる。
【００４０】
　画像処理部３９は、車両周辺監視処理においてモニタ２１に対して図５（ａ）に示すレ
イアウトで主表示領域２１Ａと副表示領域２１Ｂ（俯瞰画像表示領域の一例）とを配置し
、主表示領域２１Ａに上部位置にはこの領域の画像を撮影したカメラを示すカメラアイコ
ン２１Ｃを表示する。
【００４１】
　また、画像処理部３９は、前述した複数のカメラの撮影画像から車両１を上方から見下
ろした形態となる俯瞰画像を生成する俯瞰画像生成手段３９Ａと、モニタ２１に表示され
た俯瞰画像を複数の分割領域Ｄ１～Ｄ４に分割して管理する分割領域管理手段３９Ｂと、
複数の分割領域Ｄ１～Ｄ４のうち障害物Ｘが表示されている領域であることを特定する情
報として、複数の枠状部Ｆ１～Ｆ４のうち、障害物Ｘが存在する分割領域Ｄに対応する枠
状部Ｆを強調表示する特定情報出力手段３９Ｃと、拡大対象画像と拡大表示領域とを設定
する拡大モード設定手段３９Ｄと、拡大対象画像を拡大表示領域に拡大する拡大表示手段
３９Ｅとを備えている。図５（ａ）に示す如く、分割領域Ｄ１と分割領域Ｄ２とは車両前
部の左側と右側とに対応し、分割領域Ｄ３と分割領域Ｄ４とは車両後部の左側と右側とに
対応する。これと同様に枠状部Ｆ１～Ｆ４も同図に示す如く、分割領域Ｄ１～Ｄ４に対応
している。尚、分割領域Ｄ１～Ｄ４の上位概念として、分割領域Ｄと記し、枠状部Ｆ１～
Ｆ４の上位概念として枠状部Ｆと記す。
【００４２】
　ＥＣＵ３０は、電子回路により構成され、インターフェースや出力系の一部又は、全て
がこのような電子回路に含まれていても良い。尚、ＥＣＵ３０には、処理系を構成する電
子回路、あるいは、別部品としてメモリやレジスタなどによって構成される記憶部を有し
、データバス、アドレスバス、コントロールバス等により情報の入出力が行われる。
【００４３】
　センサ入力インターフェース３１には、ステアリングセンサＳ１６と、シフト位置セン
サＳ１９と、アクセルセンサＳ１７と、ブレーキセンサＳ１８と、移動距離センサＳ３と
から運転操作情報や移動状態を検出する情報が入力する。
【００４４】
　通信インターフェース３２は、通信回線を介してパワーステアリングユニットＰＳと、
変速機構Ｔと、ブレーキ装置ＢＫと、ＧＰＳユニット４１と間で通信を行う。更に、この
通信インターフェース３２は、タッチパネル２１Ｔと、左サイドカメラ２５と、右サイド
カメラ２６と、前部カメラ２７と、後部カメラ２８とからの情報を取得する。
【００４５】
　画像出力モジュール３３は、モニタ２１に対して画像を出力し、音声出力モジュール３
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４は、スピーカ２２に対して音声を出力する。
【００４６】
〔制御形態〕
　車両周辺監視表示処理の処理形態を図４のフローチャートに示しており、この処理の実
行時にモニタ２１の表示内容を図５～図８に示している。
【００４７】
　つまり、車両周辺監視処理が選択されている状態でシフトレバー１９が前進位置にセッ
トされた場合には図５（ａ）に示すように主表示領域２１Ａに前部カメラ２７の撮影画像
が表示される。この主表示領域２１Ａの上部位置には前部カメラ２７の撮影画像であるこ
とを示すカメラアイコン２１Ｃが表示され、副表示領域２１Ｂに俯瞰画像が表示される。
これとは逆に、シフトレバー１９が後進位置にセットされた場合には図６（ａ）に示すよ
うに主表示領域２１Ａに後部カメラ２８の撮影画像が表示される。この主表示領域２１Ａ
の上部位置には後部カメラ２８の撮影画像であることを示すカメラアイコン２１Ｃが表示
され、副表示領域２１Ｂに俯瞰画像が表示される（＃１０１、＃１０２ステップ）。
【００４８】
　具体的な処理形態として、シフトレバー１９が前進位置にセットされた場合には主表示
領域２１Ａに対しては前部カメラ２７の撮影画像が表示される。これに対して、シフトレ
バー１９が後進位置にセットされた場合には後部カメラ２８の撮影画像が取得され、この
撮影画像の左右を入れ替えた鏡面反転画像が生成され、この画像がモニタ２１に表示され
る。
【００４９】
　副表示領域２１Ｂに表示される俯瞰画像は、俯瞰画像生成手段３９Ａが左サイドカメラ
２５と、右サイドカメラ２６と、前部カメラ２７と、後部カメラ２８との撮影画像を取得
し、上方から見下ろした形態となる投影画像に変換し、これらの投影画像を車両イメージ
を取り囲む位置の仮想平面にマッピングすることで路面上に配置される単一の俯瞰画像と
して生成される。
【００５０】
　このように表示された俯瞰画像は、破線で示す区画ラインＬで区画するように４つの分
割領域Ｄ１～Ｄ４に分割して管理される。尚、同図に示す区画ラインＬは画面に表示され
ることはないが、この区画ラインＬを画面に表示するように処理形態を設定しても良い。
【００５１】
　特に、副表示領域２１Ｂに表示される俯瞰画像は４つのカメラの撮影画像から生成され
るものであるが、区画ラインＬで区画された４つの分割領域Ｄ１～Ｄ４それぞれの俯瞰画
像は２つのカメラの撮影画像の合成によって生成される。つまり、車両１の前後位置の角
部の外方位置に２つのカメラの撮影画像における重複領域Ｗ（図１を参照）が形成され、
この重複領域において境界部位を目立たなくする合成が行われる。そして、このように合
成された俯瞰画像が拡大対象画像に設定された場合には拡大表示領域のサイズに拡大され
ることになる。
【００５２】
　また、シフトレバー１９が後進位置にセットされた場合に、駐車支援制御を併せて実行
することも可能であり、このように駐車支援制御が実行される場合には、図６（ａ）に示
すように、主表示領域２１Ａと副表示領域２１Ｂとに予想進路イメージＹが重畳表示され
る。
【００５３】
　予想進路イメージＹは、現在のステアリング量で車両１を後進させた場合に車両１が移
動する経路を表すものであり、モニタ２１に表示される撮影画像に対応する遠近感で、路
面と同じ仮想平面上に生成される。この進路予想イメージは車両１の幅と同じ幅となる一
対の車幅ラインＹａと、車両１が設定量だけ後進した際に達する位置を示す複数の距離ラ
インＹｂとで枠状に形成される。
【００５４】
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　前述した障害物検出部３８は、左サイドカメラ２５と、右サイドカメラ２６と、前部カ
メラ２７と、後部カメラ２８とにおける撮影領域で重複する重複領域Ｗの画像から視差を
生ずる立体物を障害物Ｘとして抽出するソフトウエアとして構成されている。このように
立体物を抽出する処理の概要は以下のように説明できる。つまり、２つのカメラの撮影画
像における重複領域Ｗの画像を同一の背景となる仮想平面に投影変換し、投影変換後の夫
々の画像の同じ背景が一致する位置関係で夫々を重ね合わせる。このように重ね合わせた
際に一致しない画像が立体物であり、その立体物を障害物Ｘとして推定し、障害物Ｘの位
置を特定することになる。
【００５５】
　このように２つのカメラの撮影領域の重複領域Ｗは運転者から死角になる領域でもあり
、この領域に存在する障害物Ｘだけを検出対象とすることは合理的である。尚、この障害
物Ｘの検出領域を拡大するために４つ以上のカメラを車両に備えても良い。更に、この障
害物検出部３８を、オプティカルフローの技術により障害物Ｘを検出するソフトウエアで
構成しても良い。
【００５６】
　特に、障害物検出部３８として、超音波型等の障害物センサを車両１の前端や後端等の
複数箇所に備えても良い。このように障害物Ｘを検出するために障害物センサによって障
害物検出部３８を構成することで、車両１の全周の障害物Ｘの検出も可能となる。
【００５７】
　障害物検出部３８で障害物Ｘが検出された場合には、具体的には分割領域Ｄ１～Ｄ４の
うち、図５に示すように分割領域Ｄ２に障害物Ｘが存在する場合には、分割領域Ｄ２（検
出された障害物Ｘを含む分割領域Ｄ）が指定され、この分割領域Ｄ２の外周の枠状部Ｆ２
が強調表示され（図面ではハッチングで示している）、これと同時に、障害物Ｘが存在す
る分割領域Ｄ２の色調を変更し、スピーカ２２から警報音を出力する（＃１０３、＃１０
４ステップ）。なお、Ｄ２の色調は変更しなくても良い。この場合において、中間画像の
み色調を変更しても良い。
【００５８】
　この処理は、分割領域管理手段３９Ｂで管理される分割領域Ｄ１～Ｄ４のうち障害物Ｘ
が存在する分割領域Ｄ２について、特定情報出力手段３９Ｃが枠状部Ｆ２の輝度を高める
ことや、彩度を高めること、あるいは、異なる色相に変更することで強調表示を実現して
いる。このような強調表示と併せて枠状部Ｆ２の表示を明滅させるように変更しても良い
。また、障害物Ｘが存在する分割領域Ｄ２の色調を異なるものに変更する処理として、例
えば、分割領域Ｄ２の画像の各ピクセルの３原色のうちＢ（青）の成分について輝度を高
めることや輝度を減ずる程度の処理が考えられる。更に、スピーカ２２から出力される警
報音として電子音だけではなく、人の言葉によるメッセージであっても良い。
【００５９】
　次に、副表示領域２１Ｂに運転者の指等を接触させる接触操作が検知された場合には、
この接触操作をトリガーとして既に指定されている分割領域Ｄ２の画像（俯瞰画像又はカ
メラの撮影画像）を拡大対象画像とし、その拡大対象画像を拡大表示領域に拡大する拡大
処理が行われる（＃１０５、＃１０６ステップ）。
【００６０】
　この処理は、拡大モード設定手段３９Ｄで設定された拡大モードに従って拡大表示手段
３９Ｅが拡大処理を実行する。この拡大モードでは、拡大対象画像と拡大表示領域とが設
定される。拡大対象画像として障害物Ｘが存在する分割領域Ｄ２に表示されている俯瞰画
像と、この障害物Ｘを撮影しているカメラの一方の撮影画像（カメラ視点となる画像）と
の何れか一方が設定される。また、拡大表示領域として、副表示領域２１Ｂを設定する通
常拡大モードと、主表示領域２１Ａを設定する別画面拡大モードと、モニタ２１の全画面
を設定する全画面拡大モードとの何れか１つが設定される。
【００６１】
　この拡大モードを設定する手続としては、モード設定画面をモニタ２１に表示して人為
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操作により予め設定される。
【００６２】
〔制御形態：通常拡大モード〕
　拡大表示手段３９Ｅが、通常拡大モードで拡大処理を行う際には、拡大対象画像（図面
では分割領域Ｄの俯瞰画像）を設定し、拡大表示領域として図５及び図６に示す副表示領
域２１Ｂを設定すると共に、分割領域Ｄ２・Ｄ３（図５ではＤ２、図６ではＤ３の意味）
と拡大表示領域（副表示領域２１Ｂ）との間に拡大表示軌跡（図示せず）を設定する。
【００６３】
　次に、図５（ｂ）、図６（ｂ）に示すように、分割領域Ｄ２・Ｄ３の画像（俯瞰画像）
を拡大することで、この分割領域Ｄ２・Ｄ３サイズより少し大きいサイズの中間画像Ｍを
生成して、表示の起点となる分割領域Ｄ２・Ｄ３（障害物Ｘの存在により指定された分割
領域Ｄ）の全てを覆う位置で副表示領域２１Ｂの俯瞰画像に重畳表示する。この直後に、
図５（ｃ）、図６（ｃ）に示すように、分割領域Ｄ２・Ｄ３の画像（俯瞰画像）を更に拡
大することで、更に大きいサイズの中間画像Ｍを形成して、拡大表示軌跡に沿う位置に表
示する。この場合、先に表示している中間画像Ｍを消去して次の中間画像Ｍを表示する処
理が行われ、この通常拡大モードでは、先に表示した中間画像Ｍの全てを覆う位置関係で
副表示領域２１Ｂの俯瞰画像に次の中間画像Ｍが重畳表示される。
【００６４】
　このように中間画像Ｍのサイズを拡大表示軌跡に沿って徐々に移動しながら順次大きい
サイズの中間画像Ｍを表示する。この拡大表示を例えば０．５秒や１秒程度の時間内に実
行し、最終的に図５（ｄ）、図６（ｄ）に示すように、分割領域Ｄ２・Ｄ３の画像（俯瞰
画像）が拡大された拡大画像を副表示領域２１Ｂの領域内一杯に表示する。そして、この
拡大画像の隅に領域アイコン２１Ｄを表示することで拡大処理は完了する。特に、領域ア
イコン２１Ｄは、カメラによる撮影領域を示す形状で路面に重複しないサイズ（車両イメ
ージには重複するサイズ）に設定され、この領域アイコン２１Ｄから、拡大対象画像の元
の位置を認識できる。
【００６５】
〔制御形態：別画面拡大モード〕
　拡大表示手段３９Ｅが、別画面拡大モードで拡大処理を行う際には、拡大対象画像（図
７では分割領域Ｄ３の俯瞰画像）を設定し、拡大表示領域として主表示領域２１Ａを設定
すると共に、分割領域Ｄ３と拡大表示領域（主表示領域２１Ａ）との間に拡大表示軌跡（
図示せず）を設定する。この制御形態でも障害物Ｘが存在する分割領域Ｄ３の色調を変更
し、その外周の枠状部Ｆ３が強調表示される（図面ではハッチングで示している）。
【００６６】
　次に、図７（ａ）に示すように、分割領域Ｄ３の画像（俯瞰画像）を拡大することで、
この分割領域Ｄ３のサイズより少し大きいサイズの中間画像Ｍを生成して、表示の起点と
なる分割領域Ｄ３（障害物Ｘの存在により指定された分割領域Ｄ）の多くの領域を覆う位
置に重畳表示する。この直後、図７（ｂ）に示すように、分割領域Ｄ３の画像（俯瞰画像
）を更に拡大することで、更に大きいサイズの中間画像Ｍを形成して、拡大表示軌跡に沿
う位置に表示する。
【００６７】
　このように中間画像Ｍのサイズを拡大表示軌跡に沿って徐々に移動しながら順次大きい
サイズの中間画像Ｍを表示する。この拡大表示を例えば０．５秒や１秒程度の時間内に実
行し、最終的に図７（ｃ）に示すように、分割領域Ｄ３の画像（俯瞰画像）が拡大された
拡大画像を副表示領域２１Ｂの領域内一杯に表示する。そして、この拡大画像の隅に領域
アイコン２１Ｄを表示することで拡大処理は完了する。特に、領域アイコン２１Ｄは、カ
メラによる撮影領域を示す形状を有しており、この領域アイコン２１Ｄから、拡大対象画
像の元の位置を認識できる。
【００６８】
　この別画面拡大モードでは、拡大表示領域（主表示領域２１Ａ）と分割領域Ｄ３とのア
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スペクト比が異なるので、分割領域Ｄ３の俯瞰画像が副表示領域２１Ｂの領域内一杯に表
示された拡大画像は変形する。尚、障害物Ｘが表示される領域を残しながら拡大画像の上
下方向の端部を切り取った形態で表示しても良い。
【００６９】
〔制御形態：全面拡大モード〕
　拡大表示手段３９Ｅが、全画面拡大モードで拡大処理を行う際には、拡大対象画像（図
８では分割領域Ｄ３の俯瞰画像）を設定し、拡大表示領域としてモニタ２１の表示領域を
設定すると共に、分割領域Ｄ３と拡大表示領域（モニタ２１の表示領域）との間に拡大表
示軌跡（図示せず）を設定する。この制御形態でも障害物Ｘが存在する分割領域Ｄ３の色
調を変更し、その外周の枠状部Ｆ３が強調表示される（図面ではハッチングで示している
）。
【００７０】
　次に、図８（ａ）に示すように、分割領域Ｄ３の画像（俯瞰画像）を拡大することで、
この分割領域Ｄ３のサイズより少し大きいサイズの中間画像Ｍを生成して、表示の起点と
なる分割領域Ｄ３（障害物Ｘの存在により指定された分割領域Ｄ）の多くの領域を覆う位
置に重畳表示する。この直後、図８（ｂ）に示すように、分割領域Ｄ３の画像（俯瞰画像
）を更に拡大することで、更に大きいサイズの中間画像Ｍを形成して、拡大表示軌跡に沿
う位置に表示する。
【００７１】
　このように中間画像Ｍのサイズを拡大表示軌跡に沿って徐々に移動しながら順次大きい
サイズの中間画像Ｍを表示する。この拡大表示を例えば０．５秒や１秒程度の時間内に実
行し、最終的に図８（ｃ）に示すように、分割領域Ｄ３の画像（俯瞰画像）が拡大された
拡大画像を副表示領域２１Ｂの領域内一杯に表示する。そして、この拡大画像の隅に領域
アイコン２１Ｄを表示することで拡大処理は完了する。特に、領域アイコン２１Ｄは、カ
メラによる撮影領域を示す形状を有しており、この領域アイコン２１Ｄから、拡大対象画
像の元の位置を認識できる。
【００７２】
　この全画面拡大モードでも、拡大表示領域（モニタ２１の表示領域）と分割領域Ｄ３と
のアスペクト比が異なるので、分割領域Ｄ３の俯瞰画像がモニタ２１の表示領域内一杯に
表示された拡大画像は変形する。尚、障害物Ｘが表示される領域を残しながら拡大画像の
上下方向の端部を切り取った形態で表示しても良い。
【００７３】
　このように何れの拡大モードで拡大処理を行っても、分割領域Ｄの位置を起点として中
間画像Ｍの表示位置が拡大表示軌跡に沿って移動する形態（図５及び図６の通常拡大モー
ドでは中間画像Ｍの隅の位置は移動しない）で拡大されることから、拡大される元の画像
の位置（分割領域Ｄの位置）を明らかにしながら、ズームアップする形態での拡大が実現
する。そして、拡大画像の隅に表示される領域アイコン２１Ｄの形態や、領域アイコン２
１Ｄの表示位置からも拡大画像が何れの領域の画像であるかを認識できることになる。
【００７４】
　尚、いずれの拡大モードで拡大処理を行う場合でも、動画レイヤに対して中間画像Ｍを
形成する処理を行うことで重畳表示が実現し、この重畳表示した状態では俯瞰画像であっ
ても撮影画像であってもリアルタイムで車両１と障害物Ｘとの位置関係の変化を表示でき
る。また次に説明するように拡大画像を消去して、元に表示に戻す場合にも動画レイヤの
画像を消去することで済む。
【００７５】
　次に、モニタ２１の何れかの領域に運転者の指等を接触させる接触操作が検知された場
合、又は、障害物検出部３８で障害物Ｘが検出しない状態に達した場合には、拡大画像を
消去し、＃１０１ステップの処理に移行することで、モニタ２１の主表示領域２１Ａには
撮影画像が表示され、副表示領域２１Ｂには俯瞰画像が表示される制御に復帰する（＃１
０７～＃１０９ステップ）。
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【００７６】
　そして、この車両周辺監視表示処理は制御を中止する選択が行われるまで継続して行わ
れることになる（＃１１０ステップ）。
【００７７】
　このように本発明では、車両１を駐車位置に導入する場合や、フェンスや駐車状態の車
両等の障害物Ｘが存在する路面で車両１を移動させる場合には、モニタ２１の主表示領域
２１Ａにカメラの撮影画像を表示し、モニタ２１の副表示領域２１Ｂに対して俯瞰画像を
表示する。これにより障害物Ｘが運転者から死角の位置にあっても車両１と、車両の近傍
の障害物Ｘとの位置関係の確認できるものにしている。
【００７８】
　また、障害物Ｘに接近した場合には、俯瞰画像の分割領域Ｄ１～Ｄ４のうち障害物Ｘが
存在する分割領域Ｄの外周の枠状部Ｆ１～Ｆ４のうち対応する枠状部Ｆの明度を高くする
強調表示が行われ、この表示と同時に障害物Ｘが存在する分割領域Ｄの色調を変更する表
示が行われ、スピーカ２２から警報音が出力されることで障害物Ｘが存在する領域を把握
できる。
【００７９】
　このように障害物Ｘの存在位置を把握できる状態で副表示領域２１Ｂに指等を接触させ
ることで、分割領域Ｄ１～Ｄ４のうち障害物Ｘが存在する分割領域Ｄが拡大表示領域まで
拡大され、障害物Ｘと車両１との位置関係を拡大画像で確認できる。
【００８０】
　特に、複数の分割領域Ｄ１～Ｄ４の何れかの画像が拡大表示領域に拡大される際には、
障害物Ｘが存在する分割領域Ｄを起点としてサイズが異なる複数の中間画像Ｍを小さいサ
イズものから大きいサイズのものに遷移させるように拡大表示軌跡に沿って順次移動する
形態で表示が行われる。このように拡大されることで、拡大される元の画像の位置（障害
物Ｘが存在する分割領域Ｄの位置）を明らかにしながらズームアップする形態での拡大を
実現している。
【００８１】
　そして、障害物Ｘが存在する領域の俯瞰画像、又は、障害物Ｘを撮影したカメラの撮影
画像が拡大表示される結果、障害物Ｘと車両１との位置関係を拡大された画像から把握で
きることになり障害物Ｘと接触を避ける形態での車両１の移動を実現する。
【００８２】
〔別実施の形態〕
　本発明は、上記した実施の形態以外に以下のように構成しても良い。
【００８３】
（ａ）俯瞰画像を複数の分割領域Ｄに分割して管理する際には２分割や６分割のように４
分割以外の数に分割して管理しても良い。特に、この分割数をユーザが任意に設定できる
ように構成しても良い。また、多くの数に分割した場合には車両１の周辺の局部的な領域
に対する障害物Ｘの接近を認識できると共に、その部位を拡大して表示することが可能と
なる。
【００８４】
（ｂ）障害物Ｘが存在する分割領域Ｄの画像を拡大する拡大処理を実行するための操作と
して、モニタ２１の表示領域の何れの箇所に指等を接触させても拡大処理が開始されるよ
うに制御形態を設定して良く、拡大処理を開始するための拡大ボタン等をモニタ２１に表
示しても良い。これと同様に拡大表示を終了させるための専用のボタンをモニタ２１に表
示しても良い。
【００８５】
（ｃ）拡大モード設定手段３９Ｄによる拡大処理で拡大対象画像を設定する際に、車両１
の前部側で障害物Ｘが検出された場合（障害物Ｘが車両の前部側の分割領域Ｄに存在する
場合）には、俯瞰画像を拡大対象画像に設定する。これとは逆に、車両１の後部側で障害
物Ｘが検出された場合（障害物Ｘが車両の後部側の分割領域Ｄに存在する場合）には、カ
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メラの撮影画像を拡大対象画像に設定する。
【００８６】
　その理由として、車両１の前端側に障害物Ｘが存在する場合には、運転者が体を乗り出
す姿勢をとることで視認が可能になることもあり、このように視認が可能である障害物Ｘ
については、俯瞰画像を拡大対象画像に設定することで運転者の目から見える障害物Ｘと
異なる方向から見た障害物Ｘを表示することが有効となる。また、車両１の後端側に障害
物Ｘが存在する場合には、運転者から見えないことが多く、カメラの撮影画像を直接的に
見た感覚に近い画像となる撮影画像を拡大対象画像に設定することが有効となる。
【００８７】
（ｄ）拡大モード設定手段３９Ｄによる拡大処理で拡大対象画像を設定する際に、障害物
検出部３８で障害物Ｘの高さを計測できるように構成し、高さが設定値を超える場合（比
較的高い場合）には、高さを認識できるようにカメラの撮影画像を拡大対象画像に設定す
る。これとは逆に、高さが設定値未満である場合（比較的低い場合）には、高さを認識す
る必要がないため俯瞰画像を拡大対象画像に設定する。このように拡大対象画像を選択す
ることにより、障害物Ｘの高さの把握を容易に行えるものとなる。
【００８８】
（ｅ）前述した別実施の形態（ｃ）、（ｄ）において、カメラの撮影画像を拡大対象画像
とする場合、ステアリングホイール１６の操作方向が車両１の進行方向で障害物Ｘに接近
する方向であることを判定した場合にはサイドカメラ（左サイドカメラ２５又は右サイド
カメラ２６）の撮影画像を表示対象画像に設定する。車両１の進行方向が障害物Ｘから離
間する方向であることを判定した場合には車両１の端部のカメラ（前部カメラ２７又は後
部カメラ２８）の撮影画像を表示対象に設定する。
【００８９】
　このようにステアリング方向に基づいて撮影画像を取得するカメラの選択を行うことに
より、車両１を障害物Ｘに接近させる方向に僅かに移動させた場合でも、サイドカメラ（
左サイドカメラ２５又は右サイドカメラ２６）の撮影画像から障害物Ｘと車両１との相対
的な位置関係の変化を容易に把握できる。また、車両１が障害物Ｘから離間する方向に移
動する場合には、車両１の端部のカメラの撮影画像から車両１の進行方向の広い領域をモ
ニタ２１に表示して進行方向の確認を可能にする。
【００９０】
（ｆ）尚、「俯瞰画像表示領域（副表示領域）に接触があった」ことを検出するとは、タ
ッチパネル２１Ｔ（俯瞰画像領域）に触れていない状態から、触れたことへの接触状態の
変化を検出するものでも良く、タッチパネル２１Ｔ（俯瞰画像領域）に指等が触れている
状態から、指等が離れた状態への状態変化を検出するものであっても良い。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明は、車両に備えた複数のカメラの撮影画像から俯瞰画像を生成してモニタに表示
する画像処理系を有している車両全般に利用することができる。
【符号の説明】
【００９２】
１　　　　　車両
２１　　　　モニタ
２１Ｂ　　　俯瞰画像表示領域（副表示領域）
２１Ｔ　　　タッチパネル
２５　　　　カメラ（左サイドカメラ）
２６　　　　カメラ（右サイドカメラ）
２７　　　　カメラ（前部カメラ）
２８　　　　カメラ（後部カメラ）
３８　　　　障害物検出手段（障害物検出部）
３９　　　　画像処理部
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３９Ａ　　　俯瞰画像生成手段
３９Ｃ　　　特定情報出力手段
３９Ｅ　　　拡大表示手段
Ｄ　　　　　分割領域
Ｆ　　　　　枠状部
Ｍ　　　　　中間画像
Ｘ　　　　　障害物

【図１】 【図２】
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