
 
 

 
 

全周囲立体モニタシステム 

System Giving Wraparound View of Vehicles 

あらまし  

近年，バックモニタなど自動車へのカメラ搭載が進んでおり，車両周辺の死角を削減す

ることでドライバの運転操作を支援している。このような背景のもと，著者らは四つの車載

カメラ映像から死角のない全周囲映像を合成し，任意の視点から自車両周辺を確認できる全

周囲立体モニタ技術を開発した。本技術は，富士通マイクロエレクトロニクス株式会社の車

載向けグラフィクスSoC（MB86R01）と，四つのカメラ映像を同期しつつ多重化合成する

FPGAを搭載した車載システム上に実装されており，入力映像を1フレームあたり30 ms以
下で処理してドライバに表示できる性能を持つ。本技術により，駐車時，狭い道でのすれ違

い，見通しの悪い交差点への進入や右左折など，様々なシーンでのドライバへの視覚支援が

可能となる。 
本稿では，全周囲立体モニタ技術，および車載システムへの実装について報告する。 

Abstract 

In recent years, vehicle-mounted cameras have grown in popularity as a tool for enhancing 
driver safety.  We have developed a new driver assistance technology that adapts to 
different driving situations, enabling the driver to peripherally view the entire surroundings 
of a vehicle, from the point of view and field of view that is most appropriate for each driving 
situation.  This new technology is comprised of the MB86R01 SoC graphics chip for 
automobiles from Fujitsu Microelectronics Ltd, and a video-processing chip that combines 
video images from four cameras.  As a system to enhance the view of a vehicle, it achieves 
real-time operation with a video processing time of 30 ms.  This paper outlines the 
technology that improves driving safety by assisting the driver in a variety of situations, 
such as when parking, passing another vehicle on a narrow street, or when at intersections 
with poor sightlines when it helps the driver see around corners. 
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ま え が き 

 現在の車には多くの死角が存在する。ドライバは，

車両周囲を直接目視することに加えて，ルームミ

ラー，左右のドアミラーなどの視界補助機器を使っ

て安全の確保に努めているが，車両サイズが大きい

車や，身体能力の低い人にとってはこれらの補助機

器だけでは十分とは言えない。そこでドライバの視

界を補助するツールとして車載カメラのニーズが高

まっている。車載カメラ市場は日本ではバックモニ

タ用途を中心としてニーズが高まっており，2007年
の国内車載カメラ市場は400万台を超える規模まで

拡大している。(1) 今後は海外市場が大きく伸び，

2010年に海外市場と国内市場が同等規模に，2012年
には海外が1380万台になり日本の480万台を大きく

上回る見通しである。(2) 取り分け，米国では2008年
2月に車両後方視界を確保する法案“Cameron 
Gulbransen Kids and Cars Safety Act of 2007”が

可決された。この法案は駐車時に車両後方の子供が

ひかれる事故の防止を目的としたものであるが，後

方視界の確保にはバックモニタが有効との報告があ

り，米国での車載カメラの普及に弾みがつくものと

見込まれている。 
 ドライバの視界補助のための車載カメラシステム

としてはバックモニタや，見通しの悪い交差点など

での死角の視界を表示するブラインドコーナーモニ

タ，すれ違い時の死角を表示する側方モニタなど単

体カメラを用いた製品が既に普及している。また複

数カメラによる視界補助として，車両周辺に取り付

けた四つのカメラ映像を合成して車両周辺近傍を見

渡す画像を作成してドライバに表示する俯瞰
ふ か ん

カメラ

システム(3)も実用化されている。ただしこれらのシ

ステムは単機能であり，ドライバは運転状況に応じ

て個々のシステムを切り替えて使用する必要がある。 
 このような状況のもと，著者らは多様な運転状況

ごとに適切な視界画像をドライバに提示するための

技術として，全周囲立体モニタを開発し，リアルタ

イムで動作する車載システムを試作した。 
本稿では，既存技術である俯瞰カメラシステムに

ついて説明し，現状のドライバ視界補助の課題を整

理する。その後，開発技術の基本原理，車載システム

への実装，利用シーン，および課題について説明す

る。 後にまとめとして今後の展望について述べる。 

俯瞰カメラシステム 

 俯瞰カメラシステムは，車両の前後左右に取り付

けられた4台の車載カメラで撮影した映像を車両真

上から見た俯瞰画像へと変換し，画面上で合成して

ドライバに提示する｛図-1（a），（b）｝。撮影したカ

メラ映像を俯瞰画像へ変換するには，ホモグラフィ

 

（a）4カメラ映像

（b）俯瞰カメラシステムの投影
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（c）全周囲立体モニタの投影
 

図-1 投影方法の比較 
Fig.1-Overview of two image projection technologies. 
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（Homography）行列(4)による平面射影変換を用い

たり，3次元空間での投影処理を行ったりすること

で作成できる。(5) 後者の場合，映像が投影される投影

面は路面に相当する平面となる。いずれの変換手法

でも，俯瞰カメラシステムでは投影面が平面である

ことが前提となる。 
 この方式は，車両周辺360度の路面を可視化する

には有効であるが，平面に投影するため車両から離

れるとカメラの撮像素子一つが受け持つエリアが広

くなり，結果として遠方の物体形状が分かりにくい

という欠点がある｛図-2（a）｝。さらに視点位置が

車両上空に固定されるため，車両直近の2～3 mの

狭い範囲しか表示できない。視界が狭いため単独で

周辺状況を確認することはできず，バックモニタな

どの別視界の映像を同時に表示したり，目視やミ

ラーを併用したりする必要がある。 

視界補助システムの課題 

 ドライバが，駐車，右左折，合流などの多様な運

転シーンにおいて，瞬時に車両周辺を確認できる死

角補助を実現するためには，以下の課題解決が必要

となる。 
（1） ドライバの視界確認の負荷軽減 
 ドライバは目視に加え，ルームミラー，左右ドア

ミラーなど各種ミラー，さらにはバックモニタなど

の視界補助機器を駆使し，多くの視界を迅速に確認

し，安全性の確保に努めなければならず，視界確認

の負荷は高くなっている。前章で説明した俯瞰カメ

ラシステムにおいても，ドライバにとって見るべき

視界の情報が統合されておらず，視界確認の負荷は

十分に軽減されているとは言えない。 
（2） モニタ上の映像の視点・視線，視界について

のドライバの認知性の問題 
 従来の技術では，カメラごと，機能ごとに異なっ

た視点・視線で異なった範囲を瞬時に切り替えて表

示するため，ドライバはどの場所をどこから見てい

るのか瞬時に確認し，安全確認を行うことが困難で

あった。適用できる利用シーンが限られるだけでな

く，慣れるためにも時間が必要であった。 

全周囲立体モニタの基本原理 

 以上の課題を解決するため，車両の全周囲の映像

を自由な視点・視線からモニタに表示し，表示映像

の切替え時において滑らかな視線移動ができる，視

界補助向け車載映像技術である全周囲立体モニタを

開発した。 
 車両の前後左右に取り付けた4台の車載カメラの

映像を，仮想的な3次元の立体曲面に投影し，その

立体曲面の映像を任意の視点からの映像に変換する

ために，「3次元仮想投影視点変換技術」を用いる。

4台の車載カメラで撮影した映像は俯瞰カメラシス

テムと同一であるが，視点変換を行った後，自由な

視点から見たい映像を表示できるため，合成される

映像は従来のものとは大きく異なる｛図-1（c）｝。
また立体曲面に投影するため，車両からの距離が離

れても，個々の撮像素子が受け持つエリアが極端に

大きくならない｛図-2（b）｝。個々の撮像素子の解

像度が同等になるように映像処理をすることでゆが

みの少ない表示が可能になるため，周囲の物体をド

ライバが認識しやすい。 

 

（a）平面への投影

投影平面

車載カメラ

仮想立体曲面
車載カメラ

車両から離れるほど投影像は拡大

（b）仮想立体面への投影

車両から離れても投影像
は極端に大きくならない

 さらにドライバが表示映像を切り替える際，滑ら

かな視線移動ができるように「視点補間技術」を用

いた。視点の切替え前後で視点位置・視線方向・視

野範囲を補間して表示することで，どの位置から車

両を眺めた画像かを瞬時に認識し，安全確認を行う

ことが可能になる。 図-2 3次元仮想投影視点変換技術の原理 
Fig.2-Principle of “3-D virtual projection/point of view 

conversion technology”. 
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車載システムへの実装 

 前章で述べた視界補助向け車載映像技術である全

周囲立体モニタを実証するために，実験車両に4台
のカメラを搭載し，処理した映像をダッシュボード

のモニタに映し出す全周囲立体モニタシステムを構

築した（図-3）。カメラはフロントバンパー，左右

ドアミラーの下部，後部ドアに設置した。このカメ

ラは，富士通ゼネラル製の30万画素CMOSカメラ

であるが，それ以外の汎用的な車載カメラも利用可

能である。カメラ水平画角は190度，4台用いるこ

とで車両360度の映像（撮影範囲のオーバラップあ

り）をアナログNTSCで撮影する。 
 四つのカメラ映像は，同期を取りながら多重化合

成されてから全周囲画像へと変換される。この多重

化合成処理はFPGA上に実装されている。多重化画

像からの全周囲画像合成は，富士通マイクロエレク

トロニクス製の車載向けグラフィクス SoC
（System-on-a-Chip）（MB86R01）(6)で処理される。

本 SoC はプロセッサコアとして英 ARM 社の

ARM926EJ-Sを持ち，GDC（Graphics Display 
Controller），ビデオ処理回路，メモリ回路などを

1チップに集積したものである。MB86R01は，

個々のカメラ映像の視点を変換する処理や，複数カ

メラの映像の合成，表示を滑らかにスクロールする

ための処理を担う。四つのカメラ映像の合成に必要

な時間は30 msであり，リアルタイム動作を実現し

ている。 
 MB86R01は，3D描画インタフェースとして組込

み向け汎用画像処理基盤であるOpenGL ES1.1 
Common profileとCommon-Lite profile（固定小数

点）をベースとしたAPI群を採用している。全周囲

立体モニタはまずPC上で試作を行い，車載システ

ムへと移植した。PC試作でも組込み環境と同様に

OpenGLを用いて3D描画を行ったため移植は容易

であった。 

利用シーンの検討 

 実験車両上にシステムを構築したことにより，実

環境での利用シーンの検討を容易に行えるように

なった。検討は走行中の4カメラ映像を録画してお

き，オフラインで全周囲立体映像を生成する手法と，

走行中にリアルタイムに合成し，モニタでドライバ

もしくは同乗者に提示する手法で行った。両手法は

危険度を考慮して使い分けている。 
（1） 駐車時 
 従来のバックモニタよりも広い範囲を，また，俯

瞰カメラシステムより遠方を確認できるため，駐車

 
 
 

フロントカメラサイドカメラバックカメラ

フロントモニタ

車載向けグラフィクスSoC
（MB86R01）

搭載組込みシステム

 
図-3 実験車両 

Fig.3-Evaluation vehicle. 
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枠へのアプローチから枠内に駐車するまでの一連の

流れの確認を一つの視点で行うことができる。駐車

場には駐車車両だけではなく，接近するほかの車両

や歩行者も存在するため，運転操作には直接関係し

ない視野範囲であっても目視確認できることは安心

感につながる。 
（2） 狭い道でのすれ違い 
 車両の左側車体やタイヤを表示することで，すれ

違い時に車両を路側に寄せることが容易になる。ま

た側方モニタのようにタイヤ付近に視野を限定せず，

移動方向や対向車両の状況も同時に確認できる。 
（3） 見通しの悪い交差点 
 前方カメラの描画範囲を広げて全周囲立体映像を

合成・表示することで，ドライバは交差点内左右の

接近車両を確認できる。さらに従来のブラインド

コーナーモニタでは表示できなかった車両の左右路

側を一つの視点で表示できるため，擦り抜けする歩

行者や自転車の有無も確認できる。 
（4） 交差点での巻き込み防止確認 
 交差点左折時に車両左側方を表示することで，巻

き込み確認が可能になる｛図-4（a）｝。側方と前方

の映像を同一画面に表示できるため，左側方確認中

であっても進行方向の状況を確認できるため安心感

がある。 
（5） 高速道路での本線合流 
 自車両を前方からの視点で表示することで，本線

後方からの接近車両の有無と，合流先の横方向のス

ペースを同時に確認できる｛図-4（b）｝。前方から

の視点の場合は，左右を反転させることでバックミ

ラーのような映像となり，直感的な空間把握が可能

になる。車線変更時にも同様の視点が効果的である。

本線合流や車線変更は目視確認する範囲が広く，運

転初心者が苦手とする状況である。車両周辺で危険

が存在する方向を特定した上で，目視確認を行うこ

とで不慣れなドライバでも見落としを防ぐことがで

きる。 

今後の課題 

 全周囲立体モニタシステムの普及に向けて，将来

的に以下のような課題があると考えている。 
（1） 表示画質 
 現在，車載カメラ分野で一般的なNTSC出力の

30万画素カメラを用いている。立体面に投影して

描画をする場合，描画位置によって各撮像素子が受

け持つエリアが拡大されて画質が劣化するが，この

拡大率は車載カメラの画素数と，合成する出力画像

の画素数に依存する。現状の車載モニタは640×
480程度の画素数のため画質上の問題は少ないが，

今後画面サイズが大きくなり，高精細モニタが普及

するにつれて表示画質の向上が課題となる。 
（2） 表示遅延 
 駐車時など低速での利用では遅延（実際の道路周

辺状況と表示画像との間のズレ）は問題とならない

が，将来，中～高速走行時にも全周囲立体モニタの

利用を拡大するためには遅延は問題である。この遅

延は事故のリスクを高めるためである。現在のシス

テムでは，非同期で撮影される4台のカメラの映像

データをMB86R01が処理するために，バッファメ

モリを設けて四つ分の映像がそろうまで処理をウエ

イトする必要がある。そのため遅延には，

MB86R01の処理遅延に加えて，バッファリングの

ウエイト時間が含まれている。 
 上記課題を解決するため，著者らはIDB-1394映
像伝送ネットワークが有望であると考えている。(7),(8) 

IDB-1394は 大伝送速度が800 Mbpsであり，映像

圧縮技術SmartCODECを用いることで映像データ

を1/4に圧縮できる。そのため将来的に高解像度の

カメラを用いて表示画質の改善を行う場合でもコマ

落ちや遅延なしで映像を伝送できる。またIDB-
1394を用いれば，バッファメモリの搭載が不用に

なるため，遅延の低減とともに低コスト化も可能に

なる。 IDB-1394は，これまでカーナビやRSE
（Rear Seat Entertainment）の用途を想定してい

たが，将来的には全周囲立体モニタのような高解像

度カメラ向けのアプリケーションでも適用が進む可

能性が高い。 

 

（a）交差点左折 （b）本線合流

図-4 利用シーンごとの画像例 
Fig.4-Sample of driver views in a variety of situations.
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む  す  び 

 運転シーンに応じて，車両周辺360度の映像を見

たいところから見やすい視点でドライバに表示する

ことを目的に，全周囲立体モニタを開発した。本技

術では，富士通マイクロエレクトロニクス製の車載

向けグラフィクスSoC（MB86R01）を試作ボード

上に実装し，四つのカメラ映像のリアルタイム合成，

および異なる視点間の滑らかな補間を実現した。さ

らに実験車両上に全周囲立体モニタシステムを構築

し，走行実験によって多様な運転シーンへの適用可

能性があることを確認した。 
 本技術は，現在，車載向けグラフィクスSoCと画

像処理ソフトウェアによる映像ソリューションとし

て，また，車載カメラ視界補助システムとして製品

化を進めていく予定である。今後，世界的な車載カ

メラのニーズの高まりとともに，今回開発した映像

処理技術が広く普及していくものと期待している。 
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