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富士通セミコンダクター株式会社

[ プレスリリース ]

「接近物検知機能付き全周囲立体モニタシステム」を世界で初めて実現
～運転シーンに合わせた情報表示の一元制御も可能な車載向け画像処理 LSI を新発売～

富士通セミコンダクター株式会社(注1)は、
車載向け高性能グラフィックスSoC の第三世代品
「MB86R24」
を開発し、関連ソフトウェアとともに 2013 年 8 月よりサンプル出荷を開始します。
「MB86R24」は CPU・GPU 性能の向上により高速処理および鮮明な画像表示を実現、また 6 本のフル HD
ビデオ入力、3 本のディスプレイ出力機能の搭載により、多彩な入出力制御を可能にしました。これによ
り、車両の全周囲を自由な視点かつ 3D 映像で確認できる「全周囲立体モニタシステム」において、人や
自転車などの接近物を見落としなくドライバーに知らせる「接近物検知機能」の搭載が可能になりました
(世界初)。本製品はまた、これまで個々のディスプレイに対し個別に表示制御を行っていた車内の様々な
情報を集約し、一元制御する「統合 HMI システム」も実現します。
「MB86R24」はこのほか、今後ニーズが高まる家庭用や産業用の様々な画像処理アプリケーションにも
適用が可能であり、安心・安全・快適な社会の実現に大きく貢献します。
アメリカで成立した「KT 法(Kids and Transportation Safety Act)」に代表されるように、自動車の
安全に対する関心の高まりとともに車載システムに対する要求も日々大きくなっています。
「MB86R24」は、このような現状に応え、車周辺の接近物を立体的に見落としなくドライバーに知らせ
る「全周囲立体モニタシステム」や、人と車内外の情報をつなぐ「統合 HMI(ヒューマン・マシン・イン
ターフェース)システム」などを実現するグラフィックス SoC として開発されました。
【接近物検知機能付き全周囲立体モニタシステム】
「全周囲立体モニタシステム」とは、車両の前後左右
に取り付けたカメラの画像を 3D モデルで合成すること
により、全方位を自由な視点で表示が可能なシステムで
す(図 1)。当社は昨年、第二世代のグラフィックス SoC
で、メガピクセルカメラにも対応可能な「MB86R10 シリ
ーズ」を利用した全周囲立体モニタシステムを開発しま
した。このような車両周辺を視覚的に鮮明に確認できる
システムが拡がるにつれ、より安全、安心なドライビン
グに向け、ドライバーの見落としを減らすための機能が
新たに求められていました。

図 1. 全周囲立体モニタシステム
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「MB86R24」は第二世代品に比べ、CPU・GPU の性能を
それぞれ約 2 倍・約 5 倍(注 2)に高めたことにより、鮮
明な画像・自由な視点での周辺確認と、車両に接近する
物体を検知しドライバーに知らせる「接近物検知機能」
との両立を実現しました(図 2)。この「接近物検知」ア
ルゴリズムは、株式会社富士通研究所(注 3)と共同開発
したものであり、世界で初めて「全周囲立体モニタシス
テム」上で同時動作します。
さらに、6 つのカメラ入力を同時に扱うことができ、
適用シーンの拡大とともに 3D 映像の表現の自由度が
図 2. 接近物検知機能

向上します。
【統合 HMI システム】

昨今、電気自動車のバッテリー情報、カメラ映像情報、ナビ情報、スマートフォン連携・クラウド連携
情報などといった、人と車、さらには外部とをつなぐ情報量が格段に増しています。これらの情報はこれ
まで、センターディスプレイ、 メーターディスプレイ、 ヘッドアップディスプレイなどを使い、個々に
表示制御されていました(図 3)。これらの情報をリアルタイムでよりわかりやすくドライバーに伝達する
ためには、情報を一か所に集約し、運転シーンに合わせてどう表現するのかを一元的に制御することが求
められます。これを実現するのが「統合 HMI システム」であり、
「MB86R24」は、運転シーンに合わせそれ
ぞれのディスプレイへ適切な表示制御を行います(図 4)。
さらに、これまで車種ごとに開発されていた各ディスプレイ部のモジュール化・プラットフォーム化が
図れるため、大幅な部品点数の削減ができるとともに、ほかの車種への製品展開も容易に行えます。

図 3. 従来の表示制御

図 4. MB86R24 による統合 HMI

当社はこれらのシステムを構築するのに必要なソフトウェアを同時に提供します。これにより、ワンス
トップかつ従来に比べ格段に少ない工数で高性能なシステム開発が可能になります。
5 月 22 日から 24 日までパシフィコ横浜にて開催される
「人とくるまのテクノロジー展 2013」
において、
「接近物検知機能付き全周囲立体モニタシステム」および「統合 HMI システム」のデモ展示を行います。
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【本製品の特長】
1．高性能な CPU と GPU
CPU として ARM® CortexTM-9 を 2 個、3D エンジンには PowerVRTM SGX543 を採用し、従来製品と比べ、
CPU 性能を約 2 倍に、GPU 性能を約 5 倍に高めました。当社独自の優れた 2D エンジンを同時に搭載し
ており、それぞれが独立して動作することで、さらなる高い画像処理パフォーマンスが得られます。
2．複数のビデオ入力、ディスプレイ出力の強化
フル HD 対応の映像入力 6 本と映像出力 3 本に対応しており、高精細カメラ映像の入力や高解像度
コンテンツの入力、複数の高精細ディスプレイへの出力が可能となります。
3．マルチレイヤー対応による高い描画性能
同時に動作可能な 2D エンジン、3D エンジン、ビデオキャプチャーに加え、描画レイヤーを 8 層持
つことにより、アプリケーション、コンテンツに応じて異なる描画レイヤー上で最適な画像処理を行
うことが可能です。
4．充実したソフトウェア・ツール群
「接近物検知機能付き全周囲立体モニタシステム」向けには、従来の「全周囲立体モニタシステム」
向けソフトウェア群に加え、検知機能を実現するソフトウェアも順次提供します。
「統合 HMI システム」向けには、コンテンツデザインをデザイナーとエンジニアが協調設計できる
オーサリングツール「CGI Studio」を提供します。

【サンプル価格、および出荷時期】
製品名

サンプル価格(税込み)

サンプル出荷時期

MB86R24

5,000 円

2013 年 8 月

【販売目標】
年間 300 万個
【商標について】
記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
ARM®および Cortex™は ARM 社の商標または登録商標です。
PowerVRTM は Imagination Technologies 社の商標です。
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【注釈】
注 1 富士通セミコンダクター株式会社：
本社 神奈川県横浜市、代表取締役社長 岡田 晴基。
注 2 CPU・GPU の性能をそれぞれ約 2 倍・約 5 倍：
ARM CPU のマルチコア化、3D GPU エンジンへの PowerVR SGX543 の採用により、シングル
CPU コアおよび当社独自 GPU エンジン搭載の従来品から、それぞれ性能向上を実現した。
注 3 株式会社富士通研究所：
本社 神奈川県川崎市、代表取締役社長 富田 達夫。

【関連リンク】
http://jp.fujitsu.com/group/fsl/
(富士通セミコンダクター)

http://jp.fujitsu.com/microelectronics/products/assp/gdc/
(自動車用グラフィックス・ディスプレイ・コントローラ)

【お客様お問い合わせ先】
富士通セミコンダクター株式会社
アドバンストプロダクト事業本部 映像ソリューション事業部
マーケティング部
電話：045-755-7075 (直通)
お問い合わせフォーム：http://edevice.fujitsu.com/jp-qform.html
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【添付資料】

【MB86R24 製品写真】

【MB86R24 主な仕様】
・プロセッサ
ARM® CortexTM-A9 デュアルコア 533MHz (Automotive)
ARM® NeonTM SIMD エンジン
・グラフィックス
ディスプレイ・コントローラー (3 系統)
2 系統：1920ｘ720p (最大)
1 系統：1920ｘ1080p (最大)
3D エンジン：PowerVRTM SGX543
6.4GFLOPS、1 ギガピクセル/秒、35 メガポリゴン処理 (200MHz 動作時)
OpenGL ES、OpenVG、OpenCL 準拠
2D エンジン：当社独自
・ビデオキャプチャー
6 入力 1920x1080i
・メモリ
DDR3/3L-800MHz/1066MHz
16bit, 32bit, 64bit
・周辺回路
標準 I/O
ネットワーク

I2C、I2S、UART、USART、ADC、HS-SPI、SPI、USB 2.0、SD/MMC、FPD-Link
CAN、Ethernet、MediaLB
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