
JP 6562709 B2 2019.8.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の周辺において当該車両を駐車する際に障害となる複数種類の障害物を検出する障
害物検出部と、
　前記障害物検出部の検出結果に基づいて車両周辺の空きスペースを検出する空きスペー
ス判定部と、
　前記空きスペース判定部によって検出された前記空きスペースに前記車両の駐車スペー
スがあるか否かを判定する駐車スペース判定部と、を備え、
　前記駐車スペース判定部は、
　前記空きスペースの左右にそれぞれ障害物が存在する場合に、前記障害物それぞれの位
置を示す各障害物枠と平行かつ該各障害物枠寄りである前記駐車スペースを含む複数の前
記駐車スペースの候補を同時にユーザへ提示し、該候補のうちからいずれか一つをユーザ
に選択させる
　ことを特徴とする駐車支援装置。
【請求項２】
　前記駐車スペース判定部による判定結果に基づいて前記空きスペースにおける前記駐車
スペースの情報を提供する情報提供部を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の駐車支援装置。
【請求項３】
　前記駐車スペース判定部は、
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　前記駐車スペースへ前記車両が進入できるか否かを判定し、
　前記情報提供部は、
　前記車両が進入できない駐車スペースの情報は提供しない
　ことを特徴とする請求項２に記載の駐車支援装置。
【請求項４】
　前記駐車スペースの位置を示す駐車枠の画像を生成する画像生成部を備え、
　前記情報提供部は、
　前記画像生成部によって生成された画像を表示部に表示する
　ことを特徴とする請求項３に記載の駐車支援装置。
【請求項５】
　前記駐車スペース判定部は、
　前記空きスペースにおいて位置および／または傾きが異なる複数の駐車スペースを設定
し、
　前記画像生成部は、
　前記複数の駐車スペースの位置を示す駐車枠の画像を生成する
　ことを特徴とする請求項４に記載の駐車支援装置。
【請求項６】
　前記駐車スペース判定部は、
　前記空きスペースに位置および／または傾きが異なる複数の駐車スペースがある場合、
当該複数の駐車スペースのうち駐車および／または発進が最もしやすい駐車スペースを判
定し、
　前記画像生成部は、
　前記駐車スペース判定部の判定結果に基づいて前記駐車スペースの位置を示す駐車枠の
画像を生成する
　ことを特徴とする請求項４に記載の駐車支援装置。
【請求項７】
　前記障害物に対する車両の寄せ幅および／または寄せ方向の指定を受け付ける受付部を
備え、
　前記駐車スペース判定部は、
　前記受付部によって受け付けられた前記寄せ幅および／または前記寄せ方向の設定に基
づいて、前記空きスペースにおける前記車両の駐車スペースを調整する
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の駐車支援装置。
【請求項８】
　前記障害物に対する車両の寄せ幅および／または寄せ方向の情報を複数の駐車対象のそ
れぞれに関連付けて記憶する記憶部と、
　駐車対象を判定する駐車対象判定部と、を備え、
　前記駐車スペース判定部は、
　前記駐車対象判定部によって判定された駐車対象に対応する前記寄せ幅および／または
前記寄せ方向の情報を前記記憶部から取得し、当該取得結果に基づいて前記空きスペース
における前記車両の駐車スペースを調整する
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の駐車支援装置。
【請求項９】
　前記障害物検出部によって検出させる障害物の種類の設定を受け付ける受付部を備え、
　前記障害物検出部は、
　前記設定された種類の障害物を検出対象として検出する
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載の駐車支援装置。
【請求項１０】
　車両の周辺において当該車両を駐車する際に障害となる複数種類の障害物を検出する障
害物検出工程と、
　前記障害物検出工程の検出結果に基づいて車両周辺の空きスペースを検出する空きスペ
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ース判定工程と、
　前記空きスペース判定工程によって検出された前記空きスペースに前記車両の駐車スペ
ースがあるか否かを判定する駐車スペース判定工程と、を含み、
　前記駐車スペース判定工程は、
　前記空きスペースの左右にそれぞれ障害物が存在する場合に、前記障害物それぞれの位
置を示す各障害物枠と平行かつ該各障害物枠寄りの前記駐車スペースを含む複数の前記駐
車スペースの候補を同時にユーザへ提示し、該候補のうちからいずれか一つをユーザに選
択させる
　ことを特徴とする駐車支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駐車支援装置および駐車支援方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、白線等の駐車用の目印がなく、駐車すべき好適な位置を把握することが困難な場
合においても、他車両のエッジを検出した結果に基づいて他車両の周辺に駐車スペースが
存在すると判定した場合、駐車スペースの画像上に駐車線の画像を描画する駐車支援装置
が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１６０１９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の駐車支援装置では、例えば、異型の空きスペースなどに対して駐
車スペースを適切に検出することができないおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、車両周辺の駐車スペースを適切に検出
することができる駐車支援装置および駐車支援方法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】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の駐車支援装置は、車両の周辺
において当該車両を駐車する際に障害となる複数種類の障害物を検出する障害物検出部と
、前記障害物検出部の検出結果に基づいて車両周辺の空きスペースを検出する空きスペー
ス判定部と、前記空きスペース判定部によって検出された前記空きスペースに前記車両の
駐車スペースがあるか否かを判定する駐車スペース判定部とを備えることを特徴とする。
また、前記駐車スペース判定部は、前記空きスペースの左右にそれぞれ障害物が存在する
場合に、前記障害物それぞれの位置を示す各障害物枠と平行かつ該各障害物枠寄りである
前記駐車スペースを含む複数の前記駐車スペースの候補を同時にユーザへ提示し、該候補
のうちからいずれか一つをユーザに選択させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、車両周辺の駐車スペースを適切に検出することができる駐車支援装置
および駐車支援方法を提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る駐車支援方法を示す説明図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る駐車支援装置の構成例を示す図である。
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【図３】図３は、撮像部の配置例を示す図である。
【図４】図４は、検出対象情報記憶部に記憶されている検出対象テーブルの一例を示す図
である。
【図５】図５は、スペース判定部による空きスペースの検出方法の一例を示す図である。
【図６】図６は、駐車枠モデル記憶部に記憶された仮想駐車枠のモデルの一例を示す図で
ある。
【図７】図７は、駐車スペース判定部による駐車スペースの有無の判定処理の説明図であ
る。
【図８】図８は、車両の移動領域パターンを車両の操舵角毎に対応付けたテーブルの一例
を示す図である。
【図９】図９は、駐車スペース判定部による空きスペースへの車両の進入可否判定の説明
図である。
【図１０】図１０は、仮想駐車枠の配置候補の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、推奨枠配置候補の選択例を示す図である。
【図１２】図１２は、表示部に表示される合成画像の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、ユーザ操作によって変更される仮想駐車枠を示す図（その１）であ
る。
【図１４】図１４は、ユーザ操作によって変更される仮想駐車枠を示す図（その２）であ
る。
【図１５】図１５は、駐車支援装置が実行する画像処理手順を示すフローチャートである
。
【図１６】図１６は、駐車スペース判定処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明にかかる駐車支援装置および駐車支援方法の実施形態を図面に基づいて
詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。
【００１０】
［１．駐車支援方法］
　図１は、本発明の実施形態に係る駐車支援方法を示す説明図であり、かかる駐車支援方
法は、例えば、車両１００に搭載される駐車支援装置１によって実行される。
【００１１】
　図１（ａ）に示す状態において、車両１００の運転手が車両１００の後方にある空きス
ペースに駐車しようとして駐車支援装置１の駐車ボタン（図示せず）を操作すると、駐車
支援装置１は、車両１００を駐車する際に障害となる障害物が車両１００の後方に存在す
る場合、かかる障害物を検出する。
【００１２】
　駐車支援装置１は、車両１００を駐車する際に障害となる複数種類の障害物を検出する
ことができ、図１（ａ）に示す例では、車両１００以外の自動車１０１、１０２（以下、
他車両１０１、１０２と記載する）に加え、木１０３を検出することができる。
【００１３】
　かかる障害物の検出結果に基づいて、駐車支援装置１は、車両１００の後方の空きスペ
ースを検出する。検出する障害物の種類が「自動車」のみである場合、他車両１０１、１
０２間の空きスペースは、木１０３を含むことになることから、空きスペースを適切に検
出できないおそれがある。一方、駐車支援装置１は、検出する障害物の種類として「木」
を含むことから、他車両１０１、１０２間の空きスペースを適切に検出することができる
。
【００１４】
　空きスペースの検出が終了すると、駐車支援装置１は、かかる空きスペースに車両１０
０の駐車スペースがあるか否かを判定する。図１（ｂ）に示すように、他車両１０１と平
行な領域Ａを駐車スペースとすると、領域Ａ内に木１０３が存在することから、車両１０
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０を駐車することが難しい。
【００１５】
　一方、他車両１０２と平行な領域Ｂを駐車スペースとすると、領域Ｂ内に木１０３が存
在しないことから、障害物にぶつかることなく車両１００を駐車スペースに駐車すること
が可能である。そこで、駐車支援装置１は、空きスペースに領域Ｂの駐車スペースがある
と判定し、かかる判定結果を運転者へ提供する。
【００１６】
　例えば、駐車支援装置１は、車両１００の後方を撮像する撮像部（図示せず）の撮像画
像に領域Ｂを示す駐車枠を合成した画像を表示部（図示せず）に表示することによって、
空きスペースに駐車スペースがあることを示す情報を提供する。
【００１７】
　このように、駐車支援装置１は、自動車以外の種類の障害物を検出し、かかる検出結果
に基づいて空きスペースを検出することから、例えば、駐車枠がない上述したような異型
の空きスペースであっても駐車スペースを適切に検出することができる。
【００１８】
　また、駐車支援装置１は、空きスペースに対する駐車方向が異なる複数の駐車スペース
が空きスペースに存在しうるかを判定することから、異型の空きスペースであっても駐車
スペースをより適切に検出することができる。
【００１９】
　また、駐車支援装置１は、他車両や木の他、例えば、縁石、電柱、案内標識、地面（路
面を含む）の湾曲や凸凹などについても、車両１００を駐車する際に障害となる障害物と
して検出することができ、検出する障害物の種類を適切に設定することで、駐車スペース
をさらに適切に検出することができる。以下、駐車支援装置１についてさらに詳細に説明
する。
【００２０】
［２．駐車支援装置１］
　図２は、本発明の実施形態に係る駐車支援装置１の構成例を示す図である。図２に示す
ように、駐車支援装置１は、撮像装置２と、主装置３とを備える。
【００２１】
　撮像装置２は、図３に示すように、車両１００の前方に配置された前方撮像部２ａと、
車両１００の後方に配置された後方撮像部２ｂと、車両１００の右方に配置された右方撮
像部２ｃと、車両１００の左方に配置された左方撮像部２ｄとを備える。図３は、撮像部
２ａ～２ｄの配置例を示す図である。
【００２２】
　撮像部２ａ～２ｄは、ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）やＣＭＯＳ（Complementary
　Metal　Oxide　Semiconductor）などの撮像素子を備え、かかる撮像素子によって撮像
した車両１００周辺の画像（以下、撮像画像と記載する）を主装置３へ出力する。なお、
撮像部２ａ～２ｄは、車両１００の前方、後方、右方および左方をそれぞれ撮像方向とし
て撮像を行う。
【００２３】
　また、撮像部２ａ～２ｄのレンズには魚眼レンズなどの広角レンズが採用され、各撮像
部２ａ～２ｄは１８０度以上の画角を有しており、これらの撮像部２ａ～２ｄを利用する
ことで、車両１００の全周囲を撮影することが可能である。
【００２４】
　主装置３は、情報提供部４と、情報生成部５と、入力部６と、受付部７と、位置情報取
得部８と、情報生成機能起動部９とを備え、車両１００の乗員（以下、ユーザと記載する
）に各種の情報を提供する。
【００２５】
［２．１．情報提供部４］
　情報提供部４は、撮像装置２から取得した撮像画像や情報生成部５から取得した画像に
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基づいてユーザに各種の情報を提供する。かかる情報提供部４は、画像取得部１１と、画
像変換部１２と、合成部１３と、表示部１４と備える。
【００２６】
　画像取得部１１は、撮像部２ａ～２ｄからそれぞれ撮像画像のデータを取得する。かか
る画像取得部１１は、表示部１４に表示させる画像の種類に応じて、撮像部２ａ～２ｄの
撮像画像の中から一つ以上の撮像画像を選択して出力する。表示部１４に表示させる画像
の種類は、例えば、入力部６へのユーザの入力操作によって選択され、また、車両１００
のギアの状態（進行方向）などによって選択される。なお、入力部６への入力操作は、例
えば、表示部１４上へのタッチ操作を含む。
【００２７】
　画像変換部１２は、画像取得部１１から出力される撮像画像に対して座標変換処理を行
って仮想視点から見た画像である仮想視点画像を生成し、かかる仮想視点画像のデータを
合成部１３へ出力する。
【００２８】
　かかる座標変換処理において、画像変換部１２は、例えば、撮像画像を所定の投影面に
投影（マッピング）し、所定の投影面に投影された撮像画像のうち仮想視点から見て所定
の視野角に含まれる領域の画像を仮想視点画像とする。
【００２９】
　例えば、画像変換部１２は、撮像部２ａ～２ｄの撮像画像に含まれるデータの位置と、
所定の投影面の位置との対応関係を示すテーブルを記憶しており、かかるテーブルを用い
て、撮像部２ａ～２ｄの撮像画像に含まれるデータを、所定の投影面の対応する位置に投
影することができる。
【００３０】
　かかる所定の投影面は、例えば、略半球状（例えば、お椀形状）をしており、その中心
領域（例えば、お椀の底部分）は車両１００の位置であり、車両１００の位置の外側（例
えば、お椀の底部分以外の部分）は、車両１００の周辺の領域に相当する。なお、所定の
投影面は、例えば、曲面でなく平面であってもよい。
【００３１】
　合成部１３は、画像取得部１１から出力される撮像画像に情報生成部５から取得した画
像をクロマキー合成したり、画像変換部１２によって生成された仮想視点画像に情報生成
部５から取得した画像をクロマキー合成したりすることができる。
【００３２】
　合成部１３は、クロマキー合成した画像（以下、合成画像と記載する）を表示部１４に
表示させる。なお、合成部１３は、画像取得部１１から出力される撮像画像や画像変換部
１２によって生成された仮想視点画像を情報生成部５から取得した画像と合成することな
く、表示部１４へ出力して表示させることもできる。
【００３３】
　表示部１４は、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display）を備え、合成部１３から取得した
画像のデータに基づき、撮像画像、仮想視点画像または合成画像を表示することができる
。かかる表示部１４はタッチパネル式ディスプレイであり、かかる表示部１４は、入力部
６の機能を備えるが、表示部１４はタッチパネル式ディスプレイでなくてもよい。
【００３４】
［２．２．情報生成部５］
　情報生成部５は、合成部１３によって撮像画像や仮想視点画像にクロマキー合成するた
めの合成用画像を生成し、情報提供部４へ出力する。かかる情報生成部５は、障害物検出
部２１と、検出対象情報記憶部２２と、空きスペース判定部２３と、駐車スペース判定部
２４と、駐車枠モデル記憶部２５と、駐車対象判定部２６と、寄せ情報記憶部２７と、画
像生成部２８と、誘導経路設定部２９とを備える。
【００３５】
［２．２．１．障害物判定処理］



(7) JP 6562709 B2 2019.8.21

10

20

30

40

50

　まず、障害物検出部２１による障害物検出処理について説明する。障害物検出部２１は
、車両１００の周辺において車両１００の走行や駐車の際に障害となる複数種類の障害物
を検出する。障害物検出部２１は、情報提供部４から出力される撮像画像内の障害物を例
えば背景差分法および特徴点法によって検出することができる。
【００３６】
　例えば、障害物検出部２１は、背景差分法を用いて撮像画像から障害物の候補を検出す
る。かかる処理において、障害物検出部２１は、情報提供部４から出力される現在の撮像
画像とその直前の撮像画像との各画素を比較し、差分が抽出された領域に直前の撮像画像
では見られなかった物体が存在するものとし、その物体を障害物の候補になるものとして
画像内から検出する。
【００３７】
　また、障害物検出部２１は、特徴点法を用いて障害物の候補の中から障害物を検出する
。かかる処理において、障害物検出部２１は、例えば、障害物の候補の特徴点を判定し、
かかる特徴点を検出対象情報記憶部２２に記憶している各種の障害物のテンプレート画像
の特徴点と比較することによって、障害物の候補にマッチングする障害物を判定する。
【００３８】
　図４は、検出対象情報記憶部２２に記憶されている検出対象テーブルの一例を示す図で
あり、図４に示す検出対象テーブルは、「障害物種別」と「検出フラグ」と「テンプレー
ト画像」とが関連付けられた情報である。
【００３９】
　「障害物種別」は、障害物検出部２１において検出可能な障害物の種類を示す情報であ
り、図４に示す例では、「自動車」、「木」、「電柱」、「縁石」、「案内標識」、「バ
イク」、・・・、「地面（路面）の湾曲」、「地面（路面）の凸凹」などである。
【００４０】
　「検出フラグ」は、障害物検出部２１の検出対象にするか否かを示す情報であり、かか
る検出フラグが「１」である場合、障害物検出部２１による検出対象になり、検出フラグ
が「０」である場合、障害物検出部２１による検出対象にはならない。
【００４１】
　かかる検出フラグは、例えば、ユーザによる入力部６への入力操作によって設定するこ
とができる。画像生成部２８は、例えば、検出対象にする障害物の種類を選択するための
選択画像（図示せず）を合成部１３経由または直接に表示部１４に表示する。ユーザは、
表示部１４に表示された選択画像から検出対象にする障害物の種類を入力部６への入力操
作によって選択することができる。
【００４２】
　なお、障害物検出部２１による障害物の検出方法は、上述した方法に限定されるもので
はなく、例えば、障害物検出部２１は、空間微分法による物体検出や顕著性算出法による
物体検出を行うことができ、また、特徴点以外によるマッチングを行うこともできる。
【００４３】
　なお、上述した例では、障害物検出部２１は、撮像装置２の撮像画像に基づいて障害物
を検出するものとして説明したが、障害物検出部２１は、測距センサなどの反射型センサ
（図示せず）によって車両１００の周辺を走査（スキャン）することによって障害物を検
出することもできる。かかる反射型センサを用いることによって、例えば、地面（路面を
含む）の湾曲や凸凹の検出を容易に行うことができる。
【００４４】
［２．２．２．空きスペース判定処理］
　次に、図２に示す空きスペース判定部２３は、障害物検出部２１の検出結果に基づいて
車両１００周辺の空きスペースを検出する。図５は、空きスペース判定部２３による空き
スペースの検出方法の一例を示す図である。
【００４５】
　図５に示すように、空きスペース判定部２３は、例えば、障害物検出部２１によって検
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出された障害物である他車両１０１、１０２や木１０３の外形をそれぞれ枠Ｗ１～Ｗ３（
以下、障害物枠Ｗ１～Ｗ３と記載する）で囲い、かかる障害物枠Ｗ１～Ｗ３と平行な仮想
直線Ｘ１～Ｘ４、Ｙ１～Ｙ３を設定する。
【００４６】
　この場合、空きスペース判定部２３は、仮想直線Ｘ１、Ｘ４、Ｙ１、Ｙ３で囲まれる領
域のうち、障害物枠Ｗ３が存在する領域（仮想直線Ｘ２、Ｘ３、Ｙ１、Ｙ２で囲まれる領
域）を除く領域を空きスペースとして判定する。
【００４７】
　なお、図５に示す仮想直線の配置は、一例であり、空きスペースを検出するために適切
に仮想直線を配置するものであればよく、空きスペース判定部２３は、例えば、図５にお
ける障害物枠Ｗ３の紙面上方と平行な仮想直線を配置することもできる。また、空きスペ
ース判定部２３は、障害物枠に沿った仮想直線ではなく、障害物枠の角部分間を結ぶ仮想
直線を配置することもできる。また、障害物枠は、必ずしも矩形状に限定されるものでは
なく、障害物全体を囲う形状であれば、矩形以外の多角形状や円状であってもよい。
【００４８】
　このように、空きスペース判定部２３は、車両１００周辺に存在する複数種類の障害物
に囲まれた領域を空きスペースとして検出することができる。そのため、例えば、隣接す
る他車両間に障害物があるような異型のスペースであっても、空きスペースとして検出す
ることができ、空きスペースの検出精度を向上させることができる。
【００４９】
　なお、空きスペース判定部２３は、障害物に囲まれた領域ではなく、例えば、車両１０
０周辺に障害物が複数存在していない場合であっても、障害物に隣接する領域を空きスペ
ースとして判定することもできる。また、空きスペース判定部２３は、撮像画像に駐車枠
が含まれる場合、駐車枠内の領域から障害物を除く領域を空きスペースとして判定するこ
ともできる。
【００５０】
　また、空きスペース判定部２３は、位置情報取得部８によって取得された位置情報に基
づき、車両１００の周囲に駐車場が存在すると判定すると、かかる駐車場の領域から障害
物を除いた領域を空きスペースとして判定することもできる。
【００５１】
　この場合、空きスペース判定部２３は、例えば、駐車場などの駐車用領域と位置情報と
を関連付けて記憶しておき、かかる情報に基づいて駐車場などの駐車用領域の存在を判定
することができる。なお、上述した例では、仮想直線を配置して空きスペースを検出した
が、仮想直線に加えまたは代えて、仮想曲線を配置して空きスペースを検出することもで
きる。
【００５２】
［２．２．３．駐車スペース判定処理］
　次に、駐車スペース判定処理について説明する。駐車スペース判定処理は、図２に示す
駐車スペース判定部２４の処理と図２に示す駐車対象判定部２６の処理とを含む。
【００５３】
　駐車スペース判定部２４は、駐車枠モデル記憶部２５に記憶された仮想駐車枠ＶＦのモ
デルに基づいて、空きスペース判定部２３によって検出された空きスペースに車両１００
の駐車スペースがあるか否かを判定する。
【００５４】
　図６は、駐車枠モデル記憶部２５に記憶された仮想駐車枠ＶＦのモデルの一例を示す図
である。図６に示すように、仮想駐車枠ＶＦは、車両１００の外形（自車外形）に対して
前後左右方向でそれぞれマージンαを加えた矩形状の枠である。なお、マージンαは、前
後左右方向でそれぞれ異なる値にすることもできる。
【００５５】
　仮想駐車枠ＶＦのマージンαは、例えば、ユーザが入力部６への入力操作によって設定
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することができる。画像生成部２８は、マージンαを設定するための画像（図示せず）を
合成部１３経由または直接に表示部１４に表示することができ、ユーザは、表示部１４に
表示された画像を参照しながら入力部６への入力操作によってマージンαを設定すること
ができる。
【００５６】
　また、駐車スペース判定部２４は、例えば、空きスペースの状態に応じて仮想駐車枠Ｖ
Ｆのマージンαを増減することができる。例えば、駐車スペース判定部２４は、空きスペ
ースの異型度合いが高い場合（例えば、空きスペースの形状が複雑である場合）、仮想駐
車枠ＶＦのマージンαを増加させ、空きスペースの異型度合いが低い場合、仮想駐車枠Ｖ
Ｆのマージンαを低減させることができる。
【００５７】
　また、駐車スペース判定部２４は、ユーザの運転レベルに応じて仮想駐車枠ＶＦのマー
ジンαを増減することもできる。例えば、駐車スペース判定部２４は、ユーザの運転レベ
ルが基準レベルよりも低い場合、仮想駐車枠ＶＦのマージンαを増加させ、ユーザの運転
レベルが基準レベルよりも高い場合、仮想駐車枠ＶＦのマージンαを低減させることがで
きる。
【００５８】
　なお、ユーザの運転レベルは、例えば、急ハンドルの頻度、急ブレーキの頻度、走行速
度の変化など種々の運転操作履歴に基づいて判定することができ、駐車スペース判定部２
４は、運転操作履歴を車両１００に搭載された種々のセンサから取得することができる。
【００５９】
　駐車スペース判定部２４は、空きスペース判定部２３によって検出された空きスペース
内に仮想駐車枠ＶＦが収まる場合に、空きスペースに車両１００の駐車スペースがあると
判定することができる。
【００６０】
　図７は、駐車スペース判定部２４による駐車スペースの有無の判定処理の説明図である
。図７に示すように、駐車スペース判定部２４は、空きスペースにおいて仮想駐車枠ＶＦ
を平行移動したり回転したりすることによって、空きスペース判定部２３によって検出さ
れた空きスペース内に仮想駐車枠ＶＦが収まるか否かを判定することができる。なお、仮
想駐車枠ＶＦの平行移動は、前後左右（図７の上下左右）に行うことができ、また、仮想
駐車枠ＶＦの回転は、例えば、仮想駐車枠ＶＦの中心または四隅のいずれかを中心として
行うことができる。
【００６１】
　かかる処理において、駐車スペース判定部２４は、空きスペースの仮想駐車枠ＶＦへ車
両１００が進入できるか否かを判定することができる。例えば、空きスペースに仮想駐車
枠ＶＦが入る場合であっても、車両１００が障害物枠にぶつかることなく仮想駐車枠ＶＦ
に進入できない場合、空きスペースの仮想駐車枠ＶＦへ車両１００が進入することが困難
であるとする。この場合、駐車スペース判定部２４は、空きスペースへ車両１００が進入
できないと判定し、かかる判定結果に基づき、空きスペースに車両１００の駐車スペース
がないと判定することができる。
【００６２】
　駐車スペース判定部２４は、車両１００の操舵角に応じた車両１００の移動領域パター
ンの情報を記憶しており、かかる情報に基づいて空きスペースへ車両１００が進入できる
か否かを判定することができる。移動領域パターンは、例えば、車両１００の移動軌跡を
示す領域であり、移動領域パターンの幅は、例えば、仮想駐車枠ＶＦの幅に設定される。
【００６３】
　駐車スペース判定部２４は、例えば、図８に示すテーブルを記憶しており、かかるテー
ブルに設定された１以上の移動領域パターンを組み合わせてつなぎ合わせることにより車
両１００の移動領域を設定し、かかる移動領域に基づいて空きスペースへ車両１００が進
入できるか否かを判定することができる。図８は、車両１００の移動領域パターンを車両
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１００の操舵角毎に対応付けたテーブルの一例を示す図である。図８に示すテーブルでは
、各移動領域パターンにおいて、距離が長い方の長さＹ1、Ｙ2、・・・、Ｙ10、・・・が
移動領域パターン間で等しくなるように設定されている。
【００６４】
　なお、仮想移動領域パターンが設定されるテーブルは、車両１００の操舵角に代えて、
ハンドル操作角と移動領域パターンを関連付けたテーブルであってもよい。また、駐車ス
ペース判定部２４は、移動領域パターンをつなぎ合せることができるように、移動領域パ
ターンの平行移動、回転および反転などを行うことができる。
【００６５】
　図９は、駐車スペース判定部２４による空きスペースへの車両の進入可否判定の説明図
である。駐車スペース判定部２４は、車両１００が停止または走行している道路に面する
進入口があるか否かを判定する。駐車スペース判定部２４は、進入口があると判定した場
合、図９に示すように、かかる進入口から空きスペースの駐車スペースまでを複数の角度
に対応する移動領域パターンをつなぎ合わせて車両１００の移動領域を設定していき、障
害物に接触することなく駐車スペースまでの移動領域を設定することができるか否かを判
定する。図９に示す例では、３つの０°の移動領域パターンと、３つの１５°の移動領域
パターンと、３つの１０°の移動領域パターンを順次つなぎ合わせており、障害物に接触
することなく駐車スペースまでの移動領域を設定することができている。
【００６６】
　駐車スペース判定部２４は、障害物に接触することなく駐車スペースまでの移動領域を
移動領域パターンによって形成することができると判定すると、空きスペースへ車両１０
０が進入できると判定する。なお、ここでは、移動領域パターンを組み合わせる例を説明
したが、かかる例に限定されるものではない。例えば、駐車スペース判定部２４は、車両
１００からの駐車スペースの位置関係毎に駐車スペースまでの移動領域のパターンを記憶
することもでき、この場合、駐車スペースまでの移動領域のパターンを設定した場合に、
かかる移動領域に障害物が含まれるか否かによって空きスペースへ車両１００が進入でき
るか否かを判定することもできる。
【００６７】
　駐車スペース判定部２４は、空きスペースに車両１００の駐車スペースがあると判定す
ると、空きスペースにおける仮想駐車枠ＶＦの配置候補ＰＦ（以下、枠配置候補ＰＦと記
載する場合がある）を決定する。駐車スペース判定部２４は、位置や傾きの異なる複数の
枠配置候補ＰＦを設定することができる。
【００６８】
　図１０は、枠配置候補ＰＦの一例を示す図である。図１０に示す例では、駐車スペース
判定部２４は、空きスペースにおける複数の枠配置候補ＰＦ１～ＰＦ３を設定している。
【００６９】
　枠配置候補ＰＦ１は、障害物枠Ｗ１に平行かつ障害物枠Ｗ１寄りの駐車スペースを示す
。枠配置候補ＰＦ２は、障害物枠Ｗ２に平行かつ障害物枠Ｗ２寄りの駐車スペースを示す
。枠配置候補ＰＦ３は、障害物枠Ｗ１に平行かつ障害物枠Ｗ１、Ｗ２の中間位置にある駐
車スペースを示す。
【００７０】
　駐車スペース判定部２４は、例えば、空きスペースにおいて互いの領域の重複率が所定
値（例えば、５０％）以下になるような複数の駐車スペースを配置できる場合、これら複
数の駐車スペースに対応する枠配置候補ＰＦを設定することができる。
【００７１】
　また、駐車スペース判定部２４は、空きスペースにおいて傾きが所定角度以上異なる複
数の駐車スペースが配置できる場合、これら複数の駐車スペースに対応する枠配置候補Ｐ
Ｆを設定することができる。
【００７２】
　また、駐車スペース判定部２４は、例えば、寄せ情報記憶部２７に記憶された寄せ情報
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に基づいて、枠配置候補ＰＦを調整または設定することができる。
【００７３】
　寄せ情報記憶部２７に記憶される寄せ情報は、寄せ幅の情報と寄せ方向の情報とを含む
。寄せ幅の情報は、障害物と枠配置候補ＰＦとの間の距離Ｗを示す情報である。例えば、
駐車スペース判定部２４は、図１０に示す枠配置候補ＰＦ１の配置を、障害物枠Ｗ３との
間の距離が距離Ｗになるように、図１０に示す枠配置候補ＰＦ２の配置を、障害物枠Ｗ２
との間の距離が距離Ｗになるようにそれぞれ調整または設定する。
【００７４】
　また、寄せ方向の情報は、空きスペースのうちのどの方向に寄せるかを示す情報である
。駐車スペース判定部２４は、寄せ方向が左方向に設定されている場合、例えば、図１０
に示す枠配置候補ＰＦ１～ＰＦ３のうち枠配置候補ＰＦ１のみを設定し、寄せ方向が右方
向に設定されている場合、例えば、図１０に示す枠配置候補ＰＦ１～ＰＦ３のうち枠配置
候補ＰＦ２のみを設定することができる。
【００７５】
　駐車スペース判定部２４は、駐車対象判定部２６によって判定された駐車対象に応じた
寄せ情報を寄せ情報記憶部２７から取得し、このように取得した寄せ情報に基づいて枠配
置候補ＰＦを調整または設定することができる。なお、寄せ情報記憶部２７に記憶される
寄せ情報は、例えば、ユーザによる入力部６への入力操作によって駐車対象毎に設定する
ことができ、これにより、ユーザが意図する位置に駐車することができる。
【００７６】
　駐車対象判定部２６は、情報提供部４から取得した撮像画像や位置情報取得部８によっ
て取得された位置情報に基づいて、駐車シーンや駐車種別などの駐車対象を判定する。駐
車シーンは、例えば、駐車する場所が一般道路であるか駐車場であるかなどを示す情報で
ある。
【００７７】
　駐車対象判定部２６は、例えば、位置情報取得部８によって取得された位置情報に基づ
き、現在の位置が一般道路上である場合に駐車対象のシーンが一般道路であると判定し、
現在の位置が駐車場である場合に駐車対象のシーンが駐車場であると判定する。なお、駐
車対象判定部２６は、情報提供部４から取得した撮像画像から駐車シーンを判定すること
もできる。
【００７８】
　駐車種別は、例えば、駐車対象の種別が並列駐車であるか、車庫入れであるか、縦列駐
車であるかなどを示す情報である。駐車対象判定部２６は、例えば、進行方向の撮像画像
に車庫が検出される場合に、駐車対象の種別を車庫入れと判定することができる。
【００７９】
　また、駐車対象判定部２６は、例えば、駐車シーンが一般道路であり、進行方向の撮像
画像に路肩に寄せて駐車されている他車両が検出された場合に縦列駐車であると判定する
ことができる。さらに、駐車対象判定部２６は、例えば、駐車シーンが駐車場である場合
に、駐車種別が並列駐車であると判定することができる。
【００８０】
　寄せ情報記憶部２７には、上述した寄せ情報が駐車対象毎に記憶される。駐車スペース
判定部２４は、上述したように、駐車対象判定部２６によって判定された駐車対象に応じ
た寄せ情報を寄せ情報記憶部２７から取得し、かかる寄せ情報に基づいて枠配置候補ＰＦ
を調整または設定する。これにより、駐車対象に応じた適切な寄せ幅や寄せ方向の枠配置
候補ＰＦを設定することができる。
【００８１】
　例えば、駐車シーンが一般道路で路上駐車を行う場合、路肩（日本であれば左側）を寄
せ方向として路肩からの寄せ幅が設定され、これにより、路肩に寄せるように枠配置候補
ＰＦを調整することができる。また、駐車シーンが駐車場である場合、寄せ方向が中央寄
せとして設定され、これにより、例えば、障害物間の中央に枠配置候補ＰＦを調整するこ
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とができる。
【００８２】
　なお、駐車スペース判定部２４は、駐車対象判定部２６によって判定された駐車対象に
関わらず、ユーザによって設定された寄せ情報または予めデフォルトで設定された寄せ情
報を寄せ情報記憶部２７から取得して枠配置候補ＰＦを調整することもできる。
【００８３】
　また、駐車スペース判定部２４は、空きスペースにおける複数の枠配置候補ＰＦを設定
した場合、これら複数の枠配置候補ＰＦのうち推奨する枠配置候補ＰＦ（以下、推奨枠配
置候補ＲＰＦと記載する）を設定することができる。
【００８４】
　駐車スペース判定部２４は、車両１００が駐車し易い駐車スペースや車両１００が発進
し易い駐車スペースに対応する枠配置候補ＰＦを推奨枠配置候補ＲＰＦとして設定するこ
とができる。
【００８５】
　例えば、駐車スペース判定部２４は、複数の枠配置候補ＰＦのうち、舵角が最も緩やか
、すなわち、最も緩やかなハンドル操作によって駐車や発進できる駐車スペースに対応す
る枠配置候補ＰＦを推奨枠配置候補ＲＰＦとして選択することができる。
【００８６】
　図１１は、推奨枠配置候補ＲＰＦの選択例を示す図である。図１１に示すように、複数
の枠配置候補ＰＦ１～ＰＦ３がある場合、図１１に示す車両１００の位置から最も緩やか
なハンドル操作によって駐車できる駐車スペースに対応する枠配置候補ＰＦは、枠配置候
補ＰＦ２である。そこで、駐車スペース判定部２４は、複数の枠配置候補ＰＦ１～ＰＦ３
のうち枠配置候補ＰＦ２を推奨枠配置候補ＲＰＦとして設定する。
【００８７】
　また、駐車スペース判定部２４は、図１１に示す車両１００の位置へ向かって駐車スペ
ースから発進する場合、複数の枠配置候補ＰＦ１～ＰＦ３のうち枠配置候補ＰＦ２に対応
する駐車スペースから最も緩やかなハンドル操作によって発進することができる。そこで
、駐車スペース判定部２４は、複数の枠配置候補ＰＦ１～ＰＦ３のうち枠配置候補ＰＦ２
を推奨枠配置候補ＲＰＦとして設定する。
【００８８】
　なお、駐車スペース判定部２４は、車両１００が発進する方向を例えば、車両１００が
空きスペース付近にどの方向から到達したかによって決定することができる。また、例え
ば、駐車スペース判定部２４は、入力部６へのユーザ操作による発進方向の指定によって
車両１００が発進する方向を決定することもできる。
【００８９】
　また、駐車スペース判定部２４は、駐車がし易く且つ発進がし易い駐車スペースに対応
する枠配置候補ＰＦを推奨枠配置候補ＲＰＦとすることができ、駐車のし易さと発進のし
易さの一方の駐車スペースに対応する枠配置候補ＰＦを推奨枠配置候補ＲＰＦにすること
ができる。また、駐車スペース判定部２４は、入力部６へのユーザ操作に基づき、駐車の
し易さと発進のし易さのいずれを優先するかを決定することができる。
【００９０】
　また、駐車スペース判定部２４は、駐車や発進のし易さに加えまたは代えて、車両１０
０の左右の所定範囲（例えば、１ｍ）に障害物がない駐車スペースに対応する枠配置候補
ＰＦを推奨枠配置候補ＲＰＦとすることができる。なお、駐車スペース判定部２４は、車
両１００のドア付近の左右の所定範囲に障害物がない駐車スペースに対応する枠配置候補
ＰＦを推奨枠配置候補ＲＰＦとすることができる。
【００９１】
［２．２．４．画像生成処理］
　次に、画像生成処理について説明する。画像生成部２８は、例えば、駐車スペース判定
部２４によって設定された枠配置候補ＰＦを示す画像（以下、仮想駐車枠画像と記載する
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）を生成し、情報提供部４へ出力する。
【００９２】
　画像生成部２８は、駐車スペース判定部２４によって設定された枠配置候補ＰＦのうち
推奨枠配置候補ＲＰＦを強調表示するように推奨枠配置候補ＲＰＦの画像を生成する。
【００９３】
　強調表示の方法は、例えば、推奨枠配置候補ＲＰＦの枠線画像を他の枠配置候補ＰＦの
枠線画像よりも太くしたり、色を目立つようにしたりすることによって行われる。なお、
画像生成部２８は、推奨枠配置候補ＲＰＦの画像に例えば「推奨」の文字を含むようにす
ることもできる。
【００９４】
　情報提供部４の合成部１３は、撮像画像や仮想視点画像に仮想駐車枠画像をクロマキー
合成し、かかる合成画像を表示部１４に表示する。これにより、ユーザは周辺画像に仮想
駐車枠画像が合成された画像を視認することができ、仮想駐車枠画像に基づいて駐車操作
を行うことができる。
【００９５】
　画像生成部２８は、撮像画像に合成する仮想駐車枠画像を生成する場合、枠配置候補Ｐ
Ｆを撮像画像に対応する座標に変換して仮想駐車枠画像を生成する。また、画像生成部２
８は、仮想視点画像に合成する仮想駐車枠画像を生成する場合、枠配置候補ＰＦを仮想視
点画像に対応する座標に変換して仮想駐車枠画像を生成する。
【００９６】
　図１２は、表示部１４に表示される合成画像５０の一例を示す図であり、かかる合成画
像５０は、車両１００の上方からみた仮想視点画像上に仮想駐車枠画像を合成した画像で
ある。図１２に示すように、表示部１４には、枠配置候補ＰＦ１～ＰＦ３の画像がそれぞ
れ表示され、枠配置候補ＰＦ２が推奨枠配置候補ＲＰＦであることが分かるように強調表
示されている。
【００９７】
　このように合成画像５０が表示部１４に表示されている状態でユーザによる入力部６へ
の操作によって枠配置候補ＰＦ１～ＰＦ３の中から一つの枠配置候補ＰＦが選択された場
合、駐車スペース判定部２４は、選択された枠配置候補ＰＦ以外の枠配置候補ＰＦの設定
を取り消す。
【００９８】
　これにより、画像生成部２８は、選択されていない枠配置候補ＰＦに対応する仮想駐車
枠画像の生成を停止し、表示部１４には、枠配置候補ＰＦ１～ＰＦ３のうち選択された枠
配置候補ＰＦに対応する仮想駐車枠画像のみが表示される。
【００９９】
　駐車支援装置１の誘導経路設定部２９（図２参照）は、選択された枠配置候補ＰＦに対
応する駐車スペースへの誘導経路を演算し、かかる誘導経路の画像を画像生成部２８に生
成させる。これにより、ユーザは、表示部１４に表示された誘導経路の画像に基づいて、
選択した枠配置候補ＰＦに対応する駐車スペースへの駐車を適切に行うことができる。
【０１００】
　ところで、駐車支援装置１は、ユーザによって枠配置候補ＰＦが選択された後であって
も、選択された枠配置候補ＰＦの位置を調整することができる。例えば、駐車スペース判
定部２４は、ユーザによる入力部６への操作によって、選択された枠配置候補ＰＦに対す
る位置の変更が要求された場合、選択された枠配置候補ＰＦの位置をユーザ操作に基づい
て変更することができる。
【０１０１】
　図１３および図１４は、ユーザ操作によって変更される枠配置候補ＰＦを示す図であり
、図１３は枠配置候補ＰＦ２が選択された枠配置候補ＰＦであり、図１４は枠配置候補Ｐ
Ｆ３が選択された枠配置候補ＰＦである。
【０１０２】



(14) JP 6562709 B2 2019.8.21

10

20

30

40

50

　図１３に示すように、ユーザ操作に基づいて駐車スペース判定部２４は枠配置候補ＰＦ
２の左右方向（横方向）の位置を例えば、枠配置候補ＰＦ２－１、ＰＦ２－２、ＰＦ２－
３のいずれにも変更することができる。
【０１０３】
　また、図１４に示すように、ユーザ操作に基づいて駐車スペース判定部２４は枠配置候
補ＰＦ３の上下方向（縦方向）の位置を枠配置候補ＰＦ３－１、ＰＦ３－２、ＰＦ３－３
のいずれにも変更することができる。なお、図１４において、枠配置候補ＰＦ３－１、Ｐ
Ｆ３－２、ＰＦ３－３は、便宜上、見やすくするために左右方向にずらしている。
【０１０４】
　駐車スペース判定部２４は、例えば、表示部１４に対するユーザのタッチ位置に基づい
て枠配置候補ＰＦの左右方向や上下方向の位置を変更することができる。また、画像生成
部２８は、例えば、寄せ幅を変更するためのインジケータの画像を生成して表示部１４に
表示させ、駐車スペース判定部２４は、インジケータへのユーザのタッチ操作によって寄
せ幅を設定することができる。
【０１０５】
　このように、ユーザは、枠配置候補ＰＦを選択した後、選択した枠配置候補ＰＦの位置
を調整することができることから、枠配置候補ＰＦをユーザの好みにあった位置に調整す
ることができる。
【０１０６】
［２．２．５．情報生成機能起動処理］
　次に、情報生成機能起動処理について説明する。情報生成部５によって仮想駐車枠画像
を生成する機能である情報生成機能は、入力部６へのユーザ操作や情報生成機能起動部９
によって起動される。
【０１０７】
　例えば、入力部６へのユーザ操作によって情報生成機能を起動する操作が行われた場合
、情報生成部５は仮想駐車枠画像の生成を開始する。入力部６へのユーザ操作は、例えば
、表示部１４に表示された駐車ボタン（図示せず）をタッチ操作することによって行われ
る。また、表示部１４に駐車ボタンを表示することに代えてまたは加えて、物理的な駐車
ボタンを駐車支援装置１に配置することもできる。
【０１０８】
　また、情報生成機能起動部９は、車両１００の周囲環境や車両１００の状態などによっ
て情報生成部５の情報生成機能を起動し、情報生成部５に仮想駐車枠画像の生成を開始さ
せる。
【０１０９】
　例えば、情報生成機能起動部９は、位置情報取得部８によって取得された位置情報に基
づき、駐車場までの距離が所定閾値（例えば、５ｍ）以下である場合に、情報生成部５の
情報生成機能を起動し、情報生成部５に仮想駐車枠画像の生成を開始させることができる
。また、情報生成機能起動部９は、駐車場までの距離が所定閾値以下である場合、さらに
、車両１００の速度が所定閾値（例えば、１０ｋｍ／ｈ）以下である場合に情報生成部５
の情報生成機能を起動することもできる。
【０１１０】
　また、情報生成機能起動部９は、例えば、画像取得部１１によって取得された撮像画像
に地面（路面を含む）上に形成された駐車枠が含まれる場合に、情報生成部５の情報生成
機能を起動することもできる。また、この場合も、情報生成機能起動部９は、さらに、車
両１００の速度が所定閾値以下である場合に情報生成部５の情報生成機能を起動すること
もできる。
【０１１１】
　また、情報生成機能起動部９は、例えば、進行方向の撮像画像に車庫が検出される場合
に情報生成部５の情報生成機能を起動することもでき、この場合も、情報生成機能起動部
９は、さらに、車両１００の速度が所定閾値以下である場合に情報生成部５の情報生成機
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能を起動することもできる。
【０１１２】
［３．駐車支援装置１の画像処理］
　次に、図１５を参照して駐車支援装置１によって実行される画像処理について説明する
。図１５は、駐車支援装置１が実行する画像処理手順を示すフローチャートであり、かか
る画像処理手順は駐車支援装置１によって繰り返し実行される。
【０１１３】
　図１５に示すように、駐車支援装置１の画像取得部１１は、撮像装置２から撮像画像を
取得する（ステップＳ１）。駐車支援装置１の障害物検出部２１は、画像取得部１１によ
って取得された撮像画像に基づいて障害物を検出する（ステップＳ２）。
【０１１４】
　次に、駐車支援装置１の空きスペース判定部２３は、障害物検出部２１によって判定さ
れた障害物の情報に基づいて空きスペースを判定する（ステップＳ３）。このように判定
された空きスペースに基づき、駐車スペース判定部２４は、駐車スペース判定処理を行う
（ステップＳ４）。かかる駐車スペース判定処理は、図１６に示すステップＳ１０～Ｓ１
５の処理であり、後で詳述する。
【０１１５】
　次に、駐車支援装置１の画像生成部２８は、駐車スペース判定部２４によって設定され
た枠配置候補ＰＦを示す画像である仮想駐車枠画像を生成し、情報提供部４へ出力する（
ステップＳ５）。かかる処理において、画像生成部２８は、枠配置候補ＰＦに推奨枠配置
候補ＲＰＦが含まれる場合には、推奨枠配置候補ＲＰＦを強調表示するように推奨枠配置
候補ＲＰＦの画像を生成する。
【０１１６】
　次に、駐車支援装置１の情報提供部４は情報提供処理を行う（ステップＳ６）。かかる
処理において、情報提供部４の合成部１３は、撮像画像や仮想視点画像に仮想駐車枠画像
をクロマキー合成し、合成後の画像を表示部１４に表示する。これにより、例えば、駐車
枠がない上述したような異型の空きスペースであっても駐車スペースの情報を提供するこ
とができる。
【０１１７】
　次に、図１５に示すステップＳ４の駐車スペース判定処理について、図１６を参照して
詳細に説明する。図１６は、駐車スペース判定処理手順を示すフローチャートである。
【０１１８】
　図１６に示すように、駐車スペース判定部２４は、空きスペース判定部２３によって検
出された空きスペースに車両１００の駐車スペースがあるか否かを判定する（ステップＳ
１０）。
【０１１９】
　空きスペースに駐車スペースがあると判定した場合（ステップＳ１０；Ｙｅｓ）、駐車
スペース判定部２４は、空きスペースへ車両１００が進入できるか否かを判定する（ステ
ップＳ１１）。かかる処理において、空きスペースへ車両１００が進入できると判定する
と（ステップＳ１１；Ｙｅｓ）、駐車スペース判定部２４は、仮想駐車枠ＶＦの配置候補
ＰＦを設定する（ステップＳ１２）。
【０１２０】
　次に、駐車スペース判定部２４は、寄せ情報記憶部２７に記憶された寄せ情報に基づい
て、ステップＳ１２において設定された仮想駐車枠ＶＦの配置候補ＰＦを調整する（ステ
ップＳ１３）。かかる処理において、駐車スペース判定部２４は、例えば、寄せ情報を寄
せ情報記憶部２７から取得し、かかる寄せ情報に基づいて枠配置候補ＰＦを調整すること
ができる。
【０１２１】
　次に、駐車スペース判定部２４は、設定された仮想駐車枠ＶＦの配置候補ＰＦが複数あ
るか否かを判定する（ステップＳ１４）。設定された仮想駐車枠ＶＦの配置候補ＰＦが複
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数ある場合（ステップＳ１４；Ｙｅｓ）、駐車スペース判定部２４は、複数の仮想駐車枠
ＶＦの配置候補ＰＦのうち、推奨する仮想駐車枠ＶＦの配置候補ＰＦを設定する（ステッ
プＳ１５）。
【０１２２】
　ステップＳ１５の処理が終了した場合、ステップＳ１０において、空きスペースに駐車
スペースがないと判定した場合（ステップＳ１０；Ｎｏ）、ステップＳ１１において、空
きスペースへ車両１００が進入できないと判定した場合（ステップＳ１１；Ｎｏ）、およ
び、ステップＳ１４において、設定された仮想駐車枠ＶＦの配置候補ＰＦが複数ない場合
（ステップＳ１４；Ｎｏ）、駐車スペース判定部２４は、図１６に示す処理を終了する。
【０１２３】
　上述したように、実施形態に係る駐車支援装置１は、障害物検出部２１と、空きスペー
ス判定部２３と、駐車スペース判定部２４とを備える。障害物検出部２１は、車両１００
の周辺において車両１００を駐車する際に障害となる複数種類の障害物を検出し、空きス
ペース判定部２３は、障害物検出部２１の検出結果に基づいて車両１００周辺の空きスペ
ースを検出する。また、駐車スペース判定部２４は、空きスペース判定部２３によって検
出された空きスペースに車両１００の駐車スペースがあるか否かを判定する。
【０１２４】
　このように、駐車支援装置１は、自動車以外の種類の障害物を検出し、かかる検出結果
に基づいて空きスペースを検出することから、例えば、駐車枠がない異型の空きスペース
であっても駐車スペースを適切に判定することができる。
【０１２５】
　また、情報提供部４は、駐車スペース判定部２４による判定結果に基づいて、空きスペ
ースにおける駐車スペースの情報を提供する。これにより、例えば、駐車枠がない異型の
空きスペースであっても駐車スペースの情報を適切に提供することができる。
【０１２６】
　また、駐車スペース判定部２４は、駐車スペースへ車両１００が進入できるか否かを判
定し、車両１００が進入できない駐車スペースの情報は提供しない。これにより、空きス
ペースに駐車スペースが収まるような場合であっても、車両１００が進入できない駐車ス
ペースの情報は、ユーザに提供しないようにすることができる。
【０１２７】
　また、駐車支援装置１は、駐車スペースの位置を示す駐車枠の画像である仮想駐車枠画
像を生成する画像生成部２８を備え、情報提供部４は、画像生成部２８によって生成され
た画像を表示部１４に表示する。これにより、ユーザは、駐車スペースの位置を適切に把
握することができる。
【０１２８】
　また、駐車スペース判定部２４は、空きスペースにおいて位置および／または傾きが異
なる複数の駐車スペースを設定し、画像生成部２８は、複数の駐車スペースの位置を示す
駐車枠の画像である仮想駐車枠画像を生成する。これにより、ユーザは、複数の駐車スペ
ースの候補から駐車スペースを選択することができ、ユーザの利便性を向上させることが
できる。
【０１２９】
　また、駐車スペース判定部２４は、空きスペースに位置および／または傾きが異なる複
数の駐車スペースがある場合、これら複数の駐車スペースのうち駐車および／または発進
が最もしやすい駐車スペースを判定し、画像生成部２８は、駐車スペース判定部２４の判
定結果に基づいて駐車スペースの位置を示す駐車枠の画像である仮想駐車枠画像を生成す
る。これにより、ユーザは、複数の駐車スペースの中からの選択判断がし易くなり、ユー
ザの利便性を向上させることができる。
【０１３０】
　また、駐車支援装置１は、障害物に対する車両１００の寄せ幅および／または寄せ方向
の指定を受け付ける受付部７を備える。駐車スペース判定部２４は、受付部７によって受
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け付けられた寄せ幅および／または寄せ方向の設定に基づいて、空きスペースにおける車
両１００の駐車スペースを調整する。これにより、例えば、ユーザの要望に沿った寄せ幅
および／または寄せ方向の駐車スペースの位置を示す画像を提供することができ、また、
車両１００のドア開閉時にドアが障害物にぶつかってしまうリスクを低減することもでき
る。
【０１３１】
　また、駐車支援装置１は、障害物に対する車両１００の寄せ幅および／または寄せ方向
の情報を複数の駐車対象のそれぞれに関連付けて記憶する寄せ情報記憶部２７と、駐車対
象を判定する駐車対象判定部２６とを備える。駐車スペース判定部２４は、駐車対象判定
部２６によって判定された駐車対象に対応する寄せ幅および／または寄せ方向の情報を寄
せ情報記憶部２７から取得し、かかる取得結果に基づいて空きスペースにおける車両１０
０の駐車スペースを調整する。これにより、例えば、駐車シーンや駐車種別に応じた寄せ
幅および／または寄せ方向の駐車スペースを設定することができる。
【０１３２】
　また、駐車支援装置１は、障害物検出部２１によって検出させる障害物の種類の設定を
受け付ける受付部７と、受付部７によって受け付けられた障害物の種類の設定（検出の有
無：検出フラグ）を記憶する検出対象情報記憶部２２を備える。障害物検出部２１は、検
出対象情報記憶部２２に記憶されて設定された種類の障害物を検出対象として検出する。
このように障害物としての検出対象を変更することができることから、例えば、車両１０
０の種類やユーザの好みなどに応じて適切な空きスペースを判定することができる。例え
ば、車両１００がＳＵＶ（Sport　Utility　Vehicle）などの場合には、地面の凸凹や湾
曲を検出対象とせず、車両１００がセダンやクーペなどの場合には、地面の凸凹や湾曲を
検出対象とすることができる。
【０１３３】
　なお、駐車スペース判定部２４は、車両１００が駐車し難い駐車スペースや車両１００
が発進し難い駐車スペースを枠配置候補ＰＦから除外することができる。例えば、駐車ス
ペース判定部２４は、舵角が所定以上、すなわち、ハンドルを所定以上回さないと駐車や
発進ができないような駐車スペースを枠配置候補ＰＦにする駐車スペースから除外するこ
とができる。また、駐車スペース判定部２４は、舵角が最大にしても駐車や発進ができな
いような駐車スペースを枠配置候補ＰＦにする駐車スペースから除外することもできる。
【０１３４】
　また、上述した実施形態では、駐車支援装置１は、車両１００に設けられるものとして
説明したが、駐車支援装置１の一部の機能（例えば、情報生成部５）を外部サーバに担わ
せることもできる。
【０１３５】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。このため、本
発明のより広範な態様は、以上のように表しかつ記述した特定の詳細および代表的な実施
形態に限定されるものではない。したがって、添付の特許請求の範囲およびその均等物に
よって定義される総括的な発明の概念の精神または範囲から逸脱することなく、様々な変
更が可能である。
【符号の説明】
【０１３６】
　１　駐車支援装置
　２　撮像装置
　２ａ～２ｄ　撮像部
　３　主装置
　４　情報提供部
　５　情報生成部
　６　入力部
　７　受付部
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　８　位置情報取得部
　９　情報生成機能起動部
　１１　画像取得部
　１２　画像変換部
　１３　合成部
　１４　表示部
　２１　障害物検出部
　２２　検出対象情報記憶部
　２３　空きスペース判定部
　２４　駐車スペース判定部
　２５　駐車枠モデル記憶部
　２６　駐車対象判定部
　２７　寄せ情報記憶部
　２８　画像生成部
　２９　誘導経路設定部

【図１】 【図２】
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