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(57)【要約】
【課題】車両の乗員の視線が所定の範囲外を向いている
ときに警報手段を作動させる乗員の視線検出装置におい
て、警報手段を適切に作動させる。
【解決手段】乗員の視線検出装置１は、車両の運転者の
視線を検出する視線検出部１１と、この視線検出部１１
により検出された運転者の視線が安全視認範囲外を向い
ているときに警報装置３０を作動させる脇見警報制御部
１３と、運転者の特性及び車両の運転状態の少なくとも
一方に基づいて、安全視認範囲の広さを変更する範囲変
更部１６とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の乗員の視線を検出する視線検出手段と、該視線検出手段により検出された乗員の
視線が所定の範囲外を向いているときに警報手段を作動させる脇見警報制御手段とを備え
ている乗員の視線検出装置であって、
　上記乗員の特性及び上記車両の運転状態の少なくとも一方に基づいて、上記所定の範囲
の広さを変更する範囲変更手段をさらに備えていることを特徴とする乗員の視線検出装置
。
【請求項２】
　請求項１記載の乗員の視線検出装置において、
　上記乗員の特性は、該乗員の体格を含んでおり、
　上記範囲変更手段は、少なくとも上記乗員の体格に基づいて、上記所定の範囲の広さを
変更するように構成されていることを特徴とする乗員の視線検出装置。
【請求項３】
　請求項２記載の乗員の視線検出装置において、
　上記乗員の体格を検出する体格検出手段をさらに備えていることを特徴とする乗員の視
線検出装置。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の乗員の視線検出装置において、
　上記範囲変更手段は、上記乗員の体格が大きいほど、上記所定の範囲を広くするように
構成されていることを特徴とする乗員の視線検出装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１つに記載の乗員の視線検出装置において、
　上記乗員の特性は、該乗員の年齢を含んでおり、
　上記範囲変更手段は、少なくとも上記乗員の年齢に基づいて、上記所定の範囲の広さを
変更するように構成されていることを特徴とする乗員の視線検出装置。
【請求項６】
　請求項５記載の乗員の視線検出装置において、
　上記乗員の年齢を推定する年齢推定手段をさらに備えていることを特徴とする乗員の視
線検出装置。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の乗員の視線検出装置において、
　上記範囲変更手段は、上記乗員の年齢が低いほど、上記所定の範囲を広くするように構
成されていることを特徴とする乗員の視線検出装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１つに記載の乗員の視線検出装置において、
　上記車両の運転状態は、該車両の走行速度を含んでおり、
　上記範囲変更手段は、少なくとも上記車両の走行速度に基づいて、上記所定の範囲の広
さを変更するように構成されていることを特徴とする乗員の視線検出装置。
【請求項９】
　請求項８記載の乗員の視線検出装置において、
　上記範囲変更手段は、上記車両の走行速度が遅いほど、上記所定の範囲を広くするよう
に構成されていることを特徴とする乗員の視線検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乗員の視線検出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車両の乗員の視線を検出する視線検出装置が知られている。
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【０００３】
　特許文献１のものは、自車両と接触又は衝突するおそれがある物体をその運転者が目視
したときに、検出された運転者の視線などに基づいて、所定の画像をその物体の位置又は
この近傍に重畳するように運転者の網膜に投射するようになっている。これにより、運転
者は、物体を的確に認識することができる。
【０００４】
　また、以前から、検出された運転者の視線が所定の範囲外を向いているときに、運転者
は脇見をしているとして、その旨を運転者に報知するため、警報手段を作動させるように
したものが知られている。
【特許文献１】特開２００６－３２７５２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、運転者の視野範囲の大きさは、個人差があり、また、車両の運転状況によっ
て変わってくる。このため、上記所定の範囲を適切な広さにしなければ、運転者がよそ見
をしているにも拘わらず、警報手段が動かなかったり、また、運転者が脇見をしていない
のに、警報手段が作動してしまったりするおそれがある。
【０００６】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、車両の乗
員の視線が所定の範囲外を向いているときに警報手段を作動させる乗員の視線検出装置に
おいて、警報手段を適切に作動させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、車両の乗員の視線を検出する視線検出手段と、該視線検出手段により検
出された乗員の視線が所定の範囲外を向いているときに警報手段を作動させる脇見警報制
御手段とを備えている乗員の視線検出装置であって、上記乗員の特性及び上記車両の運転
状態の少なくとも一方に基づいて、上記所定の範囲の広さを変更する範囲変更手段をさら
に備えていることを特徴とするものである。
【０００８】
　これにより、範囲変更手段により、乗員の特性及び車両の運転状態の少なくとも一方に
基づいて、所定の範囲の広さを変更するので、所定の範囲を乗員の特性や車両の運転状態
に応じた適切な広さにすることができ、警報手段を適切に作動させることができる。
【０００９】
　第２の発明は、上記第１の発明において、上記乗員の特性は、該乗員の体格を含んでお
り、上記範囲変更手段は、少なくとも上記乗員の体格に基づいて、上記所定の範囲の広さ
を変更するように構成されていることを特徴とするものである。
【００１０】
　これにより、所定の範囲を乗員の体格に応じた適切な広さにすることができる。
【００１１】
　第３の発明は、上記第２の発明において、上記乗員の体格を検出する体格検出手段をさ
らに備えていることを特徴とするものである。
【００１２】
　これにより、乗員の体格を検出することができる。
【００１３】
　第４の発明は、上記第２又は３の発明において、上記範囲変更手段は、上記乗員の体格
が大きいほど、上記所定の範囲を広くするように構成されていることを特徴とするもので
ある。
【００１４】
　ところで、乗員の体格が大きいほど、その乗員の視野範囲は広いと考えられる。
【００１５】



(4) JP 2009-176112 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

　ここで、本発明によれば、範囲変更手段により、乗員の体格が大きいほど、所定の範囲
を広くするので、より一層、所定の範囲を乗員の体格に応じた適切な広さにすることがで
きる。
【００１６】
　第５の発明は、上記第１～４のいずれか１つの発明において、上記乗員の特性は、該乗
員の年齢を含んでおり、上記範囲変更手段は、少なくとも上記乗員の年齢に基づいて、上
記所定の範囲の広さを変更するように構成されていることを特徴とするものである。
【００１７】
　これにより、所定の範囲を乗員の年齢に応じた適切な広さにすることができる。
【００１８】
　第６の発明は、上記第５の発明において、上記乗員の年齢を推定する年齢推定手段をさ
らに備えていることを特徴とするものである。
【００１９】
　これにより、乗員の年齢を推定することができる。
【００２０】
　第７の発明は、上記第５又は６の発明において、上記範囲変更手段は、上記乗員の年齢
が低いほど、上記所定の範囲を広くするように構成されていることを特徴とするものであ
る。
【００２１】
　ところで、乗員の年齢が低いほど、その乗員の視野範囲は広いと考えられる。
【００２２】
　ここで、本発明によれば、範囲変更手段により、乗員の年齢が低いほど、所定の範囲を
広くするので、より一層、所定の範囲を乗員の年齢に応じた適切な広さにすることができ
る。
【００２３】
　第８の発明は、上記第１～７のいずれか１つの発明において、上記車両の運転状態は、
該車両の走行速度を含んでおり、上記範囲変更手段は、少なくとも上記車両の走行速度に
基づいて、上記所定の範囲の広さを変更するように構成されていることを特徴とするもの
である。
【００２４】
　これにより、所定の範囲を車両の走行速度に応じた適切な広さにすることができる。
【００２５】
　第９の発明は、上記第８の発明において、上記範囲変更手段は、上記車両の走行速度が
遅いほど、上記所定の範囲を広くするように構成されていることを特徴とするものである
。
【００２６】
　ところで、車両の走行速度が遅いほど、乗員の視野範囲は広いと考えられる。
【００２７】
　ここで、本発明によれば、範囲変更手段により、車両の走行速度が遅いほど、所定の範
囲を広くするので、より一層、所定の範囲を車両の走行速度に応じた適切な広さにするこ
とができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、乗員の特性及び車両の運転状態の少なくとも一方に基づいて、所定の
範囲の広さを変更するので、所定の範囲を乗員の特性や車両の運転状態に応じた適切な広
さにすることができ、よって、警報手段を適切に作動させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３０】
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　本発明の実施形態に係る車両Ｖに搭載された乗員の視線検出装置１は、図１に示すよう
に、エレクトリック・コントロール・ユニット（以下、ＥＣＵという）１０を備えている
。このＥＣＵ１０には、インナーカメラ２０（図２、図３も参照）とブザーやＬＥＤなど
の警報装置３０（警報手段）と車速センサ４０と感度設定スイッチ５０とが信号の授受可
能に接続されている。
【００３１】
　インナーカメラ２０は、車両Ｖのステアリングコラムの上面に設置されていて、運転者
Ｄ（乗員）の顔を撮像し、その画像情報信号をＥＣＵ１０に出力するようになっている。
車速センサ４０は、車両Ｖの走行速度を検出し、その車速情報信号をＥＣＵ１０に出力す
るようになっている。感度設定スイッチ５０は、これが運転者Ｄによって操作されると、
その操作情報信号をＥＣＵ１０に出力するようになっている。
【００３２】
　上記ＥＣＵ１０は、視線検出部１１（視線検出手段）と判定部１２（判定手段）と脇見
警報制御部１３（脇見警報制御手段）とを有している。視線検出部１１は、インナーカメ
ラ２０からの画像情報に基づいて、運転者Ｄの視線Ｌ（図２参照）を検出するようになっ
ている。判定部１２は、視線検出部１１により検知された運転者Ｄの視線Ｌが所定時間（
例えば２秒）継続して、車両ＶのフロントガラスＷ上に設定された安全視認範囲Ａ（所定
の範囲。図３参照）外を向いているか否かを判定するようになっている。ここで、安全視
認範囲Ａとは、運転者Ｄが通常の運転状態で視認することが可能と考えられるフロントガ
ラスＷ上の領域である。脇見警報制御部１３は、判定部１２により運転者Ｄの視線Ｌが所
定時間安全視認範囲Ａ外を向いている、すなわち運転者Ｄの視線Ｌが所定時間安全視認範
囲Ａから外れた位置を通っていると判定されたときには、運転者Ｄは脇見をしているとし
て、その旨を運転者Ｄに報知するため、作動信号を警報装置３０に出力し、警報装置３０
を作動させるようになっている。
【００３３】
　なお、乗員Ｄの視線Ｌが車両Ｖのサイドミラーの方向を向いているときには、警報装置
３０の作動を禁止するようになっている。また、車両Ｖの方向指示器が作動している場合
であって、運転者Ｄの視線Ｌが方向指示器の指示方向を向いているときには、乗員Ｄの視
線Ｌが所定時間安全視認範囲Ａ外を向いていても、警報装置３０の作動を禁止するように
なっている。
【００３４】
　ＥＣＵ１０は、身長推定部１４（体格検出手段）と年齢推定部１５（年齢推定手段）と
範囲変更部１６（範囲変更手段）とをさらに有している。身長推定部１４は、インナーカ
メラ２０からの画像情報に基づいて、運転者Ｄの頭部の位置を検出し、この検出位置に基
づいて、運転者Ｄの身長を推定するようになっている。年齢推定部１５は、インナーカメ
ラ２０からの画像情報に基づいて、運転者Ｄの年齢を推定するようになっている。
【００３５】
　ところで、運転者Ｄの視野範囲の大きさは、個人差があり、また、車両Ｖの運転状況に
よって変わってくる。つまり、視野範囲は、例えば、運転者Ｄの身長が小さくなるほど狭
まり、また、運転者Ｄの年齢が大きいほど狭まり、さらに、車両Ｖの走行速度が速いほど
狭まる。これらのことは、予め実験などを行うことによって得られた。そこで、上記範囲
変更部１６は、運転者Ｄの特性及び車両Ｖの運転状態に基づいて、安全視認範囲Ａの広さ
を自動的に変更決定するようになっている。つまり、範囲変更部１６は、身長推定部１４
により推定された運転者Ｄの身長が高いほど、安全視認範囲Ａを広くし、また、年齢推定
部１５により推定された運転者Ｄの年齢が高いほど、安全視認範囲Ａを広くし、さらに、
車速センサ４０からの車速情報に基づいて、車両Ｖの走行速度が遅いほど、安全視認範囲
Ａを広くする。
【００３６】
　本実施形態では、運転者Ｄの身長、年齢、及び車速にそれぞれ、その大小に応じて点数
を付け、それらを足した合計点数に基づいて、安全視認範囲Ａの大きさを修正するように
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なっている。つまり、図４に示すように、運転者Ｄの身長が１８０ｃｍ以上の場合は１０
０点を、１７０～１７９ｃｍの場合は８０点を、１６０～１６９ｃｍの場合は６０点を、
１５０～１５９ｃｍの場合は４０点を、１４９ｃｍ以下の場合は２０点を付ける。また、
運転者Ｄの年齢が１８～２０歳の場合は１００点を、２１～３０歳の場合は８０点を、３
１歳～４０歳の場合は６０点を、４１～５０歳の場合は４０点を、５１歳以上の場合は２
０点を付ける。さらに、車速が時速２０ｋｍ以下の場合は１００点を、時速２１～４０ｋ
ｍの場合は８０点を、時速４１～６０ｋｍの場合は６０点を、時速６１～８０ｋｍの場合
は４０点を、時速８１ｋｍ以上の場合は２０点を付ける。そして、図５に示すように、そ
れらの合計点数が２５３～３００点の場合は安全視認範囲Ａを最も広いパターン１に、２
０５～２５２点の場合はパターン１よりも狭いパターン２に、１５７～２０４点の場合は
パターン２よりも狭いパターン３に、１０９～１５６点の場合はパターン３よりも狭いパ
ターン４に、６０～１０８点の場合は最も狭いパターン５に設定する。
【００３７】
　以上のようにして、運転者Ｄの特性及び車両Ｖの運転状態に応じた最適な安全視認範囲
Ａを設定するようになっている。
【００３８】
　また、図１に示す範囲変更部１６は、上記感度設定スイッチ５０からの操作情報信号を
受けると、その操作情報に応じて安全視認範囲Ａの広さを任意に変更するようになってい
る。
【００３９】
　－効果－
　以上により、本実施形態によれば、範囲変更部１６により、運転者Ｄの身長、年齢、及
び車両Ｖの走行速度に基づいて、安全視認範囲Ａの広さを変更するので、安全視認範囲Ａ
を運転者Ｄの身長、年齢や車両Ｖの走行速度に応じた適切な広さにすることができる。よ
って、警報装置３０を適切に作動させることができる。
【００４０】
　ところで、運転者Ｄの身長が大きいほど、その運転者Ｄの視野範囲は広いと考えられる
。
【００４１】
　ここで、本実施形態によれば、範囲変更部１６により、運転者Ｄの身長が大きいほど、
安全視認範囲Ａを広くするので、より一層、安全視認範囲Ａを運転者Ｄの身長に応じた適
切な広さにすることができる。
【００４２】
　ところで、運転者Ｄの年齢が低いほど、その運転者Ｄの視野範囲は広いと考えられる。
【００４３】
　ここで、本実施形態によれば、範囲変更部１６により、運転者Ｄの年齢が低いほど、安
全視認範囲Ａを広くするので、より一層、安全視認範囲Ａを運転者Ｄの年齢に応じた適切
な広さにすることができる。
【００４４】
　ところで、車両Ｖの走行速度が遅いほど、運転者Ｄの視野範囲は広いと考えられる。
【００４５】
　ここで、本実施形態によれば、範囲変更部１６により、車両Ｖの走行速度が遅いほど、
安全視認範囲Ａを広くするので、より一層、安全視認範囲Ａを車両Ｖの走行速度に応じた
適切な広さにすることができる。
【００４６】
　（その他の実施形態）
　上記実施形態では、運転者Ｄの特性及び車両Ｖの運転状態に基づいて、安全視認範囲Ａ
の広さを変更するようになっているが、それらの一方に基づいて、その広さを変更するよ
うにしてもよい。つまり、運転者Ｄの身長及び／又は年齢のみに基づいて、その広さを変
更してもよいし、車速のみに基づいて、その広さを変更してもよい。
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【００４７】
　また、上記実施形態では、運転者Ｄの身長及び年齢に基づいて、安全視認範囲Ａの広さ
を変更するようになっているが、その広狭に影響を与えるものである限り、それら以外の
運転者Ｄの特性に基づいて、その広さを変更するようにしてもよい。
【００４８】
　さらに、上記実施形態では、車速に基づいて、安全視認範囲Ａの広さを変更するように
なっているが、その広狭に影響を与えるものである限り、それ以外の車両Ｖの運転状態に
基づいて、その広さを変更するようにしてもよい。例えば、車両Ｖ周囲の明るさに基づい
て、その広さを変更してもよい。この場合、車両Ｖ周囲が明るいほど、安全視認範囲Ａを
広くする。
【００４９】
　さらにまた、上記実施形態では、運転者Ｄの身長を推定するようになっているが、これ
に限らず、例えば、運転者Ｄの身長を直接入力設定するようにしてもよい。この場合、そ
の入力設定された運転者Ｄの身長に基づいて、安全視認範囲Ａの広さを変更する。
【００５０】
　また、上記実施形態では、運転者Ｄの年齢を推定するようになっているが、これに限ら
ず、例えば、運転者Ｄの年齢を直接入力設定するようにしてもよい。この場合、その入力
設定された運転者Ｄの年齢に基づいて、安全視認範囲Ａの広さを変更する。
【００５１】
　さらに、上記実施形態では、運転者Ｄの身長、年齢、及び車速にそれぞれ、その大小に
応じて点数を付け、それらを足した合計点数に基づいて、安全視認範囲Ａの広さを５段階
に変更するようになっているが、これに限らず、例えば、その合計点数が大きいほど、安
全視認範囲Ａをリニアに広くしてもよいし、運転者Ｄの身長、年齢、及び車速自体の数値
に基づいて、安全視認範囲Ａを広くしてもよい。
【００５２】
　本発明は、実施形態に限定されず、その精神又は主要な特徴から逸脱することなく他の
色々な形で実施することができる。
【００５３】
　このように、上述の実施形態はあらゆる点で単なる例示に過ぎず、限定的に解釈しては
ならない。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示すものであって、明細書には何ら拘
束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲に属する変形や変更は、全て本発明の範
囲内のものである。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　以上説明したように、本発明にかかる乗員の視線検出装置は、警報手段を適切に作動さ
せる用途等に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の実施形態に係る乗員の視線検出装置のブロック図である。
【図２】乗員の視線検出装置が搭載された車両の概略側面図である。
【図３】安全視認範囲が設定されたフロントガラスを車内から見た概略図である。
【図４】運転者の身長、年齢、及び車速と点数との関係を示す図である。
【図５】合計点数と安全視認範囲の広さとの関係を示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
１　　乗員の視線検出装置
１０　ＥＣＵ
１１　視線検出部（視線検出手段）
１２　判定部
１３　脇見警報制御部（脇見警報制御手段）
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１４　身長推定手段（体格検出手段）
１５　年齢推定部（年齢推定手段）
１６　範囲変更部（範囲変更手段）
２０　インナーカメラ
３０　警報装置（警報手段）
４０　車速センサ
Ａ　　安全視認範囲（所定の範囲）
Ｄ　　運転者（乗員）
Ｌ　　視線
Ｖ　　車両
Ｗ　　フロントガラス

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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