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(57)【要約】
【課題】車載カメラを用いずにユーザのジェスチャーを
非接触で検出することによって車両ドアを開閉駆動する
ための低コストでかつ操作性の良い車両用ドア開閉装置
を提供する。
【解決手段】本発明の車両用ドア開閉装置は、車両ボデ
ーに移動可能に支持された車両ドアと、車両ドアを開閉
駆動するドア駆動手段と、車両外面に配置されたセンサ
ユニットを有しセンサユニットから所定範囲内にある人
体の動きを非接触検出して検出結果に応じた検出信号を
出力するセンサ手段と、検出信号に基づいて人体の動き
を特定し、特定された人体の動きに基づいて車両ドアの
移動動作を決定し、決定に従ってドア駆動手段を制御す
る制御手段とを備える。
【選択図】図１Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用ドア開閉装置であって、
　車両ボデーに移動可能に支持された車両ドアと、
　前記車両ドアを開閉駆動するドア駆動手段と、
　車両外面に配置されたセンサユニットを有し、該センサユニットから所定範囲内にある
人体の動きを非接触検出して検出結果に応じた検出信号を出力するセンサ手段と、
　前記検出信号に基づいて前記人体の動きを特定し、該特定された人体の動きに基づいて
前記車両ドアの移動動作を決定し、該決定に従って前記ドア駆動手段を制御する制御手段
と
を備えた車両用ドア開閉装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用ドア開閉装置において、前記センサ手段が前記人体の手の振り
方向を検出し、前記制御手段が該手の振り方向に対応して車両ドアの開閉動作を決定する
ように構成された車両用ドア開閉装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の車両用ドア開閉装置において、前記センサユニットが、操作対
象となる車両ドアの間口近傍で、かつ該操作対象となる車両ドアの移動経路外に配置され
た車両用ドア開閉装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の車両用ドア開閉装置において、前記センサユニット
が、該操作対象となる車両ドア以外の部分に配置された車両用ドア開閉装置。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項に記載の車両用ドア開閉装置において、前記車両側面がフロ
ントドア及びリアドアを備え、前記リアドアがスライド式ドアであり、前記センサユニッ
トが少なくとも前記フロントドアの外面に配置された車両用ドア開閉装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか一項に記載の車両用ドア開閉装置において、前記センサユニット
は、前記所定範囲内の人体の有無を検出する接近センサ、及び前記人体の手の振り方向を
検出するモーションセンサからなり、前記制御手段が、前記接近センサ部が人体有りを検
出した後、検出された前記手の振り方向に従って前記車両ドアの移動方向を決定するよう
に構成され、少なくとも前記モーションセンサが赤外線センサからなる、車両用ドア開閉
装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の車両用ドア開閉装置において、前記制御手段が、前記接近センサ部が
人体有りを検出するまでは前記モーションセンサをオフ状態とするように構成された車両
用ドア開閉装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両用ドア開閉装置に関し、より具体的には、ユーザの身体の動きを非接触で
検出して車両ドアを開閉駆動する車両用ドア開閉装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車両のユーザが車両ドアにユーザ自身の力を直接作用させずに車両ドアを開
閉する装置が知られている。例えば、特許文献１は、ドア近傍の物体を検知するセンサ部
からの信号と車載カメラで撮影されるユーザの手の動きに基づいてドア開閉を制御するド
ア制御装置を開示している。
【０００３】
　特許文献２は、車載カメラによってユーザの画像を取得し、ユーザの手が荷物等で塞が
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っていると判断した場合でかつユーザの所持する携帯機と車両側との相互通信によるユー
ザ照合が一致した場合にドアを解錠及び開放するドア制御装置を開示している。
【０００４】
　また、特許文献３は、スライド式ドアのハンドル内に挿入されたユーザの指先の動きを
超音波で検出して、その指先の動きに基づいてドア開閉を制御する車両ドア開閉機構を開
示している。
【０００５】
　さらに、特許文献４は、スライドドアのドアハンドルに沿って設けられた複数の静電容
量センサに接触したユーザの指先の動きに基づいて、ドアの開閉方向及び開閉速度を設定
して車両ドアを制御する車両用ドア開閉制御装置を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１３８２４号公報
【特許文献２】特開２００６－２７４６７７号公報
【特許文献３】特開２０１０－７３０７号公報
【特許文献４】特開２００９－７９３５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１のドア制御装置では、ユーザの手の動きを撮影するための車載カメ
ラを設置する必要があり、また、撮影された映像を画像解析するための手段が必要となり
、装置を設置するコストが高くなるという問題がある。また、車載カメラの設置位置に自
由度がないため、ドア開閉動作におけるユーザの一連の動線が複雑になり、使い勝手が悪
いという問題がある。例えば、車両に戻ってきたユーザが車両ドアを開いて車両に乗る場
合、ユーザは、ドア付近の車載カメラに近づき、車載カメラに自身の手の動きを撮影させ
、開放されるドアの軌跡から自身が離れるように移動し、再度車両に近づいて乗り込むこ
とになる。また、ユーザが車両から降りてドアを閉じる場合、ユーザは、車両から降り、
開放状態のドアをよけてから車載カメラの撮影範囲まで移動し、車載カメラに自身の手の
動きを撮影させてドアを閉じることになる。いずれの場合でも、ユーザは車載カメラとド
ア双方の位置や動きを意識して動かなければならず、その動線がスムーズではない。
【０００８】
　また、特許文献２のドア制御装置も、特許文献１と同様に車載カメラを用いるため、装
置導入のコストが高くなるという問題がある。また、ユーザのドア操作の意思とは無関係
にユーザの状態及びユーザ照合に基づいてドア解錠又は開放動作が行われるので、ユーザ
の意図に反してドアが解錠又は開放してしまう可能性がある。そのため、ユーザは無用な
ドア解錠又は開放を回避するように注意を払わなければならない。
【０００９】
　また、特許文献３の車両ドア開閉機構及び特許文献４の車両ドア開閉制御装置によると
、ユーザがドア開閉の意思を車両側に伝達するためには、ユーザが開閉対象のドアハンド
ルに直接接触する必要がある。そして、ドアハンドルという限られた構造中に各種センサ
を配置したうえで、各センサに対する指先の動作をドア開閉の意思に対応付ける必要があ
った。しかし、その対応付けが必ずしも直感的なものとはならず、そのような車両ドアを
使い慣れないユーザにとっては扱いが難しいものとなってしまう問題がある。特に、この
ような車両ドアを使い慣れないユーザは、ドアハンドルに接触してから各センサが反応し
てドアが動き出すまでのタイムラグに、そのドアの開閉方向に不要に大きな力を加えてし
まう可能性さえある。またさらに、開く途中又は閉じる途中のドアを停止又は逆転する場
合に、ユーザは、手放しかけた又は手放してしまったドアハンドルのセンサ部分に再度触
れるために、移動中のドアハンドルを追いかけ、追いついた後に上述した指先の細かい動
作を行う必要があり、とっさの操作が難しいという問題があった。
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【００１０】
　上記をまとめると、本発明の課題は、車載カメラを用いずにユーザの身体の動き（ジェ
スチャー）を非接触で検出することによって車両ドアを開閉駆動するための低コストでか
つ操作性の良い車両用ドア開閉装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の車両用ドア開閉装置は、車両ボデーに移動可能に支持された車両ドアと、車両
ドアを開閉駆動するドア駆動手段と、車両外面に配置されたセンサユニットを有しセンサ
ユニットから所定範囲内にある人体の動きを非接触検出して検出結果に応じた検出信号を
出力するセンサ手段と、検出信号に基づいて人体の動きを特定し、特定された人体の動き
に基づいて車両ドアの移動動作を決定し、決定に従ってドア駆動手段を制御する制御手段
とを備えた車両用ドア開閉装置である。
　上記のように、車両外面に配置したセンサユニットによってユーザの動きを非接触検出
して車両ドアを動作させる構成としたので、車両用ドア開閉装置を低コストで導入容易な
構成とすることができる。
【００１２】
　ここで、センサ手段が人体の手の振り方向を検出し、制御手段が手の振り方向に対応し
て車両ドアの開閉動作を決定する構成とした。
　上記構成によると、さらに、車両ドアの動作をユーザの直感的操作に対応付けることが
でき、ユーザの利便性が高まる。
【００１３】
　また、センサユニットを、操作対象となる車両ドアの間口近傍で、かつ操作対象となる
車両ドアの移動経路外に配置することがより好ましい。
　また、センサユニットを、操作対象となる車両ドア以外の部分に配置することがより好
ましい。
　例えば、車両側面がフロントドア及びリアドアを備え、リアドアがスライド式ドアであ
る場合に、センサユニットを少なくともフロントドアの外面に配置すればよい。
　上記の位置にセンサユニットを配置することにより、ユーザの乗車又は降車時のスムー
ズな動線を確保することができる。
【００１４】
　さらに、センサユニットは、所定範囲内の人体の有無を検出する接近センサ及び人体の
手の振り方向を検出するモーションセンサからなり、制御手段が、接近センサ部が人体有
りを検出した後、検出された前記手の振り方向に従って車両ドアの移動方向を決定するよ
うに構成され、少なくともモーションセンサを赤外線センサとすることができる。
　ここで、制御手段が、接近センサ部が人体有りを検出するまではモーションセンサをオ
フ状態とするように構成してもよい。
　センサユニットを赤外線センサによって構成することにより、低コストで導入容易な車
両用ドア開閉装置とすることができるとともに、車両ドアにおける空気抵抗の低減及びデ
ザイン性の向上を達成できる。また、各センサを適切なタイミングで動作させることによ
って車両用ドア開閉装置の消費電力を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１Ａ】本発明の第１の実施例による車両用ドア開閉装置が搭載された車両を示す図で
ある。
【図１Ｂ】本発明の第１の実施例による車両用ドア開閉装置を説明する図である。
【図２】本発明の第１の実施例による車両用ドア開閉装置の構成を示すブロック図である
。
【図３Ａ】本発明で用いるセンサユニットの一例を示す図である。
【図３Ｂ】本発明で用いるセンサユニットの他の例を示す図である。
【図４Ａ】本発明の第１の実施例による車両用ドア開閉装置の動作を示すフローチャート
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である。
【図４Ｂ】本発明の第１の実施例による車両用ドア開閉装置の動作を示す他のフローチャ
ートである。
【図５】本発明の第２乃至第５の実施例による車両用ドア開閉装置が搭載された車両を示
す図である。
【図６】本発明の第６の実施例による車両用ドア開閉装置が搭載された車両を示す図であ
る。
【図７】本発明の第７の実施例による車両用ドア開閉装置が搭載された車両を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
実施例１．
［車両用ドア開閉装置の概略構成］
　図１Ａは、本発明の第１の実施例による車両用ドア開閉装置が搭載された車両１の左側
面を示す図である。車両１はボデー１０、フロントドア２０及びリアドア２２を備える。
リアドア２２はスライド式ドアであり、不図示のドア駆動機構によって図の左右方向にス
ライド開閉駆動される。フロントドア２０の外面には、車両外側に向けて配置されたセン
サユニット２１が装備される。センサユニット２１は、フロントドア２０のドアハンドル
がある場合には、そのドアハンドルよりも上側（ウインドウ側）にあってもよいし、下側
（地面側）にあってもよいし、ドアハンドルを囲むように配置されていてもよい。なお、
以降の各実施例では、車両の左側面又は後部のみについて説明するが、車両右側にも同様
に本発明を適用できる。
【００１７】
　車両１の基本的なドア開閉操作として、リアドア２２が閉じた状態でユーザがセンサユ
ニット２１の前で手を左から右方向（車両後方に向けて）に振ると、リアドア２２は右方
向にスライドして開く（図１Ｂ、矢印参照）。また、リアドア２２が開いた状態でユーザ
がセンサユニット２１の前で手を右から左方向（車両前方に向けて）に振ると、リアドア
２２は左方向にスライドして閉じる（図１Ｂ、矢印参照）。また、リアドア２２が開いて
いく途中でユーザがセンサユニット２１の前で手を左方向に振ると、リアドア２２は開動
作を停止し、あるいは、閉動作に転じて左方向にスライドする。さらに、リアドア２２が
閉じていく途中でユーザがセンサユニット２１の前で手を右方向に振ると、リアドア２２
は閉動作を停止し、あるいは、開動作に転じて右方向にスライドする。このような動作を
実現するための構成を以下に説明する。
【００１８】
［車両用ドア開閉装置の制御構成］
　図２に、第１の実施例による車両用ドア開閉装置２のブロック図を示す。車両用ドア開
閉装置２は、センサ手段３０、制御手段４０、ドア駆動手段５０及び車両ドア５５（本実
施例ではリアドア２２）を備える。センサ手段３０は、センサユニット２１から所定範囲
内にある人体（以下、「ユーザ」という）の動きを非接触検出して検出結果に応じた検出
信号を出力する。制御手段４０は、検出信号に基づいてユーザの身体、特に、手の動き（
即ち、ジェスチャー）を特定し、特定されたユーザの動きに基づいて車両ドア５５の移動
動作を決定し、その決定に従ってドア駆動手段５０を制御する。ドア駆動手段５０は制御
手段４０からの制御信号に従って車両ドア５５を開閉駆動する。
【００１９】
　センサ手段３０は、所定範囲内のユーザの有無に応じた信号を出力する接近センサ３１
及びユーザのジェスチャーに応じた信号を出力するモーションセンサ３２からなる。接近
センサ３１及びモーションセンサ３２には、例えば、アクティブ型（量子型、反射型）赤
外線センサ、パッシブ型（熱型、焦電型）赤外線センサ、超音波センサ、マイクロ波セン
サ等を用いることができる。接近センサ３１は少なくとも１つのセンサ素子からなり、モ
ーションセンサ３２は２以上のセンサ素子からなる。また、接近センサ３１とモーション
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センサ３２はそれぞれ異なる種類のセンサで構成してもよいし、双方を同種類のセンサで
構成してもよい。両センサを同種類のセンサで構成する場合、モーションセンサ３２の素
子の一部又は全部が接近センサ３１を兼ねるようにしてもよい。また、両センサを同種類
のセンサで構成し、接近センサ３１とモーションセンサ３２とで感度を異ならせてもよい
。
【００２０】
　図３Ａにセンサユニット２１の一例を示す。センサユニット２１は接近センサ素子２１
１並びに複数のモーションセンサ素子２１２ａ及び２１２ｂ（これらをまとめて「モーシ
ョンセンサ素子２１２」という）からなる。センサユニット２１において、モーションセ
ンサ素子２１２がユーザの横方向への手の振りを検出及び認識する必要があるので、少な
くともモーションセンサ素子２１２は横方向に配列される。例えば、接近センサ素子２１
１には、熱量の小さい小動物等の検出を回避しつつ人体のみを検出し易いパッシブ型赤外
線センサ素子を用い、モーションセンサ素子２１２には、反応速度の高いアクティブ型赤
外線センサ素子を用いることができる。また、接近センサ素子２１１又はモーションセン
サ素子２１２として、温度条件の影響を受け難い超音波センサ又はマイクロ波センサを用
いてもよい。
【００２１】
　モーションセンサ素子２１２について、対象物がモーションセンサ素子２１２ａの検知
範囲内で検出された後に、対象物がモーションセンサ素子２１２ｂの検知範囲内で検出さ
れるとともにモーションセンサ素子２１２ａで検出されなくなった場合は、ユーザの左か
ら右への手の振りが検出されることになる。また逆に、対象物がモーションセンサ素子２
１２ｂの検知範囲内で検出された後に、対象物がモーションセンサ素子２１２ａの検知範
囲内で検出されるとともにモーションセンサ素子２１２ｂで検出されなくなった場合は、
ユーザの右から左への手の振りが検出されることになる。
【００２２】
　図３Ｂにセンサユニット２１の他の例を示す。この例では、マトリクス状に配列された
センサ素子全てがアクティブ型赤外線センサ素子からなり、そのうちの一部が接近センサ
素子２１３となり、その他がモーションセンサ素子２１４となる。このように、モーショ
ンセンサ素子２１４を多数の画素で構成することにより、ユーザのジェスチャーの認識精
度を向上することができる。
【００２３】
　モーションセンサ素子２１４について、所定の大きさの対象物（反射物）が、マトリク
スの左端付近のモーションセンサ素子の検知範囲内で検出され、右方向に隣接するモーシ
ョンセンサ素子の検知範囲内で順次検出されていき、右端付近のモーションセンサ素子を
最後に対象物が検出されなくなった場合、ユーザの左から右への手の振りが検出されるこ
とになる。また逆方向も同様である。このように、モーションセンサ素子２１４を多数配
列したことにより、ユーザの手の動きとそれ以外の反射物の動きを識別することができる
。例えば、ユーザが接近センサ２１３によって検出された後に、ユーザが手を振ることな
くセンサユニット２１の前面を横切った場合等には、反射物が上記所定の大きさよりも大
きいとしてジェスチャー非検出とすることができる。また、ユーザが接近センサ２１３に
よって検出された後に、ユーザの荷物の一部（小さな部分）がセンサユニット２１の前面
を横切った場合等には、反射物が上記所定の大きさよりも小さいとしてジェスチャー非検
出とすることができる。
【００２４】
　なお、図３Ａ及び３Ｂのセンサユニット２１は例示であり、当業者であれば、センサ素
子の数、種類、配置、配列、指向性等は図示したものに限られないことが分かるはずであ
る。また、接近センサ素子又はモーションセンサ素子において、複数の種類のセンサ素子
を適宜組み合わせて、対応する複数の検出結果の論理積をとる等して検出精度を高めるよ
うにしてもよい。
【００２５】
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　また、接近センサ素子２１１又は２１３がユーザを検出していない間は、後述する制御
手段４０によって、モーションセンサ素子２１２又は２１４をオフ状態として消費電力を
低減するようにしてもよい。例えば、モーションセンサ素子２１２又は２１４にアクティ
ブ型センサ素子を用いる場合には、接近センサ素子２１１又は２１３がユーザを検出する
までは、モーションセンサ素子２１２又は２１４の赤外線出力を停止するようにすればよ
い。
【００２６】
　制御手段４０は、接近判定部４１、ジェスチャー認識部４２及びドア動作決定部４３を
備える。
　接近判定部４１は、接近センサ３１からの信号に基づいて所定範囲内にユーザが存在す
るか否かを判断し、ユーザが存在する場合にはユーザ有り信号をドア動作決定部４３に出
力し、それ以外の場合には何も出力しない（ユーザ無し信号を出力してもよい）。
　ジェスチャー認識部４２は、モーションセンサ３２からの信号に基づいてユーザのジェ
スチャーを認識し、認識されたジェスチャーが所定のパターンに一致するか否かを判断す
る。ここで、所定のパターンとは、上述した、手を左又は右に振る動作に対応するパター
ンである。従って、ジェスチャー認識部４２は、入力された信号パターンが、ユーザが手
を右に振っている場合のパターンに一致する場合には開ジェスチャー信号を、ユーザが手
を左に振っている場合のパターンに一致する場合には閉ジェスチャー信号をドア動作決定
部４３に出力し、どちらでもない場合には何も出力しない（ジェスチャー無し信号を出力
してもよい）。
【００２７】
　ドア動作決定部４３は、接近判定部４１からの信号が無い場合（又はユーザ無し信号の
場合）には、ジェスチャー認識部４２の出力状態にかかわらず、ドア駆動手段５０に指示
を行わない。ドア動作決定部４３は、接近判定部４１からの信号がユーザ有り信号の場合
で、かつジェスチャー認識部４２からの信号が無い場合（又はジェスチャー無し信号の場
合）にも、ドア駆動手段５０に何も指示しない。ドア動作決定部４３は、接近判定部４１
からの信号がユーザ有り信号の場合で、かつジェスチャー認識部４２からの信号が開ジェ
スチャー信号の場合には、ドア駆動手段５０に開動作信号を出力する。ドア動作決定部４
３は、接近判定部４１からの信号がユーザ有り信号の場合で、かつジェスチャー認識部４
２からの信号が閉ジェスチャー信号の場合には、ドア駆動手段５０に閉動作信号を出力す
る。
【００２８】
　また、前述したように、制御手段４０は、接近判定部４１からの信号が無い場合（又は
ユーザ無し信号の場合）には、モーションセンサ３２及びジェスチャー認識部４２を非動
作状態（通電オフ状態）として、待機電力を削減する構成としてもよい。
【００２９】
　ドア駆動手段５０はドア動作決定部４３からの動作信号に従って、車両ドア５５を駆動
する。即ち、ドア駆動手段５０は、車両ドア５５の閉状態において開動作信号を受けた場
合には、車両ドア５５を開動作させる。このとき車両ドア５５がロック状態である場合に
は開動作の前にロック解除の処理が含まれる。ドア駆動手段５０は、車両ドア５５の開状
態においてドア駆動手段５０が閉動作信号を受けた場合には、車両ドア５５を閉動作させ
る。なお、車両ドア５５の閉動作にロック施錠動作を含めてもよい。また、既に車両ドア
５５が開放されている状態で開動作信号を受信した場合、又は既に車両ドア５５が閉じて
いる状態で閉動作信号を受けた場合には、ドア駆動手段５０から車両ドア５５への動作は
実質的に何も行われない。ドア駆動手段５０には周知のドア開閉駆動機構を用いればよい
。なお、本実施例は車両ドア５５（リアドア２２）としてスライド式ドアを用いるので、
スライド式ドアのドア開閉駆動機構が搭載されるが、後述する他の実施例における他の方
式のドアには、各ドアに適したドア開閉行動機構が搭載されるものとする。
【００３０】
　ここで、車両ドア５５の移動中に、ユーザがその移動方向と逆の移動を示すジェスチャ
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ーを行った場合、即ち、そのドア移動の停止又は逆転を意図した場合、ドア動作決定部４
３は、ドア駆動手段５０による車両ドア５５の開動作中又は閉動作中にジェスチャー認識
部４２から閉ジェスチャー信号又は開ジェスチャー信号（以下、「逆動作信号」という）
を受けることになる。ドア動作決定部４３は、逆動作信号を受けた場合には、そのまま逆
動作信号をドア駆動手段５０に出力して車両ドア５５の移動を逆転してもよいし、現在行
われているドア移動を一時停止し、次の開ジェスチャー信号又は閉ジェスチャー信号を待
つようにしてもよい。車両ドア５５が開動作中又は閉動作中であるかは、ドア動作決定部
４３において、ドア駆動手段５０からその動作を示す信号をフィードバックして判断する
ようにしてもよいし、制御手段４０内にタイマー（不図示）を設けて、ドア動作決定部４
３から開動作信号又は閉動作信号を出力してから所定時間内であることによって判断する
ようにしてもよい。
【００３１】
　なお、図２においては、各ブロックを有線で接続するものを図示しているが、無線通信
によって接続する構成としてもよい。
【００３２】
［車両用ドア開閉装置の制御方法］
　次に、車両用ドア開閉装置２の動作を説明する。図４Ａは車両用ドア開閉装置２の制御
方法を示す基本フローチャートである。なお、このフローチャートの開始の時点で、既に
ユーザは停車中の車両に自由に乗り降りする権限を有しているものとする。
　ステップＳ０１において、制御手段４０が、センサ手段３０の接近センサ３１からの信
号に基づいてユーザがセンサユニット２１から所定範囲内に存在するか否かを判断する。
処理は、Ｙｅｓの場合にはステップＳ０２に進み、Ｎｏの場合にはステップＳ０１で待機
する。
　ステップＳ０２において、制御手段４０でタイマＴ＝Ｔにセットされる。このタイマは
接近センサ３１がユーザを検知してからユーザが手を振る動作を開始するまでの時間を待
つためのものであり、数秒～数十秒に設定される。
【００３３】
　ステップＳ０３において、制御手段４０が、センサ手段３０のモーションセンサ３２か
らの信号に基づいて、ユーザが手を車両後方に向けて振る動作を行っているか否かを判断
する。処理は、Ｙｅｓの場合にはステップＳ０４に進み、Ｎｏの場合にはステップＳ０６
に進む。
　ステップＳ０４において、制御手段４０はドア駆動手段５０に開動作信号を出力し、ス
テップＳ０５において、ドア駆動手段５０が車両ドア５５を開動作させ、処理が終了する
。なお、車両ドア５５が既に開放されている場合には、結果的にドア駆動手段５０は車両
ドア５５を動作させないことになる。
【００３４】
　ステップＳ０６において、制御手段４０が、センサ手段３０のモーションセンサ３２か
らの信号に基づいて、ユーザが手を車両前方に向けて振る動作を行っているか否かを判断
する。処理は、Ｙｅｓの場合にはステップＳ０７に進み、Ｎｏの場合にはステップＳ０９
に進む。
　ステップＳ０７において、制御手段４０はドア駆動手段５０に閉動作信号を出力し、ス
テップＳ０８において、ドア駆動手段５０が車両ドア５５を閉動作させ、処理が終了する
。なお、車両ドア５５が既に閉じている場合には、結果的にドア駆動手段５０は車両ドア
５５を動作させないことになる。
【００３５】
　ステップＳ０９及びＳ１０においてタイマがカウントされ、処理は、タイマが時間切れ
となった場合は終了し、それ以外の場合はステップＳ０３に戻る。
【００３６】
　なお、逆動作信号を受けた場合にドアを一時停止することなく逆転動作する制御を含め
る場合も、図４Ａのフローチャートを用いることができる。なお、車両用ドア開閉装置２
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の動作が有効の間は、処理はエンドの直後にスタートに戻るものとする。
【００３７】
　図４Ｂは、図４Ａのフローチャートにおいて、上述した逆動作信号における一時停止動
作がさらに関係する場合の制御方法のフローチャートである。図４Ｂにおいて、ステップ
Ｓ０１からＳ１０までは図４Ａのフローチャートと同様である。
　ステップＳ１１において、制御手段４０は車両ドア５５の開動作が完了したか否かを判
断する。処理は、Ｙｅｓの場合には終了し、Ｎｏの場合にはステップＳ１２に進む。
　ステップＳ１２において、制御手段４０は、ユーザが車両前方に向けて手を振ったか否
か（逆動作信号を受けたか否か）を判断する。処理は、Ｙｅｓの場合にはステップＳ１５
に進み、Ｎｏの場合にはステップＳ０５に戻る。
　ステップＳ１３においてもステップＳ１１と同様に、制御手段４０は車両ドア５５の閉
動作が完了したか否かを判断する。処理は、Ｙｅｓの場合には終了し、Ｎｏの場合にはス
テップＳ１４に進む。
　ステップＳ１４において、制御手段４０、ユーザが車両後方に向けて手を振ったか否か
（逆動作信号を受けたか否か）を判断する。処理は、Ｙｅｓの場合にはステップＳ１５に
進み、Ｎｏの場合にはステップＳ０８に戻る。
　ステップＳ１５において、制御手段４０はドア駆動手段５０に一時停止信号を出力し、
車両ドア５５の移動動作を一時停止させ、処理はステップＳ０２に戻り、ユーザの次のジ
ェスチャーを待つ。
【００３８】
　なお、本発明は、図２のブロック図に示した車両用ドア開閉装置において図４Ａ又は４
Ｂの制御方法をコンピュータ（ＣＰＵ）に実行させるためのプログラム、及び当該プログ
ラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体も含む。
【００３９】
　上述した第１の実施例の車両用ドア開閉装置は以下の種々の有利な効果を奏する。
　（１）本発明は低コストで導入容易な構成を実現できる。
　本実施例によると、車載カメラを用いずに、車両外部に面配置可能な赤外線センサ等を
用いてユーザの存在（接近）やジェスチャーを非接触検出する構成としたことにより、低
コストで導入容易な車両用ドア開閉装置を提供することができる。
【００４０】
　（２）本発明はユーザのスムーズな動線を確保することができる。
　車載カメラと比べて赤外線センサ等は設置位置や配置に自由度が高いので、本実施例で
は、車載カメラでは設置不可能であった車両外面（特に、操作対象となるドアの移動経路
外）にセンサ部を設けることが可能となる。従って、ユーザが乗車又は降車する際の動線
を考慮して、所望の位置にセンサユニットを設けることができる。本実施例では、センサ
ユニット２１が、操作対象となるリアドア２２の移動経路外（開閉軌跡外部）にあるフロ
ントドア２０に配置されている。ここで、ユーザが車両遠方から歩いてきて車両１に乗る
場合（図１参照）、ユーザはリアドア２２の前方間口近傍に向かって歩いていき、間口近
傍手前で立ち止まり、フロントドア２０の後方部分に設置されたセンサユニット２１に向
かって手を左から右に振ると、リアドア２２が右側（後方）にスライドする。そして、リ
アドア２２が開放されると、ユーザはそのまま直進して車両１に乗り込むことができる。
また、ユーザが車両１から降車する場合でも、センサユニット２１がリアドア２２の間口
近傍にあるので、ユーザは降車した場所から車両１の側面後方にステップを踏むことなく
その場でセンサユニット２１に手を振ることができる。そして、ユーザがセンサユニット
２１に向かって手を右から左に振ると、リアドア２２は左側にスライドして閉じる。この
ように、第１の実施例に構成によると、ユーザはドア開閉のためにほとんど動線を曲げず
に、スムーズな動線で車両１への乗り降りができる。なお、本明細書において、「間口近
傍」とは、操作対象の車両ドアの間口前面に立った標準的な体格の大人が手を翳せる範囲
をいうものとする。
【００４１】
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　（３）本発明はユーザのとっさの場合の直感的操作を容易とすることができる。
　上記（２）に関連して、センサユニット２１が、操作対象となるリアドア２２の移動経
路以外の部分（開閉軌跡外部）に設けられていることにより、ユーザはリアドアが移動中
であってもその移動動作とは無関係にリアドアを操作できる。例えば、リアドア２２が開
方向又は閉方向に移動中にとっさにその移動を停止又は逆転したい場合でも、ユーザは（
従来技術のようにドアハンドルを追いかけることなく）センサユニット２１の前に立った
まま所望の方向に手を振ることにより、容易かつ直感的に落ち着いてその移動動作を一時
停止又は逆転することができる。このように、第１の実施例の構成によってユーザにおけ
る操作性及び利便性を高めることができる。
【００４２】
　（４）本発明は車両の空気抵抗低減及びデザイン性向上に寄与する。
　本実施例では、ドアハンドルではなく、面配置されたセンサユニット２１によってユー
ザの手の動きを検出してリアドア２２を開閉するので、リアドア２２のドアハンドルを小
型化又は廃止することができる。これにより、リアドア２２をよりプレーンなデザインと
することができ、空気抵抗の低減及び車両デザイン性の向上が期待できる。
【００４３】
［他の実施例］
　実施例１では、スライド式ドアを有する車両において、センサユニットをフロントドア
面に設ける構成を示したが、他の実施例として、センサユニットを他の場所に設置したも
のを示す。なお、各実施例では、センサユニットの配置又は操作対象となる車両ドアが実
施例１と異なるのみで、装置のブロック図（図２）、センサユニットの基本的構成（図３
Ａ又は３Ｂ）及び動作のフローチャート（図４Ａ又は４Ｂ）は実施例１と同様のものが適
用される。
【００４４】
実施例２．
　図５に第２の実施例の車両用ドア開閉装置を搭載した車両３を示す。同図に示すように
、本実施例のセンサユニット１２は、フロントドア２０とリアドア２２の間にセンターピ
ラー１１がある場合には、センターピラー１１の外面に設けられる。センサユニット１２
はセンサユニット２１とは異なり縦に長いため、図３Ａ又は図３Ｂのセンサユニットを縦
横反転したものが用いられる。従って、ユーザは手を縦方向に振ってリアドア２２を開閉
することになる。例えば、ユーザが手を下から上方向に振った場合には、ジェスチャー認
識部４２がドア駆動手段５０に開動作信号を出力してリアドア２２が開き、ユーザが手を
上から下方向に振った場合には、ジェスチャー認識部４２がドア駆動手段５０に閉動作信
号を出力してリアドア２２が閉じるようにすればよい。
【００４５】
　本実施例でも、上述した有利な効果（１）～（４）を享受することができる。特に、セ
ンサユニット１２の位置が、リアドア２２の間口により近くなるので、リアドア２２の至
近距離からでもドア開閉操作がし易くなる。
【００４６】
実施例３．
　第３の実施例の車両用ドア開閉装置は、図５に示すように、本実施例のセンサユニット
１４はリアドア２２の上のルーフ１３の外面に（可能であれば車両側面側に）設けられる
。ユーザは、センサユニット１４に対して手を横方向に振ってリアドア２２を開閉するこ
とになる。なお、センサユニット１４が車両側面側に設けることができない場合は、少な
くとも接近センサ素子については、車両側面側に向けて指向性を持たせる必要がある。動
作は上記実施例と同様であるが、本実施例はサンルーフ（不図示）の開閉動作に使用する
こともできる。
【００４７】
　本実施例でも、上述した有利な効果（１）～（４）を享受することができる。車高が高
くない車両の場合には、ユーザから見易い位置にセンサユニットが配置されることになる
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ので、ユーザの直感的動作により寄与することができる。逆に、車高が高い車両の場合で
も、例えばユーザがセンサユニット前面を横切っただけの場合と、意識的にドア操作のた
めにセンサユニット前面で手を振った場合とを識別し易くなり、誤検出を防止できる。ま
た、背の低い子供の手が届かない位置にセンサユニット１４があるので、子供のいたずら
によりリアドア２２が開閉してしまうのを防止することができる。
【００４８】
実施例４．
　第４の実施例の車両用ドア開閉装置はバックドア２４（例えば、跳ね上げ式）の開閉に
関するものである。図５に示すように、センサユニット１６はリアドア２２後部のリアピ
ラー１５の側面に設けられる。ユーザは、車両１の側方からセンサユニット１６に対して
手を縦方向に振ってバックドア２４を開閉することになる。具体的には、ユーザがセンサ
ユニット１６の前で手を下から上方向に振った場合には、ジェスチャー認識部４２がドア
駆動手段５０に開動作信号を出力してバックドア２４が開き、ユーザが手を上から下方向
に振った場合には、ジェスチャー認識部４２がドア駆動手段５０に閉動作信号を出力して
バックドア２４が閉じる。
【００４９】
　第４の実施例でも、上述した有利な効果（１）～（４）を享受することができる。バッ
クドア２４のように稼動範囲の大きいドアを開閉する場合であっても、センサユニット１
６（即ち、ユーザの操作位置）がバックドア２４の開閉軌跡上にないので、ユーザは開閉
中のバックドア２４をよけながら開閉操作を行う必要がない。従って、上記の効果（２）
について利益が大きい。
【００５０】
実施例５．
　第５の実施例の車両用ドア開閉装置、図５に示すように、本実施例のセンサユニット２
３はリアドア２２の面に設けられる。センサユニット２３はセンサユニット２１とは異な
り、操作対象となるドアに設置されているので、上記効果（２）及び（３）は得難いが、
それでも少なくとも効果（１）及び（４）は得られる。また、リアドア２２側に図２のブ
ロック図における手段のほとんどを実装できるので、装置の導入が容易となる利点がある
。
【００５１】
　また、実施例５の変形例として、図５の構成において、センサユニット２１でリアドア
２２を操作し、センサユニット２３でフロントドア２０を操作するようにしてもよい。こ
の場合は上記効果（１）～（４）を享受することができる。
【００５２】
　なお、実施例１～５は単独で実施してもよいし、２以上の実施例を組み合わせて使用し
てもよい。例えば、２以上の実施例におけるセンサユニットからの検出結果の論理積に従
ってドア開閉動作を決定することによって、誤検出の可能性を減少させることができる。
【００５３】
実施例６．
　図６に第６の実施例の車両用ドア開閉装置を搭載した車両４を示す。車両４はクォータ
パネル６０の面に設けられたセンサユニット６１、及びスイング式のリアドア６２を備え
る。センサユニット６１はセンサユニット２１とは異なりリアドアの後方に位置するので
、ユーザの手の動きに対してドアの開閉動作は実施例１の場合の逆としてもよい。例えば
、ユーザが手を右から左方向（車両後方から前方に向けて）に振った場合には、ジェスチ
ャー認識部４２がドア駆動手段５０に開動作信号を出力してリアドア６２が開き、ユーザ
が手を左から右方向に振った場合には、ジェスチャー認識部４２がドア駆動手段５０に閉
動作信号を出力してリアドア６２が閉じるようにすればよい。このように、本発明はスイ
ング式のドアにも適用できる。
【００５４】
　本実施例では、上記効果（１）から（４）を得ることができる。特に、センサユニット
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６１がリアドア６２の開閉軌跡上に無いので、ユーザは、開閉するリアドア６２をよけな
がら開閉操作を行う必要がない。従って、特許文献１のような複雑な動線を辿る必要はな
く、有利である。
【００５５】
実施例７
　図７に第７の実施例の車両用ドア開閉装置を搭載した車両５を示す。車両５はクォータ
パネル７０の面に設けられたセンサユニット７１、及び上方に跳ね上げるサイドドア（ガ
ルウイングドア）７２を備える。ユーザは手を縦方向に振ってサイドドア７２を開閉する
ことになる。例えば、ユーザがセンサユニット７１に対して手を下から上方向に振った場
合には、ジェスチャー認識部４２がドア駆動手段５０に開動作信号を出力してサイドドア
７２が開き、センサユニット７１に対して手を上から下方向に振った場合には、ジェスチ
ャー認識部４２がドア駆動手段５０に閉動作信号を出力してサイドドア７２が閉じるよう
にすればよい。
【００５６】
　本実施例では、上記効果（１）から（４）を得ることができる。特に、高速走行可能で
かつデザイン性が重視されるガルウイングドアを用いる車両においては、上記効果（４）
について特に有利となる。
【００５７】
　以上のように、本発明によると、車載カメラを用いずにユーザのジェスチャーを非接触
で検出することによって車両ドアを開閉駆動するための低コストでかつ操作性の良い車両
用ドア開閉装置を提供することができる。
【符号の説明】
【００５８】
１、３、４、５．車両
２．車両用ドア開閉装置
１０．ボデー
１１．センターピラー
１２、１４、１６、２１、２３、６１、７１．センサユニット
１３．ルーフ
１５．リアピラー
２０．フロントドア
２２、６２．リアドア
２４．バックドア
３０．センサ手段
３１．接近センサ
３２．モーションセンサ
４０．制御手段
４１．接近検出部
４２．ジェスチャー認識部
４３．ドア動作決定部
５０．ドア駆動手段
５５．車両ドア
６０、７０．クォータパネル
７２．サイドドア
２１１．接近センサ素子
２１２．モーションセンサ素子
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