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(57)【要約】
【課題】自動車が、損傷することなく、制限された間隙
を通過できるか否かの決定を可能にする方法を提供する
。
【解決手段】自動車が道路の間隙を通過できるか否かを
決定する方法であって、道路（３０）の制限された間隙
を検出するステップと、自動車のイメージ（３２）を画
定するステップと、自動車のイメージ（３２）を制限さ
れた間隙（３０）と比較するステップを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路３０における制限された間隙を自動車が通ることができるか否かを決定する方法で
あって、
　前記道路３０の制限された間隙を検出するステップと、
　自動車のイメージ３２を画定するステップと、
　前記自動車のイメージ３２を、制限された間隙３０と比較するステップを含む方法。
【請求項２】
　自動車のイメージ３２と間隙３０との比較は、自動的に行われる、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　表示された間隙３０と自動車のイメージ３２とを比較することによって、自動車が、損
傷することなく、前記間隙を通過できるか否かを決定できるように、前記間隙３０と自動
車のイメージ３２を、ディスプレイ１６に表示させる、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　ディスプレイに表示された間隙３０は、周囲の記録されたイメージの一部を構成してい
ることを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　自動車のイメージ３２、３２’、３２’’、３２’’’の位置および平面を、ディスプ
レイ１６上で手動調節して、この自動車のイメージを、間隙３０の位置に移動させること
を特徴とする、請求項１、または３、または４に記載の方法。
【請求項６】
　自動車のイメージ３２の位置および平面を、ディスプレイ１６上で、間隙３０の位置ま
で自動的に移動させることを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　間隙３０は、ディスプレイ１６に固定されていることを特徴とする、請求項１～６のい
ずれかに記載の方法。
【請求項８】
　自動車のイメージ３２は、自動車の速度Ｖｔｉと、自動車の前部と前記自動車のイメー
ジ３２との間の距離である推定距離ｄ２と関連する大きさであることを特徴とする、請求
項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　自動車のイメージ３２は、自動車の型式によって定められていることを特徴とする、請
求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　自動車のイメージ３２と間隙３０を表すゾーン２６、２８とが重なり合う場合、警告信
号が発せられることを特徴とする、請求項１～９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　自動車のイメージ３２は、この自動車のアウトライン、またはこのアウトラインを示す
線によって表わされることを特徴とする、請求項１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　自動車のイメージ３２に向かって延びる通路３４が、ディスプレイの底部に表示される
ことを特徴とする、請求項１～１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　自動車に配置された光源１５によって、ドライバーが、前記自動車の前方の走行方向に
前記自動車の幅または高さを視認できるようにすることを特徴とする、請求項１～１２の
いずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　光源は、自動車の幅または高さを表す２本の線を、道路に沿って放出するか、または前
記道路へ投射することを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
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【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれかに記載の方法を実施するためのドライバー支援システム１０
であって、
　周囲を記録するためのカメラ１２と、
　道路３０の制限された間隙を検出するためのイメージ解析手段１４ａ、および前記間隙
３０を自動車のイメージ３２と比較するための手段１４ｂを備えた評価ユニット１４と、
　ディスプレイ１６とを有する支援システム１０。
【請求項１６】
　記録された周囲の再生および自動車のイメージ３２が、ディスプレイ１６に表示される
ようになっている、請求項１５に記載の支援システム１０。
【請求項１７】
　ディスプレイ１６上で、自動車のイメージ３２の位置および平面を調節して、前記自動
車のイメージ３２を間隙３０の位置まで移動させるための手動調節手段１８または自動調
節ユニットを、さらに有する、請求項１５または１６に記載の支援システム１０。
【請求項１８】
　自動車のドライバーがこの自動車の幅または高さを視認できる光源１５を有する、請求
項１５～１７のいずれかに記載の支援システム１０。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路の制限された間隙を自動車が通過できるか否かを決定する方法、および
この目的のために、自動車のドライバーを支援するシステムに関する。
【０００２】
　本発明は、特に自動車の分野に適している。
【背景技術】
【０００３】
　自動車を運転していると、道路上の進行方向に、制限された間隙に出会うことがある。
道路のこのような間隙は、例えば、道路工事で狭まった部分、トンネル、陸橋の下の制限
された高さ、または駐車スペースなどである。このような制限は、道路の制限された幅、
制限された高さ、または制限された長さによって生じるものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、自動車が、損傷することなく、制限された間隙を通過できるか否かを決定で
きる方法、およびこれに関連したドライバー支援システム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】
【０００５】
　本発明によると、この目的は、自動車が道路における間隙を通過できるか否かを決定す
ることによって達成される。この方法は、道路における制限された間隙を検出するステッ
プと、自動車のイメージを画定するステップと、自動車のイメージと制限された間隙とを
比較するステップを含んでいる。
【０００６】
　このタイプの方法は、自動車が間隙を通過できるか否かを、単純な方法で決定できると
いう利点を有する。したがって、この方法によると、自動車の損傷を回避することができ
、より重要なことに、事故を回避することができる。さらに、ドライバーによる自動車の
操作を助ける手段が提供される。
【０００７】
　限定目的ではない一実施形態では、自動車のイメージと間隙の比較は、自動的に行われ
る。これは、自動車のドライバーにより行われる比較よりも迅速であり、ドライバーは、
道路で間隙に遭遇した際に、迅速に対応することができる。さらに、ドライバー自身が比
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較を行わなくてもよい。
【０００８】
　限定目的ではない一実施形態では、間隙と自動車のイメージの比較を行って、自動車が
損傷することなく間隙を通過できるか否かを、視覚的に決定できるように、間隙がディス
プレイに表示され、自動車のイメージが、間隙のイメージの平面に、この間隙の大きさに
合った寸法スケールで表示される。
【０００９】
　したがって、自動車のイメージの大きさが、間隙のクリアランス寸法よりも小さい場合
、自動車は、損傷することなく間隙を通過することができる。次に、イメージを生成する
手段が、比較の時点で前方に位置する間隙を、自動車が、損傷することなく後方へ通過で
きるか否かを決定する。
【００１０】
　限定目的ではない一実施形態では、ディスプレイに表示された制限された間隙は、カメ
ラによって記録された周囲のイメージの一部を構成する。ディスプレイに表示されたこの
周囲のイメージにおいて、自動車のイメージは、その自動車のイメージが、間隙のイメー
ジの平面で、間隙の寸法スケールに一致するように投影される。
【００１１】
　限定目的ではない一実施形態では、自動車のドライバーによって比較が行われる場合、
ディスプレイ上で自動車のイメージを間隙に投影する際には、イメージの平面、および自
動車のイメージの位置をディスプレイ上で手動調節して、自動車のイメージを間隙の位置
に移動させることができる。この調節を行う際、ドライバーは、例えばスライド式、回転
式、およびプッシュボタン式のスイッチなどの手動操作手段を用いることができる。ドラ
イバーは、ディスプレイ上の自動車のイメージを、間隙における適切な位置に再配置し、
次に、自動車のイメージの寸法スケールが、間隙またはその周囲に一致するように、寸法
スケールを変更することができる。
【００１２】
　限定目的ではない一実施形態では、自動車のイメージの位置および平面は、ディスプレ
イ上で、間隙の位置に自動的に移される。そのため、自動車のイメージを、ディスプレイ
上で手動で移動させる必要がない。
【００１３】
　ディスプレイ上の自動車のイメージが間隙の位置に移され、寸法スケールが適宜に調節
されたら、自動車が、損傷することなく間隙を通過できるか否かを決定することができる
。
【００１４】
　限定目的ではない一実施形態では、間隙は、ディスプレイ上で固定されている。このた
め、自動車が移動する際に、間隙が同時に移動することがない。
【００１５】
　限定目的ではない一実施形態では、自動車のイメージは、自動車の速度と推定距離に関
連した大きさであり、この推定距離は、自動車の前部と自動車のイメージとの間の距離で
ある。そのため、ドライバーは、自分の位置が間隙に対して、どのように変化しているか
を確認することができる。
【００１６】
　限定目的ではない一実施形態では、自動車のイメージは、自動車の型式によって決定さ
れる。したがって、自動車のイメージと間隙との比較の際に、自動車の正確な寸法が考慮
される。したがって、この比較は、きわめて正確である。
【００１７】
　限定目的ではない一実施形態では、自動車のイメージと間隙（例えば、トンネルの入口
、陸橋の支持構造、または道路工事の障壁など）を表すゾーンが重なり合う場合、警告信
号が発せられる。これにより、自動車が通過できないことが、ドライバーに知らせられる
。
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【００１８】
　限定目的ではない一実施形態では、自動車のイメージは、この自動車のアウトラインま
たはこのアウトラインを描く線によって表される。線または半透明なイメージが表示され
る場合、この利点は、このように描かれた自動車のアウトライン内に位置するゾーンが、
ディスプレイ上で覆われないことである。
【００１９】
　限定目的ではない一実施形態では、自動車のイメージの大きさを間隙に正確に合わせる
際には、ディスプレイの底部に、自動車のイメージに向かって延びる自動車の通路を表示
することができる。
【００２０】
　通路は、具体的には、道路に沿って自動車のイメージまで延びており、通路の幅は、イ
メージの各平面において、具体的には、自動車のイメージの幅（車輪の幅を考慮）と一致
している。通路がバーの形態で示される場合、このバーは、イメージの下縁から自動車の
イメージまで遠近法によって細くなっている。ディスプレイ上に描かれた通路により、イ
メージの平面における自動車のイメージの正確な寸法スケール、または間隙の位置を得る
ことができる。正確な寸法スケールを設定するために、通路を道路に沿って選択し、自動
車のイメージの下縁を、間隙の高さに調節することができる。
【００２１】
　限定目的ではない一実施形態では、自動車のドライバーは、自動車に配置された光源に
よって、自動車の幅または高さを自動車の進行方向前方で視認することができる。そのた
め、ドライバーは、前方の周囲またはディスプレイを観察して、自動車が同じ方向を進ん
だ場合、自動車が進行方向の間隙を通過できるか否かを決定することができる。従って、
ドライバーはより効率的に案内され、間隙を通過する際に衝突するリスクが軽減される。
この光源は、具体的には、着色光を放出することができるものである。
【００２２】
　限定目的ではない一実施形態では、光源が、道路に沿って光を放出するか、または自動
車の幅または高さを表す２本の線を、道路上に投射するように、光源を配置することがで
きる。
【００２３】
　上記した目的は、本発明による方法を実施するためのドライバー支援システムによって
達成することができる。このシステムは、周囲を記録するためのカメラと、道路の制限さ
れた間隙を検出するためのイメージ解析手段、および間隙を自動車のイメージと比較する
ための手段を備えた評価ユニットと、ディスプレイ１６とを備えている。
【００２４】
　限定目的ではない一実施形態では、記録された周囲の再生、および自動車のイメージが
、ディスプレイに表示される。
【００２５】
　限定目的ではない一実施形態では、支援システムは、さらに、自動車のイメージの位置
および平面を調節して、自動車のイメージをディスプレイ上で再配置するための手動調節
手段または自動調節ユニットを有する。
【００２６】
　限定目的ではない一実施形態では、支援システムは、さらに、自動車のドライバーが自
動車の幅または高さを視認できるようにする光源を有する。
【００２７】
　本発明の他の特徴および利点は、以下の説明、および限定目的でない添付の図面を参照
すれば、より良く理解できると思う。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　図１に模式的に示すドライバー支援システム１０は、カメラ１２と、自動車が通過すべ
き道路の制限された間隙を検出するためのイメージ解析手段１４ａ、および間隙と自動車
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のイメージを比較する手段１４ｂを有する評価ユニット１４と、ディスプレイ１６を備え
ている。
【００２９】
　限定目的ではない実施形態では、このシステム１０は、さらに、２つの光源１５と、自
動車のドライバーによって操作される調節手段１８を備えている。この調節手段１８は、
限定目的ではない実施形態では、評価ユニット１４に接続された、回転ボタンまたはトラ
ックボールなどのスライド式、回転式、またはプッシュボタン式のタクトスイッチとする
ことができる。
【００３０】
　限定目的ではない一実施形態では、比較手段１４ｂは、ディスプレイ１６上の自動車の
イメージの位置および平面を調節して、自動車のイメージを、間隙の位置に移動させる自
動調節ユニットを備えている。
【００３１】
　詳細は後述するが、自動車のイメージ（プロフィールとも呼ぶことができる）が画定さ
れ、次に、このイメージが、既に検出されている道路の制限された間隙と比較される。こ
のイメージは、自動車の少なくとも１つの寸法（幅、高さ、または長さ）を考慮し、少な
くとも１つの自動車の寸法と道路の制限の種類（道路、トンネル、陸橋、駐車スペースな
ど）によって決まる間隙との比較が行われる。例えば、この制限が陸橋の場合は、自動車
の高さが考慮され、この制限がトンネルの場合は、自動車の高さと幅が考慮され、この制
限が駐車スペースの場合は、自動車の長さが考慮される。図から分かるように、このイメ
ージと間隙は、ディスプレイ１６に表示しても、しなくても良い。
【００３２】
　自動車の走行方向の前方の場景が、カメラ１２によって記録される。
【００３３】
　次の説明は、逆方向の走行にも当てはまりうる。
【００３４】
　この記録された情景は、ディスプレイ１６に表示することができる。したがって、この
場景が表示されると、両方の光源１５（図１に模式的に図示）は、道路に沿った自動車の
幅ｂを表す２つの線１７を放出する。自動車のドライバーは、走行方向の場景を観察する
際に、これらの線１７を視認することができる。適宜、光源１５によって放出される線１
７を、ドライバーがディスプレイ１６で確認できるように、光源１５を設計することがで
きる。
【００３５】
　具体的には、この光源として、レーザー光源を用いることができる。この光源は、具体
的には、各ヘッドランプのハウジング内に取り付けることができる。もちろん、他の種類
の光源を用いることもできる。
【００３６】
　図２～図４は、例えば、カメラ１２によって記録された場景のイメージを例示している
。この場景のイメージは、道路２０と、センターライン２２の左側および歩道２４の右側
の自動車の通路を示している。対向車２６は、反対の車線を走行している。ディスプレイ
のイメージから分かるように、自動車は、陸橋の支持構造２８によって右側が制限されて
いるガード下に近づいている。陸橋の支持構造２８と対向車２６との間の領域が、道路の
制限された間隙３０を表している。この間隙は、イメージ解析手段１４ａによって検出さ
れ決定される。
【００３７】
　限定目的ではない第１の例では、このようなイメージ解析手段１４ａは、文献「Ｐ.ビ
オラ（三菱電機研究所）およびＭ．ジョーンズ（コンパックＶＲＬ）による、”単純な構
造のブーストカスケードを用いた迅速な物体の検出”（Rapid Object Detection Using a
 Boosted Cascade of Simple Features-P.Viola-Mitsubishi Electric Research Labs, M
.Jones-Compaq CRL-Conference on computer vision and pattern recognition 2001）」
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に開示されている。このような解析手段の限定目的ではない第２の例が、フランス国特許
第０５１１４８８号に開示されている。
【００３８】
　システム１０は、損傷することなく、道路の制限された間隙３０を自動車が通過できる
か否かを決定することができる。
【００３９】
　このために、限定目的ではない一実施形態では、ディスプレイ１６は、図２および図３
に示すように、ドライバーが乗車している自動車のイメージ３２を表示している。
【００４０】
　第１の変更形態では、イメージ３２は、例えば、後方または前方から見た自動車のアウ
トラインを表す実線の形態である。もちろん、自動車のアウトラインよりも単純な正方形
や平行六面体などの別の形状を用いることもできる。イメージ３２によって、自動車の長
さを表すこともできることに留意されたい。
【００４１】
　図面にグラフィック形式で描いてある、自動車のイメージ３２の方向に、道路２０に沿
って延びた通路３４を、ディスプレイの底部に示している。通路３４の幅ｂは、各イメー
ジの平面における自動車のイメージ３２の幅（車輪の幅を考慮している）と一致している
。遠近法のため、この幅ｂは、関連するイメージの平面の位置に対して狭くなっている。
【００４２】
　図２に示すように、ディスプレイのイメージの下縁から自動車のイメージ３２の下縁ま
での距離ａは、間隙に対する自動車の距離と一致している。
【００４３】
　図２～図４に示すように、カメラ１２によって記録された場景のイメージにおいて、間
隙３０は、自動車の走行方向前方に位置している。したがって、通路３４は、走行方向に
直線状に延びている。線１７は、図２のディスプレイ１６には示していない。
【００４４】
　光源１５によって放出される線１７が、ディスプレイ１６に表示される場合、この線１
７は、ディスプレイ１６に示されている位置にある通路３４を画定する。道路の制限され
た間隙３０が、自動車の前方に直線状に延びていない場合は、線１７が、通路３４を表す
線の上ではなく、別の方向に現れる。
【００４５】
　図３に示すように、車輪の操舵角と一致する軌道３５を、実線で表すこともできる。こ
の軌道は、制限された間隙３０まで延びる車輪の経路を示す線によって表されている。
【００４６】
　車輪の軌道を示すことにより、例えば、ドライバーが自動車間の距離を維持したい場合
に、ドライバーが容易に駐車したり、曲がりくねった道路を容易に走行することができる
。したがって、ドライバーは、車輪の軌道上の障害物を検出して回避したり、軌道上を走
行することができる。車輪の軌道は、必ずしも通路３４に平行でなくてもよいことに留意
されたい。
【００４７】
　車輪の軌道は、操舵角を考慮して調節するできることに留意されたい。操舵角は、例え
ばセンサから得られ、例えば自動車の垂直軸に対して計算される。この時、この値を偏揺
れ角と呼ぶ。したがって、軌道３５を表す線は、直線ではなく曲線とすることができる。
【００４８】
　軌道は、前輪の軌道と後輪の軌道の２つのタイプに分けることができる。こうすること
により、これらの２つのタイプの車輪に対して、異なる回転半径を考慮することができる
。
【００４９】
　図２または図３に示す自動車のイメージ３２を、手動操作の調節手段１８を用いてディ
スプレイ１６上で再配置し、その大きさを調節することができる。再配置は、一連のステ
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ップで連続的または段階的に行うことができる。したがって、自動車のイメージ３２を、
道路３０の制限された間隙の位置に移動させて、イメージ３２の寸法スケールが、このイ
メージ平面に示されている間隙３０の寸法スケールと一致するように、寸法スケールを調
節することができる。
【００５０】
　ドライバーが、自動車のイメージ３２を通路３４に再配置するのを容易にするために、
図３に太い点線で示すように、自動車のイメージ３２の両側の垂直線および水平線３６な
どを定めるための補助を用いることもできる。
【００５１】
　図４は、３つの異なるイメージ平面に配置されたイメージ３２の３つの異なる寸法スケ
ールの組合せを示している。図示されている最も大きい自動車のイメージ３２’は、自動
車がガード下に進入する時のイメージ平面に位置している。図示されている中間の大きさ
の自動車のイメージ３２’’は、ガード下内の自動車の寸法スケールに一致している。３
番目の３２’’’は、自動車がガード下を出る時の自動車の寸法スケールと一致し、対応
するイメージ平面に位置している。
【００５２】
　ドライバーが通過しようとする間隙３０の位置は、ディスプレイ１６に固定するのが好
ましいことに留意されたい。したがって、自動車が、間隙３０に対して前進するか、また
は後退するかによって、自動車のイメージ３２、３２’、３２’’を、ディスプレイ１６
上に固定された間隙３０のイメージに合わせる。
【００５３】
　自動車のイメージ３２の大きさは、推定距離ｄ２および自動車の速度Ｖｉｔに関連して
調節できることにも留意されたい。したがって、通路３４は、自動車と道路の制限された
間隙３０との間の最初の正確な距離に設定される。
【００５４】
　自動車の速度Ｖｉｔを考慮し、この速度Ｖｔｉに走行時間Ｔを乗じて、走行距離ｄ１と
、最初の距離からこの走行距離ｄ１を減じた値に等しい推定距離ｄ２が得られる。したが
って、自動車のイメージ３２は、自動車が道路３０の制限された間隙に近づくにつれて、
自動車のイメージ３２の大きさが増大するように大きさが変更される。したがって、自動
車のイメージ３２の大きさと、推定距離ｄ２との間の対応が確立される。この推定距離は
、自動車の前部とイメージ３２との間の距離である。イメージ３２の様々な大きさと推定
距離ｄ２の様々な値との間のこのような対応を、自動車のメモリに保存することができる
。
【００５５】
　推定距離ｄ２は、例えば工場で、最小または最大に設定できることにも留意されたい。
【００５６】
　この第１の実施形態の第２の限定目的ではない変更形態では、ディスプレイ１６は、図
５に例示するように、ドライバーが乗車している自動車の上から見たイメージ３２および
その周囲を示している。このタイプのディスプレイは、「鳥瞰図」と呼ばれ、限定目的で
はない例である文献「Ｆホルツマンら著、”仮想ドライバーを用いた安全運転の向上”（
Improvement of driving safety using a virtual driver-F.Holzmann, et al-Daimler C
hrysler AG, Truck Product Creation-Ecole Polytechnique de Lausanne-Technical Uni
versity of Munich）」、特に４章のＡおよびＢに記載されている。
【００５７】
　このようなディスプレイ１６は、例えば駐車スペースなどの制限された間隙３０に対し
て、自動車の長さまたは幅をチェックしたり、図５に例示するように、単純に用いて、対
向車や交差する車両を示し、自動車が交差点で道路を行き過ぎないようにチェックするこ
とができる。したがって、このタイプの図は、特に、自動車の側で生じる危険をドライバ
ーに警告するのに適している。
【００５８】
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　例えば、ドライバーの操作方法が、駐車スペースに入れるのに適していない場合には、
例えば危険が存在する側の自動車の側面の赤色インジケータなどの警告信号を表示するこ
とができる。
【００５９】
　もちろん、自動車の３Ｄビューなどの別のタイプの図を用いることもできる。
【００６０】
　その結果、自動車のイメージ３２と対応するイメージ平面に示されている間隙３０の内
側の幅との比較により、自動車が損傷することなく、間隙を通過できるか否かを決定する
ことができる。ドライバーは、具体的には、ディスプレイ１６上の自動車のイメージ３２
と間隙３０を観察して、この比較を行うことができる。
【００６１】
　第２のより完全な実施形態では、この比較は、評価ユニット１４、間隙３０を検出する
イメージ解析手段１４ａ、および比較手段１４ｂによって自動的に行うことができる。こ
のイメージの適切な処理により、この間隙３０の内側の幅を計算し、自動車のイメージ３
２と対応するイメージ平面を比較することができる。
【００６２】
　別の変更形態では、この比較は、自動車のイメージ３２と間隙３０のイメージの両方を
、同じ平面に配置して（例えば自動車のイメージ３２の位置および平面を調節して、この
イメージ３２を間隙の位置に移動させて）行うことができる。
【００６３】
　この場合、この比較は、ドライバーによって行われない。
【００６４】
　したがって、ディスプレイ１６は、自動車のイメージ３２や間隙３０のイメージを表示
する必要がない。ドライバーが、自動車を損傷することなく、間隙を通過できるか否かを
ドライバーに知らせるために、視覚信号を、ディスプレイ１６上に表示させることができ
る。また、ディスプレイ１６は、必ずしも表示する必要はない。
【００６５】
　この時、別のインターフェイスを音または触知のインターフェイス（不図示）などとし
て用いて、ドライバーが自動車を損傷することなく、間隙を通過できるか否かをドライバ
ーに知らせることができる。したがって、視覚インターフェイスを備えていないビデオセ
ンサを有するカメラ１２を使用することができる。
【００６６】
　もちろん、ディスプレイ１６が、自動車のイメージ３２、間隙３０のイメージ、および
周囲を表示した状態で、比較が自動的に行われる第３の実施形態を提供することもできる
。これは、比較手段１４ｂの自動調節ユニットによって行われる。この自動調節ユニット
は、ディスプレイ１６上の自動車のイメージの位置および平面を調節して、自動車のイメ
ージを間隙の位置に移動させることができる。
【００６７】
　したがって、ドライバーによる確認、または光、音、または触知の信号の生成によって
、自動車が損傷することなく、間隙３０を通過できると決定された場合、ドライバーは、
前方で起きることに集中しながら、間隙３０を適切に通過することができる。
【００６８】
　これは、自動車を損傷することなく、間隙を通過するためにドライバーが選択した進路
が適切か否かが、ドライバーに知らされるという点で、線１７によって促進されることに
留意されたい。線１７を考慮しながら、ドライバーは、自動車の前方で起きることに集中
し、ディスプレイ１６に注意を払わなくても良い。したがって、線１７は、自動車が損傷
することなく、ドライバーが間隙を通過するのを助ける。
【００６９】
　光源１５は、具体的には、周囲に対して目立ち、ドライバーが明確に確認できる着色光
を放出することができる。同様に、線１７は、ディスプレイ１６上にカラーで示すことが
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できる。
【００７０】
　自動車が、損傷することなく、間隙３０を通過できない場合、警告信号を、ドライバー
に対して発することもできる。重なり合う場合、ドライバーに対して発せられる警告信号
を、光、可聴音、または触知の信号とすることができる。例えば、音の信号を発するか、
または「進め」、「ゆっくり進め」、「進むな」などの警告文字をディスプレイ１６上に
表示することができる。
【００７１】
　衝突が迫った場合、他のドライバー支援システム、具体的には、自動車の自動ブレーキ
を作動させることもできる。
【００７２】
　例えば強制ターンまたは強制ブレーキを作動させるために、他のドライバー支援システ
ムを、警告信号に接続することも可能である。
【００７３】
　一般的な方法では、自動車のイメージ３２（ディスプレイ１６上に表示されていてもい
なくても）を決定する際には、使用されるパラメータが、自動車の正確な寸法を確認でき
る自動車の型式であることに留意されたい。したがって、自動車の型式が、工場でまたは
改造時に、自動車のメモリに保存される。
【００７４】
　特に自動車が静止している場合、例えばドアの幅やテールゲートの長さなどのパラメー
タを用いて、自動車が駐車スペースなどの道路３０の制限された間隙に位置している時に
、ドアまたはテールゲートを開けることができるか否かを決定することができる。自動車
の型式は、工場でまたは改造時に記録することができる。
【００７５】
　ルーフ上の自転車や取外し式ルーフラックの存在などの他のパラメータを考慮すること
もできる。このようなパラメータは、ドライバーが適当なインターフェイス（例えば、シ
ステム１０のスタートアップ）を介して、または存在センサなどによって自動的にメモリ
に保存することができる。
【００７６】
　限定目的ではない一実施形態では、支援システム１０は、図１に例示するような障害物
検出システム４０と協働することができる。この障害物検出システム４０は、通路３４す
なわち自動車と間隙３０との間に障害物が存在するか否かの決定、障害物の種類（自動車
、オートバイなど）の決定、および障害物が移動しているか静止しているかの決定に役立
つ。
【００７７】
　このようなシステムは、例えば、当業者に周知の１または複数のセンサ（視覚、レーダ
ー、超音波、レーザーなど）、および／またはこのようなセンサによって生成されるデー
タの組合せに基づいている。
【００７８】
　レーダーセンサを用いる障害物検出システム４０の限定目的ではない例が、文献「Ｆク
ルーゼ、Ｆフォルスター、Ｍアーホルト、ＭＭメイネック、Ｈローリング著、”自動車レ
ーダーを用いた物体の分類”（Object classification with automotive radar-F.Kruse,
 F.Folster, M.Ahrholdt, MM.Meinecke, H.Rohling-Technical University of Hamburg-H
arburg, Dpt of Telecommunications-Volkswagen AG, Research Electronic Systems）」
に記載されている。
【００７９】
　別のタイプのセンサを用いる障害物検出システム４０の別の限定目的ではない例が、文
献「ＭＪカルソおよびＬＳウイザナワサム著、”ＡＭＲ磁気センサを用いた自動車の検出
およびコンパスの利用”（Vehicle Detection and Compass Applications using AMR Mag
netic Sensors-MJ. Caruso, LS. Withanawasam-Honeywell, SSEC）」、特にＡＭＲセンサ
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の利用および自動車の分類（AMR Sensor Applications and Vehicle Classification）の
章に記載されている。
【００８０】
　障害物検出システムは、自動または半自動である。半自動の場合、適当なインターフェ
イスにより、自動車のドライバー自身が障害物を決定することができる。
【００８１】
　したがって、例えば自動車などの障害物が通路３４に存在すると、ドライバーが進まな
いように警告するために、信号（可聴音や視覚信号など）が発せられる。
【００８２】
　限定目的ではない実施形態では、支援システム１０は、自動車のサイドミラーなどの搭
載システム５０を自動的に制御するために搭載システム５０と協働することもできる。例
えば、ドライバーが狭い駐車スペースに自動車を駐車したい場合、支援システム１０が、
駐車スペースが狭すぎることを検出し、上記したような警告信号を発することができるが
、サイドミラーを折りたためば駐車スペースに入れることができる場合は、自動的にサイ
ドミラーを折りたたむことができる。同じことを、同様に搭載システム５０と協働するこ
とができる障害物検出システム４０に適用することもできる。
【００８３】
　このような自動制御は、オプションとして、ドライバーが適当なインターフェイスを介
して作動させることができる。また、この自動制御を、自動車のドアやテールゲート、ま
たはブレーキペダルの段階的な作動や自動駐車システムに利用することも可能である。
【００８４】
　したがって、このような支援システム１０は、自動車が移動している場合（道路を前進
または後退している際や、ドライバーが駐車スペースなどに駐車したい場合など）、自動
車が静止している場合（例えば、ドライバーが自動車のドアを開けたい時など）に用いる
ことができる。したがって、支援システム１０により、事故や自動車の損傷を回避するこ
とができ、ドライバーによる自動車の正確な操作が助けられる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明によるドライバー支援システムの模式的な線図である。
【図２】図１のシステムによって生成されるディスプレイの第１の例を例示す図である。
【図３】図１のシステムによって生成されるディスプレイの第２の例を例示す図である。
【図４】図１のシステムによって生成されるディスプレイの第３の例を例示す図である。
【図５】図１のシステムによって生成されるディスプレイの第４の例を例示す図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１０　　ドライバー支援システム
　１２　　カメラ
　１４　　評価ユニット
　１４ａ　　イメージ解析手段
　１４ｂ　　比較手段
　１５　　光源
　１６　　ディスプレイ
　１７　　線
　１８　　調節手段
　２０　　道路
　２２　　センターライン
　２４　　歩道
　２６　　対向車
　２８　　支持構造
　３０　　間隙
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　３２　　自動車のイメージ
　３２’　　最も大きい自動車のイメージ
　３２’’　　中間の大きさの自動車のイメージ
　３２’’’　　最も小さい自動車のイメージ
　３４　　通路
　３５　　軌道
　３６　　水平線
　４０　　障害物検出システム
　５０　　搭載システム
　ａ　　下縁から自動車のイメージ３２の下縁までの距離
　ｂ　　自動車の幅

【図１】 【図２】
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【図５】
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