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(57)【要約】
【課題】車止めの未検出を防止することができる後退支
援装置を提供する。
【解決手段】運搬機械としてのダンプトラック１０００
の後退を支援する後退支援装置１００は、後方物体検出
部２を備える。後方物体検出部２は、運搬機械としての
ダンプトラック１０００の後方にある物（車止め１０１
など）までの距離を測定する。後方物体検出部２は、運
搬機械としてのダンプトラック１０００の従動輪の外側
、かつダンプトラック１０００の従動輪５０の上方に配
置される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運搬機械の後方にある物までの距離を測定する後方物体検出部を備え、
　前記後方物体検出部は、
　前記運搬機械の従動輪の外側、かつ前記従動輪の上方に配置されることを特徴とする後
退支援装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の後退支援装置であって、
　前記後方物体検出部は、
　右旋回最大操舵角に対応する前記運搬機械の従動輪の外側端面と左旋回最大操舵角に対
応する前記運搬機械の従動輪の外側端面とによって挟まれた領域に配置されることを特徴
とする後退支援装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の後退支援装置であって、
　前記後方物体検出部は、
　前記運搬機械の従動輪の車軸を含む鉛直面からの距離が前記従動輪半径より小さい位置
に配置されることを特徴とする後退支援装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の後退支援装置であって、
　前記後方物体検出部から一定の距離Ｔｓに配置された基準物と、
　前記後方物体検出部によって測定された前記基準物までの距離Ｔと距離Ｔｓの偏差が第
１の閾値以上の場合、警告を報知する報知装置と、
　を備えることを特徴とする後退支援装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の後退支援装置であって、
　前記後方物体検出部によって測定された前記基準物までの距離Ｔと距離Ｔｓの偏差が第
１の閾値以上の場合、前記運搬機械を停止させる速度調整装置を備えることを特徴とする
後退支援装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の後退支援装置であって、
　前記速度調整装置は、
　前記後方物体検出部によって所定回数測定された前記基準物までの距離Ｔの平均Ｔave
と距離Ｔｓとの偏差が第１の閾値より小さい第２の閾値以上の場合、前記運搬機械の速度
を制限することを特徴とする後退支援装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の後退支援装置であって、
　前記後方物体検出部は、少なくとも２個あり、
　それぞれの前記後方物体検出部によって測定された前記車止めまでの距離に基づいて、
前記車止めの長手方向に垂直な面と前記従動輪の車軸に垂直な面とがなす角度を示す運搬
機械角度を計算する車止め計測装置と、
　前記運搬機械角度が第３の閾値以上の場合、前記運搬機械の速度を制限する速度調整装
置と、
　を備えることを特徴とする後退支援装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の後退支援装置であって、
　前記速度調整装置は、
　前記車止めに対する前記運搬機械角度が第３の閾値より小さく、前記後方物体検出部に
よって測定された前記車止めまでの距離が第４の閾値以下の場合、前記運搬機械の速度を
制限することを特徴とする後退支援装置。
【請求項９】
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　請求項８に記載の後退支援装置であって、
　前記速度調整装置は、
　前記運搬機械角度が第３の閾値より小さく、前記後方物体検出部によって測定された前
記車止めまでの距離が第４の閾値より小さい第５の閾値以下である場合、前記運搬機械を
停止させることを特徴とする後退支援装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の後退支援装置であって、
　前記車止めは、傾斜部を備え、
　前記後方物体検出部は、
　前記運搬機械が前記車止めの位置で停止した状態において、前記後方物体検出部による
検出面と前記傾斜部との交線と、前記後方物体検出部から走行面側の前記交線の一端へ引
いた直線とが垂直になるように配置されることを特徴とする後退支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉱山用ダンプトラック等の運搬機械の後退を支援する後退支援装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　露天掘り鉱山では、ショベルなどの積込機械が鉱石や土砂などの砕石物をダンプトラッ
クなどの運搬機械に積み込み、運搬機械は砕石物を放土場へ搬送したうえで排出した後、
再び積込み場へ戻るという作業を繰り返す。
【０００３】
　この放土場は、鉱山領域内の所定の崖下に設定されていることがある。ここで、放土位
置は崖の手前の盛土（車止め）などにより示され、ダンプトラックは、放土場に対して後
ろ向きに走行し、盛土手前で位置決めして安全に停止する必要がある。
【０００４】
　このようなダンプトラックの位置決めと走行制御に関わる背景技術として、車両が目標
ランプに向かって自動的に走行するように制御する走行制御装置が知られている（例えば
、特許文献１参照）。
【０００５】
　特許文献１には、車両が目標ランプに向かって自動的に走行するように制御する走行制
御装置において、車両走行の目標となる方向に位置する目標ランプを撮像するカメラと、
撮像画像に含まれる目標部画像の位置と車両の初期位置との関係で定まる目標走行ライン
を走行するように車両の走行を制御する手段を備え、撮像画像から目標部に対する車両の
ヨー角を検出し、撮像画像から目標走行ラインからの横偏差を算出し、ヨー角および横偏
差にもとづいて車両の走行を制御する、と記載されている。
【０００６】
　また、光学機器を使用し、目標位置まで正確に移動体を誘導走行させる移動体の誘導走
行制御装置が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
　特許文献２には、受光手段で第１の光反射手段で反射された光Ｌ1が受光された時点の
移動体１の現在位置（Ｘ1、Ｙ1）および現在姿勢角β1と、受光手段で第２の光反射手段
で反射された光Ｌ3が受光された時点の移動体の現在位置（Ｘ2、Ｙ2）および現在姿勢角
β2と、光が投光される方向αと、所定距離と、目標対象物の姿勢角γとに基づいて、目
標対象物の実際の目標位置Ｔ´が計測され、この目標位置Ｔ´によって教示目標位置Ｔが
補正され、移動体が誘導走行される、と記載されている。
【０００８】
　その他、障害物を早期に特定できる障害物検出装置が知られている（例えば、特許文献
３参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１０－２００６７４号公報
【特許文献２】特開平１０－２０７５３７号公報
【特許文献３】特開平１１－２４９７４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記特許文献１に開示されるような走行制御装置では、車両各室に取り付けたカメラで
目標ランプに対するヨー角と目標ランプの距離を算出し、車両を目標走行ラインに沿って
走行させることができる。しかしながら、車両が走行する搬送路の土埃でカメラのレンズ
が汚れないようにする対策については考慮されていない。
【００１１】
　また、特許文献２に開示されるような移動体の誘導走行制御装置では、ダンプトラック
にレーザ投受光センサを配設し、反射ポールまでの相対距離を測定し、反射ポールの既知
位置と相対距離から車両位置を求めて演算上の軌跡に対する補正位置を計算し、補正位置
から目標位置と目標方位となるように車両を制御することができる。しかしながら、土埃
でレーザ投受光センサ面が汚れないようにする対策や、センサ面の汚れにより正しい相対
距離を測定できない場合の対応については考慮されていない。
【００１２】
　さらに、特許文献３に開示されるような障害物検出装置付き自走車両では、車両の後部
に障害物を検出するセンサが設置されている。このようにセンサが車両の後部に設置され
ていると、タイヤの回転によって土埃が撒きあがり、センサに土埃が付着しやすくなる。
【００１３】
　そのため、特許文献１～３に開示されるような技術を鉱山用ダンプトラック等の運搬機
械に適用しても、車止めを検出できない場合が発生し得る。
【００１４】
　本発明の目的は、車止めの未検出を防止することができる後退支援装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明は、運搬機械の後方にある物までの距離を測定する
後方物体検出部を備え、前記後方物体検出部は、前記運搬機械の従動輪の外側、かつ前記
従動輪の上方に配置されるようにしたものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、車止めの未検出を防止することができる。上記した以外の課題、構成
及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態である後退支援装置を搭載したダンプトラックの使用状
況を説明するための図である。
【図２】本発明の第１の実施形態である後退支援装置の構成を説明するための図である。
【図３】本発明の第１の実施形態である後退支援装置に用いられる後方物体検出部及び基
準物の配置を示すダンプトラックの斜視図である
【図４】本発明の第１の実施形態である後退支援装置に用いられる後方物体検出部及び基
準物の配置を示すダンプトラックの側面図である
【図５Ａ】本発明の第１の実施形態である後退支援装置に用いられる後方物体検出部の配
置を説明するためのダンプトラックの側面図である。
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【図５Ｂ】後方物体検出部の配置を説明するためのダンプトラックの上面図（模式図）で
ある。
【図６Ａ】後方物体検出部をダンプトラックの後部に配置した比較例としてのダンプトラ
ックの側面図である。
【図６Ｂ】土埃が撒きあがる状態を示す比較例としてのダンプトラックの側面図である。
【図６Ｃ】図６Ｂを上から見た比較例としてのダンプトラックの上面図である。
【図７Ａ】本発明の第１の実施形態である後退支援装置による後方検出を説明するための
模式図（ダンプトラックの側面図）である。
【図７Ｂ】本発明の第１の実施形態である後退支援装置による後方検出を説明するための
模式図（ダンプトラックの上面図）である。
【図８】本発明の第１の実施形態である後退支援装置の処理を示すフロー図である。
【図９Ａ】レーザスキャナ（後方物体検出部）の検出窓がきれいな場合の測定結果の一例
として、本発明の第１の実施形態である後退支援装置に用いられるレーザスキャナの走査
によって得られる測定距離を示す図である。
【図９Ｂ】レーザスキャナ（後方物体検出部）の検出窓が汚れた場合の測定結果の一例と
して、本発明の第１の実施形態である後退支援装置に用いられるレーザスキャナの走査に
よって得られる測定距離を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態である後退支援装置による汚れ状態の判定フロー図で
ある。
【図１１Ａ】本発明の第１の実施形態である後退支援装置に用いられる後方物体検出部と
してのレーザスキャナの走査を示す図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａに示すように走査した場合における、後方物体検出部としてのレー
ザスキャナの反射光の強度を示す図である。
【図１２】車止めの付近に土埃が撒きあがった場合でも、本発明の第１の実施形態である
後退支援装置がロバストに車止め検出を行う方法を説明するための図である。
【図１３】本発明の第１の実施形態である後退支援装置に用いられる後方物体検出部と車
止めの傾斜部の位置関係を示すダンプトラックの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの
説明を省略する。
【００１９】
　（第１の実施形態）　
　以下、図１～図１０を用いて、本発明の第１の実施形態である後退支援装置を搭載した
運搬機械の構成及び動作を説明する。ここでは、一例として、運搬機械はダンプトラック
である。
【００２０】
　最初に、図１を用いて、ダンプトラック１０００の使用状況を説明する。図１は、本発
明の第１の実施形態である後退支援装置を搭載したダンプトラック１０００の使用状況を
説明するための図である。
【００２１】
　砕石物を積み込んだダンプトラック１０００は、崖下に設置された放土場ＤＳに対して
後ろ向きに走行し、車止め１０１の位置で停止し、放土する。なお、図１では、ダンプト
ラック１０００は、直交座標系２３のｘ軸方向に後退する。また、車止め１０１は盛土で
形成される。
【００２２】
　ダンプトラック１０００は、後退を支援する後退支援装置１００を備える。後退支援装
置１００は、車止め１０１、車止め計測装置１０２、計測性能監視装置１０３、自己位置
計測装置１０５、速度調整装置１０６などから構成される。これらの装置の詳細は、図２
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を用いて後述する。
【００２３】
　管制局２００の報知装置２０１は、後退支援装置１００から供給される情報に基づいて
、車止め１０１の未検出の恐れがある場合に、表示部に警告を表示して報知する。
【００２４】
　次に、図２を用いて、後退支援装置１００の構成を説明する。図２は、本発明の第１の
実施形態である後退支援装置１００の構成を説明するための図である。
【００２５】
　図２に示すように、後退支援装置１００は、車止め１０１、車止め計測装置１０２、計
測性能監視装置１０３、無線通信装置１０４、自己位置計測装置１０５、速度調整装置１
０６から構成される。
【００２６】
　車止め１０１は、ダンプトラック１０００の後方の放土位置に配置される。車止め計測
装置１０２は、車止め１０１のダンプトラック１０００に対する相対位置および向きを計
測する。計測性能監視装置１０３は、車止め計測装置１０２の計測性能を監視する。
【００２７】
　無線通信装置１０４は、管制局２００の無線通信装置２０２と無線で通信する。自己位
置計測装置１０５は、ダンプトラック１０００の位置・姿勢を計測する。速度調整装置１
０６は、後退時に車止めに接近しすぎたときや車止めからはずれて後退したときにダンプ
トラック１０００の速度を調整する。
【００２８】
　車止め計測装置１０２は、後方物体検出部２a、２b、車止め計測部３、車止め記憶部４
から構成される。
【００２９】
　後方物体検出部２a、２bは、ダンプトラック１０００の左右（側面）に設置され、ダン
プトラック１０００の後方にある車止め１０１の一部を検出しダンプトラック１０００か
らみた距離と方向またはダンプトラック１０００に対する相対位置を取得する。後方物体
検出部２a、２bは、例えば、レーザ光を扇状に投射し、物体からの反射光によって対象物
までの距離と方向を測定するレーザスキャナ（レーザレンジスキャナ）である。
【００３０】
　車止め計測部３は、後方物体検出部２a、２bにより取得した、ダンプトラック１０００
から車止め１０１上の２点までの距離に基づいて、ダンプトラック１０００に対する車止
め１０１の相対位置と向きを求める。車止め記憶部４は、車止め１０１の相対位置と向き
とを記憶する。
【００３１】
　計測性能監視装置１０３は、汚れ状態推定部７、汚れ状態記憶装置８から構成される。
汚れ状態推定部７は、ダンプトラック１０００の表面（ベッセルの側面）に設置された基
準物５２（図３を用いて後述）を後方物体検出部２a、２bによって計測した結果から後方
物体検出部２a、２bの汚れ状態を推定する。汚れ状態記憶装置８は、推定された汚れ状態
を記憶する。
【００３２】
　自己位置計測装置１０５は、車輪速計測部１５、操舵角計測部１６、自己位置演算装置
１７から構成される。車輪速計測部１５は、ダンプトラック１０００の車輪回転速度を計
測する。操舵角計測部１６は、操舵角度を計測する。自己位置演算装置１７は、車輪速計
測部１５と操舵角計測部１６による計測結果から、ダンプトラック１０００の速度と角速
度、さらに、地面に固定された座標系での位置・姿勢を算出する。
【００３３】
　なお、ダンプトラック１０００の位置・姿勢をより高精度で計測するため、自己位置計
測装置１０５は、IMU（慣性計測装置）とGPS（Global Positioning System）とで構成し
てもよい。
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【００３４】
　速度調整装置１０６は、制動装置１８、駆動トルク制限装置１９、運搬機械制動制御装
置２０から構成される。制動装置１８は、ダンプトラック１０００の速度を低下させたり
停止させたりする。駆動トルク制限装置１９は、ダンプトラック１０００の駆動輪の回転
トルク指令値を制限する。運搬機械制動制御装置２０は、車止めまでの距離などから制動
装置１８の制動量と駆動トルク制限装置１９の制限量を算出する。
【００３５】
　管制局２００の報知装置２０１は、計測性能監視装置１０３から供給される後方物体検
出部２ａ、２ｂの汚れ状態の推定結果に基づいて、車止め２０１の未検出や誤検出の恐れ
がある場合に、表示部に警告を表示して報知する。なお、報知は、音声をスピーカーなど
から出力したり、ランプを点灯したりすることにより行ってもよい。
【００３６】
　車止め計測装置１０２において、後方物体検出部２a、２bは車止め計測部３に接続され
、さらに、車止め計測部３は車止め記憶部４に接続される。また、後方物体検出部２a、
２bは、計測性能監視装置１０３において、汚れ状態推定部７にも接続される。
【００３７】
　計測性能監視装置１０３において、無線通信装置１０４は汚れ状態推定部７に接続され
る。無線通信装置１０４は、無線通信装置２０２と無線で接続され、無線通信部２０２は
、報知装置２０１と接続される。
【００３８】
　自己位置計測装置１０５において、車輪速計測部１５と操舵角計測部１６は自己位置演
算装置１７に接続される。速度調整装置１０６において、車止め計測部３と自己位置演算
装置１７は、運搬機械制動制御装置２０に接続され、運搬機械制動制御装置２０は、制動
装置１８と駆動トルク制限装置１９に接続される。
【００３９】
　車止め計測部３と車止め記憶部４、汚れ状態推定部７、自己位置演算装置１７は、例え
ば中央演算処理装置と記憶装置と入出力回路と通信回路からなるマイコン装置に実装され
る。
【００４０】
　車止め計測部３と車止め記憶部４の処理用に、それぞれ別のマイコン装置を設ける構成
にしても良く、一つのマイコン装置で構成しても良い。また、運搬機械制動制御装置２０
は、例えば複数のマイコン装置で構成される車載用コントローラであって、車載用コント
ローラ内部のソフトウエアによって機能を実現する。
【００４１】
　次に、図３～図４を用いて、後方物体検出部２（２a、２b）及び後方物体検出部２の汚
れを推定するために用いられる基準物５２の配置を説明する。図３は、本発明の第１の実
施形態である後退支援装置１００に用いられる後方物体検出部２及び基準物５２の配置を
示すダンプトラック１０００の斜視図である。図４は、本発明の第１の実施形態である後
退支援装置１００に用いられる後方物体検出部２及び基準物５２の配置を示すダンプトラ
ック１０００の側面図である。
【００４２】
　後方物体検出部２は、基準物５２までの距離を計測し、計測値を汚れ状態推定部７に供
給する。前述したように、汚れ状態推定部７は、基準物５２までの距離の計測値に基づい
て、後方物体検出部２の汚れを推定する。ここで、基準物５２は、例えば、白色の板で構
成される。
【００４３】
　後方物体検出部２は、従動輪５０（前輪）の上のダンプトラック１０００の側面に取り
付けられる。一方、基準物５２は、図４に示すように、ダンプトラック１０００の側面上
（ベッセルの側面）であって、車止め１０１の走査に使用されない走査角度の範囲に取り
付けられる。例えば、後方物体検出部２と基準物５２は、同じ高さに配置される。なお、
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従動輪５０は、キャブ６１（運転席）の下方にある。
【００４４】
　次に、図５を用いて、後方物体検出部２ａの配置を詳細に説明する。図５Ａは、本発明
の第１の実施形態である後退支援装置に用いられる後方物体検出部２ａの配置を説明する
ためのダンプトラックの側面図である。図５Ｂは、後方物体検出部２ａの配置を説明する
ためのダンプトラックの上面図（模式図）である。
【００４５】
　本実施形態では、従動輪５０からの泥の跳ね上げが後方物体検出部２（２ａ、２ｂ）の
検出窓に付着するのを防ぐために、図５Ａに示すように配置される。すなわち、後方物体
検出部２ａは、従動輪５０の車軸５０Ｓ方向から見たときに、車軸５０の上方に設置され
る。つまり、後方物体検出部２ａは、鉛直方向に対して、従動輪の上方に配置される。
【００４６】
　詳細には、後方物体検出部２ａの鉛直方向の位置は、地面を基準にしたときに、従動輪
５０の高さ（直径）より大きく、ダンプトラックの高さ（ベッセルの上端の高さ）よりも
小さい。
【００４７】
　また、図５Ｂのハッチングで示すように、ダンプトラック１０００を上から見たときに
、左右への最大操舵時における従動輪５０の外側端面の２つの延長面（５０ＦＲ、５０Ｆ

Ｌ）がなす領域に後方物体検出部２を設置する。換言すれば、後方物体検出部２は、右旋
回最大操舵角に対応するダンプトラック１０００の従動輪５０の外側端面と左旋回最大操
舵角に対応する前記運搬機械の従動輪の外側端面とによって挟まれた領域に配置される。
【００４８】
　ただし、ダンプトラック１０００がほとんど直進しかせず、旋回時は低速で走行すると
いった場合には、図５Ｂに示すように、従動輪車軸から車輪径の範囲Ｗに後方物体検出部
２を設置してもよい。すなわち、後方物体検出部２は、前記車軸５０Ｓを含む鉛直面から
の距離が前記従動輪半径Ｒより小さい位置に配置される。
【００４９】
　ここで、図５Ｂの例では、ダンプトラック１０００が直進するときの操舵角に対応する
従動輪５０の外側端面から車軸５０Ｓの軸方向外側に所定距離ｄ１だけ離れた位置にダン
プトラック１０００の側面１０００Ｓがある。後方物体検出部２は、この側面１０００Ｓ
上に配置される。すなわち、後方物体検出部２は、水平面の車軸５０Ｓの方向に対して、
従動輪５０の外側に配置される。
【００５０】
　なお、後方物体検出部２a、２bは、土埃、水滴、雪などの汚れが後方物体検出部２a、
２bの検出窓５a、５bに直接付着するのを防ぐために、防塵カバー６で覆ってもよい。
【００５１】
　以上説明したように、後方物体検出部２を従動輪５０の上の所定位置に配置することに
より、従動輪５０からの泥の跳ね上げが後方物体検出部２（２ａ、２ｂ）の検出窓に付着
するのを防ぐことができる。これにより、車止め１０１の未検出を防止することができる
。
【００５２】
　次に、図６を用いて、後方物体検出部２をダンプトラック１０００の後部に配置した比
較例を説明する。図６Ａは、後方物体検出部２をダンプトラック１０００の後部に配置し
た比較例としてのダンプトラック１０００の側面図である。図６Ｂは、土埃２２が撒きあ
がる状態を示す比較例としてのダンプトラック１０００の側面図である。図６Ｃは、図６
Ｂを上から見た比較例としてのダンプトラック１０００の上面図である。
【００５３】
　ダンプトラック１０００の走行路面が乾いた土の場合、タイヤの回転によって土埃が撒
きあがり、後退時のブレーキ操作や風向きなどの影響で土埃がダンプトラック１０００の
周囲に漂うことがある。また、他車両による放土作業によって、ダンプトラック１０００
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の後方に土埃が舞い上がることがある。
【００５４】
　図６Ｂに、ダンプトラック１０００の周辺に土埃２２が漂う様子を模式的に示す。この
ような状況になった場合、図６Ａに示すように、ダンプトラック１０００の後部に後方物
体検出部２を設置すると、後方物体検出部２の検出面が汚れ、車止め１０１までの距離を
正しく測定できないことがある。
【００５５】
　これに対し、本発明の実施形態では、図５（５Ａ、５Ｂ）に示すように、大型ダンプト
ラック１０００のデッキ側面など、後輪から離れた従動輪付近に後方物体検出部２を取り
付ける。これにより、舞いあがった土埃が後方物体検出部２の検出窓に付着する頻度を抑
えることができる。
【００５６】
　次に、図７を用いて、後退支援装置１００による後方検出を説明する。図７Ａは、本発
明の第１の実施形態である後退支援装置１００による後方検出を説明するための模式図（
ダンプトラックの側面図）である。図７Ｂは、本発明の第１の実施形態である後退支援装
置１００による後方検出を説明するための模式図（ダンプトラックの上面図）である。図
７（７Ａ、７Ｂ）では、鉱山用ダンプトラック１０００が放土場の車止め１０１を検出し
ながら後退する様子を示す。
【００５７】
　図７Ａの点線矢印は、レーザスキャナで後方物体検出部２ａ、２ｂを構成した場合に、
車止め計測装置１０２によって求められる距離Ｄを示したものである。
【００５８】
　次に、図８を用いて、後退支援装置１００の動作を説明する。図８は、本発明の第１の
実施形態である後退支援装置１００の処理を示すフロー図である。図８のステップＳ２０
１からＳ２０８はフローの各処理ブロックを示す。
【００５９】
　後退支援装置１００は、車止めを検出した場合（ステップＳ２０１；ＹＥＳ）、以下の
処理を実行する。
【００６０】
　車止め計測装置１０２は、後方物体検出部２ａ、２ｂにより取得した結果に基づき左右
の車輪から車止めまでの距離ＤＬ、ＤＲを算出し、さらに、ＤＬ、ＤＲのうち小さいほう
をダンプトラック１０００までの距離Ｄとして得る（ステップＳ２０２）。また、車止め
計測装置１０２は、車止めからみたダンプトラック１０００の向きαを、２a、２bのレー
ザ照射面間の距離Ｌを用いて、次の式(１)で計算する（ステップＳ２０２）。ただし、α
は図７Ｂにおいて、反時計まわりを正とした。ここで、αは、車止め１０１の長手方向（
水平方向）に垂直な面Ｓ１とダンプトラック１０００の従動輪５０の車軸５０Ｓに垂直な
面Ｓ２とがなす角度を示す運搬機械角度である。
【００６１】
【数１】

【００６２】
　車止め計測装置１０２は、ステップＳ２０２で得られた向きαが、ある閾値Ｋα以上で
あるか否かを判別する（ステップＳ２０３）。そして、ステップＳ２０２で得られた向き
αが、ある閾値Ｋα以上の場合には（ステップＳ２０３；ＹＥＳ）、ダンプトラック１０
００が車止めに対して斜めに後退していることを表しているため、速度調整装置１０６は
、ダンプトラック１０００の速度を制限する（ステップＳ２０５）。これにより、ダンプ
トラック１０００の向きを修正する時間的余裕が確保される。
【００６３】
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　ステップＳ２０２で得られた向きαが、ある閾値Ｋαよりも小さい場合には（ステップ
Ｓ２０３；ＮＯ）、車止め計測装置１０２は、ステップＳ２０２で得られた距離Ｄがある
閾値ＫＤ以下であるか否かを判別する（ステップＳ２０４）。
【００６４】
　Ｓ２０２で得られた距離Ｄが、ある閾値ＫＤ以下である場合（ステップＳ２０４；ＹＥ
Ｓ）、ダンプトラック１０００が車止めに対して接近していることを表しているため、速
度調整装置１０６は、ダンプトラック１０００の速度を制限する（ステップＳ２０６）。
これにより、ダンプトラック１０００を安全に停止できる。
【００６５】
　車止め計測装置１０２は、ステップＳ２０２で得られた距離Ｄが目標距離ｋ以下である
か否かを判別する（ステップＳ２０７）。ここで、目標距離ｋは閾値ＫＤよりも小さい。
【００６６】
　ダンプトラック１０００がさらに車止めに近づき、ステップＳ２０２で得られた距離Ｄ
が目標距離ｋ以下となった場合（ステップＳ２０７；）、速度調整装置１０６は、ダンプ
トラック１０００を停止させ（ステップＳ２０８）、処理を終了する。
【００６７】
　次に、図９～図１０を用いて、後方物体検出部２（２ａ、２ｂ）の検出窓の汚れ状態を
推定する方法を説明する。以下では、ダンプトラック１０００やその他の機械の動作によ
って撒きあがった土煙によって後方物体検出部２の検出窓が次第に汚れるものとする。
【００６８】
　図９Ａは、レーザスキャナ（後方物体検出部２）の検出窓５３がきれいな場合の測定結
果の一例として、本発明の第１の実施形態である後退支援装置１００に用いられるレーザ
スキャナの走査によって得られる測定距離を示す図である。
【００６９】
　図９Ｂは、レーザスキャナ（後方物体検出部２）の検出窓５３が汚れた場合の測定結果
の一例として、本発明の第１の実施形態である後退支援装置１００に用いられるレーザス
キャナの走査によって得られる測定距離を示す図である。
【００７０】
　図９（９Ａ、９Ｂ）では、縦軸は、測定距離Ｔを示し、横軸は走査角度θを示す。図９
（９Ａ、９Ｂ）では、レーザスキャナ正面でＴｓ＝３．２ｍとなる位置に、板幅８５ｃｍ
の板を基準物５２として設置し、角度範囲８５°から１００°まで走査して得られた測定
距離Ｔを示している。
【００７１】
　図９Ａでは、基準物５２までの測定距離は平均３．２ｍであり、設置した基準物５２ま
でのＴｓ＝３．２ｍを正しく検出できている。
【００７２】
　一方、図９Ｂでは、レーザスキャナの検出窓５３の汚れにより測定距離Ｔに異常が見ら
れる。具体的には、グラフの平坦部分５２ｂにおいて、測定距離Ｔは、平均３．０ｍであ
りＴｓ＝３．２ｍの値より短い。また、グラフの変化部分５２ｃにおいて、全く板を検出
できずに測定距離がＴ＝０ｍとなってしまう部分も発生している。
【００７３】
　本実施形態では、以下で説明するように、この測定距離Ｔの測定偏差を利用して、レー
ザスキャナの検出窓５３の汚れ状態を推定する。
【００７４】
　図１０は、本発明の第１の実施形態である後退支援装置１００による汚れ状態の判定フ
ロー図である。図１０のステップＳ３００からＳ３０９はフローの各処理ブロックを示す
。
【００７５】
　まず、汚れ状態推定部７は、レーザスキャナから基準物５２までの設置距離Ｔｓを取得
する（ステップＳ３００）。例えば、汚れ状態推定部７は、所定の入力装置により入力さ



(11) JP 2015-81877 A 2015.4.27

10

20

30

40

50

れ、所定の記憶装置に記憶された設置距離Ｔｓを読み出して取得する。
【００７６】
　計測性能監視装置１０３は、走査角度θｉをθstartに設定し、レーザスキャナの走査
を開始させる（ステップＳ３０１）。
【００７７】
　計測性能監視装置１０３は、走査角度θｉでの測定距離Ｔｉを取得する（ステップＳ３
０２）。計測性能監視装置１０３は、ＴｉとＴｓの偏差を求め、第１の判定閾値Ａと比較
する。詳細には、計測性能監視装置１０３は、ＴｉとＴｓの差の絶対値が、閾値Ａより小
さいか否かを判別する（ステップＳ３０３）。
【００７８】
　計測性能監視装置１０３は、ＴｉとＴｓの偏差が閾値Ａ以上の場合（ステップＳ３０３
；ＹＥＳ）、図９Ｂの５２ｃに例示したような異常状態が発生したと判断し、速度調整装
置１０６は、車両を停止させる（ステップＳ３０８）。計測性能監視装置１０３は、無線
通信装置１０４を介して、異常状態が発生したことを管制局２００の報知装置２０１に通
知する（ステップＳ３０９）。報知装置２０１は、その通知に応答して、表示部に後方物
体検出部２が汚れており、車止め１０１の未検出の恐れがある旨を表示部に表示する。
【００７９】
　一方、ＴｉとＴｓの偏差が閾値Ａより小さい場合（ステップＳ３０３；ＹＥＳ）、計測
性能監視装置１０３は、ステップＳ３０４へ進む。計測性能監視装置１０３は、走査角度
θｉが走査終了角度θendに到達したかどうかを判定する（ステップＳ３０４）。
【００８０】
　計測性能監視装置１０３は、走査終了角度θendに未到達の場合（ステップＳ３０４；
ＮＯ）、走査角度θｉにΔθを加えた角度を新しい走査角度θｉに設定し（ステップＳ３
０５）、ステップＳ３０２から処理を繰り返す。
【００８１】
　一方、ステップＳ３０４で走査終了角度θendに到達した場合（ステップＳ３０４；Ｙ
ＥＳ）、計測性能監視装置１０３は、取得した全てのＴｉを平均した平均距離Ｔaveを求
める（ステップＳ３０６）。計測性能監視装置１０３は、ＴaveとＴｓの偏差を求め、第
２の判定閾値Ｂと比較する。詳細には、計測性能監視装置１０３は、ＴaveとＴｓの差の
絶対値が、閾値Ｂより小さいか否かを判別する（ステップＳ３０７）。
【００８２】
　計測性能監視装置１０３は、ＴaveとＴｓの偏差が閾値Ｂ以上の場合（ステップＳ３０
７；ＮＯ）、図９Ｂに例示したグラフの平坦部分５２ｂように、測定距離ＴがＴｓからず
れ始めている状態にあると判断し、速度調整装置１０６は、走行速度を制限する（ステッ
プＳ３１０）。ここで、閾値Ｂは閾値Ａより小さい。
【００８３】
　一方、計測性能監視装置１０３は、ステップＳ３０７でＴaveとＴｓの偏差が閾値Ｂよ
り小さい場合（ステップＳ３０７；ＹＥＳ）、正常状態であると判断する。
【００８４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、後方物体検出部２a、２bとしてのレーザス
キャナの検出窓５３の汚れ状態を判定し、その判定結果に基づいて、車止め１０１の未検
出の恐れがあることを報知することができる。報知があったときに、ユーザがレーザスキ
ャナの検出窓５３を清掃したり交換したりする等のメンテナンスを行うことにより、車止
めの未検出を防止することができる。
【００８５】
　（第２の実施形態）　
　次に、図１１～図１３を用いて、本発明の第２の実施形態である後退支援装置１００の
構成及び動作を説明する。
【００８６】
　最初に、図１１（１１Ａ、１１Ｂ）を用いて、車止め１０１を検出する方法を説明する
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。図１１Ａは、本発明の第１の実施形態である後退支援装置に用いられる後方物体検出部
２a、２bとしてのレーザスキャナの走査を示す図である。図１１Ｂは、図１１Ａに示すよ
うに走査した場合における、後方物体検出部２a、２bとしてのレーザスキャナの反射光の
強度を示す図である。図１１Ｂでは、縦軸は、レーザスキャナの反射光の強度を示し、横
軸は、レーザスキャナからの距離を示す。
【００８７】
　本実施形態では、図１１Ａに示すように、車止め２０１は、傾斜部１０１ａを有する。
レーザスキャナの反射光の強度は、図１１Ｂに示すように、車止め１０１の検出位置で変
化する。車止め計測装置１０２は、レーザスキャナの反射光の強度の変化から車止めの位
置を検出する。
【００８８】
　次に、図１２を用いて、車止め検出を行う方法を説明する。図１２は、車止め１０１の
付近に土埃２２が撒きあがった場合でも、本発明の第１の実施形態である後退支援装置１
００がロバストに車止め検出を行う方法を説明するための図である。
【００８９】
　図１２（Ｂ）は、後方物体検出部２（２ａ、２ｂ）による検出面１０７による運搬機械
走行面１０８の断面Ｘにおける高さの変化のプロファイルＰのグラフを表す。
【００９０】
　グラフの横軸は、検出面１０７での水平方向位置、縦軸は鉛直方向高さを示している。
後方検出装置２は、この高さの変化のプロファイルＰから、例えば高さが徐々に増加して
いるＢＰの部分を車止め１０１として検出できるように構成されている。
【００９１】
　また、後方検出装置２は、プロファイルＰの高さの変化がほとんどないか十分小さいＣ

Ｐの部分を運搬機械走行面１０８とし、車止め１０１と運搬機械走行面１０８との境界、
つまり、プロファイルＰが大きく変化する位置ＤＰを車止め境界１０９として検出できる
ように構成されている。
【００９２】
　ここで、土埃２２の発生により、プロファイルＰには、ＥＰのような計測点が生じる場
合がある。このとき、ＢＰ部の傾きや形状マッチング等でＤＰを検出することが困難とな
る。特にダンプトラック１０００が大きく、後方物体検出部２から車止め１０１までの距
離が離れている場合には、プロファイルＰの計測点が疎となり、車止め１０１の未検出率
や誤検出率が高くなる。
【００９３】
　次に、図１３を用いて、車止め１０１の傾斜部１０１aの角度βを算出する方法を説明
する。図１３は、本発明の第１の実施形態である後退支援装置１００に用いられる後方物
体検出部２と車止め１００の傾斜部１０１ａの位置関係を示すダンプトラック１０００の
側面図である。
【００９４】
　図１３に示すように、ダンプトラック１０００が車止めを検出して停車すべき位置にお
ける、後方物体検出部２の設置高さＨと後方物体検出部２と車止め検出位置ＤＰとの距離
Ｖとを用いて、車止め１０１の傾斜部１０１aの角度βを、下記の式(2)に従って決定する
。すなわち、後方物体検出部２は、ダンプトラックが車止め１０１の位置で停止した状態
において、後方物体検出部２による検出面１０７と傾斜部１０１ａとの交線と、後方物体
検出部２から走行面側の前記交線の一端へ引いた直線とが垂直になるように配置される。
【００９５】
【数２】

【００９６】
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　さらに、後方物体検出部２によって距離だけでなく反射強度を同時に計測し、例えば、
反射強度の急に変化する部分をもって車止め検出位置ＤＰを検出する。
【００９７】
　以上のようにしてＤＰを検出すれば、車止め１０１の傾斜部１０１aが後方物体検出部
２に対して垂直に近くなり、さらに、土煙２２反射強度がＢＰ部に比較して弱いため、図
１２（Ｃ）のように、ＤＰの検出が容易となる。
【００９８】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
上記した実施例は本発明を分かりやすく説明したものであり、必ずしも説明した全ての構
成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例
の構成に置き換えることも可能であり、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えるこ
とも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換を
することも可能である。
【００９９】
　上記第１の実施形態では、報知装置２０１は、管制局２００に配置されているが、ダン
プトラック１０００に配置されていてもよい。
【０１００】
　上記第１及び第２の実施形態では、後方物体検出部２としてレーザスキャナ（レーザレ
ンジスキャナ）を用いたが、後方物体検出部２は、ダンプトラック１０００の後方にある
物までの距離を測定できるものであれば何でもよい。例えば、後方物体検出部２は、電磁
波、超音波などを用いて距離を測定してもよい。さらに、測定方式の異なる後方物体検出
部２を組み合わせてもよい。
【０１０１】
　上記第１及び第２の実施例では、基準物５２は、ダンプトラック１０００の側面上（ベ
ッセルの側面）に取り付けられているが、地面（走行面）に置くようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１０２】
２、２ａ、２ｂ…後方物体検出部
３…車止め計測部
４…車止め記憶部
６…防塵カバー
７…汚れ状態推定部
８…汚れ状態記憶装置
１５…車輪速計測部
１６…操舵角計測部
１７…自己位置演算装置
１８…制動装置
１９…駆動トルク制限装置
２０…運搬機械制動制御装置
２２…土埃
２３…直交座標系
５０…運搬機械従動輪
５０Ｓ…車軸
５０ＦＲ、５０ＦＬ…従動輪の外側端面の延長面
５１…運搬機械後輪
５２…基準物
５２ａ、５２ｂ、５２ｃ…基準物までの距離測定結果
５３…レーザスキャナの検出窓
６１…キャブ（運転席）
１００…後退支援装置
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１０１…車止め
１０１ａ…車止めの傾斜部
１０２…車止め計測装置
１０３…計測性能監視装置
１０４…無線通信装置
１０５…自己位置計測装置
１０６…速度調整装置
１０７…後方物体検出部による検出面
１０８…運搬機械走行面
１０９…車止め境界
１０００…ダンプトラック（運搬機械）
１０００Ｓ…ダンプトラックの側面

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７Ａ】
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【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】
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【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２】

【図１３】
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