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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に配設された距離測定モジュール、レーダー及びカメラを用いて路肩の空間を認知
する方法であって、
　前記レーダーを制御して、レーダービームが前記車両を中心として設定範囲内に送信さ
れるようにするステップと、
　前記レーダーに受信される前記レーダービームの反射波を用いて、前記設定範囲内に固
定物体があるか否かを判断するステップと、
　前記設定範囲内に固定物体があれば、前記レーダー及び前記距離測定モジュールを用い
て前記固定物体と前記車両との間の距離を計算するステップと、
　前記カメラから得られる走行車路前方の車線映像中に実線車線があるか否かを判断する
ステップと、
　前記走行車路前方の車線映像中に実線車線があれば、前記計算された固定物体と車両と
の間の距離を前記路肩の空間幅として認知するステップと、
　前記計算された前記固定物体と前記車両との間の距離値が設定時間以上に維持されるか
否かを判断するステップと、
　前記距離値が前記設定時間以上に維持されれば、前記固定物体をガードレールとして判
断し、そうでなければ、前記固定物体を前記路肩の空間内にある障害物として判断するス
テップと、
　前記走行車路前方の車線映像中に前記実線車線がなければ、走行車線を右側車線に変更
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するように通報するステップと、
　を含むことを特徴とする路肩の空間認知方法。
【請求項２】
　前記距離測定モジュールは、超音波信号を送出し、外部物体から反射される反射波を受
信してその外部物体までの距離を測定する超音波センサーであって、
　前記固定物体と前記車両との間の距離を計算するステップは、
　前記設定範囲内に固定物体があれば、前記レーダービーム及び超音波信号が前記固定物
体から反射されて受信されるように前記レーダー及び前記超音波センサーを制御するステ
ップと、
　前記固定物体から反射されて受信された前記レーダービーム及び前記超音波信号に基づ
いて、前記固定物体と前記車両との間の距離を計算するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の路肩の空間認知方法。
【請求項３】
　前記認知された前記路肩の空間幅が前記車両が利用できる程度の空間であるか否かを前
記車両の幅データに基づいて判断するステップと、
　前記認知された前記路肩の空間幅が前記車両が利用できる程度の空間であれば、これを
通報するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の路肩の空間認知方法。
【請求項４】
　前記認知された前記路肩の空間幅が前記車両が利用できる程度の空間ではなければ、こ
れを通報するステップ　をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の路肩の空間認知
方法。
【請求項５】
　前記レーダービームの送受信領域は、前記超音波信号の送受信領域よりも広いことを特
徴とする請求項２に記載の路肩の空間認知方法。
【請求項６】
　車両に配設されて前記車両の周りの固定物体及び移動物体を識別し、前記固定物体との
距離を計算するための信号を送受信するレーダーと、
　車両に配設されて前記固定物体との距離を計算するための信号を送受信する距離測定モ
ジュールと、
　前記車両に配設されて道路の路面映像を撮影するカメラと、
　前記レーダー、距離測定モジュール及びカメラの信号から路肩の空間を認知する制御器
と、
　を備えるが、
　前記制御器は、設定されたプログラムによって動作する１以上のマイクロプロセッサー
を備え、前記設定されたプログラムは、
　前記レーダーを制御して、レーダービームが前記車両を中心として設定範囲内に送信さ
れるようにするステップと、前記レーダーに受信される前記レーダービームの反射波を用
いて、前記設定範囲内に固定物体があるか否かを判断するステップと、前記設定範囲内に
固定物体があれば、前記レーダー及び前記距離測定モジュールを用いて、前記固定物体と
前記車両との間の距離を計算するステップと、前記カメラから得られる走行車路前方の車
線映像中に実線車線があるか否かを判断するステップと、前記走行車路前方の車線映像中
に実線車線があれば、前記計算された固定物体と車両との間の距離を前記路肩の空間幅と
して認知するステップと、前記計算された前記固定物体と前記車両との間の距離値が設定
時間以上に維持されるか否かを判断するステップと、前記距離値が前記設定時間以上に維
持されれば、前記固定物体をガードレールとして判断し、そうでなければ、前記固定物体
を前記路肩の空間内にある障害物として判断するステップと、前記走行車路前方の車線映
像中に前記実線車線がなければ、走行車線を右側車線に変更するように通報するステップ
と、を含む路肩の空間認知方法を行うための一連の命令を含むことを特徴とする路肩の空
間認知システム。



(3) JP 6246465 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

【請求項７】
　前記距離測定モジュールは、超音波信号を送出し、外部物体から反射される反射波を受
信してその外部物体までの距離を測定する超音波センサーであることを特徴とする請求項
６に記載の路肩の空間認知システム。
【請求項８】
　前記制御器は、
　前記路肩の空間認知に関する情報を通報する通報器　を備えることを特徴とする請求項
７に記載の路肩の空間認知システム。
【請求項９】
　前記超音波センサーは、超音波信号を車両の側方において送受信するように前記車両の
側方に設けられ、
　前記カメラは、車両前方の路面映像を撮影するように前記車両の前方に設けられ、
　前記レーダーは、走行中に車両がドップラー効果を用いて前記固定物体及び前記移動物
体を識別し、前記固定物体との距離を計算できるように前記車両の前方または後方に設け
られていることを特徴とする請求項７に記載の路肩の空間認知システム。
【請求項１０】
　前記距離測定モジュールは、赤外線信号を送出し、外部物体から反射される反射波を受
信してその外部物体までの距離を測定する赤外線センサーであることを特徴とする請求項
６に記載の路肩の空間認知システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に配設された超音波センサーと、レーダー及び映像カメラを用いて路肩
の空間を認知する路肩の空間認知方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知の如く、路肩は、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道
、歩道、自転車道または自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいい、
緊急車両や故障車両のためのものである。
【０００３】
　車両が車道、歩道、自転車道または自転車歩行者道を走行する間に、運転者または搭乗
者に緊急状況が発生したり車両に急な故障が発生したりした場合に、車両を路肩に安全に
移動する必要がある。
【０００４】
　緊急車両や故障車両が路肩に安全に移動するためには、まず、路肩の空間（または幅）
を正確に認知せねばならない。すなわち、路肩の空間に、車両が走行または主停車できる
程度の余裕があるか否かを確認せねばならない。これは、車両が利用できる程度の余裕空
間が確保されていない路肩を緊急車両が利用するときに、別の不意の事故が招かれる虞が
あるためである。
【０００５】
　路肩の空間を認知するための従来の技術の一実施形態によれば、レーザースキャナーを
採用している。
【０００６】
　ところで、従来の路肩の空間を認知するために用いられるレーザースキャナーは高価で
あり、且つ、天気などに敏感であるため費用面からみても経済的に負担になるだけでなく
、路肩の空間認知が安定的ではないため実車への適用に難点があるということが知られて
いる。
【０００７】
　この背景技術の欄に記載の事項は発明の背景への理解を増進させるために作成されたも
のであり、この技術が属する分野における通常の知識を有する者に既に知られている従来
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の技術ではない事項を含んでいる場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、レーダーのドップラー効
果を用いて、固定物体（例えば、ガードレール）及び移動物体を識別し、レーダー及び超
音波センサーを用いて前記固定物体との距離を認知して、所定の時間以上に固定物体との
距離が持続すれば、前記固定物体をガードレールとして判断し、カメラを用いて実線車線
を認識することにより路肩の空間を正確に認知することのできる道路路肩の空間認知方法
及びシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するための本発明の実施形態に係る路肩の空間認知方法は、車両に配設
された距離測定モジュール、レーダー及びカメラを用いて路肩の空間を認知する方法であ
って、前記レーダーを制御して、レーダービームが前記車両を中心として設定範囲内に送
信されるようにするステップと、前記レーダーに受信される前記レーダービームの反射波
を用いて、前記設定範囲内に固定物体があるか否かを判断するステップと、前記設定範囲
内に固定物体があれば、前記レーダー及び前記距離測定モジュールを用いて前記固定物体
と前記車両との間の距離を計算するステップと、前記カメラから得られる走行車路前方の
車線映像中に実線車線があるか否かを判断するステップと、前記走行車路前方の車線映像
中に実線車線があれば、前記計算された固定物体と車両との間の距離を前記道端の空間幅
として認知するステップと、を含むことを特徴とする。
【００１０】
　好ましくは、前記距離測定モジュールは、超音波信号を送出し、外部物体から反射され
る反射波を受信してその外部物体までの距離を測定する超音波センサーであって、前記固
定物体と前記車両との間の距離を計算するステップは、前記設定範囲内に固定物体があれ
ば、前記レーダービーム及び超音波信号が前記固定物体から反射されて受信されるように
前記レーダー及び前記超音波センサーを制御するステップと、前記固定物体から反射され
て受信された前記レーダービーム及び前記超音波信号に基づいて、前記固定物体と前記車
両との間の距離を計算するステップと、を含む。
【００１１】
　また、好ましくは、前記路肩の空間認知方法は、前記計算された前記固定物体と前記車
両との間の距離値が設定時間以上に維持されるか否かを判断するステップと、前記距離値
が前記設定時間以上に維持されれば、前記固定物体をガードレールとして判断し、そうで
なければ、前記固定物体を前記道端の空間内にある障害物として判断するステップと、を
さらに含む。
【００１２】
　さらに、好ましくは、前記路肩の空間認知方法は、前記認知された前記道端の空間幅が
前記車両が利用できる程度の空間であるか否かを前記車両の幅データに基づいて判断する
ステップと、前記認知された前記道端の空間幅が前記車両が利用できる程度の空間であれ
ば、これを通報するステップと、をさらに含む。
【００１３】
　さらに、好ましくは、前記路肩の空間認知方法は、前記認知された前記道端の空間幅が
前記車両が利用できる程度の空間ではなければ、これを通報するステップをさらに含む。
【００１４】
　さらに、好ましくは、前記レーダービームの送受信領域は、前記超音波信号の送受信領
域よりも広い。
【００１５】
　さらに、好ましくは、前記路肩の空間認知方法は、前記走行車路前方の車線映像中に前
記実線車線がなければ、走行車線を右側車線に変更するように通報するステップをさらに
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含む。
【００１６】
　前記目的を達成するための本発明の他の実施形態に係る路肩の空間認知システムは、車
両に配設されて前記車両の周りの固定物体及び移動物体を識別し、前記固定物体との距離
を計算するための信号を送受信するレーダーと、車両に配設されて前記固定物体との距離
を計算するための信号を送受信する距離測定モジュールと、前記車両に配設されて道路の
路面映像を撮影するカメラと、前記レーダー、距離測定モジュール及びカメラの信号から
前記道路の道端の空間を認知する制御器と、を備えるが、前記制御器は、設定されたプロ
グラムによって動作する１以上のマイクロプロセッサーを備え、前記設定されたプログラ
ムは、前記本発明に係る路肩の空間認知方法を行うための一連の命令を含むことを特徴と
する。
【００１７】
　好ましくは、前記距離測定モジュールは、超音波信号を送出し、外部物体から反射され
る反射波を受信してその外部物体までの距離を測定する超音波センサーである。
【００１８】
　また、好ましくは、前記制御器は、前記路肩の空間認知に関する情報を通報する通報器
を備える。
【００１９】
　さらに、好ましくは、前記超音波センサーは、超音波信号を車両の側方において送受信
するように前記車両の側方に設けられ、前記カメラは、車両前方の路面映像を撮影するよ
うに前記車両の前方に設けられ、前記レーダーは、走行中に車両がドップラー効果を用い
て前記固定物体及び前記移動物体を識別し、前記固定物体との距離を計算できるように前
記車両の前方または後方に設けられている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の実施形態によれば、レーダーのドップラー効果を用いて、固定物体（例えば、
ガードレール）及び移動物体を識別し、レーダー及び超音波センサーを用いて前記固定物
体との距離を認知し、認知された距離値が所定の時間以上に維持されれば、前記固定物体
をガードレールとして判断し、カメラを用いて実線車線を認識することにより路肩の空間
を正確に認知することができる。
【００２１】
　また、本発明の実施形態によれば、天気などに影響されずに路肩の空間を安定且つ正確
に認知することができる。
【００２２】
　さらに、本発明の実施形態によれば、危急状況に陥ったとき、非常停止システムなどの
路肩の空間情報を必要とするシステムに正確な道端の空間情報を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係る路肩の空間認知システムの構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る路肩の空間認知システムに適用されるレーダー、超音波
センサー及びカメラの信号送受信領域を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係る路肩の空間認知方法のフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態を説明するための説明図である。
【図５】本発明の実施形態における、レーダーを用いて固定物体を識別し、距離を計算す
る原理を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付図面に基づき、本発明の好適な実施形態について、本発明が属する技術分野
において通常の知識を有する者が容易に実施できる程度に詳述する。しかしながら、本発
明はここで説明される実施形態に何ら限定されるものではなく、種々の他の態様として具
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【００２５】
　明細書全般に亘って、部材番号に併記されるアルファベットＬ、Ｒは、特に断りのない
限り、それぞれ左側（ｌｅｆｔ）、右側（ｒｉｇｈｔ）を意味する。なお、明細書全般に
亘って、ある部分がある構成要素を「備える」としたとき、これは、特に断りのない限り
、他の構成要素を排除するものではなく、他の構成要素をさらに備えてもよいということ
を意味する。
【００２６】
　図１は、本発明の実施形態に係る路肩の空間認知システムを示すブロック構成図である
。
本発明の実施形態に係る路肩空間認知システムは、緊急車両や故障車両のための路肩の空
間を認知するシステムである。
【００２７】
　このような本発明の実施形態に係る路肩の空間認知システムは、車両１００に配設され
て車両の周りの固定物体（例えば、ガードレールなど）及び移動物体（周りの走行車両な
ど）を識別するための信号を送受信するレーダー１１０と、車両に配設されて車両１００
と前記固定物体との間の距離を計算するための距離測定モジュールであって、超音波信号
を送受信する超音波センサー１２０Ｒと、前記車両１００に配設されて道路の路面映像を
撮影するカメラ１３０と、前記レーダー１１０、超音波センサー１２０Ｒ及びカメラ１３
０の信号から前記路肩の空間を認知する制御器２００と、を備える。
【００２８】
　前記レーダー１１０は、本発明の実施形態においては、例えば、電波反射波のドップラ
ー効果を用いて、固定物体及び／又は移動物体の認知に幅広く用いられているレーダー（
または、レーダーセンサー）から形成されてもよく、あるいは、前記レーダーに相当する
レーダースキャナーから形成されてもよいが、本発明の保護範囲がこれに限定されるもの
と理解されるべきではない。これとは異なる構成であっても、実質的に車両の周りの固定
物体及び移動物体を識別できる構成であれば、本発明の技術的な思想が適用可能である。
本発明の実施形態に適用される、ドップラー効果を用いる前記レーダーの構成及び作用に
ついては当業者にとって自明であるため、詳細な記載は省略する。
【００２９】
　一方、本発明の実施形態に係る路肩の空間認知システムは、レーダー１１０を車両の前
方にのみ設けて、車両の周りの固定物体及び移動物体を識別して前記固定物体までの距離
を計算するのに利用可能であるが、場合によっては、図１に示すように、車両の後方の左
側及び右側に設けてより広域的に車両の周りの固定物体及び移動物体を識別して距離を計
算することができる。このため、本発明の保護範囲は、車両の前方または車両の後方にレ
ーダー１５０Ｌ、１５０Ｒが設けられる場合にも及ぼすものと理解さるべきである。
【００３０】
　本発明の実施形態において、レーダーを用いて被測定体（固定物体、移動物体）を識別
し、被測定体までの距離を計算し、被測定体の速度を計算する原理は、図５及び下記の公
式による。
【００３１】
　図５及び下記の公式において、ｆＤはレーダービームのドップラー周波数偏移（ｓｈｉ
ｆｔ）であり、Ｒは被測定体までの距離であり、ｖは被測定体の速度であり、ΔＦはドッ
プラー周波数の最大偏移であり、ｆ０は中心周波数であり、そしてｆｍは変調周波数であ
る。
【００３２】
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【数１】

【００３３】
　図５及び前記公式から明らかなように、レーダービームのドップラーシフト効果を用い
て、固定物体と移動物体とが分離可能である。
【００３４】
　本発明の実施形態において、前記固定物体との距離を計算するための距離測定モジュー
ルとして超音波センサー１２０Ｌ、１２０Ｒを用いるが、本発明の保護範囲が必ずしもこ
れに限定されるとは限らない。これとは異なるものであっても、例えば、赤外線センサー
のように実質的に前記固定物体との距離を計算するための信号を送受信できるものであれ
ば、本発明の技術的な思想が適用可能である。
【００３５】
　前記超音波センサーは、超音波信号を車両の側方において送受信するように車両１００
の側方に設けられる。
【００３６】
　一方、車両１００が利用できる路肩は、通常、車両１００の右側にあるため、超音波セ
ンサーは車両１００の右側の側方にしか配設することができない。しかしながら、右ハン
ドル（ＲＨ：Ｒｉｇｈｔ　Ｈａｎｄｌｅ）車両が用いる道路の場合には、当然のことなが
ら、路肩が車両の左側にある筈であるため、超音波センサー１２０Ｌは車両の左側の側方
に配設することができる。このため、本発明の保護範囲は、超音波センサーが車両の左側
の側方及び／又は右側の側方に配設されるいなかる態様にも及ぼすものと理解さるべきで
ある。
【００３７】
　前記超音波センサーの構成及び作用については当業者にとって自明であるため、詳細な
記載を省略する。
【００３８】
　前記カメラ１３０は、本発明の実施形態においては、例えば、幅広く用いられている電
荷結合素子（ＣＣＤ：Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）付き映像カメラか
ら形成されてもよいが、本発明の保護範囲がこれに限定されるものと理解されるべきでは
ない。
これとは異なる構成であっても、実質的に道路の路面及び車線を撮影できる構成であれば
、本発明の技術的な思想が適用可能である。前記カメラの構成及び作用については当業者
にとって自明であるため、詳細な記載を省略する。
【００３９】
　前記制御器２００は、設定されたプログラムによって動作する１以上のマイクロプロセ
ッサー２１０と、マイクロプロセッサー２１０において処理された結果情報を通報する通
報器２２０と、前記通報器２２０の信号に基づいてユーザーに視認・聴認せしめるランプ
２２２と、スピーカ２２４と、を備えてなり、前記設定されたプログラムは後述する本発
明の実施形態に係る路肩の空間認知方法を行うための一連の命令により作成される。前記
通報器２２０の信号は、非常停止システムなどの路肩の空間情報を必要とするシステムに
送信されて利用可能であるということはいうまでもない。
【００４０】
　本発明の実施形態において、前記制御器２００は、車両のマルチメディアを制御するマ
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ルチメディア制御システム、車両のボディー電装品を制御するボディー制御モジュール（
ＢＣＭ；Ｂｏｄｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｏｄｕｌｅ）に組み込まれてもよい。あるいは、
前記制御器２００は、前記マルチメディア制御システム及びボディー制御モジュールを備
えていてもよい。
【００４１】
　後述する本発明の実施形態に係る路肩の空間認知方法において、その一部のプロセスは
カメラと関連する前記マルチメディア制御システムによって、他の一部のプロセスは前記
レーダー及び超音波センサーと関連するＢＣＭによって行われるものとしてもよい。しか
しながら、本発明の保護範囲が後述する実施形態における説明に限定されるものと理解さ
れるべきではない。本発明の実施形態における説明とは異なる組み合わせにより制御器を
実現してもよい。
【００４２】
　以下、添付図面に基づき、本発明の実施形態に係る路肩の空間認知方法について詳述す
る。
【００４３】
　図３は、本発明の実施形態に係る路肩の空間認知方法を示すフローチャートである。
【００４４】
　図３に示すように、制御器２００のマイクロプロセッサー２１０は、レーダー１１０を
制御して、レーダー１１０からのレーダービームが、図２に示すように、車両を中心とし
て設定範囲内に送信されるようにする（Ｓ１１０）。マイクロプロセッサー２１０は、車
両の後方の左側及び右側に設けられたレーダー１５０Ｌ、１５０Ｒを制御して駆動するこ
とにより、制御精度を高めることができるということはいうまでもない。
【００４５】
　マイクロプロセッサー２１０は、前記レーダービームが送信される前記設定範囲を、図
２に示すように、超音波信号が送信される範囲よりも広くするようにレーダー１１０及び
超音波センサー１２０Ｒを制御することができる。
【００４６】
　マイクロプロセッサー２１０が前記レーダー１１０を制御してレーダービームを送信し
た後、前記マイクロプロセッサー２１０は、前記設定範囲内にある固定物体（例えば、ガ
ードレールまたは障害物、図４）から反射された反射波が前記レーダー１１０に受信され
るか否かを判断する（Ｓ１２０）。マイクロプロセッサー２１０は、レーダービーム反射
波のドップラー効果を用いて固定物体及び移動物体を識別することができ、後述する超音
波センサーの作用と組み合わせて、固定物体までの距離を信頼性よく計算することができ
る。
【００４７】
　ステップＳ１２０における判断の結果、前記設定範囲内に固定物体があれば（Ｓ１３０
）、マイクロプロセッサー２１０は超音波センサー１２０Ｒを制御して、超音波信号が前
記固定物体から反射されて受信されるようにする（Ｓ１４０）。
【００４８】
　マイクロプロセッサー２１０は、前記固定物体から反射されて受信された前記超音波信
号に基づいて、前記固定物体と車両１００との間の距離を計算する（Ｓ１５０）。このと
き、マイクロプロセッサー２１０は、前記超音波信号と、前記レーダービーム反射波のド
ップラー効果によって得られた前記固定物体に関する距離情報とを比較して、前記固定物
体までの距離への信頼性を高めることができる。
【００４９】
　このようにして超音波信号及びレーダービーム反射波のドップラー効果により固定物体
と車両１００との間の距離が計算されたならば、マイクロプロセッサー２１０は、前記計
算された前記固定物体と前記車両との間の距離値が設定時間（例えば、３秒）以上維持さ
れるか否かを判断する（Ｓ１６０）。
【００５０】
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　前記距離値が前記設定時間以上に維持されれば、マイクロプロセッサー２１０は、前記
固定物体をガードレール２０（図４）として判断し（Ｓ１７０）、そうでなければ、前記
固定物体を前記路肩１０の空間内にある障害物３０として判断する（Ｓ１８０）。
【００５１】
　前記距離値が前記設定時間以上に維持される場合は車両１００が図４におけるＣ位置に
ある場合であり、そうではない場合は車両１００が図４におけるＢ位置にある場合である
。
【００５２】
　一方、マイクロプロセッサー２１０は、カメラ１３０を制御して、前記カメラ１３０か
ら走行車路前方の車線映像を受信して、前記走行車路前方の車線映像中に実線車線５２（
図４）があるか否かを判断する（Ｓ２１０）（Ｓ２２０）。前記カメラ１３０の走行車路
前方の車線映像中に実線車線５２または点線車線５４があるか否かを判断する技術は当業
者にとって自明であるため、詳細な記載は省略する。
【００５３】
　前記走行車路前方の車線映像中に実線車線５２がない場合は、図４において車両１００
がＡ位置にある場合に相当するため、マイクロプロセッサー２１０は通報器２２０を制御
して、ランプ２２２またはスピーカ２２４を用いて車線を右側車線に変更することを通報
する（Ｓ２３０）。
【００５４】
　一方、前記走行車路前方の車線映像中に実線車線５２があり、且つ、前記固定物体がガ
ードレール２０として判断された状態であれば（Ｓ３００）、マイクロプロセッサー２１
０は、前記計算されたガードレール２０と車両１００との間の距離を前記路肩の空間幅と
して認知する（Ｓ３１０）。
【００５５】
　前記計算されたガードレール２０と車両１００との間の距離を前記路肩の空間幅として
認知した後、マイクロプロセッサー２１０は、前記空間幅が、車両１００が利用できる程
度の空間であるか否かを前記車両１００の幅データに基づいて判断する（Ｓ３２０）。
【００５６】
　本発明の実施形態において、マイクロプロセッサー２１０は、前記車両１００の幅デー
タに基づいて、前記路肩の空間幅が前記車両１００が利用できる程度の幅であるか否かを
判断するが、本発明の保護範囲がこれに限定されるものと理解されるべきではない。前記
車両の幅データではなくても、これに相当するデータであれば、本発明の技術的な思想が
適用可能である。前記車両の幅データは、メモリ（図示せず）などに予め保存されて利用
可能であるということは当業者にとって自明である。
【００５７】
　前記空間幅が前記車両が利用できる程度の距離（幅）であれば、マイクロプロセッサー
２１０は、その旨を、通報器２２０を制御してランプ２２２またはスピーカ２２４を用い
て報知するか、あるいは、その旨を必要とする他のシステム（例えば、応急状況時の非常
停止システム）に通報する（Ｓ３３０）。一方、前記空間幅が前記車両が利用できる程度
の距離（幅）ではなければ、マイクロプロセッサー２１０は、その旨を、通報器２２０を
制御してランプ２２２またはスピーカ２２４を用いて報知するか、あるいは、その旨を必
要とする他のシステム（例えば、応急状況時の非常停止システム）に通報する（Ｓ３４０
）。
【００５８】
　これにより、本発明の実施形態に係る路肩の空間認知方法及びシステムは、超音波セン
サーと、レーダー及び映像カメラを用いて路肩の空間を認知する。
【００５９】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに何ら限
定されるものではなく、下記の特許請求の範囲において定義している本発明の基本概念を
用いた当業者の種々の変形及び改良形態もまた本発明の権利範囲に属する。



(10) JP 6246465 B2 2017.12.13

【符号の説明】
【００６０】
　１００　車両
　１１０　レーダー
　１２０Ｒ、１２０Ｌ　超音波センサー
　１３０　カメラ
　２００　制御器
　２１０　マイクロプロセッサー
　２２０　通報器

【図１】 【図２】



(11) JP 6246465 B2 2017.12.13

【図３】 【図４】

【図５】



(12) JP 6246465 B2 2017.12.13

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100176603
            弁理士　久野　允史
(72)発明者  ヨン　チョル，オ
            大韓民国，キョンギ－ド，ソンナム－シ，プンダン－グ，ウンジュン－ドン，サンウン　マウル，
            １３０８－１４０３
(72)発明者  スリム，クォン
            大韓民国，キョンギ－ド，ヨンイン－シ，キフン－グ，マブク－トン，ヒョンデ　フィルグリーン
            　アパートメント，１０３－３０２

    審査官  吉田　久

(56)参考文献  特開２００９－４１２０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平９－３０４０８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１０６８５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１４３４２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平９－９１５９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１５１５２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２３３８９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３５０６４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１０４１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１１／０２１５９４７（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００８／００５５１１４（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｓ　　１３／００－１３／９５、
              　　　　　　１７／００－１７／９５、
              　　　　　　　７／００－７／５１
              Ｇ０８Ｇ　　　１／１６
              Ｂ６０Ｒ　　２１／００
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

