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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所有車両の前方にある物体との衝突を阻止するための方法であって、
－前記所有車両の運転変数に従って加速度プロファイル（ａＶＯＲ，Ｅ）を特定するステ
ップと、
－その現在の加速度（ａＡＫＴ，Ｅ）に基づいて、前記所有車両の予知可能な加速度（ａ

ＶＯＲ，Ｅ）の時間経過を推測するステップと、
－前記所有車両の経路プロファイル（ＳＥ）を、前記予知可能な加速度（ａＶＯＲ，Ｅ）
の時間経過から決定するステップと、
－前記所有車両の前方にある物体について、現在の距離（ｄｉｓｔＡＫＴ，Ｖ）および現
在の相対速度（ｖｒｅｌＡＫＴ，Ｖ）を取得するステップと、
－その現在の加速度（ａＡＫＴ，Ｖ）に基づいて、前記前方にある物体の予知可能な加速
度（ａＶＯＲ，Ｖ）の時間経過を推測するステップと、
－前記物体の経路プロファイル（ＳＶ）を、前記予知可能な加速度（ａＶＯＲ，Ｖ）の時
間経過から決定するステップと、
－前記所有車両の経路プロファイル（ＳＥ）を、前記前方にある物体の経路プロファイル
（ＳＶ）と比較するステップと、
－２つの経路プロファイル（ＳＥ，ＳＶ）が交差する場合に、または、前記所有車両の速
度が少なくとも許容帯内において前記物体の速度と合致する場合に、前記所有車両につい
て前記物体との見込衝突時間（ＴＫ）を決定するステップと、
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－時間（Ｔｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を、確立した前記見込衝突時間と比較するステップであ
って、前記所有車両の速度が少なくとも許容帯内において前記前方にある物体の速度と合
致する場合に、前記物体からの前記所有車両の残余距離（Ｄｒｅｓｔ）および前記時間ま
での速度減衰（Ｖｒｅｓｔ）が決定される、ステップと、
－前記速度減衰がある値未満に収まり、且つ、前記残余距離が同様にある値未満に収まる
場合には、ドライバ非依存の非常ブレーキングが開始されるステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、前記所有車両の運転変数に従って加速度プロファイル（
ａＶＯＲ，Ｅ）を特定する前記ステップが、所有車両について、取得した若しくは計算し
た現在の車両加速度（ａＡＫＴ，Ｅ）、および／または取得した若しくは計算した現在の
車両速度（ＶＡＫＴ，Ｅ）を考慮する、方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の方法において、前記見込衝突時間（ＴＫ）が、前記確立した
時間よりも前に収まる場合に、前記見込衝突時間（ＴＫ）における前記前方にある物体に
対する前記所有車両の残余速度、および前記見込衝突時間（ＴＫ）までの見込速度減衰が
決定される、方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の方法において、前記前方にある物体の予知可能な
加速度の時間経過を推測する前記ステップが、前記前方にある物体の現在の絶対速度およ
び／または前記物体の現在の絶対加速度を計算または決定するステップを含む、方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の方法において、前記時間（Ｔｔｈｒｅｓｈｏｌｄ

）を前記所有車両について前記前方にある物体との前記決定した見込衝突時間（ＴＫ）と
比較する前記ステップは、前記見込衝突時間（ＴＫ）より前の時間（Ｔｔｈｒｅｓｈｏｌ

ｄ）を確立するステップを含む、方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の方法において、所定の期間にわたり前記物体の予
知可能な加速度の時間経過を推測する前記ステップが、その現在の車両加速度に基づいて
、および／または過去に及ぶ所定の長さの期間の間における前記前方にある物体の車両加
速度の時間経過から実施する、方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の方法において、前記所有車両の運転変数に従って
予知可能な加速度プロファイルの時間経過を推測するステップは、特定した非常ブレーキ
減速の場合の前記所有車両にける実システム応答に基づいて実施する、方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の方法において、前記所有車両および前記前方にあ
る物体についての経路経過は、前記所有車両の加速度と同様に、前記前方にある物体の加
速度の時間進行から決定される、方法。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の方法において、相互に対する２つの前記経路プロ
ファイルを検査するステップは、両方の経路プロファイルが共通の交点を有するか、また
は前記所有車両および前記前方にある物体が相互から最小距離（Ｄｒｅｓｔ）にあるかの
いずれかにおける時間を検索するステップを含む、方法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の方法において、
　２つの前記経路プロファイルに交点が存在する場合には、（ｉ）交差の時間（ＴＫ）、
（ｉｉ）衝突までの残余経路および／または前記見込衝突時間までの残留速度、並びに（
ｉｉｉ）前記見込衝突時間までの速度減衰（ΔＶ）が決定され、
　前記経路プロファイルが交差しないものの、前記所有車両および前記前方にある物体が
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相互からの最小距離（Ｄｒｅｓｔ）を有する場合には、（ｉ）この時間（Ｔｍｉｎｄｉｓ

ｔ）における前記所有車両と前記前方にある物体間の残余距離（Ｄｒｅｓｔ）、および／
または（ｉｉ）この時間（Ｔｍｉｎｄｉｓｔ）までの前記所有車両の速度減衰（ΔＶ）が
決定される、方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法において、
速度減衰（ΔＶ）の決定は、以前に決定した時間に基づいて実施し、好ましくは前記所有
車両の速度減衰（ΔＶ）は、非常ブレーキング要求があった場合に前記所有車両の実シス
テム応答を考慮し、この時間（Ｔｍｉｎｄｉｓｔ）での相互からの前記残余距離（Ｄｒｅ

ｓｔ）の到達に至るまでの前記速度減衰（ΔＶ）は、積分限界ｔ＝０およびｔ＝Ｔｍｉｎ

ｄｉｓｔ間の前記所有車両における前記加速度を積分することによって決定される、方法
。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法において、ドライバ非依存の非常ブレーキ
・プロセスの開始に対する第１条件は、前記所有車両と前記前方にある物体間の特定可能
な最小距離（Ｄｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）未満に収まることであり、および／または、非常ブ
レーキ・プロセスの開始に対する第２条件は、前記所有車両が前記前方にある物体と衝突
する衝突時間ｔ＝Ｔｋまでの前記所有車両の特定可能な速度減衰（ΔＶｔｈｒｅｓｈｏｌ

ｄ）未満に収まることである、方法。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法において、警告または他の衝突準備策のた
めの時間は、遅かれ早かれ、ドライバ行動、現在の運転シナリオ、および現在の環境状態
に従って確立される、方法。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法において、前記所有車両のドライバへの警
告を発出するのに加えて、またはその代替として、光または音の警告が後続の道路利用者
に発出される、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　トラックまたは乗用車のクリティカルな運転状況を検知するための方法およびシステム
を提供する。特に、以下に説明するやり方で、所有車両および前方にある車両の間の衝突
（追突）を回避する。本方法は、所定の非常ブレーキ減速度を伴うことなく機能させるこ
とができる。
【従来技術】
【０００２】
　文献ＤＥ　４１　０１　７５９　Ａ１は、車両速度を定める速度センサおよび当該車両
と前方車両の間の距離を定める距離センサを有する自動車両ブレーキ・システムについて
示す。前方車両からの相対速度および距離に基づいて、このブレーキ・システムは、前方
車両との車両衝突まで必要とされる制限時間を決定し、その結果、ブレーキ・ペダルが押
し下げられないとしたときに制限時間が制限時間閾値よりも短い場合、当該車両のドライ
バに、警報デバイスの動作により警報信号を供給する。この警報信号が伝達されても車両
のドライバがブレーキ・ペダルを押し下げず、時間期間が終了したのに続いて、自動ブレ
ーキ・プロセスが実行されて、前方車両との衝突を阻止するために、制限時間が再度制限
時間閾値よりも大きくなる程度にまで車両速度を落とす。
【０００３】
　制限時間閾値があまりにも短い場合には、自動ブレーキ・プロセスにおいて前方車両と
の衝突を常に回避できるわけではない。正確には、衝突に至るまでの制限時間についての
排他的な考察では十分でない。車両が停止するための全体距離についても、即ち、車両速
度および道路表面と車両のタイヤ間の摩擦係数から決定する必要がある。制限時間が特定
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制限時間閾値よりも大きいものの、当該車両と前方車両の間の距離が必要とされる全体停
止距離よりも短い場合には、当該車両の自動ブレーキ・プロセスが、警報信号の伝達に続
いて同様に実行される。正確には、その距離が現在必要とされる全体停止距離よりも再度
長くなるまでである。
【０００４】
　制限時間および全体停止距離を決定するために、運転状況および／または交通状況が単
純な形態で登録されるのみである。複雑な交通状況では、前方車両との衝突のリスクは、
場合によっては検知されないか、即ち正確には評価されない。警報信号の伝達、および適
用可能ならば自動ブレーキ・プロセスは、それ故、開始するのが早過ぎる、遅すぎる、開
始しない、または不必要に開始される可能性がある。
【０００５】
　文献ＷＯ　２００４　０２８８４７は、車両、特に重量物運搬車における自動非常ブレ
ーキ・プロセスをトリガするための方法およびデバイスについて開示しており、車両を前
方車両との衝突から阻止ための補助機能を提供し、即ち、衝突が不可避な場合に事故の影
響を低減させる。特定の警告条件が満たされると、ドライバ警告がトリガされる。警告条
件が存在する場合には、車両の瞬間運転状況および特定の非常ブレーキ減速に基づいて、
特定の警告時間期間が満了するとすぐに自動非常ブレーキ・プロセスがトリガされ、当該
車両の前方車両との衝突を回避する。つまり、自動非常ブレーキ・プロセスの完了により
、特定の相対速度目標または当該車両と前方車両間の安全距離目標に到達しなければなら
ない。瞬間運転状況が、この場合、車両について確立した加速度および当該車両と前方車
両間について確立した相対加速度から取得される。これら変数により、当該車両の前方車
両との衝突のリスクが多くの複雑な運転状況下でも確実に検知されるべきである。
【０００６】
　特定の非常ブレーキ減速は、この場合全５つの累積基準の内１つであり、その存在はド
ライバ警告をトリガするために試験される。自動非常ブレーキ・プロセスは、ドライバ警
告のトリガおよび後続の特定の警告時間期間の満了に続いてトリガされるのみである。ド
ライバ警告は、特定の警告条件が満たされるときにトリガされることになる。この警告条
件は、（ｉ）車両の確立された加速度を考慮して決定される当該車両の運転状況、（ｉｉ
）特定の非常ブレーキ減速、（ｉｉｉ）特定の安全距離目標、（ｉｖ）自動非常ブレーキ
・プロセスの完了に対して達成されることになる条件目標としての、当該車両と前方車両
間の特定の相対速度目標、および（ｖ）当該車両と前方車両間に現存している確立した相
対加速度、のいずれかを含む。
【０００７】
　センサ配列を適切に評価することによるクリティカルな運転状況の早期の検知は、クリ
ティカルな状況において、（例えば音、光、触覚の）ドライバ警告を発することを可能に
し、また、クリティカル状況でドライバをサポートするために（例えばブレーキ・アシス
タント、ブレーキ制御系の予備充填のような）車両の事前条件付けを行うことを可能にす
る。
　ＤＥ　４４　０１　４１６　Ａ１は、安定した運転スタイルと動的な運転スタイルの間
を段階的に運転スタイルの分類することに関する。ここでは、運転スタイルを示す運転測
定変数は、車両センサによって感知される。少なくとも１つの運転スタイル・コード番号
が、それぞれ関連付けられ、事前に格納された測定変数／運転スタイル特性ダイヤグラム
を用いて検知した測定変数の内の少なくとも幾つかによって決定される。加速行動に関す
る加速行動番号、ブレーキ行動に関するブレーキ行動番号、および操向行動に関する操向
行動番号は別々に決定される。これにより、車両が有する異なる運転スタイルに適合され
る開回路または閉回路の制御システムにおける開回路または閉回路の制御デバイスの入力
パラメータが独立して調整可能である。特に、各開回路または閉回路の制御デバイスにつ
いてコード番号が特定される。
　ＤＥ　１９　９５１０　９１０　Ａ１は、同一方向に進行している車両間の距離または
空間を検知し、所定の安全距離がこれらの間で保たれているかについて判定するための測
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定装置に関する。関連する警告システムは、２つの車両間の実際の距離が所定の安全距離
よりも短いときに警報を発生する。測定装置は、当該測定装置に備わった、車両の車両速
度に対応する「個人空間」を維持する第１の手段を有し、個々のドライバのセンスや物理
的な能力を考慮することで、各ドライバに固有の安全車両間距離を検知できる正確で信頼
性の高い測定装置を検知する。この「個人空間」とは距離のことであり、ドライバにより
切迫した(alarming)または不十分なものとみなされる。第２の手段は、自由な走行距離を
取得し、車両は応答時間の間カバーし、ドライバのブレーキ動作への応答時間や先行する
車両と車両／所有車両に備わる測定手段との間の相対速度に基づく。第３の手段は、ドラ
イバのブレーキ動作におけるブレーキ・ペダルの押し下げ強度および相対速度に基づいた
ブレーキ距離を取得する。第４の手段は、第１手段で獲得した個人空間、第２手段で取得
した自由走行距離、および第３手段で取得したブレーキ距離に基づいて基準距離を取得す
る。第５の手段は、先行車両と車両に備わる測定装置との間の実際の距離が、第４手段で
取得した基準距離よりも少ないかどうかを決定する。
　ＤＥ　１９　９２１　２３８　Ａ１は、車両安全走行制御システムに関し、車両の前方
にある障害物についてあり得る減速を予測または予期(predict or anticipate)して予測
した減速を用いて接触回避制御を行う。このシステムは、対象車両の前を走行している別
の車両のような障害物によって発生される可能性のある減速を、複数の値において、予測
または予期する。予測した減速から、障害物回避制御を実行しなければならない。これに
よって、制御を比較的単純にし、その一方で、制御がドライバの予想に上手く一致するの
を可能にする。
　したがって、対象車両が移動するコースに対して前方に存在する障害物が検知される。
車両の速度を少なくとも含んだ車両の動きを示すパラメータが検知される。当該車両に対
する障壁物の状態が検知される。警報および障害物との接触回避の内少なくとも１つを動
作させなければならないかが決定されることになる。障害物が発生する複数の減速は、検
知したパラメータ（特に、対象車両が一定の加速がない状態で走行するときの検知した車
両の速度）に基づいて予測される。少なくとも予測された減速に基づいて、警告および障
害物との接触回避の内少なくとも１つが動作されるべきかが決定されることになる。
　ＤＥ　１０　２００５　０１４ ８０３　Ａ１は、衝突回避システムの制御に関し、例
えば、当該車両と障害物の間の距離が少なすぎる場合に、ドライバに適切に警報する。車
両と障壁間の相対速度に従って、このシステムは、車両が衝突を回避するのを中止しなけ
ればならない車両と障害粒間の最小距離を計算する。最小距離は、最小衝突回避時間に対
応する。最小衝突回避時間が所定の閾値未満に収まる場合に、このシステムは警報を出力
する。このシステムは、ドライバがより動的な運転方法をあえてするかを識別する。ここ
では、余分な警告信号は妨害するものとして知覚される。または、ドライバがより静かな
運転方法を好むか、したがって、ドライバが障害物に接近する場合に、１またはそれ以上
の運転パラメータのあまりにも突然の変化なしで障害物を適切に避けるのを可能にする早
期の警告を好むかを識別する。最初の警告に応答した運転の反応に基づいて、信号を発生
させる閾値は、個々のドライバに必要となる場合に、将来の警告のみが行われるようなや
り方で適合される。この目的のために、車両と障害物間の障害物距離は、周辺(periphery
)センサによって検知される。障害物距離および障害物に対する当該車両の相対速度から
、最小衝突回避時間が決定される。最小衝突回避時間が第１の閾値未満に収まる場合に、
最初の警告信号が出力される。ドライバの反応は検知され、第１閾値が信号と反応の間の
期間に基づいて適合される。
　ＤＥ　１０　２００５　０５４　０６４は、警告デバイスに誤作動の頻度を最小化させ
るのと同様、車両について当該車両のレーン上に位置する障害物との衝突を回避するため
の方法に関する。車両がその車両のレーン上に位置する潜在的な障害物と衝突するのを回
避するために、当該車両の開ルートが、当該車両と障害物間の距離を検知することによっ
て決定され、車両が停止するまでのフル・ブレーキの間における、車両がカバーするルー
トの長さがブレーキ距離として計算され、そして、衝突警告および／またはブレーキ介入
が、決定した開ルートおよび計算したブレーキ距離に基づいて開始される。ブレーキ距離
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の計算は、運動方程式の解析に基づき、次いで、時間依存で仮定した加速度プロファイル
の推測に基づく。このプロファイルは、フル・ブレーキが現在の時間時点に対して開始さ
れることになる場合の、予測される車両の加速度の時間コースを凡そ表す。この目的のた
めに、車両の加速度および加速度の傾斜は連続的に決定され、仮定の加速プロファイルは
現在の加速度および現在の加速度傾斜に基づいて規定される。仮定の加速度プロファイル
は、複数の線形部によって近似することができる。
　ブレーキ距離を計算するために、おそらく、車両を停止するために必要とされる時間が
、仮定の加速度プロフィールに対応する速度プロファイルに基づいて計算され、そして、
この時間の間にカバーされるルートは、この仮定の加速度プロファイルに対応するルート
長プロファイルに基づいて計算される。
　衝突警告またはブレーキ介入は、開ルートが計算したブレーキ距離と距離閾値の和より
も小さい場合に、この規定した距離閾値に基づいて開始される。距離閾値は、反応距離に
等しくすることができ、この反応距離は、所定のドライバ反応時間の間に車両によってカ
バーされるルートの長さには対応する。ここでは、ドライバ反応時間は、車両のアクセル
・ペダルおよびブレーキ・ペダルに基づいて予め決定することができる。
　また、車両がバックで運転している場合、開ルートが所与の閾値よりも大きい場合、ま
たはドライブ速度は所定の速度閾値よりも大きい場合には、衝突警告またはブレーキ介入
は開始されることができるだけである。警告装置は、ドライバが駐車をするのを支援する
駐車支援システムの一部とすることができる。
　ＤＥ１０　２００６　０４３　６７６は、警告機能を有するドライバ補助システム（た
とえばレーン―出発―警告―システムまたは衝突―警告―システム）に関し、この警告機
能は、ドライバに危険な交通状況を警報する。このタイプに一般によくある警告システム
を使用しても、必要な精度を有する利用可能なセンサによって交通状況を評価することは
しばしば不可能である。これは、非常に頻繁に誤った警告をかき乱す結果となる。誤った
警告を回避するために、車両およびドライバ動作の運転力(dynamics)、またはそこで実施
されるドライバの反応はドライバの注意深さに関する情報として評価される。快適なゾー
ン外の縦方向の加速または横方向の加速がより強まることは、補助システムにより検知さ
れる危険な状況と相関する場合に、増加したドライバの注意深さを顕著に示すものとして
等級付けされる。縦方向の加速度または横方向の加速度の変動は、快適なゾーン外であり
、ドライバの注意深さが高いものとして等級付けされ、警告は、警告信号が一般に出力さ
れた状況で抑圧される。このように、誤った警告が頻繁にあることを著しく低減すること
ができ、この理由で、警告システムにより受け入れを増加することができる。
　ＤＥ　１０　２００６　０４６　６９７は、道路の交差点内での危険な状況の即時の認
識に関し、関係する道路利用者に、衝突または激突(conflict or collision)のリスクが
あるとすぐに警告する。それ故、交差点道路利用者の位置データが取得および評価されて
、道路利用者について予測した移動経路の予後を生成し、また、この予後に基づいて道路
利用者との間で衝突または激突が迫っているかの決定をする。そして、これを阻止するた
めに対策が取られる。道路利用者の速度および加速度データは、位置データの計算に入れ
られる。車両に対して、交差点における車両のレーンが、位置データに基づいて決定され
る。ここでは、車両の回転運動が、利用可能な程度で車両の追加データを評価することに
より考慮される。道路利用者ごとに、自身の軌道が決定され、交差点でのポイントが決定
される。そのポイントは見込まれる激突ポイントを表す。衝突位置が存在する場合には、
対策および特に関係する道路利用者の警告が開始される。衝突ポイントは、道路利用者に
おける見込まれるブレーキ行動または加速行動を考慮して計算される。
　ＥＰ　１　５５９　６０７　Ａ１は、車両についての衝突警告に関し、距離センサを装
着し、また、前方に移動している車両までの残りの距離がＡＣＣ―ブレーキ適用完了後、
または、ドライバ・ブレーキ適用後に維持することができないさそうな場合に、ドライバ
のための信頼性が高い警告信号を生成することに適する。つまり、車両減速は、ドライバ
反応時間の満了後に車両によって適用されなければならず、評価デバイスで連続的に計算
され、その結果、前方を移動している車両までの距離は維持することができる。計算した
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減速の絶対値が、ドライバ側のブレーキによって発生できる推測した車両減速を超過する
場合、衝突警告信号が出力される。ドライバ反応がゼロとして計算された減速の絶対値が
ＡＣＣによって達成できる減速を超過する場合には、システム制限警告が出力される。
　ＷＯ　２００２／０４３０２９は、前方の車両の車両走行条件の検出、後続の車両の車
両走行状態の検出、および前方車両と後続車両の間の車両距離の検出に関する。後続車両
と前方車両の間の最短の距離は、前方車両の検知した運転状態、後続車両の検知した運転
状態、および検知した車両距離に基づいて予測される。適切な車両距離は、前方車両と後
方車両の間の車両距離に基づいて決定される。予測した最短距離が予測した適当な車両距
離より少ない場合に、警告およびブレーキ力が発生される。
　適切な車両距離を維持するために必要な目標減速が決定される。速度および前方車両お
よび後続車両の減速が決定される。後続車両と前方車両の間の最短距離は、検知した前方
車両の速度、検知した前方車両の減速、検知した後続車両の速度、および検知した車両距
離に基づいて予測される。予測した最短距離が予測した適切な速度距離よりも小さい場合
には、ブレーキ力が生じて、検出した後続車両の減速を行い、計算した目標減速に一致さ
せる。
　ＷＯ　１９９９／０４２３４７は、車両の物体との接触を回避するが両のブレーキ・コ
ントローラに関し、その一方で、ブレーキの自動動作はドライバを妨げない。ブレーキ・
コントローラに関する。即ち、当該車両の移動方向にある当該車両前方に存在する物体が
検出される。当該車両の物体との接触の可能性は、当該車両と物体の間の相対的位置関係
から決定される。ブレーキ手段は、決定の結果に基づいて、自動ブレーキ動作を実施する
。ドライバによって行われるブレーキ動作は、ドライバのブレーキが自動ブレーキ動作の
間に検知されることになる場合には、ブレーキ手段によって補助される。
　ドライバのブレーキ意志は、ドライバによるブレーキ・ペダルの押し下げ、ドライバに
よるアクセル・ペダルを戻す動作、およびドライバの足がブレーキ・ペダルに向けて動く
ことの内の少なくとも１つにより検知される。自動ブレーキ動作を開始する前に、警告が
ドライバに出力される。警告が出力される後の所定の間隔において、ドライバのブレーキ
意志は、ドライバによるブレーキ・ペダルの押し下げ、ドライバによるアクセル・ペダル
を戻す動作、およびドライバの足がブレーキ・ペダルに向けて動くことの内の少なくとも
１つにより検知される。ドライバのためのブレーキ動作補助は、ドライバのブレーキ意志
の検知の前に自動ブレー動作のブレーキ力を維持するか、または自動ブレーキ操作のブレ
ーキ力を増加させることである。
 
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　重量物運搬車または乗用車のクリティカルな状況は、より確実に検知されるべきであり
、ドライバはこの作用に対して警告され、および／または当該車両は非常ブレーキ・プロ
セスについてドライバをサポートするために準備されるべきである。ここでは、可能な限
り誤った警告および介入は発生してはならない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような目的を達成するために、モーター車両におけるクリティカルな運転状況を検
知するための、特に、所有車両の前方に位置する物体との衝突を阻止するための方法を提
案する。本方法は、次のステップを有する。即ち、所有車両の運転変数に従って加速度プ
ロファイルを特定するステップ、その現在の加速度に基づいて所有車両の予知可能な加速
度の時間経過を推測するステップ、所有車両の経路プロファイルを予知可能な加速度の時
間経過から決定するステップ、所有車両の前方に位置する物体について現在の距離および
現在の相対速度を取得するステップ、その現在の加速度に基づいて前方にある物体の予知
可能な加速度の時間経過を推測するステップ、物体の経路プロファイルを予知可能な加速
度の時間経過から決定するステップ、所有車両の経路プロファイルを前方にある物体の経
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路プロファイルと比較するステップ、２つの経路プロファイルが交差する場合に、所有車
両について物体との見込衝突時間を決定するステップ、時間を所有車両について物体との
見込衝突時間と比較するステップ、見込衝突時間がこの時間前である場合に、所有車両の
ドライバに警告を伝達するステップである。
【００１０】
　所有車両の経路プロファイルを予知可能な加速度の時間経過から決定するステップは、
推測した加速度プロファイルを積分することにより所有車両の速度プロファイルを決定す
るステップ、および／または、決定した速度プロファイルを積分することにより所有車両
の経路プロファイルを決定するステップによって達成することができる。
【００１１】
　物体の経路プロファイルを予知可能な加速度の時間経過から決定するステップは、推測
した加速度プロファイルを積分することにより物体の速度プロファイルを決定するステッ
プ、および／または、決定した物体の速度プロファイルを積分することにより物体の経路
プロファイルを決定するステップによって達成することができる。
【００１２】
　所有車両の運転変数に従って加速度プロファイルを特定するステップは、所有車両につ
いて、取得した若しくは計算した現在の車両加速度、および／または取得した若しくは計
算した現在の車両速度を考慮することができる。
【００１３】
　前方にある物体の予知可能な加速度の時間経過を推測するステップは、前方にある物体
の現在の絶対速度および／または物体の現在の絶対加速度を計算または決定するステップ
を含むことができる。
【００１４】
　時間を所有車両について前方にある物体との見込衝突時間と比較するステップは、見込
衝突時間の前の時間を確立するステップを含むことができる。
　所定の期間にわたり所有車両の予知可能な加速度の時間経過を推測するステップは、所
有車両の現在の車両加速度に基づいて、および／または過去に及ぶ所定の長さの期間の間
の所有車両の加速度の時間経過から実施することができる。
【００１５】
　所有車両の運転変数に従って予知可能な加速度プロファイルの時間経過を推測するステ
ップは、その現在の速度に従って実施することができ、現在の車両加速度は、初期値とし
て加速度プロファイルに割り当てられ、加速度プロファイルは、高い速度ではゆっくりと
、低い速度では素早く減少される。
【００１６】
　前方にある物体の予知可能な車両加速度の時間経過を推測するステップは、前方にある
車両の現在の加速度に基づいて、また適用可能であれば、過去に及ぶ所定の長さの期間の
間の前方車両の車両加速度の時間経過から、所定の期間にわたり実施することができる。
【００１７】
　前方にある物体の運転変数に従って予知可能な加速度プロファイルの時間経過を推測す
るステップは、その現在の速度に従って実施することができ、物体の現在の加速度は、初
期値として加速度プロファイルに割り当てられ、加速度プロファイルは、高い速度ではゆ
っくりと、低い速度では素早く減少される。
【００１８】
　所有車両の予知可能な加速度の時間経過を推測するとき、その現在の加速度が正、ゼロ
または負であるかを区別することができ、所有車両の現在の加速度が正である場合には、
時間経過に対し、予知可能な車両加速度が所定の期間において減少していると推測される
。ここでは、好ましくは、時間経過は現在の運転状況に、好ましくは所有車両の現在の速
度に適合される。所有車両の現在の加速度が負である場合には、所定の期間における所有
車両の予知可能な加速度が一定であると推測される。また、所有車両の現在の加速度がゼ
ロである場合には、所定の期間における所有車両の予知可能な加速度が一定であると推測
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される。
【００１９】
　前方にある物体の予知可能な加速度の時間経過を推測するときも区別することができる
。物体の現在の加速度が正である場合には、時間経過に対し、前方物体の予知可能な加速
度が所定の期間において一定であると推測される。前方物体の現在の加速度が負である場
合には、前方物体の予知可能な加速度は所定の期間において減少すると推測され、ここで
は、好ましくは、時間経過は現在の運転状況に、好ましくは前方物体の現在の速度に適合
される。また、前方物体の現在の加速度がゼロである場合には、所有車両の予知可能な加
速度は所定の期間において一定であると推測される。
【００２０】
　所有車両の前方にある物体との衝突を回避するために、次のステップを実行することが
できる。即ち、所有車両の運転変数に従って加速度プロファイルを特定するステップ、そ
の現在の加速度に基づいて所有車両の予知可能な加速度の時間経過を推測するステップ、
所有車両の経路プロファイルを予知可能な加速度の時間経過から決定するステップ、所有
車両の前方に位置する物体について現在の距離および現在の相対速度を取得するステップ
、その現在の加速度に基づいて前方にある物体の予知可能な加速度の時間経過を推測する
ステップ、物体の経路プロファイルを予知可能な加速度の時間経過から決定するステップ
、所有車両の経路プロファイルを前方にある物体の経路プロファイルと比較するステップ
、２つの経路プロファイルが交差する場合、または、所有車両の速度が少なくとも許容帯
内において物体の速度と合致する場合に、所有車両について物体との見込衝突時間を決定
するステップ、時間を所有車両について物体との見込衝突時間と比較するステップにおい
て、所有車両の速度が少なくとも許容帯内において物体の速度と合致する場合に、物体か
らの所有車両の残余距離および時間までの速度減衰が決定され、速度減衰がある値未満に
収まり、且つ、残余距離が同様にある値未満に収まる場合には、ドライバ非依存の（非常
）ブレーキングが開始されるステップである。
【００２１】
　所有車両の運転変数に従って加速度プロファイルを特定するステップは、所有車両につ
いて、取得した若しくは計算した現在の車両加速度、および／または取得した若しくは計
算した現在の車両速度を考慮することができる。
【００２２】
　見込衝突時間が確立した時間の前である場合には、見込衝突時間において前方にある物
体に対する所有車両の残留速度および見込衝突時間までの見込速度減衰が決定される。
　前方にある物体の予知可能な加速度の時間経過を推測するステップは、前方にある物体
の現在の絶対速度および／またはその物体の現在の絶対加速度を計算または決定するステ
ップを含むことができる。
【００２３】
　時間を所有車両について前方にある物体と所有車両の見込衝突時間と比較するステップ
は、見込衝突時間の前の時間を確立するステップを含むことができる。
　所定の期間にわたり物体の予知可能な加速度の時間経過を推測するステップは、その現
在の車両加速度に基づいて、および／または過去に及ぶ所定の長さの期間の間の前方にあ
る物体の車両加速度の時間経過から実施することができる。
【００２４】
　所有車両の運転変数に従って予知可能な加速度プロファイルの時間経過を推測するステ
ップは、特定した非常ブレーキ減速の場合の所有車両の実システム応答に基づいて実施す
ることができる。
【００２５】
　所有車両および前方にある物体の経路経過は、前方にある物体および所有車両の加速度
についての時間経過から決定される。
　相互に対する２つの経路プロファイルの検査は、両方の経路プロファイルが共通の交点
を有するか、または所有車両および前方にある物体が相互から最小距離にあるかのいずれ
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かにおける時間を検索するステップを含むことができる。
【００２６】
　２つの経路プロファイルに交点が存在する場合には、（ｉ）交差の時間、（ｉｉ）衝突
までの残余経路および／または見込衝突時間までの残留速度、並びに（ｉｉｉ）見込衝突
時間までの速度減衰が決定される。経路プロファイルが交差しないものの、所有車両およ
び前方にある物体が相互からの最小距離にある場合には、（ｉ）この時間における所有車
両と前方にある物体間の残余距離、および／または（ｉｉ）この時間までの所有車両の速
度減衰が決定される。
【００２７】
　速度減衰の決定は、以前に決定した時間に基づいて実施することができる。ここでは、
好ましくは所有車両の速度減衰は、非常ブレーキング要求があった場合に、所有車両の実
システム応答に基づいて好ましくは考慮される。また、この時間での残余距離の到達に至
るまでの速度減衰は、積分限界ｔ＝０およびｔ＝Ｔｍｉｎｄｉｓｔ間の所有車両の加速度
を積分することによって決定される。
【００２８】
　この場合には、所有車両と前方にある物体間の特定可能な最小距離未満に収まることは
、ドライバ非依存の非常ブレーキ・プロセスの開始に対する第１条件とすることができ、
および／または、ドライバ非依存の非常ブレーキ・プロセスの開始に対する第２条件は、
所有車両は前方にある物体と衝突する衝突時間ｔ＝Ｔｋまでの所有車両の特定可能な速度
減衰未満に収まることとすることができる。
【００２９】
　警告およびその他衝突準備策の時間は、遅かれ早かれ、ドライバ行動、現在の運転シナ
リオ、および現在の環境状態に従って確立することができる。
　所有車両のドライバへの警告を伝達するのに加えて、またはその代替として、光または
音の警告を後続の道路利用者に発出することができる。
【００３０】
　ここで説明される本方法の詳細を組み合わせて示す。しかしながら、参照は、相互にま
た独立する事実に対して行われるべきであり、また相互に自由に組み合わせることもでき
る。図面に示したシーケンスは、限定ではなく例示のものとして理解されるべきである。
個々のサブ・ステップはまた、示す順序とは異なって実行することができ、また、示した
ものから逸脱させることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、所有車両と当該所有車両の前方にある車両即ち物体との間の後部衝突を
防止するために、貨物自動車または乗用車のクリティカルな運転状況を検知するための本
方法におけるフロー・チャートの概略である。
【図２】図２は、図１に記載した本方法における部分態様のフロー・チャートであり、所
有車両について検討している。
【図３】図３は、図１に記載した本方法における部分態様のフロー・チャートであり、所
有車両の前方にある車両または物体について検討している。
【図４】図４は、図２に記載した本方法のシーケンスについての概略図であり、所有車両
について検討している。
【図５】図５は、図３に記載した本方法のシーケンスについての概略図であり、所有車両
の前方にある車両または物体について検討している。
【図６】図６は、本方法のシーケンスについての概略図であり、警告を所有車両のドライ
バに伝達するかを決定する。
【図７】図７は、本方法のシーケンスについての概略図であり、所有車両についてドライ
バ非依存の非常ブレーキを開始するかを決定する。ここで、２つの条件を当該非常ブレー
キの開始に対して考慮することができる。即ち、物体からの所有車両の残余距離および／
または衝突まで若しくは最小距離時間までの速度減衰である。
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【図８】図８は、ドライバ警告の決定と、それに続く、警告時間期間が満了すると非常ブ
レーキおよびそれに続くトリガのために確立されるべき必要性との間の機能接続について
のモジュール構造を概略的に示している。
【図９】図９は、所有車両の前方にある車両の状況、および当該状況において所有車両へ
のレーダ・センサの手段により確定されるデータについて概略的に示している。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図９に示すように、所有車両の前方にある車両の状況は、レーダ・センサによって検知
される。前方にある車両の絶対速度は、つまり、前方にある車両の相対速度、および所有
車両のホイール速度センサの手段により検知する所有車両の絶対速度から決定することが
できる。レーダ・センサはまた前方にある車両と所有車両間の距離を提供する。さらに、
前方にある車両の加速度もまた、これらデータから決定することができる。
【００３３】
　図８では、本明細書で説明する方法において、「ドライバ警告の必要の決定」および「
非常ブレーキの必要の確立」という２つの機能が、如何にしてモジュール形態で構成され
、そして相互に実行できるかについて説明する。この場合、「非常ブレーキの必要の確立
」およびそれに後続するトリガはまた省略することができる。反対に、本明細書に提示す
る本方法はまた、「ドライバ警告の必要の決定」を実行せずに、説明した直接的なやり方
で「非常ブレーキの必要の確立」およびそれに後続するトリガについてのステップを実行
することも可能とする。
【００３４】
　本方法の第１のフェーズでは、所有車両について検討される（図１，２，４）。ここで
、第１のステップとして、現在の車両の加速度ａＡＫＴ，Ｅおよび現在の車両の速度ＶＡ

ＫＴ，Ｅは、例えば、縦方向の加速度センサを直接用いて、またはホイール速度センサか
らのデータを間接的に計算して、取得または決定される。
【００３５】
　第１フェーズの次のステップとして、一時的な可変の加速度プロファイルがａＶＯＲ，

Ｅ＝ｆ（ｔ）により推測される。ここでは、現在の車両加速度ａＡＫＴ，Ｅは，初期値（
ｆ（０））として使用される。現在の車両速度ＶＡＫＴ，Ｅおよび／または運転環境（例
えば、町、地方の道路、高速道路）に従って、加速度プロファイルは修正される。即ち、
高い速度（高速道路）では、特定加速度プロファイルはゆっくり減少し、低い速度（都市
交通）では、特定加速度プロファイルは素早く減少する。
【００３６】
　所定の期間ＴＶＯＲの間の所有車両の予知可能な車両加速度ａＶＯＲ，Ｅについて、所
有車両の現在の車両加速度ａＡＫＴ，Ｅに基づいて、且つ、適合可能であれば過去におよ
ぶ所定の長さの期間にわたる所有車両の加速度の時間経過ａＶＯＲ，Ｅ＝ｆ（ｔ）；０＜
ｔ＜ＴＶＯＲから推測するときには、３つのケースに区分される。即ち、所有車両の現在
の車両加速度ａＡＫＴ，Ｅが正、零、負のいずれかである。
【００３７】
　所有車両の現在の車両加速度が正である場合ａＡＫＴ，Ｅ＞０、つまり所有車両が加速
している場合には、時間経過に対し、所有車両の予知可能な車両加速度ａＶＯＲ，Ｅは所
定の期間ＴＶＯＲの間減少する。ここで、この時間経過は、現在の運転状況、即ち所有車
両の現在の車両速度ＶＡＫＴ，Ｅに適合される。
【００３８】
　所有車両の現在の車両速度が負である場合ａＡＫＴ，Ｅ＜０、つまり所有車両が減速し
ている場合には、所有車両の予知可能な車両加速度ａＶＯＲ，Ｅは所定の期間ＴＶＯＲの
間一定である。
【００３９】
　所有車両の現在の車両速度がゼロである場合ａＡＫＴ，Ｅ＝０、つまり所有車両が一定
速度で運転している場合には、所有車両の予知可能な車両加速度ａＶＯＲ，Ｅは所定の期



(12) JP 5941475 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

間で一定（ゼロに等しい）である。
【００４０】
　後ろ２つのケース（ａＡＫＴ，Ｅ＜０およびａＡＫＴ，Ｅ＝０）はまた、一緒に検査す
ることができ、所有車両の予知可能な車両加速度ａＶＯＲ，Ｅが所定の期間において一定
であることを両方のケースに対して合同で推測することができる。
【００４１】
　第１フェーズの更なるステップでは、所有車両の速度プロファイルｖＥ＝ｆ（ｔ）は、
好ましくは推測した加速度プロファイルａＶＯＲ，Ｅの段階的な積分によって決定される
。ここでは、現在の車両速度ＶＡＫＴ，Ｅは、初期値ｆ（０）＝ＶＥ（０）として用いら
れる。速度の計算は、つまり、例えば期間０＜ｔ＜ＴＶＯＲにおける離散時間ｔｎ０…ｔ

ｎｘごとに数式ｖ（ｔｎ）＝ｖ（ｔｎ－１）＋ａｎ＊（ｔｎ－ｔｎ－１）に従って実行す
ることができる。次いで、第１フェーズにおいて、推測した速度プロファイルｖＥを段階
的に積分することによる所有車両の経路プロファイルｓＥ（ｔ）の決定が続く。ここで、
ｓＥ（０）＝０である。所有車両の期間０＜ｔ＜ＴＶＯＲにおける離散時間ｔｎ０…ｔｎ

ｘごとの位置が、つまり数式ｓ（ｔｎ）＝ｓ（ｔｎ－１）＋ｖｎ＊（ｔｎ－ｔｎ－１）を
用いて計算することができる。
【００４２】
　本方法の第２フェーズでは、所有車両の前方にある車両即ち前方にある物体が検討され
る（図１，３，５）。ここで、「物体(object)」または「前方にある車両」とは、所有車
両に対する前方で運転している車両、または所有車両の前方に位置する物体の両方を常に
意味する。所有車両の前方に位置する物体はまた、固定したものとすることができる。
【００４３】
　第２フェーズにおける第１のステップでは、現在の距離ｄｉｓｔＡＫＴ，Ｖ、および所
有車両と物体間の現在の相対速度ｖｒｅｌＡＫＴ，Ｖが、例えばレーダ・センサを用いて
取得される。
【００４４】
　第２フェーズにおける第２のステップでは、物体の現在の相対速度（ｖｒｅｌＡＫＴ）
および所有車両の現在の車両速度（ＶＡＫＴ，Ｅ）から物体の絶対速度の計算（ＶＡＫＴ

，Ｅ）が、時間による段階微分によって、物体の現在の絶対速度の速度経過から物体の絶
対加速度を計算するのと同様に行われる。
【００４５】
　次いで、一時的な可変加速度プロファイルが物体について特定される。ａＶＯＲ，Ｖ＝
ｆ（ｔ），ｆ（０）＝現在の加速度（ａＡＫＴ，Ｖ）である。現在の速度ＶＡＫＴ，Ｖお
よび／または運転環境（町、地方の道路、高速道路など）に従って、加速度プロファイル
が修正される（高い速度（高速道路）において特定加速度プロファイルはゆっくり減少し
、低い速度（都市交通）において特定加速度プロファイルは素早く減少する）。これを行
うために、所定の期間（ＴＶＯＲ）にわたる物体の予知可能な加速度（ａＶＯＲ，Ｖ）の
時間経過は、物体の加速度（ａＡＫＴ，Ｖ）に基づいて、且つ、適合可能であれば過去に
およぶ所定の長さの期間にわたる物体の加速度の時間経過ａＶＯＲ，Ｖ＝ｆ（ｔ）；０＜
ｔ＜ＴＶＯＲから推測される。
【００４６】
　物体の予知可能な加速度（ａＶＯＲ，Ｖ）の時間経過を物体の現在の加速度ａＡＫＴ，

Ｖから推測するときには、３つのケースに区分される。即ち、物体の現在の加速度ａＡＫ

Ｔ，Ｖが正、零、負のいずれかである。
【００４７】
　物体の現在の車両加速度が正である場合（ａＡＫＴ，Ｖ＞０）、つまり物体が加速して
いる場合には、時間経過に対し、所有車両の予知可能な車両加速度ａＶＯＲ，Ｖは所定の
期間ＴＶＯＲの間一定である。
【００４８】
　物体の現在の車両速度が負である場合（ａＡＫＴ，Ｅ＜０）、つまり物体が減速してい
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る場合には、物体の予知可能な車両加速度ａＶＯＲ，Ｖは所定の期間ＴＶＯＲの間減少す
る。ここで、この時間経過は、現在の運転状況、即ち物体の現在の車両速度ＶＡＫＴ，Ｖ

に適合される。
【００４９】
　物体の現在の車両速度がゼロである場合（ａＡＫＴ，Ｅ＝０）、つまり物体が一定速度
で運転している場合には、物体の予知可能な車両加速度（ａＶＯＲ，Ｖ）は所定の期間（
ＴＶＯＲ）で一定である。
【００５０】
　後ろ２つのケース（ａＡＫＴ，Ｖ＜０およびａＡＫＴ，Ｖ＝０）はまた、一緒に検査す
ることができ、物体の予知可能な車両加速度ａＶＯＲ，Ｖが所定の期間において一定であ
ることを両方のケースに対して合同で推測することができる。
【００５１】
　第２フェーズの更なるステップでは、物体の速度プロファイルｖＶ＝ｆ（ｔ）は、推測
した加速度プロファイルａＶＯＲ，Ｖの段階的な積分によって決定される。ここでは、現
在の車両速度ＶＡＫＴ，Ｖは、初期値ｆ（０）＝ＶＶ（０）＝ＶＡＫＴ，Ｖとして用いら
れる。
【００５２】
　速度の計算は、例えば期間０＜ｔ＜ＴＶＯＲにおける離散時間ｔｎ０…ｔｎｘごとに数
式ｖ（ｔｎ）＝ｖ（ｔｎ－１）＋ａｎ＊（ｔｎ－ｔｎ－１）に従って実行することができ
る。
【００５３】
　最後に、推測した加速度プロファイル（ａＶＯＲ，Ｖ）の段階的な積分による物体の経
路プロファイルｓＶ＝ｆ（ｔ）の決定が続く。
　所有車両と物体間の現在の距離は、初期値ｆ（０）＝ｓＶ（０）＝ｄｉｓｔＡＫＴ，Ｖ

として用いられる。前方にある車両の位置は、期間０＜ｔ＜ＴＶＯＲにおける離散時間ｔ

ｎ０…ｔｎｘごとに、数式ｓ（ｔｎ）＝ｓ（ｔｎ－１）＋ｖｎ＊（ｔｎ－ｔｎ－１）に従
って計算することができる。
【００５４】
　本方法の第３のフェーズでは、クリティカルな運転状況の検査を行う（図１，６，７）
。
　前方にある物体の予知可能な加速度の時間経過を推測することは、その現在の加速度に
基づいて、且つ、適合可能であれば過去におよぶ所定の長さの期間にわたる前方にある物
体の加速度の時間経過から実施することができる。
【００５５】
　所有車両の運転変数に従って予知可能な加速度プロファイルの時間経過を推測すること
は、特定した非常ブレーキ減速の場合の所有車両の実システム応答に基づいて実施するこ
とができる。この実システム応答は、特性カーブにおける車両依存セットとして格納する
ことができる。
【００５６】
　前方の加速度プロファイルと同様、車両の加速度プロファイルに基づいて、所有車両お
よび前方にある物体の経路経過は、第１のステップで決定される。
　これを行うために、第３のフェーズの第１ステップでは、所有車両の経路プロファイル
は、期間（０＜ｔ＜ＴＶＯＲ）における離散時間（ｔｎ０…ｔｎｘ）ごとに物体の経路プ
ロファイルと比較される。２つの経路プロファイルが交差する場合、これは、以前に行わ
れた推測の下、前方にある物体との所有車両の衝突が見込まれることの表れである。この
場合、所有車両の前方にある物体との見込衝突時間（ＴＫ）は、２つの経路プロファイル
の交差から決定される。これに基づいて、見込衝突より前のこの時間について、計算した
見込衝突時間との比較が行われる。この見込衝突時間（ＴＫ）が確立した時間より前であ
る場合には、警告が発出され、および／または他の衝突準備策が取られる。
【００５７】
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　相互に対する２つの経路プロファイルの検査は、両方の経路プロファイルが共通の交点
を有する時間Ｔを検索することを目的として有することができる。２つの経路プロファイ
ルの交差は、以前に行った推測の下で、時間ＴＫにおいて所有車両について前方にある物
体との見込衝突の表れである（図７の右上の図では、時間ＴＫにおいて、下方の実線（所
有車両）と点線（前方車両）との間の交点になる）。２つの経路プロファイルの検査は、
同様に、以前に行った推測の下で、時間Ｔｍｉｎｄｉｓｔにおける所有車両と前方車両間
の最小残余距離Ｄｒｅｓｔを決定する目的を有することができる（図７の右上の図では、
時間Ｔｍｉｎｄｉｓｔにおいて実線（所有車両）と上方の点線（前方車両）との間の交点
になる。）。
【００５８】
　相互に対する２つの経路プロファイルの検査は、両方の経路プロファイルが共通の交点
を有する時間、または所有車両と前方車両の最小距離Ｄｒｅｓｔが合致する時間のいずれ
かを検索することを含むことができる。２つの経路プロファイルの交差は、以前に行った
推測の下で、所有車両について前方にある物体との見込衝突の表れである。このような交
点が存在する場合には、次のことが決定される。即ち、（ｉ）交差する（つまり見込衝突
の）時間ＴＫ、（ｉｉ）衝突までの残余経路および／または見込衝突の時間における残余
距離、そして（ｉｉｉ）見込衝突の時間までの速度減衰ΔＶである。他の場合（即ち、経
路プロファイルが交差しないものの、所有車両と前方車両が相互からの最小距離Ｄｒｅｓ

ｔを有する場合）には、次のことが決定される。即ち、（ｉ）この時間Ｔｍｉｎｄｉｓｔ

における所有車両と前方車両間の残余距離Ｄｒｅｓｔ、および／または（ｉｉ）時間Ｔｍ

ｉｎｄｉｓｔまでの所有車両の速度減衰ΔＶである。
【００５９】
　第２のステップでは、速度の減衰を決定することは、以前に確立した時間に基づいて行
うことができる。所有車両における速度減衰ΔＶの推測は、所有車両の実システム応答に
基づいて、ΔＶ＝∫ａ（ｔ）・ｄｔによる時間積分によって行うことができる。ここで、
ａ（ｔ）は、非常ブレーキ要求があった場合の所有車両の実システム応答の経過である（
図７の左上の図）。ブレーキ・プロセスは、ｔ＝０で開始する。ｔ＝ＴＫにおける所有車
両の前方車両との衝突では、衝突までの所有車両の速度減衰は、積分極限ｔ＝０とｔ＝Ｔ

Ｋ間の積分から決定することができる。
【００６０】
　時間Ｔｍｉｎｄｉｓｔにおける残余距離Ｄｒｅｓｔの取得までの速度減衰ΔＶは、積分
極限ｔ＝０とｔ＝Ｔｍｉｎｄｉｓｔ間の積分ΔＶ＝∫ａ（ｔ）・ｄｔから決定することが
できる。
【００６１】
　ドライバ非依存のブレーキ・プロセスを開始するための第１条件は、所有車両と前方に
ある物体間の特定可能な最小距離Ｄｔｈｒｅｓｈｏｌｄ未満に収まることとすることがで
きる。このことは、非常ブレーキ・プロセスが条件Ｄｒｅｓｔ＜Ｄｔｈｒｅｓｈｏｌｄの
下で開始できることを意味する。
【００６２】
　ブレーキ・プロセスを開始するための第１条件は、所有車両が前方にある物体と衝突す
る衝突時間ｔ＝ＴＫまでの所有車両の特定可能な速度減衰ΔＶｔｈｒｅｓｈｏｌｄ未満に
収まることとすることができる。このことは、ドライバ非依存のブレーキ・プロセスが、
条件ΔＶ＜ΔＶｔｈｒｅｓｈｏｌｄを満たした場合に開始できることを意味する。
【００６３】
　ドライバ非依存の非常ブレーキ・プロセスは、第１条件の充足、または第２条件の充足
に対して開始することができる。このようなドライバ非依存の非常ブレーキ・プロセスは
また、第１条件および第２条件が充足した場合に開始することもできる。言いかえれば、
所有車両の速度減衰ΔＶが、特定可能な閾値未満に収まった場合に、および／または時間
Ｔｍｉｎｄｉｓｔにおいて所有車両と前方にある物体間の残余距離Ｄｒｅｓｔが同様に特
定可能な閾値未満に収まり、若しくはゼロになった場合に、ドライバ非依存の非常ブレー
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キ・プロセスが開始される。
【００６４】
　警告およびその他衝突準備策の時間は、遅かれ早かれ、例えばハンドルの操向動作、ア
クセラレータ・ペダルやブレーキ・ペダルやギア・レバーの作動等のインジケータを作動
させるようなドライバ行動、電話行動、現在の運転シナリオ、および例えば風防ガラス用
ワイパー動作や後部霧灯や雨センサで検知する天気条件のような環境状態に従って確定す
ることができる。所有車両のドライバへの警告の伝達に加えて、またはその代替として、
例えば光による警告を後続の道路利用者（１または複数）に（警告の時間期間のはじめに
またはその間のみに）発出することができる。これを行うために、ハザード警告ライトを
始動することができ、および／またはブレーキ・ライトを（また断続的に）始動すること
ができる。
【００６５】
　クリティカルな状況、および衝突を回避するためまたは少なくともその重大性を削減す
るためのブレーキを始動する適切な時間は、このようにしてより早期に検知することがで
きる。
【００６６】
　特に、クリティカルな状況を検知することができ、適切な時間を決定することができる
。その時間では、車両ブレーキ・システムのブレーキ介入(intervention)は、衝突時の特
定の速度減衰に達するように導く。この代替としては、前方の車両および所有車両が等し
い速度を有する時間において特定の残余距離を有するように、車両ブレーキ・システムに
おけるブレーキ介入の適切な時間を決定することができる。間違ったまたは不要なブレー
キ介入は、この場合稀にしか発生すべきでない。
【００６７】
　速度減衰および残余距離についての閾値はまた、先に述べた基準（ドライバ行動、現在
の運転状況、現在の運転シナリオ、および現在の環境状態）に従って確立することができ
る。
【００６８】
　自動（非常）ブレーキは、所有車両と前方にある物体間の現在の相対速度がゼロになっ
た場合、それらの間に最小距離がある場合、および／または時間までに特定の速度減衰が
超過した（即ち衝突が発生した）場合に終了またはキャンセルされる。この場合には、特
に特定の速度減衰を考慮する際、ブレーキ介入の終了に続いてこの時間に存在する減速が
、ブレーキ仲介が終了した場合に直接的には低下して(fall away)いない。言い換えれば
、ブレーキ介入の終了に続く実際の運転行動を含むことができる。
【００６９】
　所有車両のブレーキ設備は、自動非常ブレーキ・プロセス（ブレーキの予備充填、ブレ
ーキ・ディスクへのブレーキ・パッドの光適用など）の前にブレーキ位置とすることがで
きる。この場合、所有車両はまた、既に僅かに制動することもできる。これは、認知可能
な形態でドライバに生じることができ、既にドライバ警告の少なくとも一部とすることが
できる。この予備充填ブレーキは、実際の非常ブレーキよりも少ない。
【００７０】
　所有車両のドライバが、光によりおよび／若しくは音により、ならびに／または触覚に
より認知可能なやり方（例えば、操向ハンドルの振動）により警告された場合には、ドラ
イバの注意は、前方の車両との衝突リスクが存在するという事実に間違いなく向けられ、
特定の警告時間期間が満了すると、したがって自動非常ブレーキ・プロセスがトリガされ
る。
【００７１】
　自動非常ブレーキ・プロセスは、特定のブレーキ条件が満たされ、且つ、特定の警告時
間期間が満了した場合にトリガすることができる。非常ブレーキ減速またはこれに関連す
る変数、例えば、非常ブレーキ圧力(pressure)、非常ブレーキ力(force)、または非常ブ
レーキ回転力(torque)は、固定的または調整可能のいずれかにより特定することができる
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。後者の場合には、例えば車両の量(mass)、車両のホイール・ブレーキ・デバイスについ
て共同作用するパッド摩擦、車道の性質、または可視条件を説明する変数に従って、例え
ば、実際に取得可能な最大ブレーキ減速を決定する可能性、およびこの決定した実際に取
得可能な最大ブレーキ減速に応じて特定の非常ブレーキ減速の値を設定する可能性が存在
する。
【００７２】
　この代替として、非常ブレーキ減速の値はまた、固定して特定することもできる。この
場合には、好ましくは、平均取得可能最大ブレーキ減速が取得され、その値は、通例、３
ｍ／ｓ２と８ｍ／ｓ２間の範囲に収まる。
【００７３】
　同じことは、警告時間期間の特定にも適用され、同様に、固定的または調整可能に与え
ることができる。固定的に特定される警告時間期間は、自動非常ブレーキ・プロセスをト
リガする時間がドライバに知られ、予想せずにまたは予知せずに発生することがないとい
う利点を有する。この特定の警告時間期間の適切な値は、ドライバによる試行に基づいて
決定することができる。これは、通例、１．５秒から２．５秒の間の範囲に収まる。一方
、特定の警告時間期間の値を、例えば、車両の量(mass)、車両のホイール・ブレーキ・デ
バイスについて共同作用するパッド摩擦、車道の性質、または可視条件を説明する変数に
従って設定することが考えられる。この場合には、好ましくは、それ未満では警告時間期
間が収まらない警告時間期間の最小値が特定され、その結果、自動非常ブレーキ・プロセ
スをトリガするためにドライバ自身が準備し、または、事前にドライバ自身が事前に介入
するために、原則としてドライバには十分な時間が残される。
【００７４】
　前方にある物体の所有車両に対する相対速度はまた、固定的または調整可能に特定する
こともできる。ここで、固定的に特定される目標相対速度の値が凡そゼロである場合に有
利となる。この場合、車両の本来の速度は、自動非常ブレーキ・プロセスにより、固有車
両と前方の物体間の衝突を確実に阻止するのに絶対的に必要な程度にまで減衰されるのみ
である。これを超えて走行する本来の速度の如何なる減衰も不要であり、特に、後続する
車両の追加のリスクを意味する。
【００７５】
　更に、前方の物体からの安全距離はまた、固定的または調整可能に特定することもでき
る。安全距離の値は、例えば、車両の量(mass)、車両のホイール・ブレーキ・デバイスに
ついて共同作用するパッド摩擦、車道の性質、若しくは可視条件を説明する変数に従って
、または所有車両のドライバによる手動により設定することができる。ここで、最小値は
、好ましくは安全距離に対して特定され、その結果、非常ブレーキ・プロセスの完了時に
おける前方にある物体にぴったり付けること(tailgating)が妨げられる。単純のため、デ
フォルトの安全距離の値は、固定的に特定することもできる。これは、通例はゼロ・メー
トルと数メートルの間に収まる。
【００７６】
　有利なことに、ドライバ行動が存在する場合、および／または衝突のリスクが低減され
る場合には、ドライバ警告はトリガされず、および／またはドライバ警告の強度(intensi
ty)が適合される。これは、車両のドライバが不要にトリガされる警告により気をそらす
こと、および長い期間にデバイスをオフにし、その結果本方法が実行されないことを回避
する。
【００７７】
　更にまた、ドライバ行動が存在する場合、および／または衝突のリスクが低減される場
合には、既にトリガされたドライバ警告を完了し、および／若しくは変更することができ
、ならびに／または自動非常ブレーキ・プロセスのトリガを停止することができる。
【００７８】
　一方、所有車両のドライバには、前方にある車両との衝突を阻止する適切な対策を取る
機会が可能な限り与えられ、また他方で、その間に不要となったドライバ警告は更に維持
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されず、および／またはそのあいだに不要となった自動非常ブレーキ・プロセスはトリガ
さえもされない。
【００７９】
　自動非常ブレーキ・プロセスは、ドライバ警告が特定の警告時間期間の間において取り
消されない場合に、この特定の警告時間期間の満了時に自動的にトリガすることができる
。自動非常ブレーキ・プロセスをトリガする時間は、つまり所有者のドライバに知られて
おり、ドライバは前方にある物体との衝突を阻止するために適切な対策を取る機会を有す
る。
【００８０】
　ドライバ側で尚早の取消により既にトリガした自動非常ブレーキ・プロセスの成功を危
うくしないために、自動非常ブレーキ・プロセスは、確立した非常ブレーキ期間が満了し
た場合、および／または特定した目標の相対速度や特定の安全距離に到達した場合にのみ
、取り消される。非常ブレーキ期間は、自動非常ブレーキ・プロセスがトリガされる際の
瞬間的な運転状況、特定の非常ブレーキ減速、相対速度、および所有車両と前方にある物
体間の安全距離に依存する。
【００８１】
　ドライバ警告は、有利なことに、当該ドライバ警告の特定の警告時間期間内の時間にお
いて連続してトリガされる、少なくとも２つの警告段階から構成される。ここでは、各警
告段階には、特定の警告段階期間が割り当てられる。つまり、異なる緊急性の警告段階を
用いることでドライバ警告を強化することが可能であり、警告段階のこの緊急性は、自動
非常ブレーキ・プロセスのトリガまでに残された時間が減少するにつれて増加させること
ができ、その結果、ドライバは、自動非常ブレーキ・プロセスのトリガまでの減少した時
間幅を認知することができる。
【００８２】
　警告段階における警告段階期間は、固定的にまたは調整可能にすることができる。固定
的に特定した警告段階期間は、如何なる後続の警告段階の、および自動非常ブレーキ・プ
ロセスの時間がドライバに知られており、予期せぬ、即ち予知不能に発生しないという利
点を有する。
【００８３】
　また、例えば、車両の量、車両のホイール・ブレーキ・デバイスについて共同作用する
パッド摩擦、車道の性質に従って、警告段階における警告段階期間の値を設定することも
ある。したがって、最後に、即ち通常的に、最も緊急性のある警告段階は、例えばより早
くトリガされることができ、より好ましくない条件は、自動非常ブレーキ・プロセスをト
リガすることによって衝突を阻止するためのものである。
【００８４】
　更に、最初の警告段階のトリガに続いて、更なる警告段階にそれぞれ割り当てられた特
定の警告条件が満たされる場合に、少なくとも１つの更なる警告段階がトリガのみするこ
ともある。それぞれ更なる警告段階をトリガする必要性を検査することができ、したがっ
て、実際の衝突リスクに対し不均化を生じさせる不要な警告段階のトリガを回避すること
ができる。
【００８５】
　ドライバ行動が存在し、および／または衝突リスクが減少する場合には、既に警告され
た少なくとも１つの警告段階を完了することができ、更なる警告段階のトリガを停止する
ことができる。このことは、不要にトリガした警告段階を見つけた車両のドライバが気を
そらし、デバイスを停止するのを回避する。
【００８６】
　また、ここでは、既にトリガした警告段階を維持することもまた可能であり、例えば光
によりドライバ警告の形態で、特定の警告時間期間の満了まで存在し、衝突リスクの見込
の存在に対して通報するために更なる警告段階をトリガしないのみである。
【００８７】
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　ドライバ行動の存在は、便宜上、車両の動作エレメントの少なくとも１つの作動に基づ
き検知される。ここでは、動作エレメントは、特に、車両の縦方向または交差する力(dyn
amics)を変化させるようにつとめる。
【００８８】
　ドライバ行動の検知に適した動作エレメントは、例えば、アクセル・ペダル、ブレーキ
・ペダル、クラッチ・ペダル、操向ハンドル、または車両方向インジケータを含む。
　衝突リスクの削減は、車両と前方にある車両の間で時間とともに増える距離に関して、
および／または所有車両と前方にある物体の間で時間とともに減る速度に関して、単純に
検知することができる。
【００８９】
　複雑な交通状況であっても車両と前方にある車両の間の衝突のリスクを確実に検知し、
そして、正確に見積もることができるために、車両の瞬間的な運転状況が、所有車両と前
方車両間で決定される距離、決定される車両の速度、所有車両と前方車両間で決定される
相対速度、決定される車両の加速度、車道の勾配、および／または車道と車両ホイール間
で共同作用するパッド摩擦に従って決定される。
【００９０】
　可能性のある必然的な事故のリスクを削減するために、自動非常ブレーキ・プロセスが
トリガされるときに、前方および／または後方にある車両への警告を行うことができる。
これを行うために、例えば、ブレーキ・ライト、車両クラクション、ハザード・ライト、
または車両の下方向若しくは前方向のヘッドライトが使用される。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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