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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力車両（１）の周辺領域（４）をキャプチャーする方法であって、前記周辺領域（４
）における物体（８）に対して前記動力車両（１）が動かされている間に、距離センサ（
３）からセンサデータが所定時間（Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３）においていずれにおいても制御装
置（７）によって受信されて、受信された前記センサデータに基づいて前記物体（８）が
前記制御装置（７）により静止物体として又は移動物体（８）として分類され、
　前記制御装置（７）によって、前記センサデータに基づいて、前記所定時間（Ｔ１、Ｔ
２、Ｔ３）毎に距離値（ａ１、ａ２、ａ３）が検出され、前記距離値は、前記距離センサ
（３）と前記物体（８）の少なくとも１つの所定の反射点（Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４）と
の間の距離を表し、前記物体（８）を分類するために時間（ｔ）の関数としての前記距離
値（ａ１、ａ２、ａ３）の曲線（１０）は所定の基準曲線と比較され、時間（ｔ）の関数
としての前記距離値（ａ１、ａ２、ａ３）の前記曲線（１０）が最初に低下してその後上
昇する場合、前記物体（８）は静止物体（８）として分類され、前記物体（８）を分類す
るために、前記動力車両（１）の現在の速度及び前記動力車両（１）の現在の進行方向が
考慮されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　時間（ｔ）の関数としての前記距離値（ａ１、ａ２、ａ３）の前記曲線（１０）が放物
線である場合、前記物体（８）は、前記動力車両（１）が実質的に平行に動かされる静止
物体（８）として分類されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　時間（ｔ）の関数としての前記距離値（ａ１、ａ２、ａ３）の前記曲線（１０）が放物
線である場合、前記物体（８）は衝突フェンスとして分類されることを特徴とする請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記距離値の最小値に基づいて前記動力車両と前記物体との間の距離が検出される請求
項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記周辺領域（４）を表す周辺のデジタルマップが、前記物体（８）の分類に基づいて
更新される請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の方法を実行するように設けられた動力車両（１）
用の制御装置（７）。
【請求項７】
　距離センサ（３）、特にレーダーセンサ、を有し、請求項６に記載の制御装置（７）を
有する運転者支援システム（２）。
【請求項８】
　前記運転者支援システム（２）は、前記動力車両（１）の少なくとも半自律操縦のため
の制御信号を出力するように構成されることを特徴とする請求項７に記載の運転者支援シ
ステム（２）。
【請求項９】
　請求項８に記載の運転者支援システム（２）を有する動力車両（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力車両（ｍｏｔｏｒ　ｖｅｈｉｃｌｅ）の周辺領域をキャプチャー（ｃａ
ｐｔｕｒｉｎｇ）する方法に関し、その方法では、動力車両が周辺領域における物体に対
して移動している間に、センサデータが各ケースにおいて所定時間に距離センサから制御
装置によって受信され、受信されたセンサデータに基づいて制御装置により物体が静止物
体として又は移動物体として分類される。また、本発明は、動力車両のための制御装置に
関する。さらに、本発明は、距離センサ及びそのような制御装置を有する運転者支援シス
テムに関する。最後に、本発明は、そのような運転者支援システムを有する動力車両に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術は、動力車両のための運転手支援システムを開示しており、それにより、動力
車両の周辺領域をキャプチャーすることが可能である。この目的のために、運転者支援シ
ステムは、通常、例えば動力車両に分散して配置されうる多数の距離センサを含む。一例
として、これらの距離センサは伝達信号を放射することができ、その伝達信号はその後、
動力車両の周辺領域における物体又は障害物によって反射されて再び距離センサに到達す
る。そして、伝達信号の発信と物体によって反射された伝達信号の受信との間の飛行時間
に基づいて、動力車両と物体との間の距離を検出することができる。一例として、そのよ
うな距離センサは、超音波センサ、レーザスキャナ、ライダーセンサ、又はレーダーセン
サとすることができる。さらに、従来技術は、動力車両の周辺領域の物体をキャプチャー
するカメラの使用を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＤＥ　１０　２００４　０４６　８７３　Ａ１
【特許文献２】ＤＥ　１０　２０１２　２２４　４９９　Ａ１
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本ケースでは、関心は、特に動力車両用のレーダーセンサに向けられている。一例とし
て、これらのレーダーセンサは、約２４ＧＨｚ又は約７９ＧＨｚの周波数で作動される。
一般に、レーダーセンサは、動力車両の周辺領域における物体を検出するように機能する
。レーダーセンサは、動力車両を誘導する際に運転手を助ける他の運転者支援システムの
一部とすることができる。レーダーセンサは、まず物体と動力車両との間の距離を測定す
る。第２に、レーダーセンサは、物体に対する相対速度も測定する。さらに、レーダーセ
ンサは、いわゆる目標角度、すなわち物体への想像上の接続線と基準線、例えば車両の縦
軸、との間の角度、も測定する。
【０００５】
　レーダーセンサは、通常、バンパーの背後に、例えばバンパーのそれぞれのコーナ領域
に配置される。レーダーセンサは、目標物体を検出する目的で、電磁波の形で伝達信号を
発する。この伝達信号は、その後、検出される物体で反射され、レーダーセンサによって
再びエコーとして受信される。本ケースでは、関心は、特に、ＦＭＣＷレーダーとも呼ば
れる、いわゆる周波数変調連続波レーダーセンサに対して向けられている。ここで、伝達
信号は、通常、一連の周波数変調されたチャープ信号を含み、それらは連続して発せられ
る。受信信号を得るために、反射された伝達信号は最初にベースバンドにダウンミックス
され、続いてアナログ／デジタル変換器によってサンプリングされる。したがって、いく
つかのサンプリング値を提供することが可能である。次いで、受信信号のこれらのサンプ
リングされた値は、電子計算装置によって処理される。このコンピューターデバイスは、
例えば、デジタル信号プロセッサを備えており、特にレーダーセンサに組み込まれている
。
【０００６】
　通常、例えば、１５０°としうる比較的広い方位角範囲が、レーダーセンサによって水
平方向にキャプチャーされる。このように、レーダーセンサは、比較的大きな方位角キャ
プチャー角を有するので、レーダーセンサの視野又はキャプチャー領域は、それに対応し
て方位方向に広い。この方位角キャプチャー領域は、レーダーセンサによって連続して照
射されるより小さな部分にさらに分割可能である。この目的のために、伝達アンテナのメ
インローブは、例えば位相配列の原理に従って、例えばその方位に電気的に回転される。
【０００７】
　この目的のために、ＤＥ　１０　２００４　０４６　８７３　Ａ１は、動力車両の距離
及び速度調整のためのレーダーセンサ及び関連する方法を記載する。ここで、物体におけ
るレーダー放射の反射点の時間変化が確認され、反射点の時間変化に応じて検出物体の分
類が確認される。有利には、この物体分類は、再度、物体位置をより正確に予測するため
にも使用される。この目的のために、反射点の変化は、特に、所定の時間にわたってキャ
プチャーされる。この結果、時間的に変化する物体の移動によって物体のサイズを推測す
ることが可能になる。
【０００８】
　さらに、ＤＥ　１０　２０１２　２２４　４９９　Ａ１は、超音波センサ、レーダー及
び撮像装置を用いてサイドストリップの空間を識別する方法を開示する。この方法を使用
して、特に静止した物体、例えば衝突フェンス（ｃｒａｓｈ　ｂａｒｒｉｅｒｓ）、及び
移動する物体を、レーダーのドップラー効果を利用して識別することが可能である。一例
として、静止物体と車両との間の距離が所定時間以上一定であるかどうかを監視すること
が可能である。この場合、静止物体は衝突フェンスとして決定されることが可能である。
【０００９】
　本発明の目的は、動力車両の周辺領域における物体をどのようにしてより簡単且つより
信頼できる方法で分類できるかの解決法を強調することである。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明によれば、この目的は、それぞれの独立請求項による特徴を有する方法によって
、制御装置によって、運転者支援システムによって、及び動力車両によって達成される。
本発明の有利な実施形態は、明細書、図面及び従属請求項の主題である。
【００１１】
　本発明による方法は、動力車両の周辺領域をキャプチャーするのに役立つ。ここで、動
力車両が周辺領域における物体に対して移動されている間に、センサデータは、それぞれ
のケースにおいて制御装置によって距離センサから所定の時間に受信され、受信されたセ
ンサデータに基づき制御装置によって物体は静止物体又は移動物体として分類される。さ
らに、距離値は所定の時間の各々に関して制御装置により検出され、前記距離値は、距離
センサと物体の少なくとも１つの所定の反射点との間の距離を表す。さらに、時間の関数
としての距離値の曲線は、物体を分類するために所定の基準曲線と比較される。
【００１２】
　その方法を使用して、動力車両の周辺領域における物体又は障害物をキャプチャーする
ことが可能である。少なくとも１つの距離センサが物体をキャプチャーするために使用さ
れる。例えば動力車両に分散して配置された複数の距離センサが使用のために設けられる
ことも可能である。一例として、それらの距離センサは、対応するセンサ信号を発するこ
とができ、その対応するセンサ信号は周辺領域における少なくとも１つの物体によって反
射される。そして、反射された伝達信号は距離センサに戻る。そして、その飛行時間に基
づいて、動力車両と物体との間の距離を確認することが可能である。一例として、距離セ
ンサは、超音波センサ、レーザスキャナ、ライダーセンサなどとしうる。距離センサは、
好ましくは、伝達信号として電磁放射線を発するレーダーセンサである。距離センサは、
データ伝達の目的で制御装置に接続される。制御装置は、対応する計算装置、デジタル信
号プロセッサ、マイクロプロセッサなどによって形成されうる。特に、制御装置は、動力
車両の電子コントローラによって形成される。周辺領域における物体を表すセンサデータ
は、距離センサから制御装置に送信される。そして制御装置は、センサデータを評価し、
それに応じて物体を分類することができる。特に、物体は、静的な、すなわち移動しない
、物体として、又は動く物体として分類されることができる。
【００１３】
　ここで、本発明によれば、距離センサがセンサデータを連続的又は所定の時間に提供し
、制御装置がセンサデータに基づいて所定の各々の時間に関する距離値を検出するように
構成が設けられる。それらの所定の時間は、距離センサのそれぞれの測定サイクルに割り
当てられることができる。したがって、制御装置は、所定の時間の各々についての距離値
を検出し、前記距離値は、それぞれ距離センサと物体における所定の反射点との間の距離
を表す。言い換えれば、物体における所定の反射点が時間の関数としてたどられる。特に
、反射点は、距離センサの伝達信号が反射される物体の外側の所定の点又は領域を表す。
センサデータを評価する際に、複数の反射点を特定することができる。これらの反射点は
、距離センサに面する物体の外面を表す。したがって、物体の反射点と、物体に対して相
対的に移動する動力車両に配置された距離センサと、の間の相対位置は、所定の時間に関
して各々の場合に検出されることができる。所定の時間に関して検出された個々の距離値
は、今や時間の関数としてプロットされる。したがって、時間の関数としての距離値の時
間曲線が決定され、例えば、制御装置のメモリに保存された所定の基準曲線と比較される
。物体は、基準曲線に対する距離値の時間曲線の比較に基づいて、静止物体又は動的物体
として分類されることができる。結果として、物体は、わずかな計算量で分類されること
ができる。
【００１４】
　好ましくは、時間の関数としての距離値の曲線が最初に低下し、続いて上昇する場合、
物体は静止物体として分類される。ここで、物体の所定の反射点は、特に、動力車両の走
行方向における動力車両の前方に、配置される。物体が静的であり、すなわちそれが移動
しておらず、動力車両が物体に対して相対的に移動する場合、距離センサと所定の反射点
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との間の距離は、この場合には最初は減少する。距離センサと反射点との間の最短距離に
達した後、距離センサと反射点との間の距離は再び増加する。これは時間の関数として距
離値の時間曲線に反映される。ここで、通常、最初に下降曲線、続いて最小、その後、増
加曲線を識別することが可能である。その結果、動力車両の周辺領域における静止物体は
、基準曲線に対する時間の関数としての距離値の曲線の比較に基づいて、簡単な方法で認
識されることができる。
【００１５】
　一実施形態によれば、時間の関数としての距離値の曲線が放物線である場合に、物体は
静止物体として分類され、その静止物体に対して動力車両が実質的に平行に動く。前述し
たように、動力車両が相対的に移動されている物体が静止している場合、時間の関数とし
ての距離値の曲線は、最初に低下し、その後、上昇する。特に、動力車両が静止物体と平
行に動かされると、時間の関数として距離値の曲線に対して放物形が現れる。その結果、
物体の分類は簡単な方法で実行されることができ、動力車両に対して又は動力車両の移動
方向に対して物体がどのように方向づけられているのかを識別することがさらに可能であ
る。
【００１６】
　好ましい実施形態によれば、時間の関数としての距離値の曲線が放物線である場合、物
体は衝突フェンスとして分類される。一例として、動力車両が車道にある場合、それは衝
突フェンスに対して移動されることができる。ここで、衝突フェンスは、動力車両の走行
方向と実質的に平行に配置される。ここで、衝突フェンスにおける所定の反射点を時間の
関数として追跡することが可能である。先に説明したように、時間の関数として距離値に
関する放物曲線が現れる。ここで、衝突フェンスの反射特性を考慮することがさらに可能
である。特に、距離センサがレーダーセンサとして具体化されている場合、その後に衝突
フェンスによって反射される電磁放射線を表すセンサデータは、金属材料から製造されな
い物体の場合とは異なる信号振幅を有する。したがって、例えば、物体が金属から製造さ
れた衝突フェンスであるか又は例えばコンクリート又は木材から製造された壁であるかに
関して、センサデータを評価することによって区別することが可能である。その結果、レ
ーダーセンサによってキャプチャーされた物体が衝突フェンスであると確実に判断するこ
とができる。
【００１７】
　さらに、動力車両の現在の速度及び／又は動力車両の現在の進行方向が物体を分類する
ために考慮されるならば有利である。言い換えれば、物体を分類するためにセンサデータ
に加えてオドメトリデータ（ｏｄｏｍｅｔｒｙ　ｄａｔａ）を考慮することも可能である
。この目的のために、例えば、動力車両の現在の速度及び／又は動力車両の少なくとも１
つの車輪の回転速度を表すセンサのデータを考慮することが可能である。さらに、ステア
リング角センサからのデータに基づいて、動力車両の現在のステアリング角をも検出する
ことができる。時間の関数としての距離値の曲線は、現在の車両速度及び／又は動力車両
の現在の走行方向に依存する。現在の車両速度及び／又は現在の走行方向を追加的に考慮
する結果、距離値の曲線を時間の関数として検証することが可能となり、その結果、より
確実に物体を分類することが可能となる。
【００１８】
　さらなる構成によれば、動力車両と物体との間の距離は、距離値の最小値に基づいて決
定される。時間の関数としての距離値の曲線は、距離センサが反射点から最小の距離を有
するとき、最小値を有する。この情報に基づいて、動力車両と物体との間の距離を検出す
ることが可能である。物体が衝突フェンスである場合、例えば、硬い路肩の幅を確認する
ことが可能である。したがって、例えば、この硬い路肩が十分なスペースを提供し、動力
車両が緊急時にそこに駐車できるかどうかを検出することが可能である。
【００１９】
　さらなる実施形態によれば、周辺領域を表す周辺のデジタルマップが、物体の分類に基
づいて更新される。さらに、周辺領域を表す周辺のデジタルマップを制御装置によって提
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供することができる。少なくとも１つの距離センサによって取得された物体は、周辺のデ
ジタルマップに入力されることができる。したがって、例えば、動力車両と物体又は障害
物のうちの１つとの間の衝突が差し迫っているかどうかを確認することが可能である。こ
こで、特に、周辺のデジタルマップが常に更新されることが必要である。したがって、例
えば、動力車両の周辺領域にはもはや配置されていない物体を周辺のデジタルマップから
削除することが可能である。物体が静止物体として確実に識別される場合、動力車両がこ
の静止物体を通過することを確実に検出することが可能であり、その結果、物体との衝突
が差し迫っていないこととすることができる。その結果、動力車両の確実な動作を容易に
することができる。
【００２０】
　動力車両用の本発明による制御装置は、本発明による方法を実行するように設けられて
いる。特に、制御装置は、動力車両の電子制御装置とすることができる。本発明による方
法を実施することができる適切なプログラム及びその発展は、制御装置上で実行すること
ができる。
【００２１】
　本発明による運転者支援システムは、距離センサ、特にレーダーセンサと、本発明によ
る制御装置とを備える。ここで、運転者支援システムは、動力車両に分散して配置された
複数の距離センサ又はレーダーセンサを備えるように設けられることもできる。一例とし
て、運転者支援システムは、死角を監視するためや、衝突警告を提供するためなどに、具
体化されることができる。運転者支援システムはまた、車線変更アシスタントとして具体
化されることもできる。
【００２２】
　好ましくは、運転者支援システムは、動力車両の少なくとも半自律操縦のための制御信
号を出力するように構成される。制御装置を用いて、動力車両の周辺領域において物体の
場所を見つけ出して物体を分類することが可能である。したがって、例えば、物体との衝
突が差し迫っているかどうかを検出することが可能である。物体との衝突が差し迫ってい
る場合、制御装置は、適切な制御信号を駆動モータ、ブレーキ装置及び／又は動力車両の
ステアリングシステムに出力することができる。その結果、動力車両は、例えば動力車両
と物体との間の衝突が防止されるように、ブレーキ及び／又はステアリングシステムにお
ける適切な介入によって操作することができる。また、制御信号に応じて運転者に警告を
出力する装置が設けられることも可能である。
【００２３】
　本発明による動力車両は、本発明による運転者支援システムを備える。特に、動力車両
は自動車（ｍｏｔｏｒ　ｃａｒ）として具体化される。
【００２４】
　本発明による方法を参照して提示された好ましい実施形態及びその利点は、本発明によ
る制御装置、本発明による運転者支援システム及び本発明による動力車両に対して、変更
すべきところは変更して、適用される。
【００２５】
　本発明のさらなる特徴は、特許請求の範囲、図面、及び図面の説明から明らかになる。
上述の特徴及び特徴の組み合わせや、図の説明において以下に説明される及び／又は図に
示されているのみである特徴及び特徴の組み合わせは、それぞれの説明される組み合わせ
においてのみだけではなく、他の組み合わせにおいてやそれら自身においても、用いられ
うる。したがって、図面に明示的には示されておらずまた説明されていないが、別々の特
徴の組合せによって説明されている実施形態から現れ、生じうる実施形態も、本発明によ
って含まれ且つ開示されていると考えられるべきである。結果として当初に表現されてい
る独立クレームの特徴の全ては有さない実施形態及び特徴の組合せも、開示されていると
考えられるべきである。
【００２６】
　本発明は、好ましい例示的な実施形態に基づいて及び添付の図面を参照して、より詳細
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に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、本発明の一実施形態による動力車両の概略図を示し、前記動力車両は、
複数のレーダーセンサを具備する運転者支援システムを備える。
【図２】図２は、物体に対して移動される動力車両を示す。
【図３】図３は、３つの異なる時間における動力車両及び物体を示し、レーダーセンサと
物体の反射点との間の距離を表す距離値がそれぞれの場合に決定される。
【図４】図４は、時間の関数としての距離値の曲線を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　同一の要素及び機能的に同一の要素には、図面において同じ参照符号が付されている。
【００２９】
　図１は、本発明の一実施形態による動力車両１を平面図で示している。本例示的実施形
態では、動力車両１は自動車として具体化されている。動力車両１は運転者支援システム
２を備え、その運転者支援システム２は、例えば、適応クルーズコントロール、死角アシ
スタント、レーンキープアシスト及び／又はレーンチェンジアシスタントとして具体化さ
れることができる。
【００３０】
　運転者支援システム２は、動力車両１の周辺領域４における少なくとも１つの物体８（
図２参照）をキャプチャーするために使用されることができる少なくとも１つの距離セン
サ３を含む。この例示的な実施形態では、運転者支援システム２は４つの距離センサ３を
含み、その距離センサ３の各々はレーダーセンサとして具体化される。レーダーセンサを
使用して、電磁放射線の形態の伝達信号を発することが可能であり、その電磁放射線は物
体８によって反射される。反射された電磁放射線は、エコー信号として再びそれぞれの距
離センサ３又はレーダーセンサに戻る。飛行時間に基づいて、距離センサ３と物体８との
間の距離を求めることができる。本ケースでは、前方領域５に２つのレーダーセンサが配
置され、動力車両１のテール領域（ｔａｉｌ　ｒｅｇｉｏｎ）６に２つのレーダーセンサ
が配置されている。一例として、距離センサ３又はレーダーセンサは、動力車両１のバン
パーの背後に覆われて配置されることができる。それぞれのレーダーセンサを使用して、
水平方向に方位角範囲αをキャプチャーすることが可能であり、前記方位角範囲は１５０
°～１８０°の範囲にあることができる。この方位角範囲αは、右後方距離センサ３の一
例として示されている。レーダーセンサは、物体８を８０～１００ｍの距離までキャプチ
ャーすることができる。
【００３１】
　さらに、運転者支援システム２は、例えばコンピュータ、デジタル信号プロセッサ、マ
イクロプロセッサなどによって構成されうる制御装置７を備える。特に、制御装置７は、
動力車両１の電子制御装置によって形成されることができる。制御装置７は、データ伝達
の目的で距離センサ３に接続されている。本ケースでは、明確にするために、適切なデー
タラインは図示されていない。これにより、距離センサ３によりキャプチャーされた周辺
領域４を表すセンサデータは、距離センサ３から制御装置７に送信されることができる。
そして、制御装置７は、センサデータを適切に評価することができる。さらに、制御装置
７は、動力車両１の現在の速度及び／又は現在のステアリング角を表すセンサからのデー
タを受信することができる。
【００３２】
　図２は、図１による動力車両１を示し、その動力車両１は周辺領域４に位置する物体８
に対して相対的に移動される。本ケースでは、物体８は静止物体、特に衝突フェンスであ
る。本ケースでは、動力車両１は、物体８又は衝突フェンスに実質的に平行に移動される
。ここで、矢印９は、動力車両１の現在の速度及び／又は現在の走行方向を表す。物体８
又は衝突フェンスは、距離センサ３を用いて、特に動力車両１の右テール領域６に配置さ
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定の反射点Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４をキャプチャーすることができ、又はこれらを時間の
関数として追跡することが可能である。一例として、センサ信号の評価中、反射点Ｒ１、
Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は、線に沿って配置された個々の点として識別されることができる。反
射点Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４を追跡する目的のために、例えば制御装置７によって、いわ
ゆる追跡関数を与えることができ、その追跡関数によって反射点Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４
は時間の関数として従う又は追跡される。制御装置７は、周辺領域４を表す周辺のデジタ
ルマップを提供することもできる。距離センサ３によってキャプチャーされた物体８は、
周辺のこのデジタルマップに入力されることができる。
【００３３】
　図３は、３つの異なる時間Ｔ１、Ｔ２及びＴ３に距離センサの１つによってキャプチャ
ーされる物体８を示す。時間Ｔ１、Ｔ２及びＴ３は、周辺領域４における物体８が距離セ
ンサ３によってキャプチャーされるそれぞれの測定サイクルに対して割り当てられること
ができる。本ケースでは、物体における又は衝突フェンスにおける第１の反射点が、３つ
の所定の時間Ｔ１、Ｔ２及びＴ３でキャプチャーされる。図３の左側の領域において識別
されることができるように、動力車両１は、矢印９に沿って物体８又は衝突フェンスに対
して実質的に平行に移動される。したがって、動力車両１の右下に配置された距離センサ
３は、第１の反射点Ｒ１に向かって移動する。制御装置７は、距離センサ３によって提供
されるセンサデータに基づいて、第１の距離値ａ１を検出することができ、その第１の距
離値ａ１は、時間Ｔ１における距離センサ３と反射点Ｒ１との間の距離を表す。
【００３４】
　図３の中央領域は、時間Ｔ１に続く時間Ｔ２における物体８のキャプチャーを示す。こ
こで、反射点Ｒ１は、距離センサ３を通って延在する動力車両１の長手方向軸線に対して
直角に位置する。距離センサ３と反射点Ｒ１とは、時間Ｔ２においてお互いから最短距離
を有する。これは、制御装置７によるセンサデータに基づいて決定される距離値ａ２によ
って表される。
【００３５】
　図３の右側の領域は、時間Ｔ２の後に続く時間Ｔ３における物体８のキャプチャーを示
す。ここで、動力車両１は矢印９の方向に沿ってさらに移動させられた。反射点Ｒ１は既
に距離センサ３の背後に位置している。センサデータに基づいて制御装置７によって検出
される距離値ａ３は、距離センサ３と反射点Ｒ１との間の距離を表す。
【００３６】
　図４は、時間値ｔの関数としての距離値ａの曲線１０を示す。本ケースにおいて、図３
による測定サイクルで確認された距離値ａ１、ａ２及びａ３がさらにプロットされている
。ここで、第１の領域１１において曲線１０が最初に低下することを識別することが可能
である。第２の距離値ａ２に割り当てられた第２の領域１２において、曲線は最小値を有
する。第３の領域１３には、上昇曲線が現れる。距離値ａの曲線１０は、時間ｔの関数と
して実質的に放物線状である。これは、距離センサ３が最初に反射点Ｒ１に向かって移動
され、その後、そこから再び離れるように移動される結果として現れる。この曲線１０は
、動力車両１が実質的に平行に相対的に移動される静止物体８、特に衝突フェンス、に関
して典型的なものである。この曲線１０は、制御装置７によって、所定の基準曲線と比較
されることができ、その所定の基準曲線は、例えば制御装置７のメモリユニットに保存さ
れている。その結果、物体８は、静止物体として、特に衝突フェンスとして、容易に分類
されることができる。
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