
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両（１０）の横位置のための目標値（ΔＹｓｏｌｌ）が定められ，走行車線（１６）の
境界（１４）に対する車両の実際位置（ΔＹｉｓｔ）がセンサ装置（２０，２２）によっ
て検出されて，目標－実際－比較によって横ガイド支援のための出力信号（Ａ）が計算さ
れる車両（１０）における横ガイド支援方法であって，
　少なくとも１つの隣接車線（３６，４８）上の対象（３８，４２，４４，５０，５２）
が位置測定されて，前記横位置のための目標値（ΔＹｓｏｌｌ）が前記各対象の位置測定
データ（Ｙｒ）に従って変化され，
　

　
　

ことを特徴とする車両における横ガイド支援方法。
【請求項２】
前記対象（３８，４２，４４，５０，５２）の位置測定データは，間隔センサ（４０）に
よって検出される，
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前記対象（３８，４２，４４，５０，５２）を位置測定するために，少なくとも１つの
ビデオカメラ（２０）によって記録されたビデオ画像が評価され、かつ

視界又は天候条件が検出され、
前記位置測定データは，自己車線（１６）の車線中央（１２）からの，あるいは前記自

己車両（１０）の横位置からの前記対象（３８）の横の間隔（Ｙｒ）を有しており、
　前記目標値（ΔＹｓｏｌｌ）は，前記対象を通過する際に前記横の間隔が増大されるよ
うに変化され、かつ検出された視界又は天候条件に従って増減される



ことを特徴とする請求項１項に記載の車両における横ガイド支援方法。
【請求項３】
右側隣接車線（３６）上の対象（３８，４２，４４），及び左側隣接車線（４８）上の対
象（５０，５２）が位置測定され，その場合に，前記各隣接車線の１つが対向道路の車線
（４８）とすることが可能である，
ことを特徴とする請求項１又は２のうちいずれか１項に記載の車両における横ガイド支援
方法。
【請求項４】
前記位置測定データが，前記車両の長手方向における対象間隔，対象の絶対速度又は相対
速度及び／又は対象の大きさも有しており，かつ
　前記目標値（ΔＹｓｏｌｌ）の計算が，これらの変量の１つ又は複数を考慮して行われ
る，
　ことを特徴とする請求項１～３項のうちいずれか１項に記載の車両における横ガイド支
援方法。
【請求項５】
前記目標値（ΔＹｓｏｌｌ）の計算は，前記自己車両（１０）の絶対速度に従って行われ
る，ことを特徴とする請求項１～４項のうちいずれか１項に記載の車両における横ガイド
支援方法。
【請求項６】
前記目標値（ΔＹｓｏｌｌ）の計算は，運転者によって設定可能な基準値（ΔＹｎ）に従
って行われ，かつ前記基準値は車線中央（１２）からの自己車両（１０）の運転者が望む
横方向の変位を表す，ことを特徴とする請求項１～５項のうちいずれか１項に記載の車両
における横ガイド支援方法。
【請求項７】
前記目標値（ΔＹｓｏｌｌ）が位置測定データ及び／又は他の影響量に依存することを定
めるパラメータが，操舵への運転者の補正介入に従って動的に，自己学習するシステムの
意味において，変化される，
ことを特徴とする請求項１～６項のうちいずれか１項に記載の車両における横ガイド支援
方法。
【請求項８】
前記出力信号（Ａ）は，実際位置（ΔＹｉｓｔ）が固定又は可変に設定可能な推定時間（
Ｔｖ）内に目標値（ΔＹｓｏｌｌ）に調節されるように計算される，ことを特徴とする請
求項１～７項のうちいずれか１項に記載の車両における横ガイド支援方法。
【請求項９】
位置測定された対象の測定された相対速度を使用して，前記車両（１０）が該当する対象
を通過することが推定される時点（Ｔｐａ，Ｔｐｅ）が予測計算され，かつ
　前記目標値（ΔＹｓｏｌｌ）を計算するために，推定時間（Ｔｖ）の経過後に通過され
る対象の位置測定データが利用される，
　ことを特徴とする請求項８に記載の車両における横ガイド支援方法。
【請求項１０】
追越しプロセスの際に，対象が追い越される間，推定時間（Ｔｖ）が減少される，ことを
特徴とする請求項９に記載の車両における横ガイド支援方法。
【請求項１１】
カーブ内では，推定時間（Ｔｖ）が減少される，ことを特徴とする請求項８～１０項のう
ちいずれか１項に記載の車両における横ガイド支援方法。
【請求項１２】
車両（１０）の横位置のための目標値（ΔＹｓｏｌｌ）を定めるための装置（２６）と，
走行車線（１６）の境界（１４）に対する車両の実際位置（ΔＹｉｓｔ）を検出するため
のセンサ装置（２０，２２）と，目標－実際－比較によって横ガイド支援のための出力信
号（Ａ）を計算するための比較装置（２８）と，少なくとも１つの隣接車線（３６，４８
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）上の対象（３８，４２，４４，５０，５２）を位置測定することのできる位置測定シス
テムとを有する，車両（１０）における横ガイド支援する装置において，
　これらの対象の位置測定データに従って目標値（ΔＹｓｏｌｌ）を変化させる装置と、
　
　

　

　

　ことを特徴とする横ガイド支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，車両における横ガイド支援方法と同方法を実施する装置に関するものであっ
て，同方法においては車両の横位置のための目標値が定められ，走行車線の境界に対する
車両の実際位置がセンサ装置によって検出されて，目標／実際比較によって横ガイド支援
のための出力信号が計算される。
【背景技術】
【０００２】
　車両内では，車両ガイドにおいて運転者を支援し，あるいは運転者の特殊な走行操作を
容易にするシステムが，ますます多く使用されてきている（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｄｒｉｖ
ｅｒ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ；　ＡＤＡＳ）。これらのシステムの機能
は，横ガイド支援（Ｌａｎｅ　Ｋｅｅｐｉｎｇ　Ｓｕｐｐｏｒｔ；　ＬＫＳ）である。そ
の場合に，走行している走行車線に対する車両の実際位置が求められて，目標値と比較さ
れ，その目標値は，通常，車線の中央に相当する。その場合には，出力信号は，アクター
のための操作信号からなり，アクターは，付加的な操舵トルクによって運転者を支援する
ために，あるいは運転者の介入をもはや必要としない完全に自立した横ガイドを実施する
ために，車両の操舵システムへ介入する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は，車両運転者の通常の走行行動にほぼ相当する，横ガイド支援方法を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題は，本発明によれば，少なくとも１つの隣接車線上の対象が位置測定されて，
横位置のための目標値がこの対象の位置測定データに従って変化されることによって，解
決される。
【０００５】
　常に走行している走行車線の中央を維持するのではなく，その車線位置を交通状況に従
って変化させることが，車両運転者の自然な直感的行動に相当する。例えば，多くの車両
運転者は，右側隣接車線上の低速車両を追い越す場合に，追い越すべき車両に対してより
大きい安全間隔を維持するために，車線中央に対して少し左へ寄って走行する傾向を有し
ている。同様に，多くの車両運転者は，運転者自身が追い越される場合，あるいは運転者
に車両が向かって来て，対向車線がガードレールなどによって自己の走行車線から分離さ
れていない場合（例えば，アウトバーン上の工事領域）においては，車線中央に対して少
し右へ寄って走行する傾向がある。本発明に基づく方法によって，車両運転者のこの自然
な行動が模擬される。このことにより，交通安全性の実際の向上が達成されるだけでなく
，特に運転者の安全感覚も考慮されるので，快適性が向上し，ＡＤＡＳシステムへの運転
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視界または天候条件を検出する装置とを更に備え、
前記対象（３８，４２，４４，５０，５２）を位置測定するために，少なくとも１つの

ビデオカメラ（２０）によって記録されたビデオ画像が評価され、
前記位置測定データは，自己車線（１６）の車線中央（１２）からの，あるいは前記自

己車両（１０）の横位置からの前記対象（３８）の横の間隔（Ｙｒ）を有しており，かつ
前記目標値（ΔＹｓｏｌｌ）は，前記対象を通過する際に前記横の間隔が増大されるよ

うに変化され、かつ検出された視界又は天候条件に従って増減される



者と車両搭乗者の信頼が強化されて，結果としてこの種のシステムの受け容れが増大する
。
【０００６】
　本方法を実施するためには，隣接車線上の対象に関する位置測定データを準備すること
のできる対象検出装置が必要である。しかしながら，この種の対象検出装置のために必要
はハードウェアは，ＡＤＡＳシステムを搭載した車両内では，通常，初めから提供可能で
ある。例えば走行車線の境界に対する車両の実際位置を定めるために用いられるセンサ装
置は，しばしばカメラシステム，例えば（ステレオ）画像処理装置と組み合わせた１つ又
は複数のビデオカメラによって形成される。この場合においては，隣接車線上の対象に関
する位置測定データも，画像処理装置から供給することができる。
【０００７】
　通常，ＡＤＡＳシステムは，横ガイドシステムの他に，例えばＡＣＣシステム（Ａｄａ
ｐｔｉｖｅ　Ｃｒｕｉｓｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）の形式の横ガイド支援のための他の部分シ
ステムも有している。この種のシステムの範囲内において，自己車線上と隣接車線上の先
行車両の間隔と相対速度が，間隔センサ（例えばレーダセンサ又はリーダセンサ）によっ
て検出されて，自己車両の速度が自動的に，直接先行車両が適切な安全距離で追従される
ように適合される。その場合に，隣接車線上の対象を位置測定するために，この種の間隔
センサの信号を，－場合によっては画像処理システムから供給されるデータと組み合わせ
て－利用することもできる。特に間隔センサを用いて先行車両あるいは又は対向する車両
の相対速度を直接測定することができ，測定された相対速度を用いて交通状況が極めて簡
単かつ正確に将来へ補外されるので，本発明に基づく方法に従って実施すべき「回避操作
」を正しい時点で導入することができる。
【０００８】
　カメラシステムを用いて，及び／又は後方空間レーダあるいは周囲レーダを用いて，自
己車両の後方の交通事象も観察される限りにおいて，後続の車両の追越しプロセスも，正
しい時期に考慮することができる。
【０００９】
　本発明の好ましい形態が，従属請求項から明らかにされる。
【００１０】
　車線中央又は理想ラインからの目標値のずれの程度は，好ましくは以下のパラメータの
１つ又は複数に依存する。隣接車線上の位置測定された対象の横の間隔，この対象の大き
さと種類，左側又は右側隣接車線上の対象の位置，走行車線に沿った対象距離，自己車両
と検出された対象の速度あるいは対象の相対速度，走行車線の幅，場合によっては，視界
と天候の状況も考慮することができる。例えば，走行路が濡れている場合には，隣接車線
上の車両によって巻き上げられるしぶきによって視界が余り損なわれないようにするため
に，好ましくはより大きい側方の変位が選択される。視界と天候の状況及び同様なパラメ
ータの検出は，自動的に，あるいは運転者指令によって行うことができる。
【００１１】
　さらに，運転者が，例えば先行車両をもっと良く見ながら通過することができるように
するために，隣接車線上の対象の存在に関係なく，車線中央からの自己車両の所定の目標
変位を予め定める可能性を有することが考えられる。この場合においては，隣接車線上の
対象に従って横位置のための目標値を定める場合に，運転者によって選択された「基準の
」変位も考慮される。
【００１２】
　隣接車線上の位置測定された対象に対する車両の正確な反応を定めるパラメータは，所
定の限界内で，安全アスペクトを考慮して，運転者による適切なコンフィグレーション指
令によっても調節することができる。
【００１３】
　本発明の展開によれば，本方法を，運転者の行動に自動的に適合する学習可能なシステ
ムとして実現することも可能である。これは特に，本来の意味における横ガイド支援の場
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合に，即ち運転者自体が操舵システムに関するコントロールを維持し，横ガイドシステム
のアクターは，補足的なステアリングホイールトルクを操舵へ結合することによって，単
に支援するように介入する場合について，言えることである。この場合においては，運転
者は「カウンタ操舵」又は「対抗」によって自動的な横ガイドを上位制御することができ
る。その場合に運転者による「対抗」の程度がフィードバック信号を形成し，そのフィー
ドバック信号が横ガイドシステムの行動を自動的に運転者の意図と好みに適合させること
を可能にする。
【００１４】
　しばしば，横ガイドシステムは，カーブ走行においてカーブをある程度横切ることがで
きるように設計されている。これは，例えば車線中央から変位した理想ラインを計算する
ことによって，及び／又は横位置のための目標値（車線中央又は理想ラインに従って）が
各々，速度に応じた距離だけ車両の実際位置の前方の所定の時点について計算されること
によって，行うことができる。この距離（推定距離）は，しばしば，推定距離と車両の絶
対速度の商によって与えられるタイムギャップ（推定時間）の形状で表される。その場合
には，操舵への介入は，車両の横位置のための実際値が推定時間内に目標値と一致するよ
うに行われる。カーブ走行の場合には，この制御行動は必然的に，各々推定距離後にカー
ブがある程度強く横切られることをもたらす。本発明に基づく方法においては，横位置の
ための目標値及び／又は推定距離は，対面交通の場合あるいは左側隣接車線上に車両が存
在している場合には，左カーブでカーブを横切ることが抑圧されて，同様に右側隣接車線
上に車両が存在する場合には，右カーブでカーブを横切ることが抑圧されるように，適合
される。
【発明の効果】
【００１５】
本発明に基づく方法によって，車両運転者のこの自然な行動が模擬される。このことによ
り，交通安全性の実際の向上が達成されるだけでなく，特に運転者の安全感覚も考慮され
るので，快適性が向上し，ＡＤＡＳシステムへの運転者と車両搭乗者の信頼が強化されて
，結果としてこの種のシステムの受け容れが増大する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下，図面を用いて実施例を詳細に説明する。
【００１７】
　図１には，複数車線の走行車線の，境界１４によって定められる車線１６上を車線中央
１２に対して少し変位して走行する車両１０が上面で概略的に示されている。車両１０の
長手軸１８は，１点鎖線で記入されており，長手軸１８と車線中央１２の間の横方向の偏
差は，ΔＹで示されている。
【００１８】
　車両１０は，ＡＤＡＳシステムを搭載しており，同システムは部分システムとしてブロ
ック図の形式で示す，以下のコンポーネントを備えた横ガイドシステムを有している。即
ち，ビデオカメラ２０と画像処理ユニット２２によって形成されるセンサ装置，対象認識
装置２４，車両１０の横位置のための目標値ΔＹｓｏｌｌを設定するための設定装置２６
，処理装置２８及び操舵操作部材３０であり，その操舵操作部材は処理装置２８の出力信
号Ａによって駆動されて，車両１０の横位置を目標位置に制御するために，車両操舵へ介
入する。
【００１９】
　長手軸１８に対して横方向における車両の実際位置は，図示の例においては，ビデオカ
メラ２０と画像処理ユニット２２によって形成されるセンサ装置によって検出される。そ
のための画像処理ユニット２２は，境界１４とこの境界に対する車両１０の位置を認識す
るために，カメラによって記録されたビデオ画像を評価する。センサ装置のこの実施形態
は，単に例として理解すべきであり，例えば，走行路境界のための磁気的なマーキングを
検出する磁気センサによって代用することもできる。同様に，走行路境界を，リフレクタ
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を用いてマーキングして，それを車両のレーダシステムによって検出することもできる。
【００２０】
　車両１０に対する２つの境界１４の位置がわかっている場合には，このデータから車線
１６の幅と車線中央１２の位置も求められる。従って，センサ装置は，横方向の偏差ΔＹ
についての実際値ΔＹｉｓｔによって表される車両１０の実際位置を処理装置２８へ伝達
することができる。その場合に，実際値ΔＹｉｓｔと目標値ΔＹｓｏｌｌの比較を用いて
，処理装置２８は出力信号Ａを形成し，その出力信号が操舵操作部材３０へ伝達される。
目標値ΔＹｓｏｌｌは，同様に車線中央１２からの横方向の偏差として表される。例えば
ΔＹｓｏｌｌの正の値は，車線中央１２から右への偏差に相当し，負の値は車線中央から
左への偏差に相当する。
【００２１】
　設定装置２６は，メモリ３２を有しており，その中に運転者が意図する，目標値のため
の基準値ΔＹｎが記憶されている。設定装置２６には，さらに，車両のステアリングホイ
ールに配置された調節部材３４が属しており，その調節部材によって記憶されている基準
値を変化させることができる。このようにして，車両１０の運転者は，横方向の偏差ΔＹ
を運転者の個人的な好みあるいは必要に応じて個別に選択することができる。当然ながら
，設定装置２６は，運転者によって行われた調節を修正し，あるいは調節領域を制限する
ように，設計することもできる。例えば，調節領域をセンサ装置によって測定された車線
の幅と既知の車両幅に従って制限して，車両が常に車線境界に対して十分な安全間隔を維
持しているようにすると，効果的である。同様に，調節部材３４によって行われる調節が
，横方向の偏差ΔＹを固定の長さ単位で表すのではなく，走行車線の幅又は走行車線の余
剰幅（即ち，車線幅と車両幅の差）に関するパーセント値として表すことができる。この
場合においては，メモリ３２内に記憶されている目標値は，車線幅が変化した場合には，
自動的に適合され，運転者が調節部材３４を変位させる必要はない。
【００２２】
　図１に別のブロックとして示されている対象認識装置２４は，画像処理ユニット２２の
一部であって，この部分は特に，車両１０が走行している車線１６の隣接車線上の対象を
認識するように，形成されている。図１には，右側隣接車線３６が示されており，その上
を対象３８として他の車両が走行している。対象認識装置２４は，ビデオ画像から対象３
８についての位置測定データを抽出し，その位置測定データは特にこの対象の位置と場合
によってはその種類及び大きさを表す。特に，この位置測定データは，車線１６の車線中
央１２からの対象３８の横方向の間隔Ｙｒを有している。図示の例においてＹｒは，最小
の横の間隔（即ち，右側隣接車線３６上の対象について車線中央１２と対象３８の左の車
両境界との間の間隔）を表している。
【００２３】
　さらに，ビデオ画像から，車線３６に沿った対象３８の縦位置と，車両１０に対する対
象３８の相対速度に関する情報も抽出することができる。しかし，図示の例においては，
車両１０はさらにレーダセンサ４０を搭載している。このレーダセンサ４０は，第１に，
車線１６上で先行車両を検出するため，及び縦ガイドシステムの範囲内で間隔制御するた
めに用いられる。しかし，レーダセンサは，隣接車線上の対象に関して，特にこの対象の
縦間隔と相対速度に関して，そして角度解像度が十分である場合には，横の間隔Ｙｒに関
しても，情報を供給することができる。ビデオカメラ２０とレーダセンサ４０から供給さ
れた情報を校正することによって，位置測定精度及び確実性を改良することができる。追
越しプロセスの際に対象３８がビデオカメラ２０とレーダセンサ４０の死角に入った場合
には，対象３８が隣接車線３６内でその車線位置を維持していると仮定して，相対速度を
用いて対象についての位置測定データを補外することができる。選択的に，対象位置測定
を改良するために，付加的なセンサコンポーネント，例えば付加的なビデオカメラ，周囲
レーダなどを設けることができる。
【００２４】
　同様にして，位置測定システムを用いて，図１には図示されていない左側隣接車線上の
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対象も位置測定することができる。複数の対象が位置測定された場合には，対象認識装置
２４は，検出された対象の各々について横の間隔Ｙｒ，ｉを含む位置測定データのセット
を設定装置２６へ供給する。この位置測定データを用いて設定装置２６は，車両１０の横
位置のための目標値ΔＹｓｏｌｌを計算する。その場合に必要に応じて，メモリ３２に格
納されている基準値ΔＹｎは，対象３８の通過の際にこの対象に対してより大きい安全間
隔が維持されるように，修正される。
【００２５】
　目標値のこの適合とこのことによりもたらされる車両行動が，図２に例を用いて示され
ている。
【００２６】
　図２は，車線１６上の車両１０と右側隣接車線上の対象としてトラック４２と乗用車４
４を示している。さらに図２は，対向走行路の２本の車線４６と４８を示している。車線
１６に直接隣接する車線４８は，車線１６からは走行路マーキングのみによって境界を与
えられており，ここでは左側隣接車線として扱われる。その車線には，図示の例において
は２台の乗用車が走行しており，それらも同様に対象５０，５２として対象認識装置２４
によって位置測定される。それに対して車線４６上を走行する車両５４は，もはや重要な
対象として位置測定されない。
【００２７】
　車線１６上で，車線中央１２は一点鎖線で示され，車両１０のコースが破線で示されて
おり，そのコースは周期的に設定装置２６によって定められる目標値ΔＹｓｏｌｌによっ
て決められる。
【００２８】
　ここでは，隣接車線３６と４８上に対象が存在しない限りにおいて，基準目標値ΔＹｎ
が運転者によって０にセットされる，即ち目標値が車線中央１２に相当するものと仮定さ
れる。車両１０がトラック４２に接近した場合には，トラックに対してより大きい安全間
隔を維持するために，ΔＹｓｏｌｌは負になり，即ち車線中央１２に対して少し左へよっ
て走行する。トラック４２を追い越した場合には，次の対象として乗用車４４が追い越さ
れる。しかしその場合にコース５６の側方の変位は，再びほぼ０に減少される。というの
は，対向道路上の対象５０が車両１０に向かってくるからである。相対速度がずっと高い
ので，対向車両に対しては比較的大きい安全間隔を維持すべきである。乗用車４４も追い
越した場合に，ΔＹｓｏｌｌは正になり，即ち車線中央１２に対して少し右へ寄って走行
する。というのは，その場合に右側隣接車線３６は空いており，その時に対向してくる対
象５２に対する，より大きい安全間隔を維持すべきだからである。
【００２９】
　実施例によれば，横ガイド支援方法は，次のように遂行することができる。横位置を制
御するために，所定の推定時間Ｔｖが基礎にされる。目標値ΔＹｓｏｌｌは，設定装置２
６によって各々走行路１６上の，車両１０が推定時間Ｔｖ後に達する点について計算され
る。それに応じて出力信号Ａは処理装置２８によって，目標－実際偏差が推定時間Ｔｖ内
に０に減少されるように，計算される。
【００３０】
　各位置測定された対象４２，４４，５０，５２について，設定装置２６は，対象の測定
された縦間隔と相対速度を用いて車両１０が該当する対象を通過し始める時点Ｔｐａを計
算する。トラック４２の場合には，Ｔｐａは，車両１０の前の端部がトラック４２の後ろ
端縁に達する時点である。同様に，各対象について，対象の通過が終了する時点Ｔｐｅが
計算される。トラック４２の場合には，これは，車両１０の後方のバンパーがトラック４
２の前方のバンパーと等しい高さになる時点である。図２には，時点ＴｐａとＴｐｅにつ
いて，各々車両１０の前のバンパーの位置が記載されている。車両１０は，推定時間Ｔｖ
が計算された時間Ｔｐａと一致する時点で破線で記入されている。（トラック４２はこの
時点ではもちろんまだ図２に示す位置には達しておらず，推定時間Ｔｖの経過後に初めて
この位置に達する。）車両１０が，破線で記入されている位置へ達した場合に，設定装置
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２６はトラック４２を考慮して目標値ΔＹｓｏｌｌを計算する。この時点で，出力信号Ａ
を介して介入が導入されて，その介入は，車両１０の横位置が時点Ｔｐａで計算された目
標値と一致することをもたらす。
【００３１】
　車両１０とトラック４２が同じ高さにある場合に，設定装置２６によって，Ｔｖだけ遅
れた時点についての目標値ΔＹｓｏｌｌが計算される。乗用車４４が存在しない場合には
，目標値は既にこの時点で再び０に戻される。その結果，車両１０は，実際に追越しプロ
セスが終了する前に既に，再びトラック４２に接近することになる。本発明の実施形態に
よれば，これは，推定時間Ｔｖが－少なくともその時に重要な対象４２に関して－より小
さい値に減少されるので，車線中央への復帰がそれに応じて遅くに開始されることによっ
て，防止される。それに対して残りの対象４４，５０及び５２を考慮するためには，通常
の（より長い）推定時間が有効である。修正された実施例においては，所定の対象（ここ
ではトラック４２）に関して計算された目標値は，この対象を実際に通過するまで（即ち
，時点Ｔｐｅまで）の間維持される。
【００３２】
　図３は，この最後に挙げた方法変形例について，両方の隣接車線３６と４８を考慮して
，フローチャートを示している。
【００３３】
　図３のフローチャートによって説明されるプログラムルーチンは，周期的に短いタイム
インターバルで，例えば約１０ｍｓ毎に呼び出される。ステップＳ１において，全ての位
置測定された対象について，従って対象４２，４４及び５２について，該当する対象の通
過が開始され，あるいはは終了される時点ＴｐａとＴｐｅが計算される。ステップＳ２に
おいては，右側隣接車線上の少なくとも１つの対象について，条件Ｔｐａ＜Ｔｖ及びＴｐ
ｅ＜０が満たされているか，が調べられる。この第１の条件は，対象通過が時間Ｔｖ内で
開始されることを意味している。第２の条件は，対象通過がまだ終了していないことを意
味している。従って２つの条件が満たされている場合には，横位置のための目標値ΔＹｓ
ｏｌｌが，この対象の横データに従って計算される。従ってステップＳ３においては，値
ΔＹｒが，特に該当する対象の横の間隔Ｙｒの関数Ｗｒ（Ｙｒ）の２倍として，計算され
る。関数値Ｗｒ（Ｙｒ）は，目標値のための候補であって，右側隣接車線上の該当する対
象が唯一の重要な対象である場合に，最終的な目標値として引き受けられる。
【００３４】
　ステップＳ２で照会された条件が，右側隣接車線上の２つの対象について満たされた場
合には，ステップＳ３は，２つの対象について実施され，その場合に２つの得られた値の
うちの小さい方がΔＹとされる。（目標値のための，より小さい値は，より強い左への変
位に相当する。）この状況は，例えば，トラック４２についての追越しプロセスはまだ終
了していないが，乗用車４４には既に時間Ｔｖよりも短い時間で達している場合に生じる
。
【００３５】
　ステップＳ２において，照会された条件が右側隣接車線上の対象について満たされない
場合には，ΔＹｒはステップＳ４において基準値ΔＹｎにセットされ，その基準値は各々
運転者の設定に応じて，車線中央からの所望の偏差が右よりあるいはは左よりに従って，
正又は負となることができる。
【００３６】
　続くステップＳ５，Ｓ６及びＳ７は，ステップＳ２－Ｓ４の繰返しであるが，今度は左
側隣接車線上の対象についてである。ステップＳ６においては，値ΔＹｌとして，関数値
ｗｌ（Ｙｌ）の２倍が計算され，その関数値は同様に目標値のための候補であって，左側
隣接車線上の対象のみが考慮される場合に，最終的な目標値を形成する。
【００３７】
　その後，ステップＳ８において，値ΔＹｒとΔＹｌの平均値が形成されることにより，
最終的な目標値ΔＹｓｏｌｌが計算される。この目標値は，その後処理装置２８内で基礎
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とされる。
【００３８】
　まず，ΔＹｎが運転者によって０にセットされた，と仮定する。この場合には，最終的
な目標値ΔＹｓｏｌｌは，右側隣接車線上に重要な対象が１台だけ位置測定された場合に
は，Ｗｒ（Ｙｒ）に等しく，左側隣接車線上に重要な対象が１台だけ位置測定された場合
には，Ｗｌ（Ｙｌ）に等しい。両方の隣接車線上で重要な対象が位置測定された場合には
，最終的な目標値は，候補Ｗｒ（Ｙｒ）とＷｌ（Ｙｌ）の間の妥協となる。この妥協は，
図２において乗用車４４と５０を同時に通過する場合のコース５６の推移に相当する。
【００３９】
　ΔＹｎが０に等しくなく，かつステップＳ２とＳ５で照会された条件が，左側隣接車線
についても右側隣接車線についても満たされていない場合には，最終的な目標値ΔＹｓｏ
ｌｌ＝ΔＹｎであり，即ち車線中央１２に対する車両の横変位は，運転者の設定に相当す
る。ステップＳ２における照会又はステップＳ５における照会のみが正の結果を有してい
る場合には，最終的な目標値はステップＳ８においてわずかに，ΔＹｎ／２だけ修正され
る。これは，車両の過度に大きい横運動を緩和するために，極めて望ましい。しかし，選
択的にプログラムを，ステップＳ２又はステップＳ５の照会の一方が正の結果を有する場
合に，ΔＹ，をまったく考慮しないように，変形させることができる。
【００４０】
　関数ＷｒとＷｌは，各々該当する対象の相対速度Ｖｒに従った目標値シフトを表す。こ
の関数の例が，図４と５に示されている。相対速度に依存することは，相対速度が大きい
場合には安全間隔も大きくなるべきである，という考えを考慮している。図４に示すよう
に，関数Ｗｒ（Ｙｒ）は，所定の（正又は負の）初期値（Ｖｒ＝０）で始まって，その後
漸近級数的に所定の最小値Ｗｍｉｎに近づく。値Ｗｍｉｎは，車線１６の幅に依存し，か
つ相対速度が非常に大きい場合には対象に対してできるだけ大きい安全間隔が維持される
が，車両１０が車線１６を逸脱することがないように，選択されている。
【００４１】
　相対速度が０の場合の初期値は，ＭＩＮ（ΔＹｎ，Ｙｒ－ｗ０）によって与えられてい
る。その中で，ｗ０は，該当する対象に対する最小の安全間隔であって，それを下回って
はならない。右側隣接車線上の対象の横の間隔Ｙｒが極めて大きい場合には，初期値はΔ
Ｙｎによって与えられ，即ち対象は運転者が望む横変位に何ら影響を与えない。対象の横
の間隔Ｙｒが小さい場合にのみ，初期値はＹｒ－ｗ０によって与えられ，かつ，対象を少
なくとも間隔ｗ０で通過するように選択されている。位置測定された対象が隣接車線を去
って，車両が走行している車線１６上へ移動した場合には，Ｙｒ－ｗ０は極めて小さい負
の値をとり，特にｗｍｉｎの下に低下することがある。この場合においては安全間隔ｗ０
はもはや維持されず，衝突警告が運転者へ出力される。
【００４２】
　図５は，同様な原理に従って構築された，左側隣接車線上の対象についての関数ｗｌ（
Ｙｌ）を示している。この左側隣接車線は，同じ方向の道路の車線であっても，－図２に
おけるように－対向道路の車線であってもよい。後者の場合においては，相対速度Ｖｒは
，一般により高くなる。
【００４３】
　関数ｗｒとｗｌは，適切なパラメータを有する関数規則として，テーブルとして，ある
いはマップとして，設定装置２６のメモリ３２に格納することができる。これらの関数は
，車両１０の絶対速度に依存することもでき，例えば，絶対速度が高い場合には，関数値
とそれに伴って該当する，車両の横変位の絶対値が小さくなるので，高い速度で追い越す
場合の不快に高い横加速度が防止されるように形成される。
【００４４】
　運転者が，ステップＳ８で計算された目標値よりも大きい，あるいは小さい，車線中央
１２からの変位を強制するために，手で操舵に介入する場合には，関数ｗｒとｗｌを定め
るパラメータを，ステップＳ８で計算される目標値が運転者の操舵介入を用いて認識可能
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な運転者意図に相当するように，適合させることができる。
【００４５】
　上述した方法において，推定時間Ｔｖを一定に維持することが可能である。しかし，カ
ーブ走行においては，推定時間とそれに応じて，推定時間を車両１０の絶対速度で乗算す
ることにより得られる推定距離を，変化させると効果的である。これが，湾曲した走行路
部分上の車両１０を示す図６で説明される。一点鎖線の矢印５８は，ここでは推定距離を
表し，通常の推定時間Ｔｖから得られる。それに基づいて車両１０のコース６０が得られ
，図６に細い破線で示されている。
【００４６】
　長い推定時間は，ある程度コースを横切ることをもたらすことが認識される。右側隣接
車線３６上に対象が存在していない場合には，コースをこのように横切ることは，完全に
受け容れられる。しかし，隣接車線上に対象３８が存在する場合には，対象３８の位置測
定に基づいて目標値が左へ変位されている場合でも，この対象への由々しい接近をもたら
す可能性がある。従って，カーブ内では内側の隣接車線上に対象が位置測定された場合に
は，推定時間とそれに伴って推定距離を，図６に矢印６２によって示すように，短縮する
ことが，効果的である。それから得られる車両１０のカーブ６４は，常に対象３８に対す
る十分な間隔が維持されることを保証する。
【００４７】
　本発明に基づく方法にとって必要な処理プロセスは，例えばマイクロコンピュータによ
って実施することができ，そのマイクロコンピュータが図１の設定装置２６と処理装置２
８の機能を満たす。対象検出のためにカメラシステムが提供できない場合には，位置測定
データをレーダセンサ４０又は同様な間隔センサ，例えばリーダセンサを用いて得ること
もできる。その場合には位置測定された対象の大きさは，少なくとも大まかにエコー信号
の方向依存性及び／又は強さを用いて評価されるので，少なくともトラック４２と乗用車
４４を区別することができる。その場合に，時点Ｔｐｅを定めるために必要とされる，対
象の長さについては，種々の対象（乗用車又はトラック）のための基準値を基礎にするこ
とができる。トラックの場合には，場合によっては，トラックの前のフェンダーあるいは
他の構造における反射によってもたらされる，エコー信号を評価することができる。簡略
化された実施形態においては，常に一定の，十分な大きさに定められた対象長さを基礎と
することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】車両のための横ガイドシステムのブロック図である。
【図２】本発明に基づく方法の主要な特徴を説明する図である。
【図３】本発明に基づく方法のフローチャートである。
【図４】図３に示す方法で使用される重み付け関数の例を示している。
【図５】図３に示す方法で使用される重み付け関数の例を示している。
【図６】カーブ走行の際の行動を説明する図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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