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(57)【要約】
　本発明は、車両（１）の機能を遠隔制御する方法及び
装置に関する。この装置は、タッチ式表示面かつ操作面
（４）を有する携帯操作装置（２）と、ジェスチャ検知
ユニット（５）と、携帯操作装置（２）と車両（１）と
の間の無線通信接続（３）とを含む。携帯操作装置（２
）によってユーザが実行するジェスチャが検知され、携
帯操作装置（２）と車両（１）との間に無線通信接続（
３）が構築される。車両（１）の機能を制御するために
予め決められたジェスチャが割り当てられ、保存される
。 検知されたジェスチャは通信接続（３）によって車
両（１）に伝送される。車両（１）内では検知されたジ
ェスチャが予め決められたジェスチャと比較され、これ
が一致するとジェスチャに割り当てられた車両（１）の
機能が実行される。本発明は、更に、グラフィックによ
りガイドされたジェスチャをグラフィックガイド（１３
）で入力する装置（１２）に関する。その際、グラフィ
ックガイド（１３）は、複数の端位置（１４、１５、１
６）を含み、端位置（１４、１５、１６）は接続経路（
１８、１９、２０）を経て接続され、端位置（１４、１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１）の機能を遠隔制御する方法であって、
－携帯操作装置（２）によってユーザが実行するジェスチャが検知され、かつ
－前記携帯操作装置（２）と前記車両（１）との間に無線通信接続（３）が構築される方
法において、
－（前記車両（１）の機能を制御するために予め決められたジェスチャが割り当てられ、
保存され）、
－前記車両（１）の機能を制御するために検知された前記ジェスチャが前記通信接続（３
）によって前記車両（１）に伝送され、
－前記車両（１）内で前記検知されたジェスチャが前記車両（１）内に保存されたジェス
チャと比較され、
－一致すると、前記ジェスチャに割り当てられた前記車両（１）の機能が実行される、方
法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
－前記検知されたジェスチャが、前記携帯操作装置（２）及び前記車両（１）から互いに
別個にジェスチャ動作に割り当てられ、
－前記車両（１）内で前記携帯操作装置（２）から割り当てられたジェスチャ動作と、前
記車両（１）から割り当てられたジェスチャ動作とが互いに比較されると共に、
－前記両方のジェスチャ動作が一致すると、前記ジェスチャに割り当てられた前記車両（
１）の機能が実行されることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法であって、
　前記携帯操作装置（２）と前記車両（１）との無線通信接続（３）がブルートゥース通
信又はＷＬＡＮ通信であることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１から３の一項に記載の方法であって、
　前記検知されたジェスチャが前記車両（１）に伝送されるあいだ、
－タッチ式表示面かつ操作面（４）に表示される
－接触過程、又は、
－前記接触過程の速度、又は、
－前記接触過程の方向転換、又は、
－前記携帯操作装置（２）により割り当てられた前記ジェスチャ動作が前記携帯操作装置
（２）から前記車両に転送されることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、
　前記車両（１）の機能は、前記実行されたジェスチャが携帯操作装置（２）によって検
知されている間、又は前記実行されたジェスチャが前記携帯操作装置（２）によって検知
された後に実行されることを特徴とする方法。
【請求項６】
　車両（１）の機能を遠隔制御する装置（６）であって、
－携帯操作装置（２）であって、
－タッチ式表示面かつ操作面（４）によって操作可能であり、ジェスチャ検知ユニット（
５）を含む前記携帯操作装置（２）と、
－前記携帯操作装置（２）と前記車両（１）との間の無線通信接続（３）を構築するため
の通信装置と、を含み、
－前記車両（１）は、メモリユニット（７）と制御ユニット（８）とを含み、
－前記メモリユニット（７）内に予め決められたジェスチャが保存されており、
－前記制御ユニット（８）は、前記検知されたジェスチャを予め決められたジェスチャと
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比較することを特徴とする装置（６）。
【請求項７】
　請求項６に記載の装置（６）であって、
－前記携帯操作装置（２）が前記ジェスチャを入力するためのグラフィックガイド（１３
）を含み、かつ、
－前記実行されたジェスチャが前記グラフィックガイド（１３）に入力されると前記車両
（１）の機能が実行可能であることを特徴とする装置。
【請求項８】
　グラフィックガイド（１３）を有するグラフィックでガイドされたジェスチャを入力す
るための装置（１２）であって、
－前記グラフィックガイド（１３）が複数の端位置（１４、１５、１６）を含み、その際
、
－端位置（１４、１５、１６）が接続経路（１８、１９、２０）を経て接続され、
－前記端位置（１４、１５、１６）が車両（１）のギヤ位置を表現することを特徴とする
装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の装置であって、
－前記グラフィックガイド（１３）が、表現されたシフトゲートを再現することを特徴と
する装置。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の装置であって、
前記装置が可動の画像素子（１７）を含み、該画像素子（１７）が車両のギヤのシフトレ
バーを表現することを特徴とする装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯用操作装置、又はモバイル操作装置を用いて車両の機能を遠隔制御する
方法、及び対応する装置に関する。
　本発明は更に、ジェスチャで車両の機能が制御される、グラフィックガイドによるジェ
スチャを入力する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、車両の空調装置を遠隔制御するためのモバイル装置が記載されている
。モバイル装置は車両内の制御装置と通信する。モバイル装置のタッチ式ディスプレイ（
タッチパネルディスプレイ）を介して操作命令又は操作指令を入力することができる。操
作装置が対応する操作指令を受けると、車室の換気、又は車室の空調のいずれかが実行さ
れる。
【０００３】
　特許文献２には、例えば静電容量式接触センサ、又は抵抗式接触センサなどの接触セン
サを介して受信される位置入力の時間順の処理によるジェスチャの認識が記載されている
。その際、接触センサから出力される座標ストリームを解釈するための状態機械ジェスチ
ャ認識アルゴリズムが提示されている。
【０００４】
　特許文献３には、接触感知式表示装置を有する電子装置の制御方法が記載されている。
この方法は、 ユーザインターフェースのロック状態にある間に接触感知式表示装置との
接触を装置が検知するステップと、接触に応じて装置のユーザインターフェースのロック
状態に対応する画像を動かすステップと、検知された接触が予め決められたジェスチャに
対応する場合は装置をユーザインターフェースのロック解除状態に移行させるステップと
、検知された接触が予め決められたジェスチャに対応しない場合は、装置をユーザインタ
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ーフェースのロック状態に保つステップと、を含んでいる。
【０００５】
　特許文献４から、自動車を目標位置に移動させる方法が公知である。この場合、自動車
は所望の目標位置近傍の出発位置に置かれる。ドラィバー側での最初の起動後に、自動車
の周囲が連続的に走査され、車両の現在位置が連続的に決定される。確定された周囲情報
、及び位置情報に基づいて、目標位置までの軌道が決定される。軌道に沿った移動を開始
するため、自動車を目標位置に誘導するための制御情報が生成される。ドラィバー側での
第２の起動後に、制御情報から決まる制御命令が自動車の駆動系、ブレーキ装置、及びス
テアリングに送られる。それによって自動車はドライバーに依らずに目標位置に移動する
。ドラィバー側の起動は車外で行われる。
【０００６】
　特許文献５にはドラィバーアシスト装置が記載されている。制御装置が自動車の駆動装
置、及びステアリング装置に制御信号を送り、自律駐車プロセスの実行が開始される。遠
隔操作によって車両外部から制御装置に命令を送ることができる。予め決められた中断命
令を受けると、既に開始されている自動車の駐車プロセスを中断することができる。制御
装置には少なくとも１つのカメラが接続され、自動車の周囲領域に関する画像データが取
得される。制御装置はカメラで収集した画像データ、又はそこから計算した画像データを
遠隔操作装置に送る。遠隔操作はこの画像データを表示かつ操作複合ユニットに表示する
。
【０００７】
　先行技術が示すように、（「タッチ式ディスプレイ」又はタッチスクリーン」とも呼ば
れる）タッチ式表示面かつ操作面は、スマートフォンやタブレット型パソコンなどの携帯
装置での表示装置かつユーザ入力装置として、その使用はますます普及している。その際
、図形やテキストが表示され、ユーザが装置とインタラクトするためのユーザインターフ
ェースが備えられる。タッチ式表示面かつ操作面は、操作面との接触を感知し、これに応
動する。装置は１つ又は複数の仮想キー、メニュー、及びその他のユーザインターフェー
スオブジェクトを操作面に表示する。ユーザがインタラクトを望むユーザインターフェー
スオブジェクトに対応する位置でタッチ式表示面かつ操作面に触れることで、ユーザは装
置とインタラクトすることができる。それによって、例えばこのような装置で動作中のア
プリケーションを開始することができる。その上、例えばロック解除などの様々なジェス
チャもスワイプジェスチャ、又は特別なロック解除ジェスチャによって明確な操作に使用
することができる。タッチ式表示かつ操作複合面の他に、例えばラップトップの場合のよ
うに、表示面とは分離されたタッチ式操作面もある。
【０００８】
　ロック又はロック解除、又は車両のドアの開閉、車両の空調装置のオン・オフ、ラジオ
又はナビゲーションシステムなどの車両の機能の車外からの始動、又は起動は現在、主と
して特別の装置を使用して行われている。その理由は、車両機能の遠隔制御での高い安全
要件にある。その際、タッチ式表示面かつ操作面を有する装置を使用する場合の主要な問
題は、操作面に不慮に接触することによって機能が不慮に起動する、または停止してしま
うことである。更に、操作時のユーザへの触覚フィードバックは弱い。特定の機能が始動
されたかどうかを確認するため、ユーザは絶えず表示面かつ操作面を見ていなければなら
ない。 車両機能の実行中に操作面に絶えず視線を送ることによる監視は極めて難しい。 
例えば、ユーザは車外から駐車プロセスを実行する際に、非常時に車両を停止させること
ができるように移動中の車両に絶えず視野を保つ必要がある。
【０００９】
　ユーザが車両機能を制御するために携帯電話などのユーザ自身のモバイル装置を使用す
る場合、安全な操作を保証することは更に困難である。このような電子装置は家庭用電化
製品であり、安全性に関して車両機能の操作用には設計されていない。その機能は干渉さ
れやすく、車両との通信を簡単にマニピュレートされ得る。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ＤＥ　１０２００４００４３０２　Ａ１
【特許文献２】ＤＥ　１０２００９０１９９１０　Ａ１
【特許文献３】ＤＥ　１１２００６００３５１５　Ｔ５
【特許文献４】ＥＰ　１　２４９　３７９　Ａ２
【特許文献５】ＤＥ　１０　２００９　０４１　５８７　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって本発明の課題は、車両機能を遠隔制御し、グラフィックガイドのジェスチャ
を入力するための先行技術に対して改良された方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この課題は請求項１、請求項６、及び請求項８の特徴を有する主題によって解決される
。
【００１３】
　車外から車両機能を制御できるようにするため、様々な車両機能を制御する様々なジェ
スチャが割り当てられる。すなわち、対応するジェスチャがユーザによって行われた場合
だけ、車両機能を起動、又は始動させることができる。実行されるこれらのジェスチャは
「予め決められたジェスチャ」と呼ばれる。
【００１４】
　ジェスチャと車両機能への割り当ては車両内、例えば車両のメモリユニット内に保存さ
れる。ジェスチャの原データだけではなく、ジェスチャの特定の判定基準も保存すること
ができる。 ジェスチャと車両機能への割り当ても保存することができる。ジェスチャの
割り当て、又は判定基準を携帯操作装置に保存することもできる。車両機能は、適宜のジ
ェスチャがユーザによって実行されるか、又は実行されたジェスチャが適宜の基準に該当
した場合にだけ起動、又は始動可能である。
【００１５】
　予め決められたジェスチャは、例えば以下の基準を満たす変化しないジェスチャ、又は
動的に変化可能なジェスチャであってよい。 ジェスチャは特定の形態を有していなけれ
ばならず、ジェスチャは操作盤の特定の位置で実行されなければならず、ジェスチャの形
態又は位置は車両によってプリセットされている。車両自体がジェスチャを生成すること
もできる。例えば、車両機能を起動するには、メモリユニットに数列（例えば３５４７）
が保存され、この数列は既知のジェスチャによって（例えば操作盤を一気にスワイプジェ
スチャする、又は順次タッピングすることによって）入力されなければならない。その上
、実行されるジェスチャの形態、又は位置は操作ごとに変えることができる。その際、車
両の現在の状態を考慮に入れ、実行される「予め決められたジェスチャ」をそれに対応し
て適合させることができる。
【００１６】
　車両機能に応じてジェスチャの複雑さを変えることができる。例えば、「アクセス権限
又は運転権限の付与」などの安全性にとって重要な機能には複雑なジェスチャ又はパター
ンが割り当てられ、「空調装置のオン・オフ」などの機能には簡単なジェスチャが割り当
てられる。
【００１７】
　車両機能を制御するため、ユーザは携帯操作装置で、例えば携帯操作装置のタッチ式操
作面に単に触れるだけではなく特定の動きによって、ジェスチャ（「実行されたジェスチ
ャ」）を実行する。この「実行されたジェスチャ」は、例えばジェスチャ検知器が組み込
まれた携帯操作装置によって（「検知されたジェスチャ」として）検知される。その際、
起こりうるジェスチャ中に、方向を示す物体、例えば指の操作面での位置、圧力、又は動
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きなどのパラメータの様々な推移が検知される。
【００１８】
　ジェスチャを検知する際、様々な検知技術を用いることができる。最も頻繁に使用され
る技術は受動的、及び能動的静電容量検知である。この場合、操作面での指の位置が電気
容量によって確定される。更に別の検知技術は、抵抗式スクリーンに基づく通常はペンを
用いて操作される技術であり、又は超音波、又はその他の音響技術に基づく技術、又は全
内部反射、又はその他の光学作用に基づく技術である。これらの技術はすべて本発明のジ
ェスチャの検知に用いることができる。
【００１９】
　一般に、いわゆるジェスチャの原データ（例えば方向を示す物体、例えば指の操作面で
の位置、圧力、又は動き）が記録され、ジェスチャの検知に供される。その際、ジェスチ
ャの原データには例えば、操作面での指の接触位置の座標（ｘ、ｙ）、接触過程、接触過
程速度、又は接触過程の方向転換が含まれる。
【００２０】
　実行されたジェスチャを識別するため、検知された原データが無線通信接続によって車
両に転送され、車両内で分析、評価される。
【００２１】
　車両内での評価のために、予め決められたジェスチャ、又は予め決められたジェスチャ
の原データ、又は評価のための判定基準が車両のメモリユニット、又は車両の制御ユニッ
トに保存されている。様々な車両機能を制御するために様々なジェスチャが割り当てられ
る。車両内でのジェスチャの検知のために、検知されたジェスチャの伝送された原データ
は保存された予め決められたジェスチャと比較される、又は判定基準で評価される。保存
されたジェスチャの伝送された原データ又は判定基準に対応して適宜の車両機能が実行さ
れる。
【００２２】
　単に触れるだけではなく、ユーザが行うジェスチャの検知によって、車両機能が不慮に
起動するリスクが大幅に低減する。操作面に不慮に触れても機能は始動されない。したが
って、より高い操作安全性を達成できる。
【００２３】
　検知されたジェスチャを携帯操作装置から車両に伝送することによって、携帯操作装置
の機能性を監視することができる。携帯通信装置と車両との通信接続がなされれば、ジェ
スチャの原データを転送するだけでよい。
【００２４】
　検知されたジェスチャと車両内での予め決められたジェスチャとの比較は、携帯操作装
置のジェスチャ検知とは無関係である。それによって、車両機能の制御にも簡単な操作装
置を使用できる。操作装置ではジェスチャ検知のみ必要であり、ジェスチャの識別は不要
である。
【００２５】
　好適には、ジェスチャの識別は携帯操作装置によっても車両によっても行うことができ
る。検知されたジェスチャは互いに別個に識別され、ジェスチャの動きに割り当てられる
。スマートフォン、又はタブレットに組み込まれたジェスチャ識別機能によって、例えば
タップ、ドラッグ、プレス、ロングドラッグ、可変ドラッグのジェスチャを検知し、識別
することができる。その際、実行されるジェスチャはジェスチャの動き（いわゆるスワイ
プ、スライド、回転、ズームなど）に割り当てられる。通信接続による車両への伝送の際
は、検知されたジェスチャの伝送された原データだけだはなく、ジェスチャの識別結果、
すなわち割り当てられたジェスチャの動きも転送される。車両内では、検知されたジェス
チャの原データが伝送され、車両独自のジェスチャ識別によって評価される。この車両独
自のジェスチャの識別結果、すなわち車両によって割り当てられたジェスチャの動きは伝
送されたジェスチャの動きと比較される。識別されたジェスチャの原データもジェスチャ
の動きも一致すれば、対応する車両機能が実行される。
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【００２６】
　検知されたジェスチャと、携帯操作装置のジェスチャ識別に由来するジェスチャの動き
とを車両に伝送することによって、ジェスチャ識別のチェックが複数回行われる。携帯操
作装置の機能性は、携帯操作装置と車両との通信によって確保される。携帯操作装置内、
及び車両内でのマニピュレートを防止できる
【００２７】
　好適には、携帯操作装置と車両との無線通信接続はブルートゥース接続である。別の無
線接続は、例えばＷＬＡＮ接続、又はモバイル通信接続などの任意の無線接続であっても
よい。任意の無線接続標準を使用することができる。通信接続の利用可能性に応じてシス
テムをすぐに適応させることができる。
【００２８】
　好適には、検知されたジェスチャを車両に伝送する際に以下のデータが伝送される。す
なわち、検知されたジェスチャの位置指定過程にかかわる接触過程、又は、接触過程速度
、又はタッチ式表示面かつ操作面での接触過程の方向転換、又は携帯操作装置によって識
別可能なジェスチャの動き、である。
【００２９】
　したがって、ジェスチャの種類に応じて様々な情報の伝送が可能である。それによって
、例えばジェスチャの特性を示す情報だけを伝送できるため伝送が簡単になる。
【００３０】
　更に、同一のジェスチャの様々な情報を同時に伝送することができる。これらの情報を
互いに別個に評価することができる。冗長性が車両機能の遠隔制御の機能的確実性を高め
る。特に複雑なジェスチャで確実なジェスチャ識別が可能である。
【００３１】
　車両機能の種類に応じて、機能はジェスチャの実行後に起動されて実行されるか、又は
ジェスチャが実行されている間に実行されるかのいずれかである。ユーザが実行時に監視
すべき車両機能、例えばコンバーチブルトップの開放、車両の前進や後退に際しては、実
行されるジェスチャが操作装置によって検知される間だけ車両機能が実行される。その際
、例えば任意の連続動作が操作面で実行される。この連続動作は円運動でもよく、中断し
ない往復スワイプ、指を離した一方向のスワイプなどでよい。例えばデッドマンスイッチ
の操作中に操作面を継続的に押すだけでは不十分である。これは、例えば車両の駐車場か
らの出し入れのような運転の安全に関わる機能にとって特に重要である。車両機能は、連
続的な動き、又は継続した動きが操作面で検知された場合にのみ実行される。その上、ジ
ェスチャはリアルタイム（「即時的に」）で迅速に車両に伝送され、チェックされなけれ
ばならない。
【００３２】
　したがって、不慮の操作ミスのリスクが効果的に防止される。操作の安全性と監視は簡
単な操作ジェスチャによって確保される。
【００３３】
　車両機能を遠隔制御する装置は、携帯操作装置、携帯操作装置と車両との無線通信接続
を含んでいる。その際、携帯操作装置はタッチ式表示面かつ操作面とジェスチャ検知機能
とを含んでいる。同様に携帯操作装置はジェスチャ識別機能を備えることができる。その
際、ジェスチャの検知とジェスチャ識別とは別個に、又は一体に実行することができる。
その場合、ユーザによってタッチ式表示面かつ操作面で実行されるジェスチャは、操作装
置と一体のジェスチャ識別機能によって検知、又は識別することができる。
【００３４】
　このようなジェスチャ識別機能は長年にわたってタッチ式操作面を有する操作装置で使
用されている。その初期の例はＰＤＡでのパターン識別、及び指のドラッグ移動、及びノ
ートパソコンのタッチパッドでの簡単なダブルタップである。最近はジェスチャの識別は
スマートフォン又はタブレットに組み込まれている。タッピング、ドラッグ、プレス、長
いドラッグ、及び可変ドラッグジェスチャ（スワイプ、スライド、回転、ズームなど）は
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、予測されるジェスチャが進行中に、例えば操作面での指などの実行対象の位置、圧力、
又は動きを分析することによって識別される。
【００３５】
　また、表示面かつ操作面はいわゆる「マルチタッチパッド」であってもよい。この操作
面は、例えば複数の指によって同時に操作できる。それによって、１つ以上の接触と動き
を検知することができる。このような操作面を用いて、複数の操作ジェスチャが同時に行
われた場合にのみ車両機能が実行されることも考えられる。
【００３６】
　携帯操作装置は車両の外部にあるため、ユーザは車両、又は車両機能を不自由なく外側
から制御することができる。操作装置は携帯型コンピュータ、タブレット、携帯電話、メ
ディアプレイヤー、携帯情報端末（ＰＤＡ）、又は無線遠隔操作装置であってよい。
【００３７】
　車両にはメモリユニットがある。これには車両機能を制御するために割り当てられた予
め決められたジェスチャが保存されている。車両は更に、車両機能を実行可能な制御ユニ
ットをも有している。メモリユニットにはジェスチャと車両機能への割り当て、ジェスチ
ャの原データ、又はジェスチャの特定の判定基準を保存することができる。これらのデー
タは動的に変更可能である。ジェスチャの特定の判定基準を生成、又は変更するためのア
ルゴリズムもメモリユニットに保存できる。
【００３８】
　それによって、ジェスチャと車両機能への割り当てを変更できるだけではなく、実行さ
れる「予め決められたジェスチャ」をも変更できる。車両自体がジェスチャを生成するこ
とができる。実行されるジェスチャの形態と位置は操作ごとに変更される。車両の現在の
状態を考慮に入れ、それに対応して操作を適合させることができる。ユーザ自身がジェス
チャを決めることができる。フレキシブルな割り当てを実現できる。操作はユーザが使い
易いように構成することができる。
【００３９】
　好適にはメモリユニットが、車両内に、又は車両の制御ユニット内に確保され、このメ
モリユニットに車両機能を制御するための予め決められたジェスチャが保存されている。
好適には、車両内のメモリユニットへのアクセスは車両メーカーの権限付与によってのみ
行うことができる。予め決められたジェスチャは、車両内の特別に安全なエリア、又は車
両の制御ユニット内にも保存することができるため、アクセスは適切な権限によってのみ
可能である。それによって、車両機能の制御のための操作データの高いセキュリティと共
に高い有用性が可能になる。予め決められたジェスチャと車両機能への割り当ては、例え
ば車両用の、又は車両の制御ユニット用の、車両メーカーのデータバンクサーバに保存す
ることができる。適切な権限によって割り当てを変更することができる。一方ではフレキ
シブルな管理が可能である。他方では、車両機能の制御が権限付与されていないマニピュ
レーションから保護される。
【００４０】
　携帯操作装置によって検知されたジェスチャは通信接続によって車両に伝送される。検
知されたジェスチャはそこで車両独自のジェスチャ識別機能で識別される。
【００４１】
　車両内でのジェスチャの識別のために、例えば検知されたジェスチャの原データが伝送
され、評価ユニットで評価される。メモリユニットと同様に、評価ユニットも不正アクセ
スから保護される。検知されたジェスチャの原データを、保存されている予め決められた
ジェスチャと、又は記憶されている判定基準と比較することによって、検知されたジェス
チャが車両機能制御に有効であるか否かが判定される。有効ならば、対応する車両機能が
車両の制御ユニットによって実行される。
【００４２】
　所定の判定基準が満たされると、ジェスチャは有効なジェスチャとして識別される。こ
の基準は例えば、ジェスチャが所定の形態のものであるか、又は操作面の所定位置で実行
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されているか、又は操作ごとに変化するか、又は連続動作に該当するか、又は車両に特異
なものであるか否かにある。
【００４３】
　上記の要素（ジェスチャの検知、ジェスチャの識別、メモリユニット、制御ユニット）
はハードウエア、ソフトウエア、又はハードウエアとソフトウエアとの組み合わせで実装
することができる。
【００４４】
　車両機能の制御のために割り当てられるジェスチャを入力するために、タッチ式表示面
かつ操作面上にグラフィックガイドを表示することができる。車両機能は、実行されたジ
ェスチャがグラフィックガイド内で検知され、予め決められたジェスチャがこの車両機能
に対応する場合にのみ実行される。
【００４５】
　その一例は０から９までの数字を有する入力フィールドである。車両機能を起動するに
は４ケタの数列（例えば３５６９）を入力する必要がある。例えば３から９に一気にスワ
イプするジェスチャなどが行われると、車両機能が起動される。この経路は操作面にカラ
ーで強調されて表示される。操作フィールドを順次タップするなどのジェスチャもガイド
表示される。グラフィックガイドは更に車両の現在の状態を表示し、それに対応すること
ができる。
【００４６】
　グラフィックガイドの画像表示によってユーザは操作し易い。ユーザは必要なジェスチ
ャを簡単に実行することができる。検知はグラフィックガイドのエリアに限定される。グ
ラフィックガイド外の操作面への不慮の接触は検知されず、したがって車両に伝送されな
いため、不要なデータは伝送されない。
【００４７】
　タッチ式表示面かつ操作面にグラフィックガイドによるジェスチャを入力する装置は、
複数の端位置を有するグラフィックガイドを含んでいる。端位置は接続経路で接続されて
いる。
【００４８】
　その例はギヤボックス設定である。その際、端位置はシフティングゲートからのギヤ設
定を反映する。端位置から接続経路に沿って別の端位置へとジェスチャが実行されると、
車両のギヤ位置がそれに対応して設定される。この場合、グラフィックガイドは表現され
たシフトゲートである。
【００４９】
　好適には、車両のギヤのシフトレバーはタッチ式表示面かつ操作面での画像素子として
、例えば動的ポイントとして表示される。その際、画像素子は現在の切り換え状態を示す
ことができる。ジェスチャが２つの端位置間の接続経路に沿って実行されると、画像素子
も共に移動する。画像素子が対応する端位置に達すると、対応するギヤ位置が車両内で調
整される。それによって、携帯操作装置により「ギヤチェンジ」機能を制御することがで
きる。その際、画像素子は車両の現在の状態を示す。
【００５０】
　それによって、この装置はユーザが使用し易く、直感で理解でき、操作し易いだけでは
なく、車両特有の操作の安全性も保証する。
【００５１】
　本発明の教示を有利に構成し、改良する様々な可能性がある。そのために一方では従属
クレームを、他方では実施形態の以下の説明を参照されたい。それには従属クレームの任
意の組み合わせから得られる有利な構成も含まれる。
【００５２】
　本発明の教示はまた、車両機能の遠隔制御に限定されず、対応する装置及び方法を任意
の機械及び装置の遠隔制御にも使用することができる。
【００５３】
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　次に以下に示した添付図面を参照して本発明の複数の実施例を詳細に説明する。図面は
本発明の好適な実施形態のバリエーションを示すが、それに限定されないことに留意され
たい。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施例による車両機能を遠隔制御する装置の基本構造である。
【図２】本発明の実施例による完全なジェスチャの実行後に車両機能を遠隔制御する方法
のフローチャートである。
【図３】本発明の実施例によるジェスチャの実行中に車両機能を遠隔制御する方法のフロ
ーチャートである。
【図４】本発明の実施例によるグラフィックガイドによりジェスチャを入力する装置の図
である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　図１は、本発明の実施形態による車両１の機能を遠隔制御するための装置６を示してい
る。装置６は車両１、携帯操作装置２、及び携帯操作装置２と車両１との無線通信接続３
とを含んでいる。
【００５６】
　ここでは例えば携帯電話として形成された携帯操作装置２は車両１の外部にあるため、
ユーザは車両２、又は車両機能を外部から不自由なく操作することができる。
【００５７】
　携帯電話２は、車両１と通信できるように、例えばブルートゥースインターフェース９
などの無線通信インターフェース９を備えている。携帯電話２は、このインターフェース
９を介して車両１のブルートゥースインターフェース１０と通信する。ブルートゥース接
続３を介してデータを送信、転送、及び受信することができる。更に、ブルートゥース接
続３を介してデータ転送によって携帯電話２の機能性を監視することができる。
【００５８】
　携帯電話２は遠隔制御装置を操作するための表示面かつ操作面４を備えている。この場
合、表示面かつ操作面４はタッチ式フラットディスプレイ（「タッチスクリーン」ディス
プレイ）であり、このディスプレイを介して車両機能を制御するための制御命令を入力す
る。携帯電話のユーザはタッチスクリーン４で、例えば指でジェスチャを実行する。実行
されたジェスチャは携帯電話２に組み込まれたジェスチャ検知ユニット５によって検知さ
れる。その際、ジェスチャのいわゆる原データが記録され、ジェスチャ検知ユニット５の
メモリに保存され、次いで評価される。その際、ジェスチャの原データは指がタッチスク
リーン４に接触した座標（ｘ、ｙ）の推移であってよい。携帯電話の原データも評価結果
もブルートゥース接続３を介して車両１に転送され、車両１内で評価される。
【００５９】
　車両１内での評価のために、予め決められたジェスチャ、又は予め決められたジェスチ
ャの原データが車両１内のメモリユニット７、又は車両１の制御ユニット８に保存されて
いる。異なる車両機能には異なるジェスチャが割り当てられる。好適には、車両１の機能
を制御するための予め決められたジェスチャが保存されている車両１内のメモリユニット
７へのアクセスはセキュリティで保護することができる。メモリユニット７は例えば、車
両メーカーの権限付与によってのみ書き込み、読み出しが可能である。このメモリユニッ
ト７は車両１内、又は車両１の制御ユニット８内の特に安全なエリアに置くことができる
ため、適切な権限がないとアクセスできない。
【００６０】
　車両内でジェスチャを識別するため、伝送された原データが評価ユニット１１で評価さ
れる。メモリユニット７と同様に評価ユニット１１も不正アクセスから保護される。 実
行されたジェスチャの原データと保存された予め決められたジェスチャの原データとを比
較することによって、実行されたジェスチャが車両機能の制御に有効であるか否かが判定
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される。データが一致すると、車両１の制御ユニット８によって対応する車両機能が実行
される。
【００６１】
　所定の基準が満たされると、ジェスチャは有効であると識別される。この基準は例えば
、ジェスチャが所定の形態のものであるか、又は操作面の所定位置で実行されているか、
又は操作ごとに変化するか、又は連続動作に該当するか、又は車両特異なものであるか否
かにある。
【００６２】
　車両機能の制御のためのジェスチャを入力するために、適宜の操作表示を携帯電話２の
タッチスクリーン４に表示できる。
【００６３】
　図２は、本発明の実施例による車両機能を遠隔制御する方法のフローチャートを示して
いる。その際、車両機能は、対応するジェスチャが例えば携帯電話２のタッチスクリーン
４で完全に実行された場合にのみ始動する。
【００６４】
　ここでは図示しないステップで、ユーザは携帯電話２で例えば「エンジン始動」などの
アプリケーションを選択する。対応するアプリケーションプログラムが開始される。
【００６５】
　ステップＳ１で、車両機能「エンジン始動」を制御するための特定のジェスチャを入力
する操作表示が携帯電話２のタッチスクリーン４に現れる。この表示はタッチスクリーン
４にグラフィックガイドとしてテキスト形式、又は画像で表示される。この実施例では、
表示は例えばテキスト「数字９５４１を入力してください」として、又は画像としてタッ
チスクリーンに表示される。
【００６６】
　同時に、この場合はブルートゥース接続である無線通信接続３が携帯電話２と車両１と
の間に構築される。それによって、車両機能を制御するための制御命令、又は携帯電話ユ
ーザが指でタッチスクリーン４で実行した実行済みのジェスチャが車両１に転送される。
【００６７】
　ステップＳ２で、タッチスクリーン４への接触が検知されたか否かが判定される。接触
が検知されない場合は、ステップＳ２の「いいえ」に対応し、処理手順はステップＳ３に
移行する。接触が検知された場合はステップＳ２の「はい」に該当し、処理手順はステッ
プＳ４に移行する。
【００６８】
　ステップＳ３で、予め決められた中断条件が満たされているか否かが判定される。予め
決められた中断条件は、例えば所定継続時間Ｔ１でタッチスクリーン４でジェスチャが検
知されない場合であってよい。予め決められた中断条件が満たされると、すなわち継続時
間Ｔ１内に接触が検知されないとステップＳ３の回答「はい」に該当し、プロセスは中断
され終了する。中断条件が満たされず、ステップＳ３の回答「いいえ」に該当する場合は
、処理手順はステップＳ２に戻る。特定のジェスチャを入力するための適宜の操作表示が
再び携帯電話２に表示され、ユーザはジェスチャを続けるか、又は新たに示す。
【００６９】
　ステップＳ４で、例えば実行される接触の座標の推移としてのいわゆるジェスチャの原
データが、携帯電話２内のジェスチャ検知ユニット５で評価される。
【００７０】
　ステップＳ５で、実行されたジェスチャの原データがブルートゥース接続３を介して車
両１に転送される。携帯電話２のジェスチャ感知ユニット５の評価結果も共に転送される
。
【００７１】
　ステップＳ６で、実行されたジェスチャの原データが有効であるか否かが判定される。
すなわち、原データが車両１内で、携帯電話２内のジェスチャ検知ユニット５とは別に、
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車両独自のジェスチャ検知ユニット１１で評価される。その際、例えば保存された予め決
められたジェスチャと評価結果とが一致するか否かがチェックされる。「はい」である場
合は、割り当てられた車両機能がステップＳ７で実行される。「いいえ」である場合は、
プロセスは中断され、終了する。
【００７２】
　ステップＳ７で実行されたジェスチャが完了したか否かが判定される。完了している場
合は処理手順はステップＳ８に進み、車両機能が起動される。ここで車両のエンジンが始
動される。完了していない場合は、処理手順はステップＳ２に戻る。すなわち、接触の動
きが操作面で検出されている間、ステップＳ４で原データの座標が検知され、ステップＳ
５で車両に転送され、実行されたジェスチャが完了するまでそこで有効性がチェックされ
る。
【００７３】
　図３は、本発明の実施例によるジェスチャの実行中の車両機能の遠隔制御の方法のフロ
ーチャートを示している。その際、車両機能は、対応するジェスチャが例えば携帯電話２
のタッチスクリーン４で実行されている間だけ始動する。これは、監視が重要であるプロ
セスの実行に必要である。
【００７４】
　図示しないステップで、ユーザは例えば「コンバーチブルトップを開放する」、又は「
ドライブ」などのアプリケーションを携帯電話２で選択する。対応するアプリケーション
プログラムが開始される。
【００７５】
　ステップＳ１で、例えば「コンバーチブルトップを開放する」、又は「ドライブ」など
の車両のプロセスを制御するための特定のジェスチャを入力するための操作表示が携帯電
話２のタッチスクリーン４に現れる。この表示はタッチスクリーン４にグラフィックガイ
ドとしてテキスト形式、又は画像で表示される。この実施例では、表示は例えば「連続的
な円運動を行ってください」というテキストで表示できる。 同様に、タッチスクリーン
が円運動で操作される必要があることをユーザに説明するために、タッチスクリーンに円
の画像を表示することもできる。その際、例えば円運動は一方向で行ってもよく、方向を
変えた循環運動でもよく、又は例えば８字形でもよい。そのためにはユーザは中断せずに
タッチスクリーンを操作しなければならない。
【００７６】
　図２と同様に、同じステップＳ１からＳ６までが実行される。携帯電話２と車両１との
間に、検知されたジェスチャを転送するためにブルートゥース接続が構築される。タッチ
スクリーン４で接触が検出されている間、いわゆるジェスチャの原データが評価される。
そして、ブルートゥース接続３を介して車両１に転送される。
【００７７】
　ステップＳ６で、実行されたジェスチャの原データが有効であるか否かが判定される。
「はい」である場合は、割り当てられた車両機能がステップＳ９で実行される。「いいえ
」である場合は、処理手順はステップＳ１１に移行する。
【００７８】
　車両機能を実行する場合は、ステップＳ１０で別の接触の動きがタッチスクリーン４で
検知されるか否かが判定される。動きが検出されると、ステップＳ１０の回答「はい」に
該当し、処理手順はステップＳ４に戻る。すなわち、接触の動きが操作面で検出されてい
る間、ステップＳ４で原データの座標が検知され、ステップＳ５で車両に転送され、そこ
で有効性がチェックされる。
【００７９】
　更に、車両は携帯電話を介して、例えば音響信号又は触覚信号によってドライバーにフ
ィードバックを与えることができる。補足的に、車両、及び携帯電話は互いに別個にジェ
スチャのデータを評価することができる。携帯電話の評価結果が車両に転送される。評価
結果が一致した場合にのみ、ジェスチャに割り当てられた車両機能が実行される。
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【００８０】
　ステップＳ１０で接触の動きが検知されない場合は、ステップＳ１０の回答「いいえ」
に該当し、処理手順はステップＳ１１に移行する。車両機能は停止され、プロセスは中断
される。
【００８１】
　それによって、タッチスクリーン４での接触の検出と共にジェスチャの原データの記録
と転送が開始され、接触がもはや検出されなくなると即座に停止される。その際、ステッ
プＳ６で伝送された原データの有効性が車両１内でチェックされる。伝送された原データ
が有効である限り、対応する関連した車両機能が実行される。原データが有効ではない場
合は、プロセスは即座に中断される。一例として、タッチスクリーン４での連続的な円運
動による車両機能「コンバーチブルトップを開放する」の制御では、割り当てられたジェ
スチャがタッチスクリーン４での円運動として実行される場合にのみコンバーチブルトッ
プの開放が行われる。タッチスクリーン４での接触座標の経時変化が検出されない場合、
すなわちタッチスクリーン４から離れた場合、又は継続してこれを押した場合はプロセス
は即座に停止される。この場合、デッドマンスイッチではルーフの開放は停止される。
【００８２】
　「ドライブ」機能については、ドライバーは回転運動を実行し、この場合は動きの過程
である実行されたジェスチャのデータは無線通信接続を介して車両に転送される。車両は
データを評価し、車両は誘導され、走行する。ドライバーが円運動を中止すると、車両は
停止する。ドライバーが改めて円運動を開始すると、車両は再び走行する。その際、車両
は車載センサを介して障害物を自動的に検知し、それに対応して反応する。障害物が検知
されると車両にブレーキがかかり、障害物に対してある距離で停止する。車両は音響信号
又は触覚信号でドライバーにフィードバックを与えることができる。障害物との距離に応
じて信号の強度を変えることができる。
【００８３】
　図４はグラフィックガイドによりジェスチャを入力するための装置を示す図である。グ
ラフィックガイドによるジェスチャによって、例えば携帯電話２を介してギヤチェンジを
車両１内で実行することができる。
【００８４】
　その際、装置は３つの端位置（１４、１５、１６）及び１つの画像素子１７を有するグ
ラフィックガイド１３を含んでいる。端位置（１４、１５、１６）には３つの接続経路（
１８、１９、２０）を経て達することができる。
【００８５】
　端位置（１４、１５、１６）はシフトゲートの３つのギヤ位置に対応している。「Ｄ」
が付された端位置１４は「ドライブ」を表し、車両機能「前進ギヤに入れる」に対応する
。「Ｐ」が付された端位置１５は「パーキング」を表し、車両機能「駐車ブレーキに入れ
る」に対応する。「Ｒ」が付された端位置１６は「バック」を表し、車両機能「バックギ
ヤに入れる」に対応する。
【００８６】
　その際、［Ｄ」１４は携帯電話のディスプレイ４の上端位置に配置され、「Ｒ」１６は
「Ｄ」１４と垂直にディスプレイの下端位置に、また「Ｐ」１５は「Ｒ 」１６と「Ｄ」
１４との間の間隔の中央に直角に配置されるように、端位置（１４、１５、１６）を互い
に離間して配置することができる。
【００８７】
　この実施例では、画像素子（１７）は黒丸として形成されている。 これは車両のギヤ
のシフトレバーに対応する。円（１７）の位置は、携帯電話のディスプレイ（４）での車
両（１）の現在の切り換え状態を示している。円（１７）は３つの接続経路（１８、１９
、２０）に沿って３つの端位置（１４、１５、１６）に指で動かすことができる。その際
、円（１７）の位置は、グラフィックガイド（１３）内の指の現在位置に対応する。
【００８８】
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　車両の対応する機能は、ジェスチャがグラフィックガイド（１３）内の１つの端位置か
ら別の端位置へと実行され、円（１７）が対応する端位置に達した場合にのみ起動される
。それ以外の場合は、円（１７）は最前の有効端位置に戻り、車両（１）でのギヤチェン
ジはなされない。
【００８９】
　ギヤチェンジを可能にするには画像素子（１７）が移動される。その際の動作は、車両
のユーザのジェスチャを介して端位置、例えば１５から別の端位置、例えば１４へと行わ
れる。 画像素子（１７）の移動は、接続経路（１８、１９、２０）に沿って、中断なく
行われなければならない。
【００９０】
その際、接続経路は直角（１８、１９）でも直線（２０）でもよい。車両を例えば停車位
置（１５）から前方に移動する場合は、車両のユーザは「Ｐ」（１５）から上方に直角に
「Ｄ」（１４）に向かうジェスチャを実行しなければならない。画像素子（１７）を離す
と、画像要素（１７）は初期位置、すなわち、この場合は停止位置（１５）に跳ね戻り、
車両（１）内でのギヤチェンジは行われない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月28日(2016.1.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（１）の運転の安全に関わる機能を遠隔制御する方法であって、
－携帯操作装置（２）と前記車両（１）との間に無線通信接続（３）が構築され、
－ユーザにより実行されるジェスチャが、前記携帯操作装置（２）によって検知され、か
つ前記機能を制御するために前記無線通信接続（３）によって前記車両（１）に伝送され
、
－前記検知されたジェスチャが、前記機能に割り当てられた予め決められたジェスチャと
一致した場合に、前記機能が実行される方法において、
　前記予め決められたジェスチャが連続動作に該当し、
　前記ユーザにより実行された前記ジェスチャが検知された場合のみ、前記機能が実行さ
れることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記連続動作が、指の円動作、又は指の中断しない往復スワイプに該当することを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記機能が、車両の駐車場での出し入れを制御するための機能であることを特徴とする
請求項１又は２に記載の方法。
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【請求項４】
　請求項１から３の一項に記載の方法であって、
－前記検知されたジェスチャが、前記携帯操作装置（２）及び前記車両（１）により互い
に別個にジェスチャ動作に割り当てられ、
－前記車両（１）内で前記携帯操作装置（２）により割り当てられたジェスチャ動作と、
前記車両（１）により割り当てられたジェスチャ動作とが互いに比較されると共に、
－前記両方のジェスチャ動作が一致すると、前記ジェスチャに割り当てられた前記車両（
１）の機能が実行されることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１から４の一項に記載の方法であって、
　前記携帯操作装置（２）と前記車両（１）との無線通信接続（３）がブルートゥース通
信又はＷＬＡＮ通信であることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１から５の一項に記載の方法であって、
　前記検知されたジェスチャが前記車両（１）に伝送されるあいだ、
－タッチ式表示面かつ操作面（４）に描かれる接触過程、又は、
－前記接触過程の速度、又は、
－前記接触過程の方向転換、又は、
－前記携帯操作装置（２）により割り当てられた前記ジェスチャ動作が、前記携帯操作装
置（２）から前記車両に転送されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　車両（１）の運転の安全に関わる機能を遠隔制御する装置（６）であって、
－携帯操作装置（２）と、
－ここで前記携帯操作装置（２）は、タッチ式表示面かつ操作面（４）によって操作可能
で、ジェスチャ検知ユニット（５）を含み、
－前記携帯操作装置（２）と前記車両（１）との間の無線通信接続（３）を確立するため
の通信装置と、を含む装置において、
　前記車両（１）は、
－予め決められたジェスチャを保存するメモリユニット（７）と、ここで前記予め決めら
れたジェスチャは連続動作に該当し、かつ前記車両（１）の前記機能に割り当てられるも
のであり、
－前記ジェスチャ検知ユニット（５）が前記予め決められたジェスチャに該当するジェス
チャを検知した場合に、前記車両（１）の前記機能を実行するように構成された制御ユニ
ット（８）と、を含むことを特徴とする装置（６）。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置（６）であって、
－前記携帯操作装置（２）が前記ジェスチャを入力するためのグラフィックガイド（１３
）を含み、かつ、
－前記実行されたジェスチャが前記グラフィックガイド（１３）に入力されると前記車両
（１）の前記機能が実行可能であることを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の装置であって、
－前記グラフィックガイド（１３）が、表現されたシフトゲートを再現することを特徴と
する装置。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の装置であって、
　前記装置が可動の画像素子（１７）を含み、該画像素子（１７）が車両のギヤのシフト
レバーを表現することを特徴とする装置。
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