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(57)【要約】
　本発明は、少なくとも一つのドライバー支援機能を提
供するデータ処理システム及び方法に関する。車両（１
２）の周囲の少なくとも一つの画像を捕捉することによ
り車両（１２）の少なくとも一つの画像捕捉ユニット（
２０）によって発生した画像データを受信する据置き受
信ユニット（３０ａ～３０ｃ）が設けられる。据置き処
理ユニット（４０）は、受信した画像データの少なくと
も一部分を処理し、画像データに基づいて少なくとも一
つのドライバー支援情報をもつドライバー支援データを
発生し、発生したドライバー支援情報によって車両（１
２）において少なくとも一つのドライバー支援機能を発
生できる。送信ユニット（３０ａ～３０ｃ）はドライバ
ー支援データを車両（１２）へ送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つのドライバー支援機能を提供するデータ処理システムであって、
　車両（１２）の周囲の少なくとも一つの画像を捕捉することにより車両（１２）の少な
くとも一つの画像捕捉ユニット（２０）によって発生した画像データを受信する少なくと
も一つの据置き受信ユニット（３０ａ～３０ｃ）と、
　受信した画像データの少なくとも一部分を処理し、画像データに基づいて少なくとも一
つのドライバー支援情報をもつドライバー支援データを発生し、発生したドライバー支援
情報によって車両（１２）において少なくとも一つのドライバー支援機能を発生できる、
少なくとも一つの据置き処理ユニット（４０）と、
　ドライバー支援データを車両（１２）へ送信する少なくとも一つの送信ユニット（３０
ａ～３０ｃ）と
を有して成ることを特徴とするデータ処理システム。
【請求項２】
　車両（１２）の画像捕捉ユニット（２０）が、車両（１２）の周囲の領域を画像シーケ
ンスとして表す幾つかの画像を捕捉し、各捕捉した画像に対する表示に相応した画像デー
タを発生し、
　また、車両送信ユニット（２６）が画像の画像データの少なくとも一部分を据置き受信
ユニット（３０ａ～３０ｃ）へ送信すること
を特徴とする請求項１記載のデータ処理システム。
【請求項３】
　車両受信ユニット（２６）が据置き送信ユニット（３０ａ～３０ｃ）によって送信され
たドライバー支援データを受信することを特徴とする請求項１又は２記載のデータ処理シ
ステム。
【請求項４】
　車両（１２）に設けた処理ユニットが受信したドライバー支援データを処理し、そして
人間－機械インターフェースを介して情報を出力し、及び／又は車両（１２）の少なくと
も一つの車両システムを制御することを特徴とする請求項３記載のデータ処理システム。
【請求項５】
　車両システムが、ライトシステム、制動システム、ステアリングシステム、駆動システ
ム及び／又は警告システムを有することを特徴とする請求項４記載のデータ処理システム
。
【請求項６】
　据置き処理ユニット（４０）が、受信した画像データの処理中に、画像における対象体
の表示を検知し仕分けし、そして仕分けした対象体に応じたドライバー支援データを発生
することを特徴とする請求項１～５のいずれか一項記載のデータ処理システム。
【請求項７】
　据置き処理ユニット（４０）が、仕分けした対象体の画像位置及び／又は仕分けした対
象体の車両（１２）までの相対位置及び／又は車両に関係しない座標系における仕分けし
た対象体（１２）の位置を決めることを特徴とする請求項６記載のデータ処理システム。
【請求項８】
　画像捕捉システムが少なくとも一つのステレオカメラ（２０）を有し、ステレオカメラ
のシングルカメラの画像が、画像対の画像データとして車両送信ユニット（２６）から据
置き受信ユニット（３０ａ～３０ｃ）へ伝送されることを特徴とする請求項１～７のいず
れか一項記載のデータ処理システム。
【請求項９】
　据置き処理ユニット（４０）が、各画像対の画像における同一対象体の表示を決め、そ
れら画像の画像位置を決め、そして画像位置に基づいてステレオカメラ（２０）までの対
象体の距離を決めることを特徴とする請求項８記載のデータ処理システム。
【請求項１０】
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　据置き受信ユニット（３０ａ～３０ｃ）が、車両（１２）からの画像データに加えて、
別の情報をもつ付加的なデータを受信することを特徴とする請求項１～９のいずれか一項
記載のデータ処理システム。
【請求項１１】
　別の情報が、車両（１２）の現在の位置、速度、天候状態の情報、視角状態の情報、車
両の（１２）のヘッドライトの調整した光の分散のような車両（１２）の設定及び又は動
作状態の情報、及び／又は検知した車線、対象体特に他の車両までの測定した距離のよう
な車両センサーで検知した情報を含むことを特徴とする請求項１１記載のデータ処理シス
テム。
【請求項１２】
　少なくとも一つのドライバー支援機能を提供する方法であって、
　車両（１２）の周囲の少なくとも一つの画像を捕捉することにより車両（１２）の少な
くとも一つの画像捕捉ユニット（２０）によって発生した画像データを、据置き受信ユニ
ット（３０ａ～３０ｃ）で受信し、
　受信した画像データの少なくとも一部分を据置き処理ユニット（４０）で処理し、画像
データに基づいて少なくとも一つのドライバー支援情報をもつドライバー支援データを発
生し、
　発生したドライバー支援情報によって車両（１２）において少なくとも一つのドライバ
ー支援機能を発生でき、
　ドライバー支援データを送信ユニット（３０ａ～３０ｃ）を用いて車両（１２）へ送信
すること
を特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも一つのドライバー支援機能を提供するデータ処理システム及び方
法に関するものである。車両の少なくとも一つの画像捕捉ユニットによって、車両の周囲
の少なくとも一つの画像が発生される。画像データに基いて、少なくとも一つのドライバ
ー支援情報のドライバー支援情報が発生され、これにより車両においてドライバー支援機
能が提供される。
【０００２】
　自動車の場合、快適さ及び運転中の安全性を高めるため非常に多くのカメラに基くドラ
イバー支援システムが知られている。かかるドライバー支援システムは、特に、意図しな
いレーン逸脱をドライバーに警告する（レーン逸脱警告－ＬＤＷ）警告システムに関する
もの或いは運転中に自分のレーンを保持する際にドライバーを支持するもの（レーン保持
支持－ＬＫＳ）に関する。さらに、長手方向車両制御（ＡＣＣ）用、車両のヘッドライト
から放出した光の光制御用、交通標識認識及び交通標識で特定された交差点交通規制用の
ドライバー支援システム、見通しの悪いスポットの警告システム、前方衝突警告機能又は
制動機能を備えた距離測定システム、制動支援システム並びに追い越し支援システムは公
知である。画像を捕捉するために、公知のドライバー支援システムは、通常、車両に搭載
した車両カメラを使用している。有利には、これらのカメラは、インナーミラーの領域に
けるウインドウの背後に設けられている。その他の位置に設けることも可能である。
【０００３】
　公知の車両カメラは、好ましくは、複数の画像を画像シーケンスとして連続して捕捉す
るビデオカメラとして設計される。かかるカメラによって、道路の少なくとも一部領域に
おける車両の前方の検出領域の画像が捕捉され、これらの画像に相応した画像データが発
生される。そしてこれらの画像データは、対象体認識及び対象体仕分け用並びに複数の画
像を通しての対象体の追跡用の適当なアルゴリズムによって処理される。関連する対象体
として仕分けられさらに処理される対象体は、特に、対向車両や先を走る車両、車線、レ
ーン上の障害物、レーン上の及び／又はレーンに近接した歩行者、交通標識、交通信号シ
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ステム及び街燈のようなそれぞれのドライバー支援機能に関連した対象体である。
【０００４】
　特許文献１　ＷＯ２００８／０１９９０７Ａ１には、ビデオに基くレーン情報装置のレ
ーン情報を支持する又は置きかえるレーン情報を発生することによるドライバー支援用の
方法及び装置が記載されて知られている。決められたレーン情報の信頼性のパラメータは
確認され、そしてさらに少なくとも一つの別の車両のレーン情報が測定され、この情報は
車両同士の通信システムを介して伝送される。
【０００５】
　特許文献２　ＥＰ１０１６２６８Ｂ１には、自動車用のライト制御システムが記載され
公知である。マイクロプロセッサーによって、少なくとも一つの画像が処理されて、対向
車両のヘッドライト及び前を走行している車両のテールライトを検出しそして車両のヘッ
ドライトの制御用の制御信号を決める。
【０００６】
　特許文献３　ＷＯ２００８／０６８８３７Ａ１には、交通状況表示方法が記載されてお
り公知であり、かかる方法により、ビデオシーケンスに関連して車両の位置を表示して交
通の安全性を高めている。
【０００７】
　車両におけるカメラに基くドライバー支援システムの場合には、車両内のスペースが限
られているために、画僧データを処理しそしてドライバー支援機能を果たすためには単に
比較的に小さな処理方法すなわち相対的に低い計算容量及び相対的に小さな記憶装置しか
設けることができない。車両により多くの手段を設けるとコストが高くなる。そうすれば
単に高品質のドライバー支援機能を設けることができるだけである。妥協策として、実際
に設けられるドライバー支援機能は単に可能なドライバー支援機能に一部にのみ限定され
る。さらに、画像データを処理し画像情報を分析するのに必要なアルゴリズムは、車両及
び車両周囲の特殊な状態に適合させなければならない。車両において既に確立しているシ
ステムの場合、更新のために比較的複雑なソフトウエアの更新を実行する必要がある。
【０００８】
　同様に、幾つかのドライバー支援機能を得るために画像データを処理する際に地域又は
区域ごとの特徴を考慮するには、車両に地域ごとのデータセットを記憶する必要がある。
さらに、これらのデータセットは規則的に更新しなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、車両においてドライバー支援機能を行なうのに本の僅かな手段しか必
要でない少なくとも一つのドライバー支援機能を行なうデータ処理システム及び方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的は、請求項1の特徴とするデータ処理システム及び方法に関する独立請求項に
よる方法によって達成される。本発明の有利な展開は従属請求項に特定されている。
【００１１】
　車両から据置き処理ユニットへ画像データを伝送することにより、車両におけるドライ
バー支援機能を行なう処理経費は大幅に削減てきる。さらに、ドライバー支援機能を行な
う際、車両からのさらなる情報及び車両からでない情報は容易に考慮されることができる
。さらに、車両においてなされるドライバー支援機能は、容易に拡張及び減縮でき、単に
所望の及び／又は単に同意したドライバー支援情報のみを、ドライバー支援データによっ
て据置き処理ユニットから車両へ伝送する。特に、簡単に構成した画像捕捉ユニット、例
えば簡単に構成したカメラ及び画像データを据置き受信ユニットへ伝送する簡単に構成し
た伝送ユニットを車両に組み込むことができる。このため、相対的に僅かなスペースが必
要なだけで、カメラ及び伝送ユニット、或いはそれぞれ画像データを伝送する伝送ユニッ
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ト及びドライバー支援データを受信する受信ユニットは車両における僅かなスペースのみ
を占め、そしてこれらの構成要素は、相対的に低いコストで非常に多くの車両に組み込む
ことができる。このようにして、位置依存ドライバー支援機能、特に車両が実際に位置し
ている地域ごとの特徴を容易に考慮することができる。これらの地域ごとの特徴は特に、
地域ごとに特有の交通標識及び／又は地域ごとに特有の交通案内システムに関わる。従っ
て、車両の位置は、車両によって決めることができ、そして据置き受信ユニットに伝送さ
れ得、或は車両の位置は、据置き受信ユニットの位置を介して測定できる。
【００１２】
　本発明の有利な実施形態では、車両に画像捕捉システムが設けられ、車両の周囲の領域
を画像シーケンスとして表わす幾つかの画像を捕捉し、そして各捕捉した画像の表示に相
応した画像データを発生する。さらに、画像の画像データの少なくとも一部を据置き受信
ユニットへ送る車両伝送ユニットが設けられる。画像捕捉システムは、特に、例えばＪＰ
ＥＧ圧縮方法又はＭＰ４圧縮方法を用いて圧縮した圧縮画像データを発生する。さらに、
画像捕捉システムで捕捉した画像の細部の画像データのみを据置き受信ユニットへ伝送し
、そして据置き処理ユニットで処理することができる。車両に設けられしかも車両内の又
は車両上に配置するためモバイルユニット或いは車両ユニットとも呼ばれる構成要素と違
って、据置きユニットは、少なくともそれらの動作中、特殊な地理的配置にある。特に、
画像データの処理中及びドライバー支援データの発生中、据置きユニットはそれらのそれ
ぞれの地理的配置にある。
【００１３】
　画像捕捉システムは、特に毎秒１０～３０個の画像を捕捉でき、それらの画像データを
据置き受信ユニットへ伝送する。車両の伝送領域に位置した据置き受信ユニットト車両と
の間の伝送は好ましくは無線データ伝送、例えば公知のＷＬＡＮ又はモバイル無線データ
伝送リンクを介して行われる。代わりに、レーザー伝送リンクのような光学見通し線無線
リンクが使用できる。
【００１４】
　さらに、据置き伝送ユニットによって伝送されたドライバー支援データを受ける車両受
信ユニットを設けることは有利である。車両から据置き受信ユニットへ伝送したデータと
据置き伝送ユニットから車両受信ユニットへ伝送したデータとの両方について、車両のユ
ーザー確認又はそれぞれ処理した画像データを出す車両へのこれらデータの割当てを保証
する車両確認が行われる。さらに、有利には、受信したドライバー支援データを処理しそ
して人間－機械インターフェース（ＨＭＩ）を介してドライバーに情報を出力する処理ユ
ニットを車両に設けられる。代わりに、又は付加的に、処理ユニットは、受信したドライ
バー支援データに依存して車両の少なくとも一つの車両システムを制御できる。この車両
システムは、特に、ライトシステム、制動システム、ステアリングシステム、駆動システ
ム、安全システム及び／又は警告システムであることができる。その結果、支援システム
は、車両の案内において積極的に介在でき、そして必要ならば危険な状態を避けたり危険
の要因を軽減することができる。
【００１５】
　さらに、据置き処理ユニットが受信した画像データの処理中に画像における対象体の存
在を検知して仕分けし、そして仕分けした対象体に関連してドライバー支援データを発生
する場合に有利である。対象体の存在を仕分けすることによって、交通状況及び危険要因
と共に関連情報における結論を出すことができる。
【００１６】
　さらに、据置き処理ユニットは、仕分けした対象体の画像位置及び／又は仕分けした対
象体と車両との相対位置及び／又は世界座標系のような車両に依存しない座標系における
仕分けした対象体の位置を測定することができる。このようにして、交通状況はさらに特
定でき、また特定危険要因を測定できる。
【００１７】
　さらに、画像捕捉システムは少なくとも一つのステレオカメラを備えているのが有利で
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ある。ステレオカメラの単一カメラの画像は、画像対の画像データとして車両伝送ユニッ
トから据置き受信ユニットへそしてさらに据置き処理ユニットへ伝送され得る。据置き処
理ユニットは、各画像対の画像における同じ対象体の存在を測定でき、それらの画像位置
を特定でき、そしてこれらの画像位置に基いてステレオカメラ及び従って車両から対象体
までの距離を特定できる。その結果、車両から対象体までの距離は相対的に正確に測定で
きる。
【００１８】
　さらに、据置き受信ユニットは、車両からの画像データに加えて、別の情報をもつ付加
的なデータを受信できる。この付加的な情報は特に、車両の現在の位置、車両の速度、車
両の位置している区域の天候に関する情報、車両の領域における視界の状態の関する情報
、車両のヘッドライトの調整した光の分散のような車両の設定及び／又は運転状態に関す
る情報、及び／又は検知した車線、対象体特に他の車両までの測定した距離のような車両
センサーによって測定した情報を含むことができる。このようにして、ドライバー支援デ
ータを発生する多くの初期情報が利用でき、それでドライバー支援データに含まれたドラ
イバー支援情報は比較的高い蓋然性で正しく決めることができ、及び／又は比較的低価格
で決めることができる。
【００１９】
　独立請求項の方法の特徴をもつ方法は、本発明によるデータ処理システムについて特定
したものと同じ仕方で提供できる。
【００２０】
　本発明の別の特徴及び利点は、添付図面について実施形態を参照して本発明を詳細に説
明する以下の記載から得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態によるドライバー支援システムの概略斜視図。
【図２】本発明の第２の実施形態によるドライバー支援システムのブロック線図。
【図３】本発明によるドライバー支援システムのデータ伝送用の動作シーケンスを示す概
略線図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図1には、本発明の第１の実施形態によるドライバー支援システム１０を概略斜視図で
示している。道路１６のレーン（車線）１４に位置した車両１２は、車両１２の前方の道
路１６の領域の画像を捕捉するカメラ２０を備え、かかるカメラ２０は、車両１２の内部
ミラー１８とウインドウシールドとの間において車両１２のウインドウシールドの内側に
設けられている。カメラ２０の外側視線は、実線２２、２４で概略的に示されている。視
線２２、２４間に入る楕円領域は、それぞれの距離においてカメラ２０の検知領域を概略
的に表わしている。車両１２にはさらに、カメラ２０によって得られた画像データを伝送
する送信／受信ユニット２６が設けられている。画像データは、据置きの送信／受信ユニ
ット３０ａに伝送される。道路１６に沿って、別の据置き送信／受信ユニットが設けられ
、据置き送信／受信ユニット３０ｂ、３０ｃが図１に例示されている。画像データは好ま
しくは、車両１２の送信／受信ユニット２６と据置き送信／受信ユニット３０ａ～３０ｃ
のそれぞれとの間で圧縮形態で伝送される。送信／受信ユニット２６、３０ａ～３０ｃは
送受信装置とも呼ばれる。
【００２３】
　送信／受信ユニット３０ａ～３０ｃで受信した画像データは、データ処理センター４０
における据置き処理ユニットに伝送され、そして好ましくは据置き処理ユニットの変換モ
ジュール４２において解かれ、種々のモジュール４４、４６に送られ、ドライバー支援機
能を並列に及び／又は連続して発生させる。ここで、モジュール４４、４６によって、ド
ライバー支援システムに関連する対象体の出現が画像で検知でき、これらの画像は仕分け
され、そして適用できる場合には、幾つかの連続して得られた画像において追跡される。



(7) JP 2012-523053 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

モジュール４４、４６によって発生したドライバー支援情報に基いて、車両１２にドライ
バー支援機能を提供するために必要なドライバー支援情報をもつドライバー支援データが
出力モジュール４８において発生され、そして車両１２の伝送範囲に位置した少なくとも
一つの据置き送信／受信ユニット３０ａ～３０ｃに伝送される。そしてドライバー支援デ
ータは、送信／受信ユニット３０ａ～３０ｃから車両１２に伝送される。車両１２におい
て、制御ユニット（図示していない）はドライバー支援データを処理して実行されること
になるドライバー支援機能に関連してドライバー支援情報を、車両の構成要素を制御する
制御ユニットへ送り及び／又は相応した情報を表示ユニットに出力し或いはスピーカーを
介して車両１２のドライバーに出力する。
【００２４】
　図２には、本発明の第２の実施形態によるドライバー支援システムをブロック線図で示
している。同じ構造又は同じ機能をもつ要素は同じ参照符号で表わしている。本発明の第
２の実施形態では、車両１２のカメラ２０はステレオカメラとして構成され、カメラ２０
の各単一カメラは、捕捉時に一つの単一画像を発生し、同時に捕捉した画像は、画像対と
してさらに処理される。捕捉した画像の画像データはカメラシステム２０から変換モジュ
ール５２へ伝送され、かかる変換モジュールは画像データを圧縮し、そして付加的な情報
をもつ別のデータを加える。画像データは特に、時刻印モジュール５４で発生した時刻印
を受ける。付加的な情報を備えたデータには、特に、方向指示器の作動、ヘッドライトの
調節、後尾及び制動ライトの作動、ブレーキの作動について情報、並びに好ましくは車両
母線（バス）を介して供給される別の車両データのような車両データが含まれる。さらに
、位置決定モジュール５８から変換モジュール５２へは位置データが伝送され、位置決定
モジュール５８は好ましくは、車両１２のナビゲーションシステムの一部である。付加的
なデータすなわち時刻印、車両データ及び位置データは、画僧データと共に付加的なデー
タとして車両の送信／受信ユニット２６へ伝送され、そして送信／受信ユニット２６から
通信ネットワーク３０への無線データリンクを介して送信／受信ユニット３０ｃへ伝送さ
れる。送信／受信ユニット３０ｃから、受信データはデータ処理センター４０へ伝送され
る。本発明の第１の実施形態と違って、データ処理センター４０には付加的な記憶要素４
９が設けられ、この記憶要素においては、画像データが中間的に記憶される。好ましくは
、記憶した画像データは、予め設定した時間の経過後、例えば一日経過した後、データを
不変的に記憶するよう要求がなされない限り削除される。このことは、事故の画像が車両
のカメラ２０によって捕捉され、該画像が後の評価のために記憶されることになる場合に
特に有効である。
【００２５】
　伝送画像データの評価及びドライバー支援情報の発生は、それぞれのドライバー支援デ
ータによる発生したドライバー支援情報の車両１２の送信／受信ユニット２６への伝達と
共に、図１に関して説明したものと同様にして行なわれる。受信したドライバー支援デー
タは制御ユニット６０へ送られ、制御ユニット６０は、車両１２の出力ユニットを介して
出力するためにドライバー支援情報に相当した車両データを発生し、それらの車両データ
をモジュール５６へ伝送する。加えて或いは代わりに、制御ユニット６０は車両モジュー
ル、例えば制動システム６２の作動、ステアリングシステム６４の作動、シートベルト引
張駆動装置６６の作動及びヘッドレスト駆動装置６８の作動のための制御データを発生で
きる。
【００２６】
　図３には、車両１２とデータ処理センター４０の据置き処理ユニットとの間でデータを
発生し伝送する動作のシーケンスが例示されている。ステップＳ１０において、カメラ２
０は画像データを発生し、該画像データはステップＳ１２において圧縮される。この処理
に並行して、車両データはステップＳ１４において測定され、位置データはステップＳ１
６において測定され、時刻印を発生するためのデータはステップＳ１８において測定され
、そして車両１２における別のデータ源のデータはステップＳ２０において測定される。
ステップＳ１２において、画像データは圧縮され、ステップＳ１４～Ｓ２０で測定した付
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加的なデータは変換される。画像データがステップＳ１２において変換されと、カメラ２
０で発生した画像データの一部が選択されて伝送するために用意される。画像データは、
ステップＳ２４において付加的なデータと共に、車両１２の送信／受信ユニット２６から
据置き送信／受信ユニット３０ｃへ伝送され、据置き送信／受信ユニット３０ｃはステッ
プＳ３０において送信データを受信する。受信した画像データ及び好ましくは送信した付
加的なデータはステップＳ３２において据置き処理ユニット４０によって処理され、画像
データはステップＳ３４において解かれ、そしてステップＳ３６において付加的なデータ
と共に分析される。画像データ又はそれぞれ画像データから決めた情報は、必要ならば送
信した付加的な情報と共に、ドライバー支援情報を発生するモジュールに供給される。ス
テップＳ３８において、これらのモジュールはドライバー支援情報を発生する。これらの
モジュールは特に、レーン確認用、交通標識確認用、ライトコントロール用、対象体検知
用、対象体確認用及びウインドウシールドにそれぞれ投影することで見難い対象体をドラ
イバーが比較的見やすいようにするいわゆるナイトビジョン用の少なくとも一つのモジュ
ールから成っている。基本的には、あらゆる公知のドライバー支援システム機能用及び将
来のドライバー支援機能用のモジュールを提供することができ、ステップＳ３８において
車両１２におけるそれぞれのドライバー支援機能に必要なそれぞれのドライバー支援情報
を発生する。さらに、ドライバー支援情報をもつドライバー支援データが発生され、この
ドライバー支援データはステップＳ４０において据置き伝送ユニット３０ｃによって車両
１２の送信／受信ユニット２６へ伝送される。
【００２７】
　ステップＳ４２において、車両１２の送信／受信ユニット２６はドライバー支援データ
を受信し、それらのドライバー支援データを情報モジュール、警告モジュール及び車両１
２のアクションモジュールに送り、これらのモジュールはステップＳ４４においてドライ
バー支援データを処理し、そしてステップＳ４６において人間－機械インターフェース（
ＨＭＩ）を介してドライバーへ相応した情報を出力すると共に、付加的に又は代わりに、
ステップＳ４８において車両の制動システム或いは車両のステアリングシステム又は車両
の安全装置及び／又は車両のライトシステムの作動のような車両構成要素のアクションを
開始させる。
【００２８】
　本発明による記載したドライバー支援システムに必要な車両構成要素を、ほとんどスペ
ースを必要としない簡単に構成した構成要素として構成することは特に有利であり、必要
とされるスペースが相対的に小さいために、新しい車両に容易に組み込むことができると
共に既存の車両に後付けすることもできる。また、必要なドライバー支援情報を発生する
モジュールの更新はデータ処理センター４０において容易に処理でき更新できる。その結
果、必要に応じてこれらの機能に容易にアクセスできる。特に交通標識確認及びレーン確
認用の領域特定、特に地域特定データも、据置き処理ユニット４０に記憶でき、そして車
両１２の位置に関連したドライバー支援情報を発生するために用いることができる。
【００２９】
　車両１２から据置き受信ユニット３０へ画像データを伝送するために、公知のモバイル
無線ネットワーク、モバイル無線分野の無線ＬＡＮや現在試験中のブロードバンドデータ
ネットワークのような無線ラジオネットワークを使用することができる。代わりに又は付
加的に、車両１２と据置き受信／送信ユニット３０ｃとの間でデータを伝送するために、
光学視線無線リンク、データ処理センター４０におけるソフトウエアモジュールの選択又
は形態によって行われる。従って、交通標識、レーン及びその他の対象体の存在の評価は
対象体認識について行われる。これに基づいて、例えばライト制御及び／又はその他の現
在公知のドライバー支援機能における支援がもたらされ得る。しかし、記載したシステム
は将来の応用に容易に拡張できる。好ましくは圧縮画像データへの変換である、カメラ２
０によって検知した画像データの変換は、適切な電子機器好ましくはマイクロプロセッサ
ーによって実行され、これらのデータは送信／受信ユニット２６へ伝送され、送信／受信
ユニット２６は、これらのデータを、適用できれば付加的なデータと共に据置き送信／受
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信ユニット３０ａ～３０ｃへ伝送する。データ処理センサー４０において、ドライバー支
援機能は供給されそして法カテゴリ（モーダリティ）に応じて評価される。それに基づき
、ドライバー支援情報が発生され、データの形態で、データ処理センター４０から据置き
送信／受信ユニット３０ａ～３０ｃへそして据置き送信／受信ユニット３０ａ～３０ｃか
ら車両１２の送信／受信ユニット２６へ伝送される。車両１２には、少なくとも一つの画
像作成センサー２０すなわち少なくとも一つのモノカメラが設けられる。カメラ２０によ
って、好ましくは車両１２の前方における道路の領域が捕捉される。発生したドライバー
支援データによって発生したドライバー支援機能は、特に、ドライバーに対する一般情報
及び／又は警告又はアクション（動作）情報を備えることができる。車両１２の外側の画
像情報を評価することによって、ドライバー支援機能を設けるために車両１２に単に相対
的に少ない資源が必要なだけである。同様に、対象体を仕分けするために比較データを記
憶するのに車両１２には記憶容量は全く必要でないかごく僅かでよい。データ処理センタ
ー４０における画像データを処理及び評価することによって、地域依存のすなわちそれぞ
れ区域依存の画像確認を実行できる。さらに、据置き処理ユニット４０はドライバー支援
情報を発生する際に道路の方向の変更及び道路工事のような道路状態の変化を速やかに考
慮し、そしてドライバー支援データを決める際に他の車両によって伝送された情報を考慮
することは可能である。図２に関してすでに説明したように、据置き処理ユニット４０に
伝送した画像は、適切な記憶装置によって少なくとも制限された時間の間に記憶され得る
。すでに記載した事故文書に加えて、画像から発生したドライバー支援情報は、記憶した
画像によってチェックされ、例えば正しくないドライバー支援情報についてドライバーの
適合性をもたらすようにできる。
【００３０】
　供給された画像データからドライバー支援情報を発生するためのモジュールの更新及び
モジュールの延長はデータ処理センター４０において中央で実施できる。データ処理セン
ター４０において伝送された画像データから発生したドライバー支援情報及び／又は車両
に伝送されたドライバー支援情報は、ドライバー支援機能、ソフトウエアライセンス及び
／又は車両１２に対して使用可能なソフトウエアモジュールに依存して限定され得る。か
かる使用可能は例えば顧客識別及び／又は車両識別に基づくことができる。それぞれのド
ライバー支援機能はまた例えば一つの地域に空間的に限定され得る。従って、例えば、モ
ジュール交通標識認識、ドイツ国はドライバーや顧客によって予約され得、それでデータ
処理センター４０は、データ処理センター４０に送られてきた画像データに基づいてそれ
ぞれのドライバー支援情報を発生し、そしてそれらの情報を車両１２へ伝送する。これら
の機能に基づいて、認識した交通標識における光学的及び／又は音響的情報をドライバー
に対して出力する。加えて又は代わりに、伝送されたドライバー支援情報はさらに処理さ
れて、例えばスピード違反の場合には警告機能を発生するシステムに送られ、或いは速度
を制限するクルーズ制御装置に送られ得る。
【００３１】
　車両カメラ２０として、モノカメラ及びステレオカメラの両方を用いることができ、カ
ラー画像又はグレースケール（無彩色）画像を捕捉する。これらのカメラは特に画像を捕
捉する少なくとも一つのＣＭＯＳセンサー又は画像を捕捉するＣＣＤセンサーを有する。
【符号の説明】
【００３２】
　１０：ドライバー支援システム
　１２：車両
　１４：レーン（車線）
　１６：道路
　１８：内部ミラー
　２０：カメラ
　２２、２４：視線
　２６：送信／受信ユニット
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　３０ａ、３０ｂ、３０ｃ：据置きの送信／受信ユニット
　４０：データ処理センター
　４２：据置き処理ユニットの変換モジュール
　４４、４６：モジュール
　４８：出力モジュール

【図１】 【図２】
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月7日(2011.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、少なくとも一つのドライバー支援機能を提供するデータ処理システム及び方
法に関するものである。車両の少なくとも一つの画像捕捉ユニットによって、車両の周囲
の少なくとも一つの画像が発生される。画像データに基いて、少なくとも一つのドライバ
ー支援情報をもつドライバー支援データが発生され、これにより車両においてドライバー
支援機能が提供される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１１】
　別の情報が、車両（１２）の現在の位置、速度、天候状態の情報、視角状態の情報、車
両の（１２）のヘッドライトの調整した光の分散のような車両（１２）の設定及び又は動
作状態の情報、及び／又は検知した車線、対象体特に他の車両までの測定した距離のよう
な車両センサーで検知した情報を含むことを特徴とする請求項１０記載のデータ処理シス
テム。
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