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明 細 書

駐車支援装置及び駐車支援方法

技術分野

０００ 本発明は、駐車を支援する駐車支援装置及び駐車支援方法に関する。

背景技術

０００ 」2 従来から、車両の側方の障害物までの距離を測定する第 の距離センサと、車両の

移動距離を測定する第2の距離センサと、車両のョ一角を検出するためのョ一角検

出手段と、運転者に運転操作の案内情報を出カするための案内手段と、初期停止

位置に至るまでの前進動作の際に第 の距離センサで測定された車両の側方の障

害物までの距離と第2の距離センサで測定された車両の移動距離とに基づいて初期

停止位置を把握し、その初期停止位置とョ一角検出手段で検出されたョ一角とに基

づいて後退駐車をする一且停止の適正なタイミングを案内手段を介して運転者に提

供するコントローうとを備えたことを特徴とする駐車支援装置が知られている (例えば

、特許文献 参照 )。

特許文献 1 :特開2００3 ０42号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3」 ところで、駐車を行ぅ前段階として、運転者は、障害物 (駐車場の柱や他の車両)の

状況を把握しながら、自身の車両が駐車可能な駐車空間を見っける作業が必要で

ある。

０００ 」4 この点、上記の従来技術では、駐車開始 (後退開始)後、後退駐車をする一旦停止

の適正なタイミングを案内するものの、駐車可能な駐車空間を報知するものでないた

め、駐車を行ぅ前段階における運転者の負担を軽減することができない。

０００5」 そこで、本発明は、駐車を行ぅ前段階における運転者の負担を軽減することができ

る駐車支援装置及び駐車支援方法の提供を目的とする。

課題を解決するための手段

０００ 」6 上記 目的を達成するため、第 の発明は、駐車を支援する駐車支援装置において



車両周辺の障害物を検出する障害物検出手段と、

前記障害物検出手段により検出した障害物に隣接する駐車空間を運転者に報知

する情報出力手段とを備えることを特徴とする。

０００7」 第2の発明は、第 の発明に係る駐車支援装置において、

情報出力手段は、駐車空間が検出された段階で、操舵指示を了〒ぅと共に、駐車空

間への駐車が可能となった状態となった段階で、その旨の通知を行ぅことを特徴とす

る。これにより、簡易な構成で、駐車を行ぅ前段階における走行を支援することが可能

となる。

０００8」 第3の発明は、第 又は2の発明に係る駐車支援装置において、

前記情報出力手段の動作は、ュ一ザの操作によりオンノオフ切替可能であること

を特徴とする。これにより、駐車支援が必要でない状況下において不要な報知を防

止し、また、駐車空間の検出処理負担を軽減することができる。

０００9」 第4の発明は、第3の発明に係る駐車支援装置において、

前記情報出力手段の動作がオフ状熊にある場合にも、前記障害物検出手段による

検出結果又はそれに基づく駐車空間の検出結果が保存されることを特徴とする。こ

れにより、駐車支援が必要となった段階で速やかに適切な駐車空間を報知すること

が可能となる。

００1０」 第5の発明は、第 ～4の何れかの発明に係る駐車支援装置において、

情報出力手段は、駐車空間の位置を示す表示を表示画面上に出力し、該表示は

、新たな駐車空間が検出された際に更新されることを特徴とする。これにより、駐車を

了〒ぅ前段階における走行を的確に支援することが可能となる。

００ 」
11 第6の発明は、駐車を支援する駐車支援方法において、

車両周辺の障害物の検出結果に基づいて、障害物に隣接する駐車空間を検出す

る駐車空間検出段階と、

前記駐車空間検出段階にて駐車空間が検出された際に、当該駐車空間を運転者

に報知する情報出力段階とを備えることを特徴とする。

００ 」
12 第7の発明は、第6の発明に係る駐車支援方法において、



情報出力段階は、前記駐車空間検出段階にて駐車空間が検出された際に、該駐

車空間への駐車が可能な駐車開始位置へと車両を案内するための操舵指示を行ぅ

と共に、当該操舵指示に応じた車両の移動により該駐車空間への駐車が可能な位

置に車両が至った段階で、その旨の通知を行ぅことを特徴とする。これにより、簡易な

構成で、駐車を了〒ぅ前段階における走行を支援することが可能となる。

発明の効果

００13
」 本発明によれば、駐車を行ぅ前段階における運転者の負担を軽減することができる

駐車支援装置及び駐車支援方法が得られる。

図面の簡単な説明

００14] 図 本発明による駐車支援装置 ０の一実施例を示すシステム構成図である。

図 」2 測距センサ7０の検出対象の物体にの例では車両 の検出態様を示す説明

図である。

れる車両Zに係る点列を示す概略図である。

図 」4 本実施例の駐車支援 C 2の主要機能を示すブロック図である。

図5」車庫入れ駐車用の駐車場の状況を示す平面図である。

」図6 縦列駐車用の駐車場の状況を示す平面図である。

図7」駐車空間検出部4 により実現される主要処理の流れを示すフローチヤートであ

る。

図 」8 図8 ( )は、車庫入れモードにおける案内表示を示し、図8 は、縦列モード

における案内表示を示す図である。

図 」9 図9 ( )は、車庫入れモードにおける操舵指示表示を示し、図9 は、縦列モ

ードにおける操舵指示表示を示す図である。

図 」1０車庫入れモードにおける情報出力態様の一例を示す説明図である。

図 」皿 縦列モードにおける情報出力熊様の一例を示す説明図である。

図 」12 ヂィスプレイ22上の目標駐車位置設定用タッチパネルの一例を示す図である

符号の説明



００15] ０ 駐車支援装置

2 駐車支援 C

6 舵角センサ

8 車速センザ

2０ バックモニタヵメラ

2 2 ディスプレイ

3０ 操舵制御 C

4 駐車空間検出部

4 2 情報出力制御部

4 3 偏向角演算部

4 4 駐車開始位置演算部

4 8 目標移動軌跡演算部

5０ リバースシフトスイッチ

5 2 駐車スイッチ

7０ 測距センサ

発明を実施するための最良の形熊

００ 」
16 以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態の説明を行ぅ。

００17
」 図 は、本発明による駐車支援装置 ０の一実施例を示すシステム構成図である。

図 に示す如く、駐車支援装置 ０は、電子制御ユニット (以下、「駐車支援 C

2 」と称す) を中心に構成されている。駐車支援 C 2 は、図示しないバスを介して

互いに接続されたC P R O 、及びR 等からなるマイクロコンピュータとして構

成されている。R O には、 P が実行するプログラムやデータが格納されている。

」００18 駐車支援 C 2 には、C (Con o e A ea Ne wo k)や高速通信バス等の適

切なバスを介して、ステアリングホイール (図示せず) の舵角を検出する舵角センザ

6 、及び、車両の速度を検出する車速センサ 8 が接続されている。車速センサ 8 は

、各輪に配設され、車輪速に応じた周期でパルス信号を発生する車輪速センサであ

ってよい。

００19
」 駐車支援 C 2 には、音波 (例えば超音波 ) や電波 (例えばミり波 ) 、光波 (例えば



レーザー)等を用いて障害物との距離を検出する測距センサ7０が接続されている。

測距センサ7０は、例えばレーザーレーダ、ミり波レーダ、超音波レーダのほかステレ

オビジョンなど距離が検出できるものであればよい。測距センサ7０は、車両前部の左

右両側に設定される。

００2０」 測距センサ7０は、図2に示すよぅに、車幅方向を中心とした所定方向に音波等を発

射し、その反射波を受信することで、車両側方にある障害物との距離を検出する。測

距センサ7０は、例えば車両前部のバンパ付近に搭載され、例えば車両横方向に対

して 7度～2０度の斜め前方に向けて音波等を発射するものであってよい。

００ 」2 1 図3は、測距センサ7０を備える車両 ( 自車) が図2の障害物 (車両 )のそばを走行

した際に得られる車両 に係る点列を示す概略図である。測距センサ7０は、図3に示

すよぅに、障害物の反射部 (音波等の反射点の集合 ) を点列で出カするものあってよ

く、出カデータは、出力周瑚毎にメモリ7 2 (例えばEEPROM) に随時記憶されてよい。

」００22 駐車支援 C 2には、リバースシフトスイッチ5０及び駐車スイッチ5 2が接続され

ている。リバースシフトスイッチ5０は、シフトレバーが後退位置 (リバース) に操作され

た場合にオン信号を出力し、それ以外の場合にオフ状熊を維持する。また、駐車スイ

ッチ5 2は、車室内に設けられ、ュ一ザによる操作が可能となっている。駐車スイッチ5

2は、常態でオフ状熊に維持されており、ュ一ザの操作によりオン状態となる。

００23」 駐車支援 C 2は、駐車スイッチ5 2の出力信号に基づいてュ一ザが駐車支援を

必要としているか否かを判別する。即ち、車両の走行中に駐車スイッチ5 2がオンにさ

れると、駐車支援 C 2は、駐車空間内の目標駐車位置までの車両走行を支援す

るための駐車支援制御を可及的速やかに開始する。駐車支援制御は、例えば目標

駐車位置への走行時における操舵制御などの車両制御のみならず、例えば駐車開

始位置まで車両を案内する案内メッセージの出力のよぅな運転者への情報出力を含

芭。

」００24 図4は、本実施例の駐車支援 C 2の主要機能を示すブロック図である。駐車支

援 C 2は、駐車空間検出部4 と、情報出力制御部4 2と、偏向角演算部4 3と、

駐車開始位置演算部44と、目標移動軌跡演算部48とを含む。以下、各部の構成・

機能を説明する。



００ 」25 駐車空間検出部4 は、測距センサ7０の検出結果 (点列) に基づいて、車両側方に

存在しぅる駐車空間を検出する。駐車空間検出部4 は、左右の測距センサ7０による

検出結果に基づいて、車両左右側方に存在しぅる駐車空間を、左右で独立且つ並

列的に検出する。左右のそれぞれの検出方法は同一であってよいので、以下では、

特に明示しない限り、一方側の検出方法について説明する。

００ 」26 駐車空間の検出方法は、車庫入れ駐車と縦列駐車とで異なる。以下では、先ず、

車庫入れ駐車の場合における駐車空間の検出方法の一例について説明し、次いで

、縦列駐車の場合における駐車空間の検出方法の一例について説明する。尚、駐

車スイッチ5 2は、車庫入れ駐車及び縦列駐車のいずれかを指定するスイッチを含ん

でよく、この場合、駐車支援 C 2は、指定された駐車形態に応じた駐車モード(

車庫入れモード又は縦列モード)で動作する。

００27] 車庫入れ駐車用駐車空間検出方法」

図5は、車庫入れ駐車用の駐車場の状況を示す平面図であり、この状況では、車

両両側に複数の駐車空間 (点線の四角により指示) が存在し、駐車空間に隣接して

障害物 (車両 ) が駐車している。図5において、車両伯車) は図の矢印に示す方向

で障害物 (及びそれに隣接した駐車空間)の側方を通過することを想定する。尚、以

下の説明において、奥側及び手前側とは、車両 ( 自車)の進行方向を基準としている

００28」 先ず、前提として、車両が、ある障害物の側方を通過するとき、測距センサ7０による

当該障害物の検出領域 (点列の長さは、車両が移動するにつれて増加する。木例

の駐車空間検出部4 は、測距センサ7０による検出結果に基づいて、3段階で障害

物の存在を把握する。

００29] 段階は、障害物の検出し始めの段階であり、例えば点列の長さが 未満の段階

である。駐車空間検出部4 は、例えば点列の長さが8０c 以上になった段階で、障

害物らしきものが車両側方に存在することを意味するフラグ (以下、「検出開始フラグ

」を設定する。ここで、障害物らしきものとしているのは、点列の長さが 未満の段階

では、ノイズの可能性があるからである。

００3０] 2段階は、中間段階であり、例えば点列の長さが 以上となった段階である。駐車



空間検出部4 は、障害物が暫定的に検出されたことを意味するフラグ (以下、「暫定

フラグ」を設定する。

００3 」1 3段階は、最終段階であり、所定長さ ( )の長さの点列が検出され、且つ、その

後 5０c 以上点列が存在しなくなった段階である。この場合、障害物の全体が検出さ

れたと判断できるので、駐車空間検出部4 は、障害物が車両側方に存在し、且つ、

障害物の検出が完了したことを意味するフラグ (以下、「完了フラグ」を設定する。

００3 」2 駐車空間検出部4 は、完了フラグ設定後、更に所定長さ (例えば2 )以上点列が

存在しない場合、車両側方に駐車空間が存在すると判断して、その旨を表すフラグ (

以下、「駐車空間有効フラグ」)を設定する。本例では、駐車空間検出部4 は、所定

長さ ( )の長さの点列が検出され、且つ、その後所定長さ 以上点列が存在し

なくなった段階で、完了フラグに係る障害物の奥側に、駐車空間が存在すると判断し

て、駐車空間有効フラグを設定する。所定長さ は、車庫入れ駐車用の駐車空間と

して必要な最小開口幅であり、自車の車幅等に依存して決定されるべき値である (木

例では 二 2・5 とする)。

００33」 駐車空間有効フラグが設定されると、後述の如く情報出力制御部42による制御下

で、駐車空間が車両側方に存在することが運転者に報知される。この報知の出力態

様は、音声及び 又は映像により実現されてもよい(好ましい出力熊様については、

後に詳説 )。これにより、運転者は、側方に駐車可能な駐車空間が存在することを知

ることができ、自らの目で駐車空間を探す負担が軽減される。

００3 」4 車庫入れ駐車の場合、例えば障害物の車両2の手前側の駐車空間に駐車を行お
ぅとするとき、当該車両Zの手前付近からハンドルを切り始めないと、当該駐車空間へ

の支援 (後退時の支援)が可能な駐車開始位置に至ることが困難となる場合が多い。

本実施例では、これを考慮して、障害物の手前側ではなく奥側の空間を、検出・報知

対象の駐車空間としている。この場合、障害物の奥側に所定の空間 (開口幅2・5

の空間) が検出された段階で、駐車空間を知らせる報知が実施されるので、当該報

知がなされた地点からハンドルを切り始めても、当該駐車空間への支援が可能な駐

車開始位置に困難なく至ることが可能となる。尚、2つの障害物間の駐車空間 (例え

ば、障害物Z2と障害物Z3の間の左上の駐車空間) についても、同様に、手前側の



障害物Z2の奥側に所定の空間 (開口幅2・5 の空間)が検出された段階で、障害

実施されることになる。

「0035 縦列駐車用駐車空間検出方法」

図6は、駐車場の状況を示す平面図であり、この状況では、車両両側に複数の駐

車空間 (点線の四角により指示)が存在し、駐車空間に隣接して障害物 (車両 )が駐

車している。図6において、車両 (自車)は図の矢印に示す方向で障害物 (及びそれ

に隣接した駐車空間)の側方を通過することを想定する。

００3 」6 縦列駐車の場合、駐車空間検出部4 は、測距センザ7０による検出結果に基づい

て、2段階で障害物の存在を把握する。

００37」 具体的には、駐車空間検出部4 は、例えば点列の長さが2・０ 以上となった段階

で、暫定フラグを設定する。また、駐車空間検出部4 は、所定長さ ( 2 0 )の長さ

の点列が検出され、且つ、その後 以上点列が存在しなくなった段階で、完了フ

ラグを設定する。

００38」 駐車空間検出部4 は、所定長さ 2以上点列が存在しない状熊から、点列が出現

して暫定フラグが設定された場合に、車両側方に駐車空間が存在すると判断して、

駐車空間有効フラグを設定する。即ち、駐車空間検出部4 は、所定長さ 2の以上

点列が存在せず、且つ、その後例えば2・ 以上点列が検出された段階で、暫定フ

ラグに係る障害物の手前側に駐車空間が存在すると判断して、駐車空間有効フラグ

を設定する。所定長さ 2は、縦列駐車用の駐車空間として必要な最小開口幅であり

、自車の全長等に依存して決定されるべき値である (木例では 2二6 とする)。

００39」 また、駐車空間検出部4 は、完了フラグ設定後、更に所定長さ (例えば 2 ０ 5

)以上点列が存在しない場合、車両側方に駐車空間が存在すると判断して、駐車

空間有効フラグを設定する。本例では、駐車空間検出部4 は、所定長さ ( 2 )

の長さの点列が検出され、且つ、その後所定長さ 2以上点列が存在しなくなった段

階で、完了フラグに係る障害物の奥側に、駐車空間が存在すると判断して、駐車空

間有効フラグを設定する。

００4０」 駐車空間有効フラグが設定されると、同様に、後述の如く情報出力制御部42によ



る制御下で、駐車空間が車両側方に存在することが運転者に報知される。これにより

、運転者は、側方に駐車可能な駐車空間が存在することを知ることができ、自らの目

で駐車空間を探す負担が軽減される。

００4 縦列駐車の場合、車庫入れ駐車の場合に比べて、検出対象の障害物 (車両の場

合、車両の側面) の検出領域が大きく、また、ハンドルを早い段階で切り始める必要

が無い。本実施例では、これを考慮して、車庫入れ駐車の場合に比べて、暫定フラ

グを設定する際の点列長さを大きくし、また、障害物の手前側及び奥側の双方の空

間を、検出・報知対象の駐車空間としている。この場合、障害物の手前側に所定の

空間 (開口幅6 の空間) が検出された段階、又は、障害物の奥側に所定の空間 (開

口幅6 の空間) が検出された段階で、駐車空間を知らせる報知が実施されるので、

当該報知がなされた地点から、当該駐車空間への支援が可能な駐車開始位置に困

難なく至ることが可能となる。

００ 」
4 2 次に、図7を参照して、駐車空間検出部4 により実現される駐車空間検出処理の

流れを説明する。図7に示す処理ルーチンは、駐車スイッチ5 2 がオンにされた場合

に起動される。

００4 3
」 ステップ ００では、駐車モード(車庫入れモード又は縦列モード) が判断される。駐

車モードは、駐車スイッチ5 2の操作時に指定されてもよいし、例えば周辺状況の検

出手段 (例えばカメラによる画像認識 ) や地図ヂ一タ (例えば駐車場の位置情報と共

に駐車場形態を記憶した地図ヂ一タ) に基づいて推定・判断されてもよい。

」００4 4 ステップ ０では、駐車スイッチ5 2がオンにされる以前に取得・記憶された測距セ

ンサ7０の検出結果 (点列) がメモり7 2から読み出される。この場合、現在の車両位置

から所定距離前までの測距センサ7０の検出結果 (点列) がメモリ7 2から読み出され

てよい。これにより、必要な点列データのみが処理されるので、処理負担を軽減する

ことができる。所定距離は、例えば、車庫入れモードの場合は、 2 程度であ

ってよく、例えば縦列モードの場合は、 2 2 程度であってよい。尚、 2く

2 2である場合、F FO方式にて、現在の車両位置から 2 2 手前の区間での

点列データのみをメモリ7 2 に記憶することとしてもよい。これにより、メモリ7 2の容量を

効率的に利用することができる。



」００45 ステップ 2０では、メモり7 2から読み出された測距センサ7０の検出結果に基づい

て、現在の車両位置よりも手前における障害物状況を把握以各種フラグの設定を含

む)、現在の車両位置において、駐車可能な駐車空間が存在するか否かを判断する

。この判断は、駐車モードに応じて上述の駐車空間検出方法に従って行われる。即

ち、過去の検出データに基づいて、現在の車両位置で駐車空間有効フラグが設定

可能であるか否かが判断される。現在の車両位置において、駐車可能な駐車空間が

存在する場合には、駐車空間有効フラグが設定され (ステッ 3０) 、ステップ 4０に

進み、そぅでない場合は、駐車空間有効フラグが設定されずに、ステップ 4０に進む

」００46 ステップ 4０では、以後、ステップ 5０において適切な終了条件が満たされるまで (

例えば駐車スイッチ5 2がオフにされるまで、或いは、リバースシフトスイッチ5０がオン

にされるまで) 、以後リアルタイムに取得される測距センザ7０の検出結果 (及び車両

位置によっては、メモリ72から読み出された測距センサ7０の過去の検出結果)に基

づいて、駐車空間の検出処理 (それに伴ぅ情報出力制御部42による報知出力処理)

が継続される。

００47」 このように本実施例によれば、駐車スイッチ5 2がオンにされていない状況下におい

ても、測距センサ7０の検出結果を記憶しておくことで、駐車可能な駐車空間を早期

に運転者に報知することができる。例えば、駐車スイッチ5 2がオンにされてから取得

される測距センサ7０の検出結果に基づいて、駐車空間を検出する比較構成では、

例えば図5の車両位置 において駐車スイッチ5 2がオンにされると、障害物 の

奥側 (障害物 と障害物Z2の間) に駐車空間S 2が存在するにも拘らず、当該駐車

空間S 2の存在を報知することができない(障害物Z2と障害物Z3の間の駐車空間S 3

からしか報知できない)。これに対して、本実施例によれば、現在の車両位置から所

点列データ) を利用することができるので、障害物Z の奥側の駐車空間S 2から報知

可能となる。この場合、障害物Z の端点から所定長さ 以上点列の無い区間が検

出された段階で、障害物 の奥側に駐車空間S 2が存在するとして、その旨が運転

者に報知されることになる。



００48」 次に、駐車開始位置演算部44により実現される処理について説明する。駐車開始

位置演算部44は、上述の如く検出された駐車空間に応じて、該駐車空間への支援

が可能な駐車開始位置 (駐車空間内の目標駐車位置への軌道生成可能な駐車開

始位置) を演算する。駐車開始位置の演算方法は、多種多様でありえる。例えば、駐

車開始位置演算部44は、駐車空間を通過する際の車両 ( 自車) の向き(後述の偏向

角 )に基づいて、駐車空間における目標駐車方向 (駐車空間内で如何なる向きで

車両を駐車させるか) を決定すると共に、駐車空間に隣接する障害物 (設定された完

了フラグ又は暫定フラグに係る障害物) の端点 (図3参照 ) に基づいて、目標駐車位

置 (例えば駐車空間内における車両後軸中心の位置) を決定してよい。或いは、可

能な場合には、完了フラグが設定された障害物を表す点列に対して直線又は曲線

近似を行ぅことで、障害物の向きを推定し、当該障害物の向きに基づいて目標駐車

方向を決定してもよい。目標駐車方向及び目標駐車位置を決定すると、次いで、駐

車開始位置演算部44は、車両の最大旋回曲率等を考慮して、決定した目標駐車方

向及び目標駐車位置での駐車が可能な駐車開始位置 (駐車開始時の車両の方向

を含む。) を決定する。尚、駐車空間への支援が可能な駐車開始位置は、一点では

なく範囲を有するものであるため、駐車開始位置演算部44にて決定される駐車開始

位置は、許容される位置範囲で規定されるものであってもよい。

００49」 次に、偏向角演算部4 3により実現される処理について説明する。偏向角演算部43

には、舵角センサ 6及び車速センサ (図 参照 )の各出力信号が所定周期毎に

人力される。偏向角演算部43は、舵角センサ 6及び車速センサ 8の各出力信号に

基づいて、所定区間における車両の向きの変化量 (以下、この変化量を「偏向角巳
とレづ)を演算する。所定区間は、例えば、現在の車両位置から手前所定距離 (例え

ば7 )の区間である。尚、偏向角 は、時計回り方向を正とし、反時計回り方向を負

として定義される。ここで、偏向角 巳 は、一般的に、車両の微小移動距離をdsとし、V

を路面曲率 (車両の旋回半径Rの逆数に相当) とすると、数 の式により算出すること

ができる。この数 の式は、 (本例では 心 二 7)手前の位置から現地点に至るまで

の車両の向きの変化として、偏向角 巳を求めるものである。

００5０」 傲



㏄ 二 Z ・どし
タ

本実施例の駐車支援 C 2は、数 の式を変形した以下の数2の式に基づいて

所定の移動距離 (本例では、0・5 )毎の微小偏向角 を算出すると共に、算出し

た各微小偏向角 巳 を総和して偏向角 巳を算出する。
k

００5 」数2

ロ二三ぽ ，叫 二 ア ・S
０

この際、所定の移動距離 (木例では、0・5 )は、車速センサ 8の出力信号 (車輪

速パルス)を時間積分することによって監視される。また、路面曲率 V は、舵角センサ

6から得られる舵角 aに基づいて決定され、例えば ノ 二 a ・，により演算され
る ( はホイールベース長、n は車両のオーバーオールギア比 (車輪の転舵角に対

する舵角 aの比 )である)。尚、微小偏向角 ひ は、微小移動距離０・ 毎に得ら

れる路面曲率 V に当該微小移動距離0・０ を乗算し、これらの乗算値を移動距離０

5 分積算することによって算出されてもよい。尚、路面曲率 ノ と舵角 aとの関係

は、予め車両毎に取得された相関データに基づいて作成されたマップとして、駐車

支援 C 2のRO に格納されていてよい。

００5 」2 このよぅにして演算される偏向角 巳 は、図 ０及び図 を参照して後述の如く情報

出力制御部42が情報出力条件を判断する際に利用される。また、偏向角 は、ここ

では詳説しないが、車両の走行パターン (位置及び向きの変化履歴 ) を把握するた

めに利用される。尚、車速センサ 8及び舵角センサ 6の検出結果 (若しくはそれに

基づく微小偏向角 巳 のデータ) は、測距センサ7０の検出結果と同様、駐車スイッチ5

2がオンにされていない状況下においても記憶されていることが望ましい。これにより



、駐車スイッチ5 2 がオンにされると、その時点の車両位置から手前7 の区間におけ

る偏向角 ひ を演算することができるので、駐車スイッチ5 2 がオンにされると同時に情

報出力条件の判断が可能となる。この場合、F O方式にて、現在の車両位置から7

手前の区間でのセンザ出力のみをメモリ7 2に記憶することとしてもよい。これ

により、メモリ7 2の容量を効率的に利用することができる。

００5 3」 次に、情報出力制御部4 2により実現される情報出力態様について説明する。

００5 」
4 情報出力制御部4 2は、駐車スイッチ5 2がオンにされた場合に、ディスプレイ2 2 (図

参照 )ｱに、駐車モード(車庫入れモード又は縦列モード) に応じた案内表示を出

カする。この案内表示は、駐車スイッチ5 2 がオンにされた際にディスプレイ2 2に割り

込み表示されるものであってよい(例えばナビゲーションの地図表示画面から切り替

えられてよい)
c

００5 5」 図8 ( )は、車庫入れモードにおける案内表示を示し、図8 (B) は、縦列モードにお

ける案内表示を示す。尚、図8 ( )及び図8 ( ) に示す案内表示は、車両の左側方

に駐車空間が存在する場合の例であり、車両の右側方に駐車空間が存在する場合

には、図示しないが、左右反転されることになる。また、図8 ( )及び図8 ( ) に示す

例では、デフォルト画面であり、駐車空間に隣接する2つの障害物を表す表示が概

念的に表示されているが、これらの障害物は、上述の暫定フラグ又は完了フラグが設

定された時点で、表示されてもよい。例えば、図8 ( )に示す案内表示は、図5 の車

両位置 において駐車スイッチ5 2 がオンにされた際に表示され、この時点では、障

害物Z 2については検出されていないので、この時点では、障害物Z 2を表す表示が

なくてよく、又は、非強調表示 (半透明等 ) にされてもよい。この場合、その後車両が

前進して、障害物Z 2に対する暫定フラグ又は完了フラグが設定された時点で、障害

物Z 2を表す表示が出現されてよく、又は、表示が半透明から他の形態に変化されて

もよい。これにより、実際の車両側方の障害物状況に応じた表示が可能となり、また、

駐車支援装置 ０による車両周辺の障害物検出状況を、ュ一ザが確認することがで

きる。尚、同様の観点から、暫定フラグ又は完了フラグが設定された障害物の表示を

強調表示 (例えば点滅表示) することも可能である。

００5 」
6 図8 ( )及び図8 に示す案内表示は、「ポーンと鳴るまでゆっくり前進してくださ



い」といった趣旨の文字メッセージを含む。これにより、運転者は、ポーンといぅ駐車

空間の存在を知らせる報知が出力されるまで、車両をゆっくり前進させればよいこと

を容易に理解することができる。

００5 7」 情報出力制御部42は、上述の如く駐車空間有効フラグが設定されると、ポーンとい
ぅ音声をスピーヵ一24 (図 参照 )を介して出カすると共に、駐車開始位置へと車両

を案内するための操舵指示を行ぅ。尚、ポーンれづ音声は、左右に存在するスピー

ヵ一24のぅち、駐車空間の存在する側のスピーヵ一24から出カすることとしてもよい

。これにより、運転者は、駐車空間の存在する側を聴覚を介して理解することができる

００58」 図9 ( )は、車庫入れモードにおける操舵指示表示を示し、図9 は、縦列モード

における操舵指示表示を示す。この操舵指示表示は、上述の如く駐車空間有効フラ

グが設定された際、ポーンれづ音声と共に、ディスプレイ22上に表示される。この案

内表示は、「ハンドルを切りながら、ヒンポーンと鳴るまでゆっくり前進してください」と

いった趣旨の文字メッセージを含む。これにより、運転者は、ハンドルを切り始める時

点を容易に理解することができると共に、ヒンポーンといぅ、駐車開始位置に車両が

至ったことを知らせる報知が出力されるまで、ハンドルを切りながら車両をゆっくり前

進させればよいことを容易に理解することができる。

００59」 尚、操舵指示表示には、今回の報知に係る駐車空間の位置を知らせる表示が含ま

れてもよい。この場合、駐車空間有効フラグの設定時に、駐車空間の位置に、図5に

示したような駐車空間を模した四角の図形を表示させてもよい。この場合、当該図形

を強調表示 (例えば点滅表示)することも可能である。これにより、運転者は、支援対

象の駐車空間を知ることができ、当該駐車空間が 自身の所望する駐車空間であるか

否かを判断することができる。

００6０」 また、駐車スイッチ5 2がオンにされた後、駐車開始位置に車両が至る過程におい

て、例えば車速が所定範囲を超えた場合 (例えば 2 以上の場合)には、「速度

が速すぎます」なるメッセージをディスプレイ22上に表示してもよいし、及び 又は、「

速度が速すぎます」なるメッセージを音声によりスピーヵ一24を介して出力してもよい

。同様に、駐車スイッチ5 2がオンにされた後、駐車開始位置に車両が至る過程にお



いて、駐車スイッチ5 2がオフにされた場合等、何らかの理由により支援不能となった

場合には、「支援を中止します」なるメッセージを表示及び 又は音声により出力して

よい。

００6 情報出力制御部42は、駐車空間の報知後にハンドルの操舵を検出すると、上述の

如く駐車開始位置演算部44で決定された駐車開始位置に基づいて、駐車開始位置

に車両を案内して停止させるための案内表示を行ぅ。例えば、車庫入れモードでは、

車両の現在の位置 (及び向き) と駐車開始位置との対応関係に基づいて、適宜、「も

ぅ少し駐車空間の近くから開始してください」、「もぅ少し駐車空間から離れて開始して

ください」、又は、「もぅ少し車両の傾きを大きくして開始してください」といった趣旨の

メッセージを表示及び 又は音声により出力してよい。同様に、縦列モードでは、車

両の現在の位置 (及び向き) と駐車開始位置との対応関係に基づいて、適宜、「もぅ

少し隣の車 (障害物) に寄せて開始してください」、「もぅ少し隣の車 (障害物)から離

れて開始してください」、又は、「もう少し後退して開始してください」といった趣旨のメ

ッセージを表示及び 又は音声により出力してよい。駐車開始位置まで車両が至る

と、車両の停止を促す音声メッセージ (例えば、「停止してハンドルを元に戻してくだ

さい」) が出力されてよく、及び 又は、自動介入制動が実行されてよい。

００ 」62 情報出力制御部42は、車両の現在の位置 (及び向き) が駐車開始位置に対応した

場合に、ヒンポーンと鳴る音声をスピーカー24を介して出カすると共に、「シフトレ
一をRに入れると、後退時の支援を開始できます」といった趣旨のメッセージを表示

及び 又は音声により出力してよい。

００63」 次に、図 ０を参照して、図5に示す車庫入れ駐車用の駐車場の状況において、情

報出力制御部42により実現される報知出力条件の一実施例を説明する。ここでは、

各駐車空間の報知 ( 「ポン」の出力) に関して説明する。尚、車両は、図 ０に示す方

向で進行するものとする。図 ０には、当該進行方向に沿った各位置の車両が、 ０(

進行開始時の位置) 、 2～ 5にて示されている。

００ 」64 先ず、車両位置 から車両位置 2に至る過程では、車両左側の測距センザ7０

の出力に基づいて、障害物 に対して、検出開始フラグ、暫定フラグ、完了フラグが

順に設定される。そして、障害物 に対する完了フラグ設定後、所定長さ 以上点



列が存在しなくなった車両位置 2で、障害物z の奥側の駐車空間s 2の存在を表

す駐車空間有効フラグが設定される。駐車空間有効フラグが設定されると、情報出

力制御部42は、偏向角 (ｱ述の偏向角演算部43により演算された偏向角 ) が、

0く巳 く の範囲内であるか否かを判断する。 は、比較的Ⅱ、さい角度であり、例

えば5度であってよい。また、情報出力制御部42は、車速が所定範囲内の小さ ィい直(

例えば ０ 以下)であるか否かを判断する。0く巳 く の範囲内であり、且つ、

車速が所定範囲内の刈、さい値である場合には、情報出力制御部42は、車両左側方

の駐車空間s 2 (障害物 の奥側の駐車空間s2) の存在を知らせる報知 ( 「ポン」の

出力) を行ぅ。この際、図9 ( )で示したよぅな操舵指示表示が表示される。

００65」 尚、偏向角 は、駐車空間有効フラグが設定されている間、常時判断されてもよい

。この場合、駐車空間有効フラグが設定された際に、偏向角 巳が0く く の範囲外

であっても、その後、偏向角 が0く巳 く の範囲内となり、且つ、その他の条件 (車

両位置に関する条件を含む)が満たされた段階で、障害物 の奥側の駐車空間s 2

の存在を知らせる報知がなされてもよい。

００ 」66 情報出力制御部42は、偏向角 が く となる場合には、駐車空間s 2には駐車

が意図されていないと判断して、車両位置 2においては、駐車空間s 2の存在を知

らせる報知を行なわない。これに伴い、図9 ( )で示したよぅな操舵指示表示も表示さ

れない。

００67」 ここで、偏向角 ひ が0く く の範囲内であることは、直進状態にあった車両が右

方向に旋回し始めつつある状態を意味する。一般的に、車両の左側の駐車空間に

車庫入れ駐車を行おぅとする際には、運転者は、当該駐車空間を通過する際に右方

向にハンドルを切り始める傾向がある。従って、本実施例によれば、かかる傾向を偏

向角 巳 に基づいて検出することで、図 ０に示すよぅな車両両側に駐車空間が存在し
ぅる状況下においても、運転者が意図する側の駐車空間を的確に報知することがで

きる。

００68」 車両位置 から車両位置 2に至る過程では、同様に、車両右側の測距センサ7

0の出力に基づいて、障害物z4に対して、検出開始フラグ、暫定フラグ、完了フラグ

が順に設定される。そして、障害物z4に対する完了フラグ設定後、所定長さ 以上



点列が存在しなくなった車両位置 3で、障害物Z4の奥側の駐車空間S 5の存在を

表す駐車空間有効フラグが設定される。駐車空間有効フラグが設定されると、情報

出力制御部42は、偏向角 ひ が く く0の範囲内であるか否かを判断する。情報

出力制御部42は、 く く0の範囲内であり、且つ、車速が所定範囲内の小 、刮
値である場合には、車両右側方の駐車空間S 5の存在を知らせる報知 ( 「ポン」の出

力) を行ぅ。この際、図9 ( )で示したよぅな操舵指示表示 (但し、この場合、右側の車

庫入れであるので、左右反転した表示) が表示される。

００69」 情報出力制御部42は、偏向角 巳が 巳 く となる場合には、駐車空間S 5には駐

車が意図されていないと判断して、車両位置 3においては、駐車空間S 5の存在を

知らせる報知を行なわない。これに伴い、操舵指示表示も表示されない。

００7 」０ ここで、偏向角 が く巳 く0の範囲内であることは、直進状態にあった車両が

左方向に旋回し始めつつある状態を意味する。一般的に、車両の右側の駐車空間

に車庫入れ駐車を行おぅとする際には、運転者は、当該駐車空間を通過する際に左

方向にハンドルを切り始める傾向がある。従って、本実施例によれば、かかる傾向を

偏向角 に基づいて検出することで、図 ０に示すよぅな車両両側に駐車空間が存

在しぅる状況下においても、運転者が意図する側の駐車空間を的確に報知すること

ができる。

００7 尚、車両位置 3に至る過程おいては、車両左側の測距センサ7０の出力に基づい

て、障害物Z2に対して、検出開始フラグ及び暫定フラグが順に設定される。障害物Z

2に対して暫定フラグが設定されると、駐車空間検出部4 は、障害物 の奥側の駐

車空間S 2が、2つの障害物の間の駐車空間であると認識して、その旨を表す別の駐

車空間有効フラグを設定してもよい。この駐車空間有効フラグが設定される車両位置

では、2つの障害物Z Z2の間の駐車空間S 2に対する駐車開始位置への操舵支

援を行わないこととしてよい。これは、車庫入れ駐車においては、当該車両位置から

ハンドルを切り始めても、新たな障害物Z2の手前側の駐車空間S 2に対して、適切な

駐車開始位置に至ることが困難となる場合が多いためである。

００72 更に車両が進行し、車両位置 4に至る過程おいては、車両左側の測距センサ7０

の出力に基づいて、障害物Z2に対して完了フラグが設定され、その後、測距センザ



7０の出カする点列が途切れる。以下、同様に、障害物Z2に対する完了フラグ設定

後、所定長さ 以上点列が存在しなくなった車両位置 4で、障害物Z2の奥側の駐

車空間S 3の存在を表す駐車空間有効フラグが設定される。同様に、情報出力制御

部42は、偏向角 が0くの く の範囲内であり、且つ、車速が所定範囲内のⅡ、さい
値である場合には、車両左側方の駐車空間S 3 (障害物Z2の奥側の駐車空間S3) の

存在を知らせる報知 ( 「ポン」の出力) を行ぅ。この際、図9 ( )で示したよぅな操舵指

示表示が表示される。

００73」 車両位置 3から車両位置 4に至る過程では、同様に、車両右側の測距センサ7

0の出力に基づいて、障害物Z5に対して、検出開始フラグ、暫定フラグ、完了フラグ

が順に設定される。そして、障害物Z5に対する完了フラグ設定後、所定長さ 以上

点列が存在しなくなった車両位置 5で、障害物Z5の奥側の駐車空間S 6の存在を

表す駐車空間有効フラグが設定される。同様に、情報出力制御部42は、 く巳 く

0の範囲内であり、且つ、車速が所定範囲内の小さい値である場合には、車両右側

方の駐車空間S 6の存在を知らせる報知 ( 「ポン」の出力)を行ぅ。この際、図9 ( )で

示したような操舵指示表示 (但し、この場合、右側の車庫入れであるので、左右反転

した表示) が表示される。

００74」 このように本実施例によれば、車両の進行に伴って新たな駐車空間が検出される

毎に、報知 ( 「ポン」の出力)及び操舵指示表示への画面切替を行うので、運転者は、

車両の進行に伴って次々に検出される駐車空間に対しても、今回検出された駐車空

間の位置や操舵開始タイミングを容易に把握することができる。また、車両の偏向角

を考慮しつつ、駐車空間の案内報知を行ぅので、図 ０に示すよぅな車両両側に駐車

空間が存在しぅる状況下においても、運転者が意図する側の駐車空間を的確に報知

することができる。尚、本実施例において、左右何れの駐車空間に対しても操舵支援

可能な車両位置では、左右双方の駐車空間の位置を示す案内表示ないし操舵指示

表示がなされてもよい。

００75」 次に、図 を参照して、図6に示す縦列駐車用の駐車場の状況において、情報出

力制御部42により実現される報知出力条件の一実施例を説明する。ここでは、各駐

車空間の報知 ( 「ポン」の出力) に関して説明する。尚、車両は、図 に示す方向で



進行するものとする。図 には、当該進行方向に沿った各位置の車両が、 ０(進行

開始時の位置) 、 2及び 2～ 5にて示されている。

００7 」6 ここでは、車両位置 において駐車スイッチ5 2がオンにされた場合を想定する。

駐車スイッチ5 2がオンにされると、上述の如く、駐車空間検出部4 は、車両位置

に至る過程において取得・記憶された車両左側及び右側の測距センサ7０の出カデ

ータ (出力履歴 ) に基づいて、現在の車両位置側方に障害物が存在しないことを認

識する。

００77」 車両位置B に至ると、車両左側の測距センザ 7０の出力に基づいて、障害物 が

例えば2・0 検出され、障害物 に対して暫定フラグが設定される。この際、駐車

空間検出部4 は、車両左側の測距センサ7０の出力 (記憶データを含芭) に基づい

て、障害物 の手前に所定長さ 2以上の空間が存在するか否かが判断する。障害

物 の手前に所定長さ 2以上の空間が存在する場合には、駐車空間検出部4 は

、障害物 の手前に所定長さ 2以上の空間が存在すると判断した場合には、暫定

フラグの設定と同時に、障害物 の手前側の駐車空間 の存在を表す駐車空間

有効フラグを設定する。駐車空間有効フラグが設定されると、情報出力制御部42は

、偏向角 が、 ひ く ０2の範囲内であるか否かを判断する。０2は、比較的 、さ

い角度であり、例えば8度であってよい。また、情報出力制御部42は、車速が所定範

囲内の 、さい値であるか否かを判断する。偏向角 ひ が く ０2の範囲内であり、

且つ、車速が所定範囲内の小さい値である場合には、情報出力制御部42は、車両

「ポン」の出力)を行う。この際、図9 で示したような操舵指示表示が表示される。

００78」 情報出力制御部42は、偏向角 巳が 巳 三 2となる場合には、駐車が意図され

ていない状況であると判断して、車両位置 においては、駐車空間 の存在を知

らせる報知を行なわない。これに伴い、図9 で示したような操舵指示表示は出力

されない。

００7 」9 ここで、偏向角 が 巳 く ０2の範囲内であることは、車両が略直進状態にある

状態を意味する。一般的に、駐車空間に縦列駐車を行おうとする際には、運転者は

、当該駐車空間に対して略真っ直ぐに車両を通過させる傾向にある。従って、本実



施例によれば、かかる傾向を偏向角 に基づいて検出することで、運転者が駐車を

行ぅ意図があるか否かを的確に判断することができる。

００8０」 車両位置B に至ると、車両左側の測距センサ7０の出力に基づいて、障害物Z4が

例えば2・0 検出され、障害物Z4に対して暫定フラグが設定される。同様に、この際

、駐車空間検出部4 は、車両右側の測距センザ7０の出力 (記憶データを含芭) に

基づいて、障害物Z4の手前に所定長さ 2以上の空間が存在するか否かが判断す

る。駐車空間検出部4 は、障害物Z4の手前に所定長さ 2以上の空間が存在すると

判断した場合には、暫定フラグの設定と同時に、障害物Z4の手前側の駐車空間S 4

の存在を表す駐車空間有効フラグを設定する。駐車空間有効フラグが設定されると、

情報出力制御部42は、偏向角 が、 く ０2の範囲内であるか否かを判断する

0 は例えば8度であってよい。また、情報出力制御部42は、車速が所定範囲内の

小さい値であるか否かを判断する。偏向角 巳が く ０2の範囲内であり、且つ、

車速が所定範囲内の小さい値である場合には、情報出力制御部42は、車両左側方

の出力)を行ぅ。この際、図9 で示したような操舵指示表示が表示される (但し、こ

の場合、右側の縦列駐車であるので、左右反転した表示)。

００8 車両位置B から車両位置 2手前に至る過程では、車両左側の測距センサ7０の

出力に基づいて、障害物Z に対して、暫定フラグに引き続いて完了フラグが設定さ

れる。そして、障害物Z に対する完了フラグ設定後、所定長さ 2以上点列が存在し

なくなった車両位置 2で、障害物 の奥側の駐車空間S 2の存在を表す駐車空間

有効フラグが設定される。この際、偏向角 ひ が o く ０2の範囲内であり、且つ、車

速が所定範囲内の小さい値である場合には、情報出力制御部42は、車両左側方の

駐車空間S 2 (障害物 の奥側の駐車空間S 2)の存在を知らせる報知 ( 「ポン」の出

力) を行ぅ。この際、図9 で示したよぅな操舵指示表示が表示される。

００8 」2 同様に、車両位置 から車両位置 3手前に至る過程では、車両右側の測距セン

ザ7０の出力に基づいて、障害物 4に対して、暫定フラグにョ き続いて完了フラグが

設定される。そして、障害物 に対する完了フラグ設定後、所定長さ 2以上点列が

存在しなくなった車両位置 3で、障害物Z4の奥側の駐車空間S 5の存在を表す駐



車空間有効フラグが設定される。この際、偏向角 ひ が o く ０2の範囲内であり、

且つ、車速が所定範囲内の小さい値である場合には、情報出力制御部42は、車両

左側方の駐車空間S 5 (障害物Z4の奥側の駐車空間S5) の存在を知らせる報知 ( 「

ポン」の出力)を行ぅ。この際、図9 で示したよぅな操舵指示表示が表示される (但

し、この場合、右側の縦列駐車であるので、左右反転した表示)。

００83」 以下同様に、駐車空間S 3に関しては、車両位置 4において、駐車空間S 2と同様

の態様で、各種情報出力が実行され、駐車空間S 6 に関しては、車両位置 5におい

て、駐車空間S 6と同様の態様で、各種情報出力が実行されることになる。

００8 」4 このよぅに本実施例によれば、車両の進行に伴って新たな駐車空間が検出される

毎に、報知 ( 「ポン」の出力)及び操舵指示表示への画面切替を行ぅので、運転者は、

車両の進行に伴っで次々に検出される駐車空間に対しても、今回検出された駐車空

間の位置や操舵開始タイミングを容易に把握することができる。また、車両の偏向角

を考慮しつつ、駐車空間の案内報知を行ぅので、運転者の駐車の意図を的確に判

断することができる。尚、本実施例において、左右何れの駐車空間に対しても操舵支

援可能な車両位置では、左右双方の駐車空間の位置を示す案内表示ないし操舵指

示表示がなされてもよい。

００8 」5 次に、図 2及び図 を参照しつつ、駐車開始位置から駐車空間までの後退時の駐

車支援について概説する。

」００86 駐車開始位置において、リバースシフトスイッチ5０がオンになると、駐車支援 C

2は、車室内に設けられたディスプレイ22上に、車両後方の所定角度領域における

風景を撮影するバックモニタカメラ2０の撮像画像 (実画像 ) を表示させる。このとき、

ディスプレイ22上には、図 (車庫入れ駐車用の画面) に示すよぅに、撮像画像上に

目標駐車枠が重畳表示される。目標駐車枠は、実際の駐車枠や車両の外形を模し

た図形であってよく、例えば、その位置及び向きがュ一ザにより視認可能である形態

を有し、車庫入れ駐車 (並列駐車)用の表示と縦列駐車用の表示の2種類が用意さ

００87」 ディスプレイ22上に表示される目標駐車枠の初則表示位置・向きは、上述の如く決

定された目標駐車位置・目標駐車方向に対応する。この目標駐車枠の位置・向き



二 目標駐車位置・目標駐車方向) は、そのまま、ュ一ザによる最終的な確定スイッチ

の操作等により確定されてよい。或いは、目標駐車枠の位置等は、図 2に示すよぅ

チ等により、確定スイッチの操作前に調整が可能とされてもよい。

００88」 目標駐車枠の位置等が確定されると、駐車支援 C 2の目標移動軌跡演算部4

8は、目標移動軌跡を演算する。車両の後方移動が開始されると、駐車支援 C 2

は、自動誘導制御中、車速センサ 8の出力信号から演算した車両移動量と舵角セ

ンザ 6から得られる舵角位置を用いて自車の車両位置を推定し、推定した車両位置

の目標移動軌跡からの偏差に応じた目標舵角を演算し、当該 目標舵角を操舵制御

C 3 に送信する。操舵制御 C 3 は、当該 目標舵角を実現するよぅにモータ3

2を制御する。尚、モータ3 2は、ステアリングコラムやステアリングギアボックスに設け

られ、その回転角によりステアリングシヤフトを回転させるものであってよい。

００89」 尚、目標移動軌跡演算部48は、舵角センサ 6及び車速センサ 8の出力信号に

基づいて、駐車支援実行中における車両位置を推定演算し、前回演算した目標移

動軌跡と、推定した車両位置との差に応じて、今回の目標移動軌跡を演算し、当該

目標移動軌跡に基づいて上述の推定車両位置における目標舵角を決定してもよい

。この目標移動軌跡の演算は、車両が所定移動距離 (例えば、0・5 )だけ移動する

毎に実施されてよい。この際、目標移動軌跡演算部48は、バックモニタヵメラ2０の撮

像画像に対する駐車枠線認識処理結果に基づいて、適宜、目標駐車位置・目標駐

車方向を補正 (それに伴い目標移動軌跡の演算 )してもよい。

００9０」 駐車支援 C 2は、最終的に車両が駐車空間内の目標駐車位置に目標駐車方

向で収まった際に、運転者に車両の停止を要求し(右しくは、自動制動手段により車

両を自動的に停止させ) 、駐車支援制御が完了する。

００9 以上、本発明の好ましい実施例について詳説したが、本発明は、上述した実施例

に制限されることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施例に種々の

変形及び置換を加えることができる。

００92 例えば、上述の実施例では、駐車ス小ソチ5 2がオンにされた場合に各種アプリケー

ションが起動されているが、本発明はこれに限定されることは無く、例えば駐車ス不ソ



チ5 2がオンにされていない場合でも、車速が所定値以下となった場合、ナビゲーショ

ン装置の地図データから車両位置が駐車場内にあると判断された場合等に起動され

てもよい。この場合、駐車スイッチ5 2が存在しない構成も考えられる。

００93」 また、上述の実施例では、障害物検出手段として好適な測距センサ7０を用いてい
るが、ヵメラの画像認識により障害物を検出することも可能である。

」００94 また、メモリ7 2は、測距センサ7０の検出データを記憶する専用メモリであってもよく

、駐車支援 C 2内のメモリであってよい。尚、前者の場合は、他のデータは、駐

車支援 C 2内のメモリに記憶されてよい。

００95」 また、上述の実施例では、操舵指示は映像 (画像)によるものであったが、操舵指示

は音声によって出力してもよい。

」００96 また、上述の実施例において、点列の長さは、基準方向に、沿った長さであってよい

。基準方向とは、正規の駐車方向に対して平行 (縦列駐車の場合 )又は垂直 (車庫

入れ駐車の場合 )な方向であってよい。基準方向は、ヵメラ等の認識結果を用いて決

定されてもよいし、上述の偏向角 に基づいて決定されてもよい。後者の場合、例え

ば、偏向角 が一定角度未満の区間における車両の向き(前後方向)を、基準方向と

して決定してもよい。これにより、簡易な構成で基準方向を決定することができる。

００97」 また、上述の実施例では、説明の都合上、障害物は車両を想定しているが、障害

物としては、自転車、二輪車、壁、2つ以上のパイロン等のあらゆる有体物が想定可

能である。

００98」 また、上述の実施例では、車速センサ 8、舵角センサ 6及び偏向角演算部43に

より、車両の向きに関する情報を取得・導出しているが、それに代えて又は加えてヨ

一レートセンサやジヤイロセンサ、方位計、GPS 湖 ィ立結果等を用いてもよい。

００99」 また、上述の実施例では、説明の都合上、障害物は車両を想定しているが、障害

物としては、自転車、二輪車、壁、2つ以上のパイロン等のあらゆる有体物が想定可

能である。

」０1００ 尚、本国際出願は、2００6年4月 25 日に出願した日本国特許出願 2００6 2０9 7

4号に基づく優先権を主張するものであり、その全内容は本国際出願にここでの参照

により援用されるものとする。



請求の範囲

駐車を支援する駐車支援装置において、

車両周辺の障害物を検出する障害物検出手段と、

前記障害物検出手段により検出した障害物に隣接する駐車空間を運転者に報知

する情報出力手段とを備えることを特徴とする、駐車支援装置。

」2 情報出力手段は、駐車空間が検出された段階で、操舵指示を行ぅと共に、駐車空

間への駐車が可能となった状熊となった段階で、その旨の通知を行ぅ、請求項 に記

載の駐車支援装置。

3」 前記情報出力手段の動作は、ュ一ザの操作によりオン オフ切替可能である、請

求項 又は2に記載の駐車支援装置。

4」 前記情報出力手段の動作がオフ状熊にある場合にも、前記障害物検出手段による

検出結果又はそれに基づく駐車空間の検出結果が保存される、請求項3に記載の

駐車支援装置。

」5 情報出力手段は、駐車空間の位置を示す表示を表示画面上に出力し、該表示は

、新たな駐車空間が検出された際に更新される、請求項 ～4の何れか 項に記載の

駐車支援装置。

」6 駐車を支援する駐車支援方法において、

車両周辺の障害物の検出結果に基づいて、障害物に隣接する駐車空間を検出す

る駐車空間検出段階と、

前記駐車空間検出段階にて駐車空間が検出された際に、当該駐車空間を運転者

に報知する情報出力段階とを備えることを特徴とする、駐車支援方法。

7」 情報出力段階は、前記駐車空間検出段階にて駐車空間が検出された際に、該駐

車空間への駐車が可能な駐車開始位置へと車両を案内するための操舵指示を行ぅ

と共に、当該操舵指示に応じた車両の移動により該駐車空間への駐車が可能な位

置に車両が至った段階で、その旨の通知を行ぅ、請求項6に記載の駐車支援装置。
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