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(57)【要約】
　本発明は、運転席（１８）における運転者の存在を監
視し運転者が不在の際には自己停止機能（１４）を起動
するために構成されている監視装置（１６）を特徴とす
る、自己停止機能（１４）を持つ制御装置（１２）、を
備えた運転者支援システム、に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己停止機能（１４）を持つ制御装置（１２）、を備えた運転者支援システムにおいて
、運転席（１８）における運転者の存在を監視し運転者が不在の際には前記自己停止機能
（１４）を起動するために構成されている監視装置（１６）、を特徴とする、自己停止機
能（１４）を持つ制御装置（１２）、を備えた運転者支援システム。
【請求項２】
　前記監視装置（１６）は、前記運転席（１８）のための座席利用センサ（２０）を有す
ることを特徴とする、請求項１に記載の運転者支援システム。
【請求項３】
　前記監視装置（１６）は、運転者が車両の操作装置に関連して走行状態に対し調整した
姿勢を取っていない状況を、運転者の不在として検出するために構成されていることを特
徴とする、請求項１または請求項２に記載の運転者支援システム。
【請求項４】
　前記監視装置（１６）は、前記運転席（１８）の背もたれの内部にセンサ（２１）を有
することを特徴とする、請求項１～請求項３のいずれかに記載の運転者支援システム。
【請求項５】
　前記監視装置（１６）は、ステアリングホイール・センサ（２４）を有し、前記ステア
リングホイール・センサ（２４）は、運転者が所定時間の間連続してステアリングホイー
ル（２２）から手を離している状況を検出できることを特徴とする、請求項１～請求項３
のいずれかに記載の運転者支援システム。
【請求項６】
　前記監視装置（１６）は、足元空間センサ（２５）を有し、前記足元空間センサ（２５
）は、運転者が所定時間の間連続して、即時のペダル操作が不可能な位置に足を置いてい
る状況を検出できることを特徴とする、請求項１～請求項４のいずれかに記載の運転者支
援システム。
【請求項７】
　前記監視装置（１６）は、運転者の姿勢を監視するための車内監視装置（１６ａ）を含
むことを特徴とする、請求項１～請求項５のいずれかに記載の運転者支援システム。
【請求項８】
　前記監視装置（１６）は、前記運転席（１８）のシートベルトの引き出された長さを監
視するためのベルト長センサ（２３）を含むことを特徴とする、請求項１～請求項６のい
ずれかに記載の運転者支援システム。
【請求項９】
　前記監視装置（１６）は、操作によって運転者の注意がそれているかどうかについて確
認するために、車両の操作装置（１６）へのインタフェース（１６ｂ）を有することを特
徴とする、請求項１～請求項７のいずれかに記載の運転者支援システム。
【請求項１０】
　前記自己停止機能（１４）は、運転者の不在が検出された際に所定の待機時間が経過し
た後に最初に、運転者への警報のタスクを促すために構成されており、その後、更なる別
の所定の待機時間が経過した後に運転者が引き続き不在の場合に前記運転者支援システム
の機能が完全または部分的に停止されることを特徴とする、請求項１～請求項８のいずれ
かに記載の運転者支援システム。
【請求項１１】
　前記自己停止機能（１４）は、運転者支援機能が完全または部分的に停止される場合に
、運転者に対して更なる別の警報を出力するために構成されていることを特徴とする、請
求項９に記載の運転者支援システム。
【請求項１２】
　前記自己停止機能（１４）は、車両の制御された緊急ブレーキを起動するために構成さ
れていることを特徴とする、請求項１～請求項１０に記載の運転者支援システム。
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【請求項１３】
　前記自己停止機能（１４）は、車両に停止ブレーキを掛け、かつ、車両がほぼ停止、ま
たは完全に停止した際に初めて運転者支援機能を停止するために構成されていることを特
徴とする、請求項１１に記載の運転者支援システム。
【請求項１４】
　自車両の速度を制御するための支援機能（ＡＣＣ）を持つことを特徴とする、請求項１
～請求項１２に記載の運転者支援システム。
【請求項１５】
　自車両と先行車両との間の間隔を制御するための支援機能（ＡＣＣ）を持つことを特徴
とする、請求項１３に記載の運転者支援システム。
【請求項１６】
　前記自己停止機能（１４）は、車両の上限の目標速度を制限する、および／または、先
行車両までの下限の間隔を制限するために構成されていることを特徴とする、請求項１３
または請求項１４に記載の運転者支援システム。
【請求項１７】
　支援機能として自動車線維持機能（ＬＫＳ）を有することを特徴とする、請求項１～請
求項１５のいずれかに記載の運転者支援システム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自己停止機能を持つ制御装置、を備えた運転者支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両のためのこのような運転者支援システムの例として、例えば、速度制御システムま
たはクルーズ・コントロール・システム、すなわち、レーダセンサによって車両の前方領
域を監視し先行車両との間の距離を自動的に制御するＡＣＣシステム（Ａｄａｐｔｉｖｅ
　Ｃｒｕｉｓｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）、ならびに、自動車線維持システム、および、ＡＣＣ
システムと車線維持システムとの組み合わせが挙げられる。
【０００３】
　公知のＡＣＣシステムの場合、自己停止機能は、例えば、レーダセンサが故障している
または盲目になる場合に起動される。運転者は、システムがもはや利用出来ないという聴
覚的な警報を獲得する。
【０００４】
　運転者のマイクロ睡眠を検出し、この場合自動的に、停止するための、車両の制御され
た緊急ブレーキを開始することが可能な、車両のための支援システムも公知である。
【０００５】
　さらに、シートベルトシステム、および／または、エアバックシステムと関連して、座
席利用検出器が公知である。座席利用検出器は、検出信号に従いエアバックシステムを起
動する、または、シートベルト着用の警報を出力することが可能であるために、同乗者席
等が一人の人間によって利用されていることを検出する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、誤用予防が改善された運転者支援システムを創出することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本課題は、本発明に基づいて、運転席における運転者の存在を監視し運転者が不在の際
に自己停止機能を起動するために構成されている監視装置、によって解決される。
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【０００８】
　その際、運転者の「不在」として一般的に、運転者が車両の操作装置（ステアリングホ
イールおよびペダル等）に関連して走行状態に対し調整した姿勢を取っていない状況も理
解されうる。
【０００９】
　上述のＡＣＣシステムおよび車線維持システム等の半自動の運転者支援システムの場合
、および、これらシステムの組み合わせの場合はなおさら、比較的長い間ステアリングホ
イールから手を離し交通状況から注意がそれる、または、足がペダルから遠く離れている
、または、例えば下に落ちたものを拾うために完全または部分的に運転席から離れる、ま
たは、キャンピングカーの場合車両の奥に入る、といった誤った行動を運転者がとる危険
性がある。完全な自動車両操縦のために必要な機能信頼性が備わっていない半自動の運転
者支援システムの、このような誤用は、事故のリスクが大きい。
【００１０】
　本発明によって、運転者のこのような危険な行動形態を検出し、運転者に対して、自身
の注意を再び交通状況に向けるように強制することが許容される。
【００１１】
　本発明の好適な発展形態〔Ａｕｓｇｅｓｔａｌｔｕｎｇ〕および実施形態は、特許請求
の範囲に記載の独立請求項に示されている。
【００１２】
　監視装置は、例えば、運転席のための座席利用検出器を有することが可能である。座席
利用検出器によって、運転者が通常の座位を取っているか、または、座席から体を起して
いるかどうかについて検出される。択一的に、背もたれの内部に触覚マットが設けられる
ことも可能である。触覚マットによって、運転者は背中で背もたれに寄り掛かっており、
従って危険な状況に即時にブレーキペダルに対して十分な制動圧力を加えられるかどうか
、について検出される。同様に、運転者が前または横に体を曲げているかどうかについて
確認するために、シートベルトの長さの監視が構想可能である。
【００１３】
　代替的または追加的に、監視装置はステアリングホイール・センサを有することも可能
である。ステアリングホイール・センサによって、運転者の手がステアリングホイールに
あるかどうかが検出される。このステアリングホイール・センサは、例えば、触覚センサ
の配列によって、または、モーメントまたは力センサ〔Ｄｒｅｈｍｏｍｅｎｔ－　ｏｄｅ
ｒ　Ｋｒａｆｔｓｅｎｓｏｒ〕によっても形成可能である。モーメントまたは力センサは
、運転者の手がステアリングホイールにある場合に運転者がステアリングホイールまたは
ステアリングコラムに対して任意に、または無意識に加える非常に小さなモーメントまた
は力を検出することが可能である。運転者は極短い間ステアリングホイールから両手を離
すことが完全に許容されうるので、ステアリングホイールの監視の際には、運転者が比較
的長い間ステアリングホイールを離した場合に初めて運転者の不在が検出される。ステア
リングホイール・センサの代わりに、または、ステアリングホイール・センサに追加して
、付属する画像評価部を有する車内カメラ等の車内監視システムも、運転者の腕の位置を
検出するために設けることが可能である。
【００１４】
　補足的に、足の位置を監視することが可能なので、足がペダルから非常に離れているこ
とを検出することが可能である。このために、例えば、運転者の足元の空間に光電子セン
サを配置する、または、足元の空間に、触覚床マット、もしくは、誘導センサまたは容量
センサを配置することが可能である。従って、少なくとも１つの足、または両足がもはや
ペダルの近くに存在しない場合に、確実に検出可能である。これにより、例えば、足を組
んだ状態での非常に危険な走行を検出することが可能である。
【００１５】
　監視装置が運転者の不在を確認した場合、かつ、この状態がある一定の時間続く場合に
、警戒信号、特に（ｖｏｒｚｕｇｓｗｅｉｓｅ）、聴覚的な警戒信号を最初に出力するこ
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とは有利である。聴覚的な警戒信号は、交通状況に対して適切に対応できる通常の座位を
再び取るように運転者に要請する。その際、運転者がステアリングホイールのみ離してい
る場合には、待機時間がより長く、運転者が座席から体を起こしている場合には、待機時
間がより短い。
【００１６】
　運転者が適切な時間内に警報に対して反応しない場合には、自己停止機能が起動される
。自己停止機能は、支援機能が停止され運転者自身が再び車両を制御する必要があること
を運転者に明らかにするアナウンス等の形態による、更なる別の強い警告通知と特に（ｖ
ｏｒｚｕｇｓｗｅｉｓｅ）接続されている。
【００１７】
　特に有利な実施形態において、自己停止機能は、本発明に基づいて監視装置により起動
される場合に、停止するための、車両の制御された緊急ブレーキを開始するように、構成
されている。その際、自動車線維持システムが作動しているか否かに従って、車両が適時
に停止される一方、後続の交通車両が可能な限り危険な状況に置かれないように、ブレー
キ減速が選択される必要がある。いずれにせよ、自己停止機能は、車両の緊急警告灯の自
動作動も引き起こすことが可能である。
【００１８】
　典型的に、車道の車線区分線を検出するためのビデオカメラと接続された、自動車線維
持システムが設けられている場合には、自己停止機能は、（右側通行の際に）車両が最も
右の車線に存在する限りにおいて、車両が緊急ブレーキの間に自動的に道路の路肩の方に
向けられるように、構成されることも可能である。
【００１９】
　車両が複数車線の追い抜き車線に存在する場合、このことは、通常、車線維持機能が付
いていないＡＣＣシステムの場合にもレーダセンサの位置測定信号により検出可能である
が、停止するための緊急ブレーキは、安全面の観点から問題がある可能性がある。この場
合、運転者支援システムを完全に停止させるのではなく、例えば車両の速度を特定の最大
速度に制限するという形態において、機能の範囲を制限することがより有利でありうる。
本願で利用されているような「自己停止機能」という概念は、この機能も含むものである
。
【００２０】
　運転席から離れていない場合にも、例えば上記の車内監視システムによって、適切な運
転姿勢に相当しない姿勢が検出されうる。この場合、ＡＣＣの最大目標速度が低減される
。すなわち、この（適切な運転姿勢に相当しない）姿勢ではこの速い速度（最大目標速度
）のために必要な制動力が加えられないからである。従って、速度が速い場合に、運転者
が適切にブレーキを掛けられる着席姿勢を取ることが達成される。
【００２１】
　同様に、運転者がナビゲーション目標の入力、座席の調整等の操作に集中して従事する
場合、運転者の注意が限られている際に速い速度または最高速度で車両を運転するべきで
はないため、最大に調整可能な目標速度が低減されうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の実施形態は図に示されており、以下の明細書においてより詳細に解説される。
【００２３】
　図１に示される運転者支援システム１０は、支援機能または機能、すなわち、示される
例では、間隔および速度制御機能ＡＣＣ（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｃｒｕｉｓｅ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）および車線維持機能ＬＫＳ（Ｌａｎｅ　Ｋｅｅｐｉｎｇ　Ｓｕｐｐｏｒｔ）を制御
し、内部に自己停止機能１４が実現されている電子制御装置１２と、運転席１８における
運転者の存在を監視するための監視装置１６と、を含んでいる。
【００２４】
　監視装置１６には、運転席１８の座席クッション内部に組み込まれた座席利用センサ〔
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Ｓｉｔｚｂｅｌｅｇｕｎｇｓｓｅｎｓｏｒ〕２０と、運転席１８の背もたれ内部に組み込
まれた接触センサ２１と、が含まれる。座席利用センサ２０は、監視装置１６に座席利用
信号を報知し、接触センサ２１は、運転者が背中で背もたれに寄り掛かっているかどうか
について示す。さらに、図１では、シートベルトの引き出された長さを測定するためのベ
ルト長センサ〔Ｇｕｒｔｌａｅｎｇｅｎｓｅｎｓｏｒ〕２３、が組み込まれたベルト巻取
り装置が示されている。示された例では、追加的に車両のステアリングホイール２２に、
ステアリングホイール・センサ２４が設けられている。ステアリングホイール・センサ２
４は、運転者が数秒等のある程度の時間の間ステアリングホイール２２から手を離し従っ
てステアリングホイールに対して力またはトルクを全く加えない場合に、監視装置１６に
不在信号を伝達する。同じように、足元空間センサ〔Ｆｕｓｓｒａｕｍｓｅｎｓｏｒ〕２
５は、運転者がブレーキを掛けられる位置に足を置いているかどうかについて検出する。
【００２５】
　択一的に、監視装置１６は、運転者の着席姿勢を検出する車内監視システム（１６ａ）
、および、車両の他の操作装置へのインタフェース１６ｂも有することが可能である。こ
のインタフェースによって、運転者の注意がナビゲーションシステム等での何らかの操作
のために要求されているかについて検出される。従って、この状況では、例えば車両の目
標速度を制限することにより対応することが可能である。
【００２６】
　制御装置１２には、スピーカ２６が接続されている。スピーカ２６を介して、自己停止
機能１４に基づいて、例えば言葉で話す聴覚的な警報が出力可能である。
【００２７】
　図２は、監視装置１６及び自己停止機能１４の作動形態を解説するフローチャートであ
る。フローチャートは、運転者支援システム１０が作動する際に工程Ｓ１で開始され、運
転者支援システムの全作動時間を通して周期的に駆動されるプログラム・ルーティンを表
している。
【００２８】
　工程Ｓ２では、監視装置１６は、座席利用センサ２０、ステアリングホイール・センサ
２４および足元空間センサ２５の信号を用いて、運転者が運転席１８に存在し、ステアリ
ングホイールに手を置き、かつ、ペダルの近くに足を置いているかどうか、または、運転
者は「不在」であるかどうか、について検査する。この場合、「不在」とは、運転者が運
転席に対して、もはや自身の全体重では負荷を掛けていない、および／または、ある程度
の時間の間完全にステアリングホイールから手を離している、および／または、反応に対
する準備態勢が整っていない位置に足が置かれている、ということを意味している。運転
者が通常の座位を取り、従って、交通状況での予期せぬ事態に対して適時に反応する（工
程Ｓ２におけるＮ）準備が整っている場合に、工程Ｓ２へと戻る。それに対して、運転者
が上述の意味（Ｙ）において不在である場合には、工程Ｓ３で、数秒等のある程度の時間
の間待機する。この待機時間の間、座席利用センサ２０、ステアリングホイール・センサ
２４、および足元空間センサ２５の信号が引き続き監視される。運転者の存在が再び確認
される場合には、工程Ｓ４を介して工程Ｓ２へと戻る。しかし、運転者が待機時間の経過
後にも、工程Ｓ４で未だに不在の場合には、工程Ｓ５において、スピーカ２６を介する警
戒信号の出力が行なわれ、運転者が再び通常の座位を取っているかどうか、さらに待機す
る。
【００２９】
　運転者がこの待機時間内に再び通常の座位を取る場合には、工程Ｓ６で、工程Ｓ２へと
戻る。それ以外の場合、運転者は工程Ｓ７において、支援機能が停止されるという強い聴
覚的な指示を再び獲得する。自己停止機能１４は、例えば、停止するための、車両の制御
された緊急ブレーキ等の、フェールセーフ状態への車両の移行を起動する。車両が停止し
た際には運転者支援システム１０は停止されるので、車両を再び始動するために、運転者
自身が制御する必要がある。
【図面の簡単な説明】
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【００３０】
【図１】本発明にかかる運転者支援システムの構成図を示す。
【図２】システムの機能形態を解説するためのフローチャートを示す。

【図１】

【図２】
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