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1. はじめに 
駐車は，熟練ドライバーにとって

もなかなか骨が折れる操作である．

たとえ我が家の車庫に入れるとき

でも大抵１回や２回は切り返しを

しないとうまくできない． 
まして運転し始めた初心者や年

配の人には結構苦労の種ではない

だろうか．駐車がうまくできないか

らといって尻込みし運転の楽しさ

を味わっていない人もいるかもし

れない． 
これに対し市場では，2000 年１

月に発売されたトヨタエスティマ

に世界で初めてカメラで駐車を支

援するバックガイドモニタが装着

され，その後ミニバン系を中心に第

二世代も設定されているが，高価な

システムでもあり，多くの人がその

恩恵に浴すまでには至っていない． 
車には，走る・曲がる・止まる と

いう基本機能に次いで「駐める（と

める）」という重要な機能があり，

これまでも種々のシステムが提案

されてきたがまだ十分要求に応え

られていなかった． 
 

2. 開発のねらい 
パーキングアシストシステム（以

下 PAS）の開発に当って，ねらい

として以下を定めた． 
(1) 使いやすい 
① 操作が簡単 
操作内容が単純で誰がやっても

ほぼ同じように駐車できる． 
② 案内が判りやすい 
駐車操作における車両の状況や

操作方法を容易に理解できる 
③ 適正なシステム価格 
システムを簡略化しナビやカメ

ラを必須構成要素から除外する． 
(2) ドライバー主体のシステム 

システムは操作の支援に徹する．

特に周辺の安全確認はドライバ

ーの責任であり，システムがド

ライバー自身による安全確認を

妨げない．（図１参照） 
 

3. 操作方法の概要 
3.1. 操作方法の簡単化の方策 
低速走行の車両は以下の操作を

定義すればその経路は確定される． 
・ どこで 
・ なにを 
・ どれだけ 
例えば自動車学校での縦列駐車

の教習では「＊＊番目のポールがミ

ラーに入った地点でハンドルを右

にいっぱいに切って後退して・・・」 

などと操作させることで必ず縦列

駐車枠に入る経路とその操作法を

指導している． 
「どこで」に相当する情報が重要

で，PAS では「ピンポーン」音で

ポールの設置されていないどんな

場所でも，自動車学校で教えられる

ような簡単な方法で駐車を可能と

した．また操舵量をフル切りに固定

することで「どれだけ」に関するド

ライバーの判断も不要とした． 
 

3.2. 駐車時の操作 
PAS を使った縦列駐車時の操作

及び車両の動きを図２に示す． 
初期停止位置で停止後の操作は 

(1) ハンドルを右にいっぱい操舵 
(2) 前進し，ピンポーンと鳴る位

置で停止（第一停止位置） 
(3) ハンドルを左にいっぱい操舵 
(4) 後退し，ピンポーンと鳴る位

置で停止（第二停止位置） 
(5) ハンドルを右にいっぱい操舵 
(6) 後退し，ピンポーンと鳴る位

置で停止（駐車完了位置） 
これで駐車完了となる． 
 
並列駐車時の操作も初期停止位

置への停止からその後の操作方法

まで，縦列駐車と殆ど同じ方法で実

現した． 

図１ カメラ式駐車支援装置とパーキングアシストシステム 
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4. システム構成 
4.1. システム簡略化の方策 
車両の進行経路や操作方法を案

内するためには，まず現在の自車両

の位置と目標とする位置の相対関

係を把握する必要がある．一般的に

はカメラや距離センサなどが用い

られるが高価なシステムとなって

しまう．PAS では目標との相対位

置の把握をドライバーの目測で行

えるよう工夫することで高価なカ

メラ等の搭載を不要とした． 
 

4.2. システムの構成 
PAS は以下の３つのキーパーツ

から成る． 
(1) スイッチ 
スイッチは操作のしやすい運転

者の右前方インパネ上に装着する．

スイッチ操作で縦列駐車または並

列駐車の選択とシステムの起動／

停止が行える． 
(2) コントローラ 
コントローラはインパネ内側に

垂直に装着する．ヨーレートセンサ

で車両の動きを検出し，それに基づ

き内蔵スピーカから発する案内音

で駐車操作のタイミングを運転者

に知らせる．車両との接続は電源線

２本（IG，GND）のみで行う． 
(3) 目印シール 
目印シールはドア内側の決めら

れた位置に貼付する．初期停止位置

に停止するための基準として使用

される．縦列駐車では，隣の車の後

端が目印シールと一致する位置で

停止すると初期停止位置となる． 
 

4.3. コントローラの概要 
コントローラの外形寸法は，  

縦 55mm×横 57mm×奥行 30mm
である．６極のコネクタ 1 個で車両

及びスイッチと接続される． 
コントローラ基板を図３に示す．

基板上に角度検出のためのヨーレ

ートセンサを実装している．10 ビ

ットのADコンバータを内蔵する 8
ビットマイコンでセンサの信号処

理と各種制御を行っている． 
 

5. 案内の原理 
図４を用いて縦列駐車案内の原

理を示す． 
初期停止位置と駐車完了位置に

ある車両の最小旋回円を描く．（円

1，円 2）両方の円に接する同一半

径の第三の円を描くと，円１との接

点 A，円 2 との接点 B が定まる．

この接点 A，B がハンドルの切り返

し点となる．初期停止位置から右フ

ル切りで円１を接点Aまで前進し，

そこで左フル切りし接点 B まで円

３上を後退する．再度右いっぱいに

切って円２に乗り換え，後退して駐

車完了位置に至る．この動きを実現

するため，PAS に内蔵するヨーレ

ートセンサで車両の旋回角を計測

し，接点や完了位置への到達を検出

したら案内音で運転者に知らせる． 
並列駐車案内の原理も縦列駐車

の場合とほとんど同じであるが，駐

車完了位置の車両の軌跡が円でな

く直線であることが異なる．  
 

6. おわりに 
音だけで駐車操作を案内するパ

ーキングアシストシステムについ

て，開発のねらいから操作方法，案

内の原理などについて概説した．

PAS については，その発想のユニ

ークさから「コロンブスの卵」と評

され，商品化にあたっての機能の絞

込みがよかったとも評価いただい

ている． 
’01 年 7 月に 4 車種への設定で発

売されて以来展開が進み’02 年 7 月

現在でトヨタ車約 30 車種，日産車

3 車種に設定されている．また’02
年 5 月からはナビにも組み込まれ

るなど広く応用されている． 
 

 

図３. PAS コントローラ基板 
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図２. PAS による縦列駐車の操作方法 
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図４. PAS による縦列駐車の案内原理 
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