
JP 2019-528518 A 2019.10.10

10

(57)【要約】
　異なる種類の複数のセンサ（１～６）と、そのセンサ
によって供給されるデータに応じて代理運転情報を特定
するためのコンピュータプログラムを実行するプロセッ
サとを備える自動運転車両の操縦システムにおいて、・
動的データであって、それぞれの前記代理運転情報の信
頼度レベル（４４）、前記代理運転情報に関連する変数
の整合性（４５）、および前記システムの構成要素のハ
ード的およびソフト的信頼性（４６）からなる情報の少
なくとも一部を含むデータと、・気候データおよび／ま
たは履歴データであって、車両の運転履歴（４８）およ
び環境条件（４９）からなる情報の少なくとも一部を含
むデータと、・操縦の安全な挙動の裁定（４７）のため
の決定処理とに応じて計算される複数の情報に応じて前
記代理運転情報のうちで最も安全な機能選択を決めるた
めのコンピュータプログラムを実行する少なくとも１つ
のプロセッサを具備する少なくとも１つの裁定モジュー
ル（１５）をさらに備えることを特徴とする自動運転車
両の操縦システム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる種類の複数のセンサ（１～６）と、前記センサによって供給されるデータに応じ
て代理運転情報を特定するためのコンピュータプログラムを実行するプロセッサとを備え
る自動運転車両の操縦システムにおいて、
　・動的データであって、
　　－　それぞれの前記代理運転情報の信頼度レベル（４４）、
　　－　前記代理運転情報に関連する変数の整合性（４５）、および
　　－　前記システムの構成要素のハード的およびソフト的信頼性（４６）
からなる情報の少なくとも一部を含むデータと、
　・気候データおよび／または履歴データであって、
　　－　車両の運転履歴（４８）および
　　－　環境条件（４９）
からなる情報の少なくとも一部を含むデータと、
　・操縦の安全な挙動の裁定（４７）のための決定処理と
に応じて計算される複数の情報に応じて前記代理運転情報のうちで最も安全な機能選択を
決めるためのコンピュータプログラムを実行する少なくとも１つのプロセッサを具備する
少なくとも１つの裁定モジュール（１５）をさらに備えることを特徴とする自動運転車両
の操縦システム。
【請求項２】
　前記代理運転情報の選択を決定するためのコンピュータプログラムが、安全原則を表す
情報（４７）をさらに考慮に入れることを特徴とする、請求項１に記載の自動運転車両の
操縦システム。
【請求項３】
　センサおよびそれに関連するプロセッサのグループの処理のための複数の裁定モジュー
ルであって、
・車両の位置センサと、
・車両が移動する道路の判別センサと、
・動的および静的障害物のセンサと、
・信号機、標識、道路の物理的構造物などの、インフラおよび交通標識のセンサと
を少なくとも含む裁定モジュールと、
　前記裁定モジュールから伝送される情報に応じて車両の複数の移動進路を構築するモジ
ュールと
を備えることを特徴とする請求項１に記載の自動運転車両の操縦システム。
【請求項４】
　前記裁定モジュール（１５）が、様々な知覚モジュールおよび処理モジュールの結果に
由来する情報の機能的融合手段からの情報をさらに受け取ることを特徴とする、請求項１
から３のいずれか一項に記載の自動運転車両の操縦システム。
【請求項５】
　名目進路を計算することができない場合に作動される避難進路を特定するための決定手
段をさらに備えることを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載の自動運転車
両の操縦システム。
【請求項６】
－　センサ（４０、４１）による複数の情報を取得するステップと、
－　代理運転情報特定のために前記取得情報を処理するステップと、
－　環境条件を取得するステップと、
－　計算ステップであって、
　・それぞれの前記代理運転情報の信頼度レベル
　・前記代理運転情報に関連する変数の整合性
　・前記システムの構成要素のハード的およびソフト的信頼性
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を表現する情報を計算するステップと、
－　前記表現情報、車両運転履歴および安全行動ルールの計算ステップの結果による複数
の情報に応じて、信頼性および人員の安全の面から最適な代理運転情報を決定するステッ
プと
を含む自動運転車両の操縦方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、参照によってその内容（明細書、図面および特許請求の範囲）が本明細書に
組み込まれる、２０１６年７月２９日出願の仏国特許出願第１６５７３３７号の優先権を
主張するものである。
【０００２】
　本発明は、自動運転車両の分野に関し、より詳細には、自動運転車両の制御のための情
報処理機器に関する。
【背景技術】
【０００３】
　車両は、人間である操作者による継続的な介入および監視なしに移動することができる
場合に自動であると見なされる。アメリカ合衆国運輸省によれば、それは車が運転、加速
または制動のレベルで運転者が介入することなく動作できることを意味する。それでも、
車両の自動化のレベルは依然として最重要の要素となっている。そこで、米国高速道路交
通安全局（高速道路の交通安全を所管する米国の当局機関）は５つの「レベル」を定義し
ている。
　・レベル０：自動化は全くなし。運転者が車両の主要機能（原動機、アクセル、操舵、
ブレーキ）を全面的に、かつすべての瞬間においてコントロールする。
　・レベル１：一部機能の自動化。車両の一部機能に関して自動化された部分があるもの
の、それらは運転者を支援するだけで、運転者による全体的なコントロールは保たれる。
たとえば、車輪のアンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）や横滑り防止装置（ＥＳＰ）
は制動に対して自動的に作用することで運転者が車両のコントロールを失わないように補
助する。
　・レベル２：複数の機能が組み合わされた自動化。少なくとも２つの主要な機能のコン
トロールが自動化において組み合わされることで特定の状況下で運転者に取って代わる。
アダプティブクルーズコントロールに車路に対する中心合わせが組み合わされたものや、
運転者がハンドルやペダルを操作することなく駐車を行うことができるＰａｒｋ　Ａｓｓ
ｉｓｔなどを備えた車両はこのカテゴリーに分類されることになる。
　・レベル３：限定的自動運転。運転者は車両のコントロール全体を自動化されたシステ
ムに委ねることができ、システムはそれを受けて最重要の安全機能を受け持つ。ただし、
自動運転は一定の環境条件および交通条件のもと（たとえば高速道路のみ）でしか行うこ
とはできない。運転者には、システムからの要求に対して許容される時間内にコントロー
ルを取り戻せることが求められる（特に、高速道路を下りたときや渋滞時などで自動走行
条件が完全に満たされなくなったとき）。Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃａｒ（商標）は現在この自動
化段階にある。
　・レベル４：完全自動運転。車両は、経路全体で各種最重要安全機能全体を単独で果た
すように設計される。運転者は目的地またはナビゲーション設定を与えはするものの、コ
ントロールを取り戻せるように待機することは求められない。それどころか運転者は運転
席を離れてもよく、車両は誰も乗車していない状態で走行することが可能である。
【０００４】
　運転者のいない車両は、カメラ、センサ、測位装置（レーダーを含む）、デジタルカー
ド、プログラミングおよびナビゲーションシステム、ならびにコネクトされた他の車両か
ら伝送されるデータおよびネットワークのインフラから得られる複数の情報を集めること
によって動作する。それを受けて、運用システムおよびソフトウェアがそれらの情報全体
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を処理し、車両の機械的機能の調整を行う。これらのプロセスでは、正しい運転のために
道路、自車の挙動および自らの振る舞いに対してまさしく同時に集中することが求められ
る運転者による限りなく複雑なタスクが再現される。
【０００５】
　こうした車両の情報処理アーキテクチャは、センサや外部情報ソースから寄せられる複
数の信号を管理して、それらの信号から関係するデータを抽出し、異常データを除外し、
それらのデータを組み合わせるための一連の処理を行うことによって、車両の電気機械装
置（操舵、制動、原動機回転数、警報など）を制御することができるものでなければなら
ない。
【０００６】
　情報処理アーキテクチャは、利用環境を考慮に入れて、デジタルカードのエラー、セン
サの故障もしくはナビゲーションのソフトウェアの動作不良、またはそれら３つの要素が
同時に起きたときであっても、絶対的な信頼性を保証するものでなければならない。
【０００７】
　アーキテクチャのロバスト性のメカニズムは以下をその基盤としている。
　－　個々の知覚サブシステムの信頼度レベルの整合性および健全性の管理
　－　不具合率を抑えるための個々のサブシステムの信頼性強化
　－　物理的な計算媒体の冗長性
　－　様々な物理的媒体に振り分けられた機能冗長性
【０００８】
技術水準
　現在の技術水準においては、自動運転車両のための様々な情報処理アーキテクチャ方案
が提案されている。
【０００９】
　現在の技術水準では、自動運転車両を自動運転モードで動作させるための方法であって
、
　－　標準進路（ＳＴ１）を特定するステップであって、特定された標準進路（ＳＴ１）
が運転中に制御装置から自動車両の操作装置に伝送されるステップと、
　－　標準進路（ＳＴ１）に沿って自動車両を案内するステップと、
　－　自動車両のための安全範囲（Ｂ）を特定するステップであって、特定されたその安
全範囲（Ｂ）が運転中に制御装置から操作装置（１）に伝送されるステップと
を含む方法において、
　自動車両の自動運転が保証されなくなった場合には安全範囲（Ｂ）に移行して、自動車
両が安全範囲（Ｂ）内で操作装置によって案内される、方法に関する特許文献１が知られ
ている。
【００１０】
　また、センサと処理ユニットとの間のオブジェクトデータの交換・共通処理の方法およ
び装置について記した特許文献２も知られている。この従来技術の解決法によれば、セン
サ対象物および融合対象物の位置情報および／または速度情報および／またはその他の属
性（寸法、識別、符号）が伝送され、処理される。
【００１１】
　特許文献３は、ホスト車両が利用できる移動車路を画像解析による空き経路の検出とホ
スト車両の環境内にある対象物の検出とによって検出するプロセスについて記している。
この解決法には、カメラ機からの監視、走路検出による画像解析、画像内の自由移動ルー
トを特定するための解析、対象物を描写するセンサデータの監視、対象物が進路に及ぼす
影響を特定するためのセンサデータの解析が含まれる。
【００１２】
　特許文献４は、車両が車道を移動するときにその車両の周囲にある複数の潜在的到達先
に付随する既定の安全リスクを検出する複数のセンサによる環境解析システムについて記
している。このシステムは、安全リスクが明らかに最も小さい潜在的到達先のうちの１つ



(5) JP 2019-528518 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

をターゲットゾーンとして選択する。経路決定ユニットは、車両とターゲットゾーンとの
間で複数の信ぴょう性のあるルートを集め、その複数の信ぴょう性のあるルートに付随し
た既定の安全リスクを監視し、その複数の信ぴょう性のあるルートの中で安全リスクが明
らかに最も小さいものをターゲットルートとして選択する。衝突検出器は車両とそれ以外
の物体との衝突を検出する。安定制御は、衝突が検出されたときに車両を自律的にターゲ
ットルートに向かわせるように構成される。
【００１３】
　特許文献５は、車両に予測サブシステムを備えた運転支援システムについて記している
。その方法は、環境表現を受け入れることからなる複数のステップを含む。環境表現に関
する信頼度を推定する計算であって、環境表現に対して信ぴょう性ルールを適用するとと
もに、環境表現に基づく予測を評価するための寄与因子としての信頼度の推定を示しつつ
行われる計算。
【００１４】
従来技術の欠点
　従来技術の解決法は完全に満足できるものではない。それは、提案されているアーキテ
クチャが、誤りや不具合のあるものが含まれる可能性のある寄せ集めのセンサやソースか
らのデータの「線形」処理にかかわるものであるためである。提案されているアーキテク
チャでは、そうした誤りや疑わしさのあるデータの処理は決定論的に行われ、予想外の動
きにつながる可能性がある。
【００１５】
　従来技術で提案されている解決法は、自動運転車両の操縦に対するきわめて厳しい安全
面からの制約に完全に適合したものではない。
【００１６】
　車両の環境、とりわけ気象および大気に関する側面、さらに道路の状況を含めた環境は
外乱に満ちあふれている。
【００１７】
　これにはランダムな因子、したがって予測不能な因子がいくつも含まれており、そうし
た周囲の外乱に起因する安全面からの制約は無限の変形をもたらす。たとえば気象条件は
センサに外乱をもたらす可能性があるほか、道路の環境や状況もアルゴリズムが管理でき
ない、または管理するようになっていない局面にアルゴリズムをさらすことになる可能性
がある。センサの限度はわかっているものの、センサおよびその知能が限界に達するとき
の状況すべてが正確にわかっているわけではない。
【００１８】
　提案されている解決法には、人による介入なしでの機能安全性と機能不全性に同時に依
拠したインテリジェントな決定段が組み込まれていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】国際公開第２０１４０４４４８０号
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５００２１２０１号
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１００１０４１９９号
【特許文献４】米国特許第８９３００６０号
【特許文献５】欧州特許出願第２８６５５７５号
【発明の概要】
【００２０】
本発明による解決法
　これらの欠点に対処するため、本発明は、その最も広い意味において、請求項１および
その従属請求項による自動運転車両の操縦システムならびに方法の請求項による操縦方法
に関する。
【００２１】
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　既知の解決法との比較において、本発明は、上記リストに掲げる独立した機能冗長性が
、広範な機能性の安全（英語の頭字語で「ＳＯＴＩＦ」）の原則を実装する追加的な決定
モジュールによる裁定を受けることで特徴づけられる。
【００２２】
　この裁定は入力側の次の３つのタイプの情報を考慮に入れる。
　－　１つは多様な動的データ。すなわち、車両の位置および進路ならびに障害物の知覚
に関連するデータ。
　－　もう１つは、環境および気候にかかわる外乱、自動運転車両がたどった進路および
／または挙動の履歴など、動的データに直接関連しない履歴データ、ならびに安全行動の
原則。
【００２３】
　技術的にはこの安全の原則は情報記憶装置に記録されたルールベースの形を取る。こう
したルールでは、たとえば「歩行者を渡らせるための一時停止」や、「制限最高速度を超
えないこと」などの適正行動をモデル化し、意思決定パラメータを組み合わせる。こうし
たルールはＩＳＯ２６２６２などにまとめられている。
【００２４】
　このルールベースは、リスクレベルの計算および技術的選択に対するその影響を修正す
る処理装置によって活用される。
【００２５】
　本発明は、センサからのデータの処理だけを担う専用プロセッサと、代理運転情報の特
定のためにコンピュータプログラムの実行だけを専門に担当する別タイプのプロセッサと
、前記代理運転情報の選択を決める裁定モジュールを形成する追加のプロセッサとを備え
る分担型アーキテクチャによって従来技術の欠点に対処することを可能にする。
【００２６】
　裁定モジュールの決定は、その場面における知覚対象がどのような種類のものであるか
（信号機の状態、障害物の位置、車両の位置確認、歩行者までの距離、その車路の制限最
高速度など）にかかわらず、最も安全な結果を判別することを可能にする。
【００２７】
　そのため、センサまたはデータソースに関係する外乱や異常があった場合でも、それが
各種システム全体に伝播することはない。システムは、ここで提案されるアーキテクチャ
により、局所的な機能不良に対する大きな柔軟性およびロバスト性を有している。
【００２８】
　裁定モジュールは、数理的論理ルールおよび人工知能ベースによる処理を適用するプロ
セッサ、または統計的処理（たとえば、モンテカルロ、ギブス、ベイズなど）を適用する
プロセッサ、さらには「機械学習」型の学習プロセッサからなるものであることができる
。これらの処理は、リアルタイム処理と、あとからそのリアルタイム処理に再投入するた
めの並列タスク処理とを同時に行うことを可能にする。
【００２９】
　本発明はまた、
－　センサによる複数の情報を取得するステップと、
－　代理運転情報特定のために前記取得情報を処理するステップと、
－　環境条件を取得するステップと、
－　計算ステップであって、
　・それぞれの前記代理運転情報の信頼度レベル
　・前記代理運転情報に関連する変数の整合性
　・前記システムの構成要素のハード的およびソフト的信頼性
を表現する情報を計算するステップと、
－　前記表現情報、車両運転履歴および安全行動ルール（道路安全、適正行動、人命にか
かわる状況の安全リスクのレベル）の計算ステップの結果による複数の情報に応じて、信
頼性および人員の安全の面から最適な代理運転情報を決定するステップと
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を含む自動運転車両の操縦方法にも関する。
【００３０】
本発明の非制限的な例に関する詳細な説明
　本発明については、本発明の非限定的な例に関する以下の詳細な説明を添付の図面を参
照しながら読むことによってよりよく理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明による自動運転車両の操縦システムのアーキテクチャの第１の例のブロッ
ク図である。
【図２】本発明による自動運転車両の操縦システムのアーキテクチャの第２の例のブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００３２】
　図１に示した情報処理アーキテクチャは、
・データ生成の第１の段であって、
　－　複数の車載センサ（１～３）と、
　－　外部情報ソースと通信する複数のコネクトされた構成要素（１１～１３）と
を具備する第１の段と、
・それぞれが１つまたは複数のセンサおよびコネクトされた構成要素からの信号の入力ポ
ートを有する超知覚モジュールと、対象物の超知覚プログラムを実行するプロセッサとを
備えるデータ直接活用の第２の段であって、
　－　車両がその環境を解釈し、静的または動的な対象物を知覚することを可能にする知
覚の機能と、
　－　車両がマッピング上で自らの位置を特定することを可能にする位置確認の機能と
を果たす第２の段と、
・超知覚モジュールによってもたらされる信号を活用する第３の段であって、
　－　一連の操縦命令を計算することで、車両がたどらなければならない横方向および長
手方向の進路を計算することのできるプランニング機能を実現する名目超プランニングモ
ジュール（３１）と、
　－　最も危急的な状況にあっても車両を安全な状態に持っていくための退避方案を計算
する救難超プランニングモジュール（３２）と
を具備する第３の段と
を備える。
【００３３】
　処理はすべて宣言型であって決定論なものではない。したがって、使用される情報およ
び計算される情報には常に信頼度レベルが関連づけられるが、その値はプログラムの実行
中しかわからない。
【００３４】
　ロバスト性のための以下の４つのメカニズムが利用される。
　・物理的な計算媒体および処理モジュールに関する固有の冗長性。その冗長性は多数決
によるものであってよい整合性テストにつながる。
　・データおよび中間結果の生成に関して（環境条件による）条件づけと（信頼度レベル
による）加重がなされた機能冗長性。
　・進路計算の結果の生成に関する機能冗長性。
　・確実な監視およびインテリジェント決定の戦略のためのクロスおよび突合による情報
の集中型利用。
【００３５】
　本発明によるシステムは以下の技術的オプションを用いる。
　－　第１段（５）における多様なセンサ、および第２段（１５）における同じ対象物を
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異なる仕方で知覚するための知覚の機能冗長性の使用。そうすることにより、その知覚結
果に対して、関連する信頼性、整合性および信頼度のレベルでクロステストを行って、そ
れぞれの異なる基準による比較を行い、最善の知覚結果を選ぶことができる。
　－　第３段（２５）における知覚結果の供給を受ける多様なプランニング手段の利用に
よる複数の可能な進路の規定。それにより、その進路に対して、関連する信頼性、整合性
および信頼度のレベルでクロステストも行って、それぞれの異なる基準による比較を行い
、最善の進路を選ぶことができる。
　－　緊急時におけるあらゆる退避の可能性を確保するため、すなわち避難進路を規定す
るための多様なプランニング手段の利用。避難の超プランニングである。
　－　最も安全な進路をたどるための最善の進路と車両走行の背景条件（すなわち、障害
物、インフラ、履歴など）のクロス。
【００３６】
　こうすることで、自動運転車両のシステムは、その工学的、機能的能力を最大限に利用
しながら、より信頼性の高いものとなっていく。また、エラーに対する許容度も高まる。
これは、エラーの検出と自らの挙動の不断の適合によってそれに備えることができるため
である。
【００３７】
第１段
　第１段（５）は、車両に搭載された様々なセンサおよび外部データを受け取るコネクト
されたモジュール（４～６）から来る信号の処理モジュール（１～３）を備える。
【００３８】
　複数のセンサおよびソースは同じ対象物を検出する。それらのデータの融合によって知
覚を確認することができる。
【００３９】
　自動運転車両のソースは環境の検出のための多様な基盤をなすものである。それぞれの
センサ、それぞれのソースは信頼性および信頼度レベルを表す情報と関連づけられる。
【００４０】
　次いで検出結果には、第２段の知覚変数の生成において活用可能なものとなるための処
理が施される。
【００４１】
第２段
　超知覚段（１５）は以下の２つの部分からなる。
　－　センサおよびそれ以外のソースの検出内容を解釈して対象物を表す知覚変数を計算
する知覚アルゴリズムのすべてをまとめた「知覚変数生成」部。
　－　信頼性、ソフト的、ハード的エラー、信頼度レベルおよびアルゴリズムの整合性に
関する一連のクロステストをまとめた「Ｓａｆｅ監視」部。このセットにより、最も有力
な知覚対象物、すなわち表現性、信頼度、信頼性および健全性に関して最善の知覚対象物
を特定することができる。
【００４２】
　これらの検出結果、およびいくつかのアルゴリズムを通して知覚変数が計算される。知
覚変数は、システムがその場面の対象物を記述し、その対象物をもとに車両にとって安全
な進路を定義することを可能にする。
【００４３】
　安全の方法論を満たすためには、対象物の知覚変数は少なくとも２つの異なるアルゴリ
ズムによって与えられなければならない。複数ソースの融合は、それが可能であるときは
、それら変数を生成するために同様に利用されなければならない。
【００４４】
　複数のセンサまたはそれ以外のソースがかかわる融合アプローチはどれもインテリジェ
ントアルゴリズムで組み合わされることで、それぞれの知覚変数を改善することができる
。次いで、対象物の知覚変数全体がクロスされて、知覚変数の妥当性および知覚変数に与
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えられ得る信頼度レベルがテストされる。これが第３のステップである。
【００４５】
　この段階では、同じ対象物を表す変数の複数のセットの計算が行われた。そこで変数が
互いに比較され、「最善」のものを選ぶことができるようにしなければならない。
【００４６】
　この選択は以下の４つのステップで進められる。
　・ソース／アルゴリズムの信頼度レベルと環境条件に関する既存の相関関係に基づく変
数の分類を可能にする信頼度レベルのソート。このテストは、変数を計算したアルゴリズ
ムの信頼度レベルも、そのソースの信頼度レベルも考慮することになる。これは次のよう
な問いに答えようとするものにほかならない。どの変数の質がより高いか、最も安全と思
われるものは？
　・対象物の知覚に至るすべての要素は本質的に信頼性のあるものであるという確認を可
能にする信頼性処理。そこで、この解析は、すべてのハードウェアおよびソフトウェアの
信頼性を検討することになる。これは次のような問いに答えようとするものにほかならな
い。知覚された対象物は動作の安全原則に照らして信頼性のあるものか？
　・知覚対象物の様々な変数を互いに比較して潜在的な整合性のなさを特定するアルゴリ
ズム整合性解析。この解析は整合性のない変数または不合理な変数を明らかにするもので
ある。これは次のような問いに答えようとするものにほかならない。最も整合性に乏しい
ものを排除する上で、どの変数が最も整合性を有しているか？
【００４７】
　プロセッサは、結果全体を合成し、プランニングに送るべき最善の対象物を決める処理
を実行する。これは次のような問いに答えようとするものにほかならない。整合性、信頼
性および信頼度に関して最善の対象物はどれか？
【００４８】
　この第２段は、ハード的（プロセッサおよび通信バス）にもソフト的にも２分割されて
いる。
【００４９】
　したがって、第２段は、２つの別々の通信バスを通して第１段のセンサからの信号を受
け取る独立した２つのプロセッサを備える。
【００５０】
　この第２段は第３段に同じデータを２回伝送する。
【００５１】
第３段
　超プランニングの第３段（３５）は自動運転車両の操縦のプランニングのための２つの
モジュール（３１、３２）を備える。
【００５２】
　プランニングプロセスは明確に異なる３つの部分に分けられる。
　－　各種機能の全体と、それぞれの知覚機能に関連する超知覚と、位置確認結果をほか
で知られている情報と比較し、それによって自動運転車両の進路を計算することができる
マッピングファイルのようなその他の入力モジュールとがまとめられた「超知覚モジュー
ル」部。
　－　各種プランニングアルゴリズムの全体がまとめられており、自動運転車両がたどる
ことができる様々な進路を計算する「進路生成」部。この進路計算は車両の環境知覚機能
をその拠りどころとする。
　－　信頼性、信頼度レベルおよびアルゴリズムの整合性に関する一連のクロステストセ
ットがまとめられた「安全監視・インテリジェント決定」部。このセットは、最も有力な
進路、すなわち表現性、信頼度、信頼性および健全性に関して最善である進路を特定する
ことができる。
【００５３】
　この部分は、第２段からの信号を２系列で受け取り、その２系列の信号のハード的およ
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びソフト的信頼性を決定して妥当性のある方の系列の信号を選択する。
【００５４】
　自動運転車両が取ることができる進路を複数のアルゴリズムが計算する。それぞれのア
ルゴリズムは取り上げる知覚対象物に即した進路のタイプを計算する。ただし、アルゴリ
ズムは、潜在的に車両が取り得る車路の数に応じて同じタイプの１つまたは複数の進路を
計算することができる。たとえば、車両が２車路の道路区間を移動しているとき、プラン
ニングシステムはそれぞれの車路について進路を計算することができる。
【００５５】
　用意された安全方法論を満たすため、進路計算アルゴリズムはその１つまたは複数の潜
在的な進路をそれぞれに関連する信頼度レベルおよび固有の信頼性とあわせて送出しなけ
ればならない。安全方法論のもう１つの特長は、進路計算手段をさらに多様化させるため
に多重知覚融合アルゴリズムを利用することである。
【００５６】
　この段階では、複数の進路が計算された。それらの進路については、互いに比較し、道
路の背景条件（道路交通規則、履歴、インフラ、障害物、ナビゲーション）と突き合わせ
ることによって優先順位をつけなければならない。
【００５７】
　この優先順位づけは以下の４つのステップで進められる。
　－　ソース／アルゴリズムの信頼度レベルと環境条件との間の既存の相関関係のみに基
づく進路の選択を方向づける信頼度レベルのソート。そこで、このテストは、進路を計算
したアルゴリズムの信頼度レベルも、そのソースの信頼度レベルも考慮することになる。
これは次のような問いに答えようとするものにほかならない。信頼度レベルに関してどの
進路の質がより高いか？
　－　進路の規定に至るすべての要素は本質的に信頼性を備えたものであることを確認す
る信頼性のコントロール。そこで、この解析では、すべての電子回路および情報処理開発
の信頼性が検討されることになる。これは次のような問いに答えようとするものにほかな
らない。計算された進路は動作の安全原則に適合したものか？
　－　進路を互いに比較して、不整合の有無を判別するアルゴリズムの整合性解析。この
解析は整合性を欠いた進路または不合理な進路を明らかにするものである。これは次のよ
うな問いに答えようとするものにほかならない。どの進路が最大の整合性を有しているか
？
　－　結果全体を総合し、人命にかかわる所与の状況下での人員の安全という観点から１
つまたは複数の最善の進路を決定する安全に関するインテリジェント決定。これは次のよ
うな問いに答えようとするものにほかならない。車両が人員の安全を保証しつつ取り得る
最善の進路はどれか？
【００５８】
　この選択は、たとえばＩＳＯ規格２６２６２で規定されているように、自動車両がたど
った経路、交通の流れ、インフラの種類、道路安全にかかわる適正行動の振る舞い、道路
交通規則および個々の進路に関連した潜在的リスクの大きさについての履歴による影響を
受ける。この選択には避難モードの超プランニングが含まれる。
【００５９】
　挙動選択アルゴリズムは、可能なすべての戦略を解析し、最も安心を与えるものである
とともに最も「快適」なものを選択する最後のインテリジェント層である。そして、車両
のために最も適した進路とそれに伴うべき速度とを選択する。
【００６０】
　避難超プランニングモジュール（３２）は、緊急時に想定されるあらゆる退避の可能性
を保証するために避難進路を計算する。この進路は、超知覚および超プランニングの方法
論に従って決定される知覚対象物をもとに計算されるが、この場合、対象物は避難モード
の別法のためのものとして検討される。
【実施例２】
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【００６１】
　第２の実施例は車両の指令車路の特定のための特別な場合に関する。
【００６２】
　この例は、「ＯＩＣＡ」４または５レベル、すなわち運転者が「ｏｕｔ　ｏｆ　ｔｈｅ
　ｌｏｏｐ（ループ外）」（英語による用語）にある自動運転レベルとして認定されなけ
ればならない自動運転車両に関する。このシステムは、一定のインフラ上で、またいかな
る環境のもとであっても、自動車の動きを運転者による介入なしに単独で操縦し、決定し
なければならない。
【００６３】
　以下の説明は、既存の車両プラットフォーム上に設けるものとして設計されたＶＥＤＥ
ＣＯＭの自動運転車両「上部システム」について、その信頼性を高め、機能安全性を向上
させるとともに、その「上部システム」の知能が活用する情報およびそれによって下され
る決定の健全性を保証するための機能安全性アーキテクチャに関するものである。
【００６４】
　本発明による自動運転車両の安全アーキテクチャはロバスト性に関する以下の４つのメ
カニズムに基づいて作り上げられた。
　・物理的計算媒体および処理モジュールに本質的に備わる冗長性。
　・それぞれの機能に関するデータおよび結果の生成を可能にする機能冗長性。データお
よび結果は環境によって調整され、信頼度レベルによって加重される。
　・進路計算の結果の生成を可能にする機能冗長性。このメカニズムは同じ機能に関して
以下を可能にする。
　－　結果の整合性および信頼度レベルの健全性をコントロールする。
　－　データおよび結果に対して環境による調整を加える。
　・監視戦略のためのクロス・突合情報の集中型利用。モジュールが結果を検査して、車
両およびその環境の挙動に基づいた決定スキームによって最も安全な結果を判別する。
【００６５】
　知覚に関しては、これらの原則に基づいて共通スキームが作り上げられた。この構成ブ
ロックを図２に示す。
【００６６】
　走行車路の知覚は次の４つのアルゴリズムを介して提供される。
　－　ＧＰＳ－ＲＴＫ＋高詳細度マッピングによる位置確認によって与えられる車路
　－　ＳＬＡＭ＋高詳細度マッピングによる位置確認によって与えられる車路
　－　マーキング（そのソースはカメラ）によって与えられる車路
　－　先行車両の追従によって（その車両の位置の履歴が車路の履歴に対応しているとい
う前提の上で）与えられる車路
【００６７】
　Ｓａｆｅ知覚は以下の機能を有している。
　１）４つのソース（ＧＰＳ－ＲＴＫ、ＳＬＡＭ、マーキング、追従）の知覚情報から４
つの指令車路を構築する。
　２）その４つのアルゴリズムによって与えられる最善の情報を選択する。
　３）手動モードにあるときは、それらアルゴリズムによって与えられた車路に十分な信
頼度インデックスがない場合に自動モードへの移行を禁止する。
　４）自動運転モードにあるときは、それらアルゴリズムによって与えられた車路に十分
な信頼度インデックスがないか、または４つのアルゴリズムによって与えられた車路が互
いに整合性を欠く場合には緊急制動を要求し、あわせて手動に戻すことを要求する。
【００６８】
　構成ブロックは、情報ソースを構成するセンサ（４０、４１）を有している。
【００６９】
　たとえば次の４つのソースを区別する。
　－　１というソース：前方Ｌｉｄａｒを利用して障害物に追従する機能
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　－　２というソース：ステレオカメラを利用してマーキングを検出する機能
　－　３というソース：ＳＬＡＭという位置確認機能であって、１つまたは複数のＬｉｄ
ａｒ（または融合に関連づけられた４つのセンサ）を使用するもの。
　－　４というソース：ＧＰＳという位置確認機能であって、ＧＰＳ、ＩＭＵおよびＲＴ
Ｋ補正を使用するもの。
【００７０】
　これら入力機能はシステムによって受け止められる（機器またはビルディングブロック
に関連した機能）。そのため、これら４つのソースの出力は、きわめて均質でないもので
ある。
　・ソース１（追従機能）は自車両基準系に障害物の後部中央のｘｙ位置を与える。障害
物は（ターゲットの変更があるかどうかわかるようにするため）識別子番号によって判別
される。追従に関する信頼度インデックスは提供されない。
　・ソース２（マーキング機能）は、左右のマーキングの多項式（ｙ＝ａｘ２＋ｂｘ＋ｃ
）のパラメータに対応する２つのベクトル（ａ、ｂ、ｃ）とその信頼度インデックスを自
車両基準系に与える。
　・ソース３（ＳＬＡＭ機能）は車両の位置確認（ｘ，ｙ，ｃａｐ）をＳＬＡＭの基準系
の中に与える。位置確認の信頼度が与えられる。
　・ソース４（ＧＰＳ位置確認機能）は車両の位置確認（ｘ，ｙ，ｃａｐ）を絶対基準系
の中に与える。メートル単位の位置確認の標準偏差が与えられる。
【００７１】
　「ソース」ブロック（４０、４１）のそれぞれの機能、および均質でない出力から、１
つまたは複数のプロセッサが知覚アルゴリズム（４２、４３）を適用して、対象物に関す
る均質な出力を与える。説明する例では、対象物は指令車路である。指令車路は、自車両
基準系における車路の多項式（ｙ＝ａｘ２＋ｂｘ＋ｃ）に対応するベクトル（ａ、ｂ、ｃ
）によって与えられる。
【００７２】
　ここでは、それぞれの知覚アルゴリズムについて手短に説明する。
【００７３】
　追従による「車路」知覚アルゴリズム（４２）はガード車両のｘ，ｙ位置を利用する。
すなわち、「ガード」車両は自動運転車両の指令車路の中にあるということが重要な前提
としてある。
【００７４】
　車路は次のようにして作り上げられる。
　１）車両基準系における追従対象車両の位置の回収
　２）移動基準系における車両の位置決め
　３）移動基準系における追従対象車両の位置決め
　４）移動基準系における追従対象車両位置の履歴の記憶装置への書込み（約６秒）。こ
の履歴は動的マッピング：［ｘｙ］移動基準系ベクトルをなす。
　５）動的マッピングにおける車両の位置確認
　６）動的マッピングにおけるローカル進路の特定
　７）ローカル進路の車両基準系への移行：［ｘｙ］自車両基準系ベクトル
　８）［ｘｙ］ベクトルの多項式による内挿
【００７５】
　そのため、出力は、その多項式による内挿の３つの変数（ａ、ｂ、ｃ）によって規定さ
れる「車路」変数である。
【００７６】
　実際のところ、マーキング検出アルゴリズム（４３）はすでに車両の左右に位置する白
線の二次多項式をすでに提供している。
　右側：ｙ右＝ａ右ｘ２＋ｂ右ｘ＋ｃ右

　左側：ｙ左＝ａ左ｘ２＋ｂ左ｘ＋ｃ左
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【００７７】
　したがって、車路の多項式は単に２つの多項式の２つの係数の平均である。すなわち、

【００７８】
　知覚アルゴリズムによる２つのマーキングのうちの一方を喪失した場合（セーフ－知覚
に対する信頼度レベルの下落によって示される）には、道路の幅（マッピングされた「レ
ーン幅」入力）および左側／右側が同じ形状である対称性を考慮に入れて推定が行われる
。そのため、右側のマーキングの喪失に対しては次式のようになる。

【００７９】
　３というセンサからのデータを活用するＧＰＳ－ＲＴＫによる車路知覚アルゴリズムは
以下のそれぞれを拠りどころとする。
　・２つの基礎変数：
　車両の位置［ｘ，ｙ］
　車両のヨー角
　・絶対基準系（Ｌａｍｂｅｒｔ９３、ＷＧ８４など）において規定されたＩＭＵ－ＲＴ
Ｋマッピングであって、以下を含むもの。
　ｘ＿ｐ進路ベクトル
　ｙ＿ｐ進路ベクトル
　上記２つのベクトルから次の関係式によって導き出されるＳベクトル（「曲線長」）：
　Ｓｉ＝Ｓｉ－１＋ｓｑｒｔ（ｄｘ＿ｐ２＋ｄｙ＿ｐ２）
【００８０】
　マッピングは、指令車路上の単純走行と、ＧＰＳによって与えられるｘ，ｙ値の記録と
によって上流側で行われる。したがって、ＧＰＳによって与えられる位置は常に高精度の
ものである（＜２０ｃｍ）（したがって修正信号ＲＴＫ　ＯＫ）ことが重要な前提として
あるが、それは常にそうであるとは限らない。
【００８１】
　このＧＰＳ位置をもとに、以下の車路構成のステップが行われる。
・ＩＭＵ－ＲＴＫマッピングにおける車両の位置確認
・マップの絶対基準系による進路「車路」の構成
・車両基準系への進路の移行
・多項式による内挿
【００８２】
　４というセンサからのデータを活用するＳＬＡＭによる車路知覚アルゴリズムはＧＰＳ
－ＲＴＫと同じ原則を拠りどころとしており、唯一の相違点は位置確認の基準にある。す
なわち、ＳＬＡＭの場合、ｘ，ｙ位置も、ヨーも、したがって関連するマッピングもＳＬ
ＡＭの基準系の中で与えられ、ＧＰＳ型の絶対基準系の中で与えられるものではない。
【００８３】
　信頼度の指標はアルゴリズム（４５）によって計算される。
【００８４】
　内部信頼度は、追従による車路知覚アルゴリズムの入力または出力情報のみを消費する
ため、ここでは：
・追従対象車両のｘｙ位置
・追従対象車両の識別子
【００８５】
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　信頼度はここでは以下のようにして構築されるブール指標である。
・障害物が当車両の軸の中で「ＴｅｍｐｏＴｒａｃｋｉｎｇ」秒（「ＴｅｍｐｏＴｒａｃ
ｋｉｎｇ」はパラメータ設定可能であるが、デフォルトでは４秒）の間追従され、かつ追
従対象のターゲットが存在し、かつターゲットの変更がなかった場合には、信頼度は１に
なる。
・ターゲットの変更があった場合、または追従するターゲットがなくなった場合には、信
頼度は０になる。
【００８６】
　「追従するターゲットがなくなった」条件は識別子の読取りを通して与えられる。追従
機能によって提供される対象物がないときには、この識別子の実際の値は「－１」である
。
【００８７】
　「ターゲットの変更」条件は通常は識別子が「－１」になることで示される。さらに、
返されてくる位置の不連続性に関するテストも加えられた。（たとえば、ある対象物がｘ
＝５ｍにあり、次のステップでｘ＝３０ｍとなったときには同じ対象物ではないと考えら
れるだろう。）不連続性の閾値はサンプリング期間Ｔｅ（Ｔｅ＝５０ｍｓ）当たりｘに関
しては３ｍ、Ｔｅ当たりｙに関しては０．８ｍと設定された。
【００８８】
　追従対象車両の長手方向位置ｘが自車両から１ｍから５０ｍまでの間にある場合、およ
びその横方向位置ｙが－１．５ｍ＜ｙ＜１．５ｍである場合は、「軸内に車両」条件は１
とされる。
【００８９】
　固定されたターゲットを追うことがないように、対象物の絶対速度がゼロでないこと、
とりわけ自車両の速度がゼロでない場合にはそのことを確認することが追加の作動条件と
される。
【００９０】
　理想的には、当該対象物は車両（であって歩行者でないもの）として特徴づけられるこ
とを確認する必要があろう。
【００９１】
　マーキングによる「車路」の信頼度は単純に２つのマーキングの２つの信頼度から計算
される。
　（右側マーキング信頼度＞閾値または左側マーキング信頼度＞閾値）であれば車路信頼
度＝１
　（右側マーキング信頼度＜閾値かつ左側マーキング信頼度＜閾値）であれば車路信頼度
＝０
【００９２】
　実際、すでに記したように、知覚アルゴリズムによる２つのマーキングのうちの一方を
喪失した場合には、道路の幅（マッピングされた「レーン幅」入力）および左側／右側が
同じ形状である対称性を考慮に入れて推定が行われる。そのため、１つのマーキングだけ
で事足りる。
【００９３】
　ＳＬＡＭ信頼度は、ＳＬＡＭの位置確認信頼度が一定の閾値よりも下がると直ちに０に
落ちてそのままとなるブール値である。実際、このＳＬＡＭ　ＶＥＤＥＣＯＭは、ＳＬＡ
Ｍアルゴリズムがいったん「喪失」すると位置確認の計算を行うことができなくなる。
【００９４】
　また、ＳＬＡＭ　ＶＥＤＥＣＯＭはいつでも自動運転車両の行程スタート後直ちに作動
可能となるわけではない。そのため、ＳＬＡＭがすでに初期化段階（マップ上の正確なポ
イントによって示される）にあったのでなければ、その前の状態が起動されてはならない
。
【００９５】
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　マッピングに関係する１つの条件が加えられた。ＳＬＡＭが非ヌルの信頼度を持つため
に１つの条件、すなわち車両はＳＬＡＭによって与えられる車路から４メートル未満のと
ころにある、という条件が新たに付け加えられ、そのために車両のＬａｎｅＳｈｉｆｔ、
すなわちＳＬＡＭによって与えられる「車路」知覚の多項式の変数「ｃ」（ｙ切片）が回
収される。
【００９６】
　ＳＬＡＭとしては、信頼度は以下のそれぞれの積である。
・位置確認に関する信頼度：この信頼度は、位置確認の標準偏差＜閾値のときは１である
。ＳＬＡＭとは異なり、信頼度が０に落ちてもそれは不可逆ではない。
・マッピングに関する信頼度：車両がＩＭＵ－ＲＴＫによって与えられる車路から１．８
メートル超のところにある場合にはこの信頼度は０であり、そのために車両のＬａｎｅＳ
ｈｉｆｔ、すなわちＩＭＵ－ＲＴＫ「車路」知覚によって与えられる車路の多項式の変数
「ｃ」（ｙ切片）が回収される。
【００９７】
　外部信頼度は環境条件に関係する。
【００９８】
　環境条件は以下のそれぞれの条件に対応する。
・気象条件：雨、霧、夜間、低高度の陽光など
・地理的条件：トンネル、特殊な種類の道路など
【００９９】
　場合によっては、気象条件は考慮に入れられておらず、条件の悪い場合には一般にデモ
ンストレーションは中断される。
【０１００】
　トポロジーマッピングにおいて地理的条件が考慮される。ごく一般的には、自動車両の
行程で想定されるそれぞれの地理的区間について、それぞれの事由（トンネル、強い勾配
など）とはかかわりなく外部信頼度（０または１のブール値）が提供される。そのため、
トポロジーマッピングには以下の４つの列がある。
・追従モードの外部信頼度
・マーキングモードの外部信頼度
・ＳＬＡＭモードの外部信頼度
・ＩＭＵ－ＲＴＫモードの外部信頼度
【０１０１】
　そのため、たとえばトンネル内に入るとき、したがってＧＰＳ－ＲＴＫによる位置確認
が続けられなくなるときには、外部信頼度はトンネル入口前でゼロにされる。
【０１０２】
　一般に、デモンストレーションで車両が行程のある区間を何度も走行してもあるモード
が一度も内部信頼度１に達することがない場合には、その数メートル手前で外部信頼度は
そのモードで強制的に０にされる。それによって、早々に失われることになりかねないモ
ードに移行するのを防ぐ。
【０１０３】
　ロバスト性は内部信頼度と外部信頼度ウォッチドッグの小さい方である。
【０１０４】
　それぞれのセンサの信頼性は、センサのベンダーから一般に提供されるセンサの自己診
断テストに基づく。たとえば、Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ製カメラは以下のそれぞれの状態
をとる「拡張クオリファイア」を出力側に供給する。
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【０１０５】
　信頼性計算（４６）も行う。センサの信頼性は、拡張修飾子＝０の場合にのみＯＫ（カ
メラ信頼性＝１）であると考える。
【０１０６】
　したがって、信頼性Ａ（追従による車路の信頼性）は、（ＬＩＤＡＲセンサ信頼性ＯＫ
）かつ（ウォッチドッグテストＯＫ）ならば１（ＯＫ状態）
　信頼性Ｂ（マーキングによる車路の信頼性）は、（カメラセンサ信頼性ＯＫ）かつ（ウ
ォッチドッグテストＯＫ）ならば１（ＯＫ状態）
　信頼性Ｃ（ＳＬＡＭによる車路の信頼性）は、（ＬＩＤＡＲ　ＳＬＡＭセンサ信頼性）
かつ（ウォッチドッグテストＯＫ）ならば１（ＯＫ状態）
　信頼性Ｄ（ＩＭＵ－ＲＴＫによる車路の信頼性）は、（ＧＰＳセンサ信頼性＝１および
ＩＭＵ信頼性＝１）かつ（ウォッチドッグテストＯＫ）ならば１（ＯＫ状態）
【０１０７】
　ウォッチドッグのテストはウォッチドッグのインクリメント（上流側知覚プロセッサか
らの情報）が正しく行われるか確認するものである。
【０１０８】
　それぞれのアルゴリズムの信頼性は、テストに関係するそれぞれのセンサソースの信頼
性と関係する。
【０１０９】
　整合性機能（４５）には次の２種類のテストが含まれる。
・本質的整合性
・他の対象物との比較による整合性
【０１１０】
　本質的整合性は対象物自体の妥当性を検証することが目的である。たとえば、障害物の
本質的整合性テストは視認対象物が実際にセンサの視認ゾーン内にあるか検証する。
【０１１１】
　考えられるテストの１つは、直近のＮ秒間について、アルゴリズムで与えられた車路が
車両履歴の車路に近いものかどうかを検証するというものであろう。たとえば、アルゴリ
ズムのＬａｎｅＳｈｉｆｔ（車路の多項式の変数「ｃ」）に着目して、直近の５秒間にそ
れが０に近いか検証することができる。
【０１１２】
　目的は、アルゴリズムによって与えられる「車路」が別のものによって与えられる車路
に対して整合性を持つかどうかを示すブール値を出力することにある。４つのアルゴリズ
ムＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄによって４つの車路が与えられるため、計算すべきブール値としてはＡ
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Ｂ、ＡＣ、ＡＤ、ＢＣ、ＢＤ、ＣＤの６つがある。
【０１１３】
　２つの車路の比較は各アルゴリズムの指令向首角の比較を通して大まかに行われる。具
体的には、比較は次のようにして行われる。
　１）各アルゴリズムによって与えられる「車路」多項式について、３つの異なる時間枠
（０．５ｓ、１ｓ、３ｓ）で指令向首角を計算する。
【０１１４】
　指令向首角はａｔａｎ（指令ＬａｎｅＳｈｉｆｔ／規定時間枠での距離）に等しい。
　１）次いで、２つの「車路」アルゴリズムによって与えられる３つの向首角の差を計算
し、全体の平均を取る。
　２）２秒に設定した低域フィルタ（約２秒間の平均を表す）に全体をかけ、デフォルト
で１０°に設定された基準閾値「ＣａｐＣｏｈｅｒｅｎｃｅ＿ｄｅｇ」で割る。
　３）全体で１超の結果が得られた場合は、２つの車路には整合性がないと判断される。
　４）このテストは可能性のある６つのペアの車路、ＡＢ、ＡＣ、ＡＤ、ＢＣ、ＢＤ、Ｃ
Ｄについて行われる。
【０１１５】
　決定ブロック（４７）は、信頼度、整合性、信頼性インデックスおよび性能インデック
スに応じて車路の最終選択を行う。不具合が発生した場合や、信頼度インデックスが低す
ぎる場合、または実際の車路と提案される選択との間に不整合がある場合には、緊急制動
の決定を要求することができる。
【０１１６】
　全体的な原則は以下のとおりである。
　１）信頼度と信頼性インデックスの小さい方に相当するロバスト性が計算される。
　２）車路アルゴリズム（Ａ：追従、Ｂ：マーキング、Ｃ：ＳＬＡＭ、Ｄ：ＧＰＳ－ＲＴ
Ｋ）は「デフォルトの等級」（信頼度、整合性または信頼性にかかわりなく）で定められ
た優先順位インデックスを受け取る。この等級は性能などに関する専門的知見ルールに関
係する。
【０１１７】
　デフォルトの等級＝［Ｄ、Ａ、Ｃ、Ｂ］のときは、４つのアルゴリズムは優先順位によ
って等級が分けられる。すなわち、（１：Ｄ：ＧＰＳ－ＲＴＫ、２：Ａ：追従、３：Ｃ：
ＳＬＡＭ、４：Ｂ：マーキング）
　３）各アルゴリズムに関係するすべての属性（信頼度、整合性）にも等級が与えられる
。この例では、Ｄ－Ａの整合性は１－２の整合性になる。
　４）シーケンス論理によって以下のそれぞれに応じてアルゴリズムが選択される。
　　ａ．信頼度
　　ｂ．整合性。たとえば、アルゴリズム２の車路からアルゴリズム３の車路に移るため
には整合性２－３がＯＫでなければならない。
　　ｃ．変数「Ａｌｇｏ１Ｐｒｉｏ」。このインデックスが１の場合、「デフォルトの等
級」で優先順位の高いものとして規定されているアルゴリズムが常に優先される（例：Ｄ
のＧＰＳ－ＲＴＫ）。このインデックスが０の場合、利用中のアルゴリズム（この例の場
合、現に３：Ｃ：ＳＬＡＭで、１：Ｄ：ＧＰＳ－ＲＴＫの信頼度が戻ったときには、それ
でも３：Ｃ：ＳＬＡＭに留まる）。
　５）信頼度が広く低下した場合、または現用アルゴリズムの車路と可能な選択肢による
車路との間に不整合がある場合は、意思決定手段によって緊急制動のフラグが立てられる
。手動モードにある場合は、これは自動モードへの移行を禁止するものとなる。
　６）最後の機能では、優先インデックス（最優先の１から優先順位最後の４まで）で参
照されたアルゴリズムの選択は当初の等級インデックス（Ａ：追従、Ｂ：マーキング、Ｃ
：ＳＬＡＭ、Ｄ：ＧＰＳ－ＲＴＫ）に戻される。
【０１１８】
　このブロック（４７）の入力側には以下のものがある。
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　４つのアルゴリズムに対する内部／外部信頼度（Ａ：追従、Ｂ：マーキング、Ｃ：ＳＬ
ＡＭ、Ｄ：ＧＰＳ－ＲＴＫ）、すなわちｃ’Ａ、ｃ’Ｂ、ｃ’Ｃ、Ｄ。
　４つのアルゴリズムの信頼性インデックス（Ａ：追従、Ｂ：マーキング、Ｃ：ＳＬＡＭ
、Ｄ：ＧＰＳ－ＲＴＫ）、すなわちｆＡ、ｆＢ、ｆＣ、ｆＤ。
【０１１９】
　ロバスト性ｃ’’はその２つのうちの小さい方、すなわち、
　ｃ’’Ｘ＝ｍｉｎ（ｃ’Ｘ，ｆＸ）である。
【０１２０】
　専門的知見ルールは、この場合は車路構築アルゴリズムに関するものであるＶＥＤＥＣ
ＯＭの知見に発するものとして課される予備ルールからなる。
【０１２１】
　そのため、たとえば、経験的に以下のことが知られている。
・ＧＰＳ－ＲＴＫによって与えられる車路は４つのアルゴリズムの中で最善の追跡性能を
提供する（精度および動特性）。しかし、市街地モードではしばしば喪失をまねく。
・ＳＬＡＭによって与えられる車路はハンドルにある種のノイズ（位置確認ノイズ）を生
じさせ、それは特に低速で顕著となる。また、その精度、したがってそれに関連した性能
は、環境が変化する中（高速道路よりも市街地）にあっては一段と重要度を増す。
・追従は「信頼のおける」車両が自分の前にいることを前提とするが、どこでも利用可能
であり、車路の変更すら可能であるという利点がある。
・Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ製カメラによって与えられるマーキングは現在では最も効果の
低いアルゴリズムであり、とりわけ１５０ｍの曲率半径未満では利用不能である。
【０１２２】
　自動運転車両は今のところは「シャトル」モードでのみ利用されており、その行程を４
つのモードで走り回ることで行われている実験では、所与の行程のために全体的に最も力
を発揮するモードはどれかを知ることができる。
【０１２３】
　また、専門家による知見として、リアルタイムで情報ベース（４８）に記録される履歴
に応じて特定のアルゴリズムを常に優先するようにするのがよい（たとえ、現用アルゴリ
ズムの利用を止めて優先アルゴリズムに戻らなければならないとしても）ことが示されて
いる。もっとも、（仮に最も優れた性能のアルゴリズムが再び利用可能になったとしても
）現用アルゴリズムを最大限保持することで（安全で快適な挙動と比較してハンドルに微
振動を生じかねない）アルゴリズムの切替えを避けるために切替えを最小限に抑えるのが
よいとする専門家もある。
【０１２４】
　そのため、専門的知見にかかわる２つのパラメータが設けられた。すなわち、
　１）４つのアルゴリズム（Ａ：追従、Ｂ：マーキング、Ｃ：ＳＬＡＭ、Ｄ：ＧＰＳ－Ｒ
ＴＫ）を優先順位で分けるサイズ４の「優先等級」ベクトル。
　　ａ．たとえば市街地タイプの行程については、市街地で力を発揮するＳＬＡＭが最も
優先され、そのあとはＩＭＵ－ＲＴＫ、追従、マーキングの順の「デフォルトの等級」＝
［Ｃ，Ｄ，Ａ，Ｂ］が用意される。
　　ｂ．たとえば高速道路タイプの行程では、ＧＰＳ－ＲＴＫ、次にマーキングが優先さ
れ、追従、ＳＬＡＭと続く「デフォルトの等級」＝［Ｄ，Ｂ，Ａ，Ｃ］を用意することが
できる。
　２）「Ａｌｇｏ１Ｐｒｉｏ」パラメータ：
　　ａ．このインデックスが１の場合、「デフォルトの等級」で優先順位の高いものとし
て規定されているアルゴリズムが常に優先される（例：「デフォルトの等級」＝［Ｃ，Ｄ
，Ａ，Ｂ］の場合にはＣのＳＬＡＭ）。
　　ｂ．このインデックスが０の場合は利用中のアルゴリズムを優先する（「デフォルト
の等級」＝［Ｃ，Ｄ，Ａ，Ｂ］の場合で、現にＡ：追従にあり、そこへＣ：ＳＬＡＭの信
頼度が戻ってきたときであってもＡ：追従に留まる）。
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【０１２５】
　「アルゴ番号－＞優先順位番号移行」機能は、デフォルトで（Ａ：追従、Ｂ：マーキン
グ、Ｃ：ＳＬＡＭ、Ｄ：ＧＰＳ－ＲＴＫ）と参照されている信頼度変数および整合性変数
のナンバリングを変更するもので、この移行関数によってこれらの変数は（１：最優先ア
ルゴリズム、２：第２優先アルゴリズム、３：第３優先アルゴリズム、４：最劣後アルゴ
リズム）とナンバリングされる。
【０１２６】
　たとえば、「デフォルトの等級」＝［Ｄ，Ｂ，Ａ，Ｃ］の場合、信頼度「Ａ」が信頼度
「３」になると、整合性Ｂ－Ａは整合性２－３になる。
【０１２７】
　シーケンス論理は以下の入力を持つＳｔａｔｅｆｌｏｗスキームである。
・４つの信頼度（優先等級順にナンバリングされたもの）。したがって、「信頼度＿１」
は優先アルゴリズムの信頼度である。
・６つの整合性（優先等級順にナンバリングされたもの）。したがって、「整合性１＿４
」は優先アルゴリズムと優先順位の最も低いものによる車路間の整合性である。
【０１２８】
　２つの出力は以下のとおりである。
　１）選択されたアルゴリズムの番号（優先等級順にナンバリングされたもの）。したが
って、Ｎｕｍｂｅｒ＿ａｌｇｏ＿ｕｓｅｄ＝２であれば、それは、指令車路について選択
されたアルゴリズムが第２優先アルゴリズム（たとえば、「デフォルトの等級」＝［Ｃ，
Ｄ，Ａ，Ｂ］であればＧＰＳ－ＲＴＫ（Ｄ））であることを示す。
　２）「緊急制動」ブール値。この変数が１であれば、自動運転車両の緊急制動が作動さ
れる。手動モードでは、この変数は自動運転モードの作動を阻止する働きをする。
【０１２９】
手動モードの車両
　手動モードにあるときは、この機能は、自動運転モードへの切替えが行われようとして
いるときに可能な限り最善のアルゴリズムを特定することがその目的となる。
【０１３０】
　しかし、この機能は、とりわけ、いずれのアルゴリズムも十分な信頼度インデックス（
ここでは非ヌル）を有していない場合に自動運転モードへの移行を禁止するものでなけれ
ばならないであろう。
【０１３１】
　一般にこのダイアグラムはモード１への回帰、すなわち優先アルゴリズムに向かう選択
を優先する。考慮されるのは信頼度インデックスだけである。整合性は考慮されない。こ
れは、手動モードの場合、自動運転モードとは異なり、２つの車路の間の整合性が悪くて
もそれによる影響（ハンドルの振動の類）を生じることはないためである。
【０１３２】
　そのため、優先アルゴリズム３は、アルゴリズム１および２の信頼度がヌルでない限り
は選択されることはない。
【０１３３】
　すべてのアルゴリズムの信頼度がヌルである場合には、Ｓａｆｅｔｙモード：緊急制動
＝１に移行する。しかし、車両に実際に緊急制動がかかるわけではなく（手動モードにあ
るため）、自動運転モードへの移行が禁止されるに過ぎない（緊急制動＝１で、かつ手動
モードであれば、自動運転モードへの移行は禁止される）。
【０１３４】
自動運転モードの車両
　以下のような例を考える：「デフォルトの等級」＝［Ｃ，Ｄ，Ａ，Ｂ］（すなわち、［
ＳＬＡＭ，ＧＰＳ－ＲＴＫ，追従，マーキング］）
　ＭＯＤＥ＿ＡＵＴＯ＿１は、現行アルゴリズムが優先アルゴリズム（たとえば「デフォ
ルトの等級」＝［Ｃ，Ｄ，Ａ，Ｂ］の場合のＳＬＡＭ（Ｃ））であるときのスキームを表



(20) JP 2019-528518 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

す。
【０１３５】
　この例で：
　ＳＬＡＭの信頼度＝１であれば、ＳＬＡＭに留まり、
　ＳＬＡＭの信頼度が０になれば、別モード（２，３，４）が選択され：
　ＧＰＳ－ＲＴＫによる車路の信頼度が１であり、かつＳＬＡＭによって与えられる車路
とＧＰＳ－ＲＴＫによる車路に整合性がある（ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ＿１＿２＝１）場合は
、モード２（Ｄ：ＧＰＳ－ＲＴＫ）に移行する。
　さもなければ：ＧＰＳ－ＲＴＫへの移行が可能でなく（前フレーズの条件参照）、かつ
追従による車路の信頼度が１のとき、かつＳＬＡＭによって与えられる車路と追従による
車路に整合性があるときは、モード１からモード３（Ａ：追従）に直接移行する。
　さもなければ：ＧＰＳ－ＲＴＫへの移行が可能でなく、かつ追従への移行が可能でなく
、かつマーキングによる車路の信頼度が１であり、かつＳＬＡＭによって与えられる車路
とマーキングによる車路に整合性があるときは、モード１からモード４（Ｂ：マーキング
）に直接移行する。
　さもなければ：緊急制動に移行する
【０１３６】
　モード２に移行した例（したがってＤ：ＧＰＳ－ＲＴＫ）について考える。
　ＭＯＤＥ＿ＡＵＴＯ＿２は、現行アルゴリズムが第２優先アルゴリズム（したがって「
デフォルトの等級」＝［Ｃ，Ｄ，Ａ，Ｂ］の場合のＧＰＳ－ＲＴＫ）であるときのスキー
ムを表す。
【０１３７】
　「ＡｌｇｏＰｒｉｏ１」のパラメータ設定に応じて２つの典型的なケースがある。
【０１３８】
　「ＡｌｇｏＰｒｉｏ１＝０」であり、かつＧＰＳ－ＲＴＫによる車路の信頼度＝１であ
れば、ＧＰＳ－ＲＴＫに留まる。
　「ＡｌｇｏＰｒｉｏ１＝１」で、かつＧＰＳ－ＲＴＫによる車路の信頼度＝１であれば
、ＳＬＡＭの信頼度が１で、かつＳＬＡＭによって与えられる車路とＧＰＳ－ＲＴＫによ
る車路に整合性がある（ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ＿１＿２＝１）場合、ともかく優先モード１
に移行する（すなわちＳＬＡＭに戻る）。
　その後は前述のものと同じ原則をなぞる。
【０１３９】
　ＧＰＳ－ＲＴＫの信頼度が０になれば、別モード（３，４）が選択され：
　追従による車路の信頼度が１のとき、かつＧＰＳ－ＲＴＫによって与えられる車路と追
従による車路に整合性があるときは、モード２からモード３（Ａ：追従）に移行する。
　さもなければ：追従への移行が可能でなく、かつマーキングによる車路の信頼度が１で
あり、かつＧＰＳ－ＲＴＫによって与えられる車路とマーキングによる車路に整合性があ
るときは、モード２からモード４（Ａ：マーキング）に直接移行する。
　さもなければ：緊急制動に移行する。
【０１４０】
　一般に車路の選択は以下を基本とするシーケンスダイアグラムに基づく。
　・　それぞれのアルゴリズムによる車路の信頼度
　・　ペアをなすそれぞれのアルゴリズムによって与えられる車路の間の整合性
　・　「ＡｌｇｏＰｒｉｏ１」パラメータ。１であれば優先モードに戻るための切替えを
優先する。０であれば、切替えを制限して、車両が現に利用中のアルゴリズムに留まるよ
うにする。
【０１４１】
　優先順位番号－＞アルゴ番号移行機能は、優先等級（１：最優先アルゴリズム、２：第
２優先アルゴリズム、３：第３優先アルゴリズム、４：最劣後アルゴリズム）とデフォル
トの等級（Ａ：追従、Ｂ：マーキング、Ｃ：ＳＬＡＭ、Ｄ：ＧＰＳ－ＲＴＫ）との間での
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移行を行うものである。
【０１４２】
　そのため、「デフォルトの等級」＝［Ｄ，Ｂ，Ａ，Ｃ］の場合で、シーケンス論理ブロ
ックが第３のアルゴリズムを最優先として選んだ場合には、選択されるアルゴリズム（Ａ
：追従）となる。

【図１】 【図２】
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