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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運行管理を行う管制サーバに無線回線を介して接続され、前記管制サーバからの指示を
考慮して自律走行する運搬車両であって、
　自車両の予測位置を算出する位置算出装置と、
　前記予測位置を中心とし、前記運搬車両が予め定められた期待確率で存在する位置範囲
を算出する位置範囲算出部と、
　前記運搬車両の目標経路と前記位置範囲内に含まれる各地点との乖離量のうちの最大値
からなる最大乖離量を算出する最大乖離量算出部と、
　前記最大乖離量が相対的に大きい場合に、前記運搬車両の目標車速を相対的に小さく定
める目標車速決定部と、
　前記目標車速に従って、前記目標経路に沿って前記運搬車両を走行させるための制御を
行う目標経路追従部と、
　を備えることを特徴とする運搬車両。
【請求項２】
　前記目標車速決定部は、前記目標経路に復帰させるために予め定められた最低復帰車速
を適用するかを判断するための距離閾値である最低復帰車速適用閾値以上、かつ、前記目
標経路への復帰が不可能と判断するための前記最低復帰車速適用閾値よりも大きい距離閾
値である停止判断閾値未満の範囲に前記最大乖離量が含まれる場合、前記目標車速として
前記最低復帰車速を用いると定める、
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　ことを特徴とする請求項１に記載の運搬車両。
【請求項３】
　前記最大乖離量算出部は、前記目標経路と平行な直線が前記位置範囲の輪郭線と接する
位置から、前記目標経路に下した垂線のうちの最大長の距離を前記最大乖離量として算出
する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の運搬車両。
【請求項４】
　前記目標車速決定部は、前記最低復帰車速適用閾値よりも小さい距離閾値である復帰車
速適用閾値以上、かつ、前記最低復帰車速適用閾値未満の範囲に前記最大乖離量が含まれ
る場合、前記目標車速として、前記目標経路の地図情報に予め規定された制限速度を示す
経路要求車速、又は前記管制サーバが前記目標経路の混雑状況及び鉱山全体の操業効率の
少なくとも一つを基に定めた管制要求車速のいずれか小さい車速値に対し、前記最大乖離
量が大きいほど小さな重みｗ（０＜ｗ＜１）を乗算して算出した復帰車速を用いると定め
る、
　ことを特徴とする請求項２に記載の運搬車両。
【請求項５】
　前記位置算出装置が、グローバルポジショニングシステムを用いた位置算出装置であっ
て、
　前記位置範囲算出部は、前記位置範囲として前記予測位置を中心とする誤差楕円を算出
する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の運搬車両。
【請求項６】
　運行管理を行う管制サーバに無線回線を介して接続され、前記管制サーバからの指示及
び自車両に備えられた位置算出装置から出力される前記自車両の予測位置を基に自律走行
する運搬車両に搭載される運搬車両の走行制御装置であって、
　前記予測位置を中心とし、前記運搬車両が予め定められた期待確率で存在する位置範囲
を算出する位置範囲算出部と、
　前記運搬車両の目標経路と前記位置範囲内に含まれる各地点との乖離量のうちの最大値
からなる最大乖離量を算出する最大乖離量算出部と、
　前記最大乖離量が相対的に大きい場合に、前記運搬車両の目標車速を相対的に小さく定
める目標車速決定部と、
　前記目標車速に従って、前記目標経路に沿って前記運搬車両を走行させるための制御を
行う目標経路追従部と、
　を備えることを特徴とする運搬車両の走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運搬車両及びその走行制御装置に係り、特に露天掘り鉱山等で使用される自
律走行可能な運搬車両の走行制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　露天掘り鉱山等で掘削された鉱石や土砂を搬送するための運搬車両として、オペレータ
が搭乗することなく自律走行する、所謂無人車両が知られている。無人車両を自律走行さ
せるためには自車位置を算出する必要がある。そこで自車位置算出装置として、グローバ
ルポジショニングシステム（ＧＰＳ：Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）や慣性計測装置（ＩＭＵ：Ｉｎｅｒｔｉａｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｕｎｉｔ
）からの出力を用いた慣性航法演算処理が知られている。
【０００３】
　特許文献１には、自車位置を用いた無人車両の走行制御技術として、無人車両が走行す
る予め決められた走行コース上の目標位置と自車両の現在位置との位置ずれ量が大きくな
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ると、無人車両の目標車速を事前に決めたものより小さく設定する構成が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第９７／３１３０２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような位置算出装置で得られた自車位置には、実際の自車位置（真値）からの誤差
が含まれている。そのため、無人車両の目標位置からの位置ずれ量の算出に際して自車位
置に含まれる誤差を考慮しない場合、自車位置（真値）と目標位置との位置ずれ量が実際
の位置ずれ量よりも小さく見積もられるという可能性がある。この点につき特許文献１で
は考慮されておらず、自車位置に含まれる誤差に起因して位置ずれ量が過小に算出される
可能があり、位置ずれ量に対する目標車速の設定が不十分であるという課題がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、位置算出装置から得られる
自車位置の誤差を考慮して走行制御が行える運搬車両及びその走行制御装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明は、運行管理を行う管制サーバに無線回線を介して接
続され、前記管制サーバからの指示を考慮して自律走行する運搬車両であって、自車両の
予測位置を算出する位置算出装置と、前記予測位置を中心とし、前記運搬車両が予め定め
られた期待確率で存在する位置範囲を算出する位置範囲算出部と、前記運搬車両の目標経
路と前記位置範囲内に含まれる各地点との乖離量のうちの最大値からなる最大乖離量を算
出する最大乖離量算出部と、前記最大乖離量が相対的に大きい場合に、前記運搬車両の目
標車速を相対的に小さく定める目標車速決定部と、前記目標車速に従って、前記目標経路
に沿って前記運搬車両を走行させるための制御を行う目標経路追従部と、を備えることを
特徴とする。
【０００８】
　本発明によれば、予め定められた期待確率で存在する位置範囲、即ち運搬車両が存在す
る可能性がある位置と目標経路との位置ずれ量の最大値（最大乖離量）が相対的に大きい
と目標車速を相対的に低くすることができるので、例えば目標経路に向かう方向に操舵角
が設定されていれば運搬車両の進行方向に沿ったより短い距離で目標経路に復帰できる可
能性が高くなる。また、目標経路から外れる方向に操舵角が設定されていても、車速が速
い場合に比べて目標経路からの更なる位置ずれを小さくできる可能性が高くなる。
【０００９】
　また本発明は上記構成において、前記目標車速決定部は、前記目標経路に復帰させるた
めに予め定められた最低復帰車速を適用するかを判断するための距離閾値である最低復帰
車速適用閾値以上、かつ、前記目標経路への復帰が不可能と判断するための前記最低復帰
車速適用閾値よりも大きい距離閾値である停止判断閾値未満の範囲に前記最大乖離量が含
まれる場合、前記目標車速として前記最低復帰車速を用いると定める、ことを特徴とする
。
【００１０】
　本発明によれば、停車するほどではなく目標経路への復帰は可能であるが、目標経路と
の最大乖離量が比較的大きい場合には、最低復帰車速で定速走行させることで進行方向に
沿ったより短い距離で目標経路に復帰する可能性をより高くすることができる。
【００１１】
　また本発明は上記構成において、前記最大乖離量算出部は、前記目標経路と平行な直線
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が前記位置範囲の輪郭線と接する位置から、前記目標経路に下した複数の垂線のうちの最
大長の距離を前記最大乖離量として算出する、ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明によれば、複数の垂線の長さを比較して最大乖離量の算出が行えるので、最大乖
離量の算出処理に係る負荷を低減することができる。
【００１３】
　また本発明は上記構成において、前記目標車速決定部は、前記最低復帰車速適用閾値よ
りも小さい距離閾値である復帰車速適用閾値以上、かつ、前記最低復帰車速適用閾値未満
の範囲に前記最大乖離量が含まれる場合、前記目標車速として、前記目標経路の地図情報
に予め規定された制限車速を示す経路要求車速、又は前記管制サーバが前記目標経路の混
雑状況及び鉱山全体の操業効率の少なくとも一つを基に定めた管制要求車速のいずれか小
さい車速値に対し、前記最大乖離量が大きいほど小さな重みｗ（０＜ｗ＜１）を乗算して
算出した復帰車速を用いると定める、ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明によれば、最大乖離量が復帰車速適用閾値以上最低復帰車速適用閾値未満の場合
は、最大乖離量が小さければより速い車速値で、大きければより遅い車速値で走行させる
ことにより、目標経路への復帰のための減速の影響をなるべく小さくすることができる。
【００１５】
　また本発明は上記構成において、前記位置算出装置が、グローバルポジショニングシス
テムを用いた位置算出装置であって、前記位置範囲算出部は、前記位置範囲として前記予
測位置を中心とする誤差楕円を算出する、ことを特徴とする。
【００１６】
　これにより、ＧＰＳを用いた位置予測結果に特徴的な存在期待確率分布である誤差楕円
に基づいて目標車速を決定することができ、ＧＰＳを用いた運搬車両に好適な走行制御を
行うことができる。
【００１７】
　また、運行管理を行う管制サーバに無線回線を介して接続され、前記管制サーバからの
指示を考慮して自律走行する運搬車両であって、前記運搬車両が、当該運搬車両の目標経
路を含む第一距離内では前記目標経路の地図情報に予め規定された制限車速を示す経路要
求車速、又は前記管制サーバが前記目標経路の混雑状況を基に定めた管制要求車速により
走行し、前記第一距離範囲の外側に隣接する第二距離範囲内に前記運搬車両が位置する場
合には、前記目標経路からの位置ずれ量が大きいほど小さい車速値からなる復帰車速で走
行し、前記第二距離範囲の外側に隣接する第三距離範囲内にある場合は、前記目標経路に
復帰させるために予め定められた前記復帰車速よりも小さい最低復帰車速により定速走行
させるように制御する走行制御装置と、前記走行制御装置による制御に従って駆動する走
行駆動装置と、を備える構成も好ましい。
【００１８】
　上記構成によれば、目標経路を中心とする運搬車両が走行する可能性がある範囲を、距
離に応じて第一距離範囲、第二距離範囲、第三距離範囲に分け、第三距離範囲に運搬車両
が位置する場合には最低復帰車速により定速走行させることができる。
【００１９】
　また本発明は、運行管理を行う管制サーバに無線回線を介して接続され、前記管制サー
バからの指示及び自車両に備えられた位置算出装置から出力される前記自車両の予測位置
を基に自律走行する運搬車両に搭載される運搬車両の走行制御装置であって、前記予測位
置を中心とし、前記運搬車両が予め定められた期待確率で存在する位置範囲を算出する位
置範囲算出部と、前記運搬車両の目標経路と前記位置範囲内に含まれる各地点との乖離量
のうちの最大値からなる最大乖離量を算出する最大乖離量算出部と、前記最大乖離量が相
対的に大きい場合に、前記運搬車両の目標車速を相対的に小さく定める目標車速決定部と
、前記目標車速に従って、前記目標経路に沿って前記運搬車両を走行させるための制御を
行う目標経路追従部と、を備えることを特徴とする。
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【００２０】
　これにより、運搬車両が存在する可能性がある位置と目標経路との位置ずれ量の最大値
（最大乖離量）が大きいほど目標車速を低くすることができる。そのため、例えば目標経
路に向かう方向に操舵角が設定されていれば運搬車両の進行方向に沿ったより短い距離で
目標経路に復帰できる可能性が高くなり、目標経路から外れる方向に操舵角が設定されて
いても、車速が速い場合に比べて目標経路からの更なる位置ずれを小さくできる可能性が
高くなる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、位置算出装置から得られる自車位置の誤差を考慮して走行制御が行え
る運搬車両及びその走行制御装置を提供することができる。上記した以外の課題、構成及
び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】鉱山内の概略構成を示す図
【図２】管制サーバ及びダンプ２０のハードウェア構成図であって、（ａ）は管制サーバ
、（ｂ）はダンプを示す。
【図３】管制サーバの主な機能を示す機能ブロック図
【図４】管制サーバに記憶される経路データの一例を示す図であって、（ａ）は経路デー
タを模式的に示し、（ｂ）は経路データのデータ構造例を示す。
【図５】ダンプ２０の機能構成を示すブロック図
【図６】適合リンクを探す処理を示す説明図
【図７】図５の行動司令部内の機能構成を示すブロック図
【図８】最大乖離量算出処理を示す説明図
【図９】最大乖離量と目標車速との関係を示すテーブル
【図１０】本実施形態に係るダンプの走行制御処理の流れを示すフローチャート
【図１１】他の実施形態の概念を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。以下の実施の形態において
は、便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実施の形態に分割して説明す
る。以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言及す
る場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、
その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でもよい。なお、以下の
実施の形態において、その構成要素（処理ステップ等も含む）は、特に明示した場合およ
び原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須ではない。
【００２４】
　また、以下の実施の形態における各構成、機能、処理部、処理部等は、それらの一部又
は全部を、例えば集積回路その他のハードウェアとして実現しても良い。また、後述する
各構成、機能、処理部、処理部等は、コンピュータ上で実行されるプログラムとして実現
しても良い。すなわち、ソフトウェアとして実現しても良い。各構成、機能、処理部、処
理部等を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情報は、メモリやハードディスク
、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等の記憶装置、ＩＣカード、ＳＤカー
ド、ＤＶＤ等の記憶媒体に格納することができる。
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の機能を有する部材には同一または関連する符号を付し、
その繰り返しの説明は省略する。また、以下の実施の形態では、特に必要なとき以外は同
一または同様な部分の説明を原則として繰り返さない。
【００２６】
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　＜第一実施形態＞
　図１を参照して、本実施形態に係る位置算出装置を搭載した運搬車両としての鉱山用ダ
ンプ（以下「ダンプ」と略記する）が走行する鉱山内の概略構成について説明する。図１
は、鉱山内の概略構成を示す図である。
【００２７】
　図１に示すように、鉱山内では、積込場６１（積載地点に相当）及び放土場６２（放土
地点に相当）を接続する走行経路６０が設けられる。積込場６１では土砂や鉱石の積込作
業を行うショベル１０が掘削作業を行う。そして、ダンプ２０－１、２０－２は、積込場
６１においてショベル１０から土砂や鉱石等の積荷を積込まれ、走行経路６０に沿って放
土場６２に向かって走行する。ダンプ２０－１、２０－２は、放土場６２に到着すると積
荷を放土する。そしてダンプ２０－１、２０－２は空荷で積込場６１に向けて走行する。
【００２８】
　ダンプ２０－１、２０－２は管制センタ３０に設置された管制サーバ３１に無線通信回
線４０を介して通信接続される。そして、ダンプ２０－１、２０－２は管制サーバ３１か
らの管制制御に従って走行する。図１の符号３２は、管制サーバ３１に接続される無線ア
ンテナであり、符号４１－１、４１－２、４１－３は無線移動局を示す。以下の説明では
、ダンプ２０－１、２０－２を区別しない場合は、ダンプ２０と記載する。
【００２９】
　ダンプ２０は、全地球航法衛星システム（ＧＮＳＳ：Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉ
ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）の少なくとも３つの航法衛星５０－１、５０－２、５０－３から測
位電波を受信して自車両の位置を取得するための位置算出装置（図１では図示を省略する
）を備える。ＧＮＳＳとして、ＧＰＳの他、ＧＬＯＮＡＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇ
ａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＧＡＬＩＬＥＯを用いてもよい。
【００３０】
　管制サーバ３１は、すべてのダンプ２０－１、２０－２の走行位置や目標経路、鉱山の
操業目標や操業効率などを考慮して、管制サーバ３１から見て、各ダンプ２０－１、２０
－２に走行時に適用させたい車速（スカラー量）である管制要求車速を算出（決定）し、
それを各ダンプ２０－１、２０－２に通知することができる。管制要求車速は、走行経路
６０の地図情報においてカーブの曲率や勾配、道幅を考慮して定められた走行経路６０上
の各区間の制限車速（経路要求車速）に対して、実際の渋滞状態やダンプ２０の稼働台数
を含む運行状況により補正した車速である。従って経路要求車速が各区間の最高車速であ
り、管制要求車速は経路要求車速以下の車速値である。なお、本明細書において車速はス
カラー量を示す。
【００３１】
　次に図２を参照して、図１の管制サーバ３１及びダンプ２０のハードウェア構成につい
て説明する。図２は、管制サーバ及びダンプ２０のハードウェア構成図であって、（ａ）
は管制サーバ、（ｂ）はダンプを示す。
【００３２】
　図２の（ａ）に示すように、管制サーバ３１は、ＣＰＵ３１１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３１２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
３１３、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）３１４、Ｉ／Ｆ３１５、バス３１８
を含む。そして、ＣＰＵ３１１、ＲＡＭ３１２、ＲＯＭ３１３、ＨＤＤ３１４、及びＩ／
Ｆ３１５がバス３１８を介して接続されて構成される。
【００３３】
　更に、管制サーバ３１は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）
３１６、操作部３１７を備え、これらがＩ／Ｆ３１５に接続される。
【００３４】
　ＣＰＵ３１１は演算部であり、管制サーバ３１全体の動作を制御する。
【００３５】
　ＲＡＭ３１２は、情報の高速な読み書きが可能な揮発性の記憶媒体であり、ＣＰＵ３１
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１が情報を処理する際の作業領域として用いられる。
【００３６】
　ＲＯＭ３１３は、読み出し専用の不揮発性記憶媒体であり、本実施形態の特徴をなす自
律走行制御プログラムが格納されている。
【００３７】
　ＨＤＤ３１４は、情報の読み書きが可能な不揮発性の記憶媒体であり、ＯＳ（Ｏｐｅｒ
ａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や各種の制御プログラム、アプリケーション・プログラム等
が格納されている。
【００３８】
　ＬＣＤ３１６は、ユーザが鉱山内のダンプの走行状況を確認するための視覚的利用者イ
ンターフェースである。
【００３９】
　操作部３１７は、キーボードやＬＣＤ３１６に積層されたタッチパネル（図示を省略）
等、ユーザが管制サーバ３１に情報を入力するための利用者インターフェースである。
【００４０】
　管制サーバ３１のＩ／Ｆ３１５には、無線通信回線４０に接続するためのサーバ側通信
装置３４０が接続される。
【００４１】
　一方、ダンプ２０は、図２の（ｂ）に示すように自律走行のための制御処理を行う走行
制御装置２００と、走行制御装置２００からの制御指示に従ってダンプ２０を走行駆動す
るための走行駆動装置２１０と、ダンプ２０の自車両の予測位置を算出するための位置算
出装置２２０と、ダンプ２０の周辺環境を認識するためのミリ波センサ等の外界センサ２
３１と、車体傾斜や積載量などの車体情報の認識に用いるための車体センサ２３２と、無
線通信回線４０に接続するためのダンプ側通信装置２４０と、を備える。
【００４２】
　走行駆動装置２１０は、ダンプ２０に対して制動をかける制動装置２１１、ダンプ２０
の操舵角を変更するための操舵モータ２１２、及びダンプ２０を走行させるための走行モ
ータ２１３を含む。
【００４３】
　位置算出装置２２０は、航法衛星５０－１、５０－２、５０－３からの測位電波を受信
して自車両の予測位置を算出するＧＰＳ装置や、ＩＭＵである。
【００４４】
　走行制御装置２００は、ＣＰＵ２０１、ＲＡＭ２０２、ＲＯＭ２０３、ＨＤＤ２０４、
Ｉ／Ｆ２０５、及びバス２０８を含む。そして、ＣＰＵ２０１、ＲＡＭ２０２、ＲＯＭ２
０３、ＨＤＤ２０４、及びＩ／Ｆ２０５がバス２０８を介して接続されて構成される。更
に、走行駆動装置２１０、位置算出装置２２０、外界センサ２３１、車体センサ２３２、
及びダンプ側通信装置２４０が、Ｉ／Ｆ２０５に接続される。
【００４５】
　このようなハードウェア構成において、ＲＯＭ２０３、３１３やＨＤＤ２０４、３１４
若しくは図示しない光学ディスク等の記録媒体に格納された自律走行制御プログラムがＲ
ＡＭ２０２、３１２に読み出され、ＣＰＵ２０１、３１１の制御に従って動作することに
より、自律走行制御プログラム（ソフトウェア）とハードウェアとが協働して、管制サー
バ３１及び走行制御装置２００の機能を実現する機能ブロックが構成される。なお、本実
施形態では、管制サーバ３１及び走行制御装置２００の構成をソフトウェアとハードウェ
アとの組み合わせにより説明したが、特にダンプ２０は、ダンプ側で実行される自律走行
制御プログラムの機能を実現する論理回路を用いて構成してもよい。
【００４６】
　次に図３乃至図４を参照して、管制サーバ３１の機能構成について説明する。図３は、
管制サーバの主な機能を示す機能ブロック図である。図４は、管制サーバに記憶される経
路データの一例を示す図であって、（ａ）は経路データを模式的に示し、（ｂ）は経路デ
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ータのデータ構造例を示す。
【００４７】
　図３に示すように、管制サーバ３１は、走行許可区間設定部３１１ａ、管制要求車速決
定部３１１ｂ、サーバ側通信制御部３１１ｃ、経路データ記憶部３１４ａ、及び運行管理
情報データベース（以下データベースを「ＤＢ」と略記する）３１４ｂを備える。走行許
可区間設定部３１１ａ、管制要求車速決定部３１１ｂ、及びサーバ側通信制御部３１１ｃ
は、管制サーバ３１で実行される自律走行制御プログラムにより構成される。
【００４８】
　経路データ記憶部３１４ａは、ＨＤＤ３１４など固定的に記憶する記憶装置を用いて構
成される。図４の（ａ）に示すように、経路データは、走行経路６０上の各地点（以下「
ノード」という）２２の位置情報と、各ノードを連結するリンク２１とにより定義される
。また、鉱山の地形情報や、各ノードの絶対座標（測位電波を基に算出される３次元実座
標）を含んでもよい。各ノードには、そのノードを固有に識別する識別情報（以下「ノー
ドＩＤ」という）が付与される。
【００４９】
　各リンクは進行方向（図４の（ａ）における矢印Ａ方向）を持ち、先端ノードと終端ノ
ードとが定義されている。そして図４の（ｂ）に示すように、経路データは各リンクを固
有に識別する識別情報（例えば２１Ａ）と、そのリンクの先端ノードＩＤの座標値（ｘ２

２Ａ，ｙ２２Ａ）および終端ノードＩＤの座標値（ｘ２２Ｂ，ｙ２２Ｂ）、そのリンクを
走行する際の経路要求車速Ｖ２１Ａ、道幅Ｗ２１Ａ、勾配Ｓ２１Ａ、曲率Ｃ２１Ａのデー
タとを関連付けている。
【００５０】
　経路要求車速は、その経路の勾配、曲率、道幅などの道路仕様などから決定される。こ
の経路要求車速は、ダンプ２０が実際に走行する際の目標車速の候補となる。
【００５１】
　運行管理情報ＤＢ３１４ｂは、走行経路６０を走行している各ダンプの位置を示す運行
管理情報を格納する。
【００５２】
　走行許可区間設定部３１１ａは、各ダンプ２０から送信される走行許可要求情報に応じ
て、当該ダンプ２０に対して次の走行許可区間を設定する。具体的には、運行管理情報Ｄ
Ｂ３１４ｂの運行管理情報を参照して当該ダンプ２０の前方を走行している他のダンプの
位置を取得する。次に、経路データ記憶部３１４ａの経路データを参照し、走行経路６０
上におけるダンプ２０の前方を走行する他のダンプの現在位置から、少なくとも制動をか
けて停止するために必要な距離（停止可能距離）後方の地点に、新たに設定する走行許可
区間の前方境界地点を設ける。更に、当該ダンプ２０の現在位置よりも停止可能距離分離
れた位置に後方境界地点を設定する。そして、前方境界地点及び後方境界地点の間を、走
行許可要求を出したダンプ２０に対して付与する新たな走行許可区間として設定する。
【００５３】
　管制要求車速決定部３１１ｂは、管制要求車速を決定する。具体的には、管制要求車速
決定部３１１ｂは、経路データ記憶部３１４ａから経路データを読み出して、運行管理情
報Ｄ３１４ｂに記憶された運行情報を参照し、ダンプ２０に対して設定された新たな走行
許可区間に含まれるリンクに対応付けられている経路要求車速と、ダンプ２０の前方車両
との距離、交通混雑の状態とを考慮して、管制要求車速を決定する。通常、最大管制要求
車速は、経路データにおいてリンクに対応しづけられている車速であり、交通渋滞の場合
はそれよりも遅い車速が管制要求車速として決定される。管制要求車速は、走行許可区間
設定部３１１ａに出力される。
【００５４】
　走行許可区間設定部３１１ａは、設定した新たな走行許可区間の前方境界点、後方境界
点、及び管制要求車速を示す走行許可応答情報を生成し、サーバ通信制御部３１１ｃに出
力する。
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【００５５】
　サーバ通信制御部３１１ｃは、各ダンプ２０の走行許可要求情報の受信、及びその要求
に応じて生成された走行許可応答情報を送信する制御を行う。
【００５６】
　次に図５乃至図８を参照してダンプ２０の自律走行に係る機能構成について説明する。
図５は、ダンプ２０の機能構成を示すブロック図である。図６は適合リンクを探す処理を
示す説明図である。図７は図５の行動司令部内の機能構成を示すブロック図である。図８
は、最大乖離量算出処理を示す説明図である。
【００５７】
　図５に示すように、走行制御装置２００は、走行する経路とそれに付随する情報を記録
した経路データ記憶部２０４ａと、位置算出装置２２０が算出した自車両の予測位置を中
心とし、ダンプ２０が予め定められた期待確率（例えば信頼度９５％以上）で存在する位
置範囲を算出する位置範囲算出部２０１ｂと、経路データ記憶部２０４ａから適切なデー
タを抽出する経路データ抽出部２０１ｃと、前方障害物の位置を検出する障害物位置演算
部２０１ｄと、走行車速や操舵角、積載重量などの車体状態を認識する車体情報演算部２
０１ｅと、自車の目標車速、目標経路などを決定し目標経路に追従するために必要な指令
情報を出力する行動指令部２０１ｆと、目標車速で目標経路に沿って移動するために必要
な駆動、制動、操舵の制御量を決定する目標経路追従部２０１ｇと、現在走行中の走行許
可区間の終端地点（前方境界点）に近づくと、次に走行する新たな走行許可区間の設定要
求を行う走行許可要求部２０１ｈと、管制サーバ３１との無線通信制御を行うダンプ側通
信制御部２０１ｉと、を備える。
【００５８】
　経路データ記憶部２０４ａは、ダンプ２０が走行すべき経路を、両端にノードと呼ばれ
る点を備えたリンクの集合体として表現した経路データを記録する。また、リンクを指定
すると、そのリンクに紐付けられたデータを抽出することができるよう、リンクＩＤとそ
れに付帯する付帯情報とが関連付けて構成されている。
【００５９】
　位置範囲算出部２０１ｂは、現在の演算結果がどの程度の信頼性があるかを表現する確
率分布を算出する。本実施形態では位置算出装置２２０としてＧＰＳを用い、確率分布と
して誤差楕円を用い、これを位置情報に反映させた位置範囲を求める。以下の説明では「
誤差楕円」は単なる確率分布だけでなく、予測位置を中心とする誤差楕円の確率分布を反
映させた位置範囲を意味するものとして用いる。
【００６０】
　誤差楕円は自車の予測位置の演算時に自車が存在し得る二次元平面上の範囲（つまり測
定位置誤差）を楕円で表現したものであり、車両の進行方向のある一定確率以上の存在範
囲と車両横方向のある一定確率以上の存在範囲を統合することで自車位置がある一定確率
以上で存在する範囲の境界を２次元上の楕円形で表現したものである。ここでいう予測位
置とは、その誤差楕円範囲内で自車が存在する可能性が最も高い位置を示しており、誤差
楕円の円周部分に近づくにつれ、自車が存在する可能性が低くなることを示している。つ
まり、誤差楕円の円周上は、期待確率は低いがある一定確率以上で、例えば９５％以上な
どで存在する可能性があることを示している。
【００６１】
　誤差楕円を用いることにより、ＧＰＳを用いた予測位置に特徴的な誤差を反映した確率
分布である誤差楕円を用いて目標車速を算出でき、ＧＰＳを搭載したダンプに好適な走行
制御が行える。
【００６２】
　位置範囲算出部２０１ｂが算出した位置範囲は行動指令部２０１ｆに出力される。
【００６３】
　なお、自車位置の期待確率を示す確率分布は、誤差楕円に限らず例えばＸＹ座標上のあ
る座標における確率をＸＹ平面に直交するＺ軸方向にプロットした２次元正規分布を生成
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してもよい。
【００６４】
　経路データ抽出部２０１ｃは、位置範囲算出部２０１ｂから得られる位置範囲に基づき
、その位置近傍の経路データを抽出する。一例として自車位置近傍のデータを抽出する様
子を図７に示す。経路データ抽出部２０１ｃは、位置範囲算出部２０１ｂから得られる位
置範囲の予測位置ＣＰと、各リンク（例えばリンク２１Ａ）の先端ノード（先端ノード２
２Ａ）および終端ノード（例えば２２Ｂ）の座標値とを比較し、先端ノード２２Ａと終端
ノード２２Ｂの間に予測位置ＣＰが当てはまるリンクのうち最も近いものを選択し、それ
を適合リンク２１Ａと決定する。そして経路データ抽出部２０１ｃは、経路データ記憶部
２０４ａに記憶されている経路データから、決定した適合リンク２１Ａに紐付けられてい
る経路データを抽出する。経路データ抽出部２０１ｃは、抽出した経路データを行動指令
部２０１ｆに出力する。
【００６５】
　障害物位置演算部２０１ｄは、例えばミリ波センサやステレオカメラなどの外界センサ
２３１からの出力を基に、特にダンプ２０の進行方向前方に位置する障害物（例えば前方
車両）の有無やダンプ２０からの距離を演算する。障害物を検出した場合は、行動指令部
２０１ｆに検出結果を出力する。行動指令部２０１ｆは検出結果に応じて、例えば衝突回
避のために減速・停止のための制動動作を行う。
【００６６】
　車体情報演算部２０１ｅは、各種車体センサ２３２からの出力に基づいて、操舵角、走
行車速、積載重量など、ダンプの車体状態を示す値を演算する。例えば車体情報演算部２
０１ｅは、操舵軸に取り付けられた回転角センサからの出力を基に操舵角を演算する。ま
た車体情報演算部２０１ｅは、前輪や後輪の回転数を計測する車輪回転数センサからの出
力された回転数及びタイヤ仕様を基に走行車速を演算する。更に車体情報演算部２０１ｅ
は、各車輪に設置されたサスペンションの圧力を計測できる圧力センサからの出力を基に
積載重量を演算する。車体情報演算部２０１ｅは、抽出した経路データを行動指令部２０
１ｆに出力する。行動指令部２０１ｆは検出結果に応じて、例えば空荷の場合は積荷より
も制動をかける際のタイミングを速くするなど、車体情報に応じた走行制御を行う。
【００６７】
　目標経路追従部２０１ｇは、行動指令部２０１ｆが定めた目標車速に従って、目標経路
に沿ってダンプ２０を走行させるための制御を行うもので、目標車速を実現するための走
行モータトルク指令を生成する目標トルク生成部５０１、及び目標経路を実現するように
操舵角指令を生成する目標操舵角生成部５０２を含む。
【００６８】
　目標トルク生成部５０１は、行動指令部２０１ｆから目標車速を取得し、目標車速と現
在の車速値との差をフィードバックし、その差を小さくするような目標走行トルクを生成
する。
【００６９】
　目標操舵角生成部５０２は、ダンプ側通信制御部２０１ｉから走行許可応答情報を取得
し、目標経路（走行許可区間）の位置情報を取得する。そして、位置範囲算出部２０１ｂ
から得られる予測位置と目標経路との位置ずれをフィードバックし、その差を小さくする
ような目標操舵角を生成する。
【００７０】
　走行許可要求部２０１ｈは、位置範囲算出部２０１ｂから得られる自車両の予測位置と
経路データ記憶部２０４ａから読み出した経路データとを照合し、次の走行許可区間の設
定を要求する走行許可要求情報を送信する地点（走行許可要求地点）に自車両が到達した
かを判定し、到達した場合にはダンプ側通信制御部２０１ｉに対して走行許可要求情報を
送信する。
【００７１】
　ダンプ側通信制御部２０１ｉは、管制サーバ３１に対し、次の走行許可区間を要求する
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ための走行許可要求情報を送信するとともに、管制サーバ３１から、走行許可応答情報（
管制要求車速情報を含む）を受信する制御を行う。
【００７２】
　行動指令部２０１ｆは、図７に示すように、複数の目標車速候補の中から一つを選択す
る目標車速候補選択部６０１と、ダンプ２０の目標経路と位置範囲内に含まれる各地点と
の乖離量のうちの最大値からなる最大乖離量を算出する最大乖離量算出部６０２と、最大
乖離量が相対的に大きい場合に、運搬車両の目標車速を相対的に小さく定める目標車速決
定部６０３と、を備える。
【００７３】
　目標車速候補選択部６０１は、経路データ抽出部２０１ｃから取得した適合リンク２１
Ａにひもづけられている経路データの経路情報から経路要求車速を取得する（読み取る）
とともに、ダンプ側通信制御部２４０から出力された走行許可応答情報に含まれる管制要
求車速を読取り、両者を比較して遅い方の車速を目標車速の候補として選択する。目標車
速候補選択部６０１は、選択した目標車速候補を目標車速決定部６０３に出力する。
【００７４】
　最大乖離量算出部６０２は、図８に示すように、位置範囲算出部２０１ｂから得られる
自車位置ＣＰと誤差楕円ＥＥ、および、経路データ抽出部２０１ｃから得られる適合リン
ク２１Ｄおよびそれに紐付けられている先端ノード２２Ａおよび終端ノード２２Ｂの座標
値を基に、自車位置ＣＰと目標経路である適合リンク２１Ａとの最大乖離量ＭａｘＤを求
める。最大乖離量ＭａｘＤは、目標経路である適合リンク２１Ａに対して想定される最大
のずれ量と定義する。位置範囲算出部２０１ｂから自車位置ＣＰと誤差楕円ＥＥが出力さ
れる。この自車位置ＣＰは確率的にもっとも存在可能性が高い位置であり、その位置を中
心に、ある確率以上で存在する可能性がある領域が誤差楕円ＥＥとして表現される。つま
り、誤差楕円ＥＥの内側であればダンプ２０が存在する可能性があることを示している。
最大乖離量算出部６０２は、自車位置ＣＰおよび誤差楕円ＥＥが得られると、目標経路で
ある適合リンク２１Ａから最も乖離した地点である最大乖離地点Ｐを演算する。この最大
乖離地点Ｐは適合リンク２１Ａと平行な直線であるＬｉｎｅＡが誤差楕円ＥＥの輪郭線と
接する位置として求めることができる。最大乖離量算出部６０２は、この最大乖離地点Ｐ
から目標経路である適合リンク２１Ａに下ろした垂線である最大乖離地点垂線ＥＤの長さ
の最大値（最大長の距離）を最大乖離量ＭａｘＤと決定する。
【００７５】
　目標車速決定部６０３は、目標車速候補選択部６０１から通知される目標車速候補、及
び最大乖離量算出部６０２から通知される最大乖離量ＭａｘＤを基に目標車速を決定し、
目標経路追従部２０１ｇに出力する。この際、障害物位置演算部２０１ｄや車体情報演算
部２０１ｅからの出力に基づいて、決定した目標車速に対して補正を行ってもよい。補正
がされた場合、決定された目標車速よりも更に遅い車速を適用してもよい。
【００７６】
　自律走行ダンプに限らず、一般に車両は、同じ操舵角であれば、走行車速が遅い方が進
行方向における短い距離で目標経路に対するずれ量を小さくすることができる。したがっ
て、できるだけ進行方向における短い距離で目標経路とのずれ量を小さくするためには走
行車速を低下させる必要がある。つまり目標車速を低下させることで走行車速を低下させ
ればよい。
【００７７】
　ここで、上記のとおり位置算出装置２２０からの出力を基に算出したダンプ２０の自車
位置は、ある確率で誤差楕円の円周上に存在する。したがって、可能性は低くとも安全性
を高めるため、本実施形態では、目標経路とのずれ量を演算するために、誤差楕円内の中
でもっとも目標経路とのずれ量が大きい位置（最大乖離地点）を目標車速を決定するため
に用いる自車両の予測位置として採用する。
【００７８】
　そこで、目標車速決定部６０３は、目標車速候補選択部６０１が選択した目標車速候補
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に対し、目標経路からの最大ずれ量である最大乖離量ＭａｘＤを基に補正する。そして目
標車速決定部６０３は、補正した目標車速を目標経路追従部２０１ｇに出力する。これに
より、進行方向に沿ってより短い距離で乖離量を小さくすることができる。
【００７９】
　図９は、最大乖離量と目標車速との関係を示すテーブルである。図９のテーブルでは、
目標車速候補よりも遅い復帰車速を適用するかを判断するための復帰車速適用閾値ＪＤ１
よりも最大乖離量ＭａｘＤが大きい場合、重みｗ＝１を現在の目標車速値に乗算する。従
って、最大乖離量ＭａｘＤが復帰車速適用閾値ＪＤ１未満の場合、目標車速決定部６０３
は、目標車速候補に重み１を掛ける、つまり目標車速候補がそのまま目標車速として用い
られる。
【００８０】
　最大乖離量ＭａｘＤが復帰車速適用閾値ＪＤ１以上、目標経路に復帰させるために予め
定められた最低復帰車速を適用するかを判断するための最低復帰車速適用閾値ＪＤ２未満
の場合は、目標車速決定部６０３はｗｍｉｎ＜ｗ＜１（ｗｍｉｎは０よりも大きく１未満
の値）の範囲で最大乖離量ＭａｘＤが大きくなるにつれて小さい重みｗを目標車速候補に
乗算して、目標車速を決定する。
【００８１】
　最大乖離量ＭａｘＤが最低復帰車速適用ＪＤ２以上、目標経路への復帰が不可能と判断
するための停止判断閾値ＪＤ３以下の場合は、目標車速決定部６０３は目標車速として最
低復帰車速を適用すると決定する。これにより、ダンプ２０は、仮に大きく目標経路を外
れた場合でも、十分低速な復帰車速（たとえば５ｋｍ／ｈ）で走行することで進行方向の
短い距離で目標経路に戻ることができる。また、目標経路からのずれ量が比較的小さい場
合は、最低復帰車速よりも大きい車速を用いて復帰動作を行うことで、復帰動作に伴うダ
ンプ２０の減速の影響をより小さくすることができる。
【００８２】
　最大乖離量ＭａｘＤが停止判断閾値ＪＤ３以上の場合は、復帰不可能な乖離量であると
判断し、最終目標車速をゼロとして停車を指示できるように構成されている。
【００８３】
　上記復帰車速適用閾値ＪＤ１、最低復帰車速適用閾値ＪＤ２、停車判断閾値ＪＤ３は、
車体の積載状態、道幅、すれ違い事象発生の有無などの外的要因を考慮して予め決定され
てもよいし、ダンプ２０を走行させながら外的要因の変動に対応して動的に決定してもよ
い。
【００８４】
　次に図１０を参照して、本実施形態に係るダンプの走行制御処理の流れについて説明す
る。図１０は、本実施形態に係るダンプの走行制御処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【００８５】
　走行制御処理を開始するにあたり、まずダンプ２０のエンジンを始動する。これにより
走行制御装置２００に主電源が投入され、位置算出装置２２０による自車両の予測位置の
算出が開始する（Ｓ１００１）。または，エンジンと連動した電源ではなく，別途電源ス
イッチを設けておき，それを投入することで電源が投入されるようにしてもよい。ダンプ
２０の目的地点が未定であれば（Ｓ１００２／Ｎｏ）、管制サーバ３１に対し走行許可要
求部２０１ｈが目的地点の設定要求を行い（Ｓ１００３）、管制サーバ３１が目的地点を
設定してダンプ２０に応答する（Ｓ１００４）。
【００８６】
　目的地点が設定されている場合（Ｓ１００２／Ｙｅｓ、Ｓ１００４）、走行許可要求部
２０１ｈが位置算出装置２２０の予測位置を参照して走行許可要求地点に到達しているか
を判断し、到達していれば（Ｓ１００５／Ｙｅｓ）、管制サーバ３１に対して次の走行許
可要求地点の設定要求を行う（Ｓ１００６）。管制サーバ３１の走行許可区間設定部３１
１ａが走行許可区間を設定すると、管制要求車速決定部３１１ｂは、運行管理情報及び設
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定された走行許可区間内のリンクにひもづけられた経路データに含まれる経路要求車速を
基に、管制要求車速を決定し、これらの内容を示す走行許可区間応答情報を生成・ダンプ
２０へ応答送信する（Ｓ１００７）。
【００８７】
　また、位置範囲算出部２０１ｂは、位置算出装置２２０から取得した自車両の予測位置
を中心とし、自車両があらかじめ決められた期待確率で存在する位置範囲を算出する（Ｓ
１００８）。経路データ抽出部２０１ｃは、位置範囲と経路データ記憶部２０４ａ内の経
路データとを比較し、自車両に最も近い適合リンクを検索し、その経路データを抽出する
（Ｓ１００９）。
【００８８】
　目標車速候補選択部６０１は、管制要求車速又は経路データ抽出部２０１ｂが読み出し
た適合リンクの経路データに含まれる経路要求情報を比較し、車速が遅い方を目標車速候
補として選択し（Ｓ１０１０）、目標車速決定部６０３に出力する。
【００８９】
　最大乖離量算出部６０２は、位置範囲算出部２０１ｂが算出した位置範囲を基に、目標
経路からの最も外れた地点（最大乖離量地点）を検索し、その最大乖離量地点と目標経路
との距離（最大乖離量）を算出し（Ｓ１０１１）、目標車速決定部６０３に出力する。
【００９０】
　目標車速決定部６０３は、最大乖離量が復帰車速適用閾値未満であれば（Ｓ１０１２／
Ｙｅｓ）、目標車速候補をそのまま目標車速して適用し（Ｓ１０１３）、目標経路追従部
２０１ｇに出力する。
【００９１】
　目標車速決定部６０３は、最大乖離量が復帰車速適用閾値以上最低復帰車速適用閾値未
満であれば（Ｓ１０１４／Ｙｅｓ）、１より小さい重みを目標車速候補に乗算して復帰車
速を算出し、これを目標車速として適用し（Ｓ１０１５）、目標経路追従部２０１ｇに出
力する。
【００９２】
　目標車速決定部６０３は、最大乖離量が最低復帰車速適用閾値以上停止判断閾値未満で
あれば（Ｓ１０１６／Ｙｅｓ）、最低復帰車速を目標車速として適用し（Ｓ１０１７）、
目標経路追従部２０１ｇに出力する。
【００９３】
　目標車速決定部６０３は、最大乖離量が停止判断閾値以上であれば（Ｓ１０１８／Ｙｅ
ｓ）、ダンプ２０を停止させると判断し、目標経路追従部２０１ｇに出力する。
【００９４】
　目標経路追従部２０１ｇの目標トルク生成部５０１は、取得した目標車速を実現するト
ルクを算出すると共に、目標操舵角生成部５０２は走行許可応答情報に含まれる走行許可
区間の前方境界点、後方境界点や適合リンクの先端ノードの座標を参照し、目標経路に沿
って走行するための操舵角を算出する。そして算出したトルクや操舵角に従って、走行駆
動装置２１０に対する駆動制御を行う（Ｓ１０１９）。走行中は、ステップＳ１００１へ
戻り、上記一連の処理を繰り返す。
【００９５】
　本実施形態によれば、ダンプ２０は目標経路からのずれ量が大きくても復帰車速を与え
ておくことで目標経路とのずれ量を小さくすることができるため、最終目標車速をゼロに
する必要はない。しかし、鉱山のような環境では道幅が限られている、対向車線が存在す
る、などの理由により目標経路とのズレがあまりにも大きくなると路外への逸脱や対向車
線との衝突といった事象の発生する危険性が高くなる。そこで、最終目標車速ゼロを設定
することでそういった事象が発生することを回避することができる。
【００９６】
　上記実施形態は本発明を限定するものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で様々
な変更態様がありうる。他の実施形態について図１１を参照して説明する。図１１は、他
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の実施形態の概念を示す図である。例えば、図１１に示すように、目標経路を含み、目標
経路から相対的に近距離（例えば復帰車速適用閾値）の範囲を第一距離範囲Ｒ１と設定す
る。また第一距離範囲Ｒ１の外側に隣接して目標経路から相対的に遠い距離（例えば最低
車速適用閾値）の範囲を第二距離範囲内Ｒ２と設定する。更に第二距離範囲Ｒ２の外側に
隣接して、目標経路から更に遠い距離（例えば停止判断閾値）の範囲を第三距離範囲Ｒ３
を設定する。そして、第一距離範囲Ｒ１の範囲では経路要求車速又は管制要求車速で走行
し、第二距離範囲Ｒ２では復帰車速で走行し、第三距離範囲Ｒ３では最低復帰車速で定速
走行するようにしてもよい。そして第三距離範囲Ｒ３の外側では停止させてもよい。なお
、第三距離範囲Ｒ３は、オープンエンド（目標経路から離れた側の端部は指定しない範囲
）として設定してもよく、この場合はダンプ２０が停止することなく第二距離Ｒ２に戻る
まで定速走行する。
【００９７】
　これにより、予測位置に誤差がある場合にも、最も存在可能性が高い予測位置と第一距
離範囲、第二距離範囲、第三距離範囲との比較に基づいて走行させることができ、位置算
出の誤差を吸収して走行制御を行うことができる。
【符号の説明】
【００９８】
１０：油圧ショベル
２０、２０－１、２０－２：ダンプ
３１：管制サーバ
４０：無線通信回線
５０－１、５０－２、５０－３：航法衛星
６０：搬送路
 

【図１】 【図２】
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