
JP 6224370 B2 2017.11.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる第1および第2の方式を夫々有する第1および第2のセンサの内、第1センサからは
第1センサ入力を、且つ、第2センサからは第2センサ入力を受信し、
　前記第1および第2センサ入力から、夫々、第1および第2の観測値を同期的に検出し、
　前記検出された第1および第2観測値をグラフ・ネットワーク上に投影し、
　前記第1および第2観測値を、前記グラフ・ネットワーク上の目標物であって、該グラフ
・ネットワーク上に軌跡を有するという目標物に対して関連付け、
　前記第1および第2のセンサの特性に基づき、前記第1観測値もしくは前記第2観測値のい
ずれかを最適観測値として選択し、
　前記最適観測値と現在時刻とに基づいて予測を実施することにより、前記目標物の現在
位置を推定するべく構成されたプロセッサを備える、車両用コントローラ。
【請求項２】
　前記第1および第2観測値が、現在追尾されている目標物の所定距離内でなければ、前記
第1および第2観測値は、前記グラフ・ネットワーク上に新たな目標物を生成することによ
り該目標物と関連付けられる、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項３】
　前記プロセッサは更に、前記グラフ・ネットワークが、各ノード間のリンクとして１次
元車線を有する如く、該グラフ・ネットワークを道路地図および獲得された位置から生成
すべく構成され、
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　前記目標物の軌跡は、前記１次元車線の内の一本の１次元車線に基づく、請求項１に記
載のコントローラ。
【請求項４】
　前記第1センサはライダ・センサであり且つ前記第2センサはレーダ・センサである、請
求項１に記載のコントローラ。
【請求項５】
　前記目標物の前記現在位置は、カルマン・フィルタ予測処理を実施することにより推定
される、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項６】
　前記第1および第2のセンサの前記特性は、センサ・データを処理する上での時間遅延、
および、センサ・データの処理により有効な障害物を検出する上での精度を含む、請求項
１に記載のコントローラ。
【請求項７】
　前記目標物は、前記第1および第2のセンサによる連続的な観測値による現在位置の更新
により追尾され、
　前記目標物は、所定の期間にわたり該目標物に対する観測値が観測されないとき、追尾
から除外される、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項８】
　前記検出された第1および第2観測値は、前記第1および第2センサ入力の夫々の座標系を
前記車両の一般的座標系へと変換することにより、前記グラフ・ネットワーク上に投影さ
れる、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項９】
　当該コントローラは、該コントローラのメモリ内の目標物リスト内に一群の目標物を記
憶し、
　前記目標物リストは、観測値を目標物に関連付けるために照会される、請求項１に記載
のコントローラ。
【請求項１０】
　観測値の同期的検出は、前記グラフ・ネットワークにおける車線からの誤差の限界上も
しくは限界内の点に限られる、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項１１】
　各目標物の追尾は、前記グラフ・ネットワークにおける車線からの誤差の限界上もしく
は限界内の点に限られる、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項１２】
　前記検出された第1および第2観測値は、現在時刻を反映させるべく該検出された第1お
よび第2観測値を補正し、夫々のセンサ・データの獲得時の間における時間遅延を考慮す
べく前記グラフ・ネットワーク上における該第1および第2観測値の位置を調節し、結果的
な観測値を前記グラフ・ネットワーク上へと投影することにより、前記グラフ・ネットワ
ーク上に投影される、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項１３】
　夫々、異なる第1および第2の方式を各々が有する、第1センサおよび第2センサと、
　プロセッサを含むコントローラであって、該プロセッサは、
　　　前記第1センサからは第1センサ入力を、且つ、前記第2センサからは第2センサ入力
を受信し、
　　　前記第1および第2センサ入力から、夫々、第1および第2の観測値を同期的に検出し
、
　　　前記検出された第1および第2観測値をグラフ・ネットワーク上に投影し、
　　　前記第1および第2観測値を、前記グラフ・ネットワーク上の目標物であって、該グ
ラフ・ネットワーク上に軌跡を有するという目標物に対して関連付け、
　　　前記第1および第2のセンサの特性に基づき、前記第1観測値もしくは前記第2観測値
のいずれかを最適観測値として選択し、
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　　　前記最適観測値と現在時刻とに基づいて予測を実施することにより、前記目標物の
現在位置を推定するべく構成されているという、コントローラとを備える、車両システム
。
【請求項１４】
　異なる第1および第2の方式を夫々有する第1および第2のセンサの内、第1センサからは
第1センサ入力を、且つ、第2センサからは第2センサ入力を受信する段階と、
　前記第1および第2センサ入力から、夫々、第1および第2の観測値を同期的に検出する段
階と、
　前記検出された第1および第2観測値をグラフ・ネットワーク上に投影する段階と、
　前記第1および第2観測値を、前記グラフ・ネットワーク上の目標物であって、該グラフ
・ネットワーク上に軌跡を有するという目標物に対して関連付ける段階と、
　前記第1および第2のセンサの特性に基づき、前記第1観測値もしくは前記第2観測値のい
ずれかを最適観測値として選択する段階と、
　前記最適観測値と現在時刻とに基づいて予測を実施することにより、前記目標物の現在
位置を推定する段階とを有する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、自律的および／または自動式の車両、または、自動車のシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　2012年5月12日に出願された米国特許出願公開第2011/0282581号（特許文献１）は、レ
ーザ測距計を用いて車両の近傍の物体を検出して追尾する方法およびシステムを論じてお
り、該特許文献は言及したことによりその全体が本明細書中に援用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第2011/0282581号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　２次元(２Ｄ)の追尾システムにおいて、目標物は２Ｄ空間における任意の点を自由に占
有し得ることから、一つの更新サイクルから別の更新サイクルまでの動作は任意的であり
、モデル化することが困難であり得る。これにより、追尾システムは不安定になると共に
、調整が困難となり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示内容の一つの見地において、追尾システムは、当該所定地図に沿い、追尾される
べき物体が移動し得るという所定地図である車線ネットワーク・グラフ(lane network gr
aph)(以下、単にグラフと称する)に制限される。これは、路上の自動車の動き、および、
車線ネットワークを概略的に順守する他の車両の動きを取入れ得る。同様に、各目標物を
追尾するために上記グラフに沿い１次元(１Ｄ)のみが使用されることから、フィルタに対
する状態空間は、小規模であり得ると共に調節が容易であり得るので、非常に効率的な実
施方式が可能とされ得る。
【０００６】
　幾つかの見地においては、異なるセンサからのデータは非同期的に受信されると共に、
受信されたデータは追尾システムにおいて正しく統合され得る。異なるセンサの特性は、
上記追尾システムからノイズ的なデータを正しく除去すべく活用され得る。
【０００７】
　車両システムは、各々が、異なる第1および第2の方式を夫々有する第1および第2のセン
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サを含み得る。コントローラは：上記第1センサからは第1センサ入力を、且つ、上記第2
センサからは第2センサ入力を受信し；上記第1および第2センサ入力から、夫々、第1およ
び第2の観測値を同期的に検出し；上記検出された第1および第2観測値をグラフ・ネット
ワーク上に投影し；上記第1および第2観測値を、上記グラフ・ネットワーク上の目標物で
あって、該グラフ・ネットワーク上に軌跡を有するという目標物に対して関連付け；上記
第1および第2のセンサの特性に基づき、上記第1観測値もしくは上記第2観測値のいずれか
を最適観測値として選択し；上記最適観測値と現在時刻とに基づいて予測を実施すること
により、上記目標物の現在位置を推定する；べく構成されたプロセッサを含み得る。
【０００８】
　上記第1および第2観測値が、現在追尾されている目標物の所定距離内でなければ、上記
第1および第2観測値は、上記グラフ・ネットワーク上に新たな目標物を生成することによ
り該目標物と関連付けられ得る。
【０００９】
　上記プロセッサは更に、上記グラフ・ネットワークが、各ノード間のリンクとして１次
元車線を有する如く、該グラフ・ネットワークを道路地図および獲得された位置から生成
すべく構成され得、上記目標物の軌跡は、複数本の１次元車線の内の一本の１次元車線に
基づく。
【００１０】
　上記第1センサはライダ・センサ(lidar sensor)であり得ると共に、上記第2センサはレ
ーダ・センサであり得る。
【００１１】
　上記目標物の上記現在位置は、カルマン・フィルタ(Kalman filter)予測処理を実施す
ることにより推定され得る。
【００１２】
　上記第1および第2のセンサの上記特性は、センサ・データを処理する上での時間遅延、
および、センサ・データの処理により有効な障害物を検出する上での精度を含み得る。
【００１３】
　上記目標物(例えば車両)は、上記第1および第2のセンサによる連続的な観測値による現
在位置の更新により追尾され得る。上記目標物は、所定の期間にわたり該目標物に対する
観測値が観測されないとき、追尾から除外され得る。
【００１４】
　上記検出された第1および第2観測値は、上記第1および第2センサ入力の夫々の座標系を
上記車両の、UTMの如き一般的座標系へと変換することにより、上記グラフ・ネットワー
ク上に投影され得る。
【００１５】
　上記コントローラは、該コントローラのメモリ内の目標物リスト内に一群の目標物を記
憶し得ると共に、上記目標物リストは、観測値を目標物に関連付けるために照会され得る
。
【００１６】
　観測値の同期的検出は、上記グラフ・ネットワークにおける一本の車線からの誤差の限
界上もしくは限界内の点に限られ得る。同様に、各目標物の追尾は、上記グラフ・ネット
ワークにおける一本の車線からの誤差の限界上もしくは限界内の点に限られ得る。
【００１７】
　上記検出された第1および第2観測値は、現在時刻を反映させるべく該検出された第1お
よび第2観測値を補正することにより、上記グラフ・ネットワーク上に投影され得る。こ
れは、夫々のセンサ・データの獲得時の間における時間遅延を考慮すべく上記グラフ・ネ
ットワーク上における該第1および第2観測値の位置を調節する段階、および、結果的な観
測値を上記グラフ・ネットワーク上へと投影する段階を含み得る。上記調節の量は、上記
第1および第2観測値に関連付けられた、上記目標物の較正済みの(所定の)時間遅延および
速度を用いて決定され得る。
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【００１８】
　代表的実施形態の上述の概略的な説明、および、以下におけるその詳細な説明は、本開
示内容の教示の例示的な見地に過ぎず、限定的なものではない。
【００１９】
　特許もしくは出願書類は、原色で作成された少なくとも一枚の図面を含んでいる。原色
の図面を伴う、この特許もしくは特許出願公報の複製物は、要求時に、必要な料金の支払
いにより、特許庁により提供される。
【００２０】
　本開示内容、および、それに付随する利点は、添付図面に関して考慮される以下の詳細
な説明を参照すればより良く理解されることから、それらの更に完全な評価が容易に得ら
れよう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】コントローラおよび／またはコンピュータ・システムに対する処理システムを概
略的に示す図である。
【図２】アルゴリズムを示す図である。
【図３】上記アルゴリズムのグラフ生成処理を示す図である。
【図４】上記アルゴリズムの障害物検出処理を示す図である。
【図５】上記アルゴリズムの障害物投影処理を示す図である。
【図６】上記アルゴリズムのデータ関連付け処理を示す図である。
【図７】種々のセンサにより種々の目標物を追尾する上で動作している追尾システムの図
解表現である。
【図８】種々のセンサにより種々の目標物を追尾する上で動作している追尾システムの図
解表現である。
【図９】種々のセンサにより種々の目標物を追尾する上で動作している追尾システムの図
解表現である。
【図１０】代表的な図解を示す図である。
【図１１】代表的な自律的／試験車両を示す図である。
【図１２】代表的な点群セグメント化を示す図である。
【図１３】各座標系間の変換を概略的に示す図である。
【図１４】種々の周囲環境において種々のセンサにより種々の目標物を追尾する上で動作
している追尾システムの図解表現である。
【図１５】種々の周囲環境において種々のセンサにより種々の目標物を追尾する上で動作
している追尾システムの図解表現である。
【図１６】種々の周囲環境において種々のセンサにより種々の目標物を追尾する上で動作
している追尾システムの図解表現である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図面中、幾つかの図を通し、同様の参照番号は同一のもしくは対応する部材を表す。
【００２３】
　図１は、代表的な処理システム100を示すと共に、コントローラもしくは演算システム
において見出される代表的なハードウェアであって、本開示内容において記述される各処
理、アルゴリズム、および／または、方法を実施および／または実行するというハードウ
ェアを示している。システム100は、車両内に設置される電子制御ユニット(ECU)もしくは
個別的なコンピュータとして具現および／または実現され得る。
【００２４】
　図１に示された如く、本開示内容に係る処理システム100は、マイクロプロセッサを用
いて、または、中央処理ユニット(CPU)および／または(不図示の)少なくとも一つの特定
用途向けプロセッサ(ASP)の如き、マイクロプロセッサの同等物を用いて実現され得る。
上記マイクロプロセッサは、該マイクロプロセッサを制御することで本開示内容の各処理
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およびシステムを実施および／または制御すべく構成されたメモリ(例えば、ROM、EPROM
、EEPROM、フラッシュ・メモリ、スタティック・メモリ、DRAM、SDRAM、および、それら
の同等物など)の如き、コンピュータ可読記憶媒体を利用している。他の記憶媒体は、ハ
ードディスク・ドライブまたは光ディスク・ドライブを制御し得るディスク・コントロー
ラの如きコントローラを介して制御され得る。
【００２５】
　上記マイクロプロセッサ、または、その特性は、代替実施形態において、本開示内容を
増進しもしくは完全に実現するための論理デバイスを含みもしくは排他的に含み得る。斯
かる論理デバイスとしては、限定的なものとしてで無く、特定用途集積回路(ASIC)、フィ
ールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、汎用配列論理回路(GAL)、および、そ
れらの同等物が挙げられる。上記マイクロプロセッサは、別体的なデバイス、または、単
一の処理機構であり得る。更に、本開示内容は、マルチコアCPUの並列処理機能から利益
を享受し得る。
【００２６】
　別の見地において、本開示内容に従う処理の結果は、監視のためにディスプレイ・コン
トローラを介して表示され得る。そのときに該ディスプレイ・コントローラは好適には、
更に良好な演算効率のために、少なくとも一つのグラフィック処理ユニットを含む。付加
的に、センサ１、２、…、Ｎからのセンサ・データを入力するために、且つ、一つ以上の
アクチュエータに対して制御信号を出力して、操舵、ブレーキおよびスロットルの各コン
トローラおよび／または車両の各アクチュエータなどの種々の被動構成要素を制御するた
めに、I/O(入力／出力)インタフェースが配備される。該I/Oインタフェースに対しては、
車両の箇所情報のために、(例えばGPSなどの)全地球測位システムが配備されて接続され
得る。
【００２７】
　更に、他の入力デバイスに関し、それらは周辺機器として上記I/Oインタフェースに対
して接続され得る。例えば、上記I/Oインタフェースに対しては、本開示内容の種々の処
理およびアルゴリズムのパラメータを制御するために(不図示の)キーボードまたはポイン
ティング・デバイスが接続されることで、付加的な機能性および構成の選択肢を提供し、
または、ディスプレイ特性を制御し得る。更に、上記モニタは、命令／指示インタフェー
スに対するタッチ感応式インタフェースを備え得る。
【００２８】
　図１に示された如く、上述の各構成要素は、制御可能なパラメータなどのデータの送信
もしくは受信のためにネットワーク・インタフェースを介して、インターネットもしくは
ローカル・イントラネットの如きネットワークに対して連結され得る。上記ネットワーク
はまた車両ローカル・エリア・ネットワーク(VLAN)ともされ得、その場合、(例えば、セ
ンサ、アクチュエータのデータ／命令、および、GPS情報などの)入力／出力データは、該
VLANを介して伝達される。上記各ハードウェア構成要素を一体的に接続すべく中央バスが
配備されると共に、該中央バスは、それらの間におけるデジタル通信のための少なくとも
一本の経路を提供する。
【００２９】
　図２には、図１に示されたシステムにより実行される代表的なアルゴリズム200が示さ
れる。該アルゴリズム200は、300においてグラフ・ネットワークを生成する処理、400に
おいて障害物を検出する処理、500において障害物をグラフ・ネットワーク上に投影する
処理、および、600においてデータ関連付けを実施して追尾する処理を含む。アルゴリズ
ム200の更なる代表的な詳細は、図３から図９を参照して以下に記述される。
【００３０】
　図３は、処理300の更なる詳細を示している。グラフ・ネットワークを生成する上で、S
302にては、道路ネットワークの(すなわち、車両が存在する領域の)地図が獲得もしくは
アクセスされる。上記道路ネットワークの地図は、ナビゲーション・システムの一部とし
てシステム100に事前インストールされるか、または、該システム100によりアクセスされ
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得る。斯かるアクセスは、ナビゲーション・システムに対する、または、ローカル的もし
くは遠隔的に記憶された別の地図データベースに対するネットワーク接続により(例えば
、ネットワーク接続を通して遠隔サーバからローカル地図をダウンロードすることにより
)、実現され得る。上記ネットワーク・グラフは、このローカル地図を用いて生成される
。このグラフ・ネットワークは、(例えばUTMなどの)大域座標系における位置であるノー
ドと、これらのノードの接続性を定義する夫々のリンクとから成る。S304においては各ノ
ードが生成されると共に、S306においては各リンクが生成される。各ノードおよび各リン
クの生成は、同期的にもしくは非同期的に行われ得る。(他の車両の如き)障害物の追尾は
、上記グラフ・ネットワークに沿って実施される。
【００３１】
　処理400は、車両検出のための複数のセンサによる実施方式を示す図４により更に詳細
に説明される。特に、各車両は、複数のセンサを独立的に用いて検出される。図４の処理
400により示される例においては、２つのセンサ、すなわちセンサ１およびセンサ２が在
る。但し、これは更なるセンサを含むべく拡張され得る。更に、各センサの内の一つ以上
がライダ(lidar)(光検出と測距)であるとき、他の障害物から車両を検出するために点群
セグメント化法(point cloud segmentation method)が使用される。物体の検出および認
識は、物体のセグメント化および認識に関する他の公知の見地も取入れ乍ら、エッジおよ
び形状の検出および認識の見地を含み得る。各センサの内の一つ以上がカメラであるとき
には、車両を検出すべくコンピュータ・ビジョン技術が使用される。これらの技術は、形
状およびエッジ検出などの、物体認識を含み得る。ライダおよびカメラ認識処理は両方と
も、(例えば、車両、自転車乗りなどの)障害物の既知で認識可能な形状およびエッジを備
えた、蓄積されたおよび／または事前定義されたデータのライブラリに基づいて実施され
得る。レーダ・センサは、検出された各障害物を、該障害物の速度と共に報告し得る。
【００３２】
　処理400において、S402にてはセンサ１により各障害物が検出され得ると共に、S404に
ては各障害物の速度が検出／決定され得る。同期的に、S406にてはセンサ２により各障害
物が検出され得ると共に、S408にては各障害物の速度が検出／決定され得る。すなわち、
各障害物(例えば、車両、自転車乗りなど)は、センサ１および２(ならびに更なるセンサ)
により同期的に検出され得る。障害物の速度は、例えば、上記で論じられた如く、例えば
レーダにより決定され得る。速度はまた、連続的な位置検出測定値と、それに基づく動き
の速度および／または方向の計算とにより、外挿もされ得る。
【００３３】
　図５に示された処理500に関しては、上記グラフ・ネットワーク上の各障害物の投影が
説明される。S502にては、各センサにより検出された障害物は、一般的な／同一の座標系
へと変換される。特に、異なるセンサからのデータを、車両の座標系へと変換するために
、較正が実施され得る。これらの変換済み障害物は次に、S504にて、例えば最近傍技術を
用いて、上記グラフ・ネットワーク上へと投影される。車両の箇所は、GPSと、GPS受信器
、加速度計、ジャイロスコープを含む慣性系とを用いて決定される。GPS、または、他の
衛星式のナビゲーション・システムに加え、または、それに補足して、他の車両箇所追尾
デバイスが使用され得る。
【００３４】
　図６は、データ関連付けおよび追尾を記述する処理600を示している。各障害物は、異
なるセンサからの複数の観測値を有し得ると共に、これらの複数の観測値は融合される。
更に、各センサは非同期的に作用することから、単純な最近傍手法は使用されない。正し
い時間的割当てを行うために、各観測値は、投影されると共に、現在の時刻(timestamp)
に対してグラフ・ネットワークに沿い補正される。これらの補正済み観測値は次に、最近
傍割当てを用い、システム100のメモリ内に記憶されている目標物の現在リストに対して
関連付けられる。複数の観測値は、各目標物に対する上記一群の観測値に対して割当てら
れると共に、各目標物は、それに対して関連付けられた、カルマン・フィルタ(Kalman fi
lter)の如き確率論的追尾器(probabilistic tracker)を有している。
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【００３５】
　処理600は、S602における初期化段階を含み得る。初期化において、有効な観測値に対
して何らの目標物も割当てられなければ、新たな目標物が生成される。そのカルマン状態
は、補正済み観測値へと初期化される。カルマン・フィルタの状態は、その障害物の、車
線に沿う踏破距離、速度、および、加速度である。速度を記録しないセンサから到来する
観測値の場合、その速度は、最初の反復値の対において、推定される。
【００３６】
　S604にては更新段階が実施され、その場合、各目標物に対する一群の観測値から、最適
観測値が選択される。この最適観測値は次に、上記カルマン・フィルタを更新すべく使用
される。上記最適観測値は、速度およびグラフ・ネットワークに基づき、観測値を、目標
物の予想位置に対して相関させることにより決定され得る。すなわち、各目標物は、上記
グラフ・ネットワーク上に直接的に存在すること、および、決定された上記速度に基づい
て上記グラフ・ネットワークに沿い推定距離だけ踏破していることが期待され得る。上記
最適観測値はまた、時間遅延(センサ・データを処理して物体を検出する上での遅延)、お
よび、センサ精度にも基づき得る。カルマン・フィルタリングは、経路および観測値の予
測を行うために利用され得る。
【００３７】
　S606において、所定の目標物に対し、一定の時的間隔にわたり観測値が観測されなけれ
ば、その目標物は上記追尾システムから排除され得る。すなわち、その目標物は、上記リ
ストから除去され得る。上記目標物はその後、観測値が回復したときに、初期化段階にお
いて再生成され得る。
【００３８】
　一定の見地において、上記アルゴリズムは以下の如く要約され得る：
【００３９】
　１．対応する当該観測値の時刻を備えた全ての観測値を、上記一群の観測値に割当てる
。
【００４０】
　２．各観測値に対し：
　　ａ．その観測値が上記グラフに対して十分に近いなら、その観測値を上記グラフ上に
投影する。
　　ｂ．上記リストにおける各軌跡に対し：
　　　ｉ．各観測値の時刻における軌跡の位置を推定する。
　　　ｉｉ．もし観測値が、その時刻における軌跡の位置に近いなら、該観測値を上記軌
跡に対して割当てる。
　　　ｉｉｉ．もし、何らの軌跡が見出されなければ、新たな軌跡を生成し、現在の観測
値をその軌跡に対して割当てる。
【００４１】
　３．上記リスト中の各軌跡に対し：
　　ａ．その軌跡に対して割当てられた上記一群の観測値から、最適観測値を選択する。
この最適値選択は、センサ精度、時間遅延などに基づき、発見的に実施され得る。
　　ｂ．最適観測値の時刻に対し、カルマン・フィルタ予測(事前的)段階を実施する。こ
れにより、上記フィルタは時間的に戻し移動され得る。
　　ｃ．上記観測値の真の値を用い、カルマン・フィルタ測定値の(事後的)更新を実施す
る。
　　ｄ．現在の時刻値に対してカルマン・フィルタ予測段階を再び実施し、上記軌跡上の
現在位置を推定する。
【００４２】
　上記で論じられたアルゴリズムにより提供される特徴の幾つかは：完全な２次元的追尾
の代わりとなるグラフ式の追尾により、不正確な追尾目標物に対し、追尾を更に効率的か
つ更に高信頼性とすること；異なるセンサを用いて非同期的に検出された各障害物に対す
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る正しいセンサ連携；および、上記システムへの確率論的追尾器の一体化；である。
【００４３】
　種々のセンサにより種々の目標物を追尾する上で動作している追尾システムの図解表現
である図７から図９には、上記で論じられたアルゴリズムの種々の実施方式が示される。
これらの図は、ライダおよびレーダを利用する実施方式を示している。但し、他のセンサ
が利用され得る。図７から図９において、黄色はレーダ目標物を表し、緑色はライダ目標
物を表し、且つ、試験車両は青色により表される。上記グラフ・ネットワーク、特に、該
グラフ・ネットワークの車線は、白色で輪郭が描かれる。上記グラフ・ネットワークの車
線上(または、該車線の誤差の限界内に)現れる、これらのライダ目標物およびレーダ目標
物のみを処理することにより特定され得る種々の目標物は、赤色(赤色菱形)で示される。
【００４４】
　図８は、代表的なリンク(青色ライン)およびノード(黄色菱形)を示すと共に、非同期的
／遅延観測値を例証している。各ノードはまた、青色ラインにより接続された各黄色菱形
間の一連のドットとしても説明され得る。黄色円形はレーダ観測値であり、且つ、緑色円
形は、処理のために遅延されたライダ観測値である。但し、レーダ処理と比較したライダ
処理における遅延を考慮することにより、最終的なグラフ目標物(赤色菱形)は正しく更新
される。図９は高速道路の実施方式を示しており、その場合、赤色菱形は追尾された目標
物を示している。システム100のディスプレイは、対応する追尾目標物を自身上に特定す
る上記グラフ・ネットワークを表示すべく構成され得、その場合に図７から図９は斯かる
ディスプレイの例であり得る。
【００４５】
　目標物追尾の結果に基づき、システム100は適切な出力を生成し得る。例えば、追尾目
標物が、当該車両に対する所定の衝突確率を有すると追尾されたとき、衝突警報が生成さ
れて、該車両の聴覚的および／または視覚的システムに対して出力され得る。衝突を判断
するためには、追尾目標物の経路を予測する時間的展望予測処理を用いて、経路の推定が
実現され得る。斯かる計算は、システム100と通信する別のシステムにより実施され得る
。更に、目標物追尾の結果は巡航制御システムに入力されることで、各追尾目標物の位置
に基づき、当該車両の自動的な速度もしくは方向が調節され得る。すなわち、システム10
0は、アクセル・アクチュエータ、ブレーキ・アクチュエータおよび／または操舵輪アク
チュエータに対して制御命令を出力することで、目標物追尾の結果に基づき、当該車両の
速度および方向を制御し得る。その故に、システム100は、自己誘導および衝突回避を行
い得るロボット的である自律的車両に導入され得る。
【００４６】
　代表的な実施方式において、自律的駆動のために、道路上の他の車両を追尾することは
重要な要件である。高速道路および市街の交通状況の両方において安全な駆動操縦を企図
するためには、その道路上の他の車両の箇所および動きに関する情報が必要とされる。本
開示内容の見地に依れば、複数のセンサ(レーダおよびライダ)を用いるグラフ式の車両追
尾システムが提供されると共に、該システムは、自律的車両の研究計画の一部として好首
尾に試験された。
【００４７】
　特に、道路ネットワークの地図を用い、事前処理段階としてグラフが生成される。上記
グラフに沿い、異なる方式の異なるセンサから獲得された障害物が、確率論的フィルタを
用いる追尾器により追尾される。上記追尾器からの出力は、全ての動的な障害物の箇所お
よび予想される動きを包含し、該出力は、安全な駆動操縦を企図すべく設計者により使用
される。
【００４８】
　道路ネットワークは、道路ネットワーク定義ファイル(RNDF)と称されるデータ構造であ
って、UTM座標系における一群のウェイポイント(waypoint)と、車線、出口、合流点など
を生成するリンク情報とから成るというデータ構造を用いて定義され得る。また、上記デ
ータ構造内には、停止標識および信号機位置などの他の意味論的情報が埋め込まれる。こ
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の情報は、経路を生成すべく設計者により使用される。
【００４９】
　このRNDFデータからは、追尾のために使用されるグラフが生成される。該グラフにおけ
る各ノードは、RNDFにおける一つのウェイポイントに対応する。RNDFにおける各ノードを
接続するために、同一のリンク構造が維持される。合流点および出口の場合、各リンク、
各ノードは、各リンクの端点間のスプライン適合を用いて内挿され、それらは上記グラフ
に対して付加される。
【００５０】
　付加的に、当該ウェイポイントが属する車線の開始点からの踏破距離が、各ノードに記
憶される。上記踏破距離とは、直接的なユークリッド距離ではなく、上記グラフに沿う距
離であり、これは次に、上記グラフに沿い障害物を追尾するために使用される。
【００５１】
　典型的なグラフは、図７から図９、ならびに、図１０に示される。
【００５２】
　図１１には代表的な自律的車両が示されており、同図は、ベロダイン社(Velodyne)によ
り製造された光検出と測距器(ライダ)、ボッシュ社(Bosch)により製造されたロングレン
ジ・レーダ・センサの配列、および、プロシリカ社(Prosillica)の高分解能カメラを装備
している。上記ベロダイン・センサは、40ｍの距離まで、車両の回り360°にわたり合理
的に正確な点群データを与え得る。各障害物は上記点群から、３Ｄの点群認識技術を用い
てセグメント化される。点群セグメント化の例は、図１２に示される。
【００５３】
　当該車両上には、レーダの各々が異なる配向を有する如く、(８台のレーダの如き)レー
ダ・センサの配列が取付けられる。各レーダは、50ｍにおいては±15°、および、約200
ｍにおいては±6°の視界を有し得る。レーダは、該レーダの座標系内で検出された障害
物の位置および相対速度を、直接的に送り返す。障害物の箇所および速度はレーダの座標
系内で獲得されることから、各障害物を、車両の座標系へと変換することが必要である。
レーダ・ユニットの各々に対する正しい変換を見出すことは、以下に記述される較正処理
により行われ得る。
【００５４】
　図１３は、実施されるべき変換を概略的に示している。全てのレーダ・センサは、レー
ダの基準座標系(reference frame)からロボットの(自動車の)基準座標系への正確な変換
を行うために、較正されねばならない。この目的のために、以下に記述される如く、半自
動的な手順が開発された。
【００５５】
　上記車両の回りの種々の位置には、高度にレーダ反射的であるレーダ用マーカが載置さ
れる。これらの位置は、ライダ点(LIDAR point)を用いて正確にマーク付けされる。ベロ
ダイン・ライダの有効範囲はレーダのそれよりも短いので、車両は各マーカに対してベロ
ダイン範囲内で駆動されると共に、該自動車におけるGPSシステムは、マーカの座標を同
一の基準座標系内に維持するために使用される。同時に、各レーダからの障害物データが
記録される。
【００５６】
　レーダの基準座標系からロボットの基準座標系への変換は、以下の各式により与えられ
る：
　xr＝xccosθ+ycsinθ+tx
　yr＝－xcsinθ+yccosθ+ty
　式中、
　｛xr，yr｝はレーダの基準座標系における障害物位置であり、｛xc，yc｝は自動車の基
準座標系における障害物位置であり、且つ、tx、tyおよびθは、較正パラメータである。
パラメータtx、tyおよびθは、レーベンバーグ・マーカート(Levenberg-Marquardt)のア
ルゴリズムを用いた非線形の最小二乗近似法を用いて収集されたデータから推定される。
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上記最小二乗問題は以下の項の最小化として数式化される：
【００５７】
【数１】

【００５８】
　式中、｛xio，yio｝は、第ｉ番目に観測されたデータ点であり、且つ、｛xie，yie｝は
、上記の変換式を用いて推定される。この特定の処理から得られる較正精度は、0.01ｍで
ある。
【００５９】
　上記と一貫して、関連付け、初期化および更新、という３段階処理により追尾が実施さ
れ得る。
【００６０】
　関連付け段階
　検出された各障害物は、上記グラフ上に投影される。上記グラフに近くない障害物は、
無視される。各障害物は、異なるセンサからの複数の観測値を有することがあり、これら
の情報は融合される必要がある。同様に、各センサは非同期的に作動することから、単純
な最近傍手法は使用され得ない。正しい時間的割当てを行うために、各観測値は、投影さ
れると共に、現在の時刻に対してグラフ・ネットワークに沿い補正される。これらの補正
済み観測値は次に、最近傍割当てを用い、目標物の現在リストに対して関連付けられる。
複数の観測値は、各目標物に対する上記一群の観測値に対して割当てられる。
【００６１】
　初期化段階：
　有効な観測値に対して何らの目標物も割当てられなければ、新たな目標物が生成される
。そのカルマン状態は、補正済み観測値へと初期化される。カルマン・フィルタの状態は
、その障害物の、車線に沿う踏破距離、速度、および、加速度である。ベロダインのみの
観測値の場合、速度は観測されないことから、それは、最初の反復値の対において、推定
される。
【００６２】
　更新段階：
　各目標物は、それに対して関連付けられた独立的なカルマン・フィルタを有する。各目
標物に対する上記一群の観測値から、最適観測値が選択され、且つ、完全なカルマン更新
は、以下に与えられる如く実施される(定期刊行物、基礎工学、第８２巻におけるアール
・イー・カルマンによる“線形のフィルタリングおよび予測問題に対する新たな手法”[A
 new approach to linear filtering and prediction problems, Journal of Basic Engi
neering 82, by Kalman, R.E.]を参照)：
【００６３】
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【数２】

【００６４】
　もし、一定の所定の時的間隔にわたり、幾つかの目標物に対して観測値が得られなけれ
ば、それらは上記追尾システムから排除される。
【００６５】
　追尾アルゴリズムに対する擬似コードは、以下に示される：
【００６６】
　１．対応する当該観測値の時刻を備えた全ての観測値を、上記一群の観測値に割当てる
。
【００６７】
　２．各観測値に対し：
　　ａ．その観測値が上記グラフに対して十分に近いなら、その観測値を上記グラフ上に
投影する。
　　ｂ．上記リストにおける各軌跡に対し：
　　　各観測値の時刻における軌跡の位置を推定する。
　　　もし観測値が、その時刻における軌跡の位置に近いなら、該観測値を上記軌跡に対
して割当てる。
　　　もし、何らの軌跡が見出されなければ、新たな軌跡を生成し、現在の観測値をその
軌跡に対して割当てる。
【００６８】
　３．上記リスト中の各軌跡に対し：
　　ａ．その軌跡に対して割当てられた上記一群の観測値から、最適観測値を選択する。
この最適値選択は、センサ精度、時間遅延などに基づき、発見的に実施され得る。
　　ｂ．最適観測値の時刻に対し、カルマン・フィルタ予測(事前的)段階を行う。これに
より、上記フィルタは時間的に戻し移動され得ることを銘記されたい。
　　ｃ．上記観測値の真の値を用い、カルマン・フィルタ測定値の(事後的)更新を行う。
【００６９】
　現在の時刻値に対してカルマン・フィルタ予測段階を再び実施し、上記軌跡上の現在位
置を推定する。
【００７０】
　図１４から図１６は、上記で論じられたアルゴリズムの種々の見地を示している。図１
４は、非同期的／遅延観測値を示し、その場合、円はレーダ観測値であり、正方形はライ
ダ観測値であり、それらは処理の故に遅延しているが、最終的なグラフ追尾目標物(菱形)
は正しく更新されている。図１５は高速道路上での自動車の追尾を示しており、その場合
、菱形は追尾目標物を示している。図１６は、交差点における自動車の追尾を示しており
、その場合、菱形は追尾目標物を示している。
【００７１】
　多くの実施方式が記述された。しかし、本開示内容の精神および有効範囲から逸脱せず
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に種々の改変が為され得ることは理解される。例えば、開示された技術の各段階が異なる
順序で実施されたとしても、または、開示されたシステムの構成要素が異なる様式で組み
合わされたとしても、または、各構成要素が他の構成要素により置き換えられもしくは補
足されたとしても、好適な結果が達成され得る。本明細書中に記述された機能、処理およ
びアルゴリズムは、本明細書中に記述された該機能、処理およびアルゴリズムを実行する
プログラム・コードおよび／またはコンピュータ命令を実行すべく構成されたコンピュー
タ・プロセッサおよび／またはプログラム可能回路などの、ハードウェア、または、ハー
ドウェアにより実行されるソフトウェアにおいて実施され得る。付加的に、幾つかの実施
方式は、記述されたものとは同一でないモジュールもしくはハードウェア上で実施され得
る。従って、他の実施方式は、権利請求され得る上記有効範囲内である。
【符号の説明】
【００７２】
　100　　処理システム
　200　　アルゴリズム
　300　　グラフ・ネットワークを生成する処理
　400　　障害物を検出する処理
　500　　障害物をグラフ・ネットワーク上に投影する処理
　600　　データ関連付けを実施して追尾する処理

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】

【図１６】
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