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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作業機械の走行可能な領域を示す走行可能地図情報を記憶する地図情報記憶部と、
　前記作業機械の位置を表す位置情報及び前記作業機械の稼働状態を表す稼働情報を蓄積
する作業機械情報蓄積部と、
　前記作業機械情報蓄積部に蓄積された前記位置情報及び前記稼働情報に基づいて、前記
作業機械の稼働域を演算する稼働域演算部と、
　前記地図情報記憶部に記憶された前記走行可能地図情報に対して、前記稼働域演算部に
よって演算された前記作業機械の稼働域を照合することにより、前記走行可能地図情報に
おける作業場の境界を修正して前記走行可能地図情報を更新する地図情報更新部とを備え
たことを特徴とする地図生成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の地図生成装置において、
　前記地図情報更新部は、
　前記稼働域演算部によって演算された前記作業機械の稼働域の所定の基準点が前記走行
可能地図情報における前記作業場の境界の内側に位置するとき、前記作業場の領域が縮小
するように前記走行可能地図情報における前記作業場の境界を修正し、前記稼働域演算部
によって演算された前記作業機械の稼働域の前記所定の基準点が前記走行可能地図情報に
おける前記作業場の境界上及び境界の外側に位置するとき、前記作業場の領域が拡大する
ように前記走行可能地図情報における前記作業場の境界を修正する境界修正部を含むこと
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を特徴とする地図生成装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の地図生成装置において、
　前記作業機械は、前記走行可能地図情報を用いて走行し、積荷を運搬する運搬車両と、
前記作業場で前記積荷を前記運搬車両に積込む積込機とを含み、
　前記稼働域演算部は、前記稼働情報のうち前記積込機の所定の稼働状態、及び前記位置
情報のうち前記所定の稼働状態に関連付けられた前記積込機の位置から前記積込機の稼働
域を演算することを特徴とする地図生成装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の地図生成装置において、
　前記稼働域演算部は、さらに前記位置情報のうち前記所定の稼働状態に関連付けられた
前記運搬車両の位置から前記運搬車両の稼働域を演算し、
　前記地図情報更新部は、前記地図情報記憶部に記憶された前記走行可能地図情報に対し
て、前記稼働域演算部によって演算された前記積込機及び前記運搬車両の稼働域を照合す
ることにより、前記走行可能地図情報における前記作業場の境界を修正して前記走行可能
地図情報を更新することを特徴とする地図生成装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の地図生成装置において、
　前記作業機械は、前記走行可能地図情報を用いて走行し、積荷を運搬する運搬車両から
構成され、
　前記運搬車両による前記積荷の放土作業の種類に応じて、前記地図情報更新部による前
記走行可能地図情報の更新を行うかどうかを判定する更新判定部を備えたことを特徴とす
る地図生成装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の地図生成装置において、
　前記放土作業は、前記運搬車両が放土位置を順次変えながら前記積荷を放土するパドッ
クダンピングであり、
　前記更新判定部は、
　前記運搬車両が前記作業場の同一地点で前記積荷の放土を所定の回数行った場合に、前
記走行可能地図情報の更新を行い、前記運搬車両が前記作業場の同一地点で前記積荷の放
土を所定の回数行わなかった場合に、前記走行可能地図情報の更新を行わないことを特徴
とする地図生成装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の地図生成装置において、
　前記作業機械を稼働させる稼働指令を前記作業機械へ送信し、前記作業機械の稼働状態
を管理する管理システムに接続され、
　前記管理システムから前記作業機械へ送信される前記稼働指令の内容を前記稼働情報と
して収集する稼働情報収集部をさらに備え、
　前記稼働情報収集部は、収集した前記稼働情報を前記作業機械情報蓄積部に蓄積するこ
とを特徴とする地図生成装置。
【請求項８】
　請求項２に記載の地図生成装置において、
　前記地図情報更新部は、
　前記稼働域演算部によって演算された前記作業機械の稼働域の前記所定の基準点が前記
走行可能地図情報における前記作業場の境界上及び境界の外側に位置するとき、前記境界
修正部によって前記作業場の領域が拡大するように前記走行可能地図情報における前記作
業場の境界が修正される前に、前記作業場の境界を確認させる確認指令を前記作業機械へ
送信することを特徴とする地図生成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、作業機械の走行に用いられる走行可能地図情報を生成する地図生成装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　鉱山等における採掘作業では、安全性向上と低コスト化を目的に無人の機械が採掘作業
を行うための自律走行技術が求められている。採掘現場では油圧ショベル等の作業機械が
鉱物や表土層を掘削し、採掘した鉱物や表土層を採掘現場の外へ運搬する作業を行う必要
がある。このような運搬作業は、鉱物や表土層を積載することが可能な荷台を有し、荷台
の許容積載量が比較的大きいダンプトラック等の作業機械により行われる。
【０００３】
　この種のダンプトラック等の作業機械を用いた自律走行技術の従来技術の１つとして、
例えば、当該作業機械に装着したＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）等の測位装置が算出した自車位置情報に基づいて、オペレータが搭乗すること
なく、自律的に走行できるように車両の走行制御を行う自律走行システムが提案されてい
る。
【０００４】
　自律走行システムでは、測位装置が算出した自車位置情報は、無線通信を介して管制セ
ンタへ送信される。管制センタは、油圧ショベル等の作業機械が鉱物や表土層を積込む積
込場からダンプトラック等の作業機械が鉱物や表土層を放土する放土場までの搬送路、及
び積込場や放土場等の作業場における目標軌道を生成し、その目標軌道を示すデータであ
る目標軌道情報をダンプトラック等の作業機械へ送信する。
【０００５】
　搬送路においては、測位装置によって予め取得されたダンプトラック等の作業機械の軌
跡情報から生成された鉱山の地図データに基づいて、作業機械の目標軌道が作成される。
また、作業場においても、例えば、積込点の入口から油圧ショベル等の作業機械の近傍に
設定された積込点までの目標軌道が生成される。
【０００６】
　一方、地図データは、測位装置が算出した自車位置情報に含まれるダンプトラック等の
作業機械の走行軌跡から抽出して作成され、作業機械の走行可能な領域と走行不能な領域
とを区画する境界を示す境界情報を含んでいる。この境界情報は、上述した搬送路及び作
業場の目標軌道の作成において、地図データの境界線と目標軌道との干渉を防ぐために用
いられる。従って、地図データは、作業の進展に伴って頻繁に更新される必要がある。
【０００７】
　そこで、地図データを更新する従来技術の１つとして、下記の特許文献１が知られてい
る。この特許文献１には、「走行位置計測手段で計測される無人車両の走行位置と、該無
人車両の誘導コースを規定するコースデータとに基づいて、前記無人車両を前記誘導コー
スに沿って誘導走行させる無人車両の誘導装置であって、コースエリアの境界線のデータ
を入力する手段と、コースデータを作成する手段と、 前記作成されたコースデータで規
定される誘導コースで無人車両を走行させた場合の該無人車両と前記コースエリアの境界
線との干渉を推認する手段と、前記干渉が推認された場合に、前記コースデータを変更す
るコースデータ変更手段と、前記コースエリアの境界線の全区域のうちで境界線の形状が
変化した区域を認識する認識手段と、前記コースエリアの境界線の全区域のうちで境界線
の形状が変化した区域だけ該コースエリアの境界線のデータを更新するコースエリア境界
線更新手段とを備え、前記認識手段は、前記コースエリアを移動する作業機械と、前記作
業機械の移動位置を計測する移動位置計測手段と、前記作業機械の移動位置に基づいて前
記コースエリアの境界線の全区域のうちで境界線の形状が変化した区域を特定する手段と
を備えることを特徴とする無人車両の誘導装置」と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－１３４９６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述した特許文献１に開示された従来技術の無人車両の誘導装置では、作業機械の位置
情報を用いて作業機械の走行可能な領域を示す走行可能地図情報のうちで境界の形状が変
化した区域を特定している。しかし、実際の積込場や放土場等の作業場の境界は、作業機
械の移動位置だけでなく作業機械の稼働状態に応じて変化するのに対して、従来技術の無
人車両の誘導装置では作業機械の移動位置しか考慮されていない。そのため、従来技術の
無人車両の誘導装置によって更新された走行可能地図情報は、作業場の境界を適切に反映
していない虞がある。
【００１０】
　例えば、ダンプトラックは、走行可能地図情報における作業場の境界内で鉱物や表土層
を積込みあるいは放土を行うのに対して、積込機は、その作業場の境界を越えたダンプト
ラックの走行可能な領域以外の場所から鉱物や表土層を採取することが考えられる。従っ
て、従来技術の無人車両の誘導装置のように、ＧＰＳ等の測位装置から得られる積込機の
位置情報の全てを用いて走行可能地図情報の作業場の境界を作成した場合には、ダンプト
ラックが走行できない領域の位置情報も走行可能な領域として走行可能地図情報に含まれ
る可能性がある。その結果、走行可能地図情報における作業場の境界の抽出精度が低下す
ることが懸念されている。
【００１１】
　また、ダンプトラックが走行中にＧＰＳ等の測位装置で位置情報を取得しても、ダンプ
トラックは境界付近を走行していないことが考えられる。従って、ダンプトラックの走行
中の位置情報を考慮に入れた場合には、この余分な位置情報が走行可能地図情報の作業場
の境界の作成に影響を与える可能性がある。その結果、上述したのと同様に、走行可能地
図情報における作業場の境界の抽出精度が低下することが懸念されている。
【００１２】
　本発明は、このような従来技術の実情からなされたもので、その目的は、走行可能地図
情報における作業場の境界の抽出精度を向上させることができる地図生成装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するために、本発明の地図生成装置は、作業機械の走行可能な領域を
示す走行可能地図情報を記憶する地図情報記憶部と、前記作業機械の位置を表す位置情報
及び前記作業機械の稼働状態を表す稼働情報を蓄積する作業機械情報蓄積部と、前記作業
機械情報蓄積部に蓄積された前記位置情報及び前記稼働情報に基づいて、前記作業機械の
稼働域を演算する稼働域演算部と、前記地図情報記憶部に記憶された前記走行可能地図情
報に対して、前記稼働域演算部によって演算された前記作業機械の稼働域を照合すること
により、前記走行可能地図情報における作業場の境界を修正して前記走行可能地図情報を
更新する地図情報更新部とを備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の地図生成装置によれば、走行可能地図情報における作業場の境界の抽出精度を
向上させることができる。前述した以外の課題、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】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る地図生成装置が用いられる鉱山の全体配置について
示す図である。
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【図２】本発明の第１実施形態に係る管制センタシステム、油圧ショベル、及びダンプト
ラックの構成を示す機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る地図情報記憶部に記憶された地図データの構成の一
例を示す図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る作業機械情報蓄積部に蓄積された各データの構成の
一例を説明する図であり、（ａ）図は油圧ショベルの位置データを示す図、（ｂ）図は油
圧ショベルの稼働データを示す図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る地図情報作成部による地図データの作成処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第１実施形態に係る管制センタシステム、油圧ショベル、及びダンプト
ラックの各動作の流れを示すシーケンス図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係る稼働域演算処理部による油圧ショベルの稼働域の演
算処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】本発明の第１実施形態に係る稼働域演算処理部による油圧ショベルの稼働域の演
算過程を説明する図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係る地図情報更新部による地図データの更新処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第１実施形態に係る地図情報更新部による更新処理後の地図データを
示す図であり、（ａ）図は地図データにおける積込場の領域が縮小した図、（ｂ）図は地
図データにおける積込場の領域が拡大した図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る管制センタシステム、油圧ショベル、及びダンプ
トラックの各動作の流れを示すシーケンス図である。
【図１２】本発明の第２実施形態に係る稼働域演算処理部による油圧ショベル及びダンプ
トラックの稼働域の演算処理の流れを示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第２実施形態に係る稼働域演算処理部による油圧ショベル及びダンプ
トラックの稼働域の演算過程を説明する図である。
【図１４】本発明の第３実施形態に係る管制センタシステム、油圧ショベル、及びダンプ
トラックの構成を示す機能ブロック図である。
【図１５】本発明の第３実施形態に係る作業機械情報蓄積部に蓄積されたダンプトラック
の稼働データの構成の一例を示す図である。
【図１６】本発明の第３実施形態に係る管制センタシステム及びダンプトラックの各動作
の流れを示すシーケンス図である。
【図１７】本発明の第３実施形態に係る稼働域演算処理部によるダンプトラックの稼働域
の演算処理の流れを示すフローチャートである。
【図１８】本発明の第３実施形態に係る稼働域演算処理部によるダンプトラックの稼働域
の演算過程を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明に係る地図生成装置を実施するための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、複数のセクション又は
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、特に明示した場合及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、特に明示した場合及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。
【００１７】
　また、以下の実施の形態における各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部
又は全部を、例えば集積回路その他ハードウェアとして実現してもよい。また、後述する
各構成、機能、処理部、処理手段等は、コンピュータ上で実行されるプログラムとして実
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現してもよい。すなわち、ソフトウェアとして実現してもよい。各構成、機能、処理部、
処理手段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。
【００１８】
　以下、本発明に係る地図生成装置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又は関連
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又は同様な部分の説明を原則として繰り返さない。
【００１９】
［第１実施形態］
　本発明の第１実施形態に係る地図生成装置では、作業機械は、例えば、積荷を運搬する
ダンプトラック等の運搬車両と、この運搬車両に積荷を積込む油圧ショベルやホイールロ
ーダ等の積込機とを含んでいる。そして、当該地図生成装置は、運搬車両の走行可能な領
域を示す走行可能地図情報を生成するための構成に特徴がある。
【００２０】
　本発明の第１実施形態に係る地図生成装置１００は、例えば、図１に示す鉱山に用いら
れ、この鉱山は、少なくとも作業場としての積込場１及び放土場２と、駐機場３と、これ
らを結ぶ搬送路４と、これらの積込場１、放土場２、駐機場３、及び搬送路４から離れた
位置に設置された無線基地局５とから構成されている。一つの搬送路４上には、進行方向
が逆方向になる二つの走行経路が形成される。
【００２１】
　積込場１は、積込機６が運搬車両７へ鉱物や表土層を積込位置において積込む作業を行
う場所である。積込機６は、例えば、超大型の油圧ショベル（以下、積込機と同一の符号
を付す）から構成されている。この油圧ショベル６は、走行体と、この走行体の上方に旋
回フレームを介して旋回可能に設けられた旋回体と、この旋回体の前方に配置されたフロ
ント作業機と、旋回体の前部に配置され、オペレータが搭乗する運転室と、この運転室の
上部に設置され、無線通信回線８に接続するためのアンテナとを備えている。
【００２２】
　フロント作業機は、旋回体に対して俯仰動可能に取付けられたブームと、このブームの
先端に回動可能に取付けられたアームと、このアームの先端に回動可能に取付けられたバ
ケットとを含み、これらのブーム、アーム及びバケットが運転室内のオペレータの操作に
よって上下方向へ回動することにより、鉱物や表土層の掘削作業及び運搬車両７への積込
作業を行う。なお、積込機は、上述した油圧ショベル６から構成された場合に限らず、ホ
イールローダ等の作業機械から構成されてもよい。また、本発明の第１実施形態に係る地
図生成装置を実現するための油圧ショベル６の機能を示す具体的な構成については後述す
る。
【００２３】
　運搬車両７は、例えば、鉱山において油圧ショベル６が積み込んだ鉱物や表土層を搬送
路４に沿って搬送し、オペレータが搭乗することなく、自律走行する鉱山用の電気駆動式
のダンプトラック（以下、運搬車両と同一の符号を付す）から構成されている。このダン
プトラック７は、鉱物や表土層等の積荷を積載する荷台と、車両の本体を形成し、荷台を
支持するフレームと、このフレームの前部に回転可能に取付けられた前輪と、フレームの
後部に回転可能に取付けられた後輪とを含んでいる。
【００２４】
　また、ダンプトラック７は、フレームのうち後輪の近傍に設けられたヒンジピンと、こ
のヒンジピンを介して荷台を上下方向へ回動させるホイストシリンダと、車両の上面前方
に設置され、無線通信回線８に接続するためのアンテナとを含んでいる。なお、本発明の
第１実施形態に係る地図生成装置を実現するためのダンプトラック７の機能を示す具体的
な構成については後述する。
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【００２５】
　放土場２は、ダンプトラック７が搬送した鉱物や表土層を積下ろす場所である。駐機場
３は、オペレータの交代やダンプトラック７の駐車を行う場所である。駐機場３内には、
オペレータが待機する管制センタ９が設けられる。この管制センタ９には、オペレータが
操作し、ダンプトラック７が自律走行するための制御を行う管制センタシステム１０（図
２参照）が設置されている。この管制センタシステム１０は、例えば、油圧ショベル６及
びダンプトラック７を稼働させる稼働指令を、後述のデータ収集部２０（図２参照）を経
由して油圧ショベル６及びダンプトラック７へそれぞれ送信し、油圧ショベル６の稼働状
態を管理する管理システム１０１を有している。
【００２６】
　このような鉱山の積込場１、放土場２、及び駐機場３は、ダンプトラック７の走行可能
な領域と走行不能な領域とを区画する境界１Ａ，２Ａ，３Ａをそれぞれ有している。そし
て、油圧ショベル６は積込場１の境界１Ａ付近で掘削作業及び積込作業を行い、ダンプト
ラック７は積込場１、放土場２、及び駐機場３の境界１Ａ，２Ａ，３Ａ内及び搬送路４を
走行し、放土場２の境界２Ａ内で放土作業を行う。
【００２７】
　この放土作業の種類には、ダンプトラック７が境界２Ａの外側へ向かって鉱物や表土層
を放土する作業、ダンプトラック７が境界２Ａの内側の所定の位置に鉱物や表土層を放土
する作業、及びダンプトラック７が境界２Ａの内側で放土位置を順次変えながら鉱物や表
土層を放土する、いわゆるパドックダンピングと呼称される作業が含まれる。
【００２８】
　無線基地局５は、油圧ショベル６、及びダンプトラック７、及び管制センタシステム１
０を、無線通信回線８を介して互いに通信接続するための基地局であり、油圧ショベル６
、ダンプトラック７、及び管制センタシステム１０から送信された無線通信の電波が無線
基地局５を経由することにより、油圧ショベル６、ダンプトラック７、及び管制センタシ
ステム１０間で各種の情報の送受信を行う。
【００２９】
　また、鉱山には、油圧ショベル６及びダンプトラック７の他、積込場１及び放土場２に
おいて作業が安全に行われているかどうかの監視や放土された鉱物及び表土層の除去等の
作業を行う作業車両１１、及びダンプトラック７が自律走行するための走行可能地図情報
（以下、便宜的に地図データと称する）の元となる軌跡情報を取得して収集する航測車両
１２が稼働している。
【００３０】
　この航測車両１２は、図示されないが、全地球航法衛星システム（ＧＮＳＳ：Ｇｌｏｂ
ａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）の航法衛星から測位電波を受信して自車両
の位置（例えば、座標値）を取得する。ＧＮＳＳとして、例えば、ＧＰＳ、ＧＬＯＮＡＳ
Ｓ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＧＡ
ＬＩＬＥＯを用いてもよい。
【００３１】
　航測車両１２は、例えば、車両の所定の位置に取付けられたＧＰＳ受信機（図示せず）
を備えており、取得時刻、及びＧＰＳ受信機が取得した自車両の位置から成る軌跡情報を
レコード情報として保存する。そして、航測車両１２は、保存した軌跡情報を、無線通信
回線８を介して所定の時間間隔毎に管制センタシステム１０へ送信する。
【００３２】
　次に、本発明の第１実施形態に係る地図生成装置を実現するための管制センタシステム
１０、油圧ショベル６、及びダンプトラック７の機能を示す各構成について、図２を参照
しながら順に説明する。
【００３３】
　図２に示すように、管制センタシステム１０は、管制制御部１６、地図情報作成部１７
、地図情報記憶部１８、作業機械情報蓄積部１９、データ収集部２０、稼働域演算処理部
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２１、地図情報更新部２２、及び通信部２３を備えており、これらの各部１６～２３が相
互に連関することにより地図生成装置１００としての機能を有している。
【００３４】
　管制制御部１６は、管制センタシステム１０の各構成要素の動作を制御するものであり
、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等の演算・制御装置の他
、管制センタシステム１０で実行されるプログラムを格納するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌ
ｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の記憶装置、また、
ＣＰＵがプログラムを実行する際の作業領域となるＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ）を含むハードウェアを用いて構成されている。
【００３５】
　そして、管制制御部１６は、ダンプトラック７の配車管理及び自律走行を制御するため
の地図データに基づいて、油圧ショベル６及びダンプトラック７の後述の各制御部２８，
３８に対して必要な情報を送受信することにより、油圧ショベル６及びダンプトラック７
の動作を制御する。
【００３６】
　地図情報作成部１７は、航測車両１２又はダンプトラック７によって収集された軌跡情
報に基づいて、地図データ１８Ａを作成する。地図情報記憶部１８は、情報を固定的に記
憶するＨＤＤ等の装置から構成され、主に地図情報作成部１７によって作成された地図デ
ータ１８Ａを記憶する。なお、地図情報作成部１７による地図データ１８Ａの作成処理の
詳細については後述する。
【００３７】
　図３に示すように、地図データ１８Ａは、積込場１、放土場２、及び駐機場３の各境界
１Ａ～３Ａに対応する地図上の境界１８ａ～１８ｃと、搬送路４に対応する地図上の搬送
路１８ｄとから構成されている。この地図データ１８Ａの搬送路１８ｄは、搬送路４上の
走行経路を定義する各ノード１８ｄ１の位置情報（座標値）と、隣接するノード１８ｄ１
を連結するリンク１８ｄ２とを含んでいる。なお、地図データ１８Ａは、鉱山の地形情報
や各ノード１８ｄ１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。なお、各ノード１８ｄ１及びリンク１８ｄ２には、そのノード１８ｄ１及びリンク１
８ｄ２を固有に識別する識別情報が付与される。
【００３８】
　図２において、作業機械情報蓄積部１９は、情報を固定的に記憶するＨＤＤ等の装置か
ら構成され、データ収集部２０によって収集された油圧ショベル６の位置を表す位置情報
（以下、便宜的に位置データと称する）６Ａ、油圧ショベル６の稼働状態を表す稼働情報
（以下、便宜的に稼働データと称する）６Ｂ、及びダンプトラック７の位置を表す位置情
報（以下、便宜的に位置データと称する）７Ａを蓄積する。
【００３９】
　油圧ショベル６の位置データ６Ａは、例えば、図４（ａ）に示すように、取得時刻６Ａ
１と、鉱山内の油圧ショベル６毎に予め指定され、油圧ショベル６を識別するための作業
機械ＩＤ６Ａ２と、取得時刻６Ａ１における油圧ショベル６の位置を緯度Ｘ、経度Ｙ、高
度Ｚの座標により表す位置座標６Ａ３とから構成されている。なお、ダンプトラック７の
位置データ７Ａの構成は、上述した油圧ショベル６の位置データ６Ａの構成と同様である
ので、重複する説明を省略する。
【００４０】
　油圧ショベル６の稼働データ６Ｂは、例えば、図４（ｂ）に示すように、取得時刻６Ｂ
１と、鉱山内の油圧ショベル６毎に予め指定され、油圧ショベル６を識別するための作業
機械ＩＤ６Ｂ２と、取得時刻６Ｂ１において油圧ショベル６が行っている作業の状態を記
録したカラムである稼働状態６Ｂ３とから構成されている。このように、油圧ショベル６
の位置データ６Ａ及び稼働データ６Ｂは、取得時刻６Ａ１，６Ｂ１によって互いに関連付
けられている。
【００４１】
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　データ収集部２０は、管制制御部１６が通信部２３を介して受信した情報の中から油圧
ショベル６の位置データ６Ａ、稼働データ６Ｂ、及びダンプトラック７の位置データ７Ａ
を収集する。稼働域演算処理部２１は、作業機械情報蓄積部１９に蓄積されたデータ６Ａ
，６Ｂ，７Ａのうち油圧ショベル６の位置データ６Ａ及び稼働データ６Ｂに基づいて、油
圧ショベル６の稼働域を演算する稼働域演算部として機能し、地図情報更新部２２が地図
データ１８Ａの更新処理を開始するまでの所定の処理を行う。
【００４２】
　地図情報更新部２２は、地図情報記憶部１８に記憶された地図データ１８Ａに対して、
稼働域演算処理部２１によって演算された油圧ショベル６の稼働域を照合することにより
、地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａを修正して地図データ１８Ａを更新す
る。
【００４３】
　具体的には、地図情報更新部２２は、稼働域演算処理部２１によって演算された油圧シ
ョベル６の稼働域が地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの内側に位置すると
き、積込場１の領域が縮小するように地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａを
修正し、稼働域演算処理部２１によって演算された油圧ショベル６の稼働域が地図データ
１８Ａにおける積込場１の境界１８ａ上及び境界１８ａの外側に位置するとき、積込場１
の領域が拡大するように地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａを修正する境界
修正部２２Ａを含んでいる。
【００４４】
　通信部２３は、外部のダンプトラック７及び管制センタシステム１０との間で無線通信
回線８を介して互いに通信接続を行うものである。
【００４５】
　油圧ショベル６は、通信部２５、測位部２６、センサ部２７、制御部２８、データ収集
部２９、及び作業機械情報蓄積部３０を備えている。なお、通信部２５は、前述した管制
センタシステム１０の通信部２３の構成と同様であるので、重複する説明を省略する。
【００４６】
　測位部２６は、図示されないが、ＧＮＳＳの航法衛星から測位電波を受信して自己の位
置を取得する。本発明の第１実施形態では、測位部２６は、油圧ショベル６の位置として
、例えば、バケットの位置を取得する。
【００４７】
　具体的には、測位部２６は、図示されないが、車体の所定の位置に取付けられたＧＰＳ
受信機と、フロント作業機の姿勢を検出する姿勢検出部とを含み、ＧＰＳ受信機が取得し
た位置、姿勢検出部によって検出された姿勢、及びフロント作業機の寸法情報に基づいて
、バケットの位置を演算する。なお、姿勢検出部は、例えば、ブーム、アーム、及びバケ
ットの角度をそれぞれ検出する角度センサから構成されている。また、測位部２６による
バケットの位置の演算は、上述した場合に限らず、例えば、ＧＰＳ受信機をバケットに直
接取付けることにより実行してもよい。
【００４８】
　センサ部２７は、例えば、車体の周囲の障害物を検出するためのミリ波レーダやカメラ
等のセンサから構成され、このセンサの検出結果は運転室内のモニタ（図示せず）に表示
される。これにより、運転室内のオペレータは、モニタの表示を確認することにより、車
体の周囲の障害物を容易に把握することができる。
【００４９】
　制御部２８は、油圧ショベル６の各構成要素の動作を制御するものであり、ＣＰＵ等の
演算・制御装置の他、油圧ショベル６で実行されるプログラムを格納するＲＯＭやＨＤＤ
等の記憶装置、また、ＣＰＵがプログラムを実行する際の作業領域となるＲＡＭを含むハ
ードウェアを用いて構成されている。
【００５０】
　データ収集部２９は、例えば、測位部２６によって取得されたバケットの位置を所定の
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時間間隔毎に位置データ６Ａとして収集すると共に、油圧ショベル６の稼働データ６Ｂを
収集する。この稼働データ６Ｂの収集の具体例として、データ収集部２９は、油圧ショベ
ル６に対するオペレータの指示情報を記録することにより、油圧ショベル６の積込位置の
設定を行う状態（図４（ｂ）参照）、及び油圧ショベル６の積込作業が終了した状態（図
４（ｂ）参照）等の情報を収集する。
【００５１】
　また、データ収集部２９は、油圧ショベル６の稼働状況をモニタする測位部２６の姿勢
検出部の検出結果を記録することにより、旋回体が旋回している状態（図４（ｂ）参照）
、及びバケットを上方へ回動させている状態（図４（ｂ）参照）等の情報を収集する。な
お、データ収集部２９による稼働データ６Ｂの収集は、上述した場合に限らず、オペレー
タの操作情報を記録することにより行ってもよい。
【００５２】
　作業機械情報蓄積部３０は、情報を固定的に記憶するＨＤＤ等の装置から構成され、デ
ータ収集部２９によって収集された位置データ６Ａ及び稼働データ６Ｂを蓄積する。また
、作業機械情報蓄積部３０に蓄積された位置データ６Ａは、所定の時間間隔毎に通信部２
５を介して管制センタシステム１０へ送信される。
【００５３】
　ダンプトラック７は、通信部３５、測位部３６、センサ部３７、制御部３８、データ収
集部３９、地図情報記憶部４０、及び作業機械情報蓄積部４１を備えている。なお、通信
部２５は、前述した管制センタシステム１０の通信部２３の構成と同様であるので、重複
する説明を省略する。
【００５４】
　測位部３６は、図示されないが、ＧＮＳＳの航法衛星から測位電波を受信して自己の位
置を取得する。本発明の第１実施形態では、測位部３６は、例えば、車両の所定の位置に
取付けられたＧＰＳ受信機から構成され、このＧＰＳ受信機によってダンプトラック７の
位置を取得する。
【００５５】
　センサ部３７は、例えば、車両の走行方向（進行方向）前方の障害物を検出するための
ミリ波レーダやカメラ等のセンサと、路肩検出を行うためのライダ等のセンサとを含んで
いる。これらのセンサの検出結果は制御部３８に出力され、通常時は走行経路から離脱し
ないように走行位置の監視や加減速に用いられ、緊急時には緊急回避行動に必要な制動動
作に用いられる。
【００５６】
　制御部３８は、ダンプトラック７の各構成要素の動作を制御するものであり、ＣＰＵ等
の演算・制御装置の他、ダンプトラック７で実行されるプログラムを格納するＲＯＭやＨ
ＤＤ等の記憶装置、また、ＣＰＵがプログラムを実行する際の作業領域となるＲＡＭを含
むハードウェアを用いて構成されている。
【００５７】
　データ収集部３９は、例えば、測位部３６が取得したダンプトラック７の位置を所定の
時間間隔毎に位置データ７Ａとして収集する。地図情報記憶部４０は、情報を固定的に記
憶するＨＤＤ等の装置から構成され、管制センタシステム１０から受信した地図データ１
８Ａを記憶する。
【００５８】
　作業機械情報蓄積部４１は、情報を固定的に記憶するＨＤＤ等の装置から構成され、デ
ータ収集部３９によって収集された位置データ７Ａを蓄積する。また、作業機械情報蓄積
部４１に蓄積された位置データ７Ａは、所定の時間間隔毎に通信部３５を介して管制セン
タシステム１０へ送信され、地図データ１８Ａの元となる軌跡情報として、地図情報作成
部１７による地図データ１８Ａの作成に利用される。
【００５９】
　次に、管制センタシステム１０の地図情報作成部１７による地図データ１８Ａの作成処
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理について、図５を参照しながら詳細に説明する。
【００６０】
　図５に示すように、まず、地図情報作成部１７は、通信部２３を介して航測車両１２又
はダンプトラック７から受信した軌跡情報を読込む（（ステップ（以下、Ｓと記す）５０
１）。次に、地図情報作成部１７は、航測車両１２又はダンプトラック７の走行軌跡から
積込場１、放土場２、及び駐機場３の各境界１８ａ～１８ｃを抽出することにより、境界
情報を生成する（Ｓ５０２）。
【００６１】
　そして、地図情報作成部１７は、航測車両１２又はダンプトラック７の軌跡情報に基づ
いて、ノード情報を生成する（Ｓ５０３）。具体的には、地図情報作成部１７は、地図デ
ータ１８Ａにおける地図上の搬送路１８ｄを作成する場合には、例えば、所定の時間間隔
又は所定の距離間隔毎に、軌跡情報に含まれる航測車両１２又はダンプトラック７の位置
を位置データとして抽出し、その位置データをノード１８ｄ１の位置情報として設定する
。そして、地図情報作成部１７は、各ノード１８ｄ１を固有に識別する識別情報としての
ＩＤを付与することにより、ノード情報を生成する。
【００６２】
　一方、地図情報作成部１７は、地図データ１８Ａにおける積込場１、放土場２、及び駐
機場３の各境界１８ａ～１８ｃ内の走行経路を作成する場合には、例えば、所定の手段を
用いて積込場１、放土場２、及び駐機場３の各入口から油圧ショベル６の積込位置、ダン
プトラック７の放土位置、及びダンプトラック７の停車位置までの走行経路を生成するこ
とにより、所定の距離間隔毎にノード（図示せず）の位置情報を設定してノード情報を生
成する。
【００６３】
　次に、地図情報作成部１７は、隣接するノード１８ｄ１を接続するリンク１８ｄ２の接
続関係を示すリンク情報を生成する（Ｓ５０４）。具体的には、地図情報作成部１７は、
航測車両１２又はダンプトラック７の軌跡情報に含まれる取得時刻に基づいて、取得時刻
が近い２つのノード１８ｄ１を接続することによりリンク情報を生成する。このとき、取
得時刻の差がある閾値内で近接する２つのノードは、同一のノードとみなす処理を行うこ
とにより、交差点等の分岐がある道路構造をリンク１８ｄ２の接続関係によって表現する
ことができる。
【００６４】
　このように、地図情報作成部１７は、境界情報、ノード情報、及びリンク情報を生成し
て地図データ１８Ａを作成すると、作成した地図データ１８Ａを、通信部２３を介してダ
ンプトラック７へ送信し（Ｓ５０５）、地図情報作成部１７による地図データ１８Ａの作
成処理を終了する。
【００６５】
　次に、管制センタシステム１０、油圧ショベル６、及びダンプトラック７の各動作につ
いて、図６を参照しながら詳細に説明する。特に、管制センタシステム１０の管制制御部
１６、油圧ショベル６の制御部２８、及びダンプトラック７の制御部３８の間で行われる
情報の伝達を中心として説明する。
【００６６】
　図６に示すように、まず油圧ショベル６の制御部２８は、油圧ショベル６の積込位置の
設定を行う（Ｓ６０１）。具体的には、制御部２８は、油圧ショベル６の運転室内のオペ
レータによる操作を起点に、測位部２６が取得したバケットの位置を積込位置に設定して
積込位置情報を管制センタシステム１０へ送信する。
【００６７】
　次に、管制センタシステム１０の管制制御部１６は、油圧ショベル６から受信した積込
位置情報に基づいて、ダンプトラック７の目的地を決定する（Ｓ６０２）。その後、管制
制御部１６は、Ｓ６０２において決定した目的地までのダンプトラック７の走行経路を設
定する（Ｓ６０３）。
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【００６８】
　具体的には、管制制御部１６は、ダンプトラック７の出発地から積込場１の入口までの
走行経路として、地図情報記憶部１８に記憶された地図データ１８Ａにおける搬送路１８
ｄのノード１８ｄ１の点列を指定することにより設定する。さらに、管制制御部１６は、
積込場１の入口からＳ６０２において決定した目的地、すなわち油圧ショベル６の積込位
置までの走行経路として、ノード１８ｄ１の点列を動的に生成することにより設定する。
【００６９】
　次に、管制制御部１６は、Ｓ６０３において設定した走行経路に基づいて、ダンプトラ
ック７同士が干渉しないように、当該走行経路内においてダンプトラック７の走行可能な
区間（以下、便宜的に走行許可区間と称する）を設定する（Ｓ６０４）。そして、管制制
御部１６は、通信部２３を介してダンプトラック７の走行経路及び走行許可区間をダンプ
トラック７へ送信する。
【００７０】
　次に、ダンプトラック７の制御部３８は、測位部３６及びセンサ部３７によって自車両
の位置及び周辺の環境を認識し、管制制御部１６から受信した走行経路及び走行許可区間
を走行するようにダンプトラック７の動作を制御する。これにより、ダンプトラック７が
出発地から目的地へ向かって往路側の走行経路を走行する（Ｓ６０５）。そして、ダンプ
トラック７が目的地である油圧ショベル６の積込位置に到着すると（Ｓ６０６）、制御部
３８は、ダンプトラック７が積込位置に到着した旨の到着通知を、通信部３５を介して管
制センタシステム１０へ送信する。
【００７１】
　一方、油圧ショベル６の運転室内のオペレータが目視によりダンプトラック７の積込位
置への到着を確認すると、油圧ショベル６は、オペレータの操作に従ってダンプトラック
７への積込作業を開始する（Ｓ６０７）。そして、ダンプトラック７への積込作業が終了
すると（Ｓ６０８）、制御部２８は、積込作業が終了した旨の積込作業の終了通知を、通
信部２５を介して管制センタシステム１０へ送信する。
【００７２】
　管制センタシステム１０の管制制御部１６は、積込作業の終了通知を受信すると、通信
部２３を介して油圧ショベル６の積込位置から次の目的地までの走行経路及び走行許可区
間をダンプトラック７へ送信する。
【００７３】
　そして、ダンプトラック７の制御部３８は、測位部３６及びセンサ部３７によって自車
両の位置及び周辺の環境を認識し、管制制御部１６から受信した走行経路及び走行許可区
間を走行するようにダンプトラック７の動作を制御する。これにより、ダンプトラック７
が油圧ショベル６の積込位置から次の目的地へ向かって復路側の走行経路を走行する（Ｓ
６０９）。
【００７４】
　一方、油圧ショベル６の制御部２８は、Ｓ６０１において設定した積込位置の設定を解
除する（Ｓ６１０）。次に、制御部２８は、作業機械情報蓄積部３０に蓄積された油圧シ
ョベル６の位置データ６Ａを送信すると（Ｓ６１１）、この位置データ６Ａは管制センタ
システム１０の作業機械情報蓄積部１９に蓄積される。そして、制御部２８は、作業機械
情報蓄積部３０に蓄積された油圧ショベル６の稼働データ６Ｂを送信すると（Ｓ６１２）
、この稼働データ６Ｂは管制センタシステム１０の作業機械情報蓄積部１９に蓄積される
。
【００７５】
　次に、管制センタシステム１０の稼働域演算処理部２１による油圧ショベル６の稼働域
の演算処理について、図７、図８を参照しながら詳細に説明する。
【００７６】
　図７に示すように、稼働域演算処理部２１は、作業機械情報蓄積部１９に蓄積された油
圧ショベル６の稼働データ６Ｂを読込み（Ｓ７０１）、作業機械情報蓄積部１９に蓄積さ
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れた油圧ショベル６の位置データ６Ａを読込む（Ｓ７０２）。次に、稼働域演算処理部２
１は、稼働データ６Ｂのうち油圧ショベル６の所定の稼働状態、及び位置データ６Ａのう
ち当該所定の稼働状態に関連付けられた油圧ショベル６の位置から油圧ショベル６の稼働
域を演算する。
【００７７】
　すなわち、位置データ６Ａ及び稼働データ６Ｂは取得時刻６Ａ１，６Ｂ１により関連付
けられているので、稼働域演算処理部２１は、稼働データ６Ｂに含まれる取得時刻６Ｂ１
をキーにして、図８に示すように、取得時刻６Ｂ１と同じ取得時刻６Ａ１から所定の時間
間隔の範囲内に存在する油圧ショベル６の位置データ６Ａの位置座標６Ａ３を検索するこ
とにより、油圧ショベル６の稼働域を演算する（Ｓ７０３）。
【００７８】
　具体的には、稼働域演算処理部２１は、例えば、油圧ショベル６の積込作業が終了した
旨が通知された時刻から所定の時間間隔の範囲内に存在する油圧ショベル６の位置データ
６Ａの位置座標６Ａ３を検索することにより、油圧ショベル６の所定の稼働状態として、
油圧ショベル６の積込作業が終了する時刻付近の状態における油圧ショベル６の稼働域を
迅速に求めることができる。
【００７９】
　次に、稼働域演算処理部２１は、Ｓ７０３において演算した油圧ショベル６の稼働域の
所定の基準点として、例えば、Ｓ７０３において検索した位置座標６Ａ３の重心位置Ｇを
演算して求める（Ｓ７０４）。そして、稼働域演算処理部２１は、Ｓ７０４において求め
た重心位置Ｇと、地図情報記憶部１８に記憶された地図データ１８Ａにおける積込場１の
境界１８ａのうち、当該重心位置Ｇに最も近接する点Ｐ（以下、便宜的に最近接点と称す
る）との距離Ｌが所定の閾値以上であるかどうかを判定する（Ｓ７０５）。
【００８０】
　このとき、稼働域演算処理部２１は、Ｓ７０４において求めた重心位置Ｇと、地図デー
タ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの最近接点Ｐとの距離Ｌが所定の閾値未満である
と判定すると（Ｓ７０５／Ｎｏ）、稼働域演算処理部２１による油圧ショベル６の稼働域
の演算処理を終了する。一方、Ｓ７０５において、稼働域演算処理部２１は、Ｓ７０４に
おいて求めた重心位置Ｇと、地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの最近接点
Ｐとの距離Ｌが所定の閾値以上であると判定すると（Ｓ７０５／Ｙｅｓ）、地図情報更新
部２２による地図データ１８Ａの更新処理へ進み（Ｓ７０６）、稼働域演算処理部２１に
よる油圧ショベル６の稼働域の演算処理を終了する。
【００８１】
　次に、管制センタシステム１０の地図情報更新部２２による地図データ１８Ａの更新処
理について、図９、図１０を参照しながら詳細に説明する。
【００８２】
　図９に示すように、地図情報更新部２２は、Ｓ７０３において稼働域演算処理部２１が
検索した位置座標６Ａ３の外接矩形Ｆ（図１０参照）を設定する（Ｓ９０１）。次に、地
図情報更新部２２は、Ｓ７０４において稼働域演算処理部２１が求めた重心位置Ｇが地図
データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの内側に位置しているかどうかを判定する（
Ｓ９０２）。
【００８３】
　このとき、地図情報更新部２２は、Ｓ７０４において稼働域演算処理部２１が求めた重
心位置Ｇが地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの内側に位置していると判定
すると（Ｓ９０２／Ｙｅｓ）、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの端点ｐ（図１０参
照）が地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの内側に位置しているかどうかを
判定する（Ｓ９０３）。
【００８４】
　Ｓ９０３において、地図情報更新部２２は、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの端
点ｐが地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの内側に位置していないと判定す
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ると（Ｓ９０３／Ｎｏ）、後述のＳ９０５の処理が行われる。一方、Ｓ９０３において、
地図情報更新部２２は、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの端点ｐが地図データ１８
Ａにおける積込場１の境界１８ａの内側に位置していると判定すると（Ｓ９０３／Ｙｅｓ
）、地図情報更新部２２の境界修正部２２Ａは、地図データ１８Ａの積込場１の境界１８
ａを形成する点として、当該端点ｐを仮の地図データ１８Ａに追加する（Ｓ９０４）。
【００８５】
　そして、地図情報更新部２２は、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの全ての端点ｐ
について、Ｓ９０３の判定を行ったかどうかを確認する（Ｓ９０５）。このとき、地図情
報更新部２２は、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの全ての端点ｐについて、Ｓ９０
３の判定をまだ行っていないことを確認すると（Ｓ９０５／Ｎｏ）、Ｓ９０３からの処理
が繰り返される。
【００８６】
　Ｓ９０５において、地図情報更新部２２は、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの全
ての端点ｐについて、Ｓ９０３の判定を行ったことを確認すると（Ｓ９０５／Ｙｅｓ）、
境界修正部２２Ａは、Ｓ９０４において仮の地図データ１８Ａに追加した外接矩形Ｆの端
点ｐを通るように、地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａを修正して地図デー
タ１８Ａを更新する（Ｓ９０６）。これにより、図１０（ａ）に示すように、地図データ
１８Ａにおける積込場１の領域が縮小する。
【００８７】
　一方、Ｓ９０２において、地図情報更新部２２は、Ｓ７０４において稼働域演算処理部
２１が求めた重心位置Ｇが地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの内側に位置
していない、すなわち重心位置Ｇが地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａ上及
び境界１８ａの外側に位置していると判定すると（Ｓ９０２／Ｎｏ）、Ｓ９０１において
設定した外接矩形Ｆの端点ｐが地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの外側に
位置しているかどうかを判定する（Ｓ９０７）。
【００８８】
　Ｓ９０７において、地図情報更新部２２は、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの端
点ｐが地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの外側に位置していないと判定す
ると（Ｓ９０７／Ｎｏ）、後述のＳ９０９の処理が行われる。一方、Ｓ９０７において、
地図情報更新部２２は、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの端点ｐが地図データ１８
Ａにおける積込場１の境界１８ａの外側に位置していると判定すると（Ｓ９０７／Ｙｅｓ
）、地図情報更新部２２の境界修正部２２Ａは、地図データ１８Ａの積込場１の境界１８
ａを形成する点として、当該端点ｐを仮の地図データ１８Ａに追加する（Ｓ９０８）。
【００８９】
　そして、地図情報更新部２２は、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの全ての端点ｐ
について、Ｓ９０７の判定を行ったかどうかを確認する（Ｓ９０９）。このとき、地図情
報更新部２２は、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの全ての端点ｐについて、Ｓ９０
７の判定をまだ行っていないことを確認すると（Ｓ９０９／Ｎｏ）、Ｓ９０７からの処理
が繰り返される。
【００９０】
　Ｓ９０９において、地図情報更新部２２は、Ｓ９０１において設定した外接矩形Ｆの全
ての端点ｐについて、Ｓ９０７の判定を行ったことを確認すると（Ｓ９０９／Ｙｅｓ）、
積込場１の境界１Ａを確認させる確認指令を、例えば、通信部２３を介して鉱山内におけ
る有人の作業車両１１へ送信する。作業車両１１は、管制センタシステム１０から確認指
令を受信すると、運転室内のオペレータが目視により確認作業を行った後、その確認作業
が終了した旨の確認作業の終了通知を管制センタシステム１０へ送信する。
【００９１】
　これにより、地図情報更新部２２が地図データ１８Ａにおける積込場１の領域を拡大さ
せる更新を行う前に、ダンプトラック７が一度も走行していない領域を実際に確認しない
状態でダンプトラック７を自律走行させるのを回避することができる。従って、鉱山内で
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自律走行するダンプトラック７の安全性を十分に高めることができる。なお、上述した確
認指令の送信は、管制センタシステム１０から作業車両１１へ自動的に配信したり、ある
いは管制センタシステム１０内のオペレータが作業車両１１に対して通話することにより
行ってもよい。また、管制センタシステム１０からの上記確認指令の送信は、作業車両１
１以外の油圧ショベル６等の有人の作業機械に対して行ってもよい。さらに、上述したＳ
９１０及びＳ９１１の処理は省略してもよい。
【００９２】
　次に、地図情報更新部２２は、作業車両１１からの確認作業の終了通知の有無に応じて
、作業車両１１による確認作業が終了しているかどうかを判定する（Ｓ９１１）。このと
き、地図情報更新部２２は、作業車両１１からの確認作業の終了通知を受信し、作業車両
による確認作業が終了していると判定すると（Ｓ９１１／Ｙｅｓ）、境界修正部２２Ａは
、Ｓ９０８において仮の地図データ１８Ａに追加した外接矩形Ｆの端点ｐを通るように、
地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａを修正して地図データ１８Ａを更新する
（Ｓ９０６）。これにより、図１０（ｂ）に示すように、地図データ１８Ａにおける積込
場１の領域が拡大する。
【００９３】
　一方、Ｓ９１１において、地図情報更新部２２は、例えば、作業車両１１からの確認作
業の終了通知を所定の時間内に受信せず、作業車両１１による確認作業が終了していない
と判定すると（Ｓ９１１／Ｙｅｓ）、地図データ１８Ａの更新を行うことなく、地図情報
更新部２２による地図データ１８Ａの更新処理を終了する。
【００９４】
　このように構成した本発明の第１実施形態によれば、地図情報更新部２２は、地図情報
記憶部１８Ａに記憶された地図データ１８Ａに対して、稼働域演算処理部２１によって演
算された油圧ショベル６の稼働域を照合することにより、地図データ１８Ａを更新する際
に油圧ショベル６の稼働状態が考慮されているので、油圧ショベル６の稼働状態に応じて
変化する地図データ１８Ａ上の境界１８ａを適切に修正することができる。これにより、
地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの抽出精度を向上させることができるの
で、鉱山内において行われる油圧ショベル６及びダンプトラック７の作業の安全性を高め
ることができる。
【００９５】
　また、本発明の第１実施形態では、地図情報更新部２２は、稼働域演算処理部２１によ
って演算された油圧ショベル６の稼働域の所定の基準点、すなわち油圧ショベル６の所定
の稼働状態における位置データ６Ａの位置座標６Ａ３の重心位置Ｇと、地図データ１８Ａ
における積込場１の境界１８ａとの位置関係に応じて、地図データ１８Ａにおける積込場
１の領域を縮小させたり、あるいは拡大させることができる。これにより、油圧ショベル
６の稼働状態を地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの修正に十分に反映させ
ることができる。
【００９６】
　従って、油圧ショベル６が積込場１内で積込作業等を行っている場合には、地図情報更
新部２２によって地図データ１８Ａにおける積込場１の領域が縮小することにより、ダン
プトラック７が積込場１の走行経路に沿って自律走行しても、積込場１内の油圧ショベル
６に接触することを確実に防止することができる。一方、油圧ショベル６が積込場１の境
界１Ａを越えて鉱物や表土層を掘削している場合には、地図情報更新部２２によって地図
データ１８Ａにおける積込場１の領域が拡大することにより、油圧ショベル６の掘削作業
が終了した後にダンプトラック７が積込場１の領域のうち拡大した場所を走行できるよう
になるので、積込場１におけるダンプトラック７の走行経路を増加させることができる。
これにより、ダンプトラック７の積荷の運搬作業を効率良く行うことができる。
【００９７】
［第２実施形態］
　本発明の第２実施形態は、前述した第１実施形態の構成に加え、例えば、稼働域演算処
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理部２１は、さらに作業機械情報蓄積部１９に蓄積された位置データ７Ａのうち所定の稼
働状態に関連付けられたダンプトラック７の位置からダンプトラック７の稼働域を演算し
、地図情報更新部２２は、地図情報記憶部１８に記憶された地図データ１８Ａに対して、
稼働域演算処理部２１によって演算された油圧ショベル６及びダンプトラック７の稼働域
を照合することにより、地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａを修正して地図
データ１８Ａを更新するようにしている。その他の第２実施形態の構成は、第１実施形態
の構成と同じであり、同一又は対応する部分には同一の符号を付し、重複する説明を省略
する。
【００９８】
　次に、本発明の第２実施形態に係る管制センタシステム１０、油圧ショベル６、及びダ
ンプトラック７の各動作について、図１１を参照しながら詳細に説明する。
【００９９】
　図１１に示すように、本発明の第２実施形態に係る管制センタシステム１０、油圧ショ
ベル６、及びダンプトラック７の動作については、上述した図６に示すＳ６０１～Ｓ６１
２の動作と基本的に同じであるが、Ｓ６０９の動作の後にＳ１１０１の動作が行われる。
具体的には、Ｓ６０９において、ダンプトラック７が油圧ショベル６の積込位置から次の
目的地へ向かって復路側の走行経路を走行し、次の目的地に到着すると、Ｓ１１０１にお
いて、ダンプトラック７の制御部３８は、作業機械情報蓄積部４１に蓄積されたダンプト
ラック７の位置データ７Ａを、通信部３５を介して管制センタシステム１０へ送信する。
【０１００】
　次に、本発明の第２実施形態に係る管制センタシステム１０の稼働域演算処理部２１に
よる油圧ショベル６及びダンプトラック７の稼働域の演算処理について、図１２、図１３
を参照しながら詳細に説明する。
【０１０１】
　図１２に示すように、本発明の第２実施形態に係る管制センタシステム１０の稼働域演
算処理部２１による油圧ショベル６の稼働域の演算処理については、上述した図７に示す
Ｓ７０１～Ｓ７０６の動作と基本的に同じであるが、Ｓ７０３～Ｓ７０５の処理の代わり
に、Ｓ１２０１～Ｓ１２０４の処理が行われる。
【０１０２】
　具体的には、Ｓ７０２の処理が行われた後、稼働域演算処理部２１は、作業機械情報蓄
積部１９に蓄積されたダンプトラック７の位置データ７Ａを読込む（Ｓ１２０１）。そし
て、稼働域演算処理部２１は、作業機械情報蓄積部１９に蓄積された油圧ショベル６の稼
働データ６Ｂに含まれる取得時刻６Ｂ１をキーにして、図１３に示すように、取得時刻６
Ｂ１と同じ取得時刻６Ａ１から所定の時間間隔の範囲内に存在する油圧ショベル６の位置
データ６Ａの位置座標６Ａ３及びダンプトラック７の位置データ７Ａの位置座標７Ａ３を
検索することにより、油圧ショベル６及びダンプトラック７の稼働域を演算する（Ｓ１２
０２）。
【０１０３】
　次に、稼働域演算処理部２１は、Ｓ１２０２において演算した油圧ショベル６の稼働域
の所定の基準点として、例えば、Ｓ１２０２において検索した位置座標６Ａ３の重心位置
Ｇ１及びダンプトラック７の位置データ７Ａの位置座標７Ａ３の重心位置Ｇ２を演算し、
これらの重心位置Ｇ１，Ｇ２を平均した平均位置ＧＡを求める（Ｓ１２０３）。そして、
稼働域演算処理部２１は、Ｓ１２０３において求めた平均位置ＧＡと、地図情報記憶部１
８に記憶された地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａのうち、当該平均位置Ｇ
Ａに最も近接する点（以下、便宜的に最近接点と称する）ＰＡとの距離ＬＡが所定の閾値
以上であるかどうかを判定する（Ｓ１２０４）。
【０１０４】
　このように構成した本発明の第２実施形態によれば、上述した第１実施形態と同様の作
用効果が得られる他、地図データ１８Ａの更新処理において、油圧ショベル６の稼働域だ
けでなく、ダンプトラック７の稼働域についても考慮されているので、地図情報更新部２
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２は、稼働域演算処理部２１によって演算された油圧ショベル６の稼働域の所定の基準点
が地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１８ａの内側に位置しているかどうかの判定
を精度良く行うことができる。これにより、地図データ１８Ａにおける積込場１の境界１
８ａの抽出に対してダンプトラック７の動きを考慮した優れた精度を得ることができる。
【０１０５】
［第３実施形態］
　本発明の第３実施形態が前述した第１実施形態と異なるのは、第１実施形態に係る地図
情報更新部２２は、地図情報記憶部１８に記憶された地図データ１８Ａにおける積込場１
の境界１８ａを修正して地図データ１８ａを更新したのに対して、第３実施形態に係る地
図情報更新部２２は、例えば、図１４に示すように、地図情報記憶部１８に記憶された地
図データ１８Ａに対して、稼働域演算処理部２１によって演算されたダンプトラック７の
稼働域を照合することにより、地図データ１８Ａにおける放土場２の境界１８ｂ（図３参
照）を修正して地図データ１８Ａを更新するようにしたことである。
【０１０６】
　この場合には、ダンプトラック７のデータ収集部３９は、管制センタシステム１０の管
理システム１０１からダンプトラック７へ送信される稼働指令として、例えば、駐機場３
の管制センタ９内で待機するオペレータのダンプトラック７に対する指示情報や操作情報
を記録することにより、ダンプトラック７の稼働データ７Ｂを収集する。そして、作業機
械情報蓄積部４１は、ダンプトラック７の位置データ７Ａの他に、データ収集部３９によ
って収集されたダンプトラック７の稼働データ７Ｂを蓄積する。
【０１０７】
　図１５に示すように、ダンプトラック７の稼働データ７Ｂは、上述した図４（ｂ）に示
す油圧ショベル６の稼働データ６ｂの構成と基本的に同じであり、取得時刻７Ｂ１、作業
機械ＩＤ７Ｂ２、及び稼働状態７Ｂ３から構成されているが、作業機械ＩＤ７Ｂ２は、鉱
山内のダンプトラック７毎に予め指定され、ダンプトラック７を識別するためのものであ
る。また、稼働状態７Ｂ３の具体例として、ダンプトラック７が放土位置に到着した状態
、荷台（ボディ）を上方へ回動させている状態、荷台を下方へ回動させている状態等が挙
げられる。
【０１０８】
　また、本発明の第３実施形態では、図１４に示すように、稼働域演算処理部２１は、ダ
ンプトラック７による積荷の放土作業の種類に応じて、地図情報更新部２２による地図デ
ータ１８Ａの更新を行うかどうかを判定する更新判定部２１Ａを含んでいる。この場合、
更新判定部２１Ａは、例えば、ダンプトラック７が放土場２の同一地点で積荷の放土を所
定の回数行った場合に、地図データ１８Ａの更新を行い、ダンプトラック７が放土場２の
同一地点で積荷の放土を所定の回数行わなかった場合に、地図データ１８Ａの更新を行わ
ないようにしている。その他の第３実施形態の構成は、第１実施形態の構成と同じであり
、同一又は対応する部分には同一の符号を付している。
【０１０９】
　次に、本発明の第３実施形態に係る管制センタシステム１０及びダンプトラック７の各
動作について、図１６を参照しながら詳細に説明する。特に、管制センタシステム１０の
管制制御部１６及びダンプトラック７の制御部３８の間で行われる情報の伝達を中心とし
て説明する。なお、図１６に示すＳ１５０２～Ｓ１５０４、及びＳ１５０８の動作は、上
述した図６に示すＳ６０３～Ｓ６０５、及びＳ６０９とそれぞれ同様であるので、重複す
る説明を省略する。
【０１１０】
　図１６に示すように、まず管制センタシステム１０の管制制御部１６は、ダンプトラッ
ク７の目的地及びパドックダンピング等の放土作業の種類を決定することにより、放土作
業の指示情報を作成する（Ｓ１５０１）。次に、Ｓ１５０２～Ｓ１５０４の動作が行われ
た後、ダンプトラック７が目的地である放土位置に到着すると（Ｓ１５０５）、制御部３
８は、ダンプトラック７が放土位置に到着した旨の到着通知を、通信部３５を介して管制
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センタシステム１０へ送信する。
【０１１１】
　次に、ダンプトラック７は、Ｓ１５０１において管制センタシステム１０の管制制御部
１６によって作成された指示情報に従って放土作業を開始する（Ｓ１５０６）。そして、
ダンプトラック７の放土作業が終了すると（Ｓ１５０７）、制御部３８は、放土作業が終
了した旨の放土作業の終了通知を、通信部３５を介して管制センタシステム１０へ送信す
る。
【０１１２】
　その後、管制センタシステム１０の管制制御部１６は、放土作業の終了通知を受信する
と、通信部２３を介して放土位置から次の目的地までの走行経路及び走行許可区間をダン
プトラック７へ送信する。
【０１１３】
　次に、Ｓ１５０８の動作が行われた後、ダンプトラック７の制御部３８は、作業機械情
報蓄積部４１に蓄積されたダンプトラック７の位置データ７Ａを送信すると（Ｓ１５０９
）、この位置データ７Ａは管制センタシステム１０の作業機械情報蓄積部１９に蓄積され
る。そして、制御部３８は、作業機械情報蓄積部４１に蓄積されたダンプトラック７の稼
働データ７Ｂを送信すると（Ｓ１５１０）、この稼働データ７Ｂは管制センタシステム１
０の作業機械情報蓄積部１９に蓄積される。
【０１１４】
　次に、本発明の第３実施形態に係る管制センタシステム１０の稼働域演算処理部２１に
よるダンプトラック７の稼働域の演算処理について、図１７、図１８を参照しながら詳細
に説明する。なお、図１７に示すＳ１７０７及びＳ１７０８の処理は、上述した図７に示
すＳ７０５及びＳ７０６の処理とそれぞれ同様であるので、重複する説明を省略する。
【０１１５】
　図１７に示すように、稼働域演算処理部２１は、作業機械情報蓄積部４１に蓄積された
ダンプトラック７の稼働データ７Ｂを読込み（Ｓ１７０１）、作業機械情報蓄積部４１に
蓄積されたダンプトラック７の位置データ７Ａを読込む（Ｓ１７０２）。次に、稼働域演
算処理部２１は、作業機械情報蓄積部４１に蓄積されたダンプトラック７の稼働データ７
Ｂに含まれる取得時刻７Ｂ１をキーにして、図１８に示すように、取得時刻７Ｂ１と同じ
取得時刻７Ａ１から所定の時間間隔の範囲内に存在するダンプトラック７の位置データ７
Ａの位置座標７Ａ３を検索することにより、ダンプトラック７の稼働域を演算する（Ｓ１
７０３）。
【０１１６】
　次に、稼働域演算処理部２１は、Ｓ１７０３において演算したダンプトラック７の稼働
域の所定の基準点として、例えば、Ｓ１７０３において検索した位置座標７Ａ３の重心位
置Ｇを演算して求める（Ｓ１７０４）。そして、稼働域演算処理部２１の更新判定部２１
Ａは、放土作業の種類がパドックダンピングであるかどうかを判定する（Ｓ１７０５）。
このとき、更新判定部２１Ａは、放土作業の種類がパドックダンピングでないと判定する
と（Ｓ１７０５／ＮＯ）、稼働域演算処理部２１によるダンプトラック７の稼働域の演算
処理を終了する。
【０１１７】
　一方、Ｓ１７０５において、更新判定部２１Ａは、放土作業の種類がパドックダンピン
グであると判定すると（Ｓ１７０５／Ｙｅｓ）、ダンプトラック７が放土場２の同一地点
で積荷の放土を所定の回数行ったかどうかを判定する（Ｓ１７０６）。なお、この判定は
、例えば、管制センタシステム１０が同一地点のダンプトラック７からの放土作業の終了
通知を受信した回数を計数することにより行われる。
【０１１８】
　Ｓ１７０６において、更新判定部２１Ａは、ダンプトラック７が放土場２の同一地点で
積荷の放土を所定の回数行っていないと判定すると（Ｓ１７０６／Ｎｏ）、地図情報更新
部２２による地図データ１８Ａの更新処理を行うことなく、稼働域演算処理部２１による
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ダンプトラック７の稼働域の演算処理を終了する。Ｓ１７０６において、更新判定部２１
Ａは、ダンプトラック７が放土場２の同一地点で積荷の放土を所定の回数行ったと判定す
ると（Ｓ１７０６／Ｙｅｓ）、Ｓ１７０７及びＳ１７０８の処理を行い、稼働域演算処理
部２１によるダンプトラック７の稼働域の演算処理を終了する。
【０１１９】
　このように構成した本発明の第３実施形態によれば、上述した第１実施形態と同様の作
用効果が得られる他、稼働域演算処理部２１の更新判定部２１Ａは、ダンプトラック７に
よる積荷の放土作業の種類に応じて、地図情報更新部２２による地図データ１８Ａの更新
を行うかどうかを判定することにより、積荷の放土作業の種類を判別した上で地図データ
１８Ａの更新処理へ移行することができる。これにより、地図生成装置１００における地
図データ１８Ａの生成の効率性を高めることができる。
【０１２０】
　また、本発明の第３実施形態は、更新判定部２１Ａによって積荷の放土作業の種類がパ
ドックダンピングであると判定された後、ダンプトラック７が放土場２の同一地点で積荷
の放土を所定の回数行った場合に限って、地図情報更新部２２による地図データ１８Ａの
更新処理を行うことにより、パドックダンピングに伴う変化を考慮しつつ、地図データ１
８Ａに対してダンプトラック７の稼働域を的確に照合することができる。これにより、地
図データ１８Ａにおける放土場２の境界１８ｂの抽出精度を向上させることができる。
【０１２１】
　なお、上述した本実施形態は、本発明を分かり易く説明するために詳細に説明したもの
であり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、あ
る実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり、また、あ
る実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。
【０１２２】
　また、本発明の第１実施形態では、図９に示すように、Ｓ９０１において、地図情報更
新部２２は、図７に示すＳ７０３において稼働域演算処理部２１が検索した位置座標６Ａ
３の外接矩形Ｆを設定し、Ｓ９０４において、地図データ１８Ａの積込場１の境界１８ａ
を形成する点として外接矩形Ｆの各端点ｐを仮の地図データ１８Ａに追加した場合につい
て説明したが、この場合に限るものではない。例えば、地図情報更新部２２は、地図デー
タ１８Ａの積込場１の境界１８ａを形成する点として、所定の手段により当該位置座標６
Ａ３の最も外側の点を結ぶポリゴンデータを仮の地図データ１８Ａに追加してもよい。
【０１２３】
　また、本発明の第３実施形態では、ダンプトラック７のデータ収集部３９は、管制セン
タシステム１０の管理システム１０１からダンプトラック７へ送信される稼働指令として
、駐機場３の管制センタ９内で待機するオペレータのダンプトラック７に対する指示情報
や操作情報を記録することにより、ダンプトラック７の稼働データ７Ｂを収集した場合に
ついて説明したが、この場合に限るものではない。
【０１２４】
　例えば、管制センタシステム１０のデータ収集部２０が、駐機場３の管制センタ９内で
待機するオペレータのダンプトラック７に対する指示情報や操作情報を記録することによ
り、ダンプトラック７の稼働データ７Ｂを収集する稼働情報収集部として機能し、収集し
た稼働データ７Ｂを作業機械情報蓄積部１９に蓄積するようにしてもよい。これにより、
ダンプトラック７の稼働データ７Ｂを作業機械情報蓄積部１９に効率良く蓄積できるので
、管制センタシステム１０におけるデータ処理の負荷を軽減することができる。
【符号の説明】
【０１２５】
　１　積込場（作業場）
　１Ａ　境界
　２　放土場  （作業場）
　２Ａ　境界
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　３　駐機場
　３Ａ　境界
　６　油圧ショベル（作業機械、積込機）
　６Ａ，７Ａ　位置データ（位置情報）
　６Ａ１　取得時刻
　６Ａ２　作業機械ＩＤ
　６Ａ３，７Ａ３　位置座標
　６Ｂ，７Ｂ　稼働データ（稼働情報）
　６Ｂ１，７Ｂ１　取得時刻
　６Ｂ２，７Ｂ２　作業機械ＩＤ
　６Ｂ３，７Ｂ３　稼働状態
　７　ダンプトラック（作業機械、運搬車両）
　９　管制センタ
　１０　管制センタシステム
　１１　作業車両
　１６　管制制御部
　１７　地図情報作成部
　１８　地図情報記憶部
　１８Ａ　地図データ（走行可能地図情報）
　１８ａ～１８ｃ　境界
　１９　作業機械情報蓄積部
　２０　データ収集部（稼働情報収集部）
　２１　稼働域演算処理部（稼働域演算部）
　２１Ａ　更新判定部
　２２　地図情報更新部
　２２Ａ　境界修正部
　２６　測位部
　２７　センサ部
　２８　制御部
　２９　データ収集部
　３０　作業機械情報蓄積部
　３６　測位部
　３７　センサ部
　３８　制御部
　３９　データ収集部
　４０　地図情報記憶部
　４１　作業機械情報蓄積部
　１００　地図生成装置
　１０１　管理システム
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