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(57)【要約】

（修正有）

【課題】乗り物の複合自律及び手動制御が提供される。
【解決手段】乗り物には、動作モードであって、乗り物
が自律的に作動するが、自律制御入力と手動制御入力の
組合せによる影響を受ける、動作モードが含まれ得る。
手動制御入力に第１の重み付けを割り当てることができ
、自律制御入力に第２の重み付けを割り当てることがで
きる。割り当てられた第１の重み付け及び第２の重み付
けは、乗り物システムに適用することができる。手動制
御入力の受信に応答して、乗り物の自律的な動作は、非
作動状態になることなく、第１の重み付けに対応する量
において、受信された手動制御入力による影響を受け得
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
乗り物の複合自律及び手動制御方法であって、前記乗り物には、乗り物システムの自律
的な動作が、自律制御入力と手動制御入力の組合せによる影響を受ける動作モードが含ま
れ、前記方法は、
手動制御入力に第１の重み付け、及び自律制御入力に第２の重み付けを割り当てること
と、
前記乗り物システムに、割り当てられた第１の重み付け及び第２の重み付けを適用する
ことと、
手動制御入力の受信に応答して、前記乗り物システムの前記自律的な動作が、非作動状
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態になることなく、前記第１の重み付けに対応する量において、受信された手動制御入力
による影響を受けることと、を含む方法。
【請求項２】
前記乗り物の走行環境を検出することと、
前記走行環境を分類することと、が更に含まれ、手動制御入力に第１の重み付け、及び
自律制御入力に第２の重み付けを割り当てることは、前記走行環境の分類に基づくもので
ある請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記走行環境が、単純な走行環境であると分類される場合、自律制御入力に割り当てら
れた第２の重み付けを自動的に増加させ、手動制御入力に割り当てられた第１の重み付け
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を減少させる請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記走行環境が、複雑な走行環境であると分類される場合、手動制御入力に割り当てら
れた第１の重み付けを自動的に増加させ、自律制御入力に割り当てられた第２の重み付け
を減少させる請求項２に記載の方法。
【請求項５】
前記走行環境の分類の変化に応答して、手動制御入力に割り当てられた第１の重み付け
、及び自律制御入力に割り当てられた第２の重み付けを調節することと、
前記乗り物システムに、調節された第１の重み付け及び前記第２の重み付けを適用する
こと、を更に含む請求項２に記載の方法。
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【請求項６】
前記第１の重み付け及び前記第２の重み付けが、制御方向において、前記乗り物システ
ムに適用され、前記制御方向が前記乗り物の長手方向である請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記乗り物システムが、前記乗り物のブレーキシステム及びスロットルシステムのうち
の少なくとも１つである請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記第１の重み付け及び前記第２の重み付けが、制御方向において、前記乗り物システ
ムのうちの少なくとも１つに適用され、前記制御方向が前記乗り物の横方向である請求項
１に記載の方法。
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【請求項９】
前記乗り物システムが、前記乗り物のステアリングシステムである請求項８に記載の方
法。
【請求項１０】
前記乗り物の運転者の嗜好を決定することが更に含まれ、手動制御入力に第１の重み付
け、及び自律制御入力に第２の重み付けを割り当てることは、前記乗り物の前記運転者の
決定された嗜好に基づくものである請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
乗り物の複合自律及び手動制御のシステムであって、前記乗り物には、乗り物システム
の自律的な動作が、自律制御入力と手動制御入力の組合せによる影響を受ける動作モード
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が含まれ、前記システムは、
プロセッサを備え、該プロセッサが、実行可能な動作であって、
手動制御入力に第１の重み付け、及び自律制御入力に第２の重み付けを割り当てること
と、
前記乗り物システムに、割り当てられた第１の重み付け及び第２の重み付けを適用する
ことと、
手動制御入力の受信に応答して、前記乗り物システムの前記自律的な動作が、非作動状
態になることなく、前記第１の重み付けに対応する量において、受信された手動制御入力
による影響を受けることと、を含む、前記実行可能な動作を開始するようにプログラムさ
れている、システム。
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【請求項１２】
前記乗り物の走行環境を検出するように動作可能なセンサシステムを更に含み、
前記実行可能な動作には、
検出された走行環境を分類することが更に含まれ、手動制御入力に第１の重み付け、及
び自律制御入力に第２の重み付けを割り当てることが、前記検出された走行環境の分類に
基づく請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
前記走行環境が、低い複雑性の環境であると分類される場合、前記実行可能な動作には
、自律制御入力に割り当てられた第２の重み付けを自動的に増加させることと、手動制御
入力に割り当てられた第１の重み付けを減少させること、が更に含まれる請求項１２に記
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載のシステム。
【請求項１４】
前記走行環境が、高い複雑性の環境であると分類される場合、前記実行可能な動作には
、手動制御入力に割り当てられた第１の重み付けを自動的に増加させることと、自律制御
入力に割り当てられた第２の重み付けを減少させること、が更に含まれる請求項１２に記
載のシステム。
【請求項１５】
前記第１の重み付け及び前記第２の重み付けが、制御方向において、前記乗り物システ
ムに適用され、前記制御方向が前記乗り物の長手方向である請求項１１に記載のシステム
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。
【請求項１６】
前記乗り物システムが、ブレーキシステム及びスロットルシステムのうちの少なくとも
１つである請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
前記第１の重み付け及び前記第２の重み付けが、制御方向において、前記乗り物システ
ムに適用され、前記制御方向が前記乗り物の横方向である請求項１１に記載のシステム。
【請求項１８】
前記乗り物システムがステアリングシステムである請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
前記実行可能な動作には、前記乗り物の現在の運転者の嗜好を決定することが更に含ま
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れ、手動制御入力に第１の重み付け、及び自律制御入力に第２の重み付けを割り当てるこ
とが、前記乗り物の前記運転者の決定された嗜好に基づく請求項１１に記載のシステム。
【請求項２０】
乗り物の複合自律及び手動制御のコンピュータプログラム製品であって、乗り物には、
前記乗り物の自律的な動作が、自律制御入力と手動制御入力の組合せによる影響を受ける
動作モードが含まれ、前記コンピュータプログラム製品は、プログラムコードが具体化さ
れたコンピュータ可読記憶媒体を含み、前記プログラムコードが、方法であって、
手動制御入力に第１の重み付け、及び自律制御入力に第２の重み付けを割り当てること
と、
乗り物システムに、割り当てられた第１の重み付け及び第２の重み付けを適用すること
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と、
手動制御入力の受信に応答して、前記乗り物システムの前記自律的な動作が、前記乗り
物の自律的な動作を非作動状態にすることなく、前記第１の重み付けに対応する量におい
て、受信された手動制御入力による影響を受けること、を含む、前記方法を実行するプロ
セッサによって実行可能である、コンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本明細書に記載の主題は、概して、自律動作モードを有する乗り物に関し、具体的には
、かかる乗り物の制御に関する。
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【背景技術】
【０００２】
自律的な乗り物又は高度に自動化された乗り物には、人間の運転者からの最小の入力に
より又は入力なしで、計算システムを用いて移動経路に沿って乗り物を運転及び／又は操
縦する動作モードが含まれている。自律的な乗り物は、自律動作モードの手動オーバーラ
イドを可能にする。乗り物の運転者から受信される入力が所定の閾値入力レベルを超える
場合には、手動オーバーライドが発生することがある。
【０００３】
乗り物によっては、乗り物制御の一部を自律的に作動させる、半自律的な運転モードが
可能であるが、乗り物制御の他の部分は、運転者が手動で作動させる。例えば、アダプテ
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ィブクルーズコントロールシステム(adaptive cruise control system)において、乗り物
の速度は、内蔵センサから受信されるデータに基づいて、前方の乗り物から安全な距離を
維持するように自動的に調節されるが、そのような場合でなければ、乗り物は手動モード
により作動する。運転者の入力を受信して乗り物の速度を変更するとで（例えば、ブレー
キペダルを踏み込んで乗り物の速度を低下させることによって）、アダプティブクルーズ
コントロールシステムが非作動状態になり、乗り物の速度が低下する。
【発明の概要】
【０００４】
一態様において、本開示は、乗り物の複合自律及び手動制御方法を対象とする。乗り物
には、乗り物システムの自律的な動作（例えば、ブレーキシステム、スロットルシステム
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、ステアリングシステムなど）が、自律制御入力と手動制御入力の組合せによる影響を受
ける動作モードが含まれる。この方法には、手動制御入力に第１の重み付け、及び自律制
御入力に第２の重み付けを割り当てることが含まれる。また、この方法には、乗り物シス
テムに、割り当てられた第１の重み付け及び第２の重み付けを適用することも含まれる。
さらに、この方法には、（例えば、乗り物の運転者からの）手動制御入力の受信に応答し
て、乗り物の自律的な動作が、乗り物システムの自律的な動作を非作動状態にすることな
く、第１の重み付けに対応する量において、受信された手動制御入力による影響を受ける
ことが含まれる。
【０００５】
別の態様において、本開示は、乗り物の複合自律及び手動制御のシステムを対象とする
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。乗り物には、乗り物の自律的な動作が、自律制御入力と手動制御入力の組合せによる影
響を受ける、動作モードが含まれる。このシステムには、プロセッサが含まれる。このシ
ステムは、実行可能な動作を開始するようにプログラムされている。実行可能な動作には
、手動制御入力に第１の重み付け、及び自律制御入力に第２の重み付けを割り当てること
が含まれる。また、実行可能な動作には、乗り物システムに、重み付けられた手動制御入
力及び重み付けられた自律制御入力を適用することも含まれる。さらに、実行可能な動作
には、手動制御入力の受信に応答して、乗り物システムの自律的な動作が、非作動状態に
なることなく、第１の重み付けに対応する量において、受信された手動制御入力による影
響を受けることが含まれる。
【０００６】
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更に別の態様において、本開示は、乗り物の複合自律及び手動制御のコンピュータプロ
グラム製品を対象とする。乗り物には、乗り物の自律的な動作が、自律制御入力と手動制
御入力の組合せによる影響を受ける、動作モードが含まれる。このコンピュータプログラ
ム製品には、プログラムコードが具体化されたコンピュータ可読記憶媒体が含まれる。プ
ログラムコードは、方法を実行するプロセッサによって実行可能である。この方法には、
手動制御入力に第１の重み付け、及び自律制御入力に第２の重み付けを割り当てることが
含まれる。また、この方法には、乗り物システムに、割り当てられた第１の重み付け及び
第２の重み付けを適用することも含まれる。さらに、この方法には、手動制御入力の受信
に応答して、乗り物システムの自律的な動作が、乗り物の自律的な動作を非作動状態にす
ることなく、第１の重み付けに対応する量において、受信された手動制御入力による影響
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を受けることが含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】複合自律及び手動制御を構成する自律的な乗り物の例である。
【図２】乗り物の複合自律及び手動制御方法の例である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
本詳細な説明は、自律的な乗り物の複合自律制御及び手動制御に関する。具体的には、
かかる制御には、自律制御入力及び手動制御入力に重み付けをすることが含まれ得る。か
かる重み付けは、自律的な乗り物が現在作動している走行環境の分類、運転者の嗜好及び
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／又は一部の他の基準の決定に基づいて行うことができる。本詳細な説明は、１つ以上の
かかる特徴を組み込んだシステム、方法、及びコンピュータプログラム製品に関する。少
なくとも一部の例において、かかるシステム、方法及びコンピュータプログラム製品は、
自律的な乗り物の安全性及び／又は性能を向上させることができる。
【０００９】
本明細書では、詳細な実施形態が開示されるが、開示されている実施形態は、例示とす
るものにすぎないことを理解する必要がある。したがって、本明細書に開示されている特
定の構造及び機能の詳細は、限定されるものと解釈されるべきではないが、本明細書の態
様を、当業者に教示する特許請求の範囲の基礎及び代表的な基礎として、実質的に適切で
詳細な構造により、種々に採用するにすぎないものとする。さらに、本明細書に用いられ
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る用語及び語句は、限定されるものではないが、可能な実施形態の理解し得る説明を提供
するものとする。種々の実施形態は図１〜２に示されているが、これらの実施形態は、図
示する構造又は適用に限定されない。
【００１０】
説明を簡単かつ明確にするために、必要に応じて、対応又は類似する要素を示すのに、
異なる図面間で参照符号が繰り返されていることが認識される。さらに、本明細書に記載
されている実施形態の十分な理解を提供するように、多くの具体的な詳細が示されている
。ただし、当業者であれば、本明細書に記載の実施形態は、これらの具体的な詳細を用い
ずに実施できることが理解される。
【００１１】
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図１を参照すると、乗り物１００の例が示されている。本明細書に用いられる「乗り物
」とは、あらゆる動力利用輸送(motorized transport)の形態を意味する。１つ以上の実
施形態において、乗り物１００は、自動車であり得る。自動車に関して本明細書に構成を
説明するが、実施形態は自動車に限定されないことが理解される。一部の実施形態におい
て、乗り物１００は、船舶、航空機、又はいずれかの動力利用輸送の形態であり得る。
【００１２】
本明細書の構成によれば、乗り物１００は、自律的な乗り物であり得る。本明細書に用
いられる「自律的な乗り物」とは、自律モードにより作動するように構成された乗り物を
意味する。「自律モード」とは、１つ以上の計算システムを用いて、人間の運転者からの
最小の入力により又は入力なしで、移動経路に沿って乗り物を運転及び／又は操縦するこ
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とを意味する。１つ以上の構成において、乗り物１００は、高度に自動化することができ
る。一部の例において、乗り物１００は、自律モードと手動モードに選択的に切り換える
ように構成することができる。かかる切換えは、現在知られているか又は後に開発される
、いずれかの適切な方法により実行することができる。「手動モード」とは、移動経路に
沿った乗り物の運転及び／又は操縦の大部分が、人間の運転者によって行われることを意
味する。
【００１３】
乗り物１００は、共有動作モードにより作動するように構成することができる。「共有
動作モード」とは、乗り物及び／又は１つ以上の乗り物システムが、乗り物の自律的な動
作を非作動状態にすることなく手動制御入力の受信に応答して影響を受ける自律モードに
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より、作動することを意味する。「乗り物の自律的な動作を非作動状態にすることなく」
とは、自律モードが、完全に無効でなく、非作動状態とされず、若しくはオフではないこ
とを意味するか、及び／又は、自律モードは維持されるが低い程度であり、受信された自
律制御入力よりも影響が小さい状態で維持されることを意味する。共有動作モードは、自
律モードの部分集合として実行することができるか、又は、別の動作モードとして実行す
ることができる。本明細書に記載されるように、乗り物１００は、手動制御入力と自律制
御入力の重み付けの組合せに応じて作動させることができる。重み付けは、１つ以上の基
準に基づいて、手動制御及び自律制御に割り当てることができる。例えば、重み付けは、
乗り物１００が現在作動している走行環境の種類、及び／又は、乗り物１００の運転者の
嗜好に基づいて、手動制御及び自律制御に割り当ててもよい。
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【００１４】
乗り物１００は、関連する長手方向軸線を有することができ、この軸線は乗り物１００
の中心軸線１０１とすることができる。乗り物１００は、関連付けられた長手方向１０３
を有し得る。「長手方向」とは、長手方向軸線１０１に対して実質的に平行である、及び
／又は長手方向軸線と同一線上の方向を意味する。乗り物１００は、長手方向軸線に対し
て実質的に直交し得る、関連付けられた横方向軸線１０２を有し得る。本明細書に用いら
れる「実質的に」という用語には、それが修飾する用語、及びそこからわずかに変化した
用語が完全に含まれる。したがって、「実質的に直交する」という用語は、完全に直交す
ること、及びそこからわずかに変化したもの（例えば、通常の製作公差の範囲内、約１０
度以内、約５度以内、約３度以内など）を意味する。乗り物１００は、関連付けられた横
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方向１０４を有し得る。「横方向」とは、横方向軸線１０２に対して実質的に平行である
、及び／又は横方向軸線と同一線上の方向を意味する。
【００１５】
乗り物１００には種々の要素が含まれ、これらの一部は、自律運転システムの一部とす
ることができる。乗り物１００の取りうる要素のうちの一部を図１に示し、ここで説明す
る。乗り物１００が、図１に示されているか又は本明細書に説明されているすべての要素
を有する必要はないことが理解される。乗り物１００は、図１に示されている種々の要素
のいずれかの組合せでもよい。さらに、乗り物１００は、図１に示されているものに対し
て付加的な要素を有し得る。一部の構成において、乗り物１００には、図１に示されてい
る要素の１つ以上が含まれ得ない。さらに、図１には、種々の要素が乗り物１００内に配
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置されていることが示されているが、これらの要素の１つ以上は、乗り物１００の外部に
配置できることが理解される。さらにまた、図示する要素は、物理的に大きな距離で離れ
ていてもよい。
【００１６】
乗り物１００には、１つ以上のプロセッサ１１０が含まれ得る。「プロセッサ」とは、
本明細書に記載されているいずれかのプロセス、又は、かかるプロセスを実行するか若し
くはかかるプロセスを実行させるいずれかの形態の命令を実行するように構成された、い
ずれかの構成要素又は構成要素群を意味する。プロセッサ１１０は、１つ以上の汎用の及
び／又は１つ以上の特別な目的のプロセッサとともに実装することができる。適切なプロ
セッサの例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、ＤＳＰプロセッサ、
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ソフトウェアを実行することができる他の回路を挙げることができる。適切なプロセッサ
の更なる例としては、中央処理装置（ＣＰＵ）、アレイプロセッサ、ベクトルプロセッサ
、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧ
Ａ）、プログラマブル論理アレイ（ＰＬＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プロ
グラマブル論理回路、及び制御装置が挙げられるが、これらに限定されない。プロセッサ
１１０には、プログラムコードに含まれる命令を実行するように構成された、少なくとも
１つのハードウェア回路（例えば、集積回路）が含まれ得る。複数のプロセッサ１１０が
存在する構成において、かかるプロセッサは互いに独立して作動することができるか、又
は、１つ以上のプロセッサは互いに組み合わせて作動することができる。１つ以上の構成
において、プロセッサ１１０は、乗り物１００のメインプロセッサであり得る。例えば、
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プロセッサ１１０は、エンジン制御装置であってもよい。
【００１７】
乗り物１００には、１つ以上の種類のデータを記憶する１つ以上のデータ記憶装置１１
５が含まれ得る。データ記憶装置１１５には、揮発性及び／又は不揮発性メモリが含まれ
得る。適切なデータ記憶装置１１５の例としては、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、
フラッシュメモリ、ＲＯＭ（読み出し専用メモリ）、ＰＲＯＭ（プログラマブル読み取り
専用メモリ）、ＥＰＲＯＭ（書き換え可能読み取り専用メモリ）、ＥＥＰＲＯＭ（電気的
書き換え可能読み取り専用メモリ）、レジスタ、磁気ディスク、光ディスク、ハードドラ
イブ、若しくは他のいずれかの適切な記憶媒体、又はこれらのいずれかの組合せが挙げら
れる。データ記憶装置１１５はプロセッサ１１０の構成要素であり得るか、又は、データ

20

記憶装置１１５は、使用のためにプロセッサ１１０に動作可能に接続することができる。
本明細書を通して用いられる「動作可能に接続される」という用語には、物理的直接に接
触しない接続を含む、直接的な又は間接的な接続が含まれ得る。
【００１８】
乗り物１００には、自律運転モジュール１２０が含まれ得る。自律運転モジュール１２
０は、プロセッサによって実行されると本明細書に記載されている種々のプロセスを実行
する、コンピュータ可読プログラムコードとして実装することができる。自律運転モジュ
ール１２０はプロセッサ１１０の構成要素であり得るか、又は、自律運転モジュール１２
０は、プロセッサ１１０が動作可能に接続された他の処理システム上で実行し、及び／又
は当該他の処理システム間に分布させることができる。
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【００１９】
自律運転モジュール１２０には、プロセッサ１１０によって実行可能な命令（例えば、
プログラムロジック）が含まれ得る。あるいは又は加えて、データ記憶装置１１５は、か
かる命令を含み得る。かかる命令には、種々の乗り物の機能を実行する命令、及び／又は
乗り物１００若しくは乗り物の１つ以上のシステム（例えば、乗り物システム１４５のう
ちの１つ以上）にデータを送信する命令、乗り物若しくは１つ以上の乗り物のシステムか
らデータを受信する命令、乗り物若しくは１つ以上の乗り物のシステムと相互作用する命
令、及び／又は、乗り物若しくは１つ以上の乗り物のシステムを制御する命令が含まれ得
る。また、自律運転モジュール１２０には、乗り物１００を運転及び／又は操縦する命令
も含まれ得る。例えば、自律運転モジュール１２０は、乗り物システム１４５のうちの１
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つ以上において直接的に、及び／又は乗り物制御装置１４０のうちの１つ以上を介して間
接的に、コマンド、指令及び／又は命令を送信するように、動作可能に接続されてもよい
。
【００２０】
乗り物１００には、走行環境モジュール１２１が含まれ得る。走行環境モジュール１２
１は、プロセッサによって実行されると本明細書に記載されている種々のプロセスを実行
する、コンピュータ可読プログラムコードとして実装することができる。走行環境モジュ
ール１２１はプロセッサ１１０の構成要素であり得るか、又は、走行環境モジュール１２
１は、プロセッサ１１０が動作可能に接続された他の処理システム上で実行し、及び／又
は当該他の処理システム間に分布させることができる。
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【００２１】
走行環境モジュール１２１は、乗り物１００の走行環境を識別、分類、及び／又は評価
するように構成することができる。「走行環境」とは、乗り物周囲の外部環境の少なくと
も一部を意味する。走行環境は、乗り物１００から所定の距離内に位置し得る。１つ以上
の構成において、所定の距離は、乗り物１００のセンサシステム１２５のうちの１つ以上
のセンサの感知範囲によって確立することができる。走行環境には、例えば、環境中の１
つ以上の物体の存在及び／又は位置、物体の同一性及び／又は性質、交通状況、及び／又
は天候条件を含む、外部環境に関する情報が含まれ得る。走行環境に関するかかる情報は
、センサシステム１２５、及び／又は他のいずれかの適切な供給源（例えば、ウェブサイ
ト、データベースなど）から取得することができる。
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【００２２】
走行環境は、種々の手段により、及び／又は種々の方法によって、例えば、少ない可能
性を示すにすぎないが、機械学習及び／又は計算知能方法（例えば、ファジー論理、ニュ
ーラルネットワーク、及び／又は同種のもの）によって、分類することができる。１つ以
上の構成において、走行環境は、走行環境の複雑性に基づいて分類することができる。走
行環境の複雑性は、いずれかの適切な方法により定義することができる。例えば、１つ以
上の構成において、走行環境の分類としては、低い複雑性の環境、及び高い複雑性の環境
を挙げることができる。低い複雑性の環境及び高い複雑性の環境に関して本明細書に構成
を説明するが、これらの分類は、例として示すにすぎないことが理解される。実際に、付
加的な種類の分類（例えば、１つ以上の中程度の複雑性の環境）が存在し得る。さらに、
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全く異なる種類の走行環境の分類が存在し得る。
【００２３】
走行環境の複雑性は、１つ以上の適切な要因に基づいて分類することができる。例えば
、走行環境は、比較的少数の物体が走行環境中に検出される場合、比較的低い密度の物体
が走行環境中に検出される場合、走行環境中に検出される物体が、比較的少数の種々の方
向に移動している物体として検出される場合、比較的少数の種々の種類の物体が走行環境
中に検出される場合、個々の物体の比較的少量の閉塞が走行環境中に検出される場合、及
び／又はセンサシステムによって取り込まれたデータの高い程度の一致が達成される場合
、低い複雑性に分類されてもよい。
【００２４】
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さらに、走行環境は、比較的多数の物体が走行環境中に検出される場合、比較的高い密
度の物体が走行環境中に検出される場合、走行環境中に検出される物体が、比較的多数の
種々の方向に移動している物体として検出される場合、比較的多数の種々の種類の物体が
走行環境中に検出される場合、個々の物体の比較的多量の閉塞が走行環境中に検出される
場合、及び／又は乗り物のセンサシステムによって取り込まれたデータの低い程度の一致
が達成される場合、高い複雑性に分類することができる。これらの種々の可能性のある要
因をそれぞれ、以下に、順に検討する。
【００２５】
走行環境中の物体の数に関して、走行環境中に検出される物体の量は、物体の所定量と
比較することができる。例えば、物体の所定量は、少ない可能性を示すにすぎないが、１
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０以下、５以下又は３以下であってもよい。したがって、検出される物体の量が、物体の
所定量以下である場合、走行環境は、低い複雑性であると考えることができる。検出され
る物体の量が、物体の所定量を超える場合、走行環境は、高い複雑性の環境、又は他の低
くない複雑性の分類に分類することができる。一例として、物体（例えば、乗り物）が走
行環境中に検出されない場合、１つ以上の構成では、走行環境は、低い複雑性の環境に分
類されてもよい。
【００２６】
走行環境中の物体の密度に関して、検出される密度（例えば、所定領域内に位置する物
体の量）は、所定の密度（例えば、所定領域の物体の所定量）と比較することができる。
検出される密度が所定の密度以下である場合、走行環境は、低い複雑性の環境に分類する
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ことができる。検出される密度が所定の密度よりも大きい場合、走行環境は、高い複雑性
の環境、又は他の低くない複雑性の分類に分類することができる。
【００２７】
さらに、走行環境の複雑性は、検出される物体が移動している種々の方向の数に関して
分類することができる。走行環境中に検出される物体の移動方向は、センサシステム１２
５のうちの１つ以上のセンサによって検出することができる。かかる物体の種々の移動方
向の総数を決定することができる。種々の移動方向の総数は、移動方向の所定数と比較す
ることができる。検出される種々の移動方向の数が、移動方向の所定数以下である場合、
走行環境は、低い複雑性の環境に分類することができる。検出される物体の量が、物体の
所定量を超える場合、走行環境は、高い複雑性の環境、又は他の低くない複雑性の分類に
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分類することができる。方向の所定数は、いずれかの適切な値、例えば、５以下、４以下
、３以下、２以下又は１であり得る。
【００２８】
走行環境の複雑性は、走行環境中の種々の種類の物体の数に関して分類することができ
る。例えば、乗り物１００は、走行環境中に検出される１つ以上の一般的な種類の物体を
決定するように構成されていてもよい。例えば、乗り物１００は、検出される物体が、少
ない可能性を示すにすぎないが、乗り物、歩行者、自転車運転者、オートバイ運転者であ
るか否かを判断してもよい。検出される物体の一般的な種類が判断されると、種々の種類
の物体の総数を決定することができる。種々の種類の物体の総数は、種々の種類の物体の
所定数と比較することができる。検出される種々の種類の物体が、種々の種類の物体の所
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定数以下である場合、走行環境は、低い複雑性の環境に分類することができる。種々の種
類の物体の決定される数が、種々の種類の物体の所定数より大きい場合、走行環境は、高
い複雑性の環境、又は他の低くない複雑性の分類に分類することができる。種々の種類の
物体の所定数は、いずれかの適切な値、例えば、３以下、２以下又は１であり得る。
【００２９】
走行環境の複雑性は、走行環境における個々の物体の閉塞の数に関して分類することが
できる。概して、閉塞の数が減少すると、乗り物１００のセンサシステム１２５からのデ
ータの解釈及び評価の容易性が増加する。検出される閉塞の数は、閉塞の所定数と比較す
ることができる。例えば、閉塞の所定数は、少ない可能性を示すにすぎないが、５以下、
４以下若しくは３以下、２以下、又は１であってもよい。したがって、検出される閉塞の
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数が閉塞の所定数以下である場合、走行環境は、低い複雑性の環境に分類することができ
る。検出される閉塞の数が閉塞の所定数よりも大きい場合、走行環境は、高い複雑性の環
境、又は他の低くない複雑性の分類に分類することができる。
【００３０】
走行環境の複雑性は、センサシステム１２５によって取得されるデータの一致度に関し
て分類することができる。センサシステム１２５によって取得されるデータが、同一であ
るか、又は所定確率（例えば、約８５％以上、約９０％以上、約９５％以上など）若しく
は信頼水準の範囲内で一致する場合、走行環境は、低い複雑性の環境に分類することがで
きる。ただし、センサシステム１２５によって取得されるデータが、同一でないか、又は
所定確立若しくは信頼水準の範囲内で一致しない場合、走行環境は、高い複雑性の環境に

40

分類することができる。
【００３１】
当然のことながら、走行環境の分類は、上述した要因のいずれかの組合せに関して行う
ことができることが理解される。さらに、走行環境の分類は、上述した１つ以上の要因と
、上述した以外の他の１つ以上の要因のいずれかの組合せに関して行うことができる。さ
らにまた、走行環境の分類は、上述した以外の他の１つ以上の要因に関して行うことがで
きる。一例として、１つ以上の構成では、検出される物体の数と、かかる検出される物体
が移動している方向の数をともに用いて、走行環境が分類されてもよい。例えば、１５の
物体が検出され、検出される物体が、実質的に同じ方向に移動していると判断される場合
、環境は、低い複雑性の環境に分類されてもよい。一方、１５の物体が検出され、検出さ
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れる物体が、全７つの異なる方向に移動している場合、走行環境は、高い複雑性の環境に
分類することができる。
【００３２】
乗り物１００には、制御重み付けモジュール１２２が含まれ得る。制御重み付けモジュ
ール１２２は、コンピュータ可読プログラムコードであって、プロセッサによって実行さ
れると本明細書に記載されている種々のプロセスを実行する、コンピュータ可読プログラ
ムコードとして実装することができる。制御重み付けモジュール１２２はプロセッサ１１
０の構成要素であり得るか、又は、制御重み付けモジュール１２２は、プロセッサ１１０
が動作可能に接続された他の処理システム上で実行し、及び／又は当該他の処理システム
間に分布させることができる。
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【００３３】
制御重み付けモジュール１２２は、乗り物１００の乗り物制御システム１４０に入力す
る重み付けを決定し及び／又は割り当てることができる。乗り物制御システム１４０は、
手動制御入力及び自律制御入力を受信するように構成することができる。したがって、制
御重み付けモジュール１２２は、手動制御入力に第１の重み付け、及び自律制御入力に第
２の重み付けを決定し及び／又は割り当てることができる。制御重み付けモジュール１２
２は、いずれかの適切な方法により決定し及び／又は割り当てることができる。
【００３４】
１つ以上の構成において、制御重み付けモジュール１２２は、走行環境モジュール１２
１によって決定される走行環境の分類に基づいて、決定し及び／又は割り当てることがで

20

きる。走行環境が複雑性の低い環境であると分類される場合、自律制御入力は、手動制御
入力よりも重く重み付けをすることができる。したがって、自律制御入力に割り当てられ
る第２の重み付けは、手動制御入力に割り当てられる第１の重み付けよりも大きくするこ
とができる。その結果、手動制御入力（例えば、運転者による動作）は、乗り物１００の
自律的な動作若しくは乗り物１００の現在の経路に対してわずかに影響を及ぼし、及び／
又は乗り物の自律的な動作若しくは乗り物の現在の経路から相対的にわずかなずれを生じ
させる。
【００３５】
例えば、走行環境が複雑性の低い環境であると分類される場合、自律制御入力に割り当
てられる第２の重み付けは、０．６、０．６５、０．７、０．７５、０．８、０．８５、

30

０．９又は０．９５であり、手動制御入力に割り当てられる第１の重み付けは、０．４、
０．３５、０．３、０．２５、０．２、０．１５、０．１又は０．０５であってもよい。
これらの重み付けは例として示されるにすぎず、構成はこれらの重み付けに限定されず、
他の重み付けを用いてもよいことが理解される。
【００３６】
走行環境が高い複雑性の環境であると分類される場合、手動制御入力は、自律制御入力
よりも重く重み付けをすることができる。かかる場合において、制御重み付けモジュール
１２２は、走行環境が低い複雑性の環境であると分類される場合に、自律制御入力に異な
る第２の重み付け、及び手動制御入力に異なる第１の重み付けを割り当てることができる
。したがって、手動制御入力に割り当てられる第１の重み付けは、自律制御入力に割り当

40

てられる第２の重み付けよりも大きくすることができる。１つ以上の構成において、手動
制御入力に割り当てられる第１の重み付けは、自律制御入力に割り当てられる第２の重み
付けよりも小さくすることができるが、走行環境が複雑性の低い環境であると分類される
場合と比較して、手動制御入力は、全体的な制御の割合を大きくすることができる。その
結果、手動制御入力（例えば、運転者による作動）は、乗り物１００の自律的な動作若し
くは乗り物１００の現在の経路に対してわずかに影響を及ぼし、及び／又は乗り物の自律
的な動作若しくは乗り物の現在の経路からの大きなずれを生じさせる。
【００３７】
１つ以上の構成において、制御重み付けモジュール１２２は、運転者の嗜好に基づいて
重み付けを決定し及び／又は割り当てることができる。運転者の嗜好は、運転者嗜好履歴
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データ１１７に基づくことができる。運転者履歴データ１１７は、データ記憶装置１１５
、又は、制御重み付けモジュール１２２及び／又はプロセッサ１１０によってアクセスで
きる、及び／又は制御重み付けモジュール及び／又はプロセッサに動作可能に接続された
、他のいずれかの適切な場所に記憶することができる。例えば、手動制御入力の多くが、
特定の走行状態（例えば、雨、雪、霧、曲がりくねった道、渋滞した高速道路など）、又
は特定の道路、道路の一部若しくは地域において運転者から受信される場合、これらの状
況において、制御重み付けモジュール１２２は、運転者の過去の動作から学習してもよい
。したがって、履歴により、状態が手動制御入力の量の増加又は特定の種類の手動制御入
力と関連付けられる場合、制御重み付けモジュール１２２は、手動制御入力に割り当てら
れた第１の重み付けを自動的に増加させることができる。かかる場合においても、手動制

10

御入力に割り当てられる第１の重み付けは、自律制御入力に割り当てられる第２の重み付
けよりも大きいか又は大きくなくてもよい。
【００３８】
乗り物１００には、乗り物制御システム１４０が含まれ得る。乗り物制御システム１４
０は、制御入力（例えば、信号若しくは他の入力）の受信に応答して、乗り物システム１
４５のうちの１つ以上若しくはその構成要素を変更し、調節し及び／又は変化させるよう
に構成することができる。制御入力には、手動制御入力及び自律制御入力が含まれ得る。
「手動制御入力」は、人間の運転者、及び／又は乗り物１００の他の人間の乗員の動作か
ら受信される入力である。手動制御入力の例としては、少ない可能性を示すにすぎないが
、ステアリングハンドルを回すこと、ブレーキペダルに圧力を加えること、及びアクセル

20

ペダルに圧力を加えることが挙げられる。「自律制御入力」は、プロセッサ１１０及び／
又は自律運転モジュール１２０から受信される入力である。
【００３９】
乗り物制御システム１４０には、１つ以上のアクチュエータ１４１が含まれ得る。アク
チュエータ１４１は、制御入力の受信に応答して、乗り物システム１４５のうちの１つ以
上若しくはその構成要素を動作可能に変更し、調節し及び／又は変化させる、いずれかの
要素又は要素の組合せであり得る。いずれかの適切な種類のアクチュエータを用いること
ができる。例えば、１つ以上のアクチュエータ１４１としては、少ない可能性を示すにす
ぎないが、モータ、空気圧アクチュエータ、油圧ピストン、リレー、ソレノイド、及び／
又は圧電アクチュエータを挙げることができる。

30

【００４０】
乗り物制御システム１４０は、１つ以上の関連付けられた制御方向を有し得る。例えば
、乗り物制御システム１４０は、関連付けられた長手制御方向及び横制御方向を有してい
てもよい。長手制御方向は、乗り物１００の長手方向１０３における乗り物１００の移動
及び／又は操縦に影響を及ぼす、乗り物システム１４５のうちの１つ以上に適用すること
ができる。かかる乗り物システムの例としては、ブレーキシステム１５５及びスロットル
システム１６５が挙げられる。横制御方向は、乗り物１００の横方向１０３における乗り
物１００の移動及び／又は操縦に影響を及ぼす、乗り物システム１４５のうちの１つ以上
に適用することができる。かかる乗り物システム１４５の一例は、ステアリングシステム
１６０である。

40

【００４１】
制御重み付けモジュール１２２は、すべての乗り物システム１４５又はその部分集合に
、重み付けられた手動制御入力及び自律制御入力を適用するように構成することができる
。さらに、制御重み付けモジュール１２２は、特定の制御方向と関連付けられた乗り物シ
ステム４５５のうちの１つ以上に、重み付けられた手動制御入力及び自律制御入力を適用
するように構成することができる。例えば、制御重み付けモジュール１２２は、長手方向
において乗り物システム１４５のうちの１つ以上に、重み付けられた手動制御入力及び自
律制御入力を適用するように構成されていてもよい。あるいは又は加えて、制御重み付け
部１２２は、横方向において乗り物システム１４５のうちの１つ以上に、重み付けられた
手動制御入力及び自律制御入力を適用するように構成されていてもよい。
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【００４２】
制御重み付けモジュール１２２は、いずれかの適切な時間に重み付けを決定し及び／又
は割り当てることができる。例えば、制御重み付けモジュール１２２は、乗り物１００の
自律的な動作及び／又は共有動作モード時に連続的に重み付けを決定し及び／又は割り当
ててもよい。または、制御重み付けモジュール１２２は、乗り物１００の自律的な動作及
び／又は共有動作モード時に適切な間隔で重み付けを決定し及び／又は割り当ててもよい
。または、制御重み付けモジュール１２２は、手動制御入力が受信される場合に、重み付
けを決定し及び／又は割り当ててもよい。
【００４３】
上述したように、共有動作モードでは、乗り物１００は、乗り物の自律的な動作を非作

10

動状態にすることなく、手動制御入力の受信に応答して影響を受ける自律モードにより作
動する。したがって、制御入力が受信される場合、乗り物制御システム１４０は、手動制
御入力及び／又は自律制御入力に現在関連付けられている重み付けに従って、入力を処理
することができる。例えば、乗り物の運転者からの手動制御入力（例えば、ステアリング
ハンドルを回すこと）の受信に応答して、手動制御入力は、手動制御入力に割り当てられ
た第１の重み付けに対応する量で調節されてもよい。したがって、乗り物制御システム１
４０によって、乗り物１００の自律的な動作は、非作動状態になることなく、手動制御入
力に割り当てられた第１の重み付けに対応する量において、受信される手動制御入力によ
る影響を受け得る。
【００４４】

20

本明細書に記載の構成によれば、受信される手動制御入力は、概して、乗り物１００の
自律的な動作又は経路を完全にオーバーライドしない。それどころか、手動制御入力は、
乗り物１００の自律的な動作又は経路に影響を及ぼす。ただし、１つ以上の構成において
、乗り物１００の自律的な動作又は経路の完全なオーバーライドは、特定の状況下では可
能である。例えば、極端な手動制御入力が受信される場合、完全な手動オーバーライドが
可能である。可能性のある極端な手動制御入力の例としては、運転者がブレーキペダルを
急に踏み込むこと、又はステアリングハンドルを急に旋回させることが挙げられる。極端
な手動制御入力の例において、自律制御入力は無視されるか、又は、フィルタリングされ
、そして、効果的に無視されてもよい。または、自律制御入力は、ゼロの重み付けを割り
当ててもよい。

30

【００４５】
乗り物１００の運転者から受信される手動制御入力は、乗り物の構造上の制約（例えば
、乗り物の安定性の制約）を違反しないことを保証するように検証できることに留意する
必要がある。このために、データ記憶装置１１５には、１つ以上の乗り物の構造上の制約
１１６が含まれ得る。したがって、受信される手動制御入力は、１つ以上の乗り物の構造
上の制約１１６と比較することができる。運転者から受信される、及び／又は手動制御入
力と関連付けられた第１の重み付けによって重み付けされる手動制御入力が、１つ以上の
乗り物の構造上の制約１１６を違反すると判断される場合、手動制御入力は無視されるか
、又は、フィルタリングされ、そして、効果的に無視され得る。１つ以上の構成において
、プロセッサ１１０、自律運転モジュール１２０及び／又は他のいずれかのシステムソー

40

スからの自律制御入力は、１つ以上の乗り物の構造上の制約１１６に違反しないことを保
証するように検証することができる。
【００４６】
上述したように、乗り物１００には、センサシステム１２５が含まれ得る。センサシス
テム１２５には、１つ以上のセンサが含まれ得る。「センサ」とは、何かを検出、決定、
評価、測定、定量及び／又は感知することができる、任意の装置、構成要素及び／又はシ
ステムを意味する。１つ以上のセンサは、リアルタイムに検出、決定、評価、測定、定量
及び／又は感知するように構成することができる。本明細書に用いられる「リアルタイム
」という用語は、ユーザ又はシステムが、行われる特定のプロセス若しくは決定に対して
十分即時に感知するか、又は、プロセッサを、一部の外部プロセスに後れを取ることなく

50

(13)

JP 2016‑172548 A 2016.9.29

対応させることが可能な、処理反応性のレベルを意味する。
【００４７】
センサシステム１２５に複数のセンサが含まれている構成において、センサを互いに独
立させて作動させることができ、又は、１つ以上のセンサを互いに組み合わせて作動させ
ることができる。センサシステム１２５及び／又は１つ以上のセンサは、プロセッサ１１
０、データ記憶装置１１５、自律運転モジュール１２０、走行環境モジュール１２１、制
御重み付けモジュール１２２、及び／又は乗り物１００の他の要素に動作可能に接続する
ことができる。
【００４８】
センサシステム１２５には、任意の適切な種類のセンサが含まれ得る。例えば、センサ

10

システム１２５には、乗り物１００に関する情報を検出、決定、評価、測定、定量及び／
又は感知するように構成された１つ以上のセンサが含まれていてもよい。あるいは又は加
えて、センサシステム１２５には、環境中の物体に関する情報を含む、乗り物１００が位
置する環境に関する情報を検出、決定、評価、測定、定量及び／又は感知するように構成
された１つ以上のセンサが含まれていてもよい。かかる物体は、静止している物体、又は
移動している物体であり得る。あるいは、又は１つ以上の上述した例に加えて、センサシ
ステム１２５には、乗り物１００の位置を検出、決定、評価、測定、定量及び／又は感知
するように構成された１つ以上のセンサが含まれ得る。これらの種々の例及び他の種類の
センサは、本明細書に説明される。実施形態は、説明されている特定のセンサに限定され
ないことが理解される。
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【００４９】
センサシステム１２５には、例えば慣性加速度に基づいて、乗り物１００の位置及び配
向の変化を検出、決定、評価、測定、定量及び／又は感知するように構成された１つ以上
のセンサが含まれ得る。１つ以上の構成において、センサシステム１２５には、加速度計
、ジャイロスコープ、及び／又は他の適切なセンサが含まれ得る。センサシステム１２５
には、乗り物１００の１つ以上の内部システム（例えば、Ｏ2モニタ、燃料計、エンジン
油温度、冷媒温度など）をモニタリングすることができるセンサが含まれ得る。
【００５０】
センサシステム１２５には、１つ以上の環境センサ１２６が含まれ得る。環境センサ１
２６は、乗り物１００周囲の環境の少なくとも一部における物体を検出、決定、評価、測

30

定、定量及び／又は感知するように構成することができる。環境センサ１２６の種々の例
は、本明細書に説明される。ただし、実施形態は、説明されている特定のセンサに限定さ
れないことが理解される。
【００５１】
１つ以上の構成において、１つ以上の環境センサ１２６は、少なくとも一部の無線信号
（例えば、ＲＡＤＡＲに基づくセンサ）を用いることができる。１つ以上の無線に基づく
センサは、乗り物１００の周囲環境における１つ以上の物体の存在、乗り物１００に関連
するそれぞれの検出物体の位置、１つ以上の方向（例えば、長手方向１０３、横方向１０
４及び／又は他の方向）におけるそれぞれの検出物体と乗り物１００との間の距離、及び
／又は、それぞれの検出物体が移動している方向を直接的に若しくは間接的に検出、決定

40

、評価、測定、定量及び／又は感知するように構成することができる。
【００５２】
１つ以上の構成において、１つ以上の環境センサ１２６は、少なくとも一部がレーザに
より使用できる。例えば、１つ以上の環境センサ１２６は、レーザ距離計又はＬＩＤＡＲ
の一部として含めてもよい。かかる装置には、レーザを放出するように構成されたレーザ
光源及び／又はレーザスキャナと、レーザの反射を検出するように構成された検出器と、
が含まれ得る。レーザ距離計又はＬＩＤＡＲは、コヒーレント又は非コヒーレント検波モ
ードにより作動するように構成することができる。１つ以上のレーザに基づくセンサは、
乗り物１００の周囲環境における１つ以上の物体の存在、乗り物１００に関連するそれぞ
れの検出物体の位置、及び／又は、１つ以上の方向（例えば、長手方向１０３、横方向１
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０４及び／又は他の方向）におけるそれぞれの検出物体と乗り物１００との間の距離、及
び／又は、それぞれの検出物体が移動している方向を直接的に若しくは間接的に検出、決
定、評価、測定、定量及び／又は感知するように構成することができる。
【００５３】
１つ以上の構成において、１つ以上の環境センサ１２６は、少なくとも一部が超音波に
より使用できる。かかるセンサには、超音波信号を放出するように構成された超音波源と
、超音波信号の反射を検出するように構成された検出器と、が含まれ得る。１つ以上の超
音波に基づく環境センサ１２６は、乗り物１００の周囲環境における１つ以上の物体の存
在、乗り物１００に関連するそれぞれの検出物体の位置、及び／又は、１つ以上の方向（
例えば、長手方向１０３、横方向１０４及び／又は他の方向）におけるそれぞれの検出物

10

体と乗り物１００との間の距離、及び／又は、それぞれの検出物体が移動している方向を
直接的に若しくは間接的に検出、決定、評価、測定、定量及び／又は感知するように構成
することができる。かかる検出は、反射される超音波信号の特性（例えば、強度）に基づ
き得る。
【００５４】
一部の構成において、センサシステム１２５、プロセッサ１０５、及び／又は１つ以上
のモジュール１２０、１２１、１２２は、検出される物体の態様、特徴及び／又は特性の
うちの１つ以上を直接的に若しくは間接的に検出、決定、評価、測定、定量及び／又は感
知するように構成することができる。例えば、センサシステム１２５、プロセッサ１０５
、及び／又は１つ以上のモジュール１２０、１２１、１２２は、検出される物体のサイズ

20

、相対的サイズ、長さ、幅、高さ、寸法、材料、及び／又は材料特性を直接的に若しくは
間接的に検出、決定、評価、測定、定量及び／又は感知するように構成されていてもよい
。
【００５５】
あるいは、又は上述したいずれかのセンサに加えて、センサシステム１２５には、他の
種類のセンサが含まれ得る。センサシステム１２５、プロセッサ１０５、及び／又は１つ
以上のモジュール１２０、１２１、１２２は、センサシステム１２５のうちの１つ以上の
センサの移動を動作可能に制御することができる。本明細書に記載されているいずれかの
センサは、乗り物１００に対していずれかの適切な位置に設けることができることに留意
する必要がある。例えば、１つ以上のセンサを乗り物１００内に配置してもよく、１つ以

30

上のセンサを乗り物の外部に配置してもよく、及び／又は、１つ以上のセンサを、乗り物
１００の外部に露出するように配置してもよい。
【００５６】
乗り物１００には、カメラシステム１２７が含まれ得る。１つ以上の構成において、カ
メラシステム１２７は、センサシステム１２５の一部であり得る。カメラシステム１２７
には、１つ以上のカメラ１２８が含まれ得る。「カメラ」は、視覚データを取り込むこと
ができる、いずれかの装置、構成要素及び／又はシステムと定義される。「視覚データ」
には、ビデオ及び／又は画像情報／データが含まれる。視覚データは、いずれかの適切な
形態であり得る。
【００５７】

40

１つ以上の構成において、１つ以上のカメラ１２８には、レンズ（図示せず。）と、画
像取込み要素（図示せず。）と、が含まれ得る。画像取込み要素は、いずれかの適切な種
類の画像取込み装置又はシステムであり、画像入力要素としては、例えば、エリアアレイ
センサ、電荷結合素子（ＣＣＤ）センサ、相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）センサ、
リニアアレイセンサ、ＣＣＤ（モノクロ）を挙げることができる。画像取込み要素は、電
磁スペクトルのいずれかの適切な波長において、画像を取り込むことができる。画像取込
み要素は、カラー画像及び／又はグレースケールの画像を取り込むことができる。
【００５８】
１つ以上のカメラ１２８は、乗り物１００のいずれかの適切な部分に配置することがで
きる。例えば、１つ以上のカメラ１２８を乗り物１００内に配置してもよい。１つ以上の
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カメラ１２８は、乗り物１００の外部に配置することができる。１つ以上のカメラ１２８
は、乗り物１００に配置するか、又は乗り物の外部に露出させることができる。
【００５９】
１つ以上のカメラ１２８の位置は、乗り物１００に対して変化しないように固定するこ
とができる。１つ以上のカメラ１２８の位置は、これを変更して乗り物１００の走行環境
の種々の部分からの視覚データを取り込むことができるように、移動させることができる
。１つ以上のカメラ１２８、及び／又は１つ以上のカメラ１２８の移動は、カメラシステ
ム１２７、センサシステム１２５、プロセッサ１１０、及び／又はモジュール１２０、１
２１、１２２のうちのいずれか１つ以上によって制御することができる。
【００６０】

10

乗り物１００には、乗員（例えば、運転者又は乗客）からの入力を受信する入力システ
ム１３０が含まれ得る。例えば、キーパッド、ディスプレイ、タッチスクリーン、マルチ
タッチスクリーン、ボタン、ジョイスティック、マウス、トラックボール、マイクロホン
、及び／又はこれらの組合せを含む、いずれかの適切な入力システム１３０を用いること
ができる。乗り物１００の運転者は、入力システム１３０のうちの１つ以上の部分を介し
て、１つ以上の手動制御入力を提供し、乗り物システム１４５のうちの１つ以上の動作に
影響を及ぼすことができる。例えば、入力システム１３０としては、運転者が乗り物１０
０のブレーキシステム１５５に影響を及ぼすことが可能なブレーキペダル、及び／又は、
運転者が乗り物１００のスロットルシステム１６５に影響を及ぼすことが可能なアクセル
ペダルを挙げることができる。入力システム１３０には、運転者が乗り物１００のステア

20

リングシステム１６０に影響を及ぼすことが可能なステアリングハンドルが含まれ得る。
【００６１】
乗り物１００には、運転者又は乗客に情報を提供する出力システム１３５が含まれ得る
。上述したように、出力システム１３５には、ディスプレイが含まれ得る。あるいは又は
加えて、出力システム１３５には、マイクロホン、イヤホン及び／又はスピーカーが含ま
れ得る。乗り物１００の一部の構成要素は、入力システム１３０の構成要素と出力システ
ム１３５の構成要素の両方として機能することができる。また、乗り物１００の構成要素
のうちの一部は、入力システム１３０の構成要素と乗り物システム１４５の両方としても
機能することができる（例えば、ブレーキペダルは、入力システム１３０及びブレーキシ
ステム１５５の一部であると考えることができる。）。

30

【００６２】
上述したように、乗り物１００には、１つ以上の乗り物システム１４５が含まれ得る。
１つ以上の乗り物システム１４５の種々の例が図１に示されている。ただし、乗り物１０
０には、より多くのシステム、より少ないシステム、又は異なるシステムが含まれ得る。
特定の乗り物システムは別々に定義されるが、それぞれのシステム若しくはいずれかのシ
ステム又はその一部は、他の方法で組み合わせるか、又は、乗り物１００内のハードウェ
ア及び／又はソフトウェアを介して分離できることを認識する必要がある。
【００６３】
乗り物１００には、推進システム１５０が含まれ得る。推進システム１５０には、現在
知られているか若しくは後に開発され、乗り物１００に動力運動を提供するように構成さ

40

れた、機構、装置、要素、構成要素、システムのうちの１つ以上、及び／又はこれらの組
合せが含まれ得る。推進システム１５０には、エンジンとエネルギー源とが含まれ得る。
【００６４】
エンジンは、現在知られているか又は後に開発される、任意の適切な種類のエンジン又
はモータであり得る。例えば、エンジンは、少ない可能性を示すにすぎないが、内燃機関
、電動モータ、蒸気機関、及び／又はスターリングエンジンであってもよい。一部の実施
形態において、推進システムには、複数のエンジンの種類が含まれ得る。例えば、ガス‐
電気ハイブリッド乗り物には、ガソリンエンジンと電気モータとが含まれていてもよい。
【００６５】
エネルギー源は、エンジンに少なくとも部分的に電力を供給するのに用いることができ
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る、エネルギーのいずれかの適切な供給源であり得る。エンジンは、エネルギー源を力学
的エネルギーに変換するように構成することができる。エネルギー源の例としては、ガソ
リン、ディーゼル燃料、プロパン、水素、他の圧縮ガス系燃料、エタノール、太陽電池パ
ネル、電池、及び／又は電力の他の供給源が挙げられる。あるいは又は加えて、エネルギ
ー源としては、燃料タンク、電池、コンデンサ及び／又はフライホイールを挙げることが
できる。一部の実施形態において、エネルギー源は、乗り物１００の他のシステムにエネ
ルギーを提供するのに用いることができる。
【００６６】
乗り物１００には、車輪、タイヤ及び／又は踏面(track)が含まれ得る。いずれかの適
切な種類の車輪、タイヤ及び／又は踏面を用いることができる。１つ以上の構成において

10

、乗り物１００の車輪、タイヤ及び／又は踏面は、乗り物１００の他の車輪、タイヤ及び
／又は踏面に対して異なって回転するように構成することができる。車輪、タイヤ及び／
又は踏面は、いずれかの適切な材料から製造することができる。
【００６７】
乗り物１００には、ブレーキシステム１５５が含まれ得る。ブレーキシステム１５５に
は、現在知られているか若しくは後に開発され、乗り物１００を減速させるように構成さ
れた、機構、装置、要素、構成要素、システムのうちの１つ以上、及び／又はこれらの組
み合わせが含まれ得る。一例として、ブレーキシステム１５５は、車輪／タイヤを遅くさ
せる摩擦を用いてもよい。ブレーキシステム１５５は、車輪／タイヤの運動エネルギーを
電流に変換することができる。乗り物１００には、ブレーキペダル（図示せず。）、又は
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、ブレーキシステム１５５に動作可能に接続された他のユーザインタフェース要素が含ま
れ得る。したがって、ブレーキペダルに圧力を加えるか、又はブレーキペダルを踏むこと
によって、ブレーキシステム１５５及び／又は乗り物制御システム１４０への手動制御入
力を受信することができる。
【００６８】
さらに、乗り物１００には、ステアリングシステム１６０が含まれ得る。ステアリング
システム１６０には、現在知られているか若しくは後に開発され、乗り物１００の方位を
調節するように構成された、機構、装置、要素、構成要素、システムのうちの１つ以上、
及び／又はこれらの組み合わせが含まれ得る。乗り物１００には、ステアリングハンドル
（図示せず。）、又は、ステアリングシステム１６０に動作可能に接続された他のユーザ

30

インタフェース要素が含まれ得る。したがって、ステアリングハンドルを旋回させるか又
は切ることによって、ステアリングシステム１６０及び／又は乗り物制御システム１４０
への手動制御入力を受信することができる。
【００６９】
乗り物１００には、スロットルシステム１６５が含まれ得る。スロットルシステム１６
５には、現在知られているか若しくは後に開発され、乗り物１００のエンジン／モータの
作動速度、そして乗り物１００の速度を制御するように構成された、機構、装置、要素、
構成要素、システムのうちの１つ以上、及び／又はこれらの組み合わせが含まれ得る。乗
り物１００には、アクセルペダル（図示せず。）、又は、スロットルシステム１６５に動
作可能に接続された他のユーザインタフェース要素が含まれ得る。したがって、アクセル

40

ペダルに圧力を加えるか、又はアクセルペダルを踏むことによって、スロットルシステム
１６５及び／又は乗り物制御システム１４０への手動制御入力を受信することができる。
【００７０】
乗り物１００には、変速システム１７０が含まれ得る。変速システム１７０には、現在
知られているか若しくは後に開発され、乗り物１００のエンジン／モータから車輪／タイ
ヤに機械的動力を伝達するように構成された、機構、装置、要素、構成要素、システムの
うちの１つ以上、及び／又はこれらの組合せが含まれ得る。例えば、変速システム１７０
としては、ギアボックス、クラッチ、差動装置(differential)、駆動軸、及び／又は他の
要素を挙げることができる。変速システム１７０に駆動軸が含まれている構成において、
駆動軸には、車輪／タイヤに連結されるように構成された１つ以上の車軸が含まれ得る。
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【００７１】
乗り物１００には、信号システム１７５が含まれ得る。信号システム１７５には、現在
知られているか若しくは後に開発され、乗り物１００の運転者に照明を提供し、及び／又
は乗り物１００のうちの１つ以上の態様に関する情報を提供するように構成された、機構
、装置、要素、構成要素、システムのうちの１つ以上、及び／又はこれらの組合せが含ま
れ得る。例えば、信号システム１７５は、乗り物の存在、位置、大きさ、移動方向に関す
る情報、及び／又は移動方向及び速度に関する運転者の意思を提供してもよい。例えば、
信号システム１７５としては、ヘッドライト、テールライト、ブレーキライト、ハザード
ランプ及び方向指示灯を挙げることができる。
【００７２】

10

乗り物１００には、ナビゲーションシステム１８０が含まれ得る。ナビゲーションシス
テム１８０には、現在知られているか若しくは後に開発され、乗り物１００の地理的位置
を決定し、及び／又は乗り物１００の移動経路を決定するように構成された、機構、装置
、要素、構成要素、システム、アプリケーションのうちの１つ以上、及び／又はこれらの
組合せが含まれ得る。
【００７３】
ナビゲーションシステム１８０には、乗り物１００の移動経路を決定する１つ以上の地
図作成アプリケーションが含まれ得る。例えば、運転者又は乗客は、出発地及び目的地を
入力してもよい。地図作成アプリケーションは、出発地と目的地との間の１つ以上の適切
な移動経路を決定することができる。移動経路は、１つ以上のパラメータ（例えば、最短
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移動距離、最短移動時間など）に基づいて選択することができる。一部の構成において、
ナビゲーションシステム１８０は、乗り物１００の動作時に、移動経路を動的に更新する
ように構成することができる。
【００７４】
ナビゲーションシステム１８０には、全地球測位システム、局所的測位システム(local
positioning system)、又は地理位置測定システムが含まれ得る。ナビゲーションシステ
ム１８０は、多くの衛星測位システムのうちのいずれか１つにより、例えば、米国全地球
測位システム（ＧＰＳ）、ロシアGlonassシステム、欧州Galileoシステム、中国Beidouシ
ステム、若しくは、衛星システムの組合せから衛星を使用するいずれかのシステム、又は
、計画されている中国COMPASSシステム、インド地域航行衛星システムを含む、将来的に
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開発されるいずれかの衛星システムにより実行することができる。さらに、ナビゲーショ
ンシステム１８０は、転送制御プロトコル（ＴＣＰ）及び／又は地理情報システム（ＧＩ
Ｓ）及び位置情報サービスを用いることができる。
【００７５】
ナビゲーションシステム１８０には、地球に対する乗り物１００の位置を推定するよう
に構成されたトランシーバが含まれ得る。例えば、ナビゲーションシステム１８０として
は、乗り物の緯度、経度、及び／又は高度を決定するＧＰＳトランシーバを挙げることが
できる。ナビゲーションシステム１８０は、乗り物１００の位置を決定する他のシステム
（例えば、レーザに基づく位置推定ステム(localization system)、慣性支援ＧＰＳ、及
び／又はカメラに基づく位置推定）を用いることができる。
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【００７６】
あるいは又は加えて、ナビゲーションシステム１８０は、アクセスポイント地理位置情
報サービス、例えば、Ｗ３Ｃ地理位置情報アプリケーションプログラミングインタフェイ
ス（ＡＰＩ）の利用に基づき得る。かかるシステムによって、乗り物１００の位置は、例
えば、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、Ｗｉ‐Ｆｉ及びBluetooth（登録商
標）メディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレス、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）、Ｗｉ‐Ｆ
ｉ接続位置、又は、装置ＧＰＳ及び移動通信グローバルシステム（ＧＳＭ）／符号分割多
元接続（ＣＤＭＡ）セルＩＤを含む、位置情報サーバの診断によって決定することができ
る。したがって、乗り物１００の地理的位置が決定される固有の番号は、用いられる特定
の位置追跡システムの動作方法によって異なることが理解される。
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【００７７】
プロセッサ１１０、自律運転モジュール１２０、走行環境モジュール１２１、及び／又
は制御重み付けモジュール１２２は、種々の乗り物システム１４５及び／又はその個々の
構成要素と通信するように動作可能に接続することができる。例えば、図１に戻ると、プ
ロセッサ１１０及び／又は自律運転モジュール１２０は、種々の乗り物システム１４５に
情報を送信し及び／又は種々の乗り物システムから情報を受信して乗り物１００の移動、
速度、操縦、方位、方向などを制御するように、通信することができる。プロセッサ１１
０及び／又は自律運転モジュール１２０は、これらの乗り物システム１４５の一部又はす
べてを制御することができ、このため、部分的に又は完全に自律的であり得る。プロセッ
サ１１０、自律運転モジュール１２０、走行環境モジュール１２１、及び／又は制御重み

10

付けモジュール１２２は、乗り物制御システム１４０に情報を送信し及び／又は乗り物制
御システムから情報を受信するように通信することができ、そして、種々の乗り物システ
ム１４５のうちの１つ以上を制御し、乗り物１００の移動、速度、操縦、方位、方向など
を制御することができる。
【００７８】
プロセッサ１１０及び／又は自律運転モジュール１２０は、１つ以上の乗り物システム
１４５、１つ以上のその構成要素、及び／又は乗り物制御システム１４０を制御すること
によって、乗り物１００のナビゲーション、移動及び／又は操縦を制御するように動作可
能である。例えば、自律モードにより作動する場合、プロセッサ１１０及び／又は自律運
転モジュール１２０は、乗り物１００の方向及び／又は速度を制御してもよい。プロセッ

20

サ１１０及び／又は自律運転モジュール１２０によって、乗り物１００は、（例えば、エ
ンジンに供給される燃料を増加させることによって）加速し、（例えば、エンジンへの燃
料の供給を減少させることによって、及び／又はブレーキをかけることによって）減速し
、及び／又は（例えば、２つの前輪を旋回させることによって）方向変換することができ
る。本明細書に用いられる「引き起こす(cause)」又は「引き起こす(causing)」とは、直
接的に若しくは間接的に、〜させる(make)、強いる(force)、強要させる(compel)、案内
する(direct)、命令する(command)、指示する(instruct)、及び／又は出来事若しくは行
為が発生する可能性がある、又はかかる出来事若しくは行為が発生し得る状態に少なくと
もあることを意味する。
【００７９】
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乗り物１００の種々の潜在的なシステム、装置、要素及び／又は構成要素を説明してき
たが、種々の方法をここで説明する。ここで図２を参照すると、乗り物の複合自律及び手
動制御方法の例が示されている。乗り物には、乗り物システムの自律的な動作が、自律制
御入力及び手動制御入力による影響を受ける、共有動作モードが含まれ得る。
【００８０】
方法２００の種々の取りうる各ステップをここで説明する。図２に示されている方法２
００は、図１に関連して上述した実施形態に適用可能であるが、方法２００は、他の適切
なシステム及び構成とともに実行できることが理解される。さらに、方法２００には、図
２に示されていない他のステップが含まれていてもよく、実際に、方法２００は、図２に
示されているすべてのステップを含むように限定されない。方法２００の一部として図２

40

に示されているステップは、この特定の時系列順に限定されない。実際に、ステップのう
ちの一部は、示されているものとは異なる順序で実行することができ、及び／又は、示さ
れているステップのうちの少なくとも一部は、同時に発生し得る。
【００８１】
ブロック２１０では、手動制御入力に第１の重み付けを割り当てることができ、自律制
御入力に第２の重み付けを割り当てることができる。１つ以上の構成において、乗り物１
００が共有モードにある場合には、割当てを自動的に実行することができる。第１の重み
付け及び第２の重み付けの割当ては、制御重み付けモジュール１２２及び／又はプロセッ
サ１１０によって実行することができる。第１の重み付け及び第２の重み付けの割当ては
、本明細書に記載されている基準のうちのいずれかに対する実行を含む、いずれかの適切
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な方法により実行することができる。方法２００は、ブロック２２０に継続することがで
きる。
【００８２】
ブロック２２０では、重み付けされた手動制御入力及び重み付けされた自律制御入力を
、乗り物制御システム１４０のうちの１つ以上の部分に適用することができる。この適用
は、制御重み付けモジュール１２２、自律運転モジュール１２０及び／又はプロセッサ１
１０によって実行することができる。この適用は、すべての乗り物制御システム１４０又
はその一部に実行することができる。例えば、この適用は、少ない可能性を示すにすぎな
いが、アクチュエータ１４１、及び／又は、ブレーキシステム１５５関連付けられた乗り
物制御システム１４０の他の部分、ステアリングシステム１６０、スロットルシステム１
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６５及び／又は他の乗り物システム１４５に対し実行してもよい。この適用は、制御方向
に対して実行することができる。例えば、この適用は、乗り物１００の長手方向１０３に
おいて乗り物システム１４５のうちの１つ以上に対して、又は、これと関連付けられた乗
り物制御システム１４０の一部に対して実行してもよい。あるいは又は加えて、この適用
は、乗り物１００の横方向１０４において乗り物システム１４５のうちの１つ以上に対し
て、又は、これと関連付けられた乗り物制御システム１４０の一部に対して実行してもよ
い。この適用は、乗り物１００の１つ以上の他の方向に対して実行することができる。
【００８３】
方法２００は、ブロック２３０に継続することができる。ブロック２３０では、手動制
御入力の受信に応答して、乗り物システム１４５のうちの１つ以上の自律的な動作は、受
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信された手動制御入力による影響を受け得る。例えば、乗り物制御システム１４０を作動
させ、乗り物システム１４５のうちの１つ以上の自律的な動作を、受信された手動制御入
力によって影響させてもよい。影響の量は、手動制御入力に割り当てられた第１の重み付
けに対応させることができる。乗り物システム１４５のうちの１つ以上の自律的な動作は
、乗り物システム１４５のうちの１つ以上の自律的な動作を非作動状態にすることなく、
影響を受け得る。方法２００は終了し得るか、又はブロック２１０に戻り得る。
【００８４】
方法２００の限定的でない例をここで説明する。この例では、乗り物１００は、高速道
路に進入してもよい。この例の目的上、少なくとも、スロットルシステム１６５及び／又
はブレーキシステム１５５は、自律モードにより作動させることができる。高速道路入口
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にいる間、運転者は、乗り物１００の自律的な動作によって実行される現在の速度よりも
速く又は遅く移動したいと考えることがある。運転者は、必要に応じて、乗り物１００の
速度を選択的に上げるか又は下げるように、アクセル又はブレーキを踏むことができる。
【００８５】
運転者からのかかる手動制御入力は、乗り物制御システム１４０によって受信するか、
又は乗り物制御システムに通信することができ、そして、スロットルシステム１６５又は
ブレーキシステム１５５を制御することができる。本明細書に記載の構成によれば、手動
制御入力によって、乗り物１００の自律的な動作は、無効になるか又は非作動状態になる
ことはない。それどころか、それぞれの乗り物システム（例えば、スロットルシステム１
６５又はブレーキシステム１５５）の自律的な動作は、手動制御入力に割り当てられた第
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１の重み付けに対応する量で、影響を受ける。
【００８６】
一例として、乗り物１００が自律的に作動し、運転者の希望よりも遅く乗り物１００が
高速道路入口で走行している場合、特に、高速道路に進入しようとしている自律的な乗り
物１００の後方に複数の他の乗り物が存在する場合、運転者は、乗り物１００の速度を上
げたいと考えることがある。そして、運転者は、アクセルペダルを踏み込み、乗り物１０
０の速度を上げることができる。手動制御入力は、乗り物制御システム１４０によって受
信するか、又は乗り物制御システムに送信することができる。乗り物制御システム１４０
（例えば、１つ以上のアクチュエータ１４１）によって、動作可能に、乗り物システム１
４５のうちの１つ以上は、受信された手動制御入力を実行することができる。手動制御入
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力に割り当てられる第１の重み付けが０．４である場合、手動制御入力（すなわち、アク
セルペダルを踏むこと）は、乗り物動作の手動モード時に圧力が通常提供する量に対して
４０％減少する。
【００８７】
ここでも、重み付けの決定及び／又は割当ては、乗り物の走行環境、運転者の嗜好及び
／又は他の要因によって異なり得る。したがって、異なる走行環境において、アクセルペ
ダル又はブレーキペダルに対する同量の圧力によって、乗り物１００の自律的な動作では
、急激な又は急激でない変化が生じ得ることが認識される。割り当てられる重み付けは、
走行環境の変化に応じて変更することができる。したがって、乗り物１００の走行環境が
低い複雑性の環境であると分類される場合、第１の群の重み付けは、手動制御入力及び自
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律制御入力に割り当てることができる。ただし、乗り物１００の走行環境が高い複雑性の
環境であると分類される場合、第２の群の重み付けは、手動制御入力及び自律制御入力に
割り当てることができる。第２の群の重み付けは、第１の群の重み付けとは異なる。
【００８８】
別の例として、安全に運転操作を完了するために、走行環境時の問題では、運転者によ
るある程度のレベルの手動制御が要求されてもよい。例えば、感知／認識の制限により、
センサシステム１２５は、乗り物１００の予想経路内の物体の一部のみを検出してもよい
。その結果、自律運転モジュール１２０は、物体の周囲において乗り物１００を安全に操
縦できると判断することができる。ただし、実際には、検出される物体の一部が閉塞して
おり、乗り物１００の予想経路を実際に閉鎖しているので、かかる判断は正しくない。乗
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り物の動きを観察することによって、運転者は、乗り物１００が物体に非常に接近するこ
とを確認することができる。運転者は、物体の周囲において乗り物１００が安全に操縦さ
れるように、手動制御入力をし（例えば、ステアリングハンドルを旋回させ）、経路補正
を達成することができる。
【００８９】
運転者からのかかる手動制御入力は、乗り物制御システム１４０に送信するか又は乗り
物制御システムに通信することができ、そして、ステアリングシステム１６０を制御する
ことができる。ステアリングシステム１６０の自律的な動作は、手動制御入力に割り当て
られた第１の重み付けに対応する量において、影響を受け得る。ただし、手動制御入力に
よって、乗り物１００の自律的な動作は、無効になるか又は非作動状態になることはない
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。
【００９０】
ユーザは、極端な手動制御入力（例えば、ステアリングハンドルの急な旋回）を提供す
ることができる。一部の実施形態において、極端な手動制御入力は、乗り物１００の自律
的な動作を完全にオーバーライドすることができる。適切な時点、例えば、極端な手動制
御入力が停止される時まで、オーバーライドを継続することができる。したがって、上述
の例では、運転者は、乗り物１００の予想経路内の物体を避けるために、急にステアリン
グハンドルを旋回する必要があり得る。かかる極端な手動制御入力の受信に応答して、制
御重み付けモジュールは、手動制御入力に１、及び自律制御入力に０を割り当てることが
できる。その結果、手動モードであるかのように乗り物１００を作動させることができる
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。運転者がステアリングハンドルを離すか、又は手動制御入力が極端なレベル未満に減少
するまで、かかる重み付けを継続することができる。
【００９１】
重み付け制御モジュール１２２によって割り当てられる重み付けは、状況の変化又は受
信入力に基づいて、経時的に変更できることに留意する必要がある。例えば、一部の構成
において、手動制御入力が受信されるまで、乗り物システム１００のうちの１つ以上は、
自律モードにより作動させてもよい。したがって、手動制御入力を受信する前に、制御重
み付けモジュール１２２は、手動制御入力に第１の重み付け、及び自律制御入力に第２の
重み付けを割り当てることができる。１つ以上の構成では、第１の重み付けは０であり、
第２の重み付けは１であり得る。かかる場合において、乗り物システム１００のうちの１
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つ以上は、完全に自律的に作動する。１つ以上の他の構成において、第１の重み付けは、
少ない可能性を示すにすぎないが、０．０１、０．０２、０．０３、０．０４、０．０５
、０．０６、０．０７、０．０８、０．０９又は０．１であり得る。かかる場合において
、第２の重み付けはそれぞれ、０．９９、０．９８、０．９７、０．９６、０．９５、０
．９４、０．９３、０．９２、０．９１又は０．９であり得る。
【００９２】
唯一の自律制御入力が受信される場合には、自律制御入力は、１つ以上の構成において
、自律制御入力に割り当てられた第２の重み付けに対応する量において適用することがで
きる。ただし、手動制御入力のない状態では、自律制御入力は、乗り物制御の１００％を
効果的に占め得る。１つ以上の他の構成において、唯一の自律制御入力が受信される場合
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には、自律制御入力は、自律制御入力に割り当てられた第２の重み付けに対応する量にお
いて低減させることなく、１００％適用することができる。
【００９３】
手動制御入力が受信されると、自律制御入力に割り当てられる重み付けを低減すること
ができ、手動制御入力に割り当てられる重み付けを増加させることができる。手動制御入
力が中止される（例えば、運転者がもはや、ブレーキペダル、アクセルペダルを踏まず、
及び／又はステアリングハンドルを切らない）と、重み付け制御モジュール１２２は、自
律制御入力に割り当てられる重み付けを自動的に増加させ、手動制御入力に割り当てられ
る重み付けを減少させることができる。運転者が手動制御入力を提供する場合、自律制御
入力の重み付けを低減することができる。運転者がもはや乗り物１００の手動制御（例え
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ば、ブレーキペダル、アクセルペダル及び／又はステアリングハンドルなど）を採用しな
い場合、自律制御入力の重み付けを増加させることができる。
【００９４】
１つ以上の構成において、制御重み付けモジュール１２２によって決定され及び／又は
割り当てられる重み付けは、すべての乗り物システム１４５に適用することができる。１
つ以上の構成において、制御重み付けモジュール１２２によって決定され及び／又は割り
当てられる重み付けは、運転者が手動で乗り物の移動及び／又は操縦に影響を及ぼすこと
ができる、すべての乗り物システム１４５に適用することができる。
【００９５】
上述したように、手動制御入力及び自律制御入力に割り当てられる重み付けは、制御方
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向、又は制御方向と関連付けられた１つ以上の乗り物システム１４５に適用することがで
きる。例えば、制御重み付けモジュール１２２によって決定され及び／又は割り当てられ
る重み付けは、乗り物の長手方向１０３に適用してもよい。かかる場合において、重み付
けは、長手方向又はその部分集合において、乗り物の移動及び／又は操縦に影響を及ぼす
、すべての乗り物システム１４５に適用してもよい。例えば、制御重み付けモジュール１
２２によって決定され及び／又は割り当てられる重み付けは、ブレーキシステム１５５及
び／又はスロットルシステム１６５に適用してもよい。一部の例において、種々の重み付
けを、長手方向１０３と関連付けられた種々のシステムに適用してもよい。例えば、第１
の群の重み付けをブレーキシステム１５５に割り当ててもよく、第２の群の重み付けをス
ロットルシステム１６５に割り当ててもよい。
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【００９６】
あるいは又は加えて、制御重み付けモジュール１２２は、乗り物１００の横方向１０４
に適用する重み付けを決定し及び／又は割り当てることができる。かかる場合において、
重み付けは、横方向又はその部分集合において、乗り物１００の移動及び／又は操縦に影
響を及ぼす、すべての乗り物システム１４５に適用することができる。例えば、制御重み
付けモジュール１２２によって決定され及び／又は割り当てられる重み付けは、ステアリ
ングシステム１６０に適用してもよい。一部の例において、種々の重み付けを、横方向１
０４と関連付けられた種々のシステムに適用してもよい。
【００９７】
１つ以上の構成において、長手方向１０３に割り当てられる重み付けは、横方向１０４
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に割り当てられる重み付けと同じであり得る。または、長手方向１０３に割り当てられる
重み付けは、横方向１０４に割り当てられる重み付けとは異なり得る。
【００９８】
本明細書に記載されている構成は、本明細書に記載されている１つ以上の利点を含む、
多くの利点を提供できることが認識される。例えば、本明細書に記載の構成は、現在の走
行環境及び／又は運転者の嗜好に基づいて、手動動作モードと自律動作モードの適切なバ
ランスを判断することにより、自律的な乗り物走の性能を向上させてもよい。本明細書に
記載の構成は、手動動作モードと自律動作モードの利点を組み合わせることによって、乗
り物のより調和された全制御を可能にする。本明細書に記載の構成は、運転者と自律的な
乗り物との間の相互作用を向上させることができる。本明細書に記載の構成によって、運

10

転者から手動制御入力を受信しても、乗り物は、自律動作モードを維持することができる
。本明細書に記載の構成は、自律的な乗り物の安全性を向上させることができる。
【００９９】
図中のフローチャート及びブロック図は、種々の実施形態に係るシステム、方法及びコ
ンピュータプログラム製品の可能な実施形態のアーキテクチャ、機能性及び動作を示して
いる。この点において、フローチャート又はブロック図におけるそれぞれのブロックは、
特定の論理関数を実行する１つ以上の実行可能な命令を含む、モジュール、セグメント又
はコードの一部を表し得る。また、一部の別の実施形態において、ブロックに言及されて
いる機能は、図に言及されている順序を外れて生じることがあることにも留意する必要が
ある。例えば、連続して示されている２つのブロックは、実際に、実質的に同時に実行さ
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れてもよいし、又は、関与する機能性に応じて、ブロックは、時に、逆の順により実行さ
れてもよい。
【０１００】
上述したシステム、構成要素及び／又はプロセスは、ハードウェア、又はハードウェア
とソフトウェアの組合せにより実現することができ、１つの処理システムにおいて集中化
させて、又は種々の要素が複数の相互接続された処理システムに分散される分散方式によ
り、実現することができる。本明細書に記載されている方法を実行するように構成された
いずれかの種類の処理システム又は他の装置が適している。ハードウェアとソフトウェア
の一般的な組合せは、処理システムであって、ロードされ実行される場合、本明細書に記
載の方法を実行するように処理システムを制御する、コンピュータ使用可能プログラムコ
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ードを有する処理システムであり得る。また、システム、構成要素及び／又はプロセスは
、コンピュータ可読記憶装置、例えば、機械によって読み取り可能で、本明細書に記載の
方法及びプロセスを実行する機械によって実行可能な命令のプログラムを明確に具体化す
る、コンピュータプログラム製品又は他のデータプログラム記憶装置に埋め込むことがで
きる。さらに、これらの要素は、アプリケーション製品であって、本明細書に記載されて
いる方法を実施することが可能なすべての機能を備え、処理システムにロードされると、
これらの方法を実行することができる、アプリケーション製品にも埋め込むことができる
。
【０１０１】
さらに、本明細書に記載の構成は、コンピュータプログラム製品であって、コンピュー
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タ可読プログラムコードが具体化された、例えばコンピュータプログラム製品上にコンピ
ュータ可読プログラムコードが記憶された１つ以上のコンピュータ可読媒体において具体
化される、コンピュータプログラム製品の形態をとることができる。１つ以上のコンピュ
ータ可読媒体のいずれかの組合せを利用することができる。コンピュータ可読媒体は、コ
ンピュータ可読信号媒体又はコンピュータ可読記憶媒体であり得る。「コンピュータ可読
記憶媒体」という語句は、非一時的記憶媒体を意味する。コンピュータ可読記憶媒体は、
例えば、電子、磁気、光学、電磁、赤外線若しくは半導体システム、装置若しくはデバイ
ス、又は前述したもののいずれかの適切な組合せであってもよいが、これらに限定されな
い。コンピュータ可読記憶媒体の具体例（排他的ではない一覧）としては、１つ以上のワ
イヤを有する電気的接続、ポータブルコンピュータディスケット、ハードディスクドライ
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ブ（ＨＤＤ）、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、書き換え可能読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ若し
くはフラッシュメモリ）、光ファイバ、ポータブルコンパクトディスク読み出し専用メモ
リ（ＣＤ‐ＲＯＭ）、デジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、光学記憶装置、磁気記憶装置
、又は前述したもののいずれかの適切な組合せが挙げられる。本書類に関連して、コンピ
ュータ可読記憶媒体は、命令実行システム、装置若しくはデバイスとともに用いるプログ
ラムを含有するか又は記憶することができる、いずれかの有形の媒体であり得る。
【０１０２】
コンピュータ可読媒体上に具体化されるプログラムコードは、無線、有線、光ファイバ
、ケーブル、ＲＦなど、又は前述したもののいずれかの適切な組合せを含むがこれらに限

10

定されない、いずれかの適切な媒体を用いて送信することができる。本構成の態様におい
て動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Java（登録商標）、Smalltal
k又はＣ＋＋などのオブジェクト指向プログラミング言語、及び、従来の手続き型プログ
ラミング言語、例えば、「Ｃ」プログラミング言語又は同様のプログラミング言語を含む
、１つ以上のプログラミング言語のいずれかの組合せにより書き込むことができる。プロ
グラムコードは、単独型のソフトウェアパッケージとして、完全にユーザのコンピュータ
上で、部分的にユーザのコンピュータ上で、部分的にユーザのコンピュータ上及び部分的
にリモートコンピュータ上で、又は、完全にリモートコンピュータ若しくはサーバ上で、
実行することができる。後者のシナリオにおいて、リモートコンピュータは、ローカルエ
リアネットワーク（ＬＡＮ）若しくは広域ネットワーク（ＷＡＮ）を含む、いずれかの種
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類のネットワークを介して、ユーザのコンピュータに接続するか、又は、（例えば、イン
ターネットサービスプロバイダーを利用するインターネットを介して）外部コンピュータ
に接続することができる。
【０１０３】
本明細書に用いられる「a」及び「an」という用語は、１つ以上と定義される。本明細
書に用いられる「複数(plurality)」という用語は、２つ以上と定義される。本明細書に
用いられる「別の(another)」という用語は、少なくとも第２の又はこれよりも多いもの
と定義される。本明細書に用いられる「含む(including)」及び／又は「有する(having)
」という用語は、含む(comprising)（すなわち、オープンランゲージ(open language)）
と定義される。本明細書に用いられる「…及び…のうちの少なくとも１つの」という語句
は、列挙されている関連項目のうちの１つ以上のいずれかの及びすべての組合せを意味し
包含する。一例として、「Ａ、Ｂ及びＣのうちの少なくとも１つ」という語句には、Ａの
み、Ｂのみ、Ｃのみ、又はこれらのいずれかの組合せ（例えば、ＡＢ、ＡＣ、ＢＣ若しく
はＡＢＣ）が含まれる。
【０１０４】
本明細書の態様は、その趣旨又はその本質的な属性から逸脱することなく、他の形態に
より具体化することができる。したがって、本発明の範囲を示すものとしては、前述した
明細書よりも、以下の特許請求の範囲を参照する必要がある。
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【図２】
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