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(57)【要約】
【課題】処理システムを含む装置によって制御車両内で
又は制御車両と関連してアルゴリズム的処理を実行し、
自律機能性又は操作性を提供する。
【解決手段】車両の位置を決定するように構成されたナ
ビゲーションユニットと、車両の外側にある物体を検知
し且つ物体の特徴を認識するように構成された検知ユニ
ットと、物体の特徴データと物体の位置を識別する位置
データとを含む物体参照データを記憶するように構成さ
れたローカルデータベースと、検知ユニットによって認
識された物体の特徴を、ローカルデータベースに記憶さ
れ、検知されることが予想された物体の特徴データと比
較することによって、車両の決定された位置に基づいて
検知されることが予想された物体を識別するように構成
された識別ユニットと、送受信機と、を具備する装置に
よる。
【選択図】図１



(2) JP 2014-122894 A 2014.7.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のための装置であって、当該装置が、
　前記車両の位置を決定するように構成されたナビゲーションユニットと、
　前記車両の外側にある物体を検知し且つ該物体の特徴を認識するように構成された検知
ユニットと、
　物体の特徴データと物体の位置を識別する位置データとを含む物体参照データを記憶す
るように構成されたローカルデータベースと、
　前記検知ユニットによって認識された物体の前記特徴を、前記ローカルデータベースに
記憶された、「検知されることが予想された物体」の前記特徴データと比較することによ
って、前記車両の決定された位置に基づいて前記検知されることが予想された物体を識別
するように構成された識別ユニットと、
　物体の付加的な特徴データとそれぞれの物体の位置を識別する対応する位置データとを
有した付加的な物体参照データを記憶するリモートデータベースと通信するように構成さ
れた送受信機と、を具備し、
　前記識別ユニットが第１の物体を識別することができないと決定するのに応じて、前記
送受信機は、前記付加的な物体参照データにアクセスするために前記リモートデータベー
スと通信するように構成され、前記識別ユニットが、前記第１の物体を識別するために、
前記第１の物体の特徴を前記付加的な特徴データと比較するように構成され、
　更に前記ナビゲーションユニットが、識別された物体の位置データに基づいて前記車両
の位置を更新するように構成された装置。
【請求項２】
　前記識別ユニットが前記第１の物体を識別することができないことを決定するのに応じ
て、前記識別ユニットが、前記ローカルデータベースと前記リモートデータベースとの間
の、前記車両の前記決定された位置に基づいて検知されることが予想された物体のための
それぞれの特徴データを比較し、前記リモートデータベースに含まれた付加的な情報を反
映するために前記ローカルデータベースを更新するように構成された請求項１に記載の装
置。
【請求項３】
　前記付加的な情報が、更新された、物体のための位置又は特徴データを含む請求項２に
記載の装置。
【請求項４】
　前記第１の物体が、前記車両の前記決定された位置に基づいて検知されることが予想さ
れた物体の１つであり、
　前記識別ユニットが、前記検知された物体の１つを前記第１の物体として識別するため
に、前記検知された物体の前記認識された特徴を、前記第１の物体の特徴データと比較す
るように構成された請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１の物体が前記検知ユニットによって検知された物体であり、
　前記第１の物体が前記車両の前記決定された位置に基づいて検知されることが予想され
た物体の１つではないことを、前記識別ユニットが決定するのに応じて、前記送受信機が
、前記第１の物体の認識された特徴を前記リモートデータベースに送信するように構成さ
れ、且つ、
　前記送受信機が、前記リモートデータベースから識別応答を受信するように構成された
請求項２に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１の物体の識別と対応する位置とを含む前記識別応答に応じて、前記ローカルデ
ータベースが前記第１の物体のための対応する物体参照データを記憶するように構成され
た請求項５に記載の装置。
【請求項７】
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　前記リモートデータベースが該リモートデータベースに対して送信された前記認識され
た特徴に基づいて決定した、前記車両の位置データを含む前記識別応答に応じて、前記ナ
ビゲーションユニットが、前記識別応答に含まれた前記位置データに基づいて前記車両の
位置を更新するように構成された請求項５に記載の装置。
【請求項８】
　ディスプレイであって、
　前記識別ユニットが前記第１の物体の特徴を前記付加的な物体参照データの前記付加的
な特徴データと比較した後に、前記識別ユニットが前記第１の物体を識別することができ
ないことを決定するのに応じて、或いは、前記第１の物体を識別するために前記付加的な
物体参照データにアクセスできないことを決定するのに応じて、検知されることが予想さ
れた前記物体が配置された領域のイメージを表示し、
　物体選択入力及び物体定義入力の少なくとも一方を受信し、且つ、
　前記物体選択入力及び前記物体定義入力の少なくとも一方に基づいて前記第１の物体を
識別するように構成されたディスプレイを更に具備する請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記ローカルデータベースが、前記車両の前記決定された位置とは無関係な共通物体の
特徴データを含む共通物体参照データを記憶するように構成され、
　前記識別ユニットは、該識別ユニットが前記付加的な物体参照データにアクセスできな
いときに、前記物体参照データ及び前記共通物体参照データに基づいて物体リストを作成
するように構成され、且つ、
　前記識別ユニットは、該識別ユニットが前記第１の物体の前記特徴を前記付加的な物体
参照データの前記付加的な特徴データと比較することによって前記第１の物体を識別する
ことができないときに、前記物体参照データ、前記共通物体参照データ及び前記付加的な
物体参照データに基づいて前記物体リストを作成するように構成された請求項８に記載の
装置。
【請求項１０】
　前記ディスプレイは、インタフェースユニットが前記イメージを表示するときに前記物
体リストを含む選択メニューを表示するように構成された請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記物体選択入力が、前記選択メニューを通して提供され且つ前記物体リストにおける
アイテムの選択であり、且つ、
　前記物体定義入力が、前記選択メニューを通して提供され且つ独立した物体識別の選択
であり、前記独立した物体識別は、前記物体リストとは無関係の、使用者が定義可能な入
力である請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記識別ユニットが、前記物体選択入力及び前記物体定義入力の一方に基づいて、前記
第１の物体の特徴データ及び前記第１の物体の位置を識別する位置データを決定するよう
に構成され、且つ、決定された前記特徴データ及び決定された前記位置データで前記物体
参照データを更新するように構成された請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記識別ユニットは、前記第１の物体が検知されることが予想された物体であり、且つ
、前記識別ユニットによって前記第１の物体の前記特徴を前記付加的な特徴データと比較
すること、及び、前記インタフェースユニットによって前記物体選択入力と前記物体定義
入力との少なくとも一方を受信すること、の一方が、検知されることが予想された前記第
１の物体がもはや存在しないことを示すときに、前記物体参照データに含まれた特徴デー
タ及び位置データのそれぞれを取り除くように構成された請求項８に記載の装置。
【請求項１４】
　前記識別ユニットが、前記物体参照データを、位置データであって前記物体参照データ
に含まれるそれぞれの位置データによって識別されたそれぞれの位置とは異なる位置で検
知された、検知されることが予想された物体のための位置データで、更新するように構成
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された請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　フィルタユニットであって、車両が運転される道路の上方に所定の高さで配置された道
路外の物体ではないと決定された検知された物体を取り除くことにより前記識別ユニット
によって識別から検知された物体をフィルタリングするように構成されたフィルタユニッ
トを更に具備する請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記所定の高さが、３．０４８ｍである請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記検知ユニットが撮像デバイスの出力イメージに基づいて前記物体の特徴を認識する
ように構成され、前記撮像デバイスが、１又は複数のカメラ及び１又は複数のライダーの
少なくとも一方を含み、
　前記識別ユニットが、前記出力イメージで、前記検知ユニットによって認識された前記
物体の前記特徴を特徴データと比較するための特徴比較を実行するように構成された請求
項１に記載の装置。
【請求項１８】
　車両のための装置であって、
　前記車両の位置を決定するためのナビゲーション手段と、
　前記車両の外側にある物体を検知し且つ前記物体の特徴を認識するための検知手段と、
　物体の特徴データ及び前記物体の位置を識別する位置データを含む物体参照データをロ
ーカルに記憶するための記憶手段と、
　前記検知手段によって認識された前記物体の前記特徴を、前記記憶手段に記憶された、
検知されることが予想された物体の前記特徴データと比較することによって、前記車両の
決定された位置に基づいて前記検知されることが予想された物体を識別するための識別手
段と、
　それぞれの物体の位置を識別する前記物体及び対応する位置データの付加的な特徴デー
タを含む付加的な物体参照データを記憶するリモートデータベースと通信するための送受
信機と、を具備し、
　前記識別手段が第１の物体を識別することができないと決定するのに応じて、前記送受
信機は、前記付加的な物体参照データにアクセスするために前記リモートデータベースと
通信し、前記識別手段が、前記第１の物体を識別するために、前記第１の物体の特徴を前
記付加的な特徴データと比較し、
　前記ナビゲーション手段が、識別された物体の位置データに基づいて前記車両の位置を
更新する装置。
【請求項１９】
　車両のための方法であって、
　前記車両の位置を決定することと、
　前記車両の外側にある物体を検知し且つ前記物体の特徴を認識することと、
　物体参照データであって、物体の特徴データ及び前記物体の位置を識別する位置データ
を含み、ローカルデータベース内に記憶された物体参照データへと前記ローカルデータベ
ースから、アクセスすることと、
　前記認識において認識された前記物体の前記特徴を、前記ローカルデータベースに保存
された、検知されることが予想された物体の前記特徴データと比較することによって、前
記車両の決定された位置に基づいて前記検知されることが予想された物体を識別すること
と、
　第１の物体が識別され得ないことを検知するのに応じてリモートデータベースと通信し
、前記物体の付加的な特徴データ及びそれぞれの物体の位置を識別する対応する位置デー
タを含む、前記リモートデータベースの付加的な物体参照データにアクセスすることと、
　前記第１の物体を識別するために前記第１の物体の特徴を前記付加的な特徴データと比
較することと、
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　識別された物体の位置データに基づいて前記車両の位置を更新することと、を含む方法
。
【請求項２０】
　１又は複数のプロセッサによって実行されたときに、請求項１９に記載の方法を前記１
又は複数のプロセッサに実行させる実行可能な命令を含む非一時的なコンピュータ可読記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の態様は、自動車のための自律運転システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両システムは、車両の周囲の物体を検知するため、且つ、縁石、車線及び道路標識の
ような道路上の要素と、特定の高さよりも上方の物体を含む道路外の要素と、の間で識別
するための、センサ及び／又は撮像装置を利用することができる。車両の自律操作のため
の運転指示を生成するため、これらの高さのある物体は、車両の決定された位置を改善す
るべく検知され得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　処理システムを含む装置は、制御車両内で、又は、制御車両と関連してアルゴリズム的
処理を実行することができ、自律機能性又は操作性を提供することができる。メモリのよ
うな非一時的なコンピュータ可読媒体は、１又は複数の処理デバイス又は構成要素によっ
てアルゴリズム的処理を実行するために、コンピュータプログラムを記憶することができ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　車両のための装置は、車両の位置を決定するように構成されたナビゲーションユニット
を含んでもよい。検知ユニットは、車両の外側にある物体を検知し、物体の特徴を認識す
るように構成され得る。ローカルデータベースは、物体の位置を識別する特徴データ及び
位置データを含み得る、物体参照データを記憶するように構成され得る。識別ユニットは
、検知ユニットによって認識された物体の特徴を、ローカルデータベースにおいて検知さ
れることが予想された物体の特徴データと比較することによって、車両の決定された位置
に基づいて検知されることが予想された物体を識別するように、構成され得る。送受信機
は、リモートデータベースであって物体の付加的な特徴データと、それぞれの物体の位置
を識別する対応する位置データと、を有した付加的な物体参照データを記憶するリモート
データベースと通信するように構成され得る。更に、識別ユニットが第１の物体を識別す
ることができないことを決定するのに応じて、送受信機は、付加的な物体参照データにア
クセスするためにリモートデータベースと通信するように構成され得る。識別ユニットは
、第１の物体を識別するために、第１の物体の特徴を、付加的な特徴データと比較するよ
うに、構成され得る。ナビゲーションユニットは、識別された物体の位置データに基づい
て車両の位置を更新するように、更に構成され得る。
【０００５】
　識別ユニットが、第１の物体を識別することができないと決定するのに応じて、識別ユ
ニットは、車両の決定された位置に基づいて検知されることが予想された物体のため、ロ
ーカルデータベースとリモートデータベースとの間でそれぞれの特徴データを比較し、リ
モートデータベースに含まれた付加的な情報を反映させるべくローカルデータベースを更
新するように構成され得る。
　付加的な情報には、物体のための更新された位置又は特徴データが含まれ得る。
【０００６】
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　第１の物体は、車両の決定された位置に基づいて検知されることが予想された物体の１
つであってもよく、識別ユニットは、検知された物体の１つを第１の物体として識別する
ために、検知された物体の認識された特徴を、第１の物体の特徴データと比較するように
構成されてもよい。
【０００７】
　第１の物体は、検知ユニットによって検知される物体であってもよい。第１の物体が車
両の決定された位置に基づいて検知されることが予想された物体の１つではないことを識
別ユニットが決定するのに応じて、送受信機は、リモートデータベースから識別応答を受
信するように構成され得る。
【０００８】
　第１の物体及び対応する位置の識別を含む識別応答に応じて、ローカルデータベースは
、第１の物体のために対応する物体参照データを記憶するように構成され得る。
【０００９】
　リモートデータベースに送信された認識された特徴に基づいてリモートデータベースが
決定し得る、識別応答に含まれた車両の位置データに応じて、ナビゲーションユニットは
、識別応答に含まれる位置データに基づいて、車両の位置を更新するように構成され得る
。
【００１０】
　ディスプレイが含まれ得る。ディスプレイは、第１の物体の特徴を、付加的な物体参照
データの付加的な特徴データと比較した後に、識別ユニットが第１の物体を識別すること
ができないことを決定するのに応じて、或いは、識別ユニットが第１の物体を識別するた
めに付加的な物体参照データにアクセスすることができないことを決定するのに応じて、
検知されることが予想された物体が配置された領域のイメージを表示することができる。
ディスプレイは、物体選択入力及び物体定義入力の少なくとも一方を受信することができ
、ディスプレイは、物体選択入力又は物体定義入力に基づいて、第１の物体を識別するこ
とができる。
【００１１】
　ローカルデータベースは、車両の決定された位置とは無関係である共通物体（common o
bjects）の特徴データを含む共通物体参照データを記憶するように、構成され得る。識別
ユニットは、識別ユニットが付加的な物体参照データにアクセスすることができないとき
、物体参照データ及び共通物体参照データに基づいて、物体リストを作成するように構成
され得る。識別ユニットは、第１の物体の特徴を付加的な物体参照データの付加的な特徴
データと比較することによって、識別ユニットが第１の物体を識別することができないと
き、物体参照データ、共通物体参照データ、及び、付加的な物体参照データに基づいて、
物体リストを作成するように構成され得る。
【００１２】
　ディスプレイは、インタフェースユニットがイメージを表示するときに、物体リストを
含む選択メニューを表示するように構成され得る。
【００１３】
　物体選択入力は、選択メニューを通して提供されてもよく、物体選択入力は、物体リス
トにおけるアイテムの選択であってもよい。物体定義入力は、選択メニューによって提供
されてもよく、独立した物体識別の選択であってもよい。独立した物体識別は、物体リス
トとは無関係に、使用者が定義することが可能な入力であってもよい。
【００１４】
　識別ユニットは、物体選択入力又は物体定義入力に基づいて、第１の物体の特徴データ
、及び、第１の物体の位置を識別する位置データを決定するように、構成され得る。識別
ユニットは、決定された特徴データ及び決定された位置データで物体参照データを更新す
るように、構成され得る。
【００１５】
　識別ユニットは、第１の物体が検知されることが予想された物体であり、第１の物体の
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特徴と付加的な特徴データとの比較が、検知されることが予想された第１の物体がもはや
存在しないことを示すとき、物体参照データに含まれるそれぞれの特徴データ及びそれぞ
れの位置データを取り除くように構成することができる。識別ユニットは、検知されるこ
とが予想された第１の物体がもはや存在しないことを示す、物体選択入力又は物体定義入
力を受信するとき、物体参照データに含まれたそれぞれの特徴データ及びそれぞれの位置
データを取り除くように、構成され得る。
【００１６】
　識別ユニットは、位置データであって物体参照データに含まれるそれぞれの位置データ
によって識別されたそれぞれの位置とは異なる位置で検知された、検知されることが予想
された物体の位置データで、物体参照データを更新するように、構成され得る。
【００１７】
　車両のための装置には、フィルタユニットが含まれ得る。フィルタは、車両が運転され
る道路の上方に所定の高さで配置された道路外の物体ではないと決定された検知された物
体を取り除くことにより識別ユニットによって識別から検知された物体をフィルタリング
するように構成され得る。
【００１８】
　所定の高さは３．０４８ｍ（１０ｆｔ）とすることができる。
【００１９】
　検知ユニットは、撮像デバイスの出力イメージに基づいて、物体の特徴を認識するよう
に構成することができる。撮像デバイスには、１又は複数のカメラ及び１又は複数のライ
ダーが含まれ得る。識別ユニットは、検知ユニットによって認識された物体の特徴を特徴
データと比較するため、出力イメージで特徴比較を実行するように構成され得る。
【００２０】
　車両のための装置は、車両の位置を決定するためのナビゲーション手段と、車両の外側
にある物体を検知し且つ物体の特徴を認識するための検知手段と、物体の特徴データ及び
物体の位置を識別する位置データを含む物体参照データをローカルに記憶するための記憶
手段と、を有することができる。装置は、検知手段によって認識された物体の特徴を、記
憶手段に記憶された、検知されることが予想された物体の特徴データと比較することによ
って、車両の決定された位置に基づいて検知されることが予想された物体を識別するため
の識別手段を有することができる。それぞれの物体の位置を識別する物体及び対応する位
置データの付加的な特徴データを含む付加的な物体参照データを記憶するリモートデータ
ベースと通信するための送受信機が提供され得る。
【００２１】
　識別手段が第１の物体を識別することができないと決定するのに応じて、送受信機は、
付加的な物体参照データにアクセスするためにリモートデータベースと通信し、識別手段
が、第１の物体を識別するために、第１の物体の特徴を付加的な特徴データと比較する。
ナビゲーション手段は、識別された物体の位置データに基づいて車両の位置を更新するこ
とができる。
【００２２】
　車両のための方法は、車両の位置を決定することと、車両の外側にある物体を検知し且
つ物体の特徴を認識することと、物体参照データであって、物体の特徴データ及び物体の
位置を識別する位置データを含み、ローカルデータベース内に記憶された物体参照データ
へとローカルデータベースから、アクセスすることと、を含むことができる。第１の物体
が識別され得ないことを検知するのに応じてリモートデータベースと通信を開始すること
ができ、物体の付加的な特徴データ及びそれぞれの物体の位置を識別する対応する位置デ
ータを含む、リモートデータベースの付加的な物体参照データにアクセスする。第１の物
体を識別するため、第１の物体の特徴は、付加的な特徴データと比較することができる。
識別された物体の位置データに基づいて車両の位置が更新され得る。
【００２３】
　方法は、１又は複数のプロセッサ又は処理システムにより実行することができる。更に
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、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、１又は複数のプロセッサによって実行された
ときに、その方法を１又は複数のプロセッサに実行させる実行可能な命令を含む。
【００２４】
　上の各段落は、一般的な緒言として提供している。記載する実施態様及び例は、その効
果と共に、添付の図面と次に示す詳細な説明を参照することにより、最もよく理解される
。
【００２５】
　本開示の態様とその多くの効果のより完全な認識は、添付の図面と共に考慮され、次に
示す詳細な説明を参照することにより容易になされ、同様に、よりよく理解されるように
なる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】例示的な制御システムを概略的に示す。
【図２】識別される物体を含む、車両が進行する道路の図を示す。
【図３】図１の道路上の物体を検知する車両の図を示す。
【図４】例示的な制御システムの方法及びプロセスを示すアルゴリズム的フローチャート
である。
【図５】物体を識別する例示的な方法及びプロセスを示すアルゴリズム的フローチャート
である。
【図６】リモートデータソースから付加的な物体参照データを得る例示的な方法及びプロ
セスを示す、アルゴリズム的フローチャートである。
【図７】予め識別されていない物体を識別するためにユーザ入力データを得る、例示的な
方法及びプロセスを示す、アルゴリズム的フローチャートである。
【図８】ローカルデータベースにおける物体の位置を更新する例示的な方法及びプロセス
を示す、アルゴリズム的フローチャートである。
【図９】使用者によって識別されていない物体を識別するのに用いられる、ヒューマンマ
シンインタフェースを示す。
【図１０】ナビゲーションシステムの例示的な処理ハードウェアを概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図面において、類似する参照符号又は表示は、複数の図を通して同一の又は対応する部
分を表す。さらに、本明細書に使用する「ａ」、「ａｎ」などの語は、特に明記しない限
り、通常、「１以上」の意味を有するものとする。さらにまた、本開示の態様及びアルゴ
リズムは、例えばネットワークを通じて別々に提供され得るか又は協働して接続され得る
１以上のコンピュータ化されたシステムによって実行することができる。
【００２８】
　本開示の態様は、推定された位置を、車両位置であって所定のルートで車両の周囲にあ
ると予想される道路外の高い位置にある物体を検知することで決定された車両位置と、比
較することによって、車両位置の決定及び自律車両操作を向上させるものである。
【００２９】
　目的地に至るように車両を自律的に操作するために用いられる車両位置を連続的に改善
するため、車両制御システムは、所定の車両ルート上の車両の周囲に位置する、既存の物
体を利用することができる。
【００３０】
　車両制御システムは、車両ルートに沿った既存の物体の特徴及び位置データを提供する
ため、車両制御システムのローカルデータベースに予め記憶され、又は、無線ネットワー
クで得られ得る、デジタル衛星及び街路レベルのマップを利用することができる。車両制
御システムは、特徴及び位置データを、特定の特徴を有した既存の物体に対応する物体参
照データの部分集合（subset）へとフィルタリングし、予想される物体のリストを決定す
ることができる。データをフィルタリングするのに用いることができる特徴には、物体の
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種類及び車両が進行している道路に対する高さが含まれ得る。車両ルートに沿った、予想
される車両位置は、予想される物体のリストに対応する物体情報に含まれる位置データを
用いて、車両制御システムにより決定することができる。車両制御システムは、車両の予
想される位置に基づいて、車両の自律操作の運転指示を策定する（formulate）すること
ができる。
【００３１】
　所定の車両ルートに沿って自律的に自律操作する車両付近の物体の特徴を検知して認識
するため、複数のセンサが、車両制御システムによって利用され得る。車両付近で検知さ
れた物体の、検知された特徴及び位置データは、認識された特徴に基づいて、検知された
物体情報の部分集合へとフィルタリングされ得る。検知された特徴及び位置データをフィ
ルタリングするために利用される特徴には、物体の種類及び車両によって自律運転される
道路よりも上方の高さが含まれていてもよい。車両制御システムは、検知された物体情報
を、予想される物体に対応する物体参照データと比較し、予想される物体が検知されたか
否かを決定することができる。車両制御システムは、検知された物体の位置データに基づ
いて車両位置を推定し、推定された位置に基づいて、車両の自律操作の運転指示を修正す
ることができる。所定のルートに沿うと予想される、検知された物体の位置データが、対
応する、予想される物体に対して検知された物体情報によって示される位置データとは異
なる場合、物体参照データは、検知された物体位置データによって更新される。
【００３２】
　車両のより正確かつ安全な自律操作は、所定のルートに沿って車両位置を推定し改善す
るのに用いられ得る、多数の物体によって達成することができる。予想される物体が識別
されるか、又は予想される物体の一群が識別されると、車両は、その位置及び配向（「ポ
ーズ」）を改善するように制御されることができ、ナビゲーションユニットからの高レベ
ルの運転指示に従いつつ、その路程測定（odometry）を更新して、より正確なナビゲーシ
ョンを達成することができる。特定の種類及び高さの物体（例えば、建物、照明用及びケ
ーブルを支持するポール、木、広告標識）は、数が多く、これらは、道路に沿った他の要
素又は構造により簡単には妨げられないので、容易に検知され得る。参照ポイントとして
、特定の物体の既知の位置を用いることによって、自律的に操作される車両が安全に目的
地に到達することを確実とするための、多数の比較点を提供することができる。加えて、
検知された位置データで予想される位置データを更新することで、予め選択された目的地
への旅程に必要な、参照データと検知された物体情報との間の比較数が減少する。
【００３３】
　ここで、図面を参照して、本開示の態様について論じる。類似する参照符号は、複数の
図を通じて同一の又は対応した部分を表す。
【００３４】
　図１は、例示的な実施態様による制御システムのブロック図を示す。図１に示すように
、制御システムには検知ユニットが含まれ得る。検知ユニットには、車両の操作条件及び
車両周囲領域の物体の位置データを含む情報を検知するように構成される、１以上のセン
サが含まれ得る。センサは、例えば、１以上のライダー、レーダー、ソナー、カメラ、又
はこれらの組合せであってもよい。図１の制御システムの検知ユニットに含まれるセンサ
の種類、取付け位置及び数は、制御システムが利用される車両の種類によって選択するこ
とができる。
【００３５】
　車両制御システムには、検知ユニットから特徴及び位置データを受信し、このデータを
制御システムの適切な処理ユニットに配信する、フィルタユニットが含まれ得る。検知さ
れた特徴及び位置データについて、フィルタユニットは、検知ユニットからのデータが、
特定の種類及び高さの物体を示すことを決定してもよい。フィルタユニットは、道路外の
鉛直に固定された物体の高さに基づいて、道路外の鉛直に固定された物体（例えば、照明
用ポール及び電柱、木の幹、街灯、建物の端部、高い標識）に関する特徴及び位置データ
を含む物体情報をフィルタリングし、後述する識別ユニットに物体情報を送信してもよい
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。
【００３６】
　図１に示すように、車両制御システムには、横方向／長手方向の位置決定ユニットが含
まれ得る。横方向／長手方向の位置決定ユニットには、長手方向の位置システム及び横方
向の位置システムが含まれ得る。長手方向の位置システムは、フィルタユニットを介して
検知ユニットから提供される情報に基づいて車両の長手方向の位置を決定し得る、車内の
路程測定システムから構成されていてもよい。車内の路程測定システムは、運転されてい
ないハンドルにおけるアンチロックブレーキングシステム（ＡＢＳ）にあるセンサ、及び
／又は、検知ユニットの一部であてもよい道路表示認識カメラから、情報を利用してもよ
い。
【００３７】
　図１に示す制御システムの横方向の位置システムは、道路又は車線の境界に対する車両
の位置を決定してもよい。横方向の位置システムは、車両の横方向の位置を決定するため
に、車両側に取り付けられたライダー、又は、検知ユニットの一部であってもよい他の種
類のセンサ、及び、関連した処理アルゴリズムからの情報を利用してもよい。横方向の位
置システムは、道路の横方向の特徴（例えば、道路又は車線の幅）を観察してもよく、観
察された特徴を、以下で詳細に説明される自動ナビゲーションユニットに含まれ得るナビ
ゲーションシステムによって提供されたマップに基づいた情報と、比較してもよい。
【００３８】
　図１に示され且つ上述されたように、車両制御システムには、ナビゲーションシステム
を備えた自律ナビゲーションユニットが含まれ得る。ナビゲーションシステムは、ＧＰＳ
ユニットからの衛星及び街路レベルのマップと、二次元の道路のカーブ情報と、を有して
もよい。二次元の道路のカーブ情報は、道路の直線／カーブ区分の位置及び長さと、他の
道路の詳細な情報（例えば、道路の標高及び傾斜）と、を有してもよい。自動ナビゲーシ
ョンユニットは、衛星及び街路レベルのマップ、並びに、二次元の道路のカーブ情報を処
理し、車両運転制御プロセッサによって実行される高レベルの運転指示（例えば、右折左
折、車線変更、道路工事）を提供してもよい。
【００３９】
　図１に示すように、車両制御システムは、ドライバー及び自律ナビゲーションユニット
と双方向通信する、ユーザインタフェースを有してもよい。ユーザインタフェースは、車
両が自律的に運転される位置の選択のためにドライバーに表示される自律ナビゲーション
ユニットから、衛星及び街路レベルのマップを受信してもよい。ユーザインタフェースは
、ドライバーから位置選択入力を受信し、自律ナビゲーションユニットにその位置選択入
力を提供してもよい。自律ナビゲーションユニットは、選択された目的地及びナビゲーシ
ョンシステムからの情報に基づいて車両が自律的に運転される最適ルートを決定してもよ
い。最適ルート情報は、ドライバーの個人的な好み（すなわち、ドライバーは、渋滞が予
想され得る特定の道路又は領域を回避することを望むかもしれない）を考慮することがで
きる。最適ルート情報は、方向の変更、道路の変更、右折左折等の全ての点を含んでもよ
く、自律ナビゲーションユニットによって他の一般的な道路情報と共に処理されて、車両
運転制御プロセッサによって実行される運転方向のシーケンスに変換されてもよい。
【００４０】
　上述のルート情報に加えて、自律ナビゲーションユニットは、一般的なランドマークに
対応した物体データのため、ナビゲーションシステムから、最適ルートに対応するルート
情報をポーリングする。自律ナビゲーションユニットは、一般的なランドマークのため物
体データをフィルタリングしてもよく、特徴及び位置データを含む物体参照データを識別
ユニットに送信してもよい。物体参照データは、照明用ポール及び電柱、木の幹、街灯、
建物の縁部、高い位置にある標識等を含み得る道路外の鉛直に固定された物体である、一
般的なランドマークに対応してもよい。
【００４１】
　識別ユニットは、車両ローカルデータベース、リモートデータベースと通信する無線イ
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ンタフェース、フィルタユニット、及び、自律ナビゲーションユニットからデータを受信
してもよい。識別ユニットが自律ナビゲーションユニットから物体参照データを受信する
とき、識別ユニットは、自律操作のルートに存在することが予想される物体のリストを作
成してもよい。識別ユニットは、車両の自律操作の間、予想される物体のため、特徴及び
位置データを含む物体参照データを参照用のデータベースに送信してもよい。
【００４２】
　自律操作の間、フィルタユニットは、検知された道路外の鉛直に固定された物体の、検
知された物体情報を、識別ユニットに送信することができる。識別ユニットは、検知され
た物体情報を、予想される物体に対応する物体参照データの特徴及び位置データと、比較
することができる。比較に基づいて、識別ユニットは、予想される物体のリストにおける
物体が検知されたか否かを決定し、これらを識別することができる。識別された物体の位
置データは、識別された物体に対する推定された車両位置を決定するために自律ナビゲー
ションユニットに送信され得る。予想される物体が検知されない状況において、識別ユニ
ットは、付加的な物体参照データを受信するために無線インタフェースと通信してもよい
。識別ユニットは、物体選択入力又はドライバーが定めた物体定義入力の一方を受信する
ため、自律ナビゲーションユニットによってユーザインタフェースへ物体のリストを送信
してもよい。自律ナビゲーションユニットは、運転指示のシーケンスを連続的に修正する
ために、車両の位置に基づいて車両位置を更新してもよい。
【００４３】
　図２は、制御システムを用いて車両が自律的に運転され得る、道路を示す。また、図２
は、制御システムにより検知することができる、２つの種類の物体も示す。第１の物体の
組は、道路標識、縁石、マイル標識、信号、郵便受け等を含み得る、道路上の物体（ＲＥ
１、ＲＥ２）を含んでもよい。第２の物体の組は、高い位置にある固定された物体（ＯＥ
１‐ＯＥ５）を含んでもよい。図３は、種々のセンサ（例えば、ライダー、レーダー、ソ
ナー又はカメラ）によって得ることができる、検知信号（Ｄ１‐Ｄ５）を得る車両（Ｂ）
を示す。特徴及び位置データとして処理される検知信号（Ｄ１‐Ｄ５）は、検知された物
体情報へとフィルタリングされ、自律運転操作のため車両の位置を推定して改善するべく
、制御システムによって使用される。
【００４４】
　図４は、例示的な制御システムの方法及びプロセス４００を示す、アルゴリズム的フロ
ーチャートである。
【００４５】
　ステップＳ４０２において、制御システムは、通常操作で、又は、制御システムの指示
によって、車両が既知の位置へ移動した後、マップに対する車両の位置及び配向を決定す
る。例えば、制御システムは、現在の位置に基づいて最も近い既知の位置を示すように、
ユーザインタフェース又はディスプレイを操作してもよく、自律運転操作要求に応じて既
知の位置へと車両を動かすように、ドライバーに指示してもよい。
【００４６】
　ステップＳ４０４において、制御システムは、ドライバーによって特定された目的地を
受信する。制御システムは、ローカルデータベースに記憶されてもよく、或いは、外部ソ
ース（例えば、ＧＰＳユニット）を通して提供されるナビゲーションデータから、車両が
目的地に到達するように自律的に運転されるルートを決定してもよい。決定されたルート
に基づいて、制御システムは、ルート情報のためのナビゲーションデータを処理してもよ
く、自律的に車両を運転するために実行される運転指示のシーケンスを決定してもよい。
決定された車両ルートは、回避する道路、交通事情、時刻などに関するドライバー入力の
嗜好を組み込んでもよい。
【００４７】
　ステップＳ４０６において、制御システムは、ルート情報から、車両ルートに沿って特
定の基準を満たす、物体の位置及び特徴データを含んだ物体参照データを抽出する。基準
は、ルートに沿った（すなわち、道路上又は道路外の）物体の種類、及び、車両ルートと
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して進行する道路の上方の物体の高さに基づいていてもよい。高さ閾値は、道路よりも高
い、少なくとも３．０４８ｍ（１０ｆｔ）の高さであってもよいが、他の値であってもよ
い。位置データを含む物体参照データは、車両のローカルデータベースに記憶されてもよ
い。制御システムは、特定の基準に基づいた予想される物体のリストを追加し、ローカル
データベース内の対応する物体参照データを、それぞれの予想される物体にリンクさせる
。また、物体参照データは、特定の基準を満たす物体のためのシーケンスデータを含んで
もよい。シーケンスデータは予想されるシーケンスに対応してもよく、物体は、決定され
たルート上で進行する車両による遭遇が予想され得る。
【００４８】
　ステップＳ４０８において、制御システムは、運転指示のシーケンスに基づき、横方向
及び長手方向の運転制御を用いて車両が自律的に運転されるように制御する。車両の路程
測定、及び、道路又は車線境界に対する横方向の位置は、車両ルートにおける次の地点へ
と車両を運転するのに用いられる。例えば、制御システムは、所定のホイール路程測定の
縁石又は車線境界、観察された二次元の道路カーブ、及び、車両ルートに沿った次の目的
地への距離に従ったシンプルな動作で、車両を運転させることができる。制御システムは
、車両ルートに沿う道路に沿った次の位置への距離を短くするために、車両を運転するた
めの長手方向の車両制御を使用してもよい。さらに、制御システムは、車両ルートに亘り
道路内又は車線境界内に車両を維持するために、横方向の車両制御を使用してもよい。
【００４９】
　例示的な制御システム及び方法４００において、制御システムは、物体参照データを用
いて物体を連続的に識別するために、車両を自律的に運転しつつ、５００でアルゴリズム
を実行してもよい。
【００５０】
　ステップＳ４１０において、制御システムは、車両ルートに沿って識別された物体のた
め、物体位置データを含む検知された物体情報に基づいて予想される車両位置を推定して
もよい。車両は、他の車両及び歩行者との衝突を回避しつつ、不一致を最小化するように
、識別された物体のパターンから予想される推定された位置で、その位置及び配向（「ポ
ーズ」）を更新（適合）させるために自律的に運転される。車両がルート終点の目的地に
到達するまで、制御システムは、連続的に車両の位置を推定して、更新してもよい。
【００５１】
　物体を識別する例示的なアルゴリズムを図５に示す。
【００５２】
　ステップＳ５０２において、制御システムは、車両に設けられた種々のセンサを利用す
ることによって、車両ルートに沿って物体を検知する。制御システムは、（位置データを
含み得る）検知された物体の特徴を認識し、また、物体が検知されるシーケンスを認識し
てもよい。
【００５３】
　ステップＳ５０４において、制御システムは、検知された物体の位置及び認識された特
徴データを、検知された物体情報へと処理し、フィルタリングする。更に検知された物体
情報は、それぞれの検知された物体のために認識されたシーケンスデータを有してもよく
、一方の検知された物体に対して、他方の検知された物体が検知された、相対的な順序を
有することができる。制御システムは、物体の高さ、種類（道路上又は道路外）又はその
両方に基づいて、特徴及び位置データをフィルタリングすることができる。例えば、制御
システムは、検知された高い位置にある固定された物体（例えば、図２の物体ＯＥ１‐Ｏ
Ｅ４）のため、位置及び認識された特徴データを、検知された物体情報へとフィルタリン
グしてもよい。その代わりに又はそれに加えて、制御システムは、道路上の物体に対して
対向するように検知された道路外の物体（例えば図２のＲＥ１及びＲＥ２）のために位置
及び特徴データをフィルタリングして、検知された物体情報と認識してもよい。
【００５４】
　ステップＳ５０６において、制御システムは、ステップＳ４０６においてローカルデー
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タベースに記憶される、予想される物体のための物体参照データを、ステップＳ５０４で
位置及び認識された特徴データからフィルタリングされた、検知された物体情報と、比較
する。比較のプロセスは、車両ルートに沿った領域において予想され且つ／又は検知され
る物体の密度に基づいて、連続的なものであってもよく、或いは、一時的なものであって
もよい。例えば、物体の密度が所定のレベルよりも低い領域においては、制御システムは
、必要に応じて又は一時的に、物体参照データと検知された情報とを比較することができ
る。制御システムは、「オンデマンドの」比較を実行することができる（すなわち、車両
が予想される物体に接近しているか、又は、物体の検知が予想される領域に接近している
と決定するとき、物体情報間の比較が実行され得る）。逆に、予想される物体の密度が高
い状況において、制御システムは、連続的に、物体参照データと、検知された物体情報と
を比較することができる。
【００５５】
　他の状況において、物体がセンサによって検知されるシーケンスは、ナビゲーション情
報の別のソースとして機能し得る。例えば、道路標識、交通信号及び電柱が、連続的に検
知されることが予想される場合であってもよい。道路標識より前に検知された交通信号よ
り前に、電柱が検知された場合、予想された方向とは反対方向に車両が移動したことを決
定することができる。車両のポーズ（すなわち、例えば、ナビゲーションシステム又はマ
ップにおける車両の方向／配置）は、検知された物体情報及び物体参照データにおけるシ
ーケンスデータ間の比較と、予想される方向に対して反対方向に車両が移動したという決
定と、に基づいて、更新されてもよい。
【００５６】
　ステップＳ５０８において、制御システムは、ステップＳ５０６で実行された比較に基
づいて、予想される物体のリストにおける物体を識別する。制御システムが予想される物
体の物体参照データを、（検知された高い位置にある固定された物体の位置データを含み
得る）検知された物体情報に対して適合させるとき、制御システムは、予想される物体が
検知された物体として識別されたものと決定し、その逆も同様である。制御システムは、
予想される物体を識別するために、フィルタリングされた位置及び認識された特徴データ
（検知された物体情報）を、物体参照データと、連続的に比較してもよい。
【００５７】
　ステップＳ５１０において、制御システムは、検知された物体又は予想される物体が識
別できなかった／されなかったか否かを決定する。予想される物体のリストにおける物体
の全てが検知された物体として識別され、検知された物体のすべてが予想される物体とし
て識別された場合、物体を識別するための例示的なアルゴリズム５００は終了する。予想
される又は検知される物体がステップＳ５０８において識別されないと決定された場合、
制御システムは、以下で更に詳細に説明する、リモート識別６００のための例示的なアル
ゴリズムを実行する。
【００５８】
　ステップＳ５１２において、制御システムは、予め識別されていない物体が識別された
か否かを、リモート識別６００のアルゴリズムによって決定する。識別されなかった場合
、制御システムは、以下でより詳細に説明する、ユーザインタフェース識別７００の例示
的なアルゴリズムを実行する。ただし、物体がリモート識別６００で識別された場合、制
御システムは、予め識別されていない物体がステップＳ５１４で予想される物体であるか
否かを決定してもよい。
【００５９】
　ステップＳ５１４において、予め識別されていない物体が予想された物体である場合、
制御システムは、以下でより詳細に説明する、例示的な、予想される物体の位置更新アル
ゴリズム８００を実行する。これは、センサ故障、センサエラーを生じる運転条件、ステ
ップＳ４０４で処理されるナビゲーションデータによって説明されない、予想された物体
の再配置、又は、予想された物体の位置データに関するナビゲーションデータの不正確さ
の結果として、生じ得る。
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【００６０】
　ステップＳ５１４において、予め識別されていない物体が検知され、これが予想された
物体ではない場合、制御システムは、予め識別されていない物体のために、ステップ５１
６における車両ローカルデータベースに物体情報を加える。これは、ステップＳ４０４で
処理されるナビゲーションデータへの最近の更新に先行した、木、ポール、建物など又は
他の道路外の高さのある固定された物体の追加の結果として生じる可能性がある。
【００６１】
　図６は、リモート識別アルゴリズム６００を示す、アルゴリズム的フローチャートであ
る。
【００６２】
　ステップＳ６０２において、制御システムは、例えば無線ネットワークを経て、リモー
トデータベースにアクセスできるか否かを決定することができる。制御システムが、リモ
ートデータベースが利用可能でないと決定する場合、リモート識別アルゴリズム６００は
、識別されない物体を識別せずに終了してもよい。
【００６３】
　ステップＳ６０４において、制御システムが、リモートデータベースがアクセス可能と
決定する場合、制御システムは、物体データ（物体参照データ又は検知された物体情報）
、或いは、ナビゲーションデータを、リモートデータベースへとアップロードすることが
できる。例えば、識別されない物体が識別されていない予想された物体であることが判断
される場合、制御システムは、予想された物体の物体参照データをアップロードすること
ができる。識別されない物体が予想された物体として識別されなかった、検知された物体
である場合、制御システムは、フィルタ済みの検知された特徴（検知された物体情報）も
アップロードすることができる。他の例では、制御システムは、車両のおおよその位置を
示すナビゲーションデータをアップロードすることができる。
【００６４】
　ステップＳ６０６において、制御ユニットは、リモートデータベースから追加参照デー
タを受信することができる。リモートデータベースは、車両位置ベースの物体参照データ
、若しくは、リモートデータベースにアップロードされる検知された物体情報、物体の識
別、及び／又は付加的な物体参照データを含む、追加参照データを送信することができる
。
【００６５】
　ステップＳ６０８において、制御システムは、追加参照データが車両位置を含むことを
判断することができる。この状況において、制御システムは、ステップＳ４１０に類似し
て、車両の位置を更新することができる。
【００６６】
　ステップＳ６１０において、制御システムは、追加参照データに基づいて、識別されな
い物体を識別することができる。制御システムが、ステップＳ６０６で付加的な物体参照
データを含む追加の参照データを提供する状況において、制御システムは、物体参照デー
タ及び／又は検知された物体情報と、付加的な物体参照データとを比較して、識別されな
い物体を識別することができる。識別が生じる場合、制御システムは、予め識別されてい
ない物体が予想される物体であるか、又は、予想される物体に加えて検知された物体であ
るか否かについて判断することができる。
【００６７】
　ステップＳ６１０において、制御システムは、物体参照データを比較して、それぞれの
予想される物体がまだ存在することを確認し、検知されずその後確認されなかった、予想
される物体について、ローカルデータベースから物体参照データを取り除くことができる
。また、ステップＳ６１０において、種類、サイズ、位置などを含む特徴を示す対応する
付加的な物体参照データが、いずれかの予想される物体に対して変化して、予め検知され
て識別される場合であっても、制御システムは、いずれかの予想される物体に対応する物
体参照データを修正することができる。
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【００６８】
　ステップＳ６１０において、識別が生じない場合、制御システムは、追加参照データに
基づいて、物体の補足リストを追加することができる。
【００６９】
　図７は、リモート識別アルゴリズム７００を示す、アルゴリズム的フローチャートであ
る。
【００７０】
　ステップＳ７０２において、制御システムは、位置を含み得る物体及び対応した物体情
報を識別する、修正する又は追加するのにドライバーにより使用され得る物体リストを、
車両のローカルデータベースに追加することができる。制御システムは、予めステップＳ
６１０で追加される場合、（識別される、及び、識別されない）予想される物体、例えば
、木、標識、ポールなどの物体を含む一般的な物体、及び、物体の補足リストからの物体
を有する物体リストを追加することができる。
【００７１】
　ステップＳ７０４において、制御システムは、例えば図９のように、検知された物体の
光景をユーザインタフェースに表示することができる。制御システムは、ステップＳ５０
２において検知されるすべての物体を表示しても、ステップＳ５０４のフィルタ済みの検
知された物体情報に対応する物体のみを表示してもよい。ユーザインタフェースのディス
プレイは、人間がアシストする自動運転の安全性を脅かすことなく、適切な動作を実行す
るように、ドライバーに都合の良い位置に配置される、別個のスクリーンであってもよい
。例えば、音声インタフェースを有するフロントガラス上に投影されるディスプレイ（複
合型音声‐視覚ＨＭＩ）などの透明なディスプレイを利用することができる。また、ディ
スプレイは、少なくともフロントガラスの一部に埋め込まれていてもよい。
【００７２】
　ステップＳ７０６において、制御システムは、識別されなかった予想される物体の予想
される位置、及び、予想される物体の予想される位置に近接した、ステップＳ７０２で追
加された物体リストを表示することができる。
【００７３】
　ステップＳ７０８において、制御システムは、ステップＳ５０２において車両の種々の
センサによって検知された識別されない物体に近接して物体リストを表示することができ
る。
【００７４】
　ステップＳ７１０において、制御システムは、識別されない予想される物体又はユーザ
インタフェースに表示される検知された物体に関連する、少なくとも１つの物体リストか
ら、選択入力を受信することができる。ステップＳ７１０において、制御システムは、リ
スト選択入力又はユーザ定義入力を受信することができる。前者の場合、選択入力は、ユ
ーザインタフェース上の識別されない物体と共に表示される、物体リストの物体のうちの
１つの選択によって提供される。後者の場合、選択入力は、ドライバーによる識別されな
い物体の定義の入力を可能にするか、又は、予想される物体がないことを示す、二次的な
選択オプションの選択によって提供される。また、制御システムは、ディスプレイの指定
されていない物体が識別される必要があることを示す、選択入力を受信することもできる
。この状況において、制御システムは、ドライバーがユーザインタフェースのタッチスク
リーン上の指定されていない物体を選択するとき、指定されていない物体に近接して物体
リストを提供することができる。
【００７５】
　ステップＳ７１２において、制御システムは、選択入力に基づいて、予め識別されてい
ない物体を識別することができる。加えて、制御システムは、二次的な選択入力によって
予想される物体の状態を要求することによって、識別されなかった予想される物体がまだ
存在するか否かを確認することができる。
【００７６】
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　ステップＳ７１２において、ドライバーが、予想される物体が存在しないと示す場合、
制御システムは、車両のローカルデータベースから対応する物体参照データを取り除くこ
とができる。ステップＳ７１２において、予め識別されていない物体が予想される物体で
あり、ドライバーが、予想される物体は存在するが、予想された位置にないことを示す場
合、制御システムは、ドライバーに対して、予想される物体を、ユーザインタフェースに
表示された検知された物体に適合させるように要求することができる。加えて、ドライバ
ーが、予想される物体は存在するが検知されないことを示す場合、制御システムは、ドラ
イバーに対して、ユーザインタフェースのタッチスクリーン上に予想される物体を配置す
るように要求することができる。制御システムは、予想される物体位置更新のアルゴリズ
ム８００で使用するため、予想される物体のための位置データを記憶することができる。
【００７７】
　ドライバー入力は、タイピング／タッチスクリーンコマンドの代わりに、適切な音声コ
マンドを出すことによって提供され得る。例えば、物体がドライバーにより識別された場
合、この物体は、最初にユーザインタフェースのディスプレイに強調され、ドライバーか
らの音声指示が要求され得る。要求される音声指示の内容は、要素種別又は他の種類の識
別指示を含んでもよい。他の例において、ドライバーは、例えば「左に移動」、「右に移
動」及び「配置」のように、口頭の指示を出すことによって、対象となる物体が実際にあ
る位置へと、予想される位置を修正することができる。
【００７８】
　図８は、予想される物体の位置更新アルゴリズム８００を示す、アルゴリズム的フロー
チャートである。
【００７９】
　ステップＳ８０２において、制御システムは、リモート識別アルゴリズム６００又はユ
ーザインタフェースアルゴリズム７００で識別された、予想される物体に関連した位置デ
ータが、予想される物体のために車両データベース内に記憶された、対応する物体参照デ
ータの位置データに適合しないということを決定してもよい。
【００８０】
　ステップＳ８０４において、制御システムは、リモート識別アルゴリズム６００又はユ
ーザインタフェース識別アルゴリズム７００によって識別されたとき、予想される物体に
対応する物体参照データにおける位置データを、予想される物体に関連した位置データで
更新してもよい。
【００８１】
　図１０は、例示的な処理システムを示しており、且つ、ハードウェアであって、本開示
において説明された処理、アルゴリズム及び／又は方法の、実施及び／又は実行のための
、コントローラ又はコンピューティングシステム（例えば車両制御コンピューティングユ
ニット）において設けられた例示的なハードウェアを示す。
【００８２】
　図１０に示されるように、本開示による処理システムは、マイクロプロセッサ、又は、
中央処理装置（ＣＰＵ）及び／又は少なくとも１つの特定用途向けプロセッサ（ＡＳＰ）
（図示せず）のような同等のものを用いて実現され得る。マイクロプロセッサは、マイク
ロプロセッサを制御して、本開示のプロセス及びシステムを実行及び／又は制御するよう
に構成された、メモリ回路（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及び同等のもの）のようなコンピュー
タ可読媒体を利用する回路である。他の記憶媒体は、ハードディスク又は光ディスクドラ
イブを制御することができる、ディスクコントローラのようなコントローラによって制御
され得る。
【００８３】
　別の実施携帯におけるその態様としてのマイクロプロセッサは、本開示を拡大させるた
め、或いは、完全に実施するために、論理デバイスを有することができ、或いは、もっぱ
ら論理デバイスのみ有することができる。かかる論理回路は、限定されるものではないが
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、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルアレイ（ＦＰＧＡ）、
汎用配列論理回路（ＧＡＬ）、及び、これらの同等のものを含む。マイクロプロセッサは
、分離されたデバイス又はシングルプロセッシングメカニズムであってもよい。さらに、
本開示は、マルチコアＣＰＵの並列処理能力の利益を享受することができる。
【００８４】
　別の態様において、本開示による処理の結果は、ディスプレイコントローラによって、
ユーザインタフェースを提供するタッチスクリーンモニタに表示され得る。好適には、デ
ィスプレイコントローラは、改良された演算効率のため複数のグラフィックス処理コアに
よって提供され得る、少なくとも１つのグラフィック処理デバイスを有する。加えて、カ
メラ、ライダー、ソナー、レーダー等を含み得る、センサ１、２・・・Ｎからの信号及び
／又はデータを入力するため、且つ、タッチスクリーンモニタへと制御信号を出力するた
めの、Ｉ／Ｏ（入／出力）インタフェースが設けられる。タッチスクリーンモニタは、コ
マンド／指示インタフェースを提供するための、タッチセンサ式のインタフェースを有す
る。
【００８５】
　さらに、他の入力装置は、周辺装置としてＩ／Ｏインタフェースに接続され得る。例え
ば、（フラッシュドライブという形式をとることができる）ＧＰＳ更新ユニットは、更新
されたナビゲーションデータの、車両制御システムへのダウンロードを提供するため、Ｉ
／Ｏインタフェースに接続され得る。
【００８６】
　上述の構成要素は、制御可能なパラメータを含むデータの送信又は受信のために、ネッ
トワークインタフェースを介して、インターネット又はローカルイントラネットのような
ネットワークへと接続され得る。セントラルバスは、上述のハードウェア構成要素を共に
接続するために設けられ、両者間のデジタル通信のための少なくとも１つのパスを提供す
る。
【００８７】
　多くの実施態様を説明してきた。それでもなお、本開示の趣旨及び範囲から逸脱するこ
となく、種々の改良がなされてもよいことが理解される。例えば、開示する技術の段階が
異なる順序で実行される場合、開示するシステムの構成要素が異なる方法で組み合わされ
る場合、又は、構成要素が、他の構成要素に置換されるか若しくは他の構成要素で補足さ
れる場合、好適な結果が達成され得る。
【符号の説明】
【００８８】
　４００　　制御方法
　５００　　アルゴリズム
　６００　　リモート識別
　７００　　リモート識別アルゴリズム
　８００　　アルゴリズム
　Ｂ　　車両
　Ｄ１　　検知信号
　Ｄ２　　検知信号
　Ｄ３　　検知信号
　Ｄ４　　検知信号
　ＯＥ１　　固定された物体
　ＯＥ２　　固定された物体
　ＯＥ３　　固定された物体
　ＯＥ４　　固定された物体
　ＯＥ５　　固定された物体
　ＲＥ１　　道路上の物体
　ＲＥ２　　道路上の物体
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　Ｓ４０２　　ステップ
　Ｓ４０４　　ステップ
　Ｓ４０６　　ステップ
　Ｓ４０８　　ステップ
　Ｓ４１０　　ステップ
　Ｓ５０２　　ステップ
　Ｓ５０４　　ステップ
　Ｓ５０６　　ステップ
　Ｓ５０８　　ステップ
　Ｓ５１０　　ステップ
　Ｓ５１２　　ステップ
　Ｓ５１４　　ステップ
　Ｓ５１６　　ステップ
　Ｓ６０２　　ステップ
　Ｓ６０４　　ステップ
　Ｓ６０６　　ステップ
　Ｓ６０８　　ステップ
　Ｓ６１０　　ステップ
　Ｓ７０２　　ステップ
　Ｓ７０４　　ステップ
　Ｓ７０６　　ステップ
　Ｓ７０８　　ステップ
　Ｓ７１０　　ステップ
　Ｓ７１２　　ステップ
　Ｓ８０２　　ステップ
　Ｓ８０４　　ステップ
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