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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一以上のプロセッサにより、工事区域の範囲と、前記工事区域の作業中又は非作業中と
いった作業タイプの分類とを識別する更新された詳細マップ情報を受信するステップであ
って、前記工事区域の特徴が、記憶された詳細マップ情報と比べて車道に変化があったこ
とを示す場合、前記工事区域の前記作業タイプは作業中として分類される、ステップと、
　前記更新された詳細マップ情報を受信した後に、前記一以上のプロセッサにより、所与
の位置の工事物を識別するステップと、
　前記一以上のプロセッサにより、前記所与の位置における前記工事区域の範囲を識別す
るステップと、
　前記一以上のプロセッサにより、前記詳細マップ情報から前記工事区域の前記作業タイ
プの前記分類にアクセスするステップと、
　前記一以上のプロセッサにより、前記アクセスされた分類に基づいて、自立運転モード
を有する車両を操作するステップであって、前記工事区域の前記作業タイプが作業中とし
て分類された場合、前記分類に基づいて前記車両を操作するステップは、前記工事区域の
前記範囲を通じて前記車両を手動運転モードで操作するステップを含む、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記アクセスされた分類に基づいて前記車両を操作した後に、
　前記工事区域の前記作業タイプを再分類するステップと、
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　前記再分類に基づいて、前記詳細マップ情報内の前記工事区域の前記分類を更新するス
テップと、をさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記分類に基づいて前記車両を操作するステップは、前記車両を前記自律運転モードで
運転すべきか、それとも手動運転モードで運転すべきかを決定するステップを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記工事区域を識別する前記更新された詳細マップ情報は、前記工事区域の前記範囲内
における前記車両の運転挙動を制御する命令と共にさらに受信され、前記車両を操作する
ステップは、前記運転挙動を制御する前記命令にさらに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記作業中又は非作業中の分類の一方又は両方は、前記工事区域において作業がいつ行
われるかを識別する時間成分、又は、前記工事区域において工事による影響を受ける車道
車線の一方又は両方を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記更新された分類を別の車両に送信するステップをさらに含む、請求項２に記載の方
法。
【請求項７】
　詳細マップ情報を記憶するメモリと、
　一以上のプロセッサと、
　を備えたシステムであって、前記一以上のプロセッサは、
　工事区域と、前記工事区域の作業中又は非作業中といった作業タイプの分類とを識別す
る更新された詳細マップ情報を受信することであって、前記工事区域の特徴が、記憶され
た詳細マップ情報と比べて車道に変化があったことを示す場合、前記工事区域の前記作業
タイプは作業中として分類される、受信することと、
　前記更新された詳細マップ情報を受信した後に、所与の位置の工事物を識別することと
、
　前記所与の位置における前記工事区域の範囲を識別することと、
　前記詳細マップ情報から前記工事区域の前記作業タイプの前記分類にアクセスすること
と、
　前記アクセスされた分類に基づいて、自立運転モードを有する車両を操作することであ
って、前記工事区域の前記作業タイプが作業中として分類された場合、前記分類に基づい
て前記車両を操作することは、前記工事区域の前記範囲を通じて前記車両を手動運転モー
ドで操作することを含む、操作することと、
　を行うように構成される、システム。
【請求項８】
　前記一以上のプロセッサは、
　前記アクセスされた分類に基づいて前記車両を操作した後に、
　前記工事区域の前記作業タイプを再分類することと、
　前記再分類に基づいて、前記詳細マップ情報内の前記工事区域の前記分類を更新するこ
とと、
　を行うようにさらに構成される、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記分類に基づいて前記車両を操作することは、前記車両を前記自律運転モードで運転
すべきか、それとも手動運転モードで運転すべきかを決定することを含む、請求項７に記
載のシステム。
【請求項１０】
　前記工事区域を識別する前記更新された詳細マップ情報は、前記工事区域の前記範囲内
における前記車両の運転挙動を制御する命令と共にさらに受信され、前記車両を操作する
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ことは、前記運転挙動を制御する前記命令にさらに基づく、請求項７に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記作業中又は非作業中の分類の一方又は両方は、前記工事区域において作業がいつ行
われるかを識別する時間成分、又は、前記工事区域において工事による影響を受ける車道
車線の一方又は両方を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記分類に基づいて前記車両を操作する、請求項７に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記一以上のプロセッサは、前記更新された分類を遠隔コンピュータに送信することを
行うようにさらに構成される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１４】
　命令が記憶された一時的でない有形の機械可読媒体であって、前記命令は、一以上のプ
ロセッサにより実行されると、
　工事区域と、前記工事区域の作業中又は非作業中といった作業タイプの分類とを識別す
る更新された詳細マップ情報を受信するステップであって、前記工事区域の特徴が、記憶
された詳細マップ情報と比べて車道に変化があったことを示す場合、前記工事区域の前記
作業タイプは作業中として分類される、ステップと、
　前記更新された詳細マップ情報を受信した後に、所与の位置の工事物を識別するステッ
プと、
　前記所与の位置における工事区域の範囲を識別するステップと、
　前記詳細マップ情報から前記工事区域の前記作業タイプの前記分類にアクセスするステ
ップと、
　前記アクセスされた分類に基づいて、自立運転モードを有する車両を操作するステップ
であって、前記工事区域の前記作業タイプが作業中として分類された場合、前記分類に基
づいて前記車両を操作するステップは、前記工事区域の前記範囲を通じて前記車両を手動
運転モードで操作するステップを含む、ステップと、
　を含む方法を前記一以上のプロセッサに実行させる、
　媒体。
【請求項１５】
　前記方法は、
　前記アクセスされた分類に基づいて前記車両を操作した後に、
　前記工事区域の前記作業タイプを再分類するステップと、
　前記再分類に基づいて、前記詳細マップ情報内の前記工事区域の前記分類を更新するス
テップと、をさらに含む、
　請求項１４に記載の媒体。
【請求項１６】
　前記分類に基づいて前記車両を操作するステップは、前記車両を前記自律運転モードで
運転すべきか、それとも手動運転モードで運転すべきかを決定するステップを含む、請求
項１４に記載の媒体。
【請求項１７】
　前記工事区域を識別する前記更新された詳細マップ情報は、前記工事区域の前記範囲内
における前記車両の運転挙動を制御する命令と共にさらに受信され、前記車両を操作する
ステップは、前記運転挙動を制御する前記命令にさらに基づく、請求項１４に記載の媒体
。
【請求項１８】
　前記作業中又は非作業中の分類の一方又は両方は、前記工事区域において作業がいつ行
われるかを識別する時間成分、又は、前記工事区域において工事による影響を受ける車道
車線の一方又は両方を含む、請求項１４に記載の媒体。
【請求項１９】
　前記方法は、前記更新された分類を遠隔コンピュータに送信するステップをさらに含む
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、請求項１５に記載の媒体。
【請求項２０】
　前記更新された詳細マップ情報は、自立運転モードを有する車両内の一以上のプロセッ
サから受信される、請求項１に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願との相互参照〕
　本出願は、２０１３年４月１０日に出願された米国特許出願第１３／８５９，９９０号
の継続出願であり、この特許出願の開示は引用により本明細書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００２】
　自律走行車両は、様々なコンピュータシステムを用いて、乗員を１つの場所から別の場
所に輸送する支援を行う。自律走行車両には、パイロット、ドライバ又は乗員などのオペ
レータからの何らかの初期入力又は継続入力を必要とするものもある。例えばオートパイ
ロットシステムなどの他のシステムは、システムが既に作動している時にのみ使用するこ
とができ、これによってオペレータは、（オペレータが車両の動きを高度に制御する）手
動運転モードから（基本的に車両自体が運転を行う）自律運転モード、これらの間のいず
れかのモードへの切り替えができるようになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第８，１９５，３９４号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第１３／３６１，０８３号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第１３／７９９，８２９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらの車両は、自律運転モードでの動作時には、予め記憶しているマップデータに大
きく依拠することがある。このため、自律走行車両にとっては、工事区域が大きな課題と
なり得る。具体的には、これらの範囲が急速に変化して、その範囲の以前のマップデータ
が不正確又は過去のものになってしまうことがある。従って、工事区域を検出することが
重要なだけでなく、車両がこれらの区域をどのように通過すべきかを決定することも重要
である。通常、自律走行車両は、工事区域を識別又は発見すると、ドライバ及び他のあら
ゆる乗員の安全を確保するために車両の制御を自動的にドライバに受け渡すことができる
。しかしながら、長期工事計画中の幹線道路などのように、実際には工事区域が自律走行
車両にとっての走行課題にならない場合には、このことがドライバのストレスになる場合
もある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の態様は、方法を提供する。この方法は、工事区域に関連する第１の工事物を識
別するステップと、識別された工事物に基づいて、工事区域の範囲のマップを作成するス
テップと、プロセッサにより、詳細マップ情報に基づいて工事区域の作業状況タイプを分
類するステップと、詳細マップ情報に工事区域の範囲及び分類を追加するステップと、詳
細マップ情報に工事区域及び分類を追加した後に、所与の位置の第２の工事物を識別する
ステップと、所与の位置に基づいて、詳細マップ情報から工事区域の範囲及び分類を識別
するステップと、工事区域の範囲において、詳細マップ情報に記憶された分類に基づいて
、自律運転モードを有する車両を操作するステップとを含む。
【０００６】
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　１つの例では、工事区域の作業状況タイプを分類するステップが、工事区域の範囲にい
ずれかの変化があったかどうかを詳細マップ情報から判定するステップを含む。別の例で
は、工事区域の特徴が、範囲についての詳細マップ情報の特徴に対応する場合、工事区域
の作業状況タイプが非作業中として分類される。この例では、工事区域の作業状況タイプ
が非作業中として分類された場合、分類に基づいて車両を操作するステップが、工事区域
の範囲を通じて車両を自律運転モードで操作するステップを含む。
【０００７】
　別の例では、工事区域の特徴が、詳細マップ情報と比べて車道に変化があったことを示
す場合、工事区域の作業状況タイプが作業中として分類される。この例では、工事区域の
作業状況タイプが作業中として分類された場合、分類に基づいて車両を操作するステップ
が、工事区域の範囲を通じて車両を手動運転モードで操作するステップを含む。
【０００８】
　別の例では、分類に基づいて車両を操作するステップが、車両を自律運転モードで運転
すべきか、それとも手動運転モードで運転すべきかを決定するステップを含む。別の例で
は、方法が、分類に基づいて車両を操作した後に、工事区域の作業状況タイプを再分類す
るステップと、この再分類に基づいて、詳細マップ情報内の工事区域の分類を更新するス
テップとをさらに含む。この例では、方法が、更新された分類を遠隔コンピュータに送信
するステップをさらに含む。別の例では、第２の工事物が第１の工事物である。
【０００９】
　本開示の態様は、方法を提供する。この方法は、工事区域と、工事区域の作業状況タイ
プの分類とを識別する情報を受け取るステップと、工事区域の範囲及び分類を詳細マップ
情報に追加するステップと、工事区域の範囲及び分類を詳細マップ情報に追加した後に、
プロセッサによって所与の位置の工事物を識別するステップと、詳細マップ情報に記憶さ
れた分類に基づいて、自律運転モードを有する車両を操作するステップとを含む。
【００１０】
　１つの例では、方法が、分類に基づいて車両を操作した後に、工事区域の作業状況タイ
プを再分類するステップと、この再分類に基づいて、詳細マップ情報内の工事区域の分類
を更新するステップとをさらに含む。別の例では、分類に基づいて車両を操作するステッ
プが、車両を自律運転モードで運転すべきか、それとも手動運転モードで運転すべきかを
決定するステップを含む。別の例では、工事区域を識別する情報が、工事区域の範囲内に
おける車両の運転挙動を制御する命令と共にさらに受け取られ、車両を操作するステップ
が、運転挙動を制御する命令にさらに基づく。
【００１１】
　本開示の別の態様は、システムを提供する。このシステムは、詳細マップ情報を記憶す
るメモリと、プロセッサとを含む。プロセッサは、工事区域に関連する第１の工事物を識
別し、識別された工事物に基づいて、工事区域の範囲のマップを作成し、詳細マップ情報
に基づいて工事区域の作業状況タイプを分類し、詳細マップ情報に工事区域の範囲及び分
類を追加し、詳細マップ情報に工事区域及び分類を追加した後に、所与の位置の第２の工
事物を識別し、所与の位置に基づいて、詳細マップ情報から工事区域の範囲及び分類を識
別し、工事区域の範囲において、詳細マップ情報に記憶された分類に基づいて、自律運転
モードを有する車両を操作するように構成される。
【００１２】
　１つの例では、工事区域の作業状況タイプを分類することが、工事区域の範囲にいずれ
かの変化があったかどうかを詳細マップ情報から判定することを含む。別の例では、工事
区域の特徴が、範囲についての詳細マップ情報の特徴に対応する場合、工事区域の作業状
況タイプが非作業中として分類される。別の例では、分類に基づいて車両を操作するステ
ップが、車両を自律運転モードで運転すべきか、それとも手動運転モードで運転すべきか
を決定するステップを含む。別の例では、プロセッサが、分類に基づいて車両を操作した
後に、工事区域の作業状況タイプを再分類し、この再分類に基づいて、詳細マップ情報内
の工事区域の分類を更新するようにさらに構成される。別の例では、プロセッサが、工事
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区域の範囲内における車両の運転挙動を制御する命令を生成し、この車両の運転挙動を制
御する命令を、工事区域の範囲及び分類と共に詳細マップ情報に追加するようにさらに構
成される。この例では、工事区域の範囲において操作することが、車両の運転挙動を制御
する命令にさらに基づく。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本開示の態様によるシステムの機能図である。
【図２】本開示の態様による自律走行車両の内部である。
【図３】本開示の態様による自律走行車両の外部である。
【図４】本開示の態様による車道の例である。
【図５】本開示の態様による詳細マップ情報の例である。
【図６】本開示の態様による詳細マップ情報の別の例である。
【図７Ａ】本開示の態様によるシステムの絵図である。
【図７Ｂ】本開示の態様によるシステムの機能図である。
【図８】本開示の態様による図４の車道の別の例である。
【図９】本開示の態様による図４の車道の別の例である。
【図１０】本開示の態様による図４の車道の別の例である。
【図１１】本開示の態様によるフローチャート例である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本開示は、一般に、自律走行車両の安全性及び効率性を高めるために、工事区域のマッ
プを作成して分類することに関する。一例として、詳細マップにアクセスできる第１の車
両を車道に沿って自律又は手動運転モードで運転することができる。第１の車両は、車両
のセンサを用いて、例えば、道路工事標識、コーン、バレル、フェンス、工事車両、発煙
筒、又は一般に工事区域に関連するその他のアイテムなどの工事物を識別することによっ
て工事区域を検出することができる。車両は、自律運転モードで運転中の場合、工事物を
識別すると、手動モード又は非常に慎重な運転モードに切り替えることができる。第１の
車両は、工事区域を走行中（又は走行後）に工事区域の範囲のマップを作成し、この工事
区域情報を詳細マップに組み込むことができる。
【００１５】
　第１の車両は、車線境界線の位置、車線が封鎖されているかどうか、新たなｋレールの
存在及び場所などの、工事区域内で検出された車道の特徴と詳細マップ情報を比較するこ
とにより、工事区域が作業中であるか、それとも非作業中であるかを判定することができ
る。この点において、上述した特徴の変化が識別された場合、工事区域を作業中として分
類することができる。変化が（又は非常にわずかな変化しか）識別されない場合、工事区
域を非作業中として分類することができる。この情報を工事区域情報に関連付けて詳細マ
ップに組み込むことができる。車両独自の詳細マップを更新するために、この情報を他の
車両と共有することもできる。
【００１６】
　第２の車両（又はその後の時点の第１の車両）は、道路作業標識、コーン、バレル、フ
ェンス、工事車両、発煙筒、又は一般に工事区域に関連するその他のアイテムなどの工事
物を検出することによって工事区域を検出することができる。次に、この第２の車両が詳
細マップにアクセスして、検出された工事物の位置が、含まれている工事区域に対応する
かどうかを判定し、対応する場合には、検出された物体に関連する工事区域の状況が作業
中として識別されているか、それとも非作業中として識別されているかを判定することが
できる。工事区域が作業中である場合、第２の車両は、極低速で走行して、恐らくは自律
モードから手動モードに移行することにより、より高い注意レベルを使用することができ
る。工事区域が非作業中である場合、車両は、マップ内の情報に基づいて普通に走行し続
けることができる。検出された物体がマップ内に存在しない場合、第２の車両は、さらに
高い注意レベルで走行し、検出された物体をマップに追加することができる。また、第２
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の車両は、工事区域を再分類することもできる。
【００１７】
　図１に示すように、自律運転システム１００は、様々なコンポーネントを備えた車両１
０１を含むことができる。本開示のいくつかの態様は、特定のタイプの車両との関連で特
に有用であるが、車両は、以下に限定されるわけではないが、自動車、トラック、オート
バイ、バス、ボート、飛行機、ヘリコプタ、芝刈り機、レクリエーショナルビークル、遊
園地の車両、農機具、建設機器、路面電車、ゴルフカート、列車及びトロリー車を含むあ
らゆるタイプの車両とすることができる。車両は、プロセッサ１２０と、メモリ１３０と
、通常の汎用コンピュータ内に存在するその他のコンポーネントとを含むコンピュータ１
１０などの１又はそれ以上のコンピュータを有することができる。
【００１８】
　メモリ１３０は、プロセッサ１２０が実行又は別様に使用できる命令１３２及びデータ
１３４を含む、プロセッサ１２０がアクセスできる情報を記憶する。メモリ１３０は、ハ
ードディスクドライブ、メモリカード、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＤＶＤ又はその他の光ディスク
、並びにその他の書き込み可能及び読み取り専用メモリなどの、コンピュータ可読媒体、
又は電子装置を用いて読み取ることができるデータを記憶するその他の媒体を含む、プロ
セッサ１２０がアクセスできる情報を記憶できるあらゆるタイプのものとすることができ
る。システム及び方法は、命令及びデータの異なる部分が異なるタイプの媒体に記憶され
るように、上述したものの異なる組み合わせを含むこともできる。
【００１９】
　命令１３２は、プロセッサによって直接的に（機械コードなど）又は間接的に（スクリ
プトなど）実行されるあらゆる命令セットとすることができる。例えば、命令は、コンピ
ュータ可読媒体にコンピュータコードとして記憶することができる。この点について、本
明細書では「命令」という用語と「プログラム」という用語を同義的に使用することがで
きる。命令は、プロセッサが直接処理できるようにオブジェクトコードフォーマットで記
憶することも、或いは要求時に解釈される、又は予めコンパイルされた、スクリプト又は
一群の独立ソースコードモジュールを含む他のいずかのコンピュータ言語で記憶すること
もできる。機能、方法及び命令ルーチンについては、以下でさらに詳細に説明する。
【００２０】
　プロセッサ１２０は、命令１３２に従ってデータ１３４を読み出し、記憶し、又は修正
することができる。例えば、特許請求する主題はいずれかの特定のデータ構造によって限
定されるものではないが、データは、コンピュータレジスタに記憶することも、複数の異
なるフィールド及びレコードを有するテーブルとしてリレーショナルナルデータベースに
記憶することも、ＸＭＬドキュメントに記憶することも、又はフラットファイルに記憶す
ることもできる。データは、あらゆるコンピュータ可読フォーマットにフォーマットする
こともできる。さらに、ほんの一例として、画像データは、圧縮又は解凍フォーマット、
可逆（例えば、ＢＭＰ）又は非可逆（例えば、ＪＰＥＧ）フォーマット、及びビットマッ
プベース又はベクタベース（例えば、ＳＶＧ）フォーマット、並びに図形を描くためのコ
ンピュータ命令に従って記憶された画素のグリッドで構成されるビットマップとして記憶
することができる。データは、数字、説明文、専用コード、同じメモリの他の領域又は（
他のネットワーク位置を含む）異なるメモリに記憶されたデータの参照、或いは関連デー
タを計算するための機能によって使用される情報などの、関連情報を識別するのに十分な
いずれかの情報を含むことができる。
【００２１】
　プロセッサ１２０は、市販のＣＰＵなどのいずれかの従来のプロセッサとすることがで
きる。或いは、プロセッサは、ＡＳＩＣ又は他のハードウェアベースのプロセッサなどの
専用デバイスとすることもできる。図１には、プロセッサ、メモリ、及びコンピュータ１
１０のその他の要素を同じブロック内に存在するものとして機能的に示しているが、当業
者であれば、プロセッサ、コンピュータ又はメモリは、実際には複数のプロセッサ、コン
ピュータ又はメモリを含むことができ、これらは、同じ物理的ハウジング内に収容される
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ことも又はされないこともあると理解するであろう。例えば、メモリは、ハードディスク
ドライブとすることも、或いはコンピュータ１１０のハウジングとは異なるハウジング内
に存在する他の記憶媒体とすることもできる。従って、プロセッサ又はコンピュータにつ
いての言及は、並列動作することも又はしないこともある一群のプロセッサ、コンピュー
タ又はメモリについての言及を含むと理解されるであろう。ステアリングコンポーネント
及び減速コンポーネントなどの一部のコンポーネントは、本明細書で説明するステップを
単一のプロセッサを用いて実行するのではなく、各々がこれらのコンポーネントの特定の
機能に関連する計算のみを行う独自のプロセッサを有することができる。
【００２２】
　本明細書で説明する様々な態様では、プロセッサが車両から離れて位置し、車両と無線
で通信することができる。他の態様では、本明細書で説明する処理に、車両内に配置され
たプロセッサ上で実行されるものもあれば、１つの操作を実行するのに必要なステップを
行うことを含め、遠隔プロセッサによって実行されるものもある。
【００２３】
　コンピュータ１１０は、中央処理装置（ＣＰＵ）、ウェブブラウザなどのデータ１３４
及び命令を記憶するメモリ（例えば、ＲＡＭ及び内部ハードディスクドライブ）、電子デ
ィスプレイ１５２（例えば、画面を有するモニタ、小型ＬＣＤタッチスクリーン、又は情
報を表示できる他のいずれか電気装置）、ユーザ入力装置１５０（例えば、マウス、キー
ボード、タッチスクリーン及び／又はマイク）、並びに人物の状態及び要望に関する明示
的情報（例えば、ジェスチャ）又は非明示的情報（例えば、「人が眠っている」こと）を
収集するための様々なセンサ（例えば、ビデオカメラ）などの、コンピュータと共に標準
的に使用されるコンポーネントを全て含むことができる。
【００２４】
　１つの例では、コンピュータ１１０を、車両１０１に組み込まれた自律運転コンピュー
タシステムとすることができる。図２に、自律走行車両の内部の例示的な設計を示す。自
律走行車両は、例えば、ハンドル２１０などのステアリング装置、（電子ディスプレイ１
５２の一部とすることができる）ナビゲーションディスプレイ２１５などのナビゲーショ
ンディスプレイ装置、及びシフトレバー２２０などのギアセレクタ装置などの、非自律走
行車両の特徴を全て含むことができる。この車両は、上述したものに加えて、（電子ディ
スプレイ１５２の一部とすることができる）タッチスクリーン２１７、１又はそれ以上の
自律運転モードを起動又は解除し、ドライバ又は乗員２９０が自律運転コンピュータ１１
０にナビゲーション目的地などの情報を提供できるようにするボタン入力部２１９などの
様々なユーザ入力装置１４０を有することもできる。
【００２５】
　自律運転コンピュータシステムは、車両の様々なコンポーネントと通信することができ
る。例えば、図１に戻ると、コンピュータ１１０は、車両１０１の動き、速度などを制御
するために、車両の中央プロセッサ１６０と通信して、例えばブレーキシステム１８０、
加速システム１８２、シグナリングシステム１８４及びナビゲーションシステム１８６な
どの、車両１０１の様々なシステムとの間で情報を送受信することができる。１つの例で
は、車両の中央プロセッサ１６０が、非自律コンピュータ内の中央プロセッサの機能を全
て実行することができる。別の例では、プロセッサ１２０及び１６０が、単一の処理装置
、又は並列動作する複数の処理装置を含むことができる。
【００２６】
　また、コンピュータ１１０は、作動時に車両１０１のこれらの機能の一部又は全部を制
御することができる。従って、車両１０１は、上述したような様々な手動、半自律又は自
律運転モードを有することができる。様々なシステム及びコンピュータ１１０を車両１０
１内に示しているが、これらの要素は、車両１０１の外部に存在してもよく、又はさらに
遠く物理的に離れていてもよいと理解されるであろう。
【００２７】
　この車両は、装置の地理的位置を特定するための、コンピュータ１１０と通信する地理
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的位置コンポーネント１４４を含むこともできる。例えば、この位置コンポーネントは、
装置の緯度、経度及び／又は高度位置を特定するためのＧＰＳ受信機を含むことができる
。レーザーベースの位置確認システム、慣性支援ＧＰＳ、又はカメラベースの位置確認な
どの他の位置システムを用いて車両の位置を識別することもできる。車両の位置は、緯度
、経度及び高度などの絶対地理的位置と、車両のすぐ近くの他の車に対する位置などの、
絶対地理的位置よりもより高い精度で特定できることが多い相対位置情報とを含むことが
できる。
【００２８】
　この車両は、加速度計、ジャイロスコープ、又は別の方向／速度検出装置１４６などの
、車両の方向及び速度又はこれらの変化を求めるための、コンピュータ１１０と通信する
他の装置を含むこともできる。ほんの一例として、加速装置１４６は、重力方向又は重力
方向に垂直な面に対する装置のピッチ、ヨー又はロール（又はこれらの変化）を特定する
ことができる。この装置は、速度の増加又は減少、及びこのような変化の方向を追跡する
こともできる。この装置による本明細書で説明する位置及び配向データの提供は、ユーザ
、コンピュータ１１０、その他のコンピュータ及びこれらの組み合わせに対して自動的に
行うことができる。
【００２９】
　コンピュータ１１０は、様々なコンポーネントを制御することによって車両の方向及び
速度を制御することができる。一例として、車両が完全に自律運転モードで動作している
場合、コンピュータ１１０は、（例えば、エンジンに供給される燃料又はその他のエネル
ギーを増加させることによって）車両を加速させ、（例えば、エンジンに供給される燃料
を減少させ、又はブレーキを適用することによって）減速させ、（例えば、２つの前輪を
曲げることによって）方向を変えることができる。
【００３０】
　車両は、他の車両、車道内の障害物、交通信号、標識、木などの、車両外部の物体を検
出するためのコンポーネントを含むこともできる。検出システム１５４は、レーザー、ソ
ナー、レーダー、カメラ、又はコンピュータ１１０によって処理できるデータを記録する
他のいずれかの検出装置を含むことができる。例えば、車両が小型乗用車である場合、こ
の車は、屋根又はその他の便利な位置に取り付けられたレーザーを含むことができる。
【００３１】
　図３に示すように、車両１０１は、車両の前部及び頂部にそれぞれ取り付けられたレー
ザー３１０及び３１１を有する小型乗用車を含むことができる。レーザー３１０は、約１
５０メートルの範囲、３０度の垂直視野及び約３０度の水平視野を有することができる。
レーザー３１１は、約５０～８０メートルの範囲、３０度の垂直視野及び３６０度の水平
視野を有することができる。これらのレーザーは、様々な物体の位置及び距離を識別する
ためにコンピュータが使用できる範囲及び強度情報を車両に提供することができる。１つ
の態様では、レーザーが、その軸を回転させてピッチを変更することにより、車両と、車
両に面する物体面との間の距離を測定することができる。
【００３２】
　車両は、適応的クルーズコントロールシステムに使用されるような様々なレーダー検出
ユニットを含むこともできる。レーダー検出ユニットは、車の前部及び後部、並びにフロ
ントバンパーの両側に位置することができる。図３の例に示すように、車両１０１は、車
両の両側（片側しか示していない）、前部及び後部に位置するレーダー検出ユニット３２
０～３２３を含む。これらのレーダー検出ユニットの各々は、約１８度の視野の約２００
メートルの範囲、及び約５６度の視野の約６０メートルの範囲を有することができる。
【００３３】
　別の例では、車両に様々なカメラを取り付けることができる。これらのカメラは、２又
はそれ以上のカメラの画像からの視差を用いて様々な物体との距離を計算できるように所
定の距離を置いて取り付けることができる。図３に示すように、車両１０１は、フロント
ガラス３４０の内側のバックミラー（図示せず）の近くに取り付けられた２つのカメラ３
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３０及び３３１を含むことができる。カメラ３３０は、約２００メートルの範囲及び約３
０度の水平視野を含むことができ、カメラ３３１は、約１００メートルの範囲及び約６０
度の水平視野を含むことができる。
【００３４】
　上述したセンサに加えて、コンピュータは、非自律走行車両に典型的な他のセンサ及び
機能からの入力を使用することもできる。例えば、これらの他のセンサ及び機能としては
、タイヤ圧センサ、エンジン温度センサ、ブレーキ熱センサ、ブレーキパッド状態センサ
、タイヤトレッドセンサ、燃料センサ、オイルレベル及び品質センサ、（温度、湿度又は
空気中の微粒子を検出するための）空気品質センサ、ドアセンサ、ライト、ワイパーなど
を挙げることができる。この情報は、これらのセンサ及び機能から直接提供することも、
又は車両の中央プロセッサ１６０を介して提供することもできる。
【００３５】
　これらのセンサの多くは、コンピュータによって処理されたデータをリアルタイムで提
供し、すなわち、センサは、ある時点又は時間範囲にわたって検知された環境を反映する
ようにその出力を継続的に更新し、この検知された環境に応答してコンピュータがその時
の車両の方向又は速度を変更すべきかどうかを判定できるように、更新された出力を継続
的に又は要求時にコンピュータに提供することができる。
【００３６】
　コンピュータは、様々なセンサによって提供されたデータを処理することに加え、以前
の時点で取得された環境データ、及び環境内における車両の存在に関わらず存続すること
が見込まれる環境データに依拠することもできる。例えば、図１に戻ると、データ１３４
は、例えば車道の形状及び隆起、車線境界線、交差点、横断歩道、制限速度、交通信号、
建物、標識、リアルタイム交通情報、植物、又はその他のこのような物体及び情報を識別
する非常に詳細なマップなどの詳細マップ情報１３６を含むことができる。例えば、この
マップ情報は、様々な車道のセグメントに関連する明確な制限速度情報を含むことができ
る。制限速度データは、手動で入力することも、或いは光学文字認識などを用いて、以前
に撮影した制限速度標識の画像からスキャンすることもできる。
【００３７】
　図４は、幹線道路４００の一例である。この例では、幹線道路４００が、破線の車線境
界線４３０～４３３及び実線の車線境界線４４０～４４３によって定められる３つの北行
き車線４１０～４１２及び３つの南行き車線４２０～４２２を含む。また、幹線道路４０
０は、実線の車線境界線４４０と障壁４６０の間、及び実線の車線境界線４４１と障壁４
６１の間にそれぞれ定められる路肩４５０及び４５１も含む。幹線道路４００は、北行き
車線と南行き車線の間に、車線境界線４４２及び４４１との間にそれぞれ路肩４５２及び
４５３を定める中央分離帯４７０を含む。
【００３８】
　図５は、幹線道路４００の詳細マップ情報５００の例である。詳細マップ情報５００は
、詳細マップ情報１３６の一部とすることができ、幹線道路４００の様々な特徴の位置及
び配向を示すデータを含むことができる。例えば、詳細マップ情報５００は、北行き車線
４１０～４１２を識別する北行き車線データ５１０～５１２と、南行き車線４２０～４２
２を識別する南行き車線データ５２０～５２２とを含む。詳細マップ情報５００は、破線
の車線境界線４３０～４３３及び実線の車線境界線破線４４０～４４３を表す破線の車線
境界線データ５３０～５３３及び実線の車線境界線データ５４０～５４３も含む。路肩４
５０～４５３も、路肩データ５５０～５５３によって表される。障壁４６０～４６１は、
障壁データ５６０～５６１によって表され、中央分離帯４７０は、中央分離帯データ５７
０によって表される。
【００３９】
　詳細マップ情報は、工事区域の範囲に関する情報を含むこともできる。この情報は、工
事区域の範囲の境界を定める位置情報を含むことができる。例えば、図６は、工事区域の
範囲６１０及び６２０を含むマップ情報５００の例である。
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【００４０】
　これらの工事区域の範囲は、工事区域の最新の作業状況分析に基づく分類に関連するこ
ともできる。一例として、工事区域の範囲は、工事区域の範囲内の特徴の特性に応じて作
業中又は非作業中として分類することができる。図６を参照すると、工事区域の範囲６１
０は、作業中の指示６３０を含み、工事区域の範囲６２０は、非作業中の指示６４０を含
む。
【００４１】
　本明細書では、詳細マップ情報１３６を画像ベースのマップとして示しているが、マッ
プ情報は、（例えば、ラスターなどのように）完全に画像ベースである必要はない。マッ
プ情報は、道路、車線、交差点及びこれらの特徴間の接続などの情報の１又はそれ以上の
道路グラフ又はグラフネットワークを含むことができる。各特徴はグラフデータとして記
憶することができ、他の関連する特徴に関連しているかどうかに関わらず、地理的位置な
どの情報に関連付けることができる。例えば、一時停止標識は、道路及び交差点に関連す
ることができる。いくつかの例では、関連データが、特定の道路グラフの特徴の効率的な
検索を促すように、道路グラフのグリッドベースのインデックスを含むことができる。
【００４２】
　コンピュータ１１０は、他のコンピュータとの間で情報の受信又は転送を行うこともで
きる。例えば、コンピュータ１１０によって記憶されているマップ情報を他のコンピュー
タとの間で受信又は転送し、及び／又は車両１０１のセンサから収集されたセンサデータ
を別のコンピュータに転送し、本明細書で説明したように処理することができる。図７Ａ
及び図７Ｂに示すように、センサ情報などのコンピュータ１１０からのデータは、さらな
る処理のためにネットワークを介して中央処理コンピュータ７２０に送信することができ
る。同様に、後述するソフトウェア更新又は気象情報などのコンピュータ７２０からのデ
ータも、ネットワークを介してコンピュータ１１０に、又は自律運転モードを有する他の
車両の他の同様のコンピュータに送信することができる。
【００４３】
　ネットワーク及び介在するノードは、インターネット、ワールドワイドウェブ、イント
ラネット、仮想プライベートネットワーク、ワイドエリアネットワーク、ローカルネット
ワーク、１又はそれ以上の会社所有の通信プロトコルを用いたプライベートネットワーク
、イーサネット（登録商標）、ＷｉＦｉ、ＨＴＴＰ、及びこれらの様々な組み合わせを含
む様々な構成及びプロトコルを含むことができる。このような通信は、モデム及び無線イ
ンターフェイスなどの、他のコンピュータとの間でデータを送信できるいずれかの装置に
よって容易にすることができる。別の例では、コンピュータ１１０及び７２０がアクセス
又は接続できるメモリにデータを記憶することによってデータを転送することができる。
【００４４】
　１つの例では、コンピュータ７２０が、コンピュータ１１０との間でデータの受信、処
理及び送信を行うためにネットワークの異なるノードと情報を交換する、複数のコンピュ
ータを有する負荷分散サーバファームなどのサーバを含むことができる。このサーバは、
コンピュータ１１０と同様に構成することができ、プロセッサ７３０、メモリ７４０、命
令７５０及びデータ７６０を有することができる。
【００４５】
　以下、上述して図示した動作に加え、様々な動作について説明する。以下の動作は、後
述する正確な順序で実行する必要はないと理解されたい。それどころか、様々なステップ
を異なる順序で又は同時に処理することができ、ステップを追加又は省略することもでき
る。
【００４６】
　一例として、第１の車両が車道に沿って走行することができる。この第１の車両は、車
両１０１を含むことができ、自律運転モード、手動運転モード、又はこれらの間のいずれ
かのモードで動作することができる。或いは、この第１の車両を、単に環境に関するセン
サ情報を収集するために走行する非自律走行車両とすることもできる。
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【００４７】
　図８は、工事車両８４０及び８５０が車道の再舗装及び車線境界線の塗装を行っている
幹線道路４００の北行き車線４１０に沿って走行する車両１０１の例である。この例では
、車両１０１が、様々な工事物８１０、８２０、８３０、８４０、８５０及び８６０によ
って示される工事区域に接近中である。この例は、路肩４５３が閉鎖されていることを示
す工事物８７０、８８０及び８９０も含む。
【００４８】
　車両の走行時には、センサが、車両の環境に関する情報を収集することができる。この
車両のセンサからの情報を用いて工事区域を検出することができる。例えば、センサ情報
を用いて、道路作業標識、コーン、バレル、フェンス、工事車両、発煙筒、又は一般に工
事区域に関連するその他のアイテムなどの工事物を識別することができる。例えば、車両
１０１のコンピュータ１１０は、北行き車線４１０～４１２内の工事物８１０、８２０、
８３０、８４０、８５０及び８６０を検出することができる。別の例では、南行き車線４
２０～４２２内を走行中の車両が、工事物８７０、８８０及び８９０を検出することがで
きる。
【００４９】
　これらの工事物は、センサデータと詳細マップ情報の比較、画像マッチング、確率フィ
ルタ、画像テンプレートによるものなどのあらゆる数の技術を用いて識別することができ
る。例えば、米国特許第８，１９５，３９４号、「知覚不確定要素に基づく車両制御（Ｖ
ＥＨＩＣＬＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＢＡＳＥＤ　ＯＮ　ＰＥＲＣＥＰＴＩＯＮ　ＵＮＣＥＲ
ＴＡＩＮＴＹ）」という名称の米国特許出願第１３／３６１，０８３号、及び／又は「画
像からの高精度リアルタイム道路標識検出（ＨＩＧＨ－ＡＣＣＵＲＡＣＹ　ＲＥＡＬ－Ｔ
ＩＭＥ　ＲＯＡＤ　ＳＩＧＮ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＦＲＯＭ　ＩＭＡＧＥＳ）」という
名称の米国特許出願第１３／７９９，８２９号に記載されている技術を用いて工事物を識
別することができる。
【００５０】
　車両が自律運転モードで走行中であるいくつかの例では、車両が工事物を識別すると、
ドライバに自動的に警告して手動モードに切り替えることができる。或いは、車両がドラ
イバに警告して、コンピュータ１１０が、例えば速度を落として運転し、車両と車道内の
他の物体との間の距離を延ばすことなどによって非常に慎重な運転モードに切り替えるこ
とができる。
【００５１】
　工事物が検出されると、工事範囲のマップを作成することができる。例えば、コンピュ
ータ１１０は、あらゆる数の追加の工事物を検出し、又は車道の特徴が再びいつ詳細マッ
プ情報に一致するかを特定することができる。従って、第１の工事物の位置に基づいて開
始地点を識別し、最後に識別された工事物の位置に基づいて終了地点を識別することがで
きる。車道沿いのこれらの地点間の範囲は工事区域とすることができる。いくつかの例で
は、最後に識別された工事物を過ぎて何らかの距離を追加することにより、工事範囲に何
らかの緩衝範囲を追加することができる。
【００５２】
　一例として、コンピュータ１１０は、工事物８１０を検出し、工事範囲のマップ作成を
開始することができる。コンピュータ１１０は、工事物８６０などの最後の工事物が検出
されると、この情報を用いて図９の工事区域の範囲９１０を定めることができる。同様に
、工事物８７０及び８９０を検出した車両は、図１０の工事区域１０１０を定めることが
できる。
【００５３】
　工事区域のマップを作成することに加え、システムによって工事区域を分類することも
できる。一例として、工事区域の特性に基づいて、工事区域を作業中又は非作業中として
分類することができる。この分類は、工事区域内で検出された、工事区域を識別するため
に使用する以外の車道の特徴と詳細マップ情報を比較することによって行うことができる
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。この分類は、車線境界線の位置、車線が閉鎖されているかどうか、新たなｋレール又は
その他の障壁の存在及び位置、などの比較を含むことができる。上述した特徴に何らかの
違い又は変化が識別された場合、工事区域を作業中として分類することができる。変化が
全く又は非常にわずかしか識別されない場合、工事区域を非作業中として分類することが
できる。わずかな変化の例としては、車両の位置確認システムに影響が及ばない形での路
肩作業又は分離帯の移動を含む車線外の変化、或いは以前に詳細マップ情報からマップを
作成した車線内を走行することが依然としてドライバにとって安全又は安心であるほどの
わずかな車線の変更などの、自律運転モードに影響を与えないと思われるものを挙げるこ
とができる。
【００５４】
　図８及び図９の例を参照すると、車線境界線４４１及び４３１の一部が見えておらず（
上から舗装されており）、従って詳細マップ情報と異なるので、工事区域９１０は作業中
として分類することができる。図８及び図１０の例では、工事物の出現以外に詳細マップ
情報との違いがないと思われるので、工事区域１０１０は、非作業中として分類すること
ができる。
【００５５】
　上述した工事区域の識別及び分類は、センサ情報を収集した車両のコンピュータ以外の
コンピュータによってその後の時点で行うことができる。例えば、工事物を識別して工事
区域のマップを作成するために、サーバ７２０などのコンピュータを用いてセンサ情報を
処理することができる。或いは、この識別及び分類を、上述した車両１０１のコンピュー
タ１１０などの、センサ情報を収集した車両のコンピュータによって行うこともできる。
車両のコンピュータを用いて工事区域の識別及び分類をリアルタイムで行うことにより、
以下でさらに詳細に説明するような分類の有用性を高めることができる。
【００５６】
　工事区域の範囲及び分類情報は、自律運転モードを有する車両のために互いに関連付け
て詳細マップ情報に組み込むことができる。従って、コンピュータ１１０は、この情報を
詳細マップ情報に記憶することができる。図６は、詳細マップ情報１３６に記憶された図
９及び図１０の工事区域の範囲９１０及び１０１０に対応することができる工事区域の範
囲６１０及び６２０を有する詳細マップ情報５００を含む。さらに、図６は、工事区域９
１０及び１０１０にそれぞれ対応することができる分類６３０及び６４０を含む。この情
報は、工事区域の範囲及び分類情報を他の車両に提供するために、これらの車両に送信さ
れ得る。この送信は、自律運転モードを有する近くの車両にこの情報をブロードキャスト
することによって、或いは自律運転モードを有する他の車両にこの情報を中継することが
できるサーバ７２０などの中央サーバにこの情報を単純に送信することによって行うこと
ができる。
【００５７】
　或いは、工事区域の識別及び分類がサーバ７２０などのコンピュータによって行われる
場合、工事区域及び関連する分類を他の自律走行車両に送信し、これらの車両のそれぞれ
の詳細マップ情報と共に記憶することもできる。
【００５８】
　工事区域の識別及び分類が車両１０１などの自律走行車両によって行われる場合、この
情報を車両１０１の詳細マップ情報と共に直接記憶することができる。この情報は、他の
車両の独自の詳細マップを更新するために、例えばこの情報を特定の車両に直接送信し、
他の全ての自律走行車両にブロードキャストし、又は後でこの情報を他の自律走行車両に
送信できるサーバ７２０などのコンピュータに情報を送信することにより、他の車両と共
有され得る。
【００５９】
　若干後の時点で、自律運転モードで動作する車両１０１などの第２の車両が工事区域を
検出することができる。この検出は、上述した工事区域に一般に関連する第１の工事物を
識別することによって行うことができる。次に、車両１０１のコンピュータ１１０が詳細
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マップ情報に問い合わせを行って、識別された第１の工事物の位置に関連する工事区域が
存在するかどうかを判定することができる。存在しない場合、コンピュータ１１０は、工
事区域のマップを作成し、工事区域を分類し、この情報を詳細マップ情報と共に記憶し、
いくつかの例では、上述した他の自律走行車両にこの情報を送信することができる。
【００６０】
　識別された第１の工事物の位置が詳細マップ情報に関連する場合、コンピュータ１１０
は、この工事区域に関連する分類を識別し、この分類を用いて自律走行車両の運転方法を
決定することもできる。上記の例を使用すると、工事区域が作業中として分類されている
場合、第２の車両は、非常に低速で運転し、恐らくは自律モードから手動モードに移行す
ることにより、より高いレベルの注意を使用することができる。同様に、工事区域が非作
業中として分類されている場合、車両は、詳細マップ情報に基づいて普通に運転し続ける
ことができる。
【００６１】
　コンピュータ１１０は、例えば上述した車道の特徴及び詳細マップ情報に基づいて、工
事区域の分類を作業中から非作業中に、又は非作業中から作業中に変更することによって
工事区域を再分類することが必要になるかどうかを判定することもできる。
【００６２】
　図１１のフローチャート１１００は、車両１０１のコンピュータ１１０によって全体的
又は部分的に実行できる上述した態様のいくつかの例である。この例では、ブロック１１
０２において、コンピュータが、工事区域に関連する第１の工事物を識別する。ブロック
１１０４において、識別された工事物に基づいて工事区域の範囲のマップを作成する。次
に、ブロック１１０６において、コンピュータが、詳細マップ情報に基づいて工事区域の
作業状況を分類する。例えば、工事区域は、作業中又は非作業中として分類することがで
きる。ブロック１１０８において、工事区域の範囲及び分類が詳細マップ情報に追加され
る。
【００６３】
　工事区域及び分類を詳細マップ情報に追加した後、ブロック１１１０において、コンピ
ュータは、所与の位置の第２の工事物を識別する。次に、ブロック１１１２において、コ
ンピュータは、所与の位置に基づいて詳細マップ情報から工事区域の範囲及び分類を識別
する。次に、ブロック１１１４において、コンピュータは、詳細マップ情報に記憶されて
いる分類に基づいて、自律運転モードを有する車両を操作する。
【００６４】
　代替例では、工事区域を単純に作業中又は非作業中として分類するのではなく、他の分
類スキームを使用することができる。例えば、これらの分類を、車両がどのように応答す
べきかに関する情報に関連付け、或いは単純にこの情報の異なる一部とすることができる
。一例として、幹線道路上の道路工事が夜の時間帯（午後９：００～午前５：００など）
にのみ行われる場合など、工事区域によっては、時間成分を有することができるものもあ
る。従って、車両は、これらの時間近くにのみ、手動で又は特に慎重に走行すればよい。
別の例では、特定の車線のみに時々影響する工事が進行中の場合もある。これは一例であ
り、コンピュータ１１０は、どの車線に影響があるか、及び特定の車線近くにコーンが存
在するかどうかなどの、範囲に接近している時に何を探すべきかを知っておく必要があり
、コンピュータ１１０は、この特定の車線が実際に影響を受けており、或いは閉鎖されて
いると強く確信することができる。別の例では、走行中の車線は工事計画による影響を受
けていないが、この車線の近くの路肩上で進行中の作業が行われている場合、必須ではな
いが、この工事区域の範囲では車両を低速で運転する方が安全であると考えることができ
る。これらの詳細を工事区域に関連付け、或いはこれらの詳細を用いて工事区域を分類す
ることもできる。
【００６５】
　上述した特徴によれば、自律運転モードを有する車両は、実際に別の運転モードに移行
する必要がある時にはそれを行うことができ、その必要性がない時には普通に運転するこ
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ともできる。上述したように分類を行われなければ、車両は、安全な運転体験を促すため
に、工事物を検出した時には、たとえ工事区域の範囲１０１０及び６２０の例のように必
要ではなかったとしても常に手動モードに移行する必要がある。しかしながら、上述した
ように、自律走行車両は、上述した分類機能によって自律モードであり続けることができ
る。従って、これらの分類は、車両のコンピュータが工事区域での操作方法についてさら
に多くの情報に基づく決定を行えるようにするものである。
【００６６】
　特許請求の範囲に定められる主題から逸脱することなく、上述した特徴のこれらの及び
その他の変形例及び組み合わせを利用することができるので、上述した例示的な実施形態
の説明は、特許請求の範囲に定められる主題の限定ではなく一例と捉えるべきである。本
明細書で示した例（及び「～など（ｓｕｃｈ　ａｓ）」、「例えば、（ｅ．ｇ．）」、「
～を含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」などと表現される節）は、特許請求の範囲の主題を特
定の例に限定するものとして解釈すべきではなく、むしろこれらの例は、多くの考えられ
る態様のほんの一部を示すものであると理解されるであろう。
【００６７】
産業上の利用可能性
　本発明は、限定するわけではないが、自律運転モードの車両が使用するための作業中及
び非作業中の工事区域のマップ作成を含む幅広い産業上の利用可能性を有する。
【符号の説明】
【００６８】
１０１　車両
４００　幹線道路
４１０、４１１、４１２　北行き車線
４２０、４２１、４２２　南行き車線
４３０、４３１、４３２、４３３、４４０、４４１、４４２、４４３　車線境界線
４５０、４５１、４５２、４５３　路肩
４６０、４６１　障壁
４７０　中央分離帯
８１０、８２０、８３０、８４０、８５０、８６０、８７０、８８０、８９０　工事物
９１０　工事区域の範囲
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