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(57) Abstract: A navigation device has absolute position acquisition
means, such as a GPS, for acquiring the absolute position of a vehi
cle, relative position measurement means, such as an autonomous sen

sor, for measuring the relative position of the vehicle, error estimation
means for determining an estimated error of the relative position mea
surement means, current position measurement means for measuring
the current position of the vehicle based on the absolute position and the
relative position, and map matching means for performing map match
ing processing for moving the current position onto an adjacent road
when the current position is deviated from a position on the road. The
map matching means stops map matching processing when the vehicle
enters an off-road area and resumes the map matching processing when
the vehicle returns from the off-road area. Also, if an estimated error
when the vehicle return from the off-road area is greater than a predeter
mined threshold, the map matching means performs the map matching

H processing by using the absolute position, and if the estimated error is
not more than the predetermined threshold, the map matching means
performs the map matching processing by using the relative position.

(57) 要約 ナ ピゲーシ ン装置は、G P S などの車両の絶対位
置を取得する絶対位置取得手段と、自立センサなどの車両の
相対位置を測定する相対位置測定手段を備える。さ らに、ナ

『 ピゲーシ ン装置は、相対位置測定手段の推定誤差を決定す
る誤差推定手段と、絶対位置及び相対位置に基づいて、車両
の現在位置を測定する現在位置測定手段と、現在位置が道路
上の位置から外れたときに、当該現在位置を隣接する道路上
に移動するマ ツプマツチング処理を実行するマツプマツチン
グ手段と、を備える。マツプマツチング手段は、車両がオフ
ロー ドエ リアに進入するときにマツプマツチング処理を停止
するとともに、車両がオフロー ドエ リアから復帰するときに

マツプマツチング処理を再開する。また、マツプマツチング手段は、車両がオフロー ドエ リアから復帰するときの
推定誤差が所定の閾値よ り大きい場合には絶対位置を利用 して前記マツプマツチング処理を実行 し、推定誤差が所
定の閾値以下の場合には前記相対位置を利用 してマツプマツチング処理を実行する。
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ナビゲーシヨン装置、マツプマソチング方法、及び、マツプマソチングプロ

グラム

技術分野

０００1 本発明は、ナビゲーション装置に関する。

背景技術

０００2 車両の現在位置を測定し、その現在位置を含む周辺地域の地図を表示するナビ

ゲーション装置が知られている。ナビゲーション装置において、車両の現在位置を測

定する方法としては、いわゆる自立航法と、G sを用いたG s航法とが知られてレめ
。自立航法は、主に車両に設けられたセンサを用いて速度や方位などの各種パラメ

ータを取得し、それらの情報を用いて車両の現在位置を測定する。一方、G s航法

は、複数の人工衛星から送信される測位データを受信し、受信したデータを元に車

両の現在位置を演算する。これら2つの航法はいずれも長所及び短所があるので、

一般的には、各々の測定データを利用するいわゆるハイブリッド航法が利用されてい
る。

０００3 また、マップマッチング機能を有するナビゲーション装置が知られている。マップマ
、ソチング処理とは、車両の現在位置が隣接する道路から外れた場合に、車両の現在

位置を強制的に道路上に移動する処理を言ぅ。マップマッチング処理の一例が特許

文献 に記載されている。

０００4 車両が駐車場など、道路が存在しない場所 (以下、「オフロードエリア」と呼ぶ。) に

進入した場合には、ナビゲーション装置はマップマッチング処理を一時的に停止する

。そして、車両がオフロードエリアから道路上に復帰すると、ナビゲーション装置はマ
、ソプマッチング処理を再開する。即ち、車両がオフロードエリアから道路上へ復帰し

たことを検出すると、ナビゲーション装置は、そのときの車両の現在位置を利用してマ
、ソプマッチング処理を 、竹 、車両の現在位置を道路上に移動する。なお、車両がオ

フロードエリアから通常の道路に復帰したことを検出する手法が、特許文献2に記載

されている。



０００5 しかし、車両が例えば立体駐車場などのオフロードエリアをある程度の距離を走行

すると、自立航法に用いられるセンサ ( 以下、「自立センサ」と呼ぶ。) にょり得られる

方位や距離に誤差が蓄積される。ょって、その後車両が立体駐車場から出たときに、

その時の日立航法にょる車両の現在位置を利用してマップマッチング処理を実行す

ると、車両の現在位置が実際の位置から大きくずれた位置に移動されてしまぅれづ

問題が生じる。

０００6 また、ナビゲーション装置が 目的地までの経路案内を行っている状態で、上記のょ

ぅな誤った位置へのマップマッチング処理が実行されると、実際は車両が正しい経路

を走行しているにも拘わらず、ナビゲーション装置は車両が案内経路から外れて走

行していると認識し、オートリルートを行ってしまぅれづ問題も発生する。なお、オート

リルートとは、経路案内中に車両が案内経路をはずれて走行した場合に、自動的に

その位置から目的地までの経路を計算し、案内経路を設定し直す動作をいぅ。

０００7 特許文献 1 特開平7 3 ０4 8 号公報

特許文献2 特開2 ００2 333334号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００8 本発明が解決しょぅとする課題としては、上記のょぅなものが例として挙げられる。本

発明は、オフロードエリアからの復帰時に正確なマップマッチングを行ぅことが可能な

ナビゲーション装置を提供することを課題とする。

課題を解決するための手段

０００9 請求項 に記載の発明は、ナビゲーション装置であって、車両の絶対位置を取得

する絶対位置取得手段と、前記車両の相対位置を測定する相対位置測定手段と、

前記相対位置測定手段の推定誤差を決定する誤差推定手段と、前記絶対位置及

び前記相対位置に基づいて、前記車両の現在位置を測定する現在位置測定手段と

、前記現在位置が道路上の位置から外れたときに、当該現在位置を隣接する道路上

に移動するマップマッチング処理を実行するマップマッチング手段と、を備え、前記

マップマッチング手段は、前記車両がオフロードエリアに進入するときに前記マップ

マッチング処理を停止するとともに、前記車両がオフロードエリアから復帰するときに



前記マップマッチング処理を再開し、前記マップマッチング手段は、前記車両がオフ

ロードエリアから復帰するときの前記推定誤差が所定の閾値より大きい場合には、前

記絶対位置を利用して前記マップマッチング処理を実行し、前記推定誤差が前記所

定の閾値以下の場合には前記相対位置を利用して前記マップマッチング処理を実

行することを特徴とする。

００1０ 請求項6に記載の発明は、車両の絶対位置を取得する絶対位置取得手段、及び、

前記車両の相対位置を測定する相対位置測定手段を備えるナビゲーション装置に

おいて実行されるマップマッチング方法であって、前記相対位置測定手段の推定誤

差を決定する誤差推定工程と、前記絶対位置及び前記相対位置に基づいて、前記

車両の現在位置を測定する現在位置測定工程と、前記現在位置が道路上の位置か

ら外れたときに、当該現在位置を隣接する道路上に移動するマップマッチング処理

を実行するマップマッチング工程と、を備え、前記マップマッチング工程は、前記車

両がオフロードエリアに進入するときに前記マップマッチング処理を停止するとともに

、前記車両がオフロードェリアから復帰するときに前記マップマッチング処理を再開し

、前記マップマッチング工程は、前記車両がオフロードエリアから復帰するときの前記

推定誤差が所定の閾値より大きい場合には、前記絶対位置を利用して前記マップマ
、ソチング処理を実行し、前記推定誤差が前記所定の閾値以下の場合には前記相対

位置を利用して前記マップマッチング処理を実行することを特徴とする。

００11 請求項7に記載の発明は、車両の絶対位置を取得する絶対位置取得手段、前記

車両の相対位置を測定する相対位置測定手段、及び、コンピュータを備えるナビゲ

ーション装置において実行されるマップマッチングプログラムであって、前記相対位

置測定手段の推定誤差を決定する誤差推定手段、前記絶対位置及び前記相対位

置に基づいて、前記車両の現在位置を測定する現在位置測定手段、及び、前記現

在位置が道路上の位置から外れたときに、当該現在位置を隣接する道路上に移動

するマップマッチング処理を実行するマップマッチング手段、として前記コンピュータ

を機能させ、前記マップマッチング手段は、前記車両がオフロードエリアに進入する

ときに前記マ、ソプマッチング処理を停止するとともに、前記車両がオフロードエリアか

ら復帰するときに前記マップマッチング処理を再開し、前記マップマッチング手段は、



前記車両がオフロードエリアから復帰するときの前記推定誤差が所定の閾値より大き

い場合には、前記絶対位置を利用して前記マップマッチング処理を実行し、前記推

定誤差が前記所定の閾値以下の場合には前記相対位置を利用して前記マップマッ

チング処理を実行することを特徴とする。

００12 図 実施例に係るナビゲーション装置の構成を示すブロック図である。

図2 車両が立体駐車場を出入りしたときの現在位置の軌跡を示す。

図3 マップマッチングに関連する構成を示す。

図4 マップマッチング処理のフローチヤートである。

図5 自立センサの推定誤差との比較に用いる閾値のテーブルを示す。

図6 マップマッチング処理の他のフローチヤートである。

符号の説明

００13 ０ 自立測位装置

8 GPS受信機

2０システムコントローラ

22 CP

36 データ記憶ュニット

4０表示ュニット

6０入力装置

23 自立センサ誤差推定部

24 マップマッチング部

発明を実施するための最良の形態

００14 本発明の好適な実施形態では、ナビゲーション装置は、車両の絶対位置を取得す

る絶対位置取得手段と、前記車両の相対位置を測定する相対位置測定手段と、前

記相対位置測定手段の推定誤差を決定する誤差推定手段と、前記絶対位置及び

前記相対位置に基づいて、前記車両の現在位置を測定する現在位置測定手段と、

前記現在位置が道路上の位置から外れたときに、当該現在位置を隣接する道路上

に移動するマップマッチング処理を実行するマップマッチング手段と、を備え、前記



マップマッチング手段は、前記車両がオフロードエリアに進入するときに前記マップ

マッチング処理を停止するとともに、前記車両がオフロードエリアから復帰するときに

前記マップマッチング処理を再開し、前記マップマッチング手段は、前記車両がオフ

ロードエリアから復帰するときの前記推定誤差が所定の閾値より大きい場合には、前

記絶対位置を利用して前記マップマッチング処理を実行し、前記推定誤差が前記所

定の閾値以下の場合には前記相対位置を利用して前記マップマッチング処理を実

行する。

００15 上記のナビゲーション装置は、車両の絶対位置を取得する絶対位置取得手段と、

相対位置を測定する相対位置測定手段とを備える。絶対位置取得手段は例えばGP

S、 Sなどの路車間通信システムを含む。相対位置測定手段はジヤイロセンサな

どの日立センサを含む。また、自立センサなどの相対位置の推定誤差を決定する手

段が設けられる。絶対位置と相対位置に基づいて車両の現在位置が測定され、その

現在位置が道路上から外れたときに、現在位置を道路上に移動させるマップマッチ

ング手段が設けられる。

００16 車両が道路上からオフロードエリアに移動したときにはマップマッチング処理は一

時停止され、車両がオフロードエリアから道路上に復帰したときには、マップマッチン

グ処理が再開される。ここで、車両がオフロードエリアから復帰する際には、その時点

における相対位置測定手段の推定誤差を所定の閾値と比較し、推定誤差が閾値より

大きい場合には絶対位置を利用してマップマッチングを行ぅ。また、推定誤差が閾値

以下である場合には相対位置を利用してマップマッチングを行ぅ。これにより、車両が

オフロードエリアから復帰した時点において、自立センサなどによる相対位置と、GP

Sなどによる絶対位置のぅち、精度の商い方を利用して、高精度のマップマッチング

を〒ぅことができる。

００17 上記のナビゲーション装置の一態様では、前記マップマッチング手段は、前記現在

位置が属する地域に応じて、前記閾値を変更する。GPSの測位精度は地域や周辺

環境によって変動する。よって、自立センサの推定誤差の比較対象となる閾値を地

域ごとに変更することにより、いずれの地域においても高精度なマップマッチングを

行ぅことができる。



００18 上記のナビゲーション装置の他の一態様は、地図データを記憶する地図データ記

憶部を備え、前記マップマッチング手段は、前記地図データ毎に前記閾値を変更す

る。ナビゲーション装置が使用する地図データは、同一のエリアのものであっても、道

路位置などの精度が異なる場合があり、地図データの精度が低いと、相対位置測定

手段の誤差の影響をより受けやすくなる。よって、地図データ毎に閾値を変更するこ

とにより、地図データの精度のばらつきがマップマッチングの精度低下に与える影響

を低減することができる。

００19 上記のナビゲーション装置の他の一態様は、地図データを記憶する地図データ記

憶部を備え、前記地図データは、駐車場について、前記推定誤差と相関を有する駐

車場属性情報を含み、前記マップマッチング手段は、前記駐車場属性情報を参照し

て前記閾値を変更する。立体駐車場の場合には、その構造により自立センサなどの

相対位置の誤差が発生しやすいか否かがある程度推定できる。よって、地図データ

に含まれる駐車場のデータについて、相対位置の推定誤差と相関を有する属性情

報、例えば誤差が発生するレベルや駐車場の階数などを記憶しておく。マップマッチ

ング手段は、この属性情報を参照し、閾値を補正してマップマッチングを行ぅことによ

り、より高精度のマップマッチングが可能となる。

００2０ 上記のナビゲーション装置の他の一態様は、前記絶対位置取得手段が前記絶対

位置を取得できる状態か否かを判定する判定手段を備え、前記マップマッチング手

段は、前記車両がオフロードエリアから復帰する前であっても、前記絶対位置取得手

段が前記絶対位置を取得でき、かつ、前記推定誤差が前記閾値よりも大きい第2の

閾値より大きい場合には、前記絶対位置を利用して前記マップマッチング処理を実

行する。

００2 1 この態様では、車両がオフロードエリアから復帰する前であっても、相対位置の推

定精度があまりにも大きくなった場合には、強制的にGPSなどの絶対位置を利用し

てマップマッチングを行ぅ。これにより、精度の低い相対位置に基づいてマップマッチ

ングが行われることを確実に防止することができる。

００22 本発明の他の実施形態では、車両の絶対位置を取得する絶対位置取得手段、及

び、前記車両の相対位置を測定する相対位置測定手段を備えるナビゲーション装置



において実行されるマップマッチング方法は、前記相対位置測定手段の推定誤差を

決定する誤差推定工程と、前記絶対位置及び前記相対位置に基づいて、前記車両

の現在位置を測定する現在位置測定工程と、前記現在位置が道路上の位置から外

れたときに、当該現在位置を隣接する道路上に移動するマップマッチング処理を実

行するマップマッチング工程と、を備え、前記マップマッチング工程は、前記車両が

オフロードエリアに進入するときに前記マップマッチング処理を停止するとともに、前

記車両がオフロードエリアから復帰するときに前記マップマ、ソチング処理を再開し、前

記マップマッチング工程は、前記車両がオフロードエリアから復帰するときの前記推

定誤差が所定の閾値より大きい場合には、前記絶対位置を利用して前記マップマッ

チング処理を実行し、前記推定誤差が前記所定の閾値以下の場合には前記相対位

置を利用して前記マップマッチング処理を実行する。

００23 この方法を、ナビゲーション装置において実行することにより、車両がオフロードエリ

アから復帰した時点において、自立センサなどによる相対位置とGPSなどによる絶対

位置のぅち精度の商い方を利用して高精度のマップマッチングを行ぅことができる。

００24 本発明の他の実施形態では、車両の絶対位置を取得する絶対位置取得手段、前

記車両の相対位置を測定する相対位置測定手段、及び、コンピュータを備えるナビ

ゲーション装置において実行されるマップマッチングプログラムは、前記相対位置測

定手段の推定誤差を決定する誤差推定手段、前記絶対位置及び前記相対位置に

基づいて、前記車両の現在位置を測定する現在位置測定手段、及び、前記現在位

置が道路上の位置から外れたときに、当該現在位置を隣接する道路上に移動するマ
、ソプマッチング処理を実行するマップマッチング手段、として前記コンピュータを機能

させ、前記マップマッチング手段は、前記車両がオフロードエリアに進入するときに前

記マップマッチング処理を停止するとともに、前記車両がオフロードエリアから復帰す

るときに前記マップマッチング処理を再開し、前記マップマッチング手段は、前記車

両がオフロードエリアから復帰するときの前記推定誤差が所定の閾値より大きい場合

には、前記絶対位置を利用して前記マップマッチング処理を実行し、前記推定誤差

が前記所定の閾値以下の場合には前記相対位置を不り用して前記マップマ、ソチング

処理を実行する。このプログラムをナビゲーション装置のコンピュータ上で実行するこ



とにより、車両がオフロードエリアから復帰した時点において、自立センサなどによる

相対位置とGPS などによる絶対位置のぅち精度の商い方を利用して高精度のマップ

マッチングを行ぅことができる。なお、このプログラムは、記憶媒体に記憶した状態で

利用することができる。

実施例

００2 5 以下、図面を参照して本発明の好適な実施例について説明する。なお、以下の説

明は、本発明を車両に搭載されるナビゲーション装置に適用した例を示す。

００2 6 ナビゲーション装置

図 に、本発明の実施例に係るナビゲーション装置 ００の構成を示す。図 に示す

よぅに、ナビゲーション装置 ００は、自立測位装置 ０ GPS 受信機 8、システムコン

トローラ2０、ディスクドライブ3 、データ記憶ュニット3 6、通信用インタフェース3 7

通信装置3 8 、表示ュニット4０、音声出力ュニット5０及び入力装置6０を備える。

００2 7 自立測位装置 ０は、加速度センサ皿、角速度センサ 2及び距離センサ 3を備え

る。加速度センサ 、例えば圧電素子からなり、車両の加速度を検出し、加速度

データを出力する。角速度センサ 2は、例えば振動ジヤイロからなり、車両の方向変

換時における車両の角速度を検出し、角速度データ及び相対方位データを出力す

る。距離センサ 3は、車両の車輪の回転に伴って発生されているパルス信号からな

る車速パルスを計測する。

００2 8 GPS 受信機 8は、複数のGPS 衛星から、測位用データを含む下り回線データを

搬送する電波 9を受信する。測位用データは、緯度及び経度情報等から車両の絶

対的な位置を検出するために用いられる。

００2 9 システムコントローラ2０は、インタフェース2 CP 22 R 23及びR 24を

含んでおり、ナビゲーション装置 ００全体の制御を行ぅ。

００3０ インタフェース2 は、加速度センサ皿、角速度センサ 2及び距離センサ 3並び

にGPS 受信機 8とのインタフェース動作を行ぅ。そして、これらから、車速パルス、加

速度データ、相対方位データ、角速度データ、GPS 測位データ、絶対方位データ等

をシステムコントローラ2０に入力する。 P 22は、システムコントローラ2０全体を制

御する。 23は、システムコントローラ2０を制御する制御プログラム等が格納さ



れた図示しない不揮発性メモり等を有する。R 24は、入力装置6０を介して使用

者により予め設定された経路データ等の各種データを読み出し可能に格納したり、C

P 22に対してワーキング工リアを提供したりする。

００3 1 システムコントローラ2０ C ドライブ又は ドライブなどのディ
スクドライブ3 、データ記憶ユニット3 6、通信用インタフェース3 7、表示ユニット4０

音声出カユニット5０及び入力装置6０は、バスライン3０を介して相互に接続されてい
る。

００3 2 ディスクドライブ3 は、システムコントローラ2０の制御の下、C 又は といった

ディスク3 3から、音楽データ、映像データなどのコンテンソデータを読み出し、出力

する。なお、ディスクドライブ3 は、C ドライブ又は ドライブの

うち、いずれか一方としてもよいし、C 及び コンパチブルのドライブとしてもよい

００3 3 データ記憶ユニット3 6 は、例えば、 などにより構成され、地図データや施設デ

ータなどのナビゲーション処理に用いられる各種データを記憶する。

００34 通信装置3 8 は、例えば、 チューナやビーコンレシーバ、携帯電話や専用の通

信カードなどにより構成され、通信用インタフェース3 7を介して、 C S ( e c e

f o a o Co ca o S s e )センタから目引言される渋滞や交通情報な

どの道路交通情報、その他の情報を受信する。

００3 5 表示ユニット4０は、システムコントローラ2０の制御の下、各種表示データをディスプ

レイなどの表示装置に表示する。具体的には、システムコントローラ2０は、データ記

憶ユニット3 6から地図データを読み出す。表示ユニット4０は、システムコントローラ2

によってデータ記憶ユニット3 6から読み出された地図データを、ディスプレイなどの

表示画面上に表示する。表示ユニット4０は、バスライン3０を介してCP 22から送ら

れる制御データに基づいて表示ユニット4０全体の制御を〒ラグラフィックコントローラ

4 と、V ( deo )等のメモりからなり即時表示可能な画像情報を一時

的に記憶するバッファメモり4 2と、グラフィックコントローラ4 から出力される画像デー

タに基づいて、液品、C 等のディスプレイ44を表示制御する表示制御部4 3と、デ

ィスプレイ44とを備える。ディスプレイ44は、例えば対角5～０インチ程度の液品表



示装置等からなり、車内のフロントパネル付近に装着される。

００3 6 音声出カュニット5 ０は、システムコントローラ2 ０の制御の下、C O ドライブ3

又は O 32、若しくは 2 4 等からバスライン3 ０を介して送られる音声

デジタルデータの 変換を行ぅ コンバータ5 と、 コンバータ5 から

出力される音声アナログ信号を増幅する増幅器 ( P ) 5 2 と、増幅された音声アナ

ログ信号を音声に変換して車内に出カするスピーカ5 3 とを備えて構成されている。

００3 7 入力装置6 ０は、各種コマンドやデータを入カするための、キ一、ス不ソチ、ボタン、

りモコン、音声入力装置等から構成されている。入力装置6 ０は、車内に搭載された

れる。また、ディスプレイ4 4 がタッチパネル方式である場合には、ディスプレイ4 4 の表

示画面上に設けられたタ、ソチパネルも入力装置6 ０として機能する。

００3 8 なお、C P 2 2 は、予め 2 3 などに記憶されたプログラムを実行することにより、

誤差推定手段、現在位置測定手段、マップマッチング手段及び判定手段として機能

する。加速度センサ皿、角速度センサ 2 及び距離センサ 3 は自立センサであり、相

対位置測定手段として機能する。GPS 受信機 8 は絶対位置取得手段として機能す
る。

００3 9 自立センサの誤差

次に、オフロードエリアの走行による自立センサの誤差について説明する。通常、

ナビゲーション装置は、自立センサによる車両の現在位置と、GPS による車両の現

在位置とを検出している。車両が走行すると、基本的に自立センサには誤差が発生

する。ここでの誤差は、方位誤差及び距離誤差を含む。誤差が発生する原因は様々

であるが、車両が走行した距離や旋回量から、誤差の量をある程度推定することがで

きる。例えば、車両が旋回すると、その旋回量に対して の方位誤差が発生すると

か、車両が所定距離走行すると、その走行距離に対して の距離誤差が発生する

、れづことが 自立センサのスペック上既知となっている場合が多い。よって、ナビゲ

ーション装置は、車両の走行中に自立センサの誤差を常に推定し累積しており、累

積誤差が所定基準量を超えると、GPS による現在位置を利用して自立センサの補正

を行ぅ。



００4０ 一方、ナビゲーション装置はマップマッチング機能を有し、車両の現在位置が道路

上から大きく外れたときには、車両の現在位置を道路上の位置に強制的に移動する

。但し、車両が駐車場などのオフロードを走行する場合、ナビゲーション装置は、車

両がオフロードエリアの走行を開始したときに一時的にマップマッチング処理を停止

し、車両がオフロードエリアの走行を終了したときにマップマッチング処理を再開する

。マップマッチング処理を再開するとき、ナビゲーション装置は基本的に自立センサ

による車両の現在位置を利用して、マップマッチング処理を実行する。

００41 従って、車両が立体駐車場などのGPS受信が不可能なオフロードエリアを走行し

た後にマップマッチング処理を実行すると、自車位置が誤った道路上に移動されるこ

とがある。詳しく説明すると、車両が立体駐車場などのGPS受信が不可能なオフロー

ドエリアを走行すると、GPSデータを用いて自立センサを補正することができないた

め、車両が立体駐車場から道路上に出たときには自立センサは大きな累積誤差を含

む状態となっている。この状態では、ナビゲーション装置は、自立センサによる車両

の現在位置を利用してマップマッチングを実行するため、車両の現在位置は誤った

道路上に移動される可能性が高くなる。

００42 この様子を、図2を参照して説明する。図2 ( ) は、車両が立体駐車場に入った後、

さらに駐車場を出て走行した場合の車両の実際の走行軌跡であり、図2 はGPS

による現在位置の軌跡、図2 C は自立センサによる現在位置の軌跡である。

００43 図2 ( ) に示すよぅに、車両は実際に軌跡 9に従って走行し、立体駐車場 ０内

を複数回周回した後、道路に戻っている。図2 ( ) における現在位置 7は実際の

車両の位置を正しく示している。

００44 図2 はGPS による現在位置の軌跡である。立体駐車場 ０内ではGPS電波を

受信することができないためGPS による現在位置は不安定、もしくは測定不能である

が、その後車両が立体駐車場 ０を出ると、GPS電波の受信が可能となり、現在位

置はほぼ道路に沿って移動している。よって、マーク 6の位置でナビゲーション装

置がマップマッチング処理を実行すると、現在位置 7は正 立置に移動されて

いる。

００45 図9 は自立センサによる現在位置の軌跡である。立体駐車場内ではGPS電波



を受信することができず、自立センサの累積誤差が大きくなった状態で車両が道路

に復帰する。よって、現在位置は道路を大きく外れていく。ナビゲーション装置はマ

ーク 2の位置でマップマッチングを実行し、その結果、現在位置はマーク 3の位

置に移動されている。これは、図2 ( ) においてマーク 7で示す正 、位置と大きく

ずれている。

００46 このよぅに、立体駐車場など、GPS電波が受信できないオフロードエリアを車両が

走行した後は、自立センサは比較的大きな累積誤差を含むため、オフロードエリアか

らの復帰後に自立センサによる現在位置を利用してマップマッチング処理を行ぅと、

誤った位置に現在位置を移動させてしまぅ可能性がある。そこで、本発明では、オフ

ロードエリアから復帰する際のマップマッチング処理においては、自立センサの誤差

が小さい場合には自立センサによる現在位置を利用し、自立センサの誤差が大きい
場合にはGPS による現在位置を利用することとする。

００47 マップマッチング処理

図3に、本発明のマップマッチング処理に関連する機能構成を示す。絶対位置取

得部として機能するGPS受信機 8は、GPS による現在位置を示す現在位置データ

3 をマップマッチング部 24へ供給する。また、相対位置測定部として機能する自

立測位装置 ０は、自立センサによる現在位置を示す現在位置データ 32をマップ

マッチング部 24へ供給する。

００48 自立センサ誤差推定部 23は、自立センサに発生する誤差を推定し、推定誤差デ

ータ 33をマップマッチング部 24へ供給する。自立センサ誤差推定部 23は、例え

ば前述のよぅに、車両の走行距離や旋回量に基づいて、距離誤差や方位誤差を算

出する。

００49 マップマッチング部 24は、図 に示す P 22が予め用意されたプログラムを実行

することにより実現される。車両がオフロードから復帰する時のマップマッチング処理

において、マップマッチング部 24は、まず、自立センサ誤差推定部 23から供給さ

れる推定誤差データ 33に基づいて、推定誤差を予め用意した閾値Xと比較する。

そして、推定誤差が閾 Xより大きい場合には、マップマッチング部 24は、自立セ

ンサの累積誤差が大きいと判断し、GPS による現在位置を利用してマップマッチング



処理を実行する。一方、推定誤差が閾 X以下の場合には、マップマッチング部 2

4は、自立センサの累積誤差が小さいと判断し、自立センサによる現在位置を利用し

てマップマッチング処理を実行する。これにより、マップマッチング部 24は、自立セ

ンサの累積誤差が大きい場合に、誤ったマップマッチングを行うことを防止することが

できる。

００5０ 図4は、車両がオフロードエリアから復帰するときのマップマッチング再開処理のフ

ローチヤートである。なお、車両がオフロードエリアの走行を開始したときには、ナビゲ

ーション装置 ００はそれを検出し、マップマッチング処理を一時的に停止する。図4

に示すマップマッチング再開処理は、そのようにマップマッチング処理が一時的に停

止されている状態で実行されることになる。

００5 1 まず、マップマッチング部 24は、車両が引き続きオフロードエリアの走行中である

か否かを判定する (ステップS ０)。この判定は、例えば車両の現在位置が道路から

所定距離以上離れているか否かにより行うことができる。オフロードエリアの走行中で

ない場合、処理は終了する。オフロードエリアの走行中である場合、マップマッチング

部 24は、所定のマップマッチング再開条件が具備されたか否かを判定する (ステッ
プ )。ここで、マップマッチング再開条件は、車両が立体駐車場などのオフロード

エリアから道路上に復帰したと判定する条件である。一例では、車両が所定距離以

上直進したことを検出した場合に、マップマッチング部 24は、車両がオフロードエリ

アから復帰したと判定することができる。他の例では、立体駐車場の出入りロの位置

情報が地図データ中に含まれている場合には、車両が立体駐車場の出口を通過し

たことを検出した場合に、マップマッチング部 24は、車両がオフロードエリアから道

路上に復帰したと判定することができる。

００52 こうして、車両がオフロードエリアから道路上に復帰し、マップマッチング再開条件

が成立すると(ステップS es)、マップマッチング部 24は、自立センサ誤差推定

部 23から得た自立センサの推定誤差が、閾値Xより大きいか否かを判定する (ステ

、ソプS 2)。推定誤差が閾 X以下の場合 (ステップS 2 o)、マップマッチングき

24は、自立センサによる現在位置を用いてマップマッチングを行う (ステップS 3)

即ち、マップマッチング部 24は、自立センサによる現在位置から最も近い道路上に



車両の現在位置を移動する。一方、推定誤差が閾値Xより大きい場合 (ステップS 2

es)、マップマッチング部 24はGPSの現在位置を用いてマップマッチングを行う

(ステップS 4)。即ち、マップマッチング部 24は、GPSの現在位置に最も近い道路

上に車両の現在位置を移動する。こうしてマップマッチング再開処理は終了する。

００53 このように、本発明では、オフロードエリアから復帰する際のマップマッチング処理

において、自立センサの誤差が小さい場合には自立センサによる現在位置を利用し

、自立センサの誤差が大きい場合にはGPS による現在位置を利用する。よって、車

両がオフロードエリアを走行している間に自立センサの誤差が蓄積してしまっている

場合でも、オフロードエリアからの復帰後のマップマッチング処理を高精度で行うこと

ができる。

００54 また、これにより、ナビゲーション装置が 目的地までの経路案内を行っている状態で

においても、誤った位置へのマップマッチング処理により誤ったオートリルートが実行

されてしまうとレづ問題を防止することができる。

００55 次に、自立センサの推定誤差と比較される閾 Xについて詳しく説明する。本発明

では、オフロードエリアからの復帰時のマップマッチング処理において、自立センサ

による現在位置と、GPS による現在位置のうち、精度が高い方を利用してマップマッ
チングを〒うことを特徴とする。この点、GPS電波が正しく受信されている状態におけ

るGPSの測位誤差は既知である。従って、ステップS 2で使用される閾値Xは、GPS

の測位誤差に相当する値に設定することが好ましい。即ち、自立センサの推定誤差

がGPSの測位誤差よりも大きいと判断される場合にGPSの現在位置を用いてマップ

マッチングを〒い、自立センサの推定誤差がGPSの測位誤差以下であると判断され

る場合に自立センサによる現在位置を用いてマップマッチングを〒うことが好ましい。

００56 この観点から、閾値XはGPSの測位精度に応じて変更することが望ましい。GPSの

測位精度は地域によって変動することが知られている。例えば、一般的に都心部で

はマルチパスなどの影響でGPSの測位精度が低いが、郊外ではGPSの測位精度が

比較的商いことが知られている。また、実際の地域毎に電波状況などは異なるため、

個々の地域ごとにGPSの測位精度は異なる。

００57 よって、地域毎にGPSの測位精度に応じて閾 Xを変更することにより、GPSの測



位精度の変動を吸収することができる。具体的には、マップマッチング部 24 は、図5

に例示するよぅな地域ごとの閾値テーブルを記憶しておき、現在位置が属する地域

に応じてステップS 2で使用する閾 Xを変更すればよい。この場合、図5のテーブ

ルにおいては、GPS 測位精度が高い地域ほどGPS による現在位置が使用されやす

いよぅに、即ち、閾 Xが小さくなるよぅに設定されることになる。

００5 8 また、GPS 受信機には、受信状態に応じて誤差指数を示す値を出力する機能を有

するものがある。よって、そのよぅな誤差指数としては、例えばP OP (P os o

o O f P ec s o )が知られており、測位精度が良い場合はP OPの値は3程

度の小さい値となり、7以上の場合は測位精度が良くないと言われている。よって、P

OPなどの測位精度を示す指数に応じて閾 Xを変更してもよい。具体的な例では

P OPが3未満である場合はGPS の測位精度が良いので、GPS による現在位置

が利用されやすくなるよぅに閾値Xを小さくすることとしてもよい。

００5 9 また、ナビゲーション装置 ００で使用する地図データ毎に閾 Xを変更してもよい。

地図データは、バージョンその他によって、地図データ自体の精度、特に道路データ

の位置精度が異なっていることがある。よって、地図データ自体の精度が低いときほ

ど自立センサの推定誤差がマップマッチング精度に与える悪影響が大きくなるので、

GPS による現在位置が利用されやすくなるよぅに閾 Xを 、さくする。地図データ自

体の精度が高い場合は、自立センサの現在位置が利用されやすくなるよぅに閾 x

を大きくする。なお、実際には、マップマッチング部 24 は、ナビゲーション装置 ００

で使用している地図データのバージョンを参照して閾値Xを変更することができる。こ

れにより、例えば、使用する地図データが新バージョンに更新されたときなどに、それ

に応じて閾 Xを適切に変更することができる。

００6０ さらに、立体駐車場の場合には、地図データ中に立体駐車場の属性データとして、

自立センサの推定誤差と相関を有する属性情報を含めておき、その属性情報を用い
て閾 xを補正することが好ましい。ここで、属性情報は、例えば自立センサに誤差

が発生するレベルとすることができる。即ち、ある駐車場は大きな誤差が発生するの

で誤差発生レベルが最大のレベル3、別の駐車場はあまり誤差が発生しないのでレ

ベル 、とレづ具合に誤差が発生するレベルを予め記憶しておくことができる。他の例



では、立体駐車場の階数を属性情報とすることもできる。即ち、立体駐車場の階数が

大きいほど、例えば駐車場の形状による誤差要因 (道路がロール方向に傾いている

など) があるため、自立センサの誤差が見積もりよりも大きくなるので、閾値Xを小さく

してGPSの現在位置が利用されやすくなるようにする。

００61 次に、自立センサの推定誤差について詳しく説明する。自立センサの推定誤差とし

ては、具体的には、方位誤差 (角度 deg ) と距離誤差 (距離 )のいずれか一方、

又は、両方を利用することができる。なお、オフロードエリアが立体駐車場などである

場合には、車両のオフロードエリアの走行は旋回動作が多くなり、距離誤差よりも方

位誤差が大きくなる傾向がある。一方、オフロードエリアが比較的伝いェリアである場

合には距離誤差が大きくなる場合もある。よって、オフロードエリアの種類に応じてい
ずれか一方を使用するか、両方を使用するかを決定することとしてもよい。

００62 次に、マップマッチング再開処理の他の例について説明する。図6に、本例のマッ
プマッチング再開処理のフローチヤートを示す。

００63 本例のマップマッチング再開処理は、基本的に図4に示すマップマッチング処理と

同様であるが、マップマッチング再開条件が具備されない場合であってもGPS測位

が可能であり、かつ、自立センサの推定誤差があまりにも大きい場合には、強制的に

GPSの現在位置を用いてマップマッチングを実行する点が異なる。

００64 図6において、ステップ ０～S23 及びS 27は図4のステップS ～S 3及びS 4

とそれぞれ同様であるので説明を省略する。ステップS 2 において、

グ再開条件が具備されていないと判定された場合 (ステップS2 o)

ング部 24はGPS測位が可能な状態か否かを判定する (ステップS25) PS測位

が不可能な場合、処理はステップS2 へ戻る。一方、GPS測位が可能な場合、マッ
プマッチング部 24は、自立センサの推定誤差が、ステップS22 で使用される閾 X

よりも大きい閾 より大きいか否かを判定する (ステップS26) 。ここで、閾値 は、自

立センサの推定誤差の許容最大値に相当する。よって、自立センサの推定誤差が閾

値 より大きい場合 (ステップS26 es)、マップマッチング部 24は強制的にGPS

の現在位置を利用してマップマッチングを実行する (ステップS 27)

００65 また、ステップS22 において、自立センサの推定誤差が閾値Xより大きいと判断され



た場合、マップマッチング部 24はGPS 測位が可能な状態か否かを判定する (ステッ
プ 4)。そして、GPS 測位が可能になると(ステップS 24 es)、マップマッチング

部 24は強制的にGPS の現在位置を利用してマップマッチングを実行する (ステップ

S 2 7)

００66 このように、本例では、自立センサの推定誤差があまりにも大きいと判断される場合

には、強制的にGPS による現在位置からマップマッチングを実行する。これにより、

誤差の大きい自立センサの現在位置を用いて精度の低いマップマッチングを〒うこと

を回避する。

００67 なお、図6のフローチヤートにおいては、GPS 測位が可能になるまでステップ 4

が繰り返されることとしているが、所定時間経過後にGPS 測位が可能とならない場合

には、強制的にステップS23 へ進み、自立センサによる推定位置を用いてマップマッ
チングを〒うこととしてもよい。

００68 変形例

上記の例では、絶対位置取得部としてGPS を利用しているが、例えば Sなど、

地理上の絶対位置を車両に提供することが可能な路車間通信システムが存在する

場合には、そのシステムから得られる絶対位置情報を利用することとしてもよい。例え

ば、立体駐車場などのオフロードエリアから車両が道路へ復帰した位置の近傍に

Sのビーコンなどが存在する場合には、マップマッチング部 24は、GPS の現在位

置の代わりにビーコンから取得した絶対位置情報を利用してマップマッチングを実行

することとしてもよい。

００69 また、上記の実施例では、オフロードエリアの例として特に立体駐車場を挙げて説

明しているが、本発明の適用はこれには限られない。例えば、GPS 電波が受信でき

ない森林ェリアなどにおいても本発明は同様に効果を発揮する。

００7０ なお、車両がオフロードではなく通常の道路上を走行しているときであっても、ナビ

ゲーション装置は常に自立センサの誤差を推定しており、その累積誤差が所定の基

準値を超えた場合には、GPS の現在位置を利用して自立センサの補正を行う。よっ
て、本発明によれば、このような自立センサの補正が行われずにある程度誤差が累

積した状態で、さらにオフロードエリアの走行がなされた場合には、オフロードエリア



の走行開始までに既に累積していた誤差と、オフロードエリアの走行時に発生した誤

差の両方を、オフロードエリアの走行からの復帰時のマ、ソプマッチングにより同時に

補正できることとなる。

００7 1 また、上記の説明では、絶対位置取得部としてGPS又は路車間通信システムのい
ずれかを使用する場合を例示しているが、オフロードエリアの走行からの復帰時にG

Sと路車間通信システムの両方から絶対位置情報を取得できる場合も考えられる。

このような場合には、一般的により高精度である路車間通信システムからの絶対位置

情報を優先してマップマッチング処理に使用することとしてもよい。

産業上の利用可能，性

００72 本発明は、車両などに代表される移動体のナビゲーション装置に利用することがで

きる。



請求の範囲

車両の絶対位置を取得する絶対位置取得手段と、

前記車両の相対位置を測定する相対位置測定手段と、

前記相対位置測定手段の推定誤差を決定する誤差推定手段と、

前記絶対位置及び前記相対位置に基づいて、前記車両の現在位置を測定する現

在位置測定手段と、

前記現在位置が道路上の位置から外れたときに、当該現在位置を隣接する道路上

に移動するマップマッチング処理を実行するマップマッチング手段と、を備え、

前記マップマッチング手段は、前記車両がオフロードエリアに進入するときに前記

マップマッチング処理を停止するとともに、前記車両がオフロードエリアから復帰する

ときに前記マップマッチング処理を再開し、

前記マップマッチング手段は、前記車両がオフロードエリアから復帰するときの前記

推定誤差が所定の閾値より大きい場合には前記絶対位置を利用して前記マップマッ

チング処理を実行し、前記推定誤差が前記所定の閾値以下の場合には前記相対位

置を利用して前記マップマッチング処理を実行することを特徴とするナビゲーション

2 前記マップマッチング手段は、前記現在位置が属する地域に応じて、前記閾値を

変更することを特徴とする請求項 に記載のナビゲーション装置。

3 地図データを記憶する地図データ記憶部を備え、

前記マップマッチング手段は、前記地図データ毎に前記閾値を変更することを特

徴とする請求項 に記載のナビゲーション装置。

4 地図データを記憶する地図データ記憶部を備え、

前記地図データは、駐車場について、前記推定誤差と相関を有する駐車場属性情

報を含み、

前記マップマッチング手段は、前記駐車場属性情報を参照して前記閾値を変更す

ることを特徴とする請求項 に記載のナビゲーション装置。

5 前記絶対位置取得手段が前記絶対位置を取得できる状態か否かを判定する判定

手段を備え、



前記マップマッチング手段は、前記車両がオフロードエリアから復帰する前であっ
ても、前記絶対位置取得手段が前記絶対位置を取得でき、かつ、前記推定誤差が

前記閾値よりも大きい第2の閾値より大きい場合には、前記絶対位置を利用して前記

マップマッチング処理を実行することを特徴とする請求項 に記載のナビゲーション

6 車両の絶対位置を取得する絶対位置取得手段、及び、前記車両の相対位置を測

定する相対位置測定手段を備えるナビゲーション装置において実行されるマップマ
、ソチング方法であって、

前記相対位置測定手段の推定誤差を決定する誤差推定工程と、

前記絶対位置及び前記相対位置に基づいて、前記車両の現在位置を測定する現

在位置測定工程と、

前記現在位置が道路上の位置から外れたときに、当該現在位置を隣接する道路上

に移動するマップマッチング処理を実行するマップマッチング工程と、を備え、

前記マップマッチング工程は、前記車両がオフロードエリアに進入するときに前記

マップマッチング処理を停止するとともに、前記車両がオフロードエリアから復帰する

ときに前記マップマッチング処理を再開し、

前記マップマッチング工程は、前記車両がオフロードエリアから復帰するときの前記

推定誤差が所定の閾値より大きい場合には前記絶対位置を利用して前記マップマッ

チング処理を実行し、前記推定誤差が前記所定の閾値以下の場合には前記相対位

置を利用して前記マップマッチング処理を実行することを特徴とするマップマッチング

方法。

7 車両の絶対位置を取得する絶対位置取得手段、前記車両の相対位置を測定する

相対位置測定手段、及び、コンピュータを備えるナビゲーション装置において実行さ

れるマップマッチングプログラムであって、

前記相対位置測定手段の推定誤差を決定する誤差推定手段、

前記絶対位置及び前記相対位置に基づいて、前記車両の現在位置を測定する現

在位置測定手段、及び、

前記現在位置が道路上の位置から外れたときに、当該現在位置を隣接する道路上



に移動するマップマッチング処理を実行するマップマッチング手段、として前記コンピ

ュータを機能させ、

前記マップマッチング手段は、前記車両がオフロードエリアに進入するときに前記

マップマッチング処理を停止するとともに、前記車両がオフロードエリアから復帰する

ときに前記マップマッチング処理を再開し、

前記マップマッチング手段は、前記車両がオフロードエリアから復帰するときの前記

推定誤差が所定の閾値より大きい場合には前記絶対位置を利用して前記マップマッ

チング処理を実行し、前記推定誤差が前記所定の閾値以下の場合には前記相対位

置を利用して前記マップマッチング処理を実行することを特徴とするマップマッチング

プログラム。

8 請求項7に記載のマップマッチングプログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体
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