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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置情報送信装置及び位置情報受信装置を含む位置情報伝達システムであって、前記位
置情報送信装置及び前記位置情報受信装置はそれぞれデジタル地図を備え、
　　前記位置情報送信装置は、
　前記位置情報送信装置が備えるデジタル地図上の道路区間を示す座標列情報に当該道路
区間の通行方向規制を示す方向識別フラグを含めて位置情報を生成する手段と、
　前記生成した位置情報を送信する手段と、を備え、
　　前記位置情報受信装置は、
　前記生成された位置情報を受信する手段と、
　前記位置情報に含まれる前記座標列情報と前記方向識別フラグに基づいて前記位置情報
送信装置のデジタル地図上の道路区間に対応する前記位置情報受信装置のデジタル地図上
の道路区間を特定する手段と、
　を備えたことを特徴とする位置情報伝達システム。
【請求項２】
　位置情報送信装置及び位置情報受信装置がそれぞれデジタル地図を備え、前記それぞれ
のデジタル地図間におけるデジタル地図上の位置情報伝達方法であって、
　　前記位置情報送信装置は、
　前記位置情報送信装置が備えるデジタル地図上の道路区間を示す座標列情報に当該道路
区間の通行方向規制を示す方向識別フラグを含めて位置情報を生成するステップと、
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　前記生成した位置情報を送信するステップと、を実行し、
　　前記位置情報受信装置は、
　前記生成された位置情報を受信するステップと、
　前記位置情報に含まれる前記座標列情報と前記方向識別フラグに基づいて前記位置情報
送信装置のデジタル地図上の道路区間に対応する前記位置情報受信装置のデジタル地図上
の道路区間を特定するステップと、を実行する、
　位置情報伝達方法。
【請求項３】
　デジタル地図を備えた位置情報受信装置に対し、自己のデジタル地図上の道路区間に対
応する、前記位置情報受信装置のデジタル地図上の道路区間を特定させるための位置情報
を送信する位置情報送信装置であって、
　自己のデジタル地図上の道路区間を示す座標列情報に当該道路区間の通行方向規制を示
す方向識別フラグを含めて位置情報を生成する手段と、
　前記生成した位置情報を送信する手段と、
　を備えたことを特徴とする位置情報送信装置。
【請求項４】
　デジタル地図を備えた位置情報受信装置に対し、位置情報送信装置のデジタル地図上の
道路区間に対応する、前記位置情報受信装置のデジタル地図上の道路区間を特定させるた
めの位置情報を送信する位置情報送信方法であって、
　前記位置情報送信装置のデジタル地図上の道路区間を示す座標列情報に当該道路区間の
通行方向規制を示す方向識別フラグを含めて位置情報を生成するステップと、
　前記生成した位置情報を送信するステップと、
　を備えたことを特徴とする位置情報送信方法。
【請求項５】
　位置情報送信装置が備えるデジタル地図上の道路区間を示す座標列情報に当該道路区間
の通行方向の規制を示す方向識別フラグが含まれる位置情報を受信する位置情報受信装置
であって、
　前記位置情報を受信する手段と、
　前記位置情報に含まれる前記座標列情報と前記方向識別フラグに基づいて前記位置情報
送信装置のデジタル地図上の道路区間に対応する前記位置情報受信装置のデジタル地図上
の道路区間を特定する手段と、
　を備えたことを特徴とする位置情報受信装置。
【請求項６】
　位置情報送信装置が備えるデジタル地図上の道路区間を示す座標列情報に当該道路区間
の通行方向の規制を示す方向識別フラグが含まれる位置情報を受信する位置情報受信方法
であって、
　前記位置情報を受信するステップと、
　前記位置情報に含まれる前記座標列情報と前記方向識別フラグに基づいて前記位置情報
送信装置のデジタル地図上の道路区間に対応する自己のデジタル地図上の道路区間を特定
するステップと、
　を備えたことを特徴とする位置情報受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタル地図の位置情報を伝達する方法と、それに使用する装置に関し、特に
、デジタル地図上の位置を効率的且つ的確に伝えることを可能にするものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ナビゲーション車載器を搭載する車両が急激に増加している。ナビゲーション車載
機は、デジタル地図データベースを保持し、交通情報センターなどから提供される渋滞情
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報や事故情報に基づいて、渋滞や事故位置を地図上に表示し、また、それらの情報を条件
に加えて経路探索を実施する。
【０００３】
デジタル地図のデータベースは、我が国では数社で作成されているが、基図及びデジタイ
ズ技術の違いから、この地図データには誤差が含まれており、その誤差は各社のデジタル
地図によって違っている。
交通情報などで、例えば事故位置を伝える場合、その位置の経度・緯度データを単独で提
示すると、車載器では、保持しているデジタル地図データベースの種類により、異なる道
路上の位置を事故位置として識別してしまう虞れがある。
【０００４】
こうした情報伝達の不正確さを改善するため、従来は、道路網に存在する交差点などのノ
ードにノード番号が、また、ノード間の道路を表すリンクにリンク番号が定義されており
、各社のデジタル地図データベースでは、各交差点や道路がノード番号及びリンク番号と
対応付けて記憶され、また、交通情報では、道路をリンク番号で特定し、その先頭から何
メートル、と云う表現方法で道路上の地点が表示される。
【０００５】
しかし、道路網に定義したノード番号やリンク番号は、道路の新設や変更に伴って新しい
番号に付け替える必要があり、また、ノード番号やリンク番号が変更されると、各社のデ
ジタル地図データも更新しなければならない。そのため、ノード番号やリンク番号を用い
てデジタル地図の位置情報を伝達する方式は、そのメンテナンスに多大な社会的コストが
掛かることになる。
【０００６】
こうした点を改善するため、本発明の発明者等は、特願平１１－２１４０６８号において
、情報提供側が、道路位置を伝えるために、その道路位置を含む所定長の道路区間の道路
形状を示す座標列から成る「道路形状データ」と、この道路形状データで表される道路区
間内の道路位置を示す「相対位置データ」とを伝達し、これらの情報を受信した側では、
道路形状データを用いてマップマッチングを行い、デジタル地図上の道路区間を特定し、
相対位置データを用いてこの道路区間内の道路位置を特定する方式を提案し、また、特願
平１１－２４２１６６号において、上記「道路形状データ」の伝送データ量を削減しても
、受信側でのマップマッチングを正確に実施できるように、道路種別、道路番号、道路区
間内のノードの交差リンク数、交差リンク角度、交差点名などの「付加情報」を併せて伝
送する方式を提案し、さらに、受信側での誤マッチングを招来しない範囲で「道路形状デ
ータ」の伝送データ量を間引く方式について提案している。
【０００７】
この場合、受信側でのマップマッチングは、例えば次のように行われる。
図４５に示すように、Ａ～Ｂ区間で渋滞が発生している道路の道路形状を表す「道路形状
データ」として、地点Ｐ0（ｘ0，ｙ0）、Ｐ1（ｘ1，ｙ1）、‥、Ｐk（ｘk，ｙk）の経度
・緯度データが
（ｘ0，ｙ0）（ｘ1，ｙ1）‥（ｘk，ｙk）
のように伝えられると、受信側は、図４４に示すように、自己のデジタル地図データベー
スから読み出した地図データを用いて、Ｐ0（ｘ0，ｙ0）地点を中心とする誤差の範囲に
含まれる道路を候補として選定し、その中から、伝送された「付加情報」を用いて候補を
絞り込む。候補が１つに絞り込めたときは、その道路の（ｘ0，ｙ0）及び（ｘk，ｙk）に
最も近い位置を求め、その区間を「道路形状データ」で表された道路区間とする。
【０００８】
候補が１つに絞り込めず、道路Ｑ、Ｒが候補として残った場合は、Ｐ0（ｘ0，ｙ0）に最
も近い各候補道路上の位置Ｑ0、Ｒ0を求め、Ｐ0～Ｑ0、Ｐ0～Ｒ0間の距離を算出する。こ
の操作をＰ1（ｘ1，ｙ1）、‥、Ｐk（ｘk，ｙk）の各点について実行し、各点Ｐ0、Ｐ1、
‥、Ｐkからの距離の二乗平均の加算値が最小となる道路区間を求め、これを「道路形状
データ」が表す道路区間とする手法等により、道路区間を特定する。
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Ａ～Ｂの渋滞区間は、「道路形状データ」から求めた道路区間の開始位置を起点に、伝送
された「相対位置データ」に基づいて特定する。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
交通情報などで、デジタル地図上の位置情報を伝達する場合は、相手方に正しい位置が短
時間で認識できるようにデータを伝送する必要がある。
また、デジタル地図上の位置情報を伝達する場面としては、山岳での遭難現場や河川事故
などの情報を伝える場合も想定されるため、道路以外の地図形状や道路上以外の地点の位
置情報を伝達することも必要になる。
【００１０】
本発明は、こうした課題に応えるものであり、デジタル地図上の地図形状を特定する「形
状データ」と、この「形状データ」で特定した地図形状の中の相対位置を特定する「相対
位置データ」とを用いてデジタル地図の位置情報を伝達する方法をさらに改良し、デジタ
ル地図上の位置を効率的に、且つ、正確に伝達することができ、また、道路形状や道路上
の地点以外の位置情報についても伝達することができるデジタル地図の位置情報伝達方法
を提供し、また、それに使用する装置を提供することを目的としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
そこで、本発明では、送信側が、デジタル地図上のベクトル形状を特定する座標列情報を
含む位置情報を伝達し、受信側が、前記座標列情報によりマップマッチングを実施してデ
ジタル地図上の前記ベクトル形状を同定する位置情報伝達方法において、前記座標列情報
に、当該座標列情報に含まれる座標点の切片方位情報を付加して伝達するようにしている
。
【００１２】
また、前記座標列情報に、当該座標列情報に含まれる座標点の高さの情報を付加して伝達
するようにしている。
【００１３】
また、前記座標列情報が、座標点の位置情報と、前記座標点を通るベクトル形状を近似す
る関数の情報とを含むように構成している。
【００１４】
また、前記座標列情報を、参照先の座標列情報を指定する情報と、参照先の前記座標列情
報に対するオフセットの距離及び方向を規定する情報とで構成している。
【００１５】
また、前記ベクトル形状を表すデジタル地図の座標値を、誤マッチングが生じない範囲で
遷移させて前記座標列情報に含めるようにしている。
【００１６】
また、前記ベクトル形状の中間に設定した基準点からの相対距離情報を前記位置情報に含
めるようにしている。
【００１７】
また、前記座標列情報の座標点に直接対応付けた事象情報を前記位置情報に含めるように
している。
【００１８】
また、前記位置情報に方向識別フラグを含め、前記道路に発生した事象の影響が及ぶ車両
進行方向を、前記方向識別フラグで表示するようにしている。
【００１９】
また、前記座標列情報に方向識別フラグを含め、前記座標列情報で特定した道路の一方通
行規制の状況を前記方向識別フラグで表示するようにしている。
【００２０】
また、前記道路形状の中に複数の基準点を設定し、基準点間の旅行時間の情報を前記位置
情報に含めるようにしている。
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【００２１】
また、前記座標列情報により道路以外のベクトル形状を特定するようにしている。
【００２２】
また、前記位置情報に、１つ以上の基準点を特定するための座標列情報及び基準点相対位
置情報と、前記基準点に対する目標位置の相対位置情報とを含めて伝達し、受信側が、座
標列情報によりマップマッチングを実施してデジタル地図上のベクトル形状を同定し、基
準点相対位置情報を用いて前記ベクトル形状の中の基準点の位置を特定し、前記基準点に
対する目標位置の相対位置情報を用いて目標位置を特定するようにしている。
【００２３】
また、受信側で、前記座標列情報から等間隔の座標点の座標列情報を復元し、復元した前
記座標列情報を用いてマップマッチングを行うようにしている。
【００２４】
また、デジタル地図上のベクトル形状を特定するデータ圧縮された座標列情報から等間隔
の座標点の座標列情報を復元する座標列復元装置を構成している。
【００２５】
本発明のデジタル地図の位置情報伝達方法では、デジタル地図上の位置を効率的、且つ、
正確に伝達することができる。
【００２６】
座標列情報に、切片方位情報や高さ情報、方向識別フラグによる一方通行情報などを付加
して伝達することにより、マッチング精度を高めることができ、マッチングの所要時間を
短縮することが可能になる。
【００２７】
また、ベクトル形状を関数で近似したり、上下線分離道路の形状データをオフセット距離
で表示することにより、データ量を減らし、データ伝送効率を高めることができる。
【００２８】
また、道路区間内の交差点などに基準点を設定して事象位置までの相対距離を表示したり
、ノード番号で事象位置を規定することにより、受信側での事象位置の特定精度を高める
ことができる。
【００２９】
また、方向識別フラグを用いて、事象の影響が及ぶ車両進行方向を特定することができる
。
【００３０】
また、旅行時間を伝達したり、また、地図データの著作権を損なわない形でデータを変形
して伝達することができる。
【００３１】
また、道路以外のベクトルデータの伝達にも応用することができ、また、デジタル地図上
の道路外の位置を伝達することもできる。
【００３２】
また、圧縮されている形状データ列から等間隔のデータを復元する方法及び装置は、受信
側でのマッチング効率を高めることができる。
【００３３】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
第１の実施形態では、形状データに切片方位情報を加えて伝達し、受信側での道路区間を
特定するマップマッチング精度を高めるための位置情報伝達方法について説明する。
【００３４】
図１に示す道路２のＰ1からＰNまでの道路形状を伝達するために、黒丸で示す各点の経度
データ及び緯度データを形状データとして伝達する場合を例に説明する。ここで黒丸は、
デジタル地図データベースに含まれる道路上のノード及びノードの補間点を表している。
ノードは、交差点、トンネルの入口・出口、橋の入口・出口、行政区画の境界などに対応
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して設定されており、ノード番号が付されている。補間点は、ノード間の道路形状を再現
するために設定されている点である。ここでは、特に断らない限り、ノード及び補間点を
合わせてノードと呼ぶことにする。
【００３５】
各ノードの経度データ及び緯度データは、送信側及び受信側のデジタル地図データベース
に格納されているが、前述するように、そのデータには、それぞれ誤差が含まれている。
送信側は、道路形状を示す形状データに、Ｐ1、Ｐ2、‥、ＰNの経度・緯度データを含め
て伝送するが、データ量を削減するため、Ｐ1の経度・緯度データは絶対座標値（経度、
緯度）で表示し、Ｐ2、‥、ＰNの経度・緯度データはＰ1の経度・緯度データとの差分を
示す相対座標値、または、１つ前のノードの経度・緯度データとの差分を示す相対座標値
で表示する。
【００３６】
形状データに含める切片方位情報は、図１の点線矢印で示すように、各ノード位置におけ
る切片方位、即ち、ノードｐxにおいて道路曲線に接する接線の方位の情報である。
このノード位置での切片方位は、図４６に示すように、真北の絶対方位を０度とし、時計
回りに０度～３６０度の範囲で表示する。ノードｐxの切片方位は、ノードｐxの上流側に
位置する隣接ノードをｐx-1、ノードｐxの下流側に位置する隣接ノードをｐx+1とすると
き、ノードｐx-1とノードｐxとを結ぶ直線の方位θx-1と、ノードｐxとノードｐx+1とを
結ぶ直線の方位θxとを平均し、
（θx-1＋θx）／２
により求めることができる。
【００３７】
図２は、送信側で各ノードの切片方位を求める手順を示しており、
ステップ91：地図データから各ノード位置を抽出し、
ステップ92：各ノード位置の切片方位を抽出する。
【００３８】
こうして抽出された各ノードの切片方位は、図３に示すように、各ノードの経度・緯度デ
ータとともに、形状データを表すノード列情報として纏められる。このノード列情報には
、ノード列が表すベクトルデータの種別（この場合は「道路」）と、ノード総数（Ｎ個）
と、ノード番号Ｐ1からの各ノードに関する経度・緯度データ及び切片方位データとが並
ぶ。ノード番号Ｐ1の経度・緯度データ及び切片方位データは絶対座標及び絶対方位で表
示されるが、ノード番号Ｐ2からノード番号ＰNまでの経度・緯度データ及び切片方位デー
タは、データ量を減らすため、相対座標及び相対方位で表示される。
このノード列情報は、ノード列情報によって表された道路区間内の事象位置を表す相対位
置データとともに伝送フォーマットに変換されて伝送される。
【００３９】
ノード列情報及び相対位置データを受信した受信側は、マップマッチングを実施してノー
ド列情報で表示された道路区間を特定する。図５は、このマップマッチングでの手順を示
している。
ステップ121：ノード番号ＰXの経度・緯度データに近い道路上の位置を、近い順にマッチ
ング候補として抽出し、
ステップ122：その候補位置の切片方位とＰXの切片方位との差分を求める。その差分が規
定値より小さければマッチング候補とし、図４４で説明したマップマッチングの対象とす
る。
【００４０】
また、差分が規定値より大きい場合には、それをマッチング候補から除外し、ステップ12
1に戻って、次ぎに近いものをマッチング候補として抽出し、ステップ122の手順を実行す
る。
【００４１】
図１において、道路２上の地点ＰXは、最も近い道路である道路１に誤マッチングしやす
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いが、図４に示すように、受信側では、マッチングに際して、地点ＰXに最も近い道路１
上のマッチング候補点１と地点ＰXとの切片方位を比較することにより、マッチング候補
点１を候補から除外することができ、地点ＰXに次に近い道路２上のマッチング候補点２
を候補として残すことができる。
【００４２】
このように、この実施形態の位置情報伝達方法では、位置情報に切片方位情報を含めるこ
とにより、受信側でのマッチング精度を高め、短時間での候補の絞り込みを可能にする。
そのため、受信側では、伝達されたデジタル地図上の位置を正確且つ迅速に認識すること
ができる。
【００４３】
なお、この実施形態では、道路形状を示す形状データに、道路のノード及び補間点の座標
データを含める場合について説明したが、道路形状上で一定間隔ごとに座標点をリサンプ
ルし、道路形状を示す形状データには、前記座標点の座標データを含めるようにしてもよ
い。
【００４４】
（第２の実施形態）
第２の実施形態では、形状データに高さのデータを加えて伝達する位置情報伝達方法につ
いて説明する。
【００４５】
図６は、デジタル地図データが、経度、緯度及び高さの３次元で表現されている場合の道
路を表すベクトルデータ列を模式的に示している。
この場合、送信側は、形状データのノード列情報に、図７に示すように、各ノードのＸ方
向座標（経度）、Ｙ方向座標（緯度）及びＺ方向座標（標高）を含めて受信側に伝達する
。
【００４６】
受信側では、第１の実施形態の切片方位情報と同様に、マッチングに際して、Ｘ－Ｙ平面
上の距離に基づいて選択したマッチング候補点のＺ方向座標を参照することにより、候補
点を絞り込むことができ、伝達されたデジタル地図上の位置を正確且つ迅速に認識するこ
とができる。
【００４７】
なお、各ノードのＺ方向座標は、標高で表したが、地表面からの高さで表示しても良い。
このように、地表面からの高さのデータを形状データに含めることにより、高架道路と、
その下を通る一般道路とを区別することが可能になる。
また、図８に示すように、各ノードのＺ方向座標は、１つ手前のノードとの勾配で表示し
ても良い。
【００４８】
（第３の実施形態）
第３の実施形態では、形状データを関数で近似して、伝達するデータ量を削減する位置情
報伝達方法について説明する。
【００４９】
図９（ａ）に示すＰ1からＰnまでのベクトルデータ列の内、Ｐ1からＰm1まで、及び、Ｐm

1からＰm2までの形状を、図９（ｃ）に示すコサインカーブ等の基本関数Ｆ（ｈ，ｒ1，ｒ

2）で近似する。ｈ，ｒ1，ｒ2は、この関数のパラメータである。
【００５０】
この近似を行うことにより、図９（ｂ）に示すように、Ｐ1からＰm2までは、Ｐ1、Ｐm1及
びＰm2の座標データと、Ｆ（ａ，ｂ，ｃ）で示すＰ1～Ｐm1間を近似した関数及びそのパ
ラメータと、Ｆ（ｄ，ｅ，ｆ）で示すＰm1～Ｐm2間を近似した関数及びそのパラメータと
で表すことができ、データ量を削減できる。
図１０は、この場合のノード列情報を示している。
【００５１】
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受信側では、この形状データを受信すると、Ｐ1とＰm2との間は、Ｐ1、Ｐm1及びＰm2の座
標データとパラメータとからＦ（ａ，ｂ，ｃ）及びＦ（ｄ，ｅ，ｆ）で表示された形状を
求め、その形状の上に任意の間隔で地点を設定してマップマッチングを実施する。
この場合、Ｆ（ａ，ｂ，ｃ）及びＦ（ｄ，ｅ，ｆ）で表される形状は、図９（ａ）のＰ1

からＰm1及びＰm1からＰm2までの形状と正確に一致しなくても、受信側で誤マッチングを
生じない程度に近似していれば良い。
【００５２】
この実施形態の位置情報伝達方法では、伝達するデータ量を大幅に削減することができ、
データ伝送の効率化を図ることができる。
【００５３】
（第４の実施形態）
第４の実施形態では、平行する道路の道路形状データを少ないデータ量で伝達する位置情
報伝達方法について説明する。
【００５４】
高速道路や有料道路は、図１１に示すように、多くのデジタル地図において上下線分離道
路で表現され、二条線と呼ばれている。この二条線の場合には、図１２に示すように、一
方の道路（道路２）の道路形状データは、他方の道路（道路１）の道路形状データを利用
して、データ量を圧縮することができる。
【００５５】
この場合、道路２のノード地点Ｐ1’、Ｐ2’、‥、Ｐn’は、道路１におけるノード地点
Ｐ1、Ｐ2、‥、Ｐnを、道路１の右側（または左側）に、一定のオフセット距離（Ｌ）だ
け移動した地点として近似することができる。オフセットする方向は、図１３に示すよう
に、道路１の各ノード地点Ｐ1、Ｐ2、‥、Ｐnの切片方向と直交する方向である。
【００５６】
ノード列情報には、図１４に示すように、先頭に、形状データの識別番号である形状ベク
トル列識別番号と、参照すべき形状データを表す参照ベクトル列番号とを記述する。マス
タとなる道路１のノード列情報では、参照ベクトル列番号は「無し」となり、各ノードに
ついて、第１の実施形態と同様（図３）、経度・緯度データと切片方位データとを記述す
る。
【００５７】
一方、道路１の形状データを参照する道路２のノード列情報は、図１５に示すように、道
路２の形状ベクトル列識別番号と、参照先の道路１の形状データを表す参照ベクトル列番
号と、オフセット距離と、オフセット方向（マスタとなるノード列の右か左か）とを記述
する。
【００５８】
このように、平行する道路の場合には、一方の道路の道路形状データを利用して他方の形
状データを表すことにより、伝送すべきデータ量を大幅に削減することができる。
【００５９】
なお、この方式では、二条線の一方の実在する道路形状から、一定距離オフセットして、
他方の道路を写像して再現しているが、この場合には、曲率の大きい急なカーブ部分で誤
差が大きくなると云うウイークポイントを持つ。写像により再現される位置の誤差をでき
るだけ小さくするには、図１６に示すように、二条線の中心線を求め、この実在しない「
仮想の中心線形状ベクトルデータ列」をマスタとして送信し、上り路線及び下り路線の形
状データは、両方とも、マスタを参照し、オフセット距離及びオフセット方向だけで規定
するようにしても良い。
また、ここでは二条線について説明したが、多数の道路が並走する格子状道路を対象とし
て、この実施形態の方式を適用することも可能である。
【００６０】
（第５の実施形態）
第５の実施形態では、デジタル地図の著作権を損なうことが無いように、形状データを崩
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して伝達する位置情報伝達方法について説明する。
【００６１】
デジタル地図は、その地図の制作者が独自の工夫を凝らして地図形状を設定しており、地
図形状に対して制作者が著作権を有している。そのため、地図形状を形状データでそのま
ま伝達した場合には、デジタル地図の著作権を損なう虞れが発生する。この実施形態の位
置情報伝達方法では、そうした懸念を除くため、元の地図形状を、受信側で誤マッチング
が発生しない程度に、多少変形して伝達する。
【００６２】
図１７は、この場合の形状データの変形を模式的に示している。地図データの持つ本来の
位置をＰxとするとき、この位置をＰx’の位置に変形する。このとき、ＰxからＰx’まで
の距離（遷移値Ｂ）は、地点Ｐxから隣接する道路までの距離Ｌに基づいて設定し、また
、ＰxからＰx’への方位（遷移方位θ）は乱数で決定する。
【００６３】
図１８は、Ｐx’を算出する手順を示している。
ステップ261：地図データからノード位置Ｐxを抽出して、
ステップ262：隣接道路までの距離Ｌを計算し、
ステップ263：遷移値Ｂを決定する。
【００６４】
この遷移値Ｂの決定は、図１９に示す手順により、
ステップ271：Ｂ＝Ｌ×β1によりＢを求める。ここで、β1は、あらかじめシステムで決
めた１未満の値（例、β1＝０．１）である。
ステップ272：ステップ271で求めたＢをβ2と比較する。β2は、あらかじめシステムで決
めた距離（例、β2＝１５０ｍ）である。Ｂ＞β2であるときは、
ステップ273：Ｂ＝β2と決定する。
また、ステップ272において、Ｂ≦β2であるときは、ステップ271で求めた値をＢと決定
する。
【００６５】
こうして遷移値Ｂを決定すると、
ステップ264：遷移方位θを次式によって決定する。
θ＝Ｒ×３６０　（度）
ここで、Ｒは乱数発生関数であり、０～１の一様乱数である。なお、θは、真北の絶対方
位を０度として、時計回りに０度～３６０度の絶対方位を表現している。
ステップ265：決定した遷移値Ｂ及び遷移方位θを用いて、遷移後の座標Ｐx’を計算する
。
【００６６】
こうした手順により、地図データを、受信側で誤マッチングが発生しない程度に、変形す
ることができる。
【００６７】
なお、地図データの変形方法としては、この他に、Ｐxの座標値に対して緯度方向に乱数
Ｃを加算し、経度方向に乱数Ｄを加算して遷移後の座標Ｐx’を求める方法、あるいは、
本来の位置からの遷移値をσ＝Ａの正規分布となるように乱数で決定する方法などを用い
ることもできる。
【００６８】
（第６の実施形態）
第６の実施形態では、形状データで特定した道路区間の中の相対位置を、この道路区間の
中に適宜定義した基準点を用いて特定し、この情報を伝達する位置情報伝達方法について
説明する。
【００６９】
図２０に示すように、形状データによりＰ1からＰnまでのノード列を伝達し、この中の事
故位置を伝える場合に、この実施形態の方法では、ノード列の途中の交差点のノードＰ4
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を基準点に取り、Ｐ4からの相対距離によって事故位置を表示する。
また、この道路区間に発生している渋滞を、Ｔ字路のノードＰxを基準点に取り、Ｐxから
の相対距離によって表示する。
このように、道路区間内に定義した基準点を用いて表示する相対位置情報は、図２１に示
すデータによって受信側に伝達される。
【００７０】
図２１（ａ）は、道路区間を特定するノード列情報である。図２１（ｂ）は、特願平１１
－２４２１６６号で提案している道路付加情報であり、対象とする道路の道路種別コード
、道路番号、有料道路コードとともに、この道路区間に含まれる交差点ノードに関して、
ノード列情報にリンクするノード番号、その交差点ノードの接続リンク数、各接続リンク
の接続リンク角度が、それぞれの交差点ノードごとに表示されている。
【００７１】
図２１（ｃ）は、道路区間内の相対位置と、その位置で発生している事象の事象内容とを
表示する事象情報であり、相対位置は、基準点を明示し、そこからの相対距離で表示され
る。
【００７２】
このように、送信側が、道路区間内の交差点などの識別し易いノードを基準点として定義
することにより、受信側では、事象発生位置を的確に把握することが可能になる。
【００７３】
（第７の実施形態）
第７の実施形態では、各ノード情報と当該ノードでの発生事象とを直接関連付けて表示し
、伝達する位置情報伝達方法について説明する。
【００７４】
この方法では、図２２（ａ）に示すように、ノード列情報の中で、各ノード番号の座標デ
ータに続けて、当該ノードで発生している該当事象を該当事象コードで記述し、図２２（
ｂ）に示すように、各該当事象コードで表した事象内容を事象詳細情報として記述する。
あるいは、図２３（ａ）に示すように、ノード列情報には、ノード番号と座標データとだ
けを記述し、図２３（ｂ）に示すように、事象情報として、事象内容と、その事象が発生
しているノード番号とを記述する。
この方法では、受信側において、事象発生位置を高精度に再現することができる。
【００７５】
（第８の実施形態）
第８の実施形態では、道路上の位置情報を、車両の進行方向の情報を含めて伝達する位置
情報伝達方法について説明する。
例えば、道路上の事故が上り車線の走行にだけ影響し、下り車線には影響しない場合があ
る。こうしたとき、交通情報では、事故発生位置と、事故の影響を受ける車線の情報とを
伝達する必要がある。
【００７６】
図２４は、道路上で、車両進行方向１の方向に走行している車両が影響を受ける事象Ａ（
通行止）と、車両進行方向２の方向に走行している車両が影響を受ける事象Ｂ（車線規制
）とが発生している状態を模式的に示している。
【００７７】
このとき、道路上の位置情報は、図２５に示すデータによって受信側に伝達される。
図２５（ａ）は、道路区間を特定するノード列情報である。このノード列情報では、ノー
ド列の並び順に対する順方向を２、ノード列の並び順に対する逆方向を１とする方向定義
が規定されている。図２５（ｂ）は、第６の実施形態（図２１）と同様の道路付加情報で
ある。
【００７８】
図２５（ｃ）は、事象情報であり、各事象について、事象内容、及び基準点からの相対距
離とともに、その事象が影響を与えている車両進行方向を、方向定義を示す方向識別フラ
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グにより表示している。即ち、事象Ａは、車両進行方向１の方向に走行する車両が影響を
受けるため、方向識別フラグには、逆方向を定義する１が表示され、事象Ｂは、車両進行
方向２の方向に走行する車両が影響を受けるため、方向識別フラグには、順方向を定義す
る２が表示される。
【００７９】
このデータを受信した受信側では、ノード列情報で表示されたノードＰ1、Ｐ2、‥、Ｐn

の一方向の配列に対するマップマッチングで道路区間を特定し、事象情報に記述された相
対情報と方向識別フラグの情報とに基づいて、道路区間内の事象発生位置を、車両進行方
向を含めて特定することができる。そのため、一方向の形状データで両方向の事象を表現
することが可能になり、データ量の圧縮が可能となる。
【００８０】
また、この方向識別フラグは、第４の実施形態で説明した二条線の一方で発生した事象を
記述する場合にも使用することができ、図２９に示すように、形状ベクトル列識別番号１
２３の道路（図１４）を写像して再現した、形状ベクトル列識別番号１２４の道路（図１
５）で発生した事象であることを、方向識別フラグ（＝１）により表示することができる
。なお、この道路での事象情報は、ノード番号として写像後のノード番号（Ｐn’）を使
用して表示する。
【００８１】
また、方向識別フラグは、形状データで特定する道路区間の一方通行を表示する場合にも
使用することができ、図２６に示すように、ノード列の並び順に対して、順方向を１、逆
方向を２と方向定義した場合、形状データで特定される道路区間がＰn→Ｐ1方向の一方通
行であるとき、図２７に示すように、ノード列情報に一方通行方向を２と指定する方向識
別フラグを記述して、一方通行情報を表示することができる。なお、一方通行で無い場合
は、０（＝一方通行無し）で表示する。
【００８２】
このノード列情報を受信した受信側では、マップマッチングに際して、図２８に示すよう
に、
ステップ341：ノード列情報を受信し、
ステップ342：マップマッチングを実施して、マッチング候補の道路地点を抽出する。
ステップ343：その候補地点の地図データ上での一方通行の指定と、ノード列情報の一方
通行方向情報とを比較する。それらが一致するときは、そのマッチング候補を残し、不一
致であるときは、マッチング候補から除外して、ステップ342に戻り、次ぎのマッチング
候補を抽出する。
【００８３】
このように、方向識別フラグを使用することにより、一方通行の情報や、発生した事象が
影響を及ぼす車両進行方向の情報などを、少ないデータ量で伝達することができる。
【００８４】
（第９の実施形態）
第９の実施形態では、交通情報として、２地点間の旅行時間を伝える位置情報伝達方法に
ついて説明する。
【００８５】
この方法では、図３０に示すように、２つの基準点（Ｐ4、Ｐx）を設定し、この基準点間
の旅行時間を図３１に示すデータで伝達する。
図３１（ａ）は、この２つの基準点を含む道路区間を特定するためのノード列情報である
。図３１（ｂ）は、第６の実施形態で説明した図２１（ｂ）と同様の道路付加情報である
。図３１（ｃ）は、旅行時間を表示する所要時間情報であり、始端側ノード番号（Ｐ4）
、終端側ノード番号（Ｐx）及びその間の旅行時間が記述される。
【００８６】
この情報を受信した受信側では、ノード列情報及び道路付加情報を用いて、マップマッチ
ングで道路区間を特定し、所要時間情報から、基準点間の旅行時間を認識することができ
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る。
【００８７】
（第１０の実施形態）
第１０の実施形態では、データ圧縮された位置情報を受信した受信側で、マップマッチン
グがし易いベクトルデータ列を再生する方法について説明する。
【００８８】
図３２は、位置情報を受信して再生し、また、事象発生を知らせる位置情報を生成して送
信する位置情報送受信装置10を示している。
この装置10は、他の装置20の位置情報送信部21から送られた位置情報を受信する位置情報
受信部11と、この位置情報に含まれる形状データをマップマッチングがし易いベクトルデ
ータ列に変換するノード列復元部12と、デジタル地図データを蓄積するデジタル地図デー
タベース14と、マップマッチングを実施して位置情報で表された道路区間を特定するマッ
プマッチング部13と、位置情報で表された道路区間と事象位置とを表示するデジタル地図
表示部15と、発生した事象情報を入力する事象入力部16と、事象発生位置を伝達するため
の位置情報を生成する位置情報変換部17と、生成された位置情報を他の装置20の位置情報
受信部22に送信する位置情報送信部18とを備えている。
【００８９】
この装置10では、位置情報受信部11が位置情報を受信し、ノード列復号部12が、そこに含
まれる関数近似や間引きによりデータ圧縮された形状データを等間隔の形状ベクトルデー
タ列に変換する。図３３（ａ）は、圧縮前の形状ベクトルデータ列を示し、図３３（ｂ）
は、間引き及び関数近似により圧縮されたデータを示している。ノード列復号部12は、こ
の図３３（ｂ）のデータから、図３３（ｃ）に示すように、等間隔の形状ベクトルデータ
列を復元する。
【００９０】
マップマッチング部13は、デジタル地図データベース14に蓄積された地図データから、復
元された形状ベクトルデータ列にマッチングする道路区間を検出し、また、この道路区間
の事象発生位置を位置情報から特定して、デジタル地図表示部15にそれらを表示する。
また、事象情報入力部16から事象情報が入力されると、位置情報変換部17は、事象発生位
置を含む道路区間と、この道路区間内の事象発生位置とを指定する位置情報を生成し、こ
の位置情報が位置情報送信部18から送信される。
【００９１】
このノード列復元部12の具体的な動作について説明する。
送信側では、地図データから図３３（ａ）に示す形状ベクトルデータ列を取得すると、そ
の一部の形状ベクトルデータ列を関数Ｆで近似し、また、直線的な部分はデータを間引き
、こうしてデータ量を圧縮したデータを送信する。
【００９２】
なお、関数Ｆで近似する方法については第３の実施形態で説明した。また、データを間引
く方法については、特願平１１－２４２１６６号に詳しく説明している。要は、道路区間
に含まれるノードの中で、マップマッチングへの貢献度が低いノードを間引くのであり、
そのため、隣接するノードから当該ノードへの方位に対して、当該ノードから次のノード
への方位の変化が所定角度以下であり、且つ、前記隣接するノードから当該ノードまでの
距離が所定距離未満である場合に、当該ノードは間引かれる。
【００９３】
こうした圧縮されたデータを受けて、ノード列復元部12は、次のようにして、等間隔のデ
ータを復元する。ここでは、各間隔が、一定距離Ａ（メートル）から±ｂ（メートル）以
上ずれないように復元している。
【００９４】
データが間引かれている区間では、Ｐn-1（Ｘn-1，Ｙn-1）とＰn（Ｘn，Ｙn）との間は直
線と見なし、Ａメートル間隔でポイントを生成する。この模様を図４７に示している。
ここで、Ｐn-1→Ｐnベクトルの真北（Ｙ方向）からの方位をθとし、生成するポイントを
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Ｐnm（ｍ＝１，２，３，‥）とすると、
Ｘnm＝Ｘn-1＋ｍ×（Ａｓｉｎθ）
Ｙnm＝Ｙn-1＋ｍ×（Ａｃｏｓθ）
となる。
【００９５】
また、図９（ｃ）の基本関数Ｆで関数近似されている区間では、図４８に示すように、Ｐ

n-1→Ｐn間を直線と想定した場合のＬ’（初回はＬ'＝Ａ－ｂ）進んだ位置Ｐn1'（Ｘn1'
，Ｙn1'）を算出する。このとき、Ｐn1’の座標は、
Ｘn1’＝Ｘn-1＋１×（Ｌ’ｓｉｎθ）
Ｙn1’＝Ｙn-1＋１×（Ｌ’ｃｏｓθ）
となる。Ｐn1'に対応する関数Ｆ上の点をＰn1（＝Ｆ（Ｐn1’））とする。Ｐn-1→Ｐnを
Ｘ’軸、Ｐn-1を通りＸ’軸に直交する軸をＹ’軸とするＸ'-Ｙ’座標系の下で、Ｐn1の
Ｘ’座標はＬ’、Ｐn1のＹ’座標はＦ（１×Ｌ'）である。このＸ'-Ｙ’座標系を角度（
９０－θ）だけ回転して、その座標値をＸ-Ｙ座標系の座標値に変換すると、Ｐn1（Ｘn1

，Ｙn1）の座標は、
Ｘn1　＝Ｘn1’＋｛Ｆ（１×Ｌ’）ｓｉｎ（θ－９０）｝
Ｙn1　＝Ｙn1’＋｛Ｆ（１×Ｌ’）ｃｏｓ（θ－９０）｝
となる。
【００９６】
ここで、Ｐn-1→Ｐn1間の距離Ｌn1が、Ａ＋ｂ（メートル）以内の時は、Ｐn2の算出に進
む。Ｐn-1→Ｐn1間の距離Ｌn1が、Ａ＋ｂ（メートル）より大きい時は、Ｌ’＝Ｌ’／２
として再計算する。
以降は、このバイナリサーチの算出方法を繰り返す。
【００９７】
ノード列復元部12のこのような処理により、圧縮されていたデータは等間隔の座標列に変
換される。そのため、マップマッチング部13のマッチング処理が容易になる。
【００９８】
このノード列復元部12の処理は、ソフトウエアによって実現しても良いし、ＩＣ化したハ
ードウエアで実現しても良い。
【００９９】
このように、この実施形態の方法では、データ圧縮されたデータ列から、等間隔のデータ
列を復元しているため、マッチング処理が容易になり、マップマッチングの精度を高める
ことができる。
【０１００】
（第１１の実施形態）
第１１の実施形態では、デジタル地図データの道路以外の形状を伝達する位置情報伝達方
法について説明する。
【０１０１】
デジタル地図データには、図３４に示すように、施設形状を表すベクトル列（Ｖ）や、図
３５に示すように、県境形状を表すベクトル列（Ｘ）、湖沼形状を表すベクトル列（Ｙ）
、等高線形状を表すベクトル列（Ｗ）などが含まれる。これらの形状は、これまで説明し
て来た道路形状の表示方法を利用して表示し、また、その事象位置を特定することができ
る。
【０１０２】
図３６は、家屋形状を表す形状データを示している。形状ベクトル種別には家屋と記述し
、詳細情報として、ビル、一般家屋などの識別コードを記述する。次いで、ノード総数と
家屋形状を表す各ノード座標とを記述し、事象発生位置を、先頭のノード位置からの相対
距離で規定する。
【０１０３】
図３７は、水系形状を表す形状データを示している。形状ベクトル種別には水系と記述し
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、詳細情報として、湖などの面表現水系、河川などの線表現水系の識別コードを記述する
。その他は家屋形状の場合と同じである。
図３８は、行政界形状を表す形状データを示している。形状ベクトル種別には行政界と記
述し、詳細情報として、都道府県境、市区町村境、町丁目境の識別コードを記述する。
また、図３９は、等高線形状を表す形状データを示している。形状ベクトル種別には等高
線と記述し、詳細情報として、海抜何メートル等高線の識別コードを記述する。
【０１０４】
こうした位置情報を伝達することにより、送信側と受信側とで異種のデジタル地図を装備
している場合でも、家屋、水系、行政界、等高線などを相互に同定し、事象発生位置を伝
え合うことができる。
【０１０５】
（第１２の実施形態）
第１２の実施形態では、デジタル地図上の道路以外の位置を伝達する位置情報伝達方法に
ついて説明する。
【０１０６】
図４０に示すように、デジタル地図上の黒三角形で示す道路外の位置（再現位置）を伝達
する場合、送信側は、道路上に位置する三つの基準点（事象点１、事象点２、事象点３）
を設定し、事象点１を含む道路区間（マップマッチングデータ１）の形状データ、事象点
１から再現位置までの距離ｒ1及び方位θ1のデータ、事象点２を含む道路区間（マップマ
ッチングデータ２）の形状データ、事象点２から再現位置までの距離ｒ2及び方位θ2のデ
ータ、並びに、事象点３を含む道路区間（マップマッチングデータ３）の形状データ、事
象点３から再現位置までの距離ｒ3及び方位θ3のデータを受信側に伝達する。
【０１０７】
受信側では、図４１に示す手順で再現位置を再現する。
ステップ481：マップマッチングデータ１を用いてマップマッチングを実行し、
ステップ482：道路上の事象点１を特定する。
ステップ483：事象点１から距離ｒ1、方位θ1にある地点Ｐ1を求める。
同様の手順を繰り返して、マップマッチングデータ２から事象点２を特定し、事象点２か
ら距離ｒ2、方位θ2にある地点Ｐ2を求め、マップマッチングデータ３から事象点３を特
定し、事象点３から距離ｒ3、方位θ3にある地点Ｐ3を求める。
ステップ484：点Ｐ1、Ｐ2、Ｐ3の重心を算出し、
ステップ489：重心位置を再現位置とする。
【０１０８】
また、３つの事象点は、図４２に示すように、一本の道路（マップマッチングデータ）上
に設定しても良い。この場合、各々事象点から見た再現位置は、ｘ座標及びｙ座標の差分
データ（Δｘn、Δｙn）を用いて表すことができる。
【０１０９】
この位置情報を受信した受信側では、図４３に示す手順で再現位置を再現する。
ステップ501：マップマッチングデータを用いてマップマッチングを実行し、
ステップ502：道路上の事象点１を特定し、
ステップ503：事象点１からΔｘ1、Δｙ1の地点Ｐ1を求める。
【０１１０】
同様に、ステップ502及びステップ503を繰り返し、事象点２からΔｘ2、Δｙ2の地点Ｐ2

、及び事象点３からΔｘ3、Δｙ3の地点Ｐ3を求める。
ステップ504：点Ｐ1、Ｐ2、Ｐ3の重心を算出し、
ステップ505：重心位置を再現位置とする。
【０１１１】
こうして、道路以外の位置を表すことができる。なお、マップマッチングデータとしては
、道路以外に、第３の実施形態で説明した施設形状を表すベクトル列や、県境形状を表す
ベクトル列、湖沼形状を表すベクトル列、等高線形状を表すベクトル列などを用いること
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もできる。
【０１１２】
なお、ここでは、三つの基準点から目標位置までの相対情報（距離及び方位の情報）を伝
達する場合について示したが、送信側から、二つの基準点、あるいは、一つの基準点から
の相対情報しか伝えなかった場合でも、受信側では、その基準点を自己のデジタル地図上
で高精度に特定することができるため、その基準点からの相対情報により、目標位置を統
計的に求めることが可能である。
【０１１３】
また、各実施形態では、形状データに含める各ノードの座標データを経度・緯度データの
絶対値または相対値で表しているが、各ノードの座標データは、他のパラメータを用いて
表しても良い。
【０１１４】
例えば、図４９に示すように、ｘｙ座標により（ｘj-1，ｙj-1）、（ｘj，ｙj）及び（ｘ

j+1，ｙj+1）で表されるノードＰj-1、Ｐj及びＰj+1が存在し、直線Ｐj-1→Ｐjの距離が
Ｌj、直線Ｐj-1→Ｐjの絶対方位（北を基準とした時計回り方向の角度）がωj-1、直線Ｐ

j→Ｐj+1の距離がＬj+1、直線Ｐj→Ｐj+1の絶対方位がωjであるとすると、ノードＰjは
、前ノードＰj-1からの距離Ｌjと絶対方位ωj-1とを用いて特定することができる。
【０１１５】
ここで、Ｌj及びωj-1は、Ｐj-1及びＰjのｘｙ座標値から次式により算出することができ
る。
Ｌj　＝√｛（ｘj－ｘj-1）

2＋（ｙj－ｙj-1）
2｝

ωj-1＝tan-1｛（ｘj－ｘj-1）／（ｙj－ｙj-1）｝
ノードＰj+1についても、同様に、前ノードＰjからの距離Ｌj+1と絶対方位ωjとを用いて
特定することができる。
【０１１６】
また、ノードＰj+1は、前ノードＰjからの距離Ｌj+1と偏角、つまり、Ｐj→Ｐj+1の絶対
方位ωjとＰj-1→Ｐjの絶対方位ωj-1との変位差Θj、を用いて特定することもできる。
偏角Θjは、Ｐj-1、Ｐj及びＰj+1の各ｘｙ座標値から次式により算出することができる。

【０１１７】
図５０は、形状データに含まれるノード列情報を、前ノードからの距離と偏角とを用いて
表した送信データを例示している。図５０（ａ）の送信データは、ノードｐ1とノードｐ2

との間の補間点＃１～＃ａのデータを含み、この補間点のデータが、前ノードまたは前補
間点からの距離と偏角とのデータで構成されている。始端となるノードｐ1に関しては、
位置を表す絶対座標（経度、緯度）と、切片方向絶対方位（ｐ1と補間点＃１とを結ぶ直
線の絶対方位）とのデータを含んでいる。また、補間点＃１のデータは、補間点＃１から
補間点＃２に延びる直線の絶対方位と前記切片方向絶対方位との方位差を表す偏角データ
と、ｐ1から補間点＃１までの距離データとで構成され、補間点＃２のデータは、同様に
、補間点＃２から補間点＃３に延びる直線の絶対方位と補間点＃１から補間点＃２に延び
る直線の絶対方位との偏角データと、前補間点＃１から補間点＃２までの距離データとで
構成されている。補間点＃３～＃ａに関しても同様である。
【０１１８】
また、図５０（ｂ）の送信データは、始端のノードｐ1を除く各ノードのデータが、前ノ
ードからの距離と偏角とで構成されている。
【０１１９】
図５１は、元地図データの対象道路区間の形状（ａ）と、それを前ノードからの距離と偏
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角とで表した座標列（ｂ）とを模式的に示している。なお、図５１に示すように、対象道
路区間の元地図データから、対象道路区間の形状を、より少ない数で再現できるノードを
リサンプルし、リサンプルしたノードを前ノードからの距離と偏角とで表現するようにし
ても良い。
【０１２０】
図５２は、この送信データを受信した受信側でのマップマチング処理を模式的に示してい
る。このマップマチングでは、自己のデジタル地図上で、まず、形状データの始端ノード
ｐ1に対応する候補点を設定する。そのために、始端ノードｐ1の緯度・経度データ位置か
ら、概ね２００ｍ以内にあるｎ個の近隣道路上にｎ個の候補点を設定する。
次に、始端ノードｐ1位置から各候補点Ｐ1,iまでの距離Ｄiを算出する。
【０１２１】
次に、図５３に示すように、各道路の現在の候補点Ｐj,iから、道路に沿って、形状デー
タのｐj→ｐj+1間の距離Ｌjだけ進んだ点Ｐj+1,iを求め、Ｐj-1,i→Ｐj,iを結ぶ直線とＰ

j,i→Ｐj+1,iを結ぶ直線とのなす角θj,iと、形状データで表されたｐjの相対方位Θjと
の差｜Δθj,i｜を算出し、次式により評価値εj,iを算出する。
εj,i　＝　α×Ｄi＋Σ（β×｜Δθj,i｜）
（Σはｊ＝１からｊまで加算）
α：予め決めた係数
β：予め決めた係数
次いで、候補点Ｐj,iを候補点Ｐj+1,iに移動する。
【０１２２】
こうした処理を全ての候補点について繰り返し、また、同様の処理を、形状データに含ま
れる全てのノードについて実行する。形状データに含まれた全てのノードについての処理
が終了すると、評価値εiの最も小さい候補を対象道路として選択する。
【０１２３】
このマップマッチング処理では、形状データに含まれる「前ノードからの距離Ｌi」を用
いて、次の候補点を容易に求めることができ、また、形状データに含まれる「相対方位」
を直接用いて、評価値を算出することができる。そのため、受信側でのマップマッチング
の処理負担が軽減される。
【０１２４】
また、本発明の位置情報伝達方法は、送信側及び受信側装置のコンピュータの動作手順を
プログラムにより規定して実現することができる。
【０１２５】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明のデジタル地図の位置情報伝達方法では、デジタ
ル地図上の位置を効率的、且つ、正確に伝達することができる。
【０１２６】
形状データに、方位情報や高さ情報、方向識別フラグによる一方通行情報などを付加して
伝達する方法では、マッチング精度を高め、マッチングの所要時間を短縮することが可能
になる。
【０１２７】
また、形状データ列を関数で近似したり、二条線の形状データをオフセット距離で表示す
る伝達方法では、データ量を減らし、データ伝送効率を高めることができる。
【０１２８】
また、道路区間内の交差点などに基準点を設定して事象位置までの相対距離を表示したり
、ノード番号で事象位置を規定する伝送方法では、受信側での事象位置の特定精度を高め
ることができる。
【０１２９】
また、方向識別フラグを用いることにより、事象の影響が及ぶ車両進行方向を特定するこ
とができる。
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【０１３０】
また、圧縮されている形状データ列から等間隔のデータを復元する方法及び装置では、受
信側でのマッチング効率を高めることができる。
【０１３１】
また、本発明の伝達方法では、旅行時間を伝達したり、また、地図データの著作権を損な
わない形でのデータを伝達したりすることも可能である。
【０１３２】
また、本発明は、道路以外のベクトルデータの伝達にも応用することができ、また、デジ
タル地図上の道路外の位置を伝達することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態の形状データを説明する図、
【図２】第１の実施形態の送信側での形状データの生成手順を示すフロー図、
【図３】第１の実施形態でのノード列情報を示す図、
【図４】第１の実施形態での受信側のマップマッチングを説明する図、
【図５】第１の実施形態での受信側のマップマッチング手順を示すフロー図、
【図６】第２の実施形態の形状データを説明する図、
【図７】第２の実施形態でのノード列情報を示す図、
【図８】第２の実施形態での別の表現方法を取るノード列情報を示す図、
【図９】第３の実施形態におけるデータ削減を示す図、
【図１０】第３の実施形態でのノード列情報を示す図、
【図１１】二条線の説明図、
【図１２】第４の実施形態での形状データを説明する図、
【図１３】第４の実施形態でのオフセットの方向を説明する図、
【図１４】第４の実施形態でのマスタ側のノード列情報を示す図、
【図１５】第４の実施形態でのマスタを参照する側のノード列情報を示す図、
【図１６】第４の実施形態での別の方式による形状データを説明する図、
【図１７】第５の実施形態での形状データを説明する図、
【図１８】第５の実施形態での形状データの生成手順を示すフロー図、
【図１９】第５の実施形態での遷移値の決定手順を示すフロー図、
【図２０】第６の実施形態での基準点を説明する図、
【図２１】第６の実施形態でのノード列情報、道路付加情報、事象情報を示す図、
【図２２】第７の実施形態でのノード列情報及び事象詳細情報を示す図、
【図２３】第７の実施形態でのノード列情報及び事象情報を示す図、
【図２４】第８の実施形態での事象発生状況を説明する図、
【図２５】第８の実施形態でのノード列情報、道路付加情報、事象情報を示す図、
【図２６】第８の実施形態での一方通行状況を説明する図、
【図２７】第８の実施形態で一方通行を表示するノード列情報を示す図、
【図２８】第８の実施形態でのマップマッチング手順を示すフロー図、
【図２９】第８の実施形態での二条線の事象を表す事象情報を示す図、
【図３０】第９の実施形態での旅行時間を説明する図、
【図３１】第９の実施形態でのノード列情報、道路付加情報、所要時間情報を示す図、
【図３２】第１０の実施形態における位置情報送受信装置の構成を示すブロック図、
【図３３】第１０の実施形態での形状データの圧縮、復号を説明する図、
【図３４】デジタル地図での施設形状ベクトルを示す図、
【図３５】デジタル地図での県境形状、等高線、湖沼形状を表すベクトルを示す図、
【図３６】第１１の実施形態での家屋形状のノード列情報を示す図、
【図３７】第１１の実施形態での水系形状のノード列情報を示す図、
【図３８】第１１の実施形態での行政界形状のノード列情報を示す図、
【図３９】第１１の実施形態での等高線形状のノード列情報を示す図、
【図４０】第１２の実施形態での道路外位置表現方法を説明する図、
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【図４１】第１２の実施形態での位置再現手順を示すフロー図、
【図４２】第１２の実施形態での別の道路外位置表現方法を説明する図、
【図４３】第１２の実施形態での別の位置再現手順を示すフロー図、
【図４４】マップマッチングの一例を説明する図、
【図４５】道路形状データ及び相対位置情報を説明する図、
【図４６】切片方位を説明する図、
【図４７】第１０の実施形態において直線近似された区間でのデータ復元方法を説明する
図、
【図４８】第１０の実施形態において関数近似された区間でのデータ復元方法を説明する
図、
【図４９】ノード座標を前ノードとの距離及び偏角で表す方法を説明する図、
【図５０】ノード座標を前ノードとの距離及び偏角で表したノード列情報を示す図、
【図５１】ノード座標を前ノードとの距離及び偏角で表した形状データを模式的に示す図
、
【図５２】ノード座標を前ノードとの距離及び偏角で表したときのマップマチング処理を
模式的に示す図、
【図５３】ノード座標を前ノードとの距離及び偏角で表したときのマップマチング処理に
おいて、次の候補点の求め方を示す図である。
【符号の説明】
10、20　位置情報送受信装置
11、22　位置情報受信部
12　ノード列復元部
13　マップマッチング部
14　デジタル地図データベース
15　デジタル地図表示部
16　事象入力部
17　位置情報変換部
18、21　位置情報送信部
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