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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の現在位置を表す自車位置情報を取得する自車位置情報取得手段と、
　自車両の周辺の画像情報を取得する画像情報取得手段と、
　前記画像情報に含まれる対象地物の画像認識処理を行う画像認識手段と、
　前記自車位置情報に基づいて求められる、前記画像認識手段による対象地物の認識位置
を表す認識位置情報を、当該対象地物が識別可能な状態で記憶する認識結果記憶手段と、
　同じ対象地物が複数回画像認識されることにより前記認識結果記憶手段に記憶された、
同じ対象地物についての複数の前記認識位置情報に基づいて、当該対象地物の推測位置を
判定する推測位置判定手段と、
　交差点に対応するノードと、交差点間を結ぶ道路に対応するリンクとの接続関係により
道路ネットワークを表す道路情報が記憶された道路情報記憶手段と、
　前記ノードを挟んで当該ノードに対して略均等な間隔で配置される２つの対象地物につ
いての前記推測位置判定手段により判定された推測位置を表す位置情報に基づいて、前記
道路情報に含まれる、前記ノードの位置の情報及び２つの前記ノード間を結ぶリンクの長
さの情報の一方又は双方を修正する道路情報管理手段と、
を備える地物情報収集装置。
【請求項２】
　前記推測位置判定手段は、同じ対象地物についての複数の前記認識位置情報の分布に基
づいて、当該分布の代表値を前記推測位置として判定する請求項１に記載の地物情報収集
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装置。
【請求項３】
　前記認識結果記憶手段は、各対象地物について前記認識位置情報を、前記画像認識手段
による当該対象地物の認識位置が属する所定の位置範囲についての学習値とし、当該対象
地物を認識する度に前記学習値を前記位置範囲毎に加算して記憶し、
　前記推測位置判定手段は、各対象地物についての前記学習値が所定の学習しきい値以上
となった前記位置範囲を代表する位置を、当該対象地物の推測位置と判定する請求項１に
記載の地物情報収集装置。
【請求項４】
　２つの対象地物についての複数の前記認識位置情報に基づいて、当該２つの対象地物間
の距離を表す地物間距離を判定する地物間距離判定手段を更に備える請求項１から３のい
ずれか一項に記載の地物情報収集装置。
【請求項５】
　前記推測位置判定手段により判定された各対象地物の推測位置を表す位置情報と、当該
対象地物についての前記画像認識手段による画像認識結果に基づく属性情報とを関連付け
た地物情報を生成する地物情報生成手段を更に備える請求項１から４のいずれか一項に記
載の地物情報収集装置。
【請求項６】
　前記推測位置判定手段により判定された各対象地物の推測位置を表す位置情報と、当該
対象地物についての前記画像認識手段による画像認識結果に基づく属性情報とを関連付け
た地物情報、及び複数の対象地物について予め整備された位置情報及び属性情報を含む地
物情報の少なくとも一方を記憶する地物情報記憶手段を更に備える請求項１から５のいず
れか一項に記載の地物情報収集装置。
【請求項７】
　前記地物情報記憶手段に記憶された前記地物情報の管理を行う地物情報管理手段を更に
備え、
　前記画像認識手段は、前記自車位置情報に基づいて前記地物情報記憶手段から抽出した
自車両の周辺に存在する対象地物の前記地物情報に基づいて、前記画像情報に含まれる当
該地物情報が示す対象地物の画像認識処理を行い、
　前記認識結果記憶手段は、前記画像認識手段による前記地物情報が示す対象地物の画像
認識に失敗したことを表す認識失敗情報を、当該対象地物が識別可能な状態で記憶し、
　前記地物情報管理手段は、同じ対象地物について複数回の画像認識処理が行われること
により前記認識結果記憶手段に記憶された、同じ対象地物についての複数の前記認識失敗
情報に基づいて、前記地物情報記憶手段に記憶された当該対象地物についての前記地物情
報の削除を行う請求項６に記載の地物情報収集装置。
【請求項８】
　前記認識結果記憶手段は、各対象地物について前記認識失敗情報を当該対象地物につい
ての学習値とし、当該対象地物の画像認識に失敗する度に前記学習値を減算して記憶し、
　前記地物情報管理手段は、各対象地物についての前記学習値が所定の削除しきい値以下
となった場合に、当該対象地物についての前記地物情報の削除を行う請求項７に記載の地
物情報収集装置。
【請求項９】
　前記認識結果記憶手段は、複数の車両と通信可能に接続され、複数の車両による前記認
識位置情報を記憶する請求項１から８のいずれか一項に記載の地物情報収集装置。
【請求項１０】
　前記認識結果記憶手段は、複数の車両と通信可能に接続され、複数の車両による前記認
識失敗情報を記憶する請求項７又は８に記載の地物情報収集装置。
【請求項１１】
　請求項５から８のいずれか一項に記載の地物情報収集装置と、
　前記画像認識手段による対象地物の画像認識結果と、当該対象地物についての前記地物



(3) JP 4437556 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

情報に含まれる当該対象地物の位置情報とに基づいて前記自車位置情報を補正する自車位
置情報補正手段と、
を備える自車位置認識装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の自車位置認識装置と、地図情報が記憶された地図情報記憶手段と、
前記地図情報を参照して動作するアプリケーションプログラムと、前記アプリケーション
プログラムに従って動作して案内情報を出力する案内情報出力手段と、を備えるナビゲー
ション装置。
【請求項１３】
　自車両の現在位置を表す自車位置情報を取得する自車位置情報取得ステップと、
　自車両の周辺の画像情報を取得する画像情報取得ステップと、
　前記画像情報に含まれる対象地物の画像認識処理を行う画像認識ステップと、
　前記自車位置情報に基づいて求められる、前記画像認識ステップによる対象地物の認識
位置を表す認識位置情報を、当該対象地物が識別可能な状態で所定の認識結果記憶手段に
記憶する認識結果記憶ステップと、
　同じ対象地物が複数回画像認識されることにより前記認識結果記憶手段に記憶された、
同じ対象地物についての複数の前記認識位置情報に基づいて、当該対象地物の推測位置を
判定する推測位置判定ステップと、
　所定の道路情報記憶手段に記憶された、交差点に対応するノードと交差点間を結ぶ道路
に対応するリンクとの接続関係により道路ネットワークを表す道路情報の管理を行う道路
情報管理ステップと、を備え、
　前記道路情報管理ステップでは、前記ノードを挟んで当該ノードに対して略均等な間隔
で配置される２つの対象地物についての前記推測位置判定ステップにより判定された推測
位置を表す位置情報に基づいて、前記道路情報に含まれる、前記ノードの位置の情報及び
２つの前記ノード間を結ぶリンクの長さの情報の一方又は双方を修正する地物情報収集方
法。
【請求項１４】
　前記認識結果記憶ステップでは、各対象地物について前記認識位置情報を、前記画像認
識ステップによる当該対象地物の認識位置が属する所定の位置範囲についての学習値とし
、当該対象地物を認識する度に前記学習値を前記位置範囲毎に加算して記憶し、
　前記推測位置判定ステップでは、各対象地物についての前記学習値が所定の学習しきい
値以上となった前記位置範囲を代表する位置を、当該対象地物の推測位置と判定する請求
項１３に記載の地物情報収集方法。
【請求項１５】
　複数の対象地物についての位置情報及び属性情報を含む地物情報が記憶された地物情報
記憶手段から、前記自車位置情報に基づいて抽出した自車両の周辺に存在する対象地物の
前記地物情報に基づいて、前記画像情報に含まれる当該地物情報が示す対象地物の画像認
識処理を行う第二画像認識ステップと、
　前記第二画像認識ステップによる前記地物情報が示す対象地物の画像認識に失敗したこ
とを表す認識失敗情報を、当該対象地物が識別可能な状態で所定の認識結果記憶手段に記
憶する第二認識結果記憶ステップと、
　同じ対象地物について複数回の画像認識処理が行われることにより前記認識結果記憶手
段に記憶された、同じ対象地物についての複数の前記認識失敗情報に基づいて、前記地物
情報記憶手段に記憶された当該対象地物についての前記地物情報の削除を行う地物情報管
理ステップと、
を更に備える請求項１３又は１４に記載の地物情報収集方法。
【請求項１６】
　前記第二認識結果記憶ステップでは、各対象地物について前記認識失敗情報を当該対象
地物についての学習値とし、当該対象地物の画像認識に失敗する度に前記学習値を減算し
て記憶し、
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　前記地物情報管理ステップでは、各対象地物についての前記学習値が所定の削除しきい
値以下となった場合に、当該対象地物についての前記地物情報の削除を行う請求項１５に
記載の地物情報収集方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載した撮像装置等により取得した車両周辺の画像情報に含まれる対
象地物の画像認識結果に基づいて、地物の情報を収集する地物情報収集装置及び地物情報
収集方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまでにも、車両に搭載した撮像装置等により取得した車両周辺の画像情報に含まれ
る対象地物の画像認識結果に基づいて、地物の情報を収集する装置は知られている（例え
ば、下記の特許文献１及び２参照）。これらの特許文献に記載された従来の装置は、いず
れも、道路に設置された交通標識や道路交通情報表示板を対象地物とするものである。そ
して、これらの装置は、車両に搭載された撮像装置により取得した画像情報に含まれる対
象地物の画像認識を行い、その認識結果から抽出された標識情報等の地物情報を、位置情
報や区間情報と関連付けて地図データベースに記憶する。この際、地物情報と関連付けら
れる位置情報や区間情報は、ナビゲーション装置において一般的に用いられているＧＰＳ
受信機、ジャイロ、車速センサ等からの情報に基づいて決定されている。これにより、こ
れらの装置では、地物情報のデータベースが作成され、それに基づく経路探索や運転支援
等が可能となっている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－０３８５５８号公報
【特許文献２】特開２００６－２７５６９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ナビゲーション装置において用いられているＧＰＳ受信機、ジャイロ、車速セ
ンサ等により取得される位置情報は、一般的に、数メートルから数十メートルといった大
きな誤差を有している。そのため、地物情報を地図データベースに記憶する際の位置情報
もこのような誤差を有する情報となる。したがって、データベースに記憶された地物情報
を参照して行う経路探索や運転支援等に際しても、このような位置情報の誤差が影響して
適切な動作を行うことができない場合があった。特に、車両制御や自車位置補正等のため
に地物情報を用いる場合には、より高精度の位置情報を有する地物情報を整備することが
必要となる。
【０００５】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、地物の位置情報を従
来よりも高精度に取得することが可能な地物情報収集装置及び地物情報収集方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための本発明に係る地物情報収集装置の特徴構成は、自車両の現在
位置を表す自車位置情報を取得する自車位置情報取得手段と、自車両の周辺の画像情報を
取得する画像情報取得手段と、前記画像情報に含まれる対象地物の画像認識処理を行う画
像認識手段と、前記自車位置情報に基づいて求められる、前記画像認識手段による対象地
物の認識位置を表す認識位置情報を、当該対象地物が識別可能な状態で記憶する認識結果
記憶手段と、同じ対象地物が複数回画像認識されることにより前記認識結果記憶手段に記
憶された、同じ対象地物についての複数の前記認識位置情報に基づいて、当該対象地物の
推測位置を判定する推測位置判定手段と、交差点に対応するノードと、交差点間を結ぶ道
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路に対応するリンクとの接続関係により道路ネットワークを表す道路情報が記憶された道
路情報記憶手段と、前記ノードを挟んで当該ノードに対して略均等な間隔で配置される２
つの対象地物についての前記推測位置判定手段により判定された推測位置を表す位置情報
に基づいて、前記道路情報に含まれる、前記ノードの位置の情報及び２つの前記ノード間
を結ぶリンクの長さの情報の一方又は双方を修正する道路情報管理手段と、を備える点に
ある。
　ここで、前記認識位置情報は、画像認識手段により認識された対象地物の位置、及び画
像認識手段により対象地物を画像認識した際の自車両の位置のいずれであっても良い。
【０００７】
　この特徴構成によれば、同じ対象地物が複数回画像認識されることにより認識結果記憶
手段に記憶された、同じ対象地物についての複数の認識位置情報に基づいて、当該対象地
物の推測位置が判定される。したがって、それぞれの認識位置情報が示す対象地物の認識
位置に誤差が含まれる場合であっても、複数の認識位置情報を用いて推測位置を判定する
ことにより誤差を平均化し、対象地物の推測位置を実際の位置により近づけることが可能
となる。これにより、従来の装置と比べて、地物の位置情報を高精度に取得することが可
能となる。
【０００８】
　さらに、この構成によれば、道路情報記憶手段に記憶された道路情報を、推測位置判定
手段により判定された推測位置を表す位置情報に基づいて適宜修正することができる。よ
って、実際の道路の現状に合致した高精度な道路情報とすることが可能となる。
【０００９】
　ここで、前記推測位置判定手段は、同じ対象地物についての複数の前記認識位置情報の
分布に基づいて、当該分布の代表値を前記推測位置として判定する構成とすると好適であ
る。
【００１０】
　この構成によれば、同じ対象地物についての複数の認識位置情報を用いた統計的処理に
より、適切に当該対象地物の推測位置を判定することができる。
【００１１】
　また、前記認識結果記憶手段は、各対象地物について前記認識位置情報を、前記画像認
識手段による当該対象地物の認識位置が属する所定の位置範囲についての学習値とし、当
該対象地物を認識する度に前記学習値を前記位置範囲毎に加算して記憶し、前記推測位置
判定手段は、各対象地物についての前記学習値が所定の学習しきい値以上となった前記位
置範囲を代表する位置を、当該対象地物の推測位置と判定する構成とすると好適である。
【００１２】
　この構成によれば、対象地物を認識する度に認識位置情報を適切に記憶して蓄積するこ
とができる。また、各対象地物についての認識位置情報が信頼性を確保するために必要な
程度に蓄積されたときに、その認識位置情報を用いて対象地物の推測位置を判定すること
ができる。したがって、対象地物の推測位置を精度良く適切に判定することができる。
【００１３】
　また、２つの対象地物についての複数の前記認識位置情報に基づいて、当該２つの対象
地物間の距離を表す地物間距離を判定する地物間距離判定手段を更に備える構成とすると
好適である。
【００１４】
　この構成によれば、２つの対象地物のそれぞれについての複数の認識位置情報に基づい
て、それら２つの対象地物の地物間距離を高精度に判定することができる。そして、この
地物間距離の情報を用いることにより、一つの対象地物の画像認識結果に基づいて、自車
両から他の対象地物までの距離を高精度に予測することが可能となり、例えば、車両制御
やナビゲーション装置による案内の精度をより高めることが可能となる。
【００１５】
　また、前記推測位置判定手段により判定された各対象地物の推測位置を表す位置情報と
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、当該対象地物についての前記画像認識手段による画像認識結果に基づく属性情報とを関
連付けた地物情報を生成する地物情報生成手段を更に備える構成とすると好適である。
【００１６】
　この構成によれば、地物情報が予め整備されていない場合であっても、対象地物の画像
認識結果に基づいて地物情報を新たに生成することができる。したがって、地物情報が予
め整備されていない道路を自車両が走行する場合であっても、新たに生成された地物情報
を用いて、当該地物情報に示される地物の画像認識処理や、そのような地物の画像認識結
果を用いた自車位置情報の補正等を行うことが可能となる。
【００１７】
　また、前記推測位置判定手段により判定された各対象地物の推測位置を表す位置情報と
、当該対象地物についての前記画像認識手段による画像認識結果に基づく属性情報とを関
連付けた地物情報、及び複数の対象地物について予め整備された位置情報及び属性情報を
含む地物情報の少なくとも一方を記憶する地物情報記憶手段を更に備える構成とすると好
適である。
【００１８】
　この構成によれば、対象地物の画像認識結果に基づいて新たに生成した地物情報、及び
予め整備された地物情報の少なくとも一方が地物情報記憶手段に記憶されることになる。
したがって、地物情報記憶手段を参照することにより、地物情報が予め整備された道路を
自車両が走行する場合には当該予め整備された地物情報を用い、地物情報が予め整備され
ていない道路を自車両が走行する場合には新たに生成された地物情報を用いることにより
、いずれの場合であっても地物情報を用いた画像認識処理や自車位置情報の補正等を行う
ことが可能となる。
【００１９】
　また、前記地物情報記憶手段に記憶された前記地物情報の管理を行う地物情報管理手段
を更に備え、前記画像認識手段は、前記自車位置情報に基づいて前記地物情報記憶手段か
ら抽出した自車両の周辺に存在する対象地物の前記地物情報に基づいて、前記画像情報に
含まれる当該地物情報が示す対象地物の画像認識処理を行い、前記認識結果記憶手段は、
前記画像認識手段による前記地物情報が示す対象地物の画像認識に失敗したことを表す認
識失敗情報を、当該対象地物が識別可能な状態で記憶し、前記地物情報管理手段は、同じ
対象地物について複数回の画像認識処理が行われることにより前記認識結果記憶手段に記
憶された、同じ対象地物についての複数の前記認識失敗情報に基づいて、前記地物情報記
憶手段に記憶された当該対象地物についての前記地物情報の削除を行う構成とすると好適
である。
【００２０】
　この構成によれば、地物情報記憶手段に記憶された地物情報が示す対象地物の画像認識
処理を行うに際しての、当該対象地物の画像認識に失敗したことの情報を地物情報記憶手
段に反映させて、画像認識できない対象地物についての地物情報を削除することができる
。したがって、実際の道路の現状に合致しない地物情報を削除し、無駄な画像認識処理等
を削減することが可能となる。また、このような地物情報の削除と新たな地物情報の生成
とを組み合わせることにより地物情報の修正も行うことができる。これにより、実際の道
路の現状に合致した高精度な地物情報を整備することが可能となる。
【００２１】
　また、前記認識結果記憶手段は、各対象地物について前記認識失敗情報を当該対象地物
についての学習値とし、当該対象地物の画像認識に失敗する度に前記学習値を減算して記
憶し、前記地物情報管理手段は、各対象地物についての前記学習値が所定の削除しきい値
以下となった場合に、当該対象地物についての前記地物情報の削除を行う構成とすると好
適である。
【００２２】
　この構成によれば、対象地物の画像認識に失敗する度に認識失敗情報を適切に記憶して
蓄積することができる。また、各対象地物についての認識失敗情報がある程度以上蓄積さ
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れたときに、対象地物の地物情報の削除を行うことができる。したがって、対象地物の地
物情報の削除の判定を適切に行うことができる。
【００２３】
　ここで、前記認識結果記憶手段は、複数の車両と通信可能に接続され、複数の車両によ
る前記認識位置情報を記憶する構成とすると好適である。また、前記認識結果記憶手段は
、複数の車両と通信可能に接続され、複数の車両による前記認識失敗情報を記憶する構成
とすると好適である。
【００２４】
　この構成によれば、複数の車両による対象地物の学習結果としての認識位置情報や認識
失敗情報を、複数の車両と通信可能に接続された認識結果記憶手段に記憶することができ
、したがって、多くの認識位置情報や認識失敗情報を認識結果記憶手段に集積することが
できる。これにより、多くの認識位置情報を用いて更に高精度な位置情報を有する対象地
物の地物情報を生成し、或いは、画像認識ができない対象地物の地物情報を早期に削除す
ることが可能となる。
【００２５】
　本発明に係る自車位置認識装置の特徴構成は、上記の各構成を備えた地物情報収集装置
と、前記画像認識手段による対象地物の画像認識結果と、当該対象地物についての前記地
物情報に含まれる当該対象地物の位置情報とに基づいて前記自車位置情報を補正する自車
位置情報補正手段と、を備える点にある。
【００２６】
　この特徴構成によれば、地物情報が予め整備されていない道路を自車両が走行する場合
であっても、過去に自車両が同じ道路を走行した際に生成した地物情報を用いて、当該対
象地物の画像認識結果と当該地物情報が有する位置情報とに基づく自車位置情報の補正を
行うことができる。したがって、地物情報が予め整備されていない道路を自車両が走行す
る場合であっても、自車位置情報を高精度に補正することが可能となる。
【００２７】
　本発明に係るナビゲーション装置の特徴構成は、上記の自車位置認識装置と、地図情報
が記憶された地図情報記憶手段と、前記地図情報を参照して動作するアプリケーションプ
ログラムと、前記アプリケーションプログラムに従って動作して案内情報を出力する案内
情報出力手段と、を備える点にある。
【００２８】
　この特徴構成によれば、地物情報が予め整備されていない道路を自車両が走行する場合
であっても、高精度に補正した自車位置情報を用いて、経路探索や進路案内等の処理を適
切に行うことが可能となる。
【００２９】
　本発明に係る地物情報収集方法の特徴構成は、自車両の現在位置を表す自車位置情報を
取得する自車位置情報取得ステップと、自車両の周辺の画像情報を取得する画像情報取得
ステップと、前記画像情報に含まれる対象地物の画像認識処理を行う画像認識ステップと
、前記自車位置情報に基づいて求められる、前記画像認識ステップによる対象地物の認識
位置を表す認識位置情報を、当該対象地物が識別可能な状態で所定の認識結果記憶手段に
記憶する認識結果記憶ステップと、同じ対象地物が複数回画像認識されることにより前記
認識結果記憶手段に記憶された、同じ対象地物についての複数の前記認識位置情報に基づ
いて、当該対象地物の推測位置を判定する推測位置判定ステップと、所定の道路情報記憶
手段に記憶された、交差点に対応するノードと交差点間を結ぶ道路に対応するリンクとの
接続関係により道路ネットワークを表す道路情報の管理を行う道路情報管理ステップと、
を備え、前記道路情報管理ステップでは、前記ノードを挟んで当該ノードに対して略均等
な間隔で配置される２つの対象地物についての前記推測位置判定ステップにより判定され
た推測位置を表す位置情報に基づいて、前記道路情報に含まれる、前記ノードの位置の情
報及び２つの前記ノード間を結ぶリンクの長さの情報の一方又は双方を修正する点にある
。
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【００３０】
　この特徴構成によれば、同じ対象地物が複数回画像認識されることにより認識結果記憶
手段に記憶された、同じ対象地物についての複数の認識位置情報に基づいて、当該対象地
物の推測位置が判定される。したがって、それぞれの認識位置情報が示す対象地物の認識
位置に誤差が含まれる場合であっても、複数の認識位置情報を用いて推測位置を判定する
ことにより誤差を平均化し、対象地物の推測位置を実際の位置により近づけることが可能
となる。これにより、従来の装置と比べて、地物の位置情報を高精度に取得することが可
能となる。
【００３１】
　さらに、この構成によれば、道路情報記憶手段に記憶された道路情報を、推測位置判定
ステップにより判定された推測位置を表す位置情報に基づいて適宜修正することができる
。よって、実際の道路の現状に合致した高精度な道路情報とすることが可能となる。
【００３２】
　また、前記認識結果記憶ステップでは、各対象地物について前記認識位置情報を、前記
画像認識ステップによる当該対象地物の認識位置が属する所定の位置範囲についての学習
値とし、当該対象地物を認識する度に前記学習値を前記位置範囲毎に加算して記憶し、前
記推測位置判定ステップでは、各対象地物についての前記学習値が所定の学習しきい値以
上となった前記位置範囲を代表する位置を、当該対象地物の推測位置と判定する構成とす
ると好適である。
【００３３】
　この構成によれば、対象地物を認識する度に認識位置情報を適切に記憶して蓄積するこ
とができる。また、各対象地物についての認識位置情報が信頼性を確保するために必要な
程度に蓄積されたときに、その認識位置情報を用いて対象地物の推測位置を判定すること
ができる。したがって、対象地物の推測位置を精度良く適切に判定することができる。
【００３４】
　また、複数の対象地物についての位置情報及び属性情報を含む地物情報が記憶された地
物情報記憶手段から、前記自車位置情報に基づいて抽出した自車両の周辺に存在する対象
地物の前記地物情報に基づいて、前記画像情報に含まれる当該地物情報が示す対象地物の
画像認識処理を行う第二画像認識ステップと、前記第二画像認識ステップによる前記地物
情報が示す対象地物の画像認識に失敗したことを表す認識失敗情報を、当該対象地物が識
別可能な状態で所定の認識結果記憶手段に記憶する第二認識結果記憶ステップと、同じ対
象地物について複数回の画像認識処理が行われることにより前記認識結果記憶手段に記憶
された、同じ対象地物についての複数の前記認識失敗情報に基づいて、前記地物情報記憶
手段に記憶された当該対象地物についての前記地物情報の削除を行う地物情報管理ステッ
プと、を更に備える構成とすると好適である。
【００３５】
　この構成によれば、地物情報記憶手段に記憶された地物情報が示す対象地物の画像認識
処理を行うに際しての、当該対象地物の画像認識に失敗したことの情報を地物情報記憶手
段に反映させて、画像認識できない対象地物についての地物情報を削除することができる
。したがって、実際の道路の現状に合致しない地物情報を削除し、無駄な画像認識処理等
を削減することが可能となる。また、このような地物情報の削除と新たな地物情報の生成
とを組み合わせることにより地物情報の修正も行うことができる。これにより、実際の道
路の現状に合致した高精度な地物情報を整備することが可能となる。
【００３６】
　また、前記第二認識結果記憶ステップでは、各対象地物について前記認識失敗情報を当
該対象地物についての学習値とし、当該対象地物の画像認識に失敗する度に前記学習値を
減算して記憶し、前記地物情報管理ステップでは、各対象地物についての前記学習値が所
定の削除しきい値以下となった場合に、当該対象地物についての前記地物情報の削除を行
う構成とすると好適である。
【００３７】
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　この構成によれば、対象地物の画像認識に失敗する度に認識失敗情報を適切に記憶して
蓄積することができる。また、各対象地物についての認識失敗情報がある程度以上蓄積さ
れたときに、対象地物の地物情報の削除を行うことができる。したがって、対象地物の地
物情報の削除の判定を適切に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　次に、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態に係る
ナビゲーション装置１の概略構成を示すブロック図である。このナビゲーション装置１は
、本発明の実施形態としての地物情報収集装置２、画像認識装置３、及び自車位置認識装
置４を含んで構成されている。このナビゲーション装置１は、所定の地物種別の地物を対
象地物とし、画像認識部１８による対象地物の画像認識結果を用いて当該対象地物の位置
を学習する。そして、このような対象地物の学習結果を地物データベースＤＢ２に反映さ
せることにより、地物情報Ｆが整備されていなかった道路においても、地物情報Ｆを用い
た自車位置情報Ｐの補正を行うことを可能とする。また、このナビゲーション装置１は、
地物データベースＤＢ２に記憶されている地物情報Ｆに基づく対象地物の画像認識に失敗
した際に、そのことを学習し、それを地物データベースＤＢ２に反映させて地物情報Ｆを
修正する。そして、ナビゲーション装置１は、補正された自車位置情報Ｐに基づいて経路
案内等のナビゲーション処理を行う。
【００３９】
　図１に示すナビゲーション装置１の各機能部、具体的には、画像情報取得部１２、自車
位置情報取得部１６、地物情報取得部１７、画像認識部１８、自車位置情報補正部１９、
ナビゲーション用演算部２０、認識情報処理部３１、推測位置判定部３４、地物情報管理
部３５、道路情報管理部３９、道路属性情報取得部４１、及び対象種別決定部４２は、Ｃ
ＰＵ等の演算処理装置を中核部材として、入力されたデータに対して種々の処理を行うた
めの機能部がハードウェア又はソフトウェア（プログラム）或いはその両方により実装さ
れて構成されている。そして、これらの各機能部は、互いに情報の受け渡しを行うことが
できるように構成されている。また、ナビゲーション装置１の各データベースＤＢ１～Ｄ
Ｂ６は、例えば、ハードディスクドライブ、ＤＶＤ－ＲＯＭを備えたＤＶＤドライブ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭを備えたＣＤドライブ等のように、情報を記憶可能な記録媒体とその駆動手段
とを有する装置をハードウェア構成として備えている。以下、本実施形態に係るナビゲー
ション装置１の各部の構成について詳細に説明する。
【００４０】
１．地図データベース
　地図データベースＤＢ１は、所定の区画毎に分けられた地図情報Ｍが記憶されたデータ
ベースである。図２は、地図データベースＤＢ１に記憶されている地図情報Ｍの構成の例
を示す図である。この図に示すように、地図情報Ｍは、交差点に対応する多数のノードｎ
と、各交差点間を結ぶ道路に対応するリンクｋとの接続関係により道路ネットワークを表
す道路情報Ｒａを有している。各ノードｎは、緯度及び経度で表現された地図上の位置（
座標）の情報を有している。各リンクｋは、ノードｎを介して接続されている。また、各
リンクｋは、その属性情報として、道路種別、地域種別、リンク長、道路幅、リンク形状
を表現するための形状補間点等の情報を有している。ここで、道路種別情報は、例えば、
自動車専用道路、市街道路、細街路、山岳路等のように、道路を複数の種別に区分した際
の道路種別の情報である。また、地域種別情報は、例えば、関東地方や関西地方等の地方
、都道府県や市区町村等の行政区画等のように、リンクｋに対応する道路が設けられてい
る地域を複数に区分した際の地域種別の情報である。これらのリンクｋの属性情報が、道
路属性情報Ｒｂ（図１参照）に相当する。そして、本実施形態においては、この地図デー
タベースＤＢ１が、本発明における道路情報記憶手段及び地図情報記憶手段に相当する。
なお、図２においては、一つの区画の道路情報Ｒａのみを図示し、他の区画の道路情報Ｒ
ａは省略して示している。
【００４１】
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２．地物データベース
　地物データベースＤＢ２は、道路上や道路周辺に設けられた各種の地物の情報、すなわ
ち地物情報Ｆが記憶されたデータベースである。図１に示すように、本実施形態において
は、地物データベースＤＢ２には、初期地物情報Ｆａ及び学習地物情報Ｆｂの２種類の情
報が記憶される。ここで、初期地物情報Ｆａとは、地物データベースＤＢ２に予め整備さ
れて記憶されている複数の地物についての地物情報Ｆである。このような初期地物情報Ｆ
ａは、道路情報Ｒａを含む地図情報Ｍが整備されている全ての地域の中で、大都市周辺や
幹線道路等の一部の地域についてのみ整備されている。一方、学習地物情報Ｆｂとは、後
述するように、画像認識部１８による対象地物の画像認識結果を用いて学習した結果とし
て地物データベースＤＢ２に記憶される地物情報Ｆである。なお、以下の説明において、
単に「地物情報Ｆ」というときは、これら初期地物情報Ｆａ及び学習地物情報Ｆｂを総称
するものとする。本実施形態においては、この地物データベースＤＢ２が、本発明におけ
る地物情報記憶手段に相当する。
【００４２】
　この地物データベースＤＢ２に地物情報Ｆが記憶される地物には、道路の路面に設けら
れた道路標示（ペイント標示）が含まれている。図３は、地物データベースＤＢ２に記憶
されている道路標示の地物情報Ｆの例を示す図である。このような道路標示に係る地物と
しては、例えば、横断歩道、停止線、最高速度等を表す速度標示、ゼブラゾーン、道路に
沿って車線を分ける区画線（実線、破線、二重線等の各種区画線を含む。）、各車線の進
行方向を指定する進行方向別通行区分標示（矢印標示、例えば、直進矢印、右折矢印等を
含む）等が含まれる。なお、地物情報Ｆが記憶される地物としては、このような道路標示
のほか、信号機、標識、陸橋、トンネル等の各種の地物も含めることができる。
【００４３】
　また、地物情報Ｆは、その内容として各地物の位置情報と、それに関連付けられた地物
属性情報とを有している。ここで、位置情報は、道路情報Ｒａを構成するリンクｋ又はノ
ードｎ等と関連付けられた各地物の代表点の地図上の位置（座標）、及び各地物の向きの
情報を有している。本例では、代表点は、各地物の長さ方向及び幅方向の中央部付近に設
定される。また、地物属性情報は、地物種別情報や、地物の形状、大きさ、色彩等の地物
形態情報等を含んでいる。ここで、地物種別は、具体的には、「横断歩道」、「停止線」
、「速度標示（３０ｋｍ／時）」等のような、基本的に同じ形態を有する地物の種別を表
す情報である。また、本実施形態においては、地物情報Ｆは、近接する他の地物との関係
を表す関連付情報や、当該他の地物との間の地物間距離を表す地物間距離情報を有してい
る。ここで、関連付情報は、自車両５０（図５等参照）が道路に沿って進行中に、一つの
地物を画像認識することにより、前方に存在する他の地物を予測できるようにするための
情報である。また、地物間距離情報は、そのような前方に存在する地物までの自車両５０
からの距離を正確に予測するための情報である。
【００４４】
３．学習データベース
　学習データベースＤＢ３は、認識位置導出部３２により導出された認識位置情報Ａａ、
及び認識失敗処理部３３により導出された認識失敗情報Ａｃを、各認識位置情報Ａａ及び
各認識失敗情報Ａｃに対応する対象地物が識別可能な状態で記憶するデータベースである
。ここでは、各情報Ａａ、Ａｃに対応する対象地物を識別可能とするために、各情報Ａａ
、Ａｃと、それに対応する対象地物の地物属性情報Ａｂとを関連付けて記憶している。こ
の学習データベースＤＢ３に記憶される認識位置情報Ａａ、地物属性情報Ａｂ、及び認識
失敗情報Ａｃの具体的な内容については、後で詳細に説明する。本実施形態においては、
この学習データベースＤＢ３が、本発明における認識結果記憶手段に相当する。
【００４５】
４．画像情報取得部
　画像情報取得部１２は、撮像装置１１により撮像した自車両の周辺の画像情報Ｇを取得
する画像情報取得手段として機能する。ここで、撮像装置１１は、撮像素子を備えた車載
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カメラ等であって、少なくとも自車両５０の周辺の道路の路面を撮像可能な位置に設けら
れている。このような撮像装置１１としては、例えば、図４に示すような自車両５０の後
方の路面を撮像するバックカメラを用いると好適である。画像情報取得部１２は、撮像装
置１１により撮像した撮像情報をフレームメモリ（不図示）などを介して所定の時間間隔
で取り込む。この際の画像情報Ｇの取り込みの時間間隔は、例えば、１０～５０ｍｓ程度
とすることができる。これにより、画像情報取得部１２は、撮像装置１１により撮像した
複数フレームの画像情報Ｇを連続的に取得することができる。ここで取得された画像情報
Ｇは、画像認識部１８へ出力される。
【００４６】
５．自車位置情報取得部
　自車位置情報取得部１６は、自車両５０の現在位置を示す自車位置情報Ｐを取得する自
車位置情報取得手段として機能する。ここでは、自車位置情報取得部１６は、ＧＰＳ受信
機１３、方位センサ１４、及び距離センサ１５と接続されている。ここで、ＧＰＳ受信機
１３は、ＧＰＳ（Global Positioning System）衛星からのＧＰＳ信号を受信する装置で
ある。このＧＰＳ信号は、通常１秒おきに受信され、自車位置情報取得部１６へ出力され
る。自車位置情報取得部１６では、ＧＰＳ受信機１３で受信されたＧＰＳ衛星からの信号
を解析し、自車両５０の現在位置（緯度及び経度）、進行方位、移動速度等の情報を取得
することができる。方位センサ１４は、自車両５０の進行方位又はその進行方位の変化を
検出するセンサである。この方位センサ１４は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ
、ハンドルの回転部に取り付けた光学的な回転センサや回転型の抵抗ボリューム、車輪部
に取り付ける角度センサ等により構成される。そして、方位センサ１４は、その検出結果
を自車位置情報取得部１６へ出力する。距離センサ１５は、自車両５０の車速や移動距離
を検出するセンサである。この距離センサ１５は、例えば、車両のドライブシャフトやホ
イール等が一定量回転する毎にパルス信号を出力する車速パルスセンサ、自車両５０の加
速度を検知するヨー・Ｇセンサ及び検知された加速度を積分する回路等により構成される
。そして、距離センサ１５は、その検出結果としての車速及び移動距離の情報を自車位置
情報取得部１６へ出力する。
【００４７】
　そして、自車位置情報取得部１６は、これらのＧＰＳ受信機１３、方位センサ１４及び
距離センサ１５からの出力に基づいて、公知の方法により自車位置を特定する演算を行う
。また、自車位置情報取得部１６は、地図データベースＤＢ１から抽出された自車位置周
辺の道路情報Ｒａを取得し、それに基づいて公知のマップマッチングを行うことにより自
車位置を道路情報Ｒａに示される道路上に合わせる補正も行う。このようにして、自車位
置情報取得部１６は、緯度及び経度で表された自車両５０の現在位置の情報、及び自車両
５０の進行方位の情報を含む自車位置情報Ｐを取得する。
【００４８】
６．地物情報取得部
　地物情報取得部１７は、自車位置情報取得部１６で取得された自車位置情報Ｐ等に基づ
いて、地物データベースＤＢ２から自車両５０の周辺に存在する地物の地物情報Ｆを抽出
して取得する。本実施形態においては、一例として、地物情報取得部１７は、自車位置情
報Ｐに基づいて、自車位置情報Ｐに示される自車両５０の現在位置から、当該自車両５０
が走行中の道路を表すリンクｋの終端までの間に存在する対象地物の地物情報Ｆを地物デ
ータベースＤＢ２から抽出する。そして、この地物情報取得部１７により取得された地物
情報Ｆは、画像認識部１８及び自車位置情報補正部１９へ出力される。ここで、地物情報
取得部１７により地物データベースＤＢ２から抽出される対象地物の地物情報Ｆには、初
期地物情報Ｆａ及び学習地物情報Ｆｂの双方が含まれる。また、対象地物となる地物は、
画像認識部５による画像認識処理の対象となる地物である。本実施形態においては、横断
歩道、停止線、速度標示等のような、道路の路面に設けられた各種の道路標示の中から選
択された地物種別の地物が対象地物となる。
【００４９】
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７．画像認識部
　画像認識部１８は、画像情報取得部１２で取得された画像情報Ｇに含まれる対象地物の
画像認識処理を行う画像認識手段として機能する。本実施形態においては、画像認識部１
８は、自車位置情報Ｐの補正に用いるための位置補正用画像認識処理と、対象地物の画像
認識結果を学習して地物データベースＤＢ２に反映させるための情報収集用画像認識処理
との２種類の画像認識処理を行う。本実施形態においては、画像認識部１８は、地物情報
取得部１７により自車位置情報Ｐに基づいて地物データベースＤＢ２から取得された地物
情報Ｆを参照する。そして、自車両５０の周辺に地物情報Ｆとして記憶された対象地物が
存在すると判定された場合に位置補正用画像認識処理を行い、自車両５０の周辺に地物情
報Ｆとして記憶された対象地物が存在しないと判定された場合に情報収集用画像認識処理
を行う。これは、後述するように、地物情報Ｆが既に整備された道路上を自車両５０が走
行中の場合には、位置補正用画像認識処理による画像認識結果と地物情報Ｆとに基づく自
車位置情報Ｐの補正処理や、位置補正用画像認識処理に失敗した場合の地物情報Ｆの修正
処理を行い、地物情報Ｆが整備されていない道路上を自車両５０が走行中の場合には、情
報収集用画像認識処理により画像認識結果を用いて対象地物の存在する位置を学習する処
理を行うためである。なお、本実施形態においては、自車両５０の周辺に地物情報Ｆとし
て記憶された対象地物が存在するか否かを、自車位置情報Ｐに示される自車両５０の現在
位置（自車位置）から、当該自車両５０が走行中の道路を表すリンクｋの終端までの間に
地物情報Ｆとして記憶された対象地物が存在するか否かにより判定することとしている。
【００５０】
　そして、位置補正用画像認識処理では、画像認識部１８は、自車位置情報Ｐに基づいて
地物データベースＤＢ２から取得した自車両５０の周辺に存在する対象地物の地物情報Ｆ
に基づいて、画像情報Ｇに含まれる当該地物情報Ｆが示す対象地物の画像認識処理を行う
。この際、画像認識部１８は、当該地物情報Ｆが示す対象地物の認識要求を行う所定の認
識領域Ｅ（図６参照）を設定し、この認識領域Ｅ内の画像情報Ｇに対して対象地物の画像
認識処理を行う。この認識領域Ｅは、道路情報Ｒａが示すリンクｋ上における、当該対象
地物が存在すると推測される位置範囲として設定される。ここで、各画像情報Ｇに含まれ
る現実の道路の撮像領域は、自車両５０への撮像装置１１の取付位置、取付角度、及び画
角等に基づいて予め演算された自車位置と撮像領域との位置関係を用いることで、自車位
置情報Ｐに基づいて求めることができる。よって、画像認識部１８は、このように求めた
各画像情報Ｇの撮像領域の情報に基づいて、各対象地物について設定された認識領域Ｅに
対応する画像情報Ｇを抽出し、画像認識処理を行う。そして、この位置補正用画像認識処
理による対象地物の画像認識結果は、自車位置情報補正部１９による自車位置情報Ｐの補
正に用いられる。また、位置補正用画像認識処理では、画像認識部１８は、各対象地物に
ついて設定された認識領域Ｅの外での対象地物の画像認識も行う。このような認識領域Ｅ
の外で認識された対象地物の画像認識結果は、自車位置情報Ｐの補正に用いられず、後述
するように、地物情報Ｆの修正に用いられる。
【００５１】
　また、情報収集用画像認識処理では、画像認識部１８は、後述する対象種別決定部４２
により決定された対象種別の地物を対象地物とし、画像情報Ｇに含まれる対象地物の画像
認識処理を行う。この画像認識処理は、地物データベースＤＢ２に記憶された地物情報Ｆ
を用いずに行うため、対象地物が存在する位置を推測することができない。したがって、
この情報収集用画像認識処理では、画像認識部１８は、対象種別決定部４２により所定の
道路区域Ｚ（図９及び図１０参照）毎に対象種別が決定されることに応じて、各道路区域
Ｚ毎に、当該道路区域Ｚについて決定された対象種別の対象地物の画像認識処理を行う。
この道路区域Ｚは、道路情報Ｒａが示すノードｎ及びリンクｋ上に設定される区域であり
、各道路（リンクｋ）の道路属性に応じて、例えば、図９に示すリンク端部Ｚａ及びリン
ク中央部Ｚｂ、図１０に示すノード上Ｚｃ及びリンク上Ｚｄ等として設定される。ここで
、各画像情報Ｇに含まれる現実の道路の撮像領域は、上記のとおり、自車両５０への撮像
装置１１の取付位置、取付角度、及び画角等に基づいて予め演算された自車位置と撮像領
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域との位置関係を用いることで、自車位置情報Ｐに基づいて求めることができる。よって
、画像認識部１８は、このように求めた各画像情報Ｇの撮像領域の情報に基づいて、各道
路区域Ｚに対応する画像情報Ｇを抽出し、当該道路区域Ｚについて決定された対象種別の
対象地物の画像認識処理を行う。そして、この情報収集用画像認識処理による対象地物の
画像認識結果は、後述するように認識位置導出部３２により認識位置情報とされ、学習デ
ータベースＤＢ３に記憶される。
【００５２】
　画像認識部１８は、対象地物の画像認識に際しては、画像情報Ｇに対して二値化処理や
エッジ検出処理等を行い、当該画像情報Ｇに含まれている地物（道路標示）の輪郭情報を
抽出する。その後、画像認識部１８は、抽出された地物の輪郭情報と、対象地物の形態の
特徴量とのパターンマッチングを行うことにより、画像情報Ｇに含まれる対象地物の画像
を抽出する。そして、画像認識部１８は、位置補正用画像認識処理に際しては、設定され
た認識領域Ｅ内の画像情報Ｇの中から対象地物の画像を抽出できた場合に対象地物の画像
認識に成功したと判定する。また、画像認識部１８は、情報収集用画像認識処理に際して
は、各道路区域Ｚの画像情報Ｇの中から対象地物の画像を抽出できた場合に対象地物の画
像認識に成功したと判定する。一方、画像認識部１８は、認識領域Ｅ内又は各道路区域Ｚ
内の全ての画像情報Ｇについて画像認識処理を行った結果、対象地物の画像を抽出できな
かった場合には、対象地物の画像認識に失敗したと判定する。
【００５３】
８．自車位置情報補正部
　自車位置情報補正部１９は、画像認識部１８による対象地物の画像認識処理の結果と、
当該対象地物についての地物情報Ｆに含まれる当該対象地物の位置情報とに基づいて自車
位置情報Ｐを補正する自車位置情報補正手段として機能する。本実施形態では、自車位置
情報補正部１９は、画像認識部１８における地物情報Ｆに基づく位置補正用画像認識処理
による対象地物の画像認識結果と、当該地物情報Ｆに含まれる当該対象地物の位置情報と
を用いて、自車両５０の進行方向に沿って自車位置情報Ｐを補正する。具体的には、自車
位置情報補正部１９は、まず、画像認識部１８による位置補正用画像認識処理の結果と、
撮像装置１１の取付位置、取付角度、及び画角等とに基づいて、対象地物の画像を含む画
像情報Ｇの取得時における自車両５０と対象地物との位置関係を演算する。次に、自車位
置情報補正部１９は、この自車両５０と対象地物との位置関係の演算結果と、当該対象地
物についての地物情報Ｆに含まれる当該対象地物の位置情報とに基づいて、自車両５０の
進行方向における対象地物の位置情報（地物情報Ｆ）を基準とする高精度な自車両５０の
位置情報を演算して取得する。そして、自車位置情報補正部１９は、このようにして取得
した高精度な自車両５０の位置情報に基づいて、自車位置情報取得部１６で取得した自車
位置情報Ｐに含まれる、自車両５０の進行方向の現在位置の情報を補正する。その結果、
自車位置情報取得部１６は、このような補正後の高精度な自車位置情報Ｐを取得すること
になる。
【００５４】
９．ナビゲーション用演算部
　ナビゲーション用演算部２０は、自車位置表示、出発地から目的地までの経路探索、目
的地までの進路案内、目的地検索等のナビゲーション機能を実行するためにアプリケーシ
ョンプログラム２３に従って動作する演算処理手段である。例えば、ナビゲーション用演
算部２０は、自車位置情報Ｐに基づいて地図データベースＤＢ１から自車両５０周辺の地
図情報Ｍを取得して表示入力装置２１に地図の画像を表示するとともに、当該地図の画像
上に、自車位置情報Ｐに基づいて自車位置マークを重ね合わせて表示する処理を行う。ま
た、ナビゲーション用演算部２０は、地図データベースＤＢ１に記憶された地図情報Ｍに
基づいて、所定の出発地から目的地までの経路探索を行う。更に、ナビゲーション用演算
部２０は、探索された出発地から目的地までの経路と自車位置情報Ｐとに基づいて、表示
入力装置２１及び音声出力装置２２の一方又は双方を用いて、運転者に対する進路案内を
行う。また、本実施形態においては、ナビゲーション用演算部２０は、表示入力装置２１
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及び音声出力装置２２に接続されている。表示入力装置２１は、液晶表示装置等の表示装
置とタッチパネル等の入力装置が一体となったものである。音声出力装置は、スピーカ等
を有して構成されている。本実施形態においては、ナビゲーション用演算部２０、表示入
力装置２１、及び音声出力装置２２が、本発明における案内情報出力手段２４として機能
する。
【００５５】
１０．認識情報処理部
　認識情報処理部３１は、画像認識部１８による画像認識処理の結果を表す情報、具体的
には、認識位置導出部３２により導出される認識位置情報及び認識失敗処理部３３により
生成される認識失敗情報を、学習データベースＤＢ３に記憶させるための処理を行うため
の認識情報処理手段である。このため、本実施形態においては、認識情報処理部３１は、
認識位置導出部３２、及び認識失敗処理部３３を備えている。そこで、以下に、これら認
識位置導出部３２及び認識失敗処理部３３が行う処理の詳細について、図５～図８を用い
て説明する。
【００５６】
１０－１．認識位置導出部
　認識位置導出部３２は、画像認識部１８による画像認識処理において対象地物の画像認
識に成功した場合に、自車位置情報Ｐに基づいて当該対象地物の認識位置を導出する認識
位置導出手段として機能する。そして、認識位置導出部３２は、導出された認識位置を表
す認識位置情報Ａａを生成し、当該画像認識に成功した対象地物が識別可能な状態で学習
データベースＤＢ３に記憶する。図５は、地物情報Ｆが整備されていない道路（リンクｋ
）を自車両５０が走行する場合を例とし、情報収集用画像認識処理の結果を用いた地物情
報Ｆの収集処理の概要を説明するための説明図である。そして、図５（ａ）は、自車両５
０が走行する実際の道路に設けられた道路標示（地物）の一例である。図５（ｂ）は、学
習データベースＤＢ３に記憶された認識位置情報Ａａの一例である。図５（ｃ）は、学習
データベースＤＢ３に記憶された学習結果が反映された地物データベースＤＢ２の一例で
ある。この図５では、説明の簡略化のため、図９及び図１０に示すように所定の道路区域
Ｚ（Ｚａ～Ｚｄ）毎に対象種別が異なるものとせず、図示された全ての領域において対象
種別が同じ「横断歩道」である場合の例を示している。
【００５７】
　そして、本実施形態においては、認識位置導出部３２は、図５（ｂ）に示すように、各
対象地物について認識位置情報Ａａを、画像認識部１８による当該対象地物の認識位置が
属する所定の位置範囲についての学習値として生成し、当該対象地物を認識する度に学習
値を前記位置範囲毎に加算して記憶することとしている。以下に、認識位置導出部３２が
行う処理の内容について、図５（ａ）及び（ｂ）を用いて順に説明する。
【００５８】
　認識位置導出部３２は、まず、画像認識部１８による、対象種別決定部４２により決定
された対象種別の地物を対象地物とする情報収集用画像認識処理に際して、対象地物の画
像認識に成功したか否かを監視する。本例では、地物種別が「横断歩道」である全ての地
物を対象地物として情報収集用画像認識処理を行う。よって、図５（ａ）に示される例で
は、自車両５０は、進行方向の４箇所において、対象地物としての横断歩道ｆ１～ｆ４を
画像認識するはずである。
【００５９】
　そして、画像認識部１８により、一つの対象地物の画像認識に成功した場合には、認識
位置導出部３２は、その画像認識結果に基づいて当該対象地物の認識位置を導出する。こ
こでは、認識位置導出部３２は、対象地物の認識位置を、自車位置情報Ｐを基準とする当
該対象地物の道路上の位置を表す情報として導出する。したがって、認識位置導出部３２
は、画像認識部１８による対象地物の画像認識結果と、撮像装置１１の取付位置、取付角
度、及び画角等とに基づいて、対象地物の画像を含む画像情報Ｇの取得時における自車両
５０と対象地物との位置関係を演算する。次に、自車位置情報補正部１９は、この自車両
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５０と対象地物との位置関係の演算結果と、当該画像情報Ｇの取得時における自車位置情
報Ｐとに基づいて、自車位置情報Ｐを基準とする対象地物の位置を演算する。本例では、
認識位置導出部３２は、対象地物の位置を、自車両５０が走行中の道路を表すリンクｋに
沿った方向の対象地物の代表点の位置として求める。そして、認識位置導出部３２は、こ
のように演算された対象地物の位置を、対象地物の認識位置として導出する。この対象地
物の認識位置は、当該対象地物の画像を含む画像情報Ｇの取得時の自車位置情報Ｐを基準
として導出されるため、自車位置情報Ｐが有する誤差を反映した位置の情報となる。
【００６０】
　次に、認識位置導出部３２は、上記のようにして導出した対象地物の認識位置を、所定
の位置範囲についての学習値とし、当該位置範囲についての学習値を認識位置情報Ａａと
する。本例では、所定の位置範囲は、道路を表すリンクｋに沿った方向に一定距離毎に区
分され設定された範囲であり、例えば、リンクｋに沿った方向に０．５〔ｍ〕毎に区分さ
れた範囲とする。また、学習値は、一つの対象地物の画像認識に成功する毎に、学習デー
タベースＤＢ３における当該対象地物の認識位置が属する位置範囲に加算される値であり
、例えば、一つの対象地物の画像認識に成功する毎に１点とする。すなわち、本例では、
認識位置情報Ａａは、対象地物の認識位置が含まれる位置範囲を表す情報と、その学習値
「１」の情報とにより構成される。
【００６１】
　ここで、図７は、図５（ｂ）に示す学習データベースＤＢ３に記憶された学習値の横断
歩道ｆ１に関する部分の拡大図である。例えば、図５（ａ）の例において、対象地物とし
ての横断歩道ｆ１の画像認識に成功した場合であって、認識位置導出部３２により導出さ
れた横断歩道ｆ１の認識位置が、図７中に「ａ４」として示される位置範囲であった場合
には、この図７中に破線で示すように、当該位置範囲ａ４の学習値に１が加算される。そ
して、自車両５０が同じ道路を複数回通行することにより、同じ対象地物（例えば横断歩
道ｆ１）が複数回画像認識されると、学習データベースＤＢ３には、図５（ｂ）及び図７
に示すように、当該対象地物が認識される毎に生成された複数の認識位置情報Ａａとして
の学習値が、当該対象地物の認識位置を表す位置範囲毎に積算されて蓄積される。そして
、後述するように、学習値が所定の学習しきい値Ｔ１以上になると、地物情報生成部３６
により当該対象地物についての学習地物情報Ｆｂが生成され、地物データベースＤＢ２に
記憶される。図５の例では、図５（ｃ）に示すように、横断歩道ｆ１～ｆ４に対応する学
習地物情報Ｆｂ１～Ｆｂ４が、地物データベースＤＢ２に記憶されている。
【００６２】
　また、認識位置導出部３２は、画像認識部１８による位置補正用画像認識処理に際して
、各対象地物について設定された認識領域Ｅの外において対象地物が画像認識された場合
には、上記の情報収集用画像認識処理の結果を用いた地物情報Ｆの収集処理と同様の処理
を行う。すなわち、認識位置導出部３２は、位置補正用画像認識処理による対象地物の画
像認識結果に基づいて、自車位置情報Ｐを基準とする当該対象地物の認識位置を導出する
。そして、認識位置導出部３２は、導出された認識位置を表す認識位置情報Ａａを生成し
、当該画像認識に成功した対象地物が識別可能な状態で学習データベースＤＢ３に記憶す
る。これにより、後述するように、位置補正用画像認識処理における対象地物の画像認識
結果を用いて、地物データベースＤＢ２に記憶された地物情報Ｆの修正を行うことができ
る。なお、このような位置補正用画像認識処理において設定された認識領域Ｅの外で対象
地物を画像認識した場合の認識位置導出部３２による処理の詳細については、後に図６に
示す例を用いて詳細に説明する。
【００６３】
　ところで、認識位置導出部３２は、当該画像認識に成功した対象地物を他の対象地物に
対して識別可能な状態とするため、生成した認識位置情報Ａａを、当該対象地物の各種属
性を表す地物属性情報Ａｂと関連付けて記憶している。ここで、地物属性情報Ａｂが含む
対象地物の属性は、当該一つの対象地物を他の対象地物と識別できるものであればよい。
したがって、例えば地物属性情報Ａｂは、当該対象地物の地物種別、当該対象地物の具体
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的形状や大きさ、当該対象地物が存在するリンクｋのリンクＩＤ、当該対象地物が存在す
る概略の位置等の中から選択される一又は二以上の情報を備えている。このような対象地
物についての地物属性情報Ａｂを構成する情報は、画像認識部１８による当該対象地物の
画像認識結果や、当該画像認識処理に係る画像情報Ｇの取得時の自車位置情報Ｐ等に基づ
いて生成される。
【００６４】
１０－２．認識失敗処理部
　認識失敗処理部３３は、画像認識部１８による位置補正用画像認識処理において地物情
報Ｆが示す対象地物の画像認識に失敗した場合に、当該地物情報Ｆが示す対象地物の画像
認識に失敗したことを表す認識失敗情報Ａｃを生成し、当該画像認識に失敗した対象地物
が識別可能な状態で学習データベースＤＢ３に記憶する。すなわち、認識失敗処理部３３
は、このような認識失敗情報Ａｃの生成及びその学習データベースＤＢ３への記憶といっ
た認識失敗処理を行う認識失敗処理手段として機能する。図６は、地物情報Ｆが既に整備
されている道路（リンクｋ）を自車両５０が走行する場合を例とし、位置補正用画像認識
処理の結果を用いた地物情報Ｆの修正処理の概要を説明するための説明図である。そして
、図６（ａ）は、自車両５０が走行する実際の道路に設けられた道路標示（地物）の一例
である。図６（ｂ）は、学習データベースＤＢ３に記憶された認識位置情報Ａａ及び認識
失敗情報Ａｃの一例である。図６（ｃ）は、学習データベースＤＢ３に記憶された学習結
果が反映された地物データベースＤＢ２の一例である。この図６では、図６（ｃ）の初期
地物情報Ｆａ１１～Ｆａ１４に示される４つの「横断歩道」を対象地物として位置補正用
画像認識処理を行う場合の例を示している。
【００６５】
　そして、本実施形態においては、認識失敗処理部３３は、図６（ｂ）に示すように、各
対象地物について認識失敗情報Ａｃを当該対象地物についての学習値として生成し、当該
対象地物の画像認識に失敗する度に当該対象地物についての学習値を減算して記憶するこ
ととしている。以下に、認識失敗処理部３３が行う処理の内容について、図６（ａ）～（
ｃ）を用いて順に説明する。
【００６６】
　認識失敗処理部３３は、まず、画像認識部１８による、地物情報Ｆに示される対象地物
の位置補正用画像認識処理に際して、当該対象地物について設定された所定の認識領域Ｅ
内における対象地物の画像認識に成功したか否かを監視する。本例では、初期地物情報Ｆ
ａが整備された道路（リンクｋ）を自車両５０が走行する際に、初期地物情報Ｆａ１１～
Ｆａ１４のそれぞれに示される４つの「横断歩道」を対象地物として、画像認識部１８に
おいて順に画像認識要求を行う。しかし、図６（ａ）に示すように、本例では、初期地物
情報Ｆａ１２が示す横断歩道ｆ１２はかすれて消えかけており、初期地物情報Ｆａ１３が
示す横断歩道は完全になくなっている。このため、ここでは、かすれている横断歩道ｆ１
２については、所定の割合で画像認識に失敗し、完全になくなっている初期地物情報Ｆａ
１３に示される横断歩道については、毎回画像認識に失敗する例について説明する。また
、認識失敗処理部３３は、画像認識部１８による、地物情報Ｆに示される対象地物の位置
補正用画像認識処理に際して、各対象地物について設定された認識領域Ｅの外において対
象地物が画像認識されたか否かも監視する。本例では、初期地物情報Ｆａ１３が示す対象
地物（横断歩道）について設定された認識領域Ｅ１３の外に、初期地物情報Ｆａとして整
備されていない横断歩道ｆ５が設けられており、この横断歩道ｆ５が画像認識される。
【００６７】
　また、本実施形態においては、学習データベースＤＢ３には、地物データベースＤＢ２
に予め整備されて記憶されている初期地物情報Ｆａのそれぞれに対応して、各初期地物情
報Ｆａが示す対象地物についての学習値の初期値Ｔｄが設定され記憶されている。図６（
ｂ）に示す例では、学習値の初期値Ｔｄは、学習しきい値Ｔ１より低い値に設定している
。そして、初期地物情報Ｆａが示す対象地物の画像認識に失敗した場合には、認識失敗処
理部３３は、当該対象地物についての認識失敗情報Ａｃを当該対象地物についての学習値
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として生成し、当該対象地物の画像認識に失敗する毎に、学習データベースＤＢ３に記憶
されている当該対象地物についての学習値の前記初期値Ｔｄから順に減算して記憶する。
この際、例えば、対象地物の画像認識に一回失敗する毎に１点を減算する。すなわち、本
例では、認識失敗情報Ａｃは、初期地物情報Ｆａが示す対象地物又は当該初期地物情報Ｆ
ａそのものを特定できる情報と、その学習値「１」の情報とにより構成される。
【００６８】
　ここで、学習データベースＤＢ３に記憶された学習値の初期値Ｔｄ及び認識失敗処理部
３３により生成された認識失敗情報Ａｃは、当該画像認識に失敗した対象地物を他の対象
地物に対して識別可能な状態とするため、当該対象地物の各種属性を表す地物属性情報Ａ
ｂと関連付けて記憶される。この地物属性情報Ａｂは、認識位置情報Ａａと関連付けて記
憶されるものと同様の情報である。
【００６９】
　ここで、図８は、図６（ｂ）に示す学習データベースＤＢ３に記憶された学習値の横断
歩道ｆ１２（初期地物情報Ｆａ１２）に関する部分の拡大図である。例えば、図６（ａ）
の例において、初期地物情報Ｆａ１２が示す対象地物としての横断歩道ｆ１２の画像認識
に失敗した場合には、この図８中に破線で示すように、当該対象地物についての学習値か
ら１が減算される。そして、自車両５０が同じ道路を複数回通行することにより、同じ対
象地物の画像認識に複数回失敗すると、例えば図６（ｂ）の初期地物情報Ｆａ１３が示す
横断歩道ｆ１３の学習値のように、最終的には学習値がゼロになるまで減少する。そして
、本実施形態においては、後述するように、削除しきい値Ｔ２をゼロに設定しているので
、学習値がゼロになると、削除管理部３８により、当該対象地物を表す初期地物情報Ｆａ
は、地物データベースＤＢ２から削除される。図６の例では、初期地物情報Ｆａ１３が示
す横断歩道ｆ１３の学習値がゼロになったことにより、地物データベースＤＢ２から初期
地物情報Ｆａ１３が削除されている。
【００７０】
　なお、本実施形態においては、認識失敗処理部３３は、位置補正用画像認識処理に際し
て、学習地物情報Ｆｂに示される対象地物の画像認識に失敗した場合であっても、当該対
象地物についての認識失敗情報Ａｃを学習データベースＤＢ３に記憶する処理は行わない
こととしている。ただし、新たに学習地物情報Ｆｂを生成して地物データベースＤＢ２に
記憶する際に、当該学習地物情報Ｆｂについても、初期地物情報Ｆａと同様に学習値の初
期値Ｔｄを設定し、これまでの認識位置情報Ａａとしての学習値に代えて、学習値の初期
値Ｔｄを学習データベースＤＢ３に記憶する構成としても好適である。この場合、認識失
敗処理部３３は、学習地物情報Ｆｂが示す対象地物の画像認識に失敗した場合には、当該
対象地物についての認識失敗情報Ａｃを当該対象地物についての学習値として生成し、当
該対象地物の画像認識に失敗する毎に、学習データベースＤＢ３に記憶されている当該対
象地物についての学習値の前記初期値Ｔｄから順に減算して記憶する。これにより、学習
地物情報Ｆｂについても、初期地物情報Ｆａと同様に取り扱うことが可能となる。
【００７１】
　一方、認識失敗処理部３３は、画像認識部１８による位置補正用画像認識処理において
、地物情報Ｆが示す対象地物の画像認識を、当該対象地物について設定された所定の認識
領域Ｅ内において成功した場合には、認識失敗情報Ａｃとしての学習値の記憶は行わない
。図６の例では、初期地物情報Ｆａ１１が示す横断歩道ｆ１１、及び初期地物情報Ｆａ１
４が示す横断歩道ｆ１４については、画像認識に成功しているため、図６（ｂ）に示すよ
うに、学習データベースＤＢ３に記憶された横断歩道ｆ１１及びｆ１４についての学習値
は初期値Ｔｄのまま維持されている。
【００７２】
　また、認識失敗処理部３３は、位置補正用画像認識処理に際して、各対象地物について
設定された認識領域Ｅの外において対象地物が画像認識されたか否かを判定する処理を行
う。そして、各対象地物について設定された認識領域Ｅの外において対象地物が画像認識
された場合には、上記のとおり、認識位置導出部３２により、情報収集用画像認識処理の
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結果を用いた地物情報Ｆの収集処理と同様の処理を行う。すなわち、認識位置導出部３２
は、位置補正用画像認識処理による対象地物の画像認識結果に基づいて、自車位置情報Ｐ
を基準とする当該対象地物の認識位置を導出する。そして、認識位置導出部３２は、導出
された認識位置を表す認識位置情報Ａａを生成し、当該画像認識に成功した対象地物が識
別可能な状態で学習データベースＤＢ３に記憶する。
【００７３】
　図６の例では、初期地物情報Ｆａ１３が示す対象地物（横断歩道）について設定された
認識領域Ｅ１３に対して自車両５０の進行方向手前側に、初期地物情報Ｆａが整備されて
いない横断歩道ｆ５が設けられている。よって、本例では、この横断歩道ｆ５が、各対象
地物について設定された認識領域Ｅの外において画像認識された対象地物となる。この場
合には、認識失敗処理部３３に代えて、認識位置導出部３２により情報収集用画像認識処
理の結果を用いた地物情報Ｆの収集処理と同様の処理を行う。すなわち、認識位置導出部
３２は、横断歩道ｆ５の画像認識に成功する毎に、横断歩道ｆ５についての認識位置情報
Ａａとしての学習値を、学習データベースＤＢ３における当該横断歩道ｆ５の認識位置が
属する位置範囲に加算する。そして、自車両５０が同じ道路を複数回通行することにより
、横断歩道ｆ５が複数回画像認識されると、学習データベースＤＢ３には、図６（ｂ）に
示すように、当該横断歩道ｆ５が認識される毎に生成された複数の認識位置情報Ａａとし
ての学習値が積算されて蓄積される。そして、この横断歩道ｆ５についての学習値が所定
の学習しきい値Ｔ１以上になると、推測位置判定部３４により推測位置ｐｇが判定される
。そして、図６（ｃ）に示すように、地物情報生成部３６により学習地物情報Ｆｂ５が生
成され、地物データベースＤＢ２に記憶される。本実施形態の構成によれば、地物データ
ベースＤＢ２に対する、上記のような初期地物情報Ｆａの削除と、学習地物情報Ｆｂの追
加とにより、地物データベースＤＢ２に記憶された地物情報Ｆを現状に合わせて適宜修正
することが可能となる。
【００７４】
　また、認識失敗処理部３３は、当該画像認識に失敗した対象地物を他の対象地物に対し
て識別可能な状態とするため、生成した認識失敗情報Ａｃを、当該対象地物の各種属性を
表す地物属性情報Ａｂと関連付けて記憶している。この地物属性情報Ａｂは、認識位置情
報Ａａと関連付けて記憶されるものと同様の情報である。
【００７５】
１１．推測位置判定部
　推測位置判定部３４は、同じ対象地物が複数回画像認識されることにより学習データベ
ースＤＢ３に記憶された、同じ対象地物についての複数の認識位置情報Ａａに基づいて、
当該対象地物の推測位置ｐｇ（図５参照）を判定する推測位置判定手段として機能する。
ここで、推測位置判定部３４は、同じ対象地物についての複数の認識位置情報Ａａの分布
に基づいて、当該分布の代表値を当該対象地物の推測位置ｐｇとして判定する。本実施形
態においては、分布の代表値として最頻値を用いる。すなわち、推測位置判定部３４は、
各対象地物についての認識位置情報Ａａとしての学習値が、最初に所定の学習しきい値Ｔ
１以上となった位置範囲を代表する位置を、当該対象地物の推測位置ｐｇと判定する。こ
れにより、推測位置判定部３４は、一つの対象地物についての推測位置ｐｇを判定する場
合に、学習データベースＤＢ３に記憶された当該対象地物についての認識位置情報Ａａと
しての学習値の分布に基づいて、最頻値をとる位置範囲を代表する位置を、当該対象地物
の推測位置ｐｇと判定することになる。一例として、図５の例における横断歩道ｆ１の推
測位置ｐｇを判定する場合の判定方法について説明する。図７に示すように、横断歩道ｆ
１についての認識位置情報Ａａとしての学習値は、位置範囲ａ４において最初に学習しき
い値Ｔ１以上となっている。したがって、推測位置判定部３４は、位置範囲ａ４を代表す
る位置、例えば位置範囲ａ４の中央位置ｐｇ４を、横断歩道ｆ１の推測位置ｐｇと判定す
る。
【００７６】
１２．地物情報管理部
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　地物情報管理部３５は、学習データベースＤＢ３に記憶された対象地物の学習結果に基
づいて、地物データベースＤＢ２に記憶された地物情報Ｆの管理を行う地物情報管理手段
として機能する。本実施形態においては、この地物情報管理部３５は、地物情報生成部３
６、地物間距離判定部３７、及び削除管理部３８を備えている。以下、個別に説明する。
【００７７】
１２－１．地物情報生成部
　地物情報生成部３６は、学習データベースＤＢ３に記憶された対象地物の学習結果に基
づいて、学習地物情報Ｆｂを生成する地物情報生成手段として機能する。すなわち、地物
情報生成部３６は、推測位置判定部３４により判定された各対象地物の推測位置ｐｇを表
す位置情報と、当該対象地物についての画像認識部１８による画像認識結果に基づく地物
属性情報とを関連付けた学習地物情報Ｆｂを生成する。ここで、学習地物情報Ｆｂを構成
する地物属性情報は、学習データベースＤＢ３において、当該対象地物についての認識位
置情報Ａａと関連付けて記憶されている地物属性情報Ａｂの内容を用いて生成する。これ
により、学習地物情報Ｆｂは、初期地物情報Ｆａと同様に、位置情報及びそれに関連付け
られた地物属性情報を備えた情報として生成される。そして、この地物情報生成部３６で
生成された学習地物情報Ｆｂは、地物データベースＤＢ２に記憶される。本実施形態にお
いては、図５（ｃ）に示す学習地物情報Ｆｂ１～Ｆｂ４、及び図６（ｃ）に示す学習地物
情報Ｆｂ５が、地物情報生成部３６により生成され、地物データベースＤＢ２に記憶され
ている。なお、これらの図に表されている黒い四角形「■」は、各学習地物情報Ｆｂ１～
Ｆｂ５の位置情報が示す各対象地物の推測位置ｐｇを表している。
【００７８】
１２－２．地物間距離判定部
　地物間距離判定部３７は、２つの対象地物についての複数の認識位置情報Ａａに基づい
て、当該２つの対象地物間の距離を表す地物間距離Ｄを判定する地物間距離判定手段とし
て機能する。本実施形態においては、地物間距離判定部３７は、推測位置判定部３４によ
り判定された２つの対象地物についての推測位置ｐｇの情報を用いて、一つの対象地物の
推測位置ｐｇと、他の対象地物の推測位置ｐｇとの間の距離を演算することにより、これ
ら２つの対象地物の地物間距離Ｄを求める。図５（ｂ）に示す例では、地物間距離判定部
３７は、互いに隣接する２つの対象地物間の距離を求めることしている。すなわち、この
例では、地物間距離判定部３７は、横断歩道ｆ１と横断歩道ｆ２との間の地物間距離Ｄ１
、横断歩道ｆ２と横断歩道ｆ３との間の地物間距離Ｄ２、横断歩道ｆ３と横断歩道ｆ４と
の間の地物間距離Ｄ３を判定して求めている。この地物間距離判定部３７により判定され
た地物間距離Ｄの情報は、上記地物情報生成部３６により生成される学習地物情報Ｆｂを
構成する情報として利用される。すなわち、本実施形態においては、各対象地物について
の学習地物情報Ｆｂは、当該対象地物と近接する他の対象地物との関係を表す関連付情報
と、当該他の対象地物との間の地物間距離Ｄを表す地物間距離情報を有するものとして生
成される。これらの情報も、初期地物情報Ｆａに含まれる関連付情報及び地物間距離情報
と同じ内容のものとなる。
【００７９】
１２－３．削除管理部
　削除管理部３８は、学習データベースＤＢ３に記憶された対象地物の学習結果に基づい
て、地物データベースＤＢ２に記憶された地物情報Ｆを削除する処理を行う削除管理手段
として機能する。すなわち、削除管理部３８は、同じ対象地物について複数回の画像認識
処理が行われることにより学習データベースＤＢ３に記憶された、同じ対象地物について
の複数の認識失敗情報Ａｃに基づいて、地物データベースＤＢ２に記憶された当該対象地
物についての地物情報Ｆの削除を行う。具体的には、削除管理部３８は、各対象地物につ
いての学習値が所定の削除しきい値Ｔ２以下となった場合に、当該対象地物についての地
物情報Ｆの削除を行う。上記のとおり、本実施形態においては、削除しきい値Ｔ２をゼロ
に設定している。したがって、削除管理部３８は、学習データベースＤＢ３に記憶されて
いる、一つの対象地物についての認識失敗情報Ａｃとしての学習値がゼロになった場合に
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、当該対象地物についての地物情報Ｆを地物データベースＤＢ２から削除する処理を行う
。
【００８０】
　また、本実施形態においては、学習地物情報Ｆｂについては認識失敗情報Ａｃを学習デ
ータベースＤＢ３に記憶しないこととしているので、削除管理部３８は、初期地物情報Ｆ
ａについてのみ地物データベースＤＢ２から削除する処理を行う。図６に示す例では、削
除管理部３８は、初期地物情報Ｆａ１３が示す横断歩道ｆ１３の学習値がゼロになった際
に、地物データベースＤＢ２から初期地物情報Ｆａ１３を削除している。なお、上記のよ
うに、学習地物情報Ｆｂについても初期地物情報Ｆａと同様に認識失敗情報Ａｃを学習デ
ータベースＤＢ３に記憶する構成とした場合には、削除管理部３８は、学習地物情報Ｆｂ
についても地物データベースＤＢ２から削除する処理を行う。
【００８１】
１３．道路情報管理部
　道路情報管理部３９は、地図データベースＤＢ１に記憶された道路情報Ｒａ及び道路属
性情報Ｒｂの一方又は双方を修正する処理を行う道路情報管理手段として機能する。本実
施形態においては、道路情報管理手段３９は、道路情報Ｒａに含まれるノードｎの位置情
報及び２つのノードｎ間を結ぶリンクｋの長さの情報の一方又は双方を修正する。この際
、道路情報管理手段３９は、ノードｎを挟んで当該ノードｎに対して略均等な間隔で配置
される２つの対象地物についての推測位置判定部３４により判定された推測位置ｐｇを表
す位置情報に基づいて、ノードｎの位置及びリンクｋの長さの一方又は双方の判定を行う
。ここで、ノードｎを挟んで当該ノードｎに対して略均等な間隔で配置される対象地物と
しては、例えば横断歩道が該当する。
【００８２】
　すなわち、横断歩道は、交差点と道路との境界部分に設けられることから、交差点の中
心を表すノードｎの両側に略均等な間隔で配置されるのが一般的である。したがって、例
えば図５（ｂ）に示すように、学習データベースＤＢ３に記憶された認識位置情報Ａａに
基づいて、推測位置判定部３４により、ノードｎの近傍に存在する２つの横断歩道の推測
位置ｐｇが求まれば、それら２つの横断歩道の推測位置ｐｇに対して均等な間隔ｄとなる
中間位置をノードｎが位置するノード位置ｐｎと推測することができる。同様に、前記ノ
ードｎとは反対側のリンクｋの端部に位置するノードｎについてもノード位置ｐｎを求め
ることができれば、それら２つのノード位置ｐｎ間の距離がリンク長さＬに相当するもの
と推測することができる。そして、道路情報管理手段３９は、このようにして求めたノー
ド位置ｐｎ及びリンク長さＬが、地図データベースＤＢ１に記憶されている道路情報Ｒａ
に示されるものと異なる場合には、それに合わせて道路情報Ｒａを修正する処理を行う。
これにより、対象地物の学習結果を用いて、地図データベースＤＢ１に記憶された道路情
報Ｒａを現状に合わせて適宜修正することが可能となる。
【００８３】
１４．道路属性情報取得部
　道路属性情報取得部４１は、自車位置情報Ｐに基づいて、自車両５０が走行中の道路（
リンクｋ）についての道路属性情報Ｒｂを地図データベースＤＢ１から取得する道路属性
情報取得手段として機能する。上記のとおり、地図データベースＤＢ１に記憶される道路
属性情報Ｒｂには、道路種別、地域種別、リンク長、道路幅、リンク形状を表現するため
の形状補間点等の情報が含まれる。そして、道路属性情報取得部４１は、これらの中から
後述する対象種別決定部４２による対象種別の決定のために必要な情報を道路属性情報Ｒ
ｂとして地図データベースＤＢ１から取得する。本実施形態においては、道路属性情報取
得部４１は、道路種別情報及び地域種別情報を道路属性情報Ｒｂとして取得する。上記の
とおり、道路種別情報は、例えば、自動車専用道路、市街道路、細街路、山岳路等のよう
に、道路を複数の種別に区分した際の道路種別の情報である。また、地域種別情報は、例
えば、関東地方や関西地方等の地方、都道府県や市区町村等の行政区画等のように、リン
クｋに対応する道路が設けられている地域を複数に区分した際の地域種別の情報である。
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したがって、道路属性情報取得部４１は、自車両５０が走行中の道路（リンクｋ）の道路
属性情報Ｒｂとして、例えば、「道路種別：市街地道路、地域種別：愛知県」といった情
報を取得する。
【００８４】
１５．認識属性データベース
　認識属性データベースＤＢ４は、対象種別となり得る全ての地物種別についての認識属
性情報としての認識率情報Ｓ１を記憶したデータベースであり、認識属性情報記憶手段と
して機能する。ここで、認識率情報Ｓ１は、各地物種別に固有の性質に基づいて定めた、
画像認識部１８による情報収集用画像認識処理に際しての各地物種別の地物の認識率の予
想値を表す情報である。すなわち、認識率情報Ｓ１は、各地物種別の対象地物の画像認識
を行う際に、認識に成功する理論上の割合を表す情報となっている。ここで、各地物種別
の認識率に影響を与える各地物種別に固有の性質としては、例えば、地物種別毎の形態、
大きさ、色彩、及びかすれの生じ易さ等がある。例えば、地物の形態に関しては、他の地
物種別と誤認識する可能性が低く、認識が容易な特徴的形態を有する地物種別では認識率
が高くなる傾向がある。地物の大きさに関しては、特に道路幅方向に大きい地物ほど撮像
装置１１により撮像される画像情報Ｇに含まれる可能性が高くなるため、認識率が高くな
る傾向がある。地物の色彩に関しては、道路の路面の色彩とのコントラストが大きいほど
認識率が高くなる傾向がある。また、地物のかすれの生じ易さに関しては、かすれが生じ
ている可能性が高いほど、画像認識に失敗する可能性が高くなり、認識率が低くなる傾向
がある。なお、地物種別毎のかすれの生じ易さは、各地物種別の地物がどの程度の割合で
かすれているかに関する実地調査の結果に基づいて統計的に求められる。そして、認識属
性データベースＤＢ４に記憶される各地物種別の認識率情報Ｓ１は、これらの各地物種別
に固有の性質に基づいて、予め定めた認識率の予想値を表す情報となっている。
【００８５】
１６．出現頻度データベース
　出現頻度データベースＤＢ５は、対象種別となり得る全ての地物種別について、道路属
性情報Ｒｂに示される道路属性に応じた各地物種別の出現頻度を表す出現頻度情報Ｓ２を
記憶したデータベースであり、出現頻度情報記憶手段として機能する。ここで、出現頻度
情報Ｓ２は、道路属性情報Ｒｂに示される複数の道路属性のそれぞれの道路（リンクｋ）
における、各地物種別の地物の出現頻度を表す情報である。本実施形態においては、上記
のとおり、道路属性情報Ｒｂとして道路種別情報及び地域種別情報が用いられる。よって
、出現頻度データベースＤＢ５には道路種別情報と地域種別情報との全ての組み合わせに
ついての、各地物種別の出現頻度情報Ｓ２が規定されている。このような道路属性に応じ
た各地物種別の出現頻度は、各道路属性の道路に存在する地物の地物種別に関する実地調
査の結果に基づいて統計的に求められる。この出現頻度情報Ｓ２は、本実施形態において
は、道路の単位長さあたりの各地物種別の地物の出現個数で表される情報とし、より具体
的には、道路長１〔ｋｍ〕あたりの出現個数で表される情報とする。したがって、例えば
、道路属性が「道路種別：市街地道路、地域種別：愛知県」であって地物種別が「横断歩
道」である出現頻度情報Ｓ２が「１０．３」の場合、当該出現頻度情報Ｓ２は、愛知県の
市街地道路には、統計的に道路長１〔ｋｍ〕あたりに１０．３個の横断歩道が設けられて
いることを表している。
【００８６】
１７．配置傾向データベース
　配置傾向データベースＤＢ６は、対象種別となり得る全ての地物種別の地物の道路上で
の配置傾向を表す配置傾向情報として、各地物種別についての区域情報Ｓ３を記憶したデ
ータベースであり、配置傾向情報記憶手段として機能する。ここで、区域情報Ｓ３は、各
地物種別の地物が、交差点（ノードｎ）を基準として、道路（リンクｋ）の長さ方向に区
分された複数の道路区域Ｚのいずれに配置されている可能性が高いかを表す情報である。
すなわち、区域情報Ｓ３は、各地物種別の地物が配置されている可能性が高い道路区域Ｚ
を表す情報となっている。本実施形態においては、図９及び図１０に示すように、区域情
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報Ｓ３は、道路属性情報Ｒｂに示される道路種別によって異なる道路区域Ｚに区分するこ
ととしている。すなわち、ここでは、市街地道路については、図９に示すように、道路（
リンクｋ）を、その長さ方向に、道路端部領域に相当する「リンク端部Ｚａ」と、道路中
央部領域に相当する「リンク中央部Ｚｂ」との２つの道路区域Ｚに区分している。また、
細街路については、図１０に示すように、道路（リンクｋ）を、その長さ方向に、交差点
中央領域に相当する「ノード上Ｚｃ」と、交差点以外の道路上の領域に相当する「リンク
上Ｚｄ」との２つの道路区域Ｚに区分している。そして、配置傾向データベースＤＢ６に
記憶される区域情報Ｓ３の具体例として、例えば、地物種別が「横断歩道」の区域情報Ｓ
３が表す道路区域Ｚは、市街地道路については「リンク端部Ｚａ」であり、細街路につい
ては「リンク上Ｚｄ」である。
【００８７】
１８．対象種別決定部
　対象種別決定部４２は、道路属性情報取得部４１により取得した道路属性情報Ｒｂと、
画像認識処理に関して予め定められた地物種別毎の認識属性情報とに基づいて、対象種別
を決定する対象種別決定手段として機能する。ここで、対象種別は、画像認識部１８によ
る情報収集用画像認識処理の対象とする一又は二以上の地物種別である。本実施形態にお
いては、対象種別決定部４２は、横断歩道、停止線、速度標示等のような、道路の路面に
設けられた各種の道路標示に係る地物種別の中から対象種別を選択して決定する。そして
、このような対象種別の決定を適切に行うために、本実施形態においては、対象種別決定
部４２は、認識頻度導出部４３、対象種別決定演算部４４、及び認識成否管理部４５を備
えている。そこで、以下に、これら各部が行う処理の詳細について、図９及び図１０を用
いて説明する。図９は、道路種別が市街地道路である場合における、道路区域Ｚの区分と
対象種別決定処理の具体例を示す図である。図１０は、道路種別が細街路である場合にお
ける、道路区域Ｚの区分と対象種別決定処理の具体例を示す図である。これらの図９及び
図１０においては、いずれも（ａ）が道路区域Ｚの区分の具体例を示し、（ｂ）が対象種
別決定処理の具体例を示している。
【００８８】
１８－１．認識頻度導出部
　認識頻度導出部４３は、道路属性情報取得部４１により取得された道路属性情報Ｒｂに
示される道路属性に応じた各地物種別の出現頻度と、認識属性情報に示される各地物種別
の画像認識処理に際しての認識容易性の程度とに基づいて、各地物種別の認識頻度を導出
する認識頻度導出手段として機能する。そのため、本実施形態においては、認識頻度導出
部４３は、まず、道路属性情報取得部４１により取得された道路属性情報Ｒｂに基づいて
出現頻度データベースＤＢ５を検索し、当該道路属性情報Ｒｂに示される道路属性に応じ
た各地物種別の出現頻度を表す出現頻度情報Ｓ２を取得する。ここでは、認識頻度導出部
４３は、道路属性情報取得部４１により取得される、自車両５０が現在走行中の道路（リ
ンクｋ）の道路種別情報及び地域種別情報を示す道路属性情報Ｒｂに基づいて、当該道路
種別と地域種別との組み合わせに対応する出現頻度情報Ｓ２を、各地物種別について取得
する。
【００８９】
　具体的には、例えば自車両５０が走行中の道路（リンクｋ）の道路属性情報Ｒｂとして
「道路種別：市街地道路、地域種別：愛知県」が取得された場合、図９（ｂ）に示すよう
に、この道路種別と地域種別との組み合わせに対応する複数の地物種別についての出現頻
度情報Ｓ２が、出現頻度データベースＤＢ５から取得される。図示の例では、各地物種別
についての出現頻度情報Ｓ２として、「横断歩道：１０．３」、「停止線：８．７」、「
矢印：１５．２」、「回転禁止：３．３」、「最高速度：３．１」という情報が取得され
ている。また、例えば自車両５０が走行中の道路（リンクｋ）の道路属性情報Ｒｂとして
「道路種別：細街路、地域種別：東京都」が取得された場合、図１０（ｂ）に示すように
、この道路種別と地域種別との組み合わせに対応する複数の地物種別についての出現頻度
情報Ｓ２が、出現頻度データベースＤＢ５から取得される。図示の例では、各地物種別に
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ついての出現頻度情報Ｓ２として、「Ｔ字：９．８」、「十字：１０．５」、「停止線：
１９．６」、「横断歩道：５．１」、「横断歩道あり：５．３」という情報が取得されて
いる。なお、これらの図では、説明の簡略化のために、５種類の地物種別についての出現
頻度情報Ｓ２が取得された例を示しているが、実際には、もっと多数の地物種別について
の出現頻度情報Ｓ２が取得されることになる。
【００９０】
　次に、認識頻度導出部４３は、各地物種別の認識属性情報としての認識率情報Ｓ１を、
認識属性データベースＤＢ４から取得する。ここでは、認識頻度導出部４３は、上記のよ
うに出現頻度情報Ｓ２が取得された複数の地物種別のそれぞれについて、認識属性データ
ベースＤＢ４を検索して認識率情報Ｓ１を取得する。具体的には、図９（ｂ）に示す例で
は、各地物種別についての認識率情報Ｓ１として、「横断歩道：８０％」、「停止線：５
５％」、「矢印：７０％」、「回転禁止：９０％」、「最高速度：８０％」という情報が
取得されている。また、図１０（ｂ）に示す例では、各地物種別についての認識率情報Ｓ
１として、「Ｔ字：９０％」、「十字：８０％」、「停止線：５５％」、「横断歩道：８
０％」、「横断歩道あり：６０％」という情報が取得されている。
【００９１】
　その後、認識頻度導出部４３は、取得した出現頻度情報Ｓ２及び認識率情報Ｓ１に基づ
いて、各地物種別の認識頻度を導出する。本実施形態においては、認識頻度導出部４３は
、下記の式（１）に示すように、出現頻度情報Ｓ２に示される各地物種別についての出現
頻度と、認識率情報Ｓ１に示される各地物種別の地物の認識率の予想値とを乗算して得ら
れる値を認識頻度として求める。
　　（認識頻度）＝（出現頻度）×（認識率の予測値）・・・（１）
　すなわち、この認識頻度は、自車両５０が走行中の道路（リンクｋ）の道路属性に応じ
た各地物種別の地物の出現頻度に、各地物種別の地物の画像認識処理における認識率の予
想値を重みとして乗算した重み付き出現頻度に相当する値として求められる。これにより
、認識頻度は、自車両５０が道路属性情報Ｒｂに示される道路属性を有する道路（リンク
ｋ）を走行しながら地物の画像認識処理を行う際における、各地物種別の地物の総合的な
認識率を表す情報となる。具体的には、例えば図９（ｂ）に示す例では、地物種別が「横
断歩道」についての認識頻度は、「出現頻度：１０．３」に「認識率の予想値８０％」を
乗算して「８．２」と求められている。同様に、各地物種別の認識頻度は、「停止線：４
．８」、「矢印：１０．６」「回転禁止：３．０」、「最高速度：２．５」と求められて
いる。また、図１０（ｂ）に示す例では、各地物種別の認識頻度は、「Ｔ字：８．８」、
「十字：８．４」、「停止線：１０．８」、「横断歩道：４．１」、「横断歩道あり：３
．２」と求められている。認識頻度導出部４３は、以上のようにして各地物種別の認識頻
度を導出する。
【００９２】
１８－２．対象種別決定演算部
　対象種別決定演算部４４は、認識頻度導出部４３により導出された各地物種別の認識頻
度に基づいて、情報収集用画像認識処理の対象とする一又は二以上の地物種別である対象
種別を決定する。本実施形態においては、対象種別決定演算部４４は、認識頻度導出部４
３により導出された各地物種別の認識頻度に応じて、対象種別となり得る全ての地物種別
の中で認識頻度が上位の一又は二以上の地物種別を、対象種別として決定する。但し、こ
の際、対象種別決定演算部４４は、各地物種別の地物の配置傾向情報としての区域情報Ｓ
３に基づいて、各地物種別の区域情報Ｓ３が表す配置傾向が、自車位置情報Ｐに基づく自
車両５０の道路（リンクｋ）上での配置に合致する地物種別を優先して、対象種別を決定
する。そのため、本実施形態においては、対象種別決定演算部４４は、配置傾向データベ
ースＤＢ６に記憶された各地物種別についての区域情報Ｓ３を参照し、各区域情報Ｓ３に
示される道路区域Ｚ毎に分けて、認識頻度の上位から順に各地物種別の優先順位を決定す
る。
【００９３】
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　図９に示す市街地道路の例では、認識頻度導出部４３により認識頻度が導出された複数
の地物種別の中で、「横断歩道」及び「停止線」は、区域情報Ｓ３に示される道路区域Ｚ
が「リンク端部Ｚａ」であり、「矢印」、「回転禁止」、及び「最高速度」は、区域情報
Ｓ３に示される道路区域Ｚが「リンク中央部Ｚｂ」となっている。そこで、対象種別決定
演算部４４は、道路区域Ｚが「リンク端部Ｚａ」である各地物種別の優先順位を、当該道
路区域Ｚの地物種別の中での認識頻度の上位から順に「横断歩道：１」、「停止線：２」
と決定する。また、対象種別決定演算部４４は、道路区域Ｚが「リンク中央部Ｚｂ」であ
る各地物種別の優先順位を、当該道路区域Ｚの地物種別の中での認識頻度の上位から順に
「矢印：１」、「回転禁止：２」、「最高速度：３」と決定する。なお、図９（ａ）に示
す例では、交差点（ノードｎ）の両側に配置された横断歩道及び停止線を含む交差点（ノ
ードｎ）近傍の区域を「リンク端部Ｚａ」とし、その他の道路（リンクｋ）上の区域を「
リンク中央部Ｚｂ」としている。
【００９４】
　また、図１０に示す細街路の例では、認識頻度導出部４３により認識頻度が導出された
複数の地物種別の中で、「Ｔ字」及び「十字」は、区域情報Ｓ３に示される道路区域Ｚが
「ノード上Ｚｃ」であり、「停止線」、「横断歩道」、及び「横断歩道あり」は、区域情
報Ｓ３に示される道路区域Ｚが「リンク上Ｚｄ」となっている。そこで、対象種別決定演
算部４４は、道路区域Ｚが「ノード上Ｚｃ」である各地物種別の優先順位を、当該道路区
域Ｚの地物種別の中での認識頻度の上位から順に「Ｔ字：１」、「十字：１」と決定する
。なお、本例では、認識頻度の値が異なるにも関わらず、「Ｔ字」と「十字」の優先順位
をともに「１」としている。これは、「Ｔ字」と「十字」が同じ場所に配置されることが
ないために位置的に競合せず、更に、これらの地物が、共通する形態を有するために、共
通の画像認識処理を用いて、双方を同時に対象種別とする画像認識処理を行うことができ
るからである。また、対象種別決定演算部４４は、道路区域Ｚが「リンク上Ｚｄ」である
各地物種別の優先順位を、当該道路区域Ｚの地物種別の中での認識頻度の上位から順に「
停止線：１」、「横断歩道：２」、「横断歩道あり：３」と決定する。なお、図１０（ａ
）に示す例では、交差点（ノードｎ）の両側に配置された横断歩道及び停止線を含む道路
（リンクｋ）上の区域を「リンク上Ｚｄ」とし、その他の交差点（ノードｎ）近傍の区域
を「ノード上Ｚｃ」としている。
【００９５】
　そして、対象種別決定演算部４４は、道路区域Ｚ毎の各地物種別の優先順位に基づいて
、道路区域Ｚ毎に対象種別を決定する。本実施形態においては、対象種別決定演算部４４
は、道路区域Ｚ毎の優先順位が「１」である地物種別を対象種別として決定する。よって
、図９に示す例では、道路区域Ｚが「リンク端部Ｚａ」での対象種別を「横断歩道」と決
定し、道路区域Ｚが「リンク中央部Ｚｂ」での対象種別を「矢印」と決定する。また、図
１０に示す例では、道路区域Ｚが「ノード上Ｚｃ」での対象種別を「Ｔ字」及び「十字」
と決定し、道路区域Ｚが「リンク上Ｚｄ」での対象種別を「停止線」と決定する。
【００９６】
　また、本実施形態においては、対象種別決定演算部４４は、上記のような対象種別の決
定に際して、認識成否管理部４５に記憶されている種別失敗情報Ｓ４を参照し、過去にお
ける対象地物の画像認識の成否の情報に基づいて対象種別を決定する。この際、対象種別
決定演算部４４は、まず、自車位置情報Ｐに基づいて、認識成否管理部４５を検索し、自
車両５０が走行する道路区域Ｚについての種別失敗情報Ｓ４を抽出する。後述するように
、本実施形態においては、種別失敗情報Ｓ４は、過去に道路区域Ｚ毎に決定された対象種
別の地物についての画像認識に失敗したことを表す情報であって、当該画像認識に失敗し
た地物種別を表す情報と、当該画像認識に失敗した領域に相当する特定の道路区域Ｚを表
す情報とを有している。
【００９７】
　そして、自車両５０が走行する道路区域Ｚについての種別失敗情報Ｓ４が取得された場
合には、対象種別決定演算部４４は、当該種別失敗情報Ｓ４に示されている地物種別の順
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位が下位になるように当該道路区域Ｚについての地物種別の優先順位を変更する調整を行
う。具体的には、対象種別決定演算部４４は、種別失敗情報Ｓ４に示されている地物種別
の順位が最下位となるように前記優先順位を変更する。またこの際、対象種別決定演算部
４４は、他の地物種別の優先順位を順に繰り上げる。そして、対象種別決定演算部４４は
、変更後の優先順位が「１」である地物種別を対象種別として決定する。例えば、図９に
示す例において、自車両５０の進行方向のリンク中央部Ｚｂの特定の道路区域Ｚにおいて
、過去に対象種別「矢印」の画像認識に失敗したことを表す種別失敗情報Ｓ４が取得され
たとする。その場合、対象種別決定演算部４４は、「矢印」の優先順位を最下位とするよ
うに変更する。これにより、当該特定の道路区域Ｚでの優先順位は「回転禁止」が「１」
に、「最高速度」が「２」にそれぞれ繰り上がる。よって、この場合には、対象種別決定
演算部４４は、変更後の優先順位に従って対象種別を「回転禁止」と決定する。
【００９８】
１８－３．認識成否管理部
　認識成否管理部４５は、情報収集用画像認識処理に関し、過去における対象地物の画像
認識の成否の情報を管理する認識成否管理手段として機能する。このため、認識成否管理
部４５は、自車位置情報Ｐに基づいて、道路区域Ｚ（所定の領域の一例）毎に、対象種別
決定演算部４４により決定された対象種別の対象地物の画像認識の成否を表す認識成否情
報としての種別失敗情報Ｓ４を生成し、生成された種別失敗情報Ｓ４を記憶する。本実施
形態においては、種別失敗情報Ｓ４は、過去に対象種別決定演算部４４により道路区域Ｚ
毎に決定された対象種別の対象地物の情報収集用画像認識処理に関して、各道路区域Ｚの
全体において全く対象地物を画像認識できなかった場合に、当該画像認識に失敗した事実
を表す情報である。そのため、本例では、種別失敗情報Ｓ４は、当該画像認識に失敗した
地物種別を表す情報と、当該画像認識に失敗した領域に相当する特定の道路区域Ｚを表す
情報とを有している。ここで、種別失敗情報Ｓ４に含まれる「特定の道路区域Ｚ」は、当
該画像認識に失敗した一つの道路区域Ｚを特定可能な情報であって、配置傾向データベー
スＤＢ６に記憶された区域情報Ｓ３のように、単に「リンク端部Ｚａ」や「リンク中央部
Ｚｂ」等の道路区域Ｚの種別のみを特定する情報とは異なる。そのため、この種別失敗情
報Ｓ４に含まれる「特定の道路区域Ｚ」は、画像認識に失敗した特定の道路区域Ｚを通過
した際の自車位置情報Ｐと道路情報Ｒａとに基づいて求められ、例えば、当該特定の道路
区域Ｚが存在する特定のリンクｋと関連付けられた情報とされる。
【００９９】
　そして、認識成否管理部４５は、特定の道路区域Ｚについての対象地物の画像認識処理
に関して、当該画像認識に失敗した回数を計数し、所定回数（例えば、１回、５回、１０
回等）連続で失敗した場合に、種別失敗情報Ｓ４を生成して記憶する。これにより、特定
の道路区域Ｚについて、対象種別決定演算部４４により決定された対象種別の地物の画像
認識に所定回数失敗した後は、当該特定の道路区域Ｚについての対象種別が変更されるこ
とになる。これにより、情報収集用画像認識処理に際して効率的に対象地物の画像認識を
行うことが可能となり、対象地物の学習を効率的に行うことが可能となる。
【０１００】
１９．ナビゲーション装置の動作処理
　次に、本実施形態に係るナビゲーション装置１において実行される、地物情報収集方法
、地物情報修正方法、自車位置情報補正方法、及び地物情報収集方法を実行するための対
象種別決定方法について説明する。図１１は、本実施形態に係るナビゲーション装置１の
自車位置情報補正方法を含む全体の動作処理の順序を示すフローチャートである。図１２
は、本実施形態に係る地物情報収集方法としての地物情報収集処理の詳細な処理順序を示
すフローチャートである。図１３は、本実施形態に係る対象種別決定方法としての対象種
別決定処理の詳細な処理順序を示すフローチャートである。図１４は、本実施形態に係る
地物情報修正方法としての地物情報修正処理の詳細な処理順序を示すフローチャートであ
る。以下では、まず、ナビゲーション装置１の全体の動作処理について説明する。
【０１０１】
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　図１１に示すように、ナビゲーション装置１では、まず、自車位置情報取得部１６によ
り自車位置情報Ｐを取得する（ステップ＃０１）。次に、画像情報取得部１２により、撮
像装置１１により撮像した自車両５０の周辺の画像情報Ｇを取得する（ステップ＃０２）
。その後、地物情報取得部１７により、自車位置情報Ｐに示される自車両５０の現在位置
（自車位置）から、当該自車両５０が走行中の道路を表すリンクｋの終端までの間に存在
する対象地物の地物情報Ｆを地物データベースＤＢ２から取得する（ステップ＃０３）。
そして、ステップ＃０３において地物情報Ｆが取得されなかった場合には（ステップ＃０
４：Ｎｏ）、ナビゲーション装置１は、地物情報収集処理を実行する（ステップ＃０７）
。この地物情報収集処理については、後に図１２に示すフローチャートに基づいて詳細に
説明する。
【０１０２】
　一方、ステップ＃０３において地物情報Ｆが取得された場合には（ステップ＃０４：Ｙ
ｅｓ）、次に、画像認識部１８により、ステップ＃０３において取得された各地物情報Ｆ
が示す各対象地物について、認識領域Ｅを設定して画像認識処理を行う（ステップ＃０５
）。このステップ＃０５の画像認識処理が、上述した画像認識部１８による位置補正用画
像認識処理である。そして、ステップ＃０５により、認識領域Ｅ内で対象地物を画像認識
した場合には（ステップ＃０６：Ｙｅｓ）、自車位置情報補正部１９により、当該対象地
物の画像認識結果と、当該対象地物についての地物情報Ｆに含まれる当該対象地物の位置
情報とに基づいて、自車位置情報Ｐの補正を行う（ステップ＃０８）。一方、認識領域Ｅ
内で対象地物を画像認識できなかった場合には（ステップ＃０６：Ｎｏ）、ナビゲーショ
ン装置１は、地物情報修正処理を実行する（ステップ＃０９）。この地物情報修正処理に
ついては、後に図１４に示すフローチャートに基づいて詳細に説明する。以上で、ナビゲ
ーション装置１の全体の動作処理を終了する。
【０１０３】
１９－１．地物情報収集方法
　次に、本実施形態に係る地物情報収集方法としての地物情報収集処理の処理順序につい
て説明する。図１２に示すように、まず、対象種別決定部４２による対象種別決定処理を
行う（ステップ＃２１）。この対象種別決定処理は、対象地物となり得る複数の地物種別
の中から、情報収集用画像認識処理の対象とする地物種別を対象種別として決定する処理
である。この際、対象種別は、所定の道路区域Ｚ（図９及び図１０参照）毎に決定される
。この対象種別決定処理については、後に図１３に示すフローチャートに基づいて詳細に
説明する。次に、画像認識部１８により、ステップ＃２１において道路区域Ｚ毎に決定さ
れた対象種別に応じて、道路区域Ｚ毎に対象地物の画像認識処理を行う（ステップ＃２２
）。この際、画像認識部１８は、道路区域Ｚ毎に決定された対象種別の地物を対象地物と
して画像認識を行う。このステップ＃２２の画像認識処理が、上述した画像認識部１８に
よる情報収集用画像認識処理である。そして、一つの道路区域Ｚにおいて、対象地物を画
像認識できなかった場合には（ステップ＃２３：Ｎｏ）、当該道路区域Ｚにおいて、ステ
ップ＃２１で決定された対象種別の画像認識に失敗したことを表す種別失敗情報Ｓ４（図
１参照）を認識成否管理部４５に記憶する（ステップ＃３０）。
【０１０４】
　一方、画像認識部１８により、対象地物を画像認識した場合には（ステップ＃２３：Ｙ
ｅｓ）、認識位置導出部３２により、ステップ＃０１で取得した自車位置情報Ｐに基づい
て、当該対象地物の認識位置を導出する（ステップ＃２４）。次に、ステップ＃２４で導
出した対象地物の認識位置を表す認識位置情報Ａａを、当該認識位置が属する所定の位置
範囲についての学習値として生成し、図５（ｂ）及び図７に示すように、位置範囲毎に加
算して学習データベースＤＢ３に記憶する（ステップ＃２５）。ここで、学習データベー
スＤＢ３に記憶された当該対象地物についての認識位置情報Ａａとしての学習値が、所定
の学習しきい値Ｔ１未満である場合には（ステップ＃２６：Ｎｏ）、処理はそのまま終了
する。
【０１０５】
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　一方、学習データベースＤＢ３に記憶された当該対象地物についての認識位置情報Ａａ
としての学習値が、所定の学習しきい値Ｔ１以上である場合には（ステップ＃２６：Ｙｅ
ｓ）、推測位置判定部３４により、当該対象地物の推測位置ｐｇを判定する（ステップ＃
２７）。その後、地物情報生成部３６により、当該対象地物についての、ステップ＃２７
で判定された推測位置ｐｇと画像認識結果に基づく地物属性情報とを関連付けた学習地物
情報Ｆｂを生成する（ステップ＃２８）。そして、生成した学習地物情報Ｆｂを地物デー
タベースＤＢ２に記憶する（ステップ＃２９）。以上で、地物情報収集処理は終了する。
【０１０６】
１９－２．対象種別決定方法
　次に、本実施形態に係る対象種別決定方法としての対象種別決定処理の処理順序につい
て説明する。図１３に示すように、まず、道路属性情報取得部４１により、ステップ＃０
１で取得した自車位置情報Ｐに基づいて、自車両５０が走行中の道路（リンクｋ）につい
ての道路属性情報Ｒｂ（図１参照）を地図データベースＤＢ１から取得する（ステップ＃
４１）。次に、対象種別決定部４２の認識頻度導出部４３により、ステップ＃４１で取得
した道路属性情報Ｒｂに応じた各地物種別の出現頻度情報Ｓ２（図１参照）を出現頻度デ
ータベースＤＢ５から取得する（ステップ＃４２）。また、認識頻度導出部４３により、
各地物種別の認識率情報Ｓ１を認識属性データベースＤＢ４から取得する（ステップ＃４
３）。そして、認識頻度導出部４３により、ステップ＃４１～＃４３により取得した情報
に基づいて各地物種別の認識頻度を導出する（ステップ＃４４）。この認識頻度導出部４
３による各地物種別の認識頻度の導出方法は、既に説明したとおりである。
【０１０７】
　次に、対象種別決定部４２の対象種別決定演算部４４により、各地物種別の配置傾向情
報としての区域情報Ｓ３を配置傾向データベースＤＢ６から取得する（ステップ＃４５）
。そして、対象種別決定演算部４４により、区域情報Ｓ３に示される所定の道路区域Ｚ毎
に、各地物種別の優先順位を決定する（ステップ＃４６）。具体的には、上記のとおり、
区域情報Ｓ３に示される所定の道路区域Ｚ毎に、認識頻度が高い地物種別が上位となるよ
うに各地物種別の優先順位を決定する。その後、対象種別決定部４２により、認識成否管
理部４５を参照する（ステップ＃４７）。そして、ステップ＃４６で優先順位を決定した
道路区域Ｚについての種別失敗情報Ｓ４が認識成否管理部４５に記憶されているか否かを
判定する（ステップ＃４８）。ここで、そのような種別失敗情報Ｓ４が認識成否管理部４
５に記憶されていない場合には（ステップ＃４８：Ｎｏ）、処理はステップ＃５０へ進む
。一方、ステップ＃４６で優先順位を決定した道路区域Ｚについての種別失敗情報Ｓ４が
認識成否管理部４５に記憶されている場合には（ステップ＃４８：Ｙｅｓ）、当該種別失
敗情報Ｓ４がある道路区域Ｚの優先順位を変更する。具体的には、上記のとおり、種別失
敗情報Ｓ４に示されている地物種別の順位が下位になるように優先順位を変更する。そし
て、対象種別決定演算部４４により、ステップ＃４６及び＃４９により決定された各地物
種別の優先順位に従って一又は二以上の対象種別を決定する（ステップ＃５０）。以上で
対象種別決定処理は終了する。
【０１０８】
１９－３．地物情報修正方法
　次に、本実施形態に係る地物情報修正方法としての地物情報修正処理の処理順序につい
て説明する。図１４に示すように、まず、ステップ＃０５の位置補正用画像認識処理にお
いて、認識領域Ｅ内での画像認識に失敗した（ステップ＃０６：Ｎｏ）対象地物について
、認識失敗処理部３３により、当該対象地物についての認識失敗情報Ａｃとしての学習値
を生成し、図６（ｂ）及び図８に示すように、当該対象地物についての学習値を減算して
学習データベースＤＢ３に記憶する（ステップ＃６１）。ここで、学習値がゼロでない場
合には（ステップ＃６２：Ｎｏ）、処理はステップ＃６４へ進む。そして、学習値がゼロ
である場合（ステップ＃６２：Ｙｅｓ）、すなわち学習値が削除しきい値Ｔ２以下となっ
た場合には、削除管理部３８により、当該対象地物の地物情報Ｆを地物データベースＤＢ
２から削除する（ステップ＃６３）。
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【０１０９】
　その後、認識失敗処理部３３により、ステップ＃０５の位置補正用画像認識処理におい
て、認識領域Ｅの外で対象地物が画像認識されたか否かを判定する（ステップ＃６４）。
認識領域Ｅの外で対象地物が画像認識されなかった場合には（ステップ＃６４：Ｎｏ）、
処理はそのまま終了する。一方、認識領域Ｅの外で対象地物が画像認識された場合には（
ステップ＃６４：Ｙｅｓ）、認識位置導出部３２により、情報収集用画像認識処理におい
て対象地物を画像認識した場合のステップ＃２４～＃２９の処理と同様の処理を行う。す
なわち、認識位置導出部３２により、ステップ＃０１で取得した自車位置情報Ｐに基づい
て、当該対象地物の認識位置を導出する（ステップ＃６５）。次に、図６（ｂ）に横断歩
道ｆ５の例として示すように、ステップ＃６５で導出した対象地物の認識位置を表す認識
位置情報Ａａを、当該認識位置が属する所定の位置範囲についての学習値として生成し、
位置範囲毎に加算して学習データベースＤＢ３に記憶する（ステップ＃６６）。ここで、
学習データベースＤＢ３に記憶された当該対象地物についての認識位置情報Ａａとしての
学習値が、所定の学習しきい値Ｔ１未満である場合には（ステップ＃６７：Ｎｏ）、処理
はそのまま終了する。
【０１１０】
　一方、学習データベースＤＢ３に記憶された当該対象地物についての認識位置情報Ａａ
としての学習値が、所定の学習しきい値Ｔ１以上である場合には（ステップ＃６７：Ｙｅ
ｓ）、推測位置判定部３４により、当該対象地物の推測位置ｐｇを判定する（ステップ＃
６８）。その後、地物情報生成部３６により、当該対象地物についての、ステップ＃６８
で判定された推測位置ｐｇと画像認識結果に基づく地物属性情報とを関連付けた学習地物
情報Ｆｂを生成する（ステップ＃６９）。そして、生成した学習地物情報Ｆｂを地物デー
タベースＤＢ２に記憶する（ステップ＃７０）。以上で、地物情報修正処理は終了する。
【０１１１】
２０．その他の実施形態
（１）上記の実施形態では、認識位置導出部３２は、認識位置情報Ａａが表す対象地物の
認識位置を、自車位置情報Ｐを基準とする当該対象地物の道路上の位置を表す情報として
導出する場合の例について説明した。しかし、本発明に係る認識位置情報Ａａは、このよ
うな位置の情報に限定されるものではない。したがって、例えば、認識位置情報Ａａが表
す対象地物の認識位置を、当該対象地物の画像を含む画像情報Ｇを取得した際の自車位置
情報Ｐが示す自車両５０の位置とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。こ
の場合、認識位置導出部３２は、地物情報生成部３６により学習地物情報Ｆｂを生成する
際に、撮像装置１１の取付位置、取付角度、及び画角等に基づいて、自車両５０の位置に
対する画像情報Ｇ中の対象地物の道路上の位置を演算し、当該対象地物の道路上の位置を
、対象地物の学習地物情報Ｆｂが含む位置情報とすると好適である。
【０１１２】
（２）上記の実施形態では、推測位置判定部３４が、同じ対象地物についての複数の認識
位置情報Ａａの分布に基づいて、当該分布の最頻値を当該対象地物の推測位置ｐｇとして
判定する場合の例について説明した。しかし、推測位置判定部３４による推測位置ｐｇの
判定方法はこれに限定されない。したがって、例えば、認識位置情報Ａａの分布に基づい
て、当該分布の平均値や中央値等の他の代表値を当該対象地物の推測位置ｐｇとして判定
する構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。
【０１１３】
（３）上記の実施形態では、認識位置導出部３２が、一つの対象地物の画像認識に成功す
る毎に１点の学習値を加算する場合の例について説明した。しかし、本発明の実施形態は
これに限定されるものではない。したがって、例えば、画像認識部１８による対象地物の
画像認識処理において、画像認識結果に基づいて対象種別決定部４２により決定された対
象種別の対象地物であることの確からしさを表す認識自信度を判定し、当該認識自信度に
応じて異なる学習値を加算する構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである
。すなわち、認識位置情報Ａａとしての学習値を位置範囲毎に加算して学習データベース
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ＤＢ３に記憶するのに際して、当該地物種別の対象地物であることの自信度が高い場合に
は、大きい値を学習値として加算し、逆に自信度が低い場合には、小さい値を学習値とし
て加算する構成とすると好適である。また、対象地物の画像認識に成功する毎に加算する
学習値は正の数には限られず、負の数としても好適である。また、この学習値は、整数に
限られず、小数としても好適である。
【０１１４】
（４）上記の実施形態では、認識失敗処理部３３が、対象地物の画像認識に失敗する毎に
、認識失敗情報Ａｃとしての当該対象地物についての学習値を所定の初期値Ｔｄに対して
減算し、学習値がゼロになったときに当該対象地物の地物情報Ｆを地物データベースＤＢ
２から削除する構成を例として説明した。しかし、認識失敗情報Ａｃとしての学習値の構
成はこのようなものに限定されず、例えば、学習値の初期値Ｔｄをゼロとして画像認識に
失敗する毎に学習値を減算し、負の値に設定された所定の削除しきい値Ｔ２以下となった
ときに当該対象地物の地物情報Ｆを地物データベースＤＢ２から削除する構成とすること
も、本発明の好適な実施形態の一つである。また、対象地物の画像認識に失敗する毎に減
算する学習値は正の数には限られず、負の数としても好適である。また、この学習値は、
整数に限られず、小数や分数としても好適である。更に、学習データベースＤＢ３に記憶
される認識失敗情報Ａｃの構成は、このような学習値を用いるものに限定されず、地物情
報Ｆが示す対象地物の画像認識に失敗したことを記憶するために適した各種の形態の情報
を用いることができる。
【０１１５】
（５）上記の実施形態における各データベースＤＢ１～ＤＢ６の分け方は単なる一例であ
り、各データベースＤＢ１～ＤＢ６のハードウェア構成を限定するものではない。したが
って、例えば、地物データベースＤＢ２と学習データベースＤＢ３とを一つのデータベー
スとし、或いは、地図データベースＤＢ１と地物データベースＤＢ２とを一つのデータベ
ースとするなど、任意の構成を採用することができる。
【０１１６】
（６）上記の実施形態では、地物情報Ｆとして記憶された対象地物が自車両５０の周辺に
存在するか否かを判定するための自車両５０の周辺の範囲を、自車位置情報Ｐに示される
自車両５０の現在位置（自車位置）から、当該自車両５０が走行中の道路を表すリンクｋ
の終端までの間の範囲とする場合の例について説明した。しかし、これは単なる一例であ
り、他の基準により定めた範囲を自車両５０の周辺の範囲とすることも可能である。した
がって、例えば、自車両５０の周辺の範囲を、自車両５０の現在位置からリンクｋを単位
としない所定距離内の範囲とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。
【０１１７】
（７）上記の実施形態では、自車両５０の周辺に地物情報Ｆとして記憶された対象地物が
存在しない場合に、所定の対象種別の地物を対象地物とする画像認識結果に基づいて対象
地物の位置を学習し、地物情報Ｆを生成する地物情報収集処理と、自車両５０の周辺に地
物情報Ｆとして記憶された対象地物が存在する場合に、地物情報Ｆが示す対象地物の画像
認識に失敗したことを学習し、地物情報Ｆを削除或いは修正する地物情報修正処理と、の
２つの処理を両方行うことが可能な構成の地物情報収集装置２の例について説明した。し
かし、本発明に係る地物情報収集装置２の実施形態はこれに限定されるものではなく、例
えば、前記地物情報収集処理と、前記地物情報修正処理或いは地物情報の削除処理とのい
ずれか一方のみを行うことが可能な構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つで
ある。
【０１１８】
（８）上記の実施形態では、認識頻度決定部４２の認識頻度導出部４３により、出現頻度
情報Ｓ２及び認識率情報Ｓ１を取得し、出現頻度情報Ｓ２に示される道路属性に応じた各
地物種別の出現頻度と、認識率情報Ｓ１に示される各地物種別の地物の認識率の予想値と
を乗算して認識頻度として求める場合の例について説明した。しかし、本発明の実施形態
はこれに限定されない。したがって、例えば、全ての道路属性と地物種別との組み合わせ
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について、認識頻度を規定した認識頻度テーブルを用い、道路属性情報取得部４１により
取得した道路属性情報Ｒｂに基づいて、認識頻度テーブルを参照して各地物種別について
の認識頻度を求める構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。
【０１１９】
（９）上記の実施形態では、道路区域Ｚ毎の各地物種別の優先順位に基づいて、道路区域
Ｚ毎に対象種別を決定するに際して、道路区域Ｚ毎の優先順位が「１」である地物種別を
対象種別として決定する場合を例として説明した。これは、画像認識部１８による画像認
識処理の負荷を小さくするために、対象種別の数を少なく抑えることが有効だからである
。なお、画像認識部１８による演算処理能力に余裕がある場合には、道路区域Ｚ毎の優先
順位が「１」である地物種別以外も対象種別とし、対象種別の数を多くすることも可能で
ある。またこの際、異なる道路区域Ｚの地物種別を対象種別とすることも可能である。
【０１２０】
（１０）上記の実施形態では、道路属性情報Ｒｂとして道路種別情報及び地域種別情報を
取得し、これらの情報に基づいて自車両５０が走行中の道路における各地物種別の出現頻
度を求める場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるもの
ではなく、道路種別及び地域種別以外の道路属性であっても、地物種別の出現頻度に影響
するものであれば、道路属性情報Ｒｂとして取得する構成とするのが好適である。したが
って、例えば、リンク長、道路幅、リンク形状等の情報を道路属性情報Ｒｂとして取得す
る構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。
【０１２１】
（１１）上記の実施形態では、対象種別の決定のために、各地物種別の認識属性情報とし
て、各地物種別の地物の認識率の予想値を表す認識率情報Ｓ１を取得する場合を例として
説明した。しかし、対象種別の決定のために用いる各地物種別の認識属性情報は、認識率
の予測値の情報に限られるものではなく、各地物種別の地物の画像認識処理に影響を与え
る様々な情報を、認識属性情報として対象種別の決定に用いることが可能である。
【０１２２】
（１２）上記の実施形態では、対象種別の決定に際して、配置傾向データベースＤＢ６に
記憶された各地物種別についての区域情報Ｓ３を参照し、各区域情報Ｓ３に示される道路
区域Ｚ毎に分けて、認識頻度の上位から順に各地物種別の優先順位を決定する場合を例と
して説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではない。したがって
、この区域情報Ｓ３のような各地物種別の地物の配置傾向情報を用いることなく対象種別
の決定を行う構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。この場合、例え
ば、認識頻度導出部４３により導出された各地物種別の認識頻度に応じて、対象種別とな
り得る全ての地物種別の中で認識頻度が上位の一又は二以上の地物種別を対象種別として
決定する構成とすることができる。
【０１２３】
（１３）上記の実施形態では、対象種別の決定に際して、認識成否管理部４５に記憶され
ている種別失敗情報Ｓ４を参照し、過去における対象地物の画像認識の成否の情報に基づ
いて対象種別を決定する場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限
定されるものではない。したがって、例えば、認識成否管理部４５を備えない構成とし、
過去における対象地物の画像認識の成否に関係なく、認識頻度導出部４３により導出され
た各地物種別の認識頻度等に基づいて、一律に各地物種別の優先順位を決定し、対象種別
を決定する構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。
【０１２４】
（１４）上記の実施形態では、道路の路面に設けられた各種の道路標示の中から選択され
た地物種別の地物を対象地物とする場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態
はこれに限定されるものではなく、道路の周辺に設けられた様々な地物を対象地物とする
ことが可能である。したがって、例えば、道路標識、案内標識、看板、信号機、マンホー
ル等の各種の地物を対象地物とすることが可能である。
【０１２５】



(31) JP 4437556 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

（１５）上記の実施形態では、本発明に係る地物情報収集装置２の全ての構成が自車両５
０に搭載される場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定される
ものではない。すなわち、本発明の認識結果記憶手段としての学習データベースＤＢ３を
含む地物情報収集装置２の一部の構成が、図１５に示すように、無線通信回線等を介して
、複数の車両５０と通信可能に接続されたサーバ装置６０に設置された構成とすることも
、本発明の好適な実施形態の一つである。地物情報収集装置２をこのような構成とすれば
、複数の車両５０による対象地物の学習結果をサーバ装置６０に設置された学習データベ
ースＤＢ３に集積することができる。したがって、より多くの認識位置情報Ａａや認識失
敗情報Ａｃを用いて、更に高精度な位置情報を有する対象地物の地物情報Ｆを生成するこ
とが可能となる。なお、サーバ装置６０に設置する地物情報収集装置２の構成は、学習デ
ータベースＤＢ３に限られず、撮像装置１１や自車位置情報取得部１６等のような、自車
両５０に搭載する必要がある構成以外の全ての構成を、サーバ装置６０に設置することが
可能である。また、同様に、画像認識装置３、自車位置認識装置４、及びナビゲーション
装置１の一部の構成を、サーバ装置６０に設置することも本発明の好適な実施形態の一つ
である。
【０１２６】
（１６）上記の各実施形態では、本発明に係る画像認識装置３を地物情報収集装置２に利
用し、本発明に係る地物情報収集装置２を自車位置認識装置４及びナビゲーション装置１
に利用する場合の例について説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるも
のではない。したがって、例えば、本発明に係る画像認識装置３及び地物情報収集装置２
を含む自車位置認識装置４を、車両の走行制御装置に利用する等のように、各装置を上記
の実施形態とは異なる他の用途に利用することも当然に可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明は、車両に搭載した撮像装置等により取得した車両周辺の画像情報に含まれる対
象地物の画像認識結果に基づいて、地物の情報を収集する地物情報収集装置及び地物情報
収集方法に好適に利用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】本発明の実施形態に係るナビゲーション装置の概略構成を示すブロック図
【図２】地図データベースに記憶されている地図情報の構成の例を示す図
【図３】地物データベースに記憶されている道路標示の地物情報の例を示す図
【図４】自車両への撮像装置の配置構成の一例を示す図
【図５】地物情報が整備されていない道路を自車両が走行する場合の地物情報の収集処理
の概要を説明するための説明図
【図６】地物情報が既に整備されている道路を自車両が走行する場合の地物情報の修正処
理の概要を説明するための説明図
【図７】図５（ｂ）に示す学習データベースに記憶された学習値の要部拡大図
【図８】図６（ｂ）に示す学習データベースに記憶された学習値の要部拡大図
【図９】道路種別が市街地道路である場合における、道路区域の区分と対象種別決定処理
の具体例を示す図
【図１０】道路種別が細街路である場合における、道路区域の区分と対象種別決定処理の
具体例を示す図
【図１１】本発明の実施形態に係るナビゲーション装置の自車位置情報補正方法を含む全
体の動作処理の順序を示すフローチャート
【図１２】本発明の実施形態に係る地物情報収集処理の詳細な処理順序を示すフローチャ
ート
【図１３】本発明の実施形態に係る対象種別決定処理の詳細な処理順序を示すフローチャ
ート
【図１４】本発明の実施形態に係る地物情報修正処理の詳細な処理順序を示すフローチャ
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ート
【図１５】本発明の実施形態に係る地物情報収集装置の一部の構成がサーバ装置に設置さ
れた例を示す図
【符号の説明】
【０１２９】
１：ナビゲーション装置
２：地物情報収集装置
３：画像認識装置
４：自車位置認識装置
１２：画像情報取得部（画像情報取得手段）
１６：自車位置情報取得部（自車位置情報取得手段）
１７：地物情報取得部
１８：画像認識部（画像認識手段）
１９：自車位置情報補正部（自車位置情報補正手段）
２３：アプリケーションプログラム
２４：案内情報出力手段
３２：認識位置導出部
３３：認識失敗処理部
３４：推測位置判定部（推測位置判定手段）
３５：地物情報管理部（地物情報管理手段）
３６：地物情報生成部（地物情報生成手段）
３７：地物間距離判定部（地物間距離判定手段）
３８：削除管理部
３９：道路情報管理部（道路情報管理手段）
４１：道路属性情報取得部（道路属性情報取得手段）
４２：対象種別決定部（対象種別決定手段）
４３：認識頻度導出部
４４：対象種別決定演算部
４５：認識成否管理部
５０：自車両
Ａａ：認識位置情報
Ａｂ：地物属性情報
Ａｃ：認識失敗情報
ＤＢ１：地図データベース（道路情報記憶手段）
ＤＢ２：地物データベース（地物情報記憶手段）
ＤＢ３：学習データベース（認識結果記憶手段）
Ｄ：地物間距離
Ｅ：認識領域
Ｆ：地物情報
Ｇ：画像情報
Ｌ：リンク長さ
Ｍ：地図情報
Ｐ：自車位置情報
Ｒａ：道路情報
Ｒｂ：道路属性情報
Ｓ１：認識率情報（認識属性情報）
Ｓ２：出現頻度情報
Ｓ３：区域情報（配置傾向情報）
Ｓ４：種別失敗情報
Ｔ１：学習しきい値
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Ｔ２：削除しきい値
Ｚ：道路区域
ａ１～ａ７：位置範囲
ｋ：リンク
ｎ：ノード
ｐｇ：推測位置
ｐｎ：ノード位置
 

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】
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