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(57)【要約】
【課題】一つの側面では、適切な経路に軌跡を補間する
ことができるプログラム、情報処理装置及び情報処理方
法を提供することにある。
【解決手段】一態様のプログラム１２Ｐは、軌跡の補間
を行う始点及び終点を端点とする線分の近傍の複数の観
測点を特定し、特定した複数の観測点の中から、前記線
分に近接する観測点を抽出し、抽出した観測点に基づい
て前記軌跡を補間する処理を情報処理装置１に実行させ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軌跡の補間を行う始点及び終点を端点とする線分の近傍の複数の観測点を特定し、
　特定した複数の観測点の中から、前記線分に近接する観測点を抽出し、
　抽出した観測点に基づいて前記軌跡を補間する
　処理を情報処理装置に実行させるプログラム。
【請求項２】
　前記線分は複数であり、
　複数の線分の内、最も長い線分を抽出し、
　抽出した線分の近傍の複数の観測点を特定する
　請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記線分を直径とする円内に存在する観測点を特定する
　請求項１又は請求項２に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記線分の両端点を中心とする２つの円が重複する範囲に含まれる観測点を特定する
　請求項１又は請求項２に記載のプログラム。
【請求項５】
　特定した観測点の内、前記線分の中点との距離が最も小さい観測点を抽出する
　請求項１又は請求項２に記載のプログラム。
【請求項６】
　特定した観測点の内、前記線分の両端点との距離の和が最も小さい観測点を抽出する
　請求項１又は請求項２に記載のプログラム。
【請求項７】
　軌跡の補間を行う始点及び終点を端点とする線分の近傍の複数の観測点を特定する特定
部と、
　該特定部で特定した複数の観測点の中から、前記線分に近接する観測点を抽出する抽出
部と、
　該抽出部で抽出した観測点に基づいて前記軌跡を補間する補間部と
　を備える情報処理装置。
【請求項８】
　軌跡の補間を行う始点及び終点を端点とする線分の近傍の複数の観測点を特定し、
　特定した複数の観測点の中から、前記線分に近接する観測点を抽出し、
　抽出した観測点に基づいて前記軌跡を補間する
　情報処理装置を用いた情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置情報に基づいて自動車又は歩行者等の移動体が移動した軌跡を補間する
プログラム、情報処理装置及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、情報処理装置が移動体から位置情報を取得する場合、位置情報を取得する頻度に
限界があるため、移動体が移動した軌跡を正確に把握することが難しかった。そこで近年
、複数の移動体の位置情報を取得し、取得した位置情報同士を関連付けることで一の移動
体の軌跡を補間するプログラムが開発されている。
【０００３】
　例えば特許文献１に記載のプログラムは、一の移動体の軌跡の近傍に存在する他の移動
体の軌跡の位置情報を特定し、一の移動体の軌跡及び特定した位置情報を連結することで
一の移動体が移動したと予想される適切な経路に軌跡を補間する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１７００３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示された技術では、余分な位置情報を特定することで適切な経
路より長い経路に軌跡を補間する場合があるという問題がある。
【０００６】
　一つの側面では、適切な経路に軌跡を補間することができるプログラム、情報処理装置
及び情報処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様のプログラムは、軌跡の補間を行う始点及び終点を端点とする線分の近傍の複数
の観測点を特定し、特定した複数の観測点の中から、前記線分に近接する観測点を抽出し
、抽出した観測点に基づいて前記軌跡を補間する処理を情報処理装置に実行させる。
【発明の効果】
【０００８】
　一側面によれば、適切な経路に軌跡を補間することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】情報処理装置のハードウェア群を示すブロック図である。
【図２】位置情報ＤＢのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図３】軌跡ＤＢのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図４】観測点ＤＢのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図５】線分ＤＢのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図６】補間ＤＢのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図７】表示部に表示した軌跡及び観測点を説明する説明図である。
【図８】軌跡を直径とする円内の位置情報を説明する説明図である。
【図９】観測点Ｋで補間した軌跡を説明する説明図である。
【図１０】線分を直径する円内の位置情報を説明する説明図である。
【図１１】観測点Ｃで補間した軌跡を説明する説明図である。
【図１２】線分ＤＢの処理前線分列に線分が記憶されていないと判定した場合における軌
跡を説明する説明図である。
【図１３】本実施形態における情報処理システムの処理手順を示したフローチャートであ
る。
【図１４】本実施形態における情報処理システムの処理手順を示したフローチャートであ
る。
【図１５】軌跡の両端点を中心とする円が重複する重複範囲を説明する説明図である。
【図１６】実施の形態２に係る情報処理システムを示すフローチャートである。
【図１７】情報処理装置のハードウェア群を示すブロック図である。
【図１８】距離ＤＢのレコードレイアウトの一例を示す説明図である。
【図１９】実施の形態３に係る情報処理システムを示すフローチャートである。
【図２０】実施の形態４における線分ＤＢのレコードレイアウトの一例を示す説明図であ
る。
【図２１】実施の形態４における表示部に表示した軌跡及び観測点を説明する説明図であ
る。
【図２２】観測点Ｋで軌跡を補間した後の位置情報を説明する説明図である。
【図２３】観測点Ｃで軌跡を補間した後の位置情報を説明する説明図である。
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【図２４】実施の形態４に係る情報処理システムを示すフローチャートである。
【図２５】実施の形態４に係る情報処理システムを示すフローチャートである。
【図２６】情報処理装置のハードウェア群を示すブロック図である。
【図２７】情報処理装置の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　実施の形態１
　以下本実施の形態を、図面を参照して説明する。図１は情報処理装置１のハードウェア
群を示すブロック図である。図１に示す情報処理装置１は、ＣＰＵ(Central Processing 
Unit)１１、記憶部１２、ＲＡＭ１３、入力部１４、表示部１５及び通信部１６を備える
。
【００１１】
　ＣＰＵ１１は、バスを介してハードウェア各部と接続されている。ＣＰＵ１１は例えば
一もしくは複数のＣＰＵ又はマルチコアＣＰＵ等を備える。ＣＰＵ１１は、記憶部１２に
記憶されたプログラム１２Ｐに従いハードウェアの各部を制御する。
【００１２】
　記憶部１２は例えばハードディスクまたは大容量メモリ等である。記憶部１２にはＣＰ
Ｕ１１が処理を行う際に必要とする種々のデータ、位置情報ＤＢ１２１、軌跡ＤＢ１２２
、観測点ＤＢ１２３、線分ＤＢ１２４、補間ＤＢ１２５及びプログラム１２Ｐを格納する
。
【００１３】
　ＲＡＭ１３は例えばＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）、ＤＲＡＭ（Dynamic R
andom Access Memory）、フラッシュメモリ等である。ＲＡＭ１３は、記憶部としても機
能し、ＣＰＵ１１による各種プログラムの実行時に発生する種々のデータを一時的に記憶
する。
【００１４】
　入力部１４はマウス又はキーボード等の入力デバイスであり、受け付けた操作情報をＣ
ＰＵ１１へ送信する。表示部１５はＣＰＵ１１から送信された画像データを表示する。表
示部１５は例えば液晶画面である。通信部１６は、例えば無線ＬＡＮカード又は携帯電話
用通信モジュール等であり、通信網Ｎを介して位置情報等の各種情報を受信する。位置情
報とは例えばデカルト座標系におけるＸ座標、Ｙ座標、地理座標系における緯度、経度等
である。また位置情報は時刻等の位置情報に付加された付加情報を含んでもよい。
【００１５】
　ＣＰＵ１１は通信部１６を介して複数の移動体について所定の間隔で観測を行った位置
情報を記憶した別のサーバ（図示せず）から位置情報を取得する。なお、本実施の形態に
おいては位置情報の取得方法として別のサーバを介して取得する形態につき説明するが、
位置情報を取得することができればこれに限るものではない。例えば、ＣＰＵ１１は、通
信部１６を介してＧＰＳ衛星が送信した位置情報、無線ＬＡＮのアクセスポイントの情報
、カメラ画像から算定した位置情報、携帯電話基地局の位置情報等を複数の移動体につい
て所定の間隔で取得するようにしてもよい。またＣＰＵ１１は予め記憶部１２に記憶され
た位置情報を取得するようにしてもよい。
【００１６】
　図２は位置情報ＤＢ１２１のレコードレイアウトの一例を示す説明図である。位置情報
ＤＢ１２１は位置情報を記憶するデータベースである。位置情報ＤＢ１２１はＩＤ列、位
置情報列及び名称列等を含む。ＩＤ列には移動体を識別するためのＩＤが記憶される。移
動体とは、例えば自動車又は歩行者等である。移動体は複数であり、夫々の移動体を識別
するためのＩＤに対応づけられている。位置情報列にはＩＤに対応する移動体を観測した
観測点の位置情報が記憶される。位置情報列には例えば、（２,９０）が記憶される。（
２,９０）とはＸ座標が２であり、Ｙ座標が９０であることを示す。名称列には観測点の
位置情報を識別するための名称が記憶される。ＣＰＵ１１は通信部１６からＩＤとともに
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位置情報を取得する。ＣＰＵ１１は取得したＩＤ及び位置情報を位置情報ＤＢ１２１に記
憶する。
【００１７】
　図３は軌跡ＤＢ１２２のレコードレイアウトの一例を示す説明図である。軌跡ＤＢ１２
２は移動体が移動した軌跡（以下、場合により後述する線分とする）の位置情報を記憶し
たデータベースである。軌跡ＤＢ１２２はＩＤ１列、ＩＤ２列、ＩＤ３列…等を含む。Ｉ
Ｄ１列、ＩＤ２列、ＩＤ３列…には夫々のＩＤに対応づけられた位置情報が記憶される。
例えばＩＤ１列には（２,９０）、（１００,２７）等が記憶される。すなわちＩＤ１列に
はＩＤ１の移動体が始点（２,９０）から終点（１００,２７）へ移動したことを示す軌跡
の位置情報が記憶されている。ＣＰＵ１１は位置情報ＤＢ１２１を参照し、各ＩＤ列にＩ
Ｄに対応する位置情報を記憶する。
【００１８】
　図４は観測点ＤＢ１２３のレコードレイアウトの一例を示す説明図である。観測点ＤＢ
１２３は観測点の位置情報を記憶するデータベースである。観測点ＤＢ１２３は、名称列
、位置情報列等を含む。名称列には観測点の位置情報を識別するための名称が記憶される
。位置情報列には観測点の位置情報が記憶される。観測点ＤＢ１２３の記憶方法は後述す
る。
【００１９】
　図５は線分ＤＢ１２４のレコードレイアウトの一例を示す説明図である。線分ＤＢ１２
４は軌跡の補間を行う始点及び終点を端点とする線分を記憶するデータベースである。な
お、以下場合により軌跡を線分とする。線分ＤＢ１２４は、処理前線分列、処理後線分列
等を含む。処理前線分列には軌跡を補間する補間処理を行う前の線分が記憶される。処理
後線分列には補間処理を行った後の線分が記憶される。線分ＤＢ１２４の記憶方法は後述
する。
【００２０】
　図６は補間ＤＢ１２５のレコードレイアウトの一例を示す説明図である。補間ＤＢ１２
５は補間した軌跡を記憶するデータベースである。補間ＤＢ１２５は、ＩＤ１列、ＩＤ２
列、ＩＤ３列…等を含む。ＩＤ１列、ＩＤ２列、ＩＤ３列…には夫々のＩＤに対応づけら
れた位置情報が記憶される。具体的にはＣＰＵ１１はＩＤ毎に補間した軌跡の位置情報を
補間ＤＢ１２５に記憶する。補間ＤＢ１２５の記憶方法は後述する。
【００２１】
　以下、情報処理システムの詳細を説明する。図７は表示部１５に表示した軌跡及び観測
点を説明する説明図である。ＣＰＵ１１は観測点Ａ及び観測点Ｍを連結する軌跡５１と、
観測点Ｂ及び観測点Ｊを連結する軌跡５２と、観測点Ｃ及び観測点Ｉを連結する軌跡５３
とを表示部１５に表示する。さらにＣＰＵ１１は観測点Ｄ及び観測点Ｌを連結する軌跡５
４と、観測点Ｈ、観測点Ｅ及び観測点Ｆを連結する軌跡５５と、観測点Ｋ及び観測点Ｇを
連結する軌跡５６とを表示部１５に表示する。軌跡５１～５６はＩＤ１～６の移動体の軌
跡に対応している。
【００２２】
　ＣＰＵ１１は軌跡ＤＢ１２２を参照し、軌跡ＤＢ１２２に位置情報が記憶されているか
否かを判定する。位置情報が軌跡ＤＢ１２２に記憶されているため、ＣＰＵ１１は軌跡Ｄ
Ｂ１２２のＩＤ１列から観測点Ａに対応する位置情報（２,９０）、観測点Ｍに対応する
位置情報（１００,２７）を抽出する。
【００２３】
　ＣＰＵ１１は軌跡５１を線分ＤＢ１２４の処理前線分列に記憶する。ＣＰＵ１１は軌跡
５１の観測点Ａ及びＭの位置情報を線分ＤＢ１２４の処理前線分列から抽出する。ＣＰＵ
１１は軌跡５１を線分ＤＢ１２４の処理前線分列から削除し、線分ＤＢ１２４の処理後線
分列に記憶し、軌跡５１に補間処理を行う。
【００２４】
　図８は軌跡５１を直径とする円５１０内の位置情報を説明する説明図である。図８に示
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すように、円５１０は軌跡５１を直径とし、軌跡５１の中点５７を中心とする円である。
ＣＰＵ１１は抽出した軌跡５１を直径とする円５１０内に存在する観測点Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ
、Ｆ、Ｉ、Ｊ、Ｋ及びＬの位置情報を位置情報ＤＢ１２１から特定する。ＣＰＵ１１は観
測点Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｉ、Ｊ、Ｋ及びＬに対応する位置情報を観測点ＤＢ１２３に記
憶する。
【００２５】
　ＣＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に観測点の位置情報が記憶されているか否かを判定する
。観測点Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｉ、Ｊ、Ｋ及びＬに対応する位置情報が観測点ＤＢ１２３
に記憶されているため、ＣＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に観測点の位置情報が記憶されて
いると判定する。ＣＰＵ１１は軌跡５１の中点５７との距離が最も近い観測点の位置情報
を観測点ＤＢ１２３から抽出する。中点５７との距離が最も近い観測点は観測点Ｋである
ため、ＣＰＵ１１は観測点Ｋの位置情報を観測点ＤＢ１２３から抽出する。
【００２６】
　図９は観測点Ｋで補間した軌跡５１を説明する説明図である。図９に示すように、軌跡
５１は観測点Ａ及び観測点Ｋを連結した線分５１１と観測点Ｋ及び観測点Ｍを連結した線
分５１２とを備える。
【００２７】
　ＣＰＵ１１は線分５１１及び線分５１２を生成する。ＣＰＵ１１は生成した線分５１１
及び５１２が線分ＤＢ１２４に記憶されているか否かを判定する。ＣＰＵ１１は生成した
線分５１１及び５１２が線分ＤＢ１２４に記憶されていないと判定する。ＣＰＵ１１は生
成した線分５１１及び５１２を線分ＤＢ１２４の処理前線分列に記憶する。
【００２８】
　ＣＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に記憶された全ての観測点Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｉ、Ｊ
、Ｋ及びＬの位置情報を削除する。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４の処理後線分列に線分が
記憶されているか否かを判定する。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４の処理前線分列の線分が
記憶されていると判定した場合、線分５１１を線分ＤＢ１２４の処理前線分列から抽出す
る。
【００２９】
　図１０は線分５１１を直径する円５８０内の位置情報を説明する説明図である。図１０
に示すように、円５８０は線分５１１を直径とし、線分５１１の中点５８を中心とする円
である。ＣＰＵ１１は抽出した線分５１１を直径とする円５８０内に存在する観測点Ｂ、
Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｉ及びＪの位置情報を位置情報ＤＢ１２１から特定する。ＣＰＵ１１は
観測点Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｉ及びＪに対応する位置情報を観測点ＤＢ１２３に記憶する
。
【００３０】
　ＣＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に観測点の位置情報が記憶されているか否かを判定する
。ＣＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に観測点の位置情報が記憶されていると判定するため、
線分５１１の中点５８との距離が最も近い観測点の位置情報を観測点ＤＢ１２３から抽出
する。中点５８との距離が最も近い観測点は観測点Ｃであるため、ＣＰＵ１１は観測点Ｃ
の位置情報を観測点ＤＢ１２３から抽出する。
【００３１】
　図１１は観測点Ｃで補間した軌跡５１を説明する説明図である。図１１に示すように、
軌跡５１は観測点Ａ及び観測点Ｃを連結した線分５１４と観測点Ｃ及び観測点Ｋを連結し
た線分５１５とを備える。
【００３２】
　ＣＰＵ１１は線分５１４及び線分５１５を生成する。ＣＰＵ１１は生成した線分５１４
及び５１５が線分ＤＢ１２４に記憶されているか否かを判定する。ＣＰＵ１１は生成した
線分５１４及び５１５が線分ＤＢ１２４に記憶されていないと判定する。ＣＰＵ１１は生
成した線分５１４及び５１５を線分ＤＢ１２４の処理前線分列に記憶する。
【００３３】
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　ＣＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に記憶された全ての観測点Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｉ及び
Ｊの位置情報を削除する。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４の処理前線分列に線分が記憶され
ているか否かを判定する。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４の処理前線分列の線分が記憶され
ていないと判定するまで上記処理を繰り返す。
【００３４】
　図１２は線分ＤＢ１２４の処理前線分列に線分が記憶されていないと判定した場合にお
ける軌跡５１を説明する説明図である。軌跡５１は観測点Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｊ、Ｋ、
Ｌ及びＭを連結した軌跡である。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４の処理前線分列に線分が記
憶されていないと判定した場合、補間ＤＢ１２５に観測点Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｊ、Ｋ、Ｌで
補間した軌跡５１を記憶する。以下、ＣＰＵ１１は軌跡５２～５６まで同様の処理を行う
が、簡潔のため記載を省略する。
【００３５】
　図１３～１４は本実施形態における情報処理システムの処理手順を示したフローチャー
トである。ＣＰＵ１１は軌跡ＤＢ１２２に位置情報が記憶されているか否かを判定する（
ステップＳ１１）。ＣＰＵ１１は軌跡ＤＢ１２２に位置情報が記憶されていると判定した
場合（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、軌跡ＤＢ１２２から一の軌跡の位置情報を抽出する（
ステップＳ１２）。
【００３６】
　ＣＰＵ１１は抽出した軌跡の位置情報を線分ＤＢ１２４の処理前線分列に記憶する（ス
テップＳ１３）。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４から線分を抽出する（ステップＳ１４）。
ＣＰＵ１１は抽出した線分を処理前線分列から削除し、処理後線分列に記憶する（ステッ
プＳ１５）。
【００３７】
　ＣＰＵ１１は抽出した線分を直径とする円内に存在する観測点の位置情報を位置情報Ｄ
Ｂ１２１から特定する（ステップＳ１６）。ＣＰＵ１１は特定した観測点の位置情報を観
測点ＤＢ１２３に記憶する（ステップＳ１７）。
【００３８】
　ＣＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に観測点の位置情報が記憶されているか否かを判定する
（ステップＳ１８）。ＣＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に観測点の位置情報が記憶されてい
ないと判定した場合（ステップＳ１８：ＮＯ）、処理をステップＳ２４に移す。ＣＰＵ１
１は観測点ＤＢ１２３に観測点の位置情報が記憶されていると判定した場合（ステップＳ
１８：ＹＥＳ）、抽出した線分の中点との距離が最も近い観測点の位置情報を観測点ＤＢ
１２３から抽出する（ステップＳ１９）。
【００３９】
　ＣＰＵ１１は軌跡と抽出した観測点とを連結した線分を生成する（ステップＳ２０）。
すなわちＣＰＵ１１は軌跡を抽出した観測点で補間する。ＣＰＵ１１は生成した線分が線
分ＤＢ１２４に記憶されているか否かを判定する（ステップＳ２１）。ＣＰＵ１１は生成
した線分が線分ＤＢ１２４に記憶されていると判定した場合（ステップＳ２１：ＹＥＳ）
、処理をステップＳ２３に移す。ＣＰＵ１１は生成した線分が線分ＤＢ１２４に記憶され
ていないと判定した場合（ステップＳ２１：ＮＯ）、生成した線分を線分ＤＢ１２４の処
理前線分列に記憶する（ステップＳ２２）。
【００４０】
　ＣＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に記憶された全ての観測点の位置情報を削除する（ステ
ップＳ２３）。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４の処理前線分列に線分が記憶されているか否
かを判定する（ステップＳ２４）。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４の処理前線分列に線分が
記憶されていると判定した場合（ステップＳ２４：ＹＥＳ）、処理をステップＳ１４に移
し、処理を繰り返す。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４の処理前線分列に線分が記憶されてい
ないと判定した場合（ステップＳ２４：ＮＯ）、補間ＤＢ１２５に補間した軌跡を記憶し
（ステップＳ２５）、処理をステップＳ１１に移す。ＣＰＵ１１は軌跡ＤＢ１２２に位置
情報が記憶されていないと判定した場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、処理を終了する。
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【００４１】
　一側面によれば、適切な経路に軌跡を補間することができる。
【００４２】
　一般的に２つの線分の角度が鋭角である場合、余分な経路であることが多い。一側面に
よれば、抽出した線分を直径とする円内に存在する観測点の位置情報を位置情報ＤＢ１２
１から特定することで生成する２つの線分の角度を９０度以上にできる。このことにより
ＣＰＵ１１は２つの線分の角度が鋭角になる線分の生成を防止できるため、余分な経路の
生成を防止できる。
【００４３】
　一側面によれば、抽出した線分の中点との距離が最も近い観測点の位置情報を観測点Ｄ
Ｂ１２３から抽出することで適切な経路に軌跡を補間することができる。
【００４４】
　実施の形態２
　実施の形態２は線分の両端点を中心とする２つの円が重複する範囲に含まれる観測点を
特定する実施形態である。以下、特に説明する構成、作用以外の構成及び作用は実施の形
態１と同等であり、簡潔のため記載を省略する。
【００４５】
　以下、本実施形態における情報処理システムを説明する。図１５は軌跡５１の両端点を
中心とする円５８１及び５８２が重複する重複範囲５８３を説明する説明図である。図１
５に示すように、円５８１は観測点Ａを中心とし、軌跡５１を半径とする円である。円５
８２は観測点Ｍを中心とし、軌跡５１を半径とする円である。重複範囲５８３には観測点
Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ及びＬが含まれている。
【００４６】
　ＣＰＵ１１は軌跡５１を抽出した後、円５８１及び円５８２を生成する。ＣＰＵ１１は
生成した円５８１及び円５８２の重複範囲５８３内に存在する観測点Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ
、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ及びＬの位置情報を位置情報ＤＢ１２１から抽出する。ＣＰＵ１１
は観測点Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ及びＬに対応する位置情報を観測点Ｄ
Ｂ１２３に記憶する。
【００４７】
　観測点Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ及びＬに対応する位置情報が観測点Ｄ
Ｂ１２３に記憶されているため、ＣＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に観測点の位置情報が記
憶されていると判定する。ＣＰＵ１１は中点５８との距離が最も近い観測点は観測点Ｋで
あるため、ＣＰＵ１１は観測点Ｋの位置情報を観測点ＤＢ１２３から抽出する。以下、実
施の形態１と同様であり、簡潔のため記載を省略する。
【００４８】
　図１６は実施の形態２に係る情報処理システムを示すフローチャートである。ステップ
Ｓ１６以外の処理は上述の実施の形態１に係る情報処理システムと同様であるので、簡潔
のため説明を省略する。ＣＰＵ１１はステップＳ１５の処理を終了した後、抽出した線分
を半径とし、線分の両端点を中心とする２つの円を生成する（ステップＳ３１）。ＣＰＵ
１１は２つの円の重複範囲に存在する観測点の位置情報を位置情報ＤＢ１２１から特定し
（ステップＳ３２）、処理をステップＳ１７へ移す。
【００４９】
　一側面によれば、２つの円の重複範囲に存在する観測点の位置情報を位置情報ＤＢ１２
１から特定することで生成する２つの線分の角度を６０度以上にできる。このことにより
ＣＰＵ１１は余分な経路の生成を防止できる。
【００５０】
　実施の形態３
　実施の形態３は線分の両端点との距離の和が最も小さい観測点を抽出する実施形態であ
る。以下、特に説明する構成、作用以外の構成及び作用は実施の形態１と同等であり、簡
潔のため記載を省略する。図１７は情報処理装置１のハードウェア群を示すブロック図で
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ある。情報処理装置１の記憶部１２はさらに距離ＤＢ１２６を備える。
【００５１】
　図１８は距離ＤＢ１２６のレコードレイアウトの一例を示す説明図である。距離ＤＢ１
２６は抽出した線分と観測点との距離に関する値を記憶するデータベースである。距離Ｄ
Ｂ１２６は、名称列、値列等を含む。名称列には観測点の位置情報を識別するための名称
が記憶される。値列には観測点と線分の両端点との距離の和が記憶される。距離ＤＢ１２
６の記憶方法は以下の通りである。ＣＰＵ１１は観測点と線分の両端点との距離の和を算
出する。ＣＰＵ１１は算出した和を観測点の名称に対応づけて距離ＤＢ１２６に記憶する
。
【００５２】
　以下、本実施形態における情報処理システムを図１８を参照しつつ説明する。ＣＰＵ１
１は観測点ＤＢ１２３に観測点の位置情報が記憶されていると判定した後、線分５１１の
両端である観測点Ａ及び観測点Ｍと観測点との距離の和を算出する。ＣＰＵ１１は算出し
た距離の和が最も小さい観測点の位置情報を観測点ＤＢ１２３から抽出する。図１８に示
すように、距離の和が最も小さい観測点は観測点Ｂである。ＣＰＵ１１は観測点Ｂの位置
情報を観測点ＤＢ１２３から抽出する。
【００５３】
　図１９は実施の形態３に係る情報処理システムを示すフローチャートである。ステップ
Ｓ１９以外の処理は上述の実施の形態１に係る情報処理システムと同様であるので、簡潔
のため説明を省略する。ＣＰＵ１１はステップＳ１８がＹＥＳであった場合、観測点と線
分の両端との距離の和を算出する（ステップＳ４１）。ＣＰＵ１１は線分の両端点との距
離の和が最も小さい観測点を抽出し（ステップＳ４２）、処理をステップＳ２０へ移す。
【００５４】
　一側面によれば、線分の両端点との距離の和が最も小さい観測点を抽出することで適切
な経路に軌跡を補間することができる。
【００５５】
　実施の形態４
　実施の形態４は複数の軌跡を同時に補間する実施形態である。以下、特に説明する構成
、作用以外の構成及び作用は実施の形態１と同等であり、簡潔のため記載を省略する。
【００５６】
　図２０は実施の形態４における線分ＤＢ１２４のレコードレイアウトの一例を示す説明
図である。線分ＤＢ１２４は、線分列を含む。線分列には軌跡及び線分が記憶される。線
分ＤＢ１２４の記憶方法は後述する。
【００５７】
　図２１は実施の形態４における表示部１５に表示した軌跡及び観測点を説明する説明図
である。図２１Ａ～Ｆは夫々軌跡５１～５６の表示とともに位置情報を表示している。
【００５８】
　ＣＰＵ１１は位置情報ＤＢ１２１から軌跡５１～５６に対応するＩＤ１～６の位置情報
を抽出する。ＣＰＵ１１はＩＤ１～６の位置情報を線分ＤＢ１２４に記憶する。ＣＰＵ１
１は線分ＤＢ１２４から最も長い線分を抽出する。最も長い線分は軌跡５１であるため、
ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４から軌跡５１を抽出する。
【００５９】
　ＣＰＵ１１は軌跡５１を線分ＤＢ１２４から削除する。ＣＰＵ１１は実施の形態１と同
様の処理を行った後、生成した線分５１１及び５１２が線分ＤＢ１２４に記憶されていな
いと判定する。ＣＰＵ１１は生成した線分５１１及び５１２を線分ＤＢ１２４に記憶する
。ＣＰＵ１１は観測点Ｋで軌跡５１を補間する。ＣＰＵ１１は補間ＤＢ１２５に補間した
軌跡５１を記憶する。
【００６０】
　図２２は観測点Ｋで軌跡５１を補間した後の位置情報を説明する説明図である。図２２
Ａ～Ｆに示すように、最も長い線分は線分５１１であるため、ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２
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４から線分５１１を抽出する。ＣＰＵ１１は線分５１１を線分ＤＢ１２４から削除する。
ＣＰＵ１１は実施の形態１と同様の処理を行った後、生成した線分５１４及び５１５が線
分ＤＢ１２４に記憶されていないと判定する。ＣＰＵ１１は生成した線分５１４及び５１
５を線分ＤＢ１２４に記憶する。ＣＰＵ１１は観測点Ｃで軌跡５１を補間する。ＣＰＵ１
１は補間ＤＢ１２５に補間した軌跡５１を記憶する。
【００６１】
　図２３は観測点Ｃで軌跡５４を補間した後の位置情報を説明する説明図である。図２３
Ｄに示すように、円５４０は軌跡５４を直径とし、軌跡５４の中点５４３を中心とする円
である。軌跡５４は観測点Ｄ及び観測点Ｋを連結した線分５４１と観測点Ｋ及び観測点Ｍ
を連結した線分５４２とを備える。
【００６２】
　図２３Ａ～Ｆに示すように、最も長い線分は軌跡５４であるため、ＣＰＵ１１は線分Ｄ
Ｂ１２４から軌跡５４を抽出する。ＣＰＵ１１は軌跡５４を線分ＤＢ１２４から削除する
。ＣＰＵ１１は抽出した軌跡５４を直径とする円５４０内に存在する観測点Ｅ、Ｆ、Ｊ、
Ｋ及びＬの位置情報を位置情報ＤＢ１２１から特定する。ＣＰＵ１１は観測点Ｅ、Ｆ、Ｊ
、Ｋ及びＬの位置情報を観測点ＤＢ１２３に記憶する。
【００６３】
　観測点Ｅ、Ｆ、Ｊ、Ｋ及びＬの位置情報が観測点ＤＢ１２３に記憶されているため、Ｃ
ＰＵ１１は観測点ＤＢ１２３に観測点の位置情報が記憶されていると判定する。ＣＰＵ１
１は軌跡５４の中点５４３との距離が最も近い観測点の位置情報を観測点ＤＢ１２３から
抽出する。中点５４３との距離が最も近い観測点は観測点Ｋであるため、ＣＰＵ１１は観
測点Ｋの位置情報を観測点ＤＢ１２３から抽出する。
【００６４】
　ＣＰＵ１１は線分５４１及び線分５４２を生成する。ＣＰＵ１１は生成した線分５４１
及び５４２が線分ＤＢ１２４に記憶されているか否かを判定する。生成した線分５４１及
び５４２が線分ＤＢ１２４に記憶されていないと判定する。ＣＰＵ１１は生成した線分５
４１及び５４２を線分ＤＢ１２４に記憶する。ＣＰＵ１１は観測点Ｋで軌跡５４を補間す
る。ＣＰＵ１１は補間ＤＢ１２５に補間した軌跡５４を記憶する。以下、ＣＰＵ１１は軌
跡５１～５６に同様の処理を行うが、簡潔のため記載を省略する。
【００６５】
　図２４～２５は実施の形態４に係る情報処理システムを示すフローチャートである。ス
テップＳ１６～Ｓ２２の処理は上述の実施の形態１に係る情報処理システムと同様である
ので、簡潔のため説明を省略する。ＣＰＵ１１は位置情報ＤＢ１２１から全ての軌跡の位
置情報を抽出する（ステップＳ５１）。ＣＰＵ１１は抽出した位置情報を線分ＤＢ１２４
に記憶する（ステップＳ５２）。
【００６６】
　ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４から最も長い線分を抽出する（ステップＳ５３）。ＣＰＵ
１１は抽出した線分を線分ＤＢ１２４から削除し（ステップＳ５４）、処理をステップＳ
１６に移す。ＣＰＵ１１はステップＳ２２の処理を終了した場合、抽出した観測点で軌跡
を補間する（ステップＳ５５）。ＣＰＵ１１は補間ＤＢ１２５に補間した軌跡を記憶する
（ステップＳ５６）。
【００６７】
　ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４に線分が記憶されているか否かを判定する（ステップＳ５
７）。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４に線分が記憶されていると判定した場合（ステップＳ
５７：ＹＥＳ）、処理をステップＳ５３に移す。ＣＰＵ１１は線分ＤＢ１２４に線分が記
憶されていないと判定した場合（ステップＳ５７：ＮＯ）、処理を終了する。
【００６８】
　一側面によれば、複数の軌跡がある場合、同時に軌跡の補間を行うことができるため、
処理時間が短くできる。
【００６９】
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　実施の形態５
　以下本発明の実施の形態５をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。図２６は
情報処理装置１のハードウェア群を示すブロック図である。以下、特に説明する構成、作
用以外の構成及び作用は実施の形態１と同等であり、簡潔のため記載を省略する。図２２
に示す情報処理装置１は、上述した各種ソフトウェア処理を実行するプログラムを、可搬
型記録媒体１０Ａ又は半導体メモリ１０Ｂから読み取り、あるいは、通信網Ｎを介して他
のサーバ（図示せず）からダウンロードする。当該プログラムは、プログラム１２Ｐとし
てインストールされ、記憶部１２にロードして実行される。これより上述した情報処理装
置１として機能する。
【００７０】
　情報処理装置１を動作させるためのプログラムは、ディスクドライブ等の読取部１７に
ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）ディスク、メモリーカード、又はＵＳ
Ｂ（Universal Serial Bus）メモリ等の可搬型記録媒体１０Ａを読み取らせて記憶部１２
に記憶してもよい。また当該プログラムを記憶したフラッシュメモリ等の半導体メモリ１
０Ｂを情報処理装置１内に実装しても良い。通信部１６は、例えば無線ＬＡＮカード又は
携帯電話用通信モジュール等であり、通信網Ｎを介して他のサーバに接続されている。当
該プログラムは、通信部１６によりインターネット等の通信網Ｎを介して接続される他の
サーバ（図示せず）からダウンロードすることも可能である。以下にその内容を説明する
。
【００７１】
　図２７は情報処理装置１の機能ブロック図である。ＣＰＵ１１がプログラム１２Ｐを実
行することにより、情報処理装置１は以下のように動作する。特定部１１Ａは軌跡の補間
を行う始点及び終点を端点とする線分の近傍の複数の観測点を特定する。抽出部１１Ｂは
特定部１１Ａで特定した複数の観測点の中から、前記線分に近接する観測点を抽出する。
補間部１１Ｃは抽出部１１Ｂで抽出した観測点に基づいて前記軌跡を補間する。
【００７２】
　以上の実施の形態に関し、更に以下の付記を開示する。
【００７３】
　　（付記１）
　軌跡の補間を行う始点及び終点を端点とする線分の近傍の複数の観測点を特定し、
　特定した複数の観測点の中から、前記線分に近接する観測点を抽出し、
　抽出した観測点に基づいて前記軌跡を補間する
　処理を情報処理装置に実行させるプログラム。
　　（付記２）
　前記線分は複数であり、
　複数の線分の内、最も長い線分を抽出し、
　抽出した線分の近傍の複数の観測点を特定する
　付記１に記載のプログラム。
　　（付記３）
　前記線分を直径とする円内に存在する観測点を特定する
　付記１又は付記２に記載のプログラム。
　　（付記４）
　前記線分の両端点を中心とする２つの円が重複する範囲に含まれる観測点を特定する
　付記１又は付記２に記載のプログラム。
　　（付記５）
　特定した観測点の内、前記線分の中点との距離が最も小さい観測点を抽出する
　付記１又は付記２に記載のプログラム。
　　（付記６）
　特定した観測点の内、前記線分の両端点との距離の和が最も小さい観測点を抽出する
　付記１又は付記２に記載のプログラム。
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　　（付記７）
　軌跡の補間を行う始点及び終点を端点とする線分の近傍の複数の観測点を特定する特定
部と、
　該特定部で特定した複数の観測点の中から、前記線分に近接する観測点を抽出する抽出
部と、
　該抽出部で抽出した観測点に基づいて前記軌跡を補間する補間部と
　を備える情報処理装置。
　　（付記８）
　軌跡の補間を行う始点及び終点を端点とする線分の近傍の複数の観測点を特定し、
　特定した複数の観測点の中から、前記線分に近接する観測点を抽出し、
　抽出した観測点に基づいて前記軌跡を補間する
　情報処理装置を用いた情報処理方法。
【００７４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。また、各実施の形態は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可
能である。
【符号の説明】
【００７５】
　１　情報処理装置
　１１Ａ　特定部
　１１Ｂ　抽出部
　１１Ｃ　補間部
　１２Ｐ　プログラム
【図１】 【図２】

【図３】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】
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