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(57)【要約】
　測地参照データベースを生成する方法が開示される。
方法は、地表を走行する車両に取り付けられたデジタル
カメラ、レンジセンサ、並びにＧＰＳ及びＩＭＵを含む
位置判定手段により取り込まれたモバイルマッピングデ
ータを取得するステップを含む。モバイルマッピングデ
ータは、同時に取り込まれた画像データ、レンジデータ
及び地理座標系における関連する位置データを含む。線
形静止地表特徴は、画像データ、レンジデータ及び関連
する位置データを処理することによりモバイルマッピン
グデータから導出される。３Ｄモデルは、画像データ、
レンジデータ及び関連する位置データから地理座標系に
おける線形静止地表特徴に対して生成され、測地参照デ
ータベースを取得するためにデータベースに格納される
。３Ｄモデルは、３Ｄモデルの表面の色を表す画像又は
モデルに沿う写真識別可能なオブジェクトを表すより小
さい画像の集合を含んでもよい。３Ｄモデルは、空中画
像を補正するため、数値標高モデルを修正するため及び
数値標高モデルの三角形分割を向上するために使用され
てもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測地参照データベースを生成する方法であって、
　地表を走行する車両に取り付けられたデジタルカメラ、レンジセンサ及び位置判定手段
により取り込まれ且つ同時に取り込まれた画像データ、レンジデータ及び地理座標系にお
ける関連する位置データを含むモバイルマッピングデータを取得するステップと、
　前記画像データ、前記レンジデータ及び前記関連する位置データを処理することにより
前記モバイルマッピングデータから線形静止地表特徴を判定するステップと、
　前記画像データ、前記レンジデータ及び前記関連する位置データから前記地理座標系に
おける前記線形静止地表特徴に対する３Ｄモデルを生成するステップと、
　前記測地参照データベースを取得するためにデータベースに前記３Ｄモデルを格納する
ステップとを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　連続線形基準ネットワークを取得するために前記３Ｄモデルを連結するステップと、
　前記測地参照データベースに前記連続線形基準ネットワークを格納するステップと
　を更に含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記線形静止地表特徴は、
　道路のセンターライン、道路の左エッジ、道路の右エッジ、道路の幅を含む特徴のグル
ープから選択された道路区分の線形特徴に対応する
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　線形静止地表特徴を判定するステップは、
　前記画像データにおいて路面を検出するステップと、
　前記画像データ、前記レンジデータ及び前記関連する位置データを組み合わせることに
より前記地理座標系における前記路面の位置を抽出するステップと、
　前記路面の前記位置から前記線形静止地表特徴を表す１つ以上のポリラインを算出する
ステップと
　を含むことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記３Ｄモデルは、ベクトルに基づく
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　画像データ及びレンジデータを組み合わせることにより前記３Ｄモデルに対するオルソ
画像を生成するステップと、
　前記オルソ画像の各画素に対して前記地理座標系における標高情報を判定するステップ
と、
　３Ｄオルソ画像を取得するために前記オルソ画像と前記標高情報とをリンクするステッ
プと、
　前記３Ｄオルソ画像を格納し且つ前記測地データベース内の各３Ｄモデルに前記画像を
リンクするステップと
　を更に含むことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　線形静止地表特徴を表す３Ｄモデルを含む測地参照データベースであって、前記３Ｄモ
デルは、請求項１から６のいずれか１項に記載の方法により生成されたものである測地参
照データベース。
【請求項８】
　前記３Ｄモデルを連結することにより構成された連続線形基準ネットワーク
　を更に含むことを特徴とする請求項７記載の測地参照データベース。
【請求項９】
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　各々が３Ｄモデルにより表現される前記地表の少なくとも一部を表す複数のオルソ画像
を更に含み、オルソ画像の各画素は関連する標高情報を含む
　ことを特徴とする請求項７又は８記載の測地参照データベース。
【請求項１０】
　数値標高モデルの三角形分割を向上する方法であって、
　前記数値標高モデルを取得するステップと、
　請求項７記載の測地参照データベースを取得するステップと、
　前記測地参照データベースから僅かに隆起した表面領域の外エッジを記述する３Ｄモデ
ルを検索するステップと、
　前記数値標高モデルにおいて前記３Ｄモデルがマッチングする場所を見つけるステップ
と、
　前記三角形分割を制御するための切断線として前記僅かに隆起した表面領域の前記外エ
ッジを使用するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　数値標高モデルの地理座標を修正する方法であって、
　前記数値標高モデルを取得するステップと、
　請求項７記載の測地参照データベースを取得するステップと、
　前記測地参照データベースから１つ以上の３Ｄモデルを検索するステップと、
　前記３Ｄモデルが前記数値標高モデルとマッチングする場所を見つけるステップと、
　前記数値標高モデルにおける前記見つけられた場所の位置と前記１つ以上のブランチに
関連する前記座標との間の位置偏差を判定するステップと、
　前記数値標高モデルの前記地理座標を修正するために前記位置偏差を使用するステップ
と
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　空中又は衛星画像を補正する方法であって、
　空中又は衛星画像を取得するステップと、
　請求項８記載の測地参照データベースを取得するステップと、
　前記測地参照データベースから１つ以上の３Ｄモデル及び対応する座標を検索するステ
ップと、
　前記画像において前記１つ以上の３Ｄモデルが前記空中又は衛星画像とマッチングする
場所を見つけるステップと、
　前記空中又は衛星画像を補正するために前記座標参照系における前記３Ｄモデルの位置
及び対応する見つけられた場所を使用するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　プロセッサ（５１１）と、前記プロセッサに接続され且つ請求項１から６及び１０から
１２のいずれか１項に記載の方法を前記プロセッサ（５１１）に実行させるように構成さ
れたデータ及び命令を含むコンピュータプログラムを含むメモリ（５１２、５１３、５１
４、５１５）とを備えるコンピュータにより実現されるシステム。
【請求項１４】
　コンピュータ構成によりロード可能であり且つ請求項１から６及び１０から１２のいず
れか１項に記載の方法を前記コンピュータ構成に実行させる前記データ及び命令を含むコ
ンピュータプログラム。
【請求項１５】
　コンピュータ構成によりロード可能であり且つ請求項１から６及び１０から１２のいず
れか１項に記載の方法を前記コンピュータ構成に実行させるデータ及び命令を含むコンピ
ュータプログラムを備えるプロセッサ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測地参照データベースを生成する分野に関する。
【０００２】
　更に本発明は、測地参照データベースを生成するコンピュータにより実現されるシステ
ム、測地参照データベース、コンピュータプログラム、並びにコンピュータプログラム又
は測地参照データベースを備えるプロセッサ可読媒体に関する。測地参照データベースは
、同一の地理的領域の異なる画像をオルソ補正する際に有用である。
【背景技術】
【０００３】
　地上基準点（ＧＣＰ：Ground Control Points）は、衛星画像、空中画像又は航空測量
画像を標準的な地図投影にオルソ補正する際に使用される。地上基準点は、遠隔検知され
た画像、地図又は空中写真上で認識可能であり且つそれらの各々において正確に配置可能
である地表上の何らかの点であってもよい。地上基準点は、座標参照系における既定の関
連座標を有する。地上基準点は、既知の場所の地表上の点である（すなわち、確立された
座標参照系内で固定される）。ＧＣＰは、遠隔検知された画像又は走査された地図等の画
像データソース及び地理物理学的測量中に生成される分離された測量格子を地理参照する
ために使用される。ＧＣＰは以下のいずれであってもよい。
　・選択点及びその周辺を示す紙の地図の一部のコピー
　・選択点及びその周辺を示す走査された地図からの画像チップ
　・選択点及びその周辺を示すデジタル地図からの画像チップ
　・選択点の文書による記述又はスケッチ
　・選択点及びその周辺を示す空中／衛星写真又は地上写真からの画像
　・空中／衛星画像又は平面地図において認識可能であるように文書化された適切な特定
の場所の他の何らかの表現。
【０００４】
　ＧＣＰは、座標参照系における関連する正確なＸ、Ｙ及びＺ座標を有する１つの点を識
別するための何らかの写真認識可能な特徴であってもよい。ＧＣＰは、衛星又は空中画像
において明確に識別可能な地表特徴を記述する。ＧＣＰの最も重要な条件は、オルソ補正
される画像における視認性である。第２の特徴は耐久性である。理想的には、ＧＣＰはオ
ルソ補正される画像における画素の少なくとも４倍のサイズを有する必要がある。ＧＣＰ
を定義するために使用される地表特徴は、文化的特徴、線特徴及び自然特徴であってもよ
い。
【０００５】
　通常、文化的（人工）特徴はＧＣＰとして使用するのに最適な点である。それは、道路
の交点、道路及び線路の交点、道路及び森林と農地との間の境界線の交点等の道路及び可
視である生物地理学的境界の交点、交差点、河川橋、大きな低層の建物（格納庫、工業用
建物等）、空港等を範囲に含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本出願において、線特徴は、画像において明確に定義されたエッジを有する場合に使用
されてもよい。通常、ＧＣＰは２つの線特徴の交点の中心として選択される。交点を形成
する２つの線特徴は、６０度より大きい角度で交差する必要がある。
【０００７】
　一般に、自然特徴は形状が不規則であるため好ましくない。しかし、適切な文化的特徴
が存在しない領域においては自然特徴を使用する必要がある。自然特徴が明確に定義され
たエッジを有する場合、それはＧＣＰとして使用されてもよい。それは、森林の境界、森
林の小道、森林内の開墾地、河川の合流点等であってもよい。そのような点を選択する場
合、特定の境界（森林、水塊）はいずれ変化する可能性があることを考慮する必要がある
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。適切な特徴が不十分である状況において、測量士はＧＣＰを識別するために観測可能な
特徴を作成できる。
【０００８】
　空中又は衛星画像を地理参照又は補正するために、画像毎にＧＣＰの集合を選択する必
要がある。集合のＧＣＰは、画像において均一に選択される必要がある。好ましくは画像
において均等な分布で画像のエッジ付近の点を選択する必要がある。また、ＧＣＰの集合
は、シーンにおける地形の変化を更に考慮するのが好ましい。すなわち、標高が最も高い
点及び最も低い点の双方を選択するのが好ましい。
【０００９】
　ＧＣＰは、人間が現地に赴き、ＧＣＰの画像又は対応する記述、並びに、例えば、ＧＰ
Ｓ受信機の位置判定手段により座標参照系における対応するＸ、Ｙ及びＺ座標の双方を収
集することにより生成されてもよい。Ｊｅｄ　Ｇｒｅｇｏｒｙ他による「Ａｃｃｕｒａｔ
ｅ　ｍａｐｐｉｎｇ　ｏｆ　Ｇｒｏｕｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｏｉｎｔ　ｆｏｒ　Ｉｍ
ａｇｅ　Ｒｅｃｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｈｏｌｉｓｔｉｃ　Ｐｌａｎｎｅｄ　Ｇ
ｒａｚｉｎｇ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ」、ＧＩＳ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｒｅｓ
ｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｅｒ、Ｉｄａｈｏ　Ｓｔａｔｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｏｃａ
ｔｅｌｌｏ、ＩＤ　８３２０９－８１３０、２００６年１０月において、画像の正確な地
理補正を保証するために、ＧＣＰを確立し且つそれらの正確な空間的配置を記録する必要
があった。ＧＣＰは、地理補正される領域全体にわたり戦略的に設定された。ＧＣＰは、
十字（＋）の形状に重ね合わせた幅６インチ及び長さ６フィートの２つのプラスチックの
薄板を使用して設定された。全てのＧＣＰは、十字の各辺が４方位（北、南、東、西）の
うちの１つを指すように方向付けられた。各ＧＣＰの配置後、ＧＰＳの場所がＴｒｉｍｂ
ｌｅ　ＧｅｏＸＴ　ＧＰＳユニットを使用して十字の中心において記録された。前記文献
は、正確なＧＣＰを収集するために必要な膨大な時間及び労力を不要にする。
【００１０】
　基本的には、オルソ補正処理において行われる２つの修正が存在する。オルソ補正は、
各画素が地表を記述するジオイド上の既知のＸＹ位置を有し且つ各画素が前記ＸＹ位置に
おいて地表に対して垂直視されると考えられる画像に透視投影画像を変換することである
。最初に何らかの偏移（平行移動及び回転誤差）、傾き又は変倍の問題が修正され、次に
標高の変化による歪み現象が修正される。画像に適用される現在のオルソ補正処理におい
て、標高の歪みは水平誤差の主要な原因である。これを図１に示す。航空機１に取り付け
られたカメラは、地表２（図１では断面で示す）の透視投影画像を記録する。しかし、画
像内の１つの画素のみが地表を垂直視した図を表すことができ、他の全ての画素は地表を
斜めから見た図を表す。図１は、所定のｙ座標に対する地表の断面を示す。水平な線３は
、例えばＷＧＳ８４である座標参照系における所定のｙ座標に対する地球の基準面又は座
標参照系における地表を記述する他の何らかのジオイドの断面を表すと仮定される。地表
２におけるｘｙｚ位置及び高さが既知である地表上の例えば橋である建造物４が示される
。更に、空中画像の取り込み点５の座標参照系における位置及び姿勢は既知である（例え
ば、正確なＧＰＳ及び／又は他の位置／姿勢判定手段により）。幾何学により、建造物の
上側の画素及び対応するｘｙ位置を判定できる。しかし、基準面３に対する地表の高さ、
すなわちｚ座標が既知ではない場合、第１の地形誘引誤差６がオルソ画像において発生す
る。同様に、建造物の高さも既知ではない場合、建造物の高さに誘引される更なる誤差７
が最終オルソ画像において発生する。その場合、上側又は建造物はオルソ画像において正
確なｘｙ位置から数メートル離れて投影される場合がある。建造物が橋である例において
、基準面に対する標高情報が（正確に）わからない場合、橋上の道路は不正確に投影され
る。図２は、この種の誤差を示す。
【００１１】
　図２は、数値標高モデル（ＤＥＭ）が空中画像をオルソ補正するために使用されるオル
ソ画像を示す。ＤＥＭは「裸の地球」と呼ばれることが多く、下層の地形を露呈すること
で数値表面モデルＤＳＭに伴う全ての文化的特徴及び生物地理学的特徴をデジタル処理で
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除去することにより作成される。ＤＳＭは、座標参照系における場所及び標高情報の双方
を含む地球の第１表面図である。ＤＥＭは、ラスタ（複数の正方形から成る格子）、等値
線又は等高線の集合、あるいは不規則三角メッシュ網として表されてもよい。ＵＳＧＳ　
１０ｍ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｖａｔｉｏｎ　Ｄａｔａ　Ｓｅｔ（ＮＥＤ）はコスト
効率の高い利用可能なＤＥＭであるが、図２に示すように橋、建物及び高架構造物を正確
にオルソ補正できない。橋の高さを考慮しないことにより、橋の上側は橋の実際の場所に
対して移動される。オルソ画像に重ね合わせた白線により図２における橋の実際の場所を
示す。図３は、正確にジオコーディングされたＤＳＭが空中画像をオルソ補正するために
使用されるオルソ画像を示す。建造物の正確な高さを使用することにより、建造物がオル
ソ画像空間上に正確に投影されることがわかる。建造物の輪郭を示す白線がオルソ画像に
おいて見られる輪郭と一致する場合、建造物は正確に投影される。
【００１２】
　尚、ＤＥＭ及びＤＳＭの双方は地表のモデルのみを提供する。それらは、検知された画
像、地図及び空中写真上で容易に認識可能な情報を含まない。ＧＣＰがＤＥＭ又はＤＳＭ
に関連付けられない場合、そのような画像をオルソ補正するためにＧＣＰを使用できない
。使用されるＧＣＰの精度、ＧＣＰの数（総数）及び補正される画像にわたる分布／密度
は、結果として得られる画像又はオルソ補正処理の精度を判定する。基礎となる標高の変
化の特徴は、必要なＧＣＰの分布／密度を判定する。例えばＫａｎｓａｓの平坦部は、平
坦部のエッジにおけるいくつかのＧＣＰのみを必要とする。小川に架かる小さい橋は多く
のＧＣＰを必要としない。大渓谷に架かる巨大な橋は、橋のエッジを正確に記述するため
に密度の高いＧＣＰを必要とする場合がある。同様に、起伏のある丘陵地は平坦地より多
くのＧＣＰを必要とする。
【００１３】
　多くの場合、地理情報システムはデジタル地図情報及びオルソ画像の双方を１つのビュ
ーにおいて組み合わせる。デジタル地図情報に追加するか、あるいはデジタル地図情報を
修正又は検査するために、画像からの情報が抽出又は解析されてもよい。同様に、オルソ
画像は、ナビゲーション装置において使用するためのデジタル地図情報を抽出するために
使用されてもよい。双方の状況において、オルソ画像における特徴の場所が地上での実際
の場所に対応することが重要である。最初の例において、高さが不正確であるため、オル
ソ画像における路面の位置はデジタル地図から得られる対応する路面と一致しない。例え
ば図２を参照。この場合、ナビゲーション装置は、不適切にオルソ補正された画像から抽
出された自身の地図データベースにおける位置と異なる位置を測定する可能性があり、ナ
ビゲーション装置のユーザに危険な走行状態を誤って通知する警報を提供する可能性があ
る。
【００１４】
　空中画像又は衛星画像から正確なオルソ画像を生成するための条件は、充分なＧＣＰが
オルソ画像により表される領域内に存在することである。現在、オルソ補正のコストは人
間により取り込まれるＧＣＰの数に比例して増加する。オルソ画像の必要な精度を得るた
めに必要とされるＧＣＰが増加するほど、より多くの人的労力が必要とされる。
【００１５】
　位置が正確なナビゲーション及びマッピングアプリケーションの制御を補助する安価で
正確であり（精度が既知であり）且つ適切に分布する地上基準点は不足している。更に、
先進運転支援システム（ＡＤＡＳ）は、そのようなシステムを制御するために道路に関す
る正確な３Ｄ位置情報を必要とする。これは、空中又は衛星画像を充分に正確に補正する
ために路面に沿うＧＣＰの非常に密なネットワークを必要とする。これらのアプリケーシ
ョンの場合、路面がオルソ画像において正確に位置決めされることが重要である。そのた
めには、路面に関する標高情報が必要とされ、特に、橋、堤防、高架幹線道路及び高架道
路に関する路面情報が必要とされる。
【００１６】
　ジオ空間画像を校正及び補正するための地上基準製品の現状は、地球のほぼ全ての領域
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においてまばらであり且つ一貫性がない。以下のデータソースがジオ空間データの校正及
び補正のために存在する。
【００１７】
　ａ）政府の地勢データセットから導出されたＤＥＭ／ＤＴＭデータ。しかし、これらの
データは精度が低く且つ古い場合が多い。更に、それらの品質は領域により大幅に異なる
。
【００１８】
　ｂ）航空機搭載／衛星レーダプラットフォームから導出されたＤＥＭ／ＤＴＭ。これら
は高価であり、多くの民間マッピング企業が興味を示さない広大な領域を範囲に含むこと
が多い。更に、これらは独自の正確なソースからの位置校正を依然として必要とする。現
在、衛星プラットフォームはＡＤＡＳレベルの動作に対する精度条件を一貫して満たすデ
ータを提供しない。
【００１９】
　ｃ）高品質な測量グレードのＧＰＳの地上基準点。これらは、１つの点当りのコストが
高く、いくつかの国においては取得するために特別な許可を必要とする。更に、繰り返し
実行する機会が極めて少ない。
【００２０】
　ｄ）低品質なＧＰＳの地上基準点（特定の目的向け／非測量グレード）。これらは、写
真識別が不可能な場合が多く、すぐに使われなくなると考えられる。測地メタデータは、
一貫性がなく且つ明確に定義されない場合がある。更に、点の場所は一般に適切に計画さ
れていない。
【００２１】
　ｅ）車両からのＧＰＳの「軌道線」。これらは写真識別がほぼ不可能であり、車道の幅
より高い精度を提供しない。第１に、それらを他の軌道線と相関させることは困難であり
、特に交差点における微妙な走行パターンに基づいて異なる位置を与えるため、交通ノー
ドを相関させられない。
【００２２】
　ｆ）既存の空中画像製品。これらは、低品質の出力を検査／補正するのに有用であって
もよい。しかし、ジオ空間データの生成において、これらは適切ではない。更に、これら
は２Ｄ画像において容易に検出できない多くの局所誤差を有する。
【００２３】
　ｇ）既存の政府又は民間のセンターライン地図。これらの地図は、抽象モデル化規格又
はセンターラインデータである。そのようなデータ集合の精度プロファイルは一貫性がな
く、標高データの品質が不十分である。
【００２４】
　少なくとも路面に適用する場合にＧＩＳ応用例に対する信頼性の高いデータソースとし
て測地参照データベースを使用するために、３次元における充分な精度で空中又は衛星画
像をオルソ補正するための充分なＧＣＰ又は地上基準情報を含む測地参照データベースが
必要とされる。
【００２５】
　本発明は、画像のオルソ補正、ベースマッピング、場所に基づくシステム、３Ｄ視覚化
、地形マッピング、車両ナビゲーション、高度車両システム、ＡＤＡＳ、フライトシミュ
レーション、操縦室における状況認識等の多くのＧＩＳ応用例において使用されてもよい
測地参照データベースを生成する代替の方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明によると、方法は、
　地表を走行する車両に取り付けられたデジタルカメラ、レンジセンサ、並びにＧＰＳ及
びＩＭＵを含む位置判定手段により取り込まれ且つ同時に取り込まれた画像データ、レン
ジデータ及び地理座標系における関連する位置データを含むモバイルマッピングデータを
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取得するステップと、
　画像データ、レンジデータ及び関連する位置データを処理することによりモバイルマッ
ピングデータから線形静止地表特徴を判定するステップと、
　画像データ、レンジデータ及び関連する位置データから地理座標系における線形静止地
表特徴に対する３Ｄモデルを生成するステップと、
　測地参照データベースを取得するためにデータベースに３Ｄモデルを格納するステップ
とを含む。
【００２７】
　本発明は、検知された空中画像及び衛星画像を正確にオルソ補正するためには位置が正
確な地表の３Ｄモデルが必要であるという認識に基づく。更に、検知された画像と３Ｄモ
デルとの関係が判定される必要がある。ＤＳＭ及びＤＥＭ等の現在の３Ｄモデルは、３Ｄ
座標に関して地表を記述する。これらの３Ｄ座標は、上方から見た場合の地表に対応する
関連する色値を有さない。従って、３Ｄモデル及び検知された画像を位置合わせできない
。更に、市販の画像は画素サイズが５．０ｍであり、水平精度ＲＳＭＥが２．０ｍであり
、垂直精度ＲＭＳＥが１．０ｍである。これらの解像度及び精度は、オルソ補正処理によ
る更に精度の高いオルソ画像の生成を制限する。
【００２８】
　モバイルマッピング車両は、道路に基づく地表を走行する車両に取り付けられたデジタ
ルカメラ、レーザ／レーダセンサ等のレンジセンサ、並びにＧＰＳ及びＩＭＵを含む位置
判定手段により取り込まれ且つ同時に取り込まれた画像データ、レーザ／レーダデータ及
び地理座標系における関連する位置データを含むモバイルマッピングデータを取り込む。
位置判定手段により、５０ｃｍの絶対水平精度及び１．５ｍの垂直精度で位置を判定でき
る。判定された関連する位置データと組み合わせたレーザ／レーダセンサにより、１００
ｍに対して５０ｃｍの相対水平精度及び１００ｍに対して３５ｃｍの相対垂直精度で表面
モデルを作成できる。より適切なハードウェア、すなわち更に密なレーザ群を提供する更
に高速のレンジセンサを用いる場合、１ｃｍの精度が達成可能である。
【００２９】
　モバイルマッピングデータの画像から線形静止地表特徴を判定できる。線形静止地表特
徴は、道路区分、橋の上側、高架等であってもよい。本発明に係る線形静止地表特徴の特
徴は、視覚的に検出可能なエッジ及び平滑な表面、すなわち不連続ではない表面を有する
ため表面がエッジ間の平坦面により近似可能であることである。これにより、地表特徴の
平坦な表面の左側及び右側に対応する２つのポリラインにより線形地表特徴を記述する３
Ｄモデルを使用できる。
【００３０】
　表面モデルは、画素サイズが２ｃｍであり且つ１００ｍに対する相対水平精度が５０ｃ
ｍである地表のオルソ画像に画像データを変換するために使用されてもよい。表面モデル
から得られる高さ情報は、１００ｍに対して３５ｃｍの相対垂直精度を有する３Ｄオルソ
画像を取得するためにオルソ画像の各画素に追加されてもよい。線形静止地表特徴、ある
いは路面等の地上基準オブジェクトＧＣＯが画像データから抽出され、画像のオルソ補正
用データベースに３Ｄモデルとして格納されてもよい。静止地表特徴の特徴は、形状及び
サイズを有するため、補正される画像において認識及び識別されることである。
【００３１】
　本発明に係る３Ｄ表面モデルの別の利点は、３Ｄモデルが表面及びエッジの双方を定義
することである。エッジは、既存のＤＴＭ及びＤＳＭの品質を向上するのに有用である。
エッジを使用することにより、ＤＥＭの通常の格子パターンに限定されない位置に表面モ
デルにおける切断線を配置できる。表面モデルにおいて、現実の最適な近似を提供するた
めに４つの隣接する測量点を三角形分割する方法は明確ではない。４つの点の三角形分割
には、各々が異なる表面を定義する２つの可能な結果が存在する。ドロネー三角形分割に
おいて、三角形分割における三角形の全ての角度のうちの最小角が最大にされる結果が選
択される。しかし、この結果は必ずしも現実の表面を表すのに最適な結果ではない。本発
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明に係る線形静止地表特徴の３Ｄモデル、すなわちエッジは、三角形分割を制御するため
の切断線として使用されてもよく、すなわち現実を最適に近似する４つの測量点の三角形
分割の結果を選択するための切断線として使用されてもよい。３Ｄモデルは、ＧＩＳ応用
例においてそのような表面モデルを使用する場合又は空中画像を補正するために表面モデ
ルを使用する場合に品質及び信頼性を向上するために既存のＤＴＭ又はＤＳＭにおける更
なる測量点として更に使用されてもよい。
【００３２】
　座標参照系における３Ｄモデルの位置情報が正確に既知であるため、画像の対応部分は
正確に補正される。本発明により、ＧＣＯとして使用されてもよい大量の３Ｄモデルを容
易に且つ短期間で生成できる。ＧＣＰを用いるデータベースより３Ｄモデルが有利である
点は、３Ｄモデルが地表の一部をモデル化するのに対して、ＧＣＰが１つのＸＹＺ座標の
みを示す点である。ＧＣＰを用いるデータベースを使用する場合、ＧＣＰ間の場所の標高
情報を推測する必要があり、その結果、マッピングが不正確になる場合がある。方法は、
地表の３Ｄモデルの取り込みを補助する。これらの点オブジェクトは、人間が地表を測定
し且つモデル化するための標準的な測量方法を使用して手動でのみ収集されてもよく、そ
れにより図２に示すような誤差を修正する。
【００３３】
　本発明に係る方法は、３つの分野、すなわち正確な位置判定、高解像度レーザ／レーダ
又は地上ライダデータの処理及び高解像度画像の処理のうち最適なものを組み合わせる。
レーザ／レーダデータ及び画像データの双方は、記録された表面からの距離が空中画像と
比較して相対的に近い位置で取り込まれたデータを表すため、解像度及び精度が高い。そ
のため、より安価なデジタルカメラ及びレーザセンサを使用できる。
【００３４】
　線形静止地表特徴は、道路区分の路面、水路、陸橋等の明確に定義されたエッジを有す
る何らかの物理的特徴、橋、モバイルマッピングデータから３Ｄモデルを導出可能であり
且つ空中又は衛星画像において写真識別可能な建造物の基線のうちの少なくとも１つを含
むグループから選択された地球の表面における何らかの物理的視覚的線形特徴であっても
よい。
【００３５】
　更なる一実施形態において、道路区分に対応する３Ｄモデルは連続線形基準ネットワー
クを取得するために連結され、連続線形基準ネットワークは測地参照データベースに格納
される。連続線形基準ネットワークは地表の連続するシームレスな３Ｄモデルを提供し、
これにより、道路区分に対応する画像領域を正確に補正できる。道路網は世界の大部分に
沿って延在するため、本発明により、世界のほぼ全域の空中画像及び衛星画像をより正確
に補正するために使用されてもよい正確な道路標高モデルを生成できる。特に、連続線形
基準ネットワークにより画像内の道路のオルソ補正を大幅に向上できる。連続線形基準ネ
ットワークは、市販のＤＳＭ及びＤＥＭより最大で５倍高い解像度を有する道路及び道路
構造の表面の非常に正確なＤＥＭ又はＤＳＭを提供する。
【００３６】
　一実施形態において、線形静止地表特徴は、道路のセンターライン、道路の左エッジ、
道路の右エッジ、道路の幅を含む特徴のグループから選択された道路区分の線形特徴に対
応する。これらの特徴は、３Ｄモデルを記述するために使用される。３Ｄモデルは、道路
のセンターライン、道路の左エッジ又は道路の右エッジであってもよく、オプションとし
てそれらは道路の幅と組み合わされてもよい。路面を記述する３Ｄモデルは、道路の左エ
ッジ及び道路の右エッジに基づいてもよい。３Ｄモデルは、空中又は衛星画像において識
別されてもよい道路の形状を記述する。３Ｄモデルは、画像において識別可能な道路のエ
ッジ及び線形塗装に対応するのが好ましい。３Ｄモデルに関連付けられた座標は、画像を
補正するために使用可能である。更に、３Ｄモデルが表面、すなわち標高の偏差を正確に
記述する場合、３Ｄモデルに対応する画像内の領域は非常に正確に補正可能である。更に
、３ＤモデルはＤＴＭの改良／向上に使用されてもよい。
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【００３７】
　本発明の一実施形態において、線形静止地表特徴を判定する処理は、画像データにおい
て路面を検出するステップと、画像データ、レンジデータ及び関連する位置データを組み
合わせることにより地理座標系における路面のエッジ及びそれに関連する線形塗装の位置
を抽出するステップと、路面の位置から線形静止地表特徴を算出するステップとを含む。
３Ｄモデルは、座標参照系における線形静止地表特徴の大きさ及び位置を記述するベクト
ルに基づいてもよい。これは、空間構造を記述する効率的な方法である。
【００３８】
　一実施形態において、方法は、
　画像データ及びレンジデータを組み合わせることにより３Ｄモデルに対するオルソ画像
を生成するステップと、
　オルソ画像の各画素に対して地理座標系における標高情報を判定するステップと、
　３Ｄオルソ画像を取得するためにオルソ画像と標高情報とをリンクするステップと、
　３Ｄオルソ画像を格納し且つ測地データベース内の各３Ｄモデルに画像をリンクするス
テップとを更に含む。これらの特徴により、３Ｄモデルの地表の可視特徴を用いて３Ｄモ
デルを向上できる。特徴は、３Ｄモデルの領域内の特定の点に関連する更なる正確な地上
基準情報を提供する。可視特徴は静止地表特徴でもある。静止地表特徴又は道路区分の例
は、「直前の『一時停止』の警告」等の道路標示、停止線、誘導矢印、横断歩道、幹線道
路の出口における狭くなる道路のエッジライン、斜線標示、逆Ｖ字形標示等である。これ
らの道路標示は、補正される画像において対応する道路標示を検出するために使用可能な
更なる地上基準情報として使用可能である。例えば３Ｄモデルにより表される長い直線道
路区分は、３Ｄオルソ画像を用いずに道路区分の始点、終点及び経路に関する位置情報を
提供する。道路が直線であるため、３Ｄモデルは補正される画像において道路区分に沿う
画素の位置を検査するための道路区分に沿う充分な地上基準情報を提供しない。路面及び
／又は道路標示を視覚化する３Ｄオルソ画像により、双方のソースから得られる写真識す
るために３Ｄオルソ画像に関連付けられた位置情報を使用する補正処理が可能になる。更
に３Ｄオルソ画像により、道路標示の画像を用いることで、ナビゲーション及びマッピン
グアプリケーションの位置精度を向上するための適切に分布する地上基準点のネットワー
クを有することができる。本実施形態において、３Ｄモデルは、３Ｄモデルのオルソ補正
された表面領域全体の色を表す１つの画像、オルソ画像のモザイク又はモデルに沿う写真
識別可能なオブジェクトを表すより小さいオルソ画像の集合を含むことができる。
【００３９】
　本発明の更なる目的は、地上基準データベースに格納される内容をコンピュータにより
実現されるシステムに生成させる方法を提供することである。
【００４０】
　本発明の更なる目的は、数値標高モデルの地理座標を修正する方法を提供することであ
る。
【００４１】
　本発明の更なる目的は、空中又は衛星画像を補正する方法であって、
　空中又は衛星画像を取得するステップと、
　３Ｄモデルを含む測地参照データベースを取得するステップと、
　測地参照データベースから１つ以上の３Ｄモデル及び対応する座標を検索するステップ
と、
　画像において１つ以上の３Ｄモデルが空中又は衛星画像とマッチングする場所を見つけ
るステップと、
　空中又は衛星画像を補正するために座標参照系における３Ｄモデルの位置を使用するス
テップとを含む方法を提供することである。例えば、道路区分の３Ｄモデルが地上基準点
の集合より詳細且つ広範囲に地表を記述するため、３Ｄモデルにより補正処理を向上でき
る。方法は、オルソ補正された空中又は衛星画像を検査するため及びマッチングするが座
標参照系において異なる座標を有する画像の部分を補正するために更に使用されてもよく
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、すなわちそのような部分を修正するために使用されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】オルソ補正処理における歪みの原因を概略的に示す図である。
【図２】ＤＥＭを使用したオルソ画像を示す図である。
【図３】ＤＳＭを使用したオルソ画像を示す図である。
【図４】本発明に係る方法を示すフローチャートである。
【図５】本発明に係る方法を実現するコンピュータシステムの一例を示すブロック図であ
る。
【図６】カメラ及びレーザスキャナを有するＭＭＳシステムを示す図である。
【図７】場所及び姿勢パラメータを示す図である。
【図８】線形静止路面特徴の例を示す図である。
【図９】線形静止路面特徴をモデル化するための道路の特徴を示す図である。
【図１０】更なる地上基準情報の例を示す図である。
【図１１】空中又は衛星画像を補正する方法を示すフローチャートである。
【図１２】ＤＥＭを修正する方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　多くの好適な実施形態を使用し且つ添付の図面を参照して、本発明を以下により詳細に
説明する。
【００４４】
　図４は、本発明に係る方法を概略的に示すフローチャートである。方法は動作４００か
ら開始し、モバイルマッピングデータを取得する。モバイルマッピングデータは、地表を
走行する車両に取り付けられたデジタルカメラ、例えば、レーザスキャナであるレーザセ
ンサ、並びにＧＰＳ及びＩＭＵを含む位置判定手段により取り込まれ、同時に取り込まれ
た画像データ、レーザデータ及び地理座標系における関連する位置データを含む。モバイ
ルマッピングデータを収集するための位置判定手段、レーザセンサ及びデジタルカメラを
備える車両はモバイルマッピングシステムＭＭＳと呼ばれる。位置判定手段は、少なくと
も座標参照系における車両の位置を判定し且つオプションで車両の姿勢を判定するように
構成される。尚、３Ｄモデル又は３Ｄ画像を生成するために使用可能なデータを取り込む
ために、レーザセンサの代わりにレイダ、ライダ及びレーダ等の他の何らかのレンジセン
サが使用されてもよい。原則的に、データが６自由度の関連する正確な位置及び姿勢デー
タを含む限り、どんな画像データ及びレンジデータが使用されてもよい。
【００４５】
　図６は、自動車２０の形態をとるＭＭＳシステムを示す。自動車２０は、１つ以上のカ
メラ２９（ｉ）及び１つ以上のレーザスキャナ２３（ｊ）を備える。i＝１、２、３、．
．．Ｉであり、ｊ＝１、２、３、．．．Ｊである。１つ以上のカメラ２９（ｉ）の画角は
、自動車２１の走行方向に対してどの方向にあってもよく、従って、前方観察用カメラ、
側方観察用カメラ又は後方観察用カメラ等であってもよい。カメラ２９（ｉ）の観察ウィ
ンドウは車両前方の路面全体を範囲に含む。自動車２１の走行方向とカメラの画角との間
の角度は、両側において－４５度～＋４５度の範囲内にあるのが好ましい。自動車２１は
、運転者により関心道路に沿って運転される。
【００４６】
　自動車２１は複数の車輪２２を備える。更に、自動車２１は高精度位置判定装置を備え
る。図６に示すように、位置判定装置は以下の構成要素を備える。
・アンテナ２８に接続され、複数の衛星ＳＬi（i＝１、２、３、．．．）と通信し且つ衛
星ＳＬiから受信した信号から位置信号を算出するように構成されたＧＰＳ（全地球測位
システム）ユニット。ＧＰＳユニットはマイクロプロセッサμＰに接続される。ＧＰＳユ
ニットから受信した信号に基づいて、マイクロプロセッサμＰは、自動車１内のモニタ２
４に表示され且つ運転者に自動車が位置する場所及び場合によっては自動車が移動してい
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る方向を通知する適切な表示信号を判定してもよい。ＧＰＳユニットの代わりに、差動Ｇ
ＰＳユニットが使用されてもよい。差動全地球測位システム（ＤＧＰＳ）は全地球測位シ
ステム（ＧＰＳ）の改良版であり、固定地上基準局のネットワークを使用して、衛星シス
テムにより示された位置と既知の固定位置との間の差分を同報通信する。これらの局は、
測定された衛星の擬似距離と実際の（内部で計算された）擬似距離との間の差分を同報通
信し、受信局は自身の擬似距離を同一量分修正してもよい。
・ＤＭＩ（距離測定計器）。この計器は、車輪２２のうちの１つ以上の車輪の回転数を検
知することにより、自動車２１が移動した距離を測定する走行距離計である。ＧＰＳユニ
ットからの出力信号から表示信号を算出する際にマイクロプロセッサμＰがＤＭＩにより
測定された距離を考慮できるようにするために、ＤＭＩもマイクロプロセッサμＰに接続
される。
・ＩＭＵ（慣性測定ユニット）。そのようなＩＭＵは、３つの直交方向に沿う回転加速度
及び並進加速度を測定するように構成される３つのジャイロユニットとして実現可能であ
る。ＧＰＳユニットからの出力信号から表示信号を算出する際にマイクロプロセッサμＰ
がＤＭＩによる測定値を考慮できるようにするために、ＩＭＵもマイクロプロセッサμＰ
に接続される。ＩＭＵは、推測航法センサを更に含んでもよい。
【００４７】
　尚、車両及び機器（これらは、車両の基準位置及び姿勢を参照して既知の位置及び姿勢
を用いて取り付けられる）の正確な場所及び姿勢を提供するためのグローバルナビゲーシ
ョン衛星システム、車載慣性システム及び車載推測航法システムの多くの組み合わせが当
業者により見つけられる。
【００４８】
　図２１に示すようなシステムは、例えば自動車２１に取り付けられた１つ以上のカメラ
２９（i）を用いて写真を撮影することにより地理データを収集するいわゆる「モバイル
マッピングシステム」である。カメラ２９（i）はマイクロプロセッサμＰに接続される
。自動車前方のカメラ２９（i）は立体カメラであってもよい。カメラは、画像が既定の
フレーム速度で取り込まれた画像シーケンスを生成するように構成されてもよい。好適な
一実施形態において、カメラの１つ以上は、自動車２１の既定の変位毎又は時間間隔毎に
写真を取り込むように構成されたスチルカメラである。カメラ２９（ｉ）はμＰに画像を
送出する。一実施形態において、モバイルマッピング車両は３つのカメラを備える。その
うちの１つは前方観察用カメラであり、両側のカメラは、車両の進行方向に対して３０～
６０度の範囲にあり好ましくは４５度である観察軸を有する。その場合、前方観察用カメ
ラは路面上方の道路指示を検出するのに特に適した画像を取り込み、側方観察用カメラは
道路に沿った道路標識等のオブジェクトを検出するのに特に適した画像を取り込む。
【００４９】
　更にレーザスキャナ２３（ｊ）は、自動車２１が関心道路に沿って走行している間にレ
ーザサンプルを取得する。従って、レーザサンプルはそれらの関心道路に関連する環境に
関するデータを含み、路面、建物群、樹木、交通標識、駐車車両、人間、方向案内標識、
道路の側部等に関するデータを含んでもよい。レーザスキャナ２３（ｊ）もマイクロプロ
セッサμＰに接続され、それらのレーザサンプルをマイクロプロセッサμＰに送出する。
【００５０】
　一般に、３つの測定ユニット、すなわちＧＰＳ、ＩＭＵ及びＤＭＩから可能な限り正確
な場所及び姿勢の測定値を提供することが望まれる。これらの場所及び姿勢データは、カ
メラ２９（i）が写真を撮影し且つレーザスキャナ２３（ｊ）がレーザサンプルを取得す
る間に測定される。写真及びレーザサンプルの双方は、後で使用するために、これらの写
真が撮影されたのと同時に収集された自動車２１の対応する場所及び姿勢データと関連付
けてμＰの適切なメモリに格納される。写真は、例えば路面、建物群、樹木、交通標識、
駐車車両、人間、方向案内標識、記念碑等に関する視覚情報を含む。レーザスキャナ２３
（ｊ）は、道路情報に沿う３Ｄ表現において視覚化するのに充分な密度のレーザスキャナ
点群を提供する。一実施形態において、レーザスキャナ２３（ｊ）は、方法に対して充分
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な密度の出力を生成するために、最小３５Ｈｚ及び１度の解像度を有する出力を生成する
ように構成される。ＳＩＣＫにより製造されるＭＯＤＥＬ　ＬＭＳ２９１－Ｓ０５等のレ
ーザスキャナは、そのような出力を生成できる。レーザスキャナの最小限の構成は、自動
車２１の前方又は後方を見下ろし且つ自動車が走行している路面を検知する１つのレーザ
スキャナを有することである。最適な構成は、自動車２１の左側又は右側の領域を走査す
る１つ又は２つのレーザスキャナ及び自動車２１の後方又は前方を見下ろす１つのレーザ
スキャナを有することである。後者のレーザスキャナは、自動車２１の走行方向に対して
平行な回転走査軸を有する。他のレーザスキャナは、自動車２１の走行方向に対して４５
度の角度の回転軸を有する。未公開の国際出願第ＰＣＴ／ＮＬ２００７／０５０５４１号
において、２つのレーザスキャナが異なる瞬間に同一の表面を走査する構成を使用するこ
との更なる利点が開示される。尚、レーザスキャナの代わりに、距離情報又は密な点群を
提供する他の何らかのレンジセンサが使用されてもよい。
【００５１】
　図７は、図６に示す３つの測定ユニットであるＧＰＳ、ＤＭＩ及びＩＭＵから取得可能
な位置信号を示す。図７は、マイクロプロセッサμＰが６つの異なるパラメータ、すなわ
ち所定の座標系における原点に関する３つの距離パラメータｘ、ｙ、ｚ、並びにｘ軸、ｙ
軸及びｚ軸に関する回転をそれぞれ示す３つの角度パラメータωｘ、ωｙ及びωｚを算出
するように構成されることを示す。ｚ方向は重力ベクトルの方向と一致するのが好ましい
。グローバルＵＴＭ又はＷＧＳ８４座標系が所定の座標参照系として使用されてもよい。
尚、本発明に係る方法は、ＮＡＤ８３及び他のナショナルグリッドシステム等のローカル
座標参照系と共に使用可能である。６つの異なるパラメータは、車両の位置及び姿勢を同
時に追跡するために必要なＭＭＳプラットフォームの６つ（ｘ、ｙ、標高、進行方向、横
揺れ、縦揺れ）の位置決め及び姿勢を提供する。カメラ及びレーザスキャナは、自動車２
１に対して固定された位置及び姿勢を有する。これにより、画像又はレーザサンプルを取
得した時点での座標参照系における各レーザサンプルの位置、並びに座標参照系における
カメラの位置及び姿勢を６つのパラメータから正確に判定できる。
【００５２】
　動作４０２において、線形地表特徴が画像データにおいて検出される。線形静止地表特
徴は、例えば、道路区分の路面のエッジ、２つの領域間に明確に定義された視覚的エッジ
を有する何らかの物理的特徴、並びに３Ｄモデルがモバイルマッピングデータから導出可
能であり且つ空中又は衛星画像において写真識別可能である他の何らかの地表特徴である
地表におけるどんな物理的視覚的線形特徴であってもよい。
【００５３】
　動作４０４において、選択された線形静止地表特徴の座標参照系における位置がＭＭＳ
データの画像データ、レーザデータ及び位置データから抽出される。動作４０６において
、３Ｄモデルが選択された線形地表特徴に対して生成され、動作４０８において、３Ｄモ
デルは測地参照データベースに格納される。
【００５４】
　動作４０２、４０４及び４０６を実現できる多くの実現例が存在する。対応する動作を
実行するための適切な方法及びアルゴリズムは当業者には既知である。１つの手法は、Ｍ
ＭＳデータからの画像を個別に処理し、画像データ、レーザデータ及び位置データを組み
合わせることにより特徴の３Ｄ位置情報を抽出することである。同一の線形特徴が２つ以
上の画像に延在する場合、線形特徴をモデル化するために対応する画像の３Ｄ位置情報を
組み合わせる必要がある。
【００５５】
　本発明によると、ＭＭＳデータからの画像はオルソモザイクを取得するために処理され
る。オルソモザイクは、モバイルマッピングシステムの軌道線の一部に沿う地表のオルソ
補正図を視覚化する。大部分の例において、オルソモザイクは、路面、舗道及び道路に沿
う道路の側部の一部を表す。埠頭及び堤防等の建造物により定義された水涯を取り込むた
めに、モバイルマッピングシステムは水路を航行する船舶であってもよい。
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【００５６】
　国際出願第ＷＯ０８０４４９２７号において、モバイルマッピング画像からオルソタイ
ル及びモザイクを生成する方法が開示される。画像は、モバイルマッピング車両の前方の
路面を表す仮想平面上に投影される。路面の実表面モデルは、レーザデータから容易に導
出可能である。当業者は、オルソ画像を生成するために、仮想平面の代わりにレンジデー
タを処理することにより取得された実表面モデル上に画像を投影するために第ＷＯ０８０
４４９２７号において開示された方法を容易に適用できる。実表面モデルの位置が既知で
あるため、地理参照系におけるＸＹ位置の次に、各画素に対する標高情報も画像データ及
びレーザデータから容易に導出され、オルソモザイクにリンクされる。尚、本出願におい
て、オルソ画像は、各画素に対して座標参照系におけるｘｙ座標を定義するメタデータを
含む画像を意味する。ｘｙ座標は、地球の３Ｄモデルを定義するジオイド上の位置である
。更に、各画素値は、ｘｙ位置における地表の姿勢に対して垂直視した場合の地表、すな
わち地表モデルの地表を表すと考えられる。
【００５７】
　標高情報は、「実世界」の表面のｘｙ位置の高さと前記ｘｙ位置における地球の３Ｄモ
デルを定義するジオイドにより仮定される高さとの間の差分を定義する。
【００５８】
　上述のように取得されたオルソ画像は、道路区分等の線形特徴を検出し且つ前記線形特
徴の座標参照系における位置を抽出するのに非常に適している。オルソ画像から線形参照
画像を生成できる。線形参照画像は、特定の列がモバイルマッピング車両の軌道線に対応
し且つ画素の各行が軌道線に対して垂直な線に沿う地表を表す画像である。未公開の国際
出願第ＰＣＴ／ＮＬ２００７／０５０４７７号において、モバイルマッピングデータから
線形参照画像を生成する方法が開示される。線形参照画像において、湾曲道路は直線道路
として視覚化される。直線道路の場合、センターライン、道路の左エッジ、道路の右エッ
ジ、道路の幅及び線形道路標示等の道路区分の特徴の判定はより容易である。未公開の国
際出願第ＰＣＴ／ＮＬ２００７／０５０１５９号において、オルソ画像から道路の幅及び
センターラインのデータを生成するシステム及び方法が開示され、これは使用するのに適
している。未公開の国際出願第ＰＣＴ／ＮＬ２００７／０５０５６９号において、道路が
画像において既知の姿勢を有する画像から線形車線情報データを生成するシステム及び方
法が開示される。前記出願により、線形参照画像において線形道路標示を正確に検出でき
る。
【００５９】
　前段落から、画像において対応する位置を判定するため及び座標参照系における対応す
るＸＹ位置を算出するためにモバイルマッピングデータから線形特徴を検出するために複
数の方法が使用可能であることは明らかである。リンクされた標高情報と組み合わせるこ
とにより、線形特徴の３Ｄモデルを容易に生成できる。３Ｄモデルはベクトルに基づくモ
デルであるのが好ましい。
【００６０】
　道路区分は異なる方法でモデル化可能である。図９はいくつかの例を示す。３Ｄモデル
は、道路のセンターライン９２、舗装のエッジ９０、法定エッジ９１、すなわち車道線の
左エッジ及び右エッジ又はそれらの何らかの組み合わせに関して道路区分を記述してもよ
い。尚、道路のセンターラインは道路のエッジ間の中間点又は道路のセンターラインを示
す道路標示であってもよい。アプリケーションにおいて３Ｄモデルを使用する場合、使用
される定義が既知である必要がある。一実施形態において、線形特徴はポリラインにより
記述される。コンピュータグラフィックスにおいて、ポリラインは１つ以上の線分から成
る連続した線である。ポリラインは各線分の端点により指定される。一実施形態において
、１つのポリラインは道路区分を記述するために使用される。更に、ｘｙ平面における道
路区分の方向に対して垂直な道路の幅及び傾斜が路面のサイズ／幅及び形状を記述するた
めに追加されてもよい。別の実施形態において、道路区分は、舗装されたエッジに対応す
る２つのポリラインにより記述される。更に、道路のセンターラインに対応するポリライ
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ンが追加されてもよい。道路区分の路面の形状は、道路区分を記述する道路のセンターラ
イン、舗装されたエッジ又はエッジラインを記述するために使用された線のいずれかを介
する僅かに隆起した表面により定義されてもよい。一般に、路面は、例えば左エッジライ
ン及び右エッジラインである２つのポリライン間の最短線により近似可能である。
【００６１】
　図８は、例として道路のセンターライン８１及びエッジライン８０に対応する線を示す
。更に、図８は第１の道路区分８２、第２の道路区分８３及び第３の道路区分８４を示す
。第１の道路区分８２は、幹線道路の道路区分の出口までの最後の部分に対応する。第２
の道路区分８３は２つの幹線道路の間の相互連結に対応し、第３の道路区分８４は別の幹
線道路の区分の開始部分に対応する。３Ｄモデルが標高情報を含むため、第１の道路区分
８２は第３の道路区分８４の下側になり、第２の道路区分８３は第１の道路区分８２の高
さから第３の道路区分８４の高さまで徐々に高さが変化する。これは、空中又は衛星画像
を正確に補正するのに有用な情報である。更に、第２の道路区分の傾斜及び曲率はＡＤＡ
Ｓアプリケーションに対する重要な情報を提供する。
【００６２】
　３Ｄモデルは、レーザデータから導出されるＤＳＭによりエッジライン間の路面の表面
を更に記述してもよい。このＤＳＭは、航空機搭載又は衛星プラットフォームから導出さ
れる現在のＤＳＭ又はＤＥＭよりはるかに密なレーザ点格子を有する。そのようにして取
得されたＤＳＭは、より正確で密な標高情報を用いて航空機搭載又は衛星プラットフォー
ムからのＤＳＭ／ＤＥＭを局所的に強化するために使用されてもよい。
【００６３】
　道路区分の３Ｄモデルはデータベースに格納される。動作４１０において、道路区分の
３Ｄモデルは、連続基準ネットワークを形成するために互いに連結される。ネットワーク
のノードは分岐点に対応し、ネットワークのブランチは分岐点の間の道路区分又は分岐点
に接続される道路区分に対応する。動作４１２において、連続線形基準ネットワークは地
理参照データベースに格納される。ネットワークは、データベースからある地域の路面の
ＤＳＭを容易に抽出する手段を提供する。ネットワークの特徴は、複数の道路区分が道路
網の連続するシームレスなＤＳＭからの分岐点において接触することである。これは、道
路区分が同一のデータソース、すなわち同一のモバイルマッピングセッションから導出さ
れる場合に保証される。
【００６４】
　画像データは主に、最初に画像において路面の場所を判定するために使用され、画像に
おける場所及びレーザデータを組み合わせることにより座標参照系における路面の位置を
判定するために使用される。しかし、画像データは、道路標示、路面のテクスチャ及び色
、舗装の種類、路肩等を示す路面の「実世界」の外観を用いて３Ｄモデルを向上するため
に更に使用可能である。更に、それらの標示は、道路区分の完全な位置決め及び／又は補
正を可能にするための密なＧＣＰアレイを形成できる。動作４１４において、オルソ画像
が線形特徴に対して生成される。上述のように、動作４０２～４０６において、路面のオ
ルソ画像又はモザイクは既に生成されている。従って、動作４１４は３Ｄモデルに対する
オルソ画像を構成するためにオルソ画像の対応する領域又は画素を選択することに限定さ
れる。オプションとして、動作４１６において、標高情報が３Ｄモデルに対するオルソ画
像の各画素に関連付けられる。線形特徴が道路区分である場合、路面はエッジライン間の
平坦な表面により近似可能である。標高情報はエッジライン間の補間技術により導出可能
である。動作４１８において、オルソ画像と標高情報とをリンクすることにより、３Ｄオ
ルソ画像が生成される。動作４２０において、３Ｄオルソ画像は対応する３Ｄモデルへの
リンクと共に地理参照データベースに格納される。
【００６５】
　従って、一実施形態において、３Ｄモデルは、ポリラインにより記述された対応する道
路区分のオルソ画像を更に含む。オルソ画像は、画像データ、レンジデータ及び位置／姿
勢データから正確に導出可能である。上述の処理から作成されたオルソ画像は、空中又は
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衛星画像の補正処理を向上するため及び補正済みの空中又は衛星画像を修正／向上するた
めの参照画像として使用可能である。道路のセンターライン、破線、停止線等の道路標示
は、補正／修正される画像においてマッチングするものを見つけるために使用可能である
。これは、道路区分に沿う画像を補正／修正するための更なる地上基準点を提供する。レ
ーザデータは、３Ｄモデルに関連付けられるオルソ画像の各画素に標高情報を割り当てる
ために更に使用されてもよい。標高情報は、補正される画像が取り込まれる位置から見た
視界に対応する画像においてオルソ画像を変換するために使用されてもよい。これにより
、補正処理におけるマッチング処理の精度が向上し、誤ったマッチングの可能性が低下す
る。
【００６６】
　尚、標高情報を含む３Ｄオルソ画像のサイズは路面の領域に限定されるべきではない。
それは、画像データ及びレンジデータから導出可能な道路回廊内の地表全体のオルソ補正
図を表してもよい。
【００６７】
　尚、道路区分に対する３Ｄオルソ画像の代わりに、画像チップが生成されてもよい。画
像チップは静止地表特徴の表現である。静止路面特徴の例は、停止線、「直前の『一時停
止』の警告」、誘導矢印、下水道の鉄格子、制限速度、横断歩道、出口における狭くなる
道路のエッジライン、急峻な湾曲エッジ、マンホールの鉄蓋及び図９の他の何らかの方向
指示９０である。他の路面特徴は、斜線標示又は逆Ｖ字形標示、折り返し矢印、分岐矢印
である。Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｓｉｇｎｓ　Ｍａｎｕａｌ　２００３、第５章、Ｒｏａｄ　Ｍ
ａｒｋｉｎｇｓ、ＩＳＢＮ　０　１１　５５２４７９　７は、使用可能な道路標示の概要
を提供する。図１０は、「直前の『一時停止』の警告」１００、斜線標示１０２、停止線
１０４及び方向指示１０６を示す。更に、他の何らかの道路の塗装、舗装の種類の明確な
変化、記念碑の台座、低部に位置する特有の地質学的特徴が画像チップを生成するために
使用されてもよい。
【００６８】
　画像チップは、オルソ画像から取得された静止地表特徴のスナップショット画像と、座
標参照系におけるＸＹ位置を表すメタデータと、高さ情報の標高とを含む。画像チップの
少なくとも１つの画素は、座標参照系における画像チップの位置を定義するための関連す
る位置情報を有する必要がある。これは、関連付けられる３Ｄモデルに対する相対位置で
あってもよい。オプションとして、画像チップは、画像チップの手動検査を可能にするた
めに元のオルソ画像、タイル又はモバイルマッピングセッションの画像に対する参照を有
してもよい。画像チップの各画素は、座標参照系における関連する標高情報を含んでもよ
い。その場合、画像チップは３Ｄオルソ画像でもある。画像チップのサイズは、静止路面
特徴のサイズ及び画素のサイズに依存する。１つの画素は３～１５ｃｍ×３～１５ｃｍの
領域を表し且つ座標参照系において５０ｃｍより高い絶対水平解像度及び１．５ｍより高
い絶対垂直解像度を有するのが好ましい。データベースにおける解像度は、画像データ、
レンジデータ及び位置／姿勢データの精度／解像度、並びにデータベースが意図される適
用例に依存する。
【００６９】
　画像チップは対応する３Ｄモデルへのリンクを与えられ、測地参照データベースに格納
される。画像チップは、空中又は衛星画像において見つけられるＧＣＰとして使用可能で
あり、空中又は衛星画像において３Ｄモデルとマッチングする場所を見つける直接処理に
使用可能である。
【００７０】
　本発明に係る方法は、相対的に安価なデジタルカメラ、レーザセンサ及び位置判定手段
を備えてもよい相対的な安価な車両により取り込まれたデータから測地参照データベース
を生成する。方法は、オルソ補正処理において地上基準オブジェクトとして使用可能であ
る写真識別可能なデータの集合を作成する。本発明により、従来の地上基準製品より数桁
多い地上基準オブジェクト及びＧＣＰの大量収集が可能である。方法は、全ての測地次元
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において一貫性があり且つ検査可能な精度プロファイルを有する。方法は、今後の空中画
像のオルソ補正に使用するために最初に現場において特定の写真識別可能な地表の印を作
成する必要がない。更に、データベースは今後長期間存在すると考えられる写真識別可能
な物質を多く含む。データベースが３Ｄ情報を含むため、これは３Ｄ表面モデルを修正す
るために更に使用可能である。
【００７１】
　ＭＭＳデータを使用することの別の利点は、１つのモバイルマッピングセッションにお
いて、画像データ及びレーザデータが分岐点を２回以上横断するか又は道路区分を２回以
上移動する場合に地表の領域を２回以上記録することである。これらの領域は、地上基準
オブジェクトとして使用可能な静止路面特徴を含んでもよい。実際、静止路面特徴は座標
参照系において同一の場所を有する。しかし、位置決め判定は１つのモバイルマッピング
セッションにおいて何らかの絶対的及び相対的な誤りを有する場合がある。本発明に係る
方法はこれらの線形静止路面特徴を２回以上選択し、対応するＸＹ位置及び標高情報であ
るＺ座標は毎回判定される。判定された各線形静止路面特徴に対して、３Ｄモデルと、Ｘ
ＹＺ位置を記述するメタデータと、オプションで元のオルソ画像に対する参照とがデータ
ベースに記録される。同一の線形地表特徴に関する記録を解析することにより、重複する
情報がデータベースから除去される。例えば、同一の線形静止路面特徴の画像及びメタデ
ータを組み合わせることにより、すなわちそれらを平均するか又は異常を排除することに
より、重複する情報が除去される。ＸＹ位置及び標高情報を平均することにより、ＸＹＺ
座標に対する平均値を有するメタデータが３Ｄモデルに対して算出可能である。一般に、
平均値は座標参照系における３Ｄモデルの位置を更に正確に定義する。
【００７２】
　図５において、本発明を実現するのに適したコンピュータ構成５００の概略が示される
。コンピュータ構成５００は、算術演算を実行するプロセッサ５１１を備える。プロセッ
サ５１１は、ハードディスク５１２、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）５１３、電気的消去
可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）５１４及びランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）５１５を含む複数のメモリ構成要素に接続される。メモリ構成要素は、本
発明に従って空間データ変更メッセージを生成する方法又は空間データ変更メッセージを
処理する方法をプロセッサ５１１に実行させるように構成されたデータ、すなわち命令を
含むコンピュータプログラムを含む。必ずしもこれらメモリの種類の全てを設ける必要は
ない。更に、これらのメモリ構成要素はプロセッサ５１１に物理的に近接して配置される
必要がなく、プロセッサ５１１から離れて配置されてもよい。方法に関連する入力データ
及び出力データは、コンピュータ構成５００の一部として格納されてもよく、あるいはそ
のように格納されなくてもよい。例えば、入力データはウェブサービスを介してアクセス
されてもよい。別のプロセッサ上で実行中の処理により動作を実行することも可能である
。
【００７３】
　プロセッサ５１１は、ユーザにより命令、データ等を入力する手段、例えばキーボード
５１６及びマウス５１７に更に接続される。当業者には既知であるタッチスクリーン、ト
ラックボール及び／又は音声変換器等の他の入力手段が更に設けられてもよい。
【００７４】
　プロセッサ５１１に接続された読み取りユニット５１９が設けられてもよい。読み取り
ユニット５１９は、フロッピディスク５２０又はＣＤＲＯＭ５２１等の取り外し可能なデ
ータ記憶媒体又は取り外し可能な記憶媒体からデータを読み取り且つ場合によってはそれ
らにデータを書き込むように構成される。当業者には既知であるように、他の取り外し可
能なデータ記憶媒体は、テープ、ＤＶＤ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ、メモリスティック、固
体メモリ（ＳＤカード、ＵＳＢスティック）コンパクトフラッシュ（登録商標）カード、
ＨＤ　ＤＶＤ、ブルーレイ等であってもよい。
【００７５】
　プロセッサ５１１は、紙上に出力データを印刷するためのプリンタ５２３及びディスプ
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レイ５１８、例えばモニタ又はＬＣＤ（液晶ディスプレイ）画面、ヘッドアップディスプ
レイ（フロントガラスに投影される）、あるいは当業者には既知である他の何らかの種類
のディスプレイに更に接続されてもよい。
【００７６】
　プロセッサ５１１は、スピーカ５２９に接続され且つ／あるいはグラフィック文書及び
他の文書を走査するように構成されたデジタルカメラ／ウェブカム又はスキャナ等の光学
読取り装置５３１に接続されてもよい。
【００７７】
　更にプロセッサ５１１は、Ｉ／Ｏ手段５２５により例えば公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）
、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、無線
ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、ＧＰＲＳ、ＵＭＴＳ、インターネット等である通信ネットワーク５
２７に接続されてもよい。プロセッサ５１１は、ネットワーク５２７を介して他の通信構
成と通信するように構成されてもよい。
【００７８】
　データ記憶媒体５２０、５２１は、本発明に従って方法を実行する能力をプロセッサに
提供するように構成されたデータ及び命令の形態のコンピュータプログラムを含んでもよ
い。しかし、そのようなコンピュータプログラムは電気通信ネットワーク５２７を介して
メモリ構成要素にダウンロードされてもよい。
【００７９】
　プロセッサ５１１は、独立型システムとして実現されてもよく、各々がより大きなコン
ピュータプログラムのサブタスクを実行するように構成された複数の並列プロセッサとし
て実現されてもよく、あるいは複数のサブプロセッサを有する１つ以上のメインプロセッ
サとして実現されてもよい。本発明の機能性の一部は、電気通信ネットワーク５２７を介
してプロセッサ５１１と通信するリモートプロセッサによって実行されてもよい。
【００８０】
　図５のコンピュータシステムに含まれる構成要素は、汎用コンピュータシステムにおい
て通常見られる構成要素であり、当業界において既知であるそのようなコンピュータ構成
要素の広範な種類を表すことを意図する。
【００８１】
　従って、図５のコンピュータシステムは、パーソナルコンピュータ、ワークステーショ
ン、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ等であってもよい。コンピュータは
、異なるバス構成、ネットワーク化プラットフォーム、マルチプロセッサプラットフォー
ム等を更に含むことができる。ＵＮＩＸ（登録商標）、Ｓｏｌａｒｉｓ、Ｌｉｎｕｘ、Ｗ
ｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ　ＯＳ及び他の適切なオペレーティング
システムを含む種々のオペレーティングシステムが使用可能である。
【００８２】
　図１１は、空中又は衛星画像を補正する方法を示すフローチャートである。動作１１０
０において、空中又は衛星画像が取得される。オルソ画像は実行されたオルソ補正処理に
より生じた修正不能な歪みを含むか又は補正処理の実行時に更なる歪みを生じさせる場合
があるため、画像は透視投影画像のオルソ画像ではなく透視投影画像であるのが好ましい
。動作１１０２において、本発明により取得された３Ｄモデルを含む測地参照データベー
スが取得される。動作１１０４において、３Ｄモデルが測地参照データベースから検索さ
れる。補正される画像の範囲に含まれると予測される３Ｄモデルのみが選択されるのが好
ましい。動作１１０６において、３Ｄモデルとマッチングする場所が画像において探索さ
れる。３Ｄモデルは、写真識別可能な領域の境界を記述する。従って、対応するマッチン
グ領域が画像において見つけられてもよい。３Ｄモデルのオルソ補正図がマッチング領域
を見つけるために使用されてもよい。
【００８３】
　通常、空中又は衛星画像を取得するデジタルカメラの位置は座標参照系において既知で
ある。そのため、３Ｄモデルをデジタルカメラの位置から見た場合の透視投影画像に変換
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でき、画像において対応する場所を見つけることができる。この変換により、画像におい
て正確な場所を見つける成功率が向上する。場所を見つけた後、隣接する３Ｄモデルは画
像において対応する場所を見つけるために使用される。この処理は、隣接する３Ｄモデル
が画像の範囲外になるまで繰り返される。このように、３Ｄモデルと画像内の対応する場
所との間の関係は、動作１１０８において画像を補正するための入力を提供する。マッチ
ングする各３Ｄモデルは地上基準オブジェクトとして使用される。ここで、透視投影画像
により視覚化された地表の仮定された領域の範囲内に含まれる場所を有する全ての３Ｄモ
デルは、画像が投影されるＤＳＭとして使用される。対応する３Ｄモデルと組み合わされ
た画像内のマッチングする場所により、前記マッチングする場所に対応する画像の部分を
正確にオルソ補正できる。ネットワークを形成する３Ｄモデルの範囲に含まれない領域は
、周知の補正アルゴリズムにより補正可能である。
【００８４】
　図１２は、ＤＥＭを修正する方法を示すフローチャートである。動作１２００において
、修正される数値標高モデル又は数値表面モデルが取得される。動作１２０２において、
測地参照データベースが取得される。動作１２０４において、１つ以上の３Ｄモデルが測
地参照データベースから検索される。動作１２０６において、１つ以上の３Ｄモデルが数
値標高モデルとマッチングする場所を探索する。動作１２０８において、３Ｄモデルの座
標参照系における座標とＤＥＭにおける場所との間の偏差が判定される。偏差は、誤差の
種類を判定するために解析される。誤差は、平行移動誤差、変倍誤差、局所誤差であって
もよい。動作１２１０において、数値標高モデルは解析結果、すなわち誤差の種類に基づ
いて修正される。ＤＥＭを修正する方法は、地表を表す色情報を含むＤＥＭの三角形分割
を向上するように更に構成されてもよい。ＤＥＭはラスタ（複数の正方形から成る格子）
又は不規則三角網として表現されてもよい。ドロネー三角形分割を使用する場合、三角形
分割における全ての角度のうちの最小角が最大にされる。それらは、鋭角三角形を回避す
る傾向がある。しかし、４つの点により形成される四角形は２つの三角形分割が可能であ
る。動作１２１０は、三角形分割を制御する切断線として平坦であるか又は僅かに隆起し
た表面を有する道路区分の外エッジを記述する３Ｄモデルを使用するように更に構成され
る。道路区分を表す３Ｄモデルは、僅かに隆起した表面領域の外エッジを記述する。一実
施形態において、切断線はＤＥＭに更なる標高を追加するために使用され、三角形分割は
前記更なる点を使用する。別の実施形態において、動作１２１０は、２つの可能な三角形
分割のうち３Ｄモデルにより定義された表面に最適に対応する一方を選択するように構成
される。
【００８５】
　本発明に係る測地データベースは、道路区分を表す３Ｄモデルに対応する密な点ネット
ワークをＤＥＭ／ＤＳＭに追加することにより、前記ＤＥＭ／ＤＳＭを局所的に向上する
ために更に使用されてもよい。３Ｄモデルは、ＤＥＭ／ＤＳＭの対応部分を置き換えるた
めに更に使用されてもよい。これは、ＡＤＡＳアプリケーション等のナビゲーションアプ
リケーションにおいて使用されてもよいＤＥＭ／ＤＳＭを提供する。
【００８６】
　本発明の上述の詳細な説明は、例示及び説明のために与えられた。これは、全ての実施
形態を含むこと又は本発明を開示される形態に限定することを意図せず、上記の教示を鑑
みて多くの変更及び変形が可能であることは明らかである。説明された実施形態は、本発
明の原理及びその実際の用途を最適に説明し、それによって他の当業者が考えられる特定
の使用に適した種々の変形例を伴い且つ種々の実施形態において本発明を最適に利用でき
るようにするために選択された。本発明の範囲は、添付の請求の範囲により定義されるこ
とが意図される。



(20) JP 2012-511697 A 2012.5.24

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(21) JP 2012-511697 A 2012.5.24

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(22) JP 2012-511697 A 2012.5.24
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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月9日(2011.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測地参照データベースを生成する方法であって、
　地表を走行する車両に取り付けられたデジタルカメラ、レンジセンサ及び位置判定手段
により取り込まれ且つ同時に取り込まれた画像データ、レンジデータ及び地理座標系にお
ける関連する位置データを含むモバイルマッピングデータを取得するステップと、
　前記画像データ、前記レンジデータ及び前記関連する位置データを処理することにより
前記モバイルマッピングデータから線形静止地表特徴を判定するステップと、
　前記画像データ、前記レンジデータ及び前記関連する位置データから前記地理座標系に
おける前記線形静止地表特徴に対する３Ｄモデルを生成するステップと、
　前記測地参照データベースを取得するためにデータベースに前記３Ｄモデルを格納する
ステップと、
　画像データ及びレンジデータを組み合わせることにより前記３Ｄモデルに対するオルソ
画像を生成するステップと、
　前記オルソ画像の各画素に対して前記地理座標系における標高情報を判定するステップ
と、
　３Ｄオルソ画像を取得するために前記オルソ画像と前記標高情報とをリンクするステッ
プと、
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　前記３Ｄオルソ画像を格納し且つ前記測地データベース内の各３Ｄモデルに前記画像を
リンクするステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　連続線形基準ネットワークを取得するために前記３Ｄモデルを連結するステップと、
　前記測地参照データベースに前記連続線形基準ネットワークを格納するステップと
　を更に含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記線形静止地表特徴は、
　道路のセンターライン、道路の左エッジ、道路の右エッジ、道路の幅を含む特徴のグル
ープから選択された道路区分の線形特徴に対応する
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　線形静止地表特徴を判定するステップは、
　前記画像データにおいて路面を検出するステップと、
　前記画像データ、前記レンジデータ及び前記関連する位置データを組み合わせることに
より前記地理座標系における前記路面の位置を抽出するステップと、
　前記路面の前記位置から前記線形静止地表特徴を表す１つ以上のポリラインを算出する
ステップと
　を含むことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記３Ｄモデルは、ベクトルに基づく
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　線形静止地表特徴を表す３Ｄモデルを含む測地参照データベースであって、前記測地参
照データベースは、請求項１から５のいずれか１項に記載の方法により生成されたもので
ある測地参照データベース。
【請求項７】
　前記３Ｄモデルを連結することにより構成された連続線形基準ネットワーク
　を更に含むことを特徴とする請求項６記載の測地参照データベース。
【請求項８】
　各々が３Ｄモデルにより表現される前記地表の少なくとも一部を表す複数のオルソ画像
を更に含み、オルソ画像の各画素は関連する標高情報を含む
　ことを特徴とする請求項６又は７記載の測地参照データベース。
【請求項９】
　数値標高モデルの三角形分割を向上する方法であって、
　前記数値標高モデルを取得するステップと、
　請求項６記載の測地参照データベースを取得するステップと、
　前記測地参照データベースから僅かに隆起した表面領域の外エッジを記述する３Ｄモデ
ルを検索するステップと、
　前記数値標高モデルにおいて前記３Ｄモデルがマッチングする場所を見つけるステップ
と、
　前記三角形分割を制御するための切断線として前記僅かに隆起した表面領域の前記外エ
ッジを使用するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　数値標高モデルの地理座標を修正する方法であって、
　前記数値標高モデルを取得するステップと、
　請求項６記載の測地参照データベースを取得するステップと、
　前記測地参照データベースから１つ以上の３Ｄモデルを検索するステップと、
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　前記３Ｄモデルが前記数値標高モデルとマッチングする場所を見つけるステップと、
　前記数値標高モデルにおける前記見つけられた場所の位置と前記１つ以上のブランチに
関連する前記座標との間の位置偏差を判定するステップと、
　前記数値標高モデルの前記地理座標を修正するために前記位置偏差を使用するステップ
と
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　空中又は衛星画像を補正する方法であって、
　空中又は衛星画像を取得するステップと、
　請求項７記載の測地参照データベースを取得するステップと、
　前記測地参照データベースから１つ以上の３Ｄモデル及び対応する座標を検索するステ
ップと、
　前記画像において前記１つ以上の３Ｄモデルが前記空中又は衛星画像とマッチングする
場所を見つけるステップと、
　前記空中又は衛星画像を補正するために前記座標参照系における前記３Ｄモデルの位置
及び対応する見つけられた場所を使用するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　プロセッサ（５１１）と、前記プロセッサに接続され且つ請求項１から５及び９から１
１のいずれか１項に記載の方法を前記プロセッサ（５１１）に実行させるように構成され
たデータ及び命令を含むコンピュータプログラムを含むメモリ（５１２、５１３、５１４
、５１５）とを備えるコンピュータにより実現されるシステム。　
【請求項１３】
　コンピュータ構成によりロード可能であり且つ請求項１から５及び９から１１のいずれ
か１項に記載の方法を前記コンピュータ構成に実行させる前記データ及び命令を含むコン
ピュータプログラム。
【請求項１４】
　コンピュータ構成によりロード可能であり且つ請求項１から５及び９から１１のいずれ
か１項に記載の方法を前記コンピュータ構成に実行させるデータ及び命令を含むコンピュ
ータプログラムを備えるプロセッサ可読媒体。
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