
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接する２本の車線に沿って走行した車両から撮影した２つの車線画像データから１つ
の道路画像に合成する方法であり、
　基準車線に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎
の明暗情報を記憶した基準車線画像データを収集する工程と、
　隣接車線に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎
の明暗情報を記憶した隣接車線画像データを収集する工程と、
　基準車線画像データに基づく基準車線画像と隣接車線画像データに基づく隣接車線画像
を対比可能に表示する工程と、
　基準車線画像と隣接車線画像に共通に撮影されている基準点群を表示された

画像中に特定する工程と
接車線画像データ Ｙ座標群が 基準車

線画像データ Ｙ座標群と ように、
隣接車線画像データ のＹ座標を アフィン変
換する工程と、
　基準車線画像データと、 Ｙ座標がアフィン変換された隣接車線画像データをマー
ジして、２車線を含む道路画像データを得る工程と、
　マージされた道路画像データのＸ座標とＹ座標に従って画素毎の明暗を再生する工程と
を有する２車線を含む道路画像の合成方法。
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基準車線画
像と隣接車線画像のそれぞれの 、
　隣 における特定された基準点群に対応する画素の 、

における特定された基準点群に対応する画素の 一致する
における画素 基準点群で区切られる領域ごとに

画素の



【請求項２】
　車線が増加する区間において、共通車線 撮影した１つ
の車線画像データと、共通車線から拡幅車線に進行 撮影した
１つの車線画像データとの間で請求項 の方法を実施して車線増加区間の道路画像を合成
する方法。
【請求項３】
　車線が減少する区間において、共通車線 撮影した１つ
の車線画像データと、減少車線から共通車線に進行 撮影した
１つの車線画像データとの間で請求項 の方法を実施して車線減少区間の道路画像を合成
する方法。
【請求項４】
　隣接する３本の車線に沿って走行した車両から撮影した３つの車線画像データから１つ
の道路画像に合成する方法であり、
　基準車線に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎
の明暗情報を記憶した基準車線画像データを収集する工程と、
　 隣接する車線（隣接車線）に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（
Ｙ座標）で特定される画素毎の明暗情報を記憶した隣接車線画像データを収集する工程と
、
　 さらに隣接する車線（第２隣接車線）に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方
向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎の明暗情報を記憶した第２隣接車線画像データを
収集する工程と、
　基準車線画像データに基づく基準車線画像と隣接車線画像データに基づく隣接車線画像
を対比可能に表示する工程と、
　基準車線画像と隣接車線画像に共通に撮影されている 基準点群を表示された

画像中に特定する工程と

接車線画像データ Ｙ座標群が 基
準車線画像データ Ｙ座標群と
ように、隣接車線画像データ のＹ座標を

第１アフィン変換する工程と、
　 特定された Ｙ座標群が
、隣接車線画像データ 基準点群 の

Ｙ座標群と ように、第２隣接車線画像データ のＹ座標を
第２アフィン変換する工程と、

　基準車線画像データと、 Ｙ座標が第１アフィン変換された隣接車線画像データと
、 Ｙ座標が第２アフィン変換された第２隣接車線画像データをマージして ３車線
を含む道路画像データを得る工程と、
　マージされた道路画像データのＸ座標とＹ座標に従って画素毎の明暗を再生する工程と
を有する３車線を含む道路画像の合成方法。
【請求項５】
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に沿った経路で走行した車両から
する経路で走行した車両から

１

に沿った経路で走行した車両から
する経路で走行した車両から

１

基準車線に

隣接車線に

第１ 基準車
線画像と隣接車線画像のそれぞれの 、
　隣接車線画像データに基づく隣接車線画像と第２隣接車線画像データに基づく第２隣接
車線画像を対比可能に表示する工程と、
　隣接車線画像と第２隣接車線画像に共通に撮影されている第２基準点群を表示された隣
接車線画像と第２隣接車線画像のそれぞれの画像中に特定する工程と、
　隣 における特定された第１基準点群に対応する画素の 、

における特定された第１基準点群に対応する画素の 一致する
における画素 第１基準点群で区切られる領域ごと

に
第２隣接車線画像データにおける 第２基準点群に対応する画素の

における特定された第２ に対応する画素 第１アフィン変
換された 一致する における画素 第
２基準点群で区切られる領域ごとに

画素の
画素の 、

隣接する２本の車線に沿って走行した車両から撮影した２つの車線画像データから１つ
の道路画像に合成する装置であり、
　基準車線に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎
の明暗情報を記憶した基準車線画像データを収集する手段と、
　隣接車線に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎
の明暗情報を記憶した隣接車線画像データを収集する手段と、
　基準車線画像データに基づく基準車線画像と隣接車線画像データに基づく隣接車線画像



【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
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を対比可能に表示する手段と、
　基準車線画像と隣接車線画像に共通に撮影されている基準点群を表示された基準車線画
像と隣接車線画像のそれぞれの画像中に特定する手段と、
　隣接車線画像データにおける特定された基準点群に対応する画素のＹ座標群が、基準車
線画像データにおける特定された基準点群に対応する画素のＹ座標群と一致するように、
隣接車線画像データにおける画素のＹ座標を基準点群で区切られる領域ごとにアフィン変
換する手段と、
　基準車線画像データと、画素のＹ座標がアフィン変換された隣接車線画像データをマー
ジして、２車線を含む道路画像データを得る手段と、
　マージされた道路画像データのＸ座標とＹ座標に従って画素毎の明暗を再生する手段と
を有する２車線を含む道路画像の合成装置。

車線が増加する区間において、共通車線に沿った経路で走行した車両から撮影した１つ
の車線画像データと、共通車線から拡幅車線に進行する経路で走行した車両から撮影した
１つの車線画像データから、車線増加区間の道路画像を合成する、請求項５の装置。

車線が減少する区間において、共通車線に沿った経路で走行した車両から撮影した１つ
の車線画像データと、減少車線から共通車線に進行する経路で走行した車両から撮影した
１つの車線画像データから、車線減少区間の道路画像を合成する、請求項５の装置。

隣接する３本の車線に沿って走行した車両から撮影した３つの車線画像データから１つ
の道路画像に合成する装置であり、
　基準車線に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎
の明暗情報を記憶した基準車線画像データを収集する手段と、
　基準車線に隣接する車線（隣接車線）に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（
Ｙ座標）で特定される画素毎の明暗情報を記憶した隣接車線画像データを収集する手段と
、
　隣接車線にさらに隣接する車線（第２隣接車線）に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方
向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎の明暗情報を記憶した第２隣接車線画像データを
収集する手段と、
　基準車線画像データに基づく基準車線画像と隣接車線画像データに基づく隣接車線画像
を対比可能に表示する手段と、
　基準車線画像と隣接車線画像に共通に撮影されている第１基準点群を表示された基準車
線画像と隣接車線画像のそれぞれの画像中に特定する手段と、
　隣接車線画像データに基づく隣接車線画像と第２隣接車線画像データに基づく第２隣接
車線画像を対比可能に表示する手段と、
　隣接車線画像と第２隣接車線画像に共通に撮影されている第２基準点群を表示された隣
接車線画像と第２隣接車線画像のそれぞれの画像中に特定する手段と、
　隣接車線画像データにおける特定された第１基準点群に対応する画素のＹ座標群が、基
準車線画像データにおける特定された第１基準点群に対応する画素のＹ座標群と一致する
ように、隣接車線画像データにおける画素のＹ座標を第１基準点群で区切られる領域ごと
に第１アフィン変換する手段と、
　第２隣接車線画像データにおける特定された第２基準点群に対応する画素のＹ座標群が
、隣接車線画像データにおける特定された第２基準点群に対応する画素の第１アフィン変
換されたＹ座標群と一致するように、第２隣接車線画像データにおける画素のＹ座標を第
２基準点群で区切られる領域ごとに第２アフィン変換する手段と、
　基準車線画像データと、画素のＹ座標が第１アフィン変換された隣接車線画像データと
、画素のＹ座標が第２アフィン変換された第２隣接車線画像データをマージして、３車線
を含む道路画像データを得る手段と、
　マージされた道路画像データのＸ座標とＹ座標に従って画素毎の明暗を再生する手段と



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、道路画像の作成方法に関する。より具体的には、道路を走行する車両から撮影
して得た道路画像データから、車両が蛇行して走行した影響を除去する方法に関する。ま
た、車線ごとに得られた車線画像データを合成して複数車線を持つ道路の道路画像を合成
する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば特開２００２－５４９１１号公報に記載されているように、走行する車両から道路
面を撮影して得た画像データを記憶することによって道路画像データのファイルを作成す
る技術が知られている。この道路画像データファイルが得られると、道路画像を表示する
ことができ、道路表面のひび割れの程度や、道路に存在するマンホールの種類と位置や、
道路表面にペイントされた各種の道路標識の鮮明さの程度等を把握しやすくなり、道路の
維持管理に必要な負担が軽減される。道路の維持管理には、道路表面の数 mm程度のひび割
れも検出することができる高解像度の道路画像が求められる。
特開２００２－５４９１１号公報の技術では、高解像度の道路画像データを得るためにラ
インカメラを使用する。このラインカメラは 1ラインあたり 4096個の画素を持ち、各画素
が道路表面の 1mm× 1mmの範囲を撮影するので、 1ラインで 4096mmの範囲を撮影する。これ
は 1車線の幅よりも若干広い。
【０００３】
ライン方向を道路横断方向に維持して撮影用車両が車線に沿ってまっすぐに走行すること
ができれば、走行距離をＸ座標として走行方向に直交する方向の距離をＹ座標とする座標
系で特定される位置と、車線に沿った距離をＸ座標として道路横断方向の距離をＹ座標と
する座標系で特定される位置が一致し、前者の座標系で得られる道路画面データに基づい
て道路画面を作成すると、実際の道路画面が得られる。
しかし実際に道路を走行する場合、正確に観測すると、車線に沿ってまっすぐに走行する
ことができず、蛇行しながら走行するのが普通である。走行した車両から撮影した道路画
像データは、走行距離をＸ座標として走行方向に直交する方向の距離をＹ座標とする座標
系で得られる。この道路画面データに基づいて道路画面を作成すると、実際には蛇行した
ラインが直線に表示され、道路上では直線的に伸びるラインが蛇行したラインに表示され
る。車線の中央に直線的ラインが描かれている場合、そのラインを中心として左右に蛇行
する車両から観測すると、道路上の直線的ラインが蛇行するラインとして観測される。
蛇行しながら走行した車両から撮影した道路画像データを修正しないで画像表示すると、
道路上では直線的に伸びるラインが道路画面上では蛇行するラインとして表示されてしま
い、それでは正しい道路画面とならない。道路上で直線的に伸びるラインが、画面上でも
直線的に伸びるラインとして表示されるようにする技術が必要とされる。
【０００４】
前記したように、走行しながら撮影する場合は１車線の幅よりも若干広い幅を撮影しなが
ら走行する。この場合、複数車線を有する道路（片側１車線の道路も２車線を持つ道路で
ある）の道路画面を得るためには、隣接する２車線に沿って別々に撮影した２車線分の車
線画像データをマージして１つの道路画面を得る必要がある。現状では、複数車線分の車
線画像データをマージして１つの道路画面データを得る方法が開発されておらず、車線ご
との道路画面によって解析作業を進めている。
特に、例えば右折車線のように車線が増える場合、または、片側２車線の道路の幅が狭く
なって片側１車線に減少してしまう場合には、車線変更しながら撮影した道路画面データ
と、直進しながら撮影した道路画面データを合成して、増加する車線又は減少する車線を
持つ道路を示す道路画面を得るための方法が開発されていない。
【０００５】
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を有する３車線を含む道路画像の合成装置。



【発明が解決しようとする課題】
本発明はこの問題に鑑みてなされたものであり、一つの目的は、蛇行しながら走行した車
両から撮影した道路画像データから蛇行の影響を除去して実際の道路画像に修正する方法
を提供する。他の一つの目的は、複数の車線画面データを活用して複数の車線を持つ道路
の道路画面を得る方法を提供する。特に、増加する車線又は減少する車線を持つ道路の道
路画面を得る方法を提供する。
【０００６】
【課題を解決するための手段と作用】
　 発明 は、車線に沿って蛇行しながら走行した車両から撮影した道路画像データ
から蛇行の影響を除去した道路画像に修正する方法であり、以下の工程を含む。即ち、走
行距離（Ｘ座標）と走行方向に直交する方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎の明暗
情報を記憶した修正前の道路画像データを収集する工程と、修正前の道路画像データに基
づいて道路画像を表示する工程と、道路上で車線に沿って直線的に伸びる線上にある複数
の基準点を表示された道路画像中に特定する工程と、特定された基準点群に対応する画素
の修正前のＹ座標群を特定する工程と、特定されたＹ座標群が一定値に揃うように修正前
のＹ座標をアフィン変換する工程と、Ｘ座標と修正されたＹ座標に従って画素毎の明暗を
再生する工程とを有する。
【０００７】
本発明の道路画像の修正方法では、走行方向をＸ軸とし、走行方向に直交する方向をＹ軸
と定めて、道路画像データの収集を行う。これにより、Ｘ座標は走行距離で特定され、Ｙ
座標は走行方向に直交する方向の距離で特定される。
本発明の道路画像の修正方法では、収集された道路画像データを修正しないで表示し、道
路上で車線に沿って直線的に伸びる線上にある複数の基準点を特定する。その後に、特定
された基準点群に対応する画素のＹ座標群が一定値に揃うように、修正前の座標に対する
アフィン変換を行う。座標変換された基準点群は、Ｙ座標が一定値となることで、道路上
でと同じように画像内で直線的に配置されるようになる。Ｘ座標と修正されたＹ座標に従
って画素毎の明暗を再生することにより、撮影車両の蛇行の影響を除去した道路画像を得
ることができる。
尚、本明細書におけるアフィン変換は、
P１ (X1,Y1)と、 P2(X1,Y2)と、 P3(X2,Y3)と、 P4(X2,Y4)の頂点を持つ４角形を、下記の条
件、すなわち、
・第１条件：変形変位前の X座標は、変形変位後も維持される。
・第２条件：変形変位前の Y方向距離は、変形変位後も維持される。
という２条件を満たすように、線形変換と平行移動を同時に行って、
P1a(X1,Y1a)と、 P2a(X1,Y1a+(Y2-Y1))と、 P3a(X2,Y3a)と、 P4a(X2,Y3a+(Y4-Y3))の頂点を
持つ４角形に変換することをいう。
【０００８】
　 発明 は、隣接する２本の車線に沿って走行した車両から撮影した２
つの車線画像データから１つの道路画像に合成する方法であって、以下の工程を含む。即
ち、基準車線と隣接車線のそれぞれについて、車線に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方
向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎の明暗情報を記憶した車線画像データを収集し、
基準車線画像データに基づく基準車線画像と隣接車線画像データに基づく隣接車線画像を
対比可能に表示する。基準車線画像と隣接車線画像に共通に撮影されている基準点群を表
示された 画像中に特定 の後に、隣接車
線画像データ Ｙ座標群が 基準車線画像デ
ータ Ｙ座標群と ように、隣接車線
画像データ のＹ座標を アフィン変換する。
さらに基準車線画像データと Ｙ座標がアフィン変換された隣接車線画像データをマ
ージして２車線を含む道路画像データを得る。その後に、マージされた道路画像データの
Ｘ座標とＹ座標に従って画素毎の明暗を再生することで、２車線を含む道路画像を得る。
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本 の方法

本 の他の１つの方法

基準車線画像と隣接車線画像のそれぞれの する。そ
における特定された基準点群に対応する画素の 、

における特定された基準点群に対応する画素の 一致する
における画素 基準点群で区切られる領域ごとに

画素の



【０００９】
　隣接する２本の車線に沿って２回または２台で走行した車両から撮影した２つの車線画
像データは、それぞれの車線に沿った距離をＸ座標とし、その車線からの道路横断方向の
距離をＹ座標とする座標系で得られる。Ｙ座標は車線毎に相違し、隣接する一方の車線の
Ｙ座標が＋ 2000であるのに、それと同じ点が隣接する車線のＹ座標では－ 2000となること
がある。このことは車線幅が 4000mmであり、座標の 1が 1mmである場合を想定すると明らか
である。
　なお、車線に沿った距離が走行距離に近似的に等しい場合、すなわち、車両の蛇行の程
度が低くてほぼ直線的に走行できる場合には、車線に沿った距離を走行距離とすることが
でき、この場合には、 した修正処理を必要としない。走行距離をＸ座標とし、走行方
向に直交する方向の距離をＹ座標とする座標系で得られる修正前の道路画像データを車線
画像データとすることができる。この場合、修正前の車線ごとの道路画像データに対して
直接に 処理をして合成することができる。蛇行の影響が無視できない場合に
は、少なくとも一方の車線に対する修正前の道路画像データに対して 方法を
実行して蛇行の影響を除去した車線画像データに修正し、その修正された車線画像データ
に対して 合成方法を適用する。この場合に、基準車線の画像データに対して

修正処理を施しておけばよく、基準車線に隣接する車線画像データに対しては
修正処理を施しておく必要がない。隣接車線画像データに対して 合成処理をす

ることによって 修正処理があわせて実行されるからである。
　 発明の合成方法では、基準車線画像と隣接車線画像に共通に撮影されている基準点群
を、表示された画像中で特定して座標変換の基準に使用する。基準点群に対応する画素の
隣接車線画像データでのＹ座標群が、基準車線画像データでのＹ座標群となるように、隣
接車線画像データでのＹ座標の全体をアフィン変換する。この座標変換によって、隣接車
線画像データのＹ座標は、基準車線画像データでのＹ座標で表わされるようになるので、
画像データのマージが可能となる。マージされた道路画像データの画素毎の明暗を再生す
ることで、２車線を含む道路画像が得られる。

【００１０】
　 道路画像の合成方法は 線が増加する区間に適用することも可能である。即
ち、共通車線 撮影した１つの車線画像と、共通車線から
拡幅車線に進行 撮影した１つの車線画像との間で、共通に撮
影されている基準点群を表示された 画像中で特定して座標変換の基準に使用し
、拡幅車線画像データのＹ座標の全体をアフィン変換する。この座標変換によって、拡幅
車線画像データのＹ座標は、共通車線画像データでのＹ座標で表わされるので、画像デー
タのマージが可能となる。マージされた道路画像データの画素毎の明暗を再生することで
、車線が増加する区間の道路画像が得られる。
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上述

上述した合成
上述した修正

上述した 上述
した 上述し
た 上述した

上述した
本

　上記した道路画像を合成する発明は、装置として具現化することもできる。本発明の装
置は、隣接する２本の車線に沿って走行した車両から撮影した２つの車線画像データから
１つの道路画像に合成する装置であり、基準車線に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向
の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎の明暗情報を記憶した基準車線画像データを収集す
る手段と、隣接車線に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定され
る画素毎の明暗情報を記憶した隣接車線画像データを収集する手段と、基準車線画像デー
タに基づく基準車線画像と隣接車線画像データに基づく隣接車線画像を対比可能に表示す
る手段と、基準車線画像と隣接車線画像に共通に撮影されている基準点群を表示された基
準車線画像と隣接車線画像のそれぞれの画像中に特定する手段と、隣接車線画像データに
おける特定された基準点群に対応する画素のＹ座標群が、基準車線画像データにおける特
定された基準点群に対応する画素のＹ座標群と一致するように、隣接車線画像データにお
ける画素のＹ座標を基準点群で区切られる領域ごとにアフィン変換する手段と、基準車線
画像データと、画素のＹ座標がアフィン変換された隣接車線画像データをマージして、２
車線を含む道路画像データを得る手段と、マージされた道路画像データのＸ座標とＹ座標
に従って画素毎の明暗を再生する手段とを有する。

上述した 、車
に沿った経路で走行した車両から

する経路で走行した車両から
それぞれの



【００１１】
　同様に、 道路画像の合成方法を 線が減少する区間に適用することも可能で
ある。すなわち、共通車線 撮影した１つの車線画像と、
減少車線から共通車線に車線変更しながら 撮影した１つ
の車線画像データとの間に適用することにより、車線減少区間の道路画像を合成すること
ができる。

【００１２】
　 隣接する３本の車線に沿って３回あるいは３台で走行した車両から
撮影した３つの車線画像データから１つの道路画像を合成する
　本発明の 道路画像の合成方法は、以下の工程を含む。即ち、基準車線と、

隣接車線と、 さらに隣接する第２隣接車線のそれぞれについ
て、車線に沿った距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎の
明暗情報を記憶した車線画像データを収集する。基準車線画像データに基づく基準車線画
像と隣接車線画像データに基づく隣接車線画像を対比可能に表示し、基準車線画像と隣接
車線画像に共通に撮影されている 基準点群を表示された

画像中に特定する

接車線画像データ Ｙ座標
群が 基準車線画像データ Ｙ座標群と

ように、隣接車線画像データ のＹ座
第１アフィン変換する。 特定された

Ｙ座標群が 接車線画像データ
Ｙ座標群と ように、第２隣接

車線画像データ のＹ座 第２アフィ
ン変換する。基準車線画像データと、 Ｙ座標が第１アフィン変換された隣接車線画
像データと、 Ｙ座標が第２アフィン変換された第２隣接車線画像データをマージし
て ３車線を含む道路画像データを得、マージされた道路画像データのＸ座標とＹ座標に
従って画素毎の明暗を再生する工程とを有する。
【００１３】
　 道路画像の合成方法でも、基準車線画像と隣接車線画像に共通に撮影されてい
る 基準点群を座標変換の基準に使用して、隣接車線画像データのＹ座標のアフィン変
換を行う。座標変換によって、隣接車線画像データの座標が基準車線画像データの座標と
同一の座標系で表わされるようになる。さらに、隣接車線画像データと第２隣接車線画像
データとの間で、 基準点群を特定し、第２隣接車線画像データのＹ座標を第２アフィ
ン変換することで、全ての道路画像データの座標が基準車線画像データの座標系で表わさ
れるようになる。ここで、全ての道路画像データのマージを行い、マージされた道路画像
データの画素毎の明暗を再生することにより３車線を含む道路画像が得られる。
　この処理をすると、第２隣接車線画像データを隣接車線画像データでの座標系に座標変
換し、ついで基準車線画像データでの座標系に変換する必要がなく、第２隣接車線画像デ
ータを基準車線画像データでの座標系に直接的に変換することができる。２度の座標変換
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　上述した道路画像の合成装置は、車線が増加する区間に適用することも可能である。こ
の場合、上述した道路画像の合成装置は、共通車線に沿った経路で走行した車両から撮影
した１つの車線画像データと、共通車線から拡幅車線に進行する経路で走行した車両から
撮影した１つの車線画像データから、車線増加区間の道路画像を合成する。

上述した 、車
に沿った経路で走行した車両から

進行する経路で走行した車両から

　同様に、上述した道路画像の合成装置を、車線が減少する区間に適用することも可能で
ある。この場合、上述した道路画像の合成装置は、共通車線に沿った経路で走行した車両
から撮影した１つの車線画像データと、減少車線から共通車線に進行する経路で走行した
車両から撮影した１つの車線画像データから、車線減少区間の道路画像を合成する。

本発明を応用して、
こともできる。

他の１つの 基
準車線に隣接する 隣接車線に

第１ 基準車線画像と隣接車線画像
のそれぞれの 。隣接車線画像データに基づく隣接車線画像と第２隣接車
線画像データに基づく第２隣接車線画像を対比可能に表示し、隣接車線画像と第２隣接車
線画像に共通に撮影されている第２基準点群を表示された隣接車線画像と第２隣接車線画
像のそれぞれの画像中に特定する。
　そして、隣 における特定された第１基準点群に対応する画素の

、 における特定された第１基準点群に対応する画素の
一致する における画素 標を第１基準点群で区切られる
領域ごとに さらに、第２隣接車線画像データにおける
第２基準点群に対応する画素の 、隣 における特定された第２
基準点群に対応する画素の第１アフィン変換された 一致する

における画素 標を第２基準点群で区切られる領域ごとに
画素の

画素の
、

上述した
第１

第２



に代えて１度の座標変換ですむことから計算量を圧縮することができる。
　本方法は４車線以上を有する道路に適用することができ、この場合には、第３隣接車線
や第４隣接車線の画像データを基準車線での座標系に直接変換する。

【００１４】
【発明の実施の形態】
最初に、次に説明する実施例の主要な特徴を列記する。（形態１）道路画像データは、走
行距離（Ｘ座標）と、撮影装置の画素の位置の情報（Ｙ座標）と、明暗情報からなり、記
憶媒体に保存される。
（形態２）道路画像データの修正と合成処理は、コンピュータで行われる。
（形態３）形態２のコンピュータの記憶領域には、「撮影画像」「修正済画像」「合成済
画像」のそれぞれを画像データとして記憶する領域を備えており、「画像修正プログラム
」と、「画像合成プログラム」が演算部で実行可能な形式で記憶されている。
【００１５】
【実施例】
以下に、本発明の道路画像の作成方法の実施例を、添付図面を参照しながら詳細に説明す
る。
（第一実施例）
図１は、本発明の第一実施例の方法で、道路画像を作成する道路２を模式的に示している
。道路２上には、マーカ４，６，８，１０，１２が車線に沿って直線的に伸びる線上にあ
り、基準点として利用することが可能である。
撮影車両は、図１の曲線１４で示すように蛇行しながら走行し、走行しながら撮影する。
撮影された画像データは、道路画像データの一つのファイルとしてコンピュータ１６に入
力され、撮影画像記憶領域３２（図２）に保管される。
なお図１では、説明の便宜のために蛇行幅を誇張して表示している。
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　上述した３車線の道路画像を合成する発明は、装置として具現化することもできる。本
発明の他の１つの装置は、隣接する３本の車線に沿って走行した車両から撮影した３つの
車線画像データから１つの道路画像に合成する装置であり、基準車線に沿った距離（Ｘ座
標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎の明暗情報を記憶した基準車線
画像データを収集する手段と、基準車線に隣接する車線（隣接車線）に沿った距離（Ｘ座
標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎の明暗情報を記憶した隣接車線
画像データを収集する手段と、隣接車線にさらに隣接する車線（第２隣接車線）に沿った
距離（Ｘ座標）と道路横断方向の距離（Ｙ座標）で特定される画素毎の明暗情報を記憶し
た第２隣接車線画像データを収集する手段と、基準車線画像データに基づく基準車線画像
と隣接車線画像データに基づく隣接車線画像を対比可能に表示する手段と、基準車線画像
と隣接車線画像に共通に撮影されている第１基準点群を表示された基準車線画像と隣接車
線画像のそれぞれの画像中に特定する手段と、隣接車線画像データに基づく隣接車線画像
と第２隣接車線画像データに基づく第２隣接車線画像を対比可能に表示する手段と、隣接
車線画像と第２隣接車線画像に共通に撮影されている第２基準点群を表示された隣接車線
画像と第２隣接車線画像のそれぞれの画像中に特定する手段と、隣接車線画像データにお
ける特定された第１基準点群に対応する画素のＹ座標群が、基準車線画像データにおける
特定された第１基準点群に対応する画素のＹ座標群と一致するように、隣接車線画像デー
タにおける画素のＹ座標を第１基準点群で区切られる領域ごとに第１アフィン変換する手
段と、第２隣接画像データにおける特定された第２基準点群に対応する画素のＹ座標群が
、隣接車線画像データにおける特定された第２基準点群に対応する画素の第１アフィン変
換されたＹ座標群と一致するように、第２隣接車線画像データにおける画素のＹ座標を第
２基準点群で区切られる領域ごとに第２アフィン変換する手段と、基準車線画像データと
、画素のＹ座標が第１アフィン変換された隣接車線画像データと、画素のＹ座標が第２ア
フィン変換された第２隣接車線画像データをマージして、３車線を含む道路画像データを
得る手段と、マージされた道路画像データのＸ座標とＹ座標に従って画素毎の明暗を再生
する手段とを有する。



【００１６】
図２は、道路画像データを入力して修正処理と合成処理を実行するコンピュータ１６の構
成を模式的に示した図である。コンピュータ１６は、演算装置１８と、記憶装置２０と、
入力装置２２と、出力装置２４から構成されており、表示装置２６が接続されている。記
憶装置２０には、画像修正プログラム２８と画像合成プログラム３０が演算装置１８で実
行可能な形式で記憶されており、さらに撮影画像データを記憶する領域３２と、修正済画
像データを記憶する領域３４と、合成済画像データを記憶する領域３６が確保されている
。
【００１７】
道路２の撮影時に収集される道路画像データの座標系は、走行距離をＸ座標とし、走行方
向に直交する方向の距離をＹ座標とする。撮影装置の画素の明暗情報が撮影時の座標値と
ともに記憶される。車両に積載されている撮影装置は、ラインカメラであり、車両の走行
方向に直交する方向に伸びている。このラインカメラは 4096の画素を持ち、各画素が 1mm
× 1mmの範囲の路面の明暗の程度を 256諧調で記憶する。 4096の画素のうちの中央の画素の
Ｙ座標がゼロとされ、両端の画素のＹ座標が＋ 2048と－ 2048とされている。また車両は 1m
m走行するごとにパルスを出力するエンコーダを備え、コンピュータ１６がパルスを入力
するごとにＸ座標が１づつ増加する。ＸとＹ座標値は mmの単位であらわされる。通常の車
線幅は 4000mm以下であり、車両が車線の中央を走行すると、撮影限界である＋ 2048と－ 20
48の画素は、隣接車線の路面を撮影する。
Ｙ座標は走行方向に直交する方向の距離であり、撮影用車両が蛇行した場合には、道路の
幅方向の距離と一致しないはずである。しかしながら蛇行の左右幅が小さい場合には、走
行方向に直交する方向と道路の幅方向のなす角度が小さく、両者はほぼ等しいとすること
ができる。
【００１８】
図１に例示した場合、撮影された道路画面データをそのまま表示すると、蛇行線１４が直
線化された状態で表示される。この結果、直線的に伸びている道路の方が蛇行しているよ
うに表示されてしまう。走行線１４から路肩までの距離は、走行方向に周期的に変化して
いるために、直線的に伸びている路肩が蛇行しているように表示されてしまうのである。
Ｙ座標の座標変換を行うために、道路画像修正プログラム２８が使用される。以下、道路
画像データの修正方法を、図３の画像修正方法のフローチャートに基づいて詳細に説明す
る。
画像修正プログラム２８は、撮影画像記憶領域３２から、修正を行う道路画像データのフ
ァイルを読み込む（ステップ２）。
ここで、読み込まれる道路画像データの内容の一例を図４に示す。データは、撮影時に特
定されたＸ座標とＹ座標と画像の明暗情報が含まれている。撮影された画像が白黒の場合
は、グレースケールでの輝度情報として記憶されており、カラーの画像の場合は、Ｒｅｄ
、Ｇｒｅｅｎ、Ｂｌｕｅの３色の輝度情報として記憶されている。
【００１９】
画像修正プログラム２８は、読み込んだ道路画像データの画素毎の座標値と明暗情報に基
づいて、図５（ａ）に示すような道路画像を表示装置２６に表示する（ステップ４）。図
５（ａ）では、実際の道路上では直線上に位置しているはずのマーカ４，６，８，１０，
１２のＹ座標値が、蛇行の影響で周期的に変化している。ここでは、それぞれのＹ座標値
を、ｙ１，ｙ２，ｙ３，ｙ４，ｙ５とする。マーカ４，６，８，１０，１２のＸ座標値ｘ
１，ｘ２，ｘ３，ｘ４，ｘ５は、撮影時の走行距離から得られているが、蛇行の幅が小さ
いことから、近似的には車線に沿った距離とすることができる。道路の画像は、細線４０
で囲まれた領域Ａに示され、直線的に伸びている道路２が蛇行しているように表示される
。
この状態で、オペレーターが実際の道路上では直線状にある点群を指定する。例えば、オ
ペレーターがマウスやポインタ等の入力装置２２を用いて、直線状にあるはずのマーカ４
，６，８，１０，１２を画面上で指定する（ステップ６）。すると、画像修正プログラム
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２８は、指定された点を基準点とし、基準点のＸ，Ｙ座標を読み込む（ステップ８）。
次に、画像修正プログラム２８は、指定された基準点に対応する画素ごとの画像データで
のＹ座標の値を平均し、求められた平均値を基準点のＹ座標値とする（ステップ１０）。
基準点の座標値（Ｙ座標については前記のように計算された平均値とする）と明暗情報を
、修正済み画像データファイルに書き込む（ステップ１２）。以上までの画像修正プログ
ラム２８の処理によって、基準点とされたマーカ４，６，８，１０，１２に対応する画素
のデータは、Ｙ座標が平均値ｙ６に揃えられる。図５の（ｂ）に、平均値ｙ６に揃えられ
たマーカ４，６，８，１０，１２の位置を示す。図５の（ｂ）では、添字ａが付加されて
いる。
【００２０】
全ての基準点のＹ座標の変換が終了すると、画像修正プログラム２８は、指定された基準
点以外の画素のＹ座標をアフィン変換する（ステップ S２０）。
アフィン変換では、道路画面をマーカ４，６，８，１０，１２で区切ってＹ座標の値を変
換する。マーカ４，６とそれに対応する路肩位置４０，４２で形成される四角形の範囲の
アフィン変換の例について説明する。
アフィン変換では、変換前の四角形４，６，４２，４０を、下記の条件、
・第１条件：変形変位前のＸ座標は、変形変位後も維持される。
・第２条件：変形変位前のＹ方向距離は、変形変位後も維持される。
という２条件を満たすように変換する。
このとき、マーカ４（変換前の座標 x1， y1）の変換後のＹ座標と、マーカ６（変換前の座
標 x2， y2）の変換後のＹ座標が、ともに、先に求めた平均値 y6となるように変換する。
この場合、
四角形　 4(x1,y1),40(x1,y7),6(x2,y2),42(x2,y8)を、
長方形　 4a(x1,y6),40a(x1,y6+(y7-y1)),6a(x2,y6),42a(x2,y6+(y8-y2)に変形することに
なる。
【００２１】
マーカ４とマーカ６を結ぶ直線上にある点４６（変換前の座標 x7， y10）を考える。この
場合、
y10=y1+((y2-y1)/(x2-x1))× (x7-x1)　　・・・ (1) である。
従って、点４８（変換前の座標 x7， y11）の変換後の Y座標は次のものとなる。
y13=y6+(y11-y10)=y6+y11-y1-((y2-y1)/(x2-x1))× (x7-x1) )　　・・・ (2)
式 (2)に従って座標変換すると、図５ (a)の四角形 4,40,6,42が、図５ (b)の長方形 4a,40a,6
a,42aに変形され、アフィン変換される。
例えば、マーカ４とマーカ６を結ぶ直線上にある点４６（変換前の座標 x7， y10）の変換
後の座標は（ x7， y6）となり、マーカ４と路肩４０を結ぶ直線上にある点４４（変換前の
座標 x1， y9）の変換後の座標は（ x1， y6+(y9-y1)）となる。
【００２２】
変換前のＹ座標が式（２）に従って変換された変換後の道路画像データが、修正済画像デ
ータ記憶領域３４に記憶される。ステップＳ２０とステップＳ２２の処理はすべての画像
データに対する変換が終了するまで繰り返される。
なお、アフィン変換のための式（２）は、マーカ間の区切りごとに切り替えられる。
【００２３】
次に、画像修正プログラム２８は、修正済み画像データ記憶領域３４に書き込まれた座標
値と明暗情報に従って、変換された道路画像を表示装置に表示する。必要に応じてプリン
タ等の出力装置に出力することで、修正済みの道路画像が得られる（ステップ２６）。
表示された修正済みの道路画像の一例を、図５（ｂ）に示す。基準点群のＹ座標は一定値
y6に揃っており、基準点以外の画像データも、アフィン変換により基準点群に追従した修
正がされている。
道路上で直線状に伸びる形状は直線に復元されている。撮影車両が蛇行したことによる影
響が除去されていることが確認される。
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【００２４】
本実施例の道路画像の作成方法によれば、蛇行する撮影用車両から撮影された道路画像デ
ータに対して、実際の道路上で直線的にのびる線上にある基準物群を特定し、画像修正プ
ログラム２８を用いてアフィン変換を行って画像データを修正することにより、撮影用車
両の蛇行の影響を除去した道路画像を得ることができる。オペレーターが多数の点を指定
することにより、きめ細かく修正することできる。
【００２５】
（第二実施例）
図６（Ａ）は、車線毎に撮影した車線画像データを合成して道路画像を得たい道路の一例
を示している。この場合、道路が拡幅して車線が増えている場合を示している。道路が狭
くなって一方の車線が無くなる場合にも同一の合成手法が採用される。
この実施例では、同じ撮影車両が（Ｂ）の走行ルートと（Ｃ）の走行ルートに沿って走行
しながら、２車線分の道路画像データを収集する。
【００２６】
直進するルート（Ｂ）に沿った車線を基準車線に採用する。この場合、図７のステップＳ
３０に示すように、基準車線の画像データを読み込む。ついで、ステップＳ３２で、図３
に示した蛇行補償処理を実施し、道路上で直線的に伸びているものを直線として表示され
るようにする。ステップＳ３４では、隣接するルート（Ｃ）に沿って撮影した隣接車線の
画像データを読み込む。
図６（Ｂ）は、走行ルート（Ｂ）に沿って走行しながら撮影することで得られた車線画像
データに蛇行補償処理を施した基準斜線の画像を例示し、図６（Ｃ）は、走行ルート（Ｃ
）に沿って走行しながら撮影することで得られた車線画像データを例示している。
合成処理の段階では、表示装置２６に、図６（Ｂ）と（Ｃ）の２つの車線画像が対比観察
可能に表示される（図７のステップＳ３６）。オペレーターは、２枚の車線画像を対比観
察し、共通に撮影されている点群を発見し、表示装置２６の位置特定装置（例えばマウス
）を用いて共通点群を指定する（図７のステップＳ３８）。
図６のａからｋまでは、共通点群を示し、点ａ～ｃは、（Ｂ）と（Ｃ）の車線画面でとも
に上側に表示されている。点ｄ～ｉは、ルート（ｃ）で走行するときに、上側から下側に
シフトする。点ｉ～ｋは、ルート（ C）で走行するとときに下側に存在し、ルート（Ｂ）
で走行するとときに上側にとどまる。
【００２７】
明らかに、図６（Ｃ）のａ～ｋ点を、図６（Ｂ）のａ～ｋ点に重ね合わせることで、図６
（Ａ）の合成結果が得られる。この処理の段階で、再度アフィン変換が利用される。
このアフィン処理の段階では、図６（Ｃ）のＸ－Ｙ２座標系で示されているＹ座標値を、
図６（Ｂ）のＸ－Ｙ１座標系での座標値に変換する。例えば、点ｄのＸ－Ｙ２座標系での
座標値を (X1,Y3)とし、点ｅのＸ－Ｙ２座標系での座標値を (X2,Y4)とし、点ｄのＸ－Ｙ１
座標系での座標値を (X1,Y1)とし、点ｅのＸ－Ｙ１座標系での座標値を (X2,Y2)とすると、
点ｄと点ｅで区切られる領域にある点のＸ－Ｙ２座標系での座標値を (X,Y)としたとき、
変換後の座標を（ X、 Ya）を、
Ya＝ Y1+Y-((X-X1)/(X2-X1))×（ Y2-Y1+Y3-Y4）
の式で算出すると、（Ｃ）のＸ－Ｙ２座標系での座標値 (X,Y)がアフィン変換されて（Ｄ
）のＸ－Ｙ１座標系での座標値（ X、 Ya）に変換される。アフィン変換の結果、図６（Ｃ
）の四角形Ｅは、図６（Ｄ）の四角形Ｅ１に変換される。
図７のステップＳ４０では、共通点で区切られる領域ごとに、前記変換式の係数を決定す
る。ステップＳ４２では、アフィン変換を実行する。続くステップＳ４４では、蛇行補償
された基準車線の画像データに、アフィン変換された隣接車線の画像データをマージし、
ステップＳ４６では、マージされた画像データに基づいて画像表示する。この結果、図６
（Ｄ）の道路画像が表示される。
この道路画像は、複数車線が合成されており、蛇行の影響が除去されており、実道路の画
像に忠実な画像となっている。
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【００２８】
（第３実施例）
この実施例は、３車線を合成して道路画像を得る。この場合、撮影車両が基準車線を走行
して基準車線の画像データを得、次に隣接する車線を走行して隣接車線の画像データを得
、最後に、さらに隣接する３本目の車線を走行して第２隣接車線の画像データを得る。
図８のステップ５０では、基準車線の画像データと、隣接車線の画像データと、第２隣接
車線の画像データをコンピュータに読み込む。
ステップＳ５２では、基準車線の画像と隣接車線の画像を対比観察可能に表示し、ステッ
プＳ５４では、オペレーターが共通点群を指定する。ステップＳ５６では、隣接車線の画
像と第２隣接車線の画像を対比観察可能に表示し、ステップＳ５８では、オペレーターが
共通点群を指定する。
ステップＳ６０では、基準車線の画像データに対して図３に示したアフィン変換を実施し
て、蛇行の影響を補償する。ステップＳ６２では、隣接車線の画像データにアフィン変換
を施して、蛇行の影響を補償した基準車線の画像データの座標軸に座標変換する。この処
理は、第２実施例で説明したものである。ステップＳ６４では、第２隣接車線の画像デー
タにアフィン変換を施して、蛇行の影響を補償した基準車線の画像データの座標軸に座標
変換する。第２隣接車線と隣接車線の共通点は、隣接車線の画像データをアフィン変換す
ることによって、基準車線の座標系での座標値に変換されている。そこで、第２隣接車線
の画像データを直接に基準車線の座標系での座標値に変換することができる。一旦隣接車
線での座標値に変換し、ついで基準車線での座標値に変換するのではないために、計算量
が少なくてすむ。
ステップＳ６６では、蛇行補償された基準車線の画像データに、アフィン変換された隣接
車線の画像データと、アフィン変換された第２隣接車線の画像データとをマージする。ス
テップＳ６８では、マージされた画像データに基づいて画像表示する。この結果、３車線
が合成された道路画像が表示される。
この方法は４車線以上を有する道路に拡張することができる。
第２と第３実施例でオペレータが指定する基準点群は、２つの車線画像に共通に撮影され
ているものであればよく、道路上で直線状に配置されている必要はない。
【００２９】
以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を限
定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に
変形、変更したものが含まれる。例えば、実施例では、撮影する道路の道幅は全て一定で
あるかのように図示されているが、道路上に画像の基準点とできる基準物があれば、道幅
や車線数の変化がある道路画像に対しても、本発明を適用することができる。その他、実
施例の図中に示したコンピュータの構成や座標変換のアルゴリズムは、座標変換の結果が
異ならない範囲で自由に変更が可能である。
本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組み合わせによって技
術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項記載の組み合わせに限定されるもので
はない。
【００３０】
【発明の効果】
以上のように、本願発明の道路画像の修正方法と合成方法によれば、蛇行しながら走行す
る車両から撮影した道路画像に対して、道路画像から基準点群を選択して座標を指定し、
指定座標を満たすよう画像データの座標をアフィン変換することで、道路画像から蛇行の
影響を除くことが可能となる。これにより、道路画像のずれや歪みを修正したり、道幅方
向の撮影範囲が異なる道路画像の合成を可能にする技術を提供する。本技術の完成により
、複数車線の画像や、直進帯と右折帯の両方が含まれる道路の画像などの、より広い範囲
の道路画像を一つの正確な道路画像として得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第一実施例における、撮影される道路と撮影用車両の走行経路を模式
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的に示す図。
【図２】　本発明の第一実施例におけるコンピュータの構成を模式的に示す図。
【図３】　本発明の第一実施例における、道路画像の作成方法のフローを模式的に示す図
。
【図４】　本発明の第一実施例における、道路画像データの内容を模式的に示す図。
【図５】　本発明の第一実施例における、撮影によって得られた道路画像と、画像修正に
よって得られた道路画像を模式的に示す図。
【図６】　本発明の第二実施例における、撮影される道路を模式的に示す図。
【図７】　本発明の第二実施例における、道路画像の合成方法のフローを模式的に示す図
。
【図８】　本発明の第３実施例における、道路画像の合成方法のフローを模式的に示す図
。
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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