
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の利用端末と、該複数の 端末に通信ネットワークを介して接続され、地図検索
部、地図データ記憶部、位置座標データ記憶部、地図位置指定・視認範囲入力部、地図経
路探査部、地図誘導処理部、映像検索部、全方位映像データ記憶部、全方位映像再生処理
部、移動・再生時間制御部、地図視認範囲処理部、全方位映像再生範囲処理部、視認範囲
・映像再生制御部、再生映像操作部、地図誘導・映像出力部を有する地図・映像情報処理
サーバーとを備えた地図誘導全方位映像システムであって、
　上記地図検索部は、上記利用端末から送信された所望の地図の検索入力に基づいて、地
図データ記憶部から上記所望の地図を検索して、上記利用端末に送信して表示可能とし、
上記地図経路探査部は、上記表示された地図画面上での、目的地に向かうための経路デー
タを探索するとともに、該経路データを上記映像検索部及び地図誘導処理部に送り、
　

　上記映像検索部は、上記経路データに基づいて、上記全方位映像データ記憶部から上記
経路に対応する道路通行視覚全方位映像ファイルを検索するとともに、検索した道路通行
視覚全方位映像ファイルを全方位映像再生処理部に送り、
　 全方位映像再生範囲処理部は、上記全方位映像 処理部により再生された全方位
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利用

地図誘導処理部は、上記経路データ及び上記利用端末で指定される上記経路に沿って進
む進行速度に基づいて、上記地図画面上に誘導矢印を移動表示するとともに、上記地図画
面上での誘導矢印の進行に合わせて上記道路通行視覚全方位映像の再生を制御する地図誘
導処理データを生成し、

上記 再生



映像の道路進行方向

全方位映像の再生範囲変更操作信号
により、全方位映像の再生範囲変更を処理し、また

　 地図視認範囲処理部は、

表示するとともに、

　 全方位映像再生範囲処理部の全方位映像の再生範囲
と地図視認範囲処理部の地図視認範囲を相互に制御し、地図誘導処理データと全方位影像
処理データを生成
　

ことを特徴とする地図誘導全方位映像システ
ム。
【請求項２】
　上記地図画面上の道路は、二つの交差点間の道路ブロックが複数組み合わされて構成さ
れており、
　上記道路ブロックは、夫々道路ブロック番号が付されており、しかも上記道路ブロック
毎に道路通行視覚全方位映像ファイルが映像データ記憶部に記憶されており、
　上記地図画面上の交差点は、夫々交差点番号が付されており、しかも上記交差点毎に道
路通行視覚全方位映像ファイルが映像データ記憶部に記憶されており、
　上記経路データは、選択された経路に係る複数の上記道路ブロック及び交差点の組み合
わせられたものであることを特徴とする請求項１に記載の地図誘導全方位映像システム。
【請求項３】
　上記経路データは、地図画面上で出発地と目的地を選択することにより、上記地図経路
探査部が探査した複数の上記道路ブロック及び交差点の組み合わせられたものであること
を特徴とする請求項２に記載の地図誘導全方位映像システム。
【請求項４】
　上記経路データは、地図画面上で進行しながら選択することにより、上記地図経路探査
部が探査した複数の上記道路ブロック及び交差点の組み合わせられたものであることを特
徴とする請求項２に記載の地図誘導全方位映像システム。
【請求項５】
　

ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の
地図誘導全方位映像システム。
【請求項６】
　

ことを特徴とする請求
項５に記載の地図誘導全方位映像システム。
【請求項７】
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及び選択された一定方向の映像範囲を再生表示するとともに、利用端
末における映像の再生枠画面上での右回転・左回転のマウスドラック又は操作表示ボタン
の変更操作により再生映像操作部において形成される

複数の利用者が同時に別々の再生範囲
を指定した場合でも別々の再生範囲を表示することを可能とし、

上記 全方位映像再生範囲処理部により選択された映像再生範囲
データに制御される全方位映像の道路進行方向の視認範囲を、該地図画面上に表示される
誘導矢印の位置に同期し、上記地図画面上に誘導矢印を基点とした扇型地図視認範囲とし
て 該地図表示画面上の該誘導矢印を基点とした扇型地図視認範囲表示
は、該地図表示画面上の該誘導矢印を基点とし右回転及び左回転に３６０度変更操作可能
であり、この変更操作と同期して、全方位再生映像の表示再生範囲を変更を可能とし、

上記視認範囲・映像再生制御部は、

し、
上記映像再生範囲の再生画面の縦の画面サイズを一定とし、横の再生画面サイズを拡大

・縮小することによって、映像再生範囲を拡大・縮小し、又は上記映像再生範囲の画面の
縦横の再生画面サイズを一定とし、再生画面上に再生される全方位映像自身をズームアッ
プ・ズームインして、同時に上記地図経路上の誘導矢印を基点とする上記扇型地図視認範
囲表示の扇型角度の広狭の制御を可能とする

上記地図画面の経路上を進行する誘導矢印は、該進行地点から、予め選択された経路上
又は選択されていない経路上の別の地点に飛び越えて移動するように選択操作が可能であ
り、該飛び越えた地点から、上記誘導矢印の移動表示が開始されるとともに、道路通行視
覚全方位映像の再生が制御される

上記誘導矢印が、予め選択された経路又は選択されていない経路上からずれた地点に飛
び越えて移動操作された場合は、該地点の直近の経路上の地点から誘導矢印の移動表示が
開始されるとともに、道路通行視覚全方位映像の再生が制御される

上記交差点に係る道路通行視覚全方位映像のファイルは、一つの交差点毎に左折、直進



ことを特徴とする請求項２
～６のいずれか１項に記載の地図誘導全方位映像システム。
【請求項８】
　

ことを特徴とする請求
項７に記載の地図誘導全方位映像システム
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インターネット等の通信回線を利用する地図データ紹介システムに関し、より
詳細には、利用端末において、検索した地域地図画面上での誘導矢印による誘導に沿って
地図画面上を進行すると、それに同期して、実際にその道路を通行した際に見える道路通
行視覚全方位映像を表示するシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インターネット等の通信回線の発達に伴い、インターネット上で地図を検索できる
システムが利用されている。このインターネット等の通信回線を利用して詳細な地図情報
の提供は、地図画像の提供とともに、静止画、３ＤＣＧ、テキストデータでの解説による
方法が行われている。
【０００３】
さらに、インターネットを通じ、ニュースや音楽、観光情報や交通案内を映像で配信する
ことも行われている。他方、地図画面上を誘導するシステムとしては、衛星通信を使用し
たカーナビゲーションがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来のインターネットによる地図や情報の提供は、地図は検索されて
も、その地図画面上において出発地から目的地への道路を探査して矢印で案内することや
、あるいは、地図画面上の道路に沿って街路や風景等の全方位映像を地図画面上での進行
に合わせて見ることはできず、地図と各種情報は夫々ばらばらに提供されるものにすぎな
かった。
【０００５】
確かに、地図画面上を誘導するシステムとして、衛星通信を使用したカーナビゲーション
が発達しているが、このカーナビゲーションシステムでは、利用者が実際に地図画面上の
地点にいないと利用できないものである。その場所に実際にいかないで、地図画面上での
道路の誘導や全方位映像により周辺の事情を知るようなことはできない。
【０００６】
そこで、本発明は、利用者が実際にその場所に行かなくても所望の地域の地図を検索して
地図画面を利用端末上で表示し、その地図画面上において、出発地から目的地までの道路
や街路の状況、道路沿いの商業事情、街の様子、観光、風景等を、実際にその道路を通行
し、その町を訪問したのと同じような臨場感をもって擬似体験することができ、その地域
の商業調査、不動産調査等ビジネス上はもちろんのこと観光等趣味や防災のうえでも極め
て有用なシステムを実現することを課題とするものである。
【０００７】
即ち、利用者が実際にその場所に行かなくても所望の地域の地図を検索して地図画面を利
用端末上で表示し、その地図画面上において、出発地から目的地までの道路の探索が可能
であり、しかも地図画面上で道路に沿って進行すると、その進行速度に同期して、その道
路を実際に通行した際に見ることのできる予め撮影した道路通行視覚全方位映像が再生さ
れ、再生された全方位映像の任意に選択された方向の再生映像に同期した地図画面上の視
認範囲を表示し、全方位映像再生範囲と地図視認範囲を変更して見ることもできるシステ
ムを実現しようとすることを課題とするものである。
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、右折、戻りの４つの道路通行視覚全方位映像ファイルがある

上記交差点に係る４つの道路通行視覚全方位映像ファイルは、上記交差点における左折
、直進、右折、戻りの選択される前に同時に映像として表示される



【０００８】
インターネットを利用した通信によって目的の地域地図を検索し、この地図画面上で出発
地から目的地を自由に選択する場合、出発地を同一としても選択される目的地は地域を限
定した場合でも無数になり、又目的地に行く経路も幾通りもあり、出発地から目的地まで
の道路通行視覚全方位映像を通して提供することは、その撮影する作業量やデータ量が天
文学的な膨大な量となり、撮影作業が不可能だけでなく、サーバーのデータ許容量に限界
がある。
【０００９】
また、走行した車からの運転手の視線映像は、道路上の前方向の映像でありその撮影した
映像をインターネットを利用した通信によって見ようとする場合、方向を任意に選択し、
側面や後方を見ている映像を実際に首を回して見るように全方位の映像を再生することは
できない。
【０００１０】
本発明は、このような問題を解決することを目的としており、このために、地図画面にお
ける道路を、交差点から交差点までの道路ブロック毎に道路ブロック番号を付与する構成
とすることで、出発地から目的地までの経路は、予め出発地から目的地を指定してこれら
の道路ブロックを探査して組み合わせた経路を案内表示するか、あるいは利用者が交差点
毎に左折、直進、右折、戻りを選択して道路ブロックを選択することができ、さらに進行
速度もブロック毎に、選択指定し、変えることもでき、又一時停止中や経路上を進行中の
誘導矢印が飛び越えて移動するという移動地点の変更も可能な柔軟性ある道路誘導システ
ムとあらかじめ撮影された道路ブロックごとの道路通行視覚全方位映像を進行中の矢印誘
導と地図視認範囲表示に同期させる全方位映像再生システムを兼ね備えた地図誘導全方位
映像システムを実現することを課題とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記課題を解決するために、複数の利用端末と、該複数の端末に通信ネットワー
クを介して接続され、地図検索部、地図データ記憶部、位置座標データ記憶部、地図位置
指定・視認範囲入力部、地図経路探査部、地図誘導処理部、映像検索部、全方位映像デー
タ記憶部、全方位映像再生処理部、移動・再生時間制御部、地図視認範囲処理部、全方位
映像再生範囲処理部、視認範囲・映像再生制御部、再生映像操作部、地図誘導・映像出力
部を有する地図・映像情報処理サーバーとを備えた地図誘導全方位映像システムであって
、上記地図検索部は、上記利用端末から送信された所望の地図の検索入力に基づいて、地
図データ記憶部から上記所望の地図を検索して、上記利用端末に送信して表示可能とし、
上記地図経路探査部は、上記表示された地図画面上での、目的地に向かうための経路デー
タを探索するとともに、該経路データを上記映像検索部及び地図誘導処理部に送り、上記
映像検索部は、上記経路データに基づいて、上記全方位映像データ記憶部から上記経路に
対応する道路通行視覚全方位映像ファイルを検索するとともに、検索した道路通行視覚全
方位映像ファイルを全方位映像再生処理部に送り、全方位映像再生処理部は、上記道路通
行視覚全方位映像ファイルを再生し、全方位映像再生範囲処理部は、全方位再生映像の選
択された再生範囲を映像画面上に表示し、視認範囲・映像再生制御部は、地図経路上の地
図視認範囲表示を制御し、
地図誘導処理部は、上記経路データに基づいて、上記地図画面上に誘導矢印を表示すると
とともに、上記地図画面上での誘導矢印に合わせて上記道路通行視覚全方位映像の再生を
制御する地図誘導処理データを生成し、
地図視認範囲処理部は、上記地図画面上での誘導矢印を基点とし、上記地図画面上に扇型
に地図視認範囲を表示し、扇形地図視認範囲表示の操作変更により全方位映像の再生範囲
を制御し、
地図経路上の矢印誘導と同期した全方位映像の再生と全方位映像の視認範囲を誘導矢印上
に同時に表示することを特徴とする地図誘導全方位映像システムを提供する。
【００１２】
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上記地図画面上の道路は、二つの交差点間の道路ブロックが複数組み合わされて構成され
ており、上記道路ブロックは、夫々道路ブロック番号が付されており、しかも上記道路ブ
ロック毎に道路通行視覚全方位映像ファイルが全方位映像データ記憶部に記憶されており
、上記地図画面上の交差点は、夫々交差点番号が付されており、しかも上記交差点毎に道
路通行視覚全方位映像ファイルが全方位映像データ記憶部に記憶されており、上記経路デ
ータは、選択された経路に係る複数の上記道路ブロック及び交差点の組み合わせられたも
のであることを特徴とする。
【００１３】
上記経路データは、地図画面上で出発地と目的地を選択することにより、上記地図経路探
査部が探査した複数の上記道路ブロック及び交差点の組み合わせられたものであることを
特徴とする。
【００１４】
上記経路データは、地図画面上で進行しながら選択することにより、上記地図経路探査部
が探査した複数の上記道路ブロック及び交差点の組み合わせられたものであることを特徴
とする。
【００１５】
地図誘導処理部は、上記経路データ及び上記利用端末で指定される上記経路に沿って進む
進行速度に基づいて、上記地図画面上に誘導矢印を移動表示するとともに、上記地図画面
上での誘導矢印の進行に合わせて上記道路通行視覚全方位映像の再生を制御する地図誘導
処理データを生成することを特徴とする。
【００１６】
上記地図画面の経路上を進行する誘導矢印は、該進行地点から、予め選択された経路上又
は選択されていない経路上の別の地点に飛び越えて移動するように選択操作が可能であり
、該飛び越えた地点から、上記誘導矢印の移動表示が開始されるとともに、道路通行視覚
全方位映像の再生が制御されることを特徴とする。
【００１７】
上記誘導矢印が、予め選択された経路又は選択されていない経路上からずれた地点に飛び
越えて移動操作された場合は、該地点の直近の経路上の地点から誘導矢印の移動表示が開
始されるとともに、道路通行視覚全方位映像の再生が制御されることを特徴とする。
【００１８】
上記交差点に係る道路通行視覚全方位映像のファイルは、一つの交差点毎に左折、直進、
右折、戻りの４つの道路通行視覚全方位映像全方位ファイルがあることを特徴とする。
【００１９】
上記交差点に係る４つの道路通行視覚全方位映像ファイルは、上記交差点における左折、
直進、右折、戻りの選択される前に同時に映像として表示されることを特徴とする。
【００２０】
地図視認範囲処理部は、上記地図画面の経路上を進行する誘導矢印の位置に同期
し、誘導矢印上を基点とする扇型地図視野範囲を表示し、扇型地図視野範囲表示は
全方位再生映像の視野範囲を制御することを特徴とする。
【００２１】
上記扇型地図視野範囲表示は、上記地図データのレイヤーとして画面表示され、画面の経
路上で全方位映像再生範囲に同期し、扇型地図視野範囲表示自身が右回転・左回転するこ
とにより、扇型地図視野範囲表示の方向を変更可能とすることを特徴とする。
【００２２】
上記扇型視野範囲表示は、全方位映像再生範囲処理部の再生範囲画面の横幅の拡大・縮小
により、視認範囲である扇型表示の扇型角度の広狭が制御されることを特徴とする。
【００２３】
上記扇型視野範囲表示は、全方位映像再生範囲処理部の映像再生範囲画面の再生映像のズ
ームアップ・ズームインにより、視認範囲である扇型表示の扇型角度の広狭が制御される
ことを特徴とする。
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【００２４】
全方位映像再生範囲処理部は、全方位再生映像の選択した方向の映像再生範囲の再生映像
を映像再生範囲画面に表示し、上記地図経路上の上記扇型視野範囲表示を制御することを
特徴とする。
【００２５】
上記映像再生範囲画面は、縦の画面サイズを一定とし横の再生画面サイズを拡大・縮小の
映像操作することにより、再生視野範囲画面の拡大・縮小を可能とし、上記扇型視野範囲
表示の扇型角度の広狭を制御することを特徴とする。
【００２６】
上記映像再生範囲画面は、縦横の再生画面サイズを一定とし、再生画面上に再生される映
像をズームアップ・ズームインすることによって、被写体影像の拡大・縮小と同時に実際
に見える映像視野範囲の縮小・拡大を可能とし、上記地図経路上の上記扇型視野範囲表示
の扇型角度の広狭を制御することを特徴とする。
【００２７】
【発明の実施の形態】
本発明に係る地図誘導全方位映像システムの実施の形態を実施例に基づいて図面を参照し
て以下説明する。図１は、本発明に係る地図誘導全方位映像システムの実施例の全体構成
を示すものである。この地図誘導全方位映像システムは、通信ネットワークであるインタ
ーネットに接続された利用端末と地図・映像情報処理サーバーとから構成される。
【００２８】
利用端末は、入出力インターフェース、ＣＰＵ、記憶装置等（以上、特に図示せず）を備
えており、入力部（入力装置）及び表示部（表示装置）が付設された通常のパソコンであ
る。
【００２９】
地図・映像情報処理サーバーは、地図検索部、地図データ記憶部、位置座標データ記憶部
、地図位置指定入力部、地図経路探査部、地図誘導処理部、映像検索部、全方位映像デー
タ記憶部、全方位映像再生処理部、移動・再生時間制御部、地図視認範囲処理部、全方位
映像範囲処理部、視認範囲・映像再生制御部、地図誘導・映像出力部とを備えている。
【００３０】
地図検索部は、利用端末で利用者が入力し、地図・映像情報処理サーバーの地図位置指定
入力部に入力された所望の地点についての検索指令を受けて、位置座標データ記憶部で地
名から座標データを検索し、これに基づき地図データ記憶部から地図画像データを検索し
て抽出し、利用端末に送り、表示部で表示するものである。
【００３１】
位置座標データ記憶部は、地名と位置座標との対応データを記憶しており、さらに位置座
標と道路ブロック番号、位置座標と交差点番号との関係データも記憶している。道路ブロ
ック番号とは、ある地域の道路の交差点から交差点の道路ブロック毎に付与された番号で
ある。交差点番号とは、交差点に対して付与された番号である。
【００３２】
ここで、交差点とは、十字路、丁字路等いろいろあるが、複数の路が交差する交差部であ
ればよい。又、交差点は、小さい交差点から大きな交差点までいろいろあるが、どの程度
の交差点の規模にするかは、使用目的（自動車用の案内、徒歩観光用の案内等）、対象地
域の規模（広域か市街地等狭域）等の諸要素により適宜設定される。
【００３３】
地図データ記憶部は、地図画像データを記憶しており、地図検索部が検索し指定する位置
座標データに基づいて、その位置が含まれた地域の地図を地図検索部に出力し、利用端末
に送信するものである。
【００３４】
地図位置指定入力部は、利用端末の入力部に入力された指定データを入力して地図経路探
査部に出力するものである。指定データとは、利用者が地図画面上でいろいろ選択して指
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定するデータであり、例えば、出発地と目的地の指定データ、交差点の右折、左折、直進
、戻り等の交差点選択データ、利用者の地図画面上の道路ブロックに対する進行速度の選
択データ等が含まれる。
【００３５】
さらに、指定データには、出発地から目的地までの経路が予め指定（選択され決定）され
ている場合に、当該経路上の誘導矢印をその進行地点（その経路上における進行中又は停
止地点。）からその経路上で別の地点（すでに通過した地点に戻る場合も含む。）に非連
続的に移動させた時、要するに飛び越えて移動させた時の誘導矢印が位置する地点の変更
データが含まれるとともに、又出発地から目的地までの経路が予め指定（選択され決定）
されていない場合に、誘導矢印を現在進行している経路から別の地点に飛び越え（すでに
通過した地点に戻る場合も含む。）て移動させた時の誘導矢印が位置する地点の変更デー
タ等が含まれる。
【００３６】
地図経路探査部は、地図位置指定入力部から送られた指定データに基づいて探査、検索を
行うものであり。例えば、利用者による検索地域の指定に対して地図検索部で検索され利
用端末に表示されているある地域、例えば千代田区の地図画面上で、利用者が出発地東京
駅から目的地霞ヶ関ビルをクリックして指定すると、地図経路探査部は、地図検索部経由
で位置座標データ記憶部から、東京駅から霞ヶ関ビルまでの経路を１又は２以上探査し、
その経路の一連のブロック番号及び交差点番号の組み合わせた経路データを出力する。
【００３７】
さらに、地図経路探査部は、利用者が、例えば千代田区の地図画面上で道路に沿って進行
しながら、交差点において左折又は右折の選択指定を行った場合に、その選択して向かう
方向の道路ブロック番号も探査し、これを映像検索部に送る。このような機能を利用すれ
ば、出発地さえ指定すれば、利用者が地図を見ながら、交差点で左折、直進又は右折を選
択して、道路ブロックを適宜選択することによって経路を選択しても目的地に到達するこ
ともできる。
【００３８】
さらに、地図経路探査部は、上記のように予め指定されて探査された経路の一連のブロッ
ク番号及び交差点番号の組み合わせた経路データ上の、又は予め指定されていないブロッ
クごとの経路データ上の任意の一地点（経路上にはないがその経路からマウス操作による
ぶれの範囲ですこしはずれた任意の一地点も含む。）を探査することが可能であり、例え
ば、東京駅から霞ヶ関ビルまでの経路上の任意の一地点を探査し、その地点から霞ヶ関ビ
ルまでの経路探査をすることもできる。
【００３９】
例えば、東京駅（出発地）から霞ヶ関ビル（目的地）までの経路が指定されており、当該
経路上を進行中に、誘導矢印をその経路上の別の地点に飛び越えて移動（非連続的に移動
）させた時の当該移動地点（上記経路上の別の地点。）から霞ヶ関ビルまで経路を探査し
て進行を継続することもできる。なお、上記別の地点はマウスで指定する場合に少しぶれ
ることもあるので、誘導矢印が経路上から少し外れた点に飛び越えて移動させた時の当該
移動地点も含み、その場合は、その直近の指定された経路上の地点から霞ヶ関ビルまで経
路を探査して進行を継続することができる。
【００４０】
さらに、出発地である東京駅から目的地である霞ヶ関ビルに進む場合予め経路を指定する
ことなく、経路は進行しながら交差点で進行方向を選択して決める場合に、ある経路上を
進行中に、誘導矢印を予め指定されていない経路上の別の地点（上記同様にその経路上か
ら少し外れた地点も含む。）に飛び越えて移動（非連続的に移動）させた時の移動地点か
らの霞ヶ関ビルに向かう経路を探査して進行を継続することもできる。
【００４１】
この地図誘導全方位映像システムでは、利用者が端末で指定する進行速度は、道路ブロッ
ク毎に適宜選択し、道路ブロック毎に変更することができるが、このデータは、利用者の
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端末から地図位置指定入力部で入力されて、地図経路探査部に送られる。そして、このデ
ータは地図経路探査部から地図誘導処理部に送られる。
【００４２】
映像検索部は、地図経路探査部から経路データを受けて、これに基づいて全方位映像デー
タ記憶部に記憶されている道路通行視覚全方位映像ファイルを呼び出して、全方位映像再
生処理部に送る。
【００４３】
全方位映像データ記憶部は、複数の道路ブロック番号及び交差点番号に夫々対応した道路
通行視覚全方位映像ファイルが記憶されている。交差点に係る道路通行視覚全方位映像の
ファイルは、一つの交差点毎に左折、直進、右折、戻りの４つの道路通行視覚全方位映像
ファイルがある。この道路通行視覚全方位映像は、実際にその道路を通行すると視認でき
る映像と同じ映像であり、道路の両側の商店、町並み、風景、観光スポット、名所等が映
し出される全方位映像である。
【００４４】
この道路通行視覚全方位映像は、予め自動車や徒歩でその道路を適当な速度（撮影速度）
で進行しながら全方位撮影カメラで撮影したデジタル動画映像として撮影したデジタル全
方位映像で、下方の一点を中心として円形に撮影されるカメラにより撮影される円形全方
位映像の３６０度にデジタル水平展開された水平全方位映像ファイル又は多眼レンズを使
用した多方向同時撮影映像で、連続に繋ぎ合わされる水平全方位映像ファイルであり、全
方位映像データ記憶部にデータベース化される。
【００４５】
全方位映像再生処理部は、映像検索部で検索された道路通行視覚全方位映像ファイルを受
けて、その３６０度の全方位映像を水平画面として再生され、全方位映像再生範囲処理部
を介し、
地図誘導・出力部を介して利用端末に道路通行視覚全方位映像を送信し、表示部に表示さ
せるものである。この場合、再生映像ファイルの切換、再生速度の調整（映像送りの時間
制御で行う。）等の具体的な再生機能は、移動・再生時間制御部により制御され、全方位
映像再生範囲処理部により全方位映像の見たい部分の選択した画面を表示する。
【００４６】
地図誘導処理部は、地図探査部で探査された経路データに基づいて誘導矢印（ポインタ）
を生成する。又、地図誘導処理部は、交差点における選択指定についても、同様にその選
択結果探索された経路データ（交差点における左折、右折等の選択データ、交差点から次
に進行する道路ブロック番号等）に基づいて誘導矢印に係るデータを生成する。
【００４７】
又、経路データに基づいて生成された誘導矢印（ポインタ）は、現在指示する地点から予
め指定された経路上の任意の別の地点に変更することにより、又は予め指定されていない
経路上の任意の別の地点に変更することにより、その変更地点へ飛び越えて再生成する。
これらの誘導矢印に係るデータは、後述するように、これを地図誘導・映像出力部を介し
て利用端末に送信し、表示部の地図画面上の該当個所に進行方向の誘導矢印を表示する。
【００４８】
さらに、利用者が端末で指定する進行速度に係る操作データは、地図位置指定・視認範囲
入力部及び地図経路探査部を介して地図誘導処理部に入力される。この操作データは、後
述するように、誘導矢印の地図画面上の移動速度を制御し、又道路通行視覚全方位映像の
再生速度（時間）を制御するものとなる。
【００４９】
結局、利用者が端末で指定した出発地、目的地、交差点での選択等に係る入力データ、及
び誘導矢印の地点を飛び越えて移動した場合の誘導矢印の位置の変更データが、地図位置
指定・視認範囲入力部を介して地図経路探査部で処理されて経路データとして地図誘導処
理部に入力され、又、利用者が同様に端末で指定した進行速度に係る操作データも地図位
置指定・視認範囲入力部及び地図経路探査部を介して地図誘導処理部に入力され、これら
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のデータが処理により、地図画面上で誘導矢印が付された経路や進行状態、さらに進行速
度、経路上を進行中の誘導矢印の飛び越えによる位置の変更等を含む地図誘導処理データ
として生成される。
【００５０】
移動・再生時間制御部は、この地図誘導処理データに基づいて、道路通行視覚全方位映像
ファイルの切換制御を行い、特に地図画面上の道路ブロック毎に利用者により選択指定さ
れた進行速度に基づいて道路通行視覚全方位映像の再生スピードの制御を行う。又、利用
者の端末による地図画面での一時停止操作に応じて、道路通行視覚全方位映像の一時停止
も行う。
【００５１】
全方位映像再生範囲処理部は、上記全方位映像処理部により再生された全方位映像の道路
進行方向の映像範囲を再生するとともに、再生映像操作部からの全方位映像再生範囲変更
操作信号により、全方位映像の再生範囲変更を処理する。また、
全方位映像再生範囲は、視認範囲・映像再生制御部により制御され、上記地図画面上に表
示される誘導矢印を基点とした全方位映像の扇型地図視認範囲に同期する。
【００５２】
地図視認範囲処理部は、上記地図画面上に表示される誘導矢印を基点とした全方位映像の
道路進行方向の視認範囲を扇型に上記地図画面上に表示するとともに、地図位置指定・視
認範囲入力部から変更入力される地図視認範囲を、扇型に上記地図画面上に変更表示の処
理をする。扇型地図視認範囲は、視認範囲・映像再生制御部により制御され、全方位映像
再生範囲に同期する。
【００５３】
地図誘導・映像出力部は、地図誘導処理部からの信号を地図視認範囲処理部を経由して、
地図画面上の誘導のための誘導矢印に係る信号と扇型地図視認範囲に係る信号を利用端末
に出力し送信する。又地図誘導・映像出力部は、全方位映像再生処理部で再生された全方
方位映像デジタル情報と全方位映像再生範囲情報を利用端末に送信する。
【００５４】
（作用）
以上の構成から成る本発明に係る地図誘導全方位映像システムの作用を説明する。本発明
に係る地図誘導全方位映像システムを利用して出発地から目的地まで進む場合に、その経
路を確定するためには次の二つのタイプがある。
【００５５】
（１）予め出発地点と目的地点を地図画面上でクリックして経路を決定する（本明細書で
は「地図連続誘導型」という）。
（２）予め目的地点を指定して経路を確定することなく、地図画面上で道路を進行しなが
ら交差点で左折、右折、直進、戻りのいずれかを選択して、進行しながら道順を選択して
目的地に到達する（本明細書では「地図各地点選択型」という）。以下、これらの二つに
ついて、作用を夫々説明する。
【００５６】
まず、予め出発地点と目的地点を地図画面上でクリックして道順を決定する地図連続誘導
型について説明する。図２は、地図連続誘導型を説明する図であり、図３は、その操作を
説明するフローチャートである。図４は、全方位映像の再生フロー図である。図５は、全
方位映像再生範囲と地図視認範囲の制御関係図である。図６は、利用者端末画面における
全方方位映像操作イメージ図である。図７は、全方位映像再生範囲と地図視認範囲の変更
フローチャートである。図８は、映像の再生視野範囲画面で、縦幅を一定として、横幅を
拡大・縮小した場合の映像再生範囲イメージ図である。図９は、映像の再生視野範囲画面
で、縦・横幅を一定としてズーム・イン及びズームアウトした場合の映像再生範囲イメー
ジ図である。図２において、ある地域の地図画面上で、地点Ａ（座標７、３）にある駅か
ら地点Ｇ（座標１２、１４）にある学校まで行く場合について説明する。
【００５７】
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端末利用者は、端末をインターネットに接続して、目的とする地域の地図を検索する。そ
のために地図検索モードとして、出発地点である駅、例えば東京駅と入力して、これを地
図・映像情報処理サーバーに送信する。
【００５８】
これを受けて、地図・映像情報処理サーバーの地図検索部は、位置座標データ記憶部でそ
の東京駅の位置座標を検索して、この位置座標により地図データ記憶部から東京駅周辺の
地域の地図を抽出する（図３（イ））。そして、この目的地域の地図を利用端末に送信し
て表示部に表示する（図３（ロ））。
【００５９】
表示された地図は、図２に示すような画像（但し、座標表示は特にされていない。）であ
る。この図２に示す地図画面上において、出発地点Ａ（駅）と目的地点Ｇ（学校）をマウ
スでクリックすることで地図の座標軸上の位置を指定して入力し（図３（ハ））、これを
地図・映像情報処理サーバーに送信する。
【００６０】
すると、これを受けて、地図・映像情報処理サーバーの地図経路探査部は、地図検索部を
介して出発地点Ａ（駅）と目的地点Ｇ（学校）の位置座標間にある道路ブロック番号及び
交差点番号を探査する。この探査の結果、図２における道路ブロック番号▲１▼、▲２▼
、▲３▼及び交差点番号▲１▼ '－Ｘ、▲２▼ '－Ｘが探査され、これが出発地点Ａ（駅）
から目的地点Ｇ（学校）までの経路データとして確定される（図３（ニ））。なお、交差
点番号は、直進はＸが、左折はＷ、右折はＹと、戻りはＺと、夫々進路符号が付与される
と、上記のように進路符号付きの交差点番号となる。
【００６１】
そして、経路データは、映像検索部及び地図誘導処理部に送られる。映像検索部では、こ
の経路データに含まれる道路ブロック番号▲１▼、▲２▼、▲３▼及び交差点番号▲１▼
'－Ｘ、▲２▼ '－Ｘに基づいて、道路ブロック番号及び交差点番号に対応する道路通行視
覚全方位映像（デジタル映像データ）ファイルが検索・抽出される（図３（ホ））。
上述したとおり、交差点に係る道路通行視覚全方位映像のファイルは、一つの交差点毎に
左折、直進、右折、戻りの４つの道路通行視覚全方位映像ファイルがある。即ち、４つの
交差点番号▲１▼ '－Ｗ、▲１▼ '－Ｘ、▲１▼ '－Ｙ、▲１▼ '－Ｚ毎に道路通行視覚全方
位映像ファイルがある。そして、これらの４つの道路通行視覚全方位映像ファイルが上記
経路データに含まれる交差点番号に応じて上記のように検索・抽出されて全方位映像再生
処理部に送られる。
【００６２】
なお、映像検索部に記憶されている道路通行視覚全方位映像ファイルは、予め自動車や徒
歩でその道路を適当な速度（撮影速度）で進行しながら全方位撮影カメラで撮影したデジ
タル動画映像として撮影したデジタル円形の映像（図４の▲１▼）を、予めコンピュータ
ーで円形映像を図４の▲２▼のように水平に展開したものであり、３ 6０度の映像を横長
の長方形の映像ファイルに加工したものである。図４の▲２▼における横長の長方形の映
像の a１から a２までの範囲は、３６０度の全方位映像である。
【００６３】
ところで、利用者は、表示部に表示された地図画面を見ながら、これから進行すべき道路
ブロック▲１▼、▲２▼、▲３▼における進行速度をマウスやキーボード等を操作して選
択指定する。進行速度は、基本的にはブロック毎に選択され指定されるが、利用者は出発
の際に、道路ブロック▲１▼に係る進行速度を指定しておけば、途中進行速度を変更しな
い限り、道路ブロック▲２▼、▲３▼もその速度が選択されることとなる。
【００６４】
指定された進行速度に係る操作データが、地図・映像情報処理サーバーに送られ、地図位
置指定入力部、地図経路探査部を通して地図誘導処理部に送られる。地図誘導処理部は、
地図経路探査部から送られた経路データとこの進行速度に係る操作データに基づいて、地
図画面上の道路ブロック及び交差点に沿って指定された道順及び進行速度で移動する誘導
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矢印（ポインタ）を表示する地図誘導処理データを作成する。
【００６５】
地図誘導処理部は、地図誘導処理データを、地図視認範囲処理部を経由して地図誘導・映
像出力部に送り、そこから利用者端末に送信する。同時に、地図誘導処理部は、地図誘導
処理データを移動・再生時間制御部に送信する。移動・再生時間制御部は、地図誘導処理
データに基づいて、移動・再生時間の同期化を図る。即ち、移動・再生時間制御部は、道
路ブロック番号▲１▼、▲２▼、▲３▼及び交差点番号▲１▼ '－Ｘ、▲２▼ '－Ｘに対応
した道路通行視覚全方位映像ファイルから、地図上の誘導矢印の移動と合わせた（同期し
て）映像が再生されるように、全方位映像再生処理部を制御して、道路通行視覚全方位映
像を 4図の▲２▼のように横長の長方形の全方位映像とし再生する。
【００６６】
全方位映像再生範囲処理部は、上記のように、横長の長方形の全方位映像として再生され
た映像のうち、実際に映像再生画面上に表示され再生範囲を処理する。（図４の▲３▼）
すなわち、再生される全方位映像は、横長の長方形の全方位映像（図４の▲３▼の a１か
ら a２の範囲）であり、その全方位映像の一部の範囲（ b１から b２）が
映像の再生画面（図４の▲４▼の c１から c２の範囲）として表示される。
また、同時に全方位映像再生範囲処理部で処理された映像の再生範囲は、視認範囲・映像
再生制御部で地図上の視認範囲が制御される。図５において、ある地域の地図画面上のＸ
地点と X地点のまわりに、役所と学校と公園がある場合について説明する。図５において
、 X地点の全方位映像は、 a1から a2の横長の長方形の範囲である。
全方位映像中の一部範囲に役所が再生されている画面 A(再生範囲 b１からｂ２ )は、視認方
向・映像再生範囲制御部の同期により、地図画面上のＸ地点の誘導矢印を基点とし、役所
方向を向いた扇型地図視認範囲表示（ b1から b2の範囲Ａ）を地図画面上に表示し、地図誘
導・映像出力部から利用者端末に送信する。
（図３（リ）～（ヲ））。
【００６７】
これにより、利用者の端末では、地図画面上の出発地から目的地までの道路ブロック▲１
▼、▲２▼、▲３▼及び交差点▲１▼’、▲２▼’に沿って指定された進行速度で移動す
る誘導矢印と、この誘導矢印の移動速度に合わせて再生された道路通行視覚全方位映像を
表示することができる。
【００６８】
ところで、「地図連続誘導型」において、一旦、出発地から目的地までの矢印誘導と全方
位映像の再生が開始された後にその経路上の X地点で、全方位映像再生範囲及び地図視認
範囲を変更とする場合について説明する。なお、全方位映像再生範囲及び地図視認範囲の
変更は、図１のように再生映像操作部からの入力と地図位置指定・視認範囲入力部からの
入力の２つの方法で可能である。
【００６９】
再生映像操作部により、映像再生範囲と視認範囲を変更する場合は、利用者端末の入力部
から再生映像操作部に映像範囲の変更内容を入力し (図７（イ） )、全方位映像再生範囲処
理部に変更データが送られ、再生範囲の変更が決定され（図７（ロ））、その信号が視認
範囲・映像再生制御部により制御され、視認範囲が地図画面上に表示される。（図７（ホ
）（へ））　より、具体的には、図５において、 X地点の全方位映像において画面表示を
映像 A（ b1から b2の範囲で役所の映像）から　 B (c1から c2の範囲で公園の映像 )に変更し
た場合、利用者端末に表示される X地点地図画面上の誘導矢印を基点とした扇型地図視認
範囲は、画像レイヤー A(b1か b2の範囲で地図上の役所方向を指している。 )から、 X地点を
基点として右回りに軌道を描き、画像レイヤー B（ c1から c2の範囲で公園方向を指してい
る。）に変更される。なお、利用者端末からの映像範囲の変更入力は、より具体的には、
図６の利用者端末表示画面において、映像の操作ボタン記号 (A)「左回転」記号 (B)「右回
転」をそれぞれに操作するか、映像再生画面（ a1から a2の範囲）の画面上を左・右へのマ
ウスドラック操作により可能である。
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【００７０】
なお、再生映像操作部は、映像再生範囲画面の縦の画面サイズを一定とし、横の再生画面
サイズを拡大・縮小することによって、映像再生範囲の拡大・縮小を可能とし、同時に上
記地図経路上の誘導矢印を基点とする上記扇型地図視認範囲表示の扇型角度の広狭を制御
し、同時に表示することが可能である。より、具体的には、利用者端末表示画面の図６に
おいて、操作ボタン記号（ I）再生横幅拡大を押すと、図８の映像再生画面範囲 A（画面範
囲 a1から a2）から映像再生画面範囲 B （ b1から b2）へと映像再生画面が拡大する。
このように、映像再生画面が拡大されると、その信号が視認範囲・映像再生制御部により
制御され、図８の地図表示画面のＸ地点を基点とした扇型地図視認範囲（ a1から a2）が、
視認範囲が拡大されたあらたな扇型地図視認範囲（ b1から b2）として表示される。
【００７１】
次に、利用者端末表示画面図６において、操作ボタン記号（Ｊ）再生横幅縮小を押すと、
図８の映像再生画面 A（画面範囲 a1から a2）から映像再生画面 C （ c1から c2）へと映像再
生画面が縮小する。
このように、映像再生画面が縮小されると、その信号が視認範囲・映像再生制御部により
制御され、図８の地図表示画面のＸ地点を基点とした扇型地図視野範囲（ a1から a2）が、
視認範囲が縮小されたあらたな扇型地図視野範囲（ｃ 1からｃ 2）として表示される。
【００７２】
また、再生映像操作部は、縦横の再生画面サイズを一定とし、再生画面上に再生される全
方位映像自身をズームアップ・ズームインすることによって、上記地図経路上の誘導矢印
を基点とする上記扇型地図視野範囲表示の扇型角度の広狭を制御し、同時に表示すること
が可能である。より、具体的には、利用者端末表示画面の図６において、操作ボタン記号
（ C）「ズームイン」を押すと、図９の映像再生画面 D（画面範囲 d1から d2）から映像再生
画面 E（ e1から e2）へと、見ている映像の対象物が拡大して再生される。このように、画
面サイズを一定として見ている対象物が拡大表示されると実際の視野範囲は狭くなり、そ
の信号が視認範囲・映像再生制御部により制御され、図９の地図表示画面のＸ地点を基点
とした扇型地図視野範囲（ d1から d2）が、視野範囲が縮小されたあらたな扇型地図視野範
囲（ e1から e2）として表示される。
【００７３】
同様に、利用者端末表示画面図６において、操作ボタン記号 (D)「ズームアウト」を押す
と、図９の映像再生画面 D（画面範囲 d1から d2）から映像再生画面 F（ f1から f2）へと、見
ている映像の対象物が縮小して再生される。このように、画面サイズを一定として見てい
る対象物が縮小表示されると実際の視野範囲は広くなり、その信号が視認範囲・映像再生
制御部により制御され、図９の地図表示画面のＸ地点を基点とした扇型地図視野範囲（ d1
から d2）が、視野範囲が拡大されたあらたな扇型地図視野範囲（ｆ 1からｆ 2）として表示
される。
【００７４】
次に、地図位置指定・視認範囲入力部からの入力は、利用者端末から地図位置指定・視認
範囲入力部に地図上の扇型地図視認範囲の変更を入力し（図７（ハ））、その信号により
、地図視認範囲処理部で扇型地図視認範囲の変更を決定し（図７（ニ））、さらに視認方
向・映像再生範囲制御部で同期化され、全方位映像再生範囲処理部で再生範囲が変更再生
される。（図７（ホ）（へ））より具体的には、図５において、地図視認範囲処理部の X
地点地図画面において、 X地点を基点とする誘導矢印上の扇型地図視認範囲画像レイヤー A
(b1から b2の範囲で地図上の役所方向を指している。 )を、 X地点を基点として右回りにマ
ウスドラッグし、扇型地図視認範囲画像レイヤー B（ c1から c2の範囲で公園方向を指して
いる。）に移動変更すると、地図視認範囲処理部で変更を決定し、その信号が視認範囲・
映像再生制御部で制御され、全方位映像の再生範囲を図５の X地点全方位映像 A（ b1から b2
の範囲で役所の映像）から B (c1から c2の範囲で公園の映像 )に変更された映像が再生され
る。
【００７５】
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ところで、道路通行視覚全方位映像は、撮影者が適当に決めた進行速度（撮影速度）の下
で撮影されたものであり、本来はその撮影速度で撮影した道路通行視覚全方位映像が再生
されるものである。しかしながら、本発明では、上記のとおり、移動・再生時間制御部が
、利用者が指定した進行速度を含む地図誘導処理データに基づいて、道路ブロック毎に指
定され道路ブロック毎に変更可能な進行速度に合わせて、全方位映像再生処理部での道路
通行視覚全方位映像の再生を速度制御することにより、地図画面上の誘導矢印の移動速度
に対応した進行速度で実際に道路を進行しているかのように道路通行視覚全方位映像を見
ることができる。
【００７６】
なお、利用者が同じブロック内で進行速度を連続的に変えることにより、地図上の誘導矢
印及び道路通行視覚全方位映像の再生速度を連続的に変えられる構成としてもよいことは
言うまでもない。
【００７７】
そして、地図画面上、誘導矢印に沿って道路ブロック▲１▼を進行し、交差点▲１▼’に
来た場合は、地図誘導処理部から、その交差点番号▲１▼’－Ｘに対応する道路通行視覚
全方位映像ファイルに切り換える指令信号が出て、これを移動・再生制御部が受けて、全
方位映像再生処理部の映像を道路ブロック番号▲１▼の道路通行視覚全方位映像から交差
点番号▲１▼ '－Ｘの道路通行視覚全方位映像に切り換える。
【００７８】
なお、上記のように交差点において、直進、左折、右折、戻り等があるが、例えば、左折
する場合は、実際に左折して撮影した道路通行視覚全方位映像が再生され、表示部に表示
されることとなり、ある道路ブロックと次の道路ブロックの交差部に移動するときも、き
わめて現実に視認する状況に近くなる。
【００７９】
さらに、交差点▲１▼’を抜けて道路ブロック▲２▼に入った場合は、同様にその道路ブ
ロック番号▲２▼に対応する道路通行視覚全方位映像ファイルに切り換える指令信号が出
て、これにより、移動・再生制御部によって全方位映像再生処理部の映像を交差点に係る
道路通行視覚全方位映像から道路ブロック番号▲２▼に対応する道路通行視覚全方位映像
に切り換える。
【００８０】
このようにして、出発地点の駅Ａから目的地学校Ｇまでの誘導矢印に沿って進行し、その
道路ブロック番号及び交差点番号に対応して、地図誘導処理部から、映像切換処理信号及
び映像速度制御信号が出て、これにより、道路ブロック番号及び交差点番号に対応して、
移動・再生制御部によって全方位映像再生処理部の映像を切換、又その再生速度を制御す
る、さらに一時停止も可能となる。
【００８１】
なお、地図画像と道路通行視覚全方位映像は表示部に同時に表示されるようにすると、利
用者は、地図画像上の道路に沿った誘導矢印の移動を確認しながら、誘導矢印の移動に対
応した地点及び速度で、実際にその道路を自動車又は徒歩で進行しているかのように、街
路や風景に関する道路通行視覚全方位映像を端末の表示部においてバーチャル的に見るこ
とができる。
【００８２】
さらに、利用者が、誘導矢印を、地図画像上の選択した経路を進行中又は停止中のある地
点から上記予め選択指定した経路上の任意の別の地点へ飛び越えて移動させ、道路通行視
覚全方位映像を飛び越えて再生したい場合には、図５のように利用者は、地図画像上の選
択した経路Ｙ路上で移動する矢印▲１▼を、経路上の任意の点である後方の経路地点▲２
▼や前方の経路地点▲３▼へ、ドラッグ及びドロップといったマウス操作やキーボード操
作により移動することにより、その地点からの矢印の移動開始とその地点からの道路通行
視覚全方位映像の再生を行うことができる。
【００８３】
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なお、図１０において、地図画像上の選択した経路Ｙ路（確定経路である経路Ｙ路）上で
移動する矢印▲１▼を、経路Ｙ路付近の経路上から少しはずれた任意の点である後方の地
点▲４▼又は前方の地点▲５▼へ、ドラッグ及びドロップといったマウス操作やキーボー
ド操作によりずれて移動しても、地点▲４▼は自動的に直近の経路地点▲２▼へ、地点▲
５▼は自動的に直近の経路地点▲３▼に移動し、その地点より誘導矢印が移動し、その地
点からの道路通行視覚全方位映像が再生される。
【００８４】
要するに、マウス操作による位置の指定がずれてしまい、誘導矢印を、予め指定した経路
上のある地点から上記経路上から少しはずれた別の地点へ飛び越えて移動させた場合でも
、この地点の直近の上記経路上の地点より誘導矢印が移動し、道路通行視覚全方位映像が
再生される。
【００８５】
次に、地図各地点選択型について説明する。図１１は、地図各地点選択型を説明する図で
あり、図１１において、ある地域の地図画面上で、地点Ａ（座標７、３）の駅から地点Ｇ
（座標１２、１４）の学校まで行く場合について説明する。
【００８６】
この地域の地図画像を利用端末の表示部に表示するまでの手順は、地図連続誘導型と同じ
であるから、その説明は省略する。地図各地点選択型の操作は、ほぼ地図連続誘導型と同
じであるが、地図各地点選択型の場合は、予め出発地及び目的地をクリックして選択して
おかない点が地図連続誘導型とは異なる。
【００８７】
地図各地点選択型では、地図連続誘導型と同様の操作で、道路ブロック▲１▼を、その道
路通行視覚全方位映像を観察しながら進行する。そして交差点▲１▼’にさしかかった時
に、利用者は、地図画面上で、左折、直進、右折、戻りのいずれかを選択して入力部に入
力する。
【００８８】
利用者が地図画面上で、左折、直進、右折、戻りのいずれかを選択して入力部に入力する
と、この選択信号は、地図位置指定入力部から地図経路探査部に入力される。地図経路探
査部で左折、直進、右折、戻りのいずれかの選択信号に基づいて、交差点番号及び次の道
路ブロックを探査する。
【００８９】
例えば、図１１では駅Ａから学校Ｇに行く場合は、交差点▲１▼’で直進を選択すると、
地図経路探査部では、その座標点、直進方向であることから、地図検索部を介して、位置
座標データ記憶部を探査して交差点番号▲１▼ '－Ｘ及び道路ブロック番号▲２▼を探査
する。従って、地図経路探査部で、経路データとして、交差点番号▲１▼ '－Ｘ及び道路
ブロック番号▲２▼が探索され、この経路データが映像検索部に送られる。
【００９０】
映像検索部では、この経路データに基づいて、まず、交差点番号▲１▼ '－Ｘに対応する
道路通行視覚全方位映像ファイルが映像データ記憶部で検索・抽出され、全方位映像再生
処理部に送られ再生される。これにより、交差点▲１▼’を実際に直進した際に見えるも
のと同じ全方位映像を見ることができる。
【００９１】
さらに引き続き、道路ブロック番号▲２▼に対応する道路通行視覚全方位映像ファイルが
検索・抽出され、全方位映像再生処理部に送られる。道路ブロック▲２▼についても、地
図画面見ながら道路ブロック番号▲２▼に対応する映像を見ながら進行する。
【００９２】
そして、交差点▲２▼’にきたら交差点▲１▼’におけると同様に左折、直進、右折、戻
りのいずれか、例えば直進を選択すれば、交差点番号▲２▼ '－Ｘ及び道路ブロック番号
▲３▼が探索され、この経路データが映像検索部に送られる。
【００９３】
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このようにして、途中の道路通行視覚全方位映像を見ながら、目的とする学校に到達する
ことができる。なお、利用者が指定した進行速度に基づいて、地図画面上の誘導矢印の移
動速度及び道路通行視覚全方位映像の進行速度や道路ブロック経路上の進行中の誘導矢印
の移動地点の飛び越えによる変更が制御される構成は、地図連続誘導型の場合と同じであ
るから、ここでは省略する。また、全方位映像再生とその操作変更及び地図経路上の誘導
矢印に同期して表示される地図視認範囲表示の操作変更処理は、地図連続誘導型の場合と
同じであるから、ここでは省略する。
【００９４】
なお、地図各地点選択型の場合、交差点▲１▼’にさしかかった時（交差点に近づいた時
点。即ち、交差点に到達する前の適宜時点）に、図６に示すように、地図画面の道路上の
左折、直進、右折、戻りについて可能な選択方向について道路上に矢印を表示するととも
に、その矢印の近傍にその方向の視覚全方位映像を表示する構成としてもよい。
【００９５】
即ち、交差点に係る道路通行視覚全方位映像のファイルは、一つの交差点毎に左折、直進
、右折、戻りの４つの映像ファイル（４つの交差点番号、例えば交差点▲１▼’について
は、▲１▼ '－Ｗ、▲１▼ '－Ｘ、▲１▼ '－Ｙ、▲１▼ '－Ｚ毎に映像ファイル）があるが
、矢印が交差点に近づいた適宜時点（交差点に到達する前の適宜時点）で、該当する交差
点に係る左折、直進、右折、戻りの４つの道路通行視覚全方位映像ファイルが、同時に全
方位映像再生処理部に送られ、地図誘導・映像出力部を介して利用者の端末に送られ、表
示部の画面の矢印の近傍に交差点に係る４つの道路通行視覚全方位映像が同時に全て表示
される。
【００９６】
このような構成とすると、利用者は、交差点に近づいた際に、左折、直進、右折、戻り方
向の道路通行視角映像の全てを見比べ観察しながら、左折、直進、右折、戻りのいずれか
を選択して入力部に入力することができる。
【００９７】
以上、本発明の地図誘導全方位映像システムを道路や町の街路案内を実施例として説明し
たが、このような街路案内だけでなく、本発明の地図に相当するものがあれば、いろいろ
な案内に適用できる。
【００９８】
例えば、博物館、図書館、博覧会用建物（メッセ）、工場等の建物内の館内見取り案内図
は、本発明の地図に相当するものであり、本発明に係る地図誘導全方位映像システムをこ
れらの建物の館内や構内の案内誘導として適用可能である。同様に自動車学校やテーマパ
ーク等の敷地案内見取り図も本発明の地図に相当するものであり、これらの敷地内の案内
誘導にも適用可能である。
【００９９】
以上、本発明に係る地図誘導全方位映像システム実施の形態を実施例に基づいて説明した
が、本発明は特にこのような実施例に限定されることなく、特許請求の範囲記載の技術的
事項の範囲内でいろいろな実施例があることはいうまでもない。さらに、カーナビと連動
も考えられ、それにより一層の利用価値が生じる。
【０１００】
【発明の効果】
以上のような構成の本発明に係る地図誘導全方位映像システムによれば、利用者が実際に
その場所に行かなくても、所望の地域の地図を検索して地図画面を利用端末上で表示し、
その地図画面上において道路に沿って進行すると、その進行速度に同期して、その道路を
実際に通行した際に見ることのできる予め撮影した道路通行視覚全方位映像が再生され、
全方位映像の映像再生範囲と地図上の視認範囲を表示して見ることができるので、出発地
から目的地までの道路や街路の状況、道路沿いの商業事情、街の様子、観光、風景等を、
実際にその道路を通行し、その町を訪問したのと同じような臨場感をもって擬似体験する
ことができ、その地域の商業調査、不動産調査等ビジネス上はもちろんのこと観光等趣味
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や防災の上でも極めて有用である。
【０１０１】
さらに、本発明に係る地図誘導全方位映像システムによれば、地図画面における道路を、
交差点から交差点までの道路ブロック毎に道路ブロック番号を付与し、出発地から目的地
までの経路は、予め出発地から目的地を指定してこれらの道路ブロックを探査して組み合
わせた経路を案内表示するか、あるいは利用者が交差点毎に左折、直進、右折、戻りを選
択して道路ブロックを選択することができ、さらに進行速度もブロック毎に、選択指定し
、変えることもでき、又一時停止も可能となるので、きわめて柔軟性がある現実に即した
道路誘導地図誘導全方位映像システムが実現されだけでなく、通行視覚全方位映像を道順
毎に撮影する手間が省け、地図・映像情報処理サーバーのデータ取扱量が膨大となること
がない等の効果が生じる。
【０１０２】
さらに、本発明に係る地図誘導全方位映像システムによれば、交差点毎に交差点番号を付
与し、その交差点毎に、左折、直進、右折、戻り等その交差点おける通行動作別の通行視
覚全方位映像ファイルを設けたので、地図画面上で道路ブロック、交差点、道路ブロック
と進行する際も、その交差点における進行状態に適応した通行動作が連続的に行えるから
、道路ブロックと交差点の接続部や交差点の中での進行に際しても、断続的ではない、連
続的でスムースな、実際の通行に酷似した道路通行視覚全方位映像を見ることができる。
【０１０３】
さらに、本発明に係る地図誘導全方位映像システムによれば、記憶される視覚全方位映像
ファイルを全方位撮影した映像ファイルとしたので、再生される映像は全方位再生するこ
とが可能になり、
また、画面上に再生される映像範囲を自由に右回転・左回転できることにより通信を介し
ても、現地で実際に首を回して見るように映像を見ることが可能になり、通信により複数
の操作でも別々の映像再生範囲を見ることができ、
ズームアップ・ズームインを可能としたことにより実際に現地で対象物に近づいり、遠ざ
かったりして走行するように見ることが可能になり、映像再生画面の横幅だけを拡大・縮
小することを可能とすることにより、人間の視覚では得られないトンボの目のような広角
映像を見ることも可能になり、
地図画面上の誘導矢印の位置と同期して誘導矢印を基点とした扇型地図視認範囲を全方位
の映像再生範囲と同期表示することを可能としたことにより実際に見ている映像の位置や
方向を用意に把握することが可能になり、人間の視覚で捉える以上の疑似体験を可能とす
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る地図誘導全方位映像システムの実施例を説明する図である。
【図２】本発明に係る地図誘導全方位映像システムの作用を説明する図である。
【図３】本発明に係る地図誘導全方位映像システムの作用を説明するためのフローチャー
トである。
【図４】本発明に係る地図誘導全方位映像システムの全方位影像の再生フロー図である。
【図５】本発明に係る地図誘導全方位映像システムのさらに別の操作による作用を説明す
る図である
【図６】本発明に係る地図誘導全方位映像システムのさらに別の操作による作用を説明す
る図である
【図７】本発明に係る地図誘導全方位映像システムの別の作用を説明するためのフローチ
ャートである。
【図８】本発明に係る地図誘導全方位映像システムのさらに別の操作による作用を説明す
る図である
【図９】本発明に係る地図誘導全方位映像システムのさらに別の操作による作用を説明す
る図である
【図１０】本発明に係る地図誘導全方位映像システムのさらに別の操作による作用を説明
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する図である
【図１１】本発明に係る地図誘導全方位映像システムのさらに別の操作による作用を説明
する図である。
【図１２】本発明に係る地図誘導全方位映像システムのさらに別の操作による作用を説明
する図である。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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