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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演算処理をするプロセッサと、前記プロセッサに接続された記憶装置とを備え、立体地
図の表示情報を出力する表示システムであって、
　前記記憶装置は、座標によって予め定められた領域に区画されたベクトル立体地図デー
タと、前記ベクトル立体地図データに貼り付けられる実景観写真テクスチャ画像とを記憶
し、
　前記各領域には、視点からの距離が所定の閾値以上である「遠景」を含む、視点からの
距離による複数の属性の一つが設定されており、
　前記プロセッサは、
　前記ベクトル立体地図データに含まれる領域が、「遠景」である場合は、当該遠景領域
に含まれる構造物の立体形状を構成する面の数を少なくすることによって得られた立体形
状を構成する面のデータを含む表示管理データを前記記憶装置に格納し、
　前記簡略化によって得られた面について、前記記憶装置に格納された表示管理データに
含まれる表示対象面の法線ベクトルと視線ベクトルとの内積を計算し、
　前記計算された内積がゼロ又は正の値になる場合は、当該表示対象面は視線方向に向き
合わないので、当該面を非表示と判定し、
　前記計算された内積が負の値になる場合は、当該表示対象面は視線方向に向き合うので
、当該面を表示すると判定し、
　前記表示するか否かの判定結果に基づいて、前記表示管理データを更新し、
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　前記表示管理データを参照して表示される面を選択することによって、表示されるデー
タ量を削減することを特徴とする立体地図表示システム。
【請求項２】
　前記プロセッサは、
　前記立体地図のスクロール中は、前記立体形状の面へ実景観写真テクスチャ画像を貼り
付けず、
　前記スクロールが停止したときに、前記立体形状の面へ実景観写真テクスチャ画像の貼
り付けることを特徴とする請求項１に記載の立体地図表示システム。
【請求項３】
　前記プロセッサは、
　視点から見て前記視線方向と逆方向に存在する領域を背後領域と判定し、
　前記背後領域と判定された領域に含まれる立体地図データを非表示と判定することを特
徴とする請求項１に記載の立体地図表示システム。
【請求項４】
　前記記憶装置は、前記表示面を表示するか否かの判定結果を含む表示管理データと、前
記立体形状のデータを含むディスプレイリストと、を格納し、
　前記表示管理データは、さらに、各表示面の表示方法、及び各表示面の法線の情報を含
むことを特徴とする請求項１に記載の立体地図表示システム。
【請求項５】
　演算処理をするプロセッサと、前記プロセッサに接続された記憶装置とを備えた計算機
において立体地図を表示する表示方法であって、
　前記記憶装置は、座標によって予め定められた領域に区画されたベクトル立体地図デー
タと、前記ベクトル立体地図データに貼り付けられる実景観写真テクスチャ画像とを記憶
し、
　前記各領域には、視点からの距離が所定の閾値以上である「遠景」を含む、視点からの
距離による複数の属性の一つが設定されており、
　前記方法は、
　前記ベクトル立体地図データに含まれる領域が、「遠景」である場合は、当該遠景領域
に含まれる構造物の立体形状を構成する面の数を少なくすることによって得られた立体形
状を構成する面のデータを含む表示管理データを前記記憶装置に格納し、
　前記簡略化によって得られた面について、前記記憶装置に格納された表示管理データに
含まれる表示対象面の法線ベクトルと視線ベクトルとの内積を計算し、
　前記計算された内積がゼロ又は正の値になる場合は、当該表示対象面は視線方向に向き
合わないので、当該面を非表示と判定し、
　前記計算された内積が負の値になる場合は、当該表示対象面は視線方向に向き合うので
、当該面を表示すると判定し、
　前記表示するか否かの判定結果に基づいて、前記表示管理データを更新し、
　前記表示管理データを参照して表示される面を選択することによって、表示されるデー
タ量を削減することを特徴とする立体地図の表示方法。
【請求項６】
　演算処理をするプロセッサと、前記プロセッサに接続された記憶装置とを備えた計算機
に立体地図を表示させるためのプログラムであって、
　前記記憶装置は、座標によって予め定められた領域に区画されたベクトル立体地図デー
タと、前記ベクトル立体地図データに貼り付けられる実景観写真テクスチャ画像とを記憶
し、
　前記各領域には、視点からの距離が所定の閾値以上である「遠景」を含む、視点からの
距離による複数の属性の一つが設定されており、
　前記プログラムは、
　前記ベクトル立体地図データに含まれる領域が、「遠景」である場合は、当該遠景領域
に含まれる構造物の立体形状を構成する面の数を少なくすることによって得られた立体形
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状を構成する面のデータを含む表示管理データを、前記記憶装置に格納する手順と、
　前記簡略化によって得られた面について、前記記憶装置に格納された表示管理データに
含まれる表示対象面の法線ベクトルと視線ベクトルとの内積を計算する手順と、
　前記計算された内積がゼロ又は正の値になる場合は、当該表示対象面は視線方向に向き
合わないので、当該面を非表示と判定する手順と、
　前記計算された内積が負の値になる場合は、当該表示対象面は視線方向に向き合うので
、当該面を表示すると判定する手順と、
　前記表示するか否かの判定結果に基づいて、前記表示管理データを更新する手順と、
　前記表示管理データを参照して表示される面を選択する手順と、を計算機に実行させる
ためのプログラム。
【請求項７】
　前記表示管理データに格納されている表示対象面の法線ベクトルと前記視線ベクトルと
の内積を計算する手順と、
　前記計算された内積がゼロ又は正の値になる場合は、当該表示対象面は視線方向に向き
合わないので、当該面を非表示と判定する手順と、
　前記計算された内積が負の値になる場合は、当該表示対象面は視線方向に向き合うので
、当該面を表示すると判定する手順と、
　前記表示するか否かの判定結果に基づいて、前記表示管理データを更新する手順と、
　前記表示管理データを参照して表示される面を選択する手順とを、さらに計算機に実行
させるための請求項６に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は地理情報システムに関し、特に立体景観画像を高速に表示する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地理情報システムは、立体景観画像を写真を貼り付けて表示している。しかし、現状の
計算機の能力では、立体地図のスクロールによって立体地図の表示を変更する場合、表示
に必要な計算量が非常に多くなり、キーやマウスを操作することによってスクロールを指
示しても、表示が追従できない。このため、スクロール時にビデオによる表示が行われる
こともある。
【０００３】
　一方、表示の簡略化によって、表示に必要なデータ量を削減する方法も提案されている
。具体的には、特許文献１には、表示する物体の高さと、物体までの距離によって表示／
非表示を判断する技術が開示されている。また、特許文献２には、視点に近い構造物は詳
細に表示し、遠くにある物体は簡略した形状で表示する技術が開示されている。さらに、
特許文献３には、臨場感ある画像を表示するため、３次元コンピュータグラフィックスに
代えてビデオ映像を使用する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００１－１６７２８８号公報
【特許文献２】特開平１０－３３２３９６号公報
【特許文献３】特開平１１－２５９６８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述した背景技術によると、詳細形状を表示する場合にはグラフィック方式によって表
示がされる。表示される立体形状に写真テクスチャ画像を貼り付ける場合でも、貼り付け
られるテクスチャの数は限定される。特に、複雑な形状を有する物体は、写真テクスチャ
が数百個にも及ぶ。このため、スクロールのための操作がされ、視点を移動させ、表示領
域を変更するとき、数百個にも及ぶ写真テクスチャをすべて表示すると表示の追従が困難
となる。
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【０００５】
　これは写真テクスチャのデータ量が大きく、透視変換などで写真形状を変形させるため
に必要な計算量が非常に多くなり、表示処理のための負荷が高いためである。このため、
表示処理のための専用のハードウェアを使用する方法があるが、地理情報システムのよう
に大量の立体形状データを表示し、さらに、立体形状データに実景観テクスチャを貼り付
けて表示すると、計算能力が十分でない場合が多い。
【０００６】
　また、表示対象とした写真のデータ量が非常に大きくなることもあり、計算機に搭載さ
れたメモリ容量の制約によって写真画像の表示は限定される。そのため、都市域のビル群
や複雑な形状を有する建物全体に写真画像を貼り付けて表示し、さらに、実時間又はそれ
に近い時間でスクロールすることは困難である。
【０００７】
　これに対し、ディスプレイリストを用いたコンピュータグラフィックスにおける高速表
示方式が提案されているが、数百枚の写真画像を貼り付けた建物を表示すると、スクロー
ル操作に対して表示が追従しないことがある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の代表的な一例を示せば以下の通りである。すなわち、演算処理をするプロセッ
サと、前記プロセッサに接続されたメモリとを備え、立体地図の表示情報を出力する表示
システムであって、前記メモリは、座標によって表され、予め定められた領域に区画され
て管理されるベクトル立体地図データと、前記ベクトル立体地図データに貼り付けられる
実景観写真テクスチャ画像とを記憶し、前記記憶装置は、座標によって予め定められた領
域に区画されたベクトル立体地図データと、前記ベクトル立体地図データに貼り付けられ
る実景観写真テクスチャ画像とを記憶し、前記各領域には、視点からの距離が所定の閾値
以上である「遠景」を含む、視点からの距離による複数の属性の一つが設定されており、
前記プロセッサは、前記ベクトル立体地図データに含まれる領域が、「遠景」である場合
は、当該遠景領域に含まれる構造物の形状のポリゴンを構成する制御面を簡略化すること
によって得られた形状を構成する面のデータを含む表示管理データを前記記憶装置に格納
し、前記簡略化によって得られた面について、前記記憶装置に格納された表示管理データ
に含まれる表示対象面の法線ベクトルと視線ベクトルとの内積を計算し、前記計算された
内積がゼロ又は正の値になる場合は、当該表示対象面は視線方向に向き合わないので、当
該面を非表示と判定し、前記計算された内積が負の値になる場合は、当該表示対象面は視
線方向に向き合うので、当該面を表示すると判定し、前記表示するか否かの判定結果に基
づいて、前記表示管理データを更新し、前記表示管理データを参照して表示される面を選
択することによって、表示されるデータ量を削減することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、複雑な形の立体形状及びその実景観写真テクスチャ画像を含む立体地
図の表示を高速化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
まず、本発明の実施の形態の概要について説明する。
【００１１】
　本発明の実施の形態は、立体地図の表示を高速化するため、データの簡略化と裏面の表
示の省略とを組み合わせて、以下に示す方法によって立体地図を表示する。これによって
、表示されるデータ量を削減し、表示のための演算リソースを削減し、表示に要する時間
を短縮する。
【００１２】
　（１）視線の方向に対して裏側となる面（背面）は表示しない。裏面であるか否かは計
算によって判定される。従って、立体地図の移動や回転によって視点が移動しても、各面
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を表示するか否かが自動的に判定される。
【００１３】
　（２）始点から遠い構造物は簡略化して表示される。具体的には、遠方の構造物の形状
を外接する四角形に変換し、外接四角形によって生成される立体を表示する。構造物の形
状が複雑で表示面が多くなると、表示のための演算にリソースが消費され、表示に時間が
必要である。しかし、外接四角形を用いることによって、構造物の面の数を最大でも５個
（壁面４個及び上面１個）とする。
【００１４】
　（３）視点から遠い構造物は、高い構造物のみ表示する。また、簡略化して表示される
。
【００１５】
　（４）視点から近い地表面のみ写真画像を貼り付ける。それ以外の地表面はグラフィッ
ク表示をする。
【００１６】
　（５）視点から近い近景の構造物は、写真テクスチャを貼り付けて表示する。近景以外
はグラフィック表示する。
【００１７】
　（６）スクロール中は写真テクスチャを表示せず、グラフィック表示をする。また、ス
クロール中は、高さが高い構造物のみを表示し、スクロールが停止したときに、高さが低
い構造物も表示する。
【００１８】
　本発明の実施の形態では、以上のような表示方法を実行するため、表示管理データを使
用する。表示管理データには、テクスチャを含む詳細立体形状の構成面ごとに、法線ベク
トルの座標（２個）、表示の要否、及びディスプレイリスト番号が格納される。
【００１９】
　なお、本発明の実施の形態は、ソフトウェアによっても実現可能である。据え置き形の
計算機や、図形情報を表示できるノートサイズの計算機、及び、携帯可能な小型端末によ
って、立体地図データにアクセスして、立体地図データを取り出す。これらの計算機のプ
ロセッサが本発明に係るプログラムを実行することによって、表示画面に立体地図データ
を表示し、表示された立体地図データをスクロールする。
【００２０】
　本発明の実施の形態は、カーナビゲーションシステム、携帯端末（例えば、携帯電話）
における経路案内、視界計算などの立体地図を用いたシミュレーション、及びゲームなど
の娯楽ソフトウェアに適用することができ、表示された立体地図を高速にスクロールする
ために用いられる。
【００２１】
　本発明の実施の形態では、表示の遅さを解決する手段を、計算機に実装することによっ
て、実景観画像を含む立体地図を高速に表示し、及び高速にスクロールすることができる
。グラフィックなどの処理を高速化するために、専用のハードウェアに、ディスプレイリ
ストに登録された画像の変換方法を予め計算機に登録しておく。この際に、本発明の方法
も併せて使用することによって、更なる表示の高速化が図ることができる。特に、ディス
クプレイリストには表示パラメータが予め生成され、表示のための計算が高速化される。
このためディスプレイリストの番号が指定される。表示命令においてディスプレイリスト
の番号を指定することによって、画像データを予め定められた処理によって表示すること
が可能となる。
【００２２】
　立体地図は、平面地図に高さを付加し、又は、建物等の壁面の形状を３次元座標にて生
成することによって、生成され、表示される。さらに、立体地図に含まれるこれらの立体
的形状に写真を貼り付けることによって、立体的な景観画像を表示することができる。実
景観が写された写真画像の貼り付けはテクスチャマッピングと呼ばれる。
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【００２３】
　しかし、これらの実景観が写された写真を貼り付けた地表面及び建物を表示したまま視
点や視線方向を変更すると、これに伴う立体地図の表示を変更のため、計算機の中央処理
装置（ＣＰＵ：Ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）に大きな計算負荷が
生じる。表示を変更するデータ量が多くなると、計算量は大きくなり、表示は遅くなる。
特に、立体地図を表示する場合、実景観写真テクスチャを貼り付ける処理を実行すると、
表示の変更が遅くなることが指摘されている。
【００２４】
　このため、視点や視線の方向が変更された場合でも表示速度が低下しない以下の方式が
提案されている。
（１）視点を中心として物体の高さ、視点からの距離に従って表示又は非表示が決定され
る。
（２）近景の場合は、詳細形状を表示し、遠景では簡易形状で表示する。
【００２５】
　しかし、これらの方法によっても、実景観を伴う（実景観によるテクスチャマッピング
）場合には、表示に多くの時間を必要とする。特に、複雑な形状の建物については、壁面
に貼られる実景観テクスチャの数が数百に及ぶことがある。各実景観テクスチャのデータ
量が大きい場合、表示処理に多くの時間を要し、表示処理が始まると表示終了まで計算機
の動作が停止したようになる。
【００２６】
　本発明では、実景観写真画像の表示を伴う場合でも、計算機の表示画面に高速に立体地
図を表示する。さらに、キー操作やマウス操作によって、視点の座標や視線方向を変更す
るスクロールを行っても、表示が滑らかに追従することができる表示方法について示す。
【００２７】
　本実施の形態では、図５に示すように、立体は制御面、制御線及び制御点によって構成
されている。さらに、これらの制御面、制御線及び制御点によって建物の構成面が生成さ
れる。
【００２８】
　なお、構成面のみの図形によって建物を構成することもできる。しかし、この場合は、
簡易形状の生成が困難になる。このため、制御面、制御線及び制御点を含む骨格情報によ
って立体図形を生成して、骨格情報で構成される構造物や地表面を表示するとよい。骨格
情報によって、制御面を簡略化すると、簡易図形の生成が可能となる。
【００２９】
　図５に、詳細形状と簡易形状との生成の具体的な方法を示す。詳細な立体図形５０４は
、制御面５０１及び５０２、及び制御点５０３によって生成される。詳細立体形状データ
５０４を生成するために制御面５０１と制御面５０２とが連結され、制御面５０２と制御
点５０３とが連結される。
【００３０】
　簡易図形の場合、全ての制御面を外接四角形によって表現する。この外接四角形への変
換によって、制御面５０１が簡略化された制御面５０５が生成され、制御面５０２が簡略
化された制御面５０６が生成される。制御点５０３は不変である。
【００３１】
　制御面５０５と制御面５０６とが連結され、制御面５０６と制御点５０３とが連結され
ることによって、簡易形状による立体形状データ５０８が生成される。
【００３２】
　以下に、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００３３】
　図１に、本発明の実施の形態で表示される立体地図を示す。
【００３４】
　本実施の形態では、地表面を予め定められた座標によって区切った領域ごとに、地表面
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データや構造物データを４段階に分類して表示する。本実施の形態の理解を容易にするた
め、４段階に分類された各領域を、近景、中間景、遠景、非表示領域とする。この分類の
段階数は４段階に限られるものではない。分類の段階数は表示制御データ４０５（図４参
照）によって定義されるので、分類の段階数に対応して表示形態の定義を増やすことによ
って、表示形態の数を増加させることができる。分類の段階数の変更によって、本発明の
一般性を失うことはないため、本実施の形態では４段階の場合について表示方法の例を示
す。
【００３５】
　（１）近景領域１０１
　近景領域１０１において、地表面には、写真が貼り付けられ、実景観が表示される。ま
た、建物及び構造物は、詳細構造によって表示される。さらに、建物及び構造物を構成す
る面には、実景観写真テクスチャ画像による画像データが貼り付けられる。
【００３６】
　（２）中間景領域１０２
　中間景領域１０２において、グラフィックによって塗りつぶされた地表面を表示する。
なお、遠景領域１０３と同様に、シェーディング（陰影）などによって、立体形状に奥行
きを持たせる。建物及び構造物は、地表面と同様にグラフィックによって表示する。建物
及び構造物の形状は簡略化されない。
【００３７】
　（３）遠景領域１０３
　遠景領域１０３において、地表面は平面で表示される。なお、シェーディングなどによ
って、立体形状に奥行きを持たせる。建物及び構造物は、高さの高いもののみを表示して
、高さの低いものは表示を省略する（表示されない）。また、複数の構造物によって構成
される建物は、制御面（図５参照）を外接四角形に簡略化することによって、表示データ
量を減らすことができる。
【００３８】
　（４）非表示領域１０４
　遠景よりもさらに遠くの領域、及び視線方向の背後にある領域では、地表面及び構造物
は表示されない。
【００３９】
　立体地図は、スクロールすることによって、各領域における地表面や構造物の表示の形
態が次々に変化していく。図２はスクロールによる表示の変化を示す。図２の（ａ）は、
スクロール開始前の状態を示し、図１に示した状態と同じ状態で立体地図が表示されてい
る。
【００４０】
　次に、図２の（ｂ）に示すように、視点位置を変更することによって、立体地図をスク
ロールする。なお、視線方向の変更があっても、視点位置の変更と同様に、本スクロール
方法の処理が実行される。図２の（ｂ）は、スクロールの途中の状態を示す。スクロール
途中では、前述した表示の高速化のために、一時的に全ての実景観写真データが消去され
、グラフィック表示のみによって表示される。
【００４１】
　図２の（ｂ）に示すように、立体地図を手前の方向にスクロールすると、遠くにある構
造物は近づいてくるため、非表示領域は遠景領域となる。よって、建物のうち高さが予め
定められた閾値以上の建物のみが表示される。また、遠景領域は中間景領域となる。よっ
て、簡易表示で表示されていた建物が詳細形状によって表示される。また、地表面及び構
造物は、グラフィック表示によって表示される。
【００４２】
　さらに、中間景領域は近景領域となる。よって、実景観写真テクスチャ画像を有する建
物は、グラフィック表示に代えて実景観写真テクスチャ画像を貼り付けて表示される。近
景は、視点の後方に移動することによって、視界から消えて、背後領域となり、表示され



(8) JP 4896761 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

なくなる。
【００４３】
　図２の（ｃ）は、スクロールを停止した状態を示す。スクロールの停止によって近景領
域に含まれる構造物と地表面は、写真が再度貼り付けられた状態で表示される。
【００４４】
　図３は、視線に直交する方向から見た表示の状態の断面を示す。
【００４５】
　表示される地図は、予め定められた面積の領域に区分されている。各領域は、視点位置
３０１からの距離によって、近景領域か、中間景領域か、遠景領域か、非表示領域かに分
類される。
【００４６】
　具体的には、領域３０２は、視点位置３０１からの最短距離３０７が予め定められた閾
値（Ｌnear）以下なので、近景領域となる。近景領域３０２では、実景観写真テクスチャ
画像を貼り付けた詳細立体形状３１１と、実景観写真テクスチャ画像を貼り付けた地表面
とによって表示される。また、領域３０３は、視点位置３０１からの最短距離３０８が予
め定められた閾値（Ｌnear及びＬmiddle）の間なので、中間景領域となる。中間景領域３
０３では、グラフィックによる詳細立体形状３１２と、グラフィックによる地表面とを表
示する。
【００４７】
　さらに、領域３０４は、視点位置３０１からの最短距離３０９が予め定められた閾値（
Ｌmiddle及びＬfar）の間なので、遠景領域となる。遠景領域３０４では、構造物の形状
を簡略化し、さらに予め定められた閾値以上の高さの構造物３１３を表示する。
【００４８】
　さらに、領域３０５は、視点位置３０１からの最短距離３１０が予め定められた閾値（
Ｌfar）以上なので、非表示領域となる。非表示領域３０５では、地表面及び構造物は表
示されない。
【００４９】
　さらに、視点３０１の背後にある領域３０６は、視点３０１からＬnear以下の距離にあ
っても、領域３０６の全４隅において、視線ベクトルとなす角度が９０度以上であれば、
背後領域となる。背後領域３０６中の構造物及び地表面は表示されない。すなわち、近景
及び中間景で表示される詳細立体形状、及び遠景で表示される簡略立体形状は、背後領域
においては表示されない。
【００５０】
　このように、領域の属性により表示内容を変えることによって、さらに高速の表示及び
スクロールが行うことができる。
【００５１】
　図４に、この高速の表示・スクロール処理を行うシステムの構成例を示す。
【００５２】
　本実施の形態のシステムは、ソフトウェアによっても実現可能である。すなわち、計算
機に備わるプロセッサが所定のプログラムを実行することによって、実現される。以下に
プログラムによって実行される処理の機能ブロックを説明する。
【００５３】
　立体地図データベース４０１は、立体地図データが格納されたデータベースである。領
域管理データベース４０２は、領域情報を管理するデータ（領域管理データ）が格納され
たデータベースである。
【００５４】
　ディスプレイリスト４０３は、表示処理及び表示処理のためのパラメータ（例えば、表
示データそのもの）が記載された構造体であり、これは専用のハードウェアにて実装され
るとよい。表示管理データ４０４は、構造物の面や地表面のグラフィック表示、実景観写
真テクスチャ表示の方法を記載したデータである。表示制御データ４０５は、近景領域、
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中間景領域及び遠景領域における表示設定を記載したデータである。
【００５５】
　立体地図検索部４０６は、領域管理データベース４０２に格納された領域情報に基づい
て、立体地図データベース４０１から立体地図を検索し、制御面、制御線及び制御点から
構成面を生成し、構成面よって囲まれた立体形状を生成しメモリ上に格納する。また、制
御面及び制御線を変更することによって、立体形状を簡略化する簡略化変形を行う。領域
管理データ検索部４０７は、領域管理データを領域管理データベース４０２から検索する
。
【００５６】
　視点位置計算部４０８は、キーボード及びマウス等のデバイスの操作によって得られる
情報から、視点の座標及び視線ベクトル（視点座標と視線方向にある任意の座標の組み合
わせ）を計算する。距離計算部４０９は、視点の位置から選択された領域までの距離を計
算する。
【００５７】
　立体地図オンメモリチェック部４１０は、表示したいデータがメモリ上に読み出されて
いるかどうかをチェックする。
【００５８】
　表示管理データ生成部４１１は、メモリ上に読み出された立体形状データの各構成面に
ついて、表示管理データ４０４のうち、表示／非表示を指示する基本構成をメモリ上に作
成する。表示範囲選択部４１２は、視点から選択された各領域までの距離に基づいて、各
領域の表示方法（近景、中間景、遠景）を決定する。
【００５９】
　法線計算部４１３は、立体形状の構成面の法線ベクトルを計算し、表示管理データ４０
４に格納する。表示面選択部４１４は、法線ベクトルと視線ベクトルとの内積を計算した
結果に基づいて表示面を選択する。表示管理データ更新部４１５は、視線ベクトルが変更
されると、表示面選択部４１４で決定された新たな表示面の表示・非表示情報を、表示管
理データ４０４に格納する。
【００６０】
　表示方法選択部４１６は、距離計算部４０９によって計算された視点位置から領域まで
の距離に基づいて、近景表示、中間景表示及び遠景表示の中から、各領域の適切な表示機
能（４１８～４２０）を決定する。ディスプレイリスト生成部４１７は、立体地図検索部
４０６によって生成された立体形状に基づいて、ディスプレイリスト４０３を生成し、生
成されたディスプレイリスト４０３をメモリに格納する。
【００６１】
　近景表示部４１８は、視点位置から領域までの距離が近景とされる距離にある近景領域
を表示する。中間景表示部４１９は、視点位置から領域までの距離が中間景とされる距離
にある中間景領域を表示する。遠景表示部４２０は、視点位置から領域までの距離が遠景
とされる距離にある遠景領域を表示する。
【００６２】
　表示モニタ部４２１は、立体地図を表示する表示装置である。
【００６３】
　次に、図６に、表示管理データ４０４の構成を示す。表示管理データ４０４は構成面ご
とに、近景用、中間景用及び遠景用のデータが生成される。表示管理データ４０４には、
図形ＩＤ、面ＩＤ、法線ベクトル、表示情報及び表示色レベルが格納される。
【００６４】
　図形ＩＤは、地表面における図形の一意の番号であり、構成面ごとに定められる。全て
の制御面、制御線及び制御点は、分類のために固有の番号を有している。図形ＩＤは制御
面のうち地面に近い面の番号を選択するとよい。具体的には、図５に示す立体図形では、
制御面５０１（遠景にあっては、制御面５０５）の番号が選択される。面ＩＤは、ディス
プレイリストの番号にも用いられる。
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【００６５】
　面ＩＤは、面の一意の識別子である。
【００６６】
　法線ベクトル”ＮＯＲ”は、ベクトルの始点及び終点の座標で表され、式（１）に示す
ように、隣り合う線分の外積の総和によって求めることができる。なお、法線ベクトルの
方向は面の時計回りの方向と定義する。

ＮＯＲ＝ΣＰi+1×Ｐi　　・・・式（１）

　なお、Ｐi+1、Ｐiは、それぞれ隣り合う構成面との間の線分である。
【００６７】
　表示情報は、この面を表示する場合には”１”（ＯＮ）、表示しない場合には”０”（
ＯＦＦ）が設定される。例えば、視点の背後面は表示されないため、表示状態は”０”（
ＯＦＦ）となり、表面として視点から見えている場合は”１”（ＯＮ）となる。
【００６８】
　表示色レベルは表示色及び表示色の明るさを数値（輝度値）で示したものである。表示
色は遠景の場合に暗くなり、中間景では明るくする。輝度値は、表示制御データ４０５に
設定される。
【００６９】
　法線ベクトルは、全ての地表面及び構造物の構成面について定められる。
【００７０】
　次に、表示管理データ４０４の生成と利用について説明する。
【００７１】
　表示管理データ４０４は領域ごとに生成され、表示管理データ自体は、地表面及び構造
物の構成面毎に定められる。そして、立体地図検索部４０６によって、構成面のデータが
メモリ上に展開されて、表示管理データ４０４が生成される。表示管理データ４０４の表
示情報は、以下に示す方法によって生成及び更新される。
【００７２】
　まず、構成面の法線と視線ベクトルの内積「ＩＮＮ」を、式（２）を用いて計算する。

ＩＮＮ＝｜Ｎ｜｜Ｖ｜ｃｏｓα　　・・・式（２）

　｜Ｎ｜は法線ベクトルの長さを示す正の値である。また、｜Ｖ｜は視線ベクトルの長さ
を示す正の値である。ｃｏｓは余弦関数であり、αはベクトルＮとベクトルＶとの間の角
度である。
【００７３】
　従って、角度αが９０度以下の場合は、ＩＮＮはゼロ又は正の値となる。この場合、視
線ベクトルと法線ベクトルとが同じ方向を向いているため、構成面は背後面である。よっ
て、この面は表示されないので、表示情報は”０”（ＯＦＦ）に設定される。また角度α
が９０度を超える場合は、ＩＮＮは負の値となる。この場合、法線ベクトルと視線ベクト
ルとが反対の方向に向いているため、構成面は視点位置から見える。従って、この面は表
示されるので、表示情報は”１”（ＯＮ）となる。
【００７４】
　立体地図がスクロールしても、法線ベクトルは変化せず、視線ベクトル（視点位置と視
線の方向）が変化する。このため、法線ベクトルは１回計算をし、表示管理データに登録
しておけば再度計算する必要はない。
【００７５】
　例えば、図６に示すように、視線方向６０２に対して、面Ａ６０３及び面Ｂ６０４は、
角度αが９０度以下であるので、背後面となり、非表示となる（表示情報＝”０”（ＯＦ
Ｆ））。また、面Ｃ６０５、面Ｄ６０６及び面Ｅ６０７は、角度αが９０度を超えるので
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、表示される（表示情報＝”１”（ＯＮ））。
【００７６】
　図７に、視線ベクトルが移動したときの表示情報の変化を示す。
【００７７】
　変更前の視線ベクトル７０１に対応する表示管理データ７０６は、面Ａ７０１、面Ｂ７
０２及び面Ｅ７０５が背後面であり非表示面であり、面Ｃ７０３及び面Ｄ７０４は視点の
方向を向いているため表示面である。しかし、視線ベクトルを７０２が位置まで移動され
ると、逆に面Ａ７０１、面Ｂ７０２及び面Ｅ７０５は表示面となり、面Ｃ７０３及び面Ｄ
７０４は非表示面となる。
【００７８】
　このように、表示情報は視線ベクトルの変更に伴って逐一計算されるが、視線ベクトル
の方向に沿って移動する場合には、表示情報を再計算する必要はない。回転などによって
視線ベクトルの方向が変化する場合には表示情報を判定するための計算が必要となる。
【００７９】
　次に、表示制御データ４０５の構成について説明する。表示制御データ４０５は、近景
領域、中間景領域、及び遠景領域に対応して、表示方法及び表示パラメータを定める。な
お、前述したように表示の分類は３種類ではなく、表示制御データ４０５のパラメータを
変更することによって細分化してもよい。表示制御データ４０５は、距離、表示方法、表
示色パラメータ及び高さのパラメータを含む。
【００８０】
　（１）距離
　表示制御データ４０５に含まれる距離パラメータでは、視点位置から領域の４隅までの
距離のうち、最小距離Ｌminの閾値を指定する。閾値は（Ｌs、Ｌe）の二つが指定される
。そして、式（３）を満たせば、この距離の相当する表示方法が選択される。

Ｌs＜Ｌmin≦Ｌe　　・・・式（３）

なお、ここで、視線方向ではなく、視線方向の背後に領域がある場合は、距離のみによる
判定からでは表示の対象となっても画面には現れない。そのため、視点から領域隅への四
つのベクトルと、視点からの鉛直線ベクトルとの角度が９０度以上の場合は、視野外と判
断し、それらの領域は表示しない。
【００８１】
　（２）表示方法
　表示管理データ４０５に含まれる表示方法パラメータでは、実景観写真テクスチャ表示
、グラフィックテクスチャ表示、及びグラフィック塗りつぶし表示が指定される。本実施
の形態では、近景領域では実景観写真テクスチャ表示を用い、中間景領域ではグラフィッ
ク塗りつぶし表示を用いる場合を示している。なお、グラフィックスで作成したテクスチ
ャを貼り付けて表示するグラフィックテクスチャ表示を用いる例を示していないが、本発
明の一般性を失うものではないので、実施形態の開示を省略する。
【００８２】
　（３）表示色パラメータ
　表示管理データ４０５に含まれる表示色パラメータでは、グラフィック塗りつぶし表示
する場合の表示色と輝度が設定される。
【００８３】
　（４）高さ
　表示管理データ４０５に含まれる高さパラメータでは、遠景領域における、表示される
立体の形状の高さの閾値を指定される。すなわち、遠景領域では、高さパラメータ以下の
高さの立体の表示は省略される。
【００８４】
　前述した項目は、建物や地表面について規定される。
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【００８５】
　次に、図８～図１１を参照して、立体地図データの読み出しを含めたスクロールの処理
手順を説明する。
【００８６】
　視点位置座標と、視線ベクトルは予め準備されているとする。視点位置は３次元座標（
Ｘ，Ｙ，Ｚ）によって表され、視線ベクトルは、この視点座標と視線方向にある３次元の
座標の組み合わせによって表される。
【００８７】
　また、建物データや地表面データは、分割された領域ごとに管理されている。領域は、
領域管理データ４０２によって管理されている。
【００８８】
　領域管理データ４０２は、（１）領域の４隅の座標（緯度経度、又は予め定められた座
標系による座標）、及び、（２）各領域に含まれる立体地図及び写真テクスチャ情報が格
納されたデータの名称及び所在を含む。なお、領域管理データ４０２は、立体地図は地表
面と構造物とで分離されていてもよい。
【００８９】
　まず、領域管理データ検索部４０７が、領域管理データベース４０２に格納された領域
管理データを検索し、視点位置を中心に視線方向にある領域を表示範囲にある領域として
を選択する。すなわち、視野の範囲を過不足なく包含する領域群が選択される。
【００９０】
　そして、検索された領域管理データの中から、選択された領域が含まれる立体地図デー
タファイルの名称を検索し、検索されたファイル名を立体地図オンメモリチェック部４１
０に送る。
【００９１】
　立体地図オンメモリチェック部４１０は、検索されたファイル名を受けると、立体地図
データがすでにメモリ上に読み出されているか否かを判定する（ステップ８０１）。例え
ば、既に表示されている領域の立体地図データは、既にメモリに読み出されているので、
ステップ８１２以降の処理を実行する。一方、初期表示のように立体地図データを読み出
す必要がある場合、又は、スクロール中に新たに表示される領域の立体地図を読み出す必
要がある場合には、ステップ８０２～８１１の処理を実行する。
【００９２】
　ステップ８０２では、立体地図検索部４０６が、立体地図データデータベース４０１か
ら立体地図データを読み出し、計算機のメモリ上に展開する。
【００９３】
　領域管理データベース４０２に格納された領域管理データは、立体地図データが立体地
図データデータベース４０１から読み出されたか否かを示すフラグを含む。立体地図デー
タデータベース４０１からメモリ上に読み出されたデータに関するフラグを「読み出し済
み」に設定する。このフラグは立体地図データがメモリ上から消去された場合には「消去
済み」に変更される。
【００９４】
　その後、立体地図検索部４０６、表示管理データ生成部４１１及びディプレイリスト生
成部４１７は、近景領域を表示するための表示データを生成し（ステップ８０３～８０５
）、中間景領域を表示するための表示データを生成し（ステップ８０６～８０７）、遠景
領域を表示するための表示データを生成する（ステップ８０８～８１１）。
【００９５】
　まず、立体地図検索部４０６は、メモリ上に読み出された立体地図データに含まれる立
体形状の制御面、制御線及び制御点の間を接続し、詳細立体形状の構成面データを生成し
、生成された立体形状データをメモリ上に展開する（ステップ８０３）。
【００９６】
　具体的には、表示管理データ生成部４１１は、実景観による詳細立体形状を近景領域に
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表示するための表示管理データ４０４を生成する（ステップ８０４）。近景領域用の表示
管理データ４０４には以下の情報が含まれる。
・図形ＩＤ　　　基本となる制御面の固有番号
・面ＩＤ　　　　ステップ８０５において決定される面の一意の識別子
・法線ベクトル　法線計算部４１３が式（１）を用いて計算する
・表示情報　　　ステップ８１８～８１９において決定される
・表示色レベル　なし（近景領域ではテクスチャを表示するため、表示色レベルは設定さ
れない）
　次に、実景観による詳細立体形状を近景領域に表示するためのディスプレイリストを生
成する（ステップ８０５）。
【００９７】
　具体的には、表示範囲のデータを高速に表示するために、ディプレイリスト生成部４１
７が近景表示用のディスプレイリスト４０３を作成する。ディスプレイリストは、公知の
アルゴリズムによって生成される。本実施の形態では、制御点、制御線及び制御面によっ
て構成される構造物や地表面形状に実景観写真テクスチャ画像をマッピングした詳細立体
形状のディスプレイリストを生成する。生成されたディスプレイリストには、ディスプレ
イリストの番号が付される。このディスプレイリストの番号を面ＩＤとして、生成された
ディスプレイリストは、表示管理データ生成部４１１によって、ステップ８０４で生成さ
れた表示管理データ４０４に格納される。
【００９８】
　次に、立体地図検索部４０６は、中間景領域を表示するために、メモリ上に読み出され
た立体地図データに含まれる立体形状の制御面、制御線及び制御点を接続し、詳細立体形
状の構成面データを生成し、生成された立体形状データをメモリ上に展開する。なお、中
間景領域を表示するための立体形状データに、ステップ８０３で近景領域を表示するため
に生成された立体形状データを用いてもよい。
【００９９】
　表示管理データ生成部４１１は、詳細グラフィックを中間景領域に表示するための表示
管理データ４０４を生成する（ステップ８０６）。中間景領域用の表示管理データ４０４
には以下の情報が含まれる。
・図形ＩＤ　　　基本となる制御面の固有番号
・面ＩＤ　　　　ステップ８０７において決定される面の一意の識別子
・法線ベクトル　法線計算部４１３が式（１）を用いて計算する
・表示情報　　　ステップ８１８～８１９において決定される
・表示色レベル　明（数値によって表す）
　次に、詳細グラフィックデータによる詳細立体形状を中間景領域に表示するためのディ
スプレイリストを生成する。
【０１００】
　具体的には、表示範囲のデータを高速に表示するために、ディプレイリスト生成部４１
７が中間景表示用のディスプレイリスト４０３を生成する（ステップ８０７）。生成され
たディスプレイリストには、ディスプレイリストの番号が付される。このディスプレイリ
ストの番号を面ＩＤとして、生成されたディスプレイリストは、表示管理データ生成部４
１１によって、ステップ８０６で生成された表示管理データ４０４に格納される。
【０１０１】
　次に、立体地図検索部３０６は、制御面に外接する四角形を生成する（ステップ８０８
）。外接四角形の作成方法として、一次モーメント主軸を使用する公知の方法を使用でき
る。具体的には、公知のアルゴリズムを用いて面のモーメント軸を求め、そのモーメント
軸の方向が水平になるように図形を回転させる。そして、座標の最大値及び最小値を取る
ことによって外接四角形を生成する。その後、図形を元の主軸の方向に回転させる。
【０１０２】
　さらに、立体地図検索部４０６は、ステップ８０８において生成された外接四角形に変
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形された制御面、制御線及び制御点を接続して構成面を生成して、簡易立体データを生成
する（ステップ８０９）。
【０１０３】
　次に、表示管理データ生成部４１１は、簡易立体形状を遠景領域に表示するための表示
管理データ４０４を生成する（ステップ８１０）。遠景領域用の表示管理データ４０４に
は以下の情報が含まれる。
・図形ＩＤ　　　基本となる制御面の固有番号
・面ＩＤ　　　　ステップ８０７において決定される面の一意の識別子
・法線ベクトル　法線計算部４１３が式（１）を用いて計算する
・表示情報　　　ステップ８１８～８１９において決定される
・表示色レベル　暗（数値によって表す）
　次に、簡易立体形状を遠景領域に表示するためのディスプレイリストを生成する。
【０１０４】
　具体的には、表示範囲のデータを高速に表示するために、ディプレイリスト生成部４１
７が遠景用のディスプレイリスト４０３を生成する（ステップ８１１）。生成されたディ
スプレイリストには、ディスプレイリストの番号が付される。このディスプレイリストの
番号を面ＩＤとして、生成されたディスプレイリストは、表示管理データ生成部４１１に
よって、ステップ８１０で生成された表示管理データ４０４に格納される。
【０１０５】
　視点位置及び／又は視線が、キー操作又はマウス操作によって変更されると、視点位置
計算部４０８が、キー操作やマウス操作の信号から座標変化量を計算することによって、
視線ベクトルを計算し、以下のように視線ベクトルを示す座標を変更する。
（Ｘ１，Ｙ１，Ｚ１）→（Ｘ３，Ｙ３，Ｚ３）
（Ｘ２，Ｙ２，Ｚ２）→（Ｘ４，Ｙ４，Ｚ４）
　ここで、（Ｘ１，Ｙ１，Ｚ１）は移動前の視点座標であり、（Ｘ３，Ｙ３，Ｚ３）は移
動後の視点座標である。また、（Ｘ２，Ｙ２，Ｚ２）は視線変更前の視線上にある任意の
座標であり、（Ｘ４，Ｙ４，Ｚ４）は視線変更後の視線上にある任意の座標である。
【０１０６】
　視線を変更するためのキー操作は、システムごとに定義される。例えば、キーボードの
特定のキーを操作することによって、視線が変更されてもよいし、マウスを操作すること
によって、視線が変更されてもよい。
【０１０７】
　そして、距離計算部４０９は、ステップ８０３において計算機のメモリ上にデータが展
開された各領域の４隅と視点位置との距離を計算する（ステップ８１２）。４隅それぞれ
の視点からの距離をＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４とする。そして、その距離のうち最小のもの
を選び、最小の長さ（Ｌｍｉｎ）を表示制御データ４０５に格納されているあらかじめ決
められた閾値（Ｌs、Ｌe）と比較する。
【０１０８】
　次に、表示範囲選択部４１２は、各領域が近景、中間、遠景のいずれになるかを決定し
、各領域の表示方法を決定する。前述した表示制御データ４０５に格納されたＬnear、Ｌ

middle、及び、Ｌfarを用い、式（４）を満たせばその領域を近景領域とする。

Ｌmin≦Ｌnear　　・・・式（４）

　また、式（５）を満たせばその領域を中間景領域とする。

Ｌnear＜Ｌmin≦Ｌmiddle　　・・・式（５）

　また、式（６）を満たせばその領域を遠景領域とする。
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Ｌmiddle＜Ｌmin≦Ｌfar　　・・・式（６）

　また、式（７）を満たす、又は、前述した方法によって背後領域と判定されれば、非表
示領域とする。

Ｌfar＜Ｌmin　　・・・式（７）

　次に、表示面選択部４１５は、立体地図を構成する地表面、及び構造物の構成面を選択
する（ステップ８１４）。ステップ８１４以下の処理は、構成面の表示／非表示を決定す
るアルゴリズムである。
【０１０９】
　その後、表示面選択部４１４は、視線ベクトルと構成面の法線ベクトルとの内積を計算
する。そして式（２）に示されるｃｏｓαの値が正の値になるか、負の値になるかを判定
する（ステップ８１５）。ｃｏｓαが正の値であればＩＮＮは正の値であり、ｃｏｓαが
負の値であれば、ＩＮＮは負の値となる。そして、ＩＮＮが正の値の場合は非表示面とし
、ＩＮＮが負の値の場合は表示面とする。
【０１１０】
　次に、表示面選択部４１４は、各構成面が表示面であるか、非表示面であるかを判定す
る（ステップ８１６）。構成面が表示面である場合には、ステップ８１７の処理を実行し
、非表示面である場合にはステップ８１８の処理を実行する。
【０１１１】
　ステップ８１７では、表示管理データ更新部４１５は、表示管理データ４０４に、表示
情報として表示を示す”１”（ＯＮ）を格納して、ステップ８１９に進む。
【０１１２】
　一方、ステップ８１８では、表示管理データ更新部４１５は、表示管理データ４０４に
、表示情報として非表示を示す”０”（ＯＦＦ）を格納して、ステップ８１９に進む。
【０１１３】
　その後、すべての構成面全体の表示／非表示の判定が終わったか否かを判定する（ステ
ップ８１９）。表示面全体について表示／非表示判定が終了した場合には、ステップ８２
０に進む。一部の構成面の表示／非表示判定が終了していない場合には、次の構成面を選
択するためステップ８１４に戻る。
【０１１４】
　全ての表示面について表示／非表示判定が終了すると、表示方法選択部４１６は、ステ
ップ８１３で決定された表示方法に基づいて、表示処理に使用されるディスプレイリスト
を選択する。具体的には、表示方法選択部４１６は、構成面が近景でかつ表示対象の場合
はステップ８２１の処理を実行し、中間景でかつ表示対象の場合はステップ８２２の処理
を実行し、遠景でかつ表示対象の場合はステップ８２２の処理を実行する。なお、スクロ
ール途中であれば、近景は中間景と同様に表示され（すなわち、グラフィック表示がされ
）、スクロールが停止していれば、近景として表示される。これは、スクロール途中では
、近景領域であっても、実景観写真テクスチャを表示しないことによって、表示速度を向
上するためである。
【０１１５】
　ステップ８２１では、近景表示部４１８は、近景のディスプレイリスト４０３からディ
スプレイリストの番号（面ＩＤ）を選択して、ステップ８２４に進む。ステップ８２２で
は、中間景表示部４１９は、中間景のディスプレイリスト４０３からディスプレイリスト
の番号（面ＩＤ）を選択して、ステップ８２４に進む。ステップ８２３では、遠景表示部
４２０は、遠景のディスプレイリスト４０３からディスプレイリストの番号（面ＩＤ）を
選択して、ステップ８２４に進む。
【０１１６】
　その後、近景表示部４１８、中間景表示部４１９、及び遠景表示部４２０は、各々ディ
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スプレイリストの番号を用いて表示管理データ４０４を読み出した後、表示モニタ部４２
１に立体地図を表示する。このとき、ステップ８１６において表示面であると判定された
表示対象の面のみが表示され、非表示面であると判定された面は表示されない。
【０１１７】
　立体地図の表示後、キー又はマウスの操作により発生する信号を監視することによって
、さらにスクロールがなされたか否かを判定する（ステップ８２５）。視線ベクトル（視
点位置及び視線方向）が変更された場合には、ステップ８２６に進む。視線ベクトルが変
更されていない場合には、ステップ８２７に進む。
【０１１８】
　ステップ８２６では、視線ベクトルの変更によって新たに表示される立体地図に新たな
表示領域が含まれる場合にはステップ８０２に戻り、新たな領域の立体地図データを読み
出す。一方、新たな表示領域が含まれない場合にはステップ８１２に戻る。
【０１１９】
　ステップ８２７では、表示を継続する場合にはステップ８２５に戻り、視線ベクトルが
変更されるかを監視する。
【０１２０】
　本発明は、地理情報システムに関し、地表面、壁面及び建物上面に写真画像を有する立
体景観画像の表示及びスクロールを高速化する方法を提供する。本発明によると、視野に
入らない地表面や構造物の背後面を非表示にする。また、視点近くの景観のみを写真を、
貼り付けることによって、リアルに表示し、遠くの景観をグラフィックで表示する。さら
に、視点を移動するときに、写真表示をいったん中止して、立体地図を移動することによ
って、表示のためのハードウエアへの負荷を低減して、高速に表示及びスクロールをする
。
【０１２１】
　本発明によると、複雑な形状の構造物、地表面に対しても詳細な形状を有する立体地図
の表示において、複雑な形状を有する立体形状及びその実景観写真テクスチャ画像の表示
が高速化される。特に、詳細な都市形状を表示する景観評価などへの応用（アプリケーシ
ョン）の場合、スクロールは不可欠となるが、このような場合にもスクロール中も高速に
表示できる。また、ゲームのような娯楽に関連するアプリーションにおいても、背景のデ
ータに対して高速なスクロールを実現することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の実施の形態によって表示される立体地図の説明図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるスクロールによる表示の変化の説明図である。
【図３】本発明の実施の形態によって表示される立体地図の視線方向の断面図である。
【図４】本発明の実施の形態の立体地図表示システムの構成を示す機能ブロック図である
。
【図５】本発明の実施の形態の制御面及び制御点による構成面の生成の説明図である。
【図６】本発明の実施の形態の表示管理データの説明図である。
【図７】本発明の実施の形態による表示面と表示管理データとの説明図である。
【図８】本発明の実施の形態のスクロール処理を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態によってスクロール処理を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態によってスクロール処理を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態によってスクロール処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２３】
１０１　近景
１０２　中間景
１０３　遠景
１０４　非表示領域
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４０１　立体地図データベース
４０２　領域管理データベース
４０３　ディスプレイリスト
４０４　表示管理データ
４０５　表示制御データ
４０６　立体地図検索部
４０７　領域管理データ検索部
４０８　視点位置計算部
４０９　距離計算部
４１０　立体地図オンメモリチェック部
４１１　表示管理データ生成機能部
４１２　表示範囲選択部
４１３　法線計算部
４１４　表示面選択部
４１５　表示管理データ更新部
４１６　表示方法選択部
４１７　ディスプレイリスト生成部
４１８　近景表示部
４１９　中間景表示部
４２０　遠景表示部
４２１　表示モニタ部

【図３】 【図４】
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