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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己の位置を検出する位置検出手段と、
　道路情報を含む地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、
　前記地図情報記憶手段から地図情報を取得する地図情報取得手段と、
　前記位置検出手段によって検出された自己の位置に対応する道路が前記地図情報取得手
段で取得された地図情報に含まれる道路情報中に存在しない新規道路を検出する新規道路
検出手段と、
　新規道路情報を記憶する新規道路情報記憶手段と、
　前記新規道路検出手段で検出された新規道路と前記地図情報取得手段で取得された地図
情報に含まれている道路または前記新規道路検出手段によって過去に検出された道路とが
該新規道路の始終点以外で交差する交差地点を判定する交差判定手段と、
　前記新規道路検出手段で検出された新規道路を表す新規道路情報を生成するとともに、
前記新規道路情報記憶手段に記憶されている前記新規道路情報および前記地図情報記憶手
段に記憶されている地図情報に含まれる道路情報を更新するための情報を含む道路更新情
報を生成する道路更新情報生成手段と、
　前記道路更新情報生成手段で生成された道路更新情報に基づき、前記地図情報記憶手段
に記憶されている地図情報に含まれる道路情報および前記新規道路情報記憶手段に記憶さ
れている新規道路情報に含まれる道路情報を更新し、且つ前記新規道路情報記憶手段に新
規道路情報を書き込む道路情報更新手段
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　とを備えた地図情報処理装置。
【請求項２】
　道路更新情報生成手段は、交差判定手段によって判定された交差地点を、平面交差して
いるのか立体交差しているのかが規定されていない仮交差点として道路更新情報を生成す
る
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報処理装置。
【請求項３】
　地図情報記憶手段に記憶されている地図情報に含まれる道路情報および新規道路情報記
憶手段に記憶されている新規道路情報に含まれる仮交差点が平面交差しているのか立体交
差しているのかを決定する交差点決定手段
　を備えたことを特徴とする請求項２記載の地図情報処理装置。
【請求項４】
　仮交差点が平面交差しているのか立体交差しているのかを問い合わせる交差点問合せ手
段を備え、
　交差点決定手段は、前記交差点問合せ手段からの問い合わせに対する応答に従って、前
記仮交差点を平面交差点または立体交差点に決定する
　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項５】
　２点間の推奨経路を計算する経路計算手段を備え、
　交差点問合せ手段は、前記経路計算手段によって計算された推奨経路が仮交差点を含み
、且つ該仮交差点で右左折する経路である場合に、該仮交差点が平面交差しているのか立
体交差しているのかを問い合わせる
　ことを特徴とする請求項４記載の地図情報処理装置。
【請求項６】
　交差点問合せ手段は、当該地図情報処理装置の動作の終了時に仮交差点が平面交差して
いるのか立体交差しているのかを問い合わせる
　ことを特徴とする請求項４記載の地図情報処理装置。
【請求項７】
　交差点問合せ手段は、当該地図情報処理装置の起動時に仮交差点が平面交差しているの
か立体交差しているのかを問い合わせる
　ことを特徴とする請求項４記載の地図情報処理装置。
【請求項８】
　自己が右左折したことを検出する右左折検出手段を備え、
　交差点決定手段は、右左折検出手段が仮交差点における右左折を検出した時点で、該仮
交差点を平面交差点に決定する
　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項９】
　道路更新情報生成手段は、新規道路についての高さ方向の移動変分を含む新規道路情報
を生成し、
　位置検出手段は、高さ方向の移動変分を含む自車位置を検出し、
　交差点決定手段は、右左折検出手段が仮交差点における右左折を検出した場合に、位置
検出手段が検出する高さ方向の移動変分を含む自車位置の移動履歴と、仮交差点で既存道
路と交差する新規道路の高度変化情報から平面交差点か立体交差点かを決定する
　ことを特徴とする請求項８記載の地図情報処理装置。
【請求項１０】
　自己が右左折しようとする方向を第三者に伝達するための方向指示器を備え、
　右左折検出手段は、前記方向指示器の情報に基づいて自己が右左折したことを検出する
　ことを特徴とする請求項８または請求項９記載の地図情報処理装置。
【請求項１１】
　地図情報記憶手段は、高度情報が含まれた道路情報を含む地図情報を記憶し、
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　位置検出手段は、高度情報を含む３次元の位置を検出し、
　道路更新情報生成手段は、仮交差点の道路更新情報として前記位置検出手段によって検
出された高度情報を含む道路更新情報を生成し、
　交差点決定手段は、新規道路検出手段で検出された新規道路と地図情報記憶手段に記憶
されている地図情報に含まれる道路情報によって表される道路との仮交差点における高度
情報の差が所定範囲内であるときに、該仮交差点を平面交差点に決定し、所定範囲外のと
きに、該仮交差点を立体交差点に決定する
　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項１２】
　新規道路情報記憶手段は、高度情報を含む新規道路情報を記憶し、
　交差点決定手段は、新規道路検出手段で検出された新規道路と前記新規道路情報記憶手
段に記憶されている新規道路情報によって表される道路との仮交差点における高度情報の
差が所定範囲内であるときに、該仮交差点を平面交差点に決定し、所定範囲外のときに、
該仮交差点を立体交差点に決定する
　ことを特徴とする請求項１１記載の地図情報処理装置。
【請求項１３】
　地図情報記憶手段は、高度情報が含まれた道路情報を含む地図情報を記憶し、
　位置検出手段は、高度情報を含む３次元の位置を検出し、
　道路更新情報生成手段は、高度情報を含む道路更新情報を生成し、
　交差判定手段は、新規道路検出手段で検出された新規道路と地図情報取得手段で取得さ
れた地図情報に含まれている道路情報によって表される道路または新規道路検出手段によ
って過去に検出された道路との交差地点を検出しても、該新規道路とそれと交差する道路
との該交差地点における高度情報の差が所定範囲外であれば、検出された交差地点としな
い
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報処理装置。
【請求項１４】
　自己の移動速度を検出する速度検出手段と、
　位置検出手段で検出された自己の位置情報と該検出時点において前記速度検出手段で検
出された移動速度を含む走行履歴情報を記憶する走行履歴情報記憶手段とを備え、
　交差点決定手段は、前記走行履歴情報記憶手段から仮交差点に進入した走行履歴を検出
し、該検出された走行履歴によって仮交差点から指定範囲内で一定時間速度ゼロの状態が
継続したことが示されている場合に、該仮交差点を平面交差点であると決定する
　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項１５】
　交差点決定手段は、位置検出手段によって検出された自己の位置が、仮交差点において
、新規道路情報記憶手段に記憶されている新規道路から、地図情報記憶手段に記憶されて
いる地図情報に含まれる道路情報によって表される道路に移動したことを検出したときに
、該仮交差点を平面交差点であると決定する
　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項１６】
　交差点決定手段は、位置検出手段によって検出された自己の位置が、仮交差点において
、地図情報記憶手段に記憶されている地図情報に含まれる道路情報によって表される道路
から、新規道路情報記憶手段に記憶されている新規道路に移動したことを検出したときに
、該仮交差点を平面交差点であると決定する
　ことを特徴とする請求項３または請求項１５記載の地図情報処理装置。
【請求項１７】
　交差点決定手段は、位置検出手段によって検出された自己の位置が、仮交差点において
、新規道路情報記憶手段に記憶されている新規道路から、新規道路情報記憶手段に記憶さ
れている他の新規道路に移動したことを検出したときに、該仮交差点を平面交差点である
と決定する
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　ことを特徴とする請求項３、請求項１５または請求項１６記載の地図情報処理装置。
【請求項１８】
　自己の周囲を撮影する撮影装置と、
　前記撮影装置による撮影によって得られた映像信号を処理する映像信号処理手段とを備
え、
　交差点決定手段は、前記映像信号処理手段で処理することにより得られた仮交差点付近
の画像から該仮交差点を平面交差点または立体交差点に決定する
　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項１９】
　自己の周囲を撮影する撮影装置を備え、
　交差判定手段は、新規道路検出手段で検出された新規道路と地図情報取得手段で取得さ
れた地図情報に含まれている道路情報によって表される道路または新規道路検出手段によ
って過去に検出された道路との交差地点を検出しても、前記撮影装置で撮影することによ
り得られた画像によって該交差地点が立体交差していると判断されたときは、検出した交
差地点と判定しない
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報処理装置。
【請求項２０】
　自己が有料道路上を走行していることを判断する有料道路走行判定手段を備え、
　交差点決定手段は、仮交差点に到達したときに、前記有料道路走行判定手段によって自
己が有料道路上を走行していると判断された場合は、該仮交差点を立体交差点であると決
定する
　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項２１】
　自己が有料道路上を走行していることを判断する有料道路走行判定手段を備え、
　交差判定手段は、新規道路検出手段で検出された新規道路と地図情報取得手段で取得さ
れた地図情報に含まれている道路情報によって表される道路または新規道路検出手段によ
って過去に検出された道路との交差地点を検出しても、前記有料道路走行判定手段によっ
て自己が有料道路上を走行していると判断されたときは、検出した交差地点と判定しない
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報処理装置。
【請求項２２】
　仮交差点において交差する道路の道路種別を判定する仮交差点道路種別判定手段を備え
、
　交差点決定手段は、前記仮交差点道路種別判定手段によって、新規道路情報記憶手段に
記憶されている新規道路に含まれている仮交差点において交差する道路のうちの少なくと
も１つの道路の道路種別が高速道路であると判定された場合に、該仮交差点を立体交差点
であると決定する
　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項２３】
　仮交差点において交差する道路の道路種別を判定する仮交差点道路種別判定手段を備え
、
　交差判定手段は、新規道路検出手段で検出された新規道路と地図情報取得手段で取得さ
れた地図情報に含まれている道路情報によって表される道路または新規道路検出手段によ
って過去に検出された道路との交差地点を検出しても、前記仮交差点道路種別判定手段に
よって、該新規道路と交差している道路が高速道路であると判断されたときは、検出した
交差地点と判定しない
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報処理装置。
【請求項２４】
　走行中の道路上を高架で横切る高架構造物を検出する高架下通過検出手段を備え、
　交差点決定手段は、仮交差点の走行時に前記高架下通過検出手段によって高架構造物が
検出されたときに、該仮交差点を立体交差点であると決定する
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　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項２５】
　走行中の道路上を高架で横切る高架構造物を検出する高架下通過検出手段を備え、
　交差判定手段は、新規道路検出手段で検出された新規道路と地図情報取得手段で取得さ
れた地図情報に含まれている道路情報によって表される道路または新規道路検出手段によ
って過去に検出された道路との交差地点を検出しても、前記高架下通過検出手段によって
高架構造物が検出されたときは、検出した交差地点と判定しない
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報処理装置。
【請求項２６】
　自己に照射される光量を計測する照度計測手段を備え、
　高架下通過検出手段は、前記照度計測手段で計測された光量の変化によって高架構造物
を検出する
　ことを特徴とする請求項２４記載の地図情報処理装置。
【請求項２７】
　自己に照射される光量を計測する照度計測手段を備え、
　高架下通過検出手段は、前記照度計測手段で計測された光量の変化によって高架構造物
を検出する
　ことを特徴とする請求項２５記載の地図情報処理装置。
【請求項２８】
　自己が捕捉できる衛星を検出する捕捉衛星検出手段を備え、
　高架下通過検出手段は、前記捕捉衛星検出手段が検出した天頂付近の衛星情報の変化に
よって高架構造物を検出する
　ことを特徴とする請求項２４記載の地図情報処理装置。
【請求項２９】
　自己が捕捉できる衛星を検出する捕捉衛星検出手段を備え、
　高架下通過検出手段は、前記捕捉衛星検出手段が検出した天頂付近の衛星情報の変化に
よって高架構造物を検出する
　ことを特徴とする請求項２５記載の地図情報処理装置。
【請求項３０】
　仮交差点が平面交差点であるか立体交差点であるかを示す情報を外部から受信する受信
手段を備え、
　交差点決定手段は、前記受信手段によって受信された情報に基づき、新規道路情報記憶
手段に記憶されている新規道路情報に含まれる仮交差点が平面交差しているか立体交差し
ているかを判断し、平面交差していると判断したときには該仮交差点を平面交差点に決定
し、立体交差していると判断したときに該仮交差点を立体交差点に決定する
　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項３１】
　地図情報記憶手段に記憶されている地図情報に含まれる道路情報によって表される道路
または新規道路情報記憶手段に記憶されている新規道路情報によって表される道路を走行
中に、走行している道路の上を高架で横切る構造物の有無を検出する高架下通過検出手段
と、
　前記高架下通過検出手段によって検出された高架構造物が、前記地図情報記憶手段に記
憶されている地図情報に含まれる構造物に該当しないとき、または、前記新規道路情報記
憶手段に記憶されている新規道路情報によって表される道路に該当しないときに、走行中
の道路が未登録高架構造物の下を通過したと判定し、当該地点の位置情報を含む未登録高
架下情報を作成する未登録高架下通過判定手段と、
　前記未登録高架下通過判定手段によって作成された未登録高架下情報を記憶する未登録
高架下情報記憶手段とを備え、
　交差点決定手段は、仮交差点において、該仮交差点に該当する未登録高架下情報が前記
未登録高架下情報記憶手段に記憶されているときに、該仮交差点を立体交差点に決定する
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　ことを特徴とする請求項３記載の地図情報処理装置。
【請求項３２】
　地図情報記憶手段に記憶されている地図情報に含まれる道路情報によって表される道路
または新規道路情報記憶手段に記憶されている新規道路情報によって表される道路を走行
中に、走行している道路の上を高架で横切る構造物の有無を検出する高架下通過検出手段
と、
　前記高架下通過検出手段によって検出された高架構造物が、前記地図情報記憶手段に記
憶されている地図情報に含まれる構造物に該当しないとき、または、前記新規道路情報記
憶手段に記憶されている新規道路情報によって表される道路に該当しないときに、走行中
の道路が未登録高架構造物の下を通過したと判定し、当該地点の位置情報を含む未登録高
架下情報を作成する未登録高架下通過判定手段と、
　前記未登録高架下通過判定手段によって作成された未登録高架下情報を記憶する未登録
高架下情報記憶手段とを備え、
　交差判定手段は、新規道路検出手段で検出された新規道路と地図情報取得手段で取得さ
れた地図情報に含まれている道路情報によって表される道路または新規道路検出手段によ
って過去に検出された道路との交差地点を検出しても、前記未登録高架下情報記憶手段に
未登録高架下情報が記憶されていれば、検出した交差地点と判定しない
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報処理装置。
【請求項３３】
　自己が１つの地図領域から他の地図領域に移動したことを検出する地図領域移動検出手
段を備え、
　地図情報記憶手段は、複数の地図領域に分割された地図情報を記憶し、
　新規道路検出手段は、前記地図領域移動検出手段によって地図領域の移動が検出された
ときに、当該地点を地図領域境界地点として走行履歴に記録し、
　道路更新情報生成手段は、前記新規道路検出手段で検出された新規道路を前記地図領域
境界地点において分断し、地図領域ごとに道路更新情報を生成する
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報処理装置。
【請求項３４】
　地図情報記憶手段に記憶されている地図情報および新規道路情報記憶手段に記憶されて
いる新規道路情報を出力する出力手段を備え、
　前記出力手段は、前記地図情報記憶手段に記憶されている地図情報に含まれる道路情報
、または、前記新規道路情報記憶手段に記憶されている新規道路情報を出力するときに、
前記道路情報または前記新規道路情報に含まれる仮交差点を、平面交差点または立体交差
点とは異なる形態で出力する
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報処理装置。
【請求項３５】
　地図情報記憶手段に記憶されている地図情報および新規道路情報記憶手段に記憶されて
いる新規道路情報を出力する出力手段を備え、
　前記出力手段は、前記新規道路情報記憶手段に記憶されている新規道路情報を、前記地
図情報記憶手段に記憶されている地図情報に含まれる道路情報とは異なる形態で出力する
　ことを特徴とする請求項１記載の地図情報処理装置。
【請求項３６】
　出力手段は、新規道路情報記憶手段に記憶されている新規道路情報を、地図情報記憶手
段に記憶されている地図情報に含まれる道路情報とは異なる形態で出力する
　ことを特徴とする請求項３４記載の地図情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、地図情報処理装置に関し、特に新規道路を検出して地図情報に組み込む技
術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、車両に搭載されるナビゲーション装置が知られている。このナビゲーション装置
では、地図情報処理装置は、予め記憶された地図情報に基づいて表示装置に地図を表示さ
せる。運転者は、この表示装置に表示された地図を見ることにより自車両の位置を確認し
ながら運転を行うことができるので、道に迷うことなく、目的地に確実且つ短時間で到着
できる。
【０００３】
　ところで、このようなナビゲーション装置としては、自己が保有している地図情報に存
在しない道路を走行した際に、走行履歴から新規道路を検出し、保有している地図情報に
追加するナビゲーション装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。このナビゲー
ション装置は、車両の走行軌跡に基づいて、地図情報に含まれない新たな道路を検出した
ときに、この道路に対応する走行軌跡を含む更新情報を作成して既存道路情報に追加する
とともに、検出された道路の始終点を既存の地図情報に接続する。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２４３４６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、上述した特許文献１に記載された技術では、新しく検出された道路の始終点
における既存の道路との接続は可能であるが、始終点以外の地点における他の道路との交
差については対応がなされておらず、新しく検出された道路の始終点以外の地点における
他道路との交差点の情報を含む地図情報に更新できない。したがって、実際の道路状況に
即した経路探索や経路案内をできないという問題がある。
【０００６】
　この発明は、上述した問題を解消するためになされたものであり、実際の道路状況に即
した経路探索や経路案内を可能にする地図情報処理装置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】
【０００７】
　この発明に係る地図情報処理装置は、自己の位置を検出する位置検出手段と、道路情報
を含む地図情報を記憶する地図情報記憶手段と、地図情報記憶手段から地図情報を取得す
る地図情報取得手段と、位置検出手段によって検出された自己の位置に対応する道路が地
図情報取得手段で取得された地図情報に含まれる道路情報中に存在しない新規道路を検出
する新規道路検出手段と、新規道路情報を記憶する新規道路情報記憶手段と、新規道路検
出手段で検出された新規道路と地図情報取得手段で取得された地図情報に含まれている道
路または新規道路検出手段によって過去に検出された道路とが該新規道路の始終点以外で
交差する交差地点を判定する交差判定手段と、新規道路検出手段で検出された新規道路を
表す新規道路情報を生成するとともに、前記新規道路情報記憶手段に記憶されている新規
道路情報および地図情報記憶手段に記憶されている地図情報に含まれる道路情報を更新す
るための情報を含む道路更新情報を生成する道路更新情報生成手段と、道路更新情報生成
手段で生成された道路更新情報に基づき、地図情報記憶手段に記憶されている地図情報に
含まれる道路情報および新規道路情報記憶手段に記憶されている新規道路情報に含まれる
道路情報を更新し、且つ新規道路情報記憶手段に新規道路情報を書き込む道路情報更新手
段とを備えているものである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、新規に検出された道路の始終点以外の地点における交差点の情報を
利用することができるので、実際の道路状況に即した経路探索や経路案内を可能にする地
図情報処理装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００９】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下の各
実施の形態において、同一または相当する構成部分には同一の符号を付して説明する。
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図であ
る。この地図情報処理装置は、カーナビゲーション装置と、これに接続された表示装置４
０、音声出力装置４１、入力装置４２、車速センサ４３、角速度センサ４４およびＧＰＳ
（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信アンテナ４５から構成さ
れている。
【００１０】
　カーナビゲーション装置は、表示地図計算手段１０、経路計算手段１１、表示制御手段
１２、音声出力制御手段１３、入力受信手段１４、測位手段１５、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄ
ｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）１６、ＨＤＤアクセス手段１７、一時記憶メモリ１８、新規道路検
出手段１９、交差判定手段２０、道路更新情報生成手段２１、交差点問合せ手段２２、交
差点決定手段２３、道路情報更新手段２４および制御手段２５から構成されている。
【００１１】
　表示地図計算手段１０は、地図情報および新規道路情報から表示用の地図画像を計算す
る。経路計算手段１１は、任意の２点間の推奨経路を計算する。表示制御手段１２は、表
示地図計算手段１０によって計算された表示用の地図画像や経路計算手段１１によって計
算した推奨経路を表示装置４０が表示可能な形式に変換し表示装置４０に送る。音声出力
制御手段１３は、経路計算手段１１によって計算された推奨経路に従って目的地までの案
内を行う音声情報や、地図情報に含まれている情報を運転者に知らせるための音声情報を
音声出力装置４１が出力可能な形式に変換し音声出力装置４１に送る。入力受信手段１４
は、外部の入力装置４２からの入力信号を受信する。
【００１２】
　測位手段１５は、この発明の位置検出手段に対応する。この測位手段１５は、車速セン
サ４３、角速度センサ４４およびＧＰＳ受信アンテナ４５からの信号に基づいて、自己（
当該地図情報処理装置が搭載された車両をいう。以下においても同じ）の現在位置を決定
するとともに、決定した現在位置とＨＤＤ１６に記憶されている道路情報を照合し、自己
の現在位置が道路情報で表されている何れの道路の何れの位置に該当するかを算出する。
測位手段１５は、表示地図計算手段１０において自己の周囲の地図を表示するための計算
が行われる際や、経路計算手段１１において自己の現在位置から入力地点への推奨経路が
計算される際には、測位結果を表示地図計算手段１０や経路計算手段１１に送る。
【００１３】
　ＨＤＤ１６は、この発明の地図情報記憶手段および新規道路情報記憶手段に対応する。
このＨＤＤ１６は、地図情報を記憶する地図情報記憶手段１６ａと新規道路情報を記憶す
る新規道路情報記憶手段１６ｂとを備えている。地図情報記憶手段１６ａには、当該地図
情報処理装置の出荷時に、道路情報を含む地図情報が記憶されている。地図情報は、緯度
線および経度線に平行な線で網目状に分割された領域ごとに作成されている。この領域を
「メッシュ」と呼ぶ。
【００１４】
　また、新規道路情報記憶手段１６ｂは、出荷時に記憶された地図情報に存在しない道路
を走行した際に、その道路を表す新規道路情報が追加される領域である。新規道路情報も
、地図情報と同様に網目状に分割されており、メッシュ毎に新規道路情報が作成され、記
憶される。ＨＤＤアクセス手段１７は、ＨＤＤ１６にアクセスするための制御を行う。一
時記憶メモリ１８は、例えば揮発性メモリから構成されており、種々の情報を一時的に記
憶するために使用される。
【００１５】
　新規道路検出手段１９は、地図情報に存在しない新規道路を検出する。この新規道路検
出手段１９の詳細は後述する。交差判定手段２０は、既存の道路と新規道路との交差の有
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無を判定する。この交差判定手段２０の詳細は後述する。道路更新情報生成手段２１は、
地図情報を更新するための道路更新情報を生成する。この道路更新情報生成手段２１の詳
細は後述する。
【００１６】
　交差点問合せ手段２２は、道路更新情報生成手段２１によって仮交差点（詳細は後述す
る）として生成された地点が通常の平面交差点であるのか立体交差点であるのかをユーザ
に問い合わせる。この交差点問合せ手段２２の詳細は後述する。交差点決定手段２３は、
経路計算手段１１によって算出された推奨経路が仮交差点における右左折を含む場合に、
問い合わせの画面を表示してユーザに提示し、仮交差点の状態をユーザに選択的に入力さ
せる。この交差点決定手段２３の詳細は後述する。
【００１７】
　道路情報更新手段２４は、道路更新情報生成手段２１によって生成された道路更新情報
に基づき、ＨＤＤ１６の内部の地図情報および新規道路情報を更新する。この道路情報更
新手段２４の詳細は後述する。制御手段２５は、予めプログラムされた手順に従い、表示
地図計算手段１０、経路計算手段１１、表示制御手段１２、音声出力制御手段１３、入力
受信手段１４、測位手段１５、ＨＤＤアクセス手段１７を制御する。
【００１８】
　表示地図計算手段１０、経路計算手段１１、音声出力制御手段１３および測位手段１５
は、ＨＤＤ１６に記憶されている地図情報や新規道路情報に含まれている道路（以下、「
既存道路」という）の道路情報を使用してそれぞれの処理を実行する際には、その処理の
過程において使用するメッシュに該当する地図領域の地図情報や新規道路情報をＨＤＤア
クセス手段１７によってＨＤＤ１６から読み出し、読み出した情報を一時記憶メモリ１８
に保存して使用する。
【００１９】
　カーナビゲーション装置に接続される表示装置４０は、表示制御手段１２から送られて
くる表示用の地図画像や推奨経路の情報に基づき表示を行う。音声出力装置４１は、推奨
経路に従って目的地までの案内を行う音声や、地図情報に含まれている情報を音声で出力
する。入力装置４２は、表示装置４０に表示したい地図領域や、推奨経路の計算を行いた
い始点や終点を入力する。この入力装置４２は、例えばカーナビゲーション装置の前面に
配される本体パネルに設置された入力ボタン、入力ボタンと同等の入力信号を発信するリ
モートコントローラ（リモコン）、表示装置４０の画面上に設定されたタッチパネル、音
声操作を行うための音声入力用マイクロホン、または、これらの組合せによって構成でき
る。
【００２０】
　車速センサ４３は、この発明の速度検出手段に対応し、自己が移動する速度を検出する
。この車速センサ４３で検出された速度は、測位手段１５に送られる。角速度センサ４４
は、自己の方向変化を検出する。この角速度センサ４４で検出された方向変化は、測位手
段１５に送られる。ＧＰＳ受信アンテナ４５は、ＧＰＳ衛星から送られてくる電波を受信
する。このＧＰＳ受信アンテナ４５で電波を受信することにより得られたＧＰＳ信号は、
測位手段１５に送られる。
【００２１】
　次に、上記のように構成される、この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置の動
作を説明する。
【００２２】
　以下では、新規道路検出手段１９、交差判定手段２０、道路更新情報生成手段２１、道
路情報更新手段２４によってＨＤＤ１６に地図情報としても新規道路情報としても未だ保
存されていない道路情報を生成し、追加する動作を説明する。
【００２３】
　図２は、地図情報処理装置の測位に関するメイン処理を示すフローチャートである。こ
のメイン処理では、まず、開始処理が実行される（ステップＳＴ１０）。この開始処理で
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は、前回終了時の状態に復元する初期化処理などが行われる。この開始処理が終了すると
、次いで、測位手段１５によって現在位置が検出される（ステップＳＴ１１）。そして、
このステップＳＴ１１で検出された現在位置が、既存道路上に位置しているかどうかが調
べられる（ステップＳＴ１２）。ここで、現在位置が既存道路上に位置していないことが
判断されると、新規道路検出処理が行われる（ステップＳＴ１５）。この新規道路検出処
理については後述する。その後、シーケンスはステップＳＴ１６に進む。
【００２４】
　上記ステップＳＴ１２で、現在位置が既存道路上に位置していることが判断されると、
前回の測位結果が一時記憶メモリ１８から削除される（ステップＳＴ１３）。そして、最
新の測位によって得られた現在位置が一時記憶メモリ１８に記憶される（ステップＳＴ１
４）。次いで、メイン処理の終了指示がなされたかどうかが調べられる（ステップＳＴ１
６）。ここで、メイン処理の終了指示がなされていないことが判断されると、シーケンス
はステップＳＴ１１に戻り、上述した処理が繰り返される。一方、ステップＳＴ１６にお
いて、終了指示がなされたことが判断されると、終了処理が実行される（ステップＳＴ１
７）。これにより、地図情報処理装置の測位に関するメイン処理は終了する。
【００２５】
　次に、図２のステップＳＴ１５において、新規道路検出手段１９によって行われる新規
道路検出処理の詳細を、図３に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【００２６】
　新規道路検出処理では、まず、逸脱情報が一時記憶メモリ１８に一時記憶される（ステ
ップＳＴ２０）。逸脱情報は、既存道路から逸脱した時点における既存道路および位置を
表す情報から構成されている（詳細は後述する）。次いで、測位手段１５によって現在位
置が検出される（ステップＳＴ２１）。次いで、ステップＳＴ２１で検出された現在位置
が既存道路上に位置しているかどうかが調べられる（ステップＳＴ２２）。
【００２７】
　このステップＳＴ２２で、現在位置が既存道路上に位置していないことが判断されると
、新規道路を走行中であることが認識され、次いで、走行履歴時系列データ判定条件を満
たしているかどうかが調べられる（ステップＳＴ２３）。ここで、走行履歴時系列データ
判定条件とは、測位手段１５から得られる現在位置のうち走行履歴として格納すべき現在
位置を規定する条件である（詳細は後述する）。
【００２８】
　上記ステップＳＴ２３で、走行履歴時系列データ判定条件を満たしていることが判断さ
れると、現在位置が走行履歴として一時記憶メモリ１８に一時記憶される（ステップＳＴ
２４）。その後、シーケンスはステップＳＴ２１に戻る。一方、上記ステップＳＴ２３で
、走行履歴時系列データ判定条件を満たしていないことが判断されると、現在位置が走行
履歴として一時記憶メモリ１８に一時記憶されずに、シーケンスはステップＳＴ２１に戻
る。以下、ステップＳＴ２２～ＳＴ２４の処理が繰り返し実行される。
【００２９】
　上記ステップＳＴ２２～ＳＴ２４の処理の繰り返し実行の途中で、ステップＳＴ２２に
おいて、現在位置が既存道路上に存在していることが判断されると、新規道路を走行中で
あった車両が既存道路に合流したことが認識され、合流情報が一時記憶メモリ１８に一時
記憶される（ステップＳＴ２５）。ここで、合流情報は、新規道路から既存道路に合流し
た時点における既存道路および位置を表す情報から構成されている。以上の処理により、
新規道路検出処理は終了する。
【００３０】
　上述した新規道路検出処理が終了すると、次いで、図４のフローチャートに示すように
、交差判定処理（ステップＳＴ３０）、道路更新情報生成処理（ステップＳＴ３１）およ
び道路情報更新処理（ステップＳＴ３２）が順次実行される。以下、これらの各処理を詳
細に説明する。
【００３１】
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　まず、図４のステップＳＴ３０において、交差判定手段２０によって行われる交差判定
処理を、図５に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【００３２】
　交差判定処理が開始されると、まず、新規道路が複数の線分に分割される（ステップＳ
Ｔ４０）。次いで、分割された全線分についての交差判定が完了したかどうかが調べられ
る（ステップＳＴ４１）。ここで、交差判定が完了したことが判断されると、交差判定処
理は終了する。上記ステップＳＴ４１において、分割された全線分についての交差判定が
完了していないことが判断されると、次いで、未判定線分の中から１つが選択される（ス
テップＳＴ４２）。次いで、選択された線分の近傍の既存道路が、当該新規道路が含まれ
るメッシュに該当する地図情報および新規道路情報の中から抽出される（ステップＳＴ４
３）。次いで、抽出された線分の近傍の全道路について、当該線分との交差判定が完了し
たかどうかが調べられる（ステップＳＴ４４）。ここで、交差判定が完了したことが判断
されると、シーケンスはステップＳＴ４１に戻り、再度、未判定線分の有無の確認が行わ
れる。
【００３３】
　上記ステップＳＴ４４において、交差判定が完了していないことが判断されると、次い
で、未判定の近傍道路から１つの道路が選択される（ステップＳＴ４５）。次いで、選択
された線分と選択された近傍道路の位置関係が計算される（ステップＳＴ４６）。次いで
、ステップＳＴ４６で得られた計算結果に基づいて、選択された線分と選択された近傍道
路とが交差しているかどうかが調べられる（ステップＳＴ４７）。ここで、交差していな
いことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ４４に戻り、再度、交差判定が完了し
ていない近傍道路の有無の確認が行われる。
【００３４】
　上記ステップＳＴ４７において、交差していることが判断されると、交差地点座標と近
傍道路を特定する情報とが交差情報として一時記憶メモリ１８に一時記憶される（ステッ
プＳＴ４８）。その後、シーケンスはステップＳＴ４１に戻り、上述した処理が繰り返さ
れる。以上により、交差判定処理は終了する。
【００３５】
　次に、図４のステップＳＴ３１において、道路更新情報生成手段２１によって行われる
道路更新情報生成処理を、図６に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【００３６】
　道路更新情報生成処理では、まず、一時記憶メモリ１８から逸脱情報が読み込まれる（
ステップＳＴ５０）。次いで、一時記憶メモリ１８から合流情報が読み込まれる（ステッ
プＳＴ５１）。次いで、一時記憶メモリ１８から走行履歴が読み込まれる（ステップＳＴ
５２）。次いで、一時記憶メモリ１８に交差情報が記憶されているかどうかが調べられる
（ステップＳＴ５３）。ここで、交差情報が記憶されていることが判断されると、その交
差情報が一時記憶メモリ１８から読み出される（ステップＳＴ５４）。一方、交差情報が
記憶されていないことが判断されると、ステップＳＴ５４の処理はスキップされる。
【００３７】
　次いで、ステップＳＴ５０～ＳＴ５４の処理により読み出された逸脱情報、合流情報、
走行履歴および交差情報に基づき新規道路情報が生成される（ステップＳＴ５５）。次い
で、地図情報を更新する必要があるどうかが調べられる（ステップＳＴ５６）。ここで、
必要があることが判断された場合は、地図情報を更新するための道路更新情報が交差情報
に基づいて生成される（ステップＳＴ５７）。ステップＳＴ５６で、地図情報を更新する
必要がないことが判断されると、ステップＳＴ５７の処理はスキップされる。以上により
、道路更新情報生成処理は終了する。
【００３８】
　次に、図４のステップＳＴ３２において、道路情報更新手段２４によって行われる道路
情報更新処理を、図７に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【００３９】
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　道路情報更新処理では、まず、当該新規道路の位置するメッシュに該当する新規道路情
報がＨＤＤ１６に存在するかどうかが調べられる（ステップＳＴ６０）。ここで、存在す
ることが判断された場合は、新たに生成された新規道路情報が、ＨＤＤ１６に存在する当
該メッシュの新規道路情報に追加される（ステップＳＴ６１）。一方、ＨＤＤ１６に当該
メッシュの新規道路情報が存在しない場合は、当該メッシュの新規道路情報としてＨＤＤ
に保存する（ステップＳＴ６２）。
【００４０】
　次に、ＨＤＤ１６に記憶されている当該メッシュに該当する地図情報を修正するための
道路更新情報が生成されているかどうかが調べられる（ステップＳＴ６３）。ここで、生
成されていることが判断された場合は、当該道路更新情報に従って、地図情報が更新され
る（ステップＳＴ６４）。一方、当該メッシュに該当する地図情報を更新するための道路
更新情報が生成されていない場合は、ステップＳＴ６４の処理はスキップされる。以上に
より、道路情報更新処理は終了する。
【００４１】
　次に、具体的な走行例を用いて、新規道路の検出、生成および追加の動作を説明する。
図８は、あるメッシュに含まれる既存道路によって構成される道路情報の一部分を示して
おり、交差点を表すノード（丸印）と、交差点間の道路を表すリンク（丸印の間の線分）
で道路が表現されている。これらノードとリンクとで道路のつながりを表現したものを道
路ネットワークと呼ぶ。この道路ネットワークにおいて点線で示すように、リンクＬ１上
を走行中、Ｐ１の地点においてＬ１から逸脱し、地点ＱにおいてリンクＬ２を横切り、地
点Ｐ２においてリンクＬ３に合流し、リンクＬ３上を走行した場合を想定し、既存道路に
含まれていない新規道路を追加する処理を説明する。
【００４２】
　リンクＬ１の走行中に、測位手段１５は、車速センサ４３、角速度センサ４４およびＧ
ＰＳ受信アンテナ４５からの信号に基づいて、現在位置を計算し、また、ＨＤＤ１６に記
憶されている地図情報に含まれる道路情報を参照し、リンクＬ１上を走行していることを
認識している。そして、最新の測位結果を常に一時記憶メモリ１８に記憶する。この時、
前回の測位結果は削除される。この地図情報処理装置を搭載した車両がＰ１の地点におい
てリンクＬ１から逸脱したとき、測位手段１５の測位結果に基づき、その旨が検出され、
逸脱前の走行リンクと逸脱地点が逸脱情報として一時記憶メモリ１８に記憶される。図８
に示す例では、リンクＬ１と地点Ｐ２が一時記憶メモリ１８に記憶される。
【００４３】
　次に、新規道路検出手段１９における処理（図２における新規道路検出処理）について
説明する。
【００４４】
　新規道路検出手段１９は、逸脱が検出された後、再び既存道路上の走行に戻るまで、す
なわち、既存道路への合流を検出するまでの走行軌跡を一時記憶メモリ１８に記憶させる
。図８に示す例では、地点Ｐ１から地点Ｐ２までの走行軌跡が一時記憶メモリ１８に記憶
される。走行軌跡は、例えば、測位手段１５が測位した車両位置の時系列データである。
時系列データを取得する最も簡単な方法としては、一定時間毎にデータを取得する方法が
考えられる。通常、測位手段１５は、定められた時間間隔で現在位置の測位を行う。した
がって、一定時間毎に車両位置を取得する方法としては、ｎ回（ｎは１以上の整数）に１
回の割合で測位結果を一時記憶メモリ１８に記憶する方法を採用できる。図９は、３回に
１の割合で測位結果を記憶する例を示しており、この場合、９地点の測位結果が走行履歴
として記憶される。
【００４５】
　しかし、上述した方法では、取得されるデータ数が増加し、一時記憶メモリ１８を浪費
するおそれがある。そこで、走行履歴時系列データ判定条件として、一定距離の走行毎の
測位結果データを一時記憶メモリ１８に記憶するという条件を追加し、取得されるデータ
数を削減することが可能である。図１０は、一定距離毎に測位結果を記憶する例を示して
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おり、この場合、７地点の測位結果が走行履歴として記憶される。
【００４６】
　また、走行履歴時系列データ判定条件として、車両の進行方向が閾値を超えて変化した
ときに測位結果データを一時記憶メモリ１８に記憶するという条件を使用することで、取
得されるデータ数をより削減し、一時記憶メモリ１８の浪費をさらに抑制することが可能
になる。図１１は、進行方向が変化する毎に測位結果を記憶する例を示しており、この場
合、５地点の測位結果が走行履歴として記憶される。進行方向の変化は、角速度センサ４
４の検出結果を利用することで検出できる。また、前々回の測位結果と前回の測位結果と
を結ぶ第１線分と、前回の測位結果と最新の測位結果を結ぶ第２線分とのなす角度を利用
して検出することもできる。
【００４７】
　次に、新規道路検出手段１９は、合流リンクと合流地点の情報を合流情報として一時記
憶メモリ１８に記憶させる。図８に示す例では、リンクＬ３と地点Ｐ２とが一時記憶メモ
リ１８に記憶される。新規道路検出手段１９によって以上の処理が完了すると、次に、交
差判定手段２０が、新規道路検出手段１９によって検出された新規道路の逸脱および合流
地点以外の地点におけると既存道路との交差の有無を判定する。交差の有無の判定は、新
規道路の走行履歴として一時記憶メモリ１８に記憶されている位置情報の時系列データを
複数の線分に分割し、各線分と２次元的に交差する既存道路を検索することにより行われ
る。
【００４８】
　走行履歴を複数の線分に分割する方法としては、全ての時系列データを用いて分割する
方法が最も簡単である。しかし、時系列データ点数が増加すると、それに比例して交差判
定に要する計算時間も増加してしまう。そこで、時系列データを間引いて線分を分割する
ことで、この問題を解決するように構成できる。また、交差判定において検索対象とする
既存道路は、メッシュ内の既存道路とすることで交差判定を現実的な時間以内に完了する
ことが可能になる。
【００４９】
　交差判定手段２０は、新規道路検出手段１９によって検出された新規道路と既存道路と
の交差地点を検出すると、当該地点が交差地点であることを一時記憶メモリ１８に記憶す
る。図８に示す例では、地点Ｐ１から地点Ｐ２に至る新規道路上で、リンクＬ２と地点Ｑ
において交差していることが一時記憶メモリ１８に記憶される。
【００５０】
　次に、道路更新情報生成手段２１は、一時記憶メモリ１８に記憶されている新規道路の
情報を、ＨＤＤ１６の内部に新規道路情報として保存する形式に変換する。
【００５１】
　また、図１２は、図８に示した道路ネットワークに対して、地点Ｐ１から地点Ｑを通り
地点Ｐ２に至る新規道路を追加した結果の道路ネットワークを示している。この図１２か
らわかるように、新規道路を追加すると、図８に示す例では１本のリンクであったリンク
Ｌ１、Ｌ２およびＬ３が、それぞれ地点Ｐ１、ＱおよびＰ２においてＬ１ａとＬ１ｂ、Ｌ
２ａとＬ２ｂ、Ｌ３ａとＬ３ｂという２本のリンクに分割されることになる。
【００５２】
　そこで、道路更新情報生成手段２１は、既存道路のリンクにおいて、新規道路との交差
点となりうる地点にノードを発生させ、リンクを分割するための情報も生成する。この道
路更新情報生成手段２１が生成する情報を「道路更新情報」と呼ぶ。
【００５３】
　この時、道路更新情報生成手段２１は、新規道路の始終点以外であって既存道路と交差
している地点に該当するノードを仮交差点であるとして道路更新情報を生成する。ＨＤＤ
１６の地図情報記憶手段１６ａに記憶されている地図情報に含まれる道路情報や、新規道
路情報記憶手段１６ｂに記憶されている新規道路情報においては、ノードを表現するフィ
ールド中に、仮交差点フラグとして１ビットを割当て、これを利用して当該ノードが仮交
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差点であるか否かを表現する。
【００５４】
　図８および図１２に示す例では、道路更新情報生成手段２１は、生成する新規道路情報
の中の地点Ｑに該当するノードの仮交差点フラグをＯＮにするとともに、既存道路のリン
クＬ２を分割したＬ２ａ、Ｌ２ｂにおける地点Ｑに該当するノードの仮交差点フラグをＯ
Ｎにした道路更新情報を生成する。
【００５５】
　また、道路更新情報生成手段２１は、仮交差点における通行規制を、全ての方向に通行
可として生成する。通行規制について、以下に説明する。カーナビゲーション装置が利用
する道路情報には、通常、ノードにおける通行規制が記述されている。今、例えば図１３
（ａ）に示すように、ノード０にリンク１からリンク４までの４本のリンクが接続されて
おり、リンク１はノード０に向かう方向の一方通行、リンク３からノード０に向かう場合
はリンク４へ向かう左折のみ可能、という場合を想定する。このとき、ノード０における
進入リンクと脱出リンクの組合せによって、その通行可否は、図１３（ｂ）に示すように
表現できる。この通行可否を表す情報がノードに関連付けられた情報として、道路情報に
記述される。これを通行規制と呼ぶ。
【００５６】
　次に、道路情報更新手段２４は、道路更新情報生成手段２１で生成された道路更新情報
に含まれる新規道路情報を、ＨＤＤアクセス手段１７を介してＨＤＤ１６の内部の新規道
路情報記憶手段１６ｂに保存する。このとき、保存しようとするメッシュに対応する新規
道路情報が既に存在している場合は、その新規道路情報に追加し、そのメッシュに対応す
る新規道路情報が存在しない場合には、そのメッシュに対応する新規道路情報として新た
に保存する。また、道路情報更新手段２４は、既存の道路ネットワークを更新するための
情報が道路更新情報に含まれている場合は、その情報に従って既存の道路ネットワークを
更新する。
【００５７】
　次に、道路更新情報生成手段２１によって仮交差点として生成された地点が通常の平面
交差点であるのか立体交差であるのかを、交差点問合せ手段２２および交差点決定手段２
３で特定する動作について説明する。
【００５８】
　図１４は、経路計算手段１１によって算出された推奨経路に、仮交差点として登録され
ているノード（図１４中に、新規交差点として二重丸によって表現されている）における
右左折が含まれている場合の表示装置４０への表示例である。この表示は交差点問合せ手
段２２によって実施される。この表示例では、画面は、推奨経路を提示する地図、推奨経
路に仮交差点で右左折する地点が存在することを示すメッセージ、仮交差点の状態の入力
をユーザに促す選択メニューおよび案内開始ボタンから構成されている。なお、画面の中
に描かれている第２経路は、仮交差点（図１４中の新規交差点）が立体交差等から構成さ
れており、右左折することができないと仮定した場合の推奨経路を示すものである。
【００５９】
　なお、図１４に示す表示画面の表示とともに、音声出力装置４１から、仮交差点として
登録されているノードにおける右左折が含まれる推奨経路が算出されたことを音声によっ
てユーザに案内するように構成できる。この時、右左折する仮交差点がどのような位置に
あり（住所や周辺の施設など）、どのような道路同士の交差であるか（道路番号、道路名
称など）を伝えるように構成すれば、案内対象の仮交差点が、現実のどの交差地点を指し
示しているかをユーザは、より正確に把握することができる。
【００６０】
　図１４に示される表示や、上述した音声案内によって、仮交差点で右左折する経路を提
示されたユーザは、案内対象の仮交差点の状態を選択する。図１４に示す例では、ユーザ
は選択メニューに示されている「通常交差点」、「立体交差」、「不明」および「案内開
始」のいずれかを選択する。この選択は、本体パネルに設置されたボタンを操作すること
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により選択メニューの所望の項目にフォーカスをあて、実行ボタンを押下することで実現
できる。また、リモコンに設置されたボタンを操作することによっても実現できる。また
、表示装置４０にタッチパネル入力装置を備えれば、タッチパネル操作によっても実現で
きる。さらには、音声認識手段を備えれば、音声入力による操作によっても実現できる。
【００６１】
　図１５は、経路計算手段１１によって算出された推奨経路に、仮交差点として登録され
ているノードにおける右左折が含まれない場合の表示装置４０への表示例である。この場
合、通常の推奨経路の算出結果が表示される。図１５に例示した推奨経路の算出結果の表
示画面は、推奨経路を提示する地図と、推奨経路が求まったことを示すメッセージおよび
案内開始ボタンから構成されている。
【００６２】
　本体パネルに備え付けられた操作ボタン、リモコン、タッチパネル、または、音声入力
などによって案内開始ボタンを押下することにより、図１５に示す表示画面から通常の地
図表示画面に遷移し、目的地までの案内がユーザに提供される。
【００６３】
　図１６は、図１４に示した仮交差点の状態を選択する画面の提示後、交差点決定手段２
３によって仮交差点の状態が設定されるまでの交差点決定処理を示すフローチャートであ
る。
【００６４】
　この交差点決定処理では、交差点問合せ手段２２によって図１４に示す画面が表示され
た後、ユーザによる選択待ちに入る（ステップＳＴ７０）。次いで、選択メニューの何れ
かの項目が選択されたかどうかが調べられる（ステップＳＴ７１）。ここで、何れも選択
されていないことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ７０に戻り、再び、ユーザ
による選択待ちに入る。
【００６５】
　ステップＳＴ７１で、選択メニューの何れかの項目が選択されたことが判断されると、
次いで、「案内開始」が選択されたかどうかが調べられる（ステップＳＴ７２）。ここで
、案内開始が選択されたことが判断されると、交差点決定処理は終了する。一方、案内開
始が選択されていないことが判断されると、次いで、「立体交差」が選択されたかどうか
が調べられる（ステップＳＴ７３）。ここで、立体交差が選択されたことが判断されると
、ＨＤＤ１６に記憶されている当該仮交差点における通行規制が、右左折の全組合せ（直
進を除く）についてＯＫからＮＧに変更される（ステップＳＴ７４）。次いで、ＨＤＤ１
６に記憶されている当該仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変更される（ステッ
プＳＴ７５）。
【００６６】
　上記ステップＳＴ７３で、立体交差が選択されていないことが判断されると、次いで、
「通常交差点」が選択されたかどうかが調べられる（ステップＳＴ７６）。ここで、通常
交差点が選択されたことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ７５に移り、上述し
た処理が実行される。一方、通常交差点が選択されていない、つまり「不明」が選択され
たことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ７７に移る。この場合、仮交差点は、
そのまま残される。
【００６７】
　ステップＳＴ７７では、経路計算手段１１によって算出された推奨経路上で、右左折す
る仮交差点についてユーザによる選択が完了したかどうかが調べられる。ここで、ユーザ
による選択が完了していない、つまり推奨経路上で右左折する仮交差点が未だ存在するこ
とが判断されると、次の右左折する仮交差点における選択メニューが表示される（ステッ
プＳＴ７８）。その後、シーケンスはステップＳＴ７０に戻り、再び、ユーザによる選択
待ち状態に入る。
【００６８】
　ステップＳＴ７７において、ユーザによる選択が完了した、つまり推奨経路上で右左折
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する仮交差点が存在しないことが判断されると、選択メニューの「案内開始」以外の項目
が選択不可にされる（ステップＳＴ７９）。その後、シーケンスはステップＳＴ７０に戻
り、再び、ユーザによる選択待ち状態に入る。
【００６９】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置によれば、ＨＤ
Ｄ１６に記憶されていない道路を走行した場合に、その道路をＨＤＤ１６に追加記憶し、
さらには既存道路との交差点を正確に反映したナビゲーションを実現できる。
【００７０】
　より詳しくは、この地図情報処理装置によれば、新規に検出された新規道路の始終点以
外の地点における交差点の情報を利用することができる。また、仮交差点を通常の平面交
差点と区別することで、立体交差のところを誤って通常の平面交差点と同様に処理するこ
とを防ぐことができる。また、平面交差点と決定された交差地点においては、その後の処
理において既存道路における交差点と同様の扱いをすることが可能になる。また、平面交
差点か立体交差かをユーザに問い合わせることで、機械的に平面交差点／立体交差を判断
する場合と比較し、誤判断の発生を削減することができる。さらに、ユーザに問い合わせ
るタイミングを経路計算において仮交差点が平面交差点であるのか立体交差であるのかの
判断が必要となる時点とすることで、問い合わせが頻発することを防ぐことができる。
【００７１】
　なお、この実施の形態１に係る地図情報処理装置では、新規道路情報と地図情報は別々
のものとして存在するように構成したが、新規道路情報を地図情報の中に含める形で保存
するように構成できる。この場合、道路更新情報生成手段２１は、生成した新規道路情報
を地図情報の中のどの位置に追加するか、また、新規道路情報を地図情報の中に追加する
ことで、既存の地図情報の修正が必要になる場合は、どの情報をどのように修正する必要
があるかを表現した道路更新情報の生成も行う。
【００７２】
実施の形態２．
　上述した実施の形態１に係る地図情報処理装置では、交差点決定手段２３は、経路計算
手段１１によって算出された推奨経路が仮交差点における右左折を含む場合に、図１４に
示した画面を表示してユーザに提示し、仮交差点の状態をユーザが選択的に入力するよう
に構成したが、この実施の形態２に係る地図情報処理装置では、仮交差点の状態の入力を
、地図情報処理装置の電源ＯＦＦ信号が発生された時に行うようにしたものである。
【００７３】
　図１７は、地図情報処理装置の電源ＯＦＦ信号が発生された時に、ユーザが仮交差点の
状態を選択的に入力するための画面の例を示す。この例では、表示画面は、仮交差点（図
１７中の新規交差点）を含む地図、仮交差点の状態を入力する画面であることを示すメッ
セージ、仮交差点の状態の入力をユーザに促す選択メニュー、設定終了ボタンから構成さ
れている。図１７に示す表示は、交差点問合せ手段２２によって実施される。
【００７４】
　図１８は、図１７に示した仮交差点の状態を選択する画面の提示後、交差点決定手段２
３によって仮交差点の状態が設定されるまでの交差点決定処理を示すフローチャートであ
る。
【００７５】
　この交差点決定処理では、交差点問合せ手段２２によって図１７に示す画面が表示され
た後、ユーザによる選択待ちに入る（ステップＳＴ８０）。次いで、選択メニューの何れ
かの項目が選択されたかどうかが調べられる（ステップＳＴ８１）。ここで、何れも選択
されていないことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ８０に戻り、再び、ユーザ
による選択待ちに入る。
【００７６】
　ステップＳＴ８１で、選択メニューの何れかの項目が選択されたことが判断されると、
次いで、「設定終了」が選択されたかどうかが調べられる（ステップＳＴ８２）。ここで
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、設定終了が選択されたことが判断されると、交差点決定処理は終了する。一方、案内開
始が選択されていないことが判断されると、次いで、「立体交差」が選択されたかどうか
が調べられる（ステップＳＴ８３）。ここで、立体交差が選択されたことが判断されると
、ＨＤＤ１６に記憶されている当該仮交差点における通行規制が、右左折の全組合せ（直
進を除く）についてＯＫからＮＧに変更される（ステップＳＴ８４）。次いで、ＨＤＤ１
６に記憶されている当該仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変更される（ステッ
プＳＴ８５）。
【００７７】
　上記ステップＳＴ８３で、立体交差が選択されていないことが判断されると、次いで、
「通常交差点」が選択されたかどうかが調べられる（ステップＳＴ８６）。ここで、通常
交差点が選択されたことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ８５に移り、上述し
た処理が実行される。一方、通常交差点が選択されていない、つまり「不明」が選択され
たことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ８７に移る。この場合、仮交差点は、
そのまま残される。
【００７８】
　ステップＳＴ８７では、全ての仮交差点についてユーザによる選択が完了したかどうか
が調べられる。ここで、ユーザによる選択が完了していない、つまり仮交差点が未だ残っ
ていることが判断されると、次の仮交差点における選択メニューが表示される（ステップ
ＳＴ８８）。次の仮交差点の選択は、仮交差点は測位手段１５によって測位される自己の
現在位置からの距離が近い順に行われる。その後、シーケンスはステップＳＴ８０に戻り
、再び、ユーザによる選択待ち状態に入る。
【００７９】
　ステップＳＴ８７において、ユーザによる選択が完了した、つまり仮交差点が残ってい
ないことが判断されると、選択メニューの「設定終了」以外の項目が選択不可にされる（
ステップＳＴ８９）。その後、シーケンスはステップＳＴ８０に戻り、再び、ユーザによ
る選択待ち状態に入る。
【００８０】
　以上説明したように、この発明の実施の形態２に係る地図情報処理装置によれば、地図
情報処理装置の電源ＯＦＦ信号が発生した時点、すなわち、地図情報処理装置の動作が終
了する時点において、仮交差点の状態をユーザが設定可能になる。したがって、走行中に
問い合わせが発生することを防ぐことができる。また、走行中に発生した仮交差点を、地
図情報処理装置の動作の終了時に確認して、正式の交差点として地図情報および新規道路
情報に組み込むことができる。
【００８１】
　また、この実施の形態２に係る地図情報処理装置では、地図情報処理装置の電源ＯＦＦ
信号が発生した時点で、ユーザが仮交差点の状態を選択的に入力するように構成したが、
地図情報処理装置の電源ＯＮ信号が発生して地図情報処理装置が起動された時に、仮交差
点の状態を選択的に入力するように構成することもできる。
【００８２】
　この構成によれば、起動時に仮交差点の状態を選択的に入力することにより、走行中に
問い合わせが発生することを防ぐことができると同時に、ユーザが持っている最新の知識
を地図情報に反映した交差点情報によって地図情報処理装置の動作を開始することができ
る。また、降車時に地図情報処理装置を操作する必要がないので、ユーザは、余裕をもっ
て仮交差点の設定を行うことができる。
【００８３】
　また、この実施の形態２に係る地図情報処理装置では、図１７に示す画面が表示された
ときに、ユーザが設定すべき仮交差点の範囲は特に限定されていないが、設定すべき仮交
差点の範囲を限定するように構成することもできる。この場合、ユーザは不要な設定操作
から解放されることができる。ユーザが設定すべき仮交差点の範囲は、測位手段１５によ
って測位される自己の現在位置からの距離によって決定するように構成できる。なお、目
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的地が設定されている場合には、現在位置と目的地とによって算出される適切な範囲によ
って、ユーザが設定すべき仮交差点の範囲を決定するように構成できる。また、ユーザが
予め設定した範囲によって、ユーザが設定すべき仮交差点の範囲を決定するように構成す
ることもできる。
【００８４】
実施の形態３．
　この発明の実施の形態３に係る地図情報処理装置は、実際の走行時に右左折したという
情報に基づいて仮交差点の状態を設定するようにしたものである。
【００８５】
　図１９は、この発明の実施の形態３に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図で
ある。この地図情報処理装置は、図１に示した実施の形態１に係る地図情報処理装置に方
向指示器４６が追加されるとともに、カーナビゲーション装置から交差点問合せ手段２２
が除去され、右左折検出手段２６が追加されて構成されている。また、交差点決定手段２
３の動作が実施の形態１に係る地図情報処理装置のそれと異なる。
【００８６】
　方向指示器４６は、地図情報処理装置が設置されている車両が右左折するときに、第三
者にその右左折を伝達するために使用される。この方向指示器４６によって示される右左
折の方向を表す信号は、右左折検出手段２６に送られる。
【００８７】
　右左折検出手段２６は、角速度センサ４４から送られてくる自己の方向変化を表す信号
または方向指示器４６からの信号に基づいて、自己の方向変化を検出する。この右左折検
出手段２６における検出結果は、制御手段２５を介して交差点決定手段２３に送られ、仮
交差点の状態を設定するために使用される。
【００８８】
　次に、この発明の実施の形態３に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３において
行われる仮交差点の状態を設定する処理を、図２０に示すフローチャートを参照しながら
説明する。
【００８９】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、地図情報処理装置が仮交差点に到達し
たかどうかが調べられる（ステップＳＴ９０）。ここで、仮交差点に到達していないこと
が判断されると、処理は終了する。一方、仮交差点に到達したことが判断されると、次い
で、その仮交差点で右左折がなされたことが右左折検出手段２６によって検知されたかど
うかが調べられる（ステップＳＴ９１）。ここで、右左折が検知されたことが判断される
と、その仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変更され（ステップＳＴ９２）、そ
の後、処理は終了する。上記ステップＳＴ９１において右左折が検知されなかったことが
判断された場合も、処理は終了する。
【００９０】
　以上説明したように、この発明の実施の形態３に係る地図情報処理装置によれば、交差
点で右左折することによって自動的に仮交差点が通常の平面交差点であることを認識し、
その後は平面交差点として扱うことができる。また、方向指示器４６の右左折情報で仮交
差点が通常の平面交差点であることを認識できる。
【００９１】
実施の形態４．
　この発明の実施の形態４に係る地図情報処理装置は、高度情報に基づいて仮交差点の状
態を設定するようにしたものである。
【００９２】
　この実施の形態４に係る地図情報処理装置の構成は、以下の点を除き、図１に示した実
施の形態１に係る地図情報処理装置のそれと同じである。即ち、地図情報記憶手段１６ａ
に記憶される地図情報に含まれる道路情報は、ノードに関連付けられた情報として、その
ノードの高度情報を予め含んでいる。また、新規道路情報記憶手段１６ｂに記憶される新
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規道路情報には、ノードに関連付けられた情報として、そのノードの高度情報が含まれる
。この高度情報は、測位手段１５がＧＰＳ受信アンテナ４５から得られるＧＰＳ信号に基
づいて生成される。さらに、交差点決定手段２３は、高度情報に基づいて仮交差点の状態
を設定する。なお、実施の形態４に係る地図情報処理装置では、実施の形態１に係る地図
情報処理装置における交差点問合せ手段２２は不要である。
【００９３】
　次に、この発明の実施の形態４に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３において
行われる仮交差点の状態を設定する処理を、図２１に示すフローチャートを参照しながら
説明する。
【００９４】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、地図情報処理装置が仮交差点に到達し
たかどうかが調べられる（ステップＳＴ１００）。ここで、仮交差点に到達していないこ
とが判断されると、処理は終了する。一方、仮交差点に到達したことが判断されると、次
いで、ＨＤＤアクセス手段１７を介して、ＨＤＤ１６の新規道路情報記憶手段１６ｂに記
憶されている新規道路情報から、その仮交差点に対応するノード情報を検索し、検索され
たノード情報から高度情報が取得される（ステップＳＴ１０１）。
【００９５】
　次に、交差している相手の道路が地図情報の中に存在するか否かが調べられる（ステッ
プＳＴ１０２）。この処理は、新規道路情報に含まれている交差情報を参照し、交差情報
に記述されている交差相手の道路が地図情報の中に存在するか否かを調べることによって
行われる。このステップＳＴ１０２で、交差している相手の道路が地図情報の中に存在す
ることが判断されると、次いで、ＨＤＤアクセス手段１７を介して、ＨＤＤ１６の地図情
報記憶手段１６ａに記憶されている地図情報から該当する仮交差点のノード情報が検索さ
れ、そのノードの高度情報が取得される（ステップＳＴ１０３）。その後、シーケンスは
ステップＳＴ１０５に進む。
【００９６】
　上記ステップＳＴ１０２で、交差している相手の道路が地図情報の中に存在しないこと
が判断されると、次いで、ＨＤＤアクセス手段１７を介して、ＨＤＤ１６の新規道路情報
記憶手段１６ｂに記憶されている新規道路情報から該当する仮交差点のノード情報が検索
され、そのノードの高度情報が取得される（ステップＳＴ１０４）。その後、シーケンス
はステップＳＴ１０５に進む。
【００９７】
　ステップＳＴ１０４では、ステップＳＴ１０１で取得された高度情報と、ステップＳＴ
１０３またはステップＳＴ１０４で取得された高度情報とから高度差が算出される（ステ
ップＳＴ１０５）。次いで、ステップＳＴ１０５で算出された高度差が予め定められた一
定値以上であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ１０６）。このステップＳＴ１０６
で、一定値以上であることが判断されると、２つの道路は立体交差であることが認識され
、その仮交差点における通行規制が、その全組合せについてＯＫからＮＧに変更される（
ステップＳＴ１０７）。次いで、その仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変更さ
れ（ステップＳＴ１０８）、処理は終了する。上記ステップＳＴ１０６において、ステッ
プＳＴ１０５で算出された高度差が一定値未満であることが判断されると、２つの道路は
平面交差であることが認識され、シーケンスはステップＳＴ１０８に進む。
【００９８】
　以上説明したように、この発明の実施の形態４に係る地図情報処理装置によれば、新規
道路と既存の道路の交差地点における高さを比較することで自動的に仮交差点が通常の平
面交差点か立体交差かを判断することができる。また、新規道路同士の交差地点において
も、高さを比較することで自動的に仮交差点が平面交差しているか立体交差しているかを
判断することができる。
【００９９】
実施の形態５．



(20) JP 4130441 B2 2008.8.6

10

20

30

40

50

　この発明の実施の形態５に係る地図情報処理装置は、実際の走行時に停止したという情
報に基づいて仮交差点の状態を設定するようにしたものである。
【０１００】
　図２２は、この発明の実施の形態５に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図で
ある。この地図情報処理装置は、図１に示した実施の形態１に係る地図情報処理装置のカ
ーナビゲーション装置から交差点問合せ手段２２が除去されて構成されている。また、Ｈ
ＤＤ１６の内部に走行履歴情報記憶手段１６ｃが追加されている。
【０１０１】
　また、地図情報処理装置の構成要素のうち、以下の点が実施の形態１に係る地図情報処
理装置のそれと異なる。即ち、測位手段１５は、車速センサ４３からの信号に基づいて速
度を検出する。また、測位手段１５によって測位された位置とその位置を走行時の速度が
走行履歴情報としてＨＤＤ１６の走行履歴情報記憶手段１６ｃに記憶される。さらに、交
差点決定手段２３は、走行履歴情報を参照し、仮交差点の状態を設定する。
【０１０２】
　次に、この発明の実施の形態５に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３において
行われる、走行履歴情報を参照して仮交差点の状態を設定する処理を、図２３に示すフロ
ーチャートを参照しながら説明する。
【０１０３】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、地図情報処理装置が仮交差点に到達し
たかどうかが調べられる（ステップＳＴ１１０）。ここで、仮交差点に到達していないこ
とが判断されると、処理は終了する。一方、仮交差点に到達したことが判断されると、次
いで、ＨＤＤ１６の走行履歴情報記憶手段１６ｃに記憶されている走行履歴情報から当該
仮交差点直前の速度推移が取得される（ステップＳＴ１１１）。
【０１０４】
　次いで、ステップＳＴ１１１で取得された速度推移に基づいて、仮交差点直前で一時停
車したかどうかが調べられる（ステップＳＴ１１２）。ここで、一時停車したことが判断
されると、その仮交差点は通常の交差点であることが認識され、その仮交差点における仮
交差点フラグがＯＦＦに変更され（ステップＳＴ１１３）、その後、処理は終了する。上
記ステップＳＴ１１２において一時停車しなかったことが判断された場合も、処理は終了
する。
【０１０５】
　以上説明したように、この発明の実施の形態５に係る地図情報処理装置によれば、新規
道路と既存の道路の交差地点に進入する直前に赤信号によって停車した場合に自動的に仮
交差点が通常の平面交差点であると判断することができる。
【０１０６】
実施の形態６．
　この発明の実施の形態６に係る地図情報処理装置は、実際の走行時に新規道路から既存
の道路に移動したという情報に基づいて仮交差点の状態を設定するようにしたものである
。
【０１０７】
　この実施の形態６に係る地図情報処理装置の構成は、交差点問合せ手段２２が不要であ
る点を除き、図１に示した実施の形態１に係る地図情報処理装置のそれと同じである。
【０１０８】
　次に、この発明の実施の形態６に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３において
行われる仮交差点の状態を設定する処理を、図２４に示すフローチャートを参照しながら
説明する。
【０１０９】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、地図情報処理装置が仮交差点に到達し
たかどうかが調べられる（ステップＳＴ１２０）。ここで、仮交差点に到達していないこ
とが判断されると、処理は終了する。一方、仮交差点に到達したことが判断されると、次
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いで、一時記憶メモリ１８に記憶されている直前の測位結果から、仮交差点に進入した道
路が取得される（ステップＳＴ１２１）。
【０１１０】
　次いで、地図情報処理装置が仮交差点から脱出したかどうかが調べられる（ステップＳ
Ｔ１２２）。ここで、仮交差点から脱出していないことが判断されると、測位手段１５に
よって得られる次回の測位結果から現在位置が検出される（ステップＳＴ１２３）。次い
で、検出された現在位置が既存道路上に位置するかどうかが調べられる（ステップＳＴ１
２４）。ここで、既存道路上に位置していないことが判断されると、新たな新規道路の検
出処理に移行するために、交差点決定の処理を終了する。
【０１１１】
　一方、ステップＳＴ１２４において、既存道路上に位置していることが判断されると、
前回の測位結果が一時記憶メモリ１８から削除される（ステップＳＴ１２５）。次いで、
ステップＳＴ１２３で検出された最新の測位結果が一時記憶メモリ１８に記憶される（ス
テップＳＴ１２６）。その後、シーケンスはステップＳＴ１２２に戻る。
【０１１２】
　上記ステップＳＴ１２２において仮交差点から脱出したことが判断されると、ステップ
ＳＴ１２１で取得された、仮交差点に進入してきた道路が、ＨＤＤ１６の地図情報記憶手
段１６ａに記憶されている地図情報に含まれる道路か、または、ＨＤＤ１６の新規道路情
報記憶手段１６ｂに記憶されている新規道路情報に含まれる道路かが調べられる（ステッ
プＳＴ１２７）。
【０１１３】
　このステップＳＴ１２７において、地図情報に含まれる道路であることが判断されると
、一時記憶メモリ１８に記憶されている最新の測位結果を参照し、仮交差点から脱出して
現時点で位置している道路（脱出道路）が取得される（ステップＳＴ１２８）。そして、
ステップＳＴ１２８で取得した脱出道路が新規道路情報に含まれる道路かどうかが調べら
れる（ステップＳＴ１２９）。
【０１１４】
　このステップＳＴ１２９において、脱出道路が新規道路情報に含まれない道路であるこ
とが判断されると、進入道路と脱出道路がともに地図情報に含まれる道路であるため、仮
交差点の状態の設定は行われずに、処理は終了する。一方、ステップＳＴ１２９において
、脱出道路が新規道路情報に含まれる道路であることが判断された場合は、仮交差点にお
いて地図情報に含まれる道路から進入し、新規道路情報に含まれる道路へ脱出したことに
なるため、この仮交差点は通常の交差点であると認識され、その仮交差点の仮交差点フラ
グがＯＦＦに変更される（ステップＳＴ１３０）。その後、処理は終了する。
【０１１５】
　上記ステップＳＴ１２７において、地図情報に含まれる道路でないことが判断されると
（この場合は、仮交差点に進入した道路が新規道路情報に含まれる道路）、一時記憶メモ
リ１８に記憶されている最新の測位結果を参照し、仮交差点から脱出して現時点で位置し
ている道路が取得される（ステップＳＴ１３１）。そして、その道路が地図情報に含まれ
る道路であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ１３２）。
【０１１６】
　このステップＳＴ１３２において、地図情報に含まれる道路であると判断されると、仮
交差点において新規道路情報に含まれる道路から進入し、地図情報に含まれる道路へ脱出
したことになるため、この仮交差点は通常の交差点であると認識され、シーケンスはステ
ップＳＴ１３０へ進む。
【０１１７】
　一方、ステップＳＴ１３２において、地図情報に含まれない道路であると判断された場
合は、脱出道路も新規道路情報に含まれる道路になり、進入道路と脱出道路がともに新規
道路情報に含まれる道路ということになる。そこで、脱出道路である新規道路情報に含ま
れる道路が、進入道路である新規道路情報に含まれる道路と異なるか否かが調べられる（
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ステップＳＴ１３３）。ここで、異なることが判断された場合は、この仮交差点は通常の
交差点であると認識され、シーケンスはステップＳＴ１３０に移る。一方、一致すること
が判断された場合は、この仮交差点は通常の交差点であるかどうかを判断できないため、
処理は終了する。
【０１１８】
　以上説明したように、この発明の実施の形態６に係る地図情報処理装置によれば、仮交
差点において新規道路から入り、既存の道路へ出た場合に自動的に仮交差点が通常の平面
交差点であると判断することができる。また、仮交差点において既存道路から入り、新規
道路へ出た場合に自動的に仮交差点が通常の平面交差点であると判断することができる。
さらに、仮交差点において新規道路から入り、別の新規道路へ出た場合に自動的に仮交差
点が通常の平面交差点であると判断することができる。
【０１１９】
実施の形態７．
　この発明の実施の形態７に係る地図情報処理装置は、撮影装置で撮影することにより得
られた画像情報に基づいて仮交差点の状態を設定するようにしたものである。
【０１２０】
　図２５は、この発明の実施の形態７に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図で
ある。この地図情報処理装置は、図１に示した実施の形態１に係る地図情報処理装置に、
例えばカメラから成る撮影装置４７が追加されるとともに、カーナビゲーション装置から
交差点問合せ手段２２が除去され、映像信号処理手段２７が追加されて構成されている。
また、交差点決定手段２３の動作が実施の形態１に係る地図情報処理装置のそれと異なる
。
【０１２１】
　撮影装置４７は、地図情報処理装置が搭載された車両の周囲を撮影する。この撮影装置
４７で撮影することにより得られた映像信号は、映像信号処理手段２７に送られる。映像
信号処理手段２７は、撮影装置４７から送られてくる映像信号を処理し、道路の状況を表
す映像情報として出力する。
【０１２２】
　次に、この発明の実施の形態７に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３において
行われる仮交差点の状態を設定する処理を、図２６に示すフローチャートを参照しながら
説明する。
【０１２３】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、地図情報処理装置が仮交差点に到達し
たかどうかが調べられる（ステップＳＴ１４０）。ここで、仮交差点に到達していないこ
とが判断されると、処理は終了する。一方、仮交差点に到達したことが判断されると、次
いで、映像情報を解析し、立体交差かどうかの判定が行われる（ステップＳＴ１４１）。
次いで、ステップＳＴ１４１における判定結果が立体交差であるかどうかが調べられる（
ステップＳＴ１４２）。
【０１２４】
　このステップＳＴ１４２において、立体交差であると判断されると、その仮交差点にお
ける通行規制が、その全組合せについてＯＫからＮＧに変更される（ステップＳＴ１４３
）。次いで、その仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変更される（ステップＳＴ
１４４）。その後、処理は終了する。ステップＳＴ１４２において、立体交差でないと判
断されると、次いで、ステップＳＴ１４１における判定結果が平面交差点であるかどうか
が調べられる（ステップＳＴ１４５）。ここで、平面交差点であると判断されると、シー
ケンスはステップＳＴ１４４に移る。一方、平面交差点でないと判断されると、その仮交
差点の状態は不明であると判断され、処理を行わずに終了する。
【０１２５】
　以上説明したように、この発明の実施の形態７に係る地図情報処理装置によれば、撮影
装置４７の撮影画像から仮交差点が平面交差点か立体交差かを自動的に判断できる。
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【０１２６】
実施の形態８．
　この発明の実施の形態８に係る地図情報処理装置は、有料道路を走行したという情報に
基づいて仮交差点の状態を設定するようにしたものである。
【０１２７】
　図２７は、この発明の図１に示した実施の形態１に係る地図情報処理装置の構成を示す
ブロック図である。この地図情報処理装置は、図２５に示した実施の形態７に係る地図情
報処理装置に、ＥＴＣ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｔｏｌｌ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ：自動料金収受システム）装置４８、ＥＴＣアンテナ４９および運転席側窓セン
サ５０が追加されるとともに、カーナビゲーション装置に有料道路走行判定手段２８、不
揮発性のバックアップＲＡＭ２９および仮交差点道路種別判定手段３０が追加されて構成
されている。また、交差点決定手段２３の動作が実施の形態７に係る地図情報処理装置の
それと異なる。
【０１２８】
　有料道路走行判定手段２８は、有料道路を走行中であるか否かを判断し、有料道路走行
中には一時記憶メモリ１８に有料道路走行中情報を記憶させる。有料道路を走行中である
か否かは以下の方法で判断される。即ち、有料道路入口通過検知から有料道路出口通過検
知までの間が有料道路を走行中であると判断され、有料道路入口通過検知後、有料道路走
行中情報が一時記憶メモリ１８に記憶される。また、有料道路出口通過検知後、一時記憶
メモリ１８から有料道路走行中情報が削除される。
【０１２９】
　有料道路走行判定手段２８は、次のいずれかの方法により有料道路入口通過検知を行う
。第１の入口通過検知方法は、次の通りである。即ち、ＥＴＣアンテナ４９およびＥＴＣ
装置４８を装備した移動体（車両）が有料道路に進入する際、ＥＴＣ装置４８はＥＴＣア
ンテナ４９を介して有料道路に進入するという交信情報をＥＴＣ地上装置（図示せず）と
の間で送受する。有料道路走行判定手段２８は、この交信情報を取得することで、有料道
路入口通過を検知する。
【０１３０】
　第２の入口通過検知方法は、次の通りである。即ち、測位手段１５によって測位された
結果から、自己が位置する道路が取得される。有料道路走行判定手段２８は、この取得さ
れた道路の道路種別が非有料道路（一般国道、都道府県道、主要地方道など）から有料道
路に変化したときに、有料道路入口通過を検知する。
【０１３１】
　また、有料道路走行判定手段２８は、次のいずれかの方法により有料道路出口通過検知
を行う。第１の出口通過検知方法は、次の通りである。即ち、有料道路走行中情報が一時
記憶メモリ１８に記憶されているときに、ＥＴＣ装置４８がＥＴＣアンテナ４９を介して
ＥＴＣ地上装置と有料道路出口で交信し料金支払いを行う。有料道路走行判定手段２８は
、その料金支払いの情報をＥＴＣ装置４８から取得し、有料道路出口通過を検出する。
【０１３２】
　第２の出口通過検知方法は、次の通りである。即ち、有料道路走行中情報が一時記憶メ
モリ１８に記憶されているときに、ＥＴＣ装置４８に挿入されていたＥＴＣカードが抜か
れ、車速センサ４３によって自己の移動速度がゼロまたは限りなくゼロに近い状態が一定
時間継続しており、運転席側窓センサ５０によって窓が開いた状態にあることが検出され
たとき、有料道路走行判定手段２８は、有料道路出口通過を検出する。
【０１３３】
　第３の出口通過検知方法は、次の通りである。即ち、測位手段１５によって測位された
結果から、自己の位置する道路が取得される。有料道路走行判定手段２８は、この取得さ
れた道路の道路種別が有料道路から非有料道路に変化したときに、有料道路出口通過を検
出する。
【０１３４】
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　次に、有料道路走行中情報が一時記憶メモリ１８に記憶されている状態で、サービスエ
リアなどで地図情報処理装置を搭載した車両がエンジンを停止し、地図情報処理装置の動
作が終了する場合の動作を説明する。
【０１３５】
　図２８は、地図情報処理装置の電源ＯＦＦ時の終了処理を示すフローチャートである。
この終了処理が開始されると、まず、一時記憶メモリ１８に有料道路走行中情報があるか
どうかが調べられる（ステップＳＴ１５０）。ここで、有料道路走行中情報がないことが
判断されると、終了処理は終了する。
【０１３６】
　一方、ステップＳＴ１５０において、有料道路走行中情報があることが判断されると、
一時記憶メモリ１８に記憶されている有料道路走行中情報が読み出される（ステップＳＴ
１５１）。次いで、その読み出された有料道路走行中情報がバックアップＲＡＭ２９に記
憶される（ステップＳＴ１５２）。以上により、終了処理は終了する。
【０１３７】
　図２９は、地図情報処理装置の電源ＯＮ時の起動処理を示すフローチャートである。こ
の起動処理が開始されると、まず、バックアップＲＡＭ２９に有料道路走行中情報が記憶
されているかどうかが調べられる（ステップＳＴ１６０）。ここで、有料道路走行中情報
が記憶されていないことが判断されると、起動処理は終了する。
【０１３８】
　一方、ステップＳＴ１６０において、有料道路走行中情報が記憶されていることが判断
されると、バックアップＲＡＭ２９から有料道路走行中情報が読み出される（ステップＳ
Ｔ１６１）。次いで、その読み出された有料道路走行中情報が一時記憶メモリ１８に記憶
される（ステップＳＴ１６２）。以上により、起動処理は終了する。
【０１３９】
　これら終了処理および起動処理により、有料道路走行中情報が一時記憶メモリ１８に記
憶されている状態で、サービスエリアなどで地図情報処理装置を搭載した車両がエンジン
を停止し、地図情報処理装置の動作が終了する場合にも対応できる。
【０１４０】
　次に、この発明の実施の形態８に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３において
行われる仮交差点の状態を設定する処理を、図３０および図３１に示すフローチャートを
参照しながら説明する。
【０１４１】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、地図情報処理装置が仮交差点に到達し
たかどうかが調べられる（ステップＳＴ１７０）。ここで、仮交差点に到達していないこ
とが判断されると、処理は終了する。一方、仮交差点に到達したことが判断されると、次
いで、一時記憶メモリ１８から有料道路走行中情報が取得される（ステップＳＴ１７１）
。
【０１４２】
　次いで、有料道路走行中情報を取得できたかどうかが調べられる（ステップＳＴ１７２
）。ここで、有料道路走行中情報を取得できたことが判断されると、現在有料道路走行中
であるので、その仮交差点は立体交差であると認識され、仮交差点における通行規制が、
その全組合せについてＯＫからＮＧに変更される（ステップＳＴ１７３）。次いで、その
仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変更される（ステップＳＴ１７４）、その後
、処理は終了する。
【０１４３】
　上記ステップＳＴ１７２で、有料道路走行中情報を取得できなかったことが判断される
と、交差道路種別判定処理が実行される（ステップＳＴ１７５）。この交差道路種別判定
処理は、仮交差点道路種別判定手段３０により実行されるものであり、仮交差点において
交差している道路の道路種別が算出される。この交差道路種別判定処理の詳細は後述する
。
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【０１４４】
　次いで、ステップＳＴ１７５において算出された交差道路のうち、少なくとも１つの道
路種別が有料道路であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ１７６）。ここで、少なく
とも１つの道路種別が有料道路であることが判断されると、当該仮交差点は立体交差であ
ると認識され、シーケンスはステップＳＴ１７３に移る。一方、少なくとも１つの道路種
別が有料道路でない、つまり交差道路に道路種別が有料道路である道路が存在しないこと
が判断されると、処理は終了する。
【０１４５】
　図３１は、図３０のステップＳＴ１７５で実行される交差道路種別判定処理の詳細を示
すフローチャートである。この交差道路種別判定処理は、仮交差点道路種別判定手段３０
により実行される。
【０１４６】
　交差道路種別判定処理では、まず、仮交差点において交差する全ての道路について道路
種別の判定が終了したかどうかが調べられる（ステップＳＴ１８０）。ここで、全ての道
路について道路種別の判定が終了したことが判断されると、交差道路種別判定処理は終了
する。一方、ステップＳＴ１８０で、全ての道路について道路種別の判定が終了していな
い、つまり未判定の道路が残っていることが判断されると、その未判定の道路の中から１
つが選択される（ステップＳＴ１８１）。そして、選択された道路が地図情報に含まれる
道路情報であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ１８２）。
【０１４７】
　このステップＳＴ１８２で、選択された道路が地図情報に含まれる道路情報であること
が判断されると、地図情報からその道路情報が取得される（ステップＳＴ１８３）。その
後、シーケンスはステップＳＴ１８５に進む。一方、ステップＳＴ１８２で、選択された
道路が地図情報に含まれる道路情報でない、つまり新規道路情報に含まれる道路であるこ
とが判断されると、新規道路情報からその道路情報が取得される（ステップＳＴ１８４）
。その後、シーケンスはステップＳＴ１８５に進む。
【０１４８】
　ステップＳＴ１８５では、取得された道路情報から道路種別が取得される。次いで、現
在選択されている道路とその道路種別の組が一時記憶メモリ１８に記憶される（ステップ
ＳＴ１８６）。その後、シーケンスはステップＳＴ１８０に戻り、上述した処理が繰り返
される。
【０１４９】
　以上説明したように、この発明の実施の形態８に係る地図情報処理装置によれば、仮交
差点で交差している高速道路を走行したときに、仮交差点を立体交差と判断できる。また
、高速道路における仮交差点を自動的に立体交差であると判断できる。
【０１５０】
　なお、上述した実施の形態８に係る地図情報処理装置では、地図情報処理装置の電源Ｏ
ＦＦ時に一時記憶メモリ１８に記憶されている有料道路走行中時をバックアップＲＡＭ２
９に保存し、電源ＯＮ時にバックアップＲＡＭ２９から読み出して一時記憶メモリ１８に
リストアするように構成したが、バックアップＲＡＭ２９の替わりにＨＤＤ１６を用いる
こともできる。
【０１５１】
実施の形態９．
　この発明の実施の形態９に係る地図情報処理装置は、高架下を走行したという情報に基
づいて仮交差点の状態を設定するようにしたものである。
【０１５２】
　図３２は、この発明の実施の形態９に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図で
ある。この地図情報処理装置は、図１に示した実施の形態１に係る地図情報処理装置に、
照度計５１が追加されるとともに、カーナビゲーション装置に照度計測手段３１および高
架下通過検出手段３２が追加されて構成されている。また、交差点決定手段２３の動作が
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実施の形態１に係る地図情報処理装置のそれと異なる。
【０１５３】
　照度計５１は、移動体（車両）に照射される光量を検出する。この照度計５１で検出さ
れた光量は、照度計測手段３１に送られる。照度計測手段３１は、接続されている照度計
５１を用い、移動体に照射される光量を計測する。高架下通過検出手段３２は、移動体が
高架下を通過したことを検出する。この高架下通過検出手段３２の詳細は後述する。
【０１５４】
　次に、この発明の実施の形態９に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３において
行われる仮交差点の状態を設定する処理を、図３３および図３４に示すフローチャートを
参照しながら説明する。
【０１５５】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、地図情報処理装置が仮交差点に接続さ
れた道路を仮交差点方向へ走行中であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ１９０）。
ここで、仮交差点方向へ走行中でないことが判断されると、処理は終了する。一方、仮交
差点方向へ走行中であることが判断されると、測位待ちに入る（ステップＳＴ１９１）。
【０１５６】
　次いで、地図情報処理装置が仮交差点に接近したかどうかが調べられる（ステップＳＴ
１９２）。より詳しくは、測位手段１５によって測位された自己の現在位置と仮交差点と
の間の距離が、予め定められた距離以内になったかどうかが調べられる。このステップＳ
Ｔ１９２において、仮交差点に接近していないことが判断されると、シーケンスはステッ
プＳＴ１９１に戻り、再び測位待ちに入る。一方、ステップＳＴ１９２において、仮交差
点に接近したことが判断されると、次いで、高架下通過判定処理が行われる（ステップＳ
Ｔ１９３）。この高架下通過判定処理は、高架下通過検出手段３２により実行されるもの
であり、高架構造物の有無を検出する。この高架下通過判定処理の詳細は後述する。
【０１５７】
　次いで、高架下を通過したかどうか、つまり高架構造物があるかどうかが調べられる（
ステップＳＴ１９４）。ここで、高架下を通過していないことが判断されると、処理は終
了する。一方、ステップＳＴ１９４において、高架下を通過したことが判断されると、仮
交差点における通行規制が、その全組合せについてＯＫからＮＧに変更される（ステップ
ＳＴ１９５）。次いで、その仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変更される（ス
テップＳＴ１９６）、以上により、処理は終了する。
【０１５８】
　図３４は、図３３のステップＳＴ１９３で実行される高架下通過判定処理の詳細を示す
フローチャートである。この高架下通過判定処理は、高架下通過検出手段３２により実行
される。
【０１５９】
　高架下通過判定処理では、まず、照度計測手段３１によって照度が計測され、直前照度
情報として一時記憶メモリ１８に記憶される（ステップＳＴ２００）。次いで、測位手段
１５による測位待ちに入る（ステップＳＴ２０１）。次いで、地図情報処理装置が仮交差
点に到達したかどうかが調べられる（ステップＳＴ２０２）。ここで、仮交差点に到達し
ていないことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ２０１に戻り、再び測位待ちに
入る。一方、ステップＳＴ２０２において、仮交差点に到達したことが判断されると、次
いで、照度計測手段３１によって照度が計測され、交差点照度情報として一時記憶メモリ
１８に記憶される（ステップＳＴ２０３）。
【０１６０】
　次いで、測位手段１５による測位待ちに入る（ステップＳＴ２０４）。次いで、地図情
報処理装置が仮交差点から脱出したかどうかが調べられる（ステップＳＴ２０５）。ここ
で、仮交差点から脱出していないことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ２０４
に戻り、再び測位待ちに入る。一方、ステップＳＴ２０５において、仮交差点から脱出し
たことが判断されると、次いで、照度計測手段３１によって照度が計測され、直後照度情
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報として一時記憶メモリ１８に記憶される（ステップＳＴ２０６）。
【０１６１】
　その後、一時記憶メモリ１８に記憶されている３種類の照度情報から、高架構造物の検
出が行われる。即ち、まず、直前照度情報と交差点照度情報とが比較され、交差点での照
度が交差点直前での照度よりも急激に減少しているかどうかが調べられる（ステップＳＴ
２０７）。ここで、急激に減少していないことが判断されると、処理は終了する。一方、
ステップＳＴ２０７で、急激に減少したことが判断されると、次いで、直前照度情報と直
後照度情報とが比較され、交差点直前での照度と交差点直後での照度の差がある一定値以
内であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ２０８）。
【０１６２】
　このステップＳＴ２０８で、一定値以内でないことが判断されると、処理は終了する。
一方、一定値以内であることが判断されると、その交差地点には高架構造物が存在すると
判断され、高架下を通過したことが判定される（ステップＳＴ２０９）。以上により、高
架下通過検出手段３２による高架下通過判定処理は終了する。
【０１６３】
　以上説明したように、この発明の実施の形態９に係る地図情報処理装置によれば、仮交
差点に高架道路があるときに、仮交差点を自動的に立体交差であると判断できる。また、
仮交差点において照度の変化によって高架をくぐったことを判断し、仮交差点を自動的に
立体交差であると判断できる。
【０１６４】
実施の形態１０．
　この発明の実施の形態１０に係る地図情報処理装置は、ＧＰＳ衛星および準天頂衛星の
捕捉の可否に基づいて仮交差点の状態を設定するようにしたものである。
【０１６５】
　図３５は、この発明の実施の形態１０に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図
である。この地図情報処理装置は、図１に示した実施の形態１に係る地図情報処理装置に
、準天頂衛星受信アンテナ５２が追加されるとともに、カーナビゲーション装置に高架下
通過検出手段３２および捕捉衛星検出手段３３が追加されて構成されている。また、交差
点決定手段２３の動作が実施の形態１に係る地図情報処理装置のそれと異なる。
【０１６６】
　交差点決定手段２３の構成および動作は、実施の形態９に係る地図情報処理装置のそれ
と同じである。
【０１６７】
　捕捉衛星検出手段３３は、接続されているＧＰＳ受信アンテナ４５からのＧＰＳ信号お
よび準天頂衛星受信アンテナ５２からの準天頂信号に基づいて、捕捉可能なＧＰＳ衛星や
準天頂衛星を検出し、ＧＰＳ衛星および準天頂衛星がどの方向に捕捉できているかを算出
する。
【０１６８】
　次に、この発明の実施の形態１０に係る地図情報処理装置の高架下通過検出手段３２に
おいて行われる処理を、図３６および図３７に示すフローチャートを参照しながら説明す
る。
【０１６９】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、捕捉衛星検出手段３３によって捕捉で
きる衛星が検出され、捕捉できた衛星の中で、天頂付近、例えば仰角が７５度以上の衛星
の方向および衛星を特定するＩＤが、直前衛星情報として一時記憶メモリ１８に記憶され
る（ステップＳＴ２１０）。その後、測位手段１５による測位待ちに入る（ステップＳＴ
２１１）。
【０１７０】
　次いで、地図情報処理装置が仮交差点に到達したかどうかが調べられる（ステップＳＴ
２１２）。ここで、仮交差点に到達していないことが判断されると、シーケンスはステッ
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プＳＴ２１１に戻り、再び測位待ちに入る。一方、ステップＳＴ２１２において、仮交差
点に到達したことが判断されると、次いで、ステップＳＴ２１０における処理と同様に、
天頂付近で捕捉できた衛星の情報が交差点衛星情報として一時記憶メモリ１８に記憶され
る（ステップＳＴ２１３）。その後、測位手段１５による測位待ちに入る（ステップＳＴ
２１４）。
【０１７１】
　次いで、地図情報処理装置が仮交差点から脱出したかどうかが調べられる（ステップＳ
Ｔ２１５）。ここで、仮交差点から脱出していないことが判断されると、シーケンスはス
テップＳＴ２１４に戻り、再び測位待ちに入る。一方、ステップＳＴ２１５において、仮
交差点から脱出したことが判断されると、次いで、ステップＳＴ２１０における処理と同
様に、天頂付近で捕捉できた衛星の情報が直後衛星情報として一時記憶メモリ１８に記憶
される（ステップＳＴ２１６）。
【０１７２】
　次いで、一時記憶メモリ１８に記憶されている３種類の衛星情報から高架判定処理が行
われる（ステップＳＴ２１７）。この高架判定処理は、高架下通過検出手段３２により実
行される。図３７は、このステップＳＴ２１７で実行される高架判定処理の詳細を示すフ
ローチャートである。
【０１７３】
　この高架判定処理では、まず、一時記憶メモリ１８に記憶されている直前衛星情報が参
照され、その中に準天頂衛星が捕捉されている情報があるかどうかが調べられる（ステッ
プＳＴ２２０）。このステップＳＴ２２０において、準天頂衛星が捕捉されている情報が
あることが判断されると、次いで、一時記憶メモリ１８に記憶されている交差点衛星情報
が参照され、その中に準天頂衛星が補足されている情報があるかどうかが調べられる（ス
テップＳＴ２２１）。
【０１７４】
　このステップＳＴ２２１において、準天頂衛星が補足されている情報がないことが判断
されると、一時記憶メモリ１８に記憶されている直後衛星情報が参照され、その中に準天
頂衛星が補足されている情報があるかどうかが調べられる（ステップＳＴ２２２）。この
ステップＳＴ２２２において、準天頂衛星が補足されている情報があることが判断される
と、仮交差点において高架下を通過したと判定され（ステップＳＴ２２３）、高架判定処
理は終了する。
【０１７５】
　上記ステップＳＴ２２０において準天頂衛星が捕捉されている情報がないことが判断さ
れた場合、または上記ステップＳＴ２２１において準天頂衛星が捕捉されている情報があ
ることが判断された場合、または上記ステップＳＴ２２２において準天頂衛星が捕捉され
ている情報がないことが判断された場合、直前衛星情報が参照され、天頂付近（予め天頂
付近の範囲を定めておく。例えば、仰角７５度以上など）で捕捉されているＧＰＳ衛星が
抽出される（ステップＳＴ２２４）。次いで、一時記憶メモリ１８に記憶されている交差
点衛星情報が参照され、ステップＳＴ２２４において抽出された全てのＧＰＳ衛星が交差
点衛星情報の中で捕捉されていないかどうかが調べられる（ステップＳＴ２２５）。ここ
で、ステップＳＴ２２４で抽出された全てのＧＰＳ衛星が交差点衛星情報で補足できてい
ないことが判断されると、それらの抽出されたＧＰＳ衛星が、一時記憶メモリ１８に記憶
されている直後衛星情報の中で捕捉されているかどうかが調べられる（ステップＳＴ２２
６）。
【０１７６】
　このステップＳＴ２２６において、全ての衛星が捕捉されていることが判断されると、
シーケンスはステップＳＴ２２３へ移り、そうでない場合は、高架判定処理は終了する。
上記ステップＳＴ２２５において、ステップＳＴ２２４で抽出された全てのＧＰＳ衛星が
交差点衛星情報で補足できていないと判断されなかった場合は、高架判定処理は終了する
。
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【０１７７】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１０に係る地図情報処理装置によれば、仮
交差点において捕捉できる衛星の変化によって高架をくぐったことを判断し、仮交差点を
自動的に立体交差であると判断できる。
【０１７８】
実施の形態１１．
　この発明の実施の形態１１に係る地図情報処理装置は、ＤＳＲＣ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ
　Ｓｈｏｒｔ　Ｒａｎｇｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　：専用狭帯域通信）により得
られた信号に基づいて仮交差点の状態を設定するようにしたものである。
【０１７９】
　図３８は、この発明の実施の形態１１に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図
である。この地図情報処理装置は、図１に示した実施の形態１に係る地図情報処理装置に
、ＤＳＲＣアンテナ５３が追加されるとともに、カーナビゲーション装置にＤＳＲＣ送受
信手段３４が追加されて構成されている。また、交差点決定手段２３の動作が実施の形態
１に係る地図情報処理装置のそれと異なる。ＤＳＲＣ送受信手段３４および交差点決定手
段２３は、この発明の受信手段に対応する。
【０１８０】
　ＤＳＲＣ送受信手段３４は、ＤＳＲＣアンテナ５３に接続されており、このＤＳＲＣア
ンテナ５３によって受信された信号を処理するとともに、ＤＳＲＣアンテナ５３を介して
外部に情報を送信する。
【０１８１】
　なお、以下では、交差点付近に、その交差点の交差点状況（立体交差か平面交差点か）
と交差点位置（緯度および経度）が保持されており、これらの情報をＤＳＲＣ信号として
発信するＤＳＲＣ路側機（図示しない）が設置されているものとする。
【０１８２】
　次に、この発明の実施の形態１１に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３におい
て行われる仮交差点の状態を設定する処理を、図３９に示すフローチャートを参照しなが
ら説明する。
【０１８３】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、地図情報処理装置が交差点状況を表す
ＤＳＲＣ信号を受信したかどうかが調べられる（ステップＳＴ２３０）。ここで、ＤＳＲ
Ｃ信号を受信していないことが判断されると、処理は終了する。一方、ＤＳＲＣ信号を受
信したことが判断されると、次いで、当該交差点に該当する仮交差点が新規道路情報およ
び地図情報から検索される（ステップＳＴ２３１）。この検索は、ＤＳＲＣ路側機から受
信したＤＳＲＣ信号に含まれる交差点位置を表す情報に基づいて行われる。
【０１８４】
　次いで、ステップＳＴ２３１における検索結果に基づき、当該交差点に該当する仮交差
点があるかどうかが調べられる（ステップＳＴ２３２）。ここで、仮交差点がないことが
判断されると、処理は終了する。一方、仮交差点が有ることが判断されると、次いで、そ
の仮交差点が立体交差であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ２３３）。これは、Ｄ
ＳＲＣ路側機から受信したＤＳＲＣ信号に含まれる交差点状況を調べることにより行われ
る。
【０１８５】
　このステップＳＴ２３３において、立体交差であることが判断されると、次いで、その
仮交差点における通行規制が、その全組合せについてＯＫからＮＧに変更される（ステッ
プＳＴ２３４）。次いで、その仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変更される（
ステップＳＴ２３５）。その後、処理は終了する。ステップＳＴ２３３において、立体交
差でないことが判断されると、次いで、その仮交差点が平面交差であるかどうかが調べら
れる（ステップＳＴ２３６）。これは、ＤＳＲＣ路側機から受信したＤＳＲＣ信号に含ま
れる交差点状況を調べることにより行われる。このステップＳＴ２３６において、平面交
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差であることが判断されるとシーケンスはステップＳＴ２３５に移る。一方、平面交差で
ないことが判断されると、処理は終了する。
【０１８６】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１１に係る地図情報処理装置によれば、外
部のＤＳＲＣ路側機から取得した情報に基づいて平面交差と立体交差を区別できる。
【０１８７】
　なお、上述した実施の形態１１に係る地図情報処理装置では、交差点付近に設置された
ＤＳＲＣ路側機に交差点状況が保持されている場合について説明したが、複数のＤＳＲＣ
路側機を接続する情報センタで各交差点の交差点状況を保持しておき、ＤＳＲＣ路側機に
配信するように構成することもでき、この構成によっても上述した効果と同様の効果が得
られる。この場合、情報センタとしては、交差点状況の情報配信を専用に行うセンタや、
インターネット上で地図情報を提供しているサービスプロバイダや、他車が検知した情報
をプローブ的に配信するセンタなどを利用することができる。また、通信手段としては、
ＤＳＲＣ通信以外の通信、例えば、無線ＬＡＮによる通信を用いることができる。
【０１８８】
実施の形態１２．
　この発明の実施の形態１２に係る地図情報処理装置は、ＤＳＲＣ通信により情報センタ
から取得した情報に基づいて仮交差点の状態を設定するようにしたものである。
【０１８９】
　この実施の形態１２に係る地図情報処理装置の構成は、図３９に示した実施の形態１１
に係る地図情報処理装置の構成と同じである。ただし、交差点決定手段２３の動作は実施
の形態１１に係る地図情報処理装置のそれと異なる。
【０１９０】
　なお、以下では、交差点が立体交差か平面交差点を示す交差点状況のデータベースを管
理し、地図情報処理装置からの要求に応じ交差点状況を配信する情報センタ（図示しない
）が設置されているものとする。
【０１９１】
　次に、この発明の実施の形態１２に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３におい
て行われる仮交差点の状態を設定する処理を、図４０に示すフローチャートを参照しなが
ら説明する。
【０１９２】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、地図情報処理装置が仮交差点に到達し
たかどうかが調べられる（ステップＳＴ２４０）。ここで、仮交差点に到達していないこ
とが判断されると、処理は終了する。一方、仮交差点に到達したことが判断されると、次
いで、ＤＳＲＣ通信が可能であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ２４１）。ここで
、ＤＳＲＣ通信が不可能であることが判断されると、処理は終了する。一方、ＤＳＲＣ通
信が可能であることが判断されると、次いで、仮交差点の交差点状況配信が情報センタに
要求される（ステップＳＴ２４２）。これは、当該仮交差点の位置情報または当該仮交差
点を特定するための位置以外のユニークな識別子を情報センタに送信することにより行わ
れる。
【０１９３】
　その後、交差点状況の受信待ちに入る（ステップＳＴ２４３）。次いで、交差点状況が
受信されたかどうかが調べられる（ステップＳＴ２４４）。ここで、交差点状況が受信さ
れていないことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ２４３に戻り、再び交差点状
況の受信待ちに入る。一方、ステップＳＴ２４４において、交差点状況が受信されたこと
が判断されると、次いで、受信された交差点状況を参照し、当該仮交差点が立体交差であ
るか否かが調べられる（ステップＳＴ２４５）。
【０１９４】
　ステップＳＴ２４５において、その仮交差点が立体交差であることが判断されると、そ
の仮交差点における通行規制が、その全組合せについてＯＫからＮＧに変更される（ステ
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ップＳＴ２４６）。次いで、その仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変更される
（ステップＳＴ２４７）。その後、処理は終了する。ステップＳＴ２４５において、立体
交差でないことが判断されると、次いで、その仮交差点が平面交差であるかどうかが調べ
られる（ステップＳＴ２４８）。ここで、平面交差であることが判断されるとシーケンス
はステップＳＴ２４７に移る。一方、平面交差でないことが判断されると、処理は終了す
る。
【０１９５】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１２に係る地図情報処理装置によれば、外
部の情報センタからＤＳＲＣ路側機を介して取得した情報に基づいて平面交差と立体交差
を区別できる。
【０１９６】
　なお、上述した実施の形態１２に係る地図情報処理装置では、ＤＳＲＣ通信によって交
差点状況配信要求を情報センタに送信し、情報センタから交差点状況を受信するように構
成したが、通信は、ＤＳＲＣ通信に限らず、例えば、携帯電話によって情報センタと通信
するように構成することもできる。この場合も上述した効果と同様の効果を得ることがで
きる。また、通信としては、１つ以上の衛星を常に天頂付近で捕捉することができる準天
頂衛星を介した通信、通信衛星による通信、あるいは、無線ＬＡＮによる通信を用いるこ
ともでき、これらの場合も上述した効果と同様の効果を得ることができる。
【０１９７】
実施の形態１３．
　この発明の実施の形態１３に係る地図情報処理装置は、放送により得られた信号に基づ
いて仮交差点の状態を設定するようにしたものである。
【０１９８】
　図４１は、この発明の実施の形態１３に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図
である。この地図情報処理装置は、図１に示した実施の形態１に係る地図情報処理装置に
、放送受信アンテナ５４が追加されるとともに、カーナビゲーション装置に放送信号処理
手段３５が追加されて構成されている。また、交差点決定手段２３の動作が実施の形態１
に係る地図情報処理装置のそれと異なる。
【０１９９】
　放送信号処理手段３５は、放送受信アンテナ５４によって受信された信号を処理し、カ
ーナビゲーション装置の各部で利用可能なデータに変換する。放送信号処理手段３５およ
び放送受信アンテナ５４は、この発明の受信手段に対応する。放送局は、交差点の位置情
報（または、交差点を特定するユニークな識別子）と交差点状況（立体交差か平面交差点
か）とを一組とする情報を保持しており、放送電波を使って放送する。
【０２００】
　次に、この発明の実施の形態１３に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３におい
て行われる仮交差点の状態を設定する処理を、図４２に示すフローチャートを参照しなが
ら説明する。この処理は、道路情報更新手段２４によって地図情報の更新および新規道路
情報の追加記憶が完了した後に行われる。
【０２０１】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、道路情報更新手段２４による地図情報
の更新および新規道路情報の追加記憶によって新たな仮交差点が登録されたかどうかが調
べられる（ステップＳＴ２５０）。ここで、新たな仮交差点が登録されていないことが判
断されると、処理は終了する。一方、新たな仮交差点が登録されたことが判断されると、
次いで、放送されている交差点の位置情報（または識別子）と交差点状況が受信される（
ステップＳＴ２５１）。
【０２０２】
　次いで、受信が完了したかどうかが調べられる（ステップＳＴ２５２）。ここで、受信
が完了していないことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ２５１に戻り、交差点
の位置情報と交差点状況の受信が継続される。一方、受信が完了したことが判断されると
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、次いで、状態を未確認の仮交差点、つまり立体交差か平面交差点かの判定が行われてい
ない仮交差点が残っているかどうかが調べられる（ステップＳＴ２５３）。ここで、未確
認の仮交差点が残っていないことが判断されると、処理は終了する。
【０２０３】
　上記ステップＳＴ２５３において、未確認の仮交差点が残っていることが判断されると
、状態を未確認の仮交差点から１つが選択される（ステップＳＴ２５４）。次いで、選択
された仮交差点について、受信された情報の中から交差点状況が検索される（ステップＳ
Ｔ２５５）。ここでは、位置情報やユニークな識別子を利用して検索が行われる。次いで
、ステップＳＴ２５５における検索の結果、当該仮交差点の交差点状況が存在するかどう
かが調べられる（ステップＳＴ２５６）。ここで、該当する交差点状況が存在しないこと
が判断されると、信号はステップＳＴ２５３に戻る。
【０２０４】
　上記ステップＳＴ２５６において、該当する交差点状況が存在することが判断されると
、その交差点状況が参照され、その仮交差点が立体交差であるかどうかが調べられる（ス
テップＳＴ２５７）。ここで、立体交差であることが判断されると、その仮交差点におけ
る通行規制が、その全組合せについてＯＫからＮＧに変更される（ステップＳＴ２５８）
。次いで、その仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変更される（ステップＳＴ２
５９）、その後、シーケンスはステップＳＴ２５３に戻る。上記ステップＳＴ２５７にお
いて、立体交差でないことが判断されると、その交差点は平面交差点であると判断され、
シーケンスはステップＳＴ２５９に移る。
【０２０５】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１３に係る地図情報処理装置によれば、外
部からの放送を受信することにより取得した情報に基づいて平面交差と立体交差を区別で
きる。
【０２０６】
　なお、上述した実施の形態１３に係る地図情報処理装置では、交差点決定手段２３によ
る処理が開始されるたびに、放送される交差点位置情報および交差点状況を受信するよう
に構成したが、一度受信したこれらの情報を一時記憶メモリ１８またはＨＤＤ１６に記憶
しておき、次に交差点決定手段２３による処理が行われる場合は、一時記憶メモリ１８ま
たはＨＤＤ１６に記憶されている交差点位置情報および交差点状況を利用するように構成
できる。この構成によれば、放送の受信処理を省略することができるので、処理を高速化
することができる。
【０２０７】
実施の形態１４．
　この発明の実施の形態１４に係る地図情報処理装置は、受信計画を作成し、この作成さ
れた受信計画に従って行われた放送から取得した信号に基づいて仮交差点の状態を設定す
るようにしたものである。
【０２０８】
　この実施の形態１４に係る地図情報処理装置の構成は、図４１に示した実施の形態１３
に係る地図情報処理装置の構成と同じである。ただし、交差点決定手段２３の動作は実施
の形態１３に係る地図情報処理装置のそれと異なる。
【０２０９】
　次に、この発明の実施の形態１４に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３におい
て行われる仮交差点の状態を設定する処理を、図４３および図４４に示すフローチャート
を参照しながら説明する。この処理は、道路情報更新手段２４によって地図情報の更新お
よび新規道路情報の追加記憶が完了した後に行われる。
【０２１０】
　図４３は、放送局から放送されるメッシュ単位の交差点状況配信計画から、必要な交差
点状況の受信計画を作成する処理を示すフローチャートである。図４４は、受信計画に基
づいて交差点状況を受信し、仮交差点の設定を行う処理を示すフローチャートである。交
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差点決定手段２３は、図４３に示す処理と図４４に示す処理を並列で実行する。
【０２１１】
　まず、受信計画を作成する処理を、図４３に示すフローチャートを参照しながら説明す
る。この処理では、まず、道路情報更新手段２４による地図情報の更新および新規道路情
報の追加記憶において新たな仮交差点が登録されたか否かが調べられる（ステップＳＴ２
６０）。ここで、新たな仮交差点が登録されていないことが判断されると、処理は終了す
る。
【０２１２】
　ステップＳＴ２６０において、新たな仮交差点が登録されたことが判断されると、次い
で、一時記憶メモリ１８に交差点状況の受信計画が記憶されているかどうかが調べられる
（ステップＳＴ２６１）。ここで、交差点状況の受信計画が記憶されていることが判断さ
れると、次いで、一時記憶メモリ１８に記憶されている受信計画の中に、新たに登録され
た仮交差点を含むメッシュに該当する受信計画が含まれているかどうかが調べられる（ス
テップＳＴ２６２）。
【０２１３】
　このステップＳＴ２６２で、該当する受信計画が含まれていないことが判断されると、
処理は終了する。一方、該当する受信計画が含まれていることが判断されると、放送局が
放送するメッシュ単位の交差点状況配信計画が受信される（ステップＳＴ２６３）。次い
で、受信された配信計画から、新たに登録された仮交差点を含むメッシュの交差点状況配
信時刻が検索され、一時記憶メモリ１８に記憶されている受信計画に、当該メッシュの受
信計画が追加される（ステップＳＴ２６４）。その後、処理は終了する。上記ステップＳ
Ｔ２６１において、交差点状況の受信計画が記憶されていることが判断された場合は、シ
ーケンスはステップＳＴ２６３に進む。この場合は、受信計画自体が一時記憶メモリ１８
の内部に新規に作成される。
【０２１４】
　次に、受信計画に基づいて交差点状況を受信し、仮交差点の設定を行う処理を、図４４
に示すフローチャートを参照しながら説明する。この処理では、まず、受信計画が一時記
憶メモリ１８に記憶されているか否かが調べられる（ステップＳＴ２７０）。ここで、受
信計画が記憶されていないことが判断されると、処理は終了する。一方、受信計画が記憶
されていることが判断されると、タイマの確認が行われる（ステップＳＴ２７１）。次い
で、タイマが受信計画に記録された時刻であるか否かが調べられる（ステップＳＴ２７２
）。ここで、受信計画に記録された時刻でないことが判断されると、シーケンスはステッ
プＳＴ２７１に戻り、再度、タイマの確認が行われる。
【０２１５】
　上記ステップＳＴ２７２において、受信計画に記録された時刻であることが判断される
と、次いで、該当するメッシュの交差点状況が受信される（ステップＳＴ２７３）。次い
で、当該メッシュ内に交差点状況が未確認である仮交差点が残っているかどうかが調べら
れる（ステップＳＴ２７４）。ここで、未確認である仮交差点が残っていないことが判断
されると、次いで、一時記憶メモリ１８に記憶されている受信計画から、当該メッシュに
該当する交差点状況の受信計画が削除される（ステップＳＴ２７５）。なお、受信計画の
中が空になった場合は、受信計画自体が一時記憶メモリ１８から削除される。その後、シ
ーケンスはステップＳＴ２７０に戻る。
【０２１６】
　上記ステップＳＴ２７４において、未確認である仮交差点が残っていないことが判断さ
れると、以下、ステップＳＴ２７６～ＳＴ２８１の処理が実行される。これらステップＳ
Ｔ２７６～ＳＴ２８１の処理は、実施の形態１３に係る地図情報処理装置において、図４
２のフローチャートに示したステップＳＴ２５４～ＳＴ２５９の処理とそれぞれ同じであ
るので説明を省略する。
【０２１７】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１４に係る地図情報処理装置によれば、外
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部からの放送を受信することにより取得した情報に基づいて平面交差と立体交差を区別で
きる。この場合、受信計画を作成し、この作成された受信計画に従って、放送から平面交
差と立体交差を区別するための情報を取得するように構成したので、放送の有無を常時調
べる必要がない。したがって、処理効率を向上させることができる。
【０２１８】
　なお、上述した実施の形態１４に係る地図情報処理装置では、道路情報更新手段２４に
よって新たな仮交差点が登録されたときに、受信計画の作成を行うように構成したが、地
図情報処理装置の起動時に受信計画の作成を行うように構成することもできる。
【０２１９】
実施の形態１５．
　この発明の実施の形態１５に係る地図情報処理装置は、仮交差点を検出する以前に、仮
交差点の存在を予見し、未登録高架下情報として保持しておくことにより、仮交差点が生
成された時に、立体交差であるかどうかを判断するようにしたものである。
【０２２０】
　図４５は、この発明の実施の形態１５に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図
である。この地図情報処理装置は、図２５に示した実施の形態７に係る地図情報処理装置
のカーナビゲーション装置に高架下通過検出手段３２と未登録高架下通過判定手段３６が
追加されて構成されている。また、ＨＤＤ１６の内部に未登録高架下情報記憶手段１６ｄ
が追加されている。また、交差点決定手段２３の動作が実施の形態７に係る地図情報処理
装置のそれと異なる。
【０２２１】
　映像信号処理手段２７は、撮影装置４７によって撮影することにより得られた画像信号
を、カーナビゲーション装置内の各部で処理できるデータに変換する。高架下通過検出手
段３２は、映像信号処理手段２７によって生成された画像から、現在走行中の道路を横切
る高架構造物（高架道路、高架鉄道など）を検出する。また、未登録高架下通過判定手段
３６は、未登録の高架構造物の下を通過したかどうかを判定する。この未登録高架下通過
判定手段３６の詳細は後述する。
【０２２２】
　次に、この発明の実施の形態１５に係る地図情報処理装置の動作を説明する。図４７は
、撮影装置４７を用いて未登録高架下情報を作成する動作を示すフローチャートである。
図４８は、図４７における未登録高架下通過判定処理の詳細を示すフローチャートである
。
【０２２３】
　まず、図４６に示すフローチャートを参照しながら、地図情報処理装置の動作を説明す
る。まず、移動体（車両）の上方が撮影装置４７によって撮影される（ステップＳＴ２９
０）。映像信号処理手段２７は、撮影装置４７からの信号に基づき画像を生成する。次い
で、映像信号処理手段２７によって生成された画像に基づき高架構造物が有るかどうかが
調べられる（ステップＳＴ２９１）。即ち、高架下通過検出手段３２は、映像信号処理手
段２７によって生成された画像から、現在走行中の道路を横切る高架構造物（高架道路、
高架鉄道など）があるかどうかを調べる。このステップＳＴ２９１で、高架構造物がない
ことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ２９０に戻る。
【０２２４】
　上記ステップＳＴ２９１において、高架構造物があることが判断されると、次いで、未
登録高架下通過判定手段３６によって、未登録高架下通過判定処理が行われる（ステップ
ＳＴ２９２）。この未登録高架下通過判定処理の詳細は後述する。次いで、終了信号を受
信したかどうかが調べられる（ステップＳＴ２９３）。ここで、終了シーケンスを受信し
たことが判断されると、処理は終了する。一方、終了信号を受信していないことが判断さ
れると、シーケンスはステップＳＴ２９０に戻り、再度、上方の撮影が行われる。
【０２２５】
　図４７は、図４６のステップＳＴ２９２で実行される未登録高架下通過判定処理の詳細
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を示すフローチャートである。この未登録高架下通過判定処理は、高架下通過検出手段３
２により実行される。
【０２２６】
　未登録高架下通過判定処理では、まず、現在位置を含むメッシュに該当する地図情報が
ＨＤＤ１６の内部の地図情報記憶手段１６ａに存在するか否かが調べられる（ステップＳ
Ｔ３００）。ここで、存在しないことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ３０３
に進む。一方、存在することが判断されると、次いで、該当する地図情報が一時記憶メモ
リ１８に読み出される（ステップＳＴ３０１）。次いで、読み出された地図情報から当該
地点を通過する道路情報が取得される（ステップＳＴ３０２）。
【０２２７】
　次いで、現在位置を含むメッシュに該当する新規道路情報がＨＤＤ１６内の新規道路情
報記憶手段１６ｂに存在するかどうかが調べられる（ステップＳＴ３０３）。ここで、存
在しないことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ３０６に進む。一方、存在する
ことが判断されると、次いで、該当する新規道路情報が一時記憶メモリ１８に読み出され
る（ステップＳＴ３０４）。次いで、読み出された新規道路情報から当該地点を通過する
道路情報が取得される（ステップＳＴ３０５）。
【０２２８】
　次いで、ステップＳＴ３０２で取得された道路情報とステップＳＴ３０５で取得された
道路情報から、当該地点における高架構造物状況が算出される（ステップＳＴ３０６）。
次いで、ステップＳＴ３０６における算出結果に基づき、その構造物が高架であるかどう
かが調べられる（ステップＳＴ３０７）。ここで、高架であることが判断されると、処理
は終了する。一方、高架でないことが判断されると、当該地点についＨＤＤ１６の地図情
報記憶手段１６ａに記憶されている地図情報および新規道路情報記憶手段１６ｂに記憶さ
れている新規道路情報には含まれていない高架構造物の存在を示す未登録高架下情報が作
成され、ＨＤＤ１６の未登録高架下情報記憶手段１６ｄに記憶される（ステップＳＴ３０
８）。その後、処理は終了する。
【０２２９】
　次に、この発明の実施の形態１５に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３におい
て行われる、未登録高架下情報を利用して仮交差点の状態を設定する処理を、図４８に示
すフローチャートを参照しながら説明する。
【０２３０】
　この仮交差点の状態を設定する処理では、まず、地図情報処理装置が仮交差点に到達し
たかどうかが調べられる（ステップＳＴ３１０）。ここで、仮交差点に到達していないこ
とが判断されると、処理は終了する。一方、仮交差点に到達したことが判断されると、次
いで、ＨＤＤ１６の未登録高架下情報記憶手段１６ｄに記憶されている未登録高架下情報
から当該地点の情報が検索される（ステップＳＴ３１１）。次いで、ステップＳＴ３１１
における検索結果に基づき、当該地点の情報が存在するかどうかが調べられる（ステップ
ＳＴ３１２）。
【０２３１】
　このステップＳＴ３１２で、当該地点の情報が存在しないことが判断されると、処理は
終了する。一方、当該地点の情報が存在することが判断され、その情報が立体交差を示し
ていれば、仮交差点における通行規制が、その全組合せについてＯＫからＮＧに変更され
る（ステップＳＴ３１３）。次いで、当該仮交差点における仮交差点フラグがＯＦＦに変
更される（ステップＳＴ３１４）。その後、処理は終了する。
【０２３２】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１５に係る地図情報処理装置によれば、地
図情報記憶手段１６ａや新規道路情報記憶手段１６ｂに記憶されていない新規道路が既存
道路を高架で横切っていることを検出しておくことにより、仮交差点を自動的に立体交差
と判断できる。
【０２３３】
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実施の形態１６．
　この発明の実施の形態１６に係る地図情報処理装置は、高度情報に基づいて仮交差点の
登録の要否を判断するようにしたものである。
【０２３４】
　この実施の形態１６に係る地図情報処理装置の構成は、以下の点を除き、図１に示した
実施の形態１に係る地図情報処理装置のそれと同じである。即ち、地図情報記憶手段１６
ａに記憶される地図情報に含まれる道路情報は、ノードに関連付けられた情報として、そ
のノードの高度情報を予め含んでいる。また、新規道路情報記憶手段１６ｂに記憶される
新規道路情報には、ノードに関連付けられた情報として、そのノードの高度情報が含まれ
る。この高度情報は、測位手段１５がＧＰＳ受信アンテナ４５から得られるＧＰＳ信号に
基づいて生成される。
【０２３５】
　また、交差判定手段２０は、高度情報を用いて平面交差点か立体交差かの判定を行う。
また、道路更新情報生成手段２１は、仮交差点を生成しない。交差判定手段２０が判定し
た交差地点は全て平面交差点とする。また、この地図情報処理装置では、仮交差点がない
ので、ユーザに問い合わせることはない。したがって、実施の形態１に係る地図情報処理
装置における交差点問合せ手段２２は存在しない。さらに、測位手段１５は高さを含めた
３次元測位を行う。
【０２３６】
　次に、この発明の実施の形態１６に係る地図情報処理装置の交差判定手段２０において
行われる交差判定処理を、図４９に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【０２３７】
　図４９のフローチャートに示す交差判定処理のステップＳＴ３２０～ＳＴ３２７の処理
は、図５のフローチャートに示す実施の形態１に係る地図情報処理装置における交差判定
処理のステップＳＴ４０～ＳＴ４７の処理とそれぞれ同じである。したがって、以下では
、相違する部分についてのみ説明する。
【０２３８】
　ステップＳＴ３２７において、選択された線分と選択された近傍道路とが交差している
ことが判断されると、次いで、交差地点における選択線分の高さが算出される（ステップ
ＳＴ３２８）。交差地点の高さは、選択された線分の両端における高さに基づき、両端か
らの距離の比で算出される。次いで、交差地点における選択された線分と交差する近傍道
路の高さが算出される（ステップＳＴ３２９）。この交差地点の高さは、近傍道路の両端
における高さに基づき、両端からの距離の比で算出される。
【０２３９】
　次いで、ステップＳＴ３２８で算出された高さとステップＳＴ３２９で算出された高さ
の差が予め定められた一定値以上であるかどうかが調べられる（ステップＳＴ３３０）。
ここで、一定値以上でないことが判断されると、交差情報が一時記憶メモリ１８に一時記
憶される（ステップＳＴ３３１）。その後、シーケンスはステップＳＴ３２１に戻る。一
方、ステップＳＴ３３０において、一定値以上であることが判断されると、その交差地点
は立体交差であると認識され、交差点情報を作成することなく、シーケンスはステップＳ
Ｔ３２１に戻る。
【０２４０】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１６に係る地図情報処理装置によれば、新
規道路を検出中に高度情報によって立体交差であることが判断されると交差情報を格納し
ないので、不要な仮交差点の発生を抑制することができる。
【０２４１】
実施の形態１７．
　この発明の実施の形態１７に係る地図情報処理装置は、撮影装置で撮影することにより
得られた画像情報に基づいて仮交差点の登録の要否を判断するようにしたものである。
【０２４２】
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　この実施の形態１７に係る地図情報処理装置の構成は、以下の点を除き、図２５に示し
た実施の形態７に係る地図情報処理装置のそれと同じである。即ち、道路更新情報生成手
段２１では、仮交差点は生成されない。交差判定手段２０が判定した交差地点は全て平面
交差点とする。また、この地図情報処理装置では、仮交差点がないので、ユーザに問い合
わせることはない。したがって、実施の形態１に係る地図情報処理装置における交差点問
合せ手段２２は存在しない。
【０２４３】
　次に、この発明の実施の形態１７に係る地図情報処理装置の交差判定手段２０において
行われる交差判定処理を、図５０に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【０２４４】
　図５０のフローチャートに示す交差判定処理のステップＳＴ３４０～ＳＴ３４７の処理
は、図５のフローチャートに示す実施の形態１に係る地図情報処理装置における交差判定
処理のステップＳＴ４０～ＳＴ４７の処理とそれぞれ同じである。したがって、以下では
、相違する部分についてのみ説明する。
【０２４５】
　ステップＳＴ３４７において、選択された線分と選択された近傍道路とが交差している
ことが判断されると、撮影装置４７で撮影することにより得られた画像が処理されること
により、当該地点が立体交差か平面交差点かが算出される（ステップＳＴ３４８）。次い
で、ステップＳＴ３４８における画像処理の結果に基づき、当該交差地点は立体交差であ
るかどうかが調べられる（ステップＳＴ３４９）。ここで、立体交差でない（平面交差で
ある）ことが判断されると、交差情報が作成されて一時記憶メモリ１８に一時記憶される
（ステップＳＴ３５０）。その後、シーケンスはステップＳＴ３４１に戻る。一方、ステ
ップＳＴ３４９において、立体交差であることが判断されると、交差点情報が作成される
ことなく、シーケンスはステップＳＴ３４１に戻る。
【０２４６】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１７に係る地図情報処理装置によれば、新
規道路を検出中にカメラ画像によって立体交差であることが判断されると交差情報を格納
しないので、不要な仮交差点の発生を抑制することができる。
【０２４７】
実施の形態１８．
　この発明の実施の形態１８に係る地図情報処理装置は、有料道路を走行することにより
得られた情報に基づいて仮交差点の登録の要否を判断するようにしたものである。
【０２４８】
　この実施の形態１８に係る地図情報処理装置の構成は、以下の点を除き、図２７に示し
た実施の形態８に係る地図情報処理装置のそれと同じである。即ち、この実施の形態１８
に係る地図情報処理装置では、交差点問合せ手段２２が除去されている。
【０２４９】
　次に、この発明の実施の形態１８に係る地図情報処理装置の交差判定手段２０において
行われる交差判定処理を、図５１に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【０２５０】
　図５１のフローチャートに示す交差判定処理のステップＳＴ３６０～ＳＴ３６７の処理
は、図５のフローチャートに示す実施の形態１に係る地図情報処理装置における交差判定
処理のステップＳＴ４０～ＳＴ４７の処理とそれぞれ同じである。したがって、以下では
、相違する部分についてのみ説明する。
【０２５１】
　ステップＳＴ３６７において、選択された線分と選択された近傍道路とが交差している
ことが判断されると、次いで、一時記憶メモリ１８から有料道路走行中情報を取得できる
かどうかが調べられる（ステップＳＴ３６８）。ここで、有料道路走行中情報を取得でき
ることが判断されると、有料道路走行中であり、当該地点は立体交差と認識され、交差情
報が生成することなく、シーケンスはステップＳＴ３６１に戻る。
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【０２５２】
　ステップＳＴ３６８において、有料道路走行中情報を取得できないことが判断されると
、次いで、仮交差点道路種別判定手段３０による交差道路種別判定処理が行われる（ステ
ップＳＴ３６９）。この交差道路種別判定処理の詳細は、実施の形態８において、図３１
のフローチャートを参照して既に説明した。次いで、ステップＳＴ３６９における判定結
果に基づいて、当該地点で新規道路と交差する既存道路の道路種別が有料道路であるか否
かが調べられる（ステップＳＴ３７０）。
【０２５３】
　このステップＳＴ３７０で、有料道路であることが判断されると、当該地点は立体交差
と認識され、交差点情報が作成されることなく、シーケンスはステップＳＴ３６１に戻る
。一方、ステップＳＴ３７０において、有料道路でないことが判断されると、平面交差点
であることが認識され、交差情報が作成されて一時記憶メモリ１８に一時記憶される（ス
テップＳＴ３７１）。その後、シーケンスはステップＳＴ３６１に戻る。
【０２５４】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１８に係る地図情報処理装置によれば、新
規道路が検出されたときに、不要な仮交差点の発生を抑制することができる。
【０２５５】
実施の形態１９．
　この発明の実施の形態１９に係る地図情報処理装置は、高架下を走行したという情報に
基づいて仮交差点の登録の要否を判断するようにしたものである。
【０２５６】
　この実施の形態１９に係る地図情報処理装置の構成は、以下の点を除き、図３２に示し
た実施の形態９に係る地図情報処理装置のそれと同じである。即ち、新規道路検出手段１
９は、測位手段１５によって測位された位置から走行履歴を生成する際に、照度計測手段
３１によって測定された当該地点での照度を走行履歴に含める。
【０２５７】
　次に、この発明の実施の形態１９に係る地図情報処理装置の交差判定手段２０において
行われる交差判定処理を、図５２および図５３に示すフローチャートを参照しながら説明
する。
【０２５８】
　図５２のフローチャートに示す交差判定処理のステップＳＴ３８０～ＳＴ３８７の処理
は、図５のフローチャートに示す実施の形態１に係る地図情報処理装置における交差判定
処理のステップＳＴ４０～ＳＴ４７の処理とそれぞれ同じである。したがって、以下では
、相違する部分についてのみ説明する。
【０２５９】
　ステップＳＴ３８７において、選択された線分と選択された近傍道路とが交差している
ことが判断されると、次いで、高架下通過検出手段３２による高架構造物検出処理が行わ
れる（ステップＳＴ３８８）。この高架構造物検出処理の詳細は後述する。次いで、ステ
ップＳＴ３８８における高架構造物検出処理の結果に基づいて、交差地点に高架構造物が
あるかどうかが調べられる（ステップＳＴ３８９）。ここで、交差地点に高架構造物があ
ることが判断されると、シーケンスはステップＳＴ３８１に戻る。一方、ステップＳＴ３
８９において、交差地点に高架構造物がないことが判断されると、平面交差点であること
が認識され、交差情報が作成されて一時記憶メモリ１８に一時記憶される（ステップＳＴ
３９０）。その後、シーケンスはステップＳＴ３８１に戻る。
【０２６０】
　次に、上記ステップＳＴ３８８で行われる高架構造物検出処理の詳細を、図５３に示す
フローチャートを参照しながら説明する。
【０２６１】
　高架構造物検出処理では、まず、走行履歴の中から当該交差地点直前の照度情報が取得
される（ステップＳＴ４００）。次いで、走行履歴の中から当該交差地点における照度情
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報が取得される（ステップＳＴ４０１）。次いで、走行履歴の中から当該交差地点直後の
照度情報が取得される（ステップＳＴ４０２）。次いで、交差地点の照度が直前照度から
急激に減少しているか否かが調べられる（ステップＳＴ４０３）。ここで、急激に減少し
ていないことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ４０６に進み、交差地点を横切
る高架構造物は存在しないと判断される。
【０２６２】
　一方、ステップＳＴ４０３において、急激に減少していることが判断されると、次いで
、直後照度が直前照度とほぼ同程度であるか否かが調べられる（ステップＳＴ４０４）。
ここで、同程度でないことが判断されると、シーケンスはステップＳＴ４０６に進み、交
差地点を横切る高架構造物はないと判断される。一方、ステップＳＴ４０４において、同
程度であることが判断されると、シーケンスはステップＳＴ４０５に進み、交差地点を横
切る高架構造物が存在すると判断される。
【０２６３】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１９に係る地図情報処理装置によれば、新
規道路を検出中に照度の変化によって高架をくぐったことを判断し、不要な仮交差点の発
生を抑制することができる。
【０２６４】
実施の形態２０．
　この発明の実施の形態２０に係る地図情報処理装置は、ＧＰＳ衛星および準天頂衛星の
捕捉の可否に基づいて仮交差点の登録の要否を判断するようにしたものである。
【０２６５】
　この実施の形態２０に係る地図情報処理装置の構成は、以下の点を除き、図３５に示し
た実施の形態１０に係る地図情報処理装置のそれと同じである。即ち、新規道路検出手段
１９は、測位手段１５によって測位された位置から走行履歴を生成する際に、捕捉衛星検
出手段３３によって検出された捕捉衛星の情報を走行履歴に含める。具体的には、当該位
置において捕捉できた衛星を特定するＩＤ情報とその方向を走行履歴に含める。
【０２６６】
　次に、この発明の実施の形態２０に係る地図情報処理装置の交差判定手段２０において
行われる交差判定処理を、図５４に示すフローチャートを参照しながら説明する。
【０２６７】
　この実施の形態２０に係る地図情報処理装置の交差判定手段２０で行われる処理は、高
架構造物検出処理（図５２のステップＳＴ３８８）の処理内容を除き、図５２のフローチ
ャートに示した実施の形態１９に係る地図情報処理装置のそれと同じである。したがって
、以下では、高架構造物検出処理についてのみ説明する。
【０２６８】
　図５４のフローチャートに示す高架構造物検出処理では、まず、走行履歴の中から当該
交差地点直前の衛星情報が取得される（ステップＳＴ４１０）。次いで、走行履歴の中か
ら当該交差地点における衛星情報が取得される（ステップＳＴ４１１）。次いで、走行履
歴の中から当該交差地点直後の衛星情報が取得される（ステップＳＴ４１２）。次いで、
一時記憶メモリ１８に記憶されている直前衛星情報が参照され、その中に準天頂衛星が捕
捉されている情報があるかどうかが調べられる（ステップＳＴ４１３）。このステップＳ
Ｔ４１３において、準天頂衛星が捕捉されている情報があることが判断されると、次いで
、一時記憶メモリ１８に記憶されている交差点衛星情報が参照され、その中に準天頂衛星
が補足されている情報があるかどうかが調べられる（ステップＳＴ４１４）。
【０２６９】
　このステップＳＴ４１４において、準天頂衛星が補足されている情報がないことが判断
されると、一時記憶メモリ１８に記憶されている直後衛星情報が参照され、その中に準天
頂衛星が補足されている情報があるかどうかが調べられる（ステップＳＴ４１５）。この
ステップＳＴ４１５において、準天頂衛星が補足されている情報があることが判断される
と、シーケンスはステップＳＴ４１６に進み、交差地点を横切る高架構造物があると判断
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される。
【０２７０】
　上記ステップＳＴ４１３において準天頂衛星が捕捉されている情報がないことが判断さ
れた場合、または上記ステップＳＴ４１４において準天頂衛星が捕捉されている情報があ
ることが判断された場合、または上記ステップＳＴ４１５において準天頂衛星が捕捉され
ている情報がないことが判断された場合、直前衛星情報が参照され、天頂付近（予め天頂
付近の範囲を定めておく。例えば、仰角７５度以上など）で捕捉されているＧＰＳ衛星が
抽出される（ステップＳＴ４１７）。次いで、一時記憶メモリ１８に記憶されている交差
点衛星情報が参照され、ステップＳＴ４１７において抽出された全てのＧＰＳ衛星が交差
点衛星情報の中で捕捉されていないかどうかが調べられる（ステップＳＴ４１８）。ここ
で、ステップＳＴ４１７で抽出された全てのＧＰＳ衛星が交差点衛星情報で補足できてい
ないことが判断されると、それらの抽出されたＧＰＳ衛星が、一時記憶メモリ１８に記憶
されている直後衛星情報の中で捕捉されているかどうかが調べられる（ステップＳＴ４１
９）。
【０２７１】
　このステップＳＴ４１９において、全ての衛星が捕捉されていることが判断されると、
シーケンスはステップＳＴ４１６に進み、交差地点を横切る高架構造物があると判断され
る。一方、ステップＳＴ４１９において、全ての衛星が捕捉されていないことが判断され
ると、シーケンスはステップＳＴ４２０に進み、交差地点を横切る高架構造物は存在しな
いと判断される。
【０２７２】
　以上説明したように、この発明の実施の形態２０に係る地図情報処理装置によれば、新
規道路を検出中に捕捉できる衛星の変化によって高架をくぐったことを判断し、不要な仮
交差点の発生を抑制することができる。
【０２７３】
実施の形態２１．
　この発明の実施の形態２１に係る地図情報処理装置は、予め記憶された高架下を走行し
たという情報に基づいて仮交差点の登録の要否を判断するようにしたものである。
【０２７４】
　この実施の形態２１に係る地図情報処理装置の構成は、図４５に示した実施の形態１５
に係る地図情報処理装置のそれと同じである。
【０２７５】
　次に、この発明の実施の形態２１に係る地図情報処理装置の動作を説明する。この地図
情報処理装置の交差判定手段２０において行われる交差判定処理は、高架構造物検出処理
（ステップＳＴ３８８）の処理内容を除き、図５２のフローチャートに示した処理と同じ
である。したがって、以下では、高架構造物検出処理の詳細のみを、図５５に示すフロー
チャートを参照しながら説明する。
【０２７６】
　高架構造物検出処理では、まず、ＨＤＤ１６の未登録高架下情報記憶手段１６ｄに記憶
されている未登録高架下情報が読み出される（ステップＳＴ４３０）。次いで、ステップ
ＳＴ４３０において読み出された未登録高架下情報から、当該交差地点に該当する情報が
検索される（ステップＳＴ４３１）。そして、該当する情報が存在するかどうかが調べら
れる（ステップＳＴ４３２）。ここで、該当する情報が存在することが判断されるとシー
ケンスはステップＳＴ４３３に進み、交差地点を横切る高架構造物があると判断される。
一方、該当する情報が存在しないことが判断されるとシーケンスはステップＳＴ４３４に
進み、交差地点を横切る高架構造物は存在しないと判断される。
【０２７７】
　以上説明したように、この発明の実施の形態２１に係る地図情報処理装置によれば、地
図情報記憶手段１６ａや新規道路情報記憶手段１６ｂに記憶されていない新規道路が既存
道路を高架で横切っていることを検出しておくことで、不要な仮交差点の発生を抑制でき
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る。
【０２７８】
実施の形態２２．
　この発明の実施の形態２２に係る地図情報処理装置は、複数のメッシュにまたがる新規
道路が検出された場合に対応できるようにしたものである。
【０２７９】
　図５６は、この発明の実施の形態２２に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図
である。この地図情報処理装置は、図１に示した実施の形態１に係る地図情報処理装置の
カーナビゲーション装置にメッシュ移動検出手段３７が追加されて構成されている。
【０２８０】
　メッシュ移動検出手段３７は、この発明の地図領域移動検出手段に対応し、現在自己が
位置しているメッシュを把握し、測位手段１５が測位する位置が、把握しているメッシュ
から隣接するメッシュへ移動したことを検出する。この時、隣接するメッシュを特定する
ための情報も生成する。
【０２８１】
　次に、この発明の実施の形態２２に係る地図情報処理装置の動作を、図５７に示すよう
に、メッシュＭ１の既存道路リンクＬ１０上にある地点Ｐ２０において逸脱し、メッシュ
Ｍ１と隣接するメッシュＭ２の既存道路リンクＬ１１上にある地点Ｐ３０に合流するよう
に走行した場合を例に挙げて説明する。
【０２８２】
　新規道路検出手段１９によってＰ２０における逸脱が検出され、走行履歴が蓄積されて
いる状況において、メッシュ移動検出手段３７は、測位結果とメッシュＭ１の領域との比
較を行う。この比較の結果、測位結果がメッシュＭ１から外れると、その外れた方向から
移動先のメッシュＭ２を特定する。このとき、走行履歴としての位置情報の蓄積を一時中
止し、メッシュ領域から外れた地点Ｐ２１を境界端点として走行履歴に記録する。そして
、地点Ｐ２０から地点Ｐ２１をメッシュＭ１における新規道路とする。
【０２８３】
　次に、処理を隣のメッシュＭ２に移し、メッシュＭ１中の地点Ｐ２１に該当する地点に
境界端点Ｐ３１を発生させる。そして、地点Ｐ３０における合流を検知するまで再び走行
履歴の蓄積を行う。合流が検知されると、地点Ｐ３１から地点Ｐ３０までを、メッシュＭ
２における新規道路とする。
【０２８４】
　道路更新情報生成手段２１は、新規道路検出手段１９によって生成されたメッシュ単位
の走行履歴に基づいて道路更新情報を生成する。すなわち、地点Ｐ２０と地点Ｐ２１との
間を１つのリンクとし、地点Ｐ３１と地点Ｐ３０との間を別の１つのリンクとする。
【０２８５】
　以上説明したように、この発明の実施の形態２２に係る地図情報処理装置によれば、複
数メッシュにまたがる新規道路を検出した際に、メッシュ単位で区切られた地図情報に対
して新規道路を追加することができる。
【０２８６】
実施の形態２３．
　この発明の実施の形態２３に係る地図情報処理装置は、新規道路および仮交差点を通常
の道路および交差点とは異なる形態で出力（表示、音声案内）するようにしたものである
。
【０２８７】
　この実施の形態２３に係る地図情報処理装置の構成は、図１に示した実施の形態１に係
る地図情報処理装置のそれと同じである。
【０２８８】
　図５８は、この実施の形態２３に係る地図情報処理装置における表示装置４０への表示
例を示す。表示地図計算手段１０は、地図情報および新規道路情報から表示用の地図画像
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を生成する際に、地図情報に含まれる道路と新規道路情報に含まれる道路とを異なる形態
、例えば、線の太さや色を変えたり、文字列で新規道路を示すといった形態で表示する。
また、生成される地図画像の範囲に仮交差点が存在する場合、その仮交差点の位置に、ユ
ーザが通常の交差点表示とは異なっていることを容易に認識できるように、特別なマーキ
ングを施して仮交差点が存在することを表示する。
【０２８９】
　また、自己が仮交差点に接続している道路を走行中に、仮交差点までの距離が予め定め
られた距離になったときに、前方交差点が平面交差点か立体交差かが不明な交差点である
ことを音声で案内する。
【０２９０】
　以上説明したように、この発明の実施の形態２３に係る地図情報処理装置によれば、通
常の平面交差点か立体交差かが不明な仮交差点を強調して示すことができる。また、新規
道路を強調してユーザに示すことができる。
【０２９１】
実施の形態２４．
　この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置は、実施の形態３に加えて、仮交差
点が平面交差点か立体交差点かを、自車位置の高さ方向の移動変分を利用して決定するよ
うにしたものである。
【０２９２】
　図５９は、この実施の形態２４に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図である
。図５９において、実施の形態３で説明に使用した図１９中のブロックと同一のブロック
は、基本的に実施の形態３と同様の動作を行なう。但し、以下に示すブロックは異なる動
作を行なう。
【０２９３】
　加速度センサ５５は、高さ方向を含む３次元の加速度を検出する。なお、図１９では、
同ブロックの代わりに２次元の角速度センサを使用していた。
　測位手段１５は、加速度センサ５５が検出する３次元加速度を利用して、高さ方向の移
動変分を含んだ自車位置を計測する。
【０２９４】
　道路更新情報生成手段２１は、新規道路の各座標点に、それぞれの地点における情報と
して、２次元座標以外に高さ方向の移動変分を追加する。また、生成する仮交差点では、
通行規制の初期値として、直進方向を除くその他の全方向を通行不可とする。
　交差点決定手段２３は、右左折情報に加えて、高さ方向の移動変分の情報も利用する。
【０２９５】
　図６０は、この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、新規道路の検
出を説明するための図である。図６０のように、新規道路検出手段１９が、既存道路ＭＬ
１を横切るように新規道路ＭＬ２を検出した場合、道路更新情報生成手段２１は、それら
の２次元交差地点Ｎ１が表面交差点か立体交差点か不明なため、図６０に示すように、Ｎ
１に仮交差点を発生させ、直進方向以外の右左折を全て通行不可として新規道路を生成す
る。またこの時に、新規道路情報には検出方向（ここではＰ１からＱ１に向かって検出し
たものとする）に従って、新規道路ＭＬ２の高さ方向の移動変分も、「高度変化情報」と
して含むものとする。上記の場合の高さ方向の移動変分をδ１とする。
【０２９６】
　図６１は、この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、図６０の新規
道路と既存道路との立体交差を示す図である。前述の新規道路ＭＬ２の状況が、実際には
図６１に示されるような立体交差であった場合を想定する。新規道路ＭＬ２は、前述のよ
うに新規道路情報記憶手段１６ｂに記憶されているものとする。
【０２９７】
　再び交差点Ｎ１付近をＰ１から進入し、Ｔ１で新規道路ＭＬ２の高架から側道へ逸れ、
側道を下って既存道路ＭＬ１との丁字路Ｕ１で右折しＳ１方向へ進んだ場合の高さ方向の
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移動変分をδ２とする。新規道路ＭＬ２における右折直前、即ちＰ１から仮交差点Ｎ１へ
至る間の高度変化情報（高さ方向の移動変分δ１）と、今回の走行における右折直前、即
ちＰ１からＴ１を経由して丁字路Ｕ１へ至る間の高さ方向の移動変分（高さ方向の移動変
分δ２）は一致しない。
【０２９８】
　図６２は、この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、図６０の新規
道路と既存道路との仮交差点を判定する動作を説明するための図である。前述の場合には
、交差点決定手段２３は、新規道路ＭＬ２は既存道路ＭＬ１と立体交差している、即ち、
仮交差点Ｎ１は立体交差点であると判定する。そして、図６２に示す道路情報を構築し、
図５９の地図情報記憶手段１６ａおよび新規道路情報記憶手段１６ｂに記憶する。
【０２９９】
　一方で、図６０のように検出した新規道路ＭＬ２と既存道路ＭＬ１が、仮交差点Ｎ１に
おいて通常の平面交差点を形成している場合について説明する。仮交差点Ｎ１が平面交差
点であれば、右左折する場合でも直進する場合でも、仮交差点Ｎ１進入直前の高さ方向の
移動変分は高度変化情報と一致する。従って、交差点決定手段２３は、仮交差点Ｎ１を通
常の平面交差点として判定し、同交差点における通行規制を全方位、または、当該進入道
路および脱出道路の組合せについて通行可に変更する。
【０３００】
　図６３は、この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、新規道路の検
出を説明するための図である。図６３のように、新規道路検出手段１９が、既存道路ＭＬ
３を横切るように新規道路ＭＬ４を検出した場合、道路更新情報生成手段２１は、それら
の２次元交差地点Ｎ２が表面交差点か立体交差点か不明なため、図６３に示すように、Ｎ
２に仮交差点を発生させ、直進方向以外の右左折を全て通行不可として新規道路を生成す
る。またこの時に、新規道路情報には検出方向（ここではＰ２からＱ２に向かって検出し
たものとする）に従って、新規道路ＭＬ４の高さ方向の移動変分も、「高度変化情報」と
して含むものとする。この場合の高さ方向の移動変分をδ３とする。
【０３０１】
　図６４は、この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、図６３の新規
道路と既存道路との立体交差を示す図である。前述の新規道路ＭＬ４の状況が、実際には
図６４に示されるような立体交差であった場合を想定する。図６３に示す新規道路ＭＬ４
は、前述のように新規道路情報記憶手段１６ｂに記憶されているものとする。
【０３０２】
　再びこの仮交差点Ｎ２付近を、Ｒ２から進入し、丁字路Ｕ２で既存道路ＭＬ３から左折
して側道へ逸れ、側道を上って、Ｔ２で新規道路ＭＬ４に合流しＱ２方向へ進んだ場合の
高さ方向の移動変分をδ４とする。新規道路ＭＬ４における仮交差点Ｎ２からＱ２へ至る
間の高度変化情報（高さ方向の移動変分δ３）と、今回の走行における左折直後、即ち丁
字路Ｕ２からＴ２を経由してＱ２へと至る間の高さ方向の移動変分δ４は一致しない。
【０３０３】
　図６５は、この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、図６３の新規
道路と既存道路との仮交差点を判定する動作を説明するための図である。前述の場合には
、交差点決定手段２３は、新規道路ＭＬ４は既存道路ＭＬ３と立体交差している、即ち、
仮交差点Ｎ２は立体交差点であると判定する。そして、図６５に示す道路情報を構築し、
図５９の地図情報記憶手段１６ａおよび新規道路情報記憶手段１６ｂに記憶する。
【０３０４】
　なお、仮交差点Ｎ２が平面交差点である場合には、右左折する場合でも直進する場合で
も、交差点脱出直後の高さ方向の移動変分は高度変化情報と一致する。従って、仮交差点
Ｎ２を平面交差点として判定し、同交差点における通行規制を全方位、または、当該進入
道路および脱出道路の組合せについて通行可に変更する。
【０３０５】
　次に、この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置の交差点決定手段２３におい
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て行われる、仮交差点の状態を設定する処理を、図６６に示すフローチャートを参照しな
がら説明する。なお、図６６中で「進入＆脱出の組」とは、「進入道路から仮交差点へ侵
入し、脱出道路を通って仮交差点から脱出する走行経路の通行規制」のことである。
【０３０６】
　先ず、ステップＳＴ４４０では、仮交差点において、右左折検出手段２６が右左折を検
出した場合にはステップＳＴ４４１へ進み、右左折を検出しなかった場合には処理は終了
する。
　ステップＳＴ４４１では、当該仮交差点の立体構造属性を参照し、当該仮交差点が立体
交差構造であればステップＳＴ４４２へ進み、そうでなければステップＳＴ４４３へ進む
。なお、仮交差点が生成された時点では、その立体構造属性は「平面交差点」と設定され
る。平面交差点と設定された場合の処理は、図２０のステップＳＴ９２（実施の形態３）
と同様である。
　ステップＳＴ４４２では、当該交差点の通行規制情報を参照し、当該右左折走行で、当
該仮交差点に進入した道路をＴＬ１、当該仮交差点から脱出した道路をＴＬ２とし、当該
仮交差点においてＴＬ１から進入し、ＴＬ２から脱出する走行経路の通行規制が通行可で
あれば処理を終了し、そうでなければステップＳＴ４５１へ進む。ステップＳＴ４５１の
処理については後述する。
【０３０７】
　ステップＳＴ４４３では、当該仮交差点においてＴＬ１から進入し、ＴＬ２から脱出す
る走行経路の通行規制が通行可であれば処理を終了し、そうでなければステップＳＴ４４
４へ進む。
　ステップＳＴ４４４では、当該仮交差点においてＴＬ１から進入し、ＴＬ２から脱出す
る走行経路の通行規制以外の、他の走行経路の通行規制中に通行可のものがあればステッ
プＳＴ４４５へ進み、そうでなければステップＳＴ４４８へ進む。ステップＳＴ４４８の
処理については後述する。
【０３０８】
　ステップＳＴ４４５では、ステップＳＴ４４４で通行可であった他の走行経路の通行規
制を、当該交差点における走行経路の通行規制として、その通行規制情報を「通行可」に
変更し、ステップＳＴ４４６へ進む。
　ステップＳＴ４４６では、当該仮交差点における残り全ての走行経路の通行規制が通行
可であれば、ステップＳＴ４４７へ進み、そうでなければ処理を終了する。
　ステップＳＴ４４７では、仮交差点フラグをＯＦＦに設定して終了する。
【０３０９】
　続いて、前述のステップＳＴ４４８へ戻って説明する。ステップＳＴ４４８では、仮交
差点進入直前（ステップＳＴ４４０）の高さ方向移動変分の履歴が、交差点進入道路の高
さ方向移動変分の状況（高度変化情報）と一致すればステップＳＴ４４９へ進み、一致し
なければステップＳＴ４５０へ進む（図６０～６２参照）。なお、交差点進入道路の高度
変化情報については、図５９の地図情報記憶手段１６ａまたは新規道路情報記憶手段１６
ｂを参照する。
【０３１０】
　ステップＳＴ４４９では、仮交差点脱出直後（ステップＳＴ４４０）の高さ方向移動変
分の履歴が、交差点脱出道路の高さ方向移動変分の状況（高度変化情報）と一致すればス
テップＳＴ４４５へ進み、そうでなければステップＳＴ４５０へ進む（図６３～６５参照
）。ステップＳＴ４４５～４４７の処理については前述の通りである。なお、交差点脱出
道路の高度変化情報は、図５９の地図情報記憶手段１６ａまたは新規道路情報記憶手段１
６ｂを参照する。
【０３１１】
　ステップＳＴ４５０では、当該仮交差点の構造を立体交差構造に変更すると共に、立体
構造属性を「立体交差」に変更してステップＳＴ４５１へ進む。
　ステップＳＴ４５１では、当該仮交差点においてＴＬ１から進入しＴＬ２から脱出する
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走行経路の通行規制（ステップＳＴ４４０）を「通行可」に変更し、道路情報を構築して
地図情報記憶手段１６ａおよび新規道路情報記憶手段１６ｂに記憶する。そして、ステッ
プＳＴ４５２へ進む。
　ステップＳＴ４５２では、残り全ての走行経路の通行規制が通行可であればステップＳ
Ｔ４５３へ進み、そうでなければ処理を終了する。
　ステップＳＴ４５３では、仮交差点フラグをＯＦＦに設定して処理を終了する。
【０３１２】
　なお、実施の形態２４では、図６１でＭＬ１が新規道路、ＭＬ２が既存道路となる場合
でも等しい効果が得られる。また、図６４でＭＬ３が新規道路、ＭＬ４が既存道路となる
場合も同様である。
【０３１３】
　以上説明したように、この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置によれば、平
面交差点か立体交差点かの判定をより正確に（現状に合うように）行なうことが出来る。
　また、その結果、平面交差点か立体交差点かが不明な仮交差点を案内することが無いた
め、実際には立体交差点である既存道路と新規道路との交差地点を右左折するような経路
をユーザに提示することを回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【０３１４】
【図１】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置の測位に関するメイン処理を示
すフローチャートである。
【図３】図２のステップＳＴ１５において行われる新規道路検出処理の詳細を示すフロー
チャートである。
【図４】図２のステップＳＴ１５において行われる新規道路検出処理に続いて実行される
処理を示すフローチャートである。
【図５】図４に示す交差判定処理の詳細を示すフローチャートである。
【図６】この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点の
状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図７】図４に示す道路情報更新処理の詳細を示すフローチャートである。
【図８】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置における新規道路の検出、生成
および追加の動作を説明するための図である。
【図９】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置において、走行軌跡を表す時系
列データを一定時間毎に取得する動作を説明するための図である。
【図１０】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置において、走行軌跡を表す時
系列データを一定距離毎に取得する動作を説明するための図である。
【図１１】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置において、走行軌跡を表す時
系列データを方向変化が発生する毎に取得する動作を説明するための図である。
【図１２】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置において、新規道路が追加さ
れた後の道路ネットワークを説明するための図である。
【図１３】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置において使用される道路情報
に記述される通行規制を説明するための図である。
【図１４】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置において、仮交差点に右左折
が含まれる場合の表示例を示す図である。
【図１５】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置において、仮交差点に右左折
が含まれない場合の表示例を示す図である。
【図１６】この発明の実施の形態１に係る地図情報処理装置における交差点決定処理を示
すフローチャートである。
【図１７】この発明の実施の形態２に係る地図情報処理装置において、ユーザが仮交差点
の状態を入力するための画面の例を示す図である。
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【図１８】この発明の実施の形態２に係る地図情報処理装置において、図１７に示した画
面の提示後に行われる交差点決定処理を示すフローチャートである。
【図１９】この発明の実施の形態３に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２０】この発明の実施の形態３に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点の
状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図２１】この発明の実施の形態４に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点の
状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図２２】この発明の実施の形態５に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２３】この発明の実施の形態５に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点の
状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図２４】この発明の実施の形態６に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点の
状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図２５】この発明の実施の形態７に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２６】この発明の実施の形態７に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点の
状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図２７】この発明の実施の形態８に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２８】この発明の実施の形態８に係る地図情報処理装置の電源ＯＦＦ時の終了処理を
示すフローチャートである。
【図２９】この発明の実施の形態８に係る地図情報処理装置の電源ＯＮ時の起動処理を示
すフローチャートである。
【図３０】この発明の実施の形態８に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点の
状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図３１】図３０のステップＳＴ１７５で行われる交差道路種別判定処理の詳細を示すフ
ローチャートである。
【図３２】この発明の実施の形態９に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図３３】この発明の実施の形態９に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点の
状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図３４】図３３のステップＳＴ１９３で行われる高架下通過判定処理の詳細を示すフロ
ーチャートである。
【図３５】この発明の実施の形態１０に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図３６】この発明の実施の形態１０に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点
の状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図３７】図３６のステップＳＴ２１７で行われる高架判定処理の詳細を示すフローチャ
ートである。
【図３８】この発明の実施の形態１１に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図３９】この発明の実施の形態１１に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点
の状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図４０】この発明の実施の形態１２に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点
の状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図４１】この発明の実施の形態１３に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図４２】この発明の実施の形態１３に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点
の状態を設定する処理を示すフローチャートである。
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【図４３】この発明の実施の形態１４に係る地図情報処理装置において行われる交差点状
況の受信計画を作成する処理を示すフローチャートである。
【図４４】この発明の実施の形態１４に係る地図情報処理装置において行われる受信計画
に基づいて仮交差点の設定を行う処理を示すフローチャートである。
【図４５】この発明の実施の形態１５に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図４６】この発明の実施の形態１５に係る地図情報処理装置において未登録高架下情報
を作成する動作を示すフローチャートである。
【図４７】図４６のステップＳＴ２９２で行われる未登録高架下通過判定処理の詳細を示
すフローチャートである。
【図４８】この発明の実施の形態１５に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点
の状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【図４９】この発明の実施の形態１６に係る地図情報処理装置において行われる交差判定
処理を示すフローチャートである。
【図５０】この発明の実施の形態１７に係る地図情報処理装置において行われる交差判定
処理を示すフローチャートである。
【図５１】この発明の実施の形態１８に係る地図情報処理装置において行われる交差判定
処理を示すフローチャートである。
【図５２】この発明の実施の形態１９に係る地図情報処理装置において行われる交差判定
処理を示すフローチャートである。
【図５３】図５２のステップＳＴ３８８で行われる高架構造物検出処理の詳細を示すフロ
ーチャートである。
【図５４】この発明の実施の形態２０に係る地図情報処理装置において行われる交差判定
処理を示すフローチャートである。
【図５５】この発明の実施の形態２１に係る地図情報処理装置において行われる高架構造
物検出処理の詳細を示すフローチャートである。
【図５６】この発明の実施の形態２２に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図５７】この発明の実施の形態２２に係る地図情報処理装置の動作を説明するための図
である。
【図５８】この発明の実施の形態２３に係る地図情報処理装置における表示装置への表示
例を示す図である。
【図５９】この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図６０】この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、新規道路の検出
を説明するための図である。
【図６１】この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、図６０の新規道
路と既存道路との立体交差を示す図である。
【図６２】この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、図６０の新規道
路と既存道路との仮交差点を判定する動作を説明するための図である。
【図６３】この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、新規道路の検出
を説明するための図である。
【図６４】この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、図６３の新規道
路と既存道路との立体交差を示す図である。
【図６５】この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において、図６３の新規道
路と既存道路との仮交差点を判定する動作を説明するための図である。
【図６６】この発明の実施の形態２４に係る地図情報処理装置において行われる仮交差点
の状態を設定する処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０３１５】
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　１０　表示地図計算手段、１１　経路計算手段、１２　表示制御手段、１３　音声出力
制御手段、１４　入力受信手段、１５　測位手段、１６　ＨＤＤ、１６ａ　地図情報記憶
手段、１６ｂ　新規道路情報記憶手段、１６ｃ　走行履歴情報記憶手段、１６ｄ　未登録
高架下情報記憶手段、１７　ＨＤＤアクセス手段、１８　一時記憶メモリ、１９　新規道
路検出手段、２０　交差判定手段、２１　道路更新情報生成手段、２２　交差点問合せ手
段、２３　交差点決定手段、２４　道路情報更新手段、２５　制御手段、２６　右左折検
出手段、２７　映像信号処理手段、２８　有料道路走行判定手段、２９　バックアップＲ
ＡＭ、３０　仮交差点道路種別判定手段、３１　照度計測手段、３２　高架下通過検出手
段、３３　捕捉衛星検出手段、３４　ＤＳＲＣ送受信手段、３５　放送信号処理手段、３
６　未登録高架下通過判定手段、３７　メッシュ移動検出手段、４０　表示装置、４１　
音声出力装置、４２　入力装置、４３　車速センサ、４４　角速度センサ、４５　ＧＰＳ
受信アンテナ、４６　方向指示器、４７　撮影装置、４８　ＥＴＣ装置、４９　ＥＴＣア
ンテナ、５０　運転席側窓センサ、５１　照度計、５２　準天頂衛星受信アンテナ、５３
　ＤＳＲＣアンテナ、５４　放送受信アンテナ、５５　加速度センサ。

【図１】 【図２】



(49) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】



(50) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】



(51) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(52) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(53) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】

【図２９】



(54) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３】



(55) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図３４】 【図３５】

【図３６】 【図３７】



(56) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図３８】 【図３９】

【図４０】 【図４１】



(57) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図４２】 【図４３】

【図４４】 【図４５】



(58) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図４６】 【図４７】

【図４８】 【図４９】



(59) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図５０】 【図５１】

【図５２】 【図５３】



(60) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図５４】 【図５５】

【図５６】 【図５７】

【図５８】



(61) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図５９】 【図６０】

【図６１】

【図６２】

【図６３】

【図６４】



(62) JP 4130441 B2 2008.8.6

【図６５】 【図６６】



(63) JP 4130441 B2 2008.8.6

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  御厨　誠
            東京都千代田区丸の内二丁目２番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  下谷　光生
            東京都千代田区丸の内二丁目２番３号　三菱電機株式会社内

    審査官  竹下　晋司

(56)参考文献  特開２００２－０９８５３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０１９５８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３３９１８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１８０７４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－１６８１１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１９４５５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１４８０５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３０４８８５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－１３７０９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０２３２９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３３７０２７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｃ　　２１／００　－　２１／３６　　　
              Ｇ０８Ｇ　　　１／００　－　９９／００　　
              Ｇ０９Ｂ　　２９／００　－　２９／１４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

