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(57)【要約】
【課題】目標物までの距離を考慮して極めて高精度で自
車両の位置を検出及び補正することができる車両位置検
出装置を提供する。
【解決手段】車両用ナビゲーションシステムは、道路上
に設置されているキロポストの位置、形状、色、及び文
字を含む情報を記憶部１５ｃに予め記憶しておき、その
記憶部１５ｃに記憶されている情報に基づいて、自車両
周囲の映像を撮像するカメラ１１によって撮像された映
像から目標物としてのキロポストを画像認識部１５ａに
よって画像認識し、表示装置１４に表示する地図上の自
車両位置を、画像認識部１５ａによって画像認識された
キロポストの位置であって記憶部１５ｃに記憶されてい
るキロポストの位置に移動させて自車両位置を補正する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の位置を検出して表示手段に表示させる車両位置検出装置であって、
　道路上に設置されている目標物の位置、当該目標物の特徴を表す特徴情報を記憶する記
憶手段と、
　前記記憶手段に記憶されている前記目標物の特徴情報を用いて、自車両周囲の映像を撮
像する撮像手段によって撮像された撮像映像から当該目標物を画像認識する画像認識手段
と、
　前記画像認識手段が認識している目標物の撮像映像内の位置に基づいて、当該画像認識
手段により認識されている目標物の位置であって前記記憶手段に記憶されている目標物の
位置に、前記表示手段に表示されている自車両位置を移動させる補正をする補正手段と
　を備えることを特徴とする車両位置検出装置。
【請求項２】
　前記補正手段は、前記画像認識手段が認識している目標物の撮像映像内の位置に基づい
て、当該目標物が自車両の真横を通過するタイミングで自車両位置を補正することを特徴
とする請求項１に記載の車両位置検出装置。
【請求項３】
　前記補正手段は、前記画像認識手段によって所定周期毎に検出された前記目標物の撮像
映像内の軌跡に基づいて、自車両と前記目標物との位置が同等となるタイミングを推測し
、当該推定したタイミングで自車両位置の補正を行うことを特徴とする請求項１に記載の
車両位置検出装置。
【請求項４】
　前記画像認識手段は、前記撮像映像内における前記目標物の高さを前記所定周期毎に算
出し、
　前記補正手段は、前記画像認識手段によって前記目標物の高さを算出した時刻とその高
さとを用いて求めた近似式に基づいて、自車両位置の補正を行うタイミングを決定するこ
と
　を特徴とする請求項３に記載の車両位置検出装置。
【請求項５】
　前記補正手段は、前記記憶手段に記憶されている前記目標物の位置と、検出した自車両
位置とに基づいて、自車両位置から当該目標物までの距離を算出し、算出した距離が所定
距離以下となった場合に、前記画像認識手段による画像認識処理を開始させることを特徴
とする請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載の車両位置検出装置。
【請求項６】
　車両の位置を検出している時に、
　自車両周囲の映像を撮像する撮像手段によって撮像された映像に対して目標物の特徴に
基づく画像認識をし、画像認識した目標物の撮像映像内の位置に基づいて、表示手段に表
示する地図上の自車両位置を移動させて自車両位置を補正することを特徴とする車両位置
検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の位置を検出する車両位置検出装置及び車両位置検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両用ナビゲーションシステムは、車両内に搭載されたディスプレイに地図を表示し、
且つ、地図上に自車両位置を表示することにより、自車両が走行している場所を運転者に
把握させている。したがって、車両用ナビゲーションシステムは、運転者に正確な自車両
位置を報知するためにも、高精度に自車両位置を検出することが求められる。仮に自車両
位置の検出精度が悪い場合には、実際に走行している場所とディスプレイに表示している
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自車両位置とが異なってしまい、正確な情報を運転者に提示できなくなる。
【０００３】
　そこで、自車両位置検出精度の向上を図る技術として、例えば特許文献１に記載された
ものが提案されている。具体的には、この特許文献１には、予め標識や看板等の目標物の
正確な位置をデータベースに格納しておき、車両に搭載されたカメラによって目標物を認
識すると、データベースに格納してある位置情報を用いて自車両位置を補正することが開
示されている。
【特許文献１】特開２０００－９７７１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載された従来の技術においては、目標物を認識
して自車両位置の補正を行うので、目標物までの距離が考慮されておらず、自車両と目標
物までの距離の分だけ誤差が生じるという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、目標物までの距離を
考慮して極めて高精度で自車両の位置を補正することができる車両位置検出装置及び車両
位置検出方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明では、車両の位置を検出している時に、自車両周囲の映像を撮像する撮像手段に
よって撮像された映像に対して目標物の特徴に基づく画像認識をし、画像認識した目標物
の撮像映像内の位置に基づいて、表示手段に表示する地図上の自車両位置を移動させて自
車両位置を補正する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、実際に道路上に設置されている目標物を認識することによって自車両
位置を補正するので、目標物までの距離に応じた当該目標物の映像内位置の変化を考慮し
て、極めて高精度に自車両の位置を検出及び補正することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【０００９】
　本発明は、例えば図１に示すように構成された車両用ナビゲーションシステムに適用さ
れる。
【００１０】
　［車両用ナビゲーションシステムの構成］
　本発明の実施形態として示す車両用ナビゲーションシステムは、図１に示すように、自
車両周囲の映像を撮像するカメラ１１と、ＧＰＳ（Global Positioning System）衛星か
らの信号を受信するＧＰＳ受信機１２と、自車両の速度を検出する車速センサ１３と、経
路案内情報を表示する表示装置１４と、自車両の経路案内を行うナビゲーション本体１５
とを備える。
【００１１】
　カメラ１１は、例えば自車両前方に取り付けられ、自車両周囲の映像を撮像する。なお
、カメラ１１の取り付け位置は、自車両前方を撮像できる箇所であれば、自車両の任意の
場所とすることができる。このカメラ１１によって撮像された映像は、ナビゲーション本
体１５に供給される。
【００１２】
　ＧＰＳ受信機１２は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信し、得られたＧＰＳ信号に基づく位
置情報をナビゲーション本体１５に供給する。
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【００１３】
　車速センサ１３は、自車両の速度を検出し、検出した速度情報をナビゲーション本体１
５に供給する。
【００１４】
　表示装置１４は、自車両室内に取り付けられた例えば液晶ディスプレイ等からなり、ナ
ビゲーション本体１５から出力された地図や自車両位置を含む経路案内情報を表示する。
【００１５】
　ナビゲーション本体１５は、画像認識部１５ａと、自車両位置検出部１５ｂと、記憶部
１５ｃと、映像出力部１５ｄとを有する。なお、図１においてナビゲーション本体１５は
、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを備えたコンピュータによるハードウエアで構成されてい
るが、図１においては便宜的に機能ブロック毎に分けて、説明を行っている。
【００１６】
　画像認識部１５ａは、例えば図２に示すように、記憶部１５ｃに記憶されているキロポ
ストの形状、色、及び文字等の特徴情報に基づいて、目標物としてのキロポストのパター
ン認識を行うパターン認識部１５ａ’を備える。パターン認識部１５ａ’を備えた画像認
識部１５ａは、例えば１００ミリ秒周期等、所定の周期でパターン認識処理を行う。そし
て、画像認識部１５ａは、認識したキロポストの数字が目標となる数字であるか否かを示
す情報と、認識処理の周期毎のキロポストの撮像画面上の位置を示す情報とを、認識結果
として自車両位置検出部１５ｂに供給する。
【００１７】
　例えば、図３（ａ）に示すように、キロポスト１１１が道路１１０の左路肩にある場合
において、画像認識部１５ａによるパターン認識処理の処理周期を１００ミリ秒とした場
合には、カメラ１１によって撮像される範囲は一定であるので、１００ミリ秒毎に画像認
識部１５ａによって認識したキロポスト１１１の軌跡は、図３（ｂ）に示すようになる。
そして、画像認識部１５ａは、図３（ｂ）に示すように、カメラ１１によって撮像される
範囲内のキロポスト１１１の画像内高さｙ０、ｙ１，ｙ２，ｙ３，ｙ４，ｙ５，ｙ６をそ
れぞれ求め、その結果を自車両位置検出部１５ｂに供給する。
【００１８】
　自車両位置検出部１５ｂは、画像認識部１５ａの認識結果と、ＧＰＳ受信機１２から供
給された位置情報と、車速センサ１３から供給された速度情報とに基づいて、自車両の位
置を検出及び補正する。自車両位置検出部１５ｂは、検出した自車両の位置情報を映像出
力部１５ｄに供給する。
【００１９】
　記憶部１５ｃは、例えばハードディスク、ＤＶＤ、ＣＤ等の記憶媒体からなり、自車両
の経路案内を行う際に用いる地図データの他、各高速道路上に設置されているキロポスト
の位置情報、当該キロポストの形状、色、文字を含むキロポストの特徴情報を含む所定の
情報１５ｃ’を記憶している。
【００２０】
　ここで、車両用ナビゲーションシステムは、高速道路上に存在する全てのキロポストに
ついての位置情報及び特徴情報を記憶部１５ｃに記憶させてもよいが、データ量を少なく
するために、特定のキロポストについての位置情報及び特徴情報のみを記憶部１５ｃに記
憶させるようにしてもよい。具体的には、記憶部１５ｃには、例えば図４に示すように、
ある高速道路の上り線（ａ）、下り線（ｂ）に分けて、１０キロポイント、２０キロポイ
ント、３０キロポイントといったように、１０キロ毎に設置されているキロポストについ
ての位置情報及び特徴情報のみを記憶させてもよい。
【００２１】
　車両用ナビゲーションシステムは、このように特定のキロポストについての位置情報及
び特徴情報のみを記憶部１５ｃに記憶させることにより、自車両が最寄りのキロポイント
から所定距離以内に近づいた旨を検出した場合に限り、画像認識部１５ａによる画像認識
処理を開始させるようにすることができる。これにより、常に画像処理を行うことによる



(5) JP 2009-250718 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

処理負荷の増大を防止することも可能となる。このような記憶部１５ｃに記憶されている
地図データは、映像出力部１５ｄによって読み出され、キロポストの特徴情報は、画像認
識部１５ａによって読み出される。
【００２２】
　映像出力部１５ｄは、記憶部１５ｃから読み出した地図データと、自車両位置検出部１
５ｂから供給された自車両の位置情報とに基づいて、経路案内を行うための映像を作成し
、その映像を表示装置１４に出力する。
【００２３】
　このようなナビゲーション本体１５は、地図や地図上の自車両位置を自車両マークとし
て表示装置１４に表示するために経路案内情報としての映像を作成し、その映像を表示装
置１４に出力することにより、自車両の経路案内を行う。
【００２４】
　このような車両用ナビゲーションシステムにおいては、高速道路上に設置されているキ
ロポストの位置情報、形状、色、文字を含むキロポストの特徴情報を予め記憶部１５ｃに
記憶しておき、自車両走行中の自車両位置の検出時に、該当するキロポストをカメラ１１
によって撮像する。そして、カメラ１１の撮像映像に対して、画像認識を画像認識部１５
ａによって行うことにより、高精度な自車両位置の補正を行う。
【００２５】
　［車両用ナビゲーションシステムの動作］
　既存の車両用ナビゲーションシステムにおいては、自律航法によって自車両位置を特定
する場合には、様々な誤差が生じてしまうため、実際に走行している場所と地図上の自車
両位置とが異なってしまうことが多い。また、既存の車両用ナビゲーションシステムにお
いては、交差点や急カーブがある一般道路では、いわゆるマップマッチング技術を用いて
自車両位置の補正を行っているが、交差点や急カーブがない高速道路等では、マップマッ
チング技術による自車両位置補正を行うことができず、例えば図５に示すように、自車両
１２０が走行するほどに誤差が累積してしまい、実際に走行している場所と自車両１２０
の位置とが大きく異なってしまう。結果として、表示画面１００上の自車位置１０１は、
正しい自車位置１０１’からかけ離れたものとなってしまう。
【００２６】
　また、位置情報に基づいて自車両位置の補正を行う技術もあるが、そもそも、ＧＰＳ衛
星から受信する位置惰報には誤差が含まれている。一般的に、位置情報の誤差は、停車中
で約１０ｍであり、走行中ではさらに精度が低下するといわれている。したがって、既存
の車両用ナビゲーションシステムは、ＧＰＳ受信機１２から取得した位置情報の誤差がな
い場合には、自車両位置を正しく特定することができるものの、既存のＧＰＳ受信機１２
を用いて自車両位置の補正を行ったとしても、１０ｍ以上の誤差があり、正しく自車両１
２０の位置を補正することができない。
【００２７】
　これに対して、本発明を適用した車両用ナビゲーションシステムは、図６に示すような
一連の手順にしたがって画像認識処理を開始する。
【００２８】
　まず、ナビゲーション本体１５は、図６に示すように、ステップＳ１において、自車両
位置検出部１５ｂによって自車両位置を検出する。このとき、自車両位置検出部１５ｂは
、ＧＰＳ受信機１２からのＧＰＳ信号を用いて自車両位置の緯度経度を特定すればよい。
【００２９】
　続いて、自車両位置検出部１５ｂは、ステップＳ２において、記憶部１５ｃに記憶され
ている地図データを参照して、現在走行している道路が高速道路であるか一般道路である
かを判定する。現在に走行している道路が一般道路であった場合には、ステップＳ２の処
理を繰り返し行う一方で、現在に走行している道路が高速道路であった場合には、ステッ
プＳ３において、記憶部１５ｃに記憶されているキロポスト情報に基づいて、現在位置か
ら最寄りのキロポストを判定する。
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【００３０】
　例えば、図７（ａ）に示したような状況下におけるキロポスト１２１の情報１５ｃ’が
記憶部１５ｃに記憶されている場合において、高速道路への入り口がキロポスト１２１の
「１６キロ」付近であった場合には、自車両位置検出部１５ｂは、最寄りのキロポスト１
２１が「２０キロ」であるものと判定する。
【００３１】
　そして、自車両位置検出部１５ｂは、ステップＳ４において、記憶部１５ｃに記憶され
ている最寄りのキロポスト１２１の位置情報と、検出した自車両１２０の位置とに基づい
て、自車両１２０の位置から最寄りのキロポスト１２１までの距離を算出する。そして、
自車両１２０が走行して図７（ｂ）のような状況となると、算出した距離が所定距離Ｌ以
下となり、ステップＳ５において、カメラ１１によって周囲の映像を撮像させ、画像認識
部１５ａによる画像認識処理を開始させる。
【００３２】
　車両用ナビゲーションシステムは、このような一連の手順にしたがって画像認識処理を
開始することにより、常に画像認識を行う必要がなく、処理負荷の増大を防止することが
できる。
【００３３】
　つぎに、カメラ１１による撮像開始から自車両位置補正までの処理について、図８及び
図９を用いて説明する。
【００３４】
　まず、カメラ１１は、ナビゲーション本体１５によって目標のキロポスト１２１までの
距離が所定距離Ｌとなった旨が検出されると、図８に示すように、ステップＳ１１におい
て、周囲の映像の撮像を開始する。
【００３５】
　続いて、ナビゲーション本体１５における画像認識部１５ａは、ステップＳ１２におい
て、カメラ１１によって撮像された映像と、予め記憶部１５ｃに記憶されているキロポス
ト１２１の形状、色、及び文字を含む特徴情報とを比較し、目標物としてのキロポストの
パターン認識を開始する。この特徴情報は、ＧＰＳ受信機１２によって計測された自車両
の位置に最も近いキロポスト１２１の文字、色、形状のものが選択されて、パターン認識
に使用される。
【００３６】
　そして、ナビゲーション本体１５は、ステップＳ１３において、画像認識部１５ａによ
って目標物としてのキロポスト１２１を認識できた場合には、ステップＳ１４に処理を進
める。
【００３７】
　このステップＳ１４おいては、自車両位置検出部１５ｂ及び映像出力部１５ｄにより、
表示装置１４に表示する地図上の自車両マークの位置を、予め記憶部１５ｃに記憶されて
いる目標物としてのキロポスト１２１の位置に移動させた映像を作成し、自車両位置を補
正する。具体的には、ナビゲーション本体１５は、例えば図９（ａ）に示すように、目標
物として認識したキロポスト１２１が「２０キロ」を示すものであった場合には、図９（
ｂ）のように、当該キロポスト１２１の位置に地図上の自車両マーク１０１’の位置を移
動させ、誤差が含まれて表示されていた自車両マーク１０１の位置を補正する。
【００３８】
　車両用ナビゲーションシステムにおいては、このような一連の手順にしたがって、自車
両位置を高精度に補正することができる。
【００３９】
　なお、ナビゲーション本体１５においては、目標物としてのキロポストが自車両の真横
を通過するとき、すなわち、自車両が目標物としてのキロポストと同じ位置に到達したと
きに、自車両位置を補正するのが望ましい。
【００４０】
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　しかしながら、ナビゲーション本体１５においては、カメラ１１の画角が狭い場合には
、例えば図１０（ａ）に示すような状態ではキロポスト１２１が撮像範囲１２０’内であ
り図１０（ｂ）のような道路１１０脇のキロポスト１１１を含む撮像映像１００を得るこ
とができるが、図１０（ｃ）のように自車両１２０がキロポスト１２１に近づくと、図１
０（ｄ）のようにキロポスト１２１が撮像範囲１２０’の外になってしまう。その結果、
図１０（ｄ）のように撮像映像１００に当該キロポスト１１１が含まれなくなるために画
像認識を行うことができず、最適なタイミングで自車両位置の補正を行うことができない
場合がある。また、ナビゲーション本体１５においては、カメラ１１の画角が広く、自車
両１２０の真横に位置するキロポストを撮像できたとしても、キロポストが自車両に近づ
くにつれてカメラ１１の撮像画面内のキロポストの移動速度が速くなり、画像認識の認識
率が低下することも考えられる。
【００４１】
　そこで、ナビゲーション本体１５においては、目標物としてのキロポストが自車両の真
横に到達することを推測し、自車両位置の補正を行う。
【００４２】
　画像認識部１５ａは、上述したように、目標物としてのキロポストを最初に認識したと
きから、当該キロポストがカメラ１１の撮像映像の範囲外になるまで、画像処理の周期毎
の軌跡を検出し、撮像範囲内のキロポストの高さを算出する。したがって、キロポストを
最初に認識した時刻ｔ０のキロポストの高さｙ０、１周期後の時刻ｔ１のキロポストの高
さｙ１、２周期後の時刻ｔ２のキロポストの高さｙ２といったように、周期毎にキロポス
トの撮像範囲内の高さがわかる。
【００４３】
　ここで、キロポストが自車両の真横を通過するときは、カメラ１１によって撮像された
キロポストの高さＹが０となることと略等しいとみなすことができる。
【００４４】
　したがって、ナビゲーション本体１５においては、例えば図１１（ａ）に示すようにキ
ロポスト１１１が撮像映像１００内で移動した場合、図１１（ｂ）のように画像認識部１
５ａによってキロポストの高さを算出した時刻Ｔとその高さＹとを取得する。そして、時
刻Ｔとその高さＹとを用いて近似式を求め、高さＹ＝０となる時刻Ｔを算出することによ
り、その時刻Ｔを自車両位置の補正を行うタイミングとして決定する。これによって、ナ
ビゲーション本体１５は、所定周期毎に検出された目標物の軌跡に基づいて、自車両と目
標物との位置が同等となるタイミングを推測する。そして、推定されたタイミングとなる
と、ナビゲーション本体１５は、自車両位置の補正を行うことができる。
【００４５】
　そして、車両用ナビゲーションシステムにおいては、例えば２台のカメラからなるステ
レオカメラを用いて目標物までの距離を求めて自車両位置の補正を行う必要がなく、低コ
ストな構成であっても、より高精度な自車両位置の補正を実現することができる。
【００４６】
　なお、以上では、道路上に設置されているキロポストを目標物とした場合について説明
したが、車両用ナビゲーションシステムにおいては、高速道路出口に設置されている案内
標識や、制限速度の標識、高速道路上に架設されている橋梁等、任意の構造物を目標物と
して用いることができる。
【００４７】
　［実施形態の効果］
　以上詳細に説明したように、本発明の実施形態として示した車両用ナビゲーションシス
テムにおいては、道路上に設置されているキロポストの位置情報、形状、色、及び文字を
含む特徴情報を予め記憶部１５ｃに記憶しておき、カメラ１１によって撮像された映像か
ら目標物としてのキロポストを画像認識部１５ａによって画像認識し、当該キロポストの
映像内位置に基づいて、表示装置１４に表示する地図上の自車両位置を、自車両位置検出
部１５ｂ及び映像出力部１５ｄによって、画像認識されたキロポストの位置であって記憶
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部１５ｃに記憶されているキロポストの位置に移動させて自車両位置を補正する。
【００４８】
　これにより、この車両用ナビゲーションシステムによれば、目標物としてのキロポスト
までの距離に応じた当該キロポストの映像内位置の変化を考慮して、極めて高精度に自車
両の位置を検出及び補正することができる。
【００４９】
　また、この車両用ナビゲーションシステムにおいて、ナビゲーション本体１５は、キロ
ポストの撮像映像内の位置に基づいて、当該キロポストが自車両の真横を通過するタイミ
ングで自車両位置を補正する。また、ナビゲーション本体１５は、画像認識部１５ａによ
って所定周期毎に検出された目標物としてのキロポストの軌跡に基づいて、自車両と当該
キロポストとの位置が同等となるタイミングを推測し、そのタイミングで自車両位置の補
正を行う。これにより、高価なステレオカメラを用いることなく目標物までの距離を求め
ることができ、低コストな構成であっても、より高精度な自車両位置補正を実現すること
ができる。
【００５０】
　さらに、この車両用ナビゲーションシステムにおいては、カメラ１１の撮像範囲内のキ
ロポストの高さを画像認識部１５ａによって所定周期毎に算出し、画像認識部１５ａによ
ってキロポストの高さを算出した時刻Ｔとその高さＹとを用いて求めた近似式に基づいて
、自車両位置の補正を行うタイミングを決定することにより、より高精度な自車両位置補
正を実現することができる。
【００５１】
　さらにまた、この車両用ナビゲーションシステムにおいては、記憶部１５ｃに記憶され
ている目標物としてのキロポストの位置情報と、検出した自車両位置とに基づいて、自車
両位置から当該キロポストまでの距離を算出し、算出した距離が所定距離Ｌ以下となった
場合に、画像認識部１５ａによる画像認識処理を開始させることにより、常に画像処理を
行う必要がなく、処理負荷の増大を防止することができる。
【００５２】
　なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施の形
態に限定されることはなく、この実施の形態以外の形態であっても、本発明に係る技術的
思想を逸脱しない範囲であれば、設計などに応じて種々の変更が可能であることは勿論で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態として示す車両用ナビゲーションシステムの構成について示す
ブロック図である。
【図２】本発明の実施形態として示す車両用ナビゲーションシステムにおける画像認識部
の処理内容について説明するためのブロック図である。
【図３】本発明の実施形態として示す車両用ナビゲーションシステムにおいて、カメラの
撮像範囲内のキロポストの高さを画像認識部によって求める様子を説明するための図であ
る。
【図４】本発明の実施形態として示す車両用ナビゲーションシステムにおける記憶部に記
憶されているキロポスト情報の内容を説明するための図である。
【図５】実際に走行している場所と自車両位置との誤差について説明するための図である
。
【図６】本発明の実施形態として示す車両用ナビゲーションシステムにおいて、画像認識
処理を開始するまでの一連の手順を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態として示す車両用ナビゲーションシステムにおいて、最寄りの
キロポストを判定する様子を説明するための図である。
【図８】本発明の実施形態として示す車両用ナビゲーションシステムにおいて、カメラに
よる撮像開始から自車両位置補正を行うまでの一連の手順を示すフローチャートである。
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【図９】本発明の実施形態として示す車両用ナビゲーションシステムにおいて、目標物と
して認識したキロポストの位置に地図上の自車両マークの位置を移動させて自車両位置を
補正する様子を説明するための図である。
【図１０】キロポストが撮像範囲外となる様子を説明するための図である。
【図１１】本発明の実施形態として示す車両用ナビゲーションシステムにおいて、画像認
識部によって算出された時刻とキロポストの高さとを用いて近似式を求める様子を説明す
るための図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１１　カメラ
　１２　ＧＰＳ受信機
　１３　車速センサ
　１４　表示装置
　１５　ナビゲーション本体
　１５ａ　画像認識部
　１５ｂ　自車両位置検出部
　１５ｃ　記憶部
　１５ｄ　映像出力部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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