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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の現在位置を表す自車位置情報を取得する自車位置情報取得手段と、
　自車両の周辺の画像情報を取得する画像情報取得手段と、
　前記画像情報に含まれる認識対象の画像認識処理を行う画像認識手段と、
　前記自車位置情報に基づいて、前記画像認識手段による認識対象の認識結果を表す認識
情報を、当該認識対象の認識位置の情報と関連付けて記憶する認識結果記憶手段と、
　同じ場所の画像情報が複数回画像認識されることにより前記認識結果記憶手段に記憶さ
れた、同じ場所に関する複数の前記認識情報に基づいて、繰り返し画像認識することが可
能な認識対象を学習地物として抽出し、当該学習地物の位置情報と共に出力する学習地物
抽出手段と、を備え、
　前記認識情報は、前記画像情報に含まれるノイズ量及びエッジの抽出数のいずれか１つ
以上により表される特徴量であり、
　前記認識対象は、前記画像情報に含まれるノイズ及びエッジのいずれか１つ以上である
地物情報収集装置。
【請求項２】
　前記認識結果記憶手段は、認識対象の認識結果を、前記認識位置の情報に関連付けて連
続的に記憶し、
　前記学習地物抽出手段は、前記認識結果記憶手段に記憶された認識対象の認識結果の分
布に基づいて、ピークが存在する位置の認識対象を前記学習地物として抽出し、当該ピー
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クが存在する位置の情報を当該学習地物の位置情報とする請求項１に記載の地物情報収集
装置。
【請求項３】
　前記認識結果記憶手段は、認識対象の認識結果が所定の学習条件を満たすことにより与
えられる学習値を、認識対象の認識結果が当該学習条件を満たす度に、当該学習条件を満
たした地点の位置が属する所定の位置範囲毎に加算して記憶し、
　前記学習地物抽出手段は、前記学習値が所定の学習しきい値以上となった位置範囲の認
識対象を前記学習地物として抽出し、当該位置範囲を代表する位置の情報を、当該学習地
物の位置情報とする請求項１に記載の地物情報収集装置。
【請求項４】
　前記認識情報は、認識時刻及び認識時の天候の少なくとも一方の情報と関連付けて記憶
され、
　前記学習地物抽出手段は、認識時刻及び認識時の天候の少なくとも一方に関して、所定
の条件のときに繰り返し画像認識することが可能な認識対象を、当該条件を満たす場合に
のみ有効な限定的学習地物として抽出する請求項１から３のいずれか一項に記載の地物情
報収集装置。
【請求項５】
　２つの学習地物の位置情報に基づいて、当該２つの学習地物間の距離を表す地物間距離
を判定する地物間距離判定手段を更に備える請求項１から４のいずれか一項に記載の地物
情報収集装置。
【請求項６】
　前記認識結果記憶手段は、複数の車両と通信可能に接続され、複数の車両による前記認
識情報を記憶する請求項１から５のいずれか一項に記載の地物情報収集装置。
【請求項７】
　前記学習地物についての前記認識情報に関する属性情報と、当該学習地物の位置情報と
を関連付けた地物情報を対象地物の地物情報として記憶する地物情報記憶手段、
　又は、
　前記学習地物についての前記認識情報に関する属性情報と、当該学習地物の位置情報と
を関連付けた地物情報、及び複数の地物について予め整備された位置情報及び属性情報を
含む地物情報の双方を対象地物の地物情報として記憶する地物情報記憶手段、を更に備え
る請求項１から６のいずれか一項に記載の地物情報収集装置。
【請求項８】
　前記自車位置情報に基づいて前記地物情報記憶手段を参照し、自車両の周辺に少なくと
も前記初期地物情報として記憶された前記対象地物が存在するか否かを判定する存在判定
手段を更に備え、
　前記存在判定手段による判定が否定的であった場合に、前記画像認識手段による地物情
報収集用画像認識処理を実行し、その認識結果を示す認識情報を、当該認識対象の認識位
置の情報と関連付けて前記認識結果記憶手段に記憶する請求項７に記載の地物情報収集装
置。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の地物情報収集装置と、前記対象地物の画像認識結果に基づいて
前記自車位置情報を補正する自車位置情報補正手段と、を備え、
　前記画像認識手段は、前記自車位置情報に基づき前記地物情報記憶手段から抽出した自
車両の周辺に存在する前記対象地物の前記地物情報に基づいて、前記画像情報に含まれる
当該地物情報が示す前記対象地物の画像認識処理を行い、
　前記自車位置情報補正手段は、前記画像認識手段による前記対象地物の画像認識結果と
、前記対象地物の前記地物情報に含まれる位置情報とに基づいて、前記自車位置情報を補
正する自車位置認識装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の自車位置認識装置と、地図情報が記憶された地図情報記憶手段と、前
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記地図情報を参照して動作するアプリケーションプログラムと、前記アプリケーションプ
ログラムに従って動作して案内情報を出力する案内情報出力手段と、を備えるナビゲーシ
ョン装置。
【請求項１１】
　自車両の現在位置を表す自車位置情報を取得する自車位置情報取得工程と、
　自車両の周辺の画像情報を取得する画像情報取得工程と、
　前記画像情報に含まれる認識対象の画像認識処理を行う画像認識工程と、
　前記自車位置情報に基づいて、前記画像認識工程による認識対象の認識結果を表す認識
情報を、当該認識対象の認識位置の情報と関連付けて認識結果記憶手段に記憶する認識結
果記憶工程と、
　同じ場所の画像情報が複数回画像認識されることにより前記認識結果記憶手段に記憶さ
れた、同じ場所に関する複数の前記認識情報に基づいて、繰り返し画像認識することが可
能な認識対象を学習地物として抽出し、当該学習地物の位置情報と共に出力する学習地物
抽出工程と、を備え、
　前記認識情報は、前記画像情報に含まれるノイズ量及びエッジの抽出数のいずれか１つ
以上により表される特徴量であり、
　前記認識対象は、前記画像情報に含まれるノイズ及びエッジのいずれか１つ以上である
地物情報収集方法。
【請求項１２】
　前記認識結果記憶工程は、認識対象の認識結果を、前記認識位置の情報に関連付けて前
記認識結果記憶手段に連続的に記憶し、
　前記学習地物抽出工程は、前記認識結果記憶手段に記憶された認識対象の認識結果の分
布に基づいて、ピークが存在する位置の認識対象を前記学習地物として抽出し、当該ピー
クが存在する位置の情報を当該学習地物の位置情報とする請求項１１に記載の地物情報収
集方法。
【請求項１３】
　前記認識結果記憶工程は、認識対象の認識結果が所定の学習条件を満たすことにより与
えられる学習値を、認識対象の認識結果が当該学習条件を満たす度に、当該学習条件を満
たした地点の位置が属する所定の位置範囲毎に加算して前記認識結果記憶手段に記憶し、
　前記学習地物抽出工程は、前記学習値が所定の学習しきい値以上となった位置範囲の認
識対象を前記学習地物として抽出し、当該位置範囲を代表する位置の情報を、当該学習地
物の位置情報とする請求項１１に記載の地物情報収集方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載した撮像装置等により取得した車両周辺の画像情報に含まれる地
物の情報を、画像認識処理を行うことにより収集する地物情報収集装置及び地物情報収集
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両に搭載した撮像装置等により取得した車両周辺の画像情報に含まれる地物を画像認
識することにより、自車両の位置補正を行うナビゲーション装置が知られている（例えば
、下記に示す特許文献１参照。）。この装置は、車両に搭載され、車両前方の走行道路に
沿った風景を補促するカメラ、カメラにより補促された風景画像より交差点シンボルを識
別して交差点を検出すると共に車両位置から交差点（交差点シンボル）までの距離を求め
る交差点検出部、地図データから得られる前記交差点位置から前記距離だけ離れた走行道
路上のポイントに車両位置を修正する車両位置修正手段を備えている。交差点シンボルと
は、例えば信号機、横断歩道、中央分離帯用白線等である。特許文献１の装置を用いて、
車両の位置補正を行う場合には、地物に相当するこれら交差点シンボルの種類や存在位置
などの情報が明らかであることが望ましい。
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【０００３】
　下記に示す特許文献２には、このような地物に関するデータベースを構築する技術が示
されている。これによれば、作業者が手作業でデータの書き換え等を行う従来の方法に代
えて、計測用の車両を走行させながら地物を撮影し、撮影された画像から地物を自動認識
させる。
【０００４】
　また、下記に示す特許文献３には、車両に搭載した撮像装置等により取得した車両周辺
の画像情報に含まれる対象地物の画像認識結果に基づいて、地物の情報を収集するナビゲ
ーション装置が開示されている。特許文献３では、道路に設置された交通標識や道路交通
情報表示板を対象地物とする。そして、この装置は、車両に搭載された撮像装置により取
得した画像情報に含まれる対象地物の画像認識を行い、その認識結果から抽出された標識
情報等の地物情報を、位置情報や区間情報と関連付けて地図データベースに格納する。こ
の際、地物情報と関連付けられる位置情報や区間情報は、ナビゲーション装置において一
般的に用いられているＧＰＳ受信機、ジャイロ、車速センサ等からの情報に基づいて決定
されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－２４３３８９号公報
【特許文献２】特開２０００－２９３６７０号公報
【特許文献３】特開２００６－０３８５５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、ナビゲーション装置において用いられているＧＰＳ受信機、ジャイロ、車速セ
ンサ等により取得される位置情報は、一般的に、数メートルから数十メートルといった誤
差を有している。そのため、地物情報を地図データベースに格納する際の位置情報もこの
ような誤差を有する情報となる可能性がある。特に、車両制御や自車位置補正等のために
地物情報を用いる場合には、精度の高い位置情報を有する地物情報を整備することが望ま
れる。しかし、全ての道路において、特許文献２に記載されたように、計測車両などを用
いて高精度な地物情報を収集することは、時間的、コスト的に現実的ではない。従って、
高精度な地物情報は、幹線道路など利用者の多い道路に対して優先的に整備される。一方
、利用者にとっては、当人が頻繁に通行する道路において高精度な地物情報が整備され、
ナビゲーションを含む種々のきめ細やかなサービスを享受できることが好ましい。従って
、幹線道路か否かに拘らず、利用者の利用状況に合わせて、低コストで高精度な地物情報
を整備することが望まれる。また、例えば山岳路等のように路面に定型的な道路標示など
が設けられることが少ない道路では、そのような道路標示を対象とする地物情報の収集が
困難である。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑みて創案されたものであり、地物情報が整備されていない道路
について、利用者による道路の利用状況に応じて、低コストで高精度な地物情報を収集す
ることが可能な地物情報収集装置及び地物情報収集方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明に係る地物情報収集装置の特徴構成は、
　自車両の現在位置を表す自車位置情報を取得する自車位置情報取得手段と、
　自車両の周辺の画像情報を取得する画像情報取得手段と、
　前記画像情報に含まれる認識対象の画像認識処理を行う画像認識手段と、
　前記自車位置情報に基づいて、前記画像認識手段による認識対象の認識結果を表す認識
情報を、当該認識対象の認識位置の情報と関連付けて記憶する認識結果記憶手段と、
　同じ場所の画像情報が複数回画像認識されることにより前記認識結果記憶手段に記憶さ
れた、同じ場所に関する複数の前記認識情報に基づいて、繰り返し画像認識することが可
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能な認識対象を学習地物として抽出し、当該学習地物の位置情報と共に出力する学習地物
抽出手段と、を備え、
　前記認識情報は、前記画像情報に含まれるノイズ量及びエッジの抽出数のいずれか１つ
以上により表される特徴量であり、前記認識対象は、前記画像情報に含まれるノイズ及び
エッジのいずれか１つ以上である点にある。
【０００９】
　この特徴構成によれば、道路標識や道路表示などの特定の地物に限定されることなく、
学習地物抽出手段が、繰り返し画像認識することが可能な特徴を持つ認識対象を学習地物
として抽出する。つまり、道路標示のように定型物でなくても、「何かが路面にある」と
いったような曖昧な対象を学習地物として収集することができる。従って、例えば山岳路
などのように道路標示などが少ない道路においても、学習地物を収集することができ、本
地物情報収集装置を広域にわたって利用することができる。また、同じ場所に関する複数
の認識情報に基づいて学習地物が抽出され、当該認識情報は認識位置の情報と関連付けら
れている。従って、学習地物としての位置情報は統計的に処理され、認識位置の誤差の影
響を抑制して実際の位置に近づけることができる。また、利用者が同じ場所を複数回通る
ことにより、同じ場所に関して複数の認識情報が得られるので、利用頻度の高い道におい
て地物情報を収集することができる。さらに、学習地物の情報を自車両のみが利用する場
合には、学習地物の収集と利用とに関係する撮像装置の光学系が同一であるので、画像情
報を撮像する撮像装置は、車両の生産時に精密に校正されたものでなくてもよい。その結
果、低コストで学習地物の収集及び利用を行うことができる。以上、本特徴構成によれば
、利用者による道路の利用状況に応じて、低コストで高精度な地物情報を収集することが
可能な地物情報収集装置を提供することができる。
　さらに、この特徴構成によれば、認識対象の認識結果は、当該認識対象に対する画像認
識処理によって得られる特徴量である。路面に地物がない状態では、路面の画像情報は均
一であるが、何らかの地物が存在すると、均一性が崩れる。この均一性を崩す要因をノイ
ズとし、ノイズ量を認識対象とすれば、ノイズ量の多少が認識結果としての特徴量となる
。また、路面の染みや汚れ、ひび割れなどは、画像情報に公知のフィルタ処理を施すこと
によってエッジとして抽出可能である。このエッジを認識対象とすれば、エッジの抽出数
の多少が認識結果としての特徴量となる。このように、認識対象を、ノイズ、エッジなど
とすることによって、定量的な特徴量を求めることができる。特に、ノイズ、エッジなど
の認識対象は、道路標識や道路標示などのような定型性を有さなくても、「何かが路面に
ある」といったような曖昧な状態で学習地物として収集することができる。従って、道路
標示などが少ない道路においても、円滑に学習地物を収集することができ、広域にわたっ
て本地物情報収集装置を利用することができる。
【００１０】
　また、本発明に係る地物情報収集装置は、
　前記認識結果記憶手段が、認識対象の認識結果を、前記認識位置の情報に関連付けて連
続的に記憶し、
　前記学習地物抽出手段が、前記認識結果記憶手段に記憶された認識対象の認識結果の分
布に基づいて、ピークが存在する位置の認識対象を前記学習地物として抽出し、当該ピー
クが存在する位置の情報を当該学習地物の位置情報とする構成とすることができる。
【００１１】
　認識対象は、画像情報上に表された特徴であり、認識対象の認識結果は、当該認識対象
に対する画像認識処理によって得られる定量的な特徴量である。この特徴量を、認識位置
の情報に関連付けて連続的に記録すると、認識位置に対する特徴量の分布が得られる。こ
の分布のピークが存在する位置は、当該位置の周辺において、特徴量が最も多い認識位置
である。従って、本構成によれば、当該位置を学習地物の位置情報とすることによって、
精度よく地物情報を収集することができる。
【００１２】
　また、本発明に係る地物情報収集装置は、以下のような構成とすることができる。
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　前記認識結果記憶手段は、認識対象の認識結果が所定の学習条件を満たすことにより与
えられる学習値を、認識対象の認識結果が当該学習条件を満たす度に、当該学習条件を満
たした地点の位置が属する所定の位置範囲毎に加算して記憶する。
　そして、前記学習地物抽出手段は、前記学習値が所定の学習しきい値以上となった位置
範囲の認識対象を前記学習地物として抽出し、当該位置範囲を代表する位置の情報を、当
該学習地物の位置情報とする。
【００１３】
　認識対象の認識結果は、当該認識対象に対する画像認識処理によって得られる特徴量で
ある。従って、特徴量が、例えば所定のしきい値を超える場合に、認識結果が所定の学習
条件を満たし、学習値が与えられることになる。本構成によれば、この学習条件を満たし
た地点を含む所定の位置範囲毎に、当該学習値が加算される。そして、その積算値が何れ
かの位置範囲において所定の学習しきい値以上となると、当該学習しきい値以上となった
位置範囲を代表する位置の情報が、学習地物の位置情報とされる。学習条件を満たした位
置の微小な誤差は、所定の位置範囲の範囲内において吸収される。一方、複数の所定の位
置範囲に対して、所定の位置範囲毎に加算された学習値の分布が得られ、加算された学習
値が所定の学習しきい値以上となる位置範囲を代表する位置の情報が学習地物の位置情報
となる。つまり、最頻値を有する何れか１つの位置範囲を代表する位置の情報が学習地物
の位置情報となるように統計処理され、学習条件を満たした位置の大きな誤差も抑制され
る。その結果、精度よく地物情報を収集することが可能となる。
【００１４】
　ここで、前記認識情報が、認識時刻及び認識時の天候の少なくとも一方の情報と関連付
けて記憶され、
　前記学習地物抽出手段が、認識時刻及び認識時の天候の少なくとも一方に関して、所定
の条件のときに繰り返し画像認識することが可能な認識対象を、当該条件を満たす場合に
のみ有効な限定的学習地物として抽出する構成とすると好適である。
【００１５】
　例えば、物の影は、昼間や晴天時に出現する。影は、路面などに対するコントラストが
強いために、エッジや特定色などを認識対象とすれば認識が容易である。しかし、影の出
現は、時刻や天候の影響を受けるために認識結果は安定しない。本構成によれば、認識時
刻や認識時の天候などの所定の条件を満たした場合にのみ有効な限定的学習地物とするの
で、好適な学習地物として利用可能な対象を広げることができる。
【００１６】
　また、本発明に係る地物情報収集装置は、２つの学習地物の位置情報に基づいて、当該
２つの学習地物間の距離を表す地物間距離を判定する地物間距離判定手段を更に備えるこ
とを特徴とする。
【００１７】
　２つの学習地物の位置情報のみならず、２つの学習地物間の距離を表す地物間距離を判
定することによって、個々の位置情報に誤差が含まれていても２つの学習地物の関係を精
度良く表すことができる。従って、精度のよい学習地物の情報を得ることができる。
【００１８】
　また、本発明に係る地物情報収集装置は、前記認識結果記憶手段が、複数の車両と通信
可能に接続され、複数の車両による前記認識情報を記憶すると好適である。
【００１９】
　本構成によれば、複数の車両による地物の学習結果を集積することができる。従って、
より多くの認識情報を用いて、更に高精度な位置情報を有する地物情報を生成することが
可能となる。
【００２０】
　また、本発明に係る地物情報収集装置は、
　前記学習地物についての前記認識情報に関する属性情報と、当該学習地物の位置情報と
を関連付けた地物情報を対象地物の地物情報として記憶する地物情報記憶手段、
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　又は、
　前記学習地物についての前記認識情報に関する属性情報と、当該学習地物の位置情報と
を関連付けた地物情報、及び複数の地物について予め整備された位置情報及び属性情報を
含む地物情報の双方を対象地物の地物情報として記憶する地物情報記憶手段、を更に備え
ることを特徴とする。
【００２１】
　この特徴構成によれば、少なくとも学習地物に対する地物情報を対象地物の地物情報と
して記憶する地物情報記憶手段を備える。従って、道路に対する地物情報の整備状況に応
じて地物情報を収集することが可能な地物情報収集装置を提供することができる。
【００２２】
　また、本発明に係る地物情報収集装置は、前記地物情報記憶手段を更に備える場合、前
記自車位置情報に基づいて前記地物情報記憶手段を参照し、自車両の周辺に少なくとも前
記初期地物情報として記憶された前記対象地物が存在するか否かを判定する存在判定手段
を更に備え、
　前記存在判定手段による判定が否定的であった場合に、前記画像認識手段による地物情
報収集用画像認識処理を実行し、その認識結果を示す認識情報を、当該認識対象の認識位
置の情報と関連付けて前記認識結果記憶手段に記憶することを特徴とする。
【００２３】
　この特徴構成によれば、少なくとも学習地物に対する地物情報を対象地物の地物情報と
して記憶する地物情報記憶手段を備え、存在判定手段の判定結果に基づいて、学習地物を
抽出するために認識情報を記憶するか否かが決定される。つまり、すでに地物情報が整備
された道路においては、整備済みの地物情報を利用し、地物情報が未整備の道路において
は新たな地物情報が整備される。その結果、利用者による道路の利用状況に応じて、低コ
ストで高精度な地物情報を収集することが可能な地物情報収集装置を提供することができ
る。
【００２４】
　また、本発明に係る自車位置認識装置の特徴構成は、
　前記地物情報記憶手段又は、前記地物情報記憶手段と前記存在判定手段との双方を備え
た地物情報収集装置と、前記対象地物の画像認識結果に基づいて前記自車位置情報を補正
する自車位置情報補正手段と、を備え、
　前記画像認識手段が、前記自車位置情報に基づき前記地物情報記憶手段から抽出した自
車両の周辺に存在する前記対象地物の前記地物情報に基づいて、前記画像情報に含まれる
当該地物情報が示す前記対象地物の画像認識処理を行い、
　前記自車位置情報補正手段が、前記画像認識手段による前記対象地物の画像認識結果と
、前記対象地物の前記地物情報に含まれる位置情報とに基づいて、前記自車位置情報を補
正する点にある。
【００２５】
　この特徴構成によれば、少なくとも学習地物に対する地物情報を対象地物の地物情報と
して記憶する地物情報記憶手段を備えるので、多くの道路において高精度な自車位置情報
の補正が可能となる。
【００２６】
　また、本発明に係るナビゲーション装置の特徴構成は、上記自車位置認識装置と、地図
情報が記憶された地図情報記憶手段と、前記地図情報を参照して動作するアプリケーショ
ンプログラムと、前記アプリケーションプログラムに従って動作して案内情報を出力する
案内情報出力手段と、を備える点にある。
【００２７】
　この特徴構成によれば、多くの道路において高精度な自車位置情報の補正が可能な自車
位置認識装置を用いて、案内情報が出力されるので、多くの道路において高精度な案内状
を提供することができる。
【００２８】
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　また、本発明に係る地物情報収集方法の特徴構成は、
　自車両の現在位置を表す自車位置情報を取得する自車位置情報取得工程と、
　自車両の周辺の画像情報を取得する画像情報取得工程と、
　前記画像情報に含まれる認識対象の画像認識処理を行う画像認識工程と、
　前記自車位置情報に基づいて、前記画像認識工程による認識対象の認識結果を表す認識
情報を、当該認識対象の認識位置の情報と関連付けて認識結果記憶手段に記憶する認識結
果記憶工程と、
　同じ場所の画像情報が複数回画像認識されることにより前記認識結果記憶手段に記憶さ
れた、同じ場所に関する複数の前記認識情報に基づいて、繰り返し画像認識することが可
能な認識対象を学習地物として抽出し、当該学習地物の位置情報と共に出力する学習地物
抽出工程と、を備え、
　前記認識情報は、前記画像情報に含まれるノイズ量及びエッジの抽出数のいずれか１つ
以上により表される特徴量であり、
　前記認識対象は、前記画像情報に含まれるノイズ及びエッジのいずれか１つ以上である
点にある。
【００２９】
　この特徴構成によれば、道路標識や道路表示などの特定の地物に限定されることなく、
学習地物抽出工程において、繰り返し画像認識することが可能な認識対象が学習地物とし
て抽出される。つまり、道路標示のように定型物でなくても、「何かが路面にある」とい
ったような曖昧な対象を学習地物として収集することができる。従って、山岳路などのよ
うに道路標示などが少ない道路においても、学習地物を収集することができ、本地物情報
収集方法を広域にわたって利用することができる。また、同じ場所に関する複数の認識情
報に基づいて学習地物が抽出され、当該認識情報は認識位置の情報と関連付けられている
。従って、学習地物としての位置情報は統計的に処理され、認識位置の誤差の影響を抑制
して実際の位置に近づけることができる。また、利用者が同じ場所を複数回通ることによ
り、同じ場所に関して複数の認識情報が得られるので、利用頻度の高い道において地物情
報を収集することができる。
　さらに、この特徴構成によれば、認識対象の認識結果は、当該認識対象に対する画像認
識処理によって得られる特徴量である。路面に地物がない状態では、路面の画像情報は均
一であるが、何らかの地物が存在すると、均一性が崩れる。この均一性を崩す要因をノイ
ズとし、ノイズ量を認識対象とすれば、ノイズ量の多少が認識結果としての特徴量となる
。また、路面の染みや汚れ、ひび割れなどは、画像情報に公知のフィルタ処理を施すこと
によってエッジとして抽出可能である。このエッジを認識対象とすれば、エッジの抽出数
の多少が認識結果としての特徴量となる。このように、認識対象を、ノイズ、エッジなど
とすることによって、定量的な特徴量を求めることができる。特に、ノイズ、エッジなど
の認識対象は、道路標識や道路標示などのような定型性を有さなくても、「何かが路面に
ある」といったような曖昧な状態で学習地物として収集することができる。従って、道路
標示などが少ない道路においても、円滑に学習地物を収集することができ、広域にわたっ
て本地物情報収集方法を利用することができる。
【００３０】
　また、本発明に係る地物情報収集方法は、
　認識結果記憶工程が、認識対象の認識結果を、前記認識位置の情報に関連付けて前記認
識結果記憶手段に連続的に記憶し、
　前記学習地物抽出工程が、前記認識結果記憶手段に記憶された認識対象の認識結果の分
布に基づいて、ピークが存在する位置の認識対象を前記学習地物として抽出し、当該ピー
クが存在する位置の情報を当該学習地物の位置情報とすることを特徴とする。
【００３１】
　認識対象は、画像情報上に表された特徴であり、認識対象の認識結果は、当該認識対象
に対する画像認識処理によって得られる定量的な特徴量である。この特徴量を、認識位置
の情報に関連付けて連続的に記録すると、認識位置に対する特徴量の分布が得られる。こ
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の分布のピークが存在する位置は、当該位置の周辺において、特徴量が最も多い認識位置
である。従って、本構成によれば、当該位置を学習地物の位置情報とすることによって、
精度よく地物情報を収集することができる。
【００３２】
　また、本発明に係る地物情報収集方法は、以下のような構成とすることができる。
　前記認識結果記憶工程は、認識対象の認識結果が所定の学習条件を満たすことにより与
えられる学習値を、認識対象の認識結果が当該学習条件を満たす度に、当該学習条件を満
たした地点の位置が属する所定の位置範囲毎に加算して前記認識結果記憶手段に記憶し、
　前記学習地物抽出工程は、前記学習値が所定の学習しきい値以上となった位置範囲の認
識対象を前記学習地物として抽出し、当該位置範囲を代表する位置の情報を、当該学習地
物の位置情報とする。
【００３３】
　認識対象の認識結果は、当該認識対象に対する画像認識処理によって得られる特徴量で
ある。従って、特徴量が、例えば所定のしきい値を超える場合に、認識結果が所定の学習
条件を満たし、学習値が与えられることになる。本構成によれば、この学習条件を満たし
た地点を含む所定の位置範囲毎に、当該学習値が加算される。そして、その積算値が何れ
かの位置範囲において所定の学習しきい値以上となると、当該学習しきい値以上となった
位置範囲を代表する位置の情報が、学習地物の位置情報とされる。学習条件を満たした位
置の微小な誤差は、所定の位置範囲の範囲内において吸収される。一方、複数の所定の位
置範囲に対して、所定の位置範囲毎に加算された学習値の分布が得られ、加算された学習
値が所定の学習しきい値以上となる位置範囲を代表する位置の情報が学習地物の位置情報
となる。つまり、最頻値を有する何れか１つの位置範囲を代表する位置の情報が学習地物
の位置情報となるように統計処理され、学習条件を満たした位置の大きな誤差も抑制され
る。その結果、精度よく地物情報を収集することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態に係る
ナビゲーション装置１の概略構成を示すブロック図である。このナビゲーション装置１は
、本発明の実施形態としての地物情報収集装置２、画像認識装置３、及び自車位置認識装
置４を含んで構成されている。このナビゲーション装置１は、画像情報Ｇに含まれる認識
対象の画像認識処理を行い、その認識対象の認識結果を表す認識情報に基づいて、繰り返
し画像認識することが可能な認識対象を学習地物として抽出する。そして、学習地物の地
物情報Ｆを地物データベースＤＢ２に反映させることにより、地物情報Ｆが整備されてい
なかった道路においても、地物情報Ｆを用いた自車位置情報Ｐの補正を行うことを可能と
する。そして、ナビゲーション装置１は、補正された自車位置情報Ｐに基づいて経路案内
等のナビゲーション処理を行う。
【００３５】
　図１に示すナビゲーション装置１の各機能部、具体的には、画像情報取得部１２、自車
位置情報取得部１６、地物情報取得部１７、画像認識部１８、自車位置補正部１９、ナビ
ゲーション用演算部２０、学習地物抽出部３１、推測位置判定部３４、地物情報管理部３
５、及び道路属性情報取得部４１は、ＣＰＵ等の演算処理装置を中核部材として、入力さ
れたデータに対して種々の処理を行うための機能部がハードウェア又はソフトウェア（プ
ログラム）或いはその両方により実装されて構成されている。そして、これらの各機能部
は、互いに情報の受け渡しを行うことができるように構成されている。また、ナビゲーシ
ョン装置１の各データベースＤＢ１～ＤＢ３は、例えば、ハードディスクドライブ、ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭを備えたＤＶＤドライブ、ＣＤ－ＲＯＭを備えたＣＤドライブ等のように、情
報を記憶可能な記録媒体とその駆動手段とを有する装置をハードウェア構成として備えて
いる。以下、本実施形態に係るナビゲーション装置１の各部の構成について詳細に説明す
る。
【００３６】
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１．地図データベース
　地図データベースＤＢ１は、所定の区画毎に分けられた地図情報Ｍが記憶されたデータ
ベースである。図２は、地図データベースＤＢ１に記憶されている地図情報Ｍの構成の例
を示す説明図である。この図に示すように、地図情報Ｍは、交差点に対応する多数のノー
ドｎと、各交差点間を結ぶ道路に対応するリンクｋとの接続関係により道路ネットワーク
を表す道路情報Ｒａを有している。各ノードｎは、緯度及び経度で表現された地図上の位
置（座標）の情報を有している。各リンクｋは、ノードｎを介して接続されている。また
、各リンクｋは、その属性情報として、道路種別、地域種別、リンク長、道路幅、リンク
形状を表現するための形状補間点等の情報を有している。ここで、道路種別情報は、例え
ば、自動車専用道路、市街道路、細街路、山岳路等のように、道路を複数の種別に区分し
た際の道路種別の情報である。また、地域種別情報は、例えば、関東地方や関西地方等の
地方、都道府県や市区町村等の行政区画等のように、リンクｋに対応する道路が設けられ
ている地域を複数に区分した際の地域種別の情報である。これらのリンクｋの属性情報が
、道路属性情報Ｒｂ（図１参照）に相当する。そして、本実施形態においては、この地図
データベースＤＢ１が、本発明における地図情報記憶手段に相当する。尚、図２において
は、１つの区画の道路情報Ｒａのみを図示し、他の区画の道路情報Ｒａは省略して示して
いる。
【００３７】
２．地物データベース
　地物データベースＤＢ２は、道路上や道路周辺に設けられた各種の地物の情報、即ち地
物情報Ｆが記憶されたデータベースである。図１に示すように、本実施形態においては、
地物データベースＤＢ２には、初期地物情報Ｆａ及び学習地物情報Ｆｂの２種類の情報が
記憶される。ここで、初期地物情報Ｆａとは、地物データベースＤＢ２に予め整備されて
記憶されている複数の地物についての地物情報Ｆである。このような初期地物情報Ｆａは
、道路情報Ｒａを含む地図情報Ｍが整備されている全ての地域の中で、大都市周辺や幹線
道路等の一部の地域や道路についてのみ整備されている。一方、学習地物情報Ｆｂとは、
後述するように、画像認識部１８による対象地物の画像認識結果を用いて学習した結果と
して地物データベースＤＢ２に記憶される地物情報Ｆである。尚、以下の説明において、
単に「地物情報Ｆ」というときは、これら初期地物情報Ｆａ及び学習地物情報Ｆｂを総称
するものとする。本実施形態においては、この地物データベースＤＢ２が、本発明におけ
る地物情報記憶手段に相当する。
【００３８】
　この地物データベースＤＢ２に地物情報Ｆ（特に初期地物情報Ｆａ）が記憶される地物
には、道路の路面に設けられた道路標示（ペイント標示）が含まれている。図３は、地物
データベースＤＢ２に記憶されている道路標示の地物情報Ｆの例を示す説明図である。こ
のような道路標示に係る地物としては、例えば、横断歩道、停止線、速度標示、道路に沿
って車線を分ける区画線（実線、破線、二重線等の各種区画線を含む。）、各車線の進行
方向を指定する進行方向別通行区分標示（矢印標示、例えば、直進矢印、右折矢印等を含
む）等が含まれる。尚、地物情報Ｆが格納される地物としては、このような道路標示のほ
か、信号機、標識、陸橋、トンネル等の各種の地物も含めることができる。
【００３９】
　また、地物情報Ｆは、その内容として各地物の地物位置情報と、それに関連付けられた
地物属性情報とを有している。ここで、地物位置情報は、道路情報Ｒａを構成するリンク
ｋ又はノードｎ等と関連付けられた各地物の代表点の地図上の位置（座標）、及び各地物
の向きの情報を有している。初期地物情報Ｆａの代表点は、例えば、各地物の長さ方向及
び幅方向の中央部付近に設定される。学習地物情報Ｆｂの代表点については後述する。ま
た、初期地物情報Ｆａの地物属性情報は、地物種別情報や、地物の形状、大きさ、色彩等
の地物形態情報等を含んでいる。例えば、初期地物情報Ｆａの地物種別は、具体的には、
「横断歩道」、「停止線」、「速度標示（３０ｋｍ／時）」等のような、基本的に同じ形
態を有する地物の種別を表す情報である。学習地物情報Ｆｂの地物属性情報については後
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述する。また、本実施形態においては、地物情報Ｆは、近接する他の地物との関係を表す
関連付情報や、当該他の地物との間の地物間距離を表す地物間距離情報を有している。こ
こで、関連付情報は、自車両５０が道路に沿って進行中に、１つの地物を画像認識するこ
とにより、前方に存在する他の地物を予測できるようにするための情報である。また、地
物間距離情報は、そのような前方に存在する地物までの自車両５０からの距離を正確に予
測するための情報である。
【００４０】
３．学習データベース
　学習データベースＤＢ３は、学習地物抽出部３１により導出された認識位置情報Ａａを
、各認識位置情報Ａａに対応する認識対象が識別可能な状態で記憶するデータベースであ
る。ここでは、各認識位置情報Ａａに対応する認識対象を識別可能とするために、各認識
位置情報Ａａと、それに対応する認識対象の地物属性情報Ａｂとを関連付けて記憶してい
る。この学習データベースＤＢ３に記憶される認識位置情報Ａａ及び地物属性情報Ａｂの
具体的な内容については、後で詳細に説明する。本実施形態においては、この学習データ
ベースＤＢ３が、本発明における認識結果記憶手段に相当する。
【００４１】
４．画像情報取得部
　画像情報取得部１２は、撮像装置１１により撮像した自車両の周辺の画像情報Ｇを取得
する画像情報取得手段として機能する。ここで、撮像装置１１は、撮像素子を備えた車載
カメラ等であって、少なくとも自車両５０の周辺の道路の路面を撮像可能な位置に設けら
れている。このような撮像装置１１としては、例えば、図４に示すような自車両５０の後
方の路面を撮像するバックカメラを用いると好適である。画像情報取得部１２は、撮像装
置１１により撮像した撮像情報を、フレームメモリ（不図示）などを介して所定の時間間
隔で取り込む。この際の画像情報Ｇの取り込みの時間間隔は、例えば、１０～５０ｍｓ程
度とすることができる。これにより、画像情報取得部１２は、撮像装置１１により撮像し
た複数フレームの画像情報Ｇを連続的に取得することができる。ここで取得された画像情
報Ｇは、画像認識部１８へ出力される。
【００４２】
５．自車位置情報取得部
　自車位置情報取得部１６は、自車両５０の現在位置を示す自車位置情報Ｐを取得する自
車位置情報取得手段として機能する。ここでは、自車位置情報取得部１６は、ＧＰＳ受信
機１３、方位センサ１４、及び距離センサ１５と接続されている。ここで、ＧＰＳ受信機
１３は、ＧＰＳ（Global Positioning System）衛星からのＧＰＳ信号を受信する装置で
ある。このＧＰＳ信号は、通常１秒おきに受信され、自車位置情報取得部１６へ出力され
る。自車位置情報取得部１６では、ＧＰＳ受信機１３で受信されたＧＰＳ衛星からの信号
を解析し、自車両５０の現在位置（緯度及び経度）、進行方位、移動速度、時刻等の情報
を取得することができる。方位センサ１４は、自車両５０の進行方位又はその進行方位の
変化を検出するセンサである。この方位センサ１４は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気
センサ、ハンドルの回転部に取り付けた光学的な回転センサや回転型の抵抗ボリューム、
車輪部に取り付ける角度センサ等により構成される。そして、方位センサ１４は、その検
出結果を自車位置情報取得部１６へ出力する。距離センサ１５は、自車両５０の車速や移
動距離を検出するセンサである。この距離センサ１５は、例えば、車両のドライブシャフ
トやホイール等が一定量回転する毎にパルス信号を出力する車速パルスセンサ、自車両５
０の加速度を検知するヨー・Ｇセンサ及び検知された加速度を積分する回路等により構成
される。そして、距離センサ１５は、その検出結果としての車速及び移動距離の情報を自
車位置情報取得部１６へ出力する。
【００４３】
　そして、自車位置情報取得部１６は、これらのＧＰＳ受信機１３、方位センサ１４及び
距離センサ１５からの出力に基づいて、公知の方法により自車位置を特定する演算を行う
。また、自車位置情報取得部１６は、地図データベースＤＢ１から抽出された自車位置周
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辺の道路情報Ｒａを取得し、それに基づいて公知のマップマッチングを行うことにより自
車位置を道路情報Ｒａに示される道路上に合わせる補正も行う。このようにして、自車位
置情報取得部１６は、緯度及び経度で表された自車両５０の現在位置の情報、及び自車両
５０の進行方位の情報を含む自車位置情報Ｐを取得する。
【００４４】
６．地物情報取得部
　地物情報取得手段として機能する地物情報取得部１７は、自車位置情報取得部１６で取
得された自車位置情報Ｐ等に基づいて、地物データベースＤＢ２から自車両５０の周辺に
存在する地物の地物情報Ｆを抽出して取得する。地物情報Ｆには、初期地物情報Ｆａ及び
学習地物情報Ｆｂの双方を含む。本実施形態においては、一例として、地物情報取得部１
７は、自車位置情報Ｐに基づいて、自車位置情報Ｐに示される自車両５０の現在位置から
、当該自車両５０が走行中の道路を表すリンクｋの終端までの間に存在する対象地物の地
物情報Ｆを地物データベースＤＢ２から抽出する。対象地物とは、画像認識部５による位
置補正用画像認識処理（詳細は後述する。）の対象となる地物である。従って、地物情報
取得部１７により取得された地物情報Ｆは、画像認識部１８及び自車位置情報補正部１９
へ出力される。本実施形態においては、初期地物として予め整備された、横断歩道、停止
線、速度標示等のような、道路の路面に設けられた各種の道路標示の他、学習地物として
収集された路面の染みや汚れ、ひび割れ、舗装のつなぎ目、マンホールの蓋なども対象地
物となる。また、利用頻度が少ないために初期地物として登録されない種類の各種道路標
示も学習地物として対象地物となる。さらに、影など、特定の時刻や天候などの所定の条
件が整った場合に出現するものも、当該条件を満たす場合にのみ有効な限定的学習地物と
して対象地物となる。
【００４５】
　尚、地物情報取得部１７は、自車位置情報Ｐに基づいて地物データベースＤＢ２を参照
し、自車両５０の周辺に地物情報Ｆとして記憶された対象地物が存在するか否かを判定す
る存在判定手段としても機能する。自車両５０の周辺に対象地物が存在しないと判定され
た場合には、後述するように、情報収集用画像認識処理が実施される。つまり、自車両５
０の周辺に対象地物が存在しないと判定された場合には、自車両５０が後述する高精度自
車位置認識状態にないと判定され、学習地物情報Ｆｂを収集するための情報収集用画像認
識処理が実施される。尚、存在判定手段として機能する際の地物情報Ｆは、学習地物情報
Ｆｂを含めてもよいし、初期地物情報Ｆａに限ってもよい。本実施形態では両方を含む。
【００４６】
７．画像認識部
　画像認識部１８は、本実施形態においては、自車位置情報Ｐの補正に用いるための位置
補正用画像認識処理と、地物の画像認識結果を学習して地物データベースＤＢ２に反映さ
せるための情報収集用画像認識処理との２種類の画像認識処理を行う。即ち、画像認識部
１８は、位置補正用画像認識処理として、自車位置情報Ｐに基づき地物データベースＤＢ
２から抽出した自車両５０の周辺に存在する対象地物の地物情報Ｆに基づいて、画像情報
Ｇに含まれる当該地物情報Ｆが示す対象地物の画像認識処理を行う画像認識手段として機
能する。また、画像認識部１８は、画像情報取得部１２で取得された画像情報Ｇに含まれ
る認識対象の画像認識処理を行う画像認識手段として機能する。
【００４７】
　本実施形態においては、画像認識部１８は、存在判定手段としても機能する地物情報取
得部１７により、自車両５０の周辺に地物情報Ｆとして記憶された対象地物が存在すると
判定された場合に位置補正用画像認識処理を行う。一方、地物情報取得部１７により、自
車両５０の周辺に地物情報Ｆとして記憶された対象地物が存在しないと判定された場合に
情報収集用画像認識処理を行う。地物情報Ｆが既に整備された道路上を自車両５０が走行
中の場合には、位置補正用画像認識処理による画像認識結果と、地物情報Ｆとに基づいて
自車位置情報Ｐの補正処理が実施される。一方、地物情報Ｆが整備されていない道路上を
自車両５０が走行中の場合には、情報収集用画像認識処理を行い、画像情報Ｇに含まれる
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認識対象を学習地物として抽出する地物収集処理が実施される。
【００４８】
　位置補正用画像認識処理では、画像認識部１８は、自車位置情報Ｐに基づいて地物デー
タベースＤＢ２から取得した自車両５０の周辺に存在する対象地物の地物情報Ｆに基づい
て、画像情報Ｇに含まれる当該地物情報Ｆが示す対象地物の画像認識処理を行う。この際
、画像認識部１８は、当該地物情報Ｆが示す対象地物の認識要求を行う所定の認識領域を
設定し、この認識領域内の画像情報Ｇに対して対象地物の画像認識処理を行う。この認識
領域は、道路情報Ｒａが示すリンクｋ上における、当該対象地物が存在すると推測される
位置範囲として設定される。ここで、各画像情報Ｇに含まれる現実の道路の撮像領域は、
自車両５０への撮像装置１１の取り付け位置、取り付け角度、及び画角等に基づいて予め
演算された自車位置と撮像領域との位置関係を用いることで、自車位置情報Ｐに基づいて
求めることができる。よって、画像認識部１８は、このように求めた各画像情報Ｇの撮像
領域の情報に基づいて、各対象地物について設定された認識領域に対応する画像情報Ｇを
抽出し、画像認識処理を行う。画像認識部１８は、対象地物が初期地物である場合には、
画像情報Ｇに対して公知の二値化処理やエッジ検出処理等を行い、当該画像情報Ｇに含ま
れている対象地物（道路標示）の輪郭情報を抽出する。そして、抽出された輪郭情報と、
対象地物の形態とのパターンマッチングを行うことにより、画像情報Ｇに含まれる対象地
物を認識する。対象地物が学習地物である場合には、後述するような、学習時の認識対象
に対する画像認識処理と同様の処理を施して対象地物を認識する。そして、この位置補正
用画像認識処理による対象地物の画像認識結果は、自車位置情報補正部１９による自車位
置情報Ｐの補正に用いられる。
【００４９】
　情報収集用画像認識処理では、画像認識部１８は、画像情報Ｇに含まれる認識対象の画
像認識処理を行う。この画像認識処理は、地物データベースＤＢ２に記憶された地物情報
Ｆを用いず、従って、対象地物及び上述したような認識領域を設定することなく、認識対
象の画像認識処理を行う。ここで、認識対象とは、画像情報に含まれる特徴であり、ノイ
ズ、エッジ、所定色、及び所定形状のいずれか１つ以上を含むものである。そして、これ
ら認識対象の認識結果は、当該認識対象に対する所定の画像認識処理によって得られる特
徴量である。例えば、路面に地物がない状態では、路面の画像情報は均一であるが、何ら
かの地物が存在すると、均一性が崩れる。この均一性を崩す要因をノイズとし、このノイ
ズを認識対象とすれば、ノイズ量の多少が認識結果としての特徴量となる。このようなノ
イズは、画像情報Ｇの空間周波数において高周波成分となるため、ハイパスフィルタなど
を利用したフィルタリング処理によってノイズ量を抽出することができる。
【００５０】
　学習地物としてなり得る路面に存在する地物としては、道路の路面に設けられた道路標
示、道路の路面上の染み、道路の路面上の汚れ、道路の路面のひび割れ、舗装のつなぎ目
、マンホールの蓋、道路の路面上の影などがある。路面の染みや汚れ、ひび割れなどと路
面との境界は、画像情報Ｇに公知のガウシアンフィルタ処理などを施すことによりエッジ
成分として抽出可能である。このエッジ成分を認識対象とすれば、エッジ成分の抽出数の
多少が認識結果としての特徴量となる。また、白や黄色、橙色でペイントされた道路標示
は、画像情報Ｇに対して公知のウインドウコンパレータ処理を施すことによって、その色
成分が抽出可能である。それぞれの色を認識対象とすれば、色の種類とそれに対する抽出
数の多少が認識結果としての特徴量となる。また、特定の形状、例えば三角形、円形、四
角形、数字などの特定形状を認識対象として、パターンマッチング処理を施し、その適合
度を特徴量としてもよい。情報収集用画像認識処理による認識対象の認識結果（特徴量）
は、その認識位置の情報と関連付けられて、学習データベースＤＢ３に記憶される。
【００５１】
８．自車位置情報補正部
　自車位置情報補正部１９は、画像認識部１８による対象地物の画像認識処理の結果と、
当該対象地物についての地物情報Ｆに含まれる当該対象地物の位置情報とに基づいて自車
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位置情報Ｐを補正する自車位置情報補正手段として機能する。本実施形態では、自車位置
情報補正部１９は、画像認識部１８における地物情報Ｆに基づく位置補正用画像認識処理
による対象地物の画像認識結果と、当該地物情報Ｆに含まれる当該対象地物の位置情報と
を用いて、自車両５０の進行方向に沿って自車位置情報Ｐを補正する。具体的には、自車
位置情報補正部１９は、まず、画像認識部１８による位置補正用画像認識処理の結果と、
撮像装置１１の取り付け位置、取り付け角度、及び画角等とに基づいて、対象地物の画像
を含む画像情報Ｇの取得時における自車両５０と対象地物との位置関係を演算する。次に
、自車位置情報補正部１９は、この自車両５０と対象地物との位置関係の演算結果と、当
該対象地物についての地物情報Ｆに含まれる当該対象地物の位置情報とに基づいて、自車
両５０の進行方向における対象地物の位置情報（地物情報Ｆ）を基準とする高精度な自車
両５０の位置情報を演算して取得する。そして、自車位置情報補正部１９は、このように
して取得した高精度な自車両５０の位置情報に基づいて、自車位置情報取得部１６で取得
した自車位置情報Ｐに含まれる、自車両５０の進行方向の現在位置の情報を補正する。そ
の結果、自車位置情報取得部１６は、このような補正後の高精度な自車位置情報Ｐを取得
することになり、自車両５０は高精度自車位置認識状態となる。
【００５２】
９．ナビゲーション用演算部
　ナビゲーション用演算部２０は、自車位置表示、出発地から目的地までの経路探索、目
的地までの進路案内、目的地検索等のナビゲーション機能を実行するためにアプリケーシ
ョンプログラム２３に従って動作する演算処理手段である。例えば、ナビゲーション用演
算部２０は、自車位置情報Ｐに基づいて地図データベースＤＢ１から自車両５０周辺の地
図情報Ｍを取得して表示入力装置２１に地図の画像を表示するとともに、当該地図の画像
上に、自車位置情報Ｐに基づいて自車位置マークを重ね合わせて表示する処理を行う。ま
た、ナビゲーション用演算部２０は、地図データベースＤＢ１に格納された地図情報Ｍに
基づいて、所定の出発地から目的地までの経路探索を行う。更に、ナビゲーション用演算
部２０は、探索された出発地から目的地までの経路と自車位置情報Ｐとに基づいて、表示
入力装置２１及び音声出力装置２２の一方又は双方を用いて、運転者に対する進路案内を
行う。また、本実施形態においては、ナビゲーション用演算部２０は、表示入力装置２１
及び音声出力装置２２に接続されている。表示入力装置２１は、液晶表示装置等の表示装
置とタッチパネル等の入力装置が一体となったものである。音声出力装置は、スピーカ等
を有して構成されている。本実施形態においては、ナビゲーション用演算部２０、表示入
力装置２１、及び音声出力装置２２が、本発明における案内情報出力手段２４として機能
する。
【００５３】
１０．学習地物抽出部
　学習地物抽出部３１は、同じ場所の画像情報Ｇが複数回画像認識されることにより学習
データベースＤＢ３に記憶された、同じ場所に関する複数の認識情報に基づいて、繰り返
し画像認識することが可能な認識対象を学習地物として抽出し、当該学習地物の位置情報
と共に出力する学習地物抽出手段として機能する。以下、学習地物抽出部３１が行う処理
の詳細について、図５～図９を用いて説明する。ここで、学習地物とは、上述したように
道路の路面に設けられた道路標示、道路の路面上の染み、道路の路面上の汚れ、道路の路
面のひび割れ、舗装のつなぎ目、マンホールの蓋、道路の路面上の影などである。図５で
は、このような学習地物の一例として「染み」を地物ｆ１～ｆ３としている。認識情報と
は、画像認識部１８による認識対象の認識結果を表す情報であり、上述したように、いわ
ゆる特徴量である。認識対象とは、画像情報Ｇに含まれるノイズ、エッジ、所定色、所定
形状などであり、画像処理によって定量的な認識結果（特徴量）を得ることのできる画像
情報上の特徴である。
【００５４】
　学習地物抽出部３１は、認識対象の認識位置を、自車位置情報Ｐを基準とする当該認識
対象の道路上の位置を表す情報として導出する。つまり、学習地物抽出部３１は、画像認
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識部１８による認識対象の画像認識結果と、撮像装置１１の取り付け位置、取り付け角度
、及び画角等とに基づいて、認識対象（特徴）を含む画像情報Ｇの取得時における自車両
５０と認識対象との位置関係を演算する。次に、学習地物抽出部３１は、この自車両５０
と認識対象との位置関係の演算結果と、当該画像情報Ｇの取得時における自車位置情報Ｐ
とに基づいて、自車位置情報Ｐを基準とする認識対象の位置を演算する。本例では、学習
地物抽出部３１は、この位置を、自車両５０が走行中の道路を表すリンクｋに沿った方向
の位置として求める。そして、学習地物抽出部３１は、このように演算された位置を、認
識対象の認識位置として導出する。この認識位置は、当該認識対象を含む画像情報Ｇの取
得時の自車位置情報Ｐを基準として導出されるため、自車位置情報Ｐが有する誤差を含ん
だ位置の情報となる。そこで、同じ場所の画像情報Ｇが複数回画像認識されることによっ
て学習データベースＤＢ３に記憶された、同じ場所に関する認識結果（認識情報）に基づ
き、位置情報が決定される。
【００５５】
　図５は、地物情報Ｆが整備されていない道路（リンクｋ）を自車両５０が走行する場合
を例とし、情報収集用画像認識処理の結果を用いた地物情報Ｆの収集処理の概要を説明す
るための説明図である。図５（ａ）に示すように、自車両５０が走行する道路には、一例
として、染みや汚れ、ひび割れなどである地物ｆ１～ｆ３が存在している。学習地物抽出
部３１は、画像情報Ｇ上で各地物ｆ１～ｆ３の特徴を表す認識対象に対する認識位置情報
Ａａを、画像認識部１８による当該認識対象の認識位置が属する所定の位置範囲（後述す
る）についての学習値として生成する。そして、図５（ｂ）に示すように、当該認識対象
を認識する度に学習値を前記位置範囲毎に加算して学習データベースＤＢ３に記憶する。
学習地物抽出部３１は学習値の加算結果に基づいて学習地物の推測位置ｐｇ（詳細は後述
する）を導出する。この推測位置ｐｇが学習地物情報Ｆａに含まれる位置情報となる。
【００５６】
　上述したように、学習地物抽出部３１は、認識対象の認識位置を、自車位置情報Ｐを基
準とする当該認識対象の道路上の位置を表す情報として導出する。学習地物抽出部３１は
、後述する学習値を、認識位置が属する所定の位置範囲毎に加算して、学習データベース
ＤＢ３に記憶する。ここで、学習値とは、認識対象の認識結果（特徴量）が所定の学習条
件を満たすことにより与えられる値である。例えば、認識対象（特徴）が「染みによる所
定の路面の色とは異なる色」であり、特徴量が色抽出の結果としての色抽出数である場合
、抽出数が所定のしきい値以上となることが所定の学習条件である。即ち、定量的に示さ
れる認識結果（特徴量）に対し、認識対象（特徴）を充分に特徴づけているかどうかを判
定可能な条件が学習条件である。
【００５７】
　本例では、所定の位置範囲は、道路を表すリンクｋに沿った方向に一定距離毎に区分さ
れ設定された範囲であり、例えば、リンクｋに沿った方向に０．５〔ｍ〕毎に区分された
範囲とする。また、学習値は、画像認識に１回成功する毎に、学習データベースＤＢ３に
おける当該認識対象の地物の認識位置が属する位置範囲に加算される値である。例えば、
画像認識に１回成功する毎に１点とする。即ち、本例では認識対象の地物の認識位置が含
まれる位置範囲を表す情報と、その学習値（例えば「１」）の情報とにより、認識位置情
報Ａａが構成される。上述したように、認識位置は、認識対象を含む画像情報Ｇの取得時
の自車位置情報Ｐを基準として導出されるため、自車位置情報Ｐが有する誤差を含んでい
る。しかし、本例では、学習条件を満たした位置の微小な誤差は、所定の位置範囲の範囲
内において吸収される。
【００５８】
　ここで、図６は、図５（ｂ）に示す学習データベースＤＢ３に記憶された学習値の認識
対象の地物ｆ１に関する部分の拡大図である。例えば、図５（ａ）の例において、学習地
物抽出部３１により導出された認識対象（地物ｆ１の特徴）の認識位置が、図６中に「ａ
４」として示される位置範囲であった場合には、この図６中に破線で示すように、当該位
置範囲ａ４の学習値に１が加算される。そして、自車両５０が同じ道路を複数回通行する
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ことにより、同じ認識対象が複数回画像認識されると、学習データベースＤＢ３には、図
５（ｂ）及び図６に示すように、当該認識対象が認識される毎に生成された複数の認識位
置情報Ａａとしての学習値が、当該認識対象の認識位置を表す位置範囲毎に積算されて蓄
積される。そして、後述するように、位置範囲ａ４の学習値が所定の学習しきい値Ｔ１以
上になると、位置範囲ａ４を代表する位置を代表点として地物情報生成部３６により当該
認識対象についての学習地物情報Ｆｂが生成され、地物データベースＤＢ２に記憶される
。このように統計的な処理が実施されることにより、学習条件を満たした位置の大きな誤
差も抑制される。図５の例では、地物ｆ１及び地物ｆ３に対応する学習地物情報Ｆｂ１及
びＦｂ３が、地物データベースＤＢ２に記憶される。尚、図５に示す地物ｆ２は、認識対
象である地物ｆ２の特徴に対する画像認識結果の学習値が所定の学習しきい値Ｔ１に達し
ないため、学習地物情報Ｆｂは生成されず、地物データベースＤＢ２にも記憶されない。
【００５９】
　上述したように、本実施形態によれば、道路標示のように定型物でなくても、「何かが
路面にある」といったような曖昧な対象を学習地物とすることができる。従って、低コス
トで学習地物を収集することができる。勿論、より明確な画像認識を行ってもよく、色抽
出やエッジ抽出の結果から、染みや汚れ、ひび割れなどの形状を特定し、曖昧さを抑制し
た学習地物を収集するようにしてもよい。図７は、色抽出やエッジ抽出の結果からさらに
形状を認識する例を示し、図７（ａ）は路面の染みや汚れを認識する例、図７（ｂ）は路
面のひび割れを認識する例を示している。図７（ａ）に示すように、エッジｅ１が閉ルー
プを有する場合には、この地物の属性は染みや汚れと推定され、その属性に応じた認識位
置が演算される。例えば、リンクｋに沿った方向に平行し、当該地物に外接する長方形領
域を設定し、その頂点ｙ１～ｙ４に基づいて重心位置ｘ１を求め、これを認識位置とする
ことができる。図７（ｂ）に示すように、エッジｅ２が閉ループを有さない、あるいは閉
ループを有しても幅が狭い場合には、ひび割れと推定され、その属性に応じた認識位置が
演算される。例えば、エッジｅ２の２箇所の端点ｙ５とｙ６とを求め、ｙ５とｙ６とを結
ぶ直線の中点ｘ２を認識位置とすることができる。
【００６０】
　上述したように、学習地物として路面に存在する地物としては、道路の路面に設けられ
た道路標示も含まれ、その種類は、初期地物と同一のものであってもよい。また、当然、
利用頻度が少ない、形状の自由度が大きい、認識対象領域に対して面積が広い、などの理
由により初期地物情報として登録されない種類の各種道路標示も含まれる。図８は、進入
禁止領域（いわゆるゼブラゾーン）の特徴を認識対象とする例を示した説明図である。こ
こでは、認識対象となる特徴を「所定領域内の白の面積」とし、認識結果としての特徴量
を「所定領域内の白の面積の割合」とする。画像認識部１８は、所定の小領域ｒにおいて
白のペイント部Ｗと路面とが識別可能なように、例えばウインドウコンパレータ処理を実
施する。学習地物抽出部３１は、小領域ｒ中に所定の割合以上、ペイント部Ｗが含まれて
いる場合には、学習値を「１」とする。上述したように、学習値は、画像認識に１回成功
する毎に、学習データベースＤＢ３における当該認識対象の認識位置が属する位置範囲に
加算される。認識位置は、例えば、円形の小領域ｒの中心とすることができ、当該小領域
ｒの中心が属する位置範囲に学習値が加算される。図９は、図８のようなゼブラゾーンに
対する所定の位置範囲毎の学習値の積算例を示す図である。ゼブラゾーンは大きな面積を
有しているため、図９に示すように、複数の小領域ｒにおいて学習値が積算されて、複数
の位置範囲において同様の点数で学習しきい値Ｔ１を超えることになる。この場合には、
例えば、その中間の位置範囲ａ７を学習地物の位置情報（推測位置ｐｇ）としてもよい。
【００６１】
　尚、認識対象となる特徴を備える地物は、定常的に路面に存在する染みや汚れ、ひび割
れなどに限らず、特定の時刻や天候などの所定の条件が整った場合に出現するものも含め
ることができる。例えば、影などが該当する。この場合には、認識情報は、認識時刻及び
認識時の天候の少なくとも一方の情報と関連付けられて学習データベースＤＢ３に記憶さ
れる。そして、学習地物抽出部３１は、認識時刻及び認識時の天候の少なくとも一方に関
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して、所定の条件のときに繰り返し画像認識することが可能な認識対象（影の特徴）を、
当該条件を満たす場合にのみ有効な限定的学習地物として抽出する。具体的には、後述す
る地物属性情報Ｆｂにこの限定条件を含めることによって限定的学習地物とすることがで
きる。影のような地物は、路面などに対するコントラストが強いために認識対象として強
い特徴を有するが、その出現が時刻や天候の影響を受ける点が不安定要因となる。しかし
、このような地物が出現する時刻や天候などの所定の条件を加味された限定的学習地物と
することにより、好適な学習地物として利用することができる。
【００６２】
　ところで、学習地物抽出部３１は、当該画像認識に成功した認識対象を他の認識対象に
対して識別可能な状態とするため、生成した認識位置情報Ａａを、当該認識対象の各種属
性を表す地物属性情報Ａｂと関連付けて記憶している。ここで、地物属性情報Ａｂが含む
認識対象の属性は、当該１つの認識対象を他の認識対象と識別できるものであればよい。
従って、例えば地物属性情報Ａｂは、認識対象としての特徴の種類、即ち、色、エッジ、
ノイズなどの区分や、形状認識を行った場合にはその具体的形状や大きさ、認識対象が存
在するリンクｋのリンクＩＤ等の中から選択される１又は２以上の情報を備えている。ま
た、時刻や天候等の限定的学習地物の限定の条件も、地物属性情報Ａｂに含めてよい。こ
のような地物についての地物属性情報Ａｂを構成する情報は、画像認識部１８による認識
対象の画像認識結果や、当該画像認識処理に係る画像情報Ｇの取得時の自車位置情報Ｐ等
に基づいて生成される。
【００６３】
１１．推測位置判定部
　推測位置判定部３４は、同じ場所の画像情報が認識対象に相当するとして複数回画像認
識されることにより学習データベースＤＢ３に記憶された、同じ場所についての複数の認
識位置情報Ａａに基づいて、当該認識対象の推測位置ｐｇ（図５参照）を判定する推測位
置判定手段として機能する。ここで、推測位置判定部３４は、同じ場所に関する複数の認
識位置情報Ａａの分布に基づいて、当該分布の代表値を当該認識対象の推測位置ｐｇとし
て判定する。本実施形態においては、分布の代表値として最頻値を用いる。即ち、推測位
置判定部３４は、各認識対象についての認識位置情報Ａａとしての学習値が、最初に所定
の学習しきい値Ｔ１以上となった位置範囲を代表する位置を代表点として、当該認識対象
の推測位置ｐｇと判定する。つまり、推測位置判定部３４は、学習値が所定の学習しきい
値Ｔ１以上となった位置範囲の認識対象を学習地物として抽出し、当該位置範囲を代表す
る位置を推測位置ｐｇとする。一例として、図５の例における認識対象（地物ｆ１の特徴
）の推測位置ｐｇを判定する場合の判定方法について説明する。図６に示すように、地物
ｆ１についての認識位置情報Ａａとしての学習値は、位置範囲ａ４において最初に学習し
きい値Ｔ１以上となっている。従って、推測位置判定部３４は、位置範囲ａ４を代表する
位置、例えば位置範囲ａ４の中央位置ｐｇ４を、地物ｆ１に関する推測位置ｐｇと判定す
る。
【００６４】
１２．地物情報管理部
　地物情報管理部３５は、学習データベースＤＢ３に記憶された対象地物の学習結果に基
づいて、地物データベースＤＢ２に記憶された地物情報Ｆの管理を行う地物情報管理手段
として機能する。本実施形態においては、この地物情報管理部３５は、地物情報生成部３
６、及び地物間距離判定部３７を備えている。以下、個別に説明する。
【００６５】
１２－１．地物情報生成部
　地物情報生成部３６は、学習データベースＤＢ３に記憶された地物の学習結果に基づい
て、学習地物情報Ｆｂを生成する地物情報生成手段として機能する。即ち、地物情報生成
部３６は、推測位置判定部３４により判定された各認識対象の推測位置ｐｇを表す位置情
報と、当該認識対象についての画像認識部１８による画像認識結果に基づく地物属性情報
とを関連付けた学習地物情報Ｆｂを生成する。ここで、学習地物情報Ｆｂを構成する地物
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属性情報は、学習データベースＤＢ３において、当該認識対象についての認識位置情報Ａ
ａと関連付けて記憶されている地物属性情報Ａｂの内容を用いて生成する。これにより、
学習地物情報Ｆｂは、初期地物情報Ｆａと同様に、位置情報及びそれに関連付けられた地
物属性情報を備えた情報として生成される。そして、この地物情報生成部３６で生成され
た学習地物情報Ｆｂは、地物データベースＤＢ２に記憶される。本実施形態においては、
例えば染み、汚れ、ひび割れ、道路標示（ペイント）などの種別、限定的学習地物の限定
の条件などの地物の属性を含む学習地物情報Ｆｂ５が、地物情報生成部３６により生成さ
れ、地物データベースＤＢ２に記憶されている。
【００６６】
１２－２．地物間距離判定部
　地物間距離判定部３７は、２つの学習地物についての複数の認識位置情報Ａａに基づい
て、当該２つの学習地物間の距離を表す地物間距離Ｄを判定する地物間距離判定手段とし
て機能する。本実施形態においては、地物間距離判定部３７は、推測位置判定部３４によ
り判定された２つの学習地物についての推測位置ｐｇの情報を用いて、一方の学習地物の
推測位置ｐｇと、他の学習地物の推測位置ｐｇとの間の距離を演算することにより、これ
ら２つの学習地物の地物間距離Ｄを求める。図５（ｂ）及び（ｃ）に示す例では、地物間
距離判定部３７は、互いに隣接する２つの学習地物間の距離を求める。即ち、本例では、
地物間距離判定部３７は、地物ｆ１と地物ｆ３との間の地物間距離Ｄを判定して求めてい
る。この地物間距離判定部３７により判定された地物間距離Ｄの情報は、上記地物情報生
成部３６により生成される学習地物情報Ｆｂを構成する情報として利用される。即ち、本
実施形態においては、各学習地物についての学習地物情報Ｆｂは、当該学習地物と近接す
る他の学習地物との関係を表す関連付情報と、当該他の学習地物との間の地物間距離Ｄを
表す地物間距離情報を有するものとして生成される。これらの情報も、初期地物情報Ｆａ
に含まれる関連付情報及び地物間距離情報と同じ内容のものとなる。
【００６７】
１３．ナビゲーション装置の動作処理
　次に、本実施形態に係るナビゲーション装置１において実行される、地物情報収集方法
について説明する。図１０は、本実施形態に係るナビゲーション装置１による地物情報収
集方法の手順の一例を示すフローチャートである。ここでは、図５（ａ）及び（ｂ）に基
づいて上述したような学習方法を用いる場合を例として説明する。
【００６８】
　図１０に示すように、ナビゲーション装置１では、まず、自車位置情報取得部１６によ
り自車位置情報Ｐが取得される（自車位置情報取得工程：＃１）。次に、画像情報取得部
１２により、撮像装置１１が撮像した自車両５０の周辺の画像情報Ｇが取得される（画像
情報取得工程：＃２）。その後、地物情報取得部１７により、自車位置情報Ｐに示される
自車両５０の現在位置（自車位置）から、当該自車両５０が走行中の道路を表すリンクｋ
の終端までの間に存在する対象地物の地物情報Ｆを地物データベースＤＢ２から取得され
（地物情報取得工程：＃３）、地物情報Ｆの存否が判定される（存在判定工程：＃４）。
地物情報Ｆは、初期地物情報Ｆａ及び学習地物情報Ｆｂの何れでもよい。
【００６９】
　地物情報Ｆがあると判定された場合には、自車両５０は、地物データベースＤＢ２が整
備された道路を走行中である。従って、画像認識部１８により上述した位置補正用画像認
識処理が実施される（画像認識工程（位置補正用画像認識工程）：＃５）。つまり、画像
認識部１８は、取得された各地物情報Ｆが示す各対象地物について、認識領域を設定して
画像認識処理を行う。認識領域内で対象地物が画像認識されると、当該対象地物の画像認
識結果と、当該対象地物についての地物情報Ｆに含まれる当該対象地物の位置情報とに基
づいて、自車位置情報補正部１９により自車位置情報Ｐの補正が行われる（自車位置情報
補正工程（不図示））。これにより、自車両５０は、高精度自車位置認識状態となる。
【００７０】
　一方、地物情報Ｆがないと判定された場合には（＃４）、ナビゲーション装置１は、地
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物情報収集用画像認識処理を実行する（＃６）。初めに、画像認識部１８により、画像情
報Ｇに含まれる認識対象の画像処理が実施される。認識対象が画像認識されると、学習地
物の候補となる地物があると判定され、認識対象が画像認識されない場合には処理が終了
される（＃７）。以上、ステップ＃６及び＃７は、本発明の画像認識工程（地物情報収集
用画像認識工程）に相当する。
【００７１】
　認識対象が画像認識された場合には（＃７）、学習地物抽出部３１により、ステップ＃
１で取得した自車位置情報Ｐに基づいて、当該地物の認識位置が導出される。そして、当
該認識対象の位置情報と学習値とが、学習データベースＤＢ３に記憶される（認識結果記
憶工程：＃８）。つまり、導出された地物の認識位置を表す認識位置情報Ａａが、当該認
識位置が属する所定の位置範囲についての学習値として生成され、図５（ｂ）及び図６に
示すように、位置範囲毎に加算して学習データベースＤＢ３に記憶される。
【００７２】
　次いで、学習データベースＤＢ３に記憶された当該対象地物についての認識位置情報Ａ
ａとしての学習値が、所定の学習しきい値Ｔ１以上か否かが判定される（＃９）。学習値
が、所定の学習しきい値Ｔ１未満である場合には、処理を終了する。一方、学習データベ
ースＤＢ３に記憶された当該対象地物についての認識位置情報Ａａとしての学習値が、所
定の学習しきい値Ｔ１以上である場合には（＃９）、推測位置判定部３４により、当該地
物の推測位置ｐｇが判定される。その後、地物情報生成部３６により、当該認識対象につ
いての推測位置ｐｇと画像認識結果に基づく地物属性情報とを関連付けた学習地物情報Ｆ
ｂが生成される（＃１０）。生成された学習地物情報Ｆｂは地物データベースＤＢ２に記
憶される（＃１１）。以上、ステップ＃９～＃１１は、本発明の学習地物抽出工程に相当
する。
【００７３】
１４．その他の実施形態
（１）上記実施形態では、図５（ｂ）に示すように、所定の位置範囲についての学習値を
加算する方法を用いて学習地物の位置情報を推測した。しかし、この方法に限定されるこ
となく、学習地物抽出部３１は下記のような方法を用いて学習地物の位置情報を推測して
も良い。学習データベースＤＢ３は、認識対象に対して実施した画像認識処理によって得
られる定量的な認識結果（特徴量）を図５（ｃ）に示すように生値としてそのまま記憶す
る。つまり、学習データベースＤＢ３は、認識対象の認識結果としての特徴量の生値を、
位置情報に関連付けて連続的に記憶する。そして、学習地物抽出部３１は、記憶された認
識対象の認識結果の分布に基づいて、そのピークが存在する位置の認識対象を学習地物と
して抽出し、当該ピークが存在する位置の情報を当該学習地物の位置情報（推測位置ｐｇ
）とする。
【００７４】
　図５では、学習地物となる染みを地物ｆ１～ｆ３として例示しており、認識対象となる
画像上の特徴は、例えば所定の路面の色とは異なる色や、路面色との境界である。画像認
識処理として、路面の色を抽出対象としてウインドウコンパレータ処理を施すと、路面の
色とは異なる色を抽出することもできる。図５（ｃ）は、このようにして抽出された、路
面とは異なる色の抽出数を特徴量（認識結果）として、認識位置との関係を表したもので
ある。地物ｆ１及びｆ３は、大きな染みであるので特徴量が多く、地物ｆ２は小さな染み
であるので特徴量が少ない。学習地物抽出部３１は、例えば、特徴量の分布の中で、所定
の特徴量しきい値Ｔ２以上の特徴量を有すと共に、そのピークが存在する場合に、認識対
象（色の特徴を有する染み）を学習地物として抽出する。また、当該ピークが存在する位
置の情報を、当該学習地物の位置情報（推測位置ｐｇ）とする。上述したように、認識結
果の認識位置は、認識対象を含む画像情報Ｇの取得時の自車位置情報Ｐを基準として導出
されるため、自車位置情報Ｐが有する誤差を含んだ位置の情報である。学習データベース
ＤＢ３には、複数回走行した際の各回の特徴量の生値が積算されて記憶されるので、特徴
量のピークが存在する位置は、上記誤差が吸収され、精度良く学習地物の位置情報を推測
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することができる。
【００７５】
　尚、この方法は、学習をすべきか否かの判定に用いることもできる。例えば、荒天時に
撮像装置１１のレンズに水滴が付くと、画像情報Ｇに乱れが生じる。その結果、認識結果
の分布は、変化に乏しいものとなるので、この時の認識結果は学習のための記憶対象から
除外するようにしてもよい。
【００７６】
（２）認識対象としての特徴を有する地物として、利用頻度が少なくて初期地物情報とし
ては登録されないが単純な形状の道路標示を利用することができる。そのような道路標示
の形状を所定形状として、その所定形状を認識対象とすることができる。例えば、「この
先に優先道路有り」を示す三角形マーク、路面に描かれた指示表示の個々の文字などがこ
の道路標示に該当する。
【００７７】
（３）認識対象としての特徴を「路面上の白の割合」として、所定の色の抽出処理を行っ
た結果に基づいて、当該認識対象としての特徴を有する地物が道路標示である可能性を判
定してもよい。そして、道路標示である可能性が高い場合には、出現頻度の高い道路標示
（横断歩道、停止線等）についての形状認識アルゴリズムを実行して、より精度の高い学
習地物を収集するようにしてもよい。
【００７８】
（４）上記の実施形態では、認識位置情報Ａａが表す認識対象の認識位置を、自車位置情
報Ｐを基準とする当該地物の道路上の位置を表す情報として導出する場合を例として説明
した。しかし、本発明に係る認識位置情報Ａａは、このような位置の情報に限定されるも
のではない。従って、例えば、認識位置情報Ａａが表す認識位置を、当該認識対象を含む
画像情報Ｇを取得した際の自車位置情報Ｐが示す自車両５０の位置とすることも、本発明
の好適な実施形態の１つである。この場合、地物情報生成部３６により学習地物情報Ｆｂ
が生成される際に、撮像装置１１の取り付け位置、取り付け角度、及び画角等に基づいて
、自車両５０の位置に対する画像情報Ｇ中の認識対象の地物の道路上の位置を演算し、当
該認識対象としての特徴を有する地物の道路上の位置を、学習地物情報Ｆｂが含む位置情
報とすると好適である。
【００７９】
（５）上記の実施形態では、１回の画像認識に成功する毎に１点の学習値を加算する場合
を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、認識
結果に応じて異なる点数を加算するようにしてもよい。例えば、図８を用いて上述したよ
うに、「所定領域内の白の面積」を認識対象となる特徴とし、認識結果としての特徴量を
「所定領域内の白の面積の割合」とした場合、この「割合」に応じて異なる点数を加算し
てもよい。例えば、５０％以上の場合は１点、さらに７０％以上となると３点、というよ
うに認識結果に応じて点数を異ならせてもよい。
【００８０】
（６）上記の実施形態では、本発明に係る地物情報収集装置２の全ての構成が自車両５０
に搭載される場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるも
のではない。即ち、本発明の認識結果記憶手段としての学習データベースＤＢ３を含む地
物情報収集装置２の一部の構成が、図１１に示すように、無線通信回線等を介して、複数
の車両５０と通信可能に接続されたサーバ装置６０に設置された構成とすることも、本発
明の好適な実施形態の１つである。地物情報収集装置２をこのような構成とすれば、複数
の車両５０による地物の学習結果をサーバ装置６０に設置された学習データベースＤＢ３
に集積することができる。従って、より多くの認識位置情報Ａａを用いて、更に高精度な
位置情報を有する地物情報Ｆを生成することが可能となる。尚、サーバ装置６０に設置す
る地物情報収集装置２の構成は、学習データベースＤＢ３に限られず、撮像装置１１や自
車位置情報取得部１６等のような、自車両５０に搭載する必要がある構成以外の全ての構
成を、サーバ装置６０に設置することが可能である。また、同様に、画像認識装置３、自
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車位置認識装置４、及びナビゲーション装置１の一部の構成を、サーバ装置６０に設置す
ることも本発明の好適な実施形態の１つである。
【００８１】
（７）上記の各実施形態では、画像認識装置３及び自車位置認識装置４を、ナビゲーショ
ン装置１に利用する場合の例について説明した。しかし、本発明の適用範囲はこれに限定
されるものではなく、車両の走行制御装置等の他の用途に利用することも当然に可能であ
る。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明は、車両に搭載した撮像装置等により取得した車両周辺の画像情報に含まれる地
物の情報を、画像認識処理を行うことにより収集する地物情報収集装置に適用することが
できる。また、当該装置は、自車位置認識装置や、ナビゲーション装置、車両の制御シス
テム等において利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の実施形態に係るナビゲーション装置の構成を模式的に示すブロック図
【図２】地図データベースに記憶されている地図情報の構成の例を示す図
【図３】地物データベースに記憶されている道路標示の地物情報の例を示す図
【図４】自車両への撮像装置の配置構成の一例を示す図
【図５】地物情報が整備されていない道路を自車両が走行する場合の地物情報の収集処理
の概要を説明するための説明図
【図６】図５（ｂ）に示す学習データベースに記憶された学習値の要部拡大図
【図７】認識対象に対する画像処理及び位置の情報の算出方法の例を示す説明図
【図８】認識対象に対する画像処理の例を示す説明図
【図９】図８に示す地物の学習データベースに記憶された学習値の要部拡大図
【図１０】本実施形態に係るナビゲーション装置による地物情報収集方法の手順の一例を
示すフローチャート
【図１１】本発明の実施形態に係る地物情報収集装置の一部の構成がサーバ装置に設置さ
れた例を示す図
【符号の説明】
【００８４】
１：ナビゲーション装置
２：地物情報収集装置
３：画像認識装置
４：自車位置認識装置
１２：画像情報取得部（画像情報取得手段）
１６：自車位置情報取得部（自車位置情報取得手段）
１７：地物情報取得部（地物情報取得手段）
１８：画像認識部（画像認識手段）
１９：自車位置情報補正部（自車位置情報補正手段）
２３：アプリケーションプログラム
２４：案内情報出力手段
３１：学習地物抽出部（学習地物抽出手段）
３４：推測位置判定部（推測位置判定手段）
３５：地物情報管理部（地物情報管理手段）
３６：地物情報生成部（地物情報生成手段）
３７：地物間距離判定部（地物間距離判定手段）
３９：存在判定部（存在判定手段）
５０：自車両
Ａａ：認識位置情報（学習地物の位置情報）
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Ａｂ：地物属性情報
ＤＢ１：地図データベース（道路情報記憶手段）
ＤＢ２：地物データベース（地物情報記憶手段）
ＤＢ３：学習データベース（認識結果記憶手段）
Ｄ：地物間距離
Ｆ：地物情報
Ｇ：画像情報
Ｐ：自車位置情報
Ｔ１：学習しきい値
ａ１～ａ１２：位置範囲

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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