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(57)【要約】
本発明の実施例は、車線データの処理方法、装置、記憶
媒体及び機器を開示する。前記車線データの処理方法は
、原画像と原画像の位置決めデータを取得するステップ
と、ディープニューラルネットワークモデルを用いて、
前記原画像における各画素が車線の特徴に合致する画素
信頼度を算出するステップと、前記原画像から車線の輪
郭を候補車線として決定するステップと、前記候補車線
の車線信頼度を算出するステップと、前記候補車線の車
線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して、選別を行
うステップと、選別後の車線に対して、前記車線の属性
情報を識別するステップと、前記車線の属性情報及び前
記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前
記車線の地図データを決定するステップとを含む。本発
明の実施例で提供する車線データの処理方法、装置、記
憶媒体及び機器は、車線データを効率よく、正確に決定
することができ、高精度地図生産において労働コストを
大幅に軽減させ、高精度地図を大規模に生産することが
できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決めデータを取得する
ステップと、
　ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像における各画素が車線の
特徴に合致する画素信頼度を算出するステップと、
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定するステップと、
　前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出
するステップと、
　前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して、選別を行うステップと
、
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別するステップと、
　前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車
線の地図データを決定するステップとを、含むこと
　を特徴とする車線データの処理方法。
【請求項２】
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定するステップにおいては、
　図形学連結成分領域方法を用いて、前記原画像からエッジ画素を抽出するステップと、
　前記エッジ画素に対して三次曲線の当てはめを行うことによって、車線のエッジ輪郭を
前記候補車線として決定するステップとを、含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の車線データの処理方法。
【請求項３】
　前記候補車線を決定した後に、
　前記候補車線の幾何学的特徴を識別するステップと、
　前記幾何学的特徴に基づいて、前記候補車線に対して、選別を行うステップとを、更に
含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の車線データの処理方法。
【請求項４】
　前記幾何学的特徴は、前記候補車線の幅、長さ、方向及び位置を含み、前記幾何学的特
徴に基づいて、前記候補車線に対して選別を行うステップにおいては、
　幾何学的特徴が以下の少なくとも一つの条件に合致する候補車線を選別して除去し、前
記条件は、
　前記候補車線の長さが、所定長さの閾値より小さいことと、
　前記候補車線の方向と、前記原画像の車両進行方向との間の角度が、所定角度の閾値よ
り大きいことと、
　前記候補車線の幅が、所定幅の閾値より大きいことと、
　前記候補車線が、一つの車道を構成した二つの候補車線の間に位置し、且つ、前記一つ
の車道を構成した二つの候補車線までの距離が、所定距離の閾値より大きいことと、を含
むこと
　を特徴とする請求項３に記載の車線データの処理方法。
【請求項５】
　前記候補車線の画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出するス
テップにおいては、
　前記候補車線の輪郭範囲内の全ての画素の画素信頼度の平均値を統計するステップと、
　前記候補車線の輪郭範囲内の画素点信頼度が所定信頼度の閾値より大きい画素を車線画
素として取得するステップと、
　画素のグレースケール値によって、前記原画像に対して領域分割を行い、前記候補車線
の輪郭範囲が所在する車線領域を決定するステップと、
　前記車線画素の数と、前記車線領域内の全ての画素の数とを比較して数の割合を取得す
るステップと、
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　前記平均値に前記数の割合をかけて、前記候補車線の車線信頼度とするステップとを、
含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の車線データの処理方法。
【請求項６】
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別するステップにおいては、
　選別後の車線に対して、前記車線の線形と色を識別するステップと、
　原画像の前記車線の画素の寸法を算出するステップと、
　前記原画像を撮影した撮影パラメータと前記画素の寸法に基づいて、車線の物理的な幅
、物理的な長さ、中心線の位置及びエッジ線の位置を算出するステップとを、含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の車線データの処理方法。
【請求項７】
　前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車
線の地図データを決定するステップにおいては、
　前記車線の属性情報、及び前記原画像の撮影時の点群データに基づいて、二次元の前記
車線データを三次元地図に投影するステップを、含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の車線データの処理方法。
【請求項８】
　二次元の前記車線データを三次元地図に投影するステップの後に、
　前記車線の車線信頼度和属性情報、及び前記原画像の撮影時のＧＰＳトラック情報に基
づいて、少なくとも二つの原画像がそれぞれ決定された車線を併合するステップを、更に
含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の車線データの処理方法。
【請求項９】
　連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決めデータを取得する
ための原画像取得モジュールと、
　ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像における各画素が車線の
特徴に合致する画素信頼度を算出するための画素信頼度算出モジュールと、
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定するための候補車線決定モジュールと
、
　前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出
するための候補車線信頼度算出モジュールと、
　前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して、選別を行うための候補
車線選別モジュールと、
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別するための車線属性情報識別モジュ
ールと、
　前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車
線の地図データを決定するための車線地図データ生成モジュールとを、含むこと
　を特徴とする車線データの処理装置。
【請求項１０】
　前記候補車線決定モジュールは、
　図形学連結領域解析方法を用いて、前記原画像からエッジ画素を抽出するためのエッジ
画素抽出ユニットと、
　前記エッジ画素に対して三次曲線の当てはめを行うことによって、車線のエッジ輪郭を
前記候補車線として決定するための候補車線決定ユニットとを、含むこと
　を特徴とする請求項９に記載の車線データの処理装置。
【請求項１１】
　前記車線データの処理装置は、
　前記候補車線を決定した後に、前記候補車線の幾何学的特徴を識別し、前記幾何学的特
徴に基づいて、前記候補車線に対して、選別を行うための候補車線選別モジュールを、更
に含むこと
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　を特徴とする請求項９に記載の車線データの処理装置。
【請求項１２】
　前記幾何学的特徴は、前記候補車線の幅、長さ、方向及び位置を含み、前記幾何学的特
徴に基づいて、前記候補車線に対して、選別を行うことにおいては、
　幾何学的特徴が以下の少なくとも一つの条件に合致する候補車線を選別して除去し、前
記条件は、
　前記候補車線の長さが、所定長さの閾値より小さいことと、
　前記候補車線の方向と、前記原画像の車両進行方向との間の角度が、所定角度の閾値よ
り大きいことと、
　前記候補車線の幅が、所定幅の閾値より大きいことと、
　前記候補車線の位置が、一つの車道を構成した二つの候補車線の間に置いて、一つの車
道を構成した二つの候補車線までの距離が、所定距離の閾値より大きいこととを、含むこ
と
　を特徴とする請求項１１に記載の車線データの処理装置。
【請求項１３】
　前記候補車線信頼度算出モジュールは、
　前記候補車線の輪郭範囲内の全ての画素の画素信頼度の平均値を統計するための画素信
頼度平均値統計ユニットと、
　前記候補車線の輪郭範囲内の画素点信頼度が所定信頼度の閾値より大きい画素を車線画
素として取得するための車線画素決定ユニットと、
　画素のグレースケール値によって、前記原画像に対して領域分割を行い、前記候補車線
の輪郭範囲がいる車線領域を決定するための車線領域決定ユニットと、
　前記車線画素の数と、前記車線領域内の全ての画素の数とを比較して数の割合を取得し
、前記平均値に前記数の割合をかけて、前記候補車線の車線信頼度とするための車線信頼
度算出ユニットとを、含むこと
　を特徴とする請求項９に記載の車線データの処理装置。
【請求項１４】
　前記車線属性情報識別モジュールは、
　選別後の車線に対して、前記車線の線形と色を識別するための車線の線形和色識別ユニ
ットと、
　原画像の前記車線の画素の寸法を算出し、前記原画像の撮影のための撮影パラメータと
前記画素の寸法に基づいて、車線の物理的な幅、物理的な長さ、中心線の位置及びエッジ
線の位置を算出するための車線物理パラメータ算出ユニットとを、含むこと
　を特徴とする請求項９に記載の車線データの処理装置。
【請求項１５】
　前記車線地図データ生成モジュールは、
　前記車線の属性情報及び前記原画像の撮影時の点群データに基づいて、二次元の前記車
線データを三次元地図に投影するための車線データ投影ユニットを含むこと
　を特徴とする請求項９に記載の車線データの処理装置。
【請求項１６】
　前記車線データの処理装置は、
　二次元の前記車線データを三次元地図に投影した後に、前記車線の車線信頼度和属性情
報、及び前記原画像の撮影時のＧＰＳトラック情報に基づいて、少なくとも二つの原画像
がそれぞれ決定された車線を併合するための車線組合モジュールを、更に含むこと
　を特徴とする請求項９に記載の車線データの処理装置。
【請求項１７】
　コンピュータ実行可能な命令を含む１つの又は複数の記憶媒体であって、
　前記コンピュータ実行可能な命令がコンピュータプロセッサによって実行される時に、
車線データの処理方法を実行することに用いられており、当該方法は、
　連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決めデータを取得する



(5) JP 2017-533482 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

ステップと、
　ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像における各画素が車線の
特徴に合致する画素信頼度を算出するステップと、
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定するステップと、
　前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出
するステップと、
　前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して選別を行うステップと、
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別するステップと、
　前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車
線の地図データを決定するステップとを含むこと
　を特徴とするコンピュータ実行可能な命令を含む１つの又は複数の記憶媒体。
【請求項１８】
　１つの又は複数のプロセッサと、
　１つの又は複数のプログラムと
　前記１つの又は複数のプログラムを記憶するメモリと、を含み、
　前記１つの又は複数のプログラムが前記１つの又は複数のプロセッサによって実行され
る時に、前記１つの又は複数のプロセッサに
　連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決めデータを取得し、
　ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像における各画素が車線の
特徴に合致する画素信頼度を算出し、
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定し、
　前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出
し、
　前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して選別を行い、
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別し、
　前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車
線の地図データを決定するようにさせること
　を特徴とする機器。

【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　本願は、２０１５年０９月１０日に出願された出願番号が２０１５１０５７４８７５．
７であり、出願人が「百度在線網絡技術（北京）有限公司」であり、発明の名称が「車線
データの処理方法及び装置」である中国特許出願の優先権を主張し、当該特許出願の全文
を援用するように本願に組み込んだ。
【技術分野】
【０００２】
　本発明の実施例は、地図データ処理技術に関し、特に、車線データの処理方法及び装置
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　三次元高精度地図は、工業界とアカデミーに公認された次世代のデジタル地図の主な発
展方向として、自動車の自動運転と補助運転を達成する前提であって、自動車の自動運転
について正確な位置決めと正しい決定のための重要な根拠になる。高精度地図は、道路利
用状況の分析と、スマート交通の実現のための重要な戦略的なプラットフォームリソース
でもある。三次元高精度地図の生産の中核問題は、道路車道情報の検出と生成に集中して
、つまり、三次元のデジタル地図を利用して、現実の世界での道路網車道情報を正確に再
構築することである。
【０００４】
　従来の車線検出と生成には、主に二つの方法があって、その一つとしては、人工的な生
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産方法である。工業用カメラによって収集された道路画像と点群情報を対照して、道路画
像を用いて、スプライスされた後の点群に対し着色を行い、着色された点群の上に、手描
きによって、車線等の道路車道の情報を絵描く方法であり、もう一つとしては、自動識別
方法によって、画像から車線を検出し、主に、フィルターと各種のプリオリルールに介し
て、車線の検出とフィルタリングを行う方法である。
【０００５】
　第一の車線検出と生成方法については、効率が低く、労働コストが高い。三次元点群の
上に、車線等の三次元の線の交叉を描くことが難しく、歪んで、手描き作業の効率が低く
、また点群の解像度が低いため、描く時に車線漏れが発生し易い。一方、第二の車線検出
と生成方法に応用された計算方法と方案の研究の主な目的としては、自動運転のためにリ
アルタイムの車線検出を行なうことに用いられ、また、主に実験レベルになっており、検
出の有効性と物理的な精度のいずれも、まだ高精度地図の生産基準に達していない。これ
で分かるように、従来の車線検出と生成方法は、更に向上する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施例は、車線データの処理方法及び装置を提供することによって、車線地図
データの効率的、正確に識別することを実現する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第一態様として、本発明の実施例は、
　連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決めデータを取得する
ステップと、
　ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像における各画素が車線の
特徴に合致する画素信頼度を算出するステップと、
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定するステップと、
　前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出
するステップと、
　前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して選別を行うステップと、
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別するステップと、
前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車線
の地図データを決定するステップとを含む車線データの処理方法を提供する。
【０００８】
　第二態様として、本発明の実施例は、
　連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決めデータを取得する
ための原画像取得モジュールと、
　ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像における各画素が車線の
特徴に合致する画素信頼度を算出するための画素信頼度算出モジュールと、
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定するための候補車線決定モジュールと
、
　前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出
するための候補車線信頼度算出モジュールと、
　前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して選別を行うための候補車
線選別モジュールと、
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別するための車線属性情報識別モジュ
ールと、
　前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車
線の地図データを決定するための車線地図データ生成モジュールとを含む車線データの処
理装置を提供する。
【０００９】
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　第三態様として、本発明の実施例は、
　コンピュータ実行可能な命令を含む１つの又は複数の記憶媒体であって、
　前記コンピュータ実行可能な命令がコンピュータプロセッサによって実行される時に、
　連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決めデータを取得する
ステップと、
　ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像における各画素が車線の
特徴に合致する画素信頼度を算出するステップと、
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定するステップと、
　前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出
するステップと、
　前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して選別を行うステップと、
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別するステップと、
　前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車
線の地図データを決定するステップとを含む車線データの処理方法
　を実行することに用いられるコンピュータ実行可能な命令を含む１つの又は複数の記憶
媒体を提供する。
【００１０】
　第四態様として、本発明の実施例は、
　１つの又は複数のプロセッサと、
　１つの又は複数のプログラムと
　前記１つの又は複数のプログラムを記憶するメモリと、を含み、
　前記１つの又は複数のプログラムが前記１つの又は複数のプロセッサによって実行され
る時に、前記１つの又は複数のプロセッサに
　連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決めデータを取得し、
　ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像における各画素が車線の
特徴に合致する画素信頼度を算出し、
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定し、
　前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出
し、
　前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して選別を行い、
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別し、
　前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車
線の地図データを決定するようにさせる機器を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の実施例は、車線データの処理方法、装置、記憶媒体及び機器を提供し、当該方
法は、対象道路区間の原画像と原画像の位置決めデータを取得した後に、ディープニュー
ラルネットワークモデルを利用して、前記原画像における各画素が車線の特徴に合致する
画素信頼度を算出し、更に、前記原画像から候補車線を決定して、候補車線の車線信頼度
を取得するとともに、車線の偽とノイズの除去を行い、そして、選別後の車線に基づいて
、車線の属性情報識別を行い、前記属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデー
タに基づいて、前記車線の地図データを最後に決定する。この方法は、車線データを効率
よく、正確に決定することができ、高精度地図生産において労働コストを大幅に軽減させ
、高精度地図を大規模に生産することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明第１の実施例に係る車線データの処理方法のフロー模式図である。
【図２】本発明第１の実施例に係る三次元空間において車線フィッティング模式図である
。
【図３】本発明第２の実施例に係る車線データの処理装置の構造模式図である。
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【図４】本発明第４の実施例に係る車線データの処理方法を実現するために用いられる機
器ハードウェアの構造模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下は、図面と実施例を参照しながら、本発明における技術案を明らかで完全に説明す
る。説明される実施例は、ただ本発明の一部の実施例であり、全部の実施例ではなく、た
だ本発明の原理を解釈するためのものであり、本発明をこれらの一部の実施例に限定する
ためのものではない。本発明で開示されている実施例に基づいて、当業者にとっては、創
造的労働なしに得られる全ての他の実施例が、本発明で保護される範囲に属する。
【００１４】
　第１の実施例
　図１は、本発明第１の実施例が提供する車線データの処理方法のフロー模式図であって
、本実施例は、高精度地図を大規模に生産する場合に適用し、その方法は、車線データに
基づく処理装置を介して実行することができ、その装置は、ハードウェア及び/又はソフ
トウェアの形で実現することができる。
【００１５】
　その方法は、具体的に以下のステップを含んでいる。
【００１６】
　ステップＳ１１０：連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決
めデータを取得する。
【００１７】
　具体的に、前記操作においては、車両に実装された工業用カメラによって、秒ごとに８
～１０フレームの連続撮影を行い、対象道路区間の車線画像を原画像として採集する。全
地球測位システム(Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ、ＧＰＳ) を
介して車両を位置決めに行って、前記工業用カメラの車両での実装高さ、撮影視点と撮影
姿勢等の内部参照データは既知なことなので、前記原画像の位置決めデータが算出するこ
とができる。
【００１８】
　説明すべきであることは、前記工業用カメラの車両における実装位置及び実装方法は限
定されなく、対象道路区間の画像を撮影することができれば良く、前記工業用カメラの種
類、実装高さ及び撮影視点も限定されない。
【００１９】
　ステップＳ１２０：ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像にお
ける各画素が車線の特徴に合致する画素信頼度を算出する。
【００２０】
　前記操作においては、ディープニューラルネットワークモデルを予め決定する必要があ
り、前記ディープニューラルネットワークモデルは、大量のサンプルデータのトレーニン
グを通して得られたもので、予めに各種の道路状況と光線条件下の車線画像サンプルを取
得して、車線が所在する画素に対して標識することで、学習サンプルを取得し、ディープ
ニューラルネットワークを学習させ、ディープニューラルネットワークモデルを決定し、
その後、直接に前記ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像におけ
る各画素が車線の特徴に合致する画素信頼度を算出することができ、サンプル特徴との類
似度が高いほど、信頼度が高くなり、逆に、サンプル特徴との類似度が低いほど、信頼度
が低くなる。例えば、前記原画像の画素の特徴とサンプルの特徴が同じである場合、前記
画素の画素信頼度を１と表記し、前記原画像の画素特徴とサンプルの特徴がまったく違う
場合は、前記画素の画素信頼度は０と表記する。
【００２１】
　道路上の車線は、固定形状がなく、ガイドライン、矢印や部分的なテキストメッセージ
等のほかの道路交通情報と区別されるような非常に明らかな特徴がない。現実では、各種
の道路状況、例えば、高速道路、国道、都市部の道路や田舎道等は、異なる天気状況と異



(9) JP 2017-533482 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

なる時間帯に、照明とカメラ性能及び車両遮断等の影響を受け、及び車線自体の磨滅のた
め、各種の状況下の車線を効率的で正確に検出し難くなる。最近の２年において人工知能
のディープラーニング技術が画期的な発展をすることを鑑みて、我々は実際に各種の道路
状況と光線条件での車線サンプルを標識することを利用して、ディープニューラルネット
ワークに学習させ、強大な分類器を取得するようにトレーニングを行い、各種環境での車
線情報を判断することができる。一方、ディープニューラルネットワーク自体がサポート
ベクターマシン(Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｖｅｃｔｏｒ Ｍａｃｈｉｎｅ、ＳＶＭ)等の方法より強
い強分類器である。
【００２２】
　そこで、本実施例は、ディープニューラルネットワークモデルを利用することが好まし
い。
【００２３】
　スッテプＳ１３０：前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定する。
【００２４】
　好ましくは、前記操作においては、具体的に、グラフィックス連結領域解析方法を用い
て、前記原画像からエッジ画素を抽出するステップと、前記エッジ画素に対して３次曲線
の当てはめを行うことによって、車線のエッジ輪郭を前記候補車線として決定するステッ
プとを含む。
【００２５】
　更に、前記候補車線を決定した後に、前記候補車線の幾何学的特徴を識別し、前記幾何
学的特徴に基づいて、前記候補車線に対して選別を行うステップとをさらに含む。
【００２６】
　前記幾何学的特徴は、前記候補車線の幅、長さ、方向及び位置を含むことが好ましい。
【００２７】
　前記候補車線の幅及び長さを識別することは、一つの画素点が代表する実際の寸法を測
定してから、その後、前記候補車線に含まれている画素点の数を算出すれば、前記候補車
線の幅及び長さを識別できる。前記候補車線の方向と位置は、原画像が撮影される姿勢及
び位置決めデータに関する。
【００２８】
　前記幾何学的特徴に基づいて、前記候補車線に対して、選別を行うステップにおいては
、具体的に、
　幾何学的特徴が以下の少なくとも一項に合致する候補車線を選別して除去することを含
み、具体的には、以下のようである。
【００２９】
　(１)前記候補車線の長さが、所定長さの閾値より小さいことであり、
　前記所定長さの閾値は、実際によって決定してもよく、例えば、実際の道路において長
さが１メートルより小さい車線が存在しない場合、この所定長さの閾値を１メートルとし
てもよく、もし識別された候補車線の長さが１メートルより小さい場合、この候補車線が
本当の車線ではなかったり、または、完全な車線ではなかったりすることを示し、選別除
去の条件に合うので、この候補車線を除去する。
【００３０】
　(２)前記候補車線の方向と、前記原画像の車両進行方向との間の角度が、所定角度の閾
値より大きいことであり、
　前記所定角度の閾値は、実際の撮影状況によって設定してもよく、例えば、原画像を撮
影する時の車両進行方向が前方、即ち、Ｙ方向で、車両進行方向との間の角度が３０度よ
り大きい線のいずれも対象道路区間上の車線ではなく、前記所定角度閾値を３０度とし、
前記候補車線の方向と、前記原画像の車両進行方向との間の角度が３０度より大きい場合
、選別除去の条件に合うので、この候補車線を除去する。
【００３１】
　(３)前記候補車線の幅が、所定幅の閾値より大きいことであり、
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　前記所定幅の閾値は、実際状況によって設定され、例えば、実際道路には、幅が５０セ
ンチメートルより大きい車線が存在しない場合、この所定幅の閾値は、５０センチメート
ルであってもよく、候補車線の幅が５０センチメートルより大きいことが識別された場合
、この候補車線が本当の車線ではないことを意味し、選別除去の条件に合うので、この候
補車線を除去する。
【００３２】
　(４)前記候補車線が、一つの車道を構成した二つの候補車線の間に位置して、一つの車
道を構成した二つの候補車線までの距離が、所定距離の閾値より大きいことである。
【００３３】
　実際の道路における車線の間の距離関係によって、前記所定距離の閾値は、４０センチ
メートルであることが好ましい。
【００３４】
　スッテプＳ１４０：前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線
の車線信頼度を算出する。
【００３５】
　好ましくは、前記操作においては、具体的に、
　前記候補車線の輪郭範囲内の全ての画素の画素信頼度の平均値を統計するステップと、
　前記候補車線の輪郭範囲内の画素点信頼度が所定信頼度の閾値より大きい画素を車線画
素として取得するステップと、
　画素のグレースケール値によって、前記原画像に対して領域分割を行い、前記候補車線
の輪郭範囲が所在する車線領域を決定するステップと、
　原ＲＧＢ画像に対して、画素強度値により領域分割を行って、前記候補車線輪郭範囲が
所在する車線領域を見つけるステップとを含む。
【００３６】
　前記車線画素の数と、前記車線領域内の全ての画素の数とを比較して数の割合を取得し
て、即ち、車線画素の数と、前記候補車線の輪郭が所在する原ＲＧＢ画像分割領域内の全
ての画素の数を比較して数の割合を取得して、信頼度の高い車線画素が全て一つの連通し
た領域内にあるか否かを指示する、その独立性または純度の一つの基準とする。
【００３７】
　前記平均値に前記数の割合をかけて、前記候補車線の車線信頼度とする。
【００３８】
　例えば、統計によって前記候補車線輪郭内にある全ての画素の画素信頼度の平均値がＸ
(Ｘは、０から１の間の数)であることが分り、所定信頼度の閾値を０.８とし、前記候補
車線の輪郭範囲内の画素点信頼度が０.８より大きい画素を車線画素として取得し、前記
車線画素と前記車線領域内の全ての画素を比較した数の割合がＹであれば、前記候補車線
の車線信頼度はＸ＊Ｙである。
【００３９】
　ステップＳ１５０：前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して選別
を行う。
【００４０】
　前記操作においては、具体的に、所定候補車線信頼度の閾値を予めに設定して、前記閾
値より小さい候補車線を除去してもよい。
【００４１】
　ステップＳ１６０：選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別する。
【００４２】
　好ましくは、前記操作においては、具体的に、
　選別後の車線に対して、前記車線の線形と色を識別するステップと、
一つの車線上の全ての画素色の平均値を算出することにより、車線の色を識別するステッ
プと、
　前記車線が原画像における画素の寸法を算出するステップと、
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　前記原画像を撮影する撮影パラメータと前記画素の寸法に基づいて、車線の物理的な幅
、物理的な長さ、中心線の位置及びエッジ線の位置を算出するステップとを含んでおり、
　ここで、前記車線の線形は、実線、破線、実線と破線を組み合わせた複合線型、及び実
線と実線からなる複合線型等が含まれ、前記車線の色は、白、黄及び青などの著しく異な
る車線の色が含まれる。
【００４３】
　スッテプＳ１７０：前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータ
に基づいて、前記車線の地図データを決定する。
【００４４】
　車線の地図データは、二次元地図に用いられてもよく、好ましくは、三次元地図にも用
いられてもよい。即ち、前記操作は、具体的に、
　前記車線の属性情報、及び前記原画像を撮影する時の点群データに基づいて、二次元の
前記車線データを三次元地図に投影するステップを含む。スッテプＳ１６０で算出して取
得された車線の物理的な幅、物理的な長さ、中心線の位置とエッジ線位置に基づいて、さ
らに、工業用カメラを利用して原画像データを採集した時の点群データに結合して、二次
元の前記車線データを、正確に三次元空間に投影して高精度の三次元地図を形成させる。
前記点群データは、レーザレーダ装置によって採集された車両周囲の物体の三次元データ
、及び原画像を撮影する時に工業用カメラの車両での実装高さ、撮影視点と撮影姿勢等の
内部参照データと車両位置決めデータが含まれる。
【００４５】
　更に、二次元の前記車線データを三次元地図に投影した後に、前記車線の車線信頼度と
属性情報、及び前記原画像を撮影する時のＧＰＳトラック情報に基づいて、少なくとも二
つの原画像がそれぞれ決定された車線を併合するステップを更に含む。三次元空間の車線
位置情報を算出した後に、車道位相関係解析を行い、画像から検出された車線においてど
れらが実際の三次元空間ロードネットワークにおける車線を構成するか、どの二つの車線
が一つの車道を構成するかを判断する。図２は、三次元空間に車線フィッティング模式図
を示す。
【００４６】
　本実施例の技術方案は、ディープラーニング、マシンビジョン及び画像処理等の技術に
より、工業用カメラで車線の原デジタル画像を採集し、前記原デジタルの画像に基づいて
、車線の信頼度、物理的な幅、物理的な長さ、色、線型などの属性情報を算出するととも
に、車線の偽物とノイズの除去を行って、算出して得られた二次元車線データを正確に三
次元空間に投影し、三次元空間で車線の位相関係解析、フィッティングと生産を行う。即
ち、三次元デジタル地図で、正確に実際の世界のロードネットワーク車道情報を再構築す
ることが達成する。この方法は、車線データを効率よく、正確に決定することができ、高
精度地図生産において労働コストを大幅に軽減させ、高精度地図を大規模に生産すること
ができる。
【００４７】
　実施例二
　図３は、本発明第２の実施例が提供した車線データの処理装置を示した構造模式図であ
り、図３に示すように、具体的に、この装置は、原画像取得モジュール２１０と、画素信
頼度算出モジュール２２０と、候補車線決定モジュール２３０と、候補車線信頼度算出モ
ジュール２４０と、候補車線選別モジュール２５０と、車線属性情報識別モジュール２６
０と、車線地図データ生成モジュール２７０とを含む。
【００４８】
　ここで、原画像取得モジュール２１０は、連続撮影された車線の少なくとも二つの原画
像と、原画像の位置決めデータを取得するためのものであり、画素信頼度算出モジュール
２２０は、ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像の各画素が合車
線の特徴にわせる画素信頼度を算出するためのものであり、候補車線決定モジュール２３
０は、前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定するためのものであり、候補車線
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信頼度算出モジュール２４０は、前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前
記候補車線の車線信頼度を算出するためのものであり、候補車線選別モジュール２５０は
、前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して、選別を行うためのもの
であり、車線属性情報識別モジュール２６０は、選別後の車線に対して、前記車線の属性
情報を識別するためのものであり、車線地図データ生成モジュール２７０は、前記車線の
属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車線の地図デー
タを決定するためのものである。
【００４９】
　本実施例の技術方案は、ディープラーニング、マシンビジョン及び画像処理等の技術に
より、工業用カメラで車線の原データ画像を採集し、前記原データの画像に基づいて、車
線の信頼度、物理的な幅、物理的な長さ、色、線型等属性情報を算出するとともに、車線
の偽物とノイズの除去を行って、算出して得られた二次元車線データを正確に三次元空間
に投影し、三次元空間で車線の位相関係解析、フィッティングと生産を行う。即ち、三次
元デジタル地図で、正確に実際の世界のロードネットワーク車道情報を再構築することが
達成する。この方法は、車線データを効率よく、正確に決定することができ、高精度地図
生産において労働コストを大幅に軽減させ、高精度地図を大規模に生産することができる
。
【００５０】
　好ましくは、前記候補車線決定モジュール２３０は、エッジ画素抽出ユニット和候補車
線決定ユニットを含む。
【００５１】
　ここで、エッジ画素抽出ユニットは、グラフィックス連結領域解析方法を用いて、前記
原画像からエッジ画素を抽出するためのものであり、候補車線決定ユニットは、前記エッ
ジ画素に対して三次曲線の当てはめを行うことによって、車線のエッジ輪郭を前記候補車
線として決定するためのものである。
【００５２】
　更に、前記方案を基にして、前記装置は、前記候補車線を決定した後、前記候補車線の
幾何学的特徴を識別し、前記幾何学的特徴に基づいて、前記候補車線に対して、選別を行
うための候補車線選別モジュールを更に含む。前記幾何学的特徴は、前記候補車線の幅、
長さ、方向及び位置を含み、前記幾何学的特徴に基づいて、前記候補車線に対して、選別
を行うことにおいては、
　幾何学的特徴が以下の少なくとも一項に合致する候補車線に対して選別して除去するこ
とを含み、具体的には、
　前記候補車線の長さが、所定長さの閾値より小さいことと、
　前記候補車線の方向と、前記原画像の車両進行方向との間の角度が、所定角度の閾値よ
り大きいことと、
　前記候補車線の幅が、所定幅の閾値より大きいことと、
　前記候補車線が、一つの車道を構成した二つの候補車線の間に位置して、一つの車道を
構成した二つの候補車線までの距離が、所定距離の閾値より大きいことを含む。
【００５３】
　好ましくは、前記候補車線信頼度算出モジュール２４０は、画素信頼度平均値統計ユニ
ット、車線画素決定ユニット、車線領域決定ユニットおよび車線信頼度算出ユニットを含
む。
【００５４】
　ここで、画素信頼度平均値統計ユニットは、前記候補車線の輪郭範囲内の全ての画素の
画素信頼度の平均値を統計するためのものであり、車線画素決定ユニットは、前記候補車
線の輪郭範囲内の画素点信頼度が所定信頼度の閾値より大きい画素を車線画素として取得
するためのものであり、車線領域決定ユニットは、画素のグレースケール値によって、前
記原画像に対して領域分割を行い、前記候補車線の輪郭範囲がある車線領域を決定するた
めのものであり、車線信頼度算出ユニットは、前記車線画素と、前記車線領域内の全ての
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画素の数の割合とを比較し、前記平均値に前記数の割合をかけて、前記候補車線の車線信
頼度とするためのものである。
【００５５】
　好ましくは、前記車線属性情報識別モジュール２６０は、車線の線形和色識別ユニット
と車線物理パラメータ算出ユニットを含む。
【００５６】
　ここで、車線の線形和色識別ユニットは、選別後の車線に対して、前記車線の線形と色
を識別するためのものであり、車線物理パラメータ算出ユニットは、前記車線の、原画像
における画素の寸法を算出し、前記原画像を撮影する撮影パラメータと前記画素の寸法に
基づいて、車線の物理的な幅、物理的な長さ、中心線の位置及びエッジ線の位置を算出す
るためのものである。
【００５７】
　好ましくは、前記車線地図データ生成モジュール２７０は、車線データ投影ユニットを
含む。
【００５８】
　なお、車線データ投影ユニットは、前記車線の属性情報、及び前記原画像を撮影する時
の点群データに基づいて、二次元の前記車線データを三次元地図に投影するためのもので
ある。
【００５９】
　前記方案を基にして、前記装置は、二次元の前記車線データを三次元地図に投影した後
に、前記車線の車線信頼度和属性情報、及び前記原画像の撮影時のＧＰＳトラック情報に
基づいて、少なくとも二つの原画像からそれぞれ決定できた車線を併合する車線併合モジ
ュールを、更に含むことが望ましい。
【００６０】
　前記装置は、本発明のいずれの実施例から提供された方法を実行することができ、実行
方法に応じた機能モジュールと有利な効果を具備する。
【００６１】
　前記内容が、ただ本発明の最適な実施例及びその運用技術原理であることを注意すべき
である。当業者であれは、本発明がここで記述された特定の実施例に限られないことを理
解することができ、本発明の保護範囲を脱離しない範囲で、様々な明らかな変更、新しい
調整と代わりを行うことができる。従って、以上の実施例によって、本発明について比較
的に詳細な説明を行ったが、本発明は、以上の実施例に限定されなく、本発明の精神を脱
離しない状況で、更に多い他の等しい実施例を含むことができ、本発明の範囲は、付いて
いる請求の範囲により決められる。
【００６２】
　実施の必要に応じて、本発明に記載の各部材/ステップを、より多くの部材/ステップに
分割してもよく、２つ以上の部材/ステップまたは部材/ステップの一部の操作を新規な部
材/ステップに組み合わせて本発明の目的を実現してもよいと、留意すべきである。
【００６３】
　前記本発明に係る方法は、ハードウェア、ファームウェアにおいて実現されることがで
き、あるいは、記録媒体（例えば、ＣＤ　ＲＯＭ、ＲＡＭ、フロッピーディスク、ハード
ディスク、または光磁気ディスク）に記憶可能なソフトウェア、もしくはコンピュータコ
ードとして実現され、あるいは、もともとリモート記録媒体や非一時的機械可読媒体に記
憶され、ネットワークによりダウンロードされた、且つローカル記録媒体に記憶されるコ
ンピュータコードとして実現され、従って、ここで記載の方法は、汎用コンピュータ、専
用プロセッサまたはプログラム可能なもしくは専用なハードウェア（例えば、ＡＳＩＣま
たはＦＰＧＡ）が用いられる記録媒体に記憶されたソフトウェアにより処理されることが
できる。コンピュータ、プロセッサ、マイクロプロセッサ制御器、またはプログラム可能
なハードウェアは、ソフトウェアまたはコンピュータコードを記憶もしくは受信可能な記
憶アセンブリ（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリなど）を含んでおり、前記ソ
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フトウェア、またはコンピュータコードは、コンピュータ、プロセッサ、またはハードウ
ェアでアクセスされて実行される場合、ここで記載の処理方法を実現する。また、汎用コ
ンピュータが、ここで示された処理を実現するためのコードをアクセスした場合、コード
の実行は、汎用コンピュータを、ここで示された処理を実行するための専用コンピュータ
に変換させる。
【００６４】
　第３の実施例
　本発明の実施例は、
　コンピュータ実行可能な命令を含む１つの又は複数の記憶媒体であって、
前記コンピュータ実行可能な命令がコンピュータプロセッサによって実行される時に、
　連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決めデータを取得する
ステップと、
　ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像における各画素が車線の
特徴に合致する画素信頼度を算出するステップと、
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定するステップと、
　前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出
するステップと、
　前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して選別を行うステップと、
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別するステップと、
　前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車
線の地図データを決定するステップとを含む車線データの処理方法
　を実行することに用いられるコンピュータ実行可能な命令を含む１つの又は複数の記憶
媒体を提供する。
【００６５】
　上記記憶媒体が前記方法を実行する時に、前記原画像から車線の輪郭を候補車線として
決定するステップにおいては、
　グラフィックス連結領域解析方法を用いて、前記原画像からエッジ画素を抽出するステ
ップと、
　前記エッジ画素に対して３次曲線の当てはめを行うことによって、車線のエッジ輪郭を
前記候補車線として決定するステップとを含んでもよい。
【００６６】
　上記記憶媒体が前記方法を実行する時に、前記候補車線を決定した後に、
　前記候補車線の幾何学的特徴を識別するステップと、
　前記幾何学的特徴に基づいて、前記候補車線に対して選別を行うステップとをさらに含
んでもよい。
【００６７】
　上記記憶媒体が前記方法を実行する時に、前記幾何学的特徴は、前記候補車線の幅、長
さ、方向及び位置を含んでもよく、前記幾何学的特徴に基づいて、前記候補車線に対して
、選別を行うステップにおいては、
　幾何学的特徴が以下の少なくとも一項に合致する候補車線を選別して除去し、具体的に
は、
　前記候補車線の長さが、所定長さの閾値より小さいことと、
　前記候補車線の方向と、前記原画像の車両進行方向との間の角度が、所定角度の閾値よ
り大きいことと、
　前記候補車線の幅が、所定幅の閾値より大きいことと、
　前記候補車線が、一つの車道を構成した二つの候補車線の間に位置して、一つの車道を
構成した二つの候補車線までの距離が、所定距離の閾値より大きいことを含む。
【００６８】
　上記記憶媒体が前記方法を実行する時に、前記候補車線における画素の画素信頼度に基
づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出するステップにおいては、
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　前記候補車線の輪郭範囲内の全ての画素の画素信頼度の平均値を統計するステップと、
　前記候補車線の輪郭範囲内の画素点信頼度が所定信頼度の閾値より大きい画素を車線画
素として取得するステップと、
　画素のグレースケール値によって、前記原画像に対して領域分割を行い、前記候補車線
の輪郭範囲が所在する車線領域を決定するステップと、
　前記車線画素の数と、前記車線領域内の全ての画素の数とを比較して、数の割合を取得
するステップと、
　前記平均値に前記数の割合をかけて、前記候補車線の車線信頼度とするステップとを含
んでもよい。
【００６９】
　上記記憶媒体が前記方法を実行する時に、選別後の車線に対して、前記車線の属性情報
を識別するステップにおいては、
　選別後の車線に対して、前記車線の線形と色を識別するステップと、
　前記車線が原画像における画素の寸法を算出するステップと、
　前記原画像を撮影する撮影パラメータと前記画素の寸法に基づいて、車線の物理的な幅
、物理的な長さ、中心線の位置及びエッジ線の位置を算出するステップとを含んでもよい
。
【００７０】
　上記記憶媒体が前記方法を実行する時に、前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影す
る時の位置決めデータに基づいて、前記車線の地図データを決定するステップにおいては
、
　前記車線の属性情報、及び前記原画像を撮影する時の点群データに基づいて、二次元の
前記車線データを三次元地図に投影するステップを含んでもよい。
【００７１】
　上記記憶媒体が前記方法を実行する時に、二次元の前記車線データを三次元地図に投影
した後に、
　前記車線の車線信頼度と属性情報、及び前記原画像を撮影する時のＧＰＳトラック情報
に基づいて、少なくとも二つの原画像がそれぞれ決定された車線を併合するステップを更
に含んでもよい。
【００７２】
　第４の実施例
　図４は本発明第４の実施例に係る車線データの処理方法を実現するために用いられる機
器ハードウェアの構造模式図である。図４に示されるように、当該機器は、
　１つ以上のプロセッサ４１０と（図４では１つのプロセッサ４１０を例とする）、
　メモリ４２０と、
　１つ以上のモジュールとを備える。
【００７３】
　前記機器は、入力装置４３０および出力装置４４０をさらに備える。前記機器のプロセ
ッサ４１０、メモリ４２０、入力装置４３０および出力装置４４０は、バスまたはほかの
方式により接続され、図４ではバスによる接続を例とする。
【００７４】
　メモリ４２０は、コンピュータ可読記憶媒体として、ソフトウェアプログラム、コンピ
ュータ実行可能なプログラムおよびモジュール、例えば、本発明の実施例に係る不正クリ
ック防御方法に対応するプログラム命令／モジュール（例えば、図３に示す車線データの
処理装置における原画像取得モジュール２１０と、画素信頼度算出モジュール２２０と、
候補車線決定モジュール２３０と、候補車線信頼度算出モジュール２４０と、候補車線選
別モジュール２５０と、車線属性情報識別モジュール２６０と、車線地図データ生成モジ
ュール２７０）を記憶するために構成されてもよい。プロセッサ４１０は、メモリ４２０
に記憶されたソフトウェアプログラム、命令およびモジュールを実行することにより、サ
ーバーの各種機能アプリケーションおよびデータ処理を実行し、すなわち、上記方法の実
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施例に係る車線データの処理方法を実現する。
【００７５】
　メモリ４２０は、オペレーティングシステム、少なくとも１つの機能に必要なアプリケ
ーションプログラムが記憶されるプログラム記憶領域と、端末装置の使用に基づいて作成
されたデータなどが記憶されるデータ記憶領域と、を備えてもよい。また、メモリ４２０
は、高速ランダムアクセスメモリを備えてもよく、さらに、不揮発性メモリ、例えば、少
なくとも１つのディスクメモリデバイス、フラッシュデバイス、またはほかの不揮発性固
体メモリデバイスを備えてもよい。いくつかの例では、メモリ４２０は、プロセッサ４１
０に対して遠隔設置されるメモリをさらに含んでもよく、それらの遠隔メモリがネットワ
ークを介して端末装置に接続されてもよい。上記ネットワークの例として、インターネッ
ト、イントラネット、ローカルエリアネットワーク、モバイル通信ネットワーク、および
これらの組合せを含むが、それらに限定されない。
【００７６】
　入力装置４３０は、入力される数字または文字情報を受信し、端末のユーザ設定、およ
び機能制御に関連するキー信号入力を生成する。出力装置４４０は、ディスプレイなどの
表示装置を備えてもよい。
【００７７】
　前記１つ以上のモジュールは、前記メモリ４２０に記憶され、前記１つ以上のプロセッ
サ４１０により実行される場合、
　連続撮影された車線の少なくとも二つの原画像と、原画像の位置決めデータを取得し、
　ディープニューラルネットワークモデルを用いて、前記原画像における各画素が車線の
特徴に合致する画素信頼度を算出し、
　前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定し、
　前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼度を算出
し、
　前記候補車線の車線信頼度に基づいて、前記候補車線に対して選別を行い、
　選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別し、
　前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づいて、前記車
線の地図データを決定する。
【００７８】
　好ましくは、前記原画像から車線の輪郭を候補車線として決定するステップにおいては
、
　グラフィックス連結領域解析方法を用いて、前記原画像からエッジ画素を抽出するステ
ップと、
　前記エッジ画素に対して３次曲線の当てはめを行うことによって、車線のエッジ輪郭を
前記候補車線として決定するステップとを含んでもよい。
【００７９】
　さらに、前記候補車線を決定した後に、
　前記候補車線の幾何学的特徴を識別するステップと、
　前記幾何学的特徴に基づいて、前記候補車線に対して選別を行うステップとをさらに含
んでもよい。
【００８０】
　さらに、前記幾何学的特徴は、前記候補車線の幅、長さ、方向及び位置を含んでもよく
、前記幾何学的特徴に基づいて、前記候補車線に対して、選別を行うステップにおいては
、
　幾何学的特徴が以下の少なくとも一項に合致する候補車線を選別して除去し、具体的に
は、
　前記候補車線の長さが、所定長さの閾値より小さいことと、
　前記候補車線の方向と、前記原画像の車両進行方向との間の角度が、所定角度の閾値よ
り大きいことと、
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　前記候補車線の幅が、所定幅の閾値より大きいことと、
　前記候補車線が、一つの車道を構成した二つの候補車線の間に位置して、一つの車道を
構成した二つの候補車線までの距離が、所定距離の閾値より大きいことを含む。
【００８１】
　さらに、前記候補車線における画素の画素信頼度に基づいて、前記候補車線の車線信頼
度を算出するステップにおいては、
　前記候補車線の輪郭範囲内の全ての画素の画素信頼度の平均値を統計するステップと、
　前記候補車線の輪郭範囲内の画素点信頼度が所定信頼度の閾値より大きい画素を車線画
素として取得するステップと、
　画素のグレースケール値によって、前記原画像に対して領域分割を行い、前記候補車線
の輪郭範囲が所在する車線領域を決定するステップと、
　前記車線画素の数と、前記車線領域内の全ての画素の数とを比較して数の割合を取得す
るステップと、
　前記平均値に前記数の割合をかけて、前記候補車線の車線信頼度とするステップとを含
んでもよい。
【００８２】
　好ましくは、選別後の車線に対して、前記車線の属性情報を識別するステップにおいて
は、
選別後の車線に対して、前記車線の線形と色を識別するステップと、
　前記車線が原画像における画素の寸法を算出するステップと、
　前記原画像を撮影する撮影パラメータと前記画素の寸法に基づいて、車線の物理的な幅
、物理的な長さ、中心線の位置及びエッジ線の位置を算出するステップとを含んでもよい
。
【００８３】
　好ましくは、前記車線の属性情報及び前記原画像を撮影する時の位置決めデータに基づ
いて、前記車線の地図データを決定するステップにおいては、
　前記車線の属性情報、及び前記原画像を撮影する時の点群データに基づいて、二次元の
前記車線データを三次元地図に投影するステップを含んでもよい。
【００８４】
　上記記憶媒体が前記方法を実行する時に、二次元の前記車線データを三次元地図に投影
した後に、
　前記車線の車線信頼度と属性情報、及び前記原画像を撮影する時のＧＰＳトラック情報
に基づいて、少なくとも二つの原画像がそれぞれ決定された車線を併合するステップを更
に含んでもよい。
【００８５】
　上記実施形態の説明によれば、当業者は、本発明がソフトウェア、および必要な汎用ハ
ードウェアにより実現されてもよく、勿論ハードウェアにより実現されてもよいが、多く
の場合、前者が好ましい実施形態であると理解すべきである。このような理解に基づき、
本発明の技術案は、実質的な部分、または従来技術を改良する部分をソフトウェア製品の
形態で実現してもよい。当該コンピュータソフトウェア製品は、コンピュータ可読記憶媒
体、例えばコンピュータのフロッピーディスク、光ディスク、読み出し専用メモリ（Ｒｅ
ａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ、ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭ）などに記憶されてもよく、且つコンピュータ機器（パ
ソコン、サーバ、またはネットワーク機器などであってもよく）に本発明の各実施例に係
る方法を実行させる複数の命令を含む。
【００８６】
　注目に値することは、上記車線データの処理装置の実施例に含まれる各ユニットおよび
モジュールは、機能ロジックのみに応じて区画されるが、上記区画に限定されない。対応
する機能を実現することができればよい。また、各機能ユニットの具体的な名称は、単に
区別を容易にするためのものであり、本発明の保護範囲を限定するものではない。
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【００８７】
　本発明における各実施例のいずれも漸進的な方式によって説明されており、各実施例に
おいて主に記述された内容が他の実施例との差異であり、各実施例の間の同じまたは類似
する部分が互いに参照すればよい。
【００８８】
　以上で説明したのは、本発明の具体的な実施形態だけであり、本発明の保護範囲は、こ
れらに限定されるものではない。本技術分野をよく知っている当業者のいずれも、本発明
に開示された技術範囲内に容易に想到できる変更または置換の全ては、本発明の保護範囲
内に含まれるべきである。従って、本発明の保護範囲は、付いている特許請求の範囲を基
準としているものである。

【図１】 【図２】
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