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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体の位置を特定する位置特定装置であって、
　前記移動体の前方の画像データを取得する画像データ取得部と、
　所定地物の位置情報を含む所定地物に関する情報、片側複数車線における各車線毎の任
意又は所定間隔毎に設定された車線上の複数の所定点の位置に関する情報および前記所定
地物に関する情報と前記所定点の位置に関する情報との対応関係を規定する情報を記憶す
る記憶部と、
　前記対応関係を規定する情報及び前記所定地物に関する情報に基づき、前記画像データ
の示す画像内における前記所定地物の位置情報を特定すると共に、該特定された前記所定
地物の位置情報に基づき、前記移動体の位置を特定する位置特定部と、
　を備える、位置特定装置。
【請求項２】
　移動体の位置を特定する位置特定装置であって、
　前記移動体の前方の画像データを取得する画像データ取得部と、
　所定地物の位置情報を含む所定地物に関する情報、道路上の所定点の位置に関する情報
および前記所定地物に関する情報と前記道路上の所定点の位置に関する情報との対応関係
を規定する情報を記憶する記憶部と、
　前記対応関係を規定する情報及び前記所定地物に関する情報に基づき、前記画像データ
の示す画像内における前記所定地物の位置情報を特定すると共に、該特定された前記所定
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地物の位置情報に基づき、前記移動体の位置を特定する位置特定部とを備え、
　さらに、道路に沿って設定されている複数の前記所定点にそれぞれ関連付けられている
所定点関連位置と前記所定地物の位置とを結ぶ第１のベクトルを示すベクトル情報を、前
記所定点の位置の位置情報に関連付けて記憶する第１のベクトル情報記憶部を備え、
　前記位置特定部は、前記画像データの示す画像内における前記所定地物の位置を特定す
ると共に、該特定された前記所定地物の位置と前記ベクトル情報とに基づき、前記移動体
の位置を特定する、位置特定装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の位置特定装置において、さらに、
　前記移動体に搭載されている位置センサーであって前記画像データが取得された際の前
記移動体の現在位置として推定される位置を示す推定位置情報を取得する位置センサーか
ら、前記推定位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記取得された推定位置情報の示す位置の近傍の前記所定点に関連付けられている前記
ベクトル情報に基づき、前記画像内の一部の領域を、前記所定地物が存在する領域である
所定地物存在領域として推定する領域推定部と、
　を備え、
　前記位置特定部は、前記画像データのうち、前記所定地物存在領域の画像データを解析
して、前記画像内における前記所定地物の位置を特定すると共に前記特定された前記所定
地物の位置と前記推定位置情報と前記ベクトル情報とに基づき、前記移動体の位置を特定
する、位置特定装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の位置特定装置において、さらに、
　前記移動体の前方の画像データを取得するために反射波を受信する受信部と、
　前記位置センサーと前記受信部とを結ぶ第２のベクトルを示す情報を記憶する第２のベ
クトル情報記憶部と、
　を備え、
　前記所定点関連位置は、各所定点の位置であり、
　前記領域推定部は、
　前記取得された推定位置情報の示す位置と各所定点とを結ぶ第３のベクトルを特定し、
　前記第１ないし第３のベクトルを用いて、前記画像データが取得された際の前記受信部
と前記所定地物とを結ぶ第４のベクトルを特定し、
　前記第４のベクトルに基づき、所定地物存在領域を推定する、位置特定装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の位置特定装置において、
　前記第２のベクトル情報記憶部は、前記第２のベクトルとして、前記移動体の種類に応
じた複数のベクトルを記憶する、位置特定装置。
【請求項６】
　請求項３から請求項５までのいずれか一項に記載の位置特定装置において、
　前記画像データ取得部は、互いに異なる時刻において得られた複数の画像データを取得
し、
　前記領域推定部は、前記複数の画像データの示す複数の前記画像内においてそれぞれ前
記所定地物存在領域を推定する際に、取得された時刻がより後となる画像データの示す前
記画像において、より周縁部に近い領域を、前記所定地物存在領域として推定する、位置
特定装置。
【請求項７】
　請求項３から請求項５までのいずれか一項に記載の位置特定装置において、
　前記画像データ取得部は、互いに異なる時刻において得られた複数の画像データを取得
し、
　前記領域推定部は、
　前記複数の画像データの示す複数の前記画像内においてそれぞれ前記所定地物存在領域
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を推定する際に、取得された時刻がより後となる画像データの示す前記画像において、よ
り小さな領域を、前記所定地物存在領域として推定する、位置特定装置。
　
【請求項８】
　移動体の運転を支援する運転支援装置であって、
　前記移動体の前方の画像データを取得する画像データ取得部と、
　所定地物の位置情報を含む所定地物に関する情報、片側複数車線における各車線毎の任
意又は所定間隔毎に設定された車線上の複数の所定点の位置に関する情報および前記所定
地物に関する情報と前記所定点の位置に関する情報との対応関係を規定する情報を記憶す
る記憶部と、
　前記対応関係を規定する情報、前記複数の所定点の位置に関する情報及び前記所定地物
に関する情報に基づき、前記画像データ内における前記所定地物の存在領域を推定する領
域推定部と、
　を備える、運転支援装置。
【請求項９】
　取得した画像データ内における所定地物の存在領域を推定する領域推定機能をコンピュ
ータに実現させる制御プログラムであって、
　前記画像データは、移動体の前方の情報であり、
　前記領域推定機能は、前記所定地物の位置情報を含む所定地物に関する情報、片側複数
車線における各車線毎の任意又は所定間隔ごとに設定された車線上の複数の所定点の位置
に関する情報および前記所定地物に関する情報と前記所定点の位置に関する情報との対応
関係を規定する情報を参照することにより、前記画像データ内における前記所定地物の存
在領域を推定する機能を含む制御プログラム。
【請求項１０】
　記憶部に記憶された地図データを、取得した画像データ内における所定地物の存在領域
を推定する領域推定機能を有するコンピュータに参照させる参照機能を実現させる制御プ
ログラムであって、
　前記地図データは、前記所定地物の位置情報を含む所定地物に関する情報、片側複数車
線における各車線毎の任意又は所定間隔ごとに設定された車線上の複数の所定点の位置に
関する情報および前記所定地物に関する情報と前記所定点の位置に関する情報との対応関
係を規定する情報であり、
　前記画像データは、移動体の前方の情報であり、
　前記参照機能は、前記コンピュータに前記地図データを参照させる機能を含む制御プロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体の自動制御に利用可能な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車載カメラにより得られた撮像画像を解析して走行中の車両の現在位置を特定する装置
が提案されている。例えば、特許文献１には、車線の境界を表す白線の情報や、路面標示
や標識等のランドマークの情報が記憶された地図情報を予め記憶しておき、撮像画像を解
析してランドマークや白線を抽出し、抽出されたランドマークや白線に最も整合する地点
を地図情報の示す地図内において特定する装置が記載されている。特許文献１に記載され
た装置においては、ランドマークや白線を抽出する際に撮像画像全体を解析するために装
置の処理負荷が高くなり、車両位置の特定に長時間を要するという問題があった。このた
め、特定された車両位置に基づいて車両の操舵や出力の自動制御を行なう場合、操舵や出
力の制御が遅れてしまうという問題が発生し得る。上述の問題は、カメラに限らず、ミリ
波レーダーやレーザー等の任意の波長の反射波により得られる画像を解析して車両の位置
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を特定する位置特定装置において共通する問題であった。そのほか、従来の位置特定装置
では、その小型化や、低コスト化、省資源化、製造の容易化、使い勝手の向上等が望まれ
ていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２６５４９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、精度よく移動体の操舵や出力を自動制御することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態として実現することが可能である。本発明の一形態によれば、移動体の運転を支援す
る運転支援装置であって、前記移動体の前方の画像データを取得する画像データ取得部と
、；所定地物の位置情報を含む所定地物に関する情報、片側複数車線における各車線毎の
任意又は所定間隔毎に設定された車線上の複数の所定点の位置に関する情報および前記所
定地物に関する情報と前記所定点の位置に関する情報との対応関係を規定する情報を記憶
する記憶部と；前記対応関係を規定する情報及び前記所定地物に関する情報に基づき、前
記画像データの示す画像内における前記所定地物の位置情報を特定すると共に、該特定さ
れた前記所定地物の位置情報に基づき、前記移動体の位置を特定する位置特定部と、；を
備える、位置特定装置を提供する。また、移動体の運転を支援する運転支援装置であって
、前記移動体の前方の画像データを取得する画像データ取得部と、；所定地物の位置情報
を含む所定地物に関する情報、片側複数車線における各車線毎の任意又は所定間隔毎に設
定された車線上の複数の所定点の位置に関する情報および前記所定地物に関する情報と前
記所定点の位置に関する情報との対応関係を規定する情報を記憶する記憶部と、；前記対
応関係を規定する情報、前記複数の所定点の位置に関する情報及び前記所定地物に関する
情報に基づき、前記画像データ内における前記所定地物の存在領域を推定する領域推定部
と、；を備える、運転支援装置を提供する。
【０００６】
　（１）本発明の一形態によれば、移動体の位置を特定する位置特定装置が提供される。
この位置特定装置は、道路に沿って設定されている複数の所定点にそれぞれ関連付けられ
ている所定点関連位置と所定地物の位置とを結ぶ第１のベクトルを示すベクトル情報を、
前記所定点の位置の位置情報に関連付けて記憶する第１のベクトル情報記憶部と；前記所
定地物の位置を示す所定地物位置情報を記憶する所定地物位置情報記憶部と；前記移動体
の前方の画像データを取得する画像データ取得部と；前記画像データの示す画像内におけ
る前記所定地物の位置を特定すると共に、該特定された前記所定地物の位置と前記ベクト
ル情報とに基づき、前記移動体の位置を特定する位置特定部と；を備える。
　この形態の位置特性装置によれば、所定点の位置の位置情報に関連付けてベクトル情報
（所定点関連位置と所定地物の位置とを結ぶ第１のベクトルを示す情報）を記憶している
ため、画像内における所定地物の位置を特定する際に、かかるベクトル情報を用いて、画
像内の一部の範囲のみを処理対象とすることができる。このため、画像内のすべての範囲
を処理対象とする構成に比べて、位置特定装置の処理負荷を軽減できる。このため、車両
の位置の特定に要する時間を短縮できる。
【０００７】
　（２）上記形態の位置特定装置において、さらに、前記移動体に搭載されている位置セ
ンサーであって前記画像データが取得された際の前記移動体の現在位置として推定される
位置を示す推定位置情報を取得する位置センサーから、前記推定位置情報を取得する位置
情報取得部と；前記取得された推定位置情報の示す位置の近傍の前記所定点に関連付けら
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れている前記ベクトル情報に基づき、前記画像内の一部の領域を、前記所定地物が存在す
る領域である所定地物存在領域として推定する領域推定部と；を備え、前記位置特定部は
、前記画像データのうち、前記所定地物存在領域の画像データを解析して、前記画像内に
おける前記所定地物の位置を特定すると共に前記特定された前記所定地物の位置と前記推
定位置情報と前記ベクトル情報とに基づき、前記移動体の位置を特定してもよい。この形
態の位置特定装置によれば、画像内の一部の領域を所定地物存在領域として推定し、かか
る領域の画像データを解析して所定地物の位置を特定すると共に移動体の位置を特定する
。したがって、画像内のすべての領域を対象として画像データを解析する構成に比べて、
位置特定装置の処理負荷を軽減できる。このため、移動体の位置の特定に要する時間を短
縮できる。
【０００８】
　（３）上記形態の位置特定装置において、さらに、前記移動体の前方の画像データを取
得するために反射波を受信する受信部と；前記位置センサーと前記受信部とを結ぶ第２の
ベクトルを示す情報を記憶する第２のベクトル情報記憶部と；を備え、前記所定点関連位
置は、各所定点の絶対位置であり、前記領域推定部は、前記取得された推定位置情報の示
す位置と各所定点とを結ぶ第３のベクトルを特定し；前記第１ないし第３のベクトルを用
いて、前記画像データが取得された際の前記受信部と前記所定地物とを結ぶ第４のベクト
ルを特定し；前記第４のベクトルに基づき、所定地物存在領域を推定してもよい。この形
態の位置特性装置によれば、画像データが取得された際の受信部と所定地物とを結ぶ第４
のベクトルを特定し、第４ベクトルに基づき所定地物存在領域を推定するので、画像内に
おける所定地物が存在する領域を精度良く推定することができる。
【０００９】
　（４）上記形態の位置特定装置において、前記第２のベクトル情報記憶部は、前記第２
のベクトルとして、前記移動体の種類に応じた複数のベクトルを記憶してもよい。この形
態の位置特性装置によれば、第２のベクトルとして移動体の種類に応じた複数のベクトル
が記憶されるので、位置特定装置が搭載された移動体の種類に応じて、第２のベクトルと
して用いるべきベクトルを使い分けることができる。このため、移動体内における位置セ
ンサーおよび受信部の実際の配置に即したベクトルを、第２のベクトルとして用いること
ができるので、移動体の位置をより高い精度で特定できる。
【００１０】
　（５）上記形態の位置特定装置において、さらに、前記移動体の前方の画像データを取
得するために反射波を受信する受信部を備え、前記所定点関連位置は、各所定点の上方の
所定位置に前記受信部が位置する際の前記受信部の位置であり、前記領域推定部は、前記
推定位置情報の示す位置に最も近傍の所定点に対応付けられている前記第１のベクトルを
特定し、該特定された第１のベクトルに基づき所定地物存在領域を推定してもよい。推定
位置情報の示す位置に最も近傍の所定点に対応付けられている第１ベクトルは、他の所定
点の第１ベクトルに比べて移動体の実際の現在位置において受信部から所定地物へのベク
トルに近似する。このため、上記形態の位置特定装置によれば、所定地物存在領域を精度
良く推定できる。
【００１１】
　（６）上記形態の位置特定装置において、前記位置特定部は、前記特定された前記所定
地物の位置と、前記推定位置情報の示す位置とを結ぶ第５のベクトルを求め、前記複数の
所定点に対応付けられている前記第１のベクトルのうち、前記第５のベクトルに最も近似
する前記第１のベクトルを特定し、該特定された前記第１のベクトルに対応付けられてい
る前記所定点の位置に基づき前記移動体の位置を特定してもよい。移動体の現在位置によ
り近い所定点に対応付けられている第１のベクトルは、第５のベクトルに近似する可能性
がより高い。このため、上記形態の位置特定装置によれば、移動体の位置を精度良く特定
できる。
【００１２】
　（７）上記形態の位置特定装置において、前記画像データ取得部は、互いに異なる時刻
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において得られた複数の画像データを取得し、前記領域推定部は、前記複数の画像データ
の示す複数の前記画像内においてそれぞれ前記所定地物存在領域を推定する際に、取得さ
れた時刻がより後となる画像データの示す前記画像において、より周縁部に近い領域を、
前記所定地物存在領域として推定してもよい。一般に、所定地物に近づくにつれて画像内
における所定地物の位置は、周縁部により近くなる。このため、上記形態の位置特定装置
によれば、存在領域をより精度良く推定できる。
【００１３】
　（８）上記形態の位置特定装置において、前記画像データ取得部は、互いに異なる時刻
において得られた複数の画像データを取得し、前記領域推定部は、前記複数の画像データ
の示す複数の前記画像内においてそれぞれ前記所定地物存在領域を推定する際に、取得さ
れた時刻がより後となる画像データの示す前記画像において、より小さな領域を、前記所
定地物存在領域として推定してもよい。一般に、所定地物に近づくにつれて画像内におけ
る所定地物の位置は、周縁部により近くなる。このため、取得された時刻がより後となる
画像において、周縁部に寄ったより狭い（小さな）領域を所定地物存在領域として推定す
ることができる。したがって、上記形態の位置特定装置によれば、取得された時刻がより
後となる画像において、より小さな領域を所定地物存在領域として推定するので、画像デ
ータの解析の処理負荷をより軽減できる。
【００１４】
　（９）上記形態の位置特定装置において、さらに、前記所定地物からの反射波により表
される前記所定地物の形状を示す形状情報を記憶する形状情報記憶部を備え、前記第１の
ベクトル情報記憶部は、前記ベクトル情報に加えて、前記所定地物の代表面と前記第１の
ベクトルとの間の角度に関連する関連角度を、前記所定点の絶対位置の位置情報に対応付
けて記憶し、前記位置特定部は、前記所定地物存在領域の画像データ内の地物の形状と、
前記形状情報記憶部に記憶されている前記形状情報の示す前記所定地物の形状と、のうち
の少なくとも一方を前記関連角度に基づき補正し、補正後の形状を用いて前記画像内にお
ける前記所定地物の位置を特定してもよい。一般に、反射波により特定される所定地物の
形状は、異なる地点において互いに異なる。しかしながら、上記形態の位置特性装置によ
れば、所定地物の代表面と第１のベクトルとの間の角度に関連する関連角度に基づき、所
定地物存在領域の画像データ内の地物の形状と、形状情報記憶部に記憶されている形状情
報の示す所定地物の形状と、のうちの少なくとも一方を補正して、補正後の形状を用いて
反射波画像内における所定地物の位置を特定するので、車両の位置にかかわらず所定地物
の位置を精度良く特定できる。
【００１５】
　（１０）本発明の他の形態によれば、移動体の位置を特定する処理に用いられるデータ
のデータ構造が提供される。このデータ構造は、前記道路に沿って設定されている複数の
所定点に対してそれぞれ関連付けられている所定点関連位置と所定地物の位置とを結ぶベ
クトルを示すベクトル情報と、前記所定点の位置の位置情報とが関連付けられたデータを
備える。この形態のデータ構造によれば、ベクトル情報が所定点の位置の位置情報に関連
付けられているので、移動体で取得された画像内における一部の領域であって所定地物が
存在する所定地物存在領域を、所定点の位置の位置情報およびベクトル情報を利用して推
定することができる。したがって、かかる所定地物存在領域についてのみ画像データを解
析して所定地物の位置を特定できるので、画像データの解析の処理負荷を軽減できる。
【００１６】
　本発明は、種々の形態で実現することも可能である。例えば、車両制御装置、運転支援
装置、車両や、車両位置の特定方法や、各装置または方法を実現するコンピュータプログ
ラム、そのコンピュータプログラムを記録した一時的でない記録媒体等の形態で実現する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態としての位置特定装置の概略構成を示すブロック図。
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【図２】第１実施形態における第１ベクトルを示す説明図。
【図３】図１に示す第１ベクトル情報格納部１４１に格納されているベクトルテーブルの
設定内容の一例を示す説明図。
【図４】図１に示す地物情報格納部１４３に格納されている地物テーブルの設定内容の一
例を示す説明図。
【図５】第１実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチャート。
【図６】第１実施形態における第３ベクトルＶｇｐを示す説明図。
【図７】ステップＳ１２５において推定される存在領域の一例を示す説明図。
【図８】第２実施形態における位置特定装置の概略構成を示すブロック図。
【図９】第２実施形態におけるベクトルテーブルの設定内容の一例を示す説明図。
【図１０】第２実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチャート。
【図１１】第３実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチャート。
【図１２】第３実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチャート。
【図１３】ステップＳ１１３の処理の一例を示す説明図。
【図１４】第４実施形態におけるベクトルテーブルの設定内容の一例を示す説明図。
【図１５】ベクトルテーブルにおける角度フィールドの設定内容の一例を示す説明図。
【図１６】第４実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチャート。
【図１７】第５実施形態における位置特定装置の概略構成を示すブロック図。
【図１８】第５実施形態における第６ベクトルを示す説明図。
【図１９】第５実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチャート。
【図２０】第５実施形態における存在領域を示す説明図。
【図２１】ステップＳ２５０およびＳ２５５の処理内容を模式的に示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
Ａ．第１実施形態：
Ａ１．装置構成：
　図１は、本発明の一実施形態としての位置特定装置の概略構成を示すブロック図である
。図１に示す位置特定装置１００は、図示しない車両に搭載されて車両の位置を特定する
。車両では、位置特定装置１００により特定された位置に基づき、例えば、操舵や出力の
自動制御を行なったり、運転者に警報を報知したり、経路探索や経路案内を行なったりす
ることができる。なお、上述の車両とは、トラック、タクシー、バス、バイク、自転車な
ど、道路上を走行可能な任意の車両を意味する。
【００１９】
　図１に示すように、位置特定装置１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１
０と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１２０と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１３０と
、ハードディスク１４０と、画像入力インターフェイス（Ｉ／Ｆ）部１５０と、ＧＰＳ入
力インターフェイス（Ｉ／Ｆ）部１６０と、を備えている。これらの各構成要素は、内部
バス１９０に接続されている。
【００２０】
　ＣＰＵ１１０は、ＲＯＭ１３０に記憶されている制御プログラムを実行することにより
、画像データ取得部１１１、測位結果取得部１１２、領域推定部１１３、および位置特定
部１１４として機能する。
【００２１】
　画像データ取得部１１１は、撮像カメラ２００により得られた撮像画像の画像データを
取得してハードディスク１４０に記憶させる。本実施形態において、撮像カメラ２００は
、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）を有するデジタルビデオカメラであり、所定画素数
の映像データ（画像データ）を取得する。また、本実施形態において、撮像カメラ２００
は、撮像範囲が車両前方となるように、車両に搭載されている。
【００２２】
　測位結果取得部１１２は、ＧＰＳ（Global Positioning System）測位部３００による
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測位結果である現在位置に関する情報（緯度、経度および高度）を取得する。ＧＰＳ測位
部３００は、全地球測位システム（ＧＰＳ）衛星から出力される信号に基づき、現在位置
を算出する公知の装置であるため、その詳細な説明を省略する。なお、本実施形態におい
て、車両の位置は、車両内におけるＧＰＳ測位部３００の位置として特定される。なお、
本実施形態では、上述した撮像カメラ２００およびＧＰＳ測位部３００の車両内における
設置位置は固定されており、変更されないものとする。
【００２３】
　領域推定部１１３は、後述する車両位置特定処理において、撮像画像内における対象地
物の存在領域を推定する。対象地物および存在領域の詳細については、後述する。
【００２４】
　ハードディスク１４０は、第１ベクトル情報格納部１４１、第２ベクトル情報格納部１
４２、および地物情報格納部１４３を備えている。第１ベクトル情報格納部１４１は、後
述する各所定点ごとに設定された第１ベクトルを示す情報を、ベクトルテーブルとして予
め格納している。
【００２５】
　図２は、第１実施形態における第１ベクトルを示す説明図である。本実施形態では、車
両が走行する各車線ごとに、所定間隔ごとにベクトル情報が設定されている地点（以下、
「所定点」と呼ぶ）が設定されている。具体的には、図２に示すように、中央線６０と縁
石７０との間に位置する車線５０の中心線５５上に、中心線５５に沿った所定の間隔ごと
に所定点が設定されている。なお、図２では、図示の便宜上、３つの所定点ｐ１，ｐ２，
ｐ３のみを表している。車線５０の外側近傍には、車線５０を走行する車両から視認可能
に標識１０が設置されている。標識１０は、円形の平面視形状を有している。標識１０の
形状および模様並びに設置位置は、変更される可能性が低い。このため、標識１０は、車
両の位置を特定する際にランドマークとして利用される。なお、標識１０に加えて、標識
１０とは異なる他の標識や電柱や道路標示なども、車両の位置を特定する際にランドマー
クとして利用される。本実施形態では、各所定点に対して、上述のような車両の位置を特
定する際にランドマークとして利用される地物（以下、「対象地物」と呼ぶ）が予め設定
されている。
【００２６】
　本実施形態では、各所定点ごとに、第１ベクトルＶｐｓとして、所定点からランドマー
クへのベクトルが設定されている。具体的には、例えば、所定点ｐ１に対しては、所定点
ｐ１から標識１０へのベクトルである第１ベクトルＶｐｓ１が設定されている。同様に、
所定点ｐ２に対しては所定点ｐ２から標識１０へのベクトルである第１ベクトルＶｐｓ２
が、所定点ｐ３に対しては所定点ｐ３から標識１０へのベクトルである第１ベクトルＶｐ
ｓ３が、それぞれ設定されている。なお、各第１ベクトルの終点の位置は、本実施形態で
は、標識１０の代表面の中心点に設定されている。上述の「標識１０の代表面」とは、標
識としてのマークが記載されており、目印としての機能を果たし得る面を意味する。
【００２７】
　図３は、図１に示す第１ベクトル情報格納部１４１に格納されているベクトルテーブル
の設定内容の一例を示す説明図である。ベクトルテーブルは、「所定点識別子」フィール
ドと、「位置情報」フィールドと、「第１ベクトル」フィールドと、「対象地物識別子」
フィールドとを備えている。所定点識別子フィールドには、各所定点の識別子が設定され
る。位置情報フィールドには、各所定点の位置情報（緯度、経度および高度）が設定され
る。第１ベクトルフィールドには、各所定点に設定されている第１ベクトルを示す情報が
設定される。対象地物識別子フィールドには、対象地物の識別子が設定される。図３の例
では、図２に示す３つの所定点ｐ１～ｐ３について設定されている３つのレコードが表さ
れている。具体的には、最上段のレコードは、所定点ｐ１のレコードに相当する。図３で
は、所定点ｐ１の識別子として「ｐ１」が、所定点ｐ１の位置情報として「Ｘ１，Ｙ１，
Ｚ１」が、所定点ｐ１の第１ベクトル（すなわち、所定点ｐ１から標識１０への第１ベク
トルＶｐｓ１）として「ｄｘ１，ｄｙ１，ｄｚ１」が、所定点ｐ１の対象地物（すなわち
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、標識１０）の識別子として「Ｌ１」が、それぞれ設定されている。同様に、所定点ｐ２
のレコードとして図３の上から２段目のレコードが、所定点ｐ３のレコードとして図３の
上から３段目のレコードが、それぞれ設定されている。ベクトルテーブルの各設定内容は
、予め管理者により設定されている。対象地物として設定される地物は、当該所定点の近
傍に車両が位置する際に、撮像カメラ２００により得られる撮像画像に写り得る地物とし
て、管理者により設定されている。なお、図３において、各フィールドの値は、模式的な
値として表されている。
【００２８】
　図１に示す第２ベクトル情報格納部１４２には、第２ベクトルを示す情報が格納されて
いる。本実施形態において、第２ベクトルとは、測位部３００から撮像カメラ２００への
ベクトルを意味する。
【００２９】
　図１に示す地物情報格納部１４３には、道路近傍に設置されている標識や路面標示とい
った地物に関する情報（以下、「地物情報」）が、地物テーブルとして格納されている。
【００３０】
　図４は、図１に示す地物情報格納部１４３に格納されている地物テーブルの設定内容の
一例を示す説明図である。地物テーブルは、「地物識別子」フィールドと、「位置情報」
フィールドと、「外形」フィールドと、「大きさ」フィールドと、「ポリゴン識別子」フ
ィールドとを備えている。地物識別子フィールドには、各地物の識別子が設定される。位
置情報フィールドには、各地物の位置情報（緯度、経度および高度）が設定される。外形
フィールドには、各地物の代表面の外観形状が設定される。大きさフィールドには、各地
物の代表面の大きさを示す情報が設定される。ポリゴン識別子フィールドには、各地物を
示すポリゴンの識別子が設定される。ハードディスク１４０には、各地物のポリゴンデー
タが格納されており、上述のポリゴン識別子と対応付けられている。図４の例では、地物
テーブルには２つのレコードが登録されている。地物識別子が「Ｌ１」のレコードは、標
識１０に関するレコードであり、標識１０の位置情報として、「Ｘｌ１，Ｙｌ１，Ｚｌ１
」が、標識１０の外形として「円形」が、標識１０の大きさとして「Ｒ（半径）＝３００
ｍｍ」が、標識１０のポリゴン識別子として「ＰＧ１」が、それぞれ設定されている。地
物識別子が「Ｌ２」のレコードは、正方形の標識（例えば、車線の行き先を示す標識）に
関するレコードであり、位置情報として「Ｘｌ２，Ｙｌ２，Ｚｌ２」が、外形として「正
方形」が、大きさとして「９００ｍｍ×９００ｍｍ」が、ポリゴン識別子として「ＰＧ２
」が、それぞれ設定されている。
【００３１】
　ここで、測位部３００による測位結果には誤差が含まれているため、測位部３００の即
位結果のみでは車両の現在位置を正確に特定できない可能性がある。そこで、第１実施形
態の位置特定装置１００は、後述する車両位置特定処理を実行することにより、車両の現
在位置を正確に特定する。
【００３２】
　図１に示す画像入力インターフェイス部１５０は、撮像カメラ２００と接続するための
インターフェイスを有し、撮像カメラ２００により得られた画像データを内部バス１９０
を介してＣＰＵ１１０に送る。ＧＰＳ入力インターフェイス部１６０は、測位部３００と
接続するためのインターフェイスを有し、ＧＰＳ測位部３００による測位結果を示す情報
を、内部バス１９０を介してＣＰＵ１１０に送る。
【００３３】
　本実施形態において、所定点の位置は、請求項における所定点関連位置に相当する。ま
た、第１ベクトル情報格納部１４１は請求項における第１のベクトル情報記憶部に、撮像
カメラ２００により得られる画像データは請求項における移動体の前方の画像データに、
ＧＰＳ測位部３００は請求項における位置センサーに、測位結果取得部１１２は請求項に
おける位置情報取得部に、撮像カメラ２００におけるＣＣＤは請求項における受信部に、
地物情報格納部１４３は請求項における形状情報記憶部に、それぞれ相当する。
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【００３４】
Ａ２．車両位置特定処理：
　図５は、第１実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチャートである。
位置特定装置１００では、電源がオンの後、車両位置特定処理が繰り返し実行される。先
ず、画像データ取得部１１１は、撮像カメラ２００を制御して静止画像を撮像し、その画
像データを取得する（ステップＳ１０５）。
【００３５】
　測位結果取得部１１２は、撮像時のＧＰＳ測位部３００による測位結果を、画像データ
が取得された際の推定される車両の現在位置を示す情報（以下、「推定位置情報」と呼ぶ
）として取得する（ステップＳ１１０）。上述したように、ＧＰＳによる測位には誤差が
含まれるため、本実施形態では、ＧＰＳ測位部３００の測位結果を、推定される車両の現
在位置として扱う。
【００３６】
　領域推定部１１３は、ステップＳ１１０で得られた推定位置情報を用いて、ＧＰＳ測位
部３００から各所定点へのベクトル（以下、「第３ベクトルＶｇｐ」と呼ぶ）を算出する
（ステップＳ１１５）。
【００３７】
　図６は、第１実施形態における第３ベクトルＶｇｐを示す説明図である。図６では、車
線５０上を走行する車両５００と標識１０とを側方から見た図を表している。図６では、
ＧＰＳ測位部３００から各所定点への第３ベクトルＶｇｐのうち、ＧＰＳ測位部３００か
ら所定点ｐ１への第３ベクトルＶｇｐのみを代表して表している。また、図６では、第３
ベクトルＶｇｐに加えて、上述した第１ベクトルＶｐｓ（所定点ｐ１から標識１０へのベ
クトル）および第２ベクトルＶｇｃ（ＧＰＳ測位部３００から撮像カメラ２００へのベク
トル）も描かれている。また、図６では、第１ないし第３ベクトルに加えて、後述する第
４ベクトルＶｃｓおよび第５ベクトルＶｇｓも描かれている。第４，５ベクトルの詳細に
ついては後述する。
【００３８】
　各所定点の位置情報については、図３に示すベクトルテーブルに記憶されており、ＧＰ
Ｓ測位部３００の位置（画像データが得られた際の推定される位置）は、ステップＳ１１
０で得られているので、ステップＳ１１５では、各所定点の位置および推定される位置に
基づき第３ベクトルＶｇｐが算出される。本実施形態では、ステップＳ１１５では、ステ
ップＳ１１０で得られた推定位置情報の示す位置を中心として所定範囲（例えば、半径５
０ｍの円形領域）内に存在する所定点のみを対象として、第３ベクトルＶｇｐが算出され
る。なお、推定位置情報の示す位置に最も近い所定点（以下、「最近傍点」と呼ぶ）のみ
を対象として第３ベクトルＶｇｐを算出してもよい。すなわち、ステップＳ１１５では、
ＧＰＳ測位部３００から推定位置情報の示す位置の近傍の所定点への第３ベクトルＶｇｐ
を算出してもよい。
【００３９】
　図５に示すように、領域推定部１１３は、第１ないし第３ベクトルを利用して、撮像カ
メラ２００から標識１０へのベクトル（上述の第４ベクトルＶｃｓ）を算出する（ステッ
プＳ１２０）。具体的には、図６に示す第３ベクトルＶｇｐと第１ベクトルＶｐｓとを足
し合わせた後、第２ベクトルＶｇｃを差し引くことにより、第４ベクトルＶｃｓを算出す
る。上述のように、推定位置情報の示す位置を中心として所定範囲内の所定点を対象とし
て第３ベクトルＶｇｐが算出されるために、かかる第３ベクトルＶｇｐに基づき複数の第
４ベクトルＶｃｓが算出され得る。そこで、ステップＳ１２０では、これら複数の第４ベ
クトルＶｃｓの平均のベクトルを求め、得られたベクトルを、第４ベクトルＶｃｓとして
ステップＳ１２５以降において用いる。
【００４０】
　図５に示すように、領域推定部１１３は、ステップＳ１２０で算出された第４ベクトル
Ｖｃｓに基づき撮像画像内における対象地物が存在する領域（以下、単に「存在領域」と
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呼ぶ）を推定する（ステップＳ１２５）。本実施形態では、ステップＳ１２５において、
撮像画像内における右側半分の領域と左側半分の領域とのうちのいずれかの領域を、存在
領域として推定する。上述の存在領域は、請求項における所定地物存在領域に相当する。
【００４１】
　図７は、ステップＳ１２５において推定される存在領域の一例を示す説明図である。図
７では、説明の便宜上、ステップＳ１０５で取得された画像Ｆ１内に第４ベクトルＶｃｓ
を示している。図７に示すように、第４ベクトルＶｃｓは、画像Ｆ１の中心Ｃｐから標識
１０に向かうベクトルとして示されている。上述のステップＳ１２５において、領域推定
部１１３は、車両の進行方向と垂直な面、すなわち中心線５５と垂直な面への第４ベクト
ルＶｃｓの射影ベクトルを求め、かかる射影ベクトルが車両の進行方向に向かって右側に
向かうベクトルであるか、左側に向かうベクトルであるかを特定する。そして、領域推定
部１１３は、射影ベクトルが右側に向かうベクトルであると特定すると、撮像画像の右半
分の領域を存在領域と推定し、射影ベクトルが左側に向かうベクトルであると特定すると
、撮像画像の左半分の領域を存在領域と推定する。図７の例では、第４ベクトルＶｃｓの
射影ベクトルは車両の進行方向に向かって左側に向かうベクトルであると特定され、画像
Ｆ１の左側半分の領域Ａｒ１が、存在領域と推定される。
【００４２】
　図５に示すように、位置特定部１１４は、撮像画像のうち、ステップＳ１２５で推定さ
れた存在領域内において対象地物の候補となる地物（以下、「候補地物」と呼ぶ）の抽出
を行なう（ステップＳ１３０）。例えば、予め対象地物となり得る地物の輪郭パターンを
登録しておき、ステップＳ１３０では、画像内においてエッジ抽出等により輪郭抽出を行
い、かかる輪郭と登録しておいた輪郭パターンとを比較して、候補地物を抽出してもよい
。
【００４３】
　位置特定部１１４は、ステップＳ１３０で抽出された各候補地物について、各所定点に
関連付けられている対象地物のポリゴンとパターンマッチングを行い、撮像画像に写って
いる対象地物を特定する（ステップＳ１３５）。
【００４４】
　位置特定部１１４は、車両（ＧＰＳ測位部３００）からステップＳ１３５において特定
された対象地物へのベクトル（上述の第５ベクトルＶｇｓ）を算出する（ステップＳ１４
０）。上述したように、図４に示す地物テーブルには各地物の位置情報が登録されている
ので、位置特定部１１４は、かかる位置情報とステップＳ１１０で取得された推定位置情
報とを用いて第５ベクトルＶｇｓを求めることができる。
【００４５】
　位置特定部１１４は、ベクトルテーブルを参照して、ステップＳ１４０で算出された第
５ベクトルＶｇｓと各第１ベクトルＶｐｓとを比較して、第５ベクトルＶｇｓに最も近似
する第１ベクトルＶｐｓを特定すると共に、特定された第１ベクトルＶｐｓに対応付けら
れている所定点を特定する（ステップＳ１４５）。
【００４６】
　位置特定部１１４は、ステップＳ１４５で特定された所定点の位置を、車両の位置とし
て特定する（ステップＳ１５０）。
【００４７】
　以上説明した第１実施形態の位置特定装置１００では、撮像画像内における対象地物の
存在領域を推定し、かかる存在領域のみを候補地物の抽出処理の対象領域としている。し
たがって、撮像画像のすべての領域を対象として候補地物の抽出処理を実行する構成に比
べて、ＣＰＵ１１０の処理負荷を低減でき、車両位置の特定に要する時間を短縮できる。
また、撮像カメラ２００から標識１０へのベクトル（第４ベクトルＶｃｓ）を算出し、か
かるベクトルに基づき存在領域を推定するので、撮像画像内における標識１０が写ってい
る領域を精度良く推定することができる。
【００４８】
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　また、各所定点の位置情報を記憶すると共に各所定点に第１ベクトルＶｐｓを示す情報
を対応付けて記憶しているので、この第１ベクトルＶｐｓを利用して第４ベクトルＶｃｓ
を精度良く算出することができる。
【００４９】
　また、対象地物の位置情報を記憶しているので、対象地物を特定した際に車両（ＧＰＳ
測位部３００）から標識１０へのベクトル（第５ベクトルＶｇｓ）を特定できる。加えて
、車両の現在位置により近い所定点に対応付けられている第１ベクトルＶｐｓは、特定さ
れた第５ベクトルＶｇｓにより近似する。このため、第５ベクトルＶｇｓに最も近似する
第１ベクトルＶｐｓに対応付けられている所定点を車両の位置として特定することにより
、車両の位置を精度良く特定できる。
【００５０】
Ｂ．第２実施形態：
　図８は、第２実施形態における位置特定装置の概略構成を示すブロック図である。第２
実施形態の位置特定装置１００ａは、ハードディスク１４０が、第１ベクトル情報格納部
１４１に代えて第４ベクトル情報格納部１４４を有する点において、図１に示す第１実施
形態の位置特定装置１００と異なる。第２実施形態の位置特定装置１００ａにおけるその
他の構成要素は、第１実施形態の位置特定装置１００と同じであるので、同じ構成要素に
は同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００５１】
　第４ベクトル情報格納部１４４は、各所定点ごとに設定された第４ベクトルＶｃｓを示
す情報を、ベクトルテーブルとして予め格納している。
【００５２】
　図９は、第２実施形態におけるベクトルテーブルの設定内容の一例を示す説明図である
。第２実施形態のベクトルテーブルは、第１ベクトルフィールドに代えて、第４ベクトル
フィールドを有する点において、図３に示す第１実施形態のベクトルテーブルと異なる。
第２実施形態のベクトルテーブルにおける他の構成は、第１実施形態のベクトルテーブル
と同じであるので、詳細な説明を省略する。図９に示すように、第２実施形態のベクトル
テーブルでは、各所定点に対して第４ベクトルを示す情報が設定されている。本実施形態
では、車両（ＧＰＳ測位部３００）が各所定点の鉛直上方に位置する際の撮像カメラ２０
０から対象地物へのベクトルが、第４ベクトルＶｃｓとしてベクトルテーブルに設定され
ている。この第４ベクトルＶｃｓは、予め管理者によりベクトルテーブルに設定されてい
る。
【００５３】
　図１０は、第２実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチャートである
。第２実施形態の車両位置特定処理は、ステップＳ１１５およびＳ１２０に代えてステッ
プＳ１１６およびＳ１２１を実行する点と、ステップＳ１４５に代えてステップＳ１４５
ａを実行する点とにおいて、図５に示す第１実施形態の車両位置特定処理と異なる。第２
実施形態の車両位置特定処理における他の手順は、第１実施形態の車両位置特定処理と同
じであるので、同じ手順には同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００５４】
　図１０に示すように、ステップＳ１１０が実行されて推定位置情報が取得されると、領
域推定部１１３は、最近傍点を特定する（ステップＳ１１６）。領域推定部１１３は、ス
テップＳ１１６で特定された最近傍点に対応付けられている第４ベクトルＶｃｓを、第４
ベクトル情報格納部１４４に格納されているベクトルテーブルを参照して特定する（ステ
ップＳ１２１）。車両の現在位置として推定される位置に最も近傍の所定点に対応付けら
れている第４ベクトルＶｃｓは、車両の現在位置において撮像カメラ２００から対象地物
へのベクトルに近似する。
【００５５】
　ステップＳ１２１の実行後、上述したステップＳ１２５～Ｓ１４０が実行される。ステ
ップＳ１４０の実行後、位置特定部１１４は、ステップＳ１４０で算出された第５ベクト
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ルＶｇｓと各所定点の第４ベクトルＶｃｓとを比較して、第５ベクトルＶｇｓに最も近似
する第４ベクトルＶｃｓを特定すると共に、特定された第４ベクトルＶｃｓに対応付けら
れている所定点を特定する（ステップＳ１４５ａ）。その後、上述したステップＳ１５０
が実行される。
【００５６】
　以上説明した第２実施形態の位置特定装置１００ａは、第１実施形態の位置特定装置１
００と同様な効果を有する。加えて、車両の現在位置として推定される位置に最も近傍の
所定点に対応付けられている第４ベクトルＶｃｓを特定し、かかる第４ベクトルＶｃｓに
基づき存在領域を推定する。車両の現在位置として推定される位置に最も近傍の所定点に
対応付けられている第４ベクトルＶｃｓは、車両の現在位置において撮像カメラ２００か
ら対象地物へのベクトルに近似するので、存在領域を精度良く推定できる。また、予め第
４ベクトルＶｃｓをベクトルテーブルに登録しておき、かかるテーブルから第４ベクトル
Ｖｃｓを選択して特定するので、第４ベクトルＶｃｓの特定に要する処理負荷を軽減でき
る。このため、車両位置の特定に要する時間をより短縮できる。
【００５７】
　なお、第２実施形態において第４ベクトルＶｃｓは、請求項における第１のベクトルに
相当する。
【００５８】
Ｃ．第３実施形態：
　図１１および図１２は、第３実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチ
ャートである。第３実施形態の位置特定装置の構成は、図１に示す第１実施形態の位置特
定装置１００の構成と同じであるので、同じ構成要素には同一の符号を付し、その詳細な
説明を省略する。第３実施形態の車両位置特定処理は、ステップＳ１１１，Ｓ１１２およ
びＳ１１３を追加実行する点において、図５に示す第１実施形態の車両位置特定処理と異
なる。第３実施形態の車両位置特定処理における他の手順は、第１実施形態の車両位置特
定処理と同じであるので、同じ手順には同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００５９】
　第３実施形態の車両位置特定処理では、所定条件の下、存在領域として推定する領域を
画像内において変位（シフト）させる。以下、その具体的な内容について、図１１および
図１２に即して説明する。
【００６０】
　図１１に示すように、ステップＳ１１０が実行されて推定位置情報が取得されると、領
域推定部１１３は、最近傍点を特定する（ステップＳ１１１）。なお、このステップＳ１
１１は、上述した第２実施形態のステップＳ１１６と同じである。
【００６１】
　領域推定部１１３は、ベクトルテーブルを参照して、ステップＳ１１１で特定された最
近傍点に対応付けられている対象地物を特定し、かかる対象地物が、前回車両の位置とし
て特定された所定点に対応付けられている対象地物と同じであるか否かを判定する（ステ
ップＳ１１２）。
【００６２】
　最近傍点に対応付けられている対象地物が、前回車両の位置として特定された所定点に
対応付けられている対象地物と同じであると判定されると（ステップＳ１１２：ＹＥＳ）
、領域推定部１１３は、前回推定された存在領域よりも撮像画像の周縁寄りにシフトした
領域を、今回の存在領域として推定する（ステップＳ１１３）。このとき、領域推定部１
１３は、前回推定された存在領域が、撮像画像内において左側半分の領域内に位置する場
合、撮像画像の左側の周縁寄りに所定量だけシフトした領域を、今回の存在領域として推
定する。これに対して、領域推定部１１３は、前回推定された存在領域が、撮像画像内に
おいて右側半分の領域内に位置する場合、撮像画像の右側の周縁寄りに所定量だけシフト
した領域を、今回の存在領域として推定する。
【００６３】
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　図１３は、ステップＳ１１３の処理の一例を示す説明図である。図１３（Ａ）は、前回
車両位置特定処理が実行された際に取得された画像Ｆ１を示し、図１３（Ｂ）は、今回車
両位置特定処理が実行された際に取得された画像Ｆ１１を示す。図１３（Ａ）は、図７に
示す画像Ｆ１と同じである。但し、図１３（Ａ）では、存在領域Ａｒ１の中心点Ａｃ１を
追加して示している。図１３（Ｂ）では、図１３（Ａ）と同様に、画像Ｆ１１内に第４ベ
クトルＶｃｓを示している。
【００６４】
　図１３（Ａ）に示すように、前回の車両位置特定処理では、存在領域Ａｒ１として、画
像Ｆ１の左側半分の領域が特定されている。したがって、今回の車両位置特定処理におい
てステップＳ１１３が実行されると、図１３（Ｂ）に示すように、画像Ｆ１１内において
より左側の周縁に寄った領域Ａｒ１１が、存在領域として特定される。上述の「左側の周
縁寄り」とは、本実施形態では、領域の中心点が、左側の周縁に向かってシフトしている
ことを意味する。具体的には、図１３（Ｂ）に示す存在領域Ａｒ１１の中心点Ａｃ２は、
図１３（Ａ）に示す存在領域Ａｒ１の中心点Ａｃ１に対して、ΔＡだけ左側の周縁に向か
ってシフトしている。なお、存在領域の中心点の縦方向の位置は変化していない。本実施
形態では、存在領域の左端は画像の左端と一致している。このため、存在領域の中心点が
左側にシフトした場合であっても存在領域の左端はシフトしないので、図１３（Ｂ）に示
す存在領域Ａｒ１１は、図１３（Ａ）に示す存在領域Ａｒ１に比べて小さい。
【００６５】
　図１３に示すように、車線５０の左側に配置されている標識１０は、車両が進行するに
したがって撮像カメラ２００から見てより左側にシフトしていく。このため、撮像画像内
の標識１０の位置も、時間的により後に取得された画像においてより左側に位置すること
になる。したがって、同じ対象地物を抽出する場合、時間的により後に取得された画像に
おいてより周縁部にシフトした領域を存在領域として推定することができる。本実施形態
では、存在領域のシフト量ΔＡは、予め車速に応じた所定量としてＲＯＭ１３０に記憶さ
れている。具体的には、例えば、現在の車速がより高いほどより大きなシフト量が、シフ
ト量ΔＡとして設定されている。
【００６６】
　図１２に示すように、上述したステップＳ１１３の実行後、上述したステップＳ１３０
以降の処理が実行される。
【００６７】
　上述のステップＳ１１２において、最近傍点に対応付けられている対象地物が、前回車
両の位置として特定された所定点に対応付けられている対象地物と同じではないと判定さ
れると（ステップＳ１１２：ＮＯ）、図１２に示すように、上述したステップＳ１１５以
降の処理が実行される。したがって、この場合、第３ベクトルＶｇｐおよび第４ベクトル
Ｖｃｓが算出され、第４ベクトルＶｃｓに基づき存在領域が推定される。最近傍点に対応
付けられている対象地物が、前回車両の位置として特定された所定点に対応付けられてい
る対象地物と同じではない場合、今回の車両位置特定処理における対象地物は、前回の対
象地物と異なる可能性が高い。したがって、上述のように、時間的により後に取得された
画像においてより周縁部にシフトした領域を存在領域として推定することができない。こ
のため、第１実施形態と同様に、改めて第４ベクトルＶｃｓを算出して、第４ベクトルＶ
ｃｓに基づき存在領域を推定するようにしている。
【００６８】
　以上説明した第３実施形態の位置特定装置１００は、第１実施形態の位置特定装置１０
０と同様な効果を有する。加えて、今回の車両位置特定処理における対象地物が、前回の
対象地物と同じであると推定される場合には、前回に比べて画像の周縁寄りにシフトさせ
た領域を存在領域として推定するので、存在領域をより精度良く推定できる。また、周縁
寄りにシフトさせることにより、存在領域を狭めることができるので、候補地物の抽出処
理を実行する際のＣＰＵ１１０の処理負荷をより軽減できる。このため、車両位置の特定
に要する時間をより短縮できる。
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【００６９】
Ｄ．第４実施形態：
　図１４は、第４実施形態におけるベクトルテーブルの設定内容の一例を示す説明図であ
る。第４実施形態の位置特定装置の構成は、ベクトルテーブルの設定内容において、第１
実施形態の位置特定装置１００と異なる。第４実施形態の位置特定装置における他の構成
は、第１実施形態の位置特定装置１００の構成と同じであるので、同じ構成要素には同一
の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００７０】
　図１４に示すように、第４実施形態のベクトルテーブルは、「角度」フィールドが追加
されている点において、図３に示す第１実施形態のベクトルテーブルと異なる。他の構成
（フィールド）は、第１実施形態のベクトルテーブルと同じであるので、その詳細な説明
を省略する。なお、図１４のベクトルテーブルでは、上述した所定点ｐ１～ｐ３とは異な
る４つの所定点ｐ５，ｐ６，ｐ７，ｐ８についてのレコードがそれぞれ設定されている。
本実施形態において、角度フィールドは、第１ベクトルと対象地物の代表面の法線との間
の角度を意味する。
【００７１】
　図１５は、ベクトルテーブルにおける角度フィールドの設定内容の一例を示す説明図で
ある。図１５の例では、車線５１上の中心線５６上に４つの所定点ｐ５～ｐ８が設定され
ている。これら４つの所定点ｐ５～ｐ８については、対象地物として、標識１１が設定さ
れている。なお、図１４に示す対象地物識別子「Ｌ１１」は、標識１１の識別子である。
図１５に示すように、４つの所定点ｐ５～ｐ８には、それぞれ第１ベクトルＶｐｓ５～Ｖ
ｐｓ８が設定されている。
【００７２】
　図１５において、破線の吹き出し内に示すように、各所定点ｐ５～ｐ８には、標識１１
の代表面Ｓｒの法線ベクトルＰＬと、第１ベクトルＶｐｓ５～Ｖｐｓ８との間の角度（以
下、「対象地物角度」と呼ぶ）が設定されている。なお、本実施形態において、「法線ベ
クトルＰＬと第１ベクトルＶｐｓとの間の角度」とは、これら２つのベクトルをそれぞれ
Ｘ－Ｙ平面と、Ｘ－Ｚ平面と、Ｙ－Ｚ平面との３つの面にそれぞれ射影したベクトルを求
め、各面において２つの射影ベクトル間の角度を求めた場合に得られる２つの角度のうち
、より小さい側の角度を意味する。本実施形態においてＸ－Ｙ平面とは、標識１１の設置
位置における水平面を意味し、Ｘ－Ｚ平面とは、Ｘ－Ｙ平面に垂直且つ中心線５６と平行
な面を意味し、Ｙ－Ｚ平面とは、Ｘ－Ｙ平面に垂直且つ中心線５６と直交する平面を意味
する。なお、図１５では、各所定点ｐ５～ｐ８について、法線ベクトルＰＬと第１ベクト
ルＶｐｓとの間の角度のうち、Ｘ－Ｙ平面への射影ベクトル間の角度を代表して表してい
る。
【００７３】
　図１４および図１５に示すように、所定点ｐ５については、法線ベクトルＰＬと第１ベ
クトルＶｐｓ５との間の角度θｘ５が対象地物角度の一部として設定されている。同様に
、所定点ｐ６については法線ベクトルＰＬと第１ベクトルＶｐｓ６との間の角度θｘ６が
、所定点ｐ７については法線ベクトルＰＬと第１ベクトルＶｐｓ７との間の角度θｘ７が
、所定点ｐ８については法線ベクトルＰＬと第１ベクトルＶｐｓ８との間の角度θｘ８が
、それぞれ対象地物角度の一部として設定されている。
【００７４】
　図１５に示すように、対象地物角度のうち、Ｘ－Ｙ平面への射影ベクトル間の角度は、
標識１１により近い所定点ほどより大きな値が設定されることになる。図１５の例では、
所定点ｐ８は、中心線５６に沿って標識１１の側方に位置しており、対象地物角度は９０
度である。このように、対象地物角度は、所定点ごとに異なるため、撮像画像内における
対象地物の代表面の外観形状は、所定点ごとに異なる。
【００７５】
　図１６は、第４実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチャートである
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。第４実施形態の車両位置特定処理は、ステップＳ１３１を追加して実行する点と、ステ
ップＳ１３５に代えてステップＳ１３５ａを実行する点において、図５に示す第１実施形
態の車両位置特定処理と異なる。第４実施形態の車両位置特定処理における他の手順は、
第１実施形態の車両位置特定処理と同じであるので、同じ手順には同一の符号を付し、そ
の詳細な説明を省略する。
【００７６】
　ステップＳ１３０が実行されて候補地物が抽出されると、位置特定部１１４は、抽出さ
れた各候補地物の外形を、最近傍点に対応付けられている対象地物角度に基づき補正する
（ステップＳ１３１）。具体的には、位置特定部１１４は、先ず最近傍点を特定すると共
に、ベクトルテーブルを参照して最近傍点に対応付けられている対象地物角度を特定する
。次に、位置特定部１１４は、特定された対象地物角度を用いて候補地物の代表面が画像
内において正面を向くように（標識１１の法線ベクトルＰＬと第１ベクトルＶｐｓとが平
行となるように）画像処理を行って候補地物の外形を補正（変形）する。なお、画像処理
の具体的な手法については、公知の任意の手法を採用し得る。
【００７７】
　位置特定部１１４は、補正後の各候補地物について、各所定点に関連付けられている対
象地物とパターンマッチングを行い、撮像画像に写っている対象地物を特定する（ステッ
プＳ１３５ａ）。ステップＳ１３５ａの実行後、上述したステップＳ１４０～Ｓ１５０が
実行される。
【００７８】
　以上説明した第４実施形態の位置特定装置１００は、第１実施形態の位置特定装置１０
０と同様な効果を有する。加えて、予め各所定点に対象地物角度を設定しておき、最近傍
点に対応付けられている対象地物角度に基づき候補地物を補正（変形）するので、対象地
物に対する車両の相対的な位置が車線５１の中心線５６上のどのような位置であっても、
候補地物を対象としてパターンマッチングを行なう際に精度良く対象地物を特定できる。
【００７９】
Ｅ．第５実施形態：
Ｅ１．装置構成：
　図１７は、第５実施形態における位置特定装置の概略構成を示すブロック図である。第
５実施形態の位置特定装置１００ｂは、レーザスキャナ入力インターフェイス（Ｉ／Ｆ）
部１７０を有する点と、ハードディスク１４０が第２ベクトル情報格納部１４２に代えて
第６ベクトル情報格納部１４５を有する点とにおいて、図１に示す第１実施形態の位置特
定装置１００と異なる。第５実施形態の位置特定装置１００ｂにおけるその他の構成要素
は、第１実施形態の位置特定装置１００と同じであるので、同じ構成要素には同一の符号
を付し、その詳細な説明を省略する。
【００８０】
　レーザスキャナ入力インターフェイス部１７０は、レーザスキャナ４００と接続するた
めのインターフェイスを有し、レーザスキャナ４００と接続されている。また、レーザス
キャナ入力インターフェイス部１７０は内部バス１９０に接続されており、レーザスキャ
ナ４００による測定結果を内部バス１９０を介してＣＰＵ１１０に送る。レーザスキャナ
４００は、レーザパルスを照射してその反射波を受信することで、レーザスキャナ４００
の位置を基準とした対象物までの距離、水平角度、および垂直角度を計測する。
【００８１】
　図１８は、第５実施形態における第６ベクトルを示す説明図である。図１７に示す第６
ベクトル情報格納部１４５には、予め第６ベクトルが格納されている。図１８に示すよう
に、第６ベクトルＶｐｃは、ＧＰＳ測位部３００が所定点の鉛直上方に位置した場合の所
定点から撮像カメラ２００へのベクトルに相当する。図１８では、ＧＰＳ測位部３００が
所定点ｐ１の鉛直上方に位置した場合の第６ベクトルＶｐｃを示している。但し、この第
６ベクトルＶｐｃは、車両の位置にかかわらず一定となるベクトルである。すなわち、Ｇ
ＰＳ測位部３００が他の所定点の鉛直上方に位置する場合であっても、その所定点から撮
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像カメラ２００へのベクトルは、図１８に示す第６ベクトルＶｐｃと同じである。また、
ＧＰＳ測位部３００が所定点とは異なる任意の位置の鉛直上方に位置する場合であっても
、その位置から撮像カメラ２００へのベクトルは、図１８に示す第６ベクトルＶｐｃと同
じである。このような第６ベクトルＶｐｃは、予め計測により求めることができる。
【００８２】
Ｅ２．車両位置特定処理：
　図１９は、第５実施形態における車両位置特定処理の手順を示すフローチャートである
。位置特定装置１００ｂでは、電源がオンの後、車両位置特定処理が繰り返し実行される
。先ず、画像データ取得部１１１は、画像データを取得する（ステップＳ２０５）。この
ステップＳ２０５は、各実施形態のステップＳ１０５と同じであるので、詳細な説明を省
略する。
【００８３】
　領域推定部１１３は、撮像時のＧＰＳ測位部３００による測位結果に基づき、車両の推
定される現在位置の周辺の所定点を特定する（ステップＳ２１０）。ＧＰＳ測位部３００
は、複数のＧＰＳ衛星からそれぞれ信号を受け、各信号に基づきそれぞれ現在位置が含ま
れると推定される領域を特定する。そしてこれら複数の特定された領域が重なる領域内に
存在する所定点を、ステップＳ２１０において推定される現在位置の周辺の所定点として
特定する。なお、推定される現在位置の周辺の所定点の特定方法は、上述した方法に限定
されず、例えば、以下のような方法も採用可能である。すなわち、ＧＰＳ測位部３００に
よる測位によって得られた位置を中心として所定領域（例えば、所定半径の円形領域）内
に存在する所定点を、推定される現在位置の周辺の所定点として特定する方法を採用して
もよい。以降では、ステップＳ２１０において図２に示す上述の３つの所定点ｐ１，ｐ２
，ｐ３が特定されたものとして説明する。
【００８４】
　領域推定部１１３は、ステップＳ２１０で特定された各所定点ごとに、第１ベクトルＶ
ｐｓが撮像画像内に写ったと仮定した場合の撮像画像内における第１ベクトルＶｐｓの終
点を特定し、かかる終点の位置を中心とした所定範囲を、存在領域の候補となる領域（以
下、「候補存在領域」と呼ぶ）として特定する（ステップＳ２１５）。本実施形態では、
画像内における第１ベクトルＶｐｓの終点の位置を中心として、所定数の画素を一辺とす
る正方形の領域を候補存在領域として特定する。また、かかる領域の一辺の大きさは、所
定点と対象地物との距離（第１ベクトルＶｐｓの大きさ）に応じて設定されている。具体
的には、対象地物との距離がより小さい所定点に対応する候補存在領域の一辺の大きさは
より大きく設定されている。同一の対象地物の撮像画像内における大きさは、車両が対象
地物からより遠くに離れているほどより小さいので、上述の構成とすることで、時間の経
過と共に適切な大きさの領域を候補存在領域として特定できる。ステップＳ２１５が実行
された後、領域推定部１１３は、ステップＳ２１５で得られた各所定点についての候補存
在領域をすべて合わせた領域を、存在領域として特定する（ステップＳ２２０）。
【００８５】
　図２０は、第５実施形態における存在領域を示す説明図である。図２０の画像Ｆ１は、
存在領域Ａｒ１に代えて、存在領域Ａｒ２０を有する点において、図７に示す画像Ｆ１と
異なり、他の構成は、図７の画像Ｆ１と同じである。
【００８６】
　図２０では、存在領域Ａｒ２０は、太い実線で囲まれた領域として表わされている。こ
の存在領域Ａｒ２０は、候補存在領域Ａｒ１１と、候補存在領域Ａｒ１２と、候補存在領
域Ａｒ１３とを合わせた領域である。候補存在領域Ａｒ１１は、所定点ｐ１についての候
補存在領域である。すなわち、候補存在領域Ａｒ１１は、車両の現在位置が所定点ｐ１で
ある場合に、撮像画像において対象地物（標識１０）が存在するであろうと推定される領
域である。同様に、候補存在領域Ａｒ１２は所定点ｐ２についての、また、候補存在領域
Ａｒ１３は所定点ｐ３についての、それぞれ候補存在領域である。３つの所定点ｐ１，ｐ
２，ｐ３のうち、所定点ｐ１が対象地物である標識１０から最も遠く、所定点ｐ２が標識
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１０から２番目に遠く、所定点ｐ３が標識１０に最も近い。したがって、図２０に示すよ
うに、候補存在領域Ａｒ１１が最も小さく、候補存在領域Ａｒ１２が２番目に小さく、候
補存在領域Ａｒ１３が最も大きい。
【００８７】
　図１９に示すように、ステップＳ２２０の実行後、ステップＳ２２５およびＳ２３０が
実行される。これら２つのステップは、上述した各実施形態のステップＳ１３０およびＳ
１３５と同じであるので、詳細な説明を省略する。
【００８８】
　ステップＳ２３０により対象地物が特定されると、位置特定部１１４は、撮像画像内に
おける撮像カメラ２００から対象地物までのベクトルを特定する（ステップＳ２３５）。
図２０の例では、撮像カメラ２００から対象地物までのベクトルとはすなわち画像Ｆ１の
中心Ｃｐから対象地物の中心点へのベクトルＶｆが、ステップＳ２３５において特定され
る。
【００８９】
　位置特定部１１４は、レーザスキャナ入力インターフェイス部１７０を介してレーザス
キャナ４００を制御して、レーザスキャナ４００から対象地物までの距離、水平角度、お
よび垂直角度を特定する。ここで、本実施形態では、レーザスキャナ４００は撮像カメラ
２００の近傍に配置されている。したがって、レーザスキャナ４００から対象地物までの
距離、水平角度、および垂直角度は、撮像カメラ２００から対象地物までの距離、水平角
度、および垂直角度とみなすことができる。つまり、位置特定部１１４は、撮像カメラ２
００から対象地物までの距離、水平角度、および垂直角度を特定する（ステップＳ２４０
）。
【００９０】
　位置特定部１１４は、ステップＳ２３５で特定されたベクトル（例えばベクトルＶｆ）
と、ステップＳ２４０で特定された距離、水平角度、および垂直角度に基づき、現実の（
画像Ｆ１上ではない）撮像カメラ２００から対象地物へのベクトル（第４ベクトルＶｃｓ
）を特定する（ステップＳ２４５）。位置特定部１１４は、第６ベクトル情報格納部１４
５に格納されている第６ベクトルＶｐｃを読み出し、ステップＳ２４５で特定された第４
ベクトルＶｃｓに対して第６ベクトルＶｐｃを足し合わせて現在位置から対象地物へのベ
クトルを求める（ステップＳ２５０）。位置特定部１１４は、ステップＳ２５０で得られ
たベクトルと、対象地物の座標とから、車両の現在位置を特定する（ステップＳ２５５）
。
【００９１】
　図２１は、ステップＳ２５０およびＳ２５５の処理内容を模式的に示す説明図である。
上述のように、ステップＳ２４５では、図２１に示す第４ベクトルＶｃｓが特定されてい
る。したがって、かかる第４ベクトルＶｃｓに対して第６ベクトルＶｐｃを加えることに
より、車両の現在位置ｐｐから対象地物である標識１０へのベクトル（ベクトルＶｔ）が
求められる。そして、このベクトルＶｔと標識１０の座標とが分かるので、現在位置ｐｐ
の座標を特定することができる。
【００９２】
　以上説明した第５実施形態の位置特定装置１００ｂは、第１実施形態の位置特定装置１
００と同様の効果を有する。以上の各実施形態からも理解できるように、位置特定装置に
第２ベクトルＶｇｃを予め格納しておくことは必須ではなく、本実施形態のように、或る
地点（ＧＰＳ測位部３００の鉛直下方の地点）から撮像カメラ２００へのベクトルである
ベクトルＶｐｃを予め格納しておいてもよい。
【００９３】
Ｅ３．第５実施形態の変形例：
　上述した第５実施形態の車両位置特定処理の手順を以下のように変更してもよい。すな
わち、ステップＳ２０５～Ｓ２３０が実行された後、特定された対象地物の撮像画像上の
位置（対象地物の中心点の位置）が、いずれの候補存在領域内に存在するかを特定する。



(19) JP 6441616 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

そして、対象地物が存在する候補存在領域に対応付けられている所定点の位置を、車両の
現在位置として特定する。例えば、図２０の例では、標識１０は、候補存在領域Ａｒ１２
内に存在するため、車両の現在位置として所定点ｐ２の位置が特定されることとなる。候
補存在領域は、当該候補存在領域に対応する所定点に車両が位置する場合に、撮像画像内
に対象地物が映し出される可能性のある領域として設定されている。したがって、当該候
補存在領域に対象地物が存在することは、車両が当該候補存在領域に対応付けられている
所定点、またはその近傍に位置していることを示す。それゆえ、上述の変形例によっても
、車両の現在位置を精度よく特定できる。加えて、処理が簡素になることから、車両位置
特定処理全体の処理負荷を軽減でき、車両の現在位置の特定に要する時間を短縮できる。
【００９４】
Ｆ．変形例：
Ｆ１．変形例１：
　第２実施形態および第５実施形態を除く他の実施形態では、車両位置特定処理のステッ
プＳ１４５において、第５ベクトルＶｇｓに最も近似する第１ベクトルＶｐｓを特定して
いたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、各所定点ごとに第５ベクトル
Ｖｇｓから第３ベクトルＶｇｐを差引くことで得られるベクトル（Ｖｇｓ－Ｖｇｐ）を特
定し、当該所定点に設定されている第１ベクトルＶｐｓと特定されたベクトルとを比較し
て、これら２つのベクトルの差が最も小さい所定点を特定してもよい。第５ベクトルＶｇ
ｓから第３ベクトルＶｇｐを差引くことで得られるベクトル（Ｖｇｓ－Ｖｇｐ）は、第１
ベクトルＶｐｓにより近似する。したがって、このようなベクトルに最も近似する第１ベ
クトルＶｐｓが設定されている所定点を特定することにより、実際の車両の位置により近
い位置の所定点を特定でき、車両の位置をより精度良く特定できる。
【００９５】
　同様に、第２実施形態では、車両位置特定処理のステップＳ１４５ａにおいて、第５ベ
クトルＶｇｓに最も近似する第４ベクトルＶｃｓを特定していたが、本発明はこれに限定
されるものではない。例えば、第５ベクトルＶｇｓから第２ベクトルＶｇｃを差引くこと
で得られるベクトル（Ｖｇｓ－Ｖｇｃ）を特定し、各所定点ごとに当該所定点に設定され
ている第４ベクトルＶｃｓと特定されたベクトルとを比較して、これら２つのベクトルの
差が最も小さい所定点を特定してもよい。第５ベクトルＶｇｓから第２ベクトルＶｇｃを
差引くことで得られるベクトル（Ｖｇｓ－Ｖｇｃ）は、第４ベクトルＶｃｓにより近似す
る。したがって、このようなベクトルに最も近似する第４ベクトルＶｃｓが設定されてい
る所定点を特定することにより、実際の車両の位置により近い位置の所定点を特定でき、
車両の位置をより精度良く特定できる。
【００９６】
Ｆ２．変形例２：
　第２実施形態および第５実施形態を除く他の実施形態では、ステップＳ１４５で特定さ
れた所定点を、車両の位置として特定していた。また、第２実施形態では、ステップＳ１
４５ａで特定される所定点を、車両の位置として特定していた。しかしながら、本発明は
これらに限定されるものではない。ステップＳ１０５において画像データを取得してから
ステップＳ１５０で車両位置を特定するまでの間に、車両が移動していると、ステップＳ
１５０で特定された位置は、ステップＳ１５０が実際に実行される際の実際の車両位置か
らずれている。そこで、ステップＳ１０５が開始されてからステップＳ１５０が完了する
までに要する時間を計測しておき、かかる時間と車両の速度とに基づき、ステップＳ１０
５が開始されてからステップＳ１５０が完了するまでの間の車両の移動距離を求め、かか
る移動距離に基づきステップＳ１４５またはＳ１４５ａで特定された所定点の位置を車両
の進行方向に補正した位置を特定し、かかる位置を車両の位置として特定してもよい。こ
のような構成により、現在の車両位置をより精度良く特定できる。
【００９７】
Ｆ３．変形例３：
　第３実施形態および第５実施形態を除く他の実施形態では、存在領域は、画像内の右側
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半分または左側半分の領域として推定されていたが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。例えば、画像を上下および左右の合計４つに分割した場合のいずれかの領域として
存在領域を推定してもよい。例えば、図７の例では、中心線５５と垂直な面への第４ベク
トルＶｃｓの射影ベクトルを求めた後、かかる射影ベクトルが左右のいずれの方向に向か
うベクトルであるかを特定すると共に、上下のいずれの方向に向かうベクトルであるかを
特定することにより、４つの領域のいずれかを存在領域として推定することができる。
【００９８】
　また、存在領域の形状は、矩形に限らず円形や三角形など任意の形状としてもよい。ま
た、対象地物が路面標示ではなく標識や電柱といった道路の外側に配置される地物であれ
ば、撮像画像内において明らかに道路であると推定される領域を除いて存在領域を推定し
てもよい。道路であると推定される領域は、例えば、白線および縁石をパターンマッチン
グ等により検出してこれらで挟まれた領域（すなわち車線）として推定できる。
【００９９】
Ｆ４．変形例４：
　第２実施形態において、ベクトルテーブルに設定されている第４ベクトルＶｃｓは、車
両（ＧＰＳ測位部３００）が各所定点の鉛直上方に位置する際の撮像カメラ２００から対
象地物へのベクトルであったが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、各所
定点の鉛直上方から車両の進行方向またはその反対方向に沿って所定距離だけオフセット
した点に車両（ＧＰＳ測位部３００）が位置する際の撮像カメラ２００から対象地物への
ベクトルを、第４ベクトルＶｃｓとしてベクトルテーブルに設定してもよい。
【０１００】
Ｆ５．変形例５：
　各実施形態において、所定点は、中心線５５，５６上に設定されていたが、中心線５５
，５６に代えて、車線５０，５１に沿った任意の位置に設定されていてもよい。また、所
定点は、中心線５５，５６に沿って所定間隔で設定されていたが、任意の間隔で設定され
てもよい。
【０１０１】
Ｆ６．変形例６：
　各実施形態では、ハードディスク１４０に予め格納されている第２ベクトルＶｇｃは、
１種類であったが、１種類に限らず任意の種類のベクトルを、第２ベクトルＶｇｃとして
格納してもよい。例えば、位置特定装置１００が複数種類の車両に用いられる場合、各種
類の車両ごとに、測位部３００の設置位置および撮像カメラ２００の設置位置は異なり得
る。そこで、予め車種ごとに第２ベクトルＶｇｃをハードディスク１４０に格納しておき
、車両位置特定処理の実行前に又は実行中において車種を特定し、車種に応じた第２ベク
トルＶｇｃを用いる構成としてもよい。このような構成により、車両内における測位部３
００および撮像カメラ２００の実際の配置に即したベクトルを、第２ベクトルＶｇｃとし
て用いることができるので、車両の位置をより高い精度で特定できる。
【０１０２】
Ｆ７．変形例７：
　各実施形態において、第１ないし第４ベクトルの各ベクトルの起点および終点を入れ替
えてもよい。例えば、第１実施形態において、第１ベクトルＶｐｓとして、対象地物を起
点として各所定点を終点とするベクトルを採用してもよい。また、第２実施形態において
、第４ベクトルＶｃｓとして、対象地物を起点とし、車両（ＧＰＳ測位部３００）が各所
定点の鉛直上方に位置する際の撮像カメラ２００の位置を終点とするベクトルを採用して
もよい。
【０１０３】
Ｆ８．変形例８：
　第４実施形態では、図１６のステップＳ１３１において対象地物角度に基づく形状の補
正対象は、候補地物であったが、候補地物に代えてまたは候補地物に加えて、各所定点に
関連付けられている対象地物のポリゴンの外形を、補正対象としてもよい。
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【０１０４】
Ｆ９．変形例９：
　第４実施形態では、各所定点に対応付けられて設定されている角度（対象地物角度）は
、法線ベクトルＰＬと第１ベクトルＶｐｓとの間の角度であったが、かかる角度に代えて
、対象地物の代表面Ｓｒと第１ベクトルＶｐｓとの間の角度であってもよい。このような
角度は、例えば、以下のように特定できる。すなわち、先ずＸ－Ｙ平面、Ｘ－Ｚ平面およ
びＹ－Ｚ平面への代表面Ｓｒおよび第１ベクトルＶｐｓの射影を求め、次に各平面におけ
る代表面Ｓｒの射影と第１ベクトルＶｐｓの射影との間の角度のうち、最も小さい角度を
求め、かかる角度を代表面Ｓｒと第１ベクトルＶｐｓとの間の角度としてもよい。すなわ
ち、一般には、所定地物の代表面と前記第１のベクトルとの間の角度に関連する任意の角
度を、本発明の位置特定装置における関連角度として採用してもよい。
【０１０５】
Ｆ１０．変形例１０：
　各実施形態の位置特定装置１００，１００ａの構成は、あくまで一例であり、種々変形
可能である。例えば、第１ベクトル情報格納部１４１、第２ベクトル情報格納部１４２、
地物情報格納部１４３等は、いずれもハードディスク１４０に記憶されていたが、ハード
ディスク１４０に代えてＲＯＭ１３０に記憶されてもよい。また、撮像カメラ２００およ
び測位部３００は、位置特定装置１００とは別体であったが、撮像カメラ２００および測
位部３００のうちの少なくとも一方を位置特定装置１００と一体に構成してもよい。また
、撮像カメラ２００は、撮像範囲が車両前方となるように配置されていたが、これに代え
て、撮像範囲が車両後方となるように配置してもよい。また、各実施形態において説明し
た対象地物は車線５０，５１の外側に配置されている標識１０，１１であったが、これに
代えて、路面標示であってもよい。また、ＧＰＳ測位部３００に代えて、欧州が開発予定
のＧａｌｉｌｅｏシステムを用いてもよい。また、各実施形態では、車両位置特定処理に
おいて用いられる画像データは、撮像カメラ２００により得られたデータであったが、本
発明はこれに限定されるものではない。例えば、車両からミリ波帯の電波やレーザーを照
射し、その反射波により表される画像データを用いてもよい。
【０１０６】
Ｆ１１．変形例１１：
　上記実施形態において、ハードウェアによって実現されていた構成の一部をソフトウェ
アに置き換えるようにしてもよく、逆に、ソフトウェアによって実現されていた構成の一
部をハードウェアに置き換えるようにしてもよい。また、本発明の機能の一部または全部
がソフトウェアで実現される場合には、そのソフトウェア（コンピュータプログラム）は
、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納された形で提供することができる。この発
明において、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスクやＣ
Ｄ－ＲＯＭのような携帯型の記録媒体に限らず、各種のＲＡＭやＲＯＭ等のコンピュータ
内の内部記憶装置や、ハードディスク等のコンピュータに固定されている外部記憶装置も
含んでいる。すなわち、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、データを一時的
ではなく固定可能な任意の記録媒体を含む広い意味を有している。
【０１０７】
　本発明は、上述の実施形態や変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範
囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形
態中の技術的特徴に対応する実施形態、変形例中の技術的特徴は、上述の課題の一部又は
全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、
差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に
必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。
【符号の説明】
【０１０８】
　　１０…標識
　　１１…標識
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　　５０…車線
　　５１…車線
　　５５…中心線
　　５６…中心線
　　６０…中央線
　　７０…縁石
　　１００…位置特定装置
　　１００ａ…位置特定装置
　　１１０…ＣＰＵ
　　１１１…画像データ取得部
　　１１２…測位結果取得部
　　１１３…領域推定部
　　１１４…位置特定部
　　１４０…ハードディスク
　　１４１…第１ベクトル情報格納部
　　１４２…第２ベクトル情報格納部
　　１４３…地物情報格納部
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