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歩行者事故削減のための GPS と車両からの
電波を用いた歩行者位置精度向上の提案
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1. はじめに
平成 24 年度における交通事故発生件数[1]は
約 66 万件,死亡事故発生件数は 4280 件であり,
死亡事故のうち,歩行者対車両の事故が全体の約
44%を占めており,歩行者の安全性向上が急務で
ある.そこで筆者らは,歩行者が携帯するモバイ
ル端末から周辺車両に位置情報等を通知する歩
車間通信の検討を行っている[2].ここでは,歩行
者の位置を高精度に特定することが極めて重要
であるが,都市部では建物の遮蔽・反射の影響に
よりモバイル端末に搭載される GPS 受信機の測
位精度が大幅に劣化し,数 10m にのぼり，または
衛星数が足りなくて測位できないことがよく発
生する．この問題に対して,本稿では,周辺車両
からの情報を GPS 測位信号に加えて歩行者の位
置精度を向上させる方式を提案する.

2. 従来の位置測位の精度と先行研究
2.1. 歩行者の位置推定
現在,屋外測位では GPS を用いた手法が主とし
て用いられる.各 GPS 衛星の測位信号から計測し
た距離情報を S/N 比に基づき重み付けを行うこ
とにより,測位精度を向上させる先行研究[3]が
あるが,衛星数が足りない場合対応できない問題
が残っている.
また GPS 信号が届かない屋内において既知の
位置にアクセスポイント(AP)を設置し,電波の距
離減衰の特性を用いて,AP からの受信状況から
AP との距離を推定して,測位する先行研究[5]が
ある.AP からの距離の推定には,直接波や反射波
などのマルチパス波を含むすべての信号の総受
信信号強度（RSSI）を用いず,直接波の強さのみ
から距離の推定をすることで測位精度を向上さ
せた.しかし,最も早く到着した電波を直接波と
見なすため,直接波が障害物により存在しない場
合など,判別が出来ていない場合もあり誤差の原
因となっている.
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2.2. 車両の位置推定
車両に搭載されるカーナビ等の車載器の位置
測位では,GPS だけではなく電子地図を用いて車
両の位置を車道上に位置補正するマップマッチ
ング,ジャイロセンサーや車速信号などを組み合
わせることにより,測位誤差を数 m 程度以内に抑
えている.

3. 提案手法
3.1. 概要
前提条件として車両は周期的に位置情報を配
信しているものとする.これは将来的に車両間通
信が発達し,互いの位置情報を交換するという予
測のもと設けた.また車両の位置情報は正しく誤
差がないと仮定する.
提案手法では,(1)先行研究[3]の GPS 数が足り
なくて測位できない問題,(2)先行研究[5]の直接
波とマルチパス波の誤識別による位置測位誤差,
という欠点を改善する.そのために車両も衛星の
一つとみなすことで,受信できる GPS の数が不足
している場合でも,歩行者は周囲の車両から送ら
れてくる位置情報及びその受信によって計測し
た歩車間距離を加えて歩行者自身の位置を演算
する.ここでは,車両からのすべての電波の RSSI
は使用せず,直接波の強さから車両との距離を求
める.図 1 は提案手法を図に示したものである.

図 1.提案手法
3.2. 信頼性の判別
各車両からの信号を基に計測した車両との距
離の信頼性は,受信した電波が直接波であるかマ
ルチパス波であるかを判別する. 直接波の有無
の判別には教師あり学習の一つである SVM(サポ
ートベクターマシン)を用いる.様々な地形,送受
信機の位置において,通信を行い得られる電波の
直接波・反射波などの振幅情報と直接波の有無
に関する情報を SVM に与え学習させる.次に作成
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した SVM に,ある振幅情報を与えたときに,その
情報に直接波があるか,ないかを判定して信頼度
を測る.
3.3. 位置測位方法
GPS と車両から計測した情報を組み合わせ,車
両も衛星の一つと見なして位置測位を行う.

水平測位誤差を図 2 に示す.
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4. 実験
レイトレーシングツールを用いて,衛星と車両
から信号の電波伝搬特性を模擬し，路側の建物
による,車両からの信号の距離推定誤差をシミュ
レーションで計測した.車両からの信号を受信す
る際,時間分解能に制限がないとした.仰角が 65
度以下の GPS に対して,建物の反射による GPS 衛
星と歩行者の距離推定誤差を 20～70m とした.ま
た,GPS 衛星の仰角マスクを 15 度にする.
4.1. 直接波の有無の判別
直接波のあるシナリオ 75 個,直接波のないシ
ナリオ 75 個を用意し,SVM モデルを学習させた.
判別には直接波のあるシナリオ・ないシナリオ
をそれぞれ 25 個ずつ用意し,作成した SVM モデ
ルの評価をし,その精度を表 1 に示す.
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図 2.GPS と車両を用いたときの推定誤差
図 2 よ り GPS と 車 両 情 報 を 併 用 す る こ と
で,GPS 単体のときと比較して位置推定誤差が小
さいことがわかる.精度は GPS 単体時が 26m 程度
であるのに対して,車両情報を加えることで誤差
を 18m 以下に抑えた.また直接波の有無の判別が
できていない場合でも,GPS 単体のときと比較し
て誤差が小さいことがわかる.さらに位置推定に
使用できる車両数が増えることで誤差が小さく
なることが確認できた.

5. おわりに

表 1. 直接波の有無の判別
直接波あり
直接波なし
判別成功率
84%
88%
4.2. 歩車間距離の推定
直接波ありと判定された信号の直接波成分を
用いて車両との距離を推定する.距離は受信した
電波のうち,最も強い電波から距離を求める.こ
れは直接波なしの場合を考慮すると最初に届い
た電波の強さではなく,最も強い電波から求める
と距離の誤差が小さいためである.電波の強さと
距離情報を線形回帰することで距離と振幅の関
係を求める.
式(1)
d:歩車間の距離(m) a:最も強い振幅(w)
4.1 で直接波と判別された信号から直接波と見な
す成分の振幅から距離を算出する.表 2 に直接波
あり・直接波なしそれぞれ 25 シナリオから得ら
れた推定距離と実距離の誤差の平均を示す.
表 2.直接波の有無の判別
直接波あり
直接波なし
推定距離の誤差(m)
0.003267
23.0151
4.3. 歩行者の位置推定
以下の 2 パターンで歩行者の位置を推定した.
1.GPS+直接波のある車両のみ
2.GPS+直接波のある車両・ない車両

本稿では,GPS の情報に車両の情報を加えるこ
とで位置推定する手法を提案し,精度が向上でき
ることを確認した.今後は車両位置情報に誤差を
含めた場合などの測位精度の検証,また受信時の
時間分解能に制限があった場合でも,位置推定誤
差を 1m 以下の精度で得ることを目標に研究を進
める予定である.
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