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汎用 GPS と車載カメラデータ収集による
高精度地図生成手法の提案
—複数時刻の衛星情報を用いた精度向上
小島 祥子1,2,a)

石田 皓之1

寺本 英二1

村瀬 洋2
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概要：近年，交差点での一時停止支援などが要望され，その実現には 1 m 程度の高精度な地図が必要であ
ると考えられている．現在の高精度地図の生成は，航空写真測量や高価な高精度測位システムを搭載した
専用車両による計測が必要である．そのため生成コストが高く高精度地図の普及は進んでいない．我々の
研究では，一般車両で取得した汎用 GPS と車載カメラの情報をプローブシステムなどで収集し，高精度地
図を安価に生成する．本論文は特に，複数時刻の衛星情報を集めて衛星数を擬似的に増加させることで，
汎用 GPS を用いた場合でも地図の絶対位置を高精度に推定する手法を提案する．実データを用いた検証
によりその有効性を確認する．
キーワード：高精度測位，汎用 GPS，車載カメラ，高精度地図生成
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Abstract: In recent years, it is believed that a high-accuracy map of about 1 m is necessary for nextgeneration ADAS. The current generation method of high accuracy map needs aerial photographs or vehicle
equipped with an expensive high precision positioning system. The high accuracy map has not been popular
yet due to the costs. In this paper, we propose a method to generate the high accuracy map at low cost, which
uses an in-vehicle camera and a standard GPS collected by such as a probe system. This paper proposes
the accurate positioning method to virtually increase the number of satellites. To conﬁrm the eﬀectiveness
of the veriﬁcation by using real data.
Keywords: accurate positioning, standard GPS, in-vehicle camera, accurate map generation

1. はじめに
近年，様々な運転支援システムが開発され，先行車両との
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車間時間を維持するように車速を調整する ACC（Adaptive

Cruise Control）やレーン逸脱警報，障害物に対する自動
ブレーキなど，車単独で成立する運転支援システムの普及
が進んでいる．最近では，出会い頭事故防止などのための
一時停止支援やカーブ前の速度制御支援など，前方の走行
環境を取得して運転を支援する次世代の運転支援の実現が
望まれている．このような次世代の運転支援にはカメラや
レーザだけでは検出が困難な遠方の情報の取得が必要であ
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表 1 カーナビ用地図と高精度地図の特徴

Table 1 The features of maps for vehicle navigation systems
or an accurate map.

提案する絶対位置推定手法は，複数時刻分の GPS 衛星
情報を集め，擬似的に衛星数を増加させることで効率的に
地図の絶対位置の精度を向上させるものである．従来手法
として，GPS のデータを集めて高精度化する手法も今まで
に提案されているが，測位結果を集める点が提案手法と大
きく異なる．
本論文では，2 章において提案済みの地図生成手法の全
体概要を説明するとともに，地図生成の関連研究について
言及する．3 章で汎用 GPS を用いた地図の絶対位置の高
精度化手法を提案し，4 章において具体的な推定手法につ
いて述べる．5 章で実環境において繰り返し取得したデー
タを用いて提案手法の有効性について検証する．6 章でそ
の考察を行い，最後に本論文をまとめる．

り，高精度な地図が不可欠である．仮に自車の絶対位置が
正しく取得できたとしても，たとえば，走行車線ごとの進
路誘導や停止線の前で車両を確実に停止させるには 1 m 精
度の高精度な地図が必要であると考えられる．しかしなが

2. プローブ型高精度地図生成手法の説明
本章では，今までに我々が提案した安価な高精度地図生
成手法の概要を説明する．

ら，このような高精度地図は十分に普及していない．
広く普及しているカーナビゲーションシステム（以下カー

2.1 地図生成の従来技術

ナビ）の地図は日本全国の道路をカバーしている．カーナ

本節では，既存の地図生成手法について説明し，我々が

ビ用の地図は道案内を目的としているため，主にノードと

提案した地図生成手法が解決した課題を示す．高精度な地

リンクの情報で構成され，車線数や停止線，交差点エリア

図の生成にはいくつかの方法がある．1 つは実地測量であ

などの情報は含まれていない．また，その精度に規定はな

り，計測対象を直接計測するものである．この方法は人手

く数〜数 10 m の誤差を含むことも多い．そのため，次世

による膨大な作業を必要とするものであるため，非常にコ

代運転支援に適用するにはカーナビ用の地図情報はその種

ストがかかる．別の方法として高精度な路面画像を取得

類も精度も不足する．

し，車線や一時停止線，路面マークなどのデータを抽出す

一方，一部の道路では車線数や一時停止線などの情報が

る方法がある．表 1 の「高精度地図」の項目に示すよう

登録された高精度地図も整備されている．このような高精

に，航空写真測量 [4] と専用計測車両 [5] を用いる方法が

度地図を作成するには，高精度路面画像から車線や停止線，

あり，1 m 精度の地図の生成が可能である．しかし，航空

路面マークなどの情報を抽出することが必要である．抽出

写真測量は 1 度に広域の路面画像を取得できるが，路面が

のコスト以外に，高精度な路面画像は専用の計測車両 [1]

遮蔽されている部分の生成はできない．また，頻繁に航空

や航空写真測量によって生成されるため，その生成コスト

機を飛行させることは現実的ではなく，更新頻度に限界が

が高く，普及が進まない一因になっている．カーナビ用地

ある．一方，専用の計測車両は，高精度な位置計測システ

図と高精度地図の特徴について表 1 にまとめる．

ム [5], [6] と，路面との距離を計測するレーザレーダと，高

我々は今までに，安価な構成で高精度な地図生成を可能

精細なカメラをあわせて搭載したものである．取得される

にする，高精度地図生成手法 [2], [3] を提案してきた．この

高精度な絶対位置を中心とし，レーザで取得した精度の高

手法はバックガイド用などに搭載されている車載カメラを

い距離情報に基づいて，自車周辺の画像情報を登録するこ

用いて周辺状況を取得し，カーナビレベルの汎用 GPS の

とで路面画像を生成している．計測車両は走行する車線の

データと合わせて高精度地図の生成を実現するものである．

情報を取得することはできるが，広範囲のデータを取得す

安価な汎用のセンサを用いることで一般車両への普及が期

るにはすべての車線を走行してデータを取得する必要があ

待でき，各車両が通常走行中に取得したデータをプローブ

る．また，計測車両は高価なセンサで構成されるため台数

システムなどで収集する．収集した複数の走行データの統

も限られる．限られた台数で広範囲のデータを走行して常

合により高精度化を図り，走行データを随時収集すること

時更新を続けることはコスト上現実的ではない．

で，最新の地図への更新が可能になる．また，他の車両が

汎用的なセンサを用いた地図生成の手法として，カーナ

走行した道路の地図もデータセンタを通じて利用できる．

ビレベルの GPS の測位結果をプローブシステムなどで収

特に本論文では数 m 以上の誤差がある汎用 GPS を用いた

集し，道路の大まかな形状を推定する技術 [7] もある．こ

場合において，1 m の精度を実現可能にする高精度な絶対

の技術 [7] の主な目的は地点間の旅行時間の計測や交通量

位置推定に焦点を当てる．

調査といった交通状況の取得であり，生成された道路形状
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図 2 提案する高精度地図生成の全体構成

Fig. 2 Overall framework of the proposed accurate map generation method.

成された狭いエリアの地図はデータセンタに集められ，複
図 1 プローブ型地図生成のイメージ

数の車両が収集したマップの統合によって絶対位置の高精

Fig. 1 Outline of map generation using probe techniques.

度化を行うものである．本生成手法の実現には，データの
収集と蓄積，その統合処理と再配信など，システム全体の

は数 m〜数十 m の誤差を含んでいる．OpenStreetMap プ

構築が不可欠であるが，本論文では，汎用 GPS と車載カ

ロジェクト [8] では，カーナビレベルの地図に各個人が生

メラを用い，専用計測車両が生成する路面画像と同等の精

成した情報が登録されている．しかし，その位置情報は各

度で，路面画像地図を生成するための技術課題の解決方法

個人が入手可能な汎用 GPS レベルの測位結果に依存する

について議論する．

ため，登録された情報も数 m の誤差を含むものである．安

専用計測車両は高精度な位置計測システムを利用するた

価な汎用 GPS の測位結果を用いて高精度な地図を生成す

め，1 回の走行で高精度路面画像地図を生成できる．一方，

ることは困難である．

汎用 GPS の測位結果は郊外の受信環境でも数 m 程度の誤

現在，カメラの車両への搭載が進んでいる．カメラで

差があり，都心部では数十 m の誤差を含む可能性がある．

撮影して得られた画像から特徴点などを抽出し，車両の

そのため，汎用 GPS の測位結果に基づいて周辺情報を登

位置や軌跡と合わせて登録することで地図を生成する研

録しても，精度の高い路面画像地図の生成は困難である．

究 [9], [10], [11] がさかんに行われている．研究 [9], [10] は

我々が提案した地図生成手法は，1 回の走行で高精度な路

地図の精度は高いが，高精度な位置計測システムを用いて

面画像地図を生成する代わりに，次の 2 つのステップに

いるため高コストである．研究 [11] は安価な GPS を用い

よって高精度化を実現するものである [2]．図 2 に地図生

て都市の景観特徴を示す地図を生成している．カメラで推

成の全体構成を示す．

定された相対位置関係は正しいが，GPS で推定された絶
対位置精度は高くない．上記のように，安価なセンサ構成
を用いた従来の生成手法では高精度地図生成には至ってい
ない．

＜STEP1＞ 高精度ローカルマップ生成
（個々の車両）

GPS の測位結果ではなく，軌跡に基づいて画像情報を

我々は個々の車両に搭載された汎用 GPS と車載カメラ

投影し，進行方向 100 m 程度の狭いエリアで路面画像

データをプローブシステムなどによって収集し，データセ

（ローカルマップ）を生成する．軌跡原点のみ絶対位

ンタで統合処理を行うことで，最終的には道路上の路面

置を用い，以降は高精度軌跡によって推定されたカメ

マークの認識/更新まで可能にする高精度地図の生成を目

ラ中心から投影した情報を登録する．そのため，生成

指している．汎用センサ用いるため一般車両への展開が容

されるローカルマップの絶対位置精度は高くないが，

易になり，タクシーやバスなどに搭載することで，多くの

マップ上の情報間の相対位置関係の精度は高い．ロー

車両からデータを広い範囲で繰り返し収集できる．このた

カルマップの原点は軌跡の原点とし，原点での GPS

め，我々の提案した地図生成手法は，データ収集コストを

衛星情報（時刻，擬似距離，軌道情報）を保持する．

大幅に低減させることができ，収集したデータを独自の手
法で統合することで，安価に高精度な地図を生成するもの
である．

＜STEP2＞ 高精度グローバルマップ生成
（データセンタ）
生成されたローカルマップとマップ原点の GPS 衛星

2.2 地図生成手法の全体概要

情報をデータセンタ側に集める．同一エリアで生成さ

我々が今までに提案してきた地図生成手法の全体イメー

れた複数のローカルマップを利用し，マップ間の相対

ジを図 1 に示す．各車両がカーナビレベルの汎用 GPS と

的な位置関係と各マップが持つ GPS 衛星情報を統合

車載カメラとを搭載し，走行した道路で取得した周辺情報

することで，ローカルマップの絶対位置の精度を向上

に基づいて狭いエリアごとに路面画像地図を生成する．生

させる．全域で同様の処理を行うことで，広域で絶対
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従来技術課題を示す．
高精度な絶対位置を推定する直接的な方法として，基
準局との干渉測位を行う K-GPS（Kinematic-GPS）や，
これをリアルタイムに実現した RTK-GPS（Real Time

Kinematic-GPS）がある [15]．しかしながら，これらの手
法は電波の遮蔽に脆弱であり，精度の高い位置をロバストに
図 3 高精度ローカルマップ生成イメージ

Fig. 3 Examples of high accuracy Local MAP generation.

取得することは困難である．この脆弱性を高精度なジャイ
ロと車速センサで補う高精度位置計測システム（Applanix
社 POSLV シリーズ [6], [16]）も測量用に商品化されてい

位置の精度が高い路面画像（グローバルマップ）を生

るが，高精度ジャイロは非常に高コストであるとともに，

成する．

搭載には車両改造などが必要である．専用計測車両には利
用できても，一般車両への展開は困難である．

自車の軌跡は GPS ドップラと INS（Inertial Navigation

一方，汎用 GPS で高精度な絶対位置推定を実現するこ

System：慣性航法装置）を用いることで精度良く推定で

とは容易ではない．郊外の良好な受信環境でも数 m の誤

きる [12]．GPS ドップラは世界座標系における速度推定

差が発生し，都心部では測位できない場合や数 10 m の誤

が可能なため，進行方位を決定できる．GPS 受信環境が

差が頻発する [17]．今までに，レーザレーダや車載カメラ，

劣化する場合も，INS との統合により高精度な軌跡推定の

INS による運動推定結果と測位結果とを統合して位置精度

実現が可能であり [13], [14]，100 m 走行後の軌跡推定誤差

を向上させる研究 [18], [19], [20] も提案されている．しか

50 cm〜1 m 程度が実現できている．＜STEP1＞では，走

しながら，これらは運動を用いて測位誤差のばらつきを抑

行軌跡精度が良好であることを利用し，軌跡に沿って車載

えることが目的であるため，マルチパスやバイアス性の誤

カメラ画像を路面に投影していくことで，100 m 程度の範

差の低減は困難である．安価な構成で最初からローカル

囲において相対位置精度の高い路面画像の推定を可能に

マップの原点位置を高精度化することは，従来手法では困

する [2]．図 3 にローカルマップ生成のイメージを示す．

難である．

生成されたローカルマップの絶対位置精度は高くないが，

2 章で説明した地図生成手法では，統合によってローカ

ローカルマップ内の相対位置精度は高く，100 m の軌跡分

ルマップの絶対位置を高精度化する方法を提案している．

のローカルマップを生成した場合，軌跡精度と同等の相対

統合によって高精度化する手法として，汎用 GPS の過去

位置精度 1 m が実現できる可能性がある．

の測位結果を利用する従来手法 [21], [22] がある．いずれも

個々の車両は相対的な位置精度が高いローカルマップを

取得した周辺情報とあわせて測位結果を蓄積し，同一地点

生成し，生成されたローカルマップを STEP2 でデータセ

と判断された複数回分の走行地点の測位結果を平均化して

ンタに集める．データセンタでは，集められた複数のロー

高精度化している．これらの手法は汎用 GPS の測位結果

カルマップの相対的な位置関係を，路面マークなどを用い

を利用しているため，GPS の受信環境や衛星配置によって

て推定し，GPS 衛星情報を統合し高精度化を行う．ローカ

は，測位できない箇所や大きく誤差が生じる箇所がある．

ルマップは，個々の車両のカメラの特性とカメラの位置姿

そのため平均化の結果にも，各走行時の誤差が影響すると

勢は既知であるとし，路面に画像を投影して生成されてい

いう問題がある．ローカルマップ原点の測位結果の平均に

る．そのため，異なる車両が走行して生成したマップにつ

よって高精度化を試みたものを本論文では従来手法とし，

いても同じように扱うことができる．ローカルマップ原点

提案手法の効果検証の比較対象として用いる．

の絶対位置精度が向上すれば，地図の絶対位置精度も向上

本論文では，汎用 GPS の測位結果ではなく，ローカル

する．本論文では複数のローカルマップ原点に保存された

マップ上に保存した GPS 衛星情報（時刻，擬似距離，軌

GPS 衛星情報を用い，安価なセンサ構成でマップ原点の絶

道情報）を用いて擬似的に衛星数を増加させ，地図の絶対

対位置精度を高精度化する手法を提案する．

位置を高精度化する手法を提案する．

3. 複数時刻の衛星情報を用いた地図の絶対位
置の高精度化

3.2 複数時刻の GPS 衛星情報を用いた位置推定の提案

3.1 絶対位置の高精度化に関する従来技術

3.2.1 GPS の測位原理
提案手法である「複数時刻の GPS 衛星情報を用いた位

地図の絶対位置を高精度化する手段として，ローカル

置推定」について説明する前に，GPS 測位の基本的な原理

マップの原点位置を最初から高精度に推定する考え方と，

について説明する（図 4）．GPS 受信機は GPS 衛星との

統合によって高精度化する考え方がある．本節はそれぞれ

相対距離である擬似距離を観測値として受信する．このと

の事例をあげて課題を示し，本論文の提案手法が解決する

き，衛星の位置は時間の関数として決定できるため，衛星
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位置と衛星との距離との 3 点測量によって位置を計測でき

足するため測位不能となる．また，マルチパスなどによる

る．実際は，受信機の時計誤差があるため，受信機の 3 次

擬似距離の誤差が大きくなる場合は測位誤差が増大する．

元位置と受信機時計誤差の 4 つの未知数を求められれば測

そのため，提案する高精度地図生成手法において，測位結

位が可能になる．観測された GPS 衛星 i から擬似距離を

果をそのままマップ原点とするだけでは，絶対位置の精度

ρi とし，衛星 i の位置を (Xsi, Y si, Zsi)，求めたい受信機

1 m の実現は困難である．

位置と受信機時計誤差を (Xv, Y v, Zv, Cb) とすると，観測

3.2.2 提案手法—複数時刻の GPS 衛星情報を利用した

された擬似距離 ρi は式 (1) のように定義される．

ρi =



測位原理

(Xsi − Xv)2 + (Y si − Y v)2 + (Zsi − Zv)2 +Cb
(1)

本項において，ローカルマップに保存した GPS 衛星情
報を集め，高精度測位を実現する手法を提案する．
実際の GPS 受信環境では建物による遮蔽や反射などが

n 個の衛星が観測されたときの連立方程式を式 (2) に示

生じ，特に都心部などでは，遮蔽による測位率の低減とと

す．未知数は (Xv, Y v, Zv, Cb) の 4 つであるため，4 つ以

もに，反射波が多く直接波が少なくなる現象が生じる．直

上の擬似距離が観測された場合，連立方程式 (2) を解くこ

接波が大部分の場合はマルチパスの判別が比較的容易であ

とで絶対位置が求められる．
⎧

⎪
ρ1 = (Xs1−Xv)2 +(Y s1−Y v)2 +(Zs1−Zv)2 +Cb
⎪
⎪

⎪
⎪
⎨ρ2 = (Xs2−Xv)2 +(Y s2−Y v)2 +(Zs2−Zv)2 +Cb
..
⎪
⎪
.
⎪
⎪
⎪
⎩ρn = (Xsn−Xv)2 +(Y sn−Y v)2 +(Zsn−Zv)2 +Cb

(2)

るが，直接波が少なくなるとマルチパスの判別が困難にな
る．そのため，排除できなかった擬似距離誤差が大きい信
号を測位に利用してしまい，測位結果の誤差が増加する可
能性がある．また，擬似距離には伝搬時の遅延誤差が含ま
れるため，衛星の配置によっては，一部の信号で遅延誤差
が大きくなる．そのため，衛星配置の偏りはオフセット誤
差の要因になる．GPS の測位精度の劣化は，直接波の衛星
数が足りないことと，衛星配置に偏りがあることが主要因

衛星数が 4 個以上ある場合は上記の連立方程式によって

(Xv, Y v, Zv, Cb) を推定することができる．衛星数が増加
するほど拘束条件が強くなり，精度の向上が期待できる．
しかしながら，衛星数が 4 個未満の場合は方程式の数が不

である．単純に衛星数を増加させることができれば，極端
な誤差を含む信号の排除が容易になり，衛星配置の偏りが
解消され，高精度な位置推定が可能になると考えられる．
しかしながら実際の衛星数を増加させることは不可能であ
るため，本論文では複数時刻の GPS 衛星情報を用いて擬
似的に衛星数を増加させ高精度化を図る手法を提案する．
提案手法のイメージを図 5 に示す．現在 GPS 衛星は 32
機が稼働中であるが，受信環境が良好な場合でも水平面よ
り上にある観測可能な GPS 衛星の数は通常 8〜10 個 [23]
であり，全体の 1/4〜1/3 に相当する．受信環境が劣化す
ると 4 個未満になることも多い．ロシアの GLONASS と
合わせると測位衛星は 50 機以上が稼動しているが，最大限
利用できたとしても衛星数の合計は 20 個程度である．提

図 4

GPS の測位原理

案手法では，同一エリアを走行して生成された複数のロー

Fig. 4 The principle of GPS positioning.

図 5 複数時刻の GPS 衛星情報を利用した測位の概念
Fig. 5 The concept of positioning using virtually increased GPS satellites from multiple

time series driving.
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カルマップを利用し，マップに保存された GPS 衛星の情

本論文ではバックガイドモニタ用に普及している後方カ

報を用いて擬似的に衛星数を増加させる．特に図 5 中の右

メラを利用する．その生成例を図 7 に示す．後方カメラ

側に示すように，各回の GPS 衛星情報は 2〜3 個と少ない

は前方カメラに比較して歪が大きいが，斜め下方向にカメ

状況でも，複数回分の衛星情報を用いることで，擬似的に

ラ軸があるため，車体の変動などによる投影誤差が低減さ

衛星数を増加させることが可能になる．衛星数の絶対数が

れる可能性がある．カメラに近いほど精度と信頼度が高い

増加するため，マルチパスの判定も容易になる．また，異

と考えて，路面画像上に情報を残し，精度を向上させてい

なる時刻の GPS 衛星情報を利用できるため，衛星配置の

る [24]．1 ピクセルあたりの解像度は 5 cm とし，カメラ

偏りを低減させることができる．複数時刻分の衛星を用い

と GPS アンテナ間の相対位置関係は既知として生成する．

てマップ原点の絶対位置精度も向上し，提案する地図全体

複数回走行して生成した複数のローカルマップを利用し，

の高精度化の実現が可能になる．

マップ間の相対位置関係を推定する．ローカルマップの相

擬似的に衛星数を増加させるには，時刻を変えてある同
一の地点で GPS 衛星情報を何度か取得すれば可能である．

対位置精度が良好であるため，マップ間の相対位置推定精
度も良好であることが期待できる．

本論文の高精度地図生成では，走行データを収集して高精
度化を図ることを目指しているため，決まった地点で停止

4.2 複数時刻による絶対位置推定

してデータを収集することは現実的ではない．そこで，地

同一エリアで生成された異なる時刻のローカルマップを

図生成手法の STEP1 で生成したローカルマップ上の情報

利用し，測位結果ではなく，GPS 衛星情報を統合してロー

を利用する．図 3 に事例を示したとおり，ローカルマッ

カルマップ原点の絶対位置を高精度化する．これを全エリ

プの相対的な位置関係の精度は高い．このことを利用し，

アで繰り返すことで，広域で絶対位置精度が高いグローバ

ローカルマップ上の路面情報を用い，複数のローカルマッ

ルマップが生成される．本節では，提案手法を用いた具体

プ原点間の相対位置関係を推定する．図 5 のように，ロー

的な位置推定方法について示す．生成したローカルマップ

カルマップ間の相対位置の推定ができれば，相対位置を

間の相対位置推定と GPS 衛星情報を収集する手順につい

媒介にして異なる地点で取得されている GPS 衛星情報を

て図 8 に示す．各走行の軌跡精度が高いため，ローカル

利用できるようになる．上述の提案のとおり，走行しなが

マップの道路方向などは正確に再現されている．同一エリ

ら取得したデータを用いて衛星数を仮想的に増加させて，

アで生成されたローカルマップを平行移動させ，単純なテ

マップ原点の絶対位置を高精度化する．それを広域で実施

ンプレートマッチング技術 [24] によりローカルマップ間の

すると高精度グローバル地図の実現が可能になる．

相対位置関係 (Δeij , Δnij , Δuij ) を推定する．
ロ ー カ ル マ ッ プ Lmapi と Lmapj が 生 成 さ れ ，そ

4. 複数時刻の衛星情報利用による高精度測位
の実現方法

星 か ら の 受 信 情 報 が 保 存 さ れ て い る ．推 定 さ れ た

4.1 高精度ローカルマップの生成

相 対 位 置 (Δeij , Δnij , Δuij ) を 地 球 座 標 系 に 変 換 し た

れ ぞ れ の 原 点 に は そ の と き に 受 信 さ れ た 各 GPS 衛

提案手法は，ローカルマップの GPS 衛星情報をローカル
マップの相対位置関係を媒介にして集め，マップ原点の絶
対位置精度を向上させるものである．そのためには，ロー
カルマップを高精度に生成する必要がある．ローカルマッ
プ生成についてはすでに研究 [2] で，100 m あたり 1.6 m の
誤差で生成できる可能性があることを検証済みである．本

図 6 路面画像（GPS 測位結果利用/車両軌跡利用）

論文では生成手法の詳細は割愛し，ローカルマップの具体

Fig. 6 The diﬀerences between Local Map based on the posi-

例を示す．

tion and Local Map based on the trajectory.

従来型の地図生成手法では自車の位置（GPS 測位位置）
を中心に情報を登録していたが，汎用 GPS を用いる場合は
測位誤差の影響によりは高精度地図の生成は難しかった．
提案した高精度ローカルマップ生成では，原点のみ測位結
果を用い，GPS ドップラに基づく高精度軌跡 [12] からカ
メラ中心位置を推定し，カメラの取得情報を路面に投影し
て生成する．図 6 に測位位置を中心としたときと軌跡を中
心としたときの生成される路面画像のイメージを示す．軌
跡を利用した場合，カメラ中心の変動分が小さいため投影
によって得られる画像の精度が高くなると考えられる．
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後方カメラと車両軌跡を用いた路面画像生成例

Fig. 7 An example of Local Map by using a back camera and
the vehicle trajectory.
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ローカルマップ間の照合による相対位置推定と GPS 衛星情報
の収集

Fig. 8 The procedure of satellite information collection and

【提案手法】
：擬似的な衛星数増加
⎧

⎪
ρ1 (ti ) = (Xs1 (ti ) − Xi )2 + (Y s1 (ti ) − Yi )2
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
+(Zs1 (ti ) − Zi )2 + Cbi
⎪
⎪
⎪
⎪
..
⎪
⎪
⎪
.
⎪
⎪

⎪
⎪
⎪
ρN i (ti ) = (XsN i (ti ) − Xi )2 + (Y sN i (ti ) − Yi )2
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
+(ZsN i (ti ) − Zi )2 + Cbi
⎪
⎪
⎨

ρ1 (tj ) = (Xs1 (tj ) − Xi − Δxij )2 + (Y s1 (tj ) − Yj
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
−Δyij )2 + (Zs1 (tj ) − Zi − Δzij )2 + Cbj
⎪
⎪
⎪
⎪
..
⎪
⎪
⎪
.
⎪
⎪

⎪
⎪
⎪
ρ
(t
)
=
(Xs
(t
)
−
Xi − Δxij )2 + (Y sN j (tj )
⎪ Nj j
Nj j
⎪
⎪
⎪
2
⎪
−Yj − Δyij ) + (ZsN j (tj ) − Zi − Δzij )2
⎪
⎪
⎪
⎩
+ Cbj

relative position estimation by Local Map matching.

(Δxij , Δyij , Δzij ) を用い，ローカルマップ Lmapi と Lmapj
との相対位置関係は (Δxij , Δyij , Δzij ) とすると Lmapj
の 原 点 (Xoj , Y oj , Zoj ) は (Xoj , Y oj , Zoj ) = (Xoi +

Δxij , Y oi + Δyij , Zoi + Δzij ) で示される．各マップ原
点に保存された GPS 衛星の情報を Ii : (ti , ρN i , SNN i )，

(5)
⎧
⎪
⎪
⎨Xoi = Xi
Y oi = Yi
⎪
⎪
⎩Zo = Z
i

(6)

i

式中の Xsn ，Y sn ，Zsn は GPS 衛星 n の地球中心座標

Ij : (tj , ρN j , SNN j ) とする．ti は受信時刻であり，N i 個

系における位置を示し，衛星位置は時間の関数として決定

の衛星から信号が受信できたとすると ρN i と SNN i は各

できる．Cbi は時刻 ti における受信機の時計誤差に由来す

衛星との擬似距離と信号強度を示す．従来手法では情報 Ii

る距離誤差（以下，クロックバイアス）であり，可変である

を用いた測位結果 Pi = (Xi , Yi , Zi ) と情報 Ij を用いた測

ため推定が必要である．従来手法では (Xi , Yi , Zi , Cbi ) の

位結果 Pj = (Xj , Yj , Zj ) を相対位置 (Δxij , Δyij , Δzij ) を

4 つが未知数となるため，各マップ原点において受信可能

介して平均を算出した位置となる．一方，提案手法は GPS

な衛星が 4 個以上必要になる．平均化による高精度化は期

衛星の情報 Ii と Ij をあわせて用い，合計 N i + N j 個の衛

待できるが，各マップの測位結果が得らない場合やマルチ

星を用いて測位を行うことが大きな特徴である．具体的な

パスなどによって誤差が大きくなる場合があり，平均時の

演算式をそれぞれ示す．

精度も劣化する可能性がある．
提案手法では，各マップ間の相対位置を利用し，Lmapi

【従来手法】
：測位結果の平均
⎧

2
2
⎪
⎪ρ1 (ti ) = (Xs1 (ti ) − Xi ) + (Y s1 (ti ) − Yi )
⎪
⎪
⎪
⎪
+(Zs1 (ti ) − Zi )2 + Cbi
⎪
⎨
..
.
⎪
⎪

⎪
⎪
⎪
ρN i (ti ) = (XsN i (ti ) − Xi )2 + (Y sN i (ti ) − Yi )2
⎪
⎪
⎩
+(ZsN i (ti ) − Zi )2 + Cbi

(3)
Pj = (Xj , Yj , Zj ) も同様に上記の最適解を求めることで
推定する．
⎧
⎪
⎪Xoi = (Xi + Xj − Δxij )/2
⎨

Y oi = (Yi + Yj − Δyij )/2
⎪
⎪
⎩Zo = (Z + Z − Δz )/2
i
i
j
ij

と Lmapj の 2 つの原点での GPS 衛星情報をあわせて利用
することができる．それぞれのローカルマップ間の相対位
置関係 (Δxij , Δyij , Δzij ) は既知であるため，2 カ所の地点
の GPS 衛星情報を用いる場合でも，位置の未知数は増加し
ない．受信時刻が異なるため，クロックバイアスのみ未知
数として追加され，(Xi , Yi , Zi , Cbi , Cbj ) の 5 つが未知数と
なる．提案手法は仮想的に衛星数を増加させることが可能
であり，長時間の GPS 衛星情報を用いることができるた
め静止測量と同等の効果が期待でき，測位精度が向上する
可能性がある．また，衛星配置の仮想的な DOP（Dilution

Of Precision）が改善されるため，測位精度が高くなる可
能性がある．さらに，マルチパスの排除が容易になる効果

(4)

も期待できる．

5. 評価実験
本章では，郊外路と都心部の両方の実データに基づいて，
提案する絶対位置推定手法の有効性について，測位結果を
平均化する従来手法と比較して検証する．いずれの測位地
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郊外路環境計測コース

Fig. 9 The experimental course in suburban areas.

点についてもマップ原点となりうるため，本章では，基準
走行（初回走行時）の全エポックに対し，効果を検証する．

図 10 都心部環境計測コース

Fig. 10 The experimental course in urban areas.

提案する手法の絶対位置推定精度は，生成されたローカル
マップの相対位置精度とマップ間の相対位置の推定精度に
も依存する．本論文では発表済みの事例を用いてローカル
マップ間の相対位置の推定精度を模擬し，提案手法によっ
て実現できる地図の絶対位置精度について検証する．

5.1 実験条件
計測時刻が異なる複数の GPS 衛星情報を用いた高精
度化の実現可能性について検証するため，同一エリアを
複数回走行し，GPS とカメラデータを収集した．GPS
データ取得用に GPS 受信機（2010 年以前：Trimble 社製

図 11 ローカルマップ生成精度の評価結果（文献 [2] 引用）

5700 [25]，10 Hz→2010 年以降：Novatel 社製 OEMV [26]，

Fig. 11 Local Map accuracy evaluation (reference [2]).

10 Hz），周辺画像取得用にカメラ（Kenwood 社製 CMOS200（320 × 240）[27]，30 Hz）を車両後方カメラ付近に搭

あわせ，あらかじめ計測したリファレンス地図（朝日航洋

載し，郊外路と都心部を複数回走行しデータを収集した．

製）と比較し，路面マークの位置の誤差を評価した．ロー

都心部でも 30 cm 精度で位置推定が可能な高精度測位シス

カルマップは軌跡に基づいて生成しているため，原点から

テム（Applanix 社製 POSLV610 [16]，100 Hz）のデータも

の距離が離れるほど，軌跡誤差が増加し，マップの誤差も

あわせて収集し，オフライン解析結果をリファレンスとし

大きくなる結果になっている．ローカルマップの生成精

て利用した．GPS 受信機では提案手法に必要な GPS 衛星

度は原点から離れるに従って低下するが，50 m で 1.1 m，

情報（時刻，擬似距離，軌道情報）について取得した．

100 m で 1.6 m の精度で生成できている．軌跡の蓄積誤差

郊外路の計測コースを図 9 に示し，都心部の計測コース

は 100 m で 50 cm〜1 m である [14] が，ローカルマップは

を図 10 に示す．郊外路は低層の住宅が立ち並ぶ道路を中

カメラ画像を路面に投影して生成するため，カメラの姿勢

心に 10 回走行してデータを収集し，都心部は名古屋駅前

誤差などの影響によって軌跡精度よりも低下する．

の高層ビル通りを 20 回走行して収集した．

上記の評価結果から，複数のローカルマップ間の相対位
置関係を推定する場合，照合するポイントにおいて，ロー

5.2 実験結果

カルマップ自体が最大 ±1.6 m の誤差を持つと考えられる．

5.2.1 ローカルマップ照合精度の評価

位置照合の推定誤差も存在するが，路面マークなどの明確

軌跡を利用して生成したローカルマップの相対位置精度

な特徴がある場合，1 ピクセルの精度でマップ間の位置照

を評価した結果を図 11 に示す．この結果は研究 [2] で評

合ができている [24] ため，ローカルマップ間の相対位置誤

価済みのものであり，図 11 の評価結果は，都心部の同一

差はローカルマップ生成誤差に相当すると考えられる．今

エリアを 6 回走行して取得したデータをもとにローカル

回の検証では，ローカルマップ Lmapi と Lmapj の間の相

マップを 30 枚生成し，生成誤差の平均を示したものであ

対位置 (Δxij , Δyij , Δzij ) に最大 ±1.6 m の相対位置誤差が

る．それぞれのローカルマップ原点をリファレンス位置と

ランダムに生じる可能性があるとし，実際のローカルマッ
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た．なお，実際にローカルマップ間の位置を照合する際，
照合の手がかりとなる路面マークなどの位置精度は，原点
からの距離によって変化する．路面マークがマップ中のど
こにあるかは規定できないため，ローカルマップ間の位置
照合の誤差は ±1.6 m の範囲の誤差がランダムに発生する
と考えられる．そこで，正しい相対位置に対してランダム
に発生させた誤差を与え，従来手法（複数マップ原点の測
位結果の平均）と提案手法（複数マップ原点の GPS 衛星
図 12 郊外路における各回測位結果

Fig. 12 Positioning result of each driving in suburban areas.

情報による擬似的な衛星数増加）による位置推定結果を検
証した．
図 12 は 10 回分の各回全部の測位結果をプロットした
ものであり，図 13 は従来手法である 10 回分の測位結果
の平均値を用いた推定結果を示し，図 14 は提案手法であ
る，10 回分の GPS 衛星情報を用い，擬似的に衛星数を増
加させたときの推定結果である．なお，実線が基準走行の
リファレンスの位置である．従来手法の場合，各回走行時
の大きい誤差の影響を受け，大きな誤差が残っていること
が分かる．一方，提案手法を用いた場合，各回の測位結果
に大きい偏りがあった部分の影響は受けず，衛星数を擬似
的に増加させたことによる効果が確認できる．

図 13 郊外路における 10 回分の平均位置（従来手法）

Fig. 13 Result by averaging method using 10 driving positioning result (previous method).

同様に都心部の結果を図 15，図 16，図 17 に示す．都
心部は郊外路に比較して各回走行時の誤差が大きく，GPS
から受信されている擬似距離に誤差が多く含まれている
ことが分かる．また，測位できていない地点も多く，複数
回の測位結果を平均する従来手法の場合，位置推定ができ
ないところが残っている．都心部の場合，提案手法は，従
来手法に比べ位置推定できる地点が増加し，その精度も向
上していることが分かるが，郊外路に比較すると誤差が大
きい．

5.2.3 測位率
上記，位置推定結果に基づいて，測位率（位置推定がで
図 14 郊外路における 10 回分の衛星利用による推定位置（提案
手法）

Fig. 14 Result by virtually increased GPS using 10 driving
(proposed method).

きた地点の場所率）を算出した結果を図 18 の (a) と (b)
に示す．(a) は郊外路の結果，(b) は都心部の結果である．
従来手法（測位位置の平均化）を用いた場合の結果もあわ
せて示している．本論文で使用した都心部のデータセット
では，常時測位できない地点があったため，10 回分のデー

プ原点間の相対位置に誤差を与えて最終的な絶対位置推定

タを用いても位置の推定ができない場所があった．提案手

精度を評価した．

法の場合，都心部においても 3 回の走行で 100%になり，繰

5.2.2 絶対位置推定結果

返し回数が少ない状態でも全マップの原点座標の位置推定

郊外路におけるそれぞれの全エポックに対する位置推定
結果を図 12，図 13，図 14 に示す．特にコース全体の結

が可能になる見通しがある．

5.2.4 位置推定精度

果を (a) に示し，コースの一部の結果を (b) に示す．本論

上記，位置推定結果に基づいて，推定位置の 2D 誤差を

文の評価では，任意の点がローカルマップの原点になりう

リファレンスと比較して算出し，標準偏差 σ を評価した結

るとして，基準走行（1 回目の走行）時の測位点全体につ

果を図 19 の (a) と (b) に示す．測位率の評価と同様に，

いて，別走行の対応地点の情報を統合して位置を推定し

各回の測位結果を平均化する従来手法を用いた評価結果も

た．対応する地点は各走行の基準走行に対する最近傍の点

あわせて示す．都心部での提案手法の結果については，20

とし，対応する 2 点間の相対位置関係はリファレンスを用

回分の走行データまで GPS 衛星情報を増加させ，図 20 の

いて取得し，相対位置関係の誤差を付与して評価を実施し

(b) にその結果を示す．
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図 15 都心部における各回測位結果

Fig. 15 Positioning results of each driving.

図 18 統合したローカルマップの数（走行回数）と測位率

Fig. 18 Relationship between Local Map number and positioning rate.

図 16 従来手法による結果（都心部）

Fig. 16 Results by previous method.

図 17 提案手法による結果（都心部）

Fig. 17 Results by proposed method.

図 19 統合したローカルマップの数（走行回数）と位置推定精度の
関係

Fig. 19 Relationship between Local Map number and positioning accuracy.
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6. 考察
5 章の結果から，提案手法を用いることによって，郊外路
環境では 10 回分の GPS 衛星情報を統合することで，マッ
プ原点の絶対位置精度を 1 m に向上させることができる
見込みがある．このことから，位置精度 1 m の高精度地図
を生成できる可能性があることが確認できた．誤差のバラ
つきは 1 m 以内であったが，本論文のデータでは 1.8 m の
オフセットが残ることを確認している．データ詳細を確認
すると，基準走行以外のすべての走行において，北方向に
オフセット誤差が生じており，各回の電子基準点の受信状
況を確認した結果，各回のオフセットの原因は電離層遅延
などの影響が大きいと考えられる．本論文の提案は，オフ
セット誤差も低減させることを目的としているが，偶然同
じ方向の擬似距離誤差が各回で生じた場合，対処ができな
い．さらに回数を重ねることで解決は可能であるが，一般
的に利用可能な電子基準点の情報を用いて，オフセットを
補正して用いることがより確実であると考えられる．
都心部の測位結果についても同様に評価し，提案手法が
図 20 測位状況による衛星数増加の差

Fig. 20 Diﬀerence of virtually increase GPS satellite between
suburban and urban areas.
表 2 評価結果一覧

Table 2 The list of evaluation results.

より効果的に高精度化を実現できる可能性があることは確
認できたが，目標精度の達成には至っていない．擬似的に
衛星数を増加させようとしても，郊外路と都心部とでは 1
回で増加させることができる数に差あると考えられる．各
エリアを走行した回数と擬似的に増加させた衛星数，およ
び絶対位置推定精度の関係を図 20，表 2 に示す．郊外の
比較的 GPS の受信環境が良好な場合は，10 回の走行で 70
個近い GPS 衛星を用いて位置推定ができている．一方，
都心部のように受信環境が劣化する場合は，10 回走行分の
データを用いても，GPS 衛星数は 30 個に届いていない．
また，都心部のようにビルが道路横に隣接する場合，1 方
向からの衛星が遮蔽されやすく，衛星配置に偏りが残る可
能性がある．このことから，郊外路では十分な精度向上が
見られたが，都心部では目標を達成するには至らなかった
と考えられる．
測位精度は一般的に衛星配置の偏り（DOP）と擬似距離
誤差の積で示され，位置精度向上には，衛星配置の向上だ
けでなく，擬似距離精度を向上させなくてはならない．都

郊外，都心部とも，提案手法の方が従来手法に比較して
誤差低減が早い段階で進むことが分かる．2 回分の GPS 衛
星情報を用いただけで，急激に誤差が低減していることが
分かる．郊外路については 5〜10 回分の GPS 衛星情報を
用いることで 2D 位置誤差の 2σ は約 1 m となり，高精度
地図に必要とされる位置精度を達成できる見込みを得た．
一方，都心部については 10 回分を用いた場合でも 2σ は

10 m であり，20 回分を用いた場合でも 6 m 程度となった．
郊外路に比較して各回の精度向上割合は大きいが，1 m の
位置精度は 20 回分では達成できていない．測位率と推定
精度の数値は表 2 に示し，6 章で詳細に考察する．
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心部では，20 回分の GPS 衛星情報では反射波の残存があ
り，擬似距離誤差を低減させることができなかったと推察
される．図 20 (b) より衛星数の増加とともに徐々に絶対位
置推定精度も向上しているため，走行回数を増加させるこ
とで，擬似距離精度向上に対する一定の効果は期待できる．
しかし，都心部で高精度地図生成を実現するには，反射波
の判別の改良が必要であると考えられる．
提案する手法では，観測される GPS 衛星情報のほか，
ローカルマップ間の相対位置誤差が全体の位置推定精度に
影響を与える．相対位置推定誤差が与える絶対位置推定誤
差を表 2 にあわせて示した．走行回数が増加すると，相対
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位置の誤差に起因する絶対位置誤差は徐々に小さくなって
いる．これはマップ間の相対位置誤差の発生はランダムで

[7]

あるためであり，文献 [2] において実現可能性を確認して
いる 100 m あたりの蓄積誤差が 1.6 m の精度の高精度ロー
カルマップがあれば，相対位置誤差は全体に対して大きな

[8]
[9]

影響を与えないことが確認できた．また，実運用を考えた
場合，異なる車両で生成されたローカルマップを統合する
状況が想定され，ローカルマップの生成精度には差異があ

[10]

ると考えられる．ただし，マップ間の相対位置誤差の発生
はマップ精度範囲内においてランダムであため，生成され
るローカルマップの精度が一定範囲に保たれていれば，異

[11]

なる車両で生成されたマップを用いた場合でも，統合時に
大きな問題はないと考えられる．
実環境下においては，路面マークなどの照合の手がかり

[12]

がなく，ローカルマップ間の相対位置推定が困難な場合や，
ローカルマップの精度が劣化している場合もある．また，
現在は軌跡の情報も 2D であり，画像情報の投影も固定値

[13]

であるため，部分的に誤差が大きくなる状況もある．今後，
高さ方向変化や姿勢変動によるマップ生成誤差も考慮し，

[14]

路面以外の情報を用いた地図生成に取り組む必要がある．

7. まとめ
提案している汎用 GPS と車載カメラを用いた高精度地

[15]

図生成において，特に絶対位置の高精度化のため，複数回
の走行によって得られる GPS 衛星情報を用いて擬似的に
衛星数を増加させて高精度化する手法を提案した．本論文

[16]

では実データを用いてデータ回数の増加とその精度向上を

[17]

検証し，汎用センサを用いた高精度化の実現可能性につい
て検討した．実データを用いた検証により，郊外路につい
ては数回のデータを用いることで 1 m の位置精度を達成で

[18]

きる見込みを得た．
[19]
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年本会山下記念研究賞，平成 14 年本会論文賞，平成 22 年

賞．IEEE フェロー，電子情報通信学会フェロー．

AVEC Best Paper Award ほか受賞．電子情報通信学会，
計測自動制御学会各会員．

石田 皓之
（ 株 ）豊 田 中 央 研 究 所 ．平 成 16 年
名古屋大学工学部情報工学科卒業．平
成 21 年同大学大学院情報科学研究科
博士課程修了．博士（情報科学）．同
年（株）豊田中央研究所入社．以来，
パターン認識の研究に従事．電子情報
通信学会会員．

寺本 英二
（ 株 ）豊 田 中 央 研 究 所 ．昭 和 57 年
早稲田大学理工学部電子通信学科卒
業．平成 2 年（株）豊田中央研究所入
社．以来，移動体通信，衛星通信，高
度道路交通システム（ITS）
，交通流シ
ミュレーション，車車間通信，高精度
測位に関する研究に従事．電子情報通信学会，交通工学研
究会各会員．
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