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クラウドを利用した周辺環境情報にもとづく高速自車位置推
定手法の提案
林宗佑1

楊世偉1

島田 秀輝2

佐藤 健哉1

概要：近年，カーナビゲーションの普及により，精確な自車位置推定が課題となっている．[1] そして，位置
推定に最も使用されているのは GPS である．しかし，GPS には誤差が存在しており，地域や場所によって
誤差の大きさも異なる．そこで，位置推定の精度を向上させるため，GPS 信号と車載カメラを組み合わせ，
画像処理を使用した GPS 誤差修正の手法を提案する．また，画像処理には処理コストが大きいため，本論
文において使用する特徴点検出手法の SIFT(Scale-Invariant Feature Transform)[6] と SURF(Speeded Up
Robust Features)[20] の比較とクラウドコンピューティングを利用した並列処理を通し，より高速な自車
位置推定手法を検討する．
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メリットがある．そのほか，ランドマーク名，住所などの

1. 背景と目的

施設に関するテキスト情報と実際の風景の画像情報を地図

カーナビゲーションシステムの発展に伴って，精度の高

に埋め込む研究が行われている．入力した画像の特徴点や

い自車位置推定が求められている．そして現在多く自車

エッジなどを用い，前述のようなデータベースにあらかじ

位置推定に使用されているのは GPS（Global Positioning

め用意された画像とマッチングを行うことにより，カメラ

System），車速パルス，ジャイロなどを利用した自律航法

位置と撮影方向を推定できる．しかし，一般の使用者には，

である．しかし，GPS には地形および遮蔽物に影響され

個人でこのような広い範囲に渡った地図情報を保持するこ

やすい欠点が存在しているため，自律航法による位置推定

とが困難であることから，Google Maps Street View のス

誤差は時間の推移によって徐々に蓄積されていく．また，

トリートビュー画像をマッチングに使用することを考えて

GPS での位置測定には数メートルから数 10 メートル前後

いる．

の誤差が生じるため，車載カメラで撮影した画像による自
車位置推定における研究が現在多く行われている．

Google Maps Street View は全方位 360 度をカメラで撮
影し，これらの写真をパノラマ写真に近い形で使用者に提

周辺環境情報を利用した高精度な自車位置推定手法とし

供するサービスである．また，おおよそ 12 メートルで撮

て，GPS と車載カメラから得られた画像を組み合わせた

影していることと撮影時に GPS 情報が含まれているため，

手法が提案されている．車載カメラは現在衝突防止，車線

一般的な GPS 位置推定より高い精度での推定ができると

認識など多くの用途に使用されており，すでに一部の車両

考えられる．

に搭載されている．そのため，レーザレーダやミリ波レー

したがって，データベースを保持するコストを軽減させ

ダなどセンサを使用することに比べ，コストを抑えられる

るために，マッチング対象のデータベースを Google Maps

Street View の画像とする．さらに，計算コストが高いと
1

2

同志社大学大学院 理工学研究科
Graduate School of Engineering Doshisha University
同志社大学研究開発推進機構
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予想できることにより，データベースの画像とマッチング
を行う際は MapReduce を用いた Hadoop を使用する．こ
の手法の導入により，提案手法に必要とされる大規模画像

― 116 ―

データを効率良く処理できると考えられる．また，計算コ

に自車位置推定手法と MapReduce を利用したデータ処理

ストを抑えるという観点より，SIFT，SURF，二つの特徴

プラットフォーム二つの部分に分けて提案手法を説明する．

点検出手法を用いてマッチング精度と処理速度の比較を

2.2 車載カメラから高精度に自車位置推定手法

行う．
本研究では，車載カメラで撮影した画像と Google Maps

まず，GPS と車載カメラから得られる画像を組み合わせ

Street View の画像とマッチングを行い，GPS の位置推定

て用いる高精度に自車位置推定手法について説明する．本

精度を向上させることを目標としている．そして，MapRe-

手法は，Google Maps Street View の画像データベースか

duce を導入し，ソフトウェアフレームワークを利用した

らストリートビュー画像を取得し，これらの画像から特徴

データ処理手法を提案する．

量を抽出してデータベースに登録する．局所特徴量として
本研究では SIFT と SURF を利用する．画像マッチングを

1.1 本論文の構成

行う際には，車両が画像を撮影した地点の GPS 位置デー

2 と 3 章にて提案手法と Hadoop ついて説明を行う．4

タに基づき，探索範囲を限定した上で，特徴量の対応点探

章には提案手法を使用した場合の位置精度の評価と従来手

索を行う．最終的に車両撮影画像と最も類似するストリー

法の比較をする．5 章ではクラウドを利用した際の処理時

トビュー画像を選択し，対応点から車両カメラ位置・方向

間の評価をする．6 章で関連研究を紹介し，7 章では主に

を推定する．

今後の課題について述べる．

画像マッチングから位置推定の流れを図 2 に示す．

2. 提案手法
GPS と車載カメラから得られる画像を組み合わせ，自車

画像

位置推定手法として，並列分散コンピューティング MapRe-

GPS

ランドマーク画像
データベース

duce というソフトウェアフレームワークを利用したデー

GPS

Google maps Street View

タ処理プラットフォームを検討する．

幾何変換
更正

2.1 概要
提案手法の概要を図 1 で示す．始めに, 車載全方位カメ

特徴点検出(SIFT)

ラで連続的に撮影した画像を，カメラ位置・方向推定の計

分類

算を行い，Google Map データベースに埋め込まれた全方
位ストリートビュー画像と比較する．マッチングした画
像の位置を抽出し，高精度に自車位置推定を行う．次に，

Roadside ITS(Intelligent Transport Systems) ステーショ

検索範囲限定

特徴点
データベース

ンと Vehicle ITS ステーションが無線通信を介して，クラ

マッチング

ウドコンピューティング環境にて MapReduce を利用した
データ処理を行う．以上の手法より，位置情報の高精度化
の目的を達成する．

投影変換
高精度に自車位置推定
位置情報の高精度化

図 2

カメラ位置・走行方向推定
GPS座標付き
映像

同一区間映像
切り出し

MapReduce
による
データ処理
Platform

802.11p

画像マッチングから高精度位置推定の流れ

2.3 Google Maps ストリートビューデータベースから
画像の取得

Google Maps ストリートビューでは，街道に自分の位置
全方位カメラ

を設定し，その位置から見て，目の高さにある景色を 360

Google Maps

度で見渡すことができる．そして，それぞれの見渡せる位
図 1

提案手法

置に対するストリートビューは 360 度のパノラマ画像が作
成されている．そのため，一枚のパノラマ画像を数枚に分

以下，提案手法の詳細について，車載カメラから高精度

離し，分離された画像をユーザが撮影した写真とマッチン
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グが行えるよう，画像の変形を修正しなければならない．
そこで，ストリートビュー画像データベースから取得した

入力クエリ画像

SIFT特徴点
ベクトル算出

マッチングした
特徴点抽出

不要な特徴点
排除

平滑化

投票で画像
選択

画像図 3 を図 4 のように分離し，そして幾何変換を行う．

図 5

SIFT 局所特徴量によって画像マッチングの流れ

Nearest Neighbors）[8] を使用し，SIFT ベクトルを算出す
る．実際に行われる処理手順は以下の通り．
図 3

( 1 ) ストリートビューデータベースより画像を入力する．

元のストリートビュー画像

( 2 ) （1）の画像の SIFT 特徴点ベクトルを計算する．
( 3 ) マッチングした特徴点を抽出する．
( 4 ) 計算精度を向上させるため，不要な特徴点を排除する．
( 5 ) さらなる計算精度を追求できるよう，平滑化処理を
行う．

( 6 ) 探索した各最近傍 SIFT ベクトルから投票でマッチし
図 4

ている画像が得る．

幾何変換を行った画像

ここで，同じ位置で，違う方向に撮影した画像から複数
の SIFT 特徴点を探索し正解対応点組の増加させる手法を
提案する．類似対応点や画質によりわずかに変化した特徴

2.4 ストリートビュー画像マッチング
前節に作成した画像の特徴量を SIFT と SURF の手法を

点も対応点候補として選択することができ，最終的にユー

通して抽出し，画像マッチングを行う．しかし，ストリー

ザ位置・方向推定を行う際に利用するカメラ間の射影変換

トビューデータベース中の画像の撮影位置は数メートル

の精度が高まる効果が期待できる．

間隔があるため，必ずしも車両の撮影する位置と一致する
わけではない．撮影角度の違いがマッチング精度の劣化要

2.5 カメラ位置・方向推定

因となる．また，インターネットで利用できるストリート

ユーザ撮影画像 I0 と最も類似する画像 IS0 をストリート

ビュー画像は高圧縮された画像であることが多く，画質劣

ビュー画像データベースから抽出後，ユーザの撮影位置・

化によるマッチング精度劣化が生じる場合がある．さらに，

方向を推定する．

ストリートビュー画像の撮影時期と車両が道並み画像を撮

データベース内の画像は，道路に沿って離散的に撮影さ

影する時期とかけ離れている場合があり，建物など比較的

れているため，ユーザが撮影した画像に最も類似する画像

長期にわたり変化しない物体が画像マッチングの対象とな

IS0 の両隣の撮影位置のデータベース画像を選択して，画像

る．ところが，人や車などの移動物体や時期によって変化

の特徴点を算出し，エピポーラ拘束 [7] を計算する．撮影位

する樹木なども撮影されているため，ストリートビュー画

置は既知の 2 枚の画像から特徴点の 3 次元位置を推定する．

像と車載カメラが撮影した画像とが同じ場所で撮影され

未知の空間上の点 X を画像 IS0 に射影した点 x = [uv1]T

た物だとしても，異なる物体が映っている可能性があり，

と画像 IS1 に射影した点 x, = [u, v , 1]T には，

マッチングの精度劣化の要因となる．そこで本提案では，
画像のマッチング精度を改善するために，建物画像の向き

xT F x, = 0

(1)

の補正，建物領域の検出，画像品質に受けにくい対応特徴
点選択を行う手法を提案する．本手法では，車載カメラ画

の関係が成立する．F が基礎行列のエピポーラ拘束であ

像撮影時の GPS 位置データに基づき，ストリートビュー

る．上記の式に基づき，ストリートビュー画像データベー

画像データベースの取得範囲を限定した画像マッチングを

ス内での対応点の 3 次元位置を推定した後，ユーザ撮影画

行う．例として，SIFT による画像マッチングの流れを図

像 I0 と IS0 に関しても同様に対応関係を算出し，ユーザ位

5 に示す．

置を推定する．
なお，本実験ではユーザ撮影画像のカメラ内部変数を未

前提条件として，まずは SIFT を利用して，Google Maps

知と仮定する．ユーザの方向情報は推定できるが，位置に

ストリートビューデータベースから取得した画像の特徴

関してスケールの不定性が残るため，ユーザの最終的な位

点を抽出し，データベースに登録して参照データとして

置推定は，ユーザの方向推定値とストリートビュー画像

使用する．次に，FLANN（Fast Library for Approximate

データベースの撮影経路（撮影した車道の中心線）との交
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点とした．

できる限に，データ
と同じノードで処理
を行う

ノード１

2.6 MapReduce を利用したデータ処理プラットフォー
ム

ノード１

前述したように，高精度な位置推定をするため，巨大な

管理ノード

一枚の画像の処理や，複数枚の画像処理は必要である．[9]
これらの処理を一台の CPU コアで逐次的に処理を行うと
ノード１

莫大な時間的コストが掛かる．そのため，複数台のマシン
を用いて分散・並列に処理を行うことが効率的である．本

図 7

手法では，車載カメラから高精度な自車位置推定手法にお

Hadoop の分散処理

ける，クラウド環境を利用したデータ処理プラットフォー
ムを提案する．そのため，Hadoop MapReduce を用いた
画像処理を検討する．

Hadoop では図 7 に示すように，分散ファイルシステム
と分散処理エンジンが同居する形になっている．ファイル
は複数の計算ノードに分散して配置され，計算処理は対象

2.7 Hadoop

のファイルが存在する計算ノード上で実行するように最適

Hadoop は分散処理フレームワーク（ソフトウェアの実行

化される．そのため，大規模なデータを効率よく処理する

基盤）の一つである．インターネット検索サービス大手の

ことができる．また，Amazon Elastic MapReduce[13] の

Google が開発した技術をもとに実装されたオープンソー

ようなオンデマンドに利用できるクラウドサービスが存在

スソフトウェアである．Yahoo![10] や Facebook[11] など

する点も Hadoop の特徴である．必要な時に必要な規模の

のサービスプロバイダをはじめ，多くのシステムベンダー

Hadoop 環境を利用できる．利用した分だけ費用を支払え

が Hadoop の活用を進めている．Hadoop は分散ファイル

ば良いため，研究機関に限られているような高性能なシス

システム（HDFS:Hadoop Distributed File System）と分

テムを安価で利用できる．

散処理エンジン（MapReduce）から構成されている．従来
から様々な分散処理技術が存在しているが，Hadoop が注

2.8 MapReduce を用いた画像処理全体の流れ

目されるようになった理由の一つはデータローカリティ機
能である．

MapReduce のデータフローを表したものが図 8 である．
まず map フェーズにおいて，Hadoop は，MapReduce ジョ

図 6 に示すように，従来型の分散処理技術では，計算処

ブへの入力を，入力スプリット (あるいは単にスプリット)

理のためのコンピュータ（計算ノード）がディスクを共有

と呼ばれる固定長の断片に分割する．そして各スプリッ

していることがあった．その場合，ディスクアクセスが少

トに対して１つの map タスクを生成し，map タスクは

ない処理ならば，従来の技術でも十分機能する．しかし，

スプリットの各レコードに対して map 関数を実行する．

大規模データの分析処理を行おうとすると共有ディスクへ

MapReduce では，すべてのデータを key-value というシ

のアクセスが増えるため，ボトルネックが生じ，システム

ンプルなデータ構造で扱う．一つのレコードから，一つの

全体の処理性能が落ちる．

key-value ペアが生成され，map 関数に渡されることにな
る．map フェーズでは受け取ったデータから必要な情報

計算ノード１

大規模データへの
同時アクセスでボト
ルネットに

を取り出し，中間的なデータとして出力する．map フェー
ズで出力された key-value に対して，key 順にソート処理
を行い，同じ key は key-values という，一つの key と一

計算ノード２

つ以上の value のリストとして reduce フェーズの入力と
して渡される．次に reduce フェーズでは，map の出力を
入力として受け取り，そのデータに対して reduce 関数を

計算ノードN

共有ストレージ

実行することで，map の出力を集約する．reduce フェー
ズにおいても，複数の reduce タスクを同時に実行するこ

図 6

従来型の分散処理

とができる．そのときは，map タスクはその出力をパー
ティション化し，それぞれの reduce タスクに対して一つ
のパーティションを生成する．同じ key は必ず一つのパー
ティションに含まれるように生成される．これにより，複
数の reduce タスクを同時に実行することができる．
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HDFS上の入力
ソート
コピー
スプリット
0

HDFS上の出力

map

マージ

Reduce

パート0
HDFS
レプリケー
ション

スプリット
1

map

Reduce

スプリット
2

パート1

map

図 8

MapReduce のデータフロー

map1
(key,value）=(1,byte1[])
として抽出

map2
(key,value）=(2,byte2[])
として抽出

Mapの出力を受け取り
一つのファイルとして書き
出す

図 10

GPS 座標によって映像を切り出す

reduce

map3
(key,value）=(3,byte3[])
として抽出

map4
(key,value）=(4,byte4[])
として抽出

図 9

MapReduce を用いた画像処理動作の流れ

3. 設計
本章では，提案手法の詳細について述べる．

3.1 周辺車両情報の収集
図 11

全方位カメラと GPS を装備した多数の車両が, 撮影を

同じ位置で違う方向に撮影した複数の画像

意識することなく自由に走行するという前提とする. この
前提により, GPS 座標付き映像を大量に収集することがで
きる. ここで, 図 10 で示されたように，GPS 座標を用い

4. 位置推定の精度

て位置特定したい車両のおおよその位置を特定し，この位

ここで，提案手法の有効性を検証するため，実際に携帯

置より約半径 40 メートル内のストリートビュー映像を切

電話で撮影した GPS 位置情報付き画像と同範囲の Google

り出す．

Maps Street View データベース内の画像とのマッチング
実験と評価を行う．処理の高速化を図るための SURF を
使用した場合と SIFT を使用した場合の比較をする．最後

3.2 画像マッチングからのカメラ位置・走行方向推定

に，二つの提案手法における精度と提案手法を使用しない

ここでは，車両が同じ位置で全方位カメラを使用し，違

場合の精度を比較する．

う角度で撮影した複数の画像がすでに存在するストリー
トビュー画像データベースに対して，画像データベースで

4.1 実験データ
ユーザ撮影画像として，携帯電話カメラで京都府同志社

マッチングを行い，最終的に車両位置・方向を推定する手

前駅と大阪府 JR 京橋駅の出口周辺の建物が大きく写るよ

法における画像マッチング精度の向上手法を考える．
さらに，図 11 で示したように，車載カメラで撮影した

う，GPS 位置情報付きの写真を 100 枚撮影した．写真サイ

それぞれの画像に対応するストリートビューの画像の相互

ズを全て 640 × 480 ピクセルに設定する．次に，比較対

位置関係により，車両の走行方向が推定できる．

象となるストリートビュー画像は幾何変換を行った上で比
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較を行う．

4.2 GPS 位置精度
本実験で使用する写真を撮影する携帯電話 (Sony 製
図 13

Xperia acro HD) の GPS(A-GPS) 位置推定誤差を表 1 に
示す．
緯度経度の真値は Google Map を手動で検索した値を
真値とする．ユーザ位置と真値の距離計算は以下の式 (単
位：メートル) を用いる．(Lat0 , Long0 )，(Lat1 , Long1 ) と
して，

4.5 考察
図 13 より, GPS が示す位置情報の誤差を 34% 程度減少
させることが可能であることが分かる．さらに従来手法と
比較して，10% の精度の改善が確認できる．また，SURF
の適用においては，SIFT よりわずか精度が劣っているこ

dlong = R cos

Lat0 + Lat1
sin (Long1 − Long0 )
2

とがわかる．

(2)

5. 処理時間
Hadoop の導入による従来手法の処理時間との比較と，

dlat = R sin (Lat1 − Lat0 )

(3)

SIFT と SURF の導入による処理時間の違いをこの章で
示す．

√
d =

各手法による GPS の誤差

2

2

(dlong ) + (dlat )

(4)

5.1 評価モデル

で算出する [12]．R = 6.3713 × 10 である．
6

Google Maps Street View データベースの画像の類似度
分析を Hadoop で行う．画像数は約 1200 万通り存在し
ており，総ファイルサイズは約 9.5GB である．Amazon

Elastic MapReduce を用いて，類似度計算とそれに因ん
だ CPU 性能による処理結果を図 14 で示した．Amazon

Elastic MapReduce は Hadoop をオンデマンドに利用でき
るクラウドサービスである．152ECU[14](2ECU × 4 仮想
図 12

一般の携帯電話の GPS 誤差

コアのマシン 19 台) の場合，142 秒で処理が完了した．ま
た，CPU 性能の単位である ECU については，
「ECU あた
りのプロセッサー容量は，1.0-1.2GHz の 2007

4.3 従来手法
従来手法は提案手法と同様の画像マッチングを用いて撮
影位置を推定するが，対象エリアの画像データは，Google

Maps Street View ストリートビュー画像データではなく，
事前に撮影画像データベースから構築したランドマーク

Opteron

または 2007 Intel Xeon プロセッサーに相当します．」と

Amazon AWS の各ページに明記されている．
図 14 の結果と比較を行うため，SIFT で特徴点検出を行
い，Hadoop を使わない場合の結果を図 15 にまとめた．

データベースからの画像データを利用する．また，画像
マッチングを行う際は，複数方向の画像ではなく，一つの
画像から画像マッチングを行うことにより，撮影位置・方
向を推定する．

4.4 実験結果
実験内容は，従来手法の一つの画像による SIFT 特徴点
の最近傍探索に基づき，生成した対応点から射影変換行列
を算出する．その後正解対応点数に対して投票し，マッチ
ング画像を検索する．次に，提案手法については，違う角
度で撮影された複数の写真を SIFT と SURF と二つの手法
で特徴点を検索し，射影変換行列の算出とマッチング画像

図 14

の投票を行う．推定位置の誤差の評価方法は，6.2 節で述
べた手法で算出し，結果を図 13 に示す．
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Amazon Elastic MapReduce を用いた Hadoop による処
理時間

規模データベースにそのまま適用するのは困難であった．
本稿の提案手法では，別途装置で事前にデータベースを構
築する必要がなく，かつ広域環境のデータを更新すること
と保持することが可能である．位置精度において，Google

Maps Street View ストリートビュー画像は全方位 360 度
カメラで 12 メートルの程度が撮影されたので，GPS 位
置推定の精度より高い精度生じることを期待している．一
方，現在では莫大なデータの分析や検索する需要が高まっ
ている．効率よくそれらのデータを扱うには，並列処理だ
けではなく，HDD へのアクセス問題 [17] も考慮しなけれ
ばならない．そこで，本稿では，Hadoop といった技術は
図 15

非 Hadoop プログラムにおける処理時間とディスクアクセ
ス時間

前述の問題を解決するのに適していると証明できた．

7. 今後の展望と課題
現在，自動車の安全性向上のための運転支援システムや

5.2 考察
Hadoop MapReduce を導入した結果，図 14 で示された

運転の快適性向上を目的とした車載アプリケーションが登

ように，並行処理に使用する CPU の数が少ない場合は時

場している．そして，実用性の高い車載アプリケーション

間がかかったが，CPU の数を増やすことで，処理時間を

を開発するには自車位置を高精度に推定することが重要で

大幅短縮することができた．また，SURF を導入するこ

ある. そのため，大きい場合数十メートルの誤差が生じる

とによって，処理速度の向上を図ることができた．次に，

GPS の精度を高める必要があり，GPS と車載カメラから

Hadoop を使用しない場合の一番の大きな違いはディスク

得られる画像を組み合わせた手法が提案されている．この

アクセス問題である．図 15 の結果より，並列処理数が増

ような手法は入力画像中の自然特徴点やエッジなどの自然

加しているにもかかわらず，パフォーマンス増加の勢いが

特徴をあらかじめ構築されたデータベース内の情報とマッ

落ちていることがわかる．これは，ディスクアクセスによ

チングすることで，カメラ位置・方向を推定する．しかし，

るボトルネックが発生していると考えられる．実際，並行

画像処理は計算コストが高いので，リアルタイム性が求め

処理数が 8 つの時は，処理時間の約 95 したがって，並行

られている位置測定には常に課題となっている．これらの

処理数が 8 つ以上に増える際の処理効率を求めるのであれ

課題を解決するのに，本稿では SIFT より速い SURF の特

ば，Hadoop による処理速度の向上が不可欠である．

徴点検出と Hadoop によるパフォーマンスの向上を提案し
た．今後の課題として，特徴点検出の部分だけではなく，

6. 関連研究

画像マッチングの部分に異なるアルゴリズムを適用するこ

GPS の精度改善はナビゲーションシステムにおいて，

とで処理の高速化を図る．また，現時点では，車両が撮影

ユーザの位置推定を行う場合，非常に有効な手段である．

した写真をサーバにアップロードする時間を考慮していな

その改善手段として，GPS と携帯電話基地局の情報を利用

いが，実際にシステムを運用する際，車両は移動している

する手法 (A-GPS)，Wi-Fi 電波を利用する手法等が存在す

ため，画像のアップロードによるタイムラグが生じると，

る．A-GPS は GPS による位置測定をサポートすること

写真を撮影した位置と現在位置が異なることがある．これ

が目的であり，誤差は最大数十メートルである．Wi-Fi で

らの課題を解決すべく，今後の研究目標とする．

の位置測定 [15] は電波が良好な場合，5 メートル程度とさ
れている．また，GPS だけ用いてナビゲーションシステ

8. 謝辞

ムを構築する場合，方向情報を取得できないデメリットが

本研究の一部は戦略的情報通信研究開発推進制度

存在している．本研究での提案手法と同様に画像マッチン

（SCOPE）および科学研究費補助金の助成を受けたもので

グを用いて撮影位置推定を行う研究としては，対象エリア

ある．

を事前に撮影した画像によって作成されたデータベースを
利用し，撮影位置推定を行う研究がなされている．撮影画
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