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推薦論文

地図データを利用した燃料消費予測手法の
大型作業車両への適用
川股 幸博1,a)

板東 幹雄1,b)

受付日 2013年4月4日, 採録日 2013年10月9日

概要：現場で作業する大型作業車両では燃料消費量削減の要求が高まっている．我々は燃料消費予測モデ
ルを大型作業車両に適用し燃料消費量予測の精度検証を行った．燃料消費予測モデルでは，地図の高さ情
報の誤差の影響を受けやすい．そこで，高精度 GPS および一般的な精度の GPS により測位した高さ情報
による燃料消費量予測精度を評価した．さらに，一般的な精度の GPS を用いた場合でも高精度に燃料消
費予測を行うため燃料消費予測における高度データマッチング手法について提案し有効性を確認した．
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Abstract: Fuel consumption reduction is important issue for heavy vehicles. We apply a fuel consumption
estimation model to heavy vehicles, and evaluate an estimation accuracy of the model. In this model, the
accuracy of elevation map data is most eﬀective for the estimation accuracy. We report here on an evaluation
of the estimation accuracy on a conventional GPS elevation data and a high precise GPS elevation data. And
we propose elevation data matching technique for fuel consumption estimation and evaluate the estimation
accuracy.
Keywords: map, GPS, fuel consumption estimation

1. はじめに

擦，走行時の高度変化，空気抵抗，車両の加減速などのエ
ネルギー変化成分により表現される．本稿では，大型作業

地球温暖化対策，燃料費高騰への対応を背景に，自動車

車両に対しても燃料消費予測を実現するため，乗用車向け

の燃料消費量削減が強く求められている．乗用車向け燃料

燃料消費予測手法を大型作業車両へ適用することを検討し

消費予測では，カーナビゲーション業界において燃費を最

た．大型作業車両は，数十〜数百 t の車両重量を持ち大量

小にする経路探索機能が製品化されている [1]．この燃料

の土砂運搬作業を行うもので大規模工事現場あるいは鉱山

消費予測手法は，車両の運動方程式，道路の地形，走行速

採掘現場など限られたエリアで使用される．この大型作業

度による車両エネルギー収支を燃料熱当量および車両のエ

車両はエンジンで発電機を駆動し電気エネルギーでモータ

ネルギー効率を用いて変換することで車両燃料消費量を計

を駆動する構成となっている．

算するモデルを用いている [2]．この車両エネルギー収支

カーナビゲーションでは，デジタル地図が地図ベンダか

に着目した燃料消費予測モデルでは，車両の基礎消費，摩

ら提供され，そのデジタル地図に含まれる高さ情報を使っ
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本稿の内容は 2012 年 7 月のマルチメディア，分散，協調とモバ
イル（DICOMO2012）シンポジウム 2012 にて報告され，高度
交通システム研究会主査により情報処理学会論文誌ジャーナルへ
の掲載が推薦された論文である．
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て燃料消費予測を行っている．しかしながら，大型作業車

による燃料消費量が多い場合にはドライバへの低燃費運転

両は乗用車と比較し，車両重量が大きく道路高低差の影響

指導，摩擦による燃料消費量が多い場合には，作業路の路

を大きく受けるため精度の高い地図データが必要になる．

面改善といった改善策を得ることができる．

本稿では大型作業車両に GPS を装着し，GPS 軌跡から

本稿における低燃費化のアプローチでは，燃料消費予測

高さ情報を含む地図データを生成することを試みた．実際

モデルを用いて，加減速，高低差，摩擦といった燃料消費

にテストフィールドにおいて，大型作業車両により GPS

要因ごとに燃料消費量を求め，低燃費化のためのガイダン

の高さデータが燃料消費予測に使用可能な精度であるかを

ス情報を得られるようにすることを目的としている．

調査した．さらに，一般的な精度の GPS を用いた場合で

3. 燃料消費予測モデル

も高精度に燃料消費予測を行うため高度データマッチング
手法について提案し，燃料消費予測の精度評価を行った．

2. 大型作業車両の低燃費化のアプローチ

3.1 燃料消費予測モデルの概要
車両の燃料消費量は，車両のエネルギー収支を燃料熱当
量および車両のエネルギー効率を用いて変換することで計

大型作業車両による作業では燃料代がコストの中で大き

算できる．すなわち燃料消費量は，車両の運動方程式，搬

な割合を占める．燃料消費量を抑えるためには，エンジン

送路の地形，走行速度などの情報により推定することがで

熱効率の改善，減速エネルギーの回収，空気抵抗，転がり

きる [5]．この車両エネルギー収支に着目した燃料消費予

抵抗などの走行抵抗の低減などハード的なアプローチ [3]

測モデルでは，車両の基礎消費，摩擦，走行時の高度変化，

と，デジタルタコグラフによるエコ運転診断などドライバ

空気抵抗，車両の加減速などのエネルギー変化成分により

への低燃費運転教育といったソフト的なアプローチ [4] が

表現できる．文献 [5] では，車両の実走行データに基づく

ある．

実証モデルと本稿の燃料消費予測モデルに相当する論理モ

従来の作業現場では，図 1 のようにトータルの燃料消費

デルを比較しており，大型作業車両で用いる低速の速度域

量のみを考慮していたため，燃料消費量の結果から低燃費

において論理的に整合性が保たれている結果が示されてい

化への要因分析を行うことが困難であった．
燃料消費予測モデルは，車両の基礎消費，摩擦，走行時

る．つまり，燃料消費予測モデルは式 (1) のように記述す
ることができる．

の高度変化，空気抵抗，車両の加減速などのエネルギー変
化成分により表現される．そこで，燃料消費予測モデルを
使って燃料消費要因ごとに燃料消費量を算出することで低
燃費化のための分析を行う．表 1 に示すとおり，高低差に
よる燃料消費が多い場合には，作業路設計の改善，加減速

Q = QBASE +

1 
MAX [0, EFRIC (i) + EPOS (i)
εηH i

+ EAIR (i) + EACC (i)]

(1)

QBASE = f (idle)T （基礎消費）
EFRIC (i) = μM gli （摩擦）
EPOS (i) = M ghi （高度変化）
1
EAIR (i) = ρSCdvi2 li （空気抵抗）
2


1 2
1 2
v − v
EACC (i) = (M + m)
（加減速）
2 i,e 2 i,s
ここで，Q は燃料消費量 [cc]，QBASE は車両の基礎燃費

[cc]，EFRIC (i) は小区間 i における摩擦エネルギー変化成
分 [J]，EPOS (i) は小区間 i における高度エネルギー変化成
分 [J]，EAIR (i) は小区間 i における空気抵抗エネルギー変
図 1

燃料消費要因の分析

Fig. 1 Factor analysis of fuel consumption.
表 1

燃料消費要因と改善策

Table 1 Factor analysis of fuel consumption and improvement
plan.

化成分 [J]，EACC (i) は小区間 i における速度エネルギー
変化成分 [J]，li は小区間 i の区間長 [m]，hi は小区間 i 内
の高度差 [m]，vi は小区間 i 内での平均速度 [m/s]，vi,s と

vi,e はそれぞれ小区間 i の始終端での速度 [m/s]，T は区間
旅行時間 [sec]，g は重力加速度 9.81 [m/s2 ] を示す．f (idle)
は基礎燃費 [cc/sec]，ε は正味熱効率，η は伝達効率，H
は燃料熱当量 [J/cc]，μ は転がり摩擦係数，ρ は空気密度

[kg/m3 ]，S は前方投影面積 [m2 ]，Cd は空気抵抗を表すパ
ラメータである Cd 値，M は車両重量 [kg]，m は回転部分
相当重量 [kg] を示す．

c 2014 Information Processing Society of Japan
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3.2 大型作業車両向け燃料消費予測モデル
大型作業車両向け燃料消費予測式の車両パラメータにつ

表 2 燃料消費予測モデルのパラメータ

Table 2 Parameters for fuel consumption estimation model.

いて説明する．

(A) 基礎燃費 f (idle)
大型作業車両のアイドリング状態における制御系車載
ネットワーク CAN 上に流れる瞬間燃費情報を取得した．
大型作業車両ではブレーキをかける際，運動エネルギーを
モータにより電気エネルギーに変換し抵抗を介して熱エネ
ルギーに変換することで制動力を得ている．このとき抵抗
が所定の温度以上になると冷却ファンが作動する．この冷
却ファンの作動状況は CAN により取得が可能である．瞬
間燃費の実測値より，基礎燃費を冷却ファン非作動時は

3 cc/sec，冷却ファン作動時は 6 cc/sec とした．また，一般
的な乗用車ではエンジンブレーキ使用時に燃料噴射カット
を行うが，本稿で扱う大型作業車両では燃料噴射カットは
行っていない．

(B) 正味熱効率 ε
一般的な大型車両の正味熱効率の値 0.490 を利用した．

(C) 伝達効率 η
大型作業車両のパワートレインでは，エンジンで発電機
を回転させ，発電による電気エネルギーでモータを回転さ
せることで駆動を行っている．伝達効率を大型作業車両の
パワートレインへの入力パワーと出力パワーより計算し，
伝達効率 η を 0.900 とした．

(J) 回転部分相当重量 m
大 型 作 業 車 両 の 仕 様 で あ る 回 転 部 分 相 当 重 量 (M ×

0.53) Kg を用いた．
表 2 に大型作業車両向け燃料消費予測モデルで使用する

(D) 燃料熱当量 H

パラメータを示す．

経済産業省資源エネルギー庁発表の 2005 年度標準発熱

大型作業車両向け燃料消費予測式を式 (2) に示す．

量表 [6] を参照した．軽油の燃料熱当量は，37.7 MJ/L で

Q = f (idle)T +

ある．

(E) 転がり摩擦係数 μ
仮舗装砂利道を仮定した転がり摩擦係数 0.030 を使用
した．

+



MAX [0, (2.721li + 90.69hi

i
0.0008590vi2 li

2
2
+ 7.072(vi,e
− vi,s
))]

(2)

本稿では，小区間 i を GPS の測位間隔である 1 秒間ご

(F) 空気密度 ρ

とに走行した区間を設定した．区間長 li は 1 秒間ごとに
3

温度 25 度時の空気密度 1.150 Kg/m を使用した．空気

GPS で測位した緯度，経度から算出した距離を用いた．小

密度は空気抵抗に関わるエネルギー消費計算に使用される

区間 i 内の高度差 hi は 1 秒ごとに GPS で測位した高度か

が，大型作業車両では走行速度が遅いことから空気抵抗が

ら算出した．また，始終端での速度 vi,s と vi,e は大型作業

エネルギー消費に占める割合は小さく，温度変化による空

車両の制御系車載ネットワーク CAN で流れる速度情報を

気密度 ρ の変動が与える影響は小さいものと考えられる．

用いた．平均速度 vi は，始終端での速度 vi,s と vi,e から平

(G) 前方投影面積 S

均速度を算出した．

大型作業車両の前面部を矩形と仮定し投影面積を求め
た．投影面積 S を 49.670 m2 とした．

(H) Cd 値

4. 燃料消費予測精度の評価
4.1 平地走行による燃料消費予測精度の評価

一般的な大型車両の Cd 値 0.500 を用いた．Cd 値は空

大型作業車両は重量が大きいため，燃料消費予測式の中

気抵抗にかかわるエネルギー消費計算に使用されるが，大

で車両重量に関わる項目である高度変化以外に，摩擦，加

型作業車両では走行速度が遅いことから空気抵抗がエネル

減速が予測精度に影響を与えると考えられる．そこで，こ

ギー消費に占める割合は小さく Cd 値の精度が与える影響

れらの影響を確認するため，平坦な直線路を一定速度で走

は小さいものと考えられる．

行する場合の燃料消費予測精度を評価した．本評価では，

(I) 車両重量 M

大型作業車両の制御系車載ネットワーク CAN 上に流れる

大型作業車両の仕様である車両重量 153,700 Kg を用いた．

c 2014 Information Processing Society of Japan
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図 2 に実際に走行した平坦な直線テストコースの概要を
示す．この平坦な直線テストコースは建造物など遮蔽する
ものがなく天空が十分見渡せ，測位精度に関して受信可能
な GPS 衛星の配置が良好な環境である．スタート地点から
ゴール地点に向かって約 620 m である．図 3 は，図 2 の走
行コースの高度変化を示す図である．横軸が経過時間，縦
軸は高度を示す．この高度データは高精度 GPS を用いて
測定した．ここでは高精度 GPS として，NOVATEL 社製

SPAN-CPT（水平精度 1.5 m）[10] を用いた．SPAN-CPT
は，L1，L2 の 2 周波 GPS 信号（一般的な精度の GPS は

L1 のみ受信）を受信することで GPS 測位データを高精度
化し，光ファイバージャイロおよび加速度計などの慣性セ
ンサを持ち，慣性センサと GPS 情報を融合することで測
位データをさらに高精度化している．図 4 は，この平坦
な直線テストコースを走行した際の速度パターンであり，
横軸が経過時間，縦軸は走行速度の実測値を示す．停止し
ている状態から約 8.5 m/sec（約 30 km/h）まで一気に加速
し，その速度を約 60 秒間維持し，その後停止している．
図 5 は，燃料消費予測式に基づいて，各項目，(1) 基礎燃
費，(2) 摩擦，(3) 高度変化，(4) 空気抵抗，(5) 加減速によ
図 2

る影響を示した図である．ここでは，基礎燃費を 3 cc/sec
平坦な直線テストコース概要

Fig. 2 Flat straight test course overview.

（冷却ファン非作動）として燃料消費量を予測した．

(1) 基礎燃費による燃料消費は他の項目と比較して小

図 3 平坦なコースにおける高度変化

Fig. 3 Elevation in flat course.

図 4

平坦なコースにおける定速走行時の速度パターン

Fig. 4 Speed pattern in constant speed on flat course.

c 2014 Information Processing Society of Japan
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図 5

平坦なコースにおける定速走行時の燃料消費予測の内訳

Fig. 5 Analysis of fuel consumption estimation in constant speed on flat course.

図 6

平坦なコースにおける定速走行時の燃料消費予測結果

Fig. 6 Evaluation result of fuel consumption estimation in constant speed on flat course.

さい．

(2) 摩擦による燃料消費は，走行距離に比例して消費され，
車両重量に比例して大きくなる．図 5 において，8.5 m/sec

表 3

平坦なコースにおける定速走行時の燃料消費予測誤差

Table 3 Error rate of fuel consumption estimation result in
constant speed on flat course.

で定速走行している部分で他の項目と比較して大きなエネ
ルギー消費が見られる．

(3) 高度変化は，走行コースの高低差がほとんどない平
坦な道路であるためきわめて小さい．

(4) 空気抵抗による燃料消費は，車両重量にかかわらな
いため他の項目と比較して小さい．

平坦な直線コースを定速走行する場合，燃料消費の内訳
は摩擦の影響が最も大きくなる．

(5) 加速度により燃料消費は，8.5 m/sec まで加速すると

図 6 は，平坦な直線コースを定速走行する場合の実際の

ころで大きな値を示している．また定速走行から停止する

燃料消費量と燃料消費モデルにより予測した燃料消費量で

際に，エネルギーを放出するため，負の大きな値を示して

ある．図 6 では，実際の燃料消費量と予測燃料消費量の増

いる．加速時および減速時の加減速の影響による値は，車

加，減少の傾向がおおよそ一致していることが分かる．

両重量が大きいことからも他の項目と比較して大きな影響
を与えている．

c 2014 Information Processing Society of Japan
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図 7

周回テストコース概要

Fig. 7 Oval test course overview.

図 8 高低差のあるコースにおける高度変化

Fig. 8 Elevation in slope course.

差率を示す．
平坦な直線コースを定速走行した本実験では，実際の燃料
消費量は 2,304 cc に対して予測した燃料消費量は 2,340 cc
である．本実験結果では，誤差率は 1.5%でありおおむね
高精度に予測できることが分かる．

1 平坦な直線区間，
スは全長約 2 km の周回コースであり，

2 急な登坂区間，
3 緩い登坂区間，
4 降坂区間で構成さ
れる．
周回テストコースは建造物など遮蔽するものがなく天空
が十分見渡せ，測位精度に関して受信可能な GPS 衛星の
配置が良好な環境である．ここでは，GPS 測位誤差の影響

4.2 高度変化による燃料消費予測精度の評価
高度変化の影響を調査するため，高低差のある走行コー
スを一定速度で走行した際の燃料消費予測精度について評
価した．
図 7 は周回テストコース概要である．周回テストコー
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をできるだけ受けないようにするため，4.1 節で使用した
高精度 GPS である NOVATEL 社製 SPAN-CPT を使って
高度データを取得した．
図 7 の周回テストコースは 1 周約 2 km，約 20 m の高低
差を持っている．図 8 は図 7 の周回コースを走行したと
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図 9

高低差コースにおける定速走行時の速度パターン

Fig. 9 Speed pattern in constant speed on slope course.

図 10 高低差コースにおける定速走行時の燃料消費予測の内訳

Fig. 10 Analysis of fuel consumption estimation in constant speed on slope course.

きの高精度 GPS で取得した高度データであり，横軸が経
過時間，縦軸は高度を示している．図 9 は，周回コースを
走行した際の走行パターンであり，横軸が経過時間，縦軸

(2) 摩擦による燃料消費は，5.5 m/sec で定速走行してい
る部分で約 20 cc/sec のエネルギー消費がある．

(3) 高度変化は，登坂時に約 60 cc/sec の燃料を消費し，

は走行速度の実測値を示している．停止している状態から

降坂時には燃料消費せずに約 60 cc/sec に対応する位置エ

約 5.5 m/sec（約 20 km/h）まで加速し，約 400 秒間，定速

ネルギーを使って惰性走行している．他の項目と比較し相

走行により周回コースを 2 周し，その後停止している．

対的に大きな値を示しており，高低差が燃料消費予測に与

図 10 は燃料消費予測式に基づいて高低差のある周回

える影響が大きいことが分かる．

コースを定速走行した際の，(1) 基礎燃費，(2) 摩擦，(3)

(4) 空気抵抗による燃料消費は，平坦な直線コース，定

高度変化，(4) 空気抵抗，(5) 加減速による影響を示した図

速走行した場合と同様に，車両重量にかかわらないため他

である．ここでは，基礎燃費を 6 cc/sec（冷却ファン作動）

の項目と比較して小さい．

として燃料消費量を予測した．

(1) 基礎燃費による燃料消費は他の項目と比較して小
さい．
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(5) 加速度により燃料消費は，加速時に約 60 cc/sec の燃
料消費を示している．また，定速走行を行っているものの，
降坂時にはブレーキ操作が必要であるため速度のばらつき
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図 11 高低差コースにおける定速走行時の燃料消費予測結果

Fig. 11 Evaluation result of fuel consumption estimation in constant speed on slope
course.
表 4

高低差のあるコースにおける定速走行時の燃料消費予測誤差

ときの高精度 GPS で取得した高度データであり，横軸が

Table 4 Error rate of fuel consumption estimation result in

経過時間，縦軸は高度を示している．図 13 は，周回コー

constant speed on slope course.

スを走行した際の走行パターンであり横軸が経過時間，縦
軸は走行速度の実測値を示している．その運転パターンを

1 平坦
図 7 により説明する．(1) 停止している状態から 
2 急な登坂区間に
な直線区間はフルアクセルで走行し，
2 急な登坂区間か
差しかかるカーブ手前で減速する．(2) 
3 緩い登坂区間にかけてフルアクセルで走行し，
4 降
ら
が発生し，その結果，加減速による燃料消費量が大きく増

4 降坂区
坂区間に差しかかるカーブ手前で減速する．(3) 

減している．

4 降坂区間
間ではブレーキ操作により速度を抑える．(4) 

以上のように高低差のあるコースを定速走行する場合に
は，摩擦による燃料消費が影響を与えるとともに，加速時
の燃料消費量と登坂時の燃料消費量が非常に大きくなるこ
とが分かる．
図 11 は高低差のあるコースを定速走行する場合の実際

1 平坦な直線区間の間のカーブでは減速し，
1 平坦
から 
な直線区間においてフルアクセルで走行を行う．
図 14 は，燃料消費予測式に基づいて，高低差のある周
回コースを加減速しながら走行した際の，(1) 基礎燃費，

(2) 摩擦，(3) 高度変化，(4) 空気抵抗，(5) 加減速による影

の燃料消費量と燃料消費モデルにより予測した燃料消費量

響を示した図である．ここでは，基礎燃費を 3 cc/sec（冷

である．図 11 では実際の燃料消費量と予測燃料消費量の

却ファン非作動）として燃料消費量を予測した．

増加，減少の傾向がおおよそ一致していることが分かる．
表 4 に実際の燃料消費量と，燃料消費モデルによる燃料
消費量の予測値と，実際の燃料消費量を真値としたときの
誤差率を示す．
高低差のあるコースを定速走行した本実験では，実際

(1) 基礎燃費による燃料消費は，他の項目と比較して小
さい．

(2) 摩擦による燃料消費は距離に比例して大きくなる値
である．そのため，速度変化がある場合には単位時間あた
りの燃料消費量が増減する．図 14 では，速度の加減速に

の燃料消費量は 11,426 cc に対して予測した燃料消費量は

比例して約 20 cc/sec から約 40 cc/sec の間で燃料消費量が

11,406 cc であり，誤差率は 0.2%となった．

変化している．

(3) 高度変化による燃料消費量は登坂時に 100 cc/sec に
4.3 高度変化，速度変化のある環境下での燃料消費予測
精度の評価
高度変化および速度変化の影響を調査するため，高低差
のある走行コースを加減速しながら走行した際の燃料消費
予測精度について評価した．走行したコースは，図 7 の周
回テストコースである．図 12 は図 7 のコースを走行した
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及ぶ燃料消費がある．降坂時には位置エネルギーを，摩擦
など他項目のエネルギー消費に利用している．高度変化は
他の項目と比較し相対的に大きな値を示しており，高低差
が燃料消費予測に与える影響が大きいことが分かる．

(4) 空気抵抗による燃料消費は，車両重量にかかわらな
いため他の項目と比較して小さい．
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図 12 高低差コースにおける加減速走行時の高度変化

Fig. 12 Evaluation result of fuel consumption estimation in variable speed on slope
course.

図 13 高低差コースにおける加減速走行時の速度パターン

Fig. 13 Speed pattern in variable speed on slope course.

図 14 高低差コースにおける加減速走行時の燃料消費予測の内訳

Fig. 14 Analysis of fuel consumption estimation in variable speed on slope course.
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図 15 高低差コースにおける加減速走行時の燃料消費予測結果

Fig. 15 Evaluation result of fuel consumption estimation in variable speed on slope
course.
表 5

高低差コースにおける加減速走行時の予測結果評価

Table 5 Error rate of fuel consumption estimation result in

差率は 0.85%となり，ほぼ同様の結果が得られることを確
認した．

variable speed on slope course.

5. 地図精度による燃料消費予測精度の評価
GPS は，水平方向の位置精度に比べ高さ方向の精度は
劣っており燃料消費予測精度に影響を与える可能性がある．
それにより地図データの高度情報を作成する際の GPS 精

(5) 加速度により燃料消費は，加速時に 100 cc/sec に及
ぶ燃料消費がある．また，オートクルーズ機能を使用し定
速走行を行っているものの降坂時には加速を抑えるためブ
レーキ操作が必要である．そのため，降坂時には速度のば
らつきが発生し加減速による燃料消費量が大きく増減して
いる．
以上のように高低差のあるコースを定速走行する場合に
は，摩擦による燃料消費が影響を与えるとともに，高度変
化や加減速による燃料消費量の影響も非常に大きくなるこ
とが分かる．
図 15 は高低差のあるコースを加減速走行する場合の実
際の燃料消費量と燃料消費モデルにより予測した燃料消費
量である．実際の燃料消費量と予測燃料消費量の増加，減
少の傾向がおおよそ一致していることが分かる．
表 5 に実際の燃料消費量と，燃料消費モデルによる燃料
消費量の予測値と，実際の燃料消費量を真値としたときの
誤差率を示す．
高低差のあるコースを加減速走行した本実験では，実
際の燃料消費量 11,096 cc に対して予測した燃料消費量は

11,143 cc である．誤差率は 0.42%であり，燃料消費量をお
おむね高精度に予測できていることが分かる．
また，本走行実験を繰り返したところ，実際の燃料消費
量 10,902 cc に対して予測した燃料消費量は 10,995 cc，誤
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度が燃料消費予測の予測精度に与えてしまう．
そこで高精度 GPS と一般的な精度の GPS を使って高度
情報の地図データを作成し，それぞれの燃料消費予測精度
を評価した．
ここでは一般的な精度の GPS として，古野電気製 GPS
受信機 GN-80（水平精度 10 m）[11] を用いた．また高精度

GPS として，NOVATEL 社製 SPAN-CPT を用いた．
図 16 に一般的な精度の GPS および高精度 GPS の高度
データのログを示す．このログは周回テストコースを 2 周
走行した際の高度データである．青線は高精度 GPS で測
定した高度データ，赤線は一般的な精度の GPS で測定し
た高度データを示す．
高精度 GPS で測定した高度データ測位では，最高高
度：237.0 m（1 周目）
，236.9 m（2 周目）
，最低高度 216.2 m
（1 周目）
，217.1 m（2 周目）となり，1 周目，2 周目ともにほ
ぼ同じ最高高度，最低高度を示している．一方，一般的な精
度の GPS で測定した高度データでは，最高高度：212.6 m
（1 周目），221.0 m（2 周目），最低高度 192.1 m（1 周目），

196.4 m（2 周目）となり，最高高度では 8.4 m，最低高度
では 4.2 m ほどの差を生じている．
周回テストコースを 20 km/h で 2 周した場合の，(1) 高
精度 GPS で測定した高度データによる燃料消費量予測値，

(2) 一般的な精度の GPS で測定した高度データによる燃料
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図 16 高精度 GPS および一般的な精度の GPS 計測による高度データ

Fig. 16 Measured elevation from high accuracy GPS and conventional GPS.
表 6 高精度 GPS および一般的な精度の GPS の高度データによる
燃料消費予測値

Table 6 Error rate of fuel consumption estimation result using measured elevation from high accuracy GPS and
conventional GPS.

図 17 高度データマッチングによる燃料消費予測

消費量予測値，(3) 実際の燃料消費量を表 6 に示す．実測
燃費を真値として，各燃料消費量予測値の誤差率を求めた．

Fig. 17 Fuel consumption estimation by using elevation data
matching.

大型作業車両は車両重量が大きいため，燃料消費予測に
おける高度変化の影響がきわめて大きい．高精度 GPS に

チングすることで燃料消費予測する高度データマッチング

よる高度データによる燃料消費予測値 2.7%と比較し，一

手法を提案する．

般的な精度の GPS を使った高度データでは誤差 25.5%と

図 17 に高度データマッチング手法による燃料消費予

いう結果となった．このため，高精度に燃料消費予測を行

測の処理手順を示す．本手法では，あらかじめ，地図生成

うには，高精度 GPS で取得した高度データが必要である．

6. 燃料消費予測における高度データマッチ
ング
高精度 GPS は高価であるため作業現場のすべての大型
作業車両への搭載は現実的に困難である．そこで，大型作

フェーズにおいて，高精度 GPS を用いて，緯度，経度，
高度からなる高精度 3D 地図を生成する．燃料消費量予測
フェーズで一般的な精度の GPS で取得した緯度，経度情
報からなる走行軌跡と高精度 3D 地図とをマッチングする
ことで高度情報を取得し，燃料消費量予測を行う．
この高度データマッチングでは，高精度 3D 地図の緯度，

業車両には一般的な精度の GPS を搭載し，高精度 GPS を

経度点列と，一般的な精度の GPS で取得した緯度，経度

装着した 1 台の地図生成車両で作成した地図データとマッ

点列（走行軌跡）との間で動的計画法を用いて対応関係を
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求め，走行軌跡に対応する高度情報を高精度 3D 地図から

に対して高精度 3D 地図上の座標 B2 (35”,53”) がマッチン

検索する [8], [9]．

グされる．自車の走行速度が速い場合，A3 (38”,51”)，A4

動的計画法によるマッチングは，2 つのパターンの要素間

(60”,51”) のように走行軌跡の点列が疎になるが，その場

の対応付けを行うマッチング手法であり，双方のパターン

合は，A4 (60”,51”) に対して高精度 3D 地図上の座標 B3

のいずれかに要素の抜けがある場合すなわちパターンの伸

(48”,53”) をスキップし B4 (61”,53”) のみがマッチングさ

縮がある場合でもロバストにマッチングできるという特徴

れる．このようにマッチングされた走行軌跡と高精度 3D

を持っている．高度データマッチングでは，走行軌跡にお

地図上の点列の対応関係を用いて，走行軌跡に対する高精

ける緯度，経度による座標と高精度 3D 地図における緯度，

度 3D 地図における高度情報を取得する．

経度による座標をマッチング用パターンとし，各座標点間

動的計画法を行う際に，一般的な精度の GPS の走行軌

の距離が最小になるようにマッチング処理を行う．図 18

跡に対応する高さ情報を高精度 3D 地図データから取得で

は動的計画法による高度データマッチングの例である．動

きるようにするため，高精度 3D 地図データのデータ収集

的計画法によるマッチングにより，走行軌跡上の点 A1 の座

の際には高精度 GPS を装着した車両を低速で走行して測

標 (10”,80”) と距離が最小になる高精度 3D 地図上の座標

位情報（緯度，経度，高度）を取得することで点列の密度

B1 (11”,82”) がマッチングされる．自車の走行速度が遅い

を高くした．

場合，A2 (32”,56”)，A3 (38”,51”) のように走行軌跡の点

図 19 は，4.3 節と同じコースを走行した際の高度デー

列が蜜になるが，その場合は A2 (32”,56”)，A3 (38”,51”)

タマッチングによる高度データ推定結果を用いて燃料消費
予測を行った際の実際の燃料消費量と燃料消費モデルによ
り予測した燃料消費量である．
実際の燃料消費量と高度データマッチング手法による予
測燃料消費量の増加，減少の傾向がおおよそ一致している

表 7

高度データマッチングを用いた高低差コースにおける加減速
走行時の予測結果評価

Table 7 Error rate of fuel consumption estimation result in
variable speed on slope course by using elevation data
matching.

図 18 動的計画法による高度データマッチング

Fig. 18 Elevation data matching by using DP matching.

図 19 高度データマッチングを用いた高低差コースにおける加減速走行時の燃料消費予測結果

Fig. 19 Evaluation result of fuel consumption estimation in variable speed on slope
course by using elevation data matching.
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ことが分かる．
表 7 に実際の燃料消費量と高度データマッチング手法を

を行っています．実際の作業での有用性も明らかであり本
稿を推薦論文として推薦します．
（高度交通システム研究会主査 屋代智之）

用いた場合の予測燃料消費量を示す．高度データマッチン
グ手法を用いた場合，実際の燃料消費量は 11,096 cc に対
して，予測した燃料消費結果は 11,034 cc である．誤差率
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いモビリティへ燃料消費予測手法を適用することで燃料消
費の削減，CO2 の削減といった効果が期待できる ITS 分
野で取り組まなければならない重要なテーマです．本稿で
は大型作業車両の燃料消費モデルを定式化し，実測値とモ
デルの誤差が小さい有用性が高い燃料消費モデル化の検討
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