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写真１ 計測車両

モービルマッピングシステムによる
道路空間データ収集手法の開発

山 野 芳 樹

１．はじめに

モービルマッピングとは、車両に搭載した測位セン

サによる三次元位置と、それに関係付けられた画像

データを収集し、デジタルマッピングを行う技術であ

る。モービルマッピングシステムが登場してきた背景

には、ここ数年来の不況、規制緩和、外国企業の参入、

業界再編などの社会的な環境の変化により、従来は人

力で行ってきたデータ収集を効率化・低コスト化しよ

うとする動きが出てきたことがあげられる。また、高

度道路交通システム（ITS）の実用化が進展し、具体

的な構想や施策が国家レベルで実施されるため、ITS

で使用する道路空間データ収集ツールとしてモービル

マッピング技術に対する関心が高まっていることもあ

げられる。

以上のような社会的なニーズに対し、アジア航測㈱

が開発したモービルマッピングシステム「GeoMas-

ter」は、慣性航法装置（INS）、汎地球測位システム

（GPS）、オドメータ（車速計）などのセンサ統合技

術と、画像に基準点を写し込まずにステレオ計測を行

えるキネマティック写真測量技術を効果的に組み合わ

せることで、効率的に空間データを収集し、低コスト

でデータベースを構築・更新することができる。

本稿では、GeoMasterによるデジタルマッピング

を目的とした基礎実験の結果と考察について述べる。

２．GeoMasterの概要

アジア航測の「GeoMaster」は、INS/GPS/オド

メータ統合技術を利用した複合慣性測量装置（HISS）

によって測位している。HISSで取得する INSの位

置データは、GPS電波が受信できる環境では、ディ

ファレンシャル GPS（DGPS）で得られる速度情報

で補正し、GPS電波が受信しにくい環境では、オド

メータから得られる速度情報によって補正するように

自動的に切り換えられる。このため、高層ビルの林立

する都市部やトンネル内などのように GPS電波を受

信しにくい場所においても、INSとオドメータを複

合（ハイブリッド）させて測位を継続することができ

る（図１）。

また、キネマティック写真測量技術では、事前にカ

メラと GPSアンテナの位置･姿勢関係を求めておく

（センサキャリブレーション）ことにより、撮影時に

基準点を写し込む必要がなくなるため、計測対象範囲

を走行するだけで、写真測量用の画像を得ることがで

きる（図２）。

GeoMasterで収集できる道路空間データは、縦断

勾配や曲線半径などの「道路線形」とキネマティック
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図１ オドメータ統合技術のしくみ

図２ キネマティック写真測量の概念図

写真測量によって得られた道路周辺地物の三次元位置

を元にした「デジタル地図」である。道路線形解析で

は HISSの測位データ（緯度・経度・高度・真方位角

など）のみを用い、デジタルマッピングではステレオ

カメラ画像による計測結果と測位データから対象物の

三次元位置を求める。

３．測位データの修正

GPS電波の受信が困難な場所ではオドメータ/INS

ハイブリッドモードで測位を続けるが、この場合、走

行距離に応じて0.5～1.0％の誤差を持つ。そのため、

長いトンネルの出口付近では水平距離で数～10数m

程度ずれることがある。また、片側に防音壁やビルな

どがある地点を通過する場合、GPS衛星の配置が瞬

時に偏るため、高さデータに乱れが生じる場合があ

る。これらは、測位中にリアルタイムで修正すること

ができないため、後処理でデータのずれや乱れを修正

するアルゴリズムを開発した。

修正が必要な区間の始めと終りの地点で GPS電波

の受信状況がよい補正基準点を求め、その終点におけ

るオドメータ/INSハイブリッドデータと DGPS/

INSハイブリッドデータとの差を各測点に均等に割

り振り累積した誤差分だけ位置をずらす。この時、オ

ドメータ/INSハイブリッドデータの終点では、必ず

しもすぐに DGPS/INSハイブリッドデータと一致す

るわけではなく、徐々にずれた分の修正が行われる。

そこで、誤差の最大値を求めるために補正基準点と次

の測点とを結ぶ直線上に最もずれの大きい測点を投影

する（図３）。

高さ方向の乱れは、単点の不整合、複数点の高さ増

加あるいは減少として見られる。単点の不整合は、こ

の点を前後のデータから内挿することで修正を行う。

複数点の乱れでは、別に基準となる測位データがある

場合は、測位の乱れの始めと終りの点と基準となる

データとの差を求め、かつ始めの差と終りの差との差

を各点に均等に割り振って修正する。基準点がない場

合でも、乱れる前の２点から乱れた点の真値を推定

し、その真値との差をオフセットとして残りの点に適

用する。

図４、５に示す例は、国道246号の陸橋上と陸橋の

側道を走行したものである。測位開始点から約120m

付近で陸橋を上るルートと陸橋下の側道とに別れ、約

470m付近で合流している。陸橋上では防音壁によっ

て GPS電波の受信状況が劣化した。また、陸橋下で

は GPS電波が受信できないため、測位はオドメータ

/INSハイブリッドモードであった。

４．道路線形解析

GeoMasterでは、自車の位置（緯度、経度、高度）

以外にも、姿勢角（ロール、ピッチ）、真方位角や東

西・南北・鉛直方向の速度などを50Hzで出力する。
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図４ 補正前の高さデータ

図３ 水平方向の誤差修正

これらのデータから、縦断勾配、曲線半径を計算する

ことができる。そこで、道路線形解析実験のために、

名神高速道路の吹田ジャンクションを走行し、縦断勾

配と曲線半径を求めた（図６）。

4.1 縦断勾配

縦断勾配は、50分の１秒ごとの位置と高度の差から

求めることができる。図７に算出した縦断勾配の変化

を示す。元データでは、車両の振動などによる影響で

細かな変動が見られたため、100個（２秒分）の移動

平均を取った。ミクロ的に見ると細かな微振動が取り

きれてはいないが、全体的に見れば勾配変化の傾向が

つかめることがわかる。

4.2 曲線半径

曲線半径は、計測する２点間の位置と真方位角か

ら、以下の式で求めることができる。

R =
d

2×sin 


θ
2




（式１）

ただし、曲線半径：Ｒ

２点間の距離：ｄ

真方位角の差：θ
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図５ 補正後の高さデータ

図６ 名神道 吹田

図８に計算結果の曲線半径の変化を示す。なお、曲

線半径は直線の場合は無限大になるため、図では曲線

半径の逆数を取った。対象が高速道路であったため、

ジャンクションの区間以外は大きな曲線半径が見られ

なかった。今後は対象を市街地として、道路線形計測

の適合性を検討する予定である。

５．キネマティック写真測量

キネマティック写真測量では、GeoMasterに搭載

した２台のモノクロデジタルカメラを用いて、撮影前

に基準点を設置せずに、最大時速100kmで移動しな

がら５ｍ間隔のステレオ画像ペアと計測用の位置・姿

勢データを収集できる。このため、広範囲を効率よく

調査・計測できるという特徴を備えている。以下に、

都市の変化状況、道路周辺地物、交差点の状況を調査
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図７ 名神道 吹田 の縦断勾配

図８ 名神道 吹田 の曲線半径の逆数

した例を示す。

5.1 都市の変化状況調査

年々、変化する都市域の地図を作成する場合、どこ

が変化したかを効率的に調べる必要がある。そこで、

GeoMasterに搭載しているビデオで変化部分を検索

すると共にマッピングを行った。対象地域は神奈川県
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写真２ 相模大橋西端のビデオ映像

ａ）1992年撮影 ｂ）1999年撮影

写真３ ステレオ画像例

厚木市の相模大橋西端である。写真２に、撮影時期が

異なるビデオ映像を示す。

1992年のビデオ映像では、右側のマンションは建設

中である。また、橋の左側に歩道はない。一方、1999

年のビデオ映像には、それらが写っている。

そこで、写真３のようなステレオ画像を用いて道

路、路面標示、新設建築物などをマッピングしたもの

を図９に示す。なお、デジタルマッピングにはMS-

Excelのグラフ機能を利用した。

5.2 道路周辺地物調査

道路空間には、路面標示などの交通に関する地物だ

けではなく、通信柱、配電柱やマンホールといった生

活に密着した施設が存在している。これらの多くの位

置や属性はデジタル化されているが、場所によっては

紙面の台帳しかない場合もある。社会のデジタル化が

進む中で、いずれはこれらの台帳もデジタル管理を行

うようになる時、基礎データ収集に GeoMasterが効

力を発揮すると思われる。

そこで、東京都内で、周囲が住宅街の一方通行の道

路を２箇所、それぞれ約150m区間分の道路縁、配電

柱、マンホールなどの位置を計測した。 は、十字路

からＴ字路までの道路で､Ｔ字路には横断歩道のペイ

ントがあり、道路わきに車両が駐車していた。 は道

路左側に配電柱、右側に通信柱が存在していた。図1

0、11にそれぞれの計測結果を、写真４、５にステレ

オ画像例を示す。なお、図化にはMS-Excelのグラ

フ機能を用いた。

5.3 交差点状況調査

交差点には、交通安全に重要な役割を果たす施設が

多く存在している。これらは台帳で管理されている

が、近年のデジタル化の傾向を受けてコンピュータに

よる管理が望まれている。そこで、GeoMasterで千

葉市内の交差点を４方向から走行し、道路縁や車線境

界線、信号機などのマッピングを行った。計測結果を

図12に示す。なお、図化にはテクニカルドローイング

ソフト Visio2000を用いた。

これらの実験結果から、デジタルマッピングの可能

性と課題について以下のことが明確になった。
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図９ 相模大橋西端の計測結果

・道路縁、道路標示、配電柱などの道路周辺地物の

三次元位置を計測し、デジタルマッピングするこ

とができた。

・道路に面した建築物の表面の形状を計測すること

ができた。

・横断歩道や走行している道路と交差する道路縁な

どのような奥行き方向の計測精度が悪い。

・ステレオ計測よりもデジタルマッピングに時間が

かかった。

・見栄えのよいマッピングを行うために、GISソ

フトや CADソフトとのリンクを考慮する必要が

ある。

問題点となっている奥行き方向の計測精度について

は、同一の画像で計測する、交差点では一方向からの

み計測しないなどの方法で計測精度が改善されると考

えられる。また、デジタルマッピングに要する作業時

間や身栄えについては、市販の GISソフトなどを利

用して効率的にマッピングできるシステムを構築する

ことで短縮できると思われる。

６．まとめ

以上の結果から、GeoMasterによって道路線形計

測や道路周辺地物の三次元位置計測が十分可能である

ことが確認された。問題点としては、道路線形計測で

は、50Hzのデータすべてを使用すると車両の微振動

を検出してしまうため、移動平均を取るなどの処理が

必要となる。また、DGPS/INSハイブリッドモード

からオドメータ/INSハイブリッドモードに切り替わ

る瞬間に高さ方向に乱れが見られる場合があり、これ

らを自動的もしくは半自動的に補正する方法を確立す

る必要がある。

キネマティック写真測量では、車両の走行ルート選

定などのデータ撮影方法や効率的なデジタルマッピン

グについて、検討課題が残っている。

しかし、これらの問題点の解決方法については現在

検討を進めており、詳細な適合性確認実験の結果を

行って公表する予定である。

７．展望

九州・沖縄サミットの IT宣言に代表されるよう

に、情報通信技術の進展とエンドユーザ・ニーズの高
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図 都内道路の計測結果(1) 図11 都内道路の計測結果(2)

写真４ 都内道路映像例(1) 写真５ 都内道路画像例（2）
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図12 千葉市内の交差点計測結果

まりによって、携帯情報端末や携帯電話に地図や画像

をいつでもどこでも送受信することができる時代に

なった。しかし、肝心のコンテンツ事業は始まったば

かりであり、品質の高い地理空間データベースが整備

されているとは言いがたい。また、ほぼリアルタイム

で更新を行わないと、情報の鮮度や信頼性を失うこと

になる。このためには、効率的で、かつ低コストの

データ収集・解析手法が必要とされ、そこに、モービ

ルマッピングシステムに対する関心が高まる理由があ

る。

本論文で述べてきたように、モービルマッピングシ

ステム「GeoMaster」で収集できるデータのうち、

HISSデータによる道路線形計測は、高さ情報をふく

めた次世代カーナビや三次元都市モデル構築に有効で

あると思われる。また、ステレオ画像データによるキ

ネマティック写真測量は、道路周辺の構造物や施設の

管理、データベースの更新に有効活用できると思われ

る。

このように、最新のネットビジネスと融合すること

で、携帯端末による情報提供のコンテンツとして活躍

する場面が多くなると予想される。
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