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1. はじめに

近年，ドライバーの安全な運転を支援するために，走

行支援道路システム（Advanced Cruise-Assist High

way Systems）の実用化を目指した，様々な研究開発

が進められている。レーンマーカ（写真－1）は，走行

支援道路システムの実用化に向けた開発の一つであり，

路上における車両の位置を検出するために利用されて

いる。

これまでは，ある点の位置座標を求める方法として，

トータルステーション（Total Station：以下，TS）を

用いた計測やスタティック測位，RTKなどのGPS測

位が主に用いられてきた。これらの計測方法は既設の

基準点を必要とするため，広範囲の移動を伴う計測作

業では作業効率の向上は期待できない。

一方で，近年，仮想基準点方式（Virtual Reference

Station：以下，VRS）というGPS測位技術が確立さ

れた。これにより，基準局を必要とせず移動局のみで

位置情報を計測できるようになった。この測位手法は，

電子基準点の整備や利用の拡大により，今後，一層の

位置精度の向上が期待できる。しかし，現状のVRSを

用いた計測は，位置精度に対する評価が不十分であり，

検証方法，精度管理の方法を確立することが当面の課

題といえる。

本報告の目的は，レーンマーカの設置作業を通して

VRSの特性を把握すると共に，効率的な計測作業方法

とそれに適した精度管理手法を提案することである。

2. 検証作業の方法

2.1 検証作業の流れ

本報告では，予備実験と路上作業の2つの工程に区

分し検証を行った。予備実験ではVRSで得られる位置

座標の持つ特性と本作業への適用性を検討し，路上作

業ではVRSを用いた計測作業の精度管理手法を提案し

検証した。

2.2 予備実験

VRS計測における誤差は，仮想基準点生成，位置座

標を決定するためのパラメータの初期化，計測の各工

程（図－1）で生じるものと考えられる。従って，VRS

の計測精度および特性を把握し，適切な計測手法を確

立するため，予備実験を実施した。

（1）仮想基準点の再生成実験

2点の基準点上（基準点No.1，基準点No.2）にそれ

写真－1 レーンマーカの外観
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ぞれ三脚を設置し，仮想基準点の再生成を繰り返して

位置の計測を行い，既知の座標値と比較した。仮想基

準点の再生成は，携帯電話を切ることにより通信を遮

断し任意の間隔で行った。

（2）初期化実験

仮想基準点の再生成と同様に2点の基準点上におい

て行った。初期化は，遮蔽物により衛星信号を遮断す

ることで任意の間隔で行った。

（3）既設基準点との比較実験

実際の路上作業を行う長岡市内の国道8号において，

設置されている14点の基準点をVRSにより計測し，既

知の座標値と比較した。

2.3 路上作業

路上作業では，実際の作業対象地域である国道8号

上において，レーンマーカ設置位置の計測を行った。

ここでは，実業務へVRSを適用し，精度管理方法を提

案するとともにその効果を評価した。

路上作業では，交通状況を視野に入れた安全かつ効

率的な作業を行う必要があった。作業により生じる通

行止めの区間は1車線のみに限られ，隣り合う車線

（横断方向）への連続作業は安全管理上の観点から困難

であった。そこで，作業を行う全路線を数区間に分割

し，区間ごとに図－2のような車線のエリア分類を行

い，車線方向に連続して計測を行った。これにより，

計測作業の効率を確保しながら，通行止めを行う区間

を限定することが可能となった。

しかし，この場合，エリア内の計測値は時間の連続

性があるので相対的位置関係が保持されるのに対し，隣

り合うエリア間では，計測時間の連続性がなく計測値

の相対的位置関係が保持されないと予想されることか

ら，異なる計測手法による検証が必要と考えた。特に，

本作業の結果は車両の安全走行，すなわち車線と車両

の位置関係把握に利用されるため，横断方向のレーン

マーカ設置位置の相対的な位置精度を確保する必要が

あった。

そこで，検証データとして，横断方向の実距離（レー

ンマーカから白線や道路縁まで）をコンベックスによ

り計測し，VRS計測値によるレーンマーカの相対距離

と比較した。これにより，前述した横断方向の相対的

な位置関係を確保することを検討した。

この提案手法では，広範囲に分布する独立したVRS

計測値を，異なる計測手法を用いて精度管理を行うこ

とを第一の目的とした。一方，路上作業時にリアルタ

イムで精度を評価できることから，異常値等による再

計測の必要をその場で判断することができ，より効率

的な作業が可能になると想定された。そこで，本作業

においては，白線の幅の約半分の7cmを制限値とし

て，コンベックスによる実距離とVRSから算出する

相対距離を比較し，リアルタイムで異常値の検出を試

みた。

なお，路上作業におけるVRS計測では，低仰角の

遮蔽物も考慮した上で，設置誤差が少なくなるようア

ンテナ高度を極力低くして計測した（写真－2）。
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図－1 VRS計測の流れ
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3. 結果および考察

3.1 予備実験

（1）仮想基準点の再生成実験

仮想基準点の再生成実験による結果を図－3，4に

示す。

VRSにより得られた座標計測値の各成分は，基準点

の既知の座標値との間に時間により大きな較差がみら

れるが，2点間の相対距離に大きな較差はみられない

という結果を得た。これは，2つの計測点が同一方向

に動いていることを表し，2つの計測点に共通する要

因が誤差を生じさせているといえる。これらの要因と

して，低仰角の衛星の捕捉状況の時間変動が，観測精

度の低下につながったことが考えられる。

本実験より，同一時間帯での連続した計測作業におい

ては，相対的な位置関係が保持されることを確認した。

また，計測精度の時間変動が大きく，相対的な位置精

度と比較して絶対的な位置精度が劣ることも確認した。

（2）初期化実験

初期化実験により得られた結果を図－5，6に示す。

前述した仮想基準点の再生成実験と比較すると，や

や較差が大きいという結果を示した。一方，仮想基準

点の再生成実験と同様に，時間により計測精度が低下

する可能性があることや，相対的な位置精度に比べて

絶対的な位置精度が劣ることも確認した。

写真－2 VRS計測作業風景
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図－5 基準点間距離の較差

図－6 既知の基準点座標からの較差
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図－3 基準点間距離の較差

図－4 既知の基準点座標からの較差
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（3）既設基準点との比較実験

既設基準点との比較実験の結果を表－1に示す。既

設基準点の座標とVRSにより得られた座標の較差は，

相対距離の標準偏差で6.1cmであり，設定した制限値

である7cmに納まっているので，両者は整合している

と言える。しかし，最大較差が15cmを超える点も確

認された。この較差の原因が，VRS計測の誤差による

ものか，既設基準点に依存するものか，明確な判断は

困難である。

一般的に，VRSは電子基準点に整合の取れた位置

座標であるのに対し，既存の図面や都市基準点は必ず

しも電子基準点と整合が取れていないことや，VRS計

測の条件が影響したことが，理由として挙げられる。

（4）総合考察

本実験により，VRS計測は相対的な位置精度に比

べて絶対的な位置精度が劣るが，今回の作業の制限値

である7cmをおおむね満たしているので，計測方法と

して利用可能であることが把握された。一方，精度

（特に絶対的な位置精度）の時間変動が大きく，条件

により制限値を超える場合もあり得ることが確認され

た。従って，異なる時間帯に得られたVRS計測値を別

の計測方法を用いて検証するという，今回提案した精

度管理手法の必要性が確認された。

3.2 路上作業
路上作業では，前述の通りVRSによるレーンマー

カ設置位置の計測結果から算出された相対距離と，コ

ンベックスによる実距離計測の値を比較して行った。

今回の路上作業では数点ではあるが，現地でのリア

ルタイムな精度評価により異常値が検出され，作業終了

後の再計測という事態を避けることができた。また，

図－7は，全計測点に対する実距離計測とVRS計測によ

る相対距離の較差を図示したものである。検証結果よ

り較差の平均値は1.0cm，最大値でも5.4cm，全体の95%

が±2.0cm以内となり，設定した制限値である7cmを十

分に満たしていることから，VRS計測の精度管理を適

切に行うことができたといえる。これらの結果により，

提案した精度管理方法の有効性が示されたと考える。

4. おわりに

本報告では，予備実験によりVRS計測における特

性を把握するとともに，レーンマーカ設置位置の計測

作業において，VRSを用いた計測における精度管理手

法を提案し評価した。予備実験により，VRS計測は相

対位置精度にくらべて絶対位置精度が劣ること，時間

による精度の変動が大きいことが把握された。また，

提案した精度管理手法により，広範囲の独立した位置

計測作業において，VRS計測値の精度管理が有効に行

えることを確認した。更に，リアルタイムに異常値を

検出することによる作業効率の向上も確認した。

なお，VRS計測では，観測時の上空視界や衛星飛来

状況の変化により精度が変化することが予想される。

このため，今後，遮蔽物や衛星配置に対応した検証実

験を行い，精度管理方法を確立する必要がある。更

に，前述した通り，電子基準点と整合を持たない既設

基準点に対する作業手法の確立もVRS利用拡大に向け

て検討する必要がある。また，本報告で行った予備実

験や路上作業は，水平方向を対象とした。従って，今

後は，高さ方向も含めた精度検証および精度管理が必

要になると考える。

（やまもとじょうた／おおいずみじゅんや／はせがわひろし）
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表－1 既設基準点との比較実験の結果
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図－7 実距離計測とVRS計測による相対距離の比較結果




