
平成 18 年度 修 士 論 文 要 旨

教育研究分野 情報数理学 6317005 岡 史晃

複数車両から得られた道路情景画像と
位置情報の統合による道路地図作成

1 はじめに
カーナビゲーションシステムが急速に普及している．

しかしながら，システムの要である地図情報は日々変
化する道路網を反映できていない現状がある．なぜな
らば，地図データの作成は，実際に現地調査を行うな
ど多くの手間と時間を要するものであり，道路網の変
化に追従することが難しいからである．
この問題に対して，様々な動的地図作成法が提案さ

れている．藤原らは，位置情報と車載カメラ画像から
得た道路幅情報を時系列に並べる手法を提案している
[1]．しかしながらこの手法は，個々のフレームにおけ
る幅情報を取得するのみであるため，路面上のゴミ，
路面標示や破線車線などの要因により，走行車線の道
路幅でない誤った道路幅を取得してしまうといった問
題を抱えている．また位置情報はGPSの精度に依存
しているため，実際の道路とは異なった位置に地図が
作成され得る．
そこで本論文では，複数のフレームを統計的に処理

することで道路幅情報の補正を行う手法を提案する．
また複数車両から得られた地図データを統合すること
で，単独測位式GPSやDGPSといった低精度のGPS
受信機の位置情報に含まれる誤差を低減する手法も合
わせて提案する．

2 走行車線の道路幅取得法
藤原らにより提案されている道路幅の取得手法は，

車載カメラを用いて車両前方を撮影した各フレーム画
像から 1)ノイズ除去，2)路面領域の抽出，3)路面端
の検出を行うものである．
2.1 ノイズ除去
画像中には様々な要因でインパルスノイズが混入し

ており，これらが路面端の誤検出の要因となる．そこ
で路面端のエッジ情報を損なわないように，メディア
ンフィルタを用いてノイズ除去を行う．
2.2 路面領域の検出
フレーム画像中の自車両の直前領域を路面に相当す

る領域と考えサンプリングし，その画素値の統計処理
によって画像中の路面領域を抽出する．統計処理には，
光や影の影響を受けにくい彩度値を用いる．サンプリ
ング領域内の彩度値の分布は正規分布と仮定できる．
したがって，3σ の信頼区間内に含まれる彩度値を抽
出することで路面領域の抽出が可能となる．ただし，
彩度値では白色・灰色・黒色を区別できないため，さ
らに明度値を用いてそれらの区別を行う．
2.3 路面端の検出
サンプリング領域から画像の中を左右方向に伸ばし

た領域を探索領域とする．その中心から左右に走査を
行い，2.2で検出した路面領域とそうでない領域の境
を路面端として検出する．このとき，左右両路面端間
の距離が道路幅となる．

3 提案手法
藤原らの手法で取得した幅情報は走査によって検出

していることから，路面上のゴミや路面標示，破線車

線のために誤差や誤った幅情報が含まれる．また位置
情報が GPSの精度に依存しているため，実際の道路
とは異なった位置に地図が作成され得る．そこで，幅
情報に含まれる誤差に対し，前後のフレームを用いた
統計的な処理を用いて除去する方法を提案する．また
複数の車両から得られた地図データを統合すること
で，GPS位置情報に含まれる誤差を低減する方法を
提案する．
3.1 統計的幅誤差補正法
まず，藤原らの手法で得られた幅情報に含まれる誤

差を除去する．これは対象フレームの前後のフレーム
において検出された幅情報の統計処理により行う．
3.1.1 路面幅情報の取得

2では，画像上の路面端座標を取得したにすぎない．
そこであらかじめキャリブレーションにより座標値と
車両との距離の実測値との対応を求めておき，路面端
距離への変換を行う．ここで iフレーム目の画像から
得られた左右の路面幅距離をそれぞれ li, ri とする．
3.1.2 路面端情報の誤差補正
一時的な誤差への補正
路面上のゴミや画像中に含まれるノイズの影響によ

り発生した幅情報の誤差は単独のフレームにおいて発
生していることが多く，その前後のフレームにおける
距離情報は正常な値であると想定できる．そこで li, ri

それぞれについて，その前後 mフレームのメディア
ン値 l′i, r

′
i に置き換えることでノイズ除去を行う．

路面標示・破線車線への対応
路面標示のある区間では，その路面標示を路面端と

して検出してしまう場合がある．しかし，このような
誤検出において，その道路幅 wi = l′i + r′iは極端に小
さくなる．したがって，車両の通行可能な幅を下回る
道路幅となる区間を検出・除去する．
また破線車線において，破線の切れている区間では

隣接する車線の路面端が検出され得る．ここで右側が
破線車線である場合，r′i の前後数十フレームにおけ
る頻度グラフは二峰性を示すこととなる．つまり，距
離の長いほうの分布が隣接車線の道路端を示し，距離
の短いほう分布が走行車線の道路端を示すことになる
（図 1参照）．そこでこの性質を用いて以下の方法に
より，道路幅の補正を行う．
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図 1: 破線車線における路面幅距離の二峰性．

1. 得られる頻度グラフのモード（最頻値）を求め，
その周辺 ±rを 1つめの分布として取得

2. 1つめの分布以外の区間に対し，モードを求め
その周辺 ±rを 2つめの分布として取得

A1-1



3. 距離の短いほうの分布と長いほうの分布それぞ
れの度数を比較し，一定以上であれば短いほう
の分布を，そうでなければ長いほうの分布を走
行車線の道路幅分布とする

4. 決定した分布の平均値を検出路面端位置として
置き換える

置き換えられた路面幅距離を l′′i , r′′i とする．

3.2 地図データの作成
得られた路面端距離から，地図データの作成を行

う．i番目のフレームが撮影されたときの GPS位置
情報を Pi = (Pi,x, Pi,y) とし，車両前方中央に対応
する位置をP′

i = (P ′
i,x, P ′

i,y)とすると，左右端の座標
Li = (Li,x, Li,y)，Ri = (Ri,x, Ri,y)および車線の中
央値 Ci は車両進行方向角 ρi を用いて次のように表
される（図 2参照）．

Li = (−l′′i sin ρi, l
′′
i cos ρi) + P′

i (1)
Ri = (r′′i sin ρi,−r′′i cos ρi) + P′

i (2)

Ci =
Li + Ri

2
(3)
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図 2: 車両位置と進行方向．

ここで，ρiは車両の走行軌跡の微分から求めること
ができる．車両軌跡は得られたGPS位置情報を時系列
に補間することで推定する．走行軌跡が (x(t), y(t))で
表されるとき，ρiは，tan−1(dx(t)/dy(t))で得られる．
3.3 複数データの統合処理

3.2により得られる地図データを複数車両から作成
すると，GPSの精度誤差によってそれぞれ異なった
位置に地図情報が作成され得る．ところで，GPS位
置情報は時間ランダムに観測されたデータの平均を用
いることで，次第に真値に近づくことが知られている
[2]．したがって，得られた複数データにおける同一地
点の位置情報を統計処理することでGPS誤差の軽減
が可能となる．ここで，同一道路の走行によって得ら
れた地図データの形状はほぼ同じであることから，形
状マッチングにより同一地点の推定が可能である．な
お，基準データに対し，新たに得られた地図データを
順次付加するとする．

3.3.1 同一地点の推定
点群同士のマッチング手法として，処理時間の高速

な ICPアルゴリズムが知られている [3]．ICPアルゴ
リズムは以下の手順で行われる．

1. 最も距離の短い点同士の誤差の和を求める

2. 点群をある間隔で平行移動し，誤差最小となる
位置を求める

3. 2.の平行移動する間隔を狭めていき，回帰的に
誤差最小位置を求める

以上の処理により，形状の最も一致する平行移動値
Miが求まる．ただし，ここで求まったMiは点群全
体の移動両であることから，さらに個々のCiの対応

を推定する．付加データ中より基準データCiと距離
の近い上位 2点を選択し，それら間の線分とCiの垂
線の交点を対応点と推定する．これら対応点の平均位
置を統合データの位置情報とする．以上の方法により，
基準となるデータと付加されたデータの統合を行い，
基準データを更新していく．

4 検証実験
提案手法の有効性を確認するために，検証実験を

行った．カメラとGPS受信機を車載し，同一の道路
を複数回走行し，データを取得した．
幅情報の補正結果の例を図 3に示す．右側の破線車

線部分における二峰性の検出により，路面端距離を正
しく検出できていることがわかる．
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(a) 補正処理前 (b) 補正処理後

図 3: 補間と進行方向角の取得例．

次に複数データの統合結果の例を図 4に示す．(a)
～(c)の単独データでは隣接する対向車線が不自然な
位置関係となっているが，(d)の統合結果では正常な
位置関係が保たれていることがわかる．
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図 4: 複数データ統合結果例．

5 まとめ
個々のフレーム画像から得られた道路幅情報の誤差

を統計的手法によって補正するとともに，得られた地
図データを複数用いてGPS位置情報の誤差低減を行
う手法を提案した．また検証実験の結果，本手法の有
効性を確認した．
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