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Abstract: In recent years, development of automated driving on public roads has been progressing in Japan. In this context, dynamic 

maps are currently being developed. A dynamic map consists of four pieces of information, one of which, static information, is 

constructed by MMS. Since the measurement accuracy of MMS depends on GNSS, highly accurate positioning is required. Therefore, 

in this study, we compared and verified the MMS travel trajectories of GNSS positioning data (DGNSS/IMU and RTK/IMU). The 

results showed that DGNSS/IMU contained more errors than RTK/IMU. In particular, the Z coordinate was found to have a larger 

error than the X and Y coordinates. In the future, we would like to focus on RTK/IMU and compare multi-GNSS trajectories to verify 

the improvement of MMS measurement accuracy. 

 

１． はじめに 

近年，我が国は自動運転レベルが引き上げられ，公

道での自動運転に向けた整備が進められつつある．こ

のようななか，現在開発が進められているのが，高精

度 3 次元地図にさまざまな交通情報などを付加したダ

イナミックマップ[1]である．ダイナミックマップとは，

移動体間で発信や交換される情報等の動的情報，観測

時点における実際の渋滞状況等の準動的情報，道路工

事や交通規制情報等の準静的情報，道路や道路上の構

造物，車線情報，路面情報等の静的情報で構成される

ものである．高精度 3 次元地図は静的情報に属し，カ

メラ，レーザスキャナーなどの 3 次元計測器，GNSS（G

lobal Navigation Satellite System）のアンテナや受信機，

IMU（Inertial Measurement Unit）といった慣性計測装

置が搭載された MMS（Mobile Mapping System）を用

いて計測される．MMS の計測精度には GNSS の測位

精度が影響を与える．GNSS の測位精度に着目した研

究は，動的情報となるリアルタイム精度を検証した研

究が多く，静的情報に着目した研究は少ない．そこで

本研究では，静的情報構築に用いられる MMS を対象

とし，走行軌跡を GNSSの測位方式別に比較検証した． 

 

２． 実験概要 

2021年 8月 4日に日本大学理工学部船橋キャンパス

内にて MMS による計測実験を行った．本研究では，

計測の際に走行した軌跡データを用いる．Figure1 に走

行区間を示す．走行は，直線 200m を 6 往復行った．

なお，走行区間の上空は開空している．計測で使用し

た機材は Applanix 製 POS/LV420[2]である．なお，GNS

Sの出力周期は1Hz，IMUの出力周期は200Hzである． 

 

Figure1. Segment of track 

(Source:Created by the author based on Google Earth) 

 

３． 解析手法 

本研究では，DGNSS 測位と IMU を結合処理を行っ

たデータ（以下 DGNSS/IMU と呼ぶ），RTK 測位と IM

U を結合処理を行ったデータ（以下 RTK/IMU と呼ぶ）

の 2 つを比較する．DGNSS/IMU は基準局と観測点で

単独測位を行い，基準局において位置成果と観測され

た座標値の差を求め，観測点に補正情報として送信す

る測位方法だが，RTK/IMU は両点で位相の測定を行い

基準局で観測した位相データを観測点に送信する．こ

れら 2 つのデータは，Applanix 製の後処理ソフトウェ

ア POSPacMMS8.8[3]を用いて算出した．算出したデー

タは，世界測地系座標（緯度，経度）から平面直角座標

9 系（X 座標，Y 座標）に変換した．なお，楕円体高は，

Z 座標と示す．RTK/IMU の走行軌跡データをみなし真

値とし，DGNSS/IMU の走行軌跡データとの較差を比

較する．比較指標として，最大値，標準偏差，RMSE（R

oot Mean Square Error），XY 分布，Z 座標の時系列変

動等を算出し，検証を行った． 
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４． 走行軌跡の比較 

（１）各値の比較 

 Table1 に測位解の割合を示す．DGNSS/IMU はディ

ファレンシャル測位解であるためTable1での説明は割

愛する．RTK/IMU は，Fix 率が 95.0%と良好であった． 

次に，走行軌跡の較差を示す値をそれぞれ Table2 に

示す．Table2 に示す値は，後処理をおこなった

RTK/IMU をみなし真値とし，DGNSS/IMU からの較差

をもとにした値である．最大値は，X 座標と Z 座標で

1m 程度，Y 座標で 60cm 程度を示した．RMSE は X，

Y 座標で 20cm 程度であったが，Z 座標では 80cm 程度

を示した．この 2 つの関係から Z 座標は高い値を示す

傾向があると考えられる． 

Table1. Percentage of positioning solutions 

 

Table2. Each calculated value 

 

 

Figure2. Distribution of difference from true value(X,Y) 

 

Figure3. Distribution of difference from true value(Z) 

（２）分布図の比較 

 Figure2 では，RTK/IMU をみなし真値としたときの

DGNSS/IMU からの較差の平面分布図を示し，Figure3

では，較差の立面分布を時系列変動図に示したもので

ある．2 つの図には以下のような傾向がみられた． 

・平面分布では線状に分布するものがあった． 

・立面分布ではみなし真値と大きくずれた．また時

間が経つにつれ，みなし真値との較差の値が大き

くなった． 

平面分布図の線状分布に関しては，車両が旋回した際

に発生したものと考える．旋回することで IMU の姿

勢角が変化したことによる誤差が考えられる．また立

面分布では，みなし真値と大きくずれ，時間が経つに

つれ誤差が大きくなる傾向がみられた．このようにな

った要因は姿勢情報に変化のない直線走行時における

IMU の蓄積誤差が影響したと考えられる． 

 

５． おわりに 

 本研究では，GNSS 測位方式別の MMS 走行軌跡の

比較を行った．結果として，DGNSS/IMU は RTK/IMU

に比べ誤差を大きく含むことが分かった．特に Z 座標

は X，Y 座標に比べ，誤差が大きくなった． 

現在，公共測量作業規程の準則[4]では，DGNSS/IMU

による解析処理は行われていない．今後は，RTK/IMU

に着目し，マルチ GNSSによる走行軌跡の比較を行い，

MMS の計測精度向上の検証を行いたいと考えている． 
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Fix rate (%) Float rate (%) Single rate (%)

DGNSS/IMU

RTK/IMU 95.0 2.1 2.9

Positioning solution
(n=820)

Xｰaxis Yｰaxis Zｰaxis

Max(m) 0.943 0.664 1.200

Standard deviation(m) 0.245 0.216 0.238

RMSE(m) 0.260 0.216 0.851
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