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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＧＰＳ衛星から送信された送信信号を受信し、当該送信信号に基づいて前記ＧＰ
Ｓ衛星との擬似距離およびドップラーシフトを取得し、取得した前記擬似距離および前記
ドップラーシフトに基づいて移動体の位置である第１の移動体位置を算出する第１の移動
体位置算出部と、
　前記擬似距離に基づいて前記移動体の位置である第２の移動体位置を算出する第２の移
動体位置算出部と、
　前記第１の移動体位置算出部にて算出された前記第１の移動体位置と、前記第２の移動
体位置算出部にて算出された前記第２の移動体位置との差異に基づいて、前記第１の移動
体位置に対するマルチパスの影響を評価するマルチパス影響評価部と、
を備え、
　前記擬似距離の時間差分をデルタレンジとして算出し、前記ドップラーシフトに基づい
て第１のレンジレートを算出する算出部と、
　前記デルタレンジと前記第１のレンジレートとの差異に基づいて、前記移動体側の内蔵
時計の誤差を内蔵時計誤差として推定する内蔵時計誤差推定部と、
　前記送信信号に基づく前記ＧＰＳ衛星の位置および速度並びに前記第２の移動体位置に
基づいて、前記移動体が停止している場合の第２のレンジレートを推定するとともに、前
記算出部で算出された前記第１のレンジレートを前記内蔵時計誤差に基づいて修正するレ
ンジレート推定部と、
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　前記送信信号に基づく前記ＧＰＳ衛星の位置と前記第２の移動体位置とを含む航法行列
と、前記レンジレート推定部にて推定された前記第２のレンジレートと、前記レンジレー
ト推定部にて修正された前記第１のレンジレートとに基づいて、前記移動体の速度と、前
記移動体の方位である第２の移動体方位とを算出する移動体速度方位算出部と、
をさらに備え、
　前記マルチパス影響評価部は、前記第１の移動体位置の移動方向である第１の移動体方
位と、前記第２の移動体方位との差異に基づいて、前記第１の移動体位置に対するマルチ
パスの影響を評価することを特徴とする、測位装置。
【請求項２】
　前記マルチパス影響評価部は、前記評価されたマルチパスの影響が所定以下のときの前
記擬似距離に前記第１のレンジレートを積算した擬似距離スムージング値を算出し、前記
擬似距離と前記擬似距離スムージング値との差異である擬似距離誤差に基づいて、前記Ｇ
ＰＳ衛星ごとのマルチパスの影響を評価することを特徴とする、請求項１に記載の測位装
置。
【請求項３】
　前記マルチパス影響評価部は、所定の時間経過後、前記評価されたマルチパスの影響が
所定以下のときの前記擬似距離を選び直すことを特徴とする、請求項２に記載の測位装置
。
【請求項４】
　前記マルチパス影響評価部は、前記デルタレンジと前記第１のレンジレートとの差異を
積算するとともに、前記差異の移動平均の所定の割合を減算して求めた前記擬似距離の誤
差に基づいて、前記ＧＰＳ衛星ごとのマルチパスの影響を評価することを特徴とする、請
求項１に記載の測位装置。
【請求項５】
　前記移動体の移動距離に応じたパルス信号を出力する速度センサと、
　前記速度センサが出力する前記パルス信号に基づいて、少なくとも前記移動体の移動距
離を計測する距離計測部と、
　前記測位装置のヨーレートに応じた電圧を出力する角速度センサと、
　前記角速度センサから出力された電圧に基づいてヨー角を計測するヨー角計測部と、
　前記距離計測部にて計測された前記移動距離と、前記ヨー角計測部にて計測された前記
ヨー角とに基づいて、前記移動体の位置である第３の移動体位置と、前記移動体の方位で
ある第３の移動体方位とを算出する移動体位置方位算出部と、
　前記マルチパス影響評価部によってマルチパスの影響が所定以下と評価されたときの前
記第１の移動体位置および前記第２の移動体方位を基準として、前記第３の移動体位置お
よび前記第３の移動体方位を修正する移動体位置方位修正部と、
をさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の測位装置。
【請求項６】
　前記移動体位置方位修正部にて修正された前記第３の移動体位置を基準として、当該第
３の移動体位置と前記第１の移動体位置との差異を第１の移動体位置誤差として算出する
とともに、前記移動体位置方位修正部にて修正された前記第３の移動体方位を基準として
、当該第３の移動体方位と前記第１の移動体方位との差異を第１の移動体方位誤差として
算出する移動体位置方位誤差算出部をさらに備えることを特徴とする、請求項５に記載の
測位装置。
【請求項７】
　前記移動体位置方位修正部は、所定の距離または所定の角度以上を走行するまでに修正
が行われなかった前記第３の移動体位置または前記第３の移動体方位を無効と判断し、所
定の距離または所定の角度以上を走行するまでに修正が行われた前記第３の移動体位置ま
たは前記第３の移動体方位を有効と判断することを特徴とする、請求項５に記載の測位装
置。
【請求項８】
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　前記距離計測部にて計測された前記移動距離と、前記ヨー角計測部にて計測された前記
ヨー角とに基づいて、第４の移動体位置と第４の移動体方位とを更新するとともに、前記
第３の移動体位置および前記第３の移動体方位が有効であるときの第１の移動体位置誤差
および第１の移動体方位誤差と、前記第１の移動体位置および前記第１の移動体方位と、
前記マルチパス影響評価部による前記評価とに基づいて、前記第４の移動体位置および前
記第４の移動体方位を修正するハイブリッド位置方位算出部をさらに備えることを特徴と
する、請求項７に記載の測位装置。
【請求項９】
　前記ハイブリッド位置方位算出部にて算出された前記第４の移動体位置および前記第４
の移動体方位に基づいて、地図における道路リンク上に前記移動体の位置を同定する道路
照合部をさらに備えることを特徴とする、請求項８に記載の測位装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体の測位装置に関し、特にＧＰＳ（Global Positioning System）衛星
からの送信信号を用いる測位装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、自動車などの移動体のナビゲーション装置が知られている。このナビゲーション
装置では、地図上に車両の位置を表示し、目的地までの道案内などを行う。地図の道路上
に車両の位置を表示するにあたっては、ＧＰＳ衛星の測位結果を取得するＧＰＳ測位装置
と、速度センサ、角速度センサおよび加速度センサなどの各種センサとを用いて、車両の
運動を観測・計測し、その後にマップマッチングと呼ばれる処理を行うことにより、地図
データの道路リンク上における車両の位置が同定される。
【０００３】
　しかしながら、センサによって計測された車両の移動距離、ヨー角、あるいはピッチ角
は計測誤差を有しているため、それらが示す移動ベクトルを積算した自立航法では誤差（
計測誤差）が徐々に累積する。このように累積した誤差を修正するために、センサとは独
立して設けられたＧＰＳ受信機によって観測されたＧＰＳ位置（ＧＰＳ受信機によって計
算された車両の位置）およびＧＰＳ方位（ＧＰＳ受信機によって計算された車両の方位）
を用いて適宜修正を行う。
【０００４】
　ここで、ＧＰＳ測位原理について説明すると、ＧＰＳ測位は、三角測量の原理に基づい
て、３つ以上のＧＰＳ衛星の位置（既知数）と、そのＧＰＳ衛星と車両との距離（既知数
）とから、車両の位置（未知数）を３次元で計算する。各ＧＰＳ衛星と車両とはそれぞれ
独立した運動を行うため、共通の時系（以下、GPS Timeとも称する）に時刻同期する必要
がある。従って、３つのＧＰＳ衛星にもう１つのＧＰＳ衛星を追加した４つ以上のＧＰＳ
衛星を用いて、車両の位置（ｘ，ｙ，ｚ）と内蔵時計誤差とを合わせた４つの未知数を求
めている。時刻同期をすることによって、ＧＰＳ衛星から送信された電波が車両にて受信
されるまでの電波伝搬時間から、ＧＰＳ衛星と車両との距離（擬似距離［ｍ］）を算出す
ることができる。
【０００５】
　また、ＧＰＳ衛星と車両との相対運動に基づいてＧＰＳ衛星から送信された電波の搬送
波周波数がドップラーシフトすることから、ドップラーシフトした周波数偏移量（［Ｈｚ
］）から車両の速度（ｖｇｘ，ｖｇｙ，ｖｇｚ）を３次元で求め、求めた車両の速度から
車両の方位を算出する。ドップラーシフトした周波数偏移量を換算したレンジレート（［
ｍ／ｓ］）は、擬似距離の時間変化量（デルタレンジ（［ｍ／ｓ］））を示すが、車両の
速度を算出するためには、車両が停車中であると仮定したときのレンジレートを推定する
必要がある。
【０００６】
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　上記のＧＰＳ位置およびＧＰＳ方位を用いて車両の位置および方位の修正を行うにあた
っては、以下のＧＰＳ測位に関する問題を考慮する必要があった。
【０００７】
　（１）車両（自車）上空におけるＧＰＳ衛星の電波が車両周辺の建築物などで遮蔽され
て電波を受信可能なＧＰＳ衛星数が３つになると３つの未知数しか求めることができず、
電波を受信可能なＧＰＳ衛星数が３つ未満になると車両の位置と速度とを観測することが
できなくなるという問題がある。
【０００８】
　（２）ＧＰＳ衛星から送信され車両周辺の建築物などに反射した電波を受信すると、電
波の伝搬時間（あるいは擬似距離）に誤差（マルチパス）が生じてしまい、ＧＰＳ測位の
精度が低下する。具体的には、マルチパスが発生すると、ＧＰＳ衛星の軌跡形状が歪んだ
り、あるいは軌跡形状が良好であっても車両の位置ずれや方位ずれが一時的に発生する。
【０００９】
　（３）ドップラーシフトによるレンジレートの計測値と、車両が停車中であると仮定し
たときのレンジレートの推定値との差異が小さくなる低速走行ほど、ＧＰＳ速度（ＧＰＳ
受信機によって計算された車両の速度）に含まれる誤差の割合が大きくなる。ＧＰＳ速度
の誤差が大きくなると、ＧＰＳ速度から算出されるＧＰＳ方位の誤差も大きくなる。
【００１０】
　（４）ＧＰＳ衛星と車両とのそれぞれにおける時計がドリフト（ｎｓオーダーで変化）
するため、それぞれの時計を修正する必要がある。ＧＰＳ衛星に搭載される時計にはドリ
フトが小さい高価な原子時計が使用されており、当該原子時計の誤差補正パラメータがＧ
ＰＳ衛星から放送（送信）されているため、ＧＰＳ衛星から送信された電波を受信すれば
、ＧＰＳ衛星に搭載される時計の誤差を車両側で修正することができる。一方、車両に搭
載された時計（以下、内蔵時計とも称する）にはドリフトが大きい安価な水晶時計などが
使用されており、誤差補正パラメータはない。そのため、ＧＰＳ測位の計算時に内蔵時計
の誤差（以下、内蔵時計誤差とも称する）を求めて修正するが、修正後でも内蔵時計に１
μｓｅｃ以下の誤差が残る。このような内蔵時計誤差は、全受信衛星に共通したレンジレ
ートの計測誤差となる。
【００１１】
　（５）ＧＰＳ受信機から測位誤差（位置誤差、速度誤差、方位誤差）を的確に示す指標
が出力されない。
【００１２】
　従来のナビゲーション装置では、自車位置の精度を向上させるために、ＧＰＳ測位精度
の評価、および車両位置（自車位置）の修正の方法を工夫している（特許文献１，２参照
）。
【００１３】
　例えば、特許文献１では、所定時間あるいは所定距離ごとに自立位置（センサによって
算出された車両の位置）を道路リンク上に修正しているが、自立航法によるマップマッチ
ングが不可能である場合は、良好なＧＰＳ測位結果に基づいて自立位置を適切に修正して
いる。具体的には、所定時間あるいは所定距離ごとに、ＧＰＳ位置と自立位置との直近の
軌跡（位置、方位）を所定区間分だけ記憶し、それぞれの軌跡を構成する各位置間の移動
ベクトルの合計の差に基づいてＧＰＳの信頼度を認定し、また、ＧＰＳ位置による自立位
置の修正を行うためのしきい値（ＧＰＳ誤差円）を設定する。ＧＰＳ軌跡と自立軌跡とが
ほぼ一致すればそれぞれの軌跡を構成する各位置間の差は小さく、ＧＰＳ測位状態が悪い
ときはＧＰＳ軌跡と自立軌跡とが乖離してそれぞれの軌跡を構成する各位置間の差が大き
くなる。このような特性に基づいて、ＧＰＳ測位結果の信頼度を判断している。信頼度が
低いときはしきい値を大きく設定し、ＧＰＳ位置と自立位置との差がしきい値よりも大き
くなればＧＰＳ位置によって自立位置の修正を行う。なお、上記の所定区間は直近の２０
０ｍとしてもよく、直近の１０秒から１５秒分としてもよい。
【００１４】
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　また、特許文献２でも、自立位置の精度を向上させることを目的としている。ＧＰＳ軌
跡（ＧＰＳ衛星から受信した情報に基づいて求められた車両の軌跡）とマッチング軌跡（
マップマッチング処理によって求められた車両の軌跡）のうち、より信頼度の高い方の軌
跡と自立軌跡（自立航法によって求められた車両の軌跡）との差異が減少するように自立
軌跡を修正する。自立位置の修正を行う際に基準とする軌跡については、ＧＰＳ軌跡の信
頼度が高く正確であればＧＰＳ軌跡を選び、ＧＰＳ軌跡の信頼度が規定値未満であればマ
ッチング軌跡を選ぶ。ＧＰＳ軌跡の信頼度は、自立軌跡とＧＰＳ軌跡との比較結果から作
成される。マップマッチングは、自立軌跡と道路リンク形状とが一致する道路リンク上に
自車位置を同定するときに、マッチング軌跡と自立軌跡とを比較してマッチング信頼度を
作成する。自車位置を同定した道路リンクの幅員が小さく、車両の方位変動が小さいほど
、マッチング軌跡の信頼度を高くする。なお、自立方位の修正についても自立位置の修正
方法と同様である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特許第３９８４１１２号公報
【特許文献２】特開２０１２－７９３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　ナビゲーション装置では、所定周期ごとに計測された車両（自車）の移動ベクトルを用
いてマップマッチング処理を行い、道路リンク上で表示位置を更新する。また、車両の移
動ベクトルと道路リンク形状とが一致すれば、たとえマップマッチング処理によって車両
の表示位置が正しい道路リンク上に表示されない状態（誤マッチング状態）であったとし
ても、誤マッチング状態であることに気付かず表示上における迷走状態が続いてしまう。
従って、ナビゲーション装置では、誤マッチング状態を早期に発見して、当該誤マッチン
グ状態から正しい位置により早く復帰することが課題であった。このような課題に対して
、従来では以下の問題があった。
【００１７】
　（１）道路幅員内における車両の挙動が道路リンクと異なるとき（例えば、車線変更、
前方車両の追い越し、路上駐車、Ｕターン、道路リンクの座標誤差、道路リンクの形状誤
差）に自立位置を修正すると、自立位置を誤修正する可能性がある。
【００１８】
　（２）直進走行時の距離誤差が大きくなった後で右左折すると並走道路に誤マッチング
し、自立位置を誤修正する可能性がある。
【００１９】
　（３）直線区間が長い道路が狭い範囲で平行（あるいは重層）して存在している場所で
は、表示位置の軌跡と自立軌跡とが一致するからといって、必ずしも表示位置が同定され
た道路リンクが正しいとはいえない。例えば、高架道路の真下に別の道路が存在している
場所では、ナビゲーション装置では便宜上、高架道路と別の道路とを平行にして表示する
場合がある。そのよう場合において、表示位置が同定された一方の道路リンクが必ずしも
正しいとはいえず、他方の道路リンクの方が正しい場合があるため、自立位置を修正する
と誤修正につながる可能性がある。
【００２０】
　また、上述の通り、ＧＰＳ測位においてもいくつかの課題がある。従って、ＧＰＳ測位
によって自立位置を修正する際には、以下の問題があった。
【００２１】
　（４）マップマッチングが破綻する前後のＧＰＳ軌跡形状（例えば、特許文献１では直
近の２００ｍ区間）がマルチパスの影響によって自立軌跡と形状が不一致になると自立位
置を修正することができず迷走状態が続く。また、ビル街では、ＧＰＳ軌跡形状が良好な
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道路は限定される。
【００２２】
　（５）ＧＰＳ軌跡の信頼性をより正確に判断するために軌跡を比較する長さをより長く
すると、マルチパス環境下において信頼性の高いＧＰＳ軌跡を抽出することができる機会
が減少し、マルチパス環境下での自立位置の修正機会が減少する。
【００２３】
　（６）ジャイロの温度ドリフトの補正が不十分となり、自立方位誤差が大きくなると自
立軌跡形状が歪み、自立軌跡形状に基づく信頼性は低下する。
【００２４】
　（７）マルチパス環境下のＧＰＳ位置の不要な変動を抑制して安定したＧＰＳ方位を出
力するＧＰＳ受信機を使用した場合は、マルチパス環境下で直進走行した際に、ＧＰＳ位
置およびＧＰＳ方位がずれたままで直進状態を示すＧＰＳ軌跡形状となることがある。こ
れは、マルチパスの影響を直接受けないドップラーシフトを用いて計測したＧＰＳ速度（
ＧＰＳ受信機によって計算された車両の速度）とＧＰＳ方位（ＧＰＳ受信機によって計算
された車両の方位）とによって自立測位のようなＧＰＳ測位を行ったためである。このよ
うな場合に、ＧＰＳ軌跡と自立軌跡とが一致するからといって、必ずしもＧＰＳ位置が正
しいとはいえず、自立位置を修正すると誤修正につながる。
【００２５】
　また、マップマッチングあるいはＧＰＳ位置によって自立位置を誤修正すると以下の問
題が生じるため、自立位置の修正を行うにあたり有効な解決策が要求される。
【００２６】
　（８）マップマッチングが継続困難になる。
【００２７】
　（９）道路リンク上の前後に表示位置を誤修正するため、その後のマップマッチングが
継続困難になる。
【００２８】
　（１０）表示位置が他の候補位置（例えば、誤った道路リンク上）に移って誤マッチン
グするため、自立位置をさらに誤修正してしまう。
【００２９】
　（１１）道路沿いの駐車場などに進入する道路が車両付近に存在する場所を走行中の場
合において、道路上を走行中であるにもかかわらず道路外（駐車場などに進入する道路）
を走行中であると誤判断し、その後のマップマッチングが継続困難になる。
【００３０】
　（１２）上記（１１）とは逆に、道路外走行中であるにもかかわらず道路上を走行中で
あると誤判断し、自立位置を誤修正してしまう。
【００３１】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、自車位置の修正を早期に
、確実に、多く行うとともに、誤マッチング状態あるいは迷走状態を早期に、確実に検出
して正しい位置に修正することが可能な測位装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　上記の課題を解決するために、本発明による測位装置は、複数のＧＰＳ衛星から送信さ
れた送信信号を受信し、当該送信信号に基づいてＧＰＳ衛星との擬似距離およびドップラ
ーシフトを取得し、取得した擬似距離およびドップラーシフトに基づいて移動体の位置で
ある第１の移動体位置を算出する第１の移動体位置算出部と、擬似距離に基づいて移動体
の位置である第２の移動体位置を算出する第２の移動体位置算出部と、第１の移動体位置
算出部にて算出された第１の移動体位置と、第２の移動体位置算出部にて算出された第２
の移動体位置との差異に基づいて、第１の移動体位置に対するマルチパスの影響を評価す
るマルチパス影響評価部とを備え、擬似距離の時間差分をデルタレンジとして算出し、ド
ップラーシフトに基づいて第１のレンジレートを算出する算出部と、デルタレンジと第１
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のレンジレートとの差異に基づいて、移動体側の内蔵時計の誤差を内蔵時計誤差として推
定する内蔵時計誤差推定部と、送信信号に基づくＧＰＳ衛星の位置および速度並びに第２
の移動体位置に基づいて、移動体が停止している場合の第２のレンジレートを推定すると
ともに、算出部で算出された第１のレンジレートを内蔵時計誤差に基づいて修正するレン
ジレート推定部と、送信信号に基づくＧＰＳ衛星の位置と第２の移動体位置とを含む航法
行列と、レンジレート推定部にて推定された第２のレンジレートと、レンジレート推定部
にて修正された第１のレンジレートとに基づいて、移動体の速度と、移動体の方位である
第２の移動体方位とを算出する移動体速度方位算出部とをさらに備え、マルチパス影響評
価部は、第１の移動体位置の移動方向である第１の移動体方位と、第２の移動体方位との
差異に基づいて、第１の移動体位置に対するマルチパスの影響を評価することを特徴とす
る、測位装置。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によると、複数のＧＰＳ衛星から送信された送信信号を受信し、当該送信信号に
基づいてＧＰＳ衛星との擬似距離およびドップラーシフトを取得し、取得した擬似距離お
よびドップラーシフトに基づいて移動体の位置である第１の移動体位置を算出する第１の
移動体位置算出部と、擬似距離に基づいて移動体の位置である第２の移動体位置を算出す
る第２の移動体位置算出部と、第１の移動体位置算出部にて算出された第１の移動体位置
と、第２の移動体位置算出部にて算出された第２の移動体位置との差異に基づいて、第１
の移動体位置に対するマルチパスの影響を評価するマルチパス影響評価部とを備え、擬似
距離の時間差分をデルタレンジとして算出し、ドップラーシフトに基づいて第１のレンジ
レートを算出する算出部と、デルタレンジと第１のレンジレートとの差異に基づいて、移
動体側の内蔵時計の誤差を内蔵時計誤差として推定する内蔵時計誤差推定部と、送信信号
に基づくＧＰＳ衛星の位置および速度並びに第２の移動体位置に基づいて、移動体が停止
している場合の第２のレンジレートを推定するとともに、算出部で算出された第１のレン
ジレートを内蔵時計誤差に基づいて修正するレンジレート推定部と、送信信号に基づくＧ
ＰＳ衛星の位置と第２の移動体位置とを含む航法行列と、レンジレート推定部にて推定さ
れた第２のレンジレートと、レンジレート推定部にて修正された第１のレンジレートとに
基づいて、移動体の速度と、移動体の方位である第２の移動体方位とを算出する移動体速
度方位算出部とをさらに備え、マルチパス影響評価部は、第１の移動体位置の移動方向で
ある第１の移動体方位と、第２の移動体方位との差異に基づいて、第１の移動体位置に対
するマルチパスの影響を評価するため、自車位置の修正を早期に、確実に、多く行うとと
もに、誤マッチング状態あるいは迷走状態を早期に、確実に検出して正しい位置に修正す
ることが可能となる。
【００３４】
　この発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって
、より明白となる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態１によるナビゲーション装置の構成の一例を示すブロック図
である。
【図２】本発明の実施の形態１によるナビゲーション装置の動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図３】デルタレンジ、算出レンジレートを示す図である。
【図４】内蔵時計誤差を示す図である。
【図５】停車レンジレート、修正レンジレート、デルタレンジを示す図である。
【図６】マルチパスを示す図である。
【図７】速度センサにより計測された自車の速度を示す図である。
【図８】マルチパスの影響の評価の一例を示す図である。
【図９】マルチパスの影響の評価の一例を示す図である。
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【図１０】マルチパスの影響の一例を示す図である。
【図１１】マルチパスの影響の評価の一例を示す図である。
【図１２】マルチパスの影響の評価の一例を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態２によるナビゲーション装置の構成の一例を示すブロック
図である。
【図１４】本発明の実施の形態２によるナビゲーション装置の動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１５】自立位置および自立方位の修正を説明するための図である。
【図１６】自立位置および自立方位の修正を説明するための図である。
【図１７】自立位置および自立方位の修正を説明するための図である。
【図１８】本発明の実施の形態３によるナビゲーション装置の構成の一例を示すブロック
図である。
【図１９】本発明の実施の形態３によるナビゲーション装置の動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【図２０】本発明の実施の形態３によるナビゲーション装置の動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【図２１】ハイブリッド位置を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明の実施の形態について、図面に基づいて以下に説明する。
【００３７】
　＜実施の形態１＞
　以下の説明では、自動車などの移動体の測位装置を備えるナビゲーション装置について
説明する。図１は、本発明の実施の形態１によるナビゲーション装置の構成のうち、上記
車両（以下、自車とも称する）の位置などを測位するために必要な構成の一例を示すブロ
ック図である。
【００３８】
　図１に示すように、本実施の形態１によるナビゲーション装置は、ＧＰＳ衛星（図示せ
ず）からの送信信号を受信し、当該送信信号に基づいてＲａｗデータ（擬似距離、ドップ
ラーシフト、航法メッセージ、ＧＰＳ－Ｔｉｍｅなど測位計算に必要なデータ）を取得す
るＧＰＳ受信機１１と、ＧＰＳ受信機１１で取得したＲａｗデータに基づいて、ＧＰＳ受
信機１１にて計算されたＧＰＳ位置およびＧＰＳ方位がマルチパスの影響をどの程度受け
ているのかを評価する測位部１２とを備えている。なお、以下では、ＧＰＳ受信機１１が
取得したＲａｗデータに基づいて計算した自車の位置、速度、方位を、それぞれＧＰＳ位
置、ＧＰＳ速度、ＧＰＳ方位とも称する。
【００３９】
　次に、ＧＰＳ受信機１１および測位部１２について詳細に説明する。
【００４０】
　ＧＰＳ受信機１１（第１の移動体位置算出部）は、自車の上空に存在する複数のＧＰＳ
衛星から送信される送信信号（電波）を受信するＧＰＳアンテナを備えている。ＧＰＳ受
信機１１は、ＧＰＳアンテナで受信した各ＧＰＳ衛星からの送信信号に基づいて、Ｒａｗ
データ（擬似距離、ドップラーシフト、航法メッセージ、ＧＰＳ－Ｔｉｍｅなど）を取得
し、ＧＰＳ位置（第１の移動体位置）、ＧＰＳ速度、ＧＰＳ方位（第１の移動体方位）な
どを計算し、計算した測位結果とＲａｗデータとを測位部１２に出力する。
【００４１】
　測位部１２は、ＧＰＳ出力データ算出部１２１（算出部）と、擬似距離修正部１２２と
、内蔵時計誤差推定部１２３と、ＧＰＳ衛星挙動推定部１２４と、レンジレート推定部１
２５と、ＧＰＳ位置算出部１２６（第２の移動体位置算出部）と、ＧＰＳ速度・方位算出
部１２７と、マルチパス影響評価部１２８とを備えている。
【００４２】
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　ＧＰＳ出力データ算出部１２１（算出部）は、後で詳細に説明するが、ＧＰＳ受信機１
１からの擬似距離ρＣτ（ｔｉ）（実質的にはＧＰＳ衛星からの送信信号）に基づいて、
擬似距離の時間差分値をデルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）として算出する。なお、ｔｉは、
処理周期ΔＴで繰り返される測位部１２の測位処理の時刻を示し、添え字のｉは、処理周
期ΔＴごとに１ずつ増加する番号を示す。
【００４３】
　また、ＧＰＳ出力データ算出部１２１は、上記のデルタレンジの算出とともに、ＧＰＳ
受信機１１からのドップラーシフトｆｄｏｐ（ｔｉ）（実質的にはＧＰＳ衛星からの送信
信号のドップラーシフト）に基づいて、デルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）と同じ単位（［ｍ
／ｓ］）を有するレンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）（第１のレンジレート）を算出する
。ＧＰＳ出力データ算出部１２１は、デルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）およびレンジレート
Δρｒａｔｅ（ｔｉ）を、ＧＰＳ受信機１１により送信信号が受信されたＧＰＳ衛星（以
下、受信衛星とも称する）について算出する。
【００４４】
　なお、以下の説明においては、複数種類のレンジレートが現れることから、便宜上、Ｇ
ＰＳ出力データ算出部１２１で算出されたレンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）を算出レン
ジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）とも称する。
【００４５】
　擬似距離修正部１２２は、ＧＰＳ受信機１１から出力された航法メッセージなどを用い
て、ＧＰＳ受信機１１から出力された擬似距離ρＣτ（ｔｉ）に含まれる衛星搭載時計誤
差ｄＴｓａｔ、電離層電波伝播遅延誤差ｄｉｏｎｏ、対流圏電波伝播遅延誤差ｄｔｒｏｐ

を計算し、それら誤差が除去されるように修正された擬似距離（以下、修正擬似距離ρＣ

τ’（ｔｉ）とも称する）を算出する。
【００４６】
　内蔵時計誤差推定部１２３には、ＧＰＳ出力データ算出部１２１にて算出された、全受
信衛星についてのデルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）および算出レンジレートΔρｒａｔｅ（
ｔｉ）が入力される。内蔵時計誤差推定部１２３は、デルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）と算
出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）との差異（ここでは差分）に基づいて、自車側に設
けられた内蔵時計の誤差を内蔵時計誤差εｔｃａｒ（ｔｉ）として推定する。
【００４７】
　なお、内蔵時計誤差推定部１２３は、１つの受信衛星についてのデルタレンジΔρＣτ

（ｔｉ）および算出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）から、１つの内蔵時計誤差εｔｃ

ａｒ（ｔｉ）を推定可能であるが、仮に複数の受信衛星についてのデルタレンジΔρＣτ

（ｔｉ）および算出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）が入力された場合には、それらか
ら推定される複数の内蔵時計誤差εｔｃａｒ（ｔｉ）の平均値を、１つの内蔵時計誤差ε

ｔｃａｒ（ｔｉ）として推定する。
【００４８】
　ＧＰＳ衛星挙動推定部１２４は、ＧＰＳ受信機１１から出力された航法メッセージに基
づいて、ＧＰＳ－ＴｉｍｅにおけるＧＰＳ衛星の位置Ｐｓと速度Ｖｓとを推定する。ＧＰ
Ｓ衛星挙動推定部１２４は、この位置Ｐｓおよび速度Ｖｓを、全受信衛星について測位部
１２の処理周期ごとに推定する。
【００４９】
　レンジレート推定部１２５には、ＧＰＳ出力データ算出部１２１からの算出レンジレー
トΔρｒａｔｅ（ｔｉ）と、内蔵時計誤差推定部１２３からの内蔵時計誤差εｔｃａｒ（
ｔｉ）と、ＧＰＳ衛星挙動推定部１２４からの全受信衛星の位置Ｐｓおよび速度Ｖｓと、
後述するＧＰＳ位置算出部１２６にて算出されたＧＰＳ再計算位置（自車位置Ｐｏ、第２
の移動体位置）が入力される。
【００５０】
　レンジレート推定部１２５は、全受信衛星の位置Ｐｓおよび速度Ｖｓと、ＧＰＳ再計算
位置（自車位置Ｐｏ）とに基づいて、車両が停止していると仮定した場合のレンジレート
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Δρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）（第２のレンジレート）を推定する。なお、以下の説明におい
ては、レンジレート推定部１２５が推定する、車両が停止していると仮定した場合のレン
ジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）を、停車レンジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）とも
称する。
【００５１】
　また、レンジレート推定部１２５は、停車レンジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）の推
定とともに、ＧＰＳ出力データ算出部１２１にて算出された算出レンジレートΔρｒａｔ

ｅ（ｔｉ）を、内蔵時計誤差推定部１２３にて推定された内蔵時計誤差εｔｃａｒ（ｔｉ

）に基づいて修正する。
【００５２】
　ＧＰＳ位置算出部１２６（第２の移動体位置算出部）は、擬似距離修正部１２２からの
修正擬似距離ρＣτ’（ｔｉ）と、ＧＰＳ衛星挙動推定部１２４からの全受信衛星の位置
Ｐｓおよび速度Ｖｓとに基づいて数値計算を行うことにより、ＧＰＳ再計算位置（自車位
置Ｐｏ、第２の移動体位置）を算出し、当該ＧＰＳ再計算位置をレンジレート推定部１２
５およびマルチパス影響評価部１２８に出力する。また、ＧＰＳ位置算出部１２６は、Ｇ
ＰＳ衛星挙動推定部１２４からの全受信衛星の位置Ｐｓと、自身が算出したＧＰＳ再計算
位置とを含む航法行列Ａを生成し、当該航法行列ＡをＧＰＳ速度・方位算出部１２７に出
力する。ここで、ＧＰＳ再計算位置とは、ＧＰＳ受信機１１から受信したＲａｗデータに
基づいて測位部１２側（ＧＰＳ位置算出部１２６）で再計算（ＧＰＳ受信機１１にて計算
されるＧＰＳ位置とを区別するために、ここでは便宜上再計算と呼んでいる）された自車
位置のことをいう。
【００５３】
　ＧＰＳ速度・方位算出部１２７は、ＧＰＳ位置算出部１２６からの航法行列Ａと、レン
ジレート推定部１２５にて推定された停車レンジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）と、レ
ンジレート推定部１２５にて修正された算出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）とに基づ
いて、ＥＮＵ座標系（東向きをｘ軸、北向きをｙ軸、鉛直方向をｚ軸、ｘｙ平面を水平面
として規定された直交座標系）をなす３軸方向それぞれに関するＧＰＳ再計算速度（自車
速度Ｖｏ）を算出する。また、ＧＰＳ速度・方位算出部１２７は、ＧＰＳ再計算速度に基
づいてＧＰＳ再計算方位（自車方位、第２の移動体方位）を算出する。ここで、ＧＰＳ再
計算速度とは、ＧＰＳ受信機１１から受信したＲａｗデータに基づいて測位部１２側（Ｇ
ＰＳ速度・方位算出部１２７）で再計算（ＧＰＳ受信機１１にて計算されるＧＰＳ速度と
を区別するために、ここでは便宜上再計算と呼んでいる）された自車速度のことをいう。
また、ＧＰＳ再計算方位についても同様である。
【００５４】
　マルチパス影響評価部１２８は、レンジレート推定部１２５にて推定された停車レンジ
レートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）と、レンジレート推定部１２５にて修正された算出レン
ジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）と、ＧＰＳ位置算出部１２６にて算出されたＧＰＳ再計算
位置と、ＧＰＳ速度・方位算出部１２７にて算出されたＧＰＳ再計算速度およびＧＰＳ再
計算方位と、擬似距離修正部１２２にて算出された修正擬似距離ρＣτ’（ｔｉ）とに基
づいて、ＧＰＳ受信機１１にて計算されたＧＰＳ位置およびＧＰＳ方位に対するマルチパ
スの影響を評価する。
【００５５】
　次に、測位部１２が処理周期ごとに行う測位処理を示す図２のフローチャートを参照し
ながら、図１のナビゲーション装置の動作について説明する。
【００５６】
　まず、ステップＳ１において、ナビゲーション装置は、測位部１２の処理を初期化する
。
【００５７】
　ステップＳ２において、測位部１２は、受信衛星の数が１つ以上あるか否か、すなわち
１つ以上のＧＰＳ衛星から送信された送信信号を受信したか否かを判断する。受信したと
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判断した場合にはステップＳ３に移行し、受信しなかったと判断した場合には何もせず今
回の測位処理を終了する。
【００５８】
　ステップＳ３において、ＧＰＳ出力データ算出部１２１は、ＧＰＳ受信機１１から出力
された前回の測位処理の擬似距離ρＣτ（ｔｉ－１）と、今回の測位処理の擬似距離ρＣ

τ（ｔｉ）とを、次式（１）に適用することにより、それらの時間差分値をデルタレンジ
ΔρＣτ（ｔｉ）として算出する。
【００５９】
【数１】

【００６０】
　また、同ステップＳ３において、ＧＰＳ出力データ算出部１２１は、ＧＰＳ受信機１１
から出力されたドップラーシフトｆｄｏｐ（ｔｉ）を、次式（２）に適用することにより
、算出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）を算出する。
【００６１】

【数２】

【００６２】
　ステップＳ４において、擬似距離修正部１２２は、ＧＰＳ受信機１１からの航法メッセ
ージに基づいて、擬似距離ρＣτ（ｔｉ）に含まれる衛星搭載時計誤差ｄＴｓａｔおよび
電離層電波伝播遅延誤差ｄｉｏｎｏを計算するとともに、誤差モデルに基づいて、擬似距
離ρＣτ（ｔｉ）に含まれる対流圏電波伝播遅延誤差ｄｔｒｏｐを計算する。そして、擬
似距離修正部１２２は、擬似距離ρＣτ（ｔｉ）と、これら誤差とを次式（３）に適用し
て擬似距離ρＣτ（ｔｉ）を修正することにより、修正擬似距離ρＣτ’（ｔｉ）を算出
する。
【００６３】
【数３】

【００６４】
　ステップＳ５において、内蔵時計誤差推定部１２３は、ステップＳ３にて得られた全受



(12) JP 5855249 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

信衛星についてのデルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）および算出レンジレートΔρｒａｔｅ（
ｔｉ）を、それらの差分が含まれる次式（４）に適用し、内蔵時計誤差εｔｃａｒ（ｔｉ

）を推定する。全受信衛星が複数であった場合、すなわち複数の内蔵時計誤差εｔｃａｒ

（ｔｉ）が得られた場合には、その平均値を１つの内蔵時計誤差εｔｃａｒ（ｔｉ）とす
る。
【００６５】
【数４】

【００６６】
　図３は、デルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）および算出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）
の実際の算出結果を示す図である。図３では、デルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）が実線、算
出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）が破線で示されている。
【００６７】
　図４は、図３に示した算出結果を式（４）に適用して得られた内蔵時計誤差εｔｃａｒ

（ｔｉ）を示す図である。図４に示されるように、内蔵時計誤差εｔｃａｒ（ｔｉ）、す
なわち内蔵時計のドリフトは線形式で表すことができないことから、内蔵時計誤差εｔｃ

ａｒ（ｔｉ）を推定する頻度はなるべく多いことが好ましい。
【００６８】
　図２に戻ってステップＳ５の後、測位部１２は、一回の測位処理において以下のステッ
プＳ６～ステップＳ１１のループ処理を行うことにより、Ｒａｗデータ（すなわち、ＧＰ
Ｓ衛星からの送信信号）に基づいて、ＧＰＳ再計算位置（自車位置Ｐｏ）の収束計算を行
う。例えば、測位部１２は、前回のループ処理で得られたＧＰＳ再計算位置と、今回のル
ープ処理で得られたＧＰＳ再計算位置との差が規定値以下となった場合にループ処理を終
了し、この場合に得られたＧＰＳ再計算位置を今回の測位処理で得られたＧＰＳ再計算位
置（自車位置）とし、マルチパス影響評価部１２８における評価に用いる。
【００６９】
　次に、ステップＳ６からステップＳ１１までの各ステップの動作について詳細に説明す
る。
【００７０】
　ステップＳ６において、ＧＰＳ衛星挙動推定部１２４は、ＧＰＳ受信機１１からの航法
メッセージに含まれるエフェメリスを用いて、ＧＰＳ－Ｔｉｍｅにおける全受信衛星の位
置Ｐｓ（ｘｓ，ｙｓ，ｚｓ）および速度Ｖｓ（Ｖｓｘ，Ｖｓｙ，Ｖｓｚ）を推定する。Ｇ
ＰＳ－ＴｉｍｅはＧＰＳ受信機１１からのＧＰＳ－Ｔｉｍｅで初期化された後は、収束計
算中に値が変わるので、それに伴って衛星軌道上のＧＰＳ衛星の位置Ｐｓおよび速度Ｖｓ

も変わることになる。
【００７１】
　ステップＳ７において、レンジレート推定部１２５は、全受信衛星について、ＧＰＳ衛
星挙動推定部１２４が推定したＧＰＳ衛星の位置Ｐｓ（ｘｓ，ｙｓ，ｚｓ）および速度Ｖ

ｓ（Ｖｓｘ，Ｖｓｙ，Ｖｓｚ）と、ＧＰＳ位置算出部１２６が推定したＧＰＳ再計算位置
である自車位置Ｐｏ（ｘｏ，ｙｏ，ｚｏ）とを次式（５）に適用することにより、停車レ
ンジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）を推定する。なお、ここでの自車位置Ｐｏには、前
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回の処理（前回のループ処理あるいは前回の測位処理）のうちステップＳ９で算出された
ＧＰＳ再計算位置（自車位置Ｐｏ）を用いる。
【００７２】
【数５】

【００７３】
　また、停車レンジレートの推定とは別に、レンジレート推定部１２５は、ＧＰＳ出力デ
ータ算出部１２１がステップＳ３で算出した算出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）と、
内蔵時計誤差推定部１２３がステップＳ５で推定した内蔵時計誤差εｔｃａｒ（ｔｉ）と
を次式（６）に適用する。すなわち、レンジレート推定部１２５は、内蔵時計誤差εｔｃ

ａｒ（ｔｉ）に基づいて算出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）を修正する。なお、以下
の説明においては、レンジレート推定部１２５において修正されたレンジレートを修正レ
ンジレートΔρｒａｔｅ’（ｔｉ）とも称する。
【００７４】
【数６】

【００７５】
　ここで、式（５）により得られる停車レンジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）と、式（
６）により得られる修正レンジレートΔρｒａｔｅ’（ｔｉ）と、式（１）により得られ
るデルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）との関係を理解しやすくするために、図３に示したデー
タから得られたこれらの時間推移を図５に示す。なお、図５においては、停車レンジレー
トΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）は破線、修正レンジレートΔρｒａｔｅ’（ｔｉ）は太い実
線、デルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）は細い実線で示されている。
【００７６】
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　図６は、建物等により反射されたＧＰＳ衛星電波（反射波）と、反射されなかったＧＰ
Ｓ衛星電波（直接波）とのパスが混在するマルチパスを示す図である。図５に細い実線で
示されるデルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）に現れている突発的な変化は、マルチパスの影響
を示している。なお、図５には、周囲に建物等が少ない開けた駐車場から出庫した場合に
得られたデータ結果を示したが、このような場合であっても、デルタレンジΔρＣτ（ｔ

ｉ）には、マルチパスの影響が小さいながらも一時的に生じていることが分かる。
【００７７】
　一方、図５に示されるように、上式（６）で得られる修正レンジレートΔρｒａｔｅ’
（ｔｉ）は、デルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）と異なりマルチパスの影響（突発的な変化）
が抑制されているが、このことを除けば、デルタレンジΔρＣτ（ｔｉ）とほぼ一致して
いる。そして、この修正レンジレートΔρｒａｔｅ’（ｔｉ）は、停車時においては、停
車レンジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）とほぼ一致している。
【００７８】
　ここで、図７に、図５と同じ状況下で速度センサ（図１では図示せず）により計測され
た自車速度を示す。図５に示される修正レンジレートΔρｒａｔｅ’（ｔｉ）と、停車レ
ンジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）との差は、図７に示される速度センサにより計測さ
れた自車速度に関係していることが分かる。このように、修正レンジレートΔρｒａｔｅ

’（ｔｉ）と、停車レンジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）との差分を求めれば自車速度
を求めることが可能となっている。従って、内蔵時計誤差εｔｃａｒ（ｔｉ）に基づいて
算出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）を修正すること、すなわち修正レンジレートΔρ

ｒａｔｅ’（ｔｉ）を求めることが重要であることが分かる。
【００７９】
　図２に戻ってステップＳ８において、測位部１２は、測位計算可能なＧＰＳ衛星、すな
わち全受信衛星の数が３つ以上であるか否かを確認する。全受信衛星の数が３つ以上であ
れば、次のステップＳ９に移行し、全受信衛星の数が３つ未満であれば、今回の測位処理
を終了する。
【００８０】
　ステップＳ９において、ＧＰＳ位置算出部１２６は、ステップＳ４で算出された修正擬
似距離ρＣτ’（ｔｉ）と、ステップＳ６で推定された全受信衛星の位置Ｐｓおよび速度
Ｖｓと、ＧＰＳ位置算出部１２６が前回の処理（前回のループ処理あるいは前回の測位処
理）で算出した自車位置Ｐｏ（ＧＰＳ再計算位置）とを次式（７）の右辺に適用し、今回
のループ処理の自車位置Ｐｏ（ＧＰＳ再計算位置）を算出する。この際、ＧＰＳ位置算出
部１２６は、ステップＳ６で推定された全受信衛星の位置Ｐｓと、自身が算出した自車位
置Ｐｏとを含む航法行列Ａを生成する。
【００８１】
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【数７】

【００８２】
　なお、式（７）中の擬似距離の誤差の標準偏差σδρは、受信衛星ごとにあるもので、
処理周期ごとの履歴から計算する。また、式（７）においては、便宜上「（ｔｉ）」の記
載は省略している。
【００８３】
　ステップＳ１０において、ＧＰＳ速度・方位算出部１２７は、ＧＰＳ位置算出部１２６
からの航法行列Ａと、レンジレート推定部１２５にて推定された停車レンジレートΔρｒ

ａｔｅ―ｓ（ｔｉ）と、修正レンジレートΔρｒａｔｅ’（ｔｉ）とを次式（８）に適用
して、ＥＮＵ座標系をなす３軸方向それぞれに関する自車速度Ｖｏ（Ｖｏｘ，Ｖｏｙ，Ｖ
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ｏｚ）を算出する。この式（８）に含まれている、停車レンジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（
ｔｉ）と、修正レンジレートΔρｒａｔｅ’（ｔｉ）との差分が、自車速度（ＧＰＳ再計
算速度）に相当することは、図５および図７を用いて説明した通りである。なお、式（８
）においても、式（７）と同様に、便宜上、「（ｔｉ）」の記載は省略している。
【００８４】
【数８】

【００８５】
　ステップＳ１１において、測位部１２は、今回の測位処理にて自車位置Ｐｏ（ＧＰＳ再
計算位置）が収束したか否かを判断する。具体的には、上式（７）における自車位置Ｐｏ

の変化量δＰｏが規定値未満である場合には自車位置Ｐｏが収束したと判断して、ステッ
プＳ１２に移行する。
【００８６】
　一方、変化量δＰｏが規定値以上であり、かつ、自車位置Ｐｏの算出回数が所定回数未
満である場合には、自車位置Ｐｏは収束していないと判断してステップＳ６に戻り、再び
収束計算を行う。また、変化量δＰｏが規定値以上であり、かつ、自車位置Ｐｏの算出回
数が所定回数である場合には、収束不可能であると判断して測位部１２の処理を異常終了
してもよい。
【００８７】
　ステップＳ１２において、マルチパス影響評価部１２８は、レンジレート推定部１２５
にて推定された停車レンジレートΔρｒａｔｅ―ｓ（ｔｉ）と、レンジレート推定部１２
５にて修正された算出レンジレートΔρｒａｔｅ（ｔｉ）と、ＧＰＳ位置算出部１２６に
て算出されたＧＰＳ再計算位置と、ＧＰＳ速度・方位算出部１２７にて算出されたＧＰＳ
再計算速度およびＧＰＳ再計算方位と、擬似距離修正部１２２にて算出された修正擬似距
離ρＣτ’（ｔｉ）とに基づいて、ＧＰＳ受信機１１にて計算されたＧＰＳ位置およびＧ
ＰＳ方位に対するマルチパスの影響を評価する。マルチパス影響評価部１２８では、４つ
の傾向（傾向Ａ～Ｄ）に基づいてＧＰＳ位置およびＧＰＳ方位に対するマルチパスの影響
の評価を行う。以下、マルチパス影響評価部１２８にて用いられる４つの傾向Ａ～Ｄにつ
いて順に説明する。
【００８８】
　まず、傾向Ａについて説明する。
【００８９】
　図８は、ＧＰＳ受信機１１が計算したＧＰＳ位置と、ＧＰＳ位置算出部１２６が図２の
ステップＳ９にて算出したＧＰＳ再計算位置とを地図上に表示したときの一例を示す図で
ある。なお、図８において、３Ｄ測位によるＧＰＳ位置は丸印、２Ｄ測位によるＧＰＳ位
置は三角印、ＧＰＳ再計算位置はバツ印で示されている。また、図中のＡ～Ｄは自車の停
車箇所を示している。ここで、３Ｄ測位とは、４つ以上の衛星による測位のことをいう。
また、２Ｄ測位とは、３つの衛星による測位のことをいう。
【００９０】
　ＧＰＳ受信機１１は、マルチパス環境下であってもスムーズなＧＰＳ軌跡を得るために
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、マルチパスの影響を直接的に受けないドップラーシフトを用いてＧＰＳ位置を計算して
いる。一方、ＧＰＳ位置算出部１２６は、マルチパスの影響を直接的に受けた擬似距離を
用いてＧＰＳ再計算位置を算出している。
【００９１】
　図８に示すように、停車箇所Ｄ～Ｅの区間ではマルチパスの影響が大きく、その他の区
間ではマルチパスの影響が小さい（あるいは影響がない）。すなわち、マルチパスの影響
が大きい停車箇所Ｄ～Ｅの区間ではＧＰＳ位置とＧＰＳ再計算位置とが不一致となり、マ
ルチパスの影響が小さい（あるいは受けていない）その他の場所ではＧＰＳ位置とＧＰＳ
再計算位置とが一致する傾向がある。このように、ＧＰＳ位置とＧＰＳ再計算位置とは、
マルチパスの影響が小さい（あるいは影響がない）場所では一致するが、マルチパスの影
響が大きい場所では不一致となる傾向がある（傾向Ａ）。
【００９２】
　マルチパス影響評価部１２８では、ＧＰＳ受信機１１が受信した全受信衛星に対して、
上記の傾向Ａに基づいてＧＰＳ位置がマルチパスの影響をどの程度受けているのかを評価
している。具体的には、ＧＰＳ位置とＧＰＳ再計算位置との２点間の距離に基づいて、当
該距離が所定値より大きければマルチパスの影響が大きいと判断し、所定値より小さけれ
ばマルチパスの影響が小さい（あるいは影響がない）と判断する。なお、マルチパス影響
評価部１２８における傾向Ａに基づく判断は、所定時間ごとに行われる。
【００９３】
　次に、傾向Ｂについて説明する。
【００９４】
　図９は、自車が移動中における、ＧＰＳ受信機１１が計算したＧＰＳ位置の移動方向で
あるＧＰＳ方位と、ＧＰＳ速度・方位算出部１２７が図２のステップＳ１０にて算出した
ＧＰＳ再計算方位との比較の一例を示す図であり、図８と同じ環境下（図８と同一データ
）で算出している。なお、図９において、ＧＰＳ方位は破線、ＧＰＳ再計算方位は実線で
示されている。また、図９に示すＡ～Ｄは図８の停車箇所Ａ～Ｄに対応しているが、自車
が停車中ではＧＰＳ方位およびＧＰＳ再計算方位ともにばらつき（変動）が大きいため、
停車箇所Ａ～ＤにおけるＧＰＳ方位およびＧＰＳ再計算方位の図示を省略している。
【００９５】
　図９に示すように、ＧＰＳ再計算方位は、マルチパスの影響を受けにくく変動が小さい
ことが分かる。一方、ＧＰＳ方位は、マルチパスの影響を受けやすく変動が大きいことが
分かる。また、停車箇所Ｅ以降において、ＧＰＳ方位およびＧＰＳ再計算位置の変動が小
さく一致している場所があるが、当該場所はマルチパスの影響が小さい場所であることが
分かる。このように、ＧＰＳ方位とＧＰＳ再計算方位とは、マルチパスの影響が小さい（
あるいは影響がない）場所で速度が大きいほど一致するが、マルチパスの影響が大きい場
所および速度が小さいほど不一致となる傾向がある（傾向Ｂ）。
【００９６】
　マルチパス影響評価部１２８では、ＧＰＳ受信機１１が受信した全受信衛星に対して、
上記の傾向Ｂに基づいてＧＰＳ方位がマルチパスの影響をどの程度受けているのかを評価
している。具体的には、ＧＰＳ方位とＧＰＳ再計算方位との方位差に基づいて、当該方位
差が所定値より大きければマルチパスの影響が大きいと判断し、所定値より小さければマ
ルチパスの影響が小さい（あるいは影響がない）と判断する。なお、マルチパス影響評価
部１２８における傾向Ｂに基づく判断は、所定時間ごとに行われる。
【００９７】
　次に、傾向Ｃ，Ｄについて説明する。
【００９８】
　図１０は、ＧＰＳ受信機１１が受信した１つの衛星に対するデルタレンジ、修正レンジ
レート、および停車レンジレートの時間推移を示す図であり、図８と同じ環境下（図８と
同一データ）で算出したものである。なお、図１０において、デルタレンジは細い実線、
修正レンジレートは太い実線、停車レンジレートは破線で示されている。
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【００９９】
　図１０に示すように、横軸の１１５［ｓｅｃ］付近（図８の停車箇所Ｄ）で過大なマル
チパスａが発生している。
【０１００】
　図１０に示す状態において、所定時間前にマルチパス影響評価部１２８にて評価された
マルチパスの影響が所定以下のときの擬似距離に修正レンジレート（修正した第１のレン
ジレート）を積算した擬似距離スムージング値を算出し、前記擬似距離と擬似距離スムー
ジング値との差異（絶対値）を擬似距離誤差の推定値として求めた結果を図１１に示す。
図１１に示すマルチパスａ～ｃは、図１０に示すマルチパスａ～ｃに対応している。なお
、図１１では、所定時間前の擬似距離に対して修正レンジレートを積算しているが、積算
誤差が生じないように所定時間前の擬似距離を時間経過とともにシフトしている。すなわ
ち、マルチパス影響評価部１２８は、所定時間経過後、評価されたマルチパスの影響が所
定以下のときの擬似距離を選び直している。
【０１０１】
　また、図１０に示す状態において、次式（９）を適用する。すなわち所定時間前に推定
した擬似距離誤差に対してデルタレンジとレンジレートとの差異δΔρＣτ（ｔｉ）を積
算するとともに、所定時間分の差異の平均値（移動平均）δΔρＣτ－ａｖｅ（ｔｉ）の
所定割合ｋを減算した値を擬似距離誤差の推定値として求めた結果を図１２に示す。図１
２に示すマルチパスａ～ｃは、図１０に示すマルチパスａ～ｃに対応している。
【０１０２】
【数９】

【０１０３】
　図１０に示すように、一定の大きさのマルチパスがしばらくの間発生した場合は、マル
チパスが発生したときと解消したときとにおいて、デルタレンジとレンジレートとの差異
が大きく発生するが、その間（マルチパスが発生したときと解消したときとの間）におけ
る差異は小さいことが分かる（例えば、マルチパスａ参照）。
【０１０４】
　このようなマルチパスの発生に対して、図１１に示すように、マルチパスの影響を直接
的に受けないレンジレートを積算した擬似距離スムージング値と、電波伝搬時間から算出
した擬似距離との差異（擬似距離誤差）は、マルチパスの影響を受けると大きくなる傾向
がある（傾向Ｃ）。
【０１０５】
　また、図１２に示すように、デルタレンジとレンジレートとの差異（擬似距離誤差）の
積算値は、マルチパスの影響を受けると大きくなる傾向がある（傾向Ｄ）。
【０１０６】
　マルチパス影響評価部１２８では、ＧＰＳ受信機１１が受信した受信衛星ごとに対して
、上記の傾向Ｃ，Ｄに基づいてＧＰＳ位置がマルチパスの影響をどの程度受けているのか
を評価している。具体的には、上記の擬似距離誤差が所定値より大きければマルチパスの
影響が大きいと判断し、所定値より小さければマルチパスの影響が小さい（あるいは影響
がない）と判断する。
【０１０７】
　上記より、マルチパス影響評価部１２８では、上記の傾向Ａ～Ｄのいずれかが規定値よ
り大きい場合に、マルチパスの影響がある（マルチパスの影響が大きい）と評価する。す
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なわち、マルチパス影響評価部１２８では、ＧＰＳ受信機１１が算出したＧＰＳ位置およ
びＧＰＳ方位に対するマルチパスの影響の大きさを評価し、当該評価に対応する指標を出
している。指標の具体例としては、マルチパスの影響の有無を示す、マルチパスの影響を
レベル別（段階別）で示す、２点間の距離に基づいて定量的に何メートルの誤差があるか
（例えば、図８参照）、同様に何度の誤差があるか（例えば、図９参照）、衛星ごとにマ
ルチパスの影響が何メートル分ぐらいあるのかといったものがある。
【０１０８】
　図２に戻ってステップＳ１２において、マルチパス影響評価部１２８でマルチパスの影
響の評価を行った後、測位部１２の処理を終了する。
【０１０９】
　以上のことから、本実施の形態１によるナビゲーション装置によれば、マルチパスの影
響を直接受けないＧＰＳ位置（第１の移動体位置）と、マルチパスの影響を直接受ける擬
似距離に基づいて算出したＧＰＳ再計算位置（第２の移動体位置算出部）との差異に応じ
てマルチパスの影響の大きさを評価することができ、例えばマルチパスの影響を受けてＧ
ＰＳ位置が変動しているのか、あるいはマルチパスの影響を受けずにＧＰＳ位置が良好に
求められているのかを判断することができる。
【０１１０】
　また、ＧＰＳ受信機１１内で行われたＧＰＳ測位計算時の内蔵時計誤差修正が不十分で
あっても、受信衛星が１つ以上あれば、ナビゲーション装置側で算出レンジレートに含ま
れる内蔵時計誤差分をさらに修正することができるため、低速走行時のＧＰＳ再計算速度
（移動体の速度）の精度を改善することができ、低速走行時のＧＰＳ再計算方位（移動体
の方位）についても精度を改善することができる。また、ＧＰＳ位置の移動方向（第１の
移動方位）とＧＰＳ再計算方位との比較によりマルチパスの影響を推定することができる
。
【０１１１】
　また、マルチパスの影響を直接受けないレンジレートを用いてスムージングした擬似距
離と、マルチパスの影響を直接受ける擬似距離との差異に基づいて受信衛星ごとのマルチ
パスの影響の大きさを推定することができ、一定の大きさのマルチパスがしばらく発生す
る場所でも擬似距離誤差を推定することができる。また、積算誤差を修正することができ
るようにデルタレンジとレンジレートとの差異を積算したので、一定の大きさのマルチパ
スがしばらく発生する場所でも擬似距離誤差を推定することができる。
【０１１２】
　例えば、ＧＰＳ位置が停車中に徐々にずれ始め、発車後にずれた位置から良好な軌跡形
状で更新されることがあるが、このような場合であってもＧＰＳ位置がマルチパスの影響
を受けていることを判断することができる。また、広範囲でマルチパスの影響を受けやす
いビル街において、上空の視界が開けた狭い場所のみはマルチパスの影響がないことがあ
るが、このような場合であってもＧＰＳ位置がマルチパスの影響を受けていないことを判
断することができる。
【０１１３】
　なお、本実施の形態１では、重み付き最小２乗法を用いて自車の位置（ＧＰＳ再計算位
置）および自車の速度（ＧＰＳ再計算速度）を計算する場合について説明したが、逐次計
算やカルマンフィルタを用いて計算してもよい。
【０１１４】
　また、スムージングした擬似距離の計算においては、所定時間前の擬似距離に対してそ
れ以降のレンジレートを積算する場合について説明したが、所定時間前の擬似距離がマル
チパスの影響を大きく受けていると判断された場合にはそのときの擬似距離を使用せずに
、よりマルチパスの影響の小さい擬似距離を使用するように前記所定時間を変更すること
ができるようにしてもよい。
【０１１５】
　また、レンジレートを積算する擬似距離が所定時間以上経過して古くなった受信衛星に
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ついては、スムージングした擬似距離の誤差によってマルチパスの影響の判断を正しく行
えない可能性があるため、このような所定時間以上経過した受信衛星によるマルチパスの
影響の判断を行わないようにしてもよい。また、同一の受信衛星について、スムージング
した擬似距離を複数作成するようにしてもよい。
【０１１６】
　また、上述の式（９）において、デルタレンジとレンジレートとの差異について所定時
間分の平均値を求めるよう説明したが、所定距離分の平均値としてもよく、あるいは平均
値の代わりにローパスフィルタなどを用いてもよい。
【０１１７】
　また、マルチパス影響評価部１２８にて行われるマルチパスの影響の評価のうち、上述
の傾向Ｃ，Ｄに基づく評価は、図２のステップＳ１０とステップＳ１１との間で行うよう
にしてもよい。
【０１１８】
　＜実施の形態２＞
　図１３は、本発明の実施の形態２によるナビゲーション装置の構成のうち、自車の位置
などを測位するために必要な構成を示すブロック図である。本実施の形態２は、実施の形
態１を拡張したものなので、実施の形態１と同一部分については説明を省略し、異なる部
分について主に説明する。
【０１１９】
　図１３に示すナビゲーション装置は、図１に示したナビゲーション装置の測位部１２の
外部に速度センサ１３および角速度センサ１４を加え、測位部１２の内部に距離計測部１
２９、ヨー角計測部１３０、自立位置・方位算出部１３１、自立位置・方位修正部１３２
、およびＧＰＳ測位誤差評価部１３３を加えて構成されている。
【０１２０】
　速度センサ１３は、車両の移動距離に応じたパルス信号を出力する。
【０１２１】
　距離計測部１２９は、所定タイミングごとに計測された速度センサ１３からのパルス信
号のパルス数に基づいて、自車の進行方向に沿った移動距離、速度を計測する。
【０１２２】
　角速度センサ１４は、ナビゲーション装置のヨーレート（ヨー角速度）に応じた電圧を
出力する。
【０１２３】
　ヨー角計測部１３０は、所定タイミングごとに計測された角速度センサ１４から出力さ
れた電圧（出力電圧）に基づいて、ヨー角（例えば、自車の進行方向を基準とした左右方
向への回転角）を計測する。
【０１２４】
　自立位置・方位算出部１３１（移動体位置方位算出部）は、距離計測部１２９にて計測
された移動距離と、ヨー角計測部１３０にて計測されたヨー角とに基づいて、自立位置（
第３の移動体位置）および自立方位（第３の移動体方位）を算出する。ここで、自立位置
とは、センサの計測結果に基づいて算出された自車（移動体）の位置のことをいう。また
、自立方位とは、センサの計測結果に基づいて算出された自車（移動体）の方位のことを
いう。
【０１２５】
　自立位置・方位修正部１３２（移動体位置方位修正部）は、マルチパス影響評価部１２
８によってマルチパスの影響が小さい（所定以下）と評価されたときのＧＰＳ位置（第１
の移動体位置）およびＧＰＳ再計算方位（第２の移動体方位）を基準として、自立位置お
よび自立方位を修正する。
【０１２６】
　ＧＰＳ測位誤差評価部１３３（移動体位置方位誤差算出部）は、自立位置を基準として
、当該自立位置とＧＰＳ位置との差異をＧＰＳ位置誤差（第１の移動体位置誤差）として
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算出するとともに、自立方位を基準として、当該自立方位とＧＰＳ方位との差異をＧＰＳ
方位誤差（第１の移動体方位誤差）として算出する。
【０１２７】
　次に、測位部１２が処理周期ごとに行う測位処理を示す図１４のフローチャートを参照
しながら、図１３のナビゲーション装置の動作について説明する。なお、以下の動作の説
明においては、実施の形態１と同一部分については詳細な説明を省略し、異なる部分につ
いて説明する。
【０１２８】
　ステップＳ２１において、ナビゲーション装置は、前回の測位処理によって得られた情
報のうち、今回の測位処理で初期化が必要な情報について初期化を行う。なお、この初期
化は、電源起動直後など初期化が必要な場合に適宜行ってもよい。
【０１２９】
　ステップＳ２２において、距離計測部１２９は、所定タイミングごとに計測された速度
センサ１３のパルス数に距離係数を乗算して、移動距離を所定タイミングごとに計測する
。また、距離計測部１２９は、所定タイミングごとのパルス数をローパスフィルタに通し
、それによって得られた値を用いて、自車の進行方向に沿った速度を所定タイミングごと
に計測する。
【０１３０】
　ステップＳ２３において、ヨー角計測部１３０は、所定タイミングごとに計測された角
速度センサ１４の出力電圧から零点電圧を減算した値に感度を乗算してヨー角を計算（計
測）する。
【０１３１】
　ステップＳ２４において、自立位置・方位算出部１３１は、ステップＳ２２にて距離計
測部１２９で計測された移動距離と、ステップＳ２３にてヨー角計測部１３０にて計測さ
れたヨー角とに基づいて、水平方向（ｘｙ平面上の方向）における自車の移動量（自車の
位置（方位）の変化量）を求める。そして、自立位置・方位算出部１３１は、上記の移動
量を、前回の測位処理で求めた自立位置（自立方位）に加算して、今回の測位処理による
自立位置（自立方位）として算出する。
【０１３２】
　ステップＳ２４の後、ステップＳ２５～ステップＳ３５において、上述のステップＳ２
～ステップＳ１２（図２参照）と同様の動作が行われる。
【０１３３】
　ステップＳ３５の後、ステップＳ３６において、自立位置・方位修正部１３２は、マル
チパス影響評価部１２８にて評価されたマルチパスの影響の大きさに応じて自立位置の誤
差を検出する範囲を決め、当該範囲においてＧＰＳ位置とＧＰＳ再計算方位とを基準とし
て自立位置および自立方位の誤差（緯度、経度、方位）を算出する。そして、算出した規
定値以上の誤差となったときに自立位置および自立方位を修正する。ここで、自立位置・
方位修正部１３２がＧＰＳ方位ではなくＧＰＳ再計算方位を基準として用いる理由として
は、ＧＰＳ再計算方位の方が低速時においてより正確な方位が求まるからであり、自車が
低速走行時の場合に早く方位を修正することができるためである。また、ここではＧＰＳ
位置を基準としているが、マルチパス影響評価部１２８にてマルチパスの影響が小さいと
判断された場合には、ＧＰＳ位置あるいはＧＰＳ再計算位置のいずれを基準としてもよい
。
【０１３４】
　また、自立位置・方位修正部１３２は、所定の距離または所定の角度以上を走行するま
でに修正が行われなかった自立位置または自立方位を無効と判断し、所定の距離または所
定の角度以上を走行するまでに修正が行われた自立位置または自立方位を有効と判断する
。以下、自立位置および自立方位の誤差を検出して修正する処理について、図１５～図１
７を用いて説明する。
【０１３５】
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　図１５において、Ｐｓは走行開始地点を示し、Ｐａ，Ｐｂは任意の地点を示している。
また、走行開始地点Ｐｓから地点Ｐａに向かう実線は、実際に自車が走行するコースを示
しており、走行開始地点Ｐｓから地点Ｐｂに向かう破線は、速度センサ１３および角速度
センサ１４の計測結果に基づいて算出された自立位置および自立方位の更新結果である自
立軌跡を示している。
【０１３６】
　図１５に示すように、ナビゲーション装置の電源起動時において、本来は走行開始地点
Ｐｓから地点Ｐａに向かって走行するところを、自立方位が１８０度ずれた状態で走行開
始地点Ｐｓから地点Ｐｂに向かって自立位置が計算されている。このように、走行開始時
に自立方位が１８０度ずれたまま走行すると、そのまま誤った状態で自立位置および自立
方位が更新された自立軌跡（迷走状態）となってしまう。このような現象は、例えば立体
駐車場で生じ得る。以下、マルチパスの影響に基づいて、誤って更新された自立軌跡を正
しい自車の軌跡を示すＧＰＳ軌跡に修正する具体的な処理について説明する。
【０１３７】
　図１６において、Ｐｓは走行開始地点を示し、Ｐａ，Ｐｂは任意の地点を示している。
また、走行開始地点Ｐｓから地点Ｐａに向かう太い破線は、マルチパス影響評価部１２８
にてマルチパスの影響がないと判断されたときのＧＰＳ位置およびＧＰＳ再計算方位に基
づくＧＰＳ軌跡を示しており、走行開始地点Ｐｓから地点Ｐｂに向かう細い破線は、誤っ
て更新された自立軌跡を示している。また、破線で描かれた円は、自立位置の誤差の検出
範囲を示している。自立位置の誤差の検出範囲（円の大きさ）は、マルチパス影響評価部
１２８にて評価されたマルチパスの影響の大きさに応じて設定する。すなわち、マルチパ
ス影響評価部１２８にてマルチパスの影響が小さい（あるいは影響がない）と評価（判断
）された場合は検出範囲が狭く（円が小さく）、マルチパスの影響が大きいと評価された
場合は検出範囲が大きくなるよう設定する。
【０１３８】
　図１６に示すように、マルチパス影響評価部１２８にて走行開始地点Ｐｓ付近のマルチ
パスの影響がないと評価された場合は、走行開始直後における自立位置の誤差の検出範囲
を小さく設定する。そして、検出範囲において誤差が規定以上になった場合は、自立軌跡
上の自立位置をＧＰＳ軌跡上に修正する。このように、走行開始時にマルチパスの影響が
ない場合には、走行開始直後に自立位置を修正することができる。
【０１３９】
　また、図１７において、Ｐｓは走行開始地点を示し、Ｐａ，Ｐｂは任意の地点を示して
いる。また、走行開始地点Ｐｓから地点Ｐａに向かう太い破線は、マルチパス影響評価部
１２８にてマルチパスの影響が小さいと判断されたときのＧＰＳ位置およびＧＰＳ再計算
方位に基づくＧＰＳ軌跡を示しており、走行開始地点Ｐｓから地点Ｐｂに向かう細い破線
は、誤って更新された自立軌跡を示している。また、破線で描かれた円は、自立位置の誤
差の検出範囲を示している。
【０１４０】
　図１７に示すように、走行開始地点Ｐｓ付近では、マルチパスの影響が大きいため自立
位置を修正することができない。しかし、走行開始地点Ｐｓから地点Ｐａに向かう途中に
おいて、マルチパス影響評価部１２８によってマルチパスの影響が小さいと判断されたた
め図示の検出範囲を設定している。そして、当該検出範囲において誤差が規定以上になっ
た場合は、自立軌跡上の自立位置をＧＰＳ軌跡上に修正する。このように、走行開始時に
マルチパスの影響が大きい場合であっても、後に影響が小さくなったときに自立位置を修
正することができる。
【０１４１】
　なお、上記の図１６および図１７では、自立位置の修正について説明したが、自立方位
についても同様に修正することができる。
【０１４２】
　また、上記では、自立位置・方位修正部１３２において自立位置および自立方位の修正



(23) JP 5855249 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

を行うことについて説明したが、図１３に示すように、自立位置・方位修正部１３２にお
いて自立位置誤差および自立方位誤差を検出して当該誤差を自立位置・方位算出部１３１
にフィードバックし、自立位置・方位算出部１３１において誤差に基づく自立位置および
自立方位を修正するようにしてもよい。
【０１４３】
　図１４に戻ってステップＳ３７において、ＧＰＳ測位誤差評価部１３３は、修正された
自立位置が有効である場合は、当該修正された自立位置とＧＰＳ位置との差異をＧＰＳ位
置誤差として算出する。また、修正された自立方位が有効である場合も同様に、当該修正
された自立方位とＧＰＳ方位との差異をＧＰＳ方位誤差として算出する。
【０１４４】
　ステップＳ３７の後、測位部１２の処理を終了する。
【０１４５】
　以上のことから、本実施の形態２によるナビゲーション装置によれば、マルチパスの影
響の程度に応じて自立位置および自立方位の誤差を求める範囲を変えることによって、自
立位置および自立方位の誤差を早期に確実に検出して修正することができる。
【０１４６】
　また、修正した自立位置および自立方位を基準として、ＧＰＳ位置およびＧＰＳ方位の
誤差を定量的かつリアルタイムで推定することができる。
【０１４７】
　また、自立位置または自立方位の有効性を判断することができるため、信頼性の高いＧ
ＰＳ位置誤差またはＧＰＳ方位誤差を得ることができるとともに、信頼性の低いＧＰＳ位
置誤差またはＧＰＳ方位誤差は使用しないようにすることができる。
【０１４８】
　なお、本実施の形態２では、マルチパスの影響に応じて、自立位置の誤差を検出する範
囲を設定し、当該範囲においてＧＰＳ位置およびＧＰＳ再計算方位を基準として自立位置
および自立方位の誤差を算出することについて説明したが、マルチパスの影響が規定値よ
り大きい場合は自立位置および自立方位の誤差を算出しないようにしてもよく、また、マ
ルチパスの影響がなくても規定値以下の速度であれば自立位置および自立方位の誤差を算
出しないようにしてもよい。
【０１４９】
　自立位置の誤差を検出する範囲は、時間あるいは距離で設定してもよい。また、自立位
置および自立方位の有効性を考慮して、有効な場合は検出する範囲をより広い範囲とし、
無効な場合は検出する範囲をより狭い範囲としてもよい。
【０１５０】
　上記の図１６および図１７では、自立位置の修正について説明したが、自立方位につい
ても同様に修正することができる。
【０１５１】
　上記では、自立位置・方位修正部１３２において自立位置および自立方位の修正を行う
ことについて説明したが、図１３に示すように、自立位置・方位修正部１３２において自
立位置誤差および自立方位誤差を検出し、自立位置・方位算出部１３１において誤差に基
づく自立位置および自立方位を修正するようにしてもよい。
【０１５２】
　ＧＰＳ測位誤差評価部１３３において、角速度センサ１４の温度ドリフトにより方位ず
れが発生したときにＧＰＳ位置およびＧＰＳ方位によって修正することができない状態が
所定の条件以上続くと、自立位置および自立方位の誤差が徐々に大きくなるが、このとき
の自立位置および自立方位を無効にするようにしてもよい。このようにすることによって
、不確かなＧＰＳ位置誤差およびＧＰＳ方位誤差を算出しなくてもよい。
【０１５３】
　＜実施の形態３＞
　図１８は、本発明の実施の形態３によるナビゲーション装置の構成のうち、自車の位置
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などを測位するために必要な構成を示すブロック図である。本実施の形態３は、実施の形
態２を拡張したものなので、実施の形態２と同一部分については説明を省略し、異なる部
分について主に説明する。
【０１５４】
　図１８に示すナビゲーション装置は、図１３に示したナビゲーション装置の測位部１２
の外部に地図データ記憶部１５および道路照合部１６を加え、測位部１２の内部にハイブ
リッド（Hybrid）位置・方位算出部１３４を加えて構成されている。
【０１５５】
　ハイブリッド位置・方位算出部１３４は、距離計測部１２９にて計測された移動距離と
、ヨー角計測部１３０にて計測されたヨー角とに基づいて、ハイブリッド位置およびハイ
ブリッド方位を更新するとともに、ＧＰＳ位置およびＧＰＳ再計算方位を基準としてハイ
ブリッド位置およびハイブリッド方位を修正している。
【０１５６】
　ここで、ハイブリッド位置（第４の移動体位置）とは、自立位置を、ＧＰＳ位置（ＧＰ
Ｓ再計算位置でもよい）を基準として適時修正している位置のことをいう。また、ハイブ
リッド方位（第４の移動体方位）とは、自立方位を、ＧＰＳ再計算方位（ＧＰＳ方位でも
よい）を基準として適時修正している方位のことをいう。
【０１５７】
　地図データ記憶部１５は、線形状を示すデータおよび座標点で表現される道路リンクな
どを含む地図データを記憶する。
【０１５８】
　道路照合部１６は、測位部１２で測位された自車のハイブリッド位置およびハイブリッ
ド方位に基づいて、地図データ記憶部１５から道路リンクを読み出し、当該道路リンク上
における自車の位置を同定（マップマッチング）する。ハイブリッド測位およびハイブリ
ッド位置に基づいたマップマッチングの処理の詳細については、例えば、特許第３７４５
１６５号公報、あるいは特許第４７９５２０６号公報に記載されており、これを本発明に
用いてもよい。
【０１５９】
　次に、測位部１２が処理周期ごとに行う測位処理を示す図１９および図２０のフローチ
ャートを参照しながら、図１８のナビゲーション装置の動作について説明する。なお、以
下の動作の説明においては、実施の形態２と同一部分については詳細な説明を省略し、異
なる部分について主に説明する。
【０１６０】
　ステップＳ４１～ステップＳ４４において、上述のステップＳ２１～ステップＳ２４（
図１４参照）と同様の動作が行われる。
【０１６１】
　ステップＳ４４の後、ステップＳ４５において、ハイブリッド位置・方位算出部１３４
は、所定タイミングごとに計測された距離計測部１２９の移動距離と、ヨー角計測部１３
０のヨー角とに基づいて自立位置および自立方位の移動量を求め、前回の測位処理で求め
たハイブリッド位置およびハイブリッド方位に加算し、新たなハイブリッド位置およびハ
イブリッド方位として更新する。
【０１６２】
　ステップＳ４５の後、ステップＳ４６～ステップＳ５８において、上述のステップＳ２
５～ステップＳ３７（図１４参照）と同様の動作が行われる。
【０１６３】
　ステップＳ５８の後、ステップＳ５９において、ハイブリッド位置・方位算出部１３４
は、自立位置および自立方位が有効であるときのＧＰＳ位置誤差およびＧＰＳ方位誤差と
、ＧＰＳ位置およびＧＰＳ再計算方位（あるいはＧＰＳ方位）と、マルチパス影響評価部
１２８による評価とに基づいて、ハイブリッド位置およびハイブリッド方位を修正する。
【０１６４】
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　ステップＳ５９の後、測位部１２の処理を終了する。
【０１６５】
　以下、自立位置とハイブリッド位置との違いについて、図２１を用いて説明する。
【０１６６】
　図２１において、ＧＰＳ位置を更新したときの軌跡を破線で示し、自立位置を更新した
ときの軌跡を細い実線で示し、ハイブリッド位置を更新したときの軌跡を太い実線で示し
ている。
【０１６７】
　図２１に示すように、トンネルなどＧＰＳ測位ができない場所において、自立位置とハ
イブリッド位置とは、同一の移動距離およびヨー角に基づいてそれぞれ位置更新される。
なお、図中の自立位置が「有効」である状態とは、実施の形態２にて説明したように、自
立位置の修正が行われる状態を示し、自立位置が「無効」である状態とは、自立位置の修
正が行われない状態を示している。
【０１６８】
　トンネルを通過した直後の直進区間は、マルチパスの影響がない環境下（オープンスカ
イの環境下）を想定しており、このような場所ではＧＰＳ位置が正確であるため、自立位
置およびハイブリッド位置はＧＰＳ位置に基づいて修正される。
【０１６９】
　直進区間の後では、右折後に緩やかな湾曲道路があり、右折時にＧＰＳ位置が前方（紙
面上方向）に位置ずれを生じている。このとき、自立位置とＧＰＳ位置との誤差（ＧＰＳ
位置誤差）が算出されると、自立位置は、ＧＰＳ位置が示す座標（位置）に一致するよう
に直ちに修正されるが、ハイブリッド位置は、ＧＰＳ位置誤差とセンサ誤差（移動距離、
ヨー角）に応じた量だけＧＰＳ位置に徐々に漸近するように計算される。なお、ハイブリ
ッド位置が迷走状態（本来とは異なる位置、方向に走行している状態）であれば、自立位
置の修正と同時に、ハイブリッド位置も修正する。ここで、上記のセンサ誤差は、ハイブ
リッド位置・方位算出部１３４で求められる。すなわち、センサ誤差は、距離計測部１２
９およびヨー角計測部１３０のそれぞれから入力された移動距離およびヨー角のうちの所
定の割合を誤差として扱われており、ＧＰＳ測位誤差評価部１３３から出力されたＧＰＳ
位置誤差およびＧＰＳ方位誤差によって補正されている。
【０１７０】
　湾曲道路の後半部分はマルチパスの影響がある環境下を想定しており、ＧＰＳ位置は、
マルチパスの影響を受けて自車の本来の挙動とは異なる軌跡を示す。このとき、マルチパ
ス影響評価部１２８がマルチパスの影響を大きく受けていると評価した場合には、自立位
置の修正に用いるＧＰＳ位置がないため、ＧＰＳ測位中であってもトンネル走行時と同様
に、移動距離およびヨー角に基づいて自立位置を更新する。このとき、角速度センサ１４
に温度ドリフトが発生して補正処理（図示せず）が不十分になると、自立方位の誤差が徐
々に大きくなる。一方、ハイブリッド位置は、センサ誤差とＧＰＳ誤差に応じた分だけＧ
ＰＳ位置に向かって修正される。
【０１７１】
　湾曲道路の後に左折する場所でマルチパスの影響がなくなると、自立位置およびハイブ
リッド位置はＧＰＳ位置で修正される。
【０１７２】
　上記より、自立位置は、センサによって位置更新されており、マルチパスの影響が小さ
いときはＧＰＳ位置で修正することができるが、マルチパスの影響が大きいときはＧＰＳ
位置で修正することができない。また、角速度センサに温度ドリフトが発生した状態が続
くと、自立位置を基準としたＧＰＳ位置誤差が不正確となる。従って、自立位置はマルチ
パスの影響下では不十分であり、このような問題に対応するためにハイブリッド位置が用
いられている。
【０１７３】
　ハイブリッド位置は、自立位置を、ＧＰＳ位置を基準として適時修正しており、ＧＰＳ
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位置誤差およびセンサ誤差に応じてＧＰＳ位置側に徐々に近づくよう修正される。このよ
うに、ハイブリッド位置は、自立位置およびＧＰＳ位置よりも精度が高いといえる。従っ
て、マルチパスの影響がある環境下においてＧＰＳ位置の精度は落ちるが、それを補うた
めにＧＰＳ位置に代わってハイブリッド位置を用いることができる。
【０１７４】
　以上のことから、本実施の形態３によるナビゲーション装置によれば、ＧＰＳ位置、Ｇ
ＰＳ再計算方位、移動距離、およびヨー角と、それらの誤差とに基づいて、最適に計算し
たハイブリッド位置を得ることができる。また、自立位置の信頼性を通じて、ハイブリッ
ド位置の信頼性を判断することができる。また、自立位置が有効な場合において、マップ
マッチングとは独立した信頼できるハイブリッド位置およびハイブリッド方位と、それら
の誤差とに基づいて表示位置と表示候補位置とをより的確に修正することができるため、
自車の位置精度が向上するだけでなく、誤マッチング（マップマッチングの誤り）の早期
発見・修正を行うことができる。
【０１７５】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、
各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【０１７６】
　１１　ＧＰＳ受信機、１２　測位部、１３　速度センサ、１４　角速度センサ、１５　
地図データ記憶部、１６　道路照合部、１２１　ＧＰＳ出力データ算出部、１２２　擬似
距離修正部、１２３　内蔵時計誤差推定部、１２４　ＧＰＳ衛星挙動推定部、１２５　レ
ンジレート推定部、１２６　ＧＰＳ位置算出部、１２７　ＧＰＳ速度・方位算出部、１２
８　マルチパス影響評価部、１２９　距離計測部、１３０　ヨー角計測部、１３１　自立
位置・方位算出部、１３２　自立位置・方位修正部、１３３　ＧＰＳ測位誤差評価部、１
３４　ハイブリッド位置・方位算出部。
【図１】 【図２】
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【図２０】 【図２１】



(31) JP 5855249 B2 2016.2.9

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  藤井　将智
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  千代延　宏和
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  藤本　浩平
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内

    審査官  三田村　陽平

(56)参考文献  特開平１１－２２３６７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１５１７２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１２４８４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３１１７６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０７７３１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１６４４９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００９／０３４６７１（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｓ　　１９／００－１９／５５　　　　
              Ｇ０１Ｃ　　２１／００－２１／３６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

