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Abstract : LIDAR（light detection and ranging）sensors are important for autonomous driving because it

is possible to obtain wide-ranging distance information via three-dimensional laser irradiation. However,

because this sensor irradiates lasers radially, the quantity of recognition ratio of distant objects declines.

Therefore, when an object recognition algorithm is applied to the data, the recognition ratio of distant

objects declines. Thus, we propose a method of superimposing time-series LIDAR data. We describe

these methods in detail and show a experimental results.

1 . はじめに
近年，交通事故の削減等の期待から運転支援・自動運

転システムの開発が盛んに行われており，既に衝突被害

軽減ブレーキ等の実用化が進んでいる．しかし，人や自

動車の急な飛び出し，また悪天候下では，衝突被害軽減

ブレーキが作動しない場合や，十分な効果を発揮しない

場合がある．このため，次世代の運転支援システムには

より高度な技術が期待される．

　次世代運転支援システムを実現するためには，人や自

転車の飛び出しといった危険を予測し，回避行動をとる

アルゴリズムや，これを機能させるための前提となる，あ

らゆる状況下で周辺環境を正確に認識する技術が求めら

れる．LIDAR（light detection and ranging）は周辺環

境認識を行うための外界センサとして広く用いられてい

る．LIDAR はレーザレーダを用いて対象物までの距離

と反射強度を計測できる．また，長距離，広範囲の計測

が可能，自然環境変化に対して，性能低下が小さいとい

う特性がある．LIDAR から得られる計測データを用い

て人物を認識する研究は多く行われている [1][2]．計測す

る人物と LIDARの距離が近いと,認識の精度は高い.し

かし, 人物と LIDARの距離が長くなると認識の精度は低

下する.これは,計測距離が長くなるにつれ, LIDARより

得られる点群データが少なくなるからである.

　そこで本研究では，LIDARの遠方計測精度を向上させ

るため，時系列方向に歩行者の点群データを重畳する手

法を提案する．データ数の少ない遠方の歩行者点群を重

畳することで，データ数を増やし、認識の精度を高める．

2 . 提案手法
LIDAR の計測データを用いた歩行者認識システム

のデータ処理の流れを Fig.1 に示す．このシステムは

LIDAR より得られた点群から歩行者を計測したと推定
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Fig. 1 flow chart

される点群を抽出し，事前に学習した識別器により歩行

者か否か識別する．LIDAR より照射される点の数が減

少する遠距離の歩行者は，時系列方向にデータを重畳し，

人物の点群データを増やした後で，識別器による判定を

行う．

2.1 歩行者候補の抽出

歩行者認識を行うため，まず LIDAR より得られた点

群から歩行者を計測したと推定される点群を歩行者候補

として抽出する．歩行者候補の抽出は，取得点群に地面

除去処理，クラスタリング処理を行い，生成されたクラ

スタの大きさを基に行う．LIDAR より得た点群データ

から，歩行者候補の抽出を行うまでの流れを Fig.2 に示

す．各処理について以下に述べる．

2.1.1 地面除去

LIDAR から取得した点群データを二次元のグリッド

マップに投影し，各グリッドにおける高さ情報を基に地面

を除去していく．後述する実験では，グリッドマップの

グリッドサイズを 1.0[m]，高さの閾値を 0.15[m]とした．



Fig. 2 Procedure of pedestrian recognition

2.1.2 クラスタリング

一定距離内に存在する点群を同一物体としてクラスタ

リングする．ここで同一物体とみなす計測点間の距離の

閾値を，計測距離 30[m]範囲以内では 0.25[m]，30[m]範

囲以上は 0.6[m]とした．次に生成したクラスタの点群を

包含する Boxを当てはめる．Boxは各クラスタの x, y, z

座標の最大値最小値より形成する．

　次に，当てはめた Boxの大きさを基に歩行者候補を抽

出する．歩行者候補の大きさ条件を以下に示す．

0.45[m] ≤ h ≤ 2.0[m] (1)

w ≤ 1.2[m] (2)

l ≤ 1.2[m] (3)

ここで h,w, l はそれぞれクラスタの高さと幅，奥行きを

示す．城殿ら [1] は高さ h の下限値を 0.8[m] としてい

た．しかし，この値では子供の検出が難しい．そこで本

研究では, 3 才児の平均身長が約 0.93[m] であることと

LIDARの垂直方向の解像度を考慮し, Boxの高さの下限

値を 0.45[m]とした.

2.2 点群重畳

フレーム間で歩行者計測点群の重畳を行う際に，k − 1

フレームで抽出した歩行者候補と k フレームで抽出する

歩行者候補との対応を探索する必要がある．本手法では，

クラスタに当てはめた Boxの高さ，幅，重心位置を比較

して，重畳を行うフレーム間での歩行者候補の対応の判

定を行う．

　まず，Box の高さと幅の値を比較する．LIDAR のフ

レーム毎の計測にはばらつきがあるため，k− 1フレーム

のある歩行者候補と k フレームの同一歩行者候補の Box

の各辺の長さは必ずしも等しくならない．そこで Boxの

高さ，幅を比較するときは，k − 1 フレームの Boxの高

さ hk−1 に α1, α2 の，幅 wk−1 に β1, β2 の許容範囲を以

下のように設ける．

hi,k−1(1− α1) ≤ hi,k ≤ hi,k−1(1 + α2) (4)

wi,k−1(1− β1) ≤ wi,k ≤ wi,k−1(1 + β2) (5)

後述する実験では，α1, α2, β1, β2 の値は α1 = 0.3, α2 =

0.4, β1 = 0.55, β2 = 1.2 とした．i は歩行者候補の Box

のインデックスである．

　次に，Boxの重心の x, y座標を比較する．k−1フレー

ムと k フレームの歩行者候補の Boxの重心位置は，車両

の移動量を k − 1フレームの Boxの重心位置から減ずれ

ば，歩行者の移動距離分の変化が生じている．つまり，1

フレームの間で歩行者が移動する距離 r を想定し，車両

の移動量分を考慮した k − 1フレームの Boxの重心位置

と，k フレームの Box の重心位置の差が r 以下ならば，

二つの Box は同一歩行者の Box とみなせる．式で示す



と以下のようになる．

∥ xc
k−1 − xc

k − lk ∥≤ r (6)

ここで lk ≜ [lx,k ly,k]
T は車両の移動量，xc

k ≜ [xc
k yck]

T

はBoxの重心座標を示す．後述する実験では，r = 1.0[m]

とした．車両の移動量は，重畳を行うフレーム間での点

群マッチンにより算出するが，本論文では，この処理に

ついて言及しない．

　式 (4)，(5)，(6) を満たす二つの Box を同一歩行者の

Boxと判断し，点群の重畳を行う．重畳する際，Boxの

重心位置を合わせるよう，k フレームの歩行者点群を座

標変換する．

2.3 識別

2.3.1 特徴量の抽出

歩行者候補として抽出されたクラスタに対し識別処理

を行う．歩行者候補クラスタの点群から識別に必要な特

徴ベクトルを算出し，事前に学習した識別器によって，

そのクラスタが歩行者か否かを識別する．識別に用いる

特徴ベクトル fi は歩行者候補クラスタ Ci から二つの

特徴ベクトル fi1,fi2 を算出し，それらを要素に並べて

fi ≜ [fi1 fi2]
T と形成する．ここで Ci = {x(i)

k | k =

1, · · · ,K}，i は歩行者候補クラスタのインデックス，k

はクラスタの点群データのインデックスである．以下に，

fi1 と fi2 の算出方法を述べる．

(a) データ点の三次元共分散行列の要素: fi1 ∈ R6

クラスタ内の点群の三次元共分散行列は次式で表さ

れる．

Σ =
1

n− 1

∑
x

(i)
k ∈Ci

x
(i)
k x

(i)T
k (7)

ここで x
(i)
k ≜ [x

(i)
k y

(i)
k z

(i)
k ]T はクラスタ内に含まれる点

群のクラスタ重心を原点とする座標である．この行列は

対称行列である．そのため行列要素のうち重複を除いた

6要素を特徴量として利用し，fi1 = [fi11, · · · , fi16]T と
する．

(b) 固有値を基に算出する三次元特徴: fi2 ∈ R7

式 (7) に示す三次元共分散行列の固有値を λ1, λ2, λ3

とする．ただし λ1 < λ2 < λ3 である．この固有値よ

り，Liu ら [3] の用いた Table.1 に示す 7 つの値を算

出する．そして，それを特徴量として利用し，fi2 =

[fi21, · · · , fi27]T とする．

2.3.2 SVM

上記した特徴ベクトルに対し教示すべき特定の形状を

Support Vector Machine（SVM）を用いて学習を行い，

それを基に評価することで，歩行者の認識を行う．SVM

における学習データは九州工業大学構内にて計測した

Table 1 3D features of points

fi21 Linearity (λ1 − λ2)/λ1

fi22 Planarity (λ2 − λ3)/λ1

fi23 Scattering λ3/λ1

fi24 Omnivariance 3
√
λ1λ2λ3

fi25 Anisotropy (λ1 − λ3)/λ1

fi26 Eigenentropy −
∑3

i=1 λi lnλi

fi27 Change of curvature λ3/(λ1 + λ2 + λ3)

Fig. 3 Examples of learning data for SVM

データの中から，人物を計測した点群を正解データ，人

物以外の，例えば樹木や街灯，建物の壁などを計測した

点群を不正解データとした．Fig.3に学習に用いたデータ

の例を示す．また，学習に使用したデータ数は正解デー

タで 1800，不正解データで 2870である．

3 . 実験

3.1 実験の概要

本実験は九州工業大学戸畑キャンパス内にて行った．

実験には LIDARとして，Velodyne社製の HDL-64E S2

（以下，HDL-64E）を用いた．HDL-64Eを地上からの高

さ 1.37[m]の台座の上に固定して，遠方地点（50-60[m]）

の歩行者の計測を行い，重畳処理なしの歩行者認識と重畳

処理ありの歩行者認識の結果を比較し，提案手法の有用性

Fig. 4 Experiment



Fig. 5 Identification result

を示す．実験の様子を Fig.4に示す．本実験のHDL-64E

の計測周波数は 20[Hz]とした．計測対象の歩行者の歩行

速度は 6[km/h]だった．

3.2 実験結果

本実験より取得した 245フレームに対し，歩行者認識

の処理を行った結果を Fig.5に示す．Fig.5に示すグラフ

の横軸はフレーム番号を，縦軸は計測対象点群の識別結

果を示し，1が歩行者，0が非歩行者である．まず，重畳

処理を行わない歩行者認識を行った結果，245フレーム中

232フレーム（94.7[％]）で計測対象を歩行者として正し

く認識した．次に，重畳処理を行う歩行者認識を行った

結果，245フレーム中 244フレーム（99.6[％]）で計測対

象を歩行者として正しく認識した．本実験では 3 フレー

ムの重畳を行った．重畳処理により，非歩行者として認

識した計測対象点群を歩行者として正しく認識した様子

を Fig.6に示す．Fig.6中の緑の Boxが歩行者，赤の Box

が非歩行者として識別された結果を示している．

4 . まとめ
本研究では，重畳処理による遠方地点の歩行者の認識

精度の向上を測った．また，実験により，提案手法の有

用性を検証した．本研究で実装した識別器は遠方地点の

歩行者に対し，94.7[％]の認識率だったのに対して，重畳

処理を行うことで，99.6[％]まで精度を向上させることが

できた．これにより，重畳による遠方計測精度の向上の

可能性を示した．

　本研究開発は，経済産業省の委託事業「平成 26年度次

世代高度運転支援システム研究開発・実証」の成果の一

部である．

Fig. 6 Superimposition
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