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Abstract: LIDAR (light detection and ranging) is an important sensor system for autonomous driving. In 

this research, we show the performance of currently best LIDAR is not enough for pedestrian recognition 

through a virtual examination for the detection, recognition, and collision avoidance of pedestrians. 

Moreover, we assume a specific object recognition algorithm based on machine learning, we investigate 

the required specification about the space resolution and the measurement frequency of LIDAR system. 

Then, at last we propose a specification of next-age LIDAR. 

 

１. はじめに 
 平成 19 年から平成 23 年の期間の歩行者と自動車
の交通事故の原因の約 6 割が，12 歳以下の子供の飛
び出しや横断歩道外での横断である[1]．このような
状況に対し，次世代運転支援システムには，人や自
転車の飛び出しの危険予測と回避行動のための周辺
環境認識性能が求められる． 

自動運転のための周辺環境認識には，自然環境変
化に対する性能低下が小さく，対象物までの距離の
検出が可能な LIDAR（light detection and ranging）
が広く用いられる．これは他のセンサより長距離か
つ広範囲の計測が可能であり，対象のレーザ反射強
度も計測できる（図 1）．LIDAR の点群データから
周辺の人物を認識する研究は，現在まで数多く行わ
れている[2,3]が，一方で，距離が遠くなるにつれて
計測データが少なくなるため，認識精度が低下する
という問題がある．そこで本研究は，車両の制動距
離や回避行動を考慮し，50[m]程度の前方を歩行す
る小学生を検出および認識可能な LIDAR の性能を
策定することを目的とした検証を行った．また，
LIDAR の計測を時間方向に重畳することで，各種認
識アルゴリズムの性能向上を試みた．以下ではこれ
らの検証実験の結果を述べる． 

 

２. LIDARの性能評価のための指標 
まず，LIDAR の正面に置かれた 1[m2]の単位平面
に照射されるレーザのスポット数をレーザスポット
密度（LSD1: Laser Spots Density）として定義する． 

 

図 1: LIDAR による道路環境の計測の例 

LIDAR の鉛直方向の分解能を𝑅𝑣[deg]，水平方向の
分解能を𝑅ℎ[deg]と定めると，距離𝑥[m]におけるレー
ザスポット密度𝑃𝑑(𝑥)[points/m2]は以下で定まる． 
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この関係図を図 2 に示す．次に，LIDAR の正面から
任意の距離の平面に照射されるレーザスポット間の
距離をレーザスポット間距離（LSD2: Laser Spot 

Distance）として定義する．垂直方向のポイント間
距離𝑑𝑣(𝑥)[m]と水平方向のポイント間距離𝑑ℎ(𝑥)[m]

は，分解能と距離に基づき以下のように求めること
ができる． 
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レーザスポット間距離（図 3）は LIDAR によって異
なり，対象認識においてこれらの設計は重要な要素
である．すなわち，性能指標として𝑑𝑣と 𝑑ℎの比，す
なわちレーザスポット間距離比も設計仕様として考
慮する必要がある． 

図 2: レーザスポット密度 

 

図 3: レーザスポット間距離 
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2.1分解能と計測周波数の設定 
平均的な身長の小学生 1 年生の子供を 50[m]先で

検出することを目標として，１フレーム（LIDAR に
よる全周囲計測一回分）ごとに，その子供に 10 点程
度のレーザスポットを照射するために必要な分解能
を図 4 のように策定した．すなわち，𝑑ℎ = 0.15[deg]，
𝑑𝑣 = 0.24[deg]とした．同図では 60[m]先の子供に
どの程度のレーザスポットが照射されるのかを例示
している．また，計測周波数は HDL-64E（Velodyne

社製，図 5）で設定可能な最高周波数である 20[Hz]

を基準に策定した．これらの数値は，後述するフレ
ームの重畳操作によって，子供に照射されるレーザ
スポットが 30 点程度になるよう定めた．また，これ
らの仕様設定には，実現のための機器構成との兼ね
合いも考慮した[4]． 

 

2.2性能評価シミュレーション 
数多くの自動運転車両に採用されている HDL-

64E を比較対象として用いた．まず，その性能（表
1）が公証値通りであることを各種実験によって確
認した．次に，一定速度（60 [km/h]）で走行する車
両に HDL-64E が搭載されていると仮定し，前方の
静止した対象までの距離を計測した際の LSD1 の変
化をシミュレートした．また，歩行者の検出を想定
し，基準とする LSD1 を 30[points/m2]とした．この
数値は文献[2]の手法に基づいて歩行者認識手法を
構築し，その認識実験の結果（図 6）に基づいて定
めた．図 7 はこれらの条件で 60 [m]先の物体を計測
しながら接近した場合の LSD1 の時間推移を示して
いる．その水平軸は時間経過を表しており，オレン
ジ色の直線は自動車と対象物の距離を表す右の垂直
軸を参照する．例えば，この直線は 2000[ms]経過後
に対象物から約 27[m]の距離に接近することを表し 

(a)            (b)              (c)        

図 4: 60[m]前方の小学生に照射されるレーザスポ
ットの様子．(a) 小学 1 年生の子供の平均的な大き
さ，(b) HDL-64E（20Hz）による計測，(c) 提案
した解像度による計測． 

(a) HDL-64E   (b)LIDAR を車載した様子 
図 5: HDL-64E 

表 1: HDL-64E の計測分解能 

 

図 6: 機械学習による歩行者の認識実験 

 

ている．60[km/h]で走行時の乾燥路面での制動距離
は約 27[m]（雨天時には約 28[m]）である．また，
グラフ中の青い折れ線は左側の垂直軸を参照してお
り，LSD1 の推移を表している．歩行者認識に必要
な LSD1 は 30[points/m2]以上であるので，走行開
始から 1750[ms]経過した時点，もしくは対象から
30.8[m]の距離でこの条件を満たすことがわかる（図
中①）．次に，認識精度を向上させるために 3 フレー
ムの重畳処理を行うと，その間に車両は 2.5[m]進む
（図中②）．すなわち，高精度に歩行者を認識できる
のは，対象に 28.3[m]まで接近した時点であり，晴
天時であれば制動距離まで 1.3[m]，時間にして
100[ms]の余裕しかない（図中③）．雨天時であれば
制動距離を下回るため，緊急停止という行動選択が
できないことを意味しており，車両は直ちに回避行
動に移行する必要がある． 

次に図 8 には，図 6 と同様の条件で新しく提案す
る分解能によってシミュレーションを行った結果を
示す．図中①は，歩行者を認識することが可能なレ
ーザスポット密度が得られるのは，走行開始から
350[ms]後であり，車両と対象物との距離は54.2 [m]

であることを示している．図中②は，人物の検出お
よび認識処理のために想定される 3 フレーム分の計
測時間とその間の走行距離を表している．図中③は，
対象物との距離が乾燥路面での制動距離と等しくな
るまでの猶予を示している． このシミュレーション
結果より制動距離到達までの猶予が 1500[ms]ある
ことがわかる． 

 

３. レーザスポット間距離比の検証 
対象物の認識機能を含めて検証を行うことを目的

として，仮想実験環境を構築した．三次元環境計測
センサとして Kinect for windows ver. 2（以下，
Kinect）を用いた（図 9(a)）．Kinect の距離計測は
ToF（Time of Flight）手法に基づく．次に，仮想実
験環境として 1/24 のスケールのジオラマを作成し
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た（図 9(b)および図 10）．このスケールでは，Kinect

によって得られる計測点は HDL-64E よりも集密で
あるため，得られるデータを適切に間引くことで，
種々の分解能や LSD2 を模擬することができる．ま
ず，この仮想実験環境において，HDL-64E による計
測を模擬した計測点群（PC: ポイントクラウド）を
生成した．計測された三次元点群に対して前処理を
行い，計測ノイズや路面の計測を除去した．次に，
所望の LSD2 を模擬して検証するために，計測点群
を間引く処理を施した．その後，物体ごとの 3 次元
計測点群が塊（ブロブ）をクラスタリング処理した．
各ブロブの計測できない裏側の形状を補完するため
に，隠れ部分の形状補完を行った後に，最適な直方
体（バウンディングボックス）を各ブロブに当ては
めた．これらの処理を施した結果を図 11 に示す．さ
らに，種々の対象物に照射されたレーザスポット数 

図 7: HDL-64E による対象物検出 

図 8: 提案した仕様による対象物検出 

 

(a)                     (b)                

図 9: 仮想環境の構成要素．(a) Kinect ver.2，(b)歩
行者や車，バイクなどのミニチュア． 

図 10: 仮想環境 

 

を数えた結果を図 11 に示す．これらの実験結果よ
り，提案する仕様では，従来の HDL-64E よりも大
幅にレーザスポット数が向上し，50[m]程度の遠方
の対象物に対する計測も大幅に改善されることがわ
かる．さらに，他の基礎実験より，歩行者や立木，
電柱などの垂直方向に長い形状を有する対象に対し
て高いレーザスポット密度を与える分解能は，垂直
方向に集密であることが見出された．これらの知見
に基づいて提案した本研究における仕様は，図 11 に
示すように，種々の対象物に対するレーザスポット
数を大幅に増加させることが確認された． 

 

(a) HDL-64E 相当の実験結果 

(b) 提案仕様に基づく実験結果 

図 10: 仮想環境 

図 11: 対象に照射されるレーザスポット数 
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４. 複数の計測フレームの重畳 
 計測距離が長くなるにつれて LIDAR による計測
データは少なくなるので，遠方の物体の認識精度は
低下する．そこで，遠方の計測と認識性能を向上さ
せるために，計測データを時系列方向に重畳する手
法を構築した．重畳手法の戦略は，複数のフレーム
の全データを時系列方向に重畳する手法と，特定の
対象の計測点群のみを切り出して重畳する手法に大
別できる．前者はデータ数が多いので，高精度の重
畳処理が可能である（図 12）．一方で，特定対象物
のみの重畳処理を行う後者は，前者よりも重畳精度
が低下するが計算量を抑えることができ，交通状況
の急速な変化の把握や歩行者の飛び出しに備えると
いう要求に対応できる．また，前者は対応未知の三
次元点群の剛体座標変換を求める問題に帰着される
が，後者はそれに加えて，対象物の検出と追跡の問
題も併せて解く必要がある．本研究では，後者の手
法についてアルゴリズムを構築し検証した．本手法
では，各フレームで対象物の検出を行い，その前後
のフレームの対象物の検出結果との照合によって，
自車の移動量推定を行う（図 13）．また，推定され
た移動量に基づいて複数フレームの重畳を行い，そ
の結果を対象物認識処理に送る．各フレームの計測
には変動があり，さらに，同一の対象物に照射され
るレーザスポット数や反射率もフレームごとで変動
するため，照合の最適化手法が必要となる．本研究
では，normal distribution transform（NDT）アル
ゴリズム[5]を用いた．この手法は，複数フレームの
計測データを確率的に照合し，平行移動量と姿勢角
変化量から成る同時変換行列を推定する．実験結果
の一例を図 14 に示す．本実験は HDL-64E を用い
て取得した計測フレーム系列を利用し，オフライン
で実験を行った． 

LIDAR の計測フレームの重畳機能の活用には，サ
ンプリング周期が重要である．すなわち，サンプリ
ング周期に関する性能の向上により，重畳処理によ
る認識率の向上が可能な領域の拡張が見込める．し
たがって，LIDAR のサンプリング周波数は認識機能
の面から重要である（図 15）． 

図 12: NDT による複数フレームの重畳 

図 13: NDT による注目領域の重畳 

図 14: 3 フレームの重畳による人物計測 

図 15: サンプリング周期の高速化の効用 

 

５. おわりに 
 本研究では，平均的な小学生 1 年生の子供を，
LIDAR の計測と機械学習を用いて検出するための
仕様を提案した．垂直分解能は0.15[deg]，水平分
解能は0.24[deg]，計測周波数は 20[Hz]であり，3
フレームの計測データの重畳を行う機能を併用
する． 
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．今後はこの仕様要求を満た
す次世代 LIDAR の開発が期待される． 
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