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Abstract: LiDAR (light detection and ranging) sensors are installed in many autonomous driving cars for
detection of the surrounding environment and situations. It is possible to measure the shape, distance, and
infrared reflection intensity of the objects in the range of 100 m distance around the whole circumference,
and the performance deterioration is small against the change of the natural environment. In this research,
we developed a novel real-time environment recognition system for autonomous driving by using a LiDAR
sensor. Moreover, we developed an improving method of long distance recognition precision of LiDAR
by superimposing of measurement data in time-series. In this paper, we describe the developed systems
and the methods. Furthermore, the effectiveness of them, such as the recognition precision and processing
time confirmed by several experiments with a car installed the developed LiDAR system and methods is
described.

1 はじめに
自動運転システムの周辺環境認識のためのセンサとし

て，LiDAR（light detection and ranging）が広く用いら

れている．また，それを用いるディジタル地図のとの照合

や，路上の移動物体を認識する技術について研究が盛ん

に行われており，特に，歩行者を認識する研究が数多く行

われている [1, 2]．しかし，遠方の対象では計測点の減少

に伴う認識精度の低下が生じ，最高水準の LiDARでも，

時速 60km程度の自動走行の安全性に問題が生ずること

が指摘されている [3]. この問題に対し，遠方の LiDAR

計測点群を時系列方向に重畳することで，歩行者の認識

精度を飛躍的に向上させる手法が提案されている [4, 5]．

一方，自動運転のための周辺環境認識システムには，歩

行者の急な飛び出しや対向車の動きに対応可能な処理速

度が求められる．そこで，本研究では，20Hzで周辺環境

を計測することを想定し，先行研究 [4, 5]で提案された

手法をリアルタイムで実行させる周辺環境認識システム

の開発を行った．本システムは，LiDARを用いて点群情

報を取得してから人物の認識を行うまでの処理を平均で

50ms以内に完了する．以下では本システムのアルゴリズ

ムと構成について述べる．

2 周辺環境認識システム
2.1 認識処理の流れ

LiDARの計測データを用いた周辺環境認識システムの

データ処理の流れを図 1に示す．このシステムでは，最

初に LiDARで計測された点群データから，地面を計測し

たと推定される点群を検出し除去する．その後，クラス

計測点群の重畳
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図 1: LiDARによる計測データの認識処理の流れ

タリングと矩形あてはめの処理を行い，車両周辺の物体

の検出を行う．また，ここまでの処理で検出された点群

集合（クラスタ）で歩行者を計測したと推定されるもの

（歩行者候補クラスタ）について，識別器により歩行者か

否かを判定する．遠距離の歩行者候補クラスタは，時系

列方向にデータを重畳し，クラスタ内の点群データを増

加させた後に識別器による認識処理を行う．各処理につ

いて以下に詳しく述べる．

2.2 地面計測データの除去

車両周辺の物体検出のために，計測された点群データ

から地面を計測したと推定される点群を除去する必要が

ある．本研究では，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する処理を行う．後述の実験で

は，グリッドマップのグリッドサイズを 1.5[m]，高さの

閾値を 0.3[m]と定めた．すなわち，二次元グリッドマッ
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プへ投影された計測点が，すべてこの閾値以下である場

合には，そのグリッドは地面であると判断し，そのグリッ

ド内の計測点群を除去する．

2.3 クラスタリング

一定の距離以内に存在する計測点群を同一物体としてク

ラスタリングする．本研究では，この処理に PCL（point

cloud library）[6]における Euclidean Clustering[7]を用

いた．

2.4 矩形あてはめとサイズによる分類

生成されたクラスタに対し，矩形あてはめを行う．矩形

として軸並行境界ボックス（axis-aligned bounding box，

以下，AABB）を用いる．AABBは各辺が座標軸に対し

て平行で，クラスタの x，y，z座標の最大値と最小値より

形成される．矩形あてはめ処理の後に，AABBの各辺の

大きさを基に，クラスタのおおまかな分類を行う．AABB

の x軸方向の長さを w[m]，y軸方向の長さを d[m]，z軸

方向の長さを h[m]と表す場合に，これを歩行者候補クラ

スタとして分類する条件を以下に示す．
0.05[m] ≤ w ≤ 1.2[m]

d ≤ 1.2[m]

0.45[m] ≤ h ≤ 2.0[m]

(1)

また，歩行者候補クラスタ以外を車両候補クラスタとし

て分類する条件を以下に示す．
1.0[m] ≤ w ≤ 5.0[m]

d ≤ 4.0[m]

1.0[m] ≤ h ≤ 2.5[m]

(2)

2.5 歩行者認識

2.5.1 特徴ベクトルの算出

歩行者候補クラスタに対して認識処理を行うために，三

次元特徴量の算出を行う．まず，歩行者候補クラスタを

C(i) = {x(i)
k | k = 1, · · · ,K}と表す．ここで iは歩行者

候補クラスタのインデックス，k はクラスタに含まれる

点群データのインデックスである．つぎに，C(i) から二

つの特徴ベクトル f
(i)
1 ,f

(i)
2 を算出し，それらを要素に並

べて f (i) ≜ [f
(i)
1 f

(i)
2 ]T を構成する．以下にこれらの算

出方法を示す．

(a) 三次元共分散行列の要素: f
(i)
1 ∈ 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(i) =
1

n− 1

∑
x

(i)
k ∈C(i)

x
(i)
k x

(i)T
k =

f
(i)
11 f

(i)
12 f

(i)
13

f
(i)
12 f

(i)
22 f

(i)
23

f
(i)
13 f

(i)
23 f

(i)
33

 (3)

表 1: 歩行者候補クラスタの三次元特徴量
f
(i)
21 Linearity (λ1 − λ2)/λ1

f
(i)
22 Planarity (λ2 − λ3)/λ1

f
(i)
23 Scattering λ3/λ1

f
(i)
24 Omnivariance 3

√
λ1λ2λ3

f
(i)
25 Anisotropy (λ1 − λ3)/λ1

f
(i)
26 Eigenentropy −

∑3
i=1 λi lnλi

f
(i)
27 Change of curvature λ3/(λ1 + λ2 + λ3)

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

点群の中心座標を原点として表現した，クラスタ含まれ

る三次元点の座標である．行列Σ(i)は対称行列であるた

め，行列要素のうち重複を除いた六つの要素を特徴量と

して利用し，f
(i)
1 ≜ [f

(i)
11 · · · f

(i)
16 ]

T とする．

(b) 固有値を基に算出する三次元特徴: f
(i)
2 ∈ R7

Σ(i)の固有値を λ1，λ2，λ3とする．ただし λ1 > λ2 >

λ3 > 0である．これらの固有値より，Liuら [8]の提案す

る七つの値を算出し（表 1参照），それらの値を特徴量

として f
(i)
2 ≜ [f

(i)
21 · · · f

(i)
27 ]

T とする．

2.5.2 識別器

識別器として，SVM（Support Vector Machine）を用

いた．SVMの学習データは計測データの中から，歩行者

を計測した点群を正解データ，歩行者以外（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

として作成した．学習に使用したデータ数は正解データ

が 1800，不正解データが 2870である．

2.6 車両の移動量推定

車載の速度計には誤差が含まれるため，その計測に加

えて，LiDARの計測データを用いて車両の移動量推定を

行う．移動量は，各計測を対応付ける回転行列と並進ベ

クトルを推定することで求まる．時刻 k − 1と時刻 kの

間の回転行列は，x軸に対する回転角度（ロール角）を

α[rad]，y軸に対する回転角度（ピッチ角）を β[rad]，z

軸に対する回転角度（ヨー角）を γ[rad]として，

Rk =

cβcα sγsβcα − cγsα sγsα + cγsβcα

cβsα sγsβsα + cγcα −sγcα + cγsβsα

−sβ sγcβ cγcβ

 (4)

と表される．ただし，c(∗)，s(∗)は cos(∗)，sin(∗)を表す．
また，LiDAR原点の並進ベクトルを tk ∈ R3 と表す．

時刻 k − 1 と時刻 k で LiDAR により計測された

点群データの集合 Pk−1 = {q1, q2, . . . , qM} と Pk =
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superimposed
point cloud

図 2: 時系列データ重畳処理の概要

{p1,p2, . . . ,pN} の照合によりRk と tk を推定する．こ

こで，LiDARは実験車両の屋根に設置されており，車両

の進行方向が LiDAR計測における x軸，進行方向左が y

軸，高さ方向が z 軸に対応する．本研究では点群データ

の位置合わせに NDT（normal distributions transform）

[9]を用いた．

2.7 時系列データ重畳

本研究では，LiDARより照射されるレーザの数が少な

くなる遠距離の歩行者の認識のために，時系列方向に計

測データを重畳する手法 [4, 5]を採用した．図 2に時系列

データ重畳の概要図を示す．時系列方向の重畳を行うた

めには，k− 1時点で抽出した歩行者候補クラスタと k時

点で抽出した歩行者候補クラスタとの対応を探索する必

要がある．本手法では，歩行者候補クラスタの各 AABB

の高さ，幅，重心位置の比較により対応の判定を行う．対

応の判定のために，まず，AABBの高さと幅の値を比較

する．各時刻の LiDARの計測には計測誤差が含まれる

ため，時刻 k − 1のある歩行者候補クラスタと時刻 kに

おける同一の歩行者候補クラスタのAABBの各辺の長さ

は必ずしも等しくならない．そこでAABBの高さと幅の

比較には，時刻 k− 1の AABBの高さと幅に以下のよう

な許容範囲を設ける．

h
(j)
k−1(1− α1) ≤ h

(j)
k ≤ h

(j)
k−1(1 + α2) (5)

w
(j)
k−1(1− β1) ≤ w

(j)
k ≤ w

(j)
k−1(1 + β2) (6)

後述する実験では，α1 = 0.3, α2 = 0.4, β1 = 0.55, β2 =

1.2とした．これらの値は試行錯誤により決定した．また，

j は人物候補クラスタに対する AABBのインデックスで

ある．

次に，AABBの重心の x軸と y 軸の座標を比較する．

時刻 k− 1と時刻 kのAABBの重心位置の変化は，歩行

者の移動距離を表すので，一時刻の間に歩行者が移動す

る最大距離 rを想定し，AABBの重心位置の差が r以下，

すなわち，

∥ xk−1,c − xk,c − lk ∥≤ r (7)

計算機 短距離処理用

点群表示用計算機

計算機 長距離処理用

計算機 中距離処理用
LiDAR Ethernetハブ

図 3: 分散処理システム

を満たすならば，二つのAABBは同一歩行者とみなす．こ

こで lk ≜ [lk,x lk,y]
T は車両の移動量，xk,c ≜ [xk,c yk,c]

T

は AABB の重心座標を示す．後述する実験では，r =

1.0[m]とした．また，車両の移動量は，前述の移動量推

定の結果を用いる．

以上の式 (5)，(6)，(7)を満たす二つの AABBを同一

歩行者の AABBと判定し，各時刻の AABBを平行移動

させて，時刻 kの AABBに重畳する．

3 周辺環境認識システムの構築
ここまでに述べた機能を車載し，リアルタイム駆動す

るためのシステムを構築した．システムの要求仕様は，

(1)LiDARの計測データと車速計の速度情報にタイムス

タンプを押下し，各種処理に同時刻の計測データを用い

る，(2)計測データの取得から車両周辺の物体認識までの

処理時間を 50ms以内とする，(3)時系列データ重畳のた

めの移動量推定の処理時間を 50ms以内とする，などで

ある．また，リアルタイム処理を実現するために，複数

台の計算機を用いた分散処理システムを構成した．図 3

に分散処理システムの概要を示す．計測データ処理用計

算機を三台，計測データ表示用の計算機をネットワーク

で接続した．LiDAR の計測データは，Ethernet ハブを

介して複数台の計算機に送信される．LiDARの計測範囲

は水平視野角が 60deg，垂直視野角が 26.8degであり，最

大計測範囲は 60mである．計算機 1は，前方 0.0mから

15.0mおよび幅 15.0mの範囲，計算機 2は前方 15.0mか

ら 40.0mおよび幅 30.0mの範囲，計算機 3は前方 40.0m

から 60.0mおよび幅 45.0mの範囲で計測された点群に対

する処理を行う．各計算機の処理分担の概略図を図 4に

示す．特に，計算機 3が担当する範囲は LiDARから遠方

であるため，時系列データの重畳処理を行い，データ数

を増加させて周辺環境認識処理を行う．また，処理時間

の短縮のために，LiDARの計算機 1が担当する領域につ

いて，計測のダウンサンプリングを行った上で重畳処理

に必要な移動量推定を行う．

これらのシステムの計算機のOSはすべてUbuntu 14.04

LTS 64bitであり，ROS（robot operating system）を用

第 33 回ファジィシステムシンポジウム 講演論文集 (FSS2017 山形大学)FA1-2

595



計算機2
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図 4: 各計算機が担当する領域の概要．移動距離推定は計

算機 1が担当する領域の計測を用い，計算機 3が担当す

る領域での歩行者の認識には重畳処理を用いる．

いてソフトウェアを構築した．計算機 1の CPUは Intel

Core i7 2.30GHz×8，メモリは 6GB，計算機 2の CPU

は Intel Core i7 1.9GHz×4，メモリは 4GB，計算機 3の

CPUは Intel Core i7 1.8GHz×4，メモリは 4GBである．

4 実験

4.1 実験車両の構成

LiDAR として Velodyne 社製の HDL-64E S2（以下，

HDL-64E）を用いた．HDL-64Eは計測周波数を 5Hzか

ら 20Hzの範囲で設定できる．また，水平方向全方位の

計測が可能である．本実験では，HDL-64Eの計測範囲を

前方 ±30degの視野に絞って使用した．また，データ処

理用計算機とネットワーク接続機器を実験車両のトラン

クに収納した．

4.2 実験概要

重畳処理による遠方人物の認識精度検証を行うために，

実験車両の約 50m先に歩行者を配置し，時速 20kmで直

進した．その間，歩行者は実験車両の前方を横断した．図

5(a)に実験の概要を示す．また，開発した周辺環境認識

システムを実験車両に搭載し，平均時速 15km程度で九州

工業大学構内を走行し，各プロセスの処理時間を計測し

た．図 5(b)に処理時間を検証するための実験走行のコー

スを示す．

5 実験結果

三台の計算機による処理領域の分担の様子を図 6に示

す．また，歩行者認識のための各処理の進行の様子を図

7に示す．

1.7 [m]

20 [km/h]

60 [m]

(a) 重畳処理システムの性能評価のための実験概要．

start

end

(b) 処理時間を計測するための実験走行のコース．

図 5: 実験の概要

5.1 重畳処理による遠方人物の認識実験

車両の前方 45mから 50mの距離を横断する歩行者の

認識実験の結果を表 2に示す．この実験では，計測を重

畳するフレーム数 fnを 0から 4まで増加させ，それぞれ

60回の認識実験を行った．表 2より，遠方の歩行者の認

識には，重畳処理が有効であることが確かめられた．ま

た，認識が失敗するケースでは，車両が歩行者に接近す

ることで，認識率が上昇することが確認できた．

5.2 周辺環境認識システムの処理時間に関する検証

まず，移動量推定の処理時間の実験結果を図 8に示す．

ダウンサンプリングを含めた移動量推定処理は平均的に

50ms以内に実行されたが，LiDARに接近した物体が多い

状況でデータ量が多い場合には，まれに処理時間が 50ms

を超える場合があった．

つぎに，本実験で用いた三台の計算機の処理時間を図

9に示す．近距離の周辺環境認識を担当する計算機 1に

よる処理時間は，平均 55.71msおよび最大 158.19msで

あった．目標とする 20Hz，すなわち各サンプリング毎の

処理時間を継続的に 50ms以内に実行することができな

表 2: 重畳するフレーム数 fnに対する歩行者の認識精度

　
fn 0 1 2 3 4

認識率 [%] 18.8 49.2 68.9 77.0 67.2
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図 6: LiDARからのデータ取得と処理分担

かった．この領域での LiDARの計測点数が多いことが原

因として挙げられる．中距離を担当する計算機 2は，平

均 36.77msおよび最大 71.68msであった．まれに 50ms

以内の処理完了を達成できない場合があった．長距離を

担当する計算機 3は，平均 12.12msおよび最大 27.74ms

であり，50ms以内の処理実行を達成できた．また，点群

重畳のための移動量推定の処理時間は平均 37.96msおよ

び最大 60.86msであった．

ここで各処理時間に注目すると，近距離，中距離の処理

では，地面計測データの除去とクラスタリングの処理に

最も時間が費やされたことがわかる．それらの処理時間

の合計は，近距離の処理で全体の処理時間の約 74%，中

距離の処理で約 61%を占める．これらの実験結果より，

これらの処理の高速化，担当領域のさらなる細分化，お

よび並列処理プロセスの数を増加させるなどの必要があ

ると考えられる．

6 まとめ
本研究では，自動運転のための LiDARを用いたリア

ルタイム周辺環境認識システムを開発した．また，重畳

処理による遠方人物の認識精度の向上，および複数台の

計算機による分散処理を行うことで処理の高速化を図っ

た．遠方の歩行者の計測を時系列方向に重畳する処理を

行うことで，認識精度が 18.8%から 77.0%まで向上する

ことを確認した．一方で，各サンプリングに対する認識

処理を 50ms以内に実行できない場合があることが確か

められた．その原因として，地面計測データの除去とク

ラスタリングの処理の計算コストが高いことが見出され

た．今後は，これらの処理の高速化と担当領域のさらな

る細分化，並列処理プロセスの数を増加させるなどの対

策が必要があると考えられる．

本研究は，経済産業省からの受託プロジェクト「平成

28年度スマートモビリティシステム研究開発・実証事業

(a) 地面除計測データの除去

(b) クラスタリングと矩形当てはめ

(c) 歩行者認識

(d) 重畳処理

図 7: 歩行者認識のための各処理の進行の様子
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図 8: 移動量推定のための処理時間

革新的周辺環境認識技術の開発」の結果の一部である．
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(a) 計算機 1における処理時間

(b) 計算機 2における処理時間

(c) 計算機 3における処理時間

図 9: 歩行者認識のための各処理時間
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