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Abstract: In LiDAR measurement, measurement loss caused by laser reflection not returning is called black spot. A
black spot occur when a laser is irradiated on a specular reflection material or a material with a high absorption rate
of infrared rays, in many cases, laser reflections are obtained from around the black spot. Conventionaly, in object
recognition using LiDAR measurement, only measured data has been used. However, since LiDAR actively irradiates
the laser, we thought that black spots also contained information for object recognition. Therefore, we propose a
complement method of black spots in LiDAR measurement Moreover, we confirmed through several experiments that
the pedestrian recognition accuracy improves by applying the proposed method.

1 はじめに
近年，対象物までの三次元距離とレーザ反射強度を計

測できる LiDAR（light detection and ranging）が，自動運
転の周辺環境認識に数多く利用されている．また，LiDAR
の計測データを用いて三次元地図を作成する種々の SLAM
の手法や，ディジタルマップを用いる自己位置推定手法

[1]が提案されている．さらに，LiDARの計測から歩行
者を認識する研究に，機械学習による歩行者の認識手法

[2]や，時系列での計測データの重畳により計測精度を向
上させる手法 [3]がある．

一方で，ToF（time of flight）方式の計測原理を用いる
LiDARでは，レーザの反射を十分に集光できない場合に，
計測が欠落する箇所が発生し，それらはブラックスポッ

ト [4]と呼ばれる．例えば，赤外線を吸収する対象や，赤
外線を乱反射や拡散反射する対象を計測した場合，ブラッ

クスポットが発生する．ブラックスポットが発生する代

表的なケースを表 1に示す．ブラックスポットを発生さ
せる要因は道路環境に多数存在するため，自動運転の周

辺環境認識に LiDAR を用いる場合には，その対処方策
が必要であるが，現在までブラックスポットの認識と補

完処理を扱った研究は見当たらない．そこで本研究では，

LiDARの計測におけるブラックスポットの発生の認識を
行い，その補完手法を提案する．さらに，提案手法によっ

て，ブラックスポットとなっている物体の検出や歩行者

の認識精度の向上が得られることを，実験によって検証

する．

2 ブラックスポットの補完処理
2.1 LiDAR
本研究では LiDARとして，Velodyne社製の HDL-64E

S2（以下，HDL-64E）を用いた．HDL-64Eは，パルス状
に発光するレーザを照射して対象からの反射光を受光し，

その反射時間から距離を算出する．本センサは，64本の
レーザの照射と受光を行うヘッド部が回転することで，全

周の距離計測データを取得する．距離計測データはセン

サ座標系における三次元点の集合として表現される．本

センサの 64のレーザ光源はヘッド内部に縦に設置されて
いるため，各レーザの照射は座標系の中心から同心円状

に広がる．本論文では，ヘッド部が回転することによって

1つのレーザで計測される同心円状の計測の系列を，ス
キャンラインと呼ぶ．

2.2 処理の流れ

本論文では，照射されたレーザが対象で反射した場所

の，さらに奥の領域をオクルージョン領域，もしくはオ

クルージョンと呼び，ブラックスポットの検出と補完に

利用する．

まず，各レーザのスキャンラインのデータの欠落を調

査することで，ブラックスポットのオクルージョンを検

出する．この処理の後，オクルージョン領域に計測デー

タを線形補完した後に，ブラックスポットと推定される

箇所に，補完されたデータを写像する．各処理の概要を

図 1に示す．

2.3 オクルージョンの検出

本研究ではブラックスポットのオクルージョンの検出

のために，スキャンラインで隣接する計測データの方位

角を利用する．まず，同一スキャンラインの計測データ

の集合 S (i) =
{
x(i)

k

∣∣∣ k = 1, · · · ,K
}
を構成する．ここで，x(i)

k

は三次元座標，距離，反射強度，方位角 ϕ(i)
k を含む計測

データであり，kはスキャンラインにおけるデータのイン

デックスを示す．また，iは 1から 64までのレーザの番
号を表し，i = 1が最大の仰角を持って遠方に照射される
レーザであり，i = 64が最大の俯角を持って近隣の地面
に照射されるレーザである．

図 2にスキャンラインデータの様子を示す．ここで，x(i)
k

の三次元座標，距離および反射強度の値が無い場合には，

物体が存在しないかブラックスポットのいずれかであり，

これを計測不能点と呼ぶ．
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表 1: ブラックスポットが発生する代表的なケース

ブラックスポットが発生するケース 物体例

近赤外線の反射率の低い物体の計測 頭髪，黒色の布・革製品・車の黒い塗装

鏡面反射する物体の計測 鏡，カーブミラー，鏡面塗装が施された車両，雨天時の遠方の路面

レーザを拡散反射・乱反射する物体の計測 濃霧，煙，路面に設置されたキャッツアイ，対向車のヘッドライト部

エッジ部の計測 建物の壁や角柱のエッジ部

透過物の計測 建築物のガラス，車両のガラス部

次に，周密にレーザを照射する LiDARの計測において，
空間の幾何学構造が急激に変化することは一般に考えら

れないことから，独立した計測不能点はブラックスポッ

計測人物の一部を

ブラックスポットに

した擬似的データ

本来の計測人物の

データ

(a)ブラックスポットを含む LiDARの計測データ

(b)オクルージョン検出

(c)ブラックスポットの補完

図 1: ブラックスポット補完処理の概要

トである可能性が高い．そこで，S (i)において計測不能点

を挟む計測可能点の間の方位角の差 θが設定した範囲で

ある場合には，その二点間の領域をブラックスポットの

オクルージョンと判定する．閾値は以下の式に示すよう

設定した．

αRh ≤ θ =
∣∣∣ϕ(i)

k − ϕ
(i)
k+1

∣∣∣ ≤ βRh (1)

ここで，Rh [deg]は LiDARの水平方向の計測分解能であ
り，α ∈ N , β ∈ Nである．後述する実験ではノイズに対
する頑健性のために α = 6,上限が 45度となるような定
数として β = 520とした．図 3にオクルージョン検出法
の概要を示す．

次にオクルージョンと判断された二点の間の領域には，

その領域を補完するデータを生成する．生成するデータ

集合を以下で表す．

C(i) =
{
x̄(i)

p

∣∣∣ p = 0, · · · , P(i)
}
, P(i) =

θ

Rh
− 1 (2)

ここで，x̄(i)
p は，オクルージョンを挟む二点を線形補間し

て P(i) + 1等分割した三次元座標の値とする．スキャンラ
インデータ全てに対して以上のオクルージョン検出と補

完点生成処理を行う．

本研究では，処理の高速化のために上述の線形補完を

行う処理を採用したが，オクルージョンの検出には，計

拡大図

図 2: スキャンラインデータの例（赤色の点群）
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測データにおける三次元距離情報のヒストグラムを利用

する手法 [5]もあり，要求される頑健性や精度に応じて変
更することが可能である．

2.4 ブラックスポットになった物体の位置推定

次に，ブラックスポットを発生させた物体の位置を推

定する．本研究では，オクルージョン近隣の計測データ

を利用して，ブラックスポットを生じさせた物体の位置

を推定する．

まず，iの最大値を有するオクルージョンを含むスキャ

ンラインデータ S (i)において，オクルージョンに隣接する

二点と原点を直線で結び，この間にある補完データを C̄(i)

とする．次に，スキャンラインデータ S (i) の一つ手前の

スキャンラインデータ S (i+1)から，これらの二直線で囲ま

れた領域に含まれるデータ集合 C̄(i+1) を抽出する．C̄(i+1)

にオクルージョンが含まれる場合は，さらにその一つ手

前のスキャンラインデータ S (i+2)から，上述の二直線で囲

まれた領域に含まれるデータ集合 C̄(i+2) を抽出する．こ

の操作を，データ集合 C̄(i+m) にオクルージョンが含まれ

なくなるまで続ける．ここで i +m ≤ 64である．その後，
データ集合 C̄(i+m) =

{
x(i+m)

o ∈ C(i+m)
}
をブラックスポット

になった物体の推定位置とする．図 4に，ブラックスポッ
トのを発生させた物体の位置推定手法の概要を示す．

これらの処理の後に，上述の処理で求められた C̄(i+m)

を含み xy 平面に垂直な矩形平面上に，C̄(i) から C̄(i+m−1)

に含まれる点群を原点方向に写像することで，ブラック

{

LiDAR

LiDAR

の点群データ

本来計測されたと推定される

点群データ

ブラックスポットとなる物体

オクルージョンと判断された

領域

スキャンラインデータにおいて，隣接点間の

角度差を閾値と比較してオクルージョンを検出．

等分割

角度差が閾値以上だった二点を

結ぶ直線

オクルージョン領域を補完する

点群データ

オクルージョンの両端の二点を直線で結び，

その直線を      等分割する点の座標値を

算出して，その座標値を基にオクルージョン

領域を補完する点群データを作成．

図 3: オクルージョン検出法の概要

LiDAR

オクルージョンを含むスキャンライン

データ    に注目．

オクルージョンを補完するため

作成した点群データ

計測点群データ

注目するスキャンラインデータ

    の点間がオクルージョンの二点と原点

を直線で結ぶ．   の一つ前のスキャン

ラインデータ      から，二直線で囲まれた

領域に含まれる点データを抽出．

LiDAR

点間がオクルージョンの二点

注目するスキャンラインデータの

一つ前のスキャンラインデータ

二点と原点を結ぶ直線

二直線で囲まれた領域

LiDAR

ブラックスポットになった物体の

計測位置推定に用いる点データ

      にオクルージョンが含まれ，その

オクルージョンを補完する点が二直線の

領域内に存在する場合，さらにその一つ

前のスキャンラインデータ      から

点データを抽出．

図 4: ブラックスポットの位置推定におけるデータ抽出の
概要

スポットを発生させた物体の推定三次元点群を生成する．

3 ブラックスポットの補完実験
3.1 実験概要

ブラックスポットを含む LiDARの計測データに，提案
手法を適用する実験を行った．ここでは，ブラックスポッ

トを発生させる対象物として鏡とアルミシートを用いた．

鏡は LiDAR前方 10 mの地面に設置して計測を行った．

アルミシートは防寒用に市販されているもので，サイ

ズは 2130× 1370 mmである．LiDARの前方 10 mで，二
人の人物がこれを斜め上方に向けて広げて持った状態を

計測した．それぞれの物体の計測の様子を図 5に示す．

3.1.1 実験結果

まず，鏡の計測データのブラックスポットを補完した

結果を図 6(a)に示す．また，アルミシートの計測データ
にブラックスポット補完処理を適用した結果を図 6(b)に
示す．これらの結果より，提案手法の適用によって，ブ

ラックスポットになった対象物の計測データを復元する

ように点群が生成されることを確認した．

次に，アルミシートの計測に対して，クラスタリング
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(a)鏡の計測

(b)アルミシートの計測

図 5: 実験の様子

処理とバウンディングボックスの当てはめ処理を施した

結果を図 7に示す．同図 (a)は計測データに処理を施した
結果であり，同図 (b)は提案手法を適用した後に処理を施
した結果であり，バウンディングボックスを白色の矩形

で示している．

同図 (a)では，アルミシートを持つ二つの人物だけを物
体として検出していることがわかる．一方，図 7(b)では，
アルミシートが物体として検出されていることがわかる．

この結果から，ブラックスポットの補完処理を適用する

ことで，ブラックスポットになった物体を検出できるこ

とを確認した．

4 歩行者の認識実験
4.1 処理の流れ

LiDARの計測の一部にブラックスポットが含まれる歩
行者の計測に，提案手法を適用し，認識性能が向上する

ことを確かめる実験を行った．まず，LiDARの計測から
地面と推定される点群を除去する．次に，残った点群のク

ラスタリングとバウンディングボックスあてはめの処理

を行い，物体検出を行う．また，バウンディングボックス

のサイズから，歩行者と推定される点群を抽出し，SVM
（support vector machine）によって歩行者の判定を行う．

(a)鏡の補完結果

(b)アルミシートの補完結果

図 6: ブラックスポットになった物体の計測の補完処理実
験の結果．緑の点は計測点であり，赤の点は補完された

点を表す．

本手法の詳細は文献 [6]を参照されたい．

4.2 識別器

歩行者を計測した点群を正解データを正解データとし，

樹木や街灯，建物の壁などの歩行者以外を計測した点群

を不正解データとして，正解データを 1800，および不正
解データを 2870，SVMの学習用に準備した．

4.3 実験概要

計測の一部がブラックスポットになる歩行者の例とし

て，アルミシートを羽織った歩行者を計測した．歩行者

は LiDARの前方の 10 mから 30 mを範囲で歩行した．計
測の様子を図 8に示す．

計測データの一部がブラックスポットとなる物体に，本

研究で構築したブラックスポット補完処理を適用する．本

実験では計測データの一部がブラックスポットとなる物

体として人物を考えるが，ブラックスポットと人物認識

の精度の関係についても合わせて検証する．
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(a)補完前の物体認識結果

(b)補完後の物体認識結果

図 7: アルミシートの計測データに物体認識処理を適用し
た結果

4.4 実験結果

一部がブラックスポットになったアルミシートを羽織っ

た歩行者の計測を図 9(a)に示し，バウンディングボック
ス処理を適用した結果を同図 (b)に示す．この図では，歩
行者として識別された部分が緑色の矩形，それ以外とし

て識別された部分が赤色の矩形で表されている．この結

果より，ブラックスポットの発生は，計測から対象物を

抽出するために重要なクラスタリング処理に重大な影響

を与えることがわかる．

図 8: アルミシートで身体を包んだ人物の計測の様子

(a)計測データ

(b)補完前の人物認識結果

図 9: アルミシート羽織った歩行者の計測とバウンディン
グボックス処理の結果

次に，図 9(a)の計測に，ブラックスポットの補完処理
を適用した結果を図 10(a)に示す．補完された点群を赤色
で示している．さらに，バウンディングボックス処理を

適用した結果を図 10(b)に示す．

次に，バウンディングボックス処理後の 130フレーム
のデータに対して，SVMによる歩行者認識処理を適用し
た．その結果，提案手法を適用しない場合には，認識正

解率（TPR）は 82.3％であったのに対して，適用後には
89.2％となった．

以上の実験結果より，ブラックスポットが計測に含ま

れると，クラスタリング処理が正しく機能せず，対象の

認識精度が低下することが確かめられた．また，提案手

法によってブラックスポットを補完することで，正しい

クラスタリング処理が行われ，一部にブラックスポット

を含む歩行者の認識精度が 6.9 ％向上することが確かめ
られた．

これらの実験結果より，提案手法によるブラックスポッ

トの補完は，クラスタリング処理の精度向上と，認識処

理における精度向上に寄与することが確かめられた．
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(a)ブラックスポット補完処理の結果

(b)補完後の人物認識結果

図 10: アルミシート羽織った歩行者の計測に提案手法を適
用した後にバウンディングボックス処理を適用した結果

5 まとめ
本論文では，LiDARの計測におけるブラックスポット

を補完する手法を提案した．また，鏡とアルミシートの

計測に提案手法を適用することで，ブラックスポットを

再現する点群が生成できることを確認した．さらに，ブ

ラックスポットを含む歩行者の計測において，その認識

精度が向上することを確認した．
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